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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器であって、
　前記電子機器の表面に設けられたカバーパネルと、
　前記カバーパネルを振動させる圧電振動素子と、
　音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる駆動部と、
　前記カバーパネルに対する接触を検出する検出部と、
　前記電子機器において前記駆動部が音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処
理が行われている際に、前記検出部での検出結果に基づいて前記カバーパネルに対する使
用者の耳の当て位置を特定する耳当て位置特定部と、
　前記処理が行われている際に、前記耳当て位置特定部で特定された前記耳の当て位置が
基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する判定部と、
　前記処理が行われている際に、前記判定部において前記耳の当て位置が基準位置に近い
と判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知することと、前記
判定部において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合に前記耳の当て
位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行う通知部と
を備え、
　前記判定部は、前記耳当て位置特定部において過去に特定された前記耳の当て位置の平
均値を基準位置とする、電子機器。
【請求項２】
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　電子機器であって、
　前記電子機器の表面に設けられたカバーパネルと、
　前記カバーパネルを振動させる圧電振動素子と、
　音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる駆動部と、
　前記カバーパネルに対する接触を検出する検出部と、
　前記電子機器において前記駆動部が音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処
理が行われている際に、前記検出部での検出結果に基づいて前記カバーパネルに対する使
用者の耳の当て位置を特定する耳当て位置特定部と、
　前記処理が行われている際に、前記耳当て位置特定部で特定された前記耳の当て位置が
基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する判定部と、
　前記処理が行われている際に、前記判定部において前記耳の当て位置が基準位置に近い
と判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知することと、前記
判定部において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合に前記耳の当て
位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行う通知部と
を備え、
　前記電子機器は、基準位置を自装置に登録する登録モードを有し、
　前記電子機器が前記登録モードで動作している際には、前記駆動部が音信号に基づいて
前記圧電振動素子を振動させ、
　前記判定部は、前記電子機器が前記登録モードで動作している際に、前記耳当て位置特
定部において特定された前記耳の当て位置を基準位置とする、電子機器。
【請求項３】
　電子機器であって、
　前記電子機器の表面に設けられたカバーパネルと、
　前記カバーパネルを振動させる圧電振動素子と、
　音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる駆動部と、
　前記カバーパネルに対する接触を検出する検出部と、
　前記電子機器において前記駆動部が音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処
理が行われている際に、前記検出部での検出結果に基づいて前記カバーパネルに対する使
用者の耳の当て位置を特定する耳当て位置特定部と、
　前記処理が行われている際に、前記耳当て位置特定部で特定された前記耳の当て位置が
基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する判定部と、
　前記処理が行われている際に、前記判定部において前記耳の当て位置が基準位置に近い
と判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知することと、前記
判定部において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合に前記耳の当て
位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行う通知部と
を備え、
　前記判定部は、前記処理が終了した後に、前記耳の当て位置を基準位置として登録する
旨が使用者から前記電子機器に通知されると、当該処理の実行中に前記耳当て位置特定部
で特定された前記耳の当て位置を基準位置とする、電子機器。
【請求項４】
　電子機器であって、
　前記電子機器の表面に設けられたカバーパネルと、
　前記カバーパネルを振動させる圧電振動素子と、
　音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる駆動部と、
　前記カバーパネルに対する接触を検出する検出部と、
　前記電子機器において前記駆動部が音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処
理が行われている際に、前記検出部での検出結果に基づいて前記カバーパネルに対する使
用者の耳の当て位置を特定する耳当て位置特定部と、
　前記処理が行われている際に、前記耳当て位置特定部で特定された前記耳の当て位置が
基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する判定部と、
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　前記処理が行われている際に、前記判定部において前記耳の当て位置が基準位置に近い
と判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知することと、前記
判定部において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合に前記耳の当て
位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行う通知部と
を備え、
　前記判定部は、前記処理が行われている際に、互いに異なる複数の基準位置から一つの
基準位置を選択し、前記耳当て位置特定部で特定された前記耳の当て位置が、選択した基
準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する、電子機器。
【請求項５】
　請求項４に記載の電子機器であって、
　前記処理は、前記電子機器が通信相手装置と音声通話を行っている際に実行され、
　前記複数の基準位置は、前記電子機器の音声通話先となる複数の通信相手装置にそれぞ
れ対応し、
　前記判定部は、前記電子機器が音声通話を行っている際に、音声通話先の通信相手装置
に対応する基準位置を前記複数の基準位置から選択し、前記耳当て位置特定部で特定され
た前記耳の当て位置が、選択した基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する、
電子機器。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一つに記載の電子機器であって、
　前記通知部は、前記判定部において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定され
ると、前記処理が行われている際に当該基準位置を特定するための情報を使用者に通知す
る、電子機器。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一つに記載の電子機器であって、
　前記通知部は、前記判定部において前記耳の当て位置が基準位置に近いと判定される場
合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知することと、前記判定部において
前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合に前記耳の当て位置が不適切で
あることを使用者に通知することとの少なくとも一方を、前記カバーパネルを振動させる
ことによって行う、電子機器。
【請求項８】
　請求項７に記載の電子機器であって、
　前記駆動部及び前記圧電振動素子が前記通知部として機能する、電子機器。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一つに記載の電子機器であって、
　前記通知部は、前記判定部において前記耳の当て位置が基準位置に近いと判定される場
合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知することと、前記判定部において
前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合に前記耳の当て位置が不適切で
あることを使用者に通知することとの少なくとも一方を、音を使用者に伝達することによ
って行う、電子機器。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一つに記載の電子機器であって、
　前記圧電振動素子が前記カバーパネルを振動させることによって、当該カバーパネルか
ら気導音及び伝導音が使用者に伝達される、電子機器。
【請求項１１】
　表面に設けられたカバーパネルと、振動することによって当該カバーパネルを振動させ
る圧電振動素子とを備える電子機器を制御するための制御プログラムであって、
　前記電子機器に、
　（ａ）音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処理を行う工程と、
　（ｂ）前記カバーパネルに対する接触を検出する工程と、
　（ｃ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｂ）での検出結果に基づいて前記カバ
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ーパネルに対する使用者の耳の当て位置を特定する工程と、
　（ｄ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置が
基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する工程と、
　（ｅ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準
位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知するこ
とと、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合
に前記耳の当て位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行
う工程と、
　（ｆ）前記工程（ｃ）において過去に特定された前記耳の当て位置の平均値を基準位置
とする工程と
を実行させるための制御プログラム。
【請求項１２】
　表面に設けられたカバーパネルと、振動することによって当該カバーパネルを振動させ
る圧電振動素子とを備える電子機器を制御するための制御プログラムであって、
　前記電子機器に、
　（ａ）音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処理を行う工程と、
　（ｂ）前記カバーパネルに対する接触を検出する工程と、
　（ｃ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｂ）での検出結果に基づいて前記カバ
ーパネルに対する使用者の耳の当て位置を特定する工程と、
　（ｄ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置が
基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する工程と、
　（ｅ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準
位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知するこ
とと、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合
に前記耳の当て位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行
う工程と、
　（ｆ）基準位置を自装置に登録する登録モードで動作する工程と
を実行させ、
　前記登録モードにおいては、前記圧電振動素子が音信号に基づいて振動され、
　（ｇ）前記登録モードにおいて、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置を基準
位置とする工程をさらに実行させるための制御プログラム。
【請求項１３】
　表面に設けられたカバーパネルと、振動することによって当該カバーパネルを振動させ
る圧電振動素子とを備える電子機器を制御するための制御プログラムであって、
　前記電子機器に、
　（ａ）音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処理を行う工程と、
　（ｂ）前記カバーパネルに対する接触を検出する工程と、
　（ｃ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｂ）での検出結果に基づいて前記カバ
ーパネルに対する使用者の耳の当て位置を特定する工程と、
　（ｄ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置が
基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する工程と、
　（ｅ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準
位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知するこ
とと、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合
に前記耳の当て位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行
う工程と、
　（ｆ）前記処理が終了した後に、前記耳の当て位置を基準位置として登録する旨が使用
者から前記電子機器に通知されると、当該処理の実行中に前記工程（ｃ）で特定された前
記耳の当て位置を基準位置とする工程と
を実行させるための制御プログラム。
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【請求項１４】
　表面に設けられたカバーパネルと、振動することによって当該カバーパネルを振動させ
る圧電振動素子とを備える電子機器を制御するための制御プログラムであって、
　前記電子機器に、
　（ａ）音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処理を行う工程と、
　（ｂ）前記カバーパネルに対する接触を検出する工程と、
　（ｃ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｂ）での検出結果に基づいて前記カバ
ーパネルに対する使用者の耳の当て位置を特定する工程と、
　（ｄ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置が
基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する工程と、
　（ｅ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準
位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知するこ
とと、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合
に前記耳の当て位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行
う工程と
を実行させ、
　前記工程（ｄ）において、前記処理が行われている際に、互いに異なる複数の基準位置
から一つの基準位置を選択させ、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置が、選択
された基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定させるための制御プログラム。
【請求項１５】
　表面に設けられたカバーパネルと、振動することによって当該カバーパネルを振動させ
る圧電振動素子とを備える電子機器での情報通知方法であって、
　（ａ）音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処理を行う工程と、
　（ｂ）カバーパネルに対する接触を検出する工程と、
　（ｃ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｂ）での検出結果に基づいて前記カバ
ーパネルに対する使用者の耳の当て位置を特定する工程と、
　（ｄ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置が
基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する工程と、
　（ｅ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準
位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知するこ
とと、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合
に前記耳の当て位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行
う工程と、
　（ｆ）前記工程（ｃ）において過去に特定された前記耳の当て位置の平均値を基準位置
とする工程と
を備える、情報通知方法。
【請求項１６】
　表面に設けられたカバーパネルと、振動することによって当該カバーパネルを振動させ
る圧電振動素子とを備える電子機器での情報通知方法であって、
　（ａ）音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処理を行う工程と、
　（ｂ）カバーパネルに対する接触を検出する工程と、
　（ｃ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｂ）での検出結果に基づいて前記カバ
ーパネルに対する使用者の耳の当て位置を特定する工程と、
　（ｄ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置が
基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する工程と、
　（ｅ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準
位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知するこ
とと、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合
に前記耳の当て位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行
う工程と、
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　（ｆ）基準位置を自装置に登録する登録モードで動作する工程と
を備え、
　前記登録モードにおいては、前記圧電振動素子が音信号に基づいて振動され、
　（ｇ）前記登録モードにおいて、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置を基準
位置とする工程をさらに備える、情報通知方法。
【請求項１７】
　表面に設けられたカバーパネルと、振動することによって当該カバーパネルを振動させ
る圧電振動素子とを備える電子機器での情報通知方法であって、
　（ａ）音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処理を行う工程と、
　（ｂ）カバーパネルに対する接触を検出する工程と、
　（ｃ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｂ）での検出結果に基づいて前記カバ
ーパネルに対する使用者の耳の当て位置を特定する工程と、
　（ｄ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置が
基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する工程と、
　（ｅ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準
位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知するこ
とと、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合
に前記耳の当て位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行
う工程と、
　（ｆ）前記処理が終了した後に、前記耳の当て位置を基準位置として登録する旨が使用
者から前記電子機器に通知されると、当該処理の実行中に前記工程（ｃ）で特定された前
記耳の当て位置を基準位置とする工程と
を備える、情報通知方法。
【請求項１８】
　表面に設けられたカバーパネルと、振動することによって当該カバーパネルを振動させ
る圧電振動素子とを備える電子機器での情報通知方法であって、
　（ａ）音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処理を行う工程と、
　（ｂ）カバーパネルに対する接触を検出する工程と、
　（ｃ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｂ）での検出結果に基づいて前記カバ
ーパネルに対する使用者の耳の当て位置を特定する工程と、
　（ｄ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置が
基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する工程と、
　（ｅ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準
位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知するこ
とと、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合
に前記耳の当て位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行
う工程と
を備え、
　前記工程（ｄ）において、前記処理が行われている際に、互いに異なる複数の基準位置
から一つの基準位置が選択され、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置が、選択
された基準位置に近いか否かが所定基準に基づいて判定される、情報通知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１～４に記載されているように、従来から電子機器に関して様々な技術が提案
されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１３５８５８号公報
【特許文献２】特開２０１０－８７８８９号公報
【特許文献３】特開２０１０－１５４４０７号公報
【特許文献４】特開２０１１－２０５２５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えば携帯電話機のように、使用者に音を伝達する電子機器については、当該電子機器
からの音を使用者が聞こえにくいことがある。
【０００５】
　そこで、本発明は上述の点に鑑みて成されたものであり、電子機器からの音を使用者が
聞こえやすくなる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明に係る電子機器の一態様は、前記電子機器の表面に設
けられたカバーパネルと、前記カバーパネルを振動させる圧電振動素子と、音信号に基づ
いて前記圧電振動素子を振動させる駆動部と、前記カバーパネルに対する接触を検出する
検出部と、前記電子機器において前記駆動部が音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動
させる処理が行われている際に、前記検出部での検出結果に基づいて前記カバーパネルに
対する使用者の耳の当て位置を特定する耳当て位置特定部と、前記処理が行われている際
に、前記耳当て位置特定部で特定された前記耳の当て位置が基準位置に近いか否かを所定
基準に基づいて判定する判定部と、前記処理が行われている際に、前記判定部において前
記耳の当て位置が基準位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置が適切であること
を使用者に通知することと、前記判定部において前記耳の当て位置が基準位置に近くない
と判定される場合に前記耳の当て位置が不適切であることを使用者に通知することとの少
なくとも一方を行う通知部とを備え、前記判定部は、前記耳当て位置特定部において過去
に特定された前記耳の当て位置の平均値を基準位置とする。
【０００７】
　また、本発明に係る電子機器の一態様は、前記電子機器の表面に設けられたカバーパネ
ルと、前記カバーパネルを振動させる圧電振動素子と、音信号に基づいて前記圧電振動素
子を振動させる駆動部と、前記カバーパネルに対する接触を検出する検出部と、前記電子
機器において前記駆動部が音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処理が行われ
ている際に、前記検出部での検出結果に基づいて前記カバーパネルに対する使用者の耳の
当て位置を特定する耳当て位置特定部と、前記処理が行われている際に、前記耳当て位置
特定部で特定された前記耳の当て位置が基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定
する判定部と、前記処理が行われている際に、前記判定部において前記耳の当て位置が基
準位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知する
ことと、前記判定部において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合に
前記耳の当て位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行う
通知部とを備え、前記電子機器は、基準位置を自装置に登録する登録モードを有し、前記
電子機器が前記登録モードで動作している際には、前記駆動部が音信号に基づいて前記圧
電振動素子を振動させ、前記判定部は、前記電子機器が前記登録モードで動作している際
に、前記耳当て位置特定部において特定された前記耳の当て位置を基準位置とする。
【０００８】
　また、本発明に係る電子機器の一態様は、前記電子機器の表面に設けられたカバーパネ
ルと、前記カバーパネルを振動させる圧電振動素子と、音信号に基づいて前記圧電振動素
子を振動させる駆動部と、前記カバーパネルに対する接触を検出する検出部と、前記電子
機器において前記駆動部が音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処理が行われ
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ている際に、前記検出部での検出結果に基づいて前記カバーパネルに対する使用者の耳の
当て位置を特定する耳当て位置特定部と、前記処理が行われている際に、前記耳当て位置
特定部で特定された前記耳の当て位置が基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定
する判定部と、前記処理が行われている際に、前記判定部において前記耳の当て位置が基
準位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知する
ことと、前記判定部において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合に
前記耳の当て位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行う
通知部とを備え、前記判定部は、前記処理が終了した後に、前記耳の当て位置を基準位置
として登録する旨が使用者から前記電子機器に通知されると、当該処理の実行中に前記耳
当て位置特定部で特定された前記耳の当て位置を基準位置とする。
【０００９】
　また、本発明に係る電子機器の一態様は、前記電子機器の表面に設けられたカバーパネ
ルと、前記カバーパネルを振動させる圧電振動素子と、音信号に基づいて前記圧電振動素
子を振動させる駆動部と、前記カバーパネルに対する接触を検出する検出部と、前記電子
機器において前記駆動部が音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処理が行われ
ている際に、前記検出部での検出結果に基づいて前記カバーパネルに対する使用者の耳の
当て位置を特定する耳当て位置特定部と、前記処理が行われている際に、前記耳当て位置
特定部で特定された前記耳の当て位置が基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定
する判定部と、前記処理が行われている際に、前記判定部において前記耳の当て位置が基
準位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知する
ことと、前記判定部において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合に
前記耳の当て位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行う
通知部とを備え、前記判定部は、前記処理が行われている際に、互いに異なる複数の基準
位置から一つの基準位置を選択し、前記耳当て位置特定部で特定された前記耳の当て位置
が、選択した基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する。
【００１０】
　また、本発明に係る制御プログラムの一態様は、表面に設けられたカバーパネルと、振
動することによって当該カバーパネルを振動させる圧電振動素子とを備える電子機器を制
御するための制御プログラムであって、前記電子機器に、（ａ）音信号に基づいて前記圧
電振動素子を振動させる処理を行う工程と、（ｂ）前記カバーパネルに対する接触を検出
する工程と、（ｃ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｂ）での検出結果に基づい
て前記カバーパネルに対する使用者の耳の当て位置を特定する工程と、（ｄ）前記処理が
行われている際に、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置が基準位置に近いか否
かを所定基準に基づいて判定する工程と、（ｅ）前記処理が行われている際に、前記工程
（ｄ）において前記耳の当て位置が基準位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置
が適切であることを使用者に通知することと、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置
が基準位置に近くないと判定される場合に前記耳の当て位置が不適切であることを使用者
に通知することとの少なくとも一方を行う工程と、（ｆ）前記工程（ｃ）において過去に
特定された前記耳の当て位置の平均値を基準位置とする工程とを実行させるためのもので
ある。
【００１１】
　また、本発明に係る制御プログラムの一態様は、表面に設けられたカバーパネルと、振
動することによって当該カバーパネルを振動させる圧電振動素子とを備える電子機器を制
御するための制御プログラムであって、前記電子機器に、（ａ）音信号に基づいて前記圧
電振動素子を振動させる処理を行う工程と、（ｂ）前記カバーパネルに対する接触を検出
する工程と、（ｃ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｂ）での検出結果に基づい
て前記カバーパネルに対する使用者の耳の当て位置を特定する工程と、（ｄ）前記処理が
行われている際に、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置が基準位置に近いか否
かを所定基準に基づいて判定する工程と、（ｅ）前記処理が行われている際に、前記工程
（ｄ）において前記耳の当て位置が基準位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置
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が適切であることを使用者に通知することと、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置
が基準位置に近くないと判定される場合に前記耳の当て位置が不適切であることを使用者
に通知することとの少なくとも一方を行う工程と、（ｆ）基準位置を自装置に登録する登
録モードで動作する工程とを実行させ、前記登録モードにおいては、前記圧電振動素子が
音信号に基づいて振動され、（ｇ）前記登録モードにおいて、前記工程（ｃ）で特定され
た前記耳の当て位置を基準位置とする工程をさらに実行させるためのものである。
【００１２】
　また、本発明に係る制御プログラムの一態様は、表面に設けられたカバーパネルと、振
動することによって当該カバーパネルを振動させる圧電振動素子とを備える電子機器を制
御するための制御プログラムであって、前記電子機器に、（ａ）音信号に基づいて前記圧
電振動素子を振動させる処理を行う工程と、（ｂ）前記カバーパネルに対する接触を検出
する工程と、（ｃ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｂ）での検出結果に基づい
て前記カバーパネルに対する使用者の耳の当て位置を特定する工程と、（ｄ）前記処理が
行われている際に、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置が基準位置に近いか否
かを所定基準に基づいて判定する工程と、（ｅ）前記処理が行われている際に、前記工程
（ｄ）において前記耳の当て位置が基準位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置
が適切であることを使用者に通知することと、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置
が基準位置に近くないと判定される場合に前記耳の当て位置が不適切であることを使用者
に通知することとの少なくとも一方を行う工程と、（ｆ）前記処理が終了した後に、前記
耳の当て位置を基準位置として登録する旨が使用者から前記電子機器に通知されると、当
該処理の実行中に前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置を基準位置とする工程と
を実行させるためのものである。
【００１３】
　また、本発明に係る制御プログラムの一態様は、表面に設けられたカバーパネルと、振
動することによって当該カバーパネルを振動させる圧電振動素子とを備える電子機器を制
御するための制御プログラムであって、前記電子機器に、（ａ）音信号に基づいて前記圧
電振動素子を振動させる処理を行う工程と、（ｂ）前記カバーパネルに対する接触を検出
する工程と、（ｃ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｂ）での検出結果に基づい
て前記カバーパネルに対する使用者の耳の当て位置を特定する工程と、（ｄ）前記処理が
行われている際に、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置が基準位置に近いか否
かを所定基準に基づいて判定する工程と、（ｅ）前記処理が行われている際に、前記工程
（ｄ）において前記耳の当て位置が基準位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置
が適切であることを使用者に通知することと、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置
が基準位置に近くないと判定される場合に前記耳の当て位置が不適切であることを使用者
に通知することとの少なくとも一方を行う工程とを実行させ、前記工程（ｄ）において、
前記処理が行われている際に、互いに異なる複数の基準位置から一つの基準位置を選択さ
せ、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置が、選択された基準位置に近いか否か
を所定基準に基づいて判定させるためのものである。
【００１４】
　また、本発明に係る情報通知方法の一態様は、表面に設けられたカバーパネルと、振動
することによって当該カバーパネルを振動させる圧電振動素子とを備える電子機器での情
報通知方法であって、（ａ）音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処理を行う
工程と、（ｂ）カバーパネルに対する接触を検出する工程と、（ｃ）前記処理が行われて
いる際に、前記工程（ｂ）での検出結果に基づいて前記カバーパネルに対する使用者の耳
の当て位置を特定する工程と、（ｄ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｃ）で特
定された前記耳の当て位置が基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する工程と
、（ｅ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準
位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知するこ
とと、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合
に前記耳の当て位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行
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う工程と、（ｆ）前記工程（ｃ）において過去に特定された前記耳の当て位置の平均値を
基準位置とする工程とを備える。
【００１５】
　また、本発明に係る情報通知方法の一態様は、表面に設けられたカバーパネルと、振動
することによって当該カバーパネルを振動させる圧電振動素子とを備える電子機器での情
報通知方法であって、（ａ）音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処理を行う
工程と、（ｂ）カバーパネルに対する接触を検出する工程と、（ｃ）前記処理が行われて
いる際に、前記工程（ｂ）での検出結果に基づいて前記カバーパネルに対する使用者の耳
の当て位置を特定する工程と、（ｄ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｃ）で特
定された前記耳の当て位置が基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する工程と
、（ｅ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準
位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知するこ
とと、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合
に前記耳の当て位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行
う工程と、（ｆ）基準位置を自装置に登録する登録モードで動作する工程と
を備え、前記登録モードにおいては、前記圧電振動素子が音信号に基づいて振動され、（
ｇ）前記登録モードにおいて、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当て位置を基準位置
とする工程をさらに備える。
【００１６】
　また、本発明に係る情報通知方法の一態様は、表面に設けられたカバーパネルと、振動
することによって当該カバーパネルを振動させる圧電振動素子とを備える電子機器での情
報通知方法であって、（ａ）音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処理を行う
工程と、（ｂ）カバーパネルに対する接触を検出する工程と、（ｃ）前記処理が行われて
いる際に、前記工程（ｂ）での検出結果に基づいて前記カバーパネルに対する使用者の耳
の当て位置を特定する工程と、（ｄ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｃ）で特
定された前記耳の当て位置が基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する工程と
、（ｅ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準
位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知するこ
とと、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合
に前記耳の当て位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行
う工程と、（ｆ）前記処理が終了した後に、前記耳の当て位置を基準位置として登録する
旨が使用者から前記電子機器に通知されると、当該処理の実行中に前記工程（ｃ）で特定
された前記耳の当て位置を基準位置とする工程とを備える。
【００１７】
　また、本発明に係る情報通知方法の一態様は、表面に設けられたカバーパネルと、振動
することによって当該カバーパネルを振動させる圧電振動素子とを備える電子機器での情
報通知方法であって、（ａ）音信号に基づいて前記圧電振動素子を振動させる処理を行う
工程と、（ｂ）カバーパネルに対する接触を検出する工程と、（ｃ）前記処理が行われて
いる際に、前記工程（ｂ）での検出結果に基づいて前記カバーパネルに対する使用者の耳
の当て位置を特定する工程と、（ｄ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｃ）で特
定された前記耳の当て位置が基準位置に近いか否かを所定基準に基づいて判定する工程と
、（ｅ）前記処理が行われている際に、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準
位置に近いと判定される場合に前記耳の当て位置が適切であることを使用者に通知するこ
とと、前記工程（ｄ）において前記耳の当て位置が基準位置に近くないと判定される場合
に前記耳の当て位置が不適切であることを使用者に通知することとの少なくとも一方を行
う工程とを備え、前記工程（ｄ）において、前記処理が行われている際に、互いに異なる
複数の基準位置から一つの基準位置が選択され、前記工程（ｃ）で特定された前記耳の当
て位置が、選択された基準位置に近いか否かが所定基準に基づいて判定される。
【発明の効果】
【００１９】
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　本発明によれば、電子機器からの音を使用者が聞こえやすくなる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】電子機器の外観を示す斜視図である。
【図２】電子機器の外観を示す前面図である。
【図３】電子機器の外観を示す裏面図である。
【図４】電子機器の電気的構成を主に示すブロック図である。
【図５】圧電振動素子の構造を示す上面図である。
【図６】圧電振動素子の構造を示す側面図である。
【図７】圧電指導素子が撓み振動する様子を示す図である。
【図８】圧電指導素子が撓み振動する様子を示す図である。
【図９】電子機器の上下方向における断面構造を示す図である。
【図１０】カバーパネルをその内側主面側から見た際の平面図である。
【図１１】気導音及び伝導音を説明するための図である。
【図１２】使用者がカバーパネルの上端部に耳を当てる様子を示す図である。
【図１３】使用者がカバーパネルの下端部に耳を当てる様子を示す図である。
【図１４】電子機器の一部の構成を示すブロック図である。
【図１５】電子機器の動作を示すフローチャートである。
【図１６】電子機器の動作を示すフローチャートである。
【図１７】電子機器の表示例を示す図である。
【図１８】電子機器の動作を示すフローチャートである。
【図１９】電子機器の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　＜電子機器の外観＞
　図１～３は、それぞれ、実施の形態に係る電子機器１の外観を示す斜視図、前面図及び
裏面図である。本実施の形態に係る電子機器１は、例えば携帯電話機である。図１～３に
示されるように、電子機器１は、カバーパネル２とケース部分３を備えており、カバーパ
ネル２とケース部分３とが組み合わされることによって、平面視で略長方形の板状を成す
機器ケース４が構成されている。
【００２２】
　カバーパネル２は、平面視において略長方形を成しており、電子機器１の前面部分にお
ける、周縁部分以外の部分を構成している。カバーパネル２は、例えば、透明のガラスあ
るいは透明のアクリル樹脂で形成されている。ケース部分３は、電子機器１の前面部分の
周縁部分、側面部分及び裏面部分を構成している。ケース部分３は、例えばポリカーボネ
ート樹脂で形成されている。
【００２３】
　カバーパネル２には、文字、記号、図形等の各種情報が表示される表示部分２ａが設け
られている。表示部分２ａは例えば平面視で長方形を成している。カバーパネル２におけ
る、表示部分２ａを取り囲む周縁部分２ｂは、例えばフィルム等が貼られることによって
黒色となっており、情報が表示されない非表示部分となっている。カバーパネル２の内側
主面には後述するタッチパネル１３０が貼り付けられており、使用者は、カバーパネル２
の表示部分２ａを指等で操作することによって、電子機器１に対して各種指示を与えるこ
とができる。
【００２４】
　機器ケース４の内部には、複数の操作ボタン１４１を備える操作部１４０が設けられて
いる。各操作ボタン１４１は、いわゆる「ハードキー」であって、その表面が、カバーパ
ネル２の外側主面２０の下側端部から露出している。また、カバーパネル２の下側端部に
はマイク穴３０があけられている。カバーパネル２の外側主面２０の上側端部からは、後
述する前面側撮像部１５０が有する撮像レンズ１５０ａが視認できるようになっている。
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なお、本実施の形態に係る電子機器１では、「ハードキー」である三つの操作ボタン１４
１が設けられているが、操作ボタン１４１の個数を適宜変更しても良いし、操作ボタン１
４１を設けなくても良い。
【００２５】
　図２に示されるように、機器ケース４の内部には、後述する圧電振動素子１９１が設け
られている。また、図３に示されるように、電子機器１の裏面１０、言い換えれば機器ケ
ース４の裏面には、スピーカ穴４０があけられている。電子機器１の裏面１０からは、後
述する裏面側撮像部１６０が有する撮像レンズ１６０ａが視認できるようになっている。
【００２６】
　＜電子機器の電気的構成＞
　図４は電子機器１の電気的構成を主に示すブロック図である。図４に示されるように、
電子機器１には、制御部１００、アンテナ１１１を有する無線通信部１１０、表示パネル
１２０、タッチパネル１３０、操作部１４０、前面側撮像部１５０及び裏面側撮像部１６
０が設けられている。さらに電子機器１には、マイク１７０、外部スピーカ１８０、圧電
振動素子１９１及びカバーパネル２で構成されたレシーバ１９０及び電池２００が設けら
れている。電子機器１に設けられた、カバーパネル２以外のこれらの構成要素は、機器ケ
ース４内に収められている。
【００２７】
　制御部１００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０１、ＤＳＰ（Digital Signa
l Processor）１０２及び記憶部１０３等を備えており、電子機器１の他の構成要素を制
御することによって、電子機器１の動作を統括的に管理する。記憶部１０３は、ＲＯＭ（
Read Only Memory）及びＲＡＭ（Random Access Memory）等で構成されている。記憶部１
０３には、電子機器１の動作、具体的には電子機器１が備える無線通信部１１０、表示パ
ネル１２０等の各構成要素を制御するための制御プログラムであるメインプログラム１０
３ａ及び複数のアプリケーションプログラム１０３ｂ等が記憶されている。制御部１００
の各種機能は、ＣＰＵ１０１及びＤＳＰ１０２が記憶部１０３内の各種プログラムを実行
することによって実現される。
【００２８】
　無線通信部１１０は、電子機器１とは別の携帯電話機あるいはインターネットに接続さ
れたウェブサーバ等の通信装置からの信号を基地局を介してアンテナ１１１で受信する。
無線通信部１１０は、受信信号に対して増幅処理及びダウンコンバートを行って制御部１
００に出力する。制御部１００は、入力される受信信号に対して復調処理等を行って、当
該受信信号に含まれる、音声や音楽などを示す音信号などを取得する。また無線通信部１
１０は、制御部１００で生成された、音信号等を含む送信信号に対してアップコンバート
及び増幅処理を行って、処理後の送信信号をアンテナ１１１から無線送信する。アンテナ
１１１からの送信信号は、基地局を通じて、電子機器１とは別の携帯電話機あるいはイン
ターネットに接続された通信装置で受信される。
【００２９】
　表示パネル１２０は、例えば、液晶表示パネルあるいは有機ＥＬパネルであって、制御
部１００によって制御されることによって、文字、記号、図形などの各種情報を表示する
。表示パネル１２０に表示される情報は、カバーパネル２の表示部分２ａに表示されるこ
とによって、当該情報は電子機器１の使用者に視認可能となる。
【００３０】
　タッチパネル１３０は、例えば、投影型静電容量方式のタッチパネルであって、カバー
パネル２の表示部分２ａに対する物体の接触を検出する。タッチパネル１３０は、カバー
パネル２の内側主面に貼り付けられており、互いに対向配置されたシート状の二つの電極
センサを備えている。二つの電極センサは透明粘着性シートによって貼り合わされている
。
【００３１】
　一方の電極センサには、それぞれがＸ軸方向（例えば電子機器１の左右方向）に沿って
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延在し、かつ互いに平行に配置された複数の細長いＸ電極が形成されている。他方の電極
センサには、それぞれがＹ軸方向（例えば電子機器１の上下方向）に沿って延在し、かつ
互いに平行に配置された複数の細長いＹ電極が形成されている。カバーパネル２の表示部
分２ａに対して使用者の指等が接触すると、その接触領域の下にあるＸ電極及びＹ電極の
間の静電容量が変化することによって、タッチパネル１３０においてカバーパネル２の表
示部分２ａに対する操作（接触）が検出される。タッチパネル１３０において生じる、Ｘ
電極及びＹ電極の間の静電容量変化は制御部１００に伝達され、制御部１００は当該静電
容量変化に基づいてカバーパネル２の表示部分２ａに対して行われた操作の内容を特定し
、それに応じた動作を行う。
【００３２】
　以後、タッチパネル１３０の平面視における、一つのＸ電極と一つのＹ電極との交点を
「ＸＹ交点」と呼ぶ。したがって、タッチパネル１３０には、マトリックス状に配置され
た複数のＸＹ交点が存在する。カバーパネル２の表示部分２ａに対して使用者の指等が接
触すると、その接触領域の下に存在する少なくとも一つのＸＹ交点での静電容量変化が制
御部１００に伝達される。
【００３３】
　操作部１４０は、複数の操作ボタン１４１のそれぞれについて、当該操作ボタン１４１
が使用者によって押下されると、当該操作ボタン１４１が押下されたことを示す操作信号
を制御部１００に出力する。制御部１００は、入力される操作信号に基づいて、複数の操
作ボタン１４１のうちのどの操作ボタン１４１が操作されたかを特定し、操作された操作
ボタン１４１に応じた動作を行う。
【００３４】
　前面側撮像部１５０は、撮像レンズ１５０ａ及び撮像素子などで構成されており、制御
部１００による制御に基づいて、静止画像及び動画像を撮像する。図１，２に示されるよ
うに、撮像レンズ１５０ａは、電子機器１の前面に設けられていることから、電子機器１
の前面側（カバーパネル２側）に存在する物体を撮像することが可能である。
【００３５】
　裏面側撮像部１６０は、撮像レンズ１６０ａ及び撮像素子などで構成されており、制御
部１００による制御に基づいて、静止画像及び動画像を撮像する。図３に示されるように
、撮像レンズ１６０ａは、電子機器１の裏面１０に設けられていることから、電子機器１
の裏面１０側に存在する物体を撮像することが可能である。
【００３６】
　マイク１７０は、電子機器１の外部から入力される音を電気的な音信号に変換して制御
部１００に出力する。電子機器１の外部からの音は、カバーパネル２の前面に設けられた
マイク穴３０から電子機器１の内部に取り込まれてマイク１７０に入力される。なお、マ
イク穴３０は、電子機器１の側面に設けても良いし、裏面１０に設けても良い。
【００３７】
　外部スピーカ１８０は、例えばダイナミックスピーカ（電磁式スピーカ）であって、制
御部１００からの電気的な音信号を音に変換して出力する。外部スピーカ１８０から出力
される音は、電子機器１の裏面１０に設けられたスピーカ穴４０から外部に出力される。
スピーカ穴４０から出力される音は、電子機器１から離れた場所でも聞こえるようになっ
ている。
【００３８】
　レシーバ１９０は、受話音を使用者に伝えるものであって、圧電振動素子１９１とカバ
ーパネル２で構成されている。レシーバ１９０は、外部スピーカ１８０よりも小さい音量
で音を出力する。具体的には、レシーバ１９０は、使用者がカバーパネル２に耳を近づけ
たり接触したりしたときに聞こえる程度の音を出力する。圧電振動素子１９１は、カバー
パネル２の内側主面上に設けられており、制御部１００から与えられる駆動電圧によって
振動させられる。制御部１００は、音信号に基づいて駆動電圧を生成し、当該駆動電圧を
圧電振動素子１９１に与える。つまり、制御部１００は、音信号に基づいて圧電振動素子
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１９１を振動させる駆動部として機能する。圧電振動素子１９１が、制御部１００によっ
て音信号に基づいて振動させられることによって、カバーパネル２が音信号に基づいて振
動し、その結果、使用者に受話音が伝達される。
【００３９】
　電池２００は、電子機器１の電源を出力する。電池２００から出力された電源は、電子
機器１が備える制御部１００及び無線通信部１１０などに含まれる各電子部品に対して供
給される。
【００４０】
　記憶部１０３には、様々なアプリケーションプログラム１０３ｂ（以後、単に「アプリ
ケーション１０３ｂ」と呼ぶ）が記憶されている。記憶部１０３には、例えば、音声通話
を行うための音声通話アプリケーション、テレビ電話通信を行うためのテレビ電話アプリ
ケーション、ウェブサイトを表示するためのブラウザ、電子メールの作成・閲覧・送受信
を行うためのメールアプリケーション、記憶部１０３に記憶されている静止画像データを
表示するためのアプリケーション、記憶部１０３に記憶されている音楽データを再生する
ための音楽再生アプリケーションなどが記憶されている。
【００４１】
　記憶部１０３内のメインプログラム１０３ａを実行している制御部１００が、記憶部１
０３内のアプリケーション１０３ｂを読み出して実行すると、制御部１００は、無線通信
部１１０、表示パネル１２０及びレシーバ１９０等の、電子機器１内の他の構成要素を制
御し、それによって、当該アプリケーション１０３ｂに対応する機能（処理）が電子機器
１で実行される。例えば、音声通話アプリケーションを実行している制御部１００は、無
線通信部１１０、マイク１７０及びレシーバ１９０の圧電振動素子１９１を制御する。こ
れにより、電子機器１では、無線通信部１１０で受信された受信信号に含まれる音声がレ
シーバ１９０から使用者に伝達されるとともに、マイク１７０に入力された音声を含む送
信信号が無線通信部１１０から送信され、通信相手装置との間で音声通話が行われる。
【００４２】
　＜圧電振動素子の詳細＞
　図５，６は、それぞれ、圧電振動素子１９１の構造を示す上面図及び側面図である。図
５，６に示されるように、圧電振動素子１９１は一方向に長い形状を成している。具体的
には、圧電振動素子１９１は、平面視で長方形の細長い板状を成している。圧電振動素子
１９１は、例えばバイモルフ構造を有しており、シム材１９１ｃを介して互いに貼り合わ
された第１圧電セラミック板１９１ａ及び第２圧電セラミック板１９１ｂを備えている。
【００４３】
　圧電振動素子１９１では、第１圧電セラミック板１９１ａに対して正の電圧を印加し、
第２圧電セラミック板１９１ｂに対して負の電圧を印加すると、第１圧電セラミック板１
９１ａは長手方向に沿って伸び、第２圧電セラミック板１９１ｂは長手方向に沿って縮む
ようになる。これにより、図７に示されるように、圧電振動素子１９１は、第１圧電セラ
ミック板１９１ａを外側にして山状に撓むようになる。
【００４４】
　一方で、圧電振動素子１９１では、第１圧電セラミック板１９１ａに対して負の電圧を
印加し、第２圧電セラミック板１９１ｂに対して正の電圧を印加すると、第１圧電セラミ
ック板１９１ａは長手方向に沿って縮み、第２圧電セラミック板１９１ｂは長手方向に沿
って伸びるようになる。これにより、図８に示されるように、圧電振動素子１９１は、第
２圧電セラミック板１９１ｂを外側にして山状に撓むようになる。
【００４５】
　圧電振動素子１９１は、図７の状態と図８の状態とを交互にとることによって、撓み振
動を行う。制御部１００は、第１圧電セラミック板１９１ａと第２圧電セラミック板１９
１ｂとの間に、正の電圧と負の電圧とが交互に現れる交流電圧を印加することによって、
圧電振動素子１９１を撓み振動させる。
【００４６】
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　なお、図５～８に示される圧電振動素子１９１では、シム材１９１ｃを間に挟んで貼り
合わされた第１圧電セラミック板１９１ａ及び第２圧電セラミック板１９１ｂから成る構
造が一つだけ設けられていたが、複数の当該構造を積層させても良い。
【００４７】
　＜圧電振動素子の配置位置＞
　図９は電子機器１の上下方向（長手方向）における断面構造を示す図である。また図１
０は、カバーパネル２をその内側主面２１側から見た際の平面図である。
【００４８】
　図９，１０に示されるように、カバーパネル２の内側主面２１には、当該カバーパネル
２の表示部分２ａと対向するようにタッチパネル１３０が貼り付けられている。そして、
表示部である表示パネル１２０は、カバーパネル２及びタッチパネル１３０に対向するよ
うに配置されている。したがって、カバーパネル２と表示パネル１２０との間にはタッチ
パネル１３０が存在している。カバーパネル２では、表示パネル１２０と対向している部
分が表示部分２ａとなる。
【００４９】
　また、機器ケース４の内部には、ＣＰＵ１０１及びＤＳＰ１０２などの各種部品が搭載
されるプリント基板２５０が設けられている。プリント基板２５０は、表示パネル１２０
よりも電子機器１の裏面１０側において当該表示パネル１２０と対向するように配置され
ている。また、図１０に示されるように、カバーパネル２の下側端部には、複数の操作ボ
タン１４１をそれぞれ露出させる複数の穴２２があけられている。
【００５０】
　圧電振動素子１９１は、両面テープ等の接着剤２６０によって、カバーパネル２の内側
主面２１に貼り付けられている。圧電振動素子１９１は、カバーパネル２の内側主面２１
上において、当該カバーパネル２を当該内側主面２１側から見た平面視で表示パネル１２
０及びタッチパネル１３０とは重ならない位置に配置されている。言い換えれば、圧電振
動素子１９１は、カバーパネル２をその厚み方向において内側主面２１側から見た際に、
当該内側主面２１上において、表示パネル１２０及びタッチパネル１３０とは重ならない
位置に配置されている。したがって、カバーパネル２と圧電振動素子１９１との間には、
タッチパネル１３０及び表示パネル１２０は存在していない。
【００５１】
　また、圧電振動素子１９１は、カバーパネル２の内側主面２１の上側端部２１ａ上に設
けられている。具体的には、圧電振動素子１９１は、図１０に示されるように、カバーパ
ネル２の内側主面２１の上側端部２１ａにおける左右方向（長手方向に垂直な短手方向）
の中央部２１ａａ上に設けられている。
【００５２】
　また、圧電振動素子１９１は、その長手方向がカバーパネル２の左右方向に一致するよ
うに配置されている。そして、圧電振動素子１９１は、その長手方向の中心が、カバーパ
ネル２の内側主面２１の上側端部２１ａにおける左右方向の中心と一致するように、当該
上側端部２１ａの中央部２１ａａに配置されている。
【００５３】
　ここで、上述の図７，８に示されるように、撓み振動を行う圧電振動素子１９１では、
その長手方向の中心が最も変位量が大きくなる。したがって、圧電振動素子１９１を、そ
の長手方向の中心が、カバーパネル２の内側主面２１の上側端部２１ａにおける左右方向
の中心と一致するように、当該上側端部２１ａに配置することによって、圧電振動素子１
９１における、撓み振動での変位量が最大となる箇所が、カバーパネル２の内側主面２１
の上側端部２１ａにおける左右方向の中心に一致するようになる。
【００５４】
　なお、タッチパネル１３０がカバーパネル２の内側主面２１の全面にわたって存在する
場合には、カバーパネル２の内側主面２１上にタッチパネル１３０を介して圧電振動素子
１９１を配置しても良い。
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【００５５】
　また、上記の例では、図９に示されるように、タッチパネル１３０と表示パネル１２０
との間に隙間を設けているが、タッチパネル１３０と表示パネル１２０とを接触させても
良い。本実施の形態のように、タッチパネル１３０と表示パネル１２０との間に隙間を設
ける場合には、カバーパネル２が使用者によって指等で押されて、当該カバーパネル２が
表示パネル１２０側に撓み、当該カバーパネル２が表示パネル１２０に当たって（より正
確にはタッチパネル１３０が表示パネル１２０に当たって）当該表示パネル１２０の表示
が乱れることを抑制することができる。
【００５６】
　＜レシーバによる受話音の発生について＞
　本実施の形態に係るレシーバ１９０では、圧電振動素子１９１がカバーパネル２を振動
させることによって、当該カバーパネル２から気導音及び伝導音が使用者に伝達されるよ
うになっている。言い換えれば、圧電振動素子１９１自身の振動がカバーパネル２に伝わ
ることにより、当該カバーパネル２から気導音及び伝導音が使用者に伝達されるようにな
っている。
【００５７】
　ここで、気導音とは、外耳道孔（いわゆる「耳の穴」）に入った音波（空気振動）が鼓
膜を振動させることによって、人の脳で認識される音である。一方で、伝導音とは、耳介
が振動させられることによって、人の脳で認識される音である。以下に、気導音及び伝導
音について詳細に説明する。
【００５８】
　図１１は気導音及び伝導音を説明するための図である。図１１には、電子機器１の使用
者の耳の構造が示されている。図１１においては、波線４００は気道音が脳で認識される
際の音信号（音情報）の伝導経路を示しており、実線４１０が伝導音が脳で認識される際
の音信号の伝導経路を示している。
【００５９】
　カバーパネル２に取り付けられた圧電振動素子１９１が、受話音を示す電気的な音信号
に基づいて振動させられると、カバーパネル２が振動して、当該カバーパネル２から音波
が出力される。使用者が、電子機器１を手に持って、当該電子機器１のカバーパネル２を
当該使用者の耳介３００に近づけると、あるいは当該電子機器１のカバーパネル２を当該
使用者の耳介３００に当てると（接触させると）、当該カバーパネル２から出力される音
波が外耳道孔３１０に入る。カバーパネル２からの音波は、外耳道孔３１０内を進み、鼓
膜３２０を振動させる。鼓膜３２０の振動は耳小骨３３０に伝わり、耳小骨３３０が振動
する。そして、耳小骨３３０の振動は蝸牛３４０に伝わって、蝸牛３４０において電気信
号に変換される。この電気信号は、聴神経３５０を通って脳に伝達され、脳において受話
音が認識される。このようにして、カバーパネル２から使用者に対して気導音が伝達され
る。
【００６０】
　また、使用者が、電子機器１を手に持って、当該電子機器１のカバーパネル２を当該使
用者の耳介３００に当てると、耳介３００が、圧電振動素子１９１によって振動させられ
ているカバーパネル２によって振動させられる。実線４１０で示されるように、耳介３０
０の振動は鼓膜３２０に伝わり、鼓膜３２０が振動する。鼓膜３２０の振動は耳小骨３３
０に伝わり、耳小骨３３０が振動する。そして、耳小骨３３０の振動は蝸牛３４０に伝わ
り、蝸牛３４０において電気信号に変換される。また、耳介３００の振動は、実線４１０
で示される伝導経路とは異なり、鼓膜３２０に伝わることなく蝸牛３４０に直接伝わるこ
ともあるようであり、当該振動は蝸牛３４０において電気信号に変換される。蝸牛３４０
で得られた電気信号は、聴神経３５０を通って脳に伝達され、脳において受話音が認識さ
れる。このようにして、カバーパネル２から使用者に対して伝導音が伝達される。図１１
では、耳介３００内部の耳介軟骨３００ａも示されている。
【００６１】
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　なお、ここでの伝導音は、骨導音（「骨伝導音」とも呼ばれる）とは異なるものである
。骨導音は、頭蓋骨を振動させて、頭蓋骨の振動が直接蝸牛などの内耳を刺激することに
よって、人の脳で認識される音である。図１１においては、例えば下顎骨５００を振動さ
せた場合において、骨伝導音が脳で認識される際の音信号の伝達経路を複数の円弧４２０
で示している。
【００６２】
　このように、本実施の形態に係る電子機器１では、圧電振動素子１９１が前面のカバー
パネル２を適切に振動させることによって、カバーパネル２から電子機器１の使用者に対
して気導音及び伝導音を伝えることができる。本実施の形態に係る圧電振動素子１９１で
は、使用者に対して適切に気導音及び伝導音を伝達できるように、その構造が工夫されて
いる。使用者に対して気導音及び伝導音を伝えることができるように電子機器１を構成す
ることによって様々メリットが発生する。
【００６３】
　例えば、使用者は、カバーパネル２を耳に当てれば音が聞こえることから、電子機器１
において耳を当てる位置をそれほど気にすることなく通話を行うことができる。
【００６４】
　また、使用者は、周囲の騒音が大きい場合には、耳をカバーパネル２に強く押し当てる
ことによって、伝導音の音量を大きくしつつ、周囲の騒音を聞こえにくくすることができ
る。よって、使用者は、周囲の騒音が大きい場合であっても、適切に通話を行うことがで
きる。
【００６５】
　また、使用者は、耳栓やイヤホンを耳に取り付けた状態であっても、カバーパネル２を
耳（より詳細には耳介）に当てることによって、電子機器１からの受話音を認識すること
ができる。また、使用者は、耳にヘッドホンを取り付けた状態であっても、当該ヘッドホ
ンにカバーパネル２を当てることによって、電子機器１からの受話音を認識することがで
きる。
【００６６】
　以上のように、本実施の形態に係るレシーバ１９０では、音信号に基づいて振動される
圧電振動素子１９１がカバーパネル２を振動させることによって音が使用者に伝達される
ことから、レシーバ１９０にダイナミックスピーカを用いる場合とは異なり、レシーバ用
の穴（受話口の穴）をカバーパネル２に設ける必要はない。
【００６７】
　＜電子機器からの音が聞こえやすくなるための処理について＞
　本実施の形態に係る電子機器１では、圧電振動素子１９１を使用してカバーパネル２を
振動させることによって、カバーパネル２から使用者に音を伝達していることから、使用
者における音の聞こえ方は、カバーパネル２に対して使用者が耳を当てる位置に応じて変
化し得る。例えば、図１２に示されるように、使用者５５０がカバーパネル２の上端部に
耳５５１を当てた場合と、図１３に示されるように、カバーパネル２の下端部に耳５５１
を当てた場合とでは、例えば使用者の電子機器１の持ち方（手の位置）など様々な要因に
より、カバーパネル２から使用者５５０に伝達される音の音量及び音質が異なる。
【００６８】
　また、使用者の年齢、好み、耳の形状、カバーパネル２に対する耳の当て方等に相違が
あることから、カバーパネル２の同じ場所に耳を当てて同じ音を聞く場合であっても、使
用者によって音の聞こえ方が異なることもある。
【００６９】
　このように、音の聞こえ方は、カバーパネル２に対して使用者が耳を当てる位置によっ
て異なるとともに、使用者によっても異なる。そのため、使用者にとって、カバーパネル
２に対する耳の適切な当て位置、つまりカバーパネル２に対する、音が聞こえやすい耳の
当て位置というものが存在する。例えば、ある使用者にとっては、カバーパネル２の上端
部に耳を当てたときに音が聞こえやすくなるのに対して、別の使用者にとっては、カバー
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パネル２の中央部に耳を当てたときに音が聞こえやすくなることがある。以後、カバーパ
ネル２に対する使用者の耳の当て位置を「耳当て位置」と呼ぶことがある。
【００７０】
　以上の点に鑑みて、本実施の形態に係る電子機器１では、制御部１００が音信号に基づ
いて圧電振動素子１９１を振動させる処理、つまりカバーパネル２から音を出力する処理
が行われている場合において、使用者の耳当て位置が基準位置に近いときには、使用者の
耳当て位置が適切であることを当該使用者に通知するようになっている。これにより、使
用者は、カバーパネル２に耳を当てて音を聞いている際に、現在の耳当て位置が適切であ
るか否か、つまり、音が聞こえやすい位置にあるか否かを知ることができる。したがって
、使用者は、現在の耳当て位置が適切でない場合には、耳当て位置を変更して適切な位置
に近づけることが可能となる。その結果、電子機器１からの音を使用者が聞こえやすくな
る。以下に、電子機器１でのこの処理について詳細に説明する。なお、以後、制御部１０
０が音信号に基づいて圧電振動素子１９１を振動させる処理を「レシーバ音出力処理」と
呼ぶことがある。
【００７１】
　図１４は、電子機器１の一部の構成を示すブロック図である。図１４に示されるように
、電子機器１は、耳当て位置特定部６００と、判定部６１０と、通知部６２０とを備えて
いる。耳当て位置特定部６００及び判定部６１０は制御部１００に形成される機能ブロッ
クである。
【００７２】
　耳当て位置特定部６００は、電子機器１においてレシーバ音出力処理が行われている際
に、カバーパネル２に対する接触を検出する検出部として機能するタッチパネル１３０で
の検出結果に基づいて使用者の耳当て位置を特定する。言い換えれば、耳当て位置特定部
６００は、レシーバ音出力処理の実行中に、タッチパネル１３０からの出力信号に基づい
てカバーパネル２に対する使用者の耳の当て位置を特定する。耳当て位置特定部６００で
の耳当て位置の特定方法については後で詳細に説明する。
【００７３】
　判定部６１０は、レシーバ音出力処理が実行されている際に、耳当て位置特定部６００
で特定された耳当て位置が基準位置６３０に近いか否かを判定する。判定部６１０は、耳
当て位置特定部６００で特定された耳当て位置と基準位置６３０との差が所定値以下であ
れば、当該耳当て位置が基準位置６３０に近いと判定する。一方で、判定部６１０は、耳
当て位置特定部６００で特定された耳当て位置と基準位置６３０との差が所定値より大き
ければ、当該耳当て位置が基準位置６３０に近くない、つまり当該耳当て位置が基準位置
６３０から離れていると判定する。基準位置６３０には、カバーパネル２において使用者
にとって音が聞こえやすい位置が設定される。基準位置６３０は記憶部１０３内に記憶さ
れており、判定部６１０は記憶部１０３内から基準位置６３０を読み出して使用する。な
お、基準位置６３０の決定方法について後で詳細に説明する。
【００７４】
　通知部６２０は、レシーバ音出力処理が実行されている際に、判定部６１０での判定結
果に基づいて、使用者の耳当て位置が適切であることを当該使用者に通知する。具体的に
は、通知部６２０は、判定部６１０において使用者の耳当て位置が基準位置６３０に近い
と判定されると、当該使用者の耳当て位置が適切であることを当該使用者に通知する。
【００７５】
　本実施の形態では、例えば、圧電振動素子１９１と、当該圧電振動素子１９１を振動さ
せる駆動部として機能する制御部１００とが通知部６２０として機能する。制御部１００
は、圧電振動素子１９１にカバーパネル２を振動させることによって、使用者の耳当て位
置が適切であることを当該使用者に通知する。このとき、カバーパネル２から音が使用者
に伝達されるようにカバーパネル２を振動させても良いし、カバーパネル２が単にブルブ
ルと振動するだけで、カバーパネル２から音が使用者に伝達されなくてもよい。また、カ
バーパネル２から使用者に音を伝達する際には、単なるビープ音（ブザー音）を使用者に
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伝達しても良いし、「グッド」等の短い音声を使用者に伝達しても良いし、短い音楽を使
用者に伝達してもよい。
【００７６】
　次に、使用者の耳当て位置が基準位置６３０に近いか否かが判定され、その判定結果に
基づいて、使用者の耳当て位置が適切であることが当該使用者に通知される際の電子機器
１の一連の動作について説明する。図１５は当該動作を示すフローチャートである。図１
５には、電子機器１が通信相手装置と音声通話を行う際の当該電子機器１の動作が示され
ている。電子機器１が音声通話を行っている際には、電子機器１ではレシーバ音出力処理
が行われる。
【００７７】
　図１５に示されるように、ステップｓ１において、カバーパネル２の表示部分２ａに表
示されている通話ボタンが使用者によって操作されると、電子機器１は、無線通信部１１
０、マイク１７０及びレシーバ１９０を使用して通信相手装置との音声通話を開始する。
電子機器１が音声通話を開始すると、使用者は、カバーパネル２に耳を当てて当該カバー
パネル２からの音を聞こうとする。
【００７８】
　ステップｓ１の後、ステップｓ２において、タッチパネル１３０が、カバーパネル２に
対して使用者の耳が当てられたことを検出すると、ステップｓ３において、耳当て位置特
定部６００は、タッチパネル１３０での検出結果に基づいて使用者の耳当て位置を特定す
る。
【００７９】
　次にステップｓ４において、判定部６１０は、ステップｓ３で特定された使用者の耳当
て位置が記憶部１０３内の基準位置６３０に近いか否かを判定する。ステップｓ４におい
て、使用者の耳当て位置が基準位置６３０に近いと判定されると、ステップｓ５において
、通知部６２０は、カバーパネル２を振動させることによって、使用者の耳当て位置が適
切であることを当該使用者に通知する。これにより、使用者は、現在、カバーパネル２に
対して耳を当てている位置が適切であること、つまり音が聞こえやすい位置にあることを
知ることができる。
【００８０】
　一方で、ステップｓ４において、ステップｓ３で特定された使用者の耳当て位置が基準
位置６３０に近くないと判定されると、つまり、ステップｓ３で特定された使用者の耳当
て位置が基準位置６３０から離れていると判定されると、通知部６２０は使用者に対して
何も通知しない。
【００８１】
　ステップｓ４の後、あるいはステップｓ５の後に、ステップｓ６において、使用者の耳
当て位置が変化したことをタッチパネル１３０が検出すると、再度ステップｓ３が実行さ
れて、耳当て位置特定部６００は、タッチパネル１３０での検出結果に基づいて、使用者
の変更後の耳当て位置を特定する。その後、ステップｓ４が実行されて、判定部６１０で
は、ステップｓ３で特定された使用者の変更後の耳当て位置が記憶部１０３内の基準位置
６３０に近いか否かが判定される。以後、電子機器１は、音声通話を終了するまで、言い
換えればレシーバ音出力処理を終了するまで同様に動作する。
【００８２】
　以上のように、本実施の形態に係る電子機器１では、使用者の耳当て位置が適切である
ことが当該使用者に通知されるため、使用者は、カバーパネル２からの音を聞いている際
に現在の耳当て位置が適切であるか否かを知ることができる。したがって、使用者は、現
在の耳当て位置が適切でない場合には、耳当て位置を変更して適切な位置に近づけること
が可能となる。その結果、電子機器１からの音を使用者が聞こえやすくなる。
【００８３】
　なお、電子機器１において、音声通話が行われているとき以外において、レシーバ音出
力処理が行われている際に、使用者の耳当て位置が適切であることを当該使用者に通知し
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ても良い。例えば、電子機器１が、マイク１７０から入力される音を録音し、それを再生
するボイスレコーダ機能を有する場合には、制御部１００は、録音された音を示す音信号
に基づいて圧電振動素子１９１を振動させて、録音された音をカバーパネル２から再生す
ることがある。このときには、使用者は、耳をカバーパネル２に当てて、録音された音を
聞くことになる。したがって、電子機器１において、制御部１００が、録音した音を示す
音信号に基づいて圧電振動素子１９１を振動させて録音した音をカバーパネル２から再生
している場合において、使用者の耳当て位置が基準位置６３０に近いときには、当該耳当
て位置が適切であることを当該使用者に通知しても良い。
【００８４】
　また、上記の例では、使用者に対して耳当て位置が適切であることを通知していたが、
使用者に対して耳当て位置が不適切であることを通知しても良い。この場合には、ステッ
プｓ４において、耳当て位置が基準位置６３０に近くないと判定されると、ステップｓ５
において、通知部６２０は、カバーパネル２を振動させることによって、耳当て位置が不
適切であることを使用者に通知する。このとき、カバーパネル２から使用者に音を伝達す
る場合には、上述のように単なるビープ音（ブザー音）を使用者に伝達しても良いし、短
い音楽を使用者に伝達しても良いし、「バッド」等の短い音声を使用者に伝達しても良い
。一方で、ステップｓ４において、耳当て位置が基準位置６３０に近いと判定されると、
通知部６２０は、使用者に対して何も通知しない。
【００８５】
　このように、使用者の耳当て位置が基準位置６３０に近くない場合に、使用者の耳当て
位置が不適切であることを当該使用者に通知することによって、使用者は、現在の耳当て
位置が適切であるか否かを知ることができる。したがって、使用者は、現在の耳当て位置
が適切でない場合には、耳当て位置を変更して適切な位置に近づけることが可能となり、
電子機器１からの音を使用者が聞こえやすくなる。
【００８６】
　また、通知部６２０は、使用者の耳当て位置が基準位置６３０に近い場合に、使用者に
対して耳当て位置が適切であることを通知するとともに、使用者の耳当て位置が基準位置
６３０に近くない場合に、使用者に対して耳当て位置が不適切であることを通知しても良
い。これにより、使用者は、耳当て位置を適切な位置へと変更させる際に、耳当て位置が
適切な位置となったことを直感的に認識しやすくなる。
【００８７】
　また、ステップｓ４において、使用者の耳当て位置が基準位置６３０に近くないと判定
された場合（使用者の耳当て位置が基準位置６３０から離れていると判定された場合）に
は、通知部６２０は、基準位置６３０を特定するための情報を使用者に通知しても良い。
例えば、通知部６２０は、基準位置６３０を特定するための情報を、カバーパネル２を振
動させて音声で使用者に通知しても良い。この場合には、例えば、基準位置６３０が現在
の耳当て位置に対してどの方向に位置するのかをカバーパネル２から音声で使用者に通知
する。具体的には、電子機器１をカバーパネル２側から見た際に、例えば、基準位置６３
０が現在の耳当て位置に対して右上方向に位置する場合には「右上」という音声で使用者
に通知し、基準位置６３０が現在の耳当て位置に対して左下方向に位置する場合には「左
下」という音声で使用者に通知する。これにより、使用者は、耳当て位置が不適切である
場合に、耳当て位置をすぐに適切な位置に変更することができる。
【００８８】
　なお、使用者に対して基準位置６３０を特定するための情報が通知されると、結果とし
て、使用者に対しては、耳当て位置が不適切であることが通知されることになる。つまり
、通知部６２０は、基準位置６３０を特定するための情報を使用者に通知することによっ
て、耳当て位置が不適切であることを使用者に通知することができる。したがって、通知
部６２０は、耳当て位置が不適切であることを使用者に通知する際には、基準位置６３０
を特定するための情報を使用者に通知する処理とは別に、耳当て位置が不適切であること
を使用者に通知する処理（例えば「バッド」という音声を使用者に伝達する処理）を行わ



(21) JP 5681671 B2 2015.3.11

10

20

30

40

50

なくても良い。
【００８９】
　＜耳当て位置の特定方法＞
　次に、耳当て位置特定部６００での使用者の耳当て位置の特定方法の一例について説明
する。
【００９０】
　ここで、本実施の形態に係る電子機器１では、タッチパネル１３０の複数のＸＹ交点の
位置を特定するためのＸＹ座標系が定められている。そして、制御部１００は、タッチパ
ネル１３０からの出力信号に基づいて、カバーパネル２の表示部分２ａにおいて物体が接
触している領域の下に存在する各ＸＹ交点についてのＸＹ座標系でのＸ座標及びＹ座標を
特定することが可能となっている。
【００９１】
　本実施の形態に係る耳当て位置特定部６００は、使用者の耳がカバーパネル２に当たる
と、タッチパネル１３０の出力信号に基づいて、カバーパネル２の表示部分２ａにおける
耳との接触領域を特定する。次に、耳当て位置特定部６００は、特定した接触領域の下に
存在する、タッチパネル１３０での複数のＸＹ交点のＸ座標及びＹ座標を特定する。次に
、耳当て位置特定部６００は、特定した複数のＸ座標の平均値を求めるとともに、特定し
た複数のＹ座標の平均値を求める。そして、耳当て位置特定部６００は、求めたＸ座標の
平均値とＹ座標の平均値とで特定されるＸＹ座標系での位置を、使用者の耳当て位置、つ
まりカバーパネル２に対する使用者の耳の当て位置とする。
【００９２】
　なお、使用者がカバーパネル２において耳を当てている位置が特定できるのであれば、
他の方法で耳当て位置を求めても良い。
【００９３】
　＜基準位置の決定方法＞
　基準位置６３０については様々な方法で決定することができる。以下に、基準位置６３
０の決定方法について三種類説明する。基準位置６３０は判定部６１０によって決定され
て記憶部１０３に記憶される。
【００９４】
　＜第１の決定方法＞
　この第１の決定方法では、耳当て位置特定部６００において過去に特定された使用者の
耳当て位置の平均値が基準位置６３０として使用される。例えば、判定部６１０は、電子
機器１において制御部１００が音信号に基づいて圧電振動素子１９１を振動させる処理（
音声通話など）を開始するたびに、直近の数日間において耳当て位置特定部６００が特定
した使用者の耳当て位置の平均値を求める。記憶部１０３には、直近の数日間において耳
当て位置特定部６００が特定した使用者の耳当て位置が更新されながら記憶されている。
そして、判定部６１０は、求めた平均値を基準位置６３０として記憶部１０３に記憶する
。このとき、記憶部１０３内に古い基準位置６３０が記憶されている際には、判定部６１
０はそれを削除する。
【００９５】
　使用者は、カバーパネル２に耳を当てて音を聞く際には、カバーパネル２において音が
聞きやすい位置にできるだけ耳を当てるようにすることから、この第１の決定方法のよう
に、耳当て位置特定部６００において過去に特定された使用者の耳当て位置の平均値を基
準位置６３０とすることによって、カバーパネル２において使用者にとって音が聞きやす
い位置を基準位置６３０とすることができる。
【００９６】
　＜第２の決定方法＞
　この第２の決定方法では、電子機器１において、基準位置６３０を自装置に登録する登
録モードを設けて、電子機器１が当該登録モードで動作している際に、耳当て位置特定部
６００において特定された使用者の耳当て位置が基準位置６３０として使用される。以下



(22) JP 5681671 B2 2015.3.11

10

20

30

40

50

に、登録モード時の電子機器１の動作について説明する。
【００９７】
　図１６は登録モード時の電子機器１の動作を主に示すフローチャートである。図１６に
示されるように、ステップｓ１１において、制御部１００が、タッチパネル１３０からの
出力信号に基づいて、使用者がカバーパネル２の表示部分２ａに対して、電子機器１が登
録モードで動作することを指示する所定の操作を行ったことを特定すると、ステップｓ１
２において、電子機器１は登録モードでの動作を開始する。
【００９８】
　電子機器１が登録モードでの動作を開始すると、ステップｓ１３において、制御部１０
０は、音信号に基づいて圧電振動素子１９１を振動させて、当該圧電振動素子１９１にカ
バーパネル２を振動させる。
【００９９】
　次にステップｓ１４において、制御部１００は、表示パネル１２０を制御して、電子機
器１が登録モードで動作していることを表示パネル１２０に表示させるとともに、カバー
パネル２において耳が聞こえやすい位置に耳を当てるように使用者に指示するための指示
情報７００を表示パネル１２０に表示させる。これにより、カバーパネル２の表示部分２
ａには、電子機器１が登録モードで動作していることが表示されるとともに、指示情報７
００が表示される。図１７は、このときの表示部分２ａの表示例を示す図である。図１７
の例では、指示情報７００として「聞こえやすい位置に耳を当ててください。」という文
字列が表示されている。
【０１００】
　次にステップｓ１５において、操作部１４０が備える複数の操作ボタン１４１のいずれ
か一つが操作されたことを制御部１００が特定すると、ステップｓ１６において、耳当て
位置特定部６００は、この時点でのタッチパネル１３０からの出力信号に基づいて、使用
者の耳当て位置を特定する。そしてステップｓ１７において、判定部６１０は、耳当て位
置特定部６００で特定された耳当て位置を基準位置６３０として記憶部１０３に記憶する
。このとき、記憶部１０３内に古い基準位置６３０が記憶されている場合には、判定部６
１０はそれを削除する。これにより、ステップｓ１４の後に、表示部分２ａの表示を見た
使用者が、カバーパネル２に耳を当てながらカバーパネル２において音が聞こえやすい位
置を特定し、その位置に耳を当てた状態で、操作部１４０の複数の操作ボタン１４１のい
ずれか一つを操作すると、そのときの使用者の耳当て位置が基準位置６３０として電子機
器１に登録される。つまり、カバーパネル２において使用者が音が聞こえやすいと感じた
位置が基準位置６３０として記憶部１０３に記憶される。ステップｓ１７が実行されると
、ステップｓ１８において、電子機器１は登録動作モードでの動作を終了する。
【０１０１】
　このように、電子機器１が登録モードで動作している際に、耳当て位置特定部６００に
おいて特定された耳当て位置を基準位置６３０とすることによって、カバーパネル２にお
いて使用者が音が聞こえやすいと感じた位置を基準位置６３０とすることができる。
【０１０２】
　＜第３の決定方法＞
　この第３の決定方法では、電子機器１においてレシーバ音出力処理が終了した後に、使
用者の耳当て位置を基準位置６３０として登録する旨が当該使用者から電子機器１に通知
されると、当該レシーバ音出力処理の実行中に耳当て位置特定部６００で特定された当該
使用者の耳当て位置が基準位置６３０として使用される。以下に、レシーバ音出力処理を
伴う音声通話を例に挙げて、第３の決定方法について詳細に説明する。
【０１０３】
　図１８は、第３の決定方法で基準位置６３０が決定される際の電子機器１の動作を示す
フローチャートである。使用者が表示部分２ａに表示されている終話ボタンを操作すると
、ステップｓ２１において、通信相手装置と音声通話を行っている電子機器１が音声通話
を終了する。言い換えれば、電子機器１はレシーバ音出力処理を終了する。そうすると、
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ステップｓ２２において、制御部１００は、表示パネル１２０を制御して入力画面８００
を表示パネル１２０に表示させる。これにより、表示部分２ａには入力画面８００が表示
される。この入力画面８００は、使用者が、音声通話中（レシーバ音出力処理の実行中）
での耳当て位置を基準位置６３０として登録するか否かを電子機器１に対して通知するた
めに使用される。図１９は表示部分２ａに表示される入力画面８００の一例を示す図であ
る。図１９の例では、入力画面８００には、「今まで耳を当てていた位置を登録しますか
？」という文字列８１０と、音声通話中での耳当て位置を基準位置６３０として登録する
旨を電子機器１に通知するためのＹｅｓボタン８２０と、音声通話中での耳当て位置を基
準位置６３０として登録しない旨を電子機器１に通知するためのＮｏボタン８３０とが示
されている。
【０１０４】
　その後、ステップｓ２３において、表示部分２ａに表示される入力画面８００を見た使
用者によって、当該入力画面８００でのＹｅｓボタン８２０が操作されたことが制御部１
００で特定されると、つまり、音声通話中での使用者の耳当て位置を基準位置６３０とし
て登録する旨が当該使用者から電子機器１に通知されると、ステップｓ２４において、判
定部６１０は、音声通話中において耳当て位置特定部６００で特定された耳当て位置、例
えば、音声通話の終了直前において耳当て位置特定部６００で特定された耳当て位置を基
準位置６３０として記憶部１０３に記憶する。このとき、記憶部１０３内に古い基準位置
６３０が記憶されている場合には、判定部６１０はそれを削除する。これにより、音声通
話中に音が聞こえやすかったと感じた使用者がＹｅｓボタン８２０を操作すると、音声通
話中での使用者の耳当て位置が基準位置６３０として電子機器１に登録される。つまり、
音声通話中において使用者が音が聞こえやすいと感じた耳当て位置が基準位置６３０とし
て記憶部１０３に記憶される。その後、ステップｓ２５において、制御部１００は表示パ
ネル１２０を制御して、表示部分２ａから入力画面８００の表示を消去する。
【０１０５】
　一方で、ステップｓ２３において、表示部分２ａに表示される入力画面８００を見た使
用者によって、当該入力画面８００でのＮｏボタン８３０を操作されたことが制御部１０
０で特定されると、つまり、音声通話中での使用者の耳当て位置を基準位置６３０として
登録しない旨が当該使用者から電子機器１に通知されると、ステップｓ２５が実行されて
、制御部１００は表示パネル１２０を制御して、表示部分２ａから入力画面８００の表示
を消去する。
【０１０６】
　このように、電子機器１においてレシーバ音出力処理が終了した後に、使用者の耳当て
位置を基準位置６３０として登録する旨が当該使用者から電子機器１に通知されると、当
該レシーバ音出力処理の実行中に耳当て位置特定部６００で特定された当該使用者の耳当
て位置を基準位置６３０とすることによって、カバーパネル２において使用者が音が聞こ
えやすいと感じた位置を基準位置６３０とすることができる。
【０１０７】
　本実施の形態に係る電子機器１では、判定部６１０は、上述の第１乃至第３の決定方法
のいずれか一つを用いて基準位置６３０を決定するようになっている。
【０１０８】
　＜各種変形例＞
　＜第１変形例＞
　上記の例では、通知部６２０は、圧電振動素子１９１及びそれを振動させる制御部１０
０で構成されていたが、通知部６２０の構成は他の構成であっても良い。
【０１０９】
　例えば、通知部６２０を外部スピーカ１８０で構成しても良い。この場合には、使用者
の耳当て位置が適切であること及び使用者の耳当て位置が不適切であることの少なくとも
一方が音で使用者に通知される。また、カバーパネル２に耳を当てている使用者がうるさ
く感じない音量で外部スピーカ１８０から音が出力される。
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【０１１０】
　また、圧電振動素子１９１とは別に設けられた、カバーパネル２を振動させる振動素子
と当該振動素子を振動させる制御部１００で通知部６２０を構成しても良い。この場合に
は、使用者の耳当て位置が適切であること及び使用者の耳当て位置が不適切であることの
少なくとも一方がカバーパネル２の振動で使用者に通知される。
【０１１１】
　また、機器ケース４のケース部分３を振動させる振動素子と当該振動素子を振動させる
制御部１００で通知部６２０を構成しても良い。この場合には、使用者の耳当て位置が適
切であること及び使用者の耳当て位置が不適切であることの少なくとも一方がケース部分
３の振動で使用者に通知される。
【０１１２】
　また、電子機器１の表面に発光ダイオード等の発光部を設けて、使用者がカバーパネル
２に耳を当てた状態において当該発光部の発光を認識できる場合には、当該発光部で通知
部６２０を構成しても良い。この場合には、当該発光部が発光することによって、使用者
の耳当て位置が適切であること及び使用者の耳当て位置が不適切であることの少なくとも
一方が使用者に通知される。
【０１１３】
　＜第２変形例＞
　電子機器１が通信相手装置と音声通話を行う場合には、当該通信相手装置の使用者、つ
まり音声通話の相手者の声の特徴（声質及び声の大きさ等）によって、当該電子機器１の
使用者がカバーパネル２において音が聞こえやすい位置が変化することがある。つまり、
音声通話の相手者によって、電子機器１の使用者がカバーパネル２において音が聞こえや
すい位置が変化することがある。したがって、電子機器１がある通信相手装置と音声通話
を行っている際には、記憶部１０３内の基準位置６３０が、使用者にとって音が聞こえや
すい位置となっているももの、電子機器１が別の通信相手装置と音声通話を行っている際
には、記憶部１０３内の基準位置６３０が、使用者にとって少し音が聞こえにくい位置と
なっている可能性がある。
【０１１４】
　そこで、本例では、記憶部１０３内に、互いに異なる複数の基準位置６３０を記憶させ
るようにする。そして、判定部６１０は、音声通話中において、記憶部１０３内の複数の
基準位置６３０から一つの基準位置６３０を選択し、耳当て位置特定部６００で特定され
た耳当て位置が、選択した基準位置６３０に近いか否かを判定する。これにより、電子機
器１では、音声通話を行う通信相手装置（音声通話の相手者）によって使用する基準位置
６３０を変更することが可能となる。その結果、電子機器１が音声通話を行う通信相手装
置（音声通話の相手者）が変化した場合であっても、当該電子機器１の使用者は、通知部
６２０からの通知を参考にすることによって、カバーパネル２において音が聞こえやすい
位置に耳を当てながら相手者と音声通話を行うことが可能となる。
【０１１５】
　記憶部１０３内の複数の基準位置６３０は、電子機器１の音声通話先となる複数の通信
相手装置とそれぞれ対応付けられている。本例では、記憶部１０３内の複数の基準位置６
３０は、記憶部１０３内のアドレス帳に登録されている全部あるいは一部の複数の電話番
号とそれぞれ対応付けられることによって、当該複数の電話番号でそれぞれ特定される複
数の通信相手装置とそれぞれ対応付けられている。各基準位置６３０は、当該基準位置６
３０に対応する通信相手装置と電子機器１が音声通話を行う場合において、当該電子機器
１の使用者がカバーパネル２において音が聞こえやすい位置となっている。判定部６１０
は、電子機器１が音声通話を行っている際には、音声通話先の通信相手装置に対応する基
準位置６３０を記憶部１０３内の複数の基準位置６３０から選択し、耳当て位置特定部６
００で特定された耳当て位置が、選択した基準位置６３０に近いか否かを判定する。
【０１１６】
　記憶部１０３内の複数の基準位置６３０は、例えば上述の第３の決定方法を用いて決定
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することができる。電子機器１がある通信相手装置との音声通話を終了した後に、上述の
入力画面８００が使用されて、使用者の耳当て位置を基準位置６３０として登録する旨が
当該使用者から電子機器１に通知されると、音声通話中に耳当て位置特定部６００で特定
された当該使用者の耳当て位置が、当該ある通信相手装置に対応する基準位置６３０とし
て当該ある通信相手装置の電話番号と対応付けられて記憶部１０３に記憶される。また、
電子機器１が別の通信相手装置との音声通話を終了した後に、上述の入力画面８００が使
用されて、使用者の耳当て位置を基準位置６３０として登録する旨が当該使用者から電子
機器１に通知されると、音声通話中に耳当て位置特定部６００で特定された当該使用者の
耳当て位置が、当該別の通信相手装置に対応する基準位置６３０として当該別の通信相手
装置の電話番号と対応付けられて記憶部１０３に記憶される。このようにして、記憶部１
０３内には、電子機器１の音声通話先となる複数の通信相手装置にそれぞれ対応する複数
の基準位置６３０が記憶される。
【０１１７】
　なお、電子機器１が位置する場所、つまり使用者が電子機器１を使用する場所によって
も、使用者がカバーパネル２において音が聞こえやすい位置が変化することがある。例え
ば、静かな場所（例えば使用者の部屋など）で使用者が電子機器１を使用して通話する場
合と、騒々しい場所（例えば駅など）で使用者が電子機器１を使用して通話する場合とで
は、周囲音、電子機器１への耳の押し付け強度あるいは使用者の電子機器１の持ち方（手
の位置）などが異なることがある。このような要因及びその他の様々な要因により、電子
機器１が使用される場所によって使用者がカバーパネル２において音が聞こえやすい位置
が変化することがある。したがって、使用者が電子機器１を良く使用する複数の場所にそ
れぞれ対応する複数の基準位置６３０を記憶部１０３に記憶させても良い。この場合には
、判定部６１０は、電子機器１においてレシーバ音出力処理が実行されている際に、電子
機器１が現在位置する場所に応じた基準位置６３０を記憶部１０３内の複数の基準位置６
３０から選択し、耳当て位置特定部６００で特定された耳当て位置が、選択した基準位置
６３０に近いか否かを判定する。電子機器１が現在位置する場所については、例えば、電
子機器１にＧＰＳ（Global Positioning System）受信機を搭載し、当該ＧＰＳ受信機か
ら出力される位置情報に基づいて特定することができる。
【０１１８】
　記憶部１０３内における、複数の場所にそれぞれ対応する複数の基準位置６３０は、例
えば上述の第３の決定方法を用いて決定することができる。ある場所において音声通話を
行っている電子機器１が音声通話を終了した後に、上述の入力画面８００が使用されて、
使用者の耳当て位置を基準位置６３０として登録する旨が当該使用者から電子機器１に通
知されると、音声通話中に耳当て位置特定部６００で特定された当該使用者の耳当て位置
が、当該ある場所に対応する基準位置６３０として当該ある場所を特定するための情報と
対応付けられて記憶部１０３に記憶される。また、別の場所において音声通話を行ってい
る電子機器１が音声通話を終了した後に、入力画面８００が使用されて、使用者の耳当て
位置を基準位置６３０として登録する旨が当該使用者から電子機器１に通知されると、音
声通話中に耳当て位置特定部６００で特定された当該使用者の耳当て位置が、当該別の場
所に対応する基準位置６３０として当該別の場所を特定するための情報と対応付けられて
記憶部１０３に記憶される。このようにして、記憶部１０３内には、複数の場所にそれぞ
れ対応する複数の基準位置６３０が記憶される。
【０１１９】
　また、電子機器１においてレシーバ音出力処理が行われている時間帯によっても、使用
者がカバーパネル２において音が聞こえやすい位置が変化することがある。例えば、静か
な時間帯（例えば朝など）で使用者が電子機器１を使用して通話する場合と、騒々しい時
間帯（例えば夜など）で使用者が電子機器１を使用して通話する場合とでは、周囲音、電
子機器１への耳の押し付け強度あるいは使用者の電子機器１の持ち方（手の位置）などが
異なることがある。このような要因及びその他の様々な要因により、電子機器１において
レシーバ音出力処理が行われている時間帯によって使用者がカバーパネル２において音が
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複数の基準位置６３０を記憶部１０３に記憶させても良い。この場合には、判定部６１０
は、電子機器１においてレシーバ音出力処理が行われている際に、当該レシーバ音出力処
理が実行されている時間帯に応じた基準位置６３０を記憶部１０３内の複数の基準位置６
３０から選択し、耳当て位置特定部６００で特定された耳当て位置が、選択した基準位置
６３０に近いか否かを判定する。電子機器１においてレシーバ音出力処理が行われている
時間帯については、例えば、電子機器１にＧＰＳ（Global Positioning System）受信機
を搭載し、当該ＧＰＳ受信機から出力される時刻情報に基づいて特定することができる。
【０１２０】
　記憶部１０３内における、複数の時間帯にそれぞれ対応する複数の基準位置６３０は、
例えば上述の第３の決定方法を用いて決定することができる。ある時間帯において音声通
話を行っている電子機器１が音声通話を終了した後に、入力画面８００が使用されて、使
用者の耳当て位置を基準位置６３０として登録する旨が当該使用者から電子機器１に通知
されると、音声通話中に耳当て位置特定部６００で特定された当該使用者の耳当て位置が
、当該ある時間帯に対応する基準位置６３０として当該ある時間帯を特定するための情報
と対応付けられて記憶部１０３に記憶される。また、別の時間帯において音声通話を行っ
ている電子機器１が音声通話を終了した後に、入力画面８００が使用されて、使用者の耳
当て位置を基準位置６３０として登録する旨が当該使用者から電子機器１に通知されると
、音声通話中に耳当て位置特定部６００で特定された当該使用者の耳当て位置が、当該別
の時間帯に対応する基準位置６３０として当該別の時間帯を特定するための情報と対応付
けられて記憶部１０３に記憶される。このようにして、記憶部１０３内には、複数の時間
帯にそれぞれ対応する複数の基準位置６３０が記憶される。
【０１２１】
　＜その他の変形例＞
　上記の例では、本願発明を携帯電話機に適用する場合を例に挙げて説明したが、本願発
明は、携帯電話機以外の電子機器にも適用することができる。
【符号の説明】
【０１２２】
　１　電子機器　
　２　カバーパネル
　１００　制御部
　１３０　タッチパネル
　１９１　圧電振動素子
　６００　耳当て位置特定部
　６１０　判定部
　６２０　通知部
　６３０　基準位置
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