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(57)【要約】
【課題】複数のタッチ式の入力デバイスを備える携帯端
末において、ユーザが意図しない処理が実行される可能
性を低減することが可能な携帯端末を提供する。
【解決手段】タッチ式の第１及び第２の入力デバイスを
備える携帯端末であって、前記第１の入力デバイスから
の入力に応じた処理の実行を行う第１実行部と、前記第
２の入力デバイスからの入力に応じた処理の実行を行う
第２実行部と、前記第１の入力デバイス上の接触位置に
応じて、前記第２実行部による前記実行を抑止するか否
かの制御を切り替える制御部とを備える。
【選択図】図２



(2) JP 2011-176610 A 2011.9.8

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチ式の第１及び第２の入力デバイスを備える携帯端末であって、
　前記第１の入力デバイスからの入力に応じた処理の実行を行う第１実行部と、
　前記第２の入力デバイスからの入力に応じた処理の実行を行う第２実行部と、
　前記第１の入力デバイス上の接触位置に応じて、前記第２実行部による前記実行を抑止
するか否かの制御を切り替える制御部とを備える
　ことを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　前記第２の入力デバイスと同時に接触され得る前記第１の入力デバイス上の位置の座標
値を記憶する位置記憶部を備え、
　前記制御部は、
　前記第１の入力デバイス上で接触が行われたときに、当該接触に係る位置の座標値が、
前記位置記憶部に記憶されている座標値と一致するか否かの判定を行い、肯定的な判定を
行った場合には、前記第２の入力デバイスからの入力に応じた処理の実行を所定時間不可
能化する
　ことを特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記第２の入力デバイスと同時に接触され得る前記第１の入力デバイス上の位置の座標
値を記憶する位置記憶部を備え、
　前記第２実行部は、前記処理の実行を、当該処理の実行指示を受けた場合に行うもので
あり、
　前記制御部は、
　前記第２の入力デバイスからの入力があったときに、当該入力の一定時間前から当該入
力までに接触された前記第１の入力デバイス上の位置の座標値が、前記位置記憶部に記憶
されている座標値と一致するか否かの判定を行い、否定的な判定を行った場合にのみ、前
記第２実行部に前記実行指示を行う
　ことを特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記制御部は、
　前記第１の入力デバイス上で接触が行われたときに、前記第１の入力デバイス上での接
触位置の変化の方向が、所定範囲内であるか否かを判定し、肯定的な判定を行った場合に
は、当該位置の変化の方向に対応する前記第２の入力デバイスからの入力に応じた処理の
実行を所定時間不可能化する
　ことを特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記第２実行部は、前記処理の実行を、当該処理の実行指示を受けた場合に行うもので
あり、
　前記制御部は、
　前記第２の入力デバイスからの入力があったときに、当該入力の一定時間前から当該入
力までに接触された前記第１の入力デバイス上の位置の変化の方向が、所定範囲内である
か否かを判定し、否定的な判定を行った場合にのみ、前記第２実行部に前記実行指示を行
う
　ことを特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記第１の入力デバイスは、タッチパネルである
　ことを特徴とする請求項１乃至５記載の携帯端末。
【請求項７】
　前記第２の入力デバイスは、タッチキーである
　ことを特徴とする請求項１乃至６記載の携帯端末。
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【請求項８】
　タッチ式の第１及び第２の入力デバイスを備える携帯端末で用いられる表示制御プログ
ラムであって、
　前記第１の入力デバイスからの入力に応じた処理の実行を行う第１実行ステップと、
　前記第２の入力デバイスからの入力に応じた処理の実行を行う第２実行ステップと、
　前記第１の入力デバイス上の接触位置に応じて、前記第２実行ステップによる前記実行
を抑止するか否かの制御を切り替える制御ステップとを有する
　ことを特徴とする入力制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のタッチ式の入力デバイスを有する携帯電話機等の携帯端末に関し、特
に、タッチ式の入力デバイスからの入力に基づく処理実行に係る制御技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、携帯電話機において、ユーザが誤操作をしてしまった場合にも、ユーザが意
図しない処理が実行される可能性を低減させるための技術が知られている。
　例えば、特許文献１には、短縮ダイヤル機能を有する携帯電話機において、通常の電話
番号よりも短い桁の番号に対応するキーが押下された後、オフフックキーが押下されるま
での時間が所定時間内である場合にのみ、発呼する技術が開示されている。これにより、
携帯電話機をポケットや鞄の中に入れておいた際等に、誤ってキーが押下され、発呼して
しまう可能性を低減できる。
【０００３】
　また、例えば、特許文献２には、携帯電話機の複数のキーが同時に押下された場合に、
押下された各キーと同一の組合せのキーが過去に押下された際のキーの確定結果に基づい
て、押下された複数のキーの中から１つのキーを選択する技術が開示されている。これに
より、ユーザが誤って複数のキーを押下してしまった場合にも、そのユーザが意図する処
理が実行される可能性が高まり、つまり、ユーザが意図しない処理が実行される可能性を
低減できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１１２３５３号公報
【特許文献２】特開２００４－３５５２８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、例えば、タッチパネルとタッチキーというように、複数のタッチ式の入力デ
バイスを備える携帯電話機等の携帯端末が知られている。このような携帯端末においては
、各タッチ式の入力デバイスがそれぞれ独立して入力を受け付け、受け付けた入力に応じ
た処理が実行される。
　従って、ユーザが、一方のタッチ式の入力デバイスに対して操作を行っていた際に、誤
って他方のタッチ式の入力デバイスに対しても操作を行ってしまった場合には、ユーザが
意図しない、他方のタッチ式の入力デバイスに対する操作に応じた処理が実行されてしま
うという、従来の問題と良く似た問題が生じる。
【０００６】
　しかしながら、上述の特許文献１及び２の技術はいずれも、テンキー等の１種類の入力
デバイス上での誤操作に対応する技術であり、このような複数のタッチ式の入力デバイス
を備える携帯端末には適用することができない。
　そこで、本発明は係る問題に鑑みてなされたものであり、複数のタッチ式の入力デバイ



(4) JP 2011-176610 A 2011.9.8

10

20

30

40

50

スを備える携帯端末において、ユーザが意図しない処理が実行される可能性を低減するこ
とが可能な携帯端末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】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明に係る携帯端末は、タッチ式の第１及び第２の入力
デバイスを備える携帯端末であって、前記第１の入力デバイスからの入力に応じた処理の
実行を行う第１実行部と、前記第２の入力デバイスからの入力に応じた処理の実行を行う
第２実行部と、前記第１の入力デバイス上の接触位置に応じて、前記第２実行部による前
記実行を抑止するか否かの制御を切り替える制御部とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　上記構成を備える本発明に係る携帯端末によれば、ユーザが意図しない処理が実行され
る可能性を低減することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施の形態１に係る携帯電話機１００の外観を示す正面図である。
【図２】携帯電話機１００に対するユーザ操作の一例を示す図である。
【図３】携帯電話機１００の主要部の機能構成を示すブロック図である。
【図４】携帯電話機１００が使用する領域テーブル１０のデータ構成及び内容例を示す図
である。
【図５】タッチパネル１１０及び各タッチキー１２１～１２６からの入力に対する携帯電
話機１００の制御処理を示すフローチャートである。
【図６】タッチパネル１１０及び各タッチキー１２１～１２６からの入力に対する変形例
１に係る携帯電話機の制御処理を示すフローチャートである。
【図７】実施の形態２に係る携帯電話機２００に対するユーザ操作の一例を示す図である
。
【図８】携帯電話機２００が用いる論理座標系を説明するための図である。
【図９】携帯電話機２００が使用する領域テーブル２０のデータ構成及び内容例を示す図
である。
【図１０】タッチパネル１１０からの入力に対する携帯電話機２００の制御処理を示すフ
ローチャートである。
【図１１】変形例２に係る携帯電話機が使用する領域テーブル１５のデータ構成及び内容
例を示す図である。
【図１２】各タッチキー１２１～１２６からの入力に対する変形例３に係る携帯電話機の
制御処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明に係る携帯端末の実施の形態としての携帯電話機について説明する。
　≪実施の形態１≫
　＜概要＞
　図１は、実施の形態１に係る携帯電話機１００の外観を示す正面図である。
　携帯電話機１００は、同図に示すように、筐体１に、タッチパネル１１０と、６つのタ
ッチキー１２１～１２６を備えるストレート型の端末である。
【００１１】
　同図に示すように、タッチキー１２１～１２６は、タッチパネル１１０の近傍に配置さ
れているので、タッチパネル１１０上での操作のために、ユーザが指等をタッチパネル１
１０に接触させた際に、誤ってタッチキー１２１～１２６にも指等を接触させてしまうこ
とがある。携帯電話機１００は、このような場合でも、指等を接触させたタッチキーに対
応付けられた処理が実行されてしまう可能性を低減できるようにしたものである。
【００１２】
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　なお、近傍に配置されているとは、タッチキー（１２１～１２６）の配置位置と、タッ
チパネル１１０の配置位置との距離が、ユーザの指が届く程度の範囲内にあることをいう
。
　図２は、携帯電話機１００に対するユーザ操作の一例を示す図である。
　同図では、携帯電話機１００のタッチパネル１１０の表示部に、メールアイコン２が表
示された例を示している。このメールアイコン２には、メールアプリケーションの起動処
理が対応付けられており、このメールアイコン２にユーザが指等を接触させると、メール
アプリケーションが起動することになる。なお、以下では、ユーザがアイコンに指等を接
触させることを、アイコンを選択するともいう。
【００１３】
　また、各タッチキーにはそれぞれ異なる処理が対応付けられており、例えば、タッチキ
ー１２３（同図では、指が接触しているため、点線で表示している）には、ウェブブラウ
ザの起動処理が対応付けられているものとする。
　詳細は後述するが、携帯電話機１００は、各タッチキー（１２１～１２６）について、
そのタッチキーと同時に接触され得るタッチパネル１１０上の矩形領域（以下、「隣接領
域」という）の座標値を記憶しており、隣接領域への接触が行われた際に、対応するタッ
チキーからの入力に基づく処理の実行を一定時間（例えば、５０ｍｓ）不可能化する。
【００１４】
　このように、タッチパネル１１０上の隣接領域への接触が行われた際に、対応するタッ
チキーからの入力に基づく処理の実行を予め不可能化しておくことで、同図に示すように
、ユーザがメールアイコン２を選択した際に、誤ってタッチキー１２３にも指を接触させ
てしまった場合にも、携帯電話機１００は、ユーザが意図したメールアプリケーションを
起動する処理のみを行い、ウェブブラウザを起動する処理は行わないようにすることがで
きる。
【００１５】
　なお、以下では、ユーザが指等をタッチキー１２１～１２６に接触させ、このタッチキ
ーを選択することを、タッチキーを押すともいう。
　＜機能構成＞
　以下では、携帯電話機１００の機能構成について図３を用いて説明する。
　図３は、携帯電話機１００の主要部の機能構成を示すブロック図である。
【００１６】
　携帯電話機１００は、同図に示すように、タッチパネル１１０、タッチキー１２１～１
２６、座標記憶部１３０、位置記憶部１３１、制御部１４０、及び機能実行部１５０を備
える。
　なお、同図は、本発明の特徴を実現する上で重要な各機能構成要素の関係を示しており
、通常の携帯電話機が備える通信部や、スピーカ、マイクの図示は省略している。また、
携帯電話機１００は、プロセッサ及びメモリを含んで構成されており、制御部１４０及び
機能実行部１５０の各機能は、上述のメモリに記憶されているプログラムを上述のプロセ
ッサが実行することにより実現される。
【００１７】
　ここで、タッチパネル１１０は、表示部１１１及び入力部１１２を備える。
　表示部１１１は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）を含み、制御部１４０からの指示
を受けて文字やアイコン等の画像をＬＣＤに表示する回路である。各ＬＣＤの画素数（横
×縦）は８００×４８０画素であるものとする。
　また、入力部１１２は、ユーザによる接触を検出し、検出している間、単位時間（例え
ば、２５ｍｓ）毎に、その接触位置の座標値（ｘ，ｙ）を制御部１４０に送出する回路で
ある。
【００１８】
　なお、図１のタッチパネル１１０の左上の頂点の座標値は（０，０）であるとし、右下
の頂点の座標値は（７９９，４７９）であるものとして説明する。また、入力部１１２は
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、例えば、静電容量方式のタッチセンサにより実現される。
　タッチキー１２１～１２６は、それぞれユーザによる接触を検出し、検出している間、
検出していることを示す信号（以下、「検出信号」という）を、制御部１４０を送出する
機能を有し、例えば、静電容量方式のタッチセンサにより実現される。
【００１９】
　座標記憶部１３０は、入力部１１２から受領した座標値を格納するためのメモリ領域で
あり、位置記憶部１３１は、各タッチキーについての隣接領域を定義した領域テーブル１
０（図４参照）を記憶するメモリ領域である。
　制御部１４０は、一般的な携帯電話機が有する機能の他、特に、各タッチキーから検出
信号が送出された際に、そのタッチキーが押されたことを示すイベント（以下、「ＰＲＥ
ＳＳ　ＫＥＹイベント」という）を機能実行部１５０へ通知するか否かを制御する機能を
有するものであり、格納部１４１、判定部１４２、表示制御部１４３、イベント通知部１
４４を含んで構成される。
【００２０】
　ここで、格納部１４１は、入力部１１２から送出される座標値を受領し、座標記憶部１
３０に格納する機能を有する。
　判定部１４２は、格納部１４１により座標記憶部１３０に格納された座標値が示す位置
が、隣接領域に含まれるか否かを、位置記憶部１３１に記憶されている領域テーブル１０
に基づいて判定する機能を有する。
【００２１】
　また、判定部１４２は、タッチキー毎に、そのタッチキーからの入力に基づく処理の実
行が不可能化されているか否かを示す情報（以下、「不可能化情報」といい、一例として
、処理の実行が不可能化されている場合を「１」、処理の実行が不可能化されていない場
合を「０」とする）を記憶し管理する機能を有する。
　判定部１４２は、上記判定において、隣接領域に含まれる旨の判定を行った際に、その
隣接領域に対応するタッチキーの不可能化情報を、そのタッチキーからの入力に基づく処
理の実行が不可能化されていることを示すように、即ち、「１」に更新し、その更新から
一定時間（この例では５０ｍｓ）後に、そのタッチキーの不可能化情報を、そのタッチキ
ーからの入力に基づく処理の実行が不可能化されていないことを示すように、即ち、「０
」に更新する。
【００２２】
　また、判定部１４２は、各タッチキー（１２１～１２６）からの検出信号を受領すると
、その検出信号の送出元のタッチキーを示す情報（以下、「キー番号」という）を、イベ
ント通知部１４４に伝達する否かを、そのタッチキーについての不可能化情報の値に基づ
いて判定し、判定結果に応じて、そのキー番号をイベント通知部１４４に伝達する機能を
有する。
【００２３】
　表示制御部１４３は、機能実行部１５０の処理結果に応じた画面を、表示部１１１に表
示させる機能を有する。
　イベント通知部１４４は、格納部１４１により座標記憶部１３０に格納された座標値を
含み、タッチパネル１１０上での接触が検出されたことを示すイベント（以下、「ＰＲＥ
ＳＳ　ＰＡＮＥＬイベント」という）、及び判定部１４２から伝達されたキー番号を含む
ＰＲＥＳＳ　ＫＥＹイベントを機能実行部１５０へ通知する機能を有する。
【００２４】
　機能実行部１５０は、イベント通知部１４４から通知された各イベントに応じた機能を
実行する機能を有する。なお、機能実行部１５０は、表示部１１１に表示されているアイ
コンのサイズ、形状、配置（座標）を管理しているものとする。
　＜データ＞
　以下では、携帯電話機１００が使用するデータについて、図４を用いて説明する。
【００２５】
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　図４は、携帯電話機１００が使用する領域テーブル１０のデータ構成及び内容例を示す
図である。
　領域テーブル１０は、同図に示すように、隣接領域毎に、左上座標値１１と、右下座標
値１２と、キー番号１３とを対応付けて構成される情報である。
　領域テーブル１０は、携帯電話機１００のメーカ等によって、予め位置記憶部１３１に
記憶され、判定部１４２が判定を行う際に参照される。
【００２６】
　ここで、左上座標値１１は、対応する隣接領域の左上の頂点の座標値であり、右下座標
値１２は、この隣接領域の右下の頂点の座標値であり、キー番号１３は、この隣接領域が
対応するタッチキーの識別情報であり、以下では、タッチキー１２１～１２６それぞれの
キー番号が「１」～「６」であるものとして説明する。
　同図は、例えば、左上座標値が「（６１０，１０）」であり、右下座標値が「（６９０
，６０）」である隣接領域に対応するタッチキーのキー番号は「１」（つまり、タッチキ
ー１２１）であることを示している。
【００２７】
　＜動作＞
　以下、上記構成を備え、上記データを取り扱う携帯電話機１００の動作について、図５
を用いて説明する。
　図５は、タッチパネル１１０及び各タッチキー１２１～１２６からの入力に対する携帯
電話機１００の制御処理を示すフローチャートである。
【００２８】
　　＜タッチパネルからの入力に対する制御処理＞
　まず、タッチパネル１１０からの入力に対する携帯電話機１００の制御処理について、
同図に示す左側のフローチャートを用いて説明する。
　タッチパネル１１０の入力部１１２から送出された座標値を受領すると、制御部１４０
の格納部１４１は、受領した座標値を座標記憶部１３０に格納する（ステップＳ１）。
【００２９】
　制御部１４０の判定部１４２は、座標記憶部１３０に格納された座標値が、いずれかの
隣接領域に含まれるか否かを、領域テーブル１０に基づいて判定する（ステップＳ２）。
　例えば、座標記憶部１３０に格納された座標値が、（６５０，２００）である場合、図
４に示す領域テーブル１０の例では、キー番号が「３」であるタッチキー（つまり、タッ
チキー１２３）についての隣接領域に含まれるため、判定部１４２は、肯定的な判定（ス
テップＳ２：ＹＥＳ）を行う。
【００３０】
　また、例えば、座標記憶部１３０に格納された座標値が、（４００，１００）である場
合、図４に示す領域テーブル１０の例では、いずれのタッチキーについての隣接領域にも
含まれないため、判定部１４２は、否定的な判定（ステップＳ２：ＮＯ）を行う。
　ステップＳ２で、座標記憶部１３０に格納された座標値がいずれかの隣接領域に含まれ
ると判定した場合（ステップＳ２：ＹＥＳ）、判定部１４２は、座標記憶部１３０に格納
された座標値が含まれる隣接領域に対応するタッチキーからの入力に基づく処理の実行を
一定時間（この例では、５０ｍｓ）不可能化する（ステップＳ３）。より詳細には、判定
部１４２は、座標記憶部１３０に格納された座標値が含まれる隣接領域に対応するタッチ
キーのキー番号を、領域テーブル１０から取得し、取得したキー番号が示すタッチキーの
不可能化情報を「１」に更新し、一定時間後にこの不可能化情報を「０」に更新する。
【００３１】
　上述の例で、座標記憶部１３０に格納された座標値が、（６５０，２００）である場合
には、領域テーブル１０からキー番号「３」を取得し、取得したキー番号「３」が示すタ
ッチキー１２３の不可能化情報を「１」に更新し、一定時間後にこの不可能化情報を「０
」に更新する。
　ステップＳ３の処理を完了し、又はステップＳ２で、座標記憶部１３０に格納された座
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標値がいずれかの隣接領域にも含まれないと判定した場合（ステップＳ２：ＮＯ）、イベ
ント通知部１４４は、座標記憶部１３０に格納された座標値を含むＰＲＥＳＳ　ＰＡＮＥ
Ｌイベントを機能実行部１５０に通知し（ステップＳ４）、携帯電話機１００は、タッチ
パネル１１０からの入力に対する制御処理を終了する。
【００３２】
　なお、機能実行部１５０は、このＰＲＥＳＳ　ＰＡＮＥＬイベントに含まれている座標
値に応じた機能を実行し、表示制御部１４３は、その実行結果に応じた画面を表示部１１
１に表示させることになる。
　上述の例で、座標記憶部１３０に格納された座標値が、（６５０，２００）である場合
において、例えば、図２に示すメールアイコン２がこの座標値を含む領域に表示されてい
るとすると、機能実行部１５０は、メールアプリケーションを起動する処理を行い、表示
制御部１４３は、そのメールアプリケーションの画面を表示部１１１に表示させる。
【００３３】
　　＜各タッチキーからの入力に対する制御処理＞
　次に、各タッチキー１２１～１２６からの入力に対する携帯電話機１００の制御処理に
ついて、図５に示す右側のフローチャートを用いて説明する。
　判定部１４２は、いずれかのタッチキー（１２１～１２６）から検出信号を受領すると
（ステップＳ５）、そのタッチキーからの入力に基づく処理の実行が不可能化されている
か否かを、そのタッチキーの不可能化情報に基づいて判定する（ステップＳ６）。
【００３４】
　具体的には、検出信号の送信元であるタッチキーの不可能化情報が「１」であるときに
は、肯定的な判定（ステップＳ６：ＹＥＳ）を行い、検出信号の送信元であるタッチキー
の不可能化情報が「０」であるときには、否定的な判定（ステップＳ６：ＮＯ）を行う。
　ステップＳ６で、検出信号の送出元であるタッチキーからの入力に基づく処理の実行が
不可能化されている場合には（ステップＳ６：ＹＥＳ）、携帯電話機１００は、特に何も
処理することなく、各タッチキー１２１～１２６からの入力に対する制御処理を終了し、
検出信号の送出元であるタッチキーからの入力に基づく処理の実行が不可能化されていな
い場合（ステップＳ６：ＮＯ）、判定部１４２は、そのタッチキーのキー番号をイベント
通知部１４４に伝達し、イベント通知部１４４は、判定部１４２から伝達されたキー番号
を含むＰＲＥＳＳ　ＫＥＹイベントを機能実行部１５０に通知し（ステップＳ７）、携帯
電話機１００は、各タッチキー１２１～１２６からの入力に対する制御処理を終了する。
【００３５】
　なお、機能実行部１５０は、このＰＲＥＳＳ　ＫＥＹイベントに含まれているキー番号
が示すタッチキーに対応付けられている処理を実行し、表示制御部１４３は、その実行結
果に応じた画面を表示部１１１に表示させることになる。
　例えば、ＰＲＥＳＳ　ＫＥＹイベントに含まれているキー番号が「３」である場合に、
キー番号「３」が示すタッチキー１２３には、この例では、ウェブブラウザの起動処理が
対応付けられているため、機能実行部１５０は、ウェブブラウザを起動する処理を行い、
表示制御部１４３は、このウェブブラウザの画面を表示部１１１に表示させる。
【００３６】
　≪変形例１≫
　実施の形態１では、タッチキーが誤って押されて、そのタッチキーに対応する処理が実
行されてしまう可能性を低減する方法として、タッチパネル１１０上の隣接領域への接触
が行われた際に、対応するタッチキーからの入力に基づく処理の実行を予め一定時間不可
能化しておく方法を説明した。
【００３７】
　以下では、別の方法として、タッチキーからの入力があった際に、その入力の一定時間
前からその入力までにタッチパネル１１０上の隣接領域への接触が行われているか否かに
よって、そのタッチキーに対応付けられた処理を実行するか否かを切り替えるようにした
実施の形態１の一変形例を説明する。
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　変形例１に係る携帯電話機は、上述の実施の形態１に係る携帯電話機１００の格納部１
４１及び判定部１４２の機能を若干変更したものであるため、ここでは、変更部分を中心
に説明する。
【００３８】
　＜動作＞
　以下、変形例１に係る携帯電話機の動作について、図６を用いて説明する。
　図６は、タッチパネル１１０及び各タッチキー１２１～１２６からの入力に対する変形
例１に係る携帯電話機の制御処理を示すフローチャートである。
　　＜タッチパネルからの入力に対する制御処理＞
　まず、タッチパネル１１０からの入力に対する変形例１に係る携帯電話機の制御処理に
ついて、図６（ａ）に示すフローチャートを用いて説明する。
【００３９】
　変形例１に係る格納部は、タッチパネル１１０の入力部１１２から送出された座標値を
受領すると、受領した座標値と受領した際の日時とを対応付けて座標記憶部１３０に格納
する（ステップＳ１１）。この時刻は、図示しない計時部から随時得られる値（例えば、
１ｍｓ単位の時刻の値）を用いて得る。
　イベント通知部１４４は、図５のステップＳ４と同様に、座標記憶部１３０に格納され
た座標値を含むＰＲＥＳＳ　ＰＡＮＥＬイベントを機能実行部１５０に通知し（ステップ
Ｓ１２）、変形例１に係る携帯電話機は、タッチパネル１１０からの入力に対する制御処
理を終了する。
【００４０】
　なお、機能実行部１５０は、上記実施の形態１において説明したように、通知されたＰ
ＲＥＳＳ　ＰＡＮＥＬイベントに含まれている座標値に応じた機能を実行し、表示制御部
１４３は、その実行結果に応じた画面を表示部１１１に表示させることになる。
　　＜各タッチキーからの入力に対する制御処理＞
　次に、各タッチキー１２１～１２６からの入力に対する変形例１に係る携帯電話機の制
御処理について、図６（ｂ）に示すフローチャートを用いて説明する。
【００４１】
　実施の形態１に係る携帯電話機１００の各タッチキーからの入力に対する制御処理（図
５参照）のステップＳ５と同様に、変形例１に係る判定部は、いずれかのタッチキー（１
２１～１２６）から検出信号を受領すると（ステップＳ１５）、現在時刻より一定時間（
例えば５０ｍｓ）前から現在時刻までの時刻と対応付けられた座標値を、座標記憶部１３
０から取得する（ステップＳ１６）。なお、現在時刻は、上記同様、図示しない計時部か
ら随時得られる値を用いて得る。
【００４２】
　変形例１に係る判定部は、取得した座標値が、ステップＳ１５で受領した検出信号の送
出元のタッチキーについての隣接領域に含まれるかを、領域テーブル１０に基づいて判定
する（ステップＳ１７）。
　例えば、座標記憶部１３０から取得した座標値が（６５０，２００）であり、検出信号
の送出元がタッチキー１２３である場合、図４に示す領域テーブル１０の例では、キー番
号「３」と対応する隣接領域（左上座標値が（６１０，１７４）で、右下座標値が（６９
０，２２４））に含まれるため、変形例１に係る判定部は、肯定的な判定（ステップＳ１
７：ＹＥＳ）を行う。
【００４３】
　また、例えば、座標記憶部１３０から取得した座標値が（６５０，２００）であり、検
出信号の送出元がタッチキー１２１である場合、図４に示す領域テーブル１０の例では、
キー番号「１」と対応する隣接領域には含まれないため、変形例１に係る判定部は、否定
的な判定（ステップＳ１７：ＮＯ）を行う。なお、ステップＳ１６で、現在時刻より一定
時間前から現在時刻までの時刻と対応付けられた座標値が存在せず、座標値が取得されな
かった場合には、否定的な判定（ステップＳ１７：ＮＯ）を行うこととする。
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【００４４】
　ステップＳ１７で、取得した座標値が検出信号の送出元のタッチキーについての隣接領
域に含まれると判定した場合には（ステップＳ１７：ＹＥＳ）、変形例１に係る携帯電話
機は、特に何も処理することなく、各タッチキー１２１～１２６からの入力に対する制御
処理を終了し、取得した座標値が検出信号の送出元のタッチキーについての隣接領域に含
まれないと判定した場合には（ステップＳ１７：ＮＯ）、変形例１に係る判定部は、検出
信号の送出元のタッチキーのキー番号をイベント通知部１４４に伝達し、イベント通知部
１４４は、ＰＲＥＳＳ　ＫＥＹイベントを機能実行部１５０に通知し（ステップＳ１８）
、変形例１に係る携帯電話機は、各タッチキー１２１～１２６からの入力に対する制御処
理を終了する。
【００４５】
　なお、機能実行部１５０は、上記実施の形態１において説明したように、通知されたＰ
ＲＥＳＳ　ＫＥＹイベントに含まれているキー番号が示すタッチキーに対応付けられてい
る処理を実行し、表示制御部１４３は、その実行結果に応じた画面を表示部１１１に表示
させることになる。
　≪実施の形態２≫
　実施の形態１では、ユーザが、アイコン等を選択しようと指等をタッチパネル１１０に
接触させた際に、誤ってタッチキー（１２１～１２６）を押してしまった場合に、このタ
ッチキーに対応する処理が実行されてしまう可能性を低減させる方法を説明した。
【００４６】
　以下では、図７に示すように、ユーザがタッチパネル１１０上で指等を接触させたまま
、その接触位置を移動させる操作（いわゆる、ドラッグ操作）を行った際に、誤ってタッ
チキー（１２１～１２６）を押してしまった場合に、このタッチキーに対応する処理が実
行されてしまう可能性を低減させる方法を説明する。
　実施の形態２に係る携帯電話機２００は、上述の実施の形態１に係る携帯電話機１００
の格納部１４１の機能を、上述の変形例１に係る格納部と同様の機能に変更し、携帯電話
機１００の判定部１４２の機能を若干変更し、領域テーブル１０の内容を若干変更したも
のであるため、ここでは、変更部分を中心に説明する。
【００４７】
　＜論理座標系＞
　携帯電話機２００が用いる論理座標系について説明する。
　図８は、携帯電話機２００が用いる論理座標系を説明するための図である。
　論理座標系は、同図に示すように、タッチパネル１１０の左上の頂点の座標値を（０，
０）として、右方向にｘ軸を、下方向にｙ軸を取った座標系である。
【００４８】
　同図においては、論理座標系における座標値の一例を示しており、タッチパネル１１０
の右下の頂点の座標値は（７９９，４７９）であり、タッチキー１２１の左上の頂点の座
標値は（８２５，１０）であり、タッチキー１２１の右下の頂点の座標値は（８８５，６
０）である。タッチキー１２１の左上及び右下の頂点の座標値は、タッチキー１２１の筐
体１における配置位置に応じて決定されている。
【００４９】
　以下、各タッチキーについて、左上及び右下の頂点の座標値で特定される矩形領域を「
キー領域」という。
　なお、同図では、各タッチキーのうち、一例として、タッチキー１２１のキー領域を特
定するための左上及び右下の頂点の座標値を示したが、他のタッチキー（１２２～１２６
）のキー領域の左上及び右下の頂点の座標値も、タッチパネル１１０の左上の頂点に対す
る、そのタッチキーの筐体１における配置位置に応じて決定されている。
【００５０】
　＜データ＞
　以下では、携帯電話機２００が使用するデータについて、図９を用いて説明する。
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　図９は、携帯電話機２００が使用する領域テーブル２０のデータ構成及び内容例を示す
図である。
　領域テーブル２０は、同図に示すように、キー領域毎に、左上座標値２１と、右下座標
値２２と、キー番号２３とを対応付けて構成される情報である。
【００５１】
　領域テーブル２０は、携帯電話機２００のメーカ等によって、予め位置記憶部１３１に
記憶され、実施の形態２に係る判定部が判定を行う際に参照される。
　ここで、左上座標値２１は、対応するキー領域の左上の頂点の座標値であり、右下座標
値２２は、このキー領域の右下の頂点の座標値であり、キー番号２３は、このキー領域が
対応するタッチキーの識別情報である。
【００５２】
　同図は、例えば、左上座標値が「（８２５，１０）」であり、右下座標値が「（８８５
，６０）」であるキー領域に対応するタッチキーは、キー番号が「１」であるタッチキー
（つまり、タッチキー１２１）であることを示している。
　＜動作＞
　携帯電話機２００の動作について、図１０を用いて説明する。
【００５３】
　図１０は、タッチパネル１１０からの入力に対する携帯電話機２００の制御処理を示す
フローチャートである。
　なお、各タッチキー１２１～１２６からの入力に対する制御処理については、図５の右
側のフローチャートを用いて説明した実施の形態１に係る携帯電話機１００の各タッチキ
ー１２１～１２６からの入力に対する制御処理と同様であるため、説明は省略する。
【００５４】
　実施の形態２に係る格納部は、タッチパネル１１０の入力部１１２から送出された座標
値を受領すると、図６のステップＳ１１と同様に、受領した座標値と受領した際の日時と
を対応付けて座標記憶部１３０に格納する（ステップＳ２１）。
　実施の形態２に係る判定部は、現在時刻から既定時間（例えば１００ｍｓ）前から現在
時刻までの時刻と対応付けられた座標値及びその時刻を、座標記憶部１３０から取得する
（ステップＳ２２）。
【００５５】
　実施の形態２に係る判定部は、取得した座標値及び時刻の各組に基づいて、接触位置が
直線的に変化しているか否かを判定する（ステップＳ２３）。
　より詳細には、実施の形態２に係る判定部は、取得した座標値及び時刻の各組に基づい
て関数を生成する。ここで、関数を生成するとは、関数（ｘ＝ａ１×ｔ＋ｂ１、ｙ＝ａ２
×ｔ＋ｂ２、但し、ｔは時刻）における定数ａ１、ａ２、ｂ１、ｂ２の値を算出すること
をいい、この定数の算出は一般的な回帰分析の手法、例えば、最小二乗法を用いて行う。
【００５６】
　実施の形態２に係る判定部は、取得した座標値及び時刻の各組について、その組の時刻
を、生成した関数に代入し得られたｘ座標値及びｙ座標値と、その組のｘ座標値及びｙ座
標値とのそれぞれの差が所定値（例えば、１０）以内であるかを判定し、取得した全ての
組について肯定的な判定を行った場合に、接触位置が直線的に変化している（ステップＳ
２３：ＹＥＳ）と判定する。
【００５７】
　なお、ステップＳ２２で、現在時刻から既定時間前から現在時刻までの時刻と対応付け
られた座標値が存在せず、又は１つの座標値しか存在しない場合には、接触位置が直線的
に変化していない（ステップＳ２３：ＮＯ）と判定することとする。
　接触位置が直線的に変化している場合に（ステップＳ２３：ＹＥＳ）、実施の形態２に
係る判定部は、取得した最新時刻の単位時間（この例では、２５ｍｓ）後の座標値（以下
、「予測座標値」という）を、上記生成した関数に、取得した最新時刻の単位時間後の時
刻を代入して算出する（ステップＳ２４）。
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【００５８】
　実施の形態２に係る判定部は、算出した予測座標値が、いずれかのキー領域に含まれる
かを、領域テーブル２０に基づいて判定する（ステップＳ２５）。
　例えば、予測座標値が（８３０，２００）である場合、図９に示す領域テーブル２０の
例では、タッチキー１２３についてのキー領域に含まれるため、実施の形態２に係る判定
部は、肯定的な判定（ステップＳ２５：ＹＥＳ）を行う。
【００５９】
　ステップＳ２５で、算出した予測座標値が、いずれかのキー領域に含まれると判定した
場合（ステップＳ２５：ＹＥＳ）、実施の形態２に係る判定部は、図５のステップＳ３と
同様に、予測座標値が含まれるキー領域に対応するタッチキーからの入力に基づく処理の
実行を所定時間（例えば、５０ｍｓ）不可能化する（ステップＳ２６）。
　ステップＳ２６の処理を完了し、ステップＳ２３で、接触位置が直線的に変化していな
い場合に（ステップＳ２３：ＮＯ）、又はステップＳ２５で、算出した予測座標値が、い
ずれのキー領域にも含まれていない場合に（ステップＳ２５：ＮＯ）、イベント通知部１
４４は、図５のステップＳ４と同様に、ＰＲＥＳＳ　ＰＡＮＥＬイベントを機能実行部１
５０に通知し（ステップＳ２７）、携帯電話機２００は、タッチパネル１１０からの入力
に対する制御処理を終了する。
【００６０】
　なお、機能実行部１５０は、上記実施の形態１において説明したように、通知されたＰ
ＲＥＳＳ　ＰＡＮＥＬイベントに含まれている座標値に応じた機能を実行し、表示制御部
１４３は、その実行結果に応じた画面を表示部１１１に表示させることになる。
　≪補足≫
　以上、本発明に係る携帯端末を、実施の形態１、変形例１、及び実施の形態２（以下で
は、単に「実施の形態」という）に基づいて説明したが、以下のように変形することも可
能であり、本発明は上述した実施の形態で示した通りの携帯電話機に限られないことは勿
論である。
（１）実施の形態１で説明した領域テーブル１０は、左上座標値と右下座標値とを用いて
各タッチキーについての隣接領域を定義するものとして説明したが、隣接領域に含まれる
各点の座標値により隣接領域を定義するようにしてもよい。この項では、この変形に係る
領域テーブル１５を使用する携帯電話機を、変形例２に係る携帯電話機という。
【００６１】
　図１１は、変形例２に係る携帯電話機が使用する領域テーブル１５のデータ構成及び内
容例を示す図である。
　領域テーブル１５は、同図に示すように、隣接領域を構成する点毎に、座標値１６と、
キー番号１７とを対応付けて構成される情報である。
　ここで、座標値１６は、対応する点の座標値であり、キー番号１７は、この点が構成す
る隣接領域が対応するタッチキーの識別情報であり、実施の形態１で説明した領域テーブ
ル１０のキー番号１３と同様のものである。
【００６２】
　同図は、例えば、座標値が「（６１０，１０）」である点は、キー番号が「１」である
タッチキー（つまりタッチキー１２１）の隣接領域を構成する点であることを示している
。
　この変形に係る携帯電話機は、図５の左側のフローチャートを用いて説明した、タッチ
パネル１１０からの入力に対する制御処理のステップＳ２において、座標記憶部１３０に
格納された座標値が、いずれかの隣接領域に含まれるかを、領域テーブル１５に基づいて
以下のように判定する必要がある。
【００６３】
　即ち、変形例２に係る携帯電話機の判定部は、座標記憶部１３０に格納された座標値と
一致する座標値が、領域テーブル１５に登録されている場合には、肯定的な判定を行い、
その座標記憶部１３０に格納された座標値と一致する座標値が、領域テーブル１５に登録
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されていない場合には、否定的な判定を行う。
　（２）実施の形態１で説明した領域テーブル１０は、隣接領域とタッチキーとが一対一
に対応し、各隣接領域の大きさが同一であり、各隣接領域が重ならない場合を例に説明し
たが、１つのタッチキーに複数の隣接領域が対応付けられていてもよいし、各隣接領域の
サイズは異なってもよいし、各隣接領域の全部又は一部が重なるようにしてもよい。
【００６４】
　また、領域テーブル１０（図４参照）、領域テーブル１５（図１１参照）で定義した隣
接領域を示す座標値、及び領域テーブル２０（図９参照）で定義したキー領域を示す座標
値は一例であり、これ以外の値でもよい。
　また、各領域テーブルは、実施の形態に係る携帯電話機のメーカ等によって、予め記憶
されているものとして説明したが、ユーザが設定するようにしてもよいし、実施の形態に
係る携帯電話機の使用開始時において、ユーザに何回か操作を行わせ、その結果に基づい
て、設定するようにしてもよい。
【００６５】
　（３）実施の形態２に係る携帯電話機２００を変形例１と同様に変形してもよい。
　この項では、この変形に係る携帯電話機を、変形例３に係る携帯電話機といい、以下、
各タッチキー１２１～１２６からの入力に対する変形例３に係る携帯電話機の制御処理に
ついて、図１２を用いて説明する。
　図１２は、各タッチキー１２１～１２６からの入力に対する変形例３に係る携帯電話機
の制御処理を示すフローチャートである。
【００６６】
　なお、この変形例３に係る携帯電話機におけるタッチパネル１１０からの入力に対する
制御処理については、図６（ａ）のフローチャートを用いて説明した変形例１に係る携帯
電話機のタッチパネル１１０からの入力に対する制御処理と同様であるため、説明は省略
する。
　図１２に示すように、変形例１に係る携帯電話機は、図６のステップＳ１５と同様に、
いずれかのタッチキー（１２１～１２６）から検出信号を受領すると（図１２のステップ
Ｓ３１）、図１０のステップＳ２２～Ｓ２４、図６のステップＳ１７と同様に、座標値及
び時刻の取得処理（ステップＳ３２）、接触位置が直線的に変化しているか否かの判定処
理（ステップＳ３３）、予測座標値の算出処理（ステップＳ３４）、及び予測座標値が、
対応するタッチキーの隣接領域に含まれるか否かの判定処理（ステップＳ３５）を行う。
【００６７】
　ステップＳ３３で、接触位置が直線的に変化していないと判定した場合（ステップＳ３
３：ＮＯ）、又は、ステップＳ３５で、算出した予測座標値が、ステップＳ３１で検出さ
れたタッチキーの隣接領域に含まれないと判定した場合（ステップＳ３５：ＮＯ）に、機
能実行部１５０へのＰＲＥＳＳ　ＫＥＹイベントの通知を行うようにし、ステップＳ３５
で、算出した予測座標値が、ステップＳ３１で検出されたタッチキーのキー領域に含まれ
ると判定した場合（ステップＳ３５：ＹＥＳ）には、ＰＲＥＳＳ　ＫＥＹイベントを通知
することなく制御処理を終了する。
【００６８】
　（４）実施の形態２では、図１０に示すフローチャートのステップＳ２３で、接触位置
が直線的に変化しているか否かを、最小二乗法を用いて生成した関数に基づいて判定する
ものとして説明した。しかしながら、この方法によらず、例えば、ステップＳ２２で取得
した座標値のうち、最古の座標値及び最新の座標値のみから関数を生成し、ステップＳ２
２で取得した他の座標値と、他の座標値に対応する時刻における生成した関数上の座標値
との差が所定値以内であるかに基づいて、接触位置が直線的に変化しているか否かを判定
するようにしてもよい。
【００６９】
　また、図１０に示すフローチャートのステップＳ２３では、生成した関数に取得した時
刻を代入し得られたｘ座標値及びｙ座標値と、その時刻と対応する取得したｘ座標値及び
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ｙ座標値とのそれぞれの差が所定値以内であるかを判定する際に、この所定値の一例とし
て「１０」を用いて説明したが、これ以外の値を用いてもよい。例えばユーザが任意の値
を設定できるようにしてもよいし、実施の形態に係る携帯電話機の使用開始時において、
ユーザに何回かドラッグ操作を行わせ、その結果に基づいて、設定するようにしてもよい
。また、ｘ座標値についての所定値と、ｙ座標値についての所定値とで異なる値を用いて
もよい。
【００７０】
　（５）実施の形態に係る携帯電話機は、ストレート型の端末であるものとして説明した
が、スライド式の携帯電話機等、他の外観を有する携帯電話機であってもよい。
　（６）実施の形態に係るタッチパネル１１０の入力部１１２は、静電容量方式のタッチ
センサにより実現するものとして説明したが、この静電容量方式のタッチセンサとして、
多数の電極パターンをプラスチックやガラス等の基板上に形成し、接触点の近傍の複数の
電極パターンによる電流量の比率を計測することで判別する投影型や、導電膜と基板とを
有して構成され、基板の隅に電極を設け、導電膜による均一な電界を形成し、指等の接触
による隅の端子の電流量の比率を計測して接触位置を判別する表面型等、適宜なものを用
いることができる。
【００７１】
　また、タッチパネル１１０の入力部１１２は、静電容量方式のタッチセンサにより実現
される場合に限らず、電子ペン等の専用のペンを用いる電磁誘導方式や、２層構造の透明
電極からなるマトリクススイッチ方式や、２枚の抵抗膜の１枚に電圧を印加し、他方の抵
抗膜において操作した位置に応じた電圧を検知する抵抗膜方式や、振動波の跳ね返りを圧
電素子の電圧変化によって検出し、指等の接触を検知する表面弾性波方式や、遮光された
赤外線により指等が接触した位置を検出する赤外線方式や、画面に光センサを組み込んで
接触位置を検知する光センサ方式等により実現されてもよい。
【００７２】
　これらのタッチパネル１１０の入力部１１２に対する変形は、静電容量方式のタッチセ
ンサで実現するものとして説明した各タッチキー（１２１～１２６）についても同様に適
用することができる。
　（７）実施の形態では、図１に示すように、タッチパネル１１０の右側に各タッチキー
が配置されているものとして説明したが、例えば、各タッチキーの一部又は全部が、タッ
チパネル１１０の上側、下側、左側に配置されていてもよい。また、タッチパネル１１０
の表示部１１１のＬＣＤの形状は、略矩形状であるとして説明したが、例えば、円形上、
その他多角形状であってもよい。
【００７３】
　（８）実施の形態では、本発明に係るタッチ式の入力デバイスの一例として、タッチキ
ーを用いて説明したが、これ以外のタッチ式の入力デバイス、例えば、タッチパネルを用
いてもよい。
　その場合、領域テーブル１０を、タッチパネル１１０の隣接領域と、その隣接領域と同
時に接触され得る、タッチ式の入力デバイスの一例であるタッチパネルの領域とを対応付
けた情報を登録するテーブル（以下、「変形領域テーブル」という）に変更する必要があ
る。
【００７４】
　また、この変形に係る携帯電話機は、実施の形態１に係る携帯電話機１００と同様に、
タッチパネル１１０の隣接領域が接触された場合に、その隣接領域と変形領域テーブルで
対応付けられているタッチ式の入力デバイスの一例であるタッチパネルの領域の入力に基
づく処理の実行を不可能化するよう制御する。
　また、この変形に係る携帯電話機に、変形例１又は実施の形態２で説明した変形を適用
してもよい。
【００７５】
　（９）実施の形態１では、図５のステップＳ１の処理を実行すると、無条件でステップ
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Ｓ２の処理を実行し、変形例１では、図６のステップＳ１５の処理を実行すると、無条件
でステップＳ１６及びＳ１７の処理を実行するものとして説明したが、携帯電話機１００
の向きが、筐体１の長手方向が横方向になるようにした状態（以下、単に「横向き」とい
う）である場合にのみ、上述のステップＳ２の処理、上述のステップＳ１６、Ｓ１７の処
理を実行させるようにしてもよい。
【００７６】
　図５、図６のフローチャートで示す処理は、図２に示すように、ユーザがタッチパネル
１１０に指等を接触させた際に、誤ってタッチキーにも指等を接触させてしまったケース
を想定した処理であり、このようなケースは、携帯電話機１００が横向きの場合に、発生
すると考えられるためである。この変形によって、携帯電話機１００が横向きでない場合
には、図５のステップＳ１の処理が実行された後、すぐにステップＳ４のＰＲＥＳＳ　Ｐ
ＡＮＥＬイベントの通知処理が実行され、また、図６のステップＳ１５の処理が実行され
た後、すぐに、制御処理が終了するため、携帯電話機１００の処理負荷を軽減できる。
【００７７】
　（１０）実施の形態１及び実施の形態２では、判定部が、タッチキーから検出信号を受
領しても、そのタッチキーのキー番号をイベント通知部１４４に伝達しないことで、その
タッチキーからの入力に基づく処理の実行を不可能化する例を説明したが、他の方法、例
えば、タッチキーへの電力供給の停止と、電力供給の再開とを制御するようにしてもよい
。
【００７８】
　（１１）実施の形態において説明した各構成要素のうち、全部又は一部を１チップ又は
複数チップの集積回路で実現してもよいし、コンピュータのプログラムで実現してもよい
し、その他どのような形態で実現してもよい。
　（１２）実施の形態において説明したタッチパネル１１０及び各タッチキー１２１～１
２６からの入力に対する制御処理（図５、図６、図１０参照）をＣＰＵに実行させるため
のプログラムを、記録媒体に記録し又は各種通信路等を介して、流通させ頒布することも
できる。このような記録媒体には、ＩＣカード、光ディスク、フレキシブルディスク、Ｒ
ＯＭ、フラッシュメモリ等がある。流通、頒布されたプログラムは、機器におけるＣＰＵ
で読み取り可能なメモリ等に格納されることにより利用に供され、そのＣＰＵがそのプロ
グラムを実行することにより実施の形態で示した携帯電話機の各機能が実現される。
【００７９】
　（１３）実施の形態に係る携帯電話機に、上記（１）～（１２）の一部又は全部の変形
を組み合わせて適用してもよい。
　（１４）本発明に係る携帯端末の実施の形態は、タッチ式の第１及び第２の入力デバイ
スを備える携帯端末であって、前記第１の入力デバイスからの入力に応じた処理の実行を
行う第１実行部と、前記第２の入力デバイスからの入力に応じた処理の実行を行う第２実
行部と、前記第１の入力デバイス上の接触位置に応じて、前記第２実行部による前記実行
を抑止するか否かの制御を切り替える制御部とを備えることを特徴とする。
【００８０】
　上記構成を備える本発明に係る携帯端末の実施の形態によれば、タッチ式の第１の入力
デバイス上の接触位置に応じて、タッチ式の第２の入力デバイスからの入力に応じた処理
の実行を抑止することが可能になる。従って、この携帯端末のユーザが、第１の入力デバ
イス上で操作を行っていたときに、誤って、第２の入力デバイスにも指等を接触させてし
まった場合に、ユーザが意図しない処理が実行される可能性を低減できる。
【００８１】
　（１５）また、前記第２の入力デバイスと同時に接触され得る前記第１の入力デバイス
上の位置の座標値を記憶する位置記憶部を備え、前記制御部は、前記第１の入力デバイス
上で接触が行われたときに、当該接触に係る位置の座標値が、前記位置記憶部に記憶され
ている座標値と一致するか否かの判定を行い、肯定的な判定を行った場合には、前記第２
の入力デバイスからの入力に応じた処理の実行を所定時間不可能化することとしてもよい
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。
【００８２】
　これにより、本発明に係る携帯端末の実施の形態によれば、第２の入力デバイスと同時
に接触され得る第１の入力デバイス上の位置にユーザが指等を接触させたときに、予め第
２の入力デバイスからの入力に応じた処理の実行を所定時間不可能化するので、その所定
時間の間に、ユーザが、誤って第２の入力デバイスに指等を接触させてしまった場合に、
ユーザが意図しない処理が実行される可能性を低減できる。
【００８３】
　（１６）また、前記第２の入力デバイスと同時に接触され得る前記第１の入力デバイス
上の位置の座標値を記憶する位置記憶部を備え、前記第２実行部は、前記処理の実行を、
当該処理の実行指示を受けた場合に行うものであり、前記制御部は、前記第２の入力デバ
イスからの入力があったときに、当該入力の一定時間前から当該入力までに接触された前
記第１の入力デバイス上の位置の座標値が、前記位置記憶部に記憶されている座標値と一
致するか否かの判定を行い、否定的な判定を行った場合にのみ、前記第２実行部に前記実
行指示を行うこととしてもよい。
【００８４】
　これにより、本発明に係る携帯端末の実施の形態によれば、第２の入力デバイスからの
入力があっても、その入力より一定時間前までに第２の入力デバイスと同時に接触され得
る第１の入力デバイス上の位置が接触されていた場合には、その第２の入力デバイスから
の入力に応じた処理の実行指示を行わないので、ユーザが意図しない処理が実行される可
能性を低減できる。
【００８５】
　（１７）また、前記制御部は、前記第１の入力デバイス上で接触が行われたときに、前
記第１の入力デバイス上での接触位置の変化の方向が、所定範囲内であるか否かを判定し
、肯定的な判定を行った場合には、当該位置の変化の方向に対応する前記第２の入力デバ
イスからの入力に応じた処理の実行を所定時間不可能化することとしてもよい。
　これにより、本発明に係る携帯端末の実施の形態によれば、第１の入力デバイス上の位
置の変化の方向が所定範囲内となる第１の入力デバイス上の接触があったときに、予め第
２の入力デバイスからの入力に応じた処理の実行を所定時間不可能化するので、その所定
時間の間に、ユーザが、誤って第２の入力デバイスに指等を接触させてしまった場合に、
ユーザが意図しない処理が実行される可能性を低減できる。
【００８６】
　（１８）また、前記第２実行部は、前記処理の実行を、当該処理の実行指示を受けた場
合に行うものであり、前記制御部は、前記第２の入力デバイスからの入力があったときに
、当該入力の一定時間前から当該入力までに接触された前記第１の入力デバイス上の位置
の変化の方向が、所定範囲内であるか否かを判定し、否定的な判定を行った場合にのみ、
前記第２実行部に前記実行指示を行うこととしてもよい。
【００８７】
　これにより、本発明に係る携帯端末の実施の形態によれば、第２の入力デバイスからの
入力があっても、第１の入力デバイス上の位置の変化の方向が、所定範囲内であった場合
には、その第２の入力デバイスからの入力に応じた処理の実行指示を行わないので、ユー
ザが意図しない処理が実行される可能性を低減できる。
　（１９）また、前記第１の入力デバイスは、タッチパネルであることとしてもよい。
【００８８】
　これにより、本発明に係る携帯端末の実施の形態によれば、タッチパネル上の接触位置
に応じて、タッチ式の第２の入力デバイスからの入力に応じた処理の実行を抑止すること
が可能になる。従って、この携帯端末のユーザが、タッチパネル上で操作を行っていたと
きに、誤って、第２の入力デバイスにも指等を接触させてしまった場合に、ユーザが意図
しない処理が実行される可能性を低減できる。
【００８９】
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　（２０）また、前記第２の入力デバイスは、タッチキーであることとしてもよい。
　これにより、本発明に係る携帯端末の実施の形態によれば、タッチ式の第１の入力デバ
イス上の接触位置に応じて、タッチキーからの入力に応じた処理の実行を抑止することが
可能になる。従って、この携帯端末のユーザが、第１の入力デバイス上で操作を行ってい
たときに、誤って、タッチキーにも指等を接触させてしまった場合に、ユーザが意図しな
い処理が実行される可能性を低減できる。
【００９０】
　（２１）本発明に係る携帯端末のタッチ式の第１の入力デバイスは、実施の形態に係る
携帯電話機のタッチパネル１１０に相当し、本発明に係る携帯端末のタッチ式の第２の入
力デバイスは、例えば、実施の形態に係る携帯電話機のタッチキー１２１に相当し、本発
明に係る携帯端末の第１実行部及び第２実行部は、実施の形態に係る携帯電話機の機能実
行部１５０に相当し、本発明に係る携帯端末の制御部は、実施の形態に係る携帯電話機の
制御部１４０に相当する。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本発明に係る携帯端末は、ユーザが、複数のタッチ式の入力デバイスを用いた操作を行
う場合に利用される。
【符号の説明】
【００９２】
　　１　　筐体
　　１００　　携帯電話機
　　１１０　　タッチパネル
　　１１１　　表示部
　　１１２　　入力部
　　１２１～１２６　　タッチキー
　　１３０　　座標記憶部
　　１３１　　位置記憶部
　　１４０　　制御部
　　１４１　　格納部
　　１４２　　判定部
　　１４３　　表示制御部
　　１４４　　イベント通知部
　　１５０　　機能実行部
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