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(57)【要約】
【課題】意図しない部分の接触による誤操作を防止でき
る携帯端末及び携帯端末用カバーを提供する。
【解決手段】携帯端末１０は、表示デバイス１２と、表
示デバイス１２の上に配置されたタッチパネル１３と、
表示デバイス１２を挟んで配置されて人体との接触範囲
を検出する一対の接触範囲検出部１４ａ，１４ｂと、制
御部とを有する。制御部は、接触範囲検出部１４ａ，１
４ｂから出力される信号に応じてタッチパネル１３の一
部領域のタッチを無効とし、それ以外の領域のタッチに
応じた処理を実行する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示デバイスと、
　前記表示デバイスの上に配置されたタッチパネルと、
　前記表示デバイスを挟んで配置されて人体との接触範囲を検出する一対の接触範囲検出
部と、
　前記接触範囲検出部から出力される信号に応じて前記タッチパネルの一部領域のタッチ
を無効とし、それ以外の領域のタッチに応じた処理を実行する制御部と
　を有することを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　前記接触範囲検出部が、接触圧の圧力分布が検出可能なセンサにより形成されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の携帯端末。
【請求項３】
　更に、接触分布パターンを記憶する記憶部を有し、
　前記制御部は、前記接触範囲検出部で検出した接触分布を前記接触分布パターンとを比
較して前記タッチを無効とする領域を設定することを特徴とする請求項１又は２に記載の
携帯端末。
【請求項４】
　携帯端末に装着する携帯端末用カバーにおいて、
　前記携帯端末の表示デバイスを挟む位置に配置された一対の接触範囲検出部と、
　前記接触範囲検出部から出力される信号を前記携帯端末に伝達する信号伝達部と
　を有することを特徴とする携帯端末用カバー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末及び携帯端末用カバーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォンに代表される高機能携帯端末が広く普及するようになった。これ
らの携帯端末は入力装置としてタッチパネルを備えており、殆どの操作は画面に表示され
るアイコン等のオブジェクトに指を触れることで行うようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１８６４５号公報
【特許文献２】特開２０１１－１２９０１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　意図しない部分の接触による誤操作を防止できる携帯端末及び携帯端末用カバーを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　開示の技術の一観点によれば、表示デバイスと、前記表示デバイスの上に配置されたタ
ッチパネルと、前記表示デバイスを挟んで配置されて人体との接触範囲を検出する一対の
接触範囲検出部と、前記接触範囲検出部から出力される信号に応じて前記タッチパネルの
一部領域のタッチを無効とし、それ以外の領域のタッチに応じた処理を実行する制御部と
を有する携帯端末が提供される。
【０００６】
　開示の技術の他の一観点によれば、携帯端末に装着する携帯端末用カバーにおいて、前
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記携帯端末の表示デバイスを挟む位置に配置された一対の接触範囲検出部と、前記接触範
囲検出部から出力される信号を前記携帯端末に伝達する信号伝達部とを有する携帯端末用
カバーが提供される。
【発明の効果】
【０００７】
　上記の携帯端末及び携帯端末用カバーによれば、意図しない部分の接触による誤操作を
防止できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、左手の手のひらに携帯端末を載せ、左手の親指で画面左側のアイコンを
タッチしようとしている状態を表した図である。
【図２】図２は、図１に例示した持ち方で画面右側のアイコンをタッチしようとしたとき
に親指の根元部分がタッチパネルに触った状態を表した図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る携帯端末の外観を示す図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る携帯端末のブロック図である。
【図５】図５は、左手の手のひらに携帯端末を載せ、左手親指の指先で画面右上側のアイ
コンをタッチしようとしている状態を表した図である。
【図６】図６は、携帯端末を図５のように持ったときに圧力分布検出センサで検出される
圧力分布を表した図である。
【図７】図７は、左手の手のひらに携帯端末を載せ、左手の親指で画面左側のアイコンを
タッチしようとしている状態を表した図である。
【図８】図８は、携帯端末を図７のように持ったときに圧力分布検出センサで検出される
圧力分布を表した図である。
【図９】図９は、携帯端末を左手で持ち、右手の指で画面に表示されたアイコンをタッチ
しようとしている状態を表した図である。
【図１０】図１０は、携帯端末を図９のように持ったときに圧力分布検出センサで検出さ
れる圧力分布を表した図である。
【図１１】図１１は、第１の実施形態に係る携帯端末のタッチパネル操作時における制御
部の動作を示すフローチャートである。
【図１２】図１２は、第２の実施形態に係る携帯端末用カバーの概観図である。
【図１３】図１３は、携帯端末用カバーに取り付けた圧力分布検出センサと携帯端末との
接続を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、実施形態について説明する前に、実施形態の理解を容易にするための予備的事項
について説明する。
【００１０】
　高機能携帯端末では、操作性及び視認性を良好にするために表示デバイスを大型化する
傾向があり、最近では表示デバイスのサイズが４．５インチを超えるような機種も登場し
ている。そのような機種では筐体の横幅も広くなる。
【００１１】
　携帯端末は、例えば図１に示すように片手で操作することが多い。図１は、左手の手の
ひらに携帯端末を載せ、左手の親指で画面左側のアイコンをタッチしようとしている状態
を表している。
【００１２】
　大型の表示デバイスを有する携帯端末の場合、図１に例示した持ち方で画面右側のアイ
コンをタッチしようとすると、図２のように親指の根元部分がタッチパネルに触ってしま
い、別の画面に遷移してしまうなどの予期せぬ動作を引き起こすことがある。
【００１３】
　以下の実施形態では、意図しない部分の接触による誤操作を防止できる携帯端末及び携



(4) JP 2013-235468 A 2013.11.21

10

20

30

40

50

帯端末用カバーについて説明する。
【００１４】
　（第１の実施形態）
　図３は第１の実施形態に係る携帯端末の外観を示す図、図４は同じくその携帯端末のブ
ロック図である。
【００１５】
　図３，図４のように、本実施形態に係る携帯端末１０は、電子回路を内蔵する薄板状の
筐体１１と、表示デバイス１２と、タッチパネル１３と、圧力分布検出センサ１４ａ，１
４ｂと、メモリ（記憶部）１５と、制御部１９とを有する。本実施形態では、表示デバイ
ス１２のサイズが４．５インチ以上であり、筐体１１の幅は７ｃｍ程度であるとする。圧
力分布検出センサ１４ａ，１４ｂは、接触範囲検出部の一例である。
【００１６】
　表示デバイス１１は例えば液晶パネルにより形成され、筐体１１の一方の面側に配置さ
れている。また、図４のように表示デバイス１２は制御部１９に接続され、制御部１９か
ら与えられる信号に応じた文字や画像を表示する。
【００１７】
　タッチパネル１３は透明なフィルム状に形成されており、表示デバイス１２の表面上に
配置されている。このタッチパネル１３も制御部１９に接続されており、ユーザが触れた
位置を示す信号を制御部１９に出力する。
【００１８】
　圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂは細長いシート状の部材であり、筐体１１の両側に
配置されている。これらの圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂは、圧力が印加された位置
及び圧力の大きさを示す信号を制御部１９に出力する。
【００１９】
　圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂとして、例えばニッタ株式会社製タクタイルセンサ
を使用することができる。但し、圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂは、筐体１１の側面
における圧力分布が検出できるものであればよく、タクタイルセンサに限定するものでは
ない。
【００２０】
　また、圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂはシート状でなくてもよく、例えば筐体１１
の側面に沿って複数の歪センサを配置し、それらの歪センサ（アレイ状の歪センサ）を圧
力分布検出センサ１４ａ，１４ｂとしてもよい。
【００２１】
　メモリ１５には、予め複数の圧力分布パターンが記憶されている。メモリ１５に記憶さ
れる圧力分布パターンの詳細は後述する。
【００２２】
　制御部１９は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を含んで構成されている。制御部
１９は、圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂが圧力の印加を検出すると、圧力分布検出セ
ンサ１４ａ，１４ｂによる圧力分布の検出結果とメモリ１５に記憶されている圧力分布パ
ターンとを比較する。そして、その比較結果に基づいて、後述するようにユーザがどのよ
うな状態で携帯端末１０を操作しようとしているのかを判定する。
【００２３】
　図５は、左手の手のひらに携帯端末１０を載せ、左手親指の指先で画面右上側のアイコ
ンをタッチしようとしている状態を表した図である。また、図６（ａ），（ｂ）は、横軸
に圧力分布センサ１４ａ，１４ｂの長手方向の位置をとり、縦軸に圧力をとって、携帯端
末１０を図５のように持ったときに圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂで検出される圧力
分布を表した図である。図６（ａ）は携帯端末１０の左側の圧力分布検出センサ１４ａに
より検出される圧力分布であり、図６（ｂ）は右側の圧力分布検出センサ１４ｂにより検
出される圧力分布である。
【００２４】
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　左手で携帯端末１０を持って画面右上側のアイコンを左手の親指でタッチしようとする
と、筐体１１の幅が広いため、例えば図５に示すように親指の付け根部分と中指、薬指及
び小指とで携帯端末１０を握り絞めるように持つことになる。
【００２５】
　このとき、携帯端末１０の左側の部分では、親指の付け根部分が圧力分布検出センサ１
４ａに広範囲に接触する。このため、図６（ａ）に示すように、圧力分布検出センサ１４
ａでは、長手方向の広い範囲に連続した圧力分布が検出される。
【００２６】
　また、携帯端末１０の右側の部分では、中指、薬指及び小指が圧力分布検出センサ１４
ｂに接触するため、図６（ｂ）に示すように、中指、薬指及び小指に対応する相互に離隔
した３か所の位置で圧力が検出される。メモリ１５には、第１の圧力分布パターンとして
、図６（ａ），（ｂ）に示す圧力分布パターンを記憶しておく。
【００２７】
　制御部１９は、圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂにより図６（ａ），（ｂ）に示すよ
うな圧力分布パターンが検出されたときに、ユーザが携帯端末１０を左手に持ち、画面右
側をタッチしようとしている状態であると判定する。
【００２８】
　図７は、左手の手のひらに携帯端末１０を載せ、左手の親指で画面左側のアイコンをタ
ッチしようとしている状態を表した図である。また、図８（ａ），（ｂ）は、横軸に圧力
分布センサ１４ａ，１４ｂの長手方向の位置をとり、縦軸に圧力をとって、携帯端末１０
を図７のように持ったときに圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂで検出される圧力分布を
表した図である。図８（ａ）は携帯端末１０の左側の圧力分布検出センサ１４ａにより検
出される圧力分布であり、図８（ｂ）は右側の圧力分布検出センサ１４ｂにより検出され
る圧力分布である。
【００２９】
　左手で携帯端末１０を持って画面左側のアイコンを左手の親指でタッチしようとすると
、図５のように持つときと同様に、左手の親指の付け根部分が圧力分布検出センサ１４ａ
に接触し、中指、薬指及び小指が圧力分布検出センサ１４ｂに接触する。但し、図６（ａ
），（ｂ）と図８（ａ），（ｂ）との比較からわかるようように、親指の付け根部分、中
指、薬指及び小指と圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂとの接触圧は、図５のように持つ
ときよりも低くなる。また、親指の付け根部分と圧力分布検出センサ１４ａとの接触範囲
も狭くなる。メモリ１５には、第２の圧力分布パターンとして、図８（ａ），（ｂ）に示
す圧力分布パターンを記憶しておく。
【００３０】
　制御部１９は、圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂにより図８（ａ），（ｂ）に示すよ
うな圧力分布パターンが検出されたときに、ユーザが携帯端末１０を左手に持ち、左手の
親指で画面左側をタッチしようとしている状態であると判定する。
【００３１】
　図９は、携帯端末１０を左手で持ち、右手の指で画面に表示されたアイコンをタッチし
ようとしている状態を表した図である。また、図１０（ａ），（ｂ）は、横軸に圧力分布
センサ１４ａ，１４ｂの長手方向の位置をとり、縦軸に圧力をとって、携帯端末１０を図
９のように持ったときに圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂで検出される圧力分布を表し
た図である。図１０（ａ）は携帯端末１０の左側の圧力分布検出センサ１４ａにより検出
される圧力分布であり、図１０（ｂ）は右側の圧力分布検出センサ１４ｂにより検出され
る圧力分布である。
【００３２】
　携帯端末１０を左手で持ち、右手の指で画面に表示されたアイコンをタッチしようとす
る場合、例えば図９に示すように携帯端末１０の左側では左手の親指の先端及び親指の付
け根部分が携帯端末１０に接触する。また、携帯端末１０の右側では、左手の中指、薬指
及び小指が携帯端末１０に接触する。
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【００３３】
　この場合、図１０（ａ），（ｂ）に示すように、圧力分布検出センサ１４ａでは左手の
親指の指先部分、及び親指の付け根部分の接触が検出され、圧力分布検出センサ１４ｂで
は左手の中指、薬指及び小指の接触が検出される。
【００３４】
　図１０（ａ），（ｂ）からわかるように、携帯端末１０を左手で持ち、右手の指で画面
に表示されたアイコンをタッチしようとすると、左手の親指の指先部分、親指の付け根部
分、中指、薬指及び小指が携帯端末１０と接触する。但し、図１０（ａ），（ｂ）と図６
（ａ），（ｂ）との比較からわかるように、左手の親指の指先部分、親指の付け根部分、
中指、薬指及び小指と携帯端末１０との接触圧は低い。メモリ１５には、第３の圧力分布
パターンとして、図１０（ａ），（ｂ）に示す圧力分布パターンを記憶しておく。
【００３５】
　制御部１９は、圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂにより図１０（ａ），（ｂ）に示す
ような圧力分布パターンが検出されたときに、ユーザが携帯端末１０を左手に持ち、画面
を右手の指でタッチしようとしている状態であると判定する。
【００３６】
　ここでは携帯端末１０を左手に持って操作する場合について説明したが、携帯端末１０
を右手に持って操作する場合は圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂで検出される圧力分布
パターンの左右が反転するものの、同様の圧力分布パターンが得られる。このため、制御
部１９は、圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂで検出される圧力分布パターンにより、左
右どちらの手で携帯端末１０を持っているのか、及び操作時に親指の付け根部分がタッチ
パネル１３に接触するおそれがあるか否かを判別することができる。
【００３７】
　なお、携帯端末の持ち方及び操作の仕方は人によって異なる。このため、多くの人の携
帯端末の持ち方及び操作の仕方を実際に調べて、誤操作が起こりやすい圧力分布パターン
と誤操作が起きにくい圧力分布パターンとをより詳細に分類しておくことが好ましい。
【００３８】
　図１１は、本実施形態に係る携帯端末１０のタッチパネル操作時における制御部１９の
動作を示すフローチャートである。
【００３９】
　まず、ステップＳ１１において、制御部１９は圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂから
圧力分布を取得する。その後、ステップＳ１２に移行し、制御部１９は圧力分布検出セン
サ１４ａ，１４ｂから取得した圧力分布と、メモリ１５に記憶されている圧力分布パター
ンとを比較する。そして、その比較結果から、ユーザが左右どちらの手に携帯端末１０を
持っているのか、及びどのような状態で携帯端末１０を操作しようとしているのかを判定
する。
【００４０】
　次に、ステップＳ１３に移行し、制御部１９は誤操作のおそれがあるか否かを判定する
。例えば圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂで検出された圧力分布が図６（ａ），（ｂ）
に示すような場合、左手の親指の付け根部分がタッチパネル１３の左側の部分に触れて誤
操作となるおそれがある。この場合、制御部１９はＹＥＳと判定し、ステップＳ１３から
ステップＳ１４に移行する。
【００４１】
　ステップＳ１４において、制御部１９はタッチパネル１３の所定領域、すなわち左手の
親指の付け根部分が接触するおそれがある領域のタッチを無効とする。例えば圧力分布検
出センサ１４ａ，１４ｂで検出された圧力分布が図６（ａ），（ｂ）に示すような場合、
左手の親指の付け根部分がタッチパネル１３の左側の部分に接触するおそれがあるので、
制御部１９はタッチパネル１３の左側の部分のタッチを無効とする。そして、ステップＳ
１５に移行し、制御部１９はタッチパネル１３のそれ以外の部分のタッチを検出すると、
タッチされた場所に応じた処理を行う。
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【００４２】
　一方、ステップＳ１３において、圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂから取得した圧力
分布が図８（ａ），（ｂ）又は図１０（ａ），（ｂ）のような場合、誤操作のおそれはな
いので、制御部１９はＮＯと判定する。そして、ステップＳ１３からステップＳ１６に移
行し、制御部１９はタッチパネル１３の全面を有効領域として、タッチを検出するとタッ
チされた場所に応じた処理を行う。
【００４３】
　本実施形態では、上述したように携帯端末１０の両側に配置された圧力分布検出センサ
１４ａ，１４ｂにより圧力分布を検出し、その検出結果に応じて誤操作のおそれがあるか
否かを判定する。そして、誤操作のおそれがあると判定したときにはタッチパネル１３の
所定領域のタッチを無効とし、それ以外の場所のタッチに応じた処理を実行する。これに
より、誤操作によるユーザの意図しない動作を防止することができる。
【００４４】
　なお、本実施形態では圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂを使用しているが、図６（ａ
），（ｂ）及び図８（ａ），（ｂ）の比較からわかるように、携帯端末１０を図５のよう
に持ったときと図６のように持ったときとでは親指の付け根部分の接触範囲が異なる。こ
のため、圧力の強さを検出しなくでも、接触範囲がわかれば誤操作のおそれがあるか否か
を判定することができる。従って、圧力分布検出センサ１４ａ，１４ｂに替えて、接触範
囲がわかるセンサ、例えばアレイ状に配置された複数のタッチセンサ等を使用してもよい
。
【００４５】
　また、上述した誤操作の防止機能は、ユーザが任意に有効又は無効に設定できるように
してもよい。更に、ユーザが、左手で操作するのか右手で操作するのかを予め携帯端末１
０に設定できるようにして、制御部１９の負荷を軽減するようにしてもよい。
【００４６】
　更にまた、上述の実施形態では、表示デバイス１２のサイズが４．５インチ以上の比較
的大型の携帯端末を例として説明している。しかし、開示の技術の適用範囲は大型の携帯
端末に限定するものではない。手が小さい女性や子供などの場合、大型の携帯端末でなく
ても前述したような原因で誤操作が発生することがある。このため、開示の技術は幅広い
ユーザの利便性の向上に貢献することができる。
【００４７】
　（第２の実施形態）
　携帯端末に疵が付くことを防止するために、携帯端末にカバー（ジャケットとも呼ばれ
ている）を装着して使用するユーザも多い。第２の実施形態では、携帯端末用カバーに圧
力分布検出センサを取り付けた例を説明する。
【００４８】
　図１２は、第２の実施形態に係る携帯端末用カバーの概観図である。また、図１３は、
携帯端末用カバーに取り付けた圧力分布検出センサと携帯端末との接続を示すブロック図
である。なお、図１３において、図４と同一物には同一符号を付して、その詳細な説明を
省略する。
【００４９】
　本実施形態では、図１２に示すように、携帯端末用カバー２１の両側に圧力分布検出セ
ンサ２４ａ，２４ｂを配置する。これらの圧力分布検出センサ２４ａ，２４ｂは、図１３
に示すように、携帯端末用カバー２１に取り付けられた通信器２２に接続されている。
【００５０】
　一方、携帯端末２０にも通信器１６が設けられている。そして、携帯端末用カバー２１
の通信器２２は、圧力分布検出センサ２４ａ，２４ｂによる圧力分布検出結果を、例えば
ブルートゥース（Bluetooth：登録商標）による無線通信を介して、携帯端末２０の通信
器１６に送信する。
【００５１】
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　携帯端末２０の制御部１９は、通信器１６を介して圧力分布検出センサ２４ａ，２４ｂ
による圧力分布検出結果を取得すると、第１の実施形態と同様に、ユーザがどのように携
帯端末２０を持ち、どのように操作しようとしているのかを判定する。そして、その判定
結果に基づき、誤操作のおそれがあるときにはタッチパネル１３の所定領域のタッチを無
効とし、それ以外の場所のタッチに応じた処理を実行する。
【００５２】
　本実施形態においても、第１の実施形態と同様に、誤操作によるユーザの意図しない動
作を防止することができる。
【００５３】
　なお、本実施形態では圧力分布検出センサ２４ａ，２４ｂと携帯端末２０の制御部１９
とが無線通信を介して接続されるものとしている。しかし、圧力分布検出センサ２４ａ，
２４ｂと携帯端末２０の制御部１９との接続は無線方式に限定されるものではない。例え
ば、携帯端末２０に設けられた汎用コネクタ又は圧力分布検出センサ用に設けられた電極
等を介して、圧力分布検出センサ２４ａ，２４ｂと携帯端末２０の制御部１９とを接続し
てもよい。
【００５４】
　以上の諸実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
【００５５】
　（付記１）表示デバイスと、
　前記表示デバイスの上に配置されたタッチパネルと、
　前記表示デバイスを挟んで配置されて人体との接触範囲を検出する一対の接触範囲検出
部と、
　前記接触範囲検出部から出力される信号に応じて前記タッチパネルの一部領域のタッチ
を無効とし、それ以外の領域のタッチに応じた処理を実行する制御部と
　を有することを特徴とする携帯端末。
【００５６】
　（付記２）前記接触範囲検出部が、接触圧の圧力分布が検出可能なセンサにより形成さ
れていることを特徴とする付記１に記載の携帯端末。
【００５７】
　（付記３）更に、接触分布パターンを記憶する記憶部を有し、
　前記制御部は、前記接触範囲検出部で検出した接触分布を前記接触分布パターンとを比
較して前記タッチを無効とする領域を設定することを特徴とする付記１又は２に記載の携
帯端末。
【００５８】
　（付記４）前記接触範囲検出部が、シート状のセンサにより形成されていることを特徴
とする付記１乃至３のいずれか１項に記載の携帯端末。
【００５９】
　（付記５）携帯端末に装着する携帯端末用カバーにおいて、
　前記携帯端末の表示デバイスを挟む位置に配置された一対の接触範囲検出部と、
　前記接触範囲検出部から出力される信号を前記携帯端末に伝達する信号伝達部と
　を有することを特徴とする携帯端末用カバー。
【００６０】
　（付記６）前記信号伝達部が、前記携帯端末との間で無線方式により通信する通信器で
あることを特徴とする付記５に記載の携帯端末用カバー。
【符号の説明】
【００６１】
　１０，２０…携帯端末、１１…筐体、１２…表示デバイス、１３…タッチパネル、１４
ａ，１４ｂ，２４ａ，２４ｂ…圧力分布検出センサ、１５…メモリ、１６，２２…通信器
、１９…制御部、２１…携帯端末用カバー。
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