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(57)【要約】
　電子機器は、筐体と、筐体に対して固定された角速度
センサと、複数の参照データを記憶するデータ記憶部と
、複数の参照データにそれぞれ対応する複数の動作状態
で動作できる出力部と、出力部を制御する演算処理部と
を備える。角速度センサは筐体に加えられた角速度に応
じた信号を送る。演算処理部は、角速度センサから送ら
れた信号を受け、受けた信号に基づいて複数の参照デー
タのうちの１つの参照データを選択し、複数の動作状態
のうち選択された１つの参照データに対応する動作状態
で出力部を動作させる。この電子機器は、ユーザにより
高い感応性で操作することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
筐体と、
前記筐体に対して固定され、前記筐体に加えられた角速度に応じた信号を送る角速度セン
サと、
複数の参照データを記憶するデータ記憶部と、
前記複数の参照データにそれぞれ対応する複数の動作状態で動作できる出力部と、
　　　前記角速度センサから送られた前記信号を受け、
　　　前記受けた信号に基づいて前記複数の参照データのうちの１つの参照データを選択
し、
　　　前記複数の動作状態のうち前記選択された１つの参照データに対応する動作状態で
前記出力部を動作させる、
ように動作する演算処理部と、
を備えた電子機器。
【請求項２】
前記角速度センサと前記演算処理部との間に設けられて、前記角速度センサから送られた
前記信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器をさらに備え、
前記データ記憶部が記憶する前記複数の参照データはデジタルデータである、請求項１に
記載の電子機器。
【請求項３】
音源を記憶する音源記憶部をさらに備え、
前記演算処理部は、前記選択された１つの参照データに対応する前記動作状態で前記出力
部から前記記憶された音源を出力させるように動作する、請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
複数の音源を記憶する音源記憶部をさらに備え、
前記演算処理部は、
　　　前記選択された１つの参照データに対応して前記複数の音源のうちの１つの音源を
選択し、
　　　前記出力部から前記選択された１つの音源を出力させる、
ように動作する、
請求項１に記載の電子機器。
【請求項５】
前記複数の動作状態のうち前記選択された１つの参照データに対応する前記動作状態に応
じて変化する表示を行う表示部をさらに備えた、請求項１に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザが操作する携帯用音源再生装置等の電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１５と図１６は従来の電子機器５０１の上面図とブロック図である。電子機器５０１
は、ユーザが押下するタッチパッド１と、タッチパッド１から信号を受ける演算処理部２
と、演算処理部２に接続されたデータ記憶部３と、演算処理部２に接続された出力部４と
を備える。演算処理部２はタッチパッド１からの信号に基づきデータ記憶部３に記憶され
た制御信号を選択する。選択された制御信号により演算処理部２が出力部４を制御する。
【０００３】
　電子機器５０１は携帯用音源再生装置である。出力部４からは音楽が再生されている場
合において、ユーザが図１５に示すタッチパッド１の早送り再生パッド１Ａを押下すると
、タッチパッド１はパッド１Ａに対応する信号を演算処理部２に送る。演算処理部２はこ
の信号に基づきデータ記憶部３から制御信号を選択し、出力部４から再生されている音楽
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を早送り再生する。
【０００４】
　従来の電子機器５０１では、ユーザが電子機器５０１を確実に操作するためには、タッ
チパッド１のうちの所定の部分を押下する必要が有る。したがって、ユーザは電子機器５
０１を操作する前に、その所定の部分を確認する必要があり、操作の感応性が低くなる。
【０００５】
　特許文献１は、このようなタッチパッドを有する従来の電子機器を開示している。
【特許文献１】特表２００７－５０３０５２号公報
【発明の開示】
【０００６】
　電子機器は、筐体と、筐体に対して固定された角速度センサと、複数の参照データを記
憶するデータ記憶部と、複数の参照データにそれぞれ対応する複数の動作状態で動作でき
る出力部と、出力部を制御する演算処理部とを備える。角速度センサは筐体に加えられた
角速度に応じた信号を送る。演算処理部は、角速度センサから送られた信号を受け、受け
た信号に基づいて複数の参照データのうちの１つの参照データを選択し、複数の動作状態
のうち選択された１つの参照データに対応する動作状態で出力部を動作させる。
【０００７】
　この電子機器は、ユーザにより高い感応性で操作することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１Ａ】図１Ａは本発明の実施の形態における電子機器の上面図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは実施の形態における電子機器の斜視図である。
【図２】図２は実施の形態における電子機器のブロック図である。
【図３】図３は実施の形態における電子機器の記憶部が記憶する参照データを示す。
【図４】図４は実施の形態における電子機器のブロック図である。
【図５】図５は実施の形態における電子機器の角速度センサの信号を示す。
【図６】図６は実施の形態における電子機器の操作方法を示す斜視図である。
【図７】図７は実施の形態における電子機器の他の操作方法を示す上面図である。
【図８】図８は実施の形態における電子機器の他の操作方法を示す上面図である。
【図９】図９は実施の形態における電子機器のさらに他の操作方法を示す上面図である。
【図１０】図１０は実施の形態における電子機器のさらに他の操作方法を示す上面図であ
る。
【図１１】図１１は実施の形態における電子機器のさらに他の操作方法を示す斜視図であ
る。
【図１２】図１２は実施の形態における電子機器のさらに他の操作方法を示す斜視図であ
る。
【図１３】図１３は実施の形態における電子機器のさらに他の操作方法を示す斜視図であ
る。
【図１４】図１４は実施の形態における他の電子機器のブロック図である。
【図１５】図１５は従来の電子機器の上面図である。
【図１６】図１６は従来の電子機器のブロック図である。
【符号の説明】
【０００９】
１１　　筐体
１２　　角速度センサ
１３　　演算処理部
１４　　データ記憶部
１７　　出力部
１８　　音源記憶部
１９　　Ａ／Ｄ変換器
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２０　　表示部
１００１　　電子機器
１００２　　電子機器
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１Ａと図１Ｂと図２はそれぞれ本発明の実施の形態１における電子機器１００１の上
面図と斜視図とブロック図である。電子機器１００１は、筐体１１と、筐体１１内に設け
られた角速度センサ１２と、演算処理部１３と、データ記憶部１４と、出力部１７とを備
える。演算処理部１３は角速度センサ１２と端子１３Ａで接続されて、角速度センサ１２
からの信号を受ける。データ記憶部１４は演算処理部１３と端子１３Ｂで電気的に接続さ
れている。出力部１７は演算処理部１３と端子１３Ｃで電気的に接続されている。角速度
センサ１２は筐体１１に対して固定されている。図１Ｂに示すように、筐体１１を基準に
して互いに直角のＸ軸とＹ軸とＺ軸とを定義する。角速度センサ１２は、筐体１１に加え
られたＸ軸とＹ軸とＺ軸のそれぞれを中心とする角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを演
算処理部１３に送る。
【００１１】
　データ記憶部１４は、複数の参照データを予め記憶している。各参照データは角速度セ
ンサ１２（筐体１１）に加えられた種々の角速度をそれぞれ示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの
組である。図３は複数の参照データ１５Ａ～１５Ｆを示す。
【００１２】
　ユーザが筐体１１に角速度を与えると、角速度センサ１２はその角速度を検知し、検知
した角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを演算処理部１３に送る。演算処理部１３は、デ
ータ記憶部１４に記憶された複数の参照データ１５Ａ～１５Ｆの信号の組の中から、角速
度センサ１２から受けた信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組に最も近い組の参照データを選択する
。演算処理部１３は、選択した参照データに応じて出力部１７を制御する。
【００１３】
　以下、実施の形態による電子機器１００１の動作について説明する。図４は、電子機器
１００１が携帯用音源再生装置である場合の電子機器１００１のブロック図である。この
場合は、電子機器１００１は、演算処理部１３の端子１３Ｄに電気的に接続された音源記
憶部１８をさらに備える。音源記憶部１８は複数の音源を記憶する。演算処理部１３が音
源記憶部１８に記憶された音源を出力部１７から出力する。出力部１７はスピーカやヘッ
ドフォン等の音声出力装置である。
【００１４】
　ユーザは、例えば次のように電子機器１００１を操作する。ユーザは、まず、電子機器
１００１が停止している停止状態から、出力部１７から音源を再生する再生状態に電子機
器１００１を変化させる。次に、ユーザは電子機器１００１を再生状態から、出力部１７
から音源を早送り再生する早送り再生状態に変化させる。その後、ユーザは電子機器１０
０１を早送り再生状態から、出力部１７から音源を逆送り再生する逆送り再生状態に変化
させる。次に、ユーザは電子機器１００１を逆送り再生状態から、再生している音源のひ
とつ前の位置に記憶されている音源を音源記憶部１８が記憶している複数の音源から選択
して再生する前音源再生状態に変化させる。その後、ユーザは電子機器１００１を、再生
されている音源のひとつ後の位置に記憶されている音源を音源記憶部１８が記憶している
複数の音源から選択して再生する後音源再生状態に変化させる。次に、ユーザは電子機器
１００１を再生状態から、出力部１７からの音源の再生を一時停止させる一時停止状態に
変化させる。その後、ユーザは電子機器１００１を一時停止状態から再生状態に変化させ
、最後に電子機器１００１を再生状態から停止状態に変化させる。このように、電子機器
１００１は、停止状態と、再生状態と、早送り再生状態と、逆送り再生状態と、前音源再
生状態と、後音源再生状態と、一時停止状態との動作状態で動作する。
【００１５】
　図５は、ユーザが上述のように電子機器１００１を操作したときに角速度センサ１２が
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出力する信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを示す。図６～図１３は上述のように電子機器１００１を
操作するための電子機器１００１の操作方法を示す斜視図である。
【００１６】
　まず、図５に示す時点ｔ０から時点ｔ１までの間に、図６に示すように、ユーザは筐体
１１の下端１１Ａを支点として、Ｙ軸が略円錐状の面を形成するように筐体１１を動かし
て回転させる。このとき角速度センサ１２にはＸ軸を中心とする角速度とＺ軸を中心とす
る角速度が加わり、Ｙ軸を中心とする角速度が加わらない。角速度センサ１２はこれらの
角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを演算処理部１３に出力する。これらの角速度を示す
信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組は、データ記憶部１４に記憶された複数の参照データ１５Ａ～
１５Ｆのうちの参照データ１５Ａの組に最も近い。したがって、演算処理部１３は、参照
データ１５Ａ～１５Ｆから参照データ１５Ａを選択する。参照データ１５Ａは再生状態に
対応している。したがって、演算処理部１３は再生信号を出力部１７に送り電子機器１０
０１を再生状態で動作させる、すなわち出力部１７から音源記憶部１８が記憶している複
数の音源のうちの１つの音源を再生させる。
【００１７】
　次に、図５に示す時点ｔ１から時点ｔ２までの間に、図７に示すように、ユーザは筐体
１１の下端１１Ａを支点として、Ｘ軸とＹ軸とを含むＸＹ平面内でＺ軸を中心にして１回
だけ往復させる。すなわち筐体１１を筐体１１の側面１１Ｂの方向にＹ軸とＸ軸が略扇形
を形成するように移動させ、その後、側面１１Ｂの反対側の側面１１Ｃの方向にＹ軸とＸ
軸が略扇形を形成するように筐体１１を移動させる。このとき、角速度センサ１２にはＺ
軸を中心とした角速度が加えられ、Ｘ軸やＹ軸を中心とする角速度は加わらない。角速度
センサ１２はこれらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを演算処理部１３に送る。これ
らの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組は、データ記憶部１４に記憶された複数の参
照データ１５Ａ～１５Ｆのうちの参照データ１５Ｃの組に最も近い。したがって、演算処
理部１３は、参照データ１５Ａ～１５Ｆから参照データ１５Ｃを選択する。参照データ１
５Ｃは早送り再生状態に対応している。したがって、演算処理部１３は早送り再生信号を
出力部１７におくり、電子機器１００１を早送り再生状態で動作させる、すなわち出力部
１７から音源を早送り再生する。
【００１８】
　図７において、ユーザが筐体１１をＹ軸あるいはＸ軸を中心にしてやや傾斜させる例え
ば１５度傾斜させて保持して、Ｚ軸を中心に筐体１１を移動させる場合がある。この場合
には、角速度センサ１２にはＺ軸のみならず、Ｙ軸あるいはＸ軸を中心とする角速度が加
わる。ただし、Ｙ軸あるいはＸ軸を中心とする角速度はＺ軸を中心とする角速度より極め
て小さいので、信号Ｓｚの振幅は信号Ｓｘ、Ｓｙの振幅より極めて大きい。したがって、
演算処理部１３が信号Ｓｘ～Ｓｚの振幅のうちの最大の振幅に対しての比が所定の比より
小さい振幅の信号Ｓｘ、Ｓｙを無視してゼロとみなすことにより、演算処理部１３は複数
の参照データ１５Ａ～１５Ｆの中から参照データ１５Ｃを選択することができる。演算処
理部１３が信号Ｓｘ～Ｓｚの振幅のうち、所定の値より小さい振幅の信号Ｓｙを無視して
ゼロとみなしてもよい。
【００１９】
　次に、図５に示す時点ｔ２から時点ｔ３までの間に、図８に示すように、ユーザは筐体
１１の下端１１Ａを支点として、Ｘ軸とＹ軸とを含むＸＹ平面内でＺ軸を中心にして１回
だけ図７に示す方向と逆に往復させる。すなわち筐体１１を筐体１１の側面１１Ｃの方向
にＹ軸とＸ軸が略扇形を形成するように移動させ、その後側面１１Ｂの方向にＹ軸とＸ軸
が略扇形を形成するように筐体１１を移動させる。このとき、角速度センサ１２にはＺ軸
を中心とした角速度が加えられ、Ｘ軸やＹ軸を中心とする角速度は加わらない。角速度セ
ンサ１２はこれらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを演算処理部１３に送る。これら
の角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組は、データ記憶部１４に記憶された複数の参照
データ１５Ａ～１５Ｆのうちの参照データ１５Ｅの組に最も近い。したがって、演算処理
部１３は、参照データ１５Ａ～１５Ｆから参照データ１５Ｅを選択する。参照データ１５
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Ｅは逆送り再生状態に対応している。したがって、演算処理部１３は逆送り再生信号を出
力部１７に送り電子機器１００１を逆送り再生状態で動作させる、すなわち出力部１７か
ら音源を逆送り再生する。
【００２０】
　次に、図５に示す時点ｔ３から時点ｔ４までの間に、図９に示すように、ユーザは筐体
１１の下端１１Ａを支点として、Ｘ軸とＹ軸とを含むＸＹ平面内でＺ軸を中心にして３回
だけ往復させる。すなわち筐体１１を筐体１１の側面１１Ｂの方向にＹ軸とＸ軸が略扇形
を形成するように移動させ、その後側面１１Ｂの反対側の側面１１Ｃの方向にＹ軸とＸ軸
が略扇形を形成するように筐体１１を移動させ、その後これらの移動を２回繰り返す。こ
のとき、角速度センサ１２にはＺ軸を中心とした角速度が加えられ、Ｘ軸やＹ軸を中心と
する角速度は加わらない。角速度センサ１２はこれらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓ
ｚを演算処理部１３に送る。これらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組は、データ
記憶部１４に記憶された複数の参照データ１５Ａ～１５Ｆのうちの参照データ１５Ｆの組
に最も近い。したがって、演算処理部１３は、参照データ１５Ａ～１５Ｆから参照データ
１５Ｆを選択する。参照データ１５Ｆは前音源再生状態に対応している。したがって、演
算処理部１３は前音源再生信号を出力部１７に送り電子機器１００１を前音源再生状態で
動作させる、すなわち音源記憶部１８が記憶している複数の音源のうち現在再生している
音源の直前に位置する音源を出力部１７から再生する。
【００２１】
　次に、図５に示す時点ｔ４から時点ｔ５までの間に、図１０に示すように、ユーザは筐
体１１の下端１１Ａを支点として、Ｘ軸とＹ軸とを含むＸＹ平面内でＺ軸を中心にして３
回だけ図９に示す方向と逆に往復させる。すなわち筐体１１を筐体１１の側面１１Ｃの方
向にＹ軸とＸ軸が略扇形を形成するように移動させ、その後側面１１Ｂの方向にＹ軸とＸ
軸が略扇形を形成するように筐体１１を移動させ、その後これらの移動を２回繰り返す。
このとき、角速度センサ１２にはＺ軸を中心とした角速度が加えられ、Ｘ軸やＹ軸を中心
とする角速度は加わらない。角速度センサ１２はこれらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、
Ｓｚを演算処理部１３に送る。これらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組は、デー
タ記憶部１４に記憶された複数の参照データ１５Ａ～１５Ｆのうちの参照データ１５Ｄの
組に最も近い。したがって、演算処理部１３は、参照データ１５Ａ～１５Ｆから参照デー
タ１５Ｄを選択する。参照データ１５Ｄは後音源再生状態に対応している。したがって、
演算処理部１３は後音源再生信号を出力部１７に送り電子機器１００１を後音源再生状態
で動作させる、すなわち音源記憶部１８が記憶している複数の音源のうち現在再生してい
る音源の直後に位置する音源を出力部１７から再生する。
【００２２】
　次に、図５に示す時点ｔ５から時点ｔ６までの間に、図１１に示すように、ユーザは筐
体１１の下端１１Ａを支点として、Ｙ軸とＺ軸とを含むＹＺ平面内でＸ軸を中心にして１
回だけ移動させる。すなわち筐体１１を筐体１１の前面１１Ｄから裏面１１Ｅに向かう方
向にＹ軸とＺ軸が略扇形を形成するように移動させる。このとき、角速度センサ１２には
Ｘ軸を中心とした角速度が加えられ、Ｙ軸やＺ軸を中心とする角速度は加わらない。角速
度センサ１２はこれらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを演算処理部１３に送る。こ
れらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組は、データ記憶部１４に記憶された複数の
参照データ１５Ａ～１５Ｆのうちの参照データ１５Ｂの組に最も近い。したがって、演算
処理部１３は、参照データ１５Ａ～１５Ｆから参照データ１５Ｂを選択する。参照データ
１５Ｂは一時停止状態に対応している。したがって、演算処理部１３は出力部１７に一時
停止信号を送り電子機器１００１を一時停止状態で動作させる、すなわち出力部１７から
現在再生している音源を一時停止する。
【００２３】
　次に、図５に示す時点ｔ６から時点ｔ７までの間に、図１２に示すように、ユーザは筐
体１１の下端１１Ａを支点として、Ｙ軸とＺ軸とを含むＹＺ平面内でＸ軸を中心にして再
度１回だけ移動させる。すなわち筐体１１を筐体１１の前面１１Ｄから裏面１１Ｅに向か
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う方向にＹ軸とＺ軸が略扇形を形成するように移動させる。このとき、角速度センサ１２
にはＸ軸を中心とした角速度が加えられ、Ｙ軸やＺ軸を中心とする角速度は加わらない。
角速度センサ１２はこれらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを演算処理部１３に送る
。これらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組は、データ記憶部１４に記憶された複
数の参照データ１５Ａ～１５Ｆのうちの参照データ１５Ｂの組に最も近い。したがって、
演算処理部１３は、参照データ１５Ａ～１５Ｆから参照データ１５Ｂを選択する。参照デ
ータ１５Ｂは一時停止状態に対応している。演算処理部１３は、電子機器１００１が一時
停止状態で動作しているときに一時停止状態に対応する参照データ１５Ｂを選択すると、
再生信号を出力部１７に送り電子機器１００１の動作を一時停止状態から再生状態に変化
させる。すなわち、演算処理部１３は、出力部１７は一時停止されている音源を再生し始
める。
【００２４】
　次に、図５に示す時点ｔ７から時点ｔ８までの間に、図１３に示すように、ユーザは筐
体１１の下端１１Ａを支点として、Ｙ軸が略円錐状の面を形成するように筐体１１を動か
して回転させる。このとき角速度センサ１２にはＸ軸を中心とする角速度とＺ軸を中心と
する角速度が加わり、Ｙ軸を中心とする角速度が加わらない。角速度センサ１２はこれら
の角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを演算処理部１３に出力する。これらの角速度を示
す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組は、図３に示すデータ記憶部１４に記憶された複数の参照デ
ータ１５Ａ～１５Ｆのうちの参照データ１５Ａの組に最も近い。したがって、演算処理部
１３は、参照データ１５Ａ～１５Ｆから参照データ１５Ａを選択する。図３に示すように
、参照データ１５Ａは再生状態に対応している。演算処理部１３は、電子機器１００１が
再生状態で動作しているときに再生状態に対応する参照データ１５Ａを選択すると、停止
信号を出力部１７に送り電子機器１００１の動作を再生状態から停止状態に変化させる。
すなわち、演算処理部１３は、出力部１７は再生している音源の再生を停止する。
【００２５】
　このように、図６から図１３に示すように、角速度センサ１２が固定された筐体１１を
ユーザが振ったり回したりすることで角速度を与えることにより、演算処理部１３は出力
部１７を制御する。これにより、ユーザは電子機器１００１の特定の部分を確認すること
なく、高い感応性で電子機器１００１を操作することができる。すなわち、出力部１７は
、参照データ１５Ａ～１５Ｆにそれぞれ対応する再生状態や早送り再生状態、逆送り再生
状態、前音源再生状態、後音源際背状態等の複数の動作状態で動作できる。演算処理部１
３は、角速度センサ１２から送られた信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを受け、信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓ
ｚに基づいて参照データ１５Ａ～１５Ｆのうちの１つの参照データを選択する。そして、
演算処理部１３は、選択された１つの参照データに対応する動作状態で出力部１７を動作
させる。音源記憶部１８は音源を記憶する。演算処理部１３は、選択された１つの参照デ
ータに対応する動作状態で出力部１７からその記憶された音源を出力させるように動作す
る。また、音源記憶部１８は複数の音源を記憶する。演算処理部１３は、選択された１つ
の参照データに対応して複数の音源のうちの１つの音源を選択し、出力部１７から選択さ
れた音源を出力させる。
【００２６】
　図３は角速度センサ１２から送られる信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組を示し、演算処理部１
３は参照データ１５Ａ～１５Ｆと信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組とを比較して、参照データ１
５Ａ～１５Ｆの組から信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組に最も近い組の参照データを選択する。
角速度センサ１２から送られた信号を微分あるいは積分して得られた信号の組と、それに
対応する複数の参照データとを比較してもよい。
【００２７】
　図４に示す電子機器１００１は複数の音源を記憶する音源記憶部１８を備えるが、音源
を記憶していなくてもよい。実施の形態による電子機器は、音源記憶部１８の代わりに受
信回路を備えて複数の放送を受信してもよい。その電子機器では、ユーザが筐体１１に図
６から図１３に示すように角加速度を加えることにより、複数の放送から１つの放送を選
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【００２８】
　図１４は実施の形態による他の電子機器１００２のブロック図である。図１と図４に示
す電子機器１００１と同じ部分には同じ参照符号を付し、その説明を省略する。図１４に
示す電子機器１００２は、図１と図４に示す電子機器１００１の角速度センサ１２と演算
処理部１３との間に設けられたＡ／Ｄ変換器１９をさらに備える。角速度センサ１２から
送られる信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚはアナログ信号である。Ａ／Ｄ変換器１９は信号Ｓｘ、Ｓ
ｙ、Ｓｚをデジタル信号に変換して演算処理部１３に送る。電子機器１００２では、デー
タ記憶部１４が記憶する参照データはデジタルデータである。これにより、演算処理部１
３は、より高速に出力部１７を制御することができる。
【００２９】
　また、電子機器１００２は、演算処理部１３に端子１３Ｅで電気的に接続された表示部
２０をさらに備える。演算処理部１３は、音源の再生の状態に応じて状況の変化に基づい
て表示部２０における表示を変化させることにより、ユーザが現時点での音源の再生の状
態を認識することができる。すなわち、表示部２０は、選択された１つの参照データに対
応する動作状態に応じて変化する表示を行う。
【００３０】
　図３に示すように、参照データ１５Ａ～１５ＦはいずれもＹ軸を中心とした角速度を含
まない。信号Ｓｙの振幅が信号Ｓｘまたは信号Ｓｚの振幅のうちの最大の振幅に対しての
比が所定の比より小さい場合、あるいは信号Ｓｙの振幅が所定の振幅より小さい場合には
、演算処理部１３は信号Ｓｘ、Ｓｚを参照データ１５Ａ～１５Ｆと比較する。これにより
演算処理部１３は参照データ１５Ａ～１５Ｆのうち信号Ｓｘ、Ｓｚに最も近い参照データ
を選択して、選択された参照データに基づいて出力部１７を制御する。信号Ｓｙの振幅が
信号Ｓｘまたは信号Ｓｚの振幅のうちの最大の振幅に対しての比が所定の比より大きい場
合、あるいは信号Ｓｙの振幅が所定の振幅より大きい場合には、角速度が電子機器１００
１を操作するために加えられたのではなく、操作以外の例えば電子機器１００１の運搬等
の動作により角速度が加えられたと判断できる。したがって、このような場合には所定の
大きさの信号Ｓｘ、Ｓｚが角速度センサ１２から送られていても、演算処理部１３は出力
部１７の動作状態を変化させない。また、角速度は加速度に比べてより人為的に発生しや
すい。したがって、加速度を検知する機器に比べて角速度による操作する電子機器１００
１は、運搬や衝撃により誤動作しにくい。
【産業上の利用可能性】
【００３１】
　本発明による電子機器は、ユーザにより高い感応性で操作することができ、携帯用音源
再生装置等の電子機器に有用である。
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【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年2月15日(2010.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザが操作する携帯用音源再生装置等の電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１５と図１６は従来の電子機器５０１の上面図とブロック図である。電子機器５０１
は、ユーザが押下するタッチパッド１と、タッチパッド１から信号を受ける演算処理部２
と、演算処理部２に接続されたデータ記憶部３と、演算処理部２に接続された出力部４と
を備える。演算処理部２はタッチパッド１からの信号に基づきデータ記憶部３に記憶され
た制御信号を選択する。選択された制御信号により演算処理部２が出力部４を制御する。
【０００３】
　電子機器５０１は携帯用音源再生装置である。出力部４からは音楽が再生されている場
合において、ユーザが図１５に示すタッチパッド１の早送り再生パッド１Ａを押下すると
、タッチパッド１はパッド１Ａに対応する信号を演算処理部２に送る。演算処理部２はこ
の信号に基づきデータ記憶部３から制御信号を選択し、出力部４から再生されている音楽
を早送り再生する。
【０００４】
　従来の電子機器５０１では、ユーザが電子機器５０１を確実に操作するためには、タッ
チパッド１のうちの所定の部分を押下する必要が有る。したがって、ユーザは電子機器５
０１を操作する前に、その所定の部分を確認する必要があり、操作の感応性が低くなる。
【０００５】
　特許文献１は、このようなタッチパッドを有する従来の電子機器を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２００７－５０３０５２号公報
【発明の概要】
【０００７】
　電子機器は、筐体と、筐体に対して固定された角速度センサと、複数の参照データを記
憶するデータ記憶部と、複数の参照データにそれぞれ対応する複数の動作状態で動作でき
る出力部と、出力部を制御する演算処理部とを備える。角速度センサは筐体に加えられた
角速度に応じた信号を送る。演算処理部は、角速度センサから送られた信号を受け、受け
た信号に基づいて複数の参照データのうちの１つの参照データを選択し、複数の動作状態
のうち選択された１つの参照データに対応する動作状態で出力部を動作させる。
【０００８】
　この電子機器は、ユーザにより高い感応性で操作することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】本発明の実施の形態における電子機器の上面図
【図１Ｂ】実施の形態における電子機器の斜視図
【図２】実施の形態における電子機器のブロック図
【図３】実施の形態における電子機器の記憶部が記憶する参照データを示す図
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【図４】実施の形態における電子機器のブロック図
【図５】実施の形態における電子機器の角速度センサの信号を示す図
【図６】実施の形態における電子機器の操作方法を示す斜視図
【図７】実施の形態における電子機器の他の操作方法を示す上面図
【図８】実施の形態における電子機器の他の操作方法を示す上面図
【図９】実施の形態における電子機器のさらに他の操作方法を示す上面図
【図１０】実施の形態における電子機器のさらに他の操作方法を示す上面図
【図１１】実施の形態における電子機器のさらに他の操作方法を示す斜視図
【図１２】実施の形態における電子機器のさらに他の操作方法を示す斜視図
【図１３】実施の形態における電子機器のさらに他の操作方法を示す斜視図
【図１４】実施の形態における他の電子機器のブロック図
【図１５】従来の電子機器の上面図
【図１６】従来の電子機器のブロック図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１Ａと図１Ｂと図２はそれぞれ本発明の実施の形態１における電子機器１００１の上
面図と斜視図とブロック図である。電子機器１００１は、筐体１１と、筐体１１内に設け
られた角速度センサ１２と、演算処理部１３と、データ記憶部１４と、出力部１７とを備
える。演算処理部１３は角速度センサ１２と端子１３Ａで接続されて、角速度センサ１２
からの信号を受ける。データ記憶部１４は演算処理部１３と端子１３Ｂで電気的に接続さ
れている。出力部１７は演算処理部１３と端子１３Ｃで電気的に接続されている。角速度
センサ１２は筐体１１に対して固定されている。図１Ｂに示すように、筐体１１を基準に
して互いに直角のＸ軸とＹ軸とＺ軸とを定義する。角速度センサ１２は、筐体１１に加え
られたＸ軸とＹ軸とＺ軸のそれぞれを中心とする角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを演
算処理部１３に送る。
【００１１】
　データ記憶部１４は、複数の参照データを予め記憶している。各参照データは角速度セ
ンサ１２（筐体１１）に加えられた種々の角速度をそれぞれ示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの
組である。図３は複数の参照データ１５Ａ～１５Ｆを示す。
【００１２】
　ユーザが筐体１１に角速度を与えると、角速度センサ１２はその角速度を検知し、検知
した角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを演算処理部１３に送る。演算処理部１３は、デ
ータ記憶部１４に記憶された複数の参照データ１５Ａ～１５Ｆの信号の組の中から、角速
度センサ１２から受けた信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組に最も近い組の参照データを選択する
。演算処理部１３は、選択した参照データに応じて出力部１７を制御する。
【００１３】
　以下、実施の形態による電子機器１００１の動作について説明する。図４は、電子機器
１００１が携帯用音源再生装置である場合の電子機器１００１のブロック図である。この
場合は、電子機器１００１は、演算処理部１３の端子１３Ｄに電気的に接続された音源記
憶部１８をさらに備える。音源記憶部１８は複数の音源を記憶する。演算処理部１３が音
源記憶部１８に記憶された音源を出力部１７から出力する。出力部１７はスピーカやヘッ
ドフォン等の音声出力装置である。
【００１４】
　ユーザは、例えば次のように電子機器１００１を操作する。ユーザは、まず、電子機器
１００１が停止している停止状態から、出力部１７から音源を再生する再生状態に電子機
器１００１を変化させる。次に、ユーザは電子機器１００１を再生状態から、出力部１７
から音源を早送り再生する早送り再生状態に変化させる。その後、ユーザは電子機器１０
０１を早送り再生状態から、出力部１７から音源を逆送り再生する逆送り再生状態に変化
させる。次に、ユーザは電子機器１００１を逆送り再生状態から、再生している音源のひ
とつ前の位置に記憶されている音源を音源記憶部１８が記憶している複数の音源から選択
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して再生する前音源再生状態に変化させる。その後、ユーザは電子機器１００１を、再生
されている音源のひとつ後の位置に記憶されている音源を音源記憶部１８が記憶している
複数の音源から選択して再生する後音源再生状態に変化させる。次に、ユーザは電子機器
１００１を再生状態から、出力部１７からの音源の再生を一時停止させる一時停止状態に
変化させる。その後、ユーザは電子機器１００１を一時停止状態から再生状態に変化させ
、最後に電子機器１００１を再生状態から停止状態に変化させる。このように、電子機器
１００１は、停止状態と、再生状態と、早送り再生状態と、逆送り再生状態と、前音源再
生状態と、後音源再生状態と、一時停止状態との動作状態で動作する。
【００１５】
　図５は、ユーザが上述のように電子機器１００１を操作したときに角速度センサ１２が
出力する信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを示す。図６～図１３は上述のように電子機器１００１を
操作するための電子機器１００１の操作方法を示す斜視図である。
【００１６】
　まず、図５に示す時点ｔ０から時点ｔ１までの間に、図６に示すように、ユーザは筐体
１１の下端１１Ａを支点として、Ｙ軸が略円錐状の面を形成するように筐体１１を動かし
て回転させる。このとき角速度センサ１２にはＸ軸を中心とする角速度とＺ軸を中心とす
る角速度が加わり、Ｙ軸を中心とする角速度が加わらない。角速度センサ１２はこれらの
角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを演算処理部１３に出力する。これらの角速度を示す
信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組は、データ記憶部１４に記憶された複数の参照データ１５Ａ～
１５Ｆのうちの参照データ１５Ａの組に最も近い。したがって、演算処理部１３は、参照
データ１５Ａ～１５Ｆから参照データ１５Ａを選択する。参照データ１５Ａは再生状態に
対応している。したがって、演算処理部１３は再生信号を出力部１７に送り電子機器１０
０１を再生状態で動作させる、すなわち出力部１７から音源記憶部１８が記憶している複
数の音源のうちの１つの音源を再生させる。
【００１７】
　次に、図５に示す時点ｔ１から時点ｔ２までの間に、図７に示すように、ユーザは筐体
１１の下端１１Ａを支点として、Ｘ軸とＹ軸とを含むＸＹ平面内でＺ軸を中心にして１回
だけ往復させる。すなわち筐体１１を筐体１１の側面１１Ｂの方向にＹ軸とＸ軸が略扇形
を形成するように移動させ、その後、側面１１Ｂの反対側の側面１１Ｃの方向にＹ軸とＸ
軸が略扇形を形成するように筐体１１を移動させる。このとき、角速度センサ１２にはＺ
軸を中心とした角速度が加えられ、Ｘ軸やＹ軸を中心とする角速度は加わらない。角速度
センサ１２はこれらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを演算処理部１３に送る。これ
らの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組は、データ記憶部１４に記憶された複数の参
照データ１５Ａ～１５Ｆのうちの参照データ１５Ｃの組に最も近い。したがって、演算処
理部１３は、参照データ１５Ａ～１５Ｆから参照データ１５Ｃを選択する。参照データ１
５Ｃは早送り再生状態に対応している。したがって、演算処理部１３は早送り再生信号を
出力部１７におくり、電子機器１００１を早送り再生状態で動作させる、すなわち出力部
１７から音源を早送り再生する。
【００１８】
　図７において、ユーザが筐体１１をＹ軸あるいはＸ軸を中心にしてやや傾斜させる例え
ば１５度傾斜させて保持して、Ｚ軸を中心に筐体１１を移動させる場合がある。この場合
には、角速度センサ１２にはＺ軸のみならず、Ｙ軸あるいはＸ軸を中心とする角速度が加
わる。ただし、Ｙ軸あるいはＸ軸を中心とする角速度はＺ軸を中心とする角速度より極め
て小さいので、信号Ｓｚの振幅は信号Ｓｘ、Ｓｙの振幅より極めて大きい。したがって、
演算処理部１３が信号Ｓｘ～Ｓｚの振幅のうちの最大の振幅に対しての比が所定の比より
小さい振幅の信号Ｓｘ、Ｓｙを無視してゼロとみなすことにより、演算処理部１３は複数
の参照データ１５Ａ～１５Ｆの中から参照データ１５Ｃを選択することができる。演算処
理部１３が信号Ｓｘ～Ｓｚの振幅のうち、所定の値より小さい振幅の信号Ｓｙを無視して
ゼロとみなしてもよい。
【００１９】
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　次に、図５に示す時点ｔ２から時点ｔ３までの間に、図８に示すように、ユーザは筐体
１１の下端１１Ａを支点として、Ｘ軸とＹ軸とを含むＸＹ平面内でＺ軸を中心にして１回
だけ図７に示す方向と逆に往復させる。すなわち筐体１１を筐体１１の側面１１Ｃの方向
にＹ軸とＸ軸が略扇形を形成するように移動させ、その後側面１１Ｂの方向にＹ軸とＸ軸
が略扇形を形成するように筐体１１を移動させる。このとき、角速度センサ１２にはＺ軸
を中心とした角速度が加えられ、Ｘ軸やＹ軸を中心とする角速度は加わらない。角速度セ
ンサ１２はこれらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを演算処理部１３に送る。これら
の角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組は、データ記憶部１４に記憶された複数の参照
データ１５Ａ～１５Ｆのうちの参照データ１５Ｅの組に最も近い。したがって、演算処理
部１３は、参照データ１５Ａ～１５Ｆから参照データ１５Ｅを選択する。参照データ１５
Ｅは逆送り再生状態に対応している。したがって、演算処理部１３は逆送り再生信号を出
力部１７に送り電子機器１００１を逆送り再生状態で動作させる、すなわち出力部１７か
ら音源を逆送り再生する。
【００２０】
　次に、図５に示す時点ｔ３から時点ｔ４までの間に、図９に示すように、ユーザは筐体
１１の下端１１Ａを支点として、Ｘ軸とＹ軸とを含むＸＹ平面内でＺ軸を中心にして３回
だけ往復させる。すなわち筐体１１を筐体１１の側面１１Ｂの方向にＹ軸とＸ軸が略扇形
を形成するように移動させ、その後側面１１Ｂの反対側の側面１１Ｃの方向にＹ軸とＸ軸
が略扇形を形成するように筐体１１を移動させ、その後これらの移動を２回繰り返す。こ
のとき、角速度センサ１２にはＺ軸を中心とした角速度が加えられ、Ｘ軸やＹ軸を中心と
する角速度は加わらない。角速度センサ１２はこれらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓ
ｚを演算処理部１３に送る。これらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組は、データ
記憶部１４に記憶された複数の参照データ１５Ａ～１５Ｆのうちの参照データ１５Ｆの組
に最も近い。したがって、演算処理部１３は、参照データ１５Ａ～１５Ｆから参照データ
１５Ｆを選択する。参照データ１５Ｆは前音源再生状態に対応している。したがって、演
算処理部１３は前音源再生信号を出力部１７に送り電子機器１００１を前音源再生状態で
動作させる、すなわち音源記憶部１８が記憶している複数の音源のうち現在再生している
音源の直前に位置する音源を出力部１７から再生する。
【００２１】
　次に、図５に示す時点ｔ４から時点ｔ５までの間に、図１０に示すように、ユーザは筐
体１１の下端１１Ａを支点として、Ｘ軸とＹ軸とを含むＸＹ平面内でＺ軸を中心にして３
回だけ図９に示す方向と逆に往復させる。すなわち筐体１１を筐体１１の側面１１Ｃの方
向にＹ軸とＸ軸が略扇形を形成するように移動させ、その後側面１１Ｂの方向にＹ軸とＸ
軸が略扇形を形成するように筐体１１を移動させ、その後これらの移動を２回繰り返す。
このとき、角速度センサ１２にはＺ軸を中心とした角速度が加えられ、Ｘ軸やＹ軸を中心
とする角速度は加わらない。角速度センサ１２はこれらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、
Ｓｚを演算処理部１３に送る。これらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組は、デー
タ記憶部１４に記憶された複数の参照データ１５Ａ～１５Ｆのうちの参照データ１５Ｄの
組に最も近い。したがって、演算処理部１３は、参照データ１５Ａ～１５Ｆから参照デー
タ１５Ｄを選択する。参照データ１５Ｄは後音源再生状態に対応している。したがって、
演算処理部１３は後音源再生信号を出力部１７に送り電子機器１００１を後音源再生状態
で動作させる、すなわち音源記憶部１８が記憶している複数の音源のうち現在再生してい
る音源の直後に位置する音源を出力部１７から再生する。
【００２２】
　次に、図５に示す時点ｔ５から時点ｔ６までの間に、図１１に示すように、ユーザは筐
体１１の下端１１Ａを支点として、Ｙ軸とＺ軸とを含むＹＺ平面内でＸ軸を中心にして１
回だけ移動させる。すなわち筐体１１を筐体１１の前面１１Ｄから裏面１１Ｅに向かう方
向にＹ軸とＺ軸が略扇形を形成するように移動させる。このとき、角速度センサ１２には
Ｘ軸を中心とした角速度が加えられ、Ｙ軸やＺ軸を中心とする角速度は加わらない。角速
度センサ１２はこれらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを演算処理部１３に送る。こ
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れらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組は、データ記憶部１４に記憶された複数の
参照データ１５Ａ～１５Ｆのうちの参照データ１５Ｂの組に最も近い。したがって、演算
処理部１３は、参照データ１５Ａ～１５Ｆから参照データ１５Ｂを選択する。参照データ
１５Ｂは一時停止状態に対応している。したがって、演算処理部１３は出力部１７に一時
停止信号を送り電子機器１００１を一時停止状態で動作させる、すなわち出力部１７から
現在再生している音源を一時停止する。
【００２３】
　次に、図５に示す時点ｔ６から時点ｔ７までの間に、図１２に示すように、ユーザは筐
体１１の下端１１Ａを支点として、Ｙ軸とＺ軸とを含むＹＺ平面内でＸ軸を中心にして再
度１回だけ移動させる。すなわち筐体１１を筐体１１の前面１１Ｄから裏面１１Ｅに向か
う方向にＹ軸とＺ軸が略扇形を形成するように移動させる。このとき、角速度センサ１２
にはＸ軸を中心とした角速度が加えられ、Ｙ軸やＺ軸を中心とする角速度は加わらない。
角速度センサ１２はこれらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを演算処理部１３に送る
。これらの角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組は、データ記憶部１４に記憶された複
数の参照データ１５Ａ～１５Ｆのうちの参照データ１５Ｂの組に最も近い。したがって、
演算処理部１３は、参照データ１５Ａ～１５Ｆから参照データ１５Ｂを選択する。参照デ
ータ１５Ｂは一時停止状態に対応している。演算処理部１３は、電子機器１００１が一時
停止状態で動作しているときに一時停止状態に対応する参照データ１５Ｂを選択すると、
再生信号を出力部１７に送り電子機器１００１の動作を一時停止状態から再生状態に変化
させる。すなわち、演算処理部１３は、出力部１７は一時停止されている音源を再生し始
める。
【００２４】
　次に、図５に示す時点ｔ７から時点ｔ８までの間に、図１３に示すように、ユーザは筐
体１１の下端１１Ａを支点として、Ｙ軸が略円錐状の面を形成するように筐体１１を動か
して回転させる。このとき角速度センサ１２にはＸ軸を中心とする角速度とＺ軸を中心と
する角速度が加わり、Ｙ軸を中心とする角速度が加わらない。角速度センサ１２はこれら
の角速度を示す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを演算処理部１３に出力する。これらの角速度を示
す信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組は、図３に示すデータ記憶部１４に記憶された複数の参照デ
ータ１５Ａ～１５Ｆのうちの参照データ１５Ａの組に最も近い。したがって、演算処理部
１３は、参照データ１５Ａ～１５Ｆから参照データ１５Ａを選択する。図３に示すように
、参照データ１５Ａは再生状態に対応している。演算処理部１３は、電子機器１００１が
再生状態で動作しているときに再生状態に対応する参照データ１５Ａを選択すると、停止
信号を出力部１７に送り電子機器１００１の動作を再生状態から停止状態に変化させる。
すなわち、演算処理部１３は、出力部１７は再生している音源の再生を停止する。
【００２５】
　このように、図６から図１３に示すように、角速度センサ１２が固定された筐体１１を
ユーザが振ったり回したりすることで角速度を与えることにより、演算処理部１３は出力
部１７を制御する。これにより、ユーザは電子機器１００１の特定の部分を確認すること
なく、高い感応性で電子機器１００１を操作することができる。すなわち、出力部１７は
、参照データ１５Ａ～１５Ｆにそれぞれ対応する再生状態や早送り再生状態、逆送り再生
状態、前音源再生状態、後音源際背状態等の複数の動作状態で動作できる。演算処理部１
３は、角速度センサ１２から送られた信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚを受け、信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓ
ｚに基づいて参照データ１５Ａ～１５Ｆのうちの１つの参照データを選択する。そして、
演算処理部１３は、選択された１つの参照データに対応する動作状態で出力部１７を動作
させる。音源記憶部１８は音源を記憶する。演算処理部１３は、選択された１つの参照デ
ータに対応する動作状態で出力部１７からその記憶された音源を出力させるように動作す
る。また、音源記憶部１８は複数の音源を記憶する。演算処理部１３は、選択された１つ
の参照データに対応して複数の音源のうちの１つの音源を選択し、出力部１７から選択さ
れた音源を出力させる。
【００２６】
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　図３は角速度センサ１２から送られる信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組を示し、演算処理部１
３は参照データ１５Ａ～１５Ｆと信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組とを比較して、参照データ１
５Ａ～１５Ｆの組から信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚの組に最も近い組の参照データを選択する。
角速度センサ１２から送られた信号を微分あるいは積分して得られた信号の組と、それに
対応する複数の参照データとを比較してもよい。
【００２７】
　図４に示す電子機器１００１は複数の音源を記憶する音源記憶部１８を備えるが、音源
を記憶していなくてもよい。実施の形態による電子機器は、音源記憶部１８の代わりに受
信回路を備えて複数の放送を受信してもよい。その電子機器では、ユーザが筐体１１に図
６から図１３に示すように角加速度を加えることにより、複数の放送から１つの放送を選
局することができる。
【００２８】
　図１４は実施の形態による他の電子機器１００２のブロック図である。図１と図４に示
す電子機器１００１と同じ部分には同じ参照符号を付し、その説明を省略する。図１４に
示す電子機器１００２は、図１と図４に示す電子機器１００１の角速度センサ１２と演算
処理部１３との間に設けられたＡ／Ｄ変換器１９をさらに備える。角速度センサ１２から
送られる信号Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚはアナログ信号である。Ａ／Ｄ変換器１９は信号Ｓｘ、Ｓ
ｙ、Ｓｚをデジタル信号に変換して演算処理部１３に送る。電子機器１００２では、デー
タ記憶部１４が記憶する参照データはデジタルデータである。これにより、演算処理部１
３は、より高速に出力部１７を制御することができる。
【００２９】
　また、電子機器１００２は、演算処理部１３に端子１３Ｅで電気的に接続された表示部
２０をさらに備える。演算処理部１３は、音源の再生の状態に応じて状況の変化に基づい
て表示部２０における表示を変化させることにより、ユーザが現時点での音源の再生の状
態を認識することができる。すなわち、表示部２０は、選択された１つの参照データに対
応する動作状態に応じて変化する表示を行う。
【００３０】
　図３に示すように、参照データ１５Ａ～１５ＦはいずれもＹ軸を中心とした角速度を含
まない。信号Ｓｙの振幅が信号Ｓｘまたは信号Ｓｚの振幅のうちの最大の振幅に対しての
比が所定の比より小さい場合、あるいは信号Ｓｙの振幅が所定の振幅より小さい場合には
、演算処理部１３は信号Ｓｘ、Ｓｚを参照データ１５Ａ～１５Ｆと比較する。これにより
演算処理部１３は参照データ１５Ａ～１５Ｆのうち信号Ｓｘ、Ｓｚに最も近い参照データ
を選択して、選択された参照データに基づいて出力部１７を制御する。信号Ｓｙの振幅が
信号Ｓｘまたは信号Ｓｚの振幅のうちの最大の振幅に対しての比が所定の比より大きい場
合、あるいは信号Ｓｙの振幅が所定の振幅より大きい場合には、角速度が電子機器１００
１を操作するために加えられたのではなく、操作以外の例えば電子機器１００１の運搬等
の動作により角速度が加えられたと判断できる。したがって、このような場合には所定の
大きさの信号Ｓｘ、Ｓｚが角速度センサ１２から送られていても、演算処理部１３は出力
部１７の動作状態を変化させない。また、角速度は加速度に比べてより人為的に発生しや
すい。したがって、加速度を検知する機器に比べて角速度による操作する電子機器１００
１は、運搬や衝撃により誤動作しにくい。
【産業上の利用可能性】
【００３１】
　本発明による電子機器は、ユーザにより高い感応性で操作することができ、携帯用音源
再生装置等の電子機器に有用である。
【符号の説明】
【００３２】
　１１　　筐体
　１２　　角速度センサ
　１３　　演算処理部
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　１４　　データ記憶部
　１７　　出力部
　１８　　音源記憶部
　１９　　Ａ／Ｄ変換器
　２０　　表示部
　１００１　　電子機器
　１００２　　電子機器
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
筐体と、
前記筐体に対して固定され、前記筐体に加えられた角速度に応じた信号を送る角速度セン
サと、
複数の参照データを記憶するデータ記憶部と、
前記複数の参照データにそれぞれ対応する複数の動作状態で動作できる出力部と、
　　　前記角速度センサから送られた前記信号を受け、
　　　前記受けた信号に基づいて前記複数の参照データのうちの１つの参照データを選択
し、
　　　前記複数の動作状態のうち前記選択された１つの参照データに対応する動作状態で
前記出力部を動作させる、
ように動作する演算処理部と、
を備えた電子機器。
【請求項２】
前記角速度センサと前記演算処理部との間に設けられて、前記角速度センサから送られた
前記信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器をさらに備え、
前記データ記憶部が記憶する前記複数の参照データはデジタルデータである、請求項１に
記載の電子機器。
【請求項３】
音源を記憶する音源記憶部をさらに備え、
前記演算処理部は、前記選択された１つの参照データに対応する前記動作状態で前記出力
部から前記記憶された音源を出力させるように動作する、請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
複数の音源を記憶する音源記憶部をさらに備え、
前記演算処理部は、
　　　前記選択された１つの参照データに対応して前記複数の音源のうちの１つの音源を
選択し、
　　　前記出力部から前記選択された１つの音源を出力させる、
ように動作する、
請求項１に記載の電子機器。
【請求項５】
前記複数の動作状態のうち前記選択された１つの参照データに対応する前記動作状態に応
じて変化する表示を行う表示部をさらに備えた、請求項１に記載の電子機器。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
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【補正の内容】

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】



(22) JP WO2009/072240 A1 2009.6.11

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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