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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電位の変化により物体の位置を検出して検出信号を生成する検出信号生成手段と、
　前記検出信号生成手段により生成された前記検出信号から、前記物体の位置情報を取得
する位置情報取得手段と、
　前記位置情報取得手段により取得された前記位置情報に基づいて、連続して検出される
前記物体の位置が、予め設定されたいずれか１つのキースイッチのキー配置領域内のみに
あるか否かを判定する第１の判定手段と、
　前記第１の判定手段により連続して検出される前記物体の位置が、予め設定されたいず
れか１つのキースイッチのキー配置領域内のみにはないと判定された場合、なぞり入力処
理の実行を制御する制御手段とを備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記第１の判定手段により連続して検出される前記物体の位置が、予め設定されたいず
れか１つのキースイッチのキー配置領域内のみにあると判定された場合、前記制御手段は
、なぞり入力処理を実行しないように制御することを特徴とする請求項１に記載の情報処
理装置。
【請求項３】
　前記第１の判定手段により連続して検出される前記物体の位置が、予め設定されたいず
れか１つのキースイッチのキー配置領域内のみにあると判定された場合、連続した前記物
体の検出結果に伴うなぞり幅を記憶する記憶手段をさらに備え、
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　前記判定手段により連続して検出される前記物体の位置が、予め設定されたいずれか１
つのキースイッチのキー配置領域内のみにはないと判定された場合、前記制御手段は、前
記記憶手段に記憶されている前記なぞり幅を用いて、なぞり入力処理の実行を制御するこ
とを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　連続して検出される前記物体の位置が、予め設定された所定の時間以上、予め設定され
たいずれか１つのキースイッチのキー配置領域内のみにあるか否かを判定する第２の判定
手段をさらに備え、
　前記第２の判定手段により連続して検出される前記物体の位置が、予め設定された所定
の時間以上、予め設定されたいずれか１つのキースイッチのキー配置領域内のみにあると
判定された場合、前記制御手段は、なぞり入力処理の実行を制御することを特徴とする請
求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　電位の変化により物体の位置を検出して検出信号を生成する検出信号生成手段と、
　前記検出信号生成手段により生成された前記検出信号から、前記物体の位置情報を取得
する位置情報取得手段と、
　前記位置情報取得手段により取得された前記位置情報に基づいて、キースイッチにより
形成される凹凸領域に対応する座標領域であるか否かを判定する判定手段と、
　キースイッチにより形成される凹凸領域以外の平面領域に対応する座標領域において取
得された前記物体の位置情報に基づいて、なぞり入力処理の実行を制御する制御手段とを
備えることを特徴とする情報処理装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は情報処理装置に係り、特に、キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入力が
可能な静電パッドを備える情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入力が可能な静電パッドが同一領域で
重ねられて配置された情報処理装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に提案されている情報処理装置によれば、キーボードのキーが配列された２
次元領域を表示画面上の位置と対応付けてポインティングデバイスとして利用する。これ
により、ポインティング操作に専用の領域を必要とせず、キー操作とポインティング操作
とのいずれの操作に関しても確実に、かつ、操作性よく行うことができる。
【特許文献１】特開２００１－２６５４９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に提案されている技術では、ユーザがキースイッチを用いて
キー入力する場合、所要のキースイッチだけでなく、静電パッドにも局所的に同時に接触
してしまい、キー入力となぞり入力が同時に実行されてしまうという課題があった。すな
わち、キー入力による処理と、なぞり入力による処理（例えば、ポインタ制御処理など）
が同時に実行されてしまう。
【０００５】
　一方、静電パッドを用いてなぞり入力する場合、ユーザは、文字認識が正確に行われる
ようにするために、予め文字辞書データベースに登録されている文字パターンに近い形で
所望の文字パターンをなぞり入力する必要がある。しかし、特許文献１に提案されている
、キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入力が可能な静電パッドが同一領域で重ねら
れて配置された情報処理装置では、表面上にキースイッチにより形成される凹凸領域があ
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り、ユーザが指などによりなぞり入力をしようとすると、指などが凹凸領域に引っかかっ
てしまい、文字認識率が低下してしまうという課題があった。
【０００６】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、キー入力が可能なキースイッ
チと、なぞり入力が可能な静電パッドが同一領域で重ねられて配置された場合の操作にお
ける不確実性を低減することができる情報処理装置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】
　本発明の情報処理装置は、上述した課題を解決するために、電位の変化により物体の位
置を検出して検出信号を生成する検出信号生成手段と、検出信号生成手段により生成され
た検出信号から、物体の位置情報を取得する位置情報取得手段と、位置情報取得手段によ
り取得された位置情報に基づいて、連続して検出される物体の位置が、予め設定されたい
ずれか１つのキースイッチのキー配置領域内のみにあるか否かを判定する第１の判定手段
と、第１の判定手段により連続して検出される物体の位置が、予め設定されたいずれか１
つのキースイッチのキー配置領域内のみにはないと判定された場合、なぞり入力処理の実
行を制御する制御手段とを備えることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の情報処理装置は、上述した課題を解決するために、電位の変化により物体の位
置を検出して検出信号を生成する検出信号生成手段と、検出信号生成手段により生成され
た検出信号から、物体の位置情報を取得する位置情報取得手段と、位置情報取得手段によ
り取得された位置情報に基づいて、キースイッチにより形成される凹凸領域に対応する座
標領域であるか否かを判定する判定手段と、キースイッチにより形成される凹凸領域以外
の平面領域に対応する座標領域において取得された物体の位置情報に基づいて、なぞり入
力処理の実行を制御する制御手段とを備えることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の情報処理装置においては、電位の変化により物体の位置が検出されて検出信号
が生成され、生成された検出信号から物体の位置情報が取得され、取得された位置情報に
基づいて、連続して検出される物体の位置が、予め設定されたいずれか１つのキースイッ
チのキー配置領域内のみにあるか否かが判定され、連続して検出される物体の位置が予め
設定されたいずれか１つのキースイッチのキー配置領域内のみにはないと判定された場合
、なぞり入力処理の実行を制御される。
【００１０】
　本発明の情報処理装置においては、電位の変化により物体の位置が検出されて検出信号
が生成され、生成された検出信号から物体の位置情報が取得され、取得された位置情報に
基づいて、キースイッチにより形成される凹凸領域に対応する座標領域であるか否かが判
定され、キースイッチにより形成される凹凸領域以外の平面領域に対応する座標領域にお
いて取得された物体の位置情報に基づいて、なぞり入力処理の実行が制御される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入力が可能な静電パッドが
同一領域で重ねられて配置された場合の操作における不確実性を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１３】
　図１は、本発明に係る情報処理装置として適用可能な携帯電話機１の外観の構成を表し
ている。なお、図１［Ａ］は、携帯電話機１を約１８０度に見開いたときの正面から見た
外観の構成を表しており、図１［Ｂ］は、携帯電話機１を見開いたときの側面から見た外
観の構成を表している。
【００１４】
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　図１［Ａ］および［Ｂ］に示されるように、携帯電話機１は、中央のヒンジ部１１を境
に第１の筐体１２と第２の筐体１３とがヒンジ結合されており、ヒンジ部１１を介して矢
印Ｘ方向に折り畳み可能に形成される。
【００１５】
　第１の筐体１２には、その表面に「０」乃至「９」の数字キー、発呼キー、リダイヤル
キー、終話・電源キー、クリアキー、および電子メールキーなどの操作キー１４（キース
イッチ）が設けられており、操作キー１４を用いて各種指示を入力することができる。
【００１６】
　また、第１の筐体１２と第２の筐体１３の内部の所定の位置には、携帯電話機１の状態
を検知するための磁気センサ１９a、１９b、１９c、および１９dが設けられる。さらに、
第１の筐体１２の内部の所定の位置には、静電センサなどからなる静電パッド２０が設け
られており、静電パッド２０に接触されたユーザの指に帯電する微弱な静電気による電位
の変化を検出する。
【００１７】
　一方、図２の携帯電話機１の状態は、図１の携帯電話機１の状態から矢印Ｘ方向に回動
させた状態である。なお、図２［Ａ］は、携帯電話機１を閉じたときの正面から見た外観
の構成を表しており、図２［Ｂ］は、携帯電話機１を閉じたときの側面から見た外観の構
成を表している。第２の筐体１３の上部には、ＣＣＤカメラ２１、サブディスプレイ２２
、静電パッド２３が設けられる。静電パッド２３は、見かけ上一枚のパッドになっている
が、図示せぬセンサが複数個所に設けられており、ユーザがセンサの付近に指を近づける
と、静電気による電位の変化からセンサがそれを検出し、巻戻し機能、早送り機能、音量
ダウン動作、音量アップ動作、再生動作、および一時停止動作などが実行される。
【００１８】
　図３は、本発明に係る情報処理装置として適用可能な携帯電話機１の内部の構成を表し
ている。
【００１９】
　図３に示されるように、携帯電話機１は、携帯電話機１の各部を統括的に制御する主制
御部３１に対して、静電パッド２０、電源回路部３２、操作入力制御部３３、画像エンコ
ーダ３４、カメラインタフェース部３５、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）制御部３６
、多重分離部３８、変復調回路部３９、音声コーデック４０、記憶部４７、および音楽制
御部４８がメインバス４１を介して互いに接続されるとともに、画像エンコーダ３４、画
像デコーダ３７、多重分離部３８、変復調回路部３９、音声コーデック４０、および記録
再生部４５が同期バス４２を介して互いに接続されて構成される。
【００２０】
　静電パッド２０は、静電パッド２０に接触されたユーザの指などに帯電する微弱な静電
気による電位の変化を検出して検出信号を生成し、生成された検出信号をメインバス４１
を介して主制御部３１に供給する。この検出信号には、例えばユーザの指などの静電パッ
ド２０上における位置情報（Ｘ軸方向とＹ軸方向の座標情報）と、その位置における圧力
情報が含まれる。
【００２１】
　電源回路部３２は、ユーザの操作により終話・電源キーがオン状態にされると、バッテ
リパックから各部に対して電力を供給することにより携帯電話機１を動作可能な状態に起
動する。
【００２２】
　主制御部３１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）
、およびＲＡＭ（Random Access Memory）などからなり、ＣＰＵは、ＲＯＭに記憶されて
いるプログラムまたは記憶部４７からＲＡＭにロードされた各種のアプリケーションプロ
グラムに従って各種の処理を実行するとともに、種々の制御信号を生成し、各部に供給す
ることにより携帯電話機１を統括的に制御する。ＲＡＭは、ＣＰＵが各種の処理を実行す
る上において必要なデータなどを適宜記憶する。
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【００２３】
　なお、主制御部３１には、現在の日付と時刻を計測するタイマが内蔵されている。
【００２４】
　画像エンコーダ３４は、ＣＣＤカメラ２１から供給された画像信号を、例えばＭＰＥＧ
（Moving Picture Experts Group）４などの所定の符号化方式によって圧縮符号化するこ
とにより符号化画像信号に変換し、変換された符号化画像信号を多重分離部３８に送出す
る。このとき同時に携帯電話機１は、ＣＣＤカメラ２１で撮像中にマイクロフォン１５で
集音した音声を音声コーデック４０を介してディジタルの音声信号として多重分離部３８
に送出する。
【００２５】
　多重分離部３８は、画像エンコーダ３４から供給された符号化画像信号と音声コーデッ
ク４０から供給された音声信号とを所定の方式で多重化し、その結果得られる多重化信号
を変復調回路部３９でスペクトラム拡散処理し、送受信回路部４３でディジタルアナログ
変換処理及び周波数変換処理を施した後にアンテナ４４を介して送信する。
【００２６】
　多重分離部３８は、多重化信号を分離することにより符号化画像信号と音声信号とに分
け、同期バス４２を介して符号化画像信号を画像デコーダ３７に供給すると共に音声信号
を音声コーデック４０に供給する。画像デコーダ３７は、符号化画像信号をＭＰＥＧ４な
どの所定の符号化方式に対応した復号化方式でデコードすることにより再生動画像信号を
生成し、生成された再生動画像信号をＬＣＤ制御部３６を介して液晶ディスプレイ１７に
供給し、これにより、例えば、Ｗｅｂページなどにリンクされた動画像ファイルに含まれ
る動画像データが表示される。
【００２７】
　このとき同時に音声コーデック４０は、音声信号をアナログ音声信号に変換した後、こ
れをスピーカ１８に供給し、これにより、例えば、Ｗｅｂページなどにリンクされた動画
像ファイルに含まる音声信号が再生される。この場合も電子メールの場合と同様に携帯電
話機１は、受信したＷｅｂページなどにリンクされたデータをユーザの操作により記録再
生部４５を介してメモリカード４６に記録することが可能である。
【００２８】
　記憶部４７は、例えば、電気的に書換えや消去が可能な不揮発性メモリであるフラッシ
ュメモリ素子などからなり、主制御部３１のＣＰＵにより実行される種々のアプリケーシ
ョンプログラムや種々のデータ群を格納している。また、記憶部４７は、必要に応じて、
ユーザの操作に応じて受信した電子メールや、受信したＷｅｂページなどにリンクされた
動画像ファイルに含まれる動画像データ、あるいはネットワーク（例えば、インターネッ
ト、ＬＡＮ（Local Area Network）、ＷＡＮ（Wide Area Network）、その他の各種のネ
ットワークを含む）などを介して取得したオーディオデータなどを記憶する。
【００２９】
　次に、図４のフローチャートは、図３の携帯電話機１における入力判定処理を示してい
る。この入力判定処理は、ユーザが指を静電パッド２０に近づけることで静電気による電
位の変化が検出されることにより開始される。
【００３０】
　ステップＳ１において、静電パッド２０は、ユーザの指などが近づくことで静電気によ
る電位の変化が検出されたか否かを判定し、静電気による電位の変化が検出されたと判定
するまで待機する。
【００３１】
　ステップＳ１において静電パッド２０により静電気による電位の変化が検出されたと判
定された場合、静電パッド２０はステップＳ２で、静電気による電位の変化を検出したこ
とを示す検出信号を生成し、生成された検出信号をメインバス４１を介して主制御部３１
に供給する。この検出信号には、例えばユーザの指などの静電パッド２０上における位置
情報（Ｘ軸方向とＹ軸方向の座標情報）と、その位置における圧力情報が含まれる。
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【００３２】
　ステップＳ３において、主制御部３１は、静電パッド２０から供給された検出信号から
、ユーザの指などの静電パッド２０上における位置情報（Ｘ軸方向とＹ軸方向の座標情報
）を逐次取得する。
【００３３】
　ステップＳ４において、主制御部３１は、取得された位置情報に基づいて、予め設定さ
れた所定の数以上の位置で検出されたか否かを判定する。すなわち、ユーザの指などの検
出が連続して行われ、予め設定された所定の数（例えば、５個など）以上の位置で検出さ
れたか否かが判定される。
【００３４】
　ステップＳ４において予め設定された所定の数以上の位置で検出されていないと判定さ
れた場合、主制御部３１はステップＳ５で、操作入力制御部３３を介して、ユーザにより
操作キー１４（キースイッチ）が所定の圧力以上で押圧されることによりキー入力があっ
たか否かを判定する。
【００３５】
　ステップＳ５においてユーザにより操作キー１４（キースイッチ）が所定の圧力以上で
押圧されることによりキー入力があったと判定された場合、主制御部３１はステップＳ６
で、ユーザによりキー入力が行われたと認識するとともに、ユーザにより所定の圧力以上
で押圧されたいずれかの操作キー１４に予め対応付けられたキー入力処理を実行する。具
体的には、主制御部３１は、ＬＣＤ制御部３６を制御し、ユーザにより所定の圧力以上で
押圧されたいずれかの操作キー１４に予め対応付けられた数字や文字などを液晶ディスプ
レイ１７に表示させる。液晶ディスプレイ１７は、ＬＣＤ制御部３６の制御に従い、ユー
ザにより所定の圧力以上で押圧されたいずれかの操作キー１４に予め対応付けられた数字
や文字など表示する。
【００３６】
　その後、処理はステップＳ１に進み、ステップＳ１以降の処理が繰り返される。
【００３７】
　ステップＳ５においてユーザにより操作キー１４（キースイッチ）が所定の圧力以上で
押圧されることによりキー入力がないと判定された場合、処理はステップＳ１に戻り、ス
テップＳ１以降の処理が繰り返される。
【００３８】
　これにより、静電パッド２０でユーザの指などが検出されたが、この検出が連続して行
われておらず、キー入力も行われないときに、ユーザによりなぞり入力がなされたと誤検
出することを防止することができる。
【００３９】
　一方、ステップＳ４においてユーザの指などの接近による静電気による電位の変化の検
出が予め設定された所定の数以上の位置で検出されたと判定された場合、主制御部３１は
ステップＳ７で、操作入力制御部３３を介して、ユーザにより操作キー１４（キースイッ
チ）が所定の圧力以上で押圧されることによりキー入力があったか否かを判定する。
【００４０】
　ステップＳ７においてユーザにより操作キー１４（キースイッチ）が所定の圧力以上で
押圧されることによりキー入力があったと判定された場合、処理はステップＳ６に進み、
ステップＳ６においてキー入力処理が実行される。
【００４１】
　これにより、静電パッド２０で静電気による電位の変化の検出が予め設定された所定の
数以上の位置であったと判定された場合であっても、その後、ユーザにより操作キー１４
（キースイッチ）が所定の圧力以上で押圧されることによりキー入力があったと判定され
たとき、キー入力処理を実行することができる。
【００４２】
　ステップＳ７においてユーザにより操作キー１４（キースイッチ）が所定の圧力以上で
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押圧されることによりキー入力がないと判定された場合、主制御部３１はステップＳ８で
、取得された位置情報に基づいて、静電パッド２０によって検出された各位置がすべてい
ずれか１つのキー配置領域内にあるか否かを判定する。
【００４３】
　具体的には、例えば図５に示されるように、第１の筐体１２に設けられた操作キー１４
のうち、斜線領域が各操作キー１４のキー配置領域としてそれぞれ予め設定されている。
勿論、この入力判定処理の前に、ユーザが好みに応じて、操作キー１４のうちのキー配置
領域の大きさを設定するようにしてもよいし、タッチパネルのようにキー配置領域自体を
動的に変更可能な場合、ユーザは、好みに応じて、キー配置領域を変更するようにしても
よい。そして、ステップＳ８においては、取得された位置情報に基づいて、静電パッド２
０によって検出された各位置がすべていずれか１つのキー配置領域内にあるか否かが判定
される。
【００４４】
　ステップＳ８において静電パッド２０によって検出された各位置がすべていずれか１つ
のキー配置領域内にあると判定された場合、主制御部３１はステップＳ９で、ユーザによ
りなぞり入力が行われていないと認識するとともに、取得された位置情報に基づいて、な
ぞり入力処理において用いるなぞり幅を算出する。すなわち、図６に示されるように、静
電パッド２０による検出が、ユーザにより１つの操作キー１４のキー配置領域内における
位置Ｐ１（Ｘ１、Ｙ１）からＰ５（Ｘ５、Ｙ５）まで行われたことを示している場合、な
ぞり入力処理において用いるなぞり幅として位置Ｐ１からＰ５までの距離を算出する。
【００４５】
　ステップＳ１０において、主制御部３１は、算出されたなぞり幅（例えば図６の場合、
位置Ｐ１からＰ５までの距離）を記憶部４７に記憶させる。記憶部４７は、主制御部３１
の制御に従い、算出されたなぞり幅を記憶する。なお、この入力判定処理により記憶部４
７にすでになぞり幅が記憶されている場合には、算出されたなぞり幅とすでに記憶されて
いるなぞり幅との合計のなぞり幅が算出されて更新される。
【００４６】
　その後、処理はステップＳ１に進み、ステップＳ１以降の処理が繰り返される。
【００４７】
　これにより、静電パッド２０によってユーザの指などの検出が行われた場合であって、
キー入力が行われず、いずれか１つのキー配置領域内において行われたとき、ユーザによ
り静電パッド２０上においてなぞり入力が行われていないと認識し、なぞり入力処理を実
行しないようにするとともに、静電パッド２０によって検出されたなぞり幅を算出し、記
憶することができる。
【００４８】
　例えば、ユーザがいずれかのキー入力をしようか悩んでいる場合に、静電パッド２０に
よる検出が行われた場合でも、静電パッド２０上においてなぞり入力が行われていないと
認識し、なぞり入力処理を実行しないようにすることができる。一方、ユーザがなぞり入
力をしようと考えているが、いずれか１つのキー配置領域内においてのみで検出された場
合、なぞり入力処理を実行しないが、静電パッド２０の検出結果に基づいてなぞり幅を算
出し、記憶することができる。
【００４９】
　従って、ユーザが操作キー１４（キースイッチ）を用いてキー入力する場合、所要のキ
ースイッチだけでなく、同時に、静電パッド２０で局所的に検出されてしまったとき、キ
ー入力となぞり入力が同時に実行されてしまうことを防止することができる。また、その
後、静電パッド２０がユーザの指などを更に検出することにより、なぞり入力処理が実行
される場合、記憶部４７にすでに記憶されているなぞり幅を考慮して、なぞり入力処理に
おけるレスポンスの低下を防止するとともに、なぞり入力処理を高精度に実行することが
できる。
【００５０】
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　一方、ステップＳ８において静電パッド２０によって検出されたすべての位置がいずれ
か１つのキー配置領域内にはないと判定された場合（すなわち、静電パッド２０により検
出された位置のうち、少なくともいずれか１つ以上が１つのキー配置領域外にあり、その
結果、静電パッド２０の検出結果が少なくとも２つ以上のキー配置領域にまたがっている
と判定された場合）、主制御部３１はステップＳ１１で、ユーザによりなぞり入力が行わ
れたと認識するとともに、主制御部３１は、なぞり入力処理（例えば、ポインタ制御処理
や文字認識処理など）を実行する。
【００５１】
　具体的には、なぞり入力処理のうち文字認識処理が実行される場合、静電パッド２０に
よって検出された位置情報の軌跡に従い、文字認識処理が実行される。また、記憶部４７
になぞり幅が記憶されていない場合においてポインタ制御処理が実行されるとき、ポイン
タ制御処理におけるなぞり幅が算出され、算出されたなぞり幅に基づいてポインタ制御処
理が実行される。
【００５２】
　一方、記憶部４７になぞり幅が記憶されている場合においてポインタ制御処理が実行さ
れるとき、記憶部４７に記憶されているなぞり幅が読み出され、読み出されたなぞり幅を
用いて合計のなぞり幅が算出され、算出されたなぞり幅に基づいてポインタ制御処理が実
行される。
【００５３】
　これにより、静電パッド２０による検出が連続して行われた場合であっても、キー入力
が行われず、少なくとも２つ以上のキー配置領域にまたがって検出されたときに、ユーザ
により静電パッド２０上においてなぞり入力が行われたと認識し、なぞり入力処理を実行
することができる。
【００５４】
　その後、処理はステップＳ１に進み、ステップＳ１以降の処理が繰り返される。これに
より、静電パッド２０を用いたキー入力処理かなぞり入力処理のいずれかが実行される。
【００５５】
　図４のフローチャートを用いて説明した入力判定処理においては、ユーザの指などが近
づくことで静電パッド２０が連続して検出した位置がいずれか１つのキー配置領域内にあ
るか否かを判定し、静電パッド２０による検出位置がいずれか１つのキー配置領域内にあ
ると判定された場合、ユーザによりなぞり入力が行われていないと認識し、なぞり入力処
理を実行せず、静電パッド２０による検出位置がいずれか１つのキー配置領域内にはない
と判定された場合（静電パッド２０による検出位置が少なくとも２つ以上のキー配置領域
にまたがっていると判定された場合）、ユーザによりなぞり入力が行われたと認識し、な
ぞり入力処理を実行するようにしたので、キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入力
が可能な静電パッド２０が同一領域に重ねて配置された場合の操作における不確実性を低
減することができるとともに、キー入力であるか、なぞり入力であるか否かを高精度に判
定することができる。従って、キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入力が可能な静
電パッド２０が同一領域に重ねて配置された場合の操作性を向上させることができる。
【００５６】
　なお、静電パッド２０によるユーザの指などの検出が行われた場合であって、キー入力
が行われず、いずれか１つのキー配置領域内においてのみで検出されたとき、ユーザによ
り静電パッド２０上においてなぞり入力が行われていないと認識し、なぞり入力処理を実
行しないようにするとともに、静電パッド２０での連続した検出結果に伴うなぞり幅を算
出し、記憶するようにしたが、その後、同一または異なる操作キー１４がユーザにより押
圧されると、記憶部４７に記憶されているなぞり幅を消去するようにしてもよい。これに
より、入力判定処理における無駄な処理を省くことができる。
【００５７】
　なお、図４のフローチャートを用いて説明した入力判定処理においては、いずれか１つ
のキー配置領域内においてのみで検出された場合、なぞり入力処理を実行せず、静電パッ
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ド２０での連続した検出結果に伴うなぞり幅を算出し、記憶するとともに、その後、ユー
ザにより静電パッド２０によってユーザの指などの更なる検出が行われることにより、な
ぞり入力処理が実行されるとき、記憶部４７にすでに記憶されているなぞり幅を考慮して
なぞり入力処理を実行するようにしたが、いずれか１つのキー配置領域内において、予め
設定された所定の時間以上連続してユーザの指などが検出された場合、ユーザによりなぞ
り入力が行われたと認識し、なぞり入力処理を実行するようにしてもよい。以下、この方
法を用いた入力判定処理について説明する。
【００５８】
　図７のフローチャートは、図３の携帯電話機１における他の入力判定処理について説明
する。なお、図７のステップＳ２１乃至Ｓ２３、ステップＳ２７乃至Ｓ３１、およびステ
ップＳ３３乃至Ｓ３５の処理については、図４のステップＳ１乃至Ｓ１１の処理と同様で
あり、その説明は繰り返しになるので省略する。
【００５９】
　ステップＳ２４において、主制御部３１は、取得された位置情報に基づいて、静電パッ
ド２０の現在の検出位置がいずれか１つのキー配置領域内にあるか否かを判定する。
【００６０】
　ステップＳ２４において静電パッド２０の現在の検出位置がいずれか１つのキー配置領
域内にあると判定された場合、主制御部３１はステップＳ２５で、すでに内蔵されたタイ
マの計時が開始されているか否かを判定する。
【００６１】
　ステップＳ２５において内蔵されたタイマの計時がまだ開始されていないと判定された
場合、主制御部３１はステップＳ２６で、内蔵されたタイマの計時を開始する。これによ
り、いずれか１つのキー配置領域内にどの程度の時間検出されていたかを計時することが
できる。
【００６２】
　ステップＳ２５においてすでに内蔵されたタイマの計時が開始されていると判定された
場合、ステップＳ２６の処理はスキップされる。その後、処理はステップＳ２７に進む。
【００６３】
　一方、ステップＳ２４において静電パッド２０の現在の検出位置がいずれか１つのキー
配置領域内にはないと判定された場合、ステップＳ２５乃至Ｓ２６の処理はスキップされ
る。その後、処理はステップＳ２７に進む。
【００６４】
　ステップＳ３１において静電パッド２０で検出された各位置がすべていずれか１つのキ
ー配置領域内にあると判定された場合、主制御部３１はステップＳ３２で、内蔵されたタ
イマを用いて、いずれか１つのキー配置領域内で計時開始時刻から予め設定された所定の
時間以上検出されたか否かを判定する。
【００６５】
　ステップＳ３２においていずれか１つのキー配置領域内で計時開始時刻から予め設定さ
れた所定の時間以上検出されたと判定された場合、処理はステップＳ３５に進み、ステッ
プＳ３５においてなぞり処理が実行される。
【００６６】
　ステップＳ３２においていずれか１つのキー配置領域内で所定の時間以上検出されてい
ないと判定された場合、処理はステップＳ３３に進み、ステップＳ３３以降の処理が実行
される。
【００６７】
　これにより、いずれか１つのキー配置領域内において、予め設定された所定の時間以上
連続して検出された場合、ユーザによりなぞり入力が行われたと認識し、なぞり入力処理
を実行することができる。従って、ユーザは、いずれか１つのキー配置領域内において所
定の時間以上連続して接触を行うことにより、細かい領域におけるポインタ制御すること
ができる。その結果、なぞり入力が可能な静電パッド２０が同一領域に重ねて配置された
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場合の操作における不確実性をより低減することができるとともに、キー入力であるか、
なぞり入力であるか否かをより高精度に判定することができる。これにより、キー入力が
可能なキースイッチと、なぞり入力が可能な静電パッド２０が同一領域に重ねて配置され
た場合の操作性を向上させることができる。
【００６８】
　なお、図４や図７のフローチャートを用いて説明した入力判定処理においては、携帯電
話機１の所定の位置に予め設けられた静電パッド２０の全体を用いてなぞり入力処理を実
行するようにしたが、ユーザの好みや使い勝手に応じて、携帯電話機１の所定の位置に設
けられた静電パッド２０のうち、なぞり入力処理に用いられる領域である「なぞり領域」
を予め設定し、なぞり領域であると判定された場合のみ、なぞり入力処理を実行するよう
にしてもよい。以下、この方法を用いた入力判定処理について説明する。
【００６９】
　図８のフローチャートを参照して、図３の携帯電話機１における他の入力判定処理につ
いて説明する。なお、図８のステップＳ４１乃至Ｓ４７、およびステップＳ４９乃至Ｓ５
２の処理は、図４のステップＳ１乃至Ｓ１１の処理と同様であり、その説明は繰り返しに
なるので省略する。
【００７０】
　例えばなぞり領域を設定する場合、図５の携帯電話機１に設けられた静電パッド２０の
うち、例えばＹ－Ｙ´線よりも上方の領域をなぞり領域として設定する。
【００７１】
　ステップＳ４８において、主制御部３１は、取得された位置情報に基づいて、予め設定
されたなぞり領域であるか否かを判定する。
【００７２】
　ステップＳ４８において予め設定されたなぞり領域であると判定された場合、処理はス
テップＳ４９に進み、ステップＳ４９以降の処理が実行される。すなわち、静電パッド２
０で検出されたすべての位置がいずれか１つのキー配置領域内にあると判定された場合、
ユーザによりなぞり入力が行われていないと認識され、なぞり入力処理が実行されず、静
電パッド２０で検出されたすべての位置がいずれか１つのキー配置領域内にはないと判定
された場合（静電パッド２０による検出位置が少なくとも２つ以上のキー配置領域にまた
がっていると判定された場合）、ユーザによりなぞり入力が行われたと認識され、なぞり
入力処理が実行される。
【００７３】
　一方、ステップＳ４８において予め設定されたなぞり領域ではないと判定された場合、
主制御部３１はステップＳ５３で、なぞり入力処理を実行しない。
【００７４】
　図８のフローチャートを用いて説明した入力判定処理においては、ユーザの好みや使い
勝手に応じて、携帯電話機１の所定の位置に設けられた静電パッド２０のうち、なぞり入
力処理に用いられる領域である「なぞり領域」を予め設定し、なぞり領域であると判定さ
れた場合のみ、なぞり入力処理を実行するようにしたので、携帯電話機１におけるキー入
力やなぞり入力の方法をユーザの好みに応じてカスタマイズすることができるとともに、
キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入力が可能な静電パッド２０が同一領域に重ね
て配置された場合の操作性をより向上させることができる。
【００７５】
　なお、携帯電話機１に設けられた操作キー１４のうち、予め特別な処理（例えば、ショ
ートカット機能など）が対応付けられている操作キーに応じた静電パッド２０の領域であ
る特定静電パッド領域においては、なぞり入力処理は実行せず、キー入力処理のみを実行
するようにしてもよい。以下、この方法を用いた入力判定処理について説明する。
【００７６】
　図９のフローチャートを参照して、図３の携帯電話機１における他の入力判定処理につ
いて説明する。なお、図９のステップＳ６１乃至６３、およびステップＳ６５乃至Ｓ７２
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の処理は、図４のステップＳ１乃至１１の処理と同様であり、その説明は繰り返しになる
ので省略する。
【００７７】
　ステップＳ６４において、主制御部３１は、取得された位置情報に基づいて、特定静電
パッド領域であるか否かを判定する。ステップＳ６４において特定静電パッド領域である
と判定された場合、処理はステップＳ６５に進み、ステップＳ６５においてキー入力判定
処理が実行される。これにより、特定タッチパッド領域においては、なぞり入力処理は実
行せず、キー入力処理のみを実行することができる。
【００７８】
　ステップＳ６４において特定静電パッド領域ではないと判定された場合、処理はステッ
プＳ６７に進み、ステップＳ６７以降の処理が繰り返される。
【００７９】
　図９のフローチャートを用いて説明した入力判定処理においては、予め特別な処理（例
えば、ショートカット機能など）が対応付けられている操作キーに応じた静電パッド２０
の領域である特定静電パッド領域においては、なぞり入力処理は実行せず、キー入力処理
のみを実行するようにしたので、キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入力が可能な
静電パッド２０が同一領域に重ねて配置された場合の操作における不確実性をより低減す
ることができるとともに、キー入力であるか、なぞり入力であるか否かを高精度により判
定することができる。従って、キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入力が可能な静
電パッド２０が同一領域に重ねて配置された場合の操作性をより向上させることができる
。
【００８０】
　なお、ユーザが例えば「が」という文字を静電パッド２０上においてなぞり入力し、携
帯電話機１に文字認識処理を実行させている場合に、ユーザが「が」のうち「か」をなぞ
り入力した後、さらに濁点「゛」をなぞり入力するとき、濁点「゛」のなぞり入力中に静
電パッド２０により検出されたすべての位置がいずれか１つのキー配置領域内にあったと
しても、なぞり入力処理を実行するようにしてもよい。以下、この方法を用いた入力判定
処理について説明する。
【００８１】
　図１０のフローチャートは、図３の携帯電話機１における他の入力判定処理を示してい
る。なお、図１０のステップＳ８１乃至Ｓ８８、およびステップＳ９１乃至Ｓ９３の処理
は、図４のステップＳ１乃至Ｓ１１の処理と同様であり、その説明は繰り返しになるので
省略する。
【００８２】
　ステップＳ８８において静電パッド２０で検出された各位置がすべていずれか１つのキ
ー配置領域内にあると判定された場合、主制御部３１はステップＳ８９で、なぞり入力処
理のうち、文字認識処理中であるか否かを判定する。
【００８３】
　ステップＳ８９においてなぞり入力処理のうち、文字認識処理中であると判定された場
合、主制御部３１はステップＳ９０で、取得された位置情報に基づいて、文字認識処理に
より文字認識中の文字を完成させるためにユーザにより更なるなぞり入力が予測される、
所定の操作キー１４のキー配置領域であるか否かを判定する。例えば、文字認識処理によ
り文字認識中の文字が「が」であり、ユーザが「が」のうち「か」をすでになぞり入力し
た場合、文字「が」を完成させるためにユーザにより行われる更なるなぞり入力は濁点「
゛」のなぞり入力であると文字認識機能により予測され、濁点「゛」のなぞり入力が予測
される領域に配置されている所定の操作キー１４のキー配置領域（この所定の操作キー１
４のキー配置領域は、１つのキー配置領域だけでなく、２つ以上のキー配置領域であって
もよい）であるか否かが判定される。
【００８４】
　ステップＳ９０において文字認識処理により文字認識中の文字を完成させるためにユー
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ザにより更なるなぞり入力が予測される所定の操作キーのキー配置領域であると判定され
た場合、ユーザによりなぞり入力が行われたと認識され、処理はステップＳ９３に進み、
ステップＳ９３においてなぞり入力処理が実行される。
【００８５】
　これにより、なぞり入力処理のうち、文字認識処理の実行中に、静電パッド２０で検出
されたすべての位置がいずれか１つのキー配置領域内にあるようななぞり入力がユーザに
より行われたとしても、ユーザによりなぞり入力が行われたと認識するとともに、なぞり
入力処理を実行することができる。従って、キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入
力が可能な静電パッド２０が同一領域に重ねて配置された場合の操作における不確実性を
より低減することができるとともに、キー入力であるか、なぞり入力であるか否かをより
高精度に判定することができる。その結果、キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入
力が可能な静電パッド２０が同一領域に重ねて配置された場合の操作性をより向上させる
ことができる。
【００８６】
　ステップＳ９０において文字認識処理により文字認識中の文字を完成させるためにユー
ザにより更なるなぞり入力が予測される所定の操作キーのキー配置領域ではないと判定さ
れた場合、処理はステップＳ９１に進み、ステップＳ９１以降の処理が繰り返される。
【００８７】
　一方、ステップＳ８９においてなぞり入力処理のうち、文字認識処理中ではないと判定
された場合、ステップＳ９０の処理はスキップされ、処理はステップＳ９１に進み、ステ
ップＳ９１以降の処理が繰り返される。
【００８８】
　ところで、静電パッド２０を用いてなぞり入力する場合、ユーザは、文字認識が正確に
行われるようにするために、予め文字辞書データベースに登録されている文字パターンに
近い形で所望の文字パターンをなぞり入力する必要がある。しかし、キー入力が可能なキ
ースイッチと、なぞり入力が可能な静電パッド２０が同一領域で重ねられて配置された携
帯電話機１では、表面上に操作キー１４（キースイッチ）により形成される凹凸領域（例
えば、図５の凹凸領域Ｍ）があり、ユーザが指などによりなぞり入力をしようとすると、
指などが凹凸領域に引っかかってしまい、文字認識率が低下してしまう。また、凸凹領域
の引っかかりにより、ポインタ操作時にも入力座標のズレが発生する。
【００８９】
　そこで、静電パッド２０で検出された場合、操作キー１４（キースイッチ）により形成
される凹凸領域に対応する座標領域であるか否かを判定し、判定結果に応じてなぞり入力
処理（特に文字認識処理）を実行するようにしてもよい。以下、この方法を用いたなぞり
入力処理について説明する。
【００９０】
　図１１のフローチャートは、図３の携帯電話機１におけるなぞり入力処理を示している
。このなぞり入力処理は、ユーザがなぞり入力を行う場合に、携帯電話機１に設けられた
静電パッド２０のいずれかの部分がユーザの指などの接近により、ユーザの指などに帯電
している静電気による電位の変化を検出することで開始される。
【００９１】
　ステップＳ１０１において静電パッド２０は、ユーザの指などが近づき静電気による電
位の変化が検出されたか否かを判定し、静電気による電位の変化が検出されたと判定する
まで待機する。
【００９２】
　ステップＳ１０１において静電気による電位の変化が検出されたと判定された場合、静
電パッド２０はステップＳ１０２で、静電気による電位の変化を検出したことを示す検出
信号を生成し、生成された検出信号をメインバス４１を介して主制御部３１に供給する。
この検出信号には、例えばユーザの指などの静電パッド２０上における位置情報（Ｘ軸方
向とＹ軸方向の座標情報）と、その位置における圧力情報が含まれる。
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【００９３】
　ステップＳ１０３において、主制御部３１は、静電パッド２０から供給された検出信号
から、ユーザの指などの静電パッド２０上における位置情報（Ｘ軸方向とＹ軸方向の座標
情報）を逐次取得する。
【００９４】
　ステップＳ１０４において、主制御部３１は、取得された位置情報に基づいて、操作キ
ー１４（キースイッチ）により形成される凹凸領域に対応する座標領域であるか否かを判
定する。ステップＳ１０４において操作キー１４（キースイッチ）により形成される凹凸
領域に対応する座標領域であると判定された場合、主制御部３１はステップＳ１０５で、
取得された位置情報を廃棄する。すなわち、操作キー１４（キースイッチ）により形成さ
れる凹凸領域に対応する座標領域内において取得された位置情報を、なぞり入力処理のう
ちの文字認識処理において採用しない（用いない）。
【００９５】
　ステップＳ１０４において操作キー１４（キースイッチ）により形成される凹凸領域に
対応する座標領域ではないと判定された場合（すなわち、操作キー１４（キースイッチ）
により形成される凹凸領域以外の平面領域に対応する座標領域であると判定された場合）
、主制御部３１はステップＳ１０６で、取得された位置情報を採用する（用いる）。すな
わち、操作キー１４（キースイッチ）により形成される凹凸領域に対応する座標領域外に
おいて取得された位置情報を、なぞり入力処理のうちの文字認識処理において用いる。
【００９６】
　ステップＳ１０７において、主制御部３１は、取得された位置情報に基づいて、静電パ
ッド２０による検出が予め設定された所定の数以上の位置で検出されたか否かを判定する
。すなわち、静電パッド２０による検出が連続して行われ、予め設定された所定の数（例
えば、５個など）以上の位置で検出されたか否かが判定される。
【００９７】
　ステップＳ１０７において静電パッド２０による検出が予め設定された所定の数以上の
位置で検出されていないと判定された場合、主制御部３１はステップＳ１０８で、予め設
定された所定の時間（例えば、０．１秒などの位置情報を取得するサンプリング間隔）が
経過したか否かを判定し、予め設定された所定の時間が経過したと判定するまで待機する
。
【００９８】
　ステップＳ１０８において予め設定された所定の時間が経過したと判定された場合、処
理はステップＳ１０１に進み、ステップＳ１０１以降の処理が繰り返される。これにより
、静電パッド２０による検出がユーザにより連続して行われ、予め設定された所定の数（
例えば、５個など）以上の位置で検出されるまで位置情報取得処理が行われる。
【００９９】
　ステップＳ１０７において静電パッド２０による検出が予め設定された所定の数以上の
位置で検出されたと判定された場合、主制御部３１はステップＳ１０９で、なぞり入力処
理（文字認識処理）を実行する。
【０１００】
　その後、処理はステップＳ１０１に進み、ステップＳ１０１以降の処理が繰り返される
。
【０１０１】
　図１１のフローチャートを用いて説明したなぞり入力処理においては、静電パッド２０
で静電気による電位の変化が検出された場合、操作キー１４（キースイッチ）により形成
される凹凸領域に対応する座標領域であるか否かを判定し、操作キー１４（キースイッチ
）により形成される凹凸領域に対応する座標領域である場合、取得された位置情報を廃棄
し、操作キー１４により形成される凹凸領域以外の平面領域に対応する座標領域である場
合に取得された位置情報のみを用いて（採用して）なぞり入力処理（特に、文字認識処理
）を実行するようにしたので、キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入力が可能な静
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電パッド２０が同一領域に重ねて配置された場合の操作における不確実性を低減すること
ができるとともに、文字認識処理における認識率を向上させることができる。従って、キ
ー入力が可能なキースイッチと、なぞり入力が可能な静電パッド２０が同一領域に重ねて
配置された場合の操作性を向上させることができる。
【０１０２】
　なお、図１１のフローチャートを用いて説明したなぞり入力処理においては、予め設定
された所定の時間（例えば、０．１秒などの位置情報を取得するサンプリング間隔）ごと
に、静電パッド２０により検出された物体（例えばユーザの指など）の位置情報を取得す
るようにしたが、操作キー１４（キースイッチ）により形成される凹凸領域に対応する座
標領域において取得された位置情報をなぞり入力処理において用いない（採用しない）よ
うにしているため、取得された位置情報に含まれる座標間隔が大きく開いてしまう場合も
考えられる。そこで、予め設定された所定の時間が経過しなくても、操作キー１４により
形成される凹凸領域に対応する座標領域の直前で位置情報を取得するようにしてもよい。
以下、この方法を用いたなぞり入力処理について説明する。
【０１０３】
　図１２のフローチャートは、図３の携帯電話機１における他のなぞり入力処理を示して
いる。なお、図１２のステップＳ１１１乃至１１８、およびステップＳ１２０の処理は、
図１１のステップＳ１０１乃至Ｓ１０９の処理と同様であり、その説明は繰り返しになる
ので省略する。
【０１０４】
　ステップＳ１１８において予め設定された所定の時間が経過していないと判定された場
合、主制御部３１はステップＳ１１９で、直前に取得された位置情報に基づいて、操作キ
ー１４により形成される凹凸領域に対応する座標領域の直前であるか否かを判定する。
【０１０５】
　ステップＳ１１９において操作キー１４により形成される凹凸領域に対応する座標領域
の直前であると判定された場合、処理はステップＳ１１８に戻り、その後、ステップＳ１
１８以降の処理が繰り返される。
【０１０６】
　一方、ステップＳ１１９において操作キー１４により形成される凹凸領域に対応する座
標領域の直前であると判定された場合、処理はステップＳ１１１に戻り、その後、ステッ
プＳ１１１以降の処理が繰り返され、新たな位置情報が取得される。
【０１０７】
　これにより、操作キー１４（キースイッチ）により形成される凹凸領域に対応する座標
領域である場合、取得された位置情報を廃棄しつつ、取得された位置情報に含まれる座標
間隔が大きく開き過ぎないようにすることができる。従って、キー入力が可能なキースイ
ッチと、なぞり入力が可能な静電パッド２０が同一領域に重ねて配置された場合の操作に
おける不確実性をより低減することができるとともに、文字認識処理における認識率をよ
り向上させることができる。その結果、キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入力が
可能な静電パッド２０が同一領域に重ねて配置された場合の操作性をより向上させること
ができる。
【０１０８】
　なお、操作キー１４（キースイッチ）により形成される凹凸領域以外においても、ユー
ザの指が引っかかってしまい、文字認識率が低下してしまう場合がある。一般に、ユーザ
の指が引っかかってしまうと、直近の２点間の傾きが大きく変化すると考えられることか
ら、取得された位置情報に基づいて直近の２点間の傾きを算出し、予め設定された所定の
基準値よりも大きいと判定された場合、取得された位置情報を廃棄するようにしてもよい
。以下、この方法を用いたなぞり入力処理について説明する。
【０１０９】
　図１３のフローチャートは、図３の携帯電話機１における他のなぞり入力処理を示して
いる。なお、図１３のステップＳ１３１乃至Ｓ１３３、ステップＳ１３５乃至Ｓ１３６、
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およびステップＳ１３９乃至Ｓ１４２の処理は、図１１のステップＳ１０１乃至Ｓ１０９
の処理と同様であり、その説明は繰り返しになるので省略する。
【０１１０】
　ステップＳ１３４において、主制御部３１は、取得された位置情報に基づいて、直近の
２点間の傾きを算出する。
【０１１１】
　ステップＳ１３５において操作キー１４（キースイッチ）により形成される凹凸領域に
対応する座標領域ではないと判定された場合、主制御部３１はステップＳ１３７で、記憶
部４７に記憶されている予め設定された所定の２点間の傾きに関する基準値を読み出す。
ステップＳ１３８において、主制御部３１は、読み出された予め設定された所定の２点間
の傾きに関する基準値よりも、算出された直近の２点間の傾きが大きいか否かを判定する
。
【０１１２】
　ステップＳ１３８において予め設定された所定の２点間の傾きに関する基準値よりも、
算出された直近の２点間の傾きが大きいと判定された場合、処理はステップＳ１３６に進
み、ステップＳ１３６において取得された位置情報が廃棄される。
【０１１３】
　ステップＳ１３８において予め設定された所定の２点間の傾きに関する基準値よりも、
算出された直近の２点間の傾きが小さいと判定された場合、処理はステップＳ１３９に進
み、その後、ステップＳ１３９以降の処理が繰り返される。
【０１１４】
　これにより、操作キー１４（キースイッチ）により形成される凹凸領域に対応する座標
領域だけでなく、ユーザの指が引っかかってしまった場合、このときに取得された位置情
報を正確に廃棄することができる。すなわち、実行されるなぞり入力処理において用いな
いようにすることができる。従って、キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入力が可
能な静電パッド２０が同一領域に重ねて配置された場合の操作における不確実性をより低
減することができるとともに、文字認識処理における認識率をより向上させることができ
る。その結果、キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入力が可能な静電パッド２０が
同一領域に重ねて配置された場合の操作性をより向上させることができる。
【０１１５】
　なお、ユーザの指が引っかかってしまった場合、静電パッド２０に対してのユーザの指
による圧力が低下すると考えられることから、なぞり入力中に途切れ（短時間の非接触と
接触）として誤検出することが考えられる。例えば文字認識処理の場合、１本線を途切れ
として誤検出した場合、著しく文字認識率が低下する。そこで、静電パッド２０からの検
出信号から取得される圧力情報を用いて、予め設定された所定の割合以上に静電パッド２
０に対してのユーザの指による圧力が低下したとき、このときに途切れとして取得された
位置情報を廃棄するようにし、１本線のなぞり入力として検出してもよい。以下、この方
法を用いたなぞり入力処理について説明する。
【０１１６】
　図１４のフローチャートは、図３の携帯電話機１における他のなぞり入力処理について
説明する。なお、図１４のステップＳ１５１乃至Ｓ１５２、ステップＳ１５４乃至Ｓ１５
５、およびステップＳ１５８乃至Ｓ１６１の処理は、図１１のステップＳ１０１乃至Ｓ１
０９の処理と同様であり、その説明は繰り返しになるので省略する。
【０１１７】
　ステップＳ１５３において、主制御部３１は、主制御部３１は、静電パッド２０から供
給された検出信号から、ユーザの指などの静電パッド２０上における位置情報（Ｘ軸方向
とＹ軸方向の座標情報）を逐次取得するとともに、その位置における圧力情報を取得する
。
【０１１８】
　ステップＳ１３５において操作キー１４（キースイッチ）により形成される凹凸領域に
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対応する座標領域ではないと判定された場合、主制御部３１はステップＳ１５６で、記憶
部４７に記憶されている予め設定された、静電パッド２０に対してのユーザの指による圧
力の低下の割合に関する所定の基準値を読み出す。
【０１１９】
　ステップＳ１５７において、主制御部３１は、取得された圧力情報に基づいて、読み出
された予め設定された、静電パッド２０に対してのユーザの指による圧力の低下の割合に
関する所定の基準値以上で低下したか否かを判定する。
【０１２０】
　ステップＳ１５７において予め設定された静電パッド２０に対してのユーザの指による
圧力の低下の割合に関する所定の基準値以上で低下したと判定された場合、処理はステッ
プＳ１５５に進み、ステップＳ１５５以降の処理が繰り返される。
【０１２１】
　一方、ステップＳ１５７において予め設定された静電パッド２０に対してのユーザの指
による圧力の低下の割合に関する所定の基準値（経過時間と圧力の変化率）以上で低下し
ていないと判定された場合、処理はステップＳ１５８に進み、ステップＳ１５８以降の処
理が繰り返される。
【０１２２】
　これにより、操作キー１４（キースイッチ）により形成される凹凸領域に対応する座標
領域だけでなく、ユーザの指が引っかかってしまった場合、このときに取得された位置情
報を正確に廃棄することができる。すなわち、実行されるなぞり入力処理において用いな
いようにすることができる。従って、キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入力が可
能な静電パッド２０が同一領域に重ねて配置された場合の操作における不確実性をより低
減することができるとともに、文字認識処理における認識率をより向上させることができ
る。その結果、キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入力が可能な静電パッド２０が
同一領域に重ねて配置された場合の操作性をより向上させることができる。
【０１２３】
　なお、操作キー１４（キースイッチ）により形成される凹凸領域に対応する座標領域通
過後の所定の時間内に取得された位置情報を廃棄して、その後に実行されるなぞり入力処
理に用いないようにしてもよい。
【０１２４】
　また、操作キー１４（キースイッチ）により形成される凹凸領域に対応する座標領域に
おいて取得された位置情報と、操作キー１４（キースイッチ）により形成される凹凸領域
以外の平面領域に対応する座標領域において取得された位置情報に関し、前者を後者より
も重視するような重み付けを行い（例えば、前者を３とすると、後者を５とする重み付け
を行い）、その重み付け係数を用いてなぞり入力処理（特に、文字認識処理など）を行う
ようにしてもよい。これにより、キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入力が可能な
静電パッド２０が同一領域に重ねて配置された場合の操作における不確実性をより低減す
ることができるとともに、文字認識処理における認識率をより向上させることができる。
その結果、キー入力が可能なキースイッチと、なぞり入力が可能な静電パッド２０が同一
領域に重ねて配置された場合の操作性をより向上させることができる。
【０１２５】
　なお、携帯電話機１の静電パッド２０などにより検出されるユーザの指などを「物体」
と定義する。
【０１２６】
　なお、本発明は、携帯電話機１以外にも、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、パ
ーソナルコンピュータ、その他の情報処理装置にも適用することができる。
【０１２７】
　また、本発明の実施形態において説明した一連の処理は、ソフトウェアにより実行させ
ることもできるが、ハードウェアにより実行させることもできる。
【０１２８】
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　さらに、本発明の実施形態では、フローチャートのステップは、記載された順序に沿っ
て時系列的に行われる処理の例を示したが、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列
的あるいは個別実行される処理をも含むものである。
【図面の簡単な説明】
【０１２９】
【図１】本発明に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機の外観の構成を示す外観図。
【図２】本発明に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機の他の外観の構成を示す外観
図。
【図３】本発明に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機の内部の構成を示すブロック
図。
【図４】図３の携帯電話機における入力判定処理を説明するフローチャート。
【図５】操作キーに予め設定されたキー配置領域を説明する説明図。
【図６】ユーザによる静電パッドによる連続した検出を説明する説明図。
【図７】図３の携帯電話機における他の入力判定処理を説明するフローチャート。
【図８】図３の携帯電話機における他の入力判定処理を説明するフローチャート。
【図９】図３の携帯電話機における他の入力判定処理を説明するフローチャート。
【図１０】図３の携帯電話機における他の入力判定処理を説明するフローチャート。
【図１１】図３の携帯電話機におけるなぞり入力処理を説明するフローチャート。
【図１２】図３の携帯電話機における他のなぞり入力処理を説明するフローチャート。
【図１３】図３の携帯電話機における他のなぞり入力処理を説明するフローチャート。
【図１４】図３の携帯電話機における他のなぞり入力処理を説明するフローチャート。
【符号の説明】
【０１３０】
　１…携帯電話機、１１…ヒンジ部、１２…第１の筐体、１３…第２の筐体、１４…操作
キー、１５…マイクロフォン、１６…サイドキー、１７…液晶ディスプレイ、１８…スピ
ーカ、１９a乃至１９d…磁気センサ、２０…静電パッド、２１…ＣＣＤカメラ、２２…サ
ブディスプレイ、２３…静電パッド、３１…主制御部、３２…電源回路、３３…操作入力
制御部、３４…画像エンコーダ、３５…カメラI/F部、３６…ＬＣＤ制御部、３７…画像
デコーダ、３８…多重分離部、３９…変復調回路部、４０…音声コーデック、４１…メイ
ンバス、４２…同期バス、４３…送受信回路部、４４…アンテナ、４５…記録再生部、４
６…メモリカード、４７…記憶部、４８…音楽制御部。
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