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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部を有する表示装置であって，
　前記表示部が設けられた面の反対側の面における歪を検出する歪センサと，
　前記歪センサによる歪の検出値に応じて前記表示部における表示内容の切り替え制御を
行う制御部と、
　前記表示装置の揺動を検出する揺動検出装置とを有し、
　前記制御部は，前記揺動検出装置によって，前記表示装置の揺動が所定の揺動範囲内で
あることが検出された場合の前記歪センサの検出値を用いて，前記歪センサの検出値の補
正を行う
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１において，
　前記歪みセンサは，前記表示装置の筐体の底部に設けられ，利用者が前記底部に対して
行う操作に応じて発生する前記筐体の歪みを検出し検出値を出力し，
　前記制御部は，前記揺動検出装置の検出結果に基づき，前記表示装置の揺動が所定の揺
動範囲内か判定し，前記所定の揺動範囲内と判定した場合，前記歪みセンサの検出値を記
憶部に記憶し，表示時において，前記記憶部の検出値に基づき，前記歪みセンサの検出値
を補正し，前記補正後の検出値に応じて前記表示部における表示内容の切り替え制御を行
う
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　ことを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　請求項２において，
　前記揺動検出装置は，タッチパネルと，加速度センサとであって，
　前記制御部は，所定の時間の間，前記加速度センサが出力する加速度の検出値が所定の
検出値以下か判定し，さらに，前記タッチパネルが出力する，前記タッチパネルに加えら
れた圧力を示す圧力値が所定の圧力値以下か判定し，前記加速度の検出値が所定の検出値
以下であり，前記圧力値が所定の圧力値以下の場合，前記表示装置の揺動が所定の揺動範
囲内と判定する
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項２において，
　前記表示部に対向する，長方形状の前記筐体の底部に，第1の歪みセンサと，第2の歪み
センサとを有し，
　前記第1の歪みセンサは，前記筐体の中心線を基準にして左側領域の前記筐体の底部の
歪みを検出し第1の検出値を出力し，
　前記第2の歪みセンサは，前記筐体の中心線を基準にして右側領域の前記筐体の底部の
歪みを検出し第2の検出値を出力し，
　前記制御部は，前記補正後の第1の検出値と前記補正後の第2の検出値との差分値に応じ
て，前記表示内容を第1の表示状態，または，前記第1の表示状態と異なる第2の表示状態
に切り替え制御する
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　請求項２において，
　前記表示部に対向する，長方形状の前記筐体の底部に，第1の歪みセンサと，第2の歪み
センサとを有し，さらに，前記第1の歪みセンサの温度を検出する第1の温度センサと，前
記第2の歪みセンサの温度を検出する第2の温度センサとを有し，
　前記第1の歪みセンサは，前記筐体の中心線を基準にして左側領域の前記筐体の底部の
歪みを検出し第1の検出値を出力し，
　前記第2の歪みセンサは，前記筐体の中心線を基準にして右側領域の前記筐体の底部の
歪みを検出し第2の検出値を出力し，
　前記第1の温度センサが検出した温度に対応する補正係数に基づき，前記補正後の第1の
検出値を補正し，前記第2の温度センサが検出した温度に対応する補正係数に基づき，前
記補正後の第2の検出値を補正し，
　前記制御部は，前記温度補正後の第1の検出値と前記温度補正後の第2の検出値との差分
値に応じて，前記表示内容を第1の表示状態，または，前記第1の表示状態と異なる第2の
表示状態に切り替え制御する
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項６】
　請求項２において，
　前記表示部に対向する，長方形状の前記筐体の底部における，前記筐体の中心線上に前
記歪みセンサを有し，
　前記歪みセンサは，前記筐体の中心線を基準にして左側領域または右側領域の前記筐体
の底部の歪みを検出し検出値を出力し，
　前記制御部は，前記補正後の検出値が所定の値未満か判定し，判定結果に応じて，前記
表示内容を第1の表示状態，または，前記第1の表示状態と異なる第2の表示状態に切り替
え制御する
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　請求項２において，



(3) JP 5939303 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

　前記表示部に対向する，長方形状の前記筐体の底部における，前記筐体の中心線上に前
記歪みセンサと，前記歪みセンサの温度を検出する温度センサとを有し，
　前記歪みセンサは，前記筐体の中心線を基準にして左側領域または右側領域の前記筐体
の底部の歪みを検出し検出値を出力し，
　前記制御部は，前記温度センサが検出した温度に対応する補正係数に基づき，前記補正
後の検出値を補正し，前記温度補正後の検出値が所定の値未満か判定し，判定結果に応じ
て，前記表示内容を第1の表示状態，または，前記第1の表示状態と異なる第2の表示状態
に切り替え制御する
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　請求項２において，
　前記表示部の表示面に設けられ，前記利用者が触れた位置を検出するタッチパネルを更
に有し，
　前記制御部は，前記利用者が触れた位置に応じて，前記表示内容を第1の表示状態，ま
たは，前記第1の表示状態と異なる第2の表示状態に切り替え制御し，さらに，前記補正後
の検出値に応じて，前記切り替え制御における切り替え速度を決定する
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項９】
　請求項２において，
　前記歪みセンサの温度を検出する温度センサと， 
　前記表示部の表示面に設けられ，前記利用者が触れた位置を検出するタッチパネルとを
更に有し，
　前記制御部は，前記利用者が触れた位置に応じて，前記表示内容を第1の表示状態，ま
たは，前記第1の表示状態と異なる第2の表示状態に切り替え制御し，さらに，前記温度セ
ンサが検出した温度に対応する補正係数に応じて，前記切り替え制御における切り替え速
度を決定する
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
　請求項５において，
　前記制御部は，前記差分値の絶対値に応じて，前記切り替え制御における切り替え速度
を決定する
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１１】
　請求項７において，
　前記制御部は，前記温度補正後の検出値に応じて，前記切り替え制御における切り替え
速度を決定する
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１２】
　請求項６において，
　前記歪みセンサは，4つの抵抗を有するブリッジ回路であって，
　第1の抵抗の一端は第2の抵抗の一端に接続され，前記第2の抵抗の他端は第3の抵抗の一
端に接続され，前記第3の抵抗の他端は，第4の抵抗の一端に接続され，前記第4の抵抗の
他端は前記第1の抵抗の他端に接続され，
　前記中心線を基準にして，前記第1の抵抗と前記第4の抵抗とが対向し，前記第2の抵抗
と前記第3の抵抗とが対向するように配置され，
　前記第1の抵抗と前記第4の抵抗は，歪み量に応じて抵抗値が変化しない抵抗素子であり
，
　前記第2の抵抗と前記第3の抵抗は，歪み量に応じて抵抗値が変化する歪み抵抗素子であ
り，
　前記ブリッジ回路は，前記第1の抵抗と前記第2の抵抗との接続点と，前記第3の抵抗と



(4) JP 5939303 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

前記第4の抵抗との接続点との電位差を検出値として出力する
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１３】
　請求項６において，
　前記歪みセンサは，4つの抵抗を有するブリッジ回路であって，
　第1の抵抗の一端は第2の抵抗の一端に接続され，前記第2の抵抗の他端は第3の抵抗の一
端に接続され，前記第3の抵抗の他端は，第4の抵抗の一端に接続され，前記第4の抵抗の
他端は前記第1の抵抗の他端に接続され，
　前記筐体の長辺に沿う，前記筐体の中心線を基準にして，前記第1の抵抗と前記第4の抵
抗とが対向するように配置され，
　前記筐体の短辺に沿う，前記筐体の中心線を基準にして，前記第2の抵抗と前記第3の抵
抗とが対向するように配置され，
　前記第1の抵抗～前記第4の抵抗は，歪み量に応じて抵抗値が変化する歪み抵抗素子であ
り，
　前記ブリッジ回路は，前記第1の抵抗と前記第2の抵抗との接続点と，前記第3の抵抗と
前記第4の抵抗との接続点との電位差を検出値として出力する
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１４】
　表示部を有する表示装置で実行されるプログラムであって，
　前記表示部が設けられた面の反対側の面における歪を検出する歪センサによる歪の検出
値に応じて前記表示部における表示内容の切り替え制御を行う処理と、
　前記表示装置の揺動を検出する揺動検出装置によって，前記表示装置の揺動が所定の揺
動範囲内であることが検出された場合の前記歪センサの検出値を用いて，前記歪センサの
検出値の補正を行う処理とを、コンピューターに実行させる
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，表示装置，プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子書籍，静止画，動画などの各種情報を表示する表示装置が提案されている。代表的
なかかる表示装置として，タブレット型のコンピューターや，電子ブックが提供されてい
る。かかる表示装置は，利用者の手で保持された状態で操作される。かかる表示装置は，
電子書籍を表示する場合，利用者の指の操作をセンサにより検出し，この検出結果に応じ
て，例えば電子書籍の頁捲りを制御する。
【０００３】
　利用者の指の操作を検出する方法として，表示面に設けられたタッチパネルを利用する
方法がある。また，この利用者の指の操作を検出する方法として，可撓性の表示装置の表
示面に設けられた，表示装置に加えられた屈曲力を検出する屈曲センサを利用する方法が
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2001-265481号公報
【特許文献２】特開平11-242539号公報
【特許文献３】国際公開第WO2005/027089号パンフレット
【特許文献４】特許登録第2580760号
【特許文献５】特開平8-76926号公報
【特許文献６】特表2007-534055号公報
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【特許文献７】特開2010-157060号公報
【特許文献８】特開2007-121765号公報
【特許文献９】国際公開第WO2002/015043号パンフレット
【特許文献１０】特開2003-157134号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし，タッチパネルを利用する方法の場合，例えば，利用者がタッチパネルを頻繁に
触れる(タッチ)ことにより検出性能の劣化が生じやすい。また，表示面に屈曲センサを設
ける場合，利用者の操作の際の圧力が表示パネルに加わり，表示パネルが劣化する。
【０００６】
　1つの側面では，本発明は，表示内容の切り替えのための操作による表示面の劣化の抑
制を図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　表示装置の第１の側面は、表示部を有する表示装置であって，前記表示部が設けられた
面の反対側の面における歪を検出する歪センサと，前記歪センサによる歪の検出値に応じ
て前記表示部における表示内容の切り替え制御を行う制御部と、前記表示装置の揺動を検
出する揺動検出装置とを有し、前記制御部は，前記揺動検出装置によって，前記表示装置
の揺動が所定の揺動範囲内であることが検出された場合の前記歪センサの検出値を用いて
，前記歪センサの検出値の補正を行う。
【発明の効果】
【０００８】
　一実施形態によれば，表示内容の切り替えのための操作による表示面の劣化の抑制を図
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】表示装置の第1の外観図である。
【図２】表示装置の第2の外観図である。
【図３】利用者が表示装置を両手で保持している状態の一例を模式的に示す図である。
【図４】表示装置がタッチパネル面に表示する電子書籍の1頁を模式的に示す図である。
【図５】表示装置がタッチパネル面に表示する電子書籍の見開き2頁を模式的に示す図で
ある。
【図６】第1の実施の形態における表示装置の断面図である。
【図７】利用者が表示装置を保持している状態における表示装置の一部断面図である。
【図８】筐体の底面部における，第1の歪みセンサ，第2の歪みセンサの配置状態を模式的
に示す図である。
【図９】第1の実施の形態における表示装置のハードウェアブロック図の一例である。
【図１０】図9の第1の歪みセンサ，第2の歪みセンサの回路図の一例である。
【図１１】歪み抵抗素子を説明する図である。
【図１２】第1の実施の形態における表示装置のソフトウェアモジュールのブロック図の
一例である。
【図１３】静止状態時電圧の記憶処理を説明するフロー図の一例である。
【図１４】温度補正係数のグラフ図である。
【図１５】第1の出力電圧値と第2の出力電圧値との差分電圧値と，頁捲り速度との関係を
示すグラフ図である。
【図１６】第1の出力電圧値，第2の出力電圧値の時間変化と，この第1の出力電圧値，第2
の出力電圧値の時間変化に対応する頁捲り速度の時間変化を示すグラフ図である。
【図１７】コンテンツ表示制御部が実行する表示処理の流れを説明するフロー図である。
【図１８】第2の実施の形態における表示装置の断面図である。
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【図１９】筐体の底面部における，歪みセンサの配置状態を模式的に示す図である。
【図２０】第2の実施の形態における表示装置のハードウェアブロック図の一例である。
【図２１】図20の歪みセンサの回路図の一例である。
【図２２】第2の実施の形態における表示装置のソフトウェアモジュールのブロック図の
一例である。
【図２３】コンテンツ表示制御部が実行する表示処理の流れを説明するフロー図である。
【図２４】横状態の表示装置を説明する図である。
【図２５】表示装置の底面部における，歪みセンサの配置状態を模式的に示した図である
。
【図２６】図25の歪みセンサの回路図の一例である。
【図２７】第3の実施の形態における表示装置のソフトウェアモジュールのブロック図の
一例である。
【図２８】コンテンツ表示制御部が実行する表示処理の流れを説明するフロー図である。
【図２９】利用者が表示装置を保持している状態における表示装置の断面図である。
【図３０】筐体の底面部における，歪みセンサの配置状態を模式的に示す図である。
【図３１】第4の実施の形態における表示装置のソフトウェアモジュールのブロック図の
一例である。
【図３２】縦状態における表示装置を模式的に示す図である。
【図３３】横状態における表示装置を模式的に示す図である。
【図３４】コンテンツ表示制御部が実行する表示処理の流れを説明するフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　[表示装置の概略説明]
　図1～図3に基づき，以下，第1～第4の実施の形態で説明する表示装置の概略について説
明する。
【００１１】
　図1は，以下の実施の形態で説明する表示装置の第1の外観図である。図1は，表示装置1
00の表面(おもて面)を図示している。ここで，表示装置100の表面とは，表示装置100にお
いて，各種画像が表示される表示部の表示面に設けられ，利用者が触れた位置を検出する
タッチパネル101側を意味する。表示装置100は，長方形状の板状の外観を有する。
【００１２】
　表示装置100の大きさは，例えば，日本工業規格における，Ａ４（横２１０ｍｍ×縦２
９７ｍｍ）サイズ，Ａ５（横１４８ｍｍ×縦２１０ｍｍ）サイズ，Ｂ４（横２５７ｍｍ×
縦３６４ｍｍ）サイズ，Ｂ５（横１８２ｍｍ×縦２５７ｍｍ）サイズである。このように
，表示装置100は，持ち運び可能な装置である。以下の図の説明において，同じ構素には
同一の符号を適宜付し，一度した説明を省略する。
【００１３】
　図2は，以下の実施の形態で説明する表示装置の第2の外観図である。図2は，表示装置1
00の裏面を図示している。ここで，表示装置100の裏面とは，表示装置100において，タッ
チパネル101(図1参照)の反対面を意味する。
【００１４】
　図3は，利用者が表示装置100を両手で保持している状態の一例を模式的に示す図である
。ここで，利用者は，左手HL，右手HRを用いて，表示装置100の筐体105の左右縁部を保持
している。利用者は，この保持において，表面の筐体105に右手HRの親指を掛け，他の指
で，裏面の筐体105を下から支えている。同じく，利用者は，この保持において，表面の
筐体105に左手HLの親指を掛け，他の指で，裏面の筐体105を下から支えている。このとき
，右手HRの親指，左手HLの親指は，タッチパネル101には接していない。表示装置100の筐
体105の素材は，可撓性でない剛性の素材である。この素材とは，金属や硬質プラスチッ
クであり，金属の場合，例えばアルミニウムである。以下，下記の実施の形態で説明する
筐体の素材は，剛性の素材である。なお，矢印AL，ARについては，後記する。
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【００１５】
　図4は，表示装置100がタッチパネル101面に表示する電子書籍の1頁を模式的に示す図で
ある。図4の一点鎖線は文字列を示し，点線囲いは例えば図形を示している。図4の文字列
"-10　page-"は，表示されている頁の頁数を示す。
【００１６】
　図5は，表示装置100がタッチパネル101面に表示する電子書籍の見開き2頁を模式的に示
す図である。この電子書籍の2頁は，見開きの頁である。図5の文字列"-20　page-"，文字
列"-21　page-"は，表示されている頁の頁数を示す。タッチパネル101の下面に設けられ
た表示部(図示しない)を有する表示装置100は，表示部が設けられた面の反対側の面にお
ける歪を検出する歪センサを有する。この歪みセンサは，筐体105の底部に設けられ，利
用者がこの底部に対して行う操作に応じて発生する筐体105の歪みを検出し，検出値を出
力する。表示装置100の制御部(コンピュータ)は，歪センサによる歪の検出値に応じて表
示部における表示内容の切り替え制御を行う。
【００１７】
　表示装置100は，表示装置100の揺動を検出する揺動検出装置を更に有し，揺動検出装置
によって，表示装置100の揺動が所定の揺動範囲内であることが検出された場合の前記歪
センサの検出値を用いて，前記歪センサの検出値の補正を行う。例えば，表示装置100の
制御部は，揺動検出装置の検出結果に基づき，表示装置100の揺動が所定の揺動範囲内か
判定する。表示装置100の制御部は，表示装置100の揺動が所定の揺動範囲内と判定した場
合，歪みセンサの検出値を記憶部に記憶する。そして，表示装置100の制御部は，コンテ
ンツの表示時において，前記した記憶部の検出値に基づき，歪みセンサの検出値を補正し
，補正後の検出値に応じて表示部における表示内容の切り替え制御を行う。
 
【００１８】
　[第1の実施の形態]
　図6は，第1の実施の形態における表示装置100の断面図である。この断面図は，図1，図
2のA-A'線断面図である。ここで，図6の上側が，表示装置100の表面であり，図6の下側が
，表示装置100の裏面である。表示装置100は，タッチパネル101と，表示パネル102と，バ
ッテリー103と，プリント基板104と，筐体105と，第1の歪みセンサ111と，第2の歪みセン
サ112とを有する。
【００１９】
　タッチパネル101は，透明なガラス板または合成樹脂製の透明板を有し，さらに，この
透明板に対する利用者の指の操作を検出する。以下，指の操作を操作と適宜記す。表示パ
ネル102は，各種画像を表示するパネルであり，例えば液晶表示パネルである。表示パネ
ル102が，表示部の一例である。バッテリー103は，タッチパネル101，表示パネル102，プ
リント基板104の各種電子部品に電力を供給する。
【００２０】
　プリント基板104は，各種電子部品を搭載する基板である。表示装置100の筐体105は，
高剛性の筐体であり，例えばアルミニウム製の筐体である。第1の歪みセンサ111，第2の
歪みセンサ112は，利用者が表示装置100の筐体105に対して加えた歪み力を検出する装置
である。第1の歪みセンサ111，第2の歪みセンサ112は，筐体105の底面部105Uに，例えば
，エポキシ系樹脂系の接着剤113により固定される。筐体105の底面部105Uは，筐体105の
底板とも呼ばれる。
【００２１】
　図7は，利用者が表示装置100を保持している状態における表示装置100の一部断面図で
ある。図7の一部断面図では，図3において，右手で保持している表示装置100の部分を示
している。図7では，図6に示した表示パネル102と，バッテリー103と，プリント基板104
，第1の歪みセンサ111の図示を省略している。なお，矢印AUについては，後記する。
【００２２】
　図8は，筐体105の底面部105Uにおける，第1の歪みセンサ111，第2の歪みセンサ112の配
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置状態を模式的に示す図である。表示装置100は，表示装置100の表示パネル102に対向す
る，長方形状の筐体105の底部105Uに，第1の歪みセンサ111と，第2の歪みセンサ112とを
有している。
【００２３】
　図8の符号C1で示す点線は，長方形の短辺の幅W1の中央を示す。第1の歪みセンサ111は
，表示装置100の中央線C1を基準にして，底面部105Uの左側領域に配置されている(設けら
れている)。第2の歪みセンサ112は，表示装置100の中央線C1を基準にして，底面部105Uの
右側領域に配置されている。第1の歪みセンサ111と，第2の歪みセンサ112とは，中心線C1
を基準にして，対称に配置されている。
【００２４】
　利用者が，図3に示した状態で表示装置100を保持している場合，利用者の左手の親指以
外の何れかの指が，図8において，中央線C1を基準にして，底面部105Uの左側領域の筐体1
05の裏面(裏面について図2参照)に触れている。そして，前記した保持において，利用者
の右手の親指以外の何れかの指が，図8において，中央線C1を基準にして，底面部105Uの
右側領域の筐体105の裏面に触れている。
【００２５】
　第1の歪みセンサ111は，筐体105の中心線C1を基準にして左側領域の筐体105の底部105U
の歪みを検出し第1の検出値(以下，第1の出力値と適宜記す)を出力する。第2の歪みセン
サ112は，筐体105の中心線C1を基準にして右側領域の筐体105の底部105Uの歪みを検出し
第2の検出値(以下，第2の出力値と適宜記す)を出力する。第1の歪みセンサ111，第2の歪
みセンサ112が検出する歪みは，利用者が筐体105の底部105Uに対して行う操作に応じて発
生する筐体105の歪みである。
【００２６】
　ここで，図3～図5，図7，図8を参照し，利用者の操作による表示装置100の表示内容変
更処理を説明する。利用者が，図3に示すように，表示装置100を保持している状態におい
て，右手HRの手首を矢印AR方向にひねる操作を行うと，図7に示すように，右手HRの親指
以外のいずれかの指により，矢印AU方向に力が加わる。換言すれば，図8の中央線C1より
右側領域の底面部105Uが，右手HRの親指以外のいずれかの指により加えられた力により僅
かに歪む。しかし，筐体105は剛性の素材であるので，屈曲することはない。利用者が，
右手HRの手首を矢印AR方向にひねる操作を右ひねり操作と適宜記す。
【００２７】
　すると，表示装置100の第2の歪みセンサ112は，この歪みを検出し，表示装置100は，例
えば，電子書籍の頁を次頁に捲り，電子書籍の表示内容を変更する処理を実行する。図4
の例では，表示装置100は，10頁から11頁，12頁のように，N頁(Nは整数)，N+1頁…と頁が
増える方向に頁を捲り，電子書籍の表示内容を変更する。図5の例では，表示装置100は，
見開き20頁，21頁から，見開き22頁，23頁，見開き24頁，25頁のように，見開きN頁，N+1
頁，見開きN+2，N+3頁…と頁が増える方向に頁を捲り，電子書籍の表示内容を変更する。
右ひねり操作が実行された場合に，表示装置100が実行する電子書籍の表示内容の変更処
理を，右頁捲りと適宜記す。
【００２８】
　一方，利用者が，図3に示すように，表示装置100を保持している状態において，左手HL
の手首を矢印AL方向にひねる操作を行うと，図8の中央線C1よりも左側領域の底面部105U
が，左手HLの親指以外のいずれかの指により加えられた力により僅かに歪む。利用者が，
左手HLの手首を矢印AL方向にひねる操作を左ひねり操作と適宜記す。
【００２９】
　すると，表示装置100の第1の歪みセンサ111は，この歪みを検出し，表示装置100は，例
えば，電子書籍の頁を前頁に捲り，電子書籍の表示内容を変更する処理を実行する。図4
の例では，表示装置100は，10頁から9頁，8頁のように，N頁，N-1頁…と頁が減る方向に
頁を捲り，電子書籍の表示内容を変更する。図5の例では，表示装置100は，見開き20頁，
21頁から，見開き18頁，19頁，見開き16頁，17頁のように，見開きN頁，N+1頁，見開きN-
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2，N-1頁…と頁が減る方向に頁を捲り，電子書籍の表示内容を変更する。左ひねり操作が
実行された場合に，表示装置100が実行する電子書籍の表示内容の変更処理を，左頁捲り
と適宜記す。
【００３０】
　なお，表示装置100が，各頁の内容が縦書き文字列の電子書籍を表示する場合は，以下
のように電子書籍の表示内容の変更処理を行う。この縦書き文字列の電子書籍は，日本語
書籍によく見られる。すなわち，表示装置100は，左ひねり操作が行われると，頁が増え
る方向に頁を捲り，電子書籍の表示内容を変更する。また，表示装置100は，右ひねり操
作が行われると，頁が減る方向に頁を捲り，電子書籍の表示内容を変更する。
【００３１】
　上述したように，利用者は表示装置100を両手で保持した状態のまま，電子書籍の頁捲
りができ，頁捲りのために指を大きく動かす必要がない。
【００３２】
　(ハードウェアブロック図)
　図9は，第1の実施の形態における表示装置100のハードウェアブロック図の一例である
。図9ではタブレット型コンピューターを例に説明する。
【００３３】
　表示装置100は，CPU(Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ)121と，メモ
リ122と，記憶装置123と，Gセンサ124と，第1の温度センサ125と，第2の温度センサ126と
を有する。表示装置100は，タッチパネル101用の入力インターフェイス127と，画像処理
装置128と，第1の歪みセンサ111用の入力インターフェイス129と，第2の歪みセンサ112用
の入力インターフェイス130と，外部接続インターフェイス131とを有する。表示装置100
は，タッチパネル101と，表示パネル102と，第1の歪みセンサ111と，第2の歪みセンサ112
とを有する。各ハードウェア構成要素は，バスBにより接続される。また，必要に応じて
，表示装置100は，無線通信装置を有する。表示装置100は，外部接続インターフェイス13
1や，無線通信装置を介して，表示用のコンテンツや，後記するプログラムを取得し，記
憶する。
【００３４】
　CPU121は，表示装置100の全体を制御する演算処理装置(制御部，コンピュータとも呼ぶ
)である。メモリ122は，CPU121が実行する各種情報処理において処理されたデータや各種
プログラムを一時的に記憶する。メモリ122は，例えば，RAM(Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｍｅｍｏｒｙ)である。メモリ122は，第1の歪みセンサ111の出力値，第2の歪みセン
サ112の出力値を記憶する記憶部の一例である。
【００３５】
　記憶装置123は，例えば，ハードディスクドライブ(ＨＤＤ：Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒ
ｉｖｅ)などの磁気記憶装置や，不揮発性のメモリ(Ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｍｅｍｏ
ｒｙ)であり，後記するプログラムや，各種データを記憶する。
【００３６】
　Gセンサ124は，加速度センサとも呼ばれ，表示装置100に加えられた加速度を検出し，
加速度の検出値を出力する。Gセンサ124の検出値は，例えば，表示装置100の揺動が所定
の搖動範囲内にあるか否かを判定する処理や，利用者が表示装置100をどのように保持し
ているか検出するために使用される。なお，詳細については後記する。
【００３７】
　第1の温度センサ125は，第1の歪みセンサ111の近傍に設けられ，第1の歪みセンサ111の
温度を検出するセンサである。第1の温度センサ125が検出した温度は，第1の歪みセンサ1
11の出力値を補正するために使用される。第2の温度センサ126は，第2の歪みセンサ112の
近傍に設けられ，第2の歪みセンサ112の温度を検出するセンサである。第2の温度センサ1
26が検出した温度は，第2の歪みセンサ112の出力値を補正するために使用される。
【００３８】
　タッチパネル101は，表示パネル102上に設けられ，ユーザが，表示パネル102の所望の
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位置を触れる(タッチとも呼ぶ)ことで表示装置100を操作する装置として動作する。タッ
チパネル101は，利用者がタッチパネル101に触れた位置や，触れた際に加えられる圧力の
値をアナログデータとして出力する。なお，タッチパネルの動作方式としては，例えば，
静電容量方式や，抵抗膜方式がある。
【００３９】
　入力インターフェイス127は，タッチパネル101と図12で説明する各種プログラムとのイ
ンターフェイス機能を有する。入力インターフェイス127は，例えば，タッチパネル101の
出力値をアナログ-デジタル変換し，CPU121に出力する。
【００４０】
　表示パネル102は，各種画像を表示するパネルである。表示パネル102は，例えば，液晶
パネルや，有機EL(Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ)パネルなどである。各種
画像とは，例えば，静止画，動画である。静止画としては，例えば電子書籍における各頁
の内容がある。他にも，各種画像として，操作用のユーザインターフェイス画像がある。
【００４１】
　画像処理装置128は，表示パネル102の表示素子を駆動し，表示パネル102に画像を表示
する処理を制御する。
【００４２】
　入力インターフェイス129は，第1の歪みセンサ111と図12で説明する各種プログラムと
のインターフェイス機能を有する。入力インターフェイス129は，例えば，第1の歪みセン
サ111の出力値をアナログ-デジタル変換し，CPU121に出力する。
【００４３】
　入力インターフェイス130は，第2の歪みセンサ112と図12で説明する各種プログラムと
のインターフェイス機能を有する。入力インターフェイス130は，例えば，第2の歪みセン
サ112の出力値をアナログ-デジタル変換し，CPU121に出力する。
【００４４】
　外部接続インターフェイス131は，外部の記録媒体131aとの接続インターフェイスを提
供する。記録媒体131aは，例えば，USB(Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ)メ
モリなどの可搬性記録媒体である。
【００４５】
　(歪みセンサ)
　図10は，図9の第1の歪みセンサ111，第2の歪みセンサ112の回路図の一例である。ブリ
ッジ回路HBR1は，4つの抵抗R1～抵抗R4を有するホイートストンブリッジ(Ｗｈｅａｔｓｔ
ｏｎｅ　ｂｒｉｄｇｅ)回路である。第1の抵抗R1の一端は第2の抵抗R2の一端に接続され
，第1の抵抗R1と第2の抵抗R2との接続点を符号N1で示す。第2の抵抗R2の他端は第3の抵抗
R3の一端に接続され，第2の抵抗R2と第3の抵抗R3との接続点を符号N2で示す。第3の抵抗R
3の他端は，第4の抵抗R4の一端に接続され，第3の抵抗R3と第4の抵抗R4との接続点を符号
N3で示す。第4の抵抗R4の他端は第1の抵抗R1の他端に接続され，第4の抵抗R4と第1の抵抗
R1との接続点を符号N4で示す。
【００４６】
　ブリッジ回路HBR1の第1の抵抗R1～第4の抵抗R4において，1つ以上の抵抗が，歪み量に
応じて抵抗値が変化する歪み抵抗素子である。そして，ブリッジ回路HBR1の第1の抵抗R1
～第4の抵抗R4において，この歪み抵抗素子以外の抵抗が，一定の抵抗値を有する単純な
電気的抵抗である。
【００４７】
　ブリッジ回路HBR1は，接続点N4の端子T4と接続点N2の端子T2とを介して，電源電圧Vex
の供給を受ける。端子T2には低電圧(例えば，グランド電位)が供給され，端子T4には高電
圧が供給される。
【００４８】
　ブリッジ回路HBR1は，接続点N1の端子T1と接続点N3の端子T3との電位差を電圧Voutとし
て出力する。端子T3がプラス端子，端子T1がマイナス端子である。この出力電圧Voutが，
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ブリッジ回路HBR1を有する歪みセンサの出力値である。
【００４９】
　ここで，出力電圧Voutを，(式1)に示す。なお，(式1)において，R1～R4は，それぞれ第
1の抵抗R1～第4の抵抗R4の抵抗値を示す。
【００５０】
　Vout=((R3/(R3+R4))-(R2/(R1+R2))×Vex…(式1)
　なお，歪みゲージに歪みが加えられていない場合には，歪みゲージの抵抗値は，単純な
電気的抵抗素子の抵抗値と同値であるとする。
【００５１】
　図11は，歪み抵抗素子を説明する図である。歪み抵抗素子は，歪みゲージとも呼ばれる
。歪みゲージDGは，キャリアとも呼ばれる絶縁体CR上に，ジグザグ形状の金属のゲージGR
を有する。この金属のゲージGRは，第1のゲージリードL1と，第2のゲージリードL2とを有
する。金属のゲージGRが伸縮すると，このゲージGRの抵抗値が変化する。すなわち，歪み
ゲージDGは，歪み量に応じて抵抗値が変化する。
【００５２】
　図10の第1の抵抗R1～第4の抵抗R4の中で，第3の抵抗R3が歪みゲージDGであるとする。
第3の抵抗R3が歪みゲージDGの場合，例えば，第1のゲージリードL1は，第2の抵抗R2の他
端に接続される。この接続点が，図10の接続点N2である。一方，第2のゲージリードL2は
，第4の抵抗R4の一端に接続される。この接続点が，図10の接続点N3である。
【００５３】
　歪みゲージDGは，金属のゲージGRが伸縮すると，このゲージGRの抵抗値が変化し，その
結果，図10のブリッジ回路HBR1の出力電圧Voutが変化する。第1の歪みセンサ111，第2の
歪みセンサ112は，この出力電圧Voutの変化により，第1の歪みセンサ111，第2の歪みセン
サ112に対して，利用者が加えた歪み量を検出する。
【００５４】
　ここで，第1の抵抗R1～第4の抵抗R4の何れか1つ以上の抵抗を歪みゲージとして，それ
以外の抵抗の抵抗値を適宜設定することにより，歪みゲージに加えられた歪みが大きくな
るに従い，図10のブリッジ回路HBR1の出力電圧が大きくなるとする。換言すれば，第1の
歪みセンサ111は，この歪みセンサに加えられた歪みが大きくなるに従い，出力する電圧
を大きくする。第2の歪みセンサ112は，この歪みセンサに加えられた歪みが大きくなるに
従い，出力する電圧を大きくする。
【００５５】
　(ソフトウェアモジュールのブロック図)
　図12は，第1の実施の形態における表示装置100のソフトウェアモジュールのブロック図
の一例である。図12において，図9で説明したハードウェア要素である，タッチパネル101
，表示パネル102，第1の歪みセンサ111，第2の歪みセンサ112，メモリ122，記憶装置123
，Gセンサ124については，点線で図示している。同じく，第1の温度センサ125，第2の温
度センサ126，画像処理装置128についても，点線で図示している。また，入力インターフ
ェイス127，入力インターフェイス129，入力インターフェイス130，外部接続インターフ
ェイス131については，図12の説明では特に不要なので図示を省略している。
【００５６】
　タッチパネル操作検出部151は，利用者が，指などでタッチパネル101に触れた場合にタ
ッチパネル101が出力する出力結果に基づき，利用者がタッチパネル101に触れた位置や，
触れた時間，触れた際に加えられる圧力の値を検出する。
【００５７】
　静止状態認識処理部152は，揺動検出装置としても機能するタッチパネル101，Gセンサ1
24の検出結果に基づき，表示装置100の揺動が所定の搖動範囲内か，換言すれば表示装置1
00が静止状態か判定する。なお，静止状態は静謐状態とも呼ばれる。具体的には，静止状
態認識処理部152は，所定の時間の間，Gセンサ124が出力する加速度の検出値が所定の検
出値以下か判定し，さらに，タッチパネル101が出力する，タッチパネル101に加えられた
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圧力を示す圧力値が所定の圧力値以下か判定する。静止状態認識処理部152は，検出値が
所定の検出値以下であり，かつ，圧力値が所定の圧力値以下の場合，表示装置100の揺動
が所定の搖動範囲内と判定する。
【００５８】
　そして，静止状態認識処理部152は，表示装置100の揺動が所定の搖動範囲内と判定した
場合，第1の歪みセンサ111，第2の歪みセンサ112の出力電圧値をメモリ122に記憶する処
理を実行する。この静止状態時における，第1の歪みセンサ111，第2の歪みセンサ112の出
力電圧値を適宜，静止状態時電圧値と記す。静止状態認識処理部152が，メモリ122に記憶
した第1の歪みセンサ111の出力値，第2の歪みセンサ112の出力値は，それぞれ第1の静止
状態時電圧値1221，第2の静止状態時電圧値1222である。
【００５９】
　オフセット電圧値補正部153は，メモリ122の第1の静止状態時電圧値1221に基づき，第1
の歪みセンサ111の第1の出力電圧値Vo1を補正し，第1の出力電圧値Vf1を温度補正部154に
出力する。この補正とは，例えば，第1の静止状態時電圧値1221と第1の出力電圧値Vo1と
の差を算出することである。第1の出力電圧値Vf1は，オフセット補正後の第1の出力電圧
値Vo1である。同じく，オフセット電圧値補正部153は，メモリ122の第2の静止状態時電圧
値1222に基づき，第2の歪みセンサ112の第2の出力電圧値Vo2を補正し，第2の出力電圧値V
f2を温度補正部154に出力する。この補正とは，例えば，第2の静止状態時電圧値1222と第
2の出力電圧値Vo2との差を算出することである。第2の出力電圧値Vf2は，オフセット補正
後の第2の出力電圧値Vo2である。
【００６０】
　温度補正部154は，第1の温度センサ125が出力した温度Tp1に対応する温度補正係数に基
づき，オフセット電圧値補正部153が出力した第1の出力電圧値Vf1を補正する。そして，
温度補正部154は，第1の出力電圧値Vt1をコンテンツ表示制御部155に出力する。第1の出
力電圧値Vt1は，温度補正後の第1の出力電圧値Vf1である。
【００６１】
　温度補正部154は，第2の温度センサ126が出力した温度Tp2に対応する温度補正係数に基
づき，オフセット電圧値補正部153が出力した第2の出力電圧値Vf2を補正する。そして，
温度補正部154は，第2の出力電圧値Vt2をコンテンツ表示制御部155に出力する。第2の出
力電圧値Vt2は，温度補正後の第2の出力電圧値Vf2である。
【００６２】
　コンテンツ表示制御部155は，利用者の操作に基づき，記憶装置123のコンテンツ1231を
読み出し，画像処理装置128を介して，表示パネル102に表示出力する。このコンテンツは
，表示対象の情報を有する電子データであり，コンテンツデータとも呼ばれる。コンテン
ツ1231は，例えば，電子書籍データや動画データである。コンテンツ1231が，電子書籍デ
ータの場合，コンテンツ表示制御部155は，読み出したコンテンツ1231を，画像処理装置1
28を介して，例えば，図4に示したように，表示パネル102に表示する。また，コンテンツ
1231が，動画データの場合，コンテンツ表示制御部155は，読み出したコンテンツ1231を
，画像処理装置128を介して，動画像として表示する。
【００６３】
　コンテンツ表示制御部155は，例えば，第1の出力電圧値Vt1と第2の出力電圧値Vt2と差
分値に応じて，コンテンツの表示内容を第1の表示状態，または，第1の表示状態と異なる
第2の表示状態に切り替え制御する表示処理を行う。
【００６４】
　さらに，コンテンツ表示制御部155は，差分電圧値の絶対値に応じて，切り替え制御に
おける切り替え速度を決定し，この決定した切り替え速度に応じて，切り替え制御を実行
する。
【００６５】
　ここで，切り替え制御とは，コンテンツが電子書籍データであり，電子書籍の頁が表示
されている場合，電子書籍データの表示内容である頁を捲る表示処理を行うことを意味す
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る。他にも，切り替え制御とは，コンテンツが動画データであり，動画像が表示されてい
る場合，動画像を早送りまたは巻き戻す表示処理を行うことを意味する。他にも，切り替
え制御とは，コンテンツが例えばHTML(ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕ
ａｇｅ)形式で記述されたWebページであり，Webページが表示されている場合，Webページ
を上方向または下方向に移動する表示処理を行うこと意味する。また，前記Webページの
場合，表示されているWebページを左方向または右方向に移動する表示処理を行うこと意
味する。
【００６６】
　また，コンテンツ表示制御部155は，電子書籍の頁を表示している場合，第1の表示状態
に切り替え制御する表示処理として，頁が増える方向に頁捲り表示処理を行い，第2の表
示状態に切り替え制御する表示処理として，頁が減る方向に頁捲り表示処理を行う。他に
も，コンテンツ表示制御部155は，動画像を表示している場合，第1の表示状態に切り替え
制御する表示処理として，動画の早送り表示処理を行い，第2の表示状態に切り替え制御
する表示処理として，動画の巻き戻し表示処理を行う。他にも，コンテンツ表示制御部15
5は，Webページを表示している場合，第1の表示状態に切り替え制御する表示処理として
，Webページを上方向または左方向に移動する表示処理を行う。また，コンテンツ表示制
御部155は，第2の表示状態に切り替え制御する表示処理として，Webページを下方向また
は右方向に移動する表示処理を行う。
【００６７】
　切り替え速度とは，コンテンツ表示制御部155が電子書籍の頁を表示している場合，頁
捲り速度を意味する。頁捲り速度とは，単位時間当たりに捲られる頁数を意味する。この
頁捲り速度が大きいほど，単位時間当たりに捲られる頁数が多く，この頁捲り速度が小さ
いほど，単位時間当たりに捲られる頁数が少ない。他にも，切り替え速度とは，コンテン
ツ表示制御部155が動画像を表示している場合，早送りの速度，巻き戻しの速度を意味す
る。他にも，切り替え速度とは，コンテンツ表示制御部155がWebページを表示している場
合，上下左右方向の移動速度を意味する。
【００６８】
　タッチパネル操作検出部151，静止状態認識処理部152，オフセット電圧値補正部153，
温度補正部154，コンテンツ表示制御部155は，いわゆるプログラムであり，このプログラ
ムは，例えば，記憶装置123に記憶されている。CPU121(図9参照)は，起動時に，このプロ
グラムを記憶装置123から読み出して，メモリ122に展開することにより，このプログラム
をソフトウェアモジュールとして機能させる。
【００６９】
　なお，このプログラムを，図9で説明した記録媒体131aに記録してもよい。この場合，
図9のCPU121は，起動時に，これらのプログラムを外部接続インターフェイス131に装着さ
れた記録媒体131aから読み出して，メモリ122に展開することにより，これらのプログラ
ムをソフトウェアモジュールとして機能させる。
【００７０】
　(静止状態時電圧の記憶)
　歪みセンサにおいて，検出ばらつきが発生する。検出ばらつきの発生原因としては，例
えば，この歪みセンサの製造時や，この歪みセンサを表示装置に取り付ける際にこの歪み
センサに生じた何らかの不具合がある。他にも，検出ばらつきの発生原因としては，この
歪みセンサの経年劣化がある。表示装置は，検出ばらつきのため，利用者の意図に反して
，表示内容を変化させることがある。
【００７１】
　さて，前記したように歪みセンサにおいて検出ばらつきが発生することにより，歪みセ
ンサ毎に静止状態時のゼロ点が異なる。そこで，表示装置は，自装置すなわち歪みセンサ
の静止状態を検出し，この静止状態時の歪みセンサの出力電圧値を記憶する。そして，表
示装置は，この記憶した出力電圧値に基づき，コンテンツ表示時の歪みセンサの出力電圧
値を補正する。
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【００７２】
　図12を参照し，図13に基づき，静止状態時電圧の記憶処理について説明する。
【００７３】
　図13は，静止状態時電圧の記憶処理を説明するフロー図の一例である。静止状態認識処
理部152は，利用者が，表示装置100の電源を投入したタイミング，他にも，電源投入から
一定時間が経過する度に，図13で説明する処理を実行する。なお，この一定時間とは，例
えば，10分である。
【００７４】
　ステップS1：静止状態認識処理部152は，計時機能を有するタイマーをリセットする。
【００７５】
　ステップS2：静止状態認識処理部152は，Gセンサ124の検出値が，所定の検出値以下か
判定する。ステップS2の判定処理により，表示装置100が揺動していないか判定している
。
【００７６】
　このGセンサ124の検出値が，所定の検出値以下でない場合(ステップS2/NO)，ステップS
1に戻る。このGセンサ124の検出値が，所定の検出以下の場合(ステップS2/YES)，ステッ
プS3に移る。
【００７７】
　ステップS3：静止状態認識処理部152は，リセットしたタイマーを更新する。換言すれ
ば，静止状態認識処理部152は，計時処理を実行する。
【００７８】
　ステップS4：静止状態認識処理部152は，タイマーが計時する時間が，所定の時間を経
過したか判定する。換言すれば，静止状態認識処理部152は，計時開始から所定の時間が
経過したか判定する。タイマーが計時する時間が，所定の時間を経過していない場合(ス
テップS4/NO)，ステップS2に戻る。タイマーが計時する時間が，所定の時間を経過した場
合(ステップS4/YES)，ステップS5に移る。
【００７９】
　ステップS5：静止状態認識処理部152は，タッチパネル操作検出部151が出力するタッチ
パネル101に加えられた圧力の値(圧力値)が，所定の圧力値以下か判定する。ステップS5
の判定処理により，表示装置100に対するユーザ操作の有無を判定している。
【００８０】
　この圧力値が，所定の圧力値以下でない場合(ステップS5/NO)，ステップS1に戻る。こ
の圧力値が，所定の圧力値以下の場合(ステップS5/YES)，ステップS6に移る。
【００８１】
　ステップS6：静止状態認識処理部152は，歪みセンサの出力電圧値を，メモリ122に記憶
する。具体的には，静止状態認識処理部152は，第1の歪みセンサ111の第1の出力電圧値Vo
1を，第1の静止状態時電圧値1221としてメモリ122に記憶し，第2の歪みセンサ112の第2の
出力電圧値Vo2を，第2の静止状態時電圧値1222としてメモリ122に記憶する。
【００８２】
　オフセット電圧値補正部153は，第1の静止状態時電圧値1221に基づき，第1の歪みセン
サ111の第1の出力電圧値Vo1を補正して，第1の歪みセンサ111の検出ばらつきを補正する
。同じく，オフセット電圧値補正部153は，第2の静止状態時電圧値1222に基づき，第2の
歪みセンサ112の第2の出力電圧値Vo2を補正して，第2の歪みセンサ112の検出ばらつきを
補正する。
【００８３】
　なお，静止状態認識処理部152は，Gセンサ124の検出値が所定の検出値以下か判定し，
検出値が所定の検出値以下の場合に，表示装置100の揺動が所定の搖動範囲内と判定して
もよい。すなわち，図13のステップS5の判定処理を省略してもよい。この場合，Gセンサ
のみが揺動検出装置として機能する。この省略により，表示装置100の揺動が所定の搖動
範囲内と判定する処理工程が少なくなり，処理速度が向上する。
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【００８４】
　(温度補正)
　表示装置100内部の温度は，各電子部品の発熱の影響などにより常時変化する。また，
歪みセンサは，温度変化により，出力値が変化することがある。そのため，温度補正部15
4は，温度変化による歪みセンサの出力値変化を補正する。その結果，精度が高い歪みセ
ンサの出力値を得ることができる。
【００８５】
　図12を参照し，図14に基づき，歪みセンサの出力値の温度補正処理について説明する。
【００８６】
　図14は，温度補正係数のグラフ図である。横軸が温度を示し，縦軸が温度補正係数を示
す。グラフ線GL1は，横軸の温度に対応する温度補正係数を示す。例えば，符号Tp1で示す
温度の場合，温度Tp1に対応する温度補正係数は，符号Mp1で示す温度補正係数である。
【００８７】
　温度補正部154は，図14のグラフ線GL1に基づき，第1の出力電圧値Vf1に対して温度補正
を行う。具体的には，第1の歪みセンサ111の近傍に設けられている第1の温度センサ125が
温度Tp1を出力すると，温度補正部154は，図14のグラフ線GL1に基づき，温度補正係数Mp1
を決定する。そして，温度補正部154は，例えば，温度補正係数Mp1と第1の出力電圧値Vf1
とを乗算し，第1の出力電圧値Vt1を算出する。
【００８８】
　同じく，温度補正部154は，図14のグラフ線GL1に基づき，第2の出力電圧値Vf2に対して
温度補正を行う。具体的には，第2の歪みセンサ112の近傍に設けられている第2の温度セ
ンサ126が温度Tp2を出力すると，温度補正部154は，図14のグラフ線GL1に基づき，温度補
正係数Mp2を決定する。そして，温度補正部154は，例えば，温度補正係数Mp2と第2の出力
電圧値Vf2とを乗算し，第2の出力電圧値Vt2を算出する。
【００８９】
　(切り替え制御)
　図12を参照し，図15，図16に基づき，表示内容の切り替え制御の一例として頁捲り制御
について説明する。ここで，第1の歪みセンサ111，第2の歪みセンサ112に同一の歪みが加
えられた場合，第1の出力電圧値Vt1と第2の出力電圧値Vt2とが同値であるとする。
【００９０】
　図15は，第1の出力電圧値Vt1から第2の出力電圧値Vt2を引いた差分電圧値と，頁捲り速
度との関係を示すグラフ図である。横軸が頁捲り速度を示し，縦軸が第1の出力電圧値Vt1
から第2の出力電圧値Vt2を引いた差分電圧値を示す。
【００９１】
　グラフ線GL2は，第1の出力電圧値Vt1から第2の出力電圧値Vt2を引いた差分電圧値に対
応する頁捲り速度を示している。
【００９２】
　図15の縦軸において，第1の出力電圧値Vt1から第2の出力電圧値Vt2を引いた差分電圧値
が正(0より大きい)の部分は，第1の出力電圧値Vt1が第2の出力電圧値Vt2よりも大きいこ
とを示す。第1の出力電圧値Vt1が第2の出力電圧値Vt2よりも大きいとは，利用者が，図3
に示すように，表示装置100を保持している状態において，主に，左手HLの手首を矢印AL
方向にひねる操作(左ひねり操作)を実行していることを示す。
【００９３】
　一方，図15の縦軸において，第1の出力電圧値Vt1から第2の出力電圧値Vt2を引いた差分
電圧値が負(0より小さい)の部分は，第1の出力電圧値Vt1が第2の出力電圧値Vt2よりも小
さいことを示す。第1の出力電圧値Vt1が第2の出力電圧値Vt2よりも小さいとは，利用者が
，図3に示すように，表示装置100を保持している状態において，主に，右手HRの手首を矢
印AR方向にひねる操作(右ひねり操作)を実行していることを示す。
【００９４】
　図15の縦軸において，頁捲り速度が正(0より大きい)の部分は，例えば左頁捲りが実行
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された状態における，この左頁捲りにおける頁捲り速度を示す。一方，図15の縦軸におい
て，頁捲り速度が負(0より小さい)の部分は，例えば右頁捲りが実行された状態における
，この右頁捲りにおける頁捲り速度を示す。
【００９５】
　コンテンツ表示制御部155は，図15に示したように，前記差分電圧値の絶対値が大きく
なるに従い，頁捲り速度を大きくする。
【００９６】
　図16は，第1の出力電圧値Vt1，第2の出力電圧値Vt2の時間変化と，この第1の出力電圧
値Vt1，第2の出力電圧値Vt2の時間変化に対応する頁捲り速度の時間変化を示すグラフ図
である。上側のグラフ図において，横軸は時間を示し，縦軸は，第1の出力電圧値Vt1，第
2の出力電圧値Vt2を示す。グラフ線GL3は，第1の出力電圧値Vt1の時間変化を示し，グラ
フ線GL4は，第2の出力電圧値Vt2の時間変化を示す。ここで，利用者は，図3に示したよう
に，左手HL，右手HRにより，表示装置100を保持した状態で，左ひねり操作を行う。この
時，利用者は，左ひねり操作の操作量を徐々に大きくする。図3の例では，利用者は，左
手HLを矢印AL方向にひねる力を徐々に大きくする。その後，利用者は，左ひねり操作の操
作量を徐々に小さくする。図3の例では，利用者は，左手HLを矢印AL方向にひねる力を徐
々に小さくする。すると，第1の出力電圧値Vt1は，グラフ線GL3のように時間経過と共に
変化する。また，利用者は，前記した左ひねり操作の操作量を徐々に小さくする過程おい
て，右ひねり操作を行う。この右ひねり操作の過程において，利用者は，右ひねり操作の
操作量を徐々に大きくする。図3の例では，利用者は，右手HRを矢印AR方向にひねる力を
徐々に大きくする。その後，利用者は，右ひねり操作の操作量を徐々に小さくする。図3
の例では，利用者は，右手HRを矢印AR方向にひねる力を徐々に小さくする。すると，第2
の出力電圧値Vt2は，グラフ線GL4のように時間経過と共に変化する。
【００９７】
　図16の下側のグラフ図は，図16の上側のグラフ図に示した，第1の出力電圧値Vt1から第
2の出力電圧値Vt2を引いた差分電圧値に対応する頁捲り速度を示している。下側のグラフ
図において，横軸は時間を示し，縦軸は，図16の上側のグラフ図に示した，第1の出力電
圧値Vt1から第2の出力電圧値Vt2を引いた差分電圧値に対応する頁捲り速度を示す。グラ
フ線GL5は，頁捲り速度の時間変化を示す。
【００９８】
　コンテンツ表示制御部155は，第1の出力電圧値Vt1から第2の出力電圧値Vt2を引いた差
分電圧値が正負か否かを判定し，右頁捲りか，左頁捲りかを決定する。さらに，コンテン
ツ表示制御部155は，この差分電圧値の大きさに基づき，頁捲り速度を決定する。
【００９９】
　(表示処理)
　以下，表示処理について説明する。ここでは，図12のコンテンツ1231は，電子書籍デー
タであるとする。コンテンツ表示制御部155は，読み出したコンテンツ1231を，画像処理
装置128を介して，例えば，図4に示したように，表示パネル102に表示する。静止状態認
識処理部152は，既に，図13で説明した，第1の静止状態時電圧値1221，第2の静止状態時
電圧値1222をメモリ122に記憶している。
【０１００】
　そして，オフセット電圧値補正部153は，メモリ122の第1の静止状態時電圧値1221に基
づき，第1の歪みセンサ111の第1の出力電圧値Vo1を補正し，第1の出力電圧値Vf1を温度補
正部154に出力している。さらに，温度補正部154は，第1の温度センサ125が出力する温度
Tp1に基づき，第1の出力電圧値Vf1を補正し，第1の出力電圧値Vt1をコンテンツ表示制御
部155に出力している。同じく，オフセット電圧値補正部153は，メモリ122の第2の静止状
態時電圧値1222に基づき，第2の歪みセンサ112の第2の出力電圧値Vo2を補正し，第2の出
力電圧値Vf2を温度補正部154に出力している。さらに，温度補正部154は，第2の温度セン
サ126が出力する温度Tp2に基づき，第2の出力電圧値Vf2を補正し，第2の出力電圧値Vt2を
コンテンツ表示制御部155に出力している。ここで，コンテンツ表示制御部155は，表示処
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理を実行する。
【０１０１】
　図17は，コンテンツ表示制御部155が実行する表示処理の流れを説明するフロー図であ
る。
【０１０２】
　ステップS11: コンテンツ表示制御部155は，温度補正後の第1の出力電圧値Vf1(第1の出
力電圧値Vt1)を取得する。
【０１０３】
　ステップS12: コンテンツ表示制御部155は，温度補正後の第2の出力電圧値Vf2(第2の出
力電圧値Vt2)を取得する。
【０１０４】
　ステップS13: コンテンツ表示制御部155は，左ひねり操作が行われたか，または，右ひ
ねり操作が行われたかを判定する。具体的には，コンテンツ表示制御部155は，第1の出力
電圧値Vt1から第2の出力電圧値Vt2を引いた差分電圧値が，所定の値未満か判定する。図1
5，図16の例では，コンテンツ表示制御部155は，この差分電圧値が0未満(正か負)か判定
する。コンテンツ表示制御部155は，前記差分電圧値が正の場合，左ひねり操作が行われ
たと判定し(ステップS13/左ひねり操作)，ステップS14に移る。
【０１０５】
　ステップS14: コンテンツ表示制御部155は，左頁捲り処理を実行すると決定する。一方
，ステップS13において，前記差分電圧値が負の場合，コンテンツ表示制御部155は，右ひ
ねり操作が行われたと判定し(ステップS13/右ひねり操作)，ステップS15に移る。
【０１０６】
　ステップS15: コンテンツ表示制御部155は，右頁捲り処理を実行すると決定する。コン
テンツ表示制御部155は，ステップS14またはステップS15の実行後，ステップS16に移る。
【０１０７】
　ステップS16: コンテンツ表示制御部155は，前記差分電圧値に基づき，頁捲り速度を決
定する。具体的には，コンテンツ表示制御部155は，図15に示したように，前記差分電圧
値の絶対値が大きくなるに従い，頁捲り速度が大きくなるように，頁捲り速度を決定する
。換言すれば，コンテンツ表示制御部155は，前記差分電圧値の絶対値に基づき，切り替
え制御における切り替え速度を決定する。
【０１０８】
　ステップS17: コンテンツ表示制御部155は，頁捲り処理を実行する。具体的には，コン
テンツ表示制御部155は，ステップS13で左ひねり操作が行われたと判定した場合(ステッ
プS13/左ひねり操作)，ステップS16で決定した頁捲り速度に基づき，左頁捲り処理を実行
する。一方，コンテンツ表示制御部155は，ステップS13で右ひねり操作が行われたと判定
した場合(ステップS13/右ひねり操作)，ステップS16で決定した頁捲り速度に基づき，右
頁捲り処理を実行する。
【０１０９】
　コンテンツ表示制御部155は，第1の出力電圧値Vt1，第2の出力電圧値Vt2が入力される
と，図17の処理を実行する。そのため，コンテンツ表示制御部155は，左ひねり操作が行
われている間，左頁捲り処理が実行し，右ひねり操作が行われている間，右頁捲り処理を
実行する。その結果，各ひねり操作が行われている間，頁がぺらぺらと捲られ，利用者の
所望する頁に移動することができる。
【０１１０】
　本実施の形態の表示装置によれば，電子書籍を閲覧している利用者は，あたかも紙媒体
の本を読書しているかのように，頁捲りを実行することができる。従来は，電子書籍の閲
覧している利用者は，頁捲りをする場合，例えば，両手で表示装置を保持している状態か
ら，片手で表示装置を保持し，他の手でタッチパネルを操作して頁捲りを実行する操作を
行っていた。
【０１１１】
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　しかし，本実施の形態の表示装置は，表示装置の筐体底部に配置された歪みセンサに基
づき，利用者が両手で表示装置を保持している状態において手首をひねる操作により筐体
底部に加えられた歪みを検出している。そして，本実施の形態の表示装置は，検出した歪
みに基づき，左ひねり操作が行われたか，または，右ひねり操作が行われたか判定し，判
定結果に応じて，表示内容の切り替え制御を実行している。
【０１１２】
　その結果，利用者は，両手で表示装置を保持している状態において，手首をひねる操作
を行うだけで，この表示装置に対して所望の方向に頁捲りを実行するように指示する操作
が可能になる。この保持状態は，あたかも紙媒体の書籍を保持している状態である。この
紙媒体の書籍を保持している状態とは，例えば，以下の状態である。すなわち，見開き状
態の書籍の左側の頁部分を左手の親指と左手の親指以外の指で挟むように保持し，見開き
状態の書籍の右側の頁部分を右手の親指と右手の親指以外の指で挟むように保持する状態
である。
【０１１３】
　そのため，本実施の形態の表示装置によれば，利用者があたかも紙媒体の本を読書して
いるかのように頁捲りを実行するので，利用者の操作性が良好な頁捲り指示操作を実現す
ることができ，利用者の利便性に資する。
【０１１４】
　また，表示装置は，CPU，メモリ，記憶装置などの可撓性ではない電子部品を搭載して
いるため，これら電子部品を格納する剛性の筐体が必要である。すなわち，表示装置は，
可撓性ではなく剛性である。しかし，本実施の形態の表示装置は，この筐体底部に歪みセ
ンサを設け，この歪みセンサが，利用者が操作することにより，筐体底部に加えられた歪
みを検出している。そのため，前記した利用者の保持状態(図3参照)において，本実施の
形態の表示装置は，検出した歪みに基づき，左ひねり操作が行われたか，または，右ひね
り操作が行われたか判定し，判定結果に応じて，表示内容の切り替え制御を実行すること
ができる。
【０１１５】
　さらに，利用者はタッチパネルに対して操作を行わないので，タッチパネルやタッチパ
ネルの下側に配置されている表示パネルに対して不要な力が加わることにより生じるタッ
チパネルや表示パネルの劣化を防止することができる。
【０１１６】
　さらに，利用者のひねり操作を検出する歪みセンサの検出ばらつきを補正しているので
，利用者の意図を正確に反映した表示内容(頁捲り)の制御が可能になる。また，表示装置
の揺動を検出する装置として，表示装置に標準的に装備されているタッチパネル，Gセン
サを利用しているので，揺動を検出する専用の装置を装備しなくてもよい。その結果，製
造コストを削減することができる。
【０１１７】
　なお，前記した温度補正処理を実行しないことも可能である。この場合，図9，図12で
説明した第1の温度センサ125，第2の温度センサ126は不要であり，さらに，図12で説明し
た，温度補正部154も不要である。前記した温度補正処理を実行しない場合，オフセット
電圧値補正部153は，第1の出力電圧値Vf1，第2の出力電圧値Vf2をコンテンツ表示制御部1
55に出力する。コンテンツ表示制御部155は，第1の出力電圧値Vf1と第2の出力電圧値Vf2
との差分値に応じて，コンテンツの表示内容を切り替え制御する。この構成により，歪み
センサの温度を検出する温度センサが不要になるので，製造コストを削減することができ
る。
【０１１８】
　さらに，歪みセンサが高精度であり，検出ばらつきが無視できる場合，温度補正処理を
実行しないだけでなく，歪みセンサの検出ばらつき補正処理を実行しないことも可能であ
る。この場合，図12で説明した，オフセット電圧値補正部153が不要になる。検出ばらつ
きの補正処理を実行しない場合，第1の歪みセンサ111は，第1の出力電圧値Vo1をコンテン
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ツ表示制御部155に出力する。また，第2の歪みセンサ112は，第2の出力電圧値Vo2をコン
テンツ表示制御部155に出力する。コンテンツ表示制御部155は，第1の出力電圧値Vo1
と第2の出力電圧値Vo2との差分値に応じて，コンテンツの表示内容を切り替え制御する。
この構成により，補正処理が不要になるので，表示装置100の処理量を削減できる。さら
に，処理量削減により，利用者の操作に対するコンテンツの表示内容切り替え処理が実行
される迄の時間を短縮でき，操作に対する応答性が高まる。
【０１１９】
　[第2の実施の形態]
　第1の実施の形態では，2つの歪みセンサを有する表示装置について説明した。しかし，
2つの歪みセンサを用いると，製造コストが上昇する。さらに，2つの歪みセンサを表示装
置内に設けるため，表示装置内の物理的領域が狭くなる。そこで，以下に説明する他の実
施の形態では，1つの歪みセンサを有する表示装置について説明する。本実施の形態の表
示装置の外観は，図1，図2で説明した表示装置100の外観と同様であるとする。
【０１２０】
　図18は，第2の実施の形態における表示装置200の断面図である。この断面図は，図1，
図2のA-A'線断面図に相当する。表示装置200は，タッチパネル201と，表示パネル202と，
バッテリー203と，プリント基板204と，筐体205と，歪みセンサ211とを有する。歪みセン
サ211は，筐体205の底面部205Uに，例えば，接着剤213により固着されている。筐体205の
底面部205Uは，筐体205の底板とも呼ばれる。
【０１２１】
　図19は，筐体205の底面部における，歪みセンサ211の配置状態を模式的に示す図である
。
【０１２２】
　図19の符号C21で示す点線は，長方形の短辺の幅W21の中央を示す。歪みセンサ211は，
表示装置200の中央線C21上に配置されている。換言すれば，表示装置200は，表示装置200
の表示パネル202に対向する，長方形状の筐体205の底部205Uにおける筐体205の中心線C21
上に歪みセンサ211を有する。
【０１２３】
　利用者が，図3に示した状態で表示装置200を保持している場合，利用者の左手の親指以
外の何れかの指が，図19において，中央線C21を基準にして，底面部205Uの左側領域の筐
体205の裏面(裏面について図2参照)に触れている。そして，前記した保持において，利用
者の右手の親指以外の何れかの指が，図19において，中央線C21を基準にして，底面部205
Uの右側領域の筐体205の裏面に触れている。
【０１２４】
　歪みセンサ211は，筐体205の中心線C21を基準にして左側領域または右側領域の筐体205
の底部205Uの歪みを検出し検出値(以下，出力値と適宜記す)を出力する。歪みセンサ211
が検出する歪みは，利用者が筐体205の底部205Uに対して行う操作に応じて発生する筐体2
05の歪みである。
【０１２５】
　(ハードウェアブロック図)
　図20は，第2の実施の形態における表示装置200のハードウェアブロック図の一例である
。図20ではタブレット型コンピューターを例に説明する。
【０１２６】
　表示装置200は，CPU221と，メモリ222と，記憶装置223と，Gセンサ224と，温度センサ2
25とを有する。表示装置200は，タッチパネル201用の入力インターフェイス227と，画像
処理装置228と，歪みセンサ211用の入力インターフェイス229と,外部接続インターフェイ
ス230とを有する。表示装置200は，タッチパネル201と，表示パネル202と，歪みセンサ21
1とを有する。各ハードウェア構成要素は，バスBにより接続される。また，必要に応じて
，表示装置200は，無線通信装置を有する。表示装置200は，外部接続インターフェイス13
1や，無線通信装置を介して，表示用のコンテンツや，後記するプログラムを取得し，記



(20) JP 5939303 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

憶する。
【０１２７】
　CPU221は，表示装置200の全体を制御する演算処理装置(制御部，コンピュータとも呼ぶ
)である。メモリ222は，CPU221が実行する各種情報処理において処理されたデータや各種
プログラムを一時的に記憶する。メモリ222は，例えば，RAMである。メモリ222は，歪み
センサ211の出力値を記憶する記憶部の一例である。
【０１２８】
　記憶装置223は，例えば，ハードディスクドライブなどの磁気記憶装置や，不揮発性の
メモリであり，後記するプログラムや，各種データを記憶する。
【０１２９】
　Gセンサ224は，加速度センサとも呼ばれ，表示装置200に加えられた加速度を検出し，
検出値を出力する。Gセンサ224の検出値は，例えば，表示装置200の揺動が所定の搖動範
囲内にあるか否かを判定する処理や，利用者が表示装置200をどのように保持しているか
検出するために使用される。なお，詳細については後記する。
【０１３０】
　温度センサ225は，歪みセンサ211の近傍に設けられ，歪みセンサ211の温度を検出する
センサである。温度センサ225が検出した温度は，歪みセンサ211の出力値を補正するため
に使用される。
【０１３１】
　タッチパネル201は，表示パネル202上に設けられ，ユーザが，表示パネル202の所望の
位置を触れることで表示装置200を操作する装置として動作する。タッチパネル201は，利
用者がタッチパネル201に触れた位置や，触れた際に加えられる圧力の値をアナログデー
タとして出力する。なお，タッチパネルの動作方式としては，例えば，静電容量方式や，
抵抗膜方式がある。
【０１３２】
　入力インターフェイス227は，タッチパネル201と図22で説明する各種プログラムとのイ
ンターフェイス機能を有する。入力インターフェイス227は，例えば，タッチパネル201の
出力値をアナログ-デジタル変換し，CPU221に出力する。
【０１３３】
　表示パネル202は，各種画像を表示するパネルである。表示パネル202は，例えば，液晶
パネルや，有機ELパネルなどである。表示パネル202が，表示部の一例である。各種画像
とは，例えば，静止画，動画である。静止画としては，例えば電子書籍における各頁の内
容がある。他にも，各種画像として，操作用のユーザインターフェイス画像がある。
【０１３４】
　画像処理装置228は，表示パネル202の表示素子を駆動し，表示パネル202に画像を表示
する処理を制御する。
【０１３５】
　入力インターフェイス229は，歪みセンサ211と図22で説明する各種プログラムとのイン
ターフェイス機能を有する。入力インターフェイス229は，例えば，歪みセンサ211の出力
値をアナログ-デジタル変換し，CPU221に出力する。
【０１３６】
　外部接続インターフェイス230は，外部の記録媒体230aとの接続インターフェイスを提
供する。記録媒体230aは，例えば，USBメモリなどの可搬性記録媒体である。
【０１３７】
　(歪みセンサ)
　図21は，図20の歪みセンサ211の回路図の一例である。ブリッジ回路HBR2は，4つの抵抗
R11～第4の抵抗R14を有するブリッジ回路である。第1の抵抗R11の一端は第2の抵抗R12の
一端に接続され，第1の抵抗R11と第2の抵抗R12との接続点を符号N11で示す。第2の抵抗R1
2の他端は第3の抵抗R13の一端に接続され，第2の抵抗R12と第3の抵抗R13との接続点を符
号N12で示す。第3の抵抗R13の他端は，第4の抵抗R14の一端に接続され，第3の抵抗R13と
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第4の抵抗R14との接続点を符号N13で示す。第4の抵抗R14の他端は第1の抵抗R11の他端に
接続され，第4の抵抗R14と第1の抵抗R11との接続点を符号N14で示す。図21の符号C21は，
図19の中心線C21である。
【０１３８】
　ブリッジ回路HBR2において，中心線C21を基準にして，第1の抵抗R11と第4の抵抗R14と
が対向し，第2の抵抗R12と第3の抵抗R12とが対向するように配置されている。換言すれば
，ブリッジ回路HBR2において，中心線C21を基準にして，第1の抵抗R11と第4の抵抗R14と
が対称に配置され，第2の抵抗R12と第3の抵抗R12とが対称に配置されている。
【０１３９】
　ブリッジ回路HBR2の第1の抵抗R11～第4の抵抗R14において，歪みゲージと単純な電気的
抵抗素子の組み合わせは以下の通りである。単純な電気的抵抗素子は，歪みにより抵抗値
が変化しない抵抗素子である。すなわち，第1の抵抗R11と第4の抵抗R14とが歪みゲージ，
第2の抵抗R12と第3の抵抗R13とが単純な電気的抵抗素子，または，第2の抵抗R12と第3の
抵抗R13とが歪みゲージ，第1の抵抗R11と抵抗R14とが単純な電気的抵抗素子である。他に
も，第1の抵抗R11～第4の抵抗R14が，歪みゲージである。この歪みゲージは，図11で説明
したので，詳細な内容は省略する。
【０１４０】
　ブリッジ回路HBR2は，接続点N14の端子T14と接続点N12の端子T12とを介して，電源電圧
Vexの供給を受ける。端子T12には低電圧が供給され，端子T14には高電圧が供給される。
【０１４１】
　ブリッジ回路HBR2は，接続点N11の端子T11と接続点N13の端子T13との電位差を電圧Vout
として出力する。端子T13がプラス端子，端子T11がマイナス端子である。この出力電圧Vo
utが，歪みセンサ211の出力値である。
【０１４２】
　ここで，出力電圧Voutを，(式2)に示す。なお，(式2)において，R11～R14は，それぞれ
第1の抵抗R11～第4の抵抗R14の抵抗値を示す。
【０１４３】
　Vout=((R13/(R13+R14))-(R12/(R11+R12))×Vex…(式2)
　なお，歪みゲージに歪みが加えられていない場合には，歪みゲージの抵抗値は，単純な
電気的抵抗素子の抵抗値と同値であるとする。
【０１４４】
　ここで，歪みゲージは，歪みゲージに加えられた歪みが大きくなるに従い抵抗値が大き
くなるとする。そして，第2の抵抗R12 ，第3の抵抗R13が，この歪みゲージであるとする
。このとき，歪みゲージに測定誤差がないと仮定すると，左ひねり操作，または，右ひね
り操作により，歪みセンサ211の出力電圧値が変化する。この仮定のもと，左ひねり操作
が行われると，抵抗R11，抵抗R13に歪みが加わり，歪みゲージである抵抗R13の抵抗値が
大きくなり，歪みセンサ211の出力電圧Voutが正の値になる。一方，右ひねり操作が行わ
れると，抵抗R14，抵抗R12に歪みが加わり，歪みゲージである抵抗R12の抵抗値が大きく
なり，歪みセンサ211の出力電圧Voutが負の値になる。以上説明した，出力電圧Voutの変
化により，表示装置200は，左ひねり操作が実行されたか，右ひねり操作が実行されたか
を判定する。
【０１４５】
　(ソフトウェアモジュール)
　図22は，第2の実施の形態における表示装置200のソフトウェアモジュールのブロック図
の一例である。図22において，図20で説明したハードウェア要素である，タッチパネル20
1，表示パネル202，歪みセンサ211，メモリ222，記憶装置223，Gセンサ224，温度センサ2
25，画像処理装置228については，点線で図示している。また，入力インターフェイス227
，入力インターフェイス229，外部接続インターフェイス230については，図22の説明では
特に不要なので図示を省略している。
【０１４６】
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　タッチパネル操作検出部251は，利用者が，指などでタッチパネル201に触れた場合にタ
ッチパネル201が出力する出力結果に基づき，利用者がタッチパネル201に触れた位置や，
触れた時間，触れた際に加えられる圧力の値を検出する。
【０１４７】
　静止状態認識処理部252は，図12，図13で説明したように，表示装置200の揺動を検出す
る揺動検出装置としても機能するタッチパネル201，Gセンサ224の検出結果に基づき，表
示装置200の揺動が所定の搖動範囲内か判定する。換言すれば，静止状態認識処理部252は
，Gセンサ224の出力値，タッチパネル操作検出部251の検出結果に基づき，表示装置200の
揺動が所定の搖動範囲内か判定する。そして，静止状態認識処理部252は，所定の搖動範
囲内と判定した場合，歪みセンサ211の出力電圧値をメモリ222に記憶する処理を実行する
。この静止状態時における，歪みセンサ211の出力電圧値を適宜，静止状態時電圧値と記
す。静止状態認識処理部252が，メモリ222に記憶した歪みセンサ211の出力値は，静止状
態時電圧値2221である。
【０１４８】
　オフセット電圧値補正部253は，メモリ222の静止状態時電圧値2221に基づき，歪みセン
サ211の出力電圧値Voを補正し，出力電圧値Vfを温度補正部254に出力する。この補正とは
，例えば，静止状態時電圧値2221と出力電圧値Voとの差を算出することである。出力電圧
値Vfは，オフセット補正後の出力電圧値Voである。
【０１４９】
　温度補正部254は，図14で説明したように，温度センサ225が出力した温度Tpに対応する
温度補正係数に基づき，オフセット電圧値補正部253が出力した出力電圧値Vfを補正する
。そして，温度補正部254は，出力電圧値Vtをコンテンツ表示制御部255に出力する。出力
電圧値Vtは，温度補正後の出力電圧値Vfである。
【０１５０】
　コンテンツ表示制御部255は，利用者の操作に基づき，記憶装置223のコンテンツ2231を
読み出し，画像処理装置228を介して，表示パネル202に表示出力する。このコンテンツは
，表示対象の情報を有する電子データであり，コンテンツデータとも呼ばれる。コンテン
ツ2231は，例えば，電子書籍データや動画データである。コンテンツ2231が，電子書籍デ
ータの場合，コンテンツ表示制御部255は，読み出したコンテンツ2231を，画像処理装置2
28を介して，例えば，図4に示したように，表示パネル202に表示する。また，コンテンツ
2231が，動画データの場合，コンテンツ表示制御部255は，読み出したコンテンツ2231を
，画像処理装置228を介して，動画像として表示する。
【０１５１】
　コンテンツ表示制御部255は，例えば，出力電圧値Vtが所定の値未満か判定し，判定結
果に応じて，コンテンツの表示内容の切り替え制御における表示状態を第1の表示状態，
または，第1の表示状態と異なる第2の表示状態に制御する表示処理を行う。また，コンテ
ンツ表示制御部255は，出力電圧値Vtの絶対値に応じて，切り替え制御における切り替え
速度を決定し，この決定した切り替え速度に応じて，切り替え制御を実行する。
【０１５２】
　切り替え制御，第1の表示状態，第2の表示状態，切り替え速度については，図12で説明
したのでその説明を省略する。
【０１５３】
　タッチパネル操作検出部251，静止状態認識処理部252，オフセット電圧値補正部253，
温度補正部254，コンテンツ表示制御部255は，いわゆるプログラムであり，このプログラ
ムは，例えば，記憶装置223に記憶されている。CPU221(図20参照)は，起動時に，このプ
ログラムを記憶装置223から読み出して，メモリ222(図20参照)に展開することにより，こ
のプログラムをソフトウェアモジュールとして機能させる。
【０１５４】
　なお，このプログラムを，図20で説明した記録媒体230aに記録してもよい。この場合，
図20のCPU221は，起動時に，これらのプログラムを外部接続インターフェイス230に装着
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された記録媒体230aから読み出して，メモリ222に展開することにより，これらのプログ
ラムをソフトウェアモジュールとして機能させる。
【０１５５】
　(表示処理)
　以下，表示処理について説明する。ここでは，図12のコンテンツ2231は，電子書籍デー
タであるとする。コンテンツ表示制御部255は，読み出したコンテンツ2231を，画像処理
装置228を介して，例えば，図4に示したように，表示パネル202に表示する。静止状態認
識処理部252は，既に，図13で説明したように，静止状態時電圧値222をメモリ2221に記憶
している。
【０１５６】
　そして，オフセット電圧値補正部253は，メモリ222の静止状態時電圧値2221に基づき，
歪みセンサ211の出力電圧値Voを補正し，出力電圧値Vfを温度補正部254に出力している。
さらに，温度補正部254は，温度センサ225が出力する温度Tpに基づき，出力電圧値Vfを補
正し，出力電圧値Vtをコンテンツ表示制御部255に出力している。ここで，コンテンツ表
示制御部255は，表示処理を実行する。
【０１５７】
　図23は，コンテンツ表示制御部255が実行する表示処理の流れを説明するフロー図であ
る。
【０１５８】
　ステップS21: コンテンツ表示制御部255は，温度補正後の出力電圧値Vf(出力電圧値Vt)
を取得する。
【０１５９】
　ステップS22: コンテンツ表示制御部255は，左ひねり操作が行われたか，または，右ひ
ねり操作が行われたかを判定する。具体的には，コンテンツ表示制御部255は，出力電圧
値Vtが所定の値未満か判定する。コンテンツ表示制御部255は，出力電圧値Vtが所定の値(
例えば，0)を超えた場合，左ひねり操作が行われたと判定し(ステップS22/左ひねり操作)
，ステップS23に移る。
【０１６０】
　ステップS23: コンテンツ表示制御部255は，左頁捲り処理を実行すると決定する。一方
，コンテンツ表示制御部255は，出力電圧値Vtが所定の値未満の場合，右ひねり操作が行
われたと判定し(ステップS22/右ひねり操作)，ステップS24に移る。
【０１６１】
　ステップS24: コンテンツ表示制御部255は，右頁捲り処理を実行すると決定する。
【０１６２】
　コンテンツ表示制御部255は，ステップS23またはステップS24の実行後，ステップS25に
移る。
【０１６３】
　ステップS25:コンテンツ表示制御部255は，出力電圧値Vtに基づき，頁捲り速度を決定
する。このとき，コンテンツ表示制御部255は，出力電圧値Vtの絶対値が大きくなるに従
い，頁捲り速度が大きくなるように，頁捲り速度を決定する。換言すれば，コンテンツ表
示制御部255は，出力電圧値Vtの絶対値に基づき，切り替え制御における切り替え速度を
決定する。
【０１６４】
　ステップS26: コンテンツ表示制御部255は，頁捲り処理を実行する。具体的には，コン
テンツ表示制御部255は，ステップS22で左ひねり操作が行われたと判定した場合(ステッ
プS22/左ひねり操作)，ステップS25で決定した頁捲り速度に基づき，左頁捲り処理を実行
する。一方，コンテンツ表示制御部255は，ステップS22で右ひねり操作が行われたと判定
した場合(ステップS22/右ひねり操作)，ステップS25で決定した頁捲り速度に基づき，右
頁捲り処理を実行する。
【０１６５】
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　コンテンツ表示制御部255は，出力電圧値Vtが入力されると，図23の処理を実行する。
そのため，コンテンツ表示制御部255は，左ひねり操作が行われている間，左頁捲り処理
を実行し，右ひねり操作が行われている間，右頁捲り処理を実行する。その結果，各ひね
り操作が行われている間，頁がぺらぺらと捲られ，利用者の所望する頁に移動することが
できる。
【０１６６】
　以上説明した，本実施の形態によれば，第1の実施の形態で説明した効果に加えて，以
下の効果を奏することができる。すなわち，本実施の形態の表示装置によれば，歪みセン
サを図21のブリッジ回路HBR2の構成にしているので，1つの歪みセンサで，左ひねり操作
が実行されたか，右ひねり操作が実行されたかを判定することができる。
【０１６７】
　また，本実施の形態によれば，歪みセンサの数を1つにしているので，歪みセンサの個
数削減により，製造コストを削減できる。さらに，1つの歪みセンサのみを表示装置内に
設けているため，表示装置内の物理的領域が狭くなるのを防止できる。
【０１６８】
　なお，前記した温度補正処理を実行しないことも可能である。この場合，図20，図22で
説明した温度センサ225は不要であり，さらに，図22で説明した，温度補正部254も不要で
ある。前記した温度補正処理を実行しない場合，オフセット電圧値補正部253は，出力電
圧値Vfをコンテンツ表示制御部255に出力する。コンテンツ表示制御部255は，出力電圧値
Vfに基づき，図23のステップS22の判定処理を実行し，コンテンツの表示内容を切り替え
制御する。この構成により，歪みセンサの温度を検出する温度センサが不要になるので，
製造コストを削減することができる。
【０１６９】
　さらに，歪みセンサが高精度であり，検出ばらつきが無視できる場合，温度補正処理を
実行しないだけでなく，歪みセンサの検出ばらつき補正処理を実行しないことも可能であ
る。この場合，図22で説明した，オフセット電圧値補正部253が不要になる。検出ばらつ
きの補正処理を実行しない場合，歪みセンサ211は，出力電圧値Voをコンテンツ表示制御
部255に出力する。コンテンツ表示制御部255は，出力電圧値Voに基づき，図23のステップ
S22の判定処理を実行し，コンテンツの表示内容を切り替え制御する。この構成により，
補正処理が不要になるので，表示装置200の処理量を削減できる。さらに，処理量削減に
より，利用者の操作に対するコンテンツの表示内容切り替え処理が実行される迄の時間を
短縮でき，操作に対する応答性が高まる。
【０１７０】
　[第3の実施の形態]
　第2の実施の形態では，利用者は，左手，右手で表示装置を縦状態で保持している。こ
の表示装置を縦状態で保持するとは，長方形形状の表示装置において，利用者が，図3で
示したように，左側の長辺部を左手HLで保持し，右側の長辺部を右手HRで保持している状
態を意味する。一方，利用者は，図3で示した状態において，表示装置を90度，左または
右に回転させた状態で，この表示装置を保持することができる。すなわち，利用者は，左
手，右手で表示装置を横状態で保持することができる。この表示装置を横状態で保持する
とは，長方形形状の表示装置において，利用者が，左側の短辺部を左手HLで保持し，右側
の短辺部を右手HRで保持している状態を意味する。
【０１７１】
　図24は，横状態の表示装置300を説明する図である。図24においては，図3の縦状態で保
持されている表示装置を右に90度回転させた状態を示している。このとき，表示装置300
は，タッチパネル301面に表示している内容を，この回転の逆方向に回転させる。なお，
図24の符号305は，表示装置300の筐体を示している。
【０１７２】
　第3の実施の形態では，利用者が，表示装置を縦状態，または，横状態で保持していて
も，利用者の左ひねり操作，または，右ひねり操作に応じた，表示内容の変更処理を実行
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する表示装置について説明する。
【０１７３】
　本実施の形態の表示装置の外観は，図1，図2で説明した表示装置100の外観と同様であ
るとする。図1，図2のA-A'線断面図に相当する断面図は，図18の断面図と同様なので図示
を省略する。
【０１７４】
　図25は，表示装置300の底面部305Uにおける，歪みセンサ311の配置状態を模式的に示し
た図である。図25の符号C31で示す点線は，長方形の短辺の幅W31の中央を示す。中心線C3
1は，筐体305の長辺に沿う(平行)，筐体305の中心線である。符号C32で示す点線は，長方
形の長辺の幅W32の中央を示す。中心線C32は，筐体305の短辺に沿う(平行)，筐体305の中
心線である。
【０１７５】
　歪みセンサ311は，例えば，表示装置300の中心に配置されている。換言すれば，表示装
置300は，表示装置300の表示パネル302に対向する，長方形状の筐体305の底部305Uにおけ
る筐体305の中心線C31および中心線C32上に歪みセンサ211を有する。
【０１７６】
　利用者が，図3に示した状態で表示装置300を保持している場合(縦状態で保持)，利用者
の左手の親指以外の何れかの指が，図25において，中央線C31を基準にして，底面部305U
の左側領域の筐体305の裏面(裏面について図2参照)に触れている。そして，縦状態で保持
している場合，利用者の右手の親指以外の何れかの指が，図8において，中央線C31を基準
にして，底面部305Uの右側領域の筐体305に触れている。
【０１７７】
　また，利用者が，図25における表示装置300の配置状態から右に90度回転した横状態で
表示装置300を保持している場合，利用者の左手の親指以外の何れかの指が，図25におい
て，中央線C32を基準にして，底面部305Uの左側領域の筐体305の裏面に触れている。そし
て，この横状態で保持している場合，利用者の右手の親指以外の何れかの指が，図25にお
いて，中央線C32を基準にして，底面部305Uの右側領域の筐体305の裏面に触れている。
【０１７８】
　歪みセンサ311は，縦状態において，筐体305の中心線C31を基準にして左側領域または
右側領域の筐体305の底部305Uの歪みを検出し検出値(以下，出力値と適宜記す)を出力す
る。さらに，歪みセンサ311は，横状態において，筐体305の中心線C32を基準にして左側
領域または右側領域の筐体305の底部305Uの歪みを検出し出力値を出力する。歪みセンサ3
11が検出する歪みは，利用者が筐体305の底部305Uに対して行う操作に応じて発生する筐
体305の歪みである。
【０１７９】
　第3の実施の形態の表示装置300のハードウェアブロック図は，図20で説明したハードウ
ェアブロック図と，歪みセンサ311が異なるだけなので図示を省略する。
【０１８０】
　(歪みセンサ)
　図26は，図25の歪みセンサ311の回路図の一例である。ブリッジ回路HBR3は，4つの第1
の抵抗R21～第4の抵抗R24を有するブリッジ回路である。ブリッジ回路HBR3の第1の抵抗R2
1～第4の抵抗R24は，歪みゲージである。
【０１８１】
　第1の抵抗R21の一端は第2の抵抗R22の一端に接続され，第1の抵抗R21と第2の抵抗R22と
の接続点を符号N21で示す。第2の抵抗R22の他端は第3の抵抗R23の一端に接続され，第2の
抵抗R22と第3の抵抗R23との接続点を符号N22で示す。第3の抵抗R23の他端は，第4の抵抗R
24の一端に接続され，第3の抵抗R23と第4の抵抗R24との接続点を符号N23で示す。第4の抵
抗R24の他端は第1の抵抗R21の他端に接続され，第4の抵抗R24と第1の抵抗R21との接続点
を符号N24で示す。図26の符号C31，C32で示す点線は，図25の中心線C31，C32である。符
号C33は，中心線C31，中心線C32の交点を示す。この交点は，表示装置300の中心点である
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。
【０１８２】
　ブリッジ回路HBR3において，筐体305(図25参照)の長辺に沿う筐体305の中心線C31を基
準にして，第1の抵抗R21と第4の抵抗R24とが対向するように配置されている。さらに，ブ
リッジ回路HBR3において，筐体305(図25参照)の短辺に沿う筐体305の中心線C32を基準に
して，第2の抵抗R22と第3の抵抗R23とが対向するように配置されている。
【０１８３】
　ブリッジ回路HBR3は，接続点N24の端子T24と接続点N22の端子T22とを介して，電源電圧
Vexの供給を受ける。端子T22には低電圧が供給され，端子T24には高電圧が供給される。
【０１８４】
　ブリッジ回路HBR3は，接続点N21の端子T21と接続点N23の端子T23との電位差を電圧Vout
として出力する。端子T23がプラス端子，端子T21がマイナス端子である。この出力電圧Vo
utが，歪みセンサ311の出力値である。ここで，出力電圧Voutを，(式3)に示す。なお，(
式3)において，R21～R24は，それぞれ第1の抵抗R21～第4の抵抗R24の抵抗値を示す。
【０１８５】
　Vout=((R23/(R23+R24))-(R22/(R21+R22))×Vex…(式3)
　なお，歪みゲージに歪みが加えられていない場合には，全歪みゲージの抵抗値は，同値
であるとする。
【０１８６】
　ここで，歪みゲージは，歪みゲージに加えられた歪みが大きくなるに従い抵抗値が大き
くなるとする。
【０１８７】
　図26の回路構成の配置状態は，利用者が，縦状態で表示装置300を保持している状態で
ある。このとき，左ひねり操作が行われると，抵抗R21に歪みが加わり，歪みゲージであ
る抵抗R21の抵抗値が大きくなり，歪みセンサ311の出力電圧Voutが正の値になる。このと
き，右ひねり操作が行われると抵抗R24に歪みが加わり，歪みゲージである抵抗R24の抵抗
値が大きくなり，歪みセンサ311の出力電圧Voutが負の値になる。
【０１８８】
　一方，利用者が，図26の縦状態から，表示装置300を右に90度回転させて，横状態で表
示装置300を保持する。このとき，左ひねり操作が行われると，抵抗R23に歪みが加わり，
歪みゲージである抵抗R23の抵抗値が大きくなり，歪みセンサ311の出力電圧Voutが正の値
になる。また，このとき，右ひねり操作が行われると，抵抗R22に歪みが加わり，歪みゲ
ージである抵抗R22の抵抗値が大きくなり，歪みセンサ311の出力電圧Voutが負の値になる
。
【０１８９】
　一方，利用者が，図26の縦状態から，表示装置300を左に90度回転させて，横状態で表
示装置300を保持する。このとき，左ひねり操作が行われると，抵抗R22に歪みが加わり，
歪みゲージである抵抗R22の抵抗値が大きくなり，歪みセンサ311の出力電圧Voutが負の値
になる。また，このとき，右ひねり操作が行われると，抵抗R23に歪みが加わり，歪みゲ
ージである抵抗R23の抵抗値が大きくなり，歪みセンサ311の出力電圧Voutが正の値になる
。
【０１９０】
　一方，利用者が，図26の縦状態から，表示装置300を左または右に180度回転させて，縦
状態で表示装置300を保持する。このとき，左ひねり操作が行われると，抵抗R24に歪みが
加わり，歪みゲージである抵抗R24の抵抗値が大きくなり，歪みセンサ311の出力電圧Vout
が負の値になる。また，このとき，右ひねり操作が行われると，抵抗R21に歪みが加わり
，歪みゲージである抵抗R21の抵抗値が大きくなり，歪みセンサ311の出力電圧Voutが正の
値になる。
【０１９１】
　利用者が，表示装置300を縦状態または横状態で保持している状態において，表示装置3
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00は，以上説明した出力電圧Voutの変化により，左ひねり操作が実行されたか，右ひねり
操作が実行されたかを判定する。
【０１９２】
　(ソフトウェアモジュール)
　図27は，第3の実施の形態における表示装置300のソフトウェアモジュールのブロック図
の一例である。図27において，タッチパネル301，表示パネル302，CPU321，メモリ322，
記憶装置323は，図20のタッチパネル201，表示パネル202，CPU221，メモリ222，記憶装置
223と同機能を有する。さらに，図27において，Gセンサ324，温度センサ325，画像処理装
置328は，図20のGセンサ224，温度センサ225，画像処理装置227と同機能を有する。
【０１９３】
　図27において，図20で説明したハードウェア要素である，タッチパネル301，表示パネ
ル302，歪みセンサ311，CPU321，メモリ322，記憶装置323，Gセンサ324，温度センサ325
，画像処理装置328については，点線で図示している。また，図20の入力インターフェイ
ス227，入力インターフェイス229，外部接続インターフェイス230については，図27の説
明では特に不要なので図示を省略している。
【０１９４】
　タッチパネル操作検出部351は，利用者が，指などでタッチパネル301に触れた場合にタ
ッチパネル301が出力する出力結果に基づき，利用者がタッチパネル301に触れた位置や，
触れた時間，触れた際に加えられる圧力の値を検出する。
【０１９５】
　静止状態認識処理部352は，図12，図13で説明したように，表示装置300の揺動を検出す
る揺動検出装置としても機能するタッチパネル301，Gセンサ324の検出結果に基づき，表
示装置300の揺動が所定の搖動範囲内か判定する。換言すれば，静止状態認識処理部352は
，Gセンサ324の出力値，タッチパネル操作検出部351の検出結果に基づき，表示装置300の
揺動が所定の搖動範囲内か判定する。そして，静止状態認識処理部352は，所定の搖動範
囲内と判定した場合，歪みセンサ311の出力電圧値をメモリ322に記憶する処理を実行する
。この静止状態時における，歪みセンサ311の出力電圧値を適宜，静止状態時電圧値と記
す。静止状態認識処理部352が，メモリ322に記憶した歪みセンサ311の出力値は，静止状
態時電圧値3221である。
【０１９６】
　オフセット電圧値補正部353は，メモリ322の静止状態時電圧値3221に基づき，歪みセン
サ311の出力電圧値Voを補正し，出力電圧値Vfを温度補正部354に出力する。この補正とは
，例えば，静止状態時電圧値3221と出力電圧値Voとの差を算出することである。出力電圧
値Vfは，オフセット補正後の出力電圧値Voである。
【０１９７】
　温度補正部354は，図14で説明したように，温度センサ325が出力した温度Tpに対応する
温度補正係数に基づき，オフセット電圧値補正部353が出力した出力電圧値Vfを補正する
。そして，温度補正部354は，出力電圧値Vtをコンテンツ表示制御部355に出力する。出力
電圧値Vtは，温度補正後の出力電圧値Vfである。
【０１９８】
　コンテンツ表示制御部355は，利用者の操作に基づき，記憶装置323のコンテンツ3231を
読み出し，画像処理装置328を介して，表示パネル302に表示出力する。このコンテンツは
，表示対象の情報を有する電子データであり，コンテンツデータとも呼ばれる。コンテン
ツ3231は，例えば，電子書籍データや動画データである。コンテンツ3231が，電子書籍デ
ータの場合，コンテンツ表示制御部355は，読み出したコンテンツ3231を，画像処理装置3
28を介して，例えば，図4に示したように，表示パネル302に表示する。また，コンテンツ
3231が，動画データの場合，コンテンツ表示制御部355は，読み出したコンテンツ3231を
，画像処理装置328を介して，動画像として表示する。
【０１９９】
　コンテンツ表示制御部355は，Gセンサ324の出力値に基づき，表示装置300が縦状態か横
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状態か判定する。そして，コンテンツ表示制御部355は，例えば，出力電圧値Vtが所定の
値未満か判定し，判定結果に応じて，コンテンツの表示内容の切り替え制御における表示
状態を第1の表示状態，または，第1の表示状態と異なる第2の表示状態に制御する表示処
理を行う。また，コンテンツ表示制御部355は，出力電圧値Vtの絶対値に応じて，切り替
え制御における切り替え速度を決定し，この決定した切り替え速度に応じて，切り替え制
御を実行する。
【０２００】
　切り替え制御，第1の表示状態，第2の表示状態，切り替え速度については，図12で説明
したのでその説明を省略する。
【０２０１】
　タッチパネル操作検出部351，静止状態認識処理部352，オフセット電圧値補正部353，
温度補正部354，コンテンツ表示制御部355は，いわゆるプログラムであり，このプログラ
ムは，例えば，記憶装置323に記憶されている。表示装置300のCPU(図20のCPU221参照)は
，起動時に，このプログラムを記憶装置323から読み出して，メモリ322に展開することに
より，このプログラムをソフトウェアモジュールとして機能させる。
【０２０２】
　なお，このプログラムを，図20で説明した記録媒体230aに記録してもよい。この場合，
表示装置300のCPU321(図20のCPU221参照)は，起動時に，これらのプログラムを外部接続
インターフェイス230に装着された記録媒体230aから読み出して，メモリ322に展開するこ
とにより，これらのプログラムをソフトウェアモジュールとして機能させる。
【０２０３】
　(表示処理)
　以下，表示処理について説明する。ここでは，図27のコンテンツ3231は，電子書籍デー
タであるとする。コンテンツ表示制御部355は，読み出したコンテンツ3231を，画像処理
装置328を介して，例えば，図4に示したように，表示パネル302に表示する。静止状態認
識処理部352は，既に，図13で説明したように，静止状態時電圧値3221をメモリ322に記憶
している。
【０２０４】
　そして，オフセット電圧値補正部353は，メモリ322の静止状態時電圧値3221に基づき，
歪みセンサ311の出力電圧値Voを補正し，出力電圧値Vfを温度補正部354に出力している。
さらに，温度補正部354は，温度センサ325が出力する温度Tpに基づき，出力電圧値Vfを補
正し，出力電圧値Vtをコンテンツ表示制御部355に出力している。ここで，コンテンツ表
示制御部355は，表示処理を実行する。
【０２０５】
　図28は，コンテンツ表示制御部355が実行する表示処理の流れを説明するフロー図であ
る。
【０２０６】
　ステップS31:コンテンツ表示制御部355は，温度補正後の出力電圧値Vf(出力電圧値Vt)
を取得する。
【０２０７】
　ステップS32:コンテンツ表示制御部355は，Gセンサ324の出力値に基づき，表示装置300
の保持状態が縦状態か横状態か決定する。このとき，コンテンツ表示制御部355は，表示
装置300が図4に示す縦状態(第1の縦状態と適宜記す)か，表示装置300が図4に示す縦状態
から右に90度回転させた横状態(第1の横状態と適宜記す)か決定する。さらに，コンテン
ツ表示制御部355は，表示装置300が図4に示す縦状態から左に90度回転させた横状態(第2
の横状態と適宜記す)か，表示装置300が図4に示す縦状態から左または右に180度度回転さ
せた縦状態(第2の縦状態と適宜記す)か決定する。
【０２０８】
　ステップS33:コンテンツ表示制御部355は，左ひねり操作が行われたか，または，右ひ
ねり操作が行われたかを判定する。具体的には，コンテンツ表示制御部355は，出力電圧
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値Vtが所定の値未満か判定する。この判定時，コンテンツ表示制御部355は，ステップS32
で決定した保持状態を参照する。
【０２０９】
　具体的には，コンテンツ表示制御部355は，ステップS32で，第1の縦状態，または，第1
の横状態と決定した状態で，出力電圧値Vtが所定の値(例えば，0)を超えた場合，左ひね
り操作が行われたと判定し(ステップS33/左ひねり操作)，ステップS34に移る。また，コ
ンテンツ表示制御部355は，ステップS32で，第2の縦状態，または，第2の横状態と決定し
た状態で，出力電圧値Vtが所定の値未満の場合，左ひねり操作が行われたと判定し(ステ
ップS33/左ひねり操作)，ステップS34に移る。
【０２１０】
　ステップS34:コンテンツ表示制御部355は，左頁捲り処理を実行すると決定する。一方
，コンテンツ表示制御部355は，ステップS32で，第1の縦状態，または，第1の横状態と決
定した状態で，出力電圧値Vtが所定の値未満の場合，右ひねり操作が行われたと判定し(
ステップS33/右ひねり操作)，ステップS35に移る。また，コンテンツ表示制御部355は，
ステップS32で，第2の縦状態，または，第2の横状態と決定した状態で，出力電圧値Vtが
所定の値を超えた場合，右ひねり操作が行われたと判定し(ステップS33/右ひねり操作)，
ステップS35に移る。
【０２１１】
　ステップS35:コンテンツ表示制御部355は，右頁捲り処理を実行すると決定する。コン
テンツ表示制御部355は，ステップS34またはステップS35の実行後，ステップS36に移る。
【０２１２】
　ステップS36:コンテンツ表示制御部355は，出力電圧値Vtに基づき，頁捲り速度を決定
する。このとき，コンテンツ表示制御部355は，出力電圧値Vtの絶対値が大きくなるに従
い，頁捲り速度が大きくなるように，頁捲り速度を決定する。換言すれば，コンテンツ表
示制御部355は，出力電圧値Vtの絶対値に基づき，切り替え制御における切り替え速度を
決定する。
【０２１３】
　ステップS37:コンテンツ表示制御部355は，頁捲り処理を実行する。具体的には，コン
テンツ表示制御部355は，ステップS33で左ひねり操作が行われたと判定した場合(ステッ
プS33/左ひねり操作)，ステップS36で決定した頁捲り速度に基づき，左頁捲り処理を実行
する。一方，コンテンツ表示制御部355は，ステップS33で右ひねり操作が行われたと判定
した場合(ステップS33/右ひねり操作)，ステップS36で決定した頁捲り速度に基づき，右
頁捲り処理を実行する。
【０２１４】
　コンテンツ表示制御部355は，出力電圧値Vtが入力されると，図28の処理を実行する。
そのため，コンテンツ表示制御部355は，左ひねり操作が行われている間，左頁捲り処理
を実行し，右ひねり操作が行われている間，右頁捲り処理を実行する。その結果，各ひね
り操作が行われている間，頁がぺらぺらと捲られ，利用者の所望する頁に移動することが
できる。
【０２１５】
　以上説明した，本実施の形態によれば，第1の実施の形態で説明した効果に加えて，以
下の効果を奏することができる。すなわち，本実施の形態によれば，歪みセンサを図26の
ブリッジ回路HBR3の構成にしているので，1つの歪みセンサで，表示装置が縦状態または
横状態の場合において，左ひねり操作が実行されたか，右ひねり操作が実行されたかを判
定することができる。すなわち，本実施の形態の表示装置によれば，表示装置の保持状態
にあわせた適切な頁捲り処理を実行することができる。
【０２１６】
　また，本実施の形態によれば，歪みセンサの数を1つにしているので，歪みセンサの個
数削減により，製造コストを削減できる。さらに，1つの歪みセンサのみを表示装置内に
設けているため，表示装置内の物理的領域が狭くなるのを防止できる。
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【０２１７】
　なお，前記した温度補正処理を実行しないことも可能である。この場合，図27で説明し
た温度センサ325，温度補正部354は不要である。前記した温度補正処理を実行しない場合
，オフセット電圧値補正部353は，出力電圧値Vfをコンテンツ表示制御部355に出力する。
コンテンツ表示制御部355は，出力電圧値Vfに基づき，図28のステップS33の判定処理を実
行し，コンテンツの表示内容を切り替え制御する。この構成により，歪みセンサの温度を
検出する温度センサが不要になるので，製造コストを削減することができる。
【０２１８】
　さらに，歪みセンサが高精度であり，検出ばらつきが無視できる場合，温度補正処理を
実行しないだけでなく，歪みセンサの検出ばらつき補正処理を実行しないことも可能であ
る。この場合，図27で説明した，オフセット電圧値補正部353が不要になる。検出ばらつ
きの補正処理を実行しない場合，歪みセンサ311は，出力電圧値Voをコンテンツ表示制御
部355に出力する。コンテンツ表示制御部355は，出力電圧値Voに基づき，図28のステップ
S33の判定処理を実行し，コンテンツの表示内容を切り替え制御する。この構成により，
補正処理が不要になるので，表示装置300の処理量を削減できる。さらに，処理量削減に
より，利用者の操作に対するコンテンツの表示内容切り替え処理が実行される迄の時間を
短縮でき，操作に対する応答性が高まる。
【０２１９】
　[第4の実施の形態]
　第1，第2の実施の形態では，歪みを検出するために，少なくとも2つの歪みゲージが必
要であり，第3の実施の形態では，歪みを検出するために，4つの歪みゲージが必要であっ
た。しかし，製造コストを削減するため，歪みゲージの数を少なくすることが好ましい。
そこで，第4の実施の形態では，1つの歪みゲージを利用して，切り替え制御を行う表示装
置について説明する。
【０２２０】
　本実施の形態の表示装置の外観は，図1，図2で説明した表示装置100の外観と同様であ
るとする。
【０２２１】
　図29は，利用者が表示装置400を保持している状態における表示装置400の断面図である
。この断面図は，図1，図2のA-A'線断面図に相当する。表示装置400は，タッチパネル401
と，筐体405，歪みセンサ411とを有する。タッチパネル401は，表示装置400の表示面に設
けられ，利用者が触れた位置を検出する。歪みセンサ411は，筐体405の底面部405Uに，例
えば，接着剤413により固定されている。筐体405の底面部405Uは，筐体405の底板とも呼
ばれる。図29の断面図において，図18で説明した表示パネル，バッテリー，プリント基板
については図示を省略している。
【０２２２】
　ここで，利用者は，右手HR，左手HLを用いて，表示装置400の筐体405の左右縁部を保持
している。利用者は，この保持において，タッチパネル401の右側縁部に右手HRの親指を
掛け，他の指で，裏面の筐体405を下から支えている。このとき，右手HRの親指は，タッ
チパネル401に軽く接している。
【０２２３】
　また，利用者は，この保持において，表面の筐体405に左手HLの親指を掛け，他の指で
，裏面の筐体405を下から支えている。このとき，左手HLの親指は，タッチパネル401には
接していない。
【０２２４】
　図30は，筐体405の底面部405Uにおける，歪みセンサ411の配置状態を模式的に示す図で
ある。図30の符号C41で示す点線は，長方形の短辺の幅W41の中央を示す。歪みセンサ411
は，表示装置400の中央線C41上に配置されている。換言すれば，表示装置400は，表示装
置400の表示パネルに対向する筐体405の底部405Uに歪みセンサ411を有する。
【０２２５】
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　歪みセンサ411は，利用者が筐体405の底部405Uに対して行う操作に応じて発生する筐体
405の歪みを検出し検出値(以下，出力値と適宜記す)を出力する。
【０２２６】
　第4の実施の形態の表示装置400のハードウェアブロック図は，図20で説明したハードウ
ェアブロック図と，歪みセンサ411が異なるだけなので図示を省略する。また，歪みセン
サ411の回路図は，図10の回路図と同様なので図示を省略する。
【０２２７】
　(ソフトウェアモジュール)
　図31は，第4の実施の形態における表示装置400のソフトウェアモジュールのブロック図
の一例である。図31において，タッチパネル401，表示パネル402，CPU421，メモリ422，
記憶装置423は，図20のタッチパネル201，表示パネル202，CPU221，メモリ222，記憶装置
223と同機能を有する。さらに，図31において，Gセンサ424，温度センサ425，画像処理装
置428は，図20のGセンサ224，温度センサ225，画像処理装置227と同機能を有する。なお
，表示パネル402が，表示部の一例である。
【０２２８】
　図31において，図20で説明したハードウェア要素である，タッチパネル401，表示パネ
ル402，歪みセンサ411，CPU421，メモリ422，記憶装置423，Gセンサ424，温度センサ425
，画像処理装置428については，点線で図示している。また，入力インターフェイス227，
入力インターフェイス229，外部接続インターフェイス240については，図31の説明では特
に不要なので図示を省略している。
【０２２９】
　タッチパネル操作検出部451は，利用者が，指などでタッチパネル401に触れた場合にタ
ッチパネル401が出力する出力結果に基づき，利用者がタッチパネル401に触れた位置(タ
ッチ位置とも呼ぶ)や，触れた時間，触れた際に加えられる圧力の値を検出する。このと
き，タッチパネル操作検出部451は，前記タッチ位置の座標情報をコンテンツ表示制御部4
55に出力する。
【０２３０】
　静止状態認識処理部452は，図12，図13で説明したように，表示装置400の揺動を検出す
る揺動検出装置としても機能するタッチパネル401，Gセンサ424の検出結果に基づき，表
示装置400の揺動が所定の搖動範囲内か判定する。換言すれば，静止状態認識処理部452は
，Gセンサ424の出力値，タッチパネル操作検出部451の検出結果に基づき，表示装置400の
揺動が所定の搖動範囲内か判定する。そして，静止状態認識処理部452は，所定の搖動範
囲内と判定した場合，歪みセンサ411の出力電圧値をメモリ422に記憶する処理を実行する
。この静止状態時における，歪みセンサ411の出力電圧値を適宜，静止状態時電圧値と記
す。静止状態認識処理部452が，メモリ422に記憶した歪みセンサ411の出力電圧値は，静
止状態時電圧値4221である。
【０２３１】
　オフセット電圧値補正部453は，メモリ422の静止状態時電圧値4221に基づき，歪みセン
サ411の出力電圧値Voを補正し，出力電圧値Vfを温度補正部454に出力する。この補正とは
，例えば，静止状態時電圧値4221と出力電圧値Voとの差を算出することである。出力電圧
値Vfは，オフセット補正後の出力電圧値Voである。
【０２３２】
　温度補正部454は，図14で説明したように，温度センサ425が出力した温度Tpに対応する
温度補正係数に基づき，オフセット電圧値補正部453が出力した出力電圧値Vfを補正する
。そして，温度補正部454は，出力電圧値Vtをコンテンツ表示制御部455に出力する。出力
電圧値Vtは，温度補正後の出力電圧値Vfである。
【０２３３】
　コンテンツ表示制御部455は，利用者の操作に基づき，記憶装置423のコンテンツ4231を
読み出し，画像処理装置428を介して，表示パネル402に表示出力する。このコンテンツは
，表示対象の情報を有する電子データであり，コンテンツデータとも呼ばれる。コンテン
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ツ4231は，例えば，電子書籍データや動画データである。コンテンツ4231が，電子書籍デ
ータの場合，コンテンツ表示制御部455は，読み出したコンテンツ4231を，画像処理装置4
28を介して，例えば，図4に示したように，表示パネル402に表示する。また，コンテンツ
4231が，動画データの場合，コンテンツ表示制御部455は，読み出したコンテンツ4231を
，画像処理装置428を介して，動画像として表示する。
【０２３４】
　コンテンツ表示制御部455は，Gセンサ424の出力値に基づき，表示装置400が縦状態か横
状態か判定する。そして，コンテンツ表示制御部455は，利用者が触れた位置に基づき，
切り替え制御における表示状態を第1の表示状態，または，第1の表示状態と異なる第2の
表示状態に制御する表示処理を行う。また，コンテンツ表示制御部355は，出力電圧値Vt
の絶対値に応じて，切り替え制御における切り替え速度を決定し，この決定した切り替え
速度に応じて，切り替え制御を実行する。
【０２３５】
　タッチパネル操作検出部451，静止状態認識処理部452，オフセット電圧値補正部453，
温度補正部454，コンテンツ表示制御部455は，いわゆるプログラムであり，このプログラ
ムは，例えば，記憶装置423に記憶されている。表示装置400のCPU421(図20のCPU221参照)
は，起動時に，このプログラムを記憶装置423から読み出して，メモリ422に展開すること
により，このプログラムをソフトウェアモジュールとして機能させる。
【０２３６】
　なお，このプログラムを，図20で説明した記録媒体230aに記録してもよい。この場合，
表示装置400のCPU421(図20のCPU221参照)は，起動時に，これらのプログラムを外部接続
インターフェイス230に装着された記録媒体230aから読み出して，メモリ422に展開するこ
とにより，これらのプログラムをソフトウェアモジュールとして機能させる。
【０２３７】
　(表示処理)
　以下，表示処理について説明する。ここでは，図31のコンテンツ4231は，電子書籍デー
タであるとする。コンテンツ表示制御部455は，読み出したコンテンツ4231を，画像処理
装置428を介して，例えば，図4に示したように，表示パネル402に表示する。静止状態認
識処理部452は，既に，図13で説明したように，静止状態時電圧値4221をメモリ422に記憶
している。
【０２３８】
　そして，オフセット電圧値補正部453は，メモリ422の静止状態時電圧値4221に基づき，
歪みセンサ411の出力電圧値Voを補正し，出力電圧値Vfを温度補正部454に出力している。
さらに，温度補正部454は，温度センサ425が出力する温度Tpに基づき，出力電圧値Vfを補
正し，出力電圧値Vtをコンテンツ表示制御部455に出力している。ここで，コンテンツ表
示制御部455は，表示処理を実行する。
【０２３９】
　図32は，縦状態における表示装置400を模式的に示す図である。図32の符号C41で示す点
線は，図30で説明したように，長方形の短辺の幅W41の中央を示す。符号FR41は，図29で
説明したように，利用者が，縦状態の表示装置400を両手で保持している状態において，
右手の親指でタッチパネル401をタッチした位置を示している。符号FL41は，図29で説明
したように，利用者が，縦状態の表示装置400を両手で保持している状態において，左手
の親指でタッチパネル401をタッチした位置を示している。
【０２４０】
　図33は，横状態における表示装置400を模式的に示す図である。図33の符号C42で示す点
線は，長方形の長辺の幅W42の中央を示す。符号FR42は，利用者が，横状態の表示装置400
を両手で保持している状態において，右手の親指でタッチパネル401をタッチした位置を
示している。符号FL42は，利用者が，横状態の表示装置400を両手で保持している状態に
おいて，左手の親指でタッチパネル401をタッチした位置を示している。
【０２４１】
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　図34は，コンテンツ表示制御部455が実行する表示処理の流れを説明するフロー図であ
る。
【０２４２】
　ステップS41:コンテンツ表示制御部455は，Gセンサ424の出力値に基づき，表示装置400
の保持状態が縦状態(図32参照)か横状態(図33参照)か決定する。
【０２４３】
　ステップS42:コンテンツ制御部455は，利用者のタッチ位置を決定する。具体的には，
タッチパネル操作検出部451が出力するタッチ位置の座標情報に基づき，利用者が，タッ
チパネル401の左側または右側をタッチしたか決定する。
【０２４４】
　例えば，ステップS41で，コンテンツ表示制御部455が表示装置400の保持状態が縦状態(
図32参照)と決定した場合には，以下の処理を実行する。すなわち，コンテンツ表示制御
部455は，タッチパネル操作検出部451が，図32に示す縦状態の中心線C41を基準に左側の
座標情報を出力した場合，利用者がタッチパネル401の左側をタッチしたと決定する。こ
の左側の座標情報は，例えば，図32の符号FL41に示す領域の座標情報である。一方，コン
テンツ表示制御部455は，タッチパネル操作検出部451が，図32に示す縦状態の中心線C41
を基準に右側の座標情報を出力した場合，利用者がタッチパネル401の右側をタッチした
と決定する。この右側の座標情報は，例えば，図32の符号FR41に示す領域の座標情報であ
る。
【０２４５】
　また，例えば，ステップS41で，コンテンツ表示制御部455が表示装置400の保持状態が
横状態(図33参照)と決定した場合には，以下の処理を実行する。すなわち，コンテンツ表
示制御部455は，タッチパネル操作検出部451が，図33に示す横状態の中心線C42を基準に
左側の座標情報を出力した場合，利用者がタッチパネル401の左側をタッチしたと決定す
る。この左側の座標情報は，例えば，図33の符号FL42に示す領域の座標情報である。一方
，コンテンツ表示制御部455は，タッチパネル操作検出部451が，図33に示す横状態の中心
線C42を基準に右側の座標情報を出力した場合，利用者がタッチパネル401の右側をタッチ
したと決定する。この右側の座標情報は，例えば，図33の符号FR42に示す領域の座標情報
である。
【０２４６】
　ステップS43:コンテンツ表示制御部455は，ステップS42の決定結果に基づき，ユーザが
タッチパネル401の左側または右側をタッチしたか判定する。コンテンツ表示制御部455は
，ユーザがタッチパネル401の左側をタッチしたと判定した場合(ステップS43/左側タッチ
)，ステップS44に移る。
【０２４７】
　ステップS44:コンテンツ表示制御部455は，左頁捲り処理を実行すると決定する。一方
，コンテンツ表示制御部455は，ユーザがタッチパネル401の右側をタッチしたと判定した
場合(ステップS43/右側タッチ)，ステップS45に移る。
【０２４８】
　ステップS45:コンテンツ表示制御部455は，右頁捲り処理を実行すると決定する。コン
テンツ表示制御部455は，ステップS44またはステップS45の実行後，ステップS46に移る。
【０２４９】
　ステップS46:コンテンツ表示制御部455は，温度補正後の出力電圧値Vf(出力電圧値Vt)
を取得する。
【０２５０】
　ステップS47:コンテンツ表示制御部455は，出力電圧値Vtに応じて，頁捲り速度を決定
する。このとき，コンテンツ表示制御部455は，出力電圧値Vtの絶対値が大きくなるに従
い，頁捲り速度が大きくなるように，頁捲り速度を決定する。換言すれば，コンテンツ表
示制御部355は，出力電圧値Vtの絶対値に基づき，切り替え制御における切り替え速度を
決定する。
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【０２５１】
　ステップS48:コンテンツ表示制御部455は，頁捲り処理を実行する。具体的には，コン
テンツ表示制御部455は，ステップS43でユーザがタッチパネル401の左側をタッチしたと
判定した場合(ステップS43/左側タッチ)，ステップS47で決定した頁捲り速度に基づき，
左頁捲り処理を実行する。コンテンツ表示制御部455は，ステップS43でユーザがタッチパ
ネル401の右側をタッチしたと判定した場合(ステップS43/右側タッチ)，ステップS47で決
定した頁捲り速度に基づき，右頁捲り処理を実行する。
【０２５２】
　コンテンツ表示制御部455は，座標情報が入力されると，図34の処理を実行する。その
ため，コンテンツ表示制御部455は，左側タッチが行われている間，左頁捲り処理を実行
し，右側タッチが行われている間，右頁捲り処理を実行する。その結果，各タッチが行わ
れている間，頁がぺらぺらと捲られ，利用者の所望する頁に移動することができる。
【０２５３】
　本実施の形態の表示装置によれば，電子書籍を閲覧している利用者は，あたかも紙媒体
の本を読書しているかのように，頁捲りを実行することができる。利用者は，電子書籍閲
覧時に，両手で表示装置を保持している状態において，手首をひねる操作を行うだけで，
この表示装置に対して頁捲り速度を変化する指示操作が可能になる。また，利用者は，電
子書籍閲覧時に，両手で表示装置を保持している状態において，僅かにタッチパネルに触
れるだけで，この表示装置に対して所望の方向に頁捲りを実行するように指示する操作が
可能になる。そのため，利用者は，タッチパネルに余り触れる必要が無くなる。その結果
，タッチパネルやタッチパネルの下側に配置されている表示パネルに対して不要な力が加
わることにより生じるタッチパネルや表示パネルの劣化を防止することができる。
【０２５４】
　また，この利用者のひねり操作を検出する歪みセンサの検出ばらつきを補正しているの
で，利用者の意図を正確に反映した表示内容(頁捲り)の制御が可能になる。また，静止状
態を検出する装置として，表示装置に標準的に装備されているタッチパネル，Gセンサを
利用しているので，静止状態を検出する専用の装置を装備しなくてもよい。その結果，製
造コストを削減することができる。
【０２５５】
　さらに，本実施の形態の表示装置によれば，1つの歪みゲージを有する1つの歪みセンサ
を用いて，頁捲り速度を決定している。そのため，1つの歪みゲージのみで，頁捲り速度
の決定が可能になり，製造コストの増加を抑制できる。
【０２５６】
　なお，前記した温度補正処理を実行しないことも可能である。この場合，図31で説明し
た温度センサ425，温度補正部454は不要である。温度補正処理を実行しない場合，オフセ
ット電圧値補正部453は，出力電圧値Vfをコンテンツ表示制御部455に出力する。コンテン
ツ表示制御部455は，出力電圧値Vfに応じて，コンテンツの表示内容の切り替え制御にお
ける切り替え速度(例えば，頁捲り速度)を決定する。この構成により，歪みセンサの温度
を検出する温度センサが不要になるので，製造コストを削減することができる。
【０２５７】
　さらに，歪みセンサが高精度であり，検出ばらつきが無視できる場合，温度補正処理を
実行しないだけでなく，歪みセンサの検出ばらつき補正処理を実行しないことも可能であ
る。この場合，図31で説明した，オフセット電圧値補正部453が不要になる。検出ばらつ
きの補正処理を実行しない場合，歪みセンサ411は，出力電圧値Voをコンテンツ表示制御
部455に出力する。コンテンツ表示制御部455は，出力電圧値Voに応じて，コンテンツの表
示内容の切り替え制御における切り替え速度を決定する。この構成により，補正処理が不
要になるので，表示装置400の処理量を削減できる。さらに，処理量削減により，利用者
の操作に対するコンテンツの表示内容切り替え処理が実行される迄の時間を短縮でき，操
作に対する応答性が高まる。
【符号の説明】
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【０２５８】
100，200，300，400…表示装置，101，201，301，401…タッチパネル，102，202，302，4
02…表示パネル，103,203…バッテリー，104,204…プリント基板，105，205，305，405…
筐体，105U，205U，305U，405U…底面部，111…第1の歪みセンサ，112…第2の歪みセンサ
，211，311，411…歪みセンサ，113，213，413…接着剤，121，221，321，421…CPU，122
，222，322，422…メモリ，123，223，323，423…記憶装置，124，224，324，424…Gセン
サ，125…第1の温度センサ，126…第2の温度センサ，225，325，425…温度センサ，127,1
29,130，227，229…入力インターフェイス，128,228,328,428…画像処理装置，131，230
…外部接続インターフェイス，151,251,351,451…タッチパネル操作検出部，152,252,352
,452…静止状態認識処理部，153,253,353,453…オフセット電圧値補正部，154,254,354,4
54…温度補正部，155,255,355,455…コンテンツ表示制御部，131a，230a…記録媒体

【図１】

【図２】

【図３】
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