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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の情報処理装置に出力する出力データを表す複数の第１の図形画像を生成する生成手
段と、
　前記生成手段により生成された複数の前記第１の図形画像のそれぞれを順次表示する表
示手段と、
　所定の画像を表示する表示手段の表示領域の一部に、前記他の情報処理装置から入力さ
れてくる入力データを表す第２の図形画像が検出される検出領域を形成する形成手段と、
　複数の前記第２の図形画像のそれぞれが、前記他の情報処理装置において順次表示され
ることに応じて、前記検出領域を構成する画素に配設されるトランジスタの活性半導体層
において、外部からの光に応じて発生される電流に基づいて前記第２の図形画像を検出す
る検出手段と、
　前記検出手段により検出された複数の前記第２の図形画像に基づいて、前記入力データ
を取得する取得手段と
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　他の情報処理装置に出力する出力データを表す複数の第１の図形画像を生成する生成ス
テップと、
　前記生成ステップの処理により生成された複数の前記第１の図形画像のそれぞれを順次
表示する表示ステップと、



(2) JP 4200435 B2 2008.12.24

10

20

30

40

50

　所定の画像を表示する表示手段の表示領域の一部に、前記他の情報処理装置から入力さ
れてくる入力データを表す第２の図形画像が検出される検出領域を形成する形成ステップ
と、
　複数の前記第２の図形画像のそれぞれが、前記他の情報処理装置において順次表示され
ることに応じて、前記検出領域を構成する画素に配設されるトランジスタの活性半導体層
において、外部からの光に応じて発生される電流に基づいて前記第２の図形画像を検出す
る検出ステップと、
　前記検出ステップの処理により検出された複数の前記第２の図形画像に基づいて、前記
入力データを取得する取得ステップと
　を含む情報処理方法。
【請求項３】
　他の情報処理装置に出力する出力データを表す複数の第１の図形画像を生成する生成ス
テップと、
　前記生成ステップの処理により生成された複数の前記第１の図形画像のそれぞれを順次
表示することを制御する表示制御ステップと、
　所定の画像を表示する表示手段の表示領域の一部に、前記他の情報処理装置から入力さ
れてくる入力データを表す第２の図形画像が検出される検出領域を形成する形成ステップ
と、
　複数の前記第２の図形画像のそれぞれが、前記他の情報処理装置において順次表示され
ることに応じて、前記検出領域を構成する画素に配設されるトランジスタの活性半導体層
において、外部からの光に応じて発生される電流に基づいて前記第２の図形画像を検出す
る検出制御ステップと、
　前記検出制御ステップの処理により検出された複数の前記第２の図形画像に基づいて、
前記入力データを取得する取得ステップと
　を含むコンピュータが読み取り可能なプログラムが記録されている記録媒体。
【請求項４】
　他の情報処理装置に出力する出力データを表す複数の第１の図形画像を生成する生成ス
テップと、
　前記生成ステップの処理により生成された複数の前記第１の図形画像のそれぞれを順次
表示することを制御する表示制御ステップと、
　所定の画像を表示する表示手段の表示領域の一部に、前記他の情報処理装置から入力さ
れてくる入力データを表す第２の図形画像が検出される検出領域を形成する形成ステップ
と、
　複数の前記第２の図形画像のそれぞれが、前記他の情報処理装置において順次表示され
ることに応じて、前記検出領域を構成する画素に配設されるトランジスタの活性半導体層
において、外部からの光に応じて発生される電流に基づいて前記第２の図形画像を検出す
る検出制御ステップと、
　前記検出制御ステップの処理により検出された複数の前記第２の図形画像に基づいて、
前記入力データを取得する取得ステップと
　を含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項５】
　他の情報処理装置に出力する出力データを表す複数の図形画像を生成する生成手段と、
　前記生成手段により生成された複数の前記図形画像のそれぞれを順次表示する表示手段
と、
　音楽データに基づく音を出力する出力手段と
　を備え、
　前記表示手段は、前記出力データが前記音楽データである場合、前記出力手段による音
の出力とともに、複数の前記図形画像のそれぞれを順次表示する
　情報処理装置。
【請求項６】
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　前記図形画像は、その１つにより所定のデータ量のデータが表される２次元コードであ
る
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　１回の画面走査で１フレームの画像が表示される場合、前記表示手段は、１フレームの
表示毎に複数の前記図形画像のそれぞれを表示する
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記表示手段は、前記出力データが画像データである場合、前記画像データに基づく画
像を表示するとともに、その近傍に、前記図形画像を表示する
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　他の情報処理装置に出力する出力データを表す複数の図形画像を生成する生成ステップ
と、
　前記生成ステップの処理により生成された複数の前記図形画像のそれぞれを順次表示す
る表示ステップと
　を含み、
　前記表示ステップの処理においては、前記出力データが前記音楽データである場合、音
楽データに基づく音を出力する出力手段による音の出力とともに、複数の前記図形画像の
それぞれが順次表示される
　情報処理方法。
【請求項１０】
　他の情報処理装置に出力する出力データを表す複数の図形画像を生成する生成ステップ
と、
　前記生成ステップの処理により生成された複数の前記図形画像のそれぞれを順次表示す
ることを制御する表示制御ステップと
　を含み、
　前記表示制御ステップの処理においては、前記出力データが前記音楽データである場合
、音楽データに基づく音を出力する出力手段による音の出力とともに、複数の前記図形画
像のそれぞれが順次表示される
　コンピュータが読み取り可能なプログラムが記録されている記録媒体。
【請求項１１】
　他の情報処理装置に出力する出力データを表す複数の図形画像を生成する生成ステップ
と、
　前記生成ステップの処理により生成された複数の前記図形画像のそれぞれを順次表示す
ることを制御する表示制御ステップと
　を含み、
　前記表示制御ステップの処理においては、前記出力データが前記音楽データである場合
、音楽データに基づく音を出力する出力手段による音の出力とともに、複数の前記図形画
像のそれぞれが順次表示される
　処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項１２】
　所定の画像を表示する表示手段の表示領域の一部に、他の情報処理装置から入力されて
くる入力データを表す図形画像が検出される検出領域を形成する形成手段と、
　複数の前記図形画像のそれぞれが、前記他の情報処理装置において順次表示されること
に応じて、前記検出領域を構成する画素に配設されるトランジスタの活性半導体層におい
て、外部からの光に応じて発生される電流に基づいて前記図形画像を検出する検出手段と
、
　前記検出手段により検出された複数の前記図形画像に基づいて、前記入力データを取得
する取得手段と
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　を備える情報処理装置。
【請求項１３】
　前記図形画像は、その１つにより所定のデータ量のデータが表される２次元コードであ
る
　請求項１２に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記形成手段は、前記検出領域を構成させる前記表示領域の各画素に、前記画像を表示
する各画素に対して印加される電圧と、逆方向の電圧を印加することで前記検出領域を形
成する
　請求項１２に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記形成手段は、前記表示手段による画面の走査に併せて順次移動されるように前記検
出領域を形成する
　請求項１２に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　前記取得手段により、前記入力データに付随する、前記入力データの処理を指示する指
示情報が取得されたとき、
　前記指示情報に基づいて前記入力データを処理する処理手段をさらに備える
　請求項１２に記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　前記取得手段により取得された前記入力データが画像データである場合、
　前記処理手段は、前記指示情報に基づいて、前記画像データに対応する画像の表示を制
御する
　請求項１６に記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　前記処理手段は、前記指示情報に基づいて、前記取得手段により取得された前記入力デ
ータを保存する
　請求項１６に記載の情報処理装置。
【請求項１９】
　前記処理手段は、前記指示情報に基づいて、前記取得手段により取得された前記入力デ
ータの、他の機器への送信を制御する
　請求項１６に記載の情報処理装置。
【請求項２０】
　所定の画像を表示する表示手段の表示領域の一部に、他の情報処理装置から入力されて
くる入力データを表す図形画像が検出される検出領域を形成する形成ステップと、
　複数の前記図形画像のそれぞれが、前記他の情報処理装置において順次表示されること
に応じて、前記検出領域を構成する画素に配設されるトランジスタの活性半導体層におい
て、外部からの光に応じて発生される電流に基づいて前記図形画像を検出する検出ステッ
プと、
　前記検出ステップの処理により検出された複数の前記図形画像に基づいて、前記入力デ
ータを取得する取得ステップと
　を含む情報処理方法。
【請求項２１】
　所定の画像を表示する表示手段の表示領域の一部に、他の情報処理装置から入力されて
くる入力データを表す図形画像が検出される検出領域を形成する形成ステップと、
　複数の前記図形画像のそれぞれが、前記他の情報処理装置において順次表示されること
に応じて、前記検出領域を構成する画素に配設されるトランジスタの活性半導体層におい
て、外部からの光に応じて発生される電流に基づいて前記図形画像を検出する検出制御ス
テップと、
　前記検出制御ステップの処理により検出された複数の前記図形画像に基づいて、前記入
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力データを取得する取得ステップと
　を含むコンピュータが読み取り可能なプログラムが記録されている記録媒体。
【請求項２２】
　所定の画像を表示する表示手段の表示領域の一部に、他の情報処理装置から入力されて
くる入力データを表す図形画像が検出される検出領域を形成する形成ステップと、
　複数の前記図形画像のそれぞれが、前記他の情報処理装置において順次表示されること
に応じて、前記検出領域を構成する画素に配設されるトランジスタの活性半導体層におい
て、外部からの光に応じて発生される電流に基づいて前記図形画像を検出する検出制御ス
テップと、
　前記検出制御ステップの処理により検出された複数の前記図形画像に基づいて、前記入
力データを取得する取得ステップと
　を含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項２３】
　各画素の電界発光素子を発光させることで画像を表示する表示部を有する情報処理装置
において、
　前記電界発光素子に印加する電圧の方向を切り替えることで、前記電界発光素子による
発光駆動と受光駆動を切り替える切替手段と、
　前記切替手段による切り替えによって受光駆動を行う前記電界発光素子が受光したとき
に発生する電流に基づいて、外部からの入力を検出する検出手段と
　を備え、
　前記切替手段が、所定の波長の光を出射する、発光駆動を行う素子である第１の電界発
光素子を有する第１の画素の近傍に、前記所定の波長の光に対する受光感度が高い素子で
ある、受光駆動を行う第２の電界発光素子を有する第２の画素を形成する場合、
　前記検出手段は、前記第２の電界発光素子が、前記第１の電界発光素子から出射された
光の反射光を受光したときに発生する電流に基づいて、外部からの入力を検出する
　情報処理装置。
【請求項２４】
　前記切替手段は、受光駆動を行う前記第２の電界発光素子を有する複数の前記第２の画
素からなる検出領域を、前記表示部の所定の領域に形成する
　請求項２３に記載の情報処理装置。
【請求項２５】
　前記切替手段は、前記検出領域と異なる前記表示部の領域に、発光駆動を行う前記第１
の電界発光素子を有する複数の前記第１の画素からなる表示領域を形成する
　請求項２４に記載の情報処理装置。
【請求項２６】
　前記検出手段は、前記表示部の表面に所定の物体が近接されたことを外部からの入力と
して検出する
　請求項２３に記載の情報処理装置。
【請求項２７】
　前記検出手段は、前記第２の電界発光素子が、前記第１の電界発光素子から出射された
光の反射光を受光したときに発生する電流に基づいて、前記表示部の表面に接触、または
、近接する物体の面情報を、外部からの入力として検出する
　請求項２３に記載の情報処理装置。
【請求項２８】
　前記表示部から離れた位置にある物体の像を結像する結像手段をさらに備え、
　前記検出手段は、受光駆動を行う前記第２の電界発光素子が受光したときに発生する電
流に基づいて、前記結像手段により結像される前記物体の像を外部からの入力として検出
する
　請求項２３に記載の情報処理装置。
【請求項２９】
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　各画素の電界発光素子を発光させることで画像を表示する表示部を有する情報処理装置
の情報処理方法において、
　前記電界発光素子に印加する電圧の方向を切り替えることで、前記電界発光素子による
発光駆動と受光駆動を切り替える切替ステップと、
　前記切替ステップの処理による切り替えによって受光駆動を行う前記電界発光素子が受
光したときに発生する電流に基づいて、外部からの入力を検出する検出ステップと
　を含み、
　前記切替ステップの処理により、所定の波長の光を出射する、発光駆動を行う素子であ
る第１の電界発光素子を有する第１の画素の近傍に、前記所定の波長の光に対する受光感
度が高い素子である、受光駆動を行う第２の電界発光素子を有する第２の画素が形成され
る場合、
　前記検出ステップの処理においては、前記第２の電界発光素子が、前記第１の電界発光
素子から出射された光の反射光を受光したときに発生する電流に基づいて、外部からの入
力が検出される
　情報処理方法。
【請求項３０】
　各画素の電界発光素子を発光させることで画像を表示する表示部を有する情報処理装置
による情報処理を、コンピュータに行わせるプログラムの記録媒体において、
　前記電界発光素子に印加する電圧の方向を切り替えることで、前記電界発光素子による
発光駆動と受光駆動を切り替える切替ステップと、
　前記切替ステップの処理による切り替えによって受光駆動を行う前記電界発光素子が受
光したときに発生する電流に基づいて、外部からの入力を検出する検出ステップと
　を含み、
　前記切替ステップの処理により、所定の波長の光を出射する、発光駆動を行う素子であ
る第１の電界発光素子を有する第１の画素の近傍に、前記所定の波長の光に対する受光感
度が高い素子である、受光駆動を行う第２の電界発光素子を有する第２の画素が形成され
る場合、
　前記検出ステップの処理においては、前記第２の電界発光素子が、前記第１の電界発光
素子から出射された光の反射光を受光したときに発生する電流に基づいて、外部からの入
力が検出される
　コンピュータが読み取り可能なプログラムが記録されている記録媒体。
【請求項３１】
　各画素の電界発光素子を発光させることで画像を表示する表示部を有する情報処理装置
による情報処理を、コンピュータに行わせるプログラムにおいて、
　前記電界発光素子に印加する電圧の方向を切り替えることで、前記電界発光素子による
発光駆動と受光駆動を切り替える切替ステップと、
　前記切替ステップの処理による切り替えによって受光駆動を行う前記電界発光素子が受
光したときに発生する電流に基づいて、外部からの入力を検出する検出ステップと
　を含み、
　前記切替ステップの処理により、所定の波長の光を出射する、発光駆動を行う素子であ
る第１の電界発光素子を有する第１の画素の近傍に、前記所定の波長の光に対する受光感
度が高い素子である、受光駆動を行う第２の電界発光素子を有する第２の画素が形成され
る場合、
　前記検出ステップの処理においては、前記第２の電界発光素子が、前記第１の電界発光
素子から出射された光の反射光を受光したときに発生する電流に基づいて、外部からの入
力が検出される
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】



(7) JP 4200435 B2 2008.12.24

10

20

30

40

50

　本発明は、情報処理装置および方法、記録媒体、並びにプログラムに関し、特に、情報
の送受信を、直感的に、かつ容易に行うことができるようにする情報処理装置および方法
、記録媒体、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、タッチパネルなどを重畳して設けることなく、テレビジョン受像機などの表示装
置に対して各種の情報を直接入力する技術が各種提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、表示装置（情報入出力装置）の内側から外側に向かって出射
された赤外線の光量と、その反射光の光量に基づいて、ユーザの動作に対応する情報や、
ユーザが提示したカードに表されている情報を検出させることが開示されている。これに
より、ユーザは、マウスやキーボードを操作することなく、所定の情報を表示装置に入力
することができる。
【０００４】
　また、特許文献２には、表示装置を構成する素子である、光入力方式で書き込まれた情
報に応じて発光表示が可能な有機EL素子について記載されている。
【特許文献１】特開平１１－５３１１１号公報（第５頁乃至第６頁、番号「００２８」乃
至「００３０」の段落）
【特許文献２】特開平７－１７５４２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このように、ユーザの動作に対応する情報や、ユーザが提示したカード
に表されている情報を検出させることで表示装置に情報を入力する場合、所定の時間内に
入力できる情報の量に限界があるという課題があった。
【０００６】
　また、表示装置に情報を入力するためには、近年急激に普及しつつあるIEEE(Institute
 of Electrical and Electronics Engineers)802.11a，または802.11bなどのいわゆる無
線LAN(Local Area Network)や、Bluetooth（登録商標）により通信を行うモジュールを表
示装置に設け、同様の通信モジュールが設けられている情報端末から、無線通信により表
示装置に情報を入力（送信）することも考えられるが、通信を開始するまでの設定が煩雑
であり、情報を容易に入力することができないという課題がある。
【０００７】
　さらに、ユーザは、情報端末の画面上でデータの送信を指示するため、例えば、タッチ
パネルが設けられている表示装置に対して情報を直接入力する場合（表示部を直接押下す
る場合）に較べて、情報を直感的に入力することができない。
【０００８】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、表示装置との間における情報の
送受信を、直感的に、かつ容易に行うことができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の情報処理装置は、他の情報処理装置に出力する出力データを表す複数の
第１の図形画像を生成する生成手段と、生成手段により生成された複数の第１の図形画像
のそれぞれを順次表示する表示手段と、所定の画像を表示する表示手段の表示領域の一部
に、他の情報処理装置から入力されてくる入力データを表す第２の図形画像が検出される
検出領域を形成する形成手段と、複数の第２の図形画像のそれぞれが、他の情報処理装置
において順次表示されることに応じて、検出領域を構成する画素に配設されるトランジス
タの活性半導体層において、外部からの光に応じて発生される電流に基づいて第２の図形
画像を検出する検出手段と、検出手段により検出された複数の第２の図形画像に基づいて
、入力データを取得する取得手段とを備える。
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【００１０】
　本発明の第１の情報処理装置の情報処理方法は、他の情報処理装置に出力する出力デー
タを表す複数の第１の図形画像を生成する生成ステップと、生成ステップの処理により生
成された複数の第１の図形画像のそれぞれを順次表示する表示ステップと、所定の画像を
表示する表示手段の表示領域の一部に、他の情報処理装置から入力されてくる入力データ
を表す第２の図形画像が検出される検出領域を形成する形成ステップと、複数の第２の図
形画像のそれぞれが、他の情報処理装置において順次表示されることに応じて、検出領域
を構成する画素に配設されるトランジスタの活性半導体層において、外部からの光に応じ
て発生される電流に基づいて第２の図形画像を検出する検出ステップと、検出ステップの
処理により検出された複数の第２の図形画像に基づいて、入力データを取得する取得ステ
ップとを含む。
【００１１】
　本発明の第１の記録媒体に記録されているプログラムは、他の情報処理装置に出力する
出力データを表す複数の第１の図形画像を生成する生成ステップと、生成ステップの処理
により生成された複数の第１の図形画像のそれぞれを順次表示することを制御する表示制
御ステップと、所定の画像を表示する表示手段の表示領域の一部に、他の情報処理装置か
ら入力されてくる入力データを表す第２の図形画像が検出される検出領域を形成する形成
ステップと、複数の第２の図形画像のそれぞれが、他の情報処理装置において順次表示さ
れることに応じて、検出領域を構成する画素に配設されるトランジスタの活性半導体層に
おいて、外部からの光に応じて発生される電流に基づいて第２の図形画像を検出する検出
制御ステップと、検出制御ステップの処理により検出された複数の第２の図形画像に基づ
いて、入力データを取得する取得ステップとを含む。
【００１２】
　本発明の第１のプログラムは、他の情報処理装置に出力する出力データを表す複数の第
１の図形画像を生成する生成ステップと、生成ステップの処理により生成された複数の第
１の図形画像のそれぞれを順次表示することを制御する表示制御ステップと、所定の画像
を表示する表示手段の表示領域の一部に、他の情報処理装置から入力されてくる入力デー
タを表す第２の図形画像が検出される検出領域を形成する形成ステップと、複数の第２の
図形画像のそれぞれが、他の情報処理装置において順次表示されることに応じて、検出領
域を構成する画素に配設されるトランジスタの活性半導体層において、外部からの光に応
じて発生される電流に基づいて第２の図形画像を検出する検出制御ステップと、検出制御
ステップの処理により検出された複数の第２の図形画像に基づいて、入力データを取得す
る取得ステップとをコンピュータに実行させる。
【００１３】
　本発明の第２の情報処理装置は、他の情報処理装置に出力する出力データを表す複数の
図形画像を生成する生成手段と、生成手段により生成された複数の図形画像のそれぞれを
順次表示する表示手段と、音楽データに基づく音を出力する出力手段とを備え、表示手段
は、出力データが音楽データである場合、出力手段による音の出力とともに、複数の図形
画像のそれぞれを順次表示する。
【００１４】
　前記図形画像は、その１つにより所定のデータ量のデータが表される２次元コードであ
るようにすることができる。
【００１５】
　１回の画面走査で１フレームの画像が表示される場合、前記表示手段は、１フレームの
表示毎に複数の図形画像のそれぞれを表示するようにすることができる。
【００１６】
　前記表示手段は、出力データが画像データである場合、画像データに基づく画像を表示
するとともに、その近傍に、図形画像を表示するようにすることができる。
【００１８】
　本発明の第２の情報処理装置の情報処理方法は、他の情報処理装置に出力する出力デー
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タを表す複数の図形画像を生成する生成ステップと、生成ステップの処理により生成され
た複数の図形画像のそれぞれを順次表示する表示ステップとを含み、表示ステップの処理
においては、出力データが音楽データである場合、音楽データに基づく音を出力する出力
手段による音の出力とともに、複数の図形画像のそれぞれが順次表示される。
【００１９】
　本発明の第２の記録媒体に記録されているプログラムは、他の情報処理装置に出力する
出力データを表す複数の図形画像を生成する生成ステップと、生成ステップの処理により
生成された複数の図形画像のそれぞれを順次表示することを制御する表示制御ステップと
を含み、表示制御ステップの処理においては、出力データが音楽データである場合、音楽
データに基づく音を出力する出力手段による音の出力とともに、複数の図形画像のそれぞ
れが順次表示される。
【００２０】
　本発明の第２のプログラムは、他の情報処理装置に出力する出力データを表す複数の図
形画像を生成する生成ステップと、生成ステップの処理により生成された複数の図形画像
のそれぞれを順次表示することを制御する表示制御ステップとを含み、表示制御ステップ
の処理においては、出力データが音楽データである場合、音楽データに基づく音を出力す
る出力手段による音の出力とともに、複数の図形画像のそれぞれが順次表示される。
【００２１】
　本発明の第３の情報処理装置は、所定の画像を表示する表示手段の表示領域の一部に、
他の情報処理装置から入力されてくる入力データを表す図形画像が検出される検出領域を
形成する形成手段と、複数の図形画像のそれぞれが、他の情報処理装置において順次表示
されることに応じて、検出領域を構成する画素に配設されるトランジスタの活性半導体層
において、外部からの光に応じて発生される電流に基づいて図形画像を検出する検出手段
と、検出手段により検出された複数の図形画像に基づいて、入力データを取得する取得手
段とを備える。
【００２２】
　前記図形画像は、その１つにより所定のデータ量のデータが表される２次元コードであ
るようにすることができる。
【００２４】
　前記形成手段は、検出領域を構成させる表示領域の各画素に、画像を表示する各画素に
対して印加される電圧と、逆方向の電圧を印加することで検出領域を形成するようにする
ことができる。
【００２７】
　前記形成手段は、表示手段による画面の走査に併せて順次移動されるように検出領域を
形成するようにすることができる。
【００２８】
　前記取得手段により、入力データに付随する、入力データの処理を指示する指示情報が
取得されたとき、指示情報に基づいて入力データを処理する処理手段をさらに備えるよう
にすることができる。
【００２９】
　前記取得手段により取得された入力データが画像データである場合、前記処理手段は、
指示情報に基づいて、画像データに対応する画像の表示を制御するようにすることができ
る。
【００３０】
　前記処理手段は、指示情報に基づいて、前記取得手段により取得された入力データを保
存するようにすることができる。
【００３１】
　前記処理手段は、指示情報に基づいて、取得手段により取得された入力データの、他の
機器への送信を制御するようにすることができる。
【００３２】
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　本発明の第３の情報処理装置の情報処理方法は、所定の画像を表示する表示手段の表示
領域の一部に、他の情報処理装置から入力されてくる入力データを表す図形画像が検出さ
れる検出領域を形成する形成ステップと、複数の図形画像のそれぞれが、他の情報処理装
置において順次表示されることに応じて、検出領域を構成する画素に配設されるトランジ
スタの活性半導体層において、外部からの光に応じて発生される電流に基づいて図形画像
を検出する検出ステップと、検出ステップの処理により検出された複数の図形画像に基づ
いて、入力データを取得する取得ステップとを含む。
【００３３】
　本発明の第３の記録媒体に記録されているプログラムは、所定の画像を表示する表示手
段の表示領域の一部に、他の情報処理装置から入力されてくる入力データを表す図形画像
が検出される検出領域を形成する形成ステップと、複数の図形画像のそれぞれが、他の情
報処理装置において順次表示されることに応じて、検出領域を構成する画素に配設される
トランジスタの活性半導体層において、外部からの光に応じて発生される電流に基づいて
図形画像を検出する検出制御ステップと、検出制御ステップの処理により検出された複数
の図形画像に基づいて、入力データを取得する取得ステップとを含む。
【００３４】
　本発明の第３のプログラムは、所定の画像を表示する表示手段の表示領域の一部に、他
の情報処理装置から入力されてくる入力データを表す図形画像が検出される検出領域を形
成する形成ステップと、複数の図形画像のそれぞれが、他の情報処理装置において順次表
示されることに応じて、検出領域を構成する画素に配設されるトランジスタの活性半導体
層において、外部からの光に応じて発生される電流に基づいて図形画像を検出する検出制
御ステップと、検出制御ステップの処理により検出された複数の図形画像に基づいて、入
力データを取得する取得ステップとを含む。
【００３５】
　本発明の第４の情報処理装置は、電界発光素子に印加する電圧の方向を切り替えること
で、電界発光素子による発光駆動と受光駆動を切り替える切替手段と、切替手段による切
り替えによって受光駆動を行う電界発光素子が受光したときに発生する電流に基づいて、
外部からの入力を検出する検出手段とを備え、切替手段が、所定の波長の光を出射する、
発光駆動を行う素子である第１の電界発光素子を有する第１の画素の近傍に、所定の波長
の光に対する受光感度が高い素子である、受光駆動を行う第２の電界発光素子を有する第
２の画素を形成する場合、検出手段は、第２の電界発光素子が、第１の電界発光素子から
出射された光の反射光を受光したときに発生する電流に基づいて、外部からの入力を検出
する。
【００３６】
　切替手段は、受光駆動を行う第２の電界発光素子を有する複数の第２の画素からなる検
出領域を、表示部の所定の領域に形成するようにすることができる。
【００３７】
　切替手段は、検出領域と異なる表示部の領域に、発光駆動を行う第１の電界発光素子を
有する複数の第１の画素からなる表示領域を形成するようにすることができる。
【００３９】
　検出手段は、表示部の表面に所定の物体が近接されたことを外部からの入力として検出
するようにすることができる。
【００４０】
　検出手段は、第２の電界発光素子が、第１の電界発光素子から出射された光の反射光を
受光したときに発生する電流に基づいて、表示部の表面に接触、または、近接する物体の
面情報を、外部からの入力として検出するようにすることができる。
【００４２】
　表示部から離れた位置にある物体の像を結像する結像手段をさらに備え、検出手段は、
受光駆動を行う第２の電界発光素子が受光したときに発生する電流に基づいて、結像手段
により結像される物体の像を外部からの入力として検出するようにすることができる。
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【００４３】
　本発明の第４の情報処理方法は、電界発光素子に印加する電圧の方向を切り替えること
で、電界発光素子による発光駆動と受光駆動を切り替える切替ステップと、切替ステップ
の処理による切り替えによって受光駆動を行う電界発光素子が受光したときに発生する電
流に基づいて、外部からの入力を検出する検出ステップとを含み、切替ステップの処理に
より、所定の波長の光を出射する、発光駆動を行う素子である第１の電界発光素子を有す
る第１の画素の近傍に、所定の波長の光に対する受光感度が高い素子である、受光駆動を
行う第２の電界発光素子を有する第２の画素が形成される場合、検出ステップの処理にお
いては、第２の電界発光素子が、第１の電界発光素子から出射された光の反射光を受光し
たときに発生する電流に基づいて、外部からの入力が検出される。
【００４４】
　本発明の第４の記録媒体に記録されているプログラム、および、本発明の第４のプログ
ラムは、電界発光素子に印加する電圧の方向を切り替えることで、電界発光素子による発
光駆動と受光駆動を切り替える切替ステップと、切替ステップの処理による切り替えによ
って受光駆動を行う電界発光素子が受光したときに発生する電流に基づいて、外部からの
入力を検出する検出ステップとを含み、切替ステップの処理により、所定の波長の光を出
射する、発光駆動を行う素子である第１の電界発光素子を有する第１の画素の近傍に、所
定の波長の光に対する受光感度が高い素子である、受光駆動を行う第２の電界発光素子を
有する第２の画素が形成される場合、検出ステップの処理においては、第２の電界発光素
子が、第１の電界発光素子から出射された光の反射光を受光したときに発生する電流に基
づいて、外部からの入力が検出される。
【００４５】
　本発明の第１の情報処理装置および方法、並びにプログラムにおいては、他の情報処理
装置に出力する出力データを表す複数の第１の図形画像が生成され、生成された複数の第
１の図形画像のそれぞれが順次表示される。また、所定の画像を表示する表示手段の表示
領域の一部に、他の情報処理装置から入力されてくる入力データを表す第２の図形画像が
検出される検出領域が形成され、複数の第２の図形画像のそれぞれが、他の情報処理装置
において順次表示されることに応じて、検出領域を構成する画素に配設されるトランジス
タの活性半導体層において、外部からの光に応じて発生される電流に基づいて第２の図形
画像が検出され、検出された複数の第２の図形画像に基づいて、入力データが取得される
。
【００４６】
　本発明の第２の情報処理装置および方法、並びにプログラムにおいては、他の情報処理
装置に出力する出力データを表す複数の図形画像が生成され、生成された複数の図形画像
のそれぞれが順次表示される。また、出力データが音楽データである場合、出力手段によ
る音の出力とともに、複数の図形画像のそれぞれが順次表示される。
【００４７】
　本発明の第３の情報処理装置および方法、並びにプログラムにおいては、所定の画像を
表示する表示手段の表示領域の一部に、他の情報処理装置から入力されてくる入力データ
を表す図形画像が検出される検出領域が形成され、複数の図形画像のそれぞれが、他の情
報処理装置において順次表示されることに応じて、検出領域を構成する画素に配設される
トランジスタの活性半導体層において、外部からの光に応じて発生される電流に基づいて
図形画像が検出され、検出された複数の図形画像に基づいて、入力データが取得される。
【００４８】
　本発明の第４の情報処理装置および方法、並びにプログラムにおいては、電界発光素子
に印加する電圧の方向を切り替えることで、電界発光素子による発光駆動と受光駆動が切
り替えられ、受光駆動を行う電界発光素子が受光したときに発生する電流に基づいて、外
部からの入力が検出される。また、所定の波長の光を出射する、発光駆動を行う素子であ
る第１の電界発光素子を有する第１の画素の近傍に、所定の波長の光に対する受光感度が
高い素子である、受光駆動を行う第２の電界発光素子を有する第２の画素を形成する場合
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、第２の電界発光素子が、第１の電界発光素子から出射された光の反射光を受光したとき
に発生する電流に基づいて、外部からの入力が検出される。
【発明の効果】
【００４９】
　第１の本発明によれば、より直感的な操作で、かつ、容易に、外部の機器からデータを
取り込むことができるとともに、その外部の機器に対して、容易に、データを転送するこ
とができる。
【００５０】
　第２の本発明によれば、より直感的な操作で、かつ、容易に、外部の機器に対してデー
タを転送することができる。
【００５１】
　第３の本発明によれば、より直感的な操作で、かつ、容易に、外部の機器からデータを
取り込むことができる。
【００５２】
　第４の本発明によれば、画像の表示とともに、外部からの入力を検出することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００８８】
　図１は、本発明を適用した情報処理システムの構成例を示す図である。
【００８９】
　表示装置（情報処理装置）１の正面には、そのほぼ全体にわたって表示部１１が形成さ
れている。表示部１１は、例えば、TFT(Thin Film Transistor)が各画素に配設された、
有機または無機のEL(Electroluminescence)ディスプレイやLCD(Liquid Crystal Display)
からなり、画素毎にその駆動を制御し、所定の図形や文字などの画像を表示する。
【００９０】
　表示部１１に表示されているウインドウ１２には、動画像１２Ａが表示され、その右隅
にマトリクス型の２次元コードであるシンボル１３が表示されている。シンボル１３は、
動画像１２Ａのデータを表す図形画像であり、例えば、表示部１１による１フレームの表
示毎に、その白黒のパターンが切り換えられる。具体的には、表示装置１は、動画像１２
Ａのソースデータを取得したとき、そのソースデータを表す、複数のシンボル（２次元コ
ード）からなるシンボル列を生成し、１フレームの表示毎に各シンボルを順次表示する。
【００９１】
　従って、表示されるシンボルを検出し、それを解析することにより、シンボルを検出可
能なリーダが設けられている機器は、表示部１１に表示されるシンボルを介してソースデ
ータを取得することができる。
【００９２】
　情報処理端末２１は、PDA(Personal Digital Assistants)やパーソナルコンピュータ、
或いは、携帯電話機などから構成され、ケーブル２３を介して、表示装置１に表示される
シンボルを読み取り可能なリーダライタ２４が接続されている。先端面２４Ａが表示部１
１に表示されているシンボル１３に当接されたとき、リーダライタ２４により、表示部１
１に表示されるシンボル１３が読み取られる。
【００９３】
　すなわち、リーダライタ２４は、表示部１１の表示周期に併せて、表示されるシンボル
１３のパターンを所定の期間だけ検出する。リーダライタ２４により検出されたシンボル
のデータは、ケーブル２３を介して情報処理端末２１に出力される。
【００９４】
　情報処理端末２１は、リーダライタ２４から転送されたデータに基づいて、複数のシン
ボルが時系列的に並べられたシンボル列を取得し、さらに、取得したシンボル列からソー
スデータ（表示装置１により表示されている画像のソースデータ）を取得する。これによ
り、シンボル１３を介して、表示装置１から情報処理端末２１に対して、表示部１１に表
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示されている画像に対応するデータが転送されることになる。
【００９５】
　例えば、６０Hzの周波数でプログレッシブ方式によりシンボルが順次表示され、かつ、
１シンボルにより２KB（Byte）のデータが表される場合、９６０Kbps（６０（回／秒）×
２（KB）×８（bit））の転送レートでデータが転送されることになる。また、近年、４
００Hzの周波数で高画質な映像を表示できるディスプレイなども開発されているが、その
ように非常に短い周期で、１つで２KBのデータが表されるシンボルが順次表示された場合
、６４００Kbps（４００（回／秒）×２（KB）×８（bit））の転送レートでデータが転
送されることになる。
【００９６】
　すなわち、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11a，802.
11bなどのいわゆる無線LAN(Local Area Network)や、Bluetoothなどの無線通信によらず
に、比較的高い転送レートでデータを送受信させることができる。
【００９７】
　なお、１つのシンボルにより表されるデータ量は、その大きさや誤り訂正の方式などに
より適宜変更可能である。また、１つのシンボルにより表されるデータ量と、表示部１１
の表示周波数により、転送レートも適宜変更可能である。
【００９８】
　情報処理端末２１においては、シンボル１３を介して表示装置１から転送されたデータ
が内部の記憶部に保存されたり、或いは、転送されてきたデータに基づいて、対応する画
像が表示部２２に表示される。
【００９９】
　従って、ユーザは、リーダライタ２４の先端面２４Ａを、表示されているシンボル１３
に当接させるといった、非常に直感的な操作により、表示装置１から情報処理端末２１に
データを取り込ませることができる。
【０１００】
　また、ユーザは、リーダライタ２４の先端面２４Ａを、表示部１１の所定の位置に形成
された読み取り領域に当接させることで、上述したものと反対に、情報処理端末２１から
表示装置１に対してデータを入力することができる。
【０１０１】
　例えば、図２に示されるように、表示部１１の右下に、表示装置１により読み取り領域
３１が形成され、そこに当接されたリーダライタ２４から、シンボルを介してのデータの
転送が行われる。
【０１０２】
　詳細な説明については後述するが、表示部１１の各画素に配設されているTFTには、そ
の画素により所定の画像の一部を表示させるとき、正方向のバイアス電圧が印加され、一
方、その画素により、リーダライタ２４において出力されるシンボルを検出させるとき、
逆方向のバイアス電圧が印加される。従って、読み取り領域３１は、例えば、表示部１１
の各画素のうち、逆方向のバイアス電圧が印加された複数の画素から構成される。
【０１０３】
　そのように逆方向のバイアス電圧が印加された画素（TFT）に対して、外部から光が入
射されたとき（リーダライタ２４からシンボルの白黒のパターンを表す光が入射されたと
き）、TFTの活性半導体層ではリーク電流が発生するため、読み取り領域３１を構成する
各画素において検出されるリーク電流の有無に基づいて、各画素に対する、外部からの光
の照射の有無が検出される。
【０１０４】
　すなわち、リーダライタ２４の内部に設けられているシンボル表示部１０４（図８参照
）にシンボルを表示させ、そのシンボルに対応する光が読み取り領域３１に照射されたと
き、読み取り領域３１を構成する各画素において、光の有無、換言すれば、シンボルの白
黒が検出される。
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【０１０５】
　具体的には、リーダライタ２４内において表示されるシンボルのうち、黒色の部分が当
接された読み取り領域３１の画素ではリーク電流が発生されず、一方、白色の部分が当接
された画素ではリーク電流が発生され、それが検出される。
【０１０６】
　そして、読み取り領域３１の各画素における検出結果が合成され、リーダライタ２４内
において表示された１つのシンボルが表示装置１により取得される。また、それが所定の
期間繰り返されることで、リーダライタ２４内において表示されたシンボル列（情報処理
端末２１から転送されてくるデータを表す全てのシンボル）が表示装置１に取り込まれる
。表示装置１においては、情報処理端末２１により表示装置１に転送するものとして選択
されたデータがシンボル列の解析により復元され、取得される。
【０１０７】
　これによりユーザは、表示部１１に表示されるシンボル１３にリーダライタ２４を当接
させるだけで表示装置１から情報処理端末２１にデータを取り込むことができるとともに
、リーダライタ２４を読み取り領域３１に当接させるだけで、情報処理端末２１において
選択したデータを表示装置１に転送することができる。
【０１０８】
　すなわち、表示装置１と情報処理端末２１との間で無線LANやBluetoothにより通信を行
い、データを送受信する場合に較べて、煩雑な設定を行うことなく、直感的な操作で、容
易にデータを送受信させることができる。
【０１０９】
　なお、図２の例においては、表示部１１に形成される読み取り領域３１が点線で表され
ているが、ユーザが目視できるように、所定の大きさの枠画像が表示され、その枠の中に
形成されるようにしてもよい。
【０１１０】
　また、図２の例においては、表示部１１のうち、読み取り領域３１以外の領域にはいず
れの画像も表示されていないが、逆方向のバイアス電圧が印加される読み取り領域３１以
外の領域には、テレビジョン番組の映像などの各種の画像を表示させておくことが可能で
ある。
【０１１１】
　表示装置１と情報処理端末２１との間で行われるデータの送受信については、フローチ
ャートを参照して後に詳述する。
【０１１２】
　図３は、図１の表示装置１の構成例を示すブロック図である。
【０１１３】
　制御部４５は、図示せぬROM(Read Only Memory)などに記憶されている制御プログラム
に基づいて表示装置１の全体の動作を制御し、例えば、所定のチャンネルの番組の映像を
表示させたり、所定のサイトにアクセスし、そのサイトの画面を表示させるなど、リモー
トコントローラなどよりなる入力部４６からの、ユーザの指示に対応した処理を実行する
。
【０１１４】
　信号処理部４２は、制御部４５による制御に基づいて、アンテナ４１において受信され
るテレビジョン放送波の中から所定のチャンネルの信号を取得し、そのチャンネルにより
放送される番組のデータを制御部４５に出力する。通信部４３は、インターネットなどの
ネットワークを介して、各種の機器と有線または無線により通信し、取得したデータを制
御部４５に出力する。
【０１１５】
　記憶部４４は、ハードディスクなどより構成され、情報処理端末２１から転送されたデ
ータ、テレビジョン番組の番組データ、通信部４３により取得されたデータなど、各種の
データを記憶する。
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【０１１６】
　画像信号生成部４７は、制御部４５から供給されるデータに対応する画像を表示するた
めの画像信号を生成し、生成した画像信号を、表示部１１の駆動を制御するコントローラ
４８に出力する。
【０１１７】
　また、画像信号生成部４７は、シンボル処理部５２により生成され、供給されたデータ
に基づいて、例えば、１画面毎（１フレームの表示毎）に１つのシンボルを表示させるた
めの画像信号を生成し、それをコントローラ４８に出力する。
【０１１８】
　コントローラ４８は、表示部１１の各画素に配設されるTFTのゲート電極に印加される
電圧を制御するゲートドライバ５０、および、ゲートドライバ５０の駆動に連動して、TF
Tのソース電極－ドレイン電極間の電圧を制御するソースドライバ４９の駆動を制御する
。
【０１１９】
　例えば、コントローラ４８は、表示部１１の所定の位置に読み取り領域を形成すること
が制御部４５から指示されたとき、読み取り領域を形成する画素（画素のTFT）には、逆
方向のバイアス電圧が印加されるようにゲートドライバ５０を制御するとともに、それ以
外の領域には、正方向のバイアス電圧が印加されるようにゲートドライバ５０を制御する
。
【０１２０】
　これにより、読み取り領域を形成する画素は、ゲートがオフにされた状態となり、上述
したように、外部から照射される光に対応したリーク電流の有無に基づいて、リーダライ
タ２４において出力されているシンボルのパターンを検出することが可能となる。また、
それ以外の画素は、ゲートがオンにされた状態となり、ソースドライバ４９により供給さ
れる電圧に対応する電流により、画素電極に接続されているEL素子を発光し、画像の一部
を表示する。
【０１２１】
　ここで、図４および図５を参照して、表示部１１の各画素に配設されるTFTの動作につ
いてより詳細に説明する。
【０１２２】
　図４は、画像を表示する画素（シンボルの読み取り領域を構成する画素ではない画素）
としてコントローラ４８により制御された表示部１１の１画素を示している。
【０１２３】
　例えば、ゲートドライバ５０によりTFT７１のゲート電極７１Ａ（Ｇ）に正方向の電圧
が印加され、オンにされたとき、実線矢印で示されるように、ソースドライバ４９により
印加された電圧に応じて、アルファモスシリコンやポリシリコンからなる活性半導体層（
チャネル）中を、ソース電極７１Ｂ（Ｓ）からドレイン電極７１Ｃ（Ｄ）方向に電流が流
れる。
【０１２４】
　TFT７１のドレイン電極７１Ｃには、EL素子７４のアノード電極７４Ａが接続されてお
り、ドレイン電極７１Ｃから供給された電流がEL素子７４間を流れたとき、その電流に応
じて、電界発光素子であるEL素子７４が発光する。
【０１２５】
　このようにして発光された光が表示部１１の表面を透過して表示装置１の外部に出射さ
れ、図４の画素により画像の一部が表示される。なお、図４においては、説明の便宜上、
EL素子７４から、白抜き矢印で示されるように図の右方向に光が出射されているが、実際
には、アノード電極７４Ａまたはカソード電極７４Ｂのいずれかが透明電極により構成さ
れ、その透明電極を透過して、EL素子７４により発光された光が外部に出射される。
【０１２６】
　一方、ゲートドライバ５０によりTFT７１のゲート電極７１Ａ（Ｇ）に逆方向の電圧が
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印加され、ゲートがオフにされたとき、ソースドライバ４９により電圧が印加された場合
であっても活性半導体層中に電流が流れず、結果として、EL素子７４に電流が流れないた
め発光が生じない。この状態において、図５の白抜き矢印で示されるように、外部から光
が照射されたとき、TFT７１の活性半導体層の光伝導性により、微量ではあるがドレイン
電極７１Ｃからソース電極７１Ｂ方向にリーク電流（オフ電流）が発生する。また、EL素
子７４も、同様に、逆方向の電圧が印加された状態において光が照射されたとき、発光す
ることなく、逆方向の電流を発生する。
【０１２７】
　このようにして発生した電流が検出され、図５の画素に外部から光が照射されたこと、
すなわち、図５の画素に対応するリーダライタ２４のシンボル表示部１０４（図８）の位
置（図５の画素の正面）には、シンボルの白の領域が表示されていることが検出される。
【０１２８】
　図６は、図４および図５に示される画素において発生された電流の計測結果を表してい
る。図６において、横軸はゲート電極７１Ａに印加された電圧を表しており、縦軸は画素
中の電流を表している。
【０１２９】
　計測結果ｌ１は、正方向の電圧が印加された状態において、光が照射されたときにチャ
ネル中を流れた電流の値を示しており、計測結果ｌ２は、正方向の電圧が印加された状態
において、光が照射されていないときにチャネル中を流れた電流の値を示している。
【０１３０】
　この計測結果ｌ１およびｌ２により、正方向の電圧が印加されている場合は、外部から
の光の有無に関わらず、ソースドライバ４９により印加された電圧に応じた電流が流れて
いることがわかる。すなわち、この場合、計測対象の画素により、画像の一部が表示され
ている。
【０１３１】
　一方、図６の計測結果ｌ３は、逆方向の電圧が印加されている状態において、外部から
光が照射されたときに、その画素において発生したリーク電流の値を表しており、外部か
ら光が照射されていないときの電流値を表す計測結果ｌ４と比較して明らかなように、発
生する電流に差が生じている。
【０１３２】
　例えば、約マイナス５ボルトの電圧（逆方向の電圧）が印加されている状態において、
外部から所定の光量の光が照射された場合、「１Ｅ－８（Ａ）」程度の電流（TFTの活性
半導体層中において発生した電流と、EL素子が発生した電流）が発生している。
【０１３３】
　従って、逆方向のバイアス電圧が印加された画素において検出される電流の値が、所定
の閾値以上の値をとるか否かに基づいて、その画素に対して光が照射されたか否かが検出
される。なお、実際には、図６の各信号がそれぞれ増幅され、増幅後の信号から、光の照
射の有無が検出される。
【０１３４】
　図６においては、計測結果ｌ４により、外部から光が照射されていない場合であっても
、「１Ｅ－１０（Ａ）」程度の微小な電流が発生していることが示されているが、これは
計測中のノイズによるものである。なお、RGBのうちのいずれの色を発光するEL素子であ
っても、図６に示されるものとほぼ同一の計測結果が得られる。
【０１３５】
　図４および図５の例においては、１画素に１つのTFTが設けられるとしたが、２つのTFT
が設けられる２TFT型の画素や、４つのTFTが設けられる４TFT型の画素の場合でも、同様
に、それぞれのTFTが発生するリーク電流に基づいて、外部からのシンボルの入力を検出
させることができる。
【０１３６】
　また、表示部１１がLCDである場合（EL素子７４が設けられる自発光型のディスプレイ
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でない場合）、図４および図５のEL素子７４の位置に液晶が設けられ、各画素が構成され
る。この場合、逆方向のバイアス電圧が印加され、外部から光が照射された場合であって
も、液晶はEL素子７４のように電流を発生しないため、その画素に配設されているTFTが
発生したリーク電流のみに基づいて、シンボルの白黒のパターンが検出される。
【０１３７】
　図３の説明に戻り、検出部５３は、上述したように、逆方向のバイアス電圧が印加され
た画素において発生した電流を検出し、その検出結果をシンボル処理部５２に出力する。
【０１３８】
　シンボル処理部５２は、検出部５３からの出力に基づいて、読み取り領域を構成する各
画素における検出結果を合成し、リーダライタ２４により出力されたシンボルを取得する
。
【０１３９】
　また、シンボルを検出する処理が所定の期間（ソースデータを転送するのに必要な期間
）だけ繰り返し実行され、図７に示されるようなシンボル列がシンボル処理部５２により
取得される。
【０１４０】
　図７に示される例においては、シンボルＳ１乃至Ｓ３は、検出の際に同期をとるための
シンボルであり、単純なパターンからなるシンボルを繰り返すものとされる。そして、シ
ンボルＳ４乃至Ｓｎにより、例えば、画像データ、音楽データ、テキストデータなどの各
種のソースデータが表される。
【０１４１】
　図７に示されるようなシンボル列がシンボル処理部５２により取得され、データ処理部
５１に出力される。
【０１４２】
　また、シンボル処理部５２は、表示部１１の所定の位置にシンボルを表示し、情報処理
端末２１にデータを転送するとき、データ処理部５１から供給されたデータに基づいてシ
ンボルを生成する。シンボル処理部５２により生成されたシンボル列のデータは画像信号
生成部４７に出力される。例えば、シンボル処理部５２により、図７のシンボル列が生成
された場合、表示部１１には、シンボルＳ１乃至Ｓｎのそれぞれが、１フレームの表示毎
に順次表示される。
【０１４３】
　データ処理部５１は、表示部１１にシンボルを表示するとき、制御部４５により取得さ
れ、供給されたソースデータ（情報処理端末２１に転送するデータ）に対して、スクラン
ブル、誤り訂正ブロックの付加、変調処理等を適宜施し、得られたデータをシンボル処理
部５２に出力する。
【０１４４】
　また、データ処理部５１は、表示部１１に形成された読み取り領域においてシンボルが
検出され、それを表すデータがシンボル処理部５２から供給されたとき、供給されたデー
タに対して復調処理、誤り訂正処理、およびデスクランブル処理等を適宜施し、得られた
ソースデータ（情報処理端末２１から転送されたデータ）を制御部４５に供給する。
【０１４５】
　制御部４５に供給された、情報処理端末２１から転送されてきたデータは、記憶部４４
に記憶されたり、或いは、転送されてきたデータに基づく画像信号生成部４７およびコン
トローラ４８の処理により、対応する画像が表示部１１に表示される。
【０１４６】
　図８は、情報処理端末２１とリーダライタ２４の構成例を示すブロック図である。
【０１４７】
　リーダライタ２４の先端面２４Ａにはレンズ１０１が配設されており、例えば、表示部
１１に表示されているシンボルに先端面２４Ａが当接または近接されたとき、表示部１１
から出射される、シンボルのパターンを表す光がレンズ１０１を介してリーダライタ２４
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の内部に入射される。入射された光は、ハーフミラー１０２で反射され、シンボル検出部
１０３により受光される。
【０１４８】
　シンボル検出部１０３には、光の有無を検出する光センサがアレイ状に配設されており
、ハーフミラー１０２で反射され、受光された光から、そのとき表示部１１に表示されて
いるシンボルが検出される。シンボル検出部１０３の検出結果は、ケーブル２３を介して
情報処理端末２１のシンボル処理部１１２に出力される。
【０１４９】
　シンボル表示部１０４は、プログレッシブ方式により表示可能なLCDなどから構成され
、表示部１１と同じ周波数でシンボルを表示する。例えば、表示装置１にデータを転送す
るとき、シンボル表示部１０４は、画像信号生成部１１１から供給された信号に基づいて
、転送するデータを表すシンボルを順次表示し、自分自身を挟んでハーフミラー１０２と
対向する位置に設けられている光源（図示せず）からの光を利用して、シンボルを表す光
を、表示部１１に形成される読み取り領域に照射する。照射された光は、ハーフミラー１
０２およびレンズ１０１を介してリーダライタ２４の先端面２４Ａから外部に出射される
。
【０１５０】
　制御部１１４は、ROM（図示せず）やハードディスクなどよりなる記憶部１１８に記憶
されている制御プログラムに基づいて、情報処理端末２１の全体の動作を制御する。通信
部１１５は、インターネットなどのネットワークを介して、各種の機器と有線または無線
により通信を行う。
【０１５１】
　入力部１１７は、所定の入力ボタンや、表示部２２に重畳して配置されるタッチパネル
などに入力されるユーザからの指示を制御部１１４に出力する。
【０１５２】
　画像信号生成部１１１は、シンボル処理部１１２により生成され、供給されたシンボル
列のデータに基づいて、シンボル表示部１０４にシンボルを表示させるための画像信号を
生成し、それを、ケーブル２３を介してシンボル表示部１０４に出力する。
【０１５３】
　シンボル処理部１１２は、表示装置１からデータを取得するとき、シンボル検出部１０
３による検出結果に基づいてシンボルを復元し、表示部１１に表示されたシンボル列を取
得する。すなわち、シンボルを検出する処理が所定の期間だけ繰り返し実行され、例えば
、図７に示されるようなシンボル列がシンボル処理部１１２により取得される。
【０１５４】
　また、シンボル処理部１１２は、シンボル表示部１０４にシンボルを表示し、表示装置
１にデータを転送するとき、データ処理部１１３から供給されたデータに基づいてシンボ
ルを生成する。シンボル処理部１１２により生成されたシンボルのデータは、画像信号生
成部１１１に出力される。
【０１５５】
　データ処理部１１３は、シンボル表示部１０４にシンボルを表示するとき、制御部１１
４から供給されたソースデータ（表示装置１に転送するデータ）に対して、スクランブル
、誤り訂正ブロックの付加、変調処理等を適宜施し、得られたデータをシンボル処理部１
１２に出力する。また、データ処理部１１３は、検出されたシンボルを表すデータがシン
ボル処理部１１２から供給されたとき、そのデータに対して復調処理、誤り訂正処理、お
よびデスクランブル処理等を適宜施し、得られたソースデータ（表示装置１から転送され
たデータ）を制御部１１４に供給する。
【０１５６】
　なお、制御部１１４には、必要に応じてドライブ１１６が接続され、磁気ディスク１３
１、光ディスク１３２、光磁気ディスク１３３、或いは半導体メモリ１３４などが適宜装
着され、それから読み出されたコンピュータプログラムが、必要に応じて記憶部１１８に
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インストールされる。
【０１５７】
　次に、図１の情報処理システムの動作についてフローチャートを参照して説明する。
【０１５８】
　始めに、図９のフローチャートを参照して、情報処理端末２１に対してデータを転送す
る表示装置１の処理について説明する。
【０１５９】
　ステップＳ１において、制御部４５は、情報処理端末２１に転送するソースデータを取
得する。例えば、制御部４５は、ユーザからの指示により、所定のテレビジョン番組を表
示部１１に表示させている状態において、その番組のデータを転送することが指示された
とき、或いは、ネットワークを介して取得した画像データなどを表示部１１に表示させて
いる状態において、その画像データを転送することが指示されたとき、その指示に応じて
、番組データや画像データをソースデータとして取得する。
【０１６０】
　当然、ユーザは、表示装置１の記憶部４４に記憶されている音楽データやテキストデー
タなど、各種のデータを情報処理端末２１に転送することを表示装置１に指示することが
できる。
【０１６１】
　制御部４５により取得されたソースデータは、例えば、画像信号生成部４７とデータ処
理部５１に出力される。
【０１６２】
　ステップＳ２において、データ処理部５１は、制御部４５から供給されたソースデータ
に応じて、シンボル列によりソースデータを表すことができるように、所定の単位のデー
タ毎に、スクランブル処理、誤り訂正コードの付加、変調処理、および同期コードの付加
などを適宜行う。
【０１６３】
　また、転送されるデータのタイトルやカテゴリを表す情報、或いは、データ量やデータ
のフォーマットを表す情報などが、サブデータとして適宜付加される。データ処理部５１
により各種の処理が施された後に得られたデータは、シンボル処理部５２に供給される。
【０１６４】
　シンボル処理部５２は、ステップＳ３において、例えば、予め用意されている変換テー
ブルを参照し、データ処理部５１から供給されたデータに対応するシンボルを生成する。
生成されるシンボルは、各セルが黒白でコード化されたマトリクス型のシンボルであって
もよいし、バーコードが積み重ねられてコード化されたスタック型のシンボルであっても
よい。
【０１６５】
　ソースデータのデータ量に対応する所定の数のシンボルがシンボル処理部５２により生
成され、例えば、図７に示されるようなシンボル列が画像信号生成部４７に出力される。
【０１６６】
　ステップＳ４において、画像信号生成部４７は、制御部４５から供給されたソースデー
タに対応する画像を表示させるための画像信号と、シンボル処理部５２から供給されたシ
ンボル列を表示させるための画像信号を重畳して得られた画像信号をコントローラ４８に
供給し、ソースデータに対応する画像とともにシンボルを順次表示させる。
【０１６７】
　これにより、表示されている画像に対応するシンボル（表示されている画像を転送する
ためのシンボル）が、例えば、画像の近傍などの、表示部１１の所定の位置に表示される
。
【０１６８】
　ステップＳ５において、コントローラ４８は、転送するデータを表す全てのシンボルを
表示したか否かを判定し、全てのシンボルを表示したと判定するまで、ステップＳ４に戻
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り、シンボルの表示を順次繰り返す。その後、ステップＳ５において、全てのシンボルを
表示したと判定された場合、処理が終了される。
【０１６９】
　なお、表示されているシンボルを取り込むことで、そのとき表示部１１に表示されてい
る画像データを情報処理端末２１に取り込むことができることをユーザが認識できるよう
に、転送するデータによる画像が表示されている期間だけ、シンボル列が繰り返し表示さ
れるようにしてもよい。例えば、１０分間の動画像が表示部１１に表示されている場合、
その動画像のデータから生成されたシンボル列が、画像の表示に併せて１０分間繰り返し
表示される。
【０１７０】
　以上のようにして表示部１１の所定の位置に表示されるシンボルをリーダライタ２４で
読み取ることにより、ユーザは、表示装置１から情報処理端末２１にデータを取り込むこ
とができる。
【０１７１】
　次に、図１０のフローチャートを参照して、図９の処理に対応して実行される、情報処
理端末２１のデータ取得処理について説明する。
【０１７２】
　リーダライタ２４の先端面２４Ａが表示部１１に当接され、当接された位置に表示され
ているシンボルの同期コード（図７）を検出したとき、シンボル検出部１０３は、ステッ
プＳ２１において、それを読み取る。
【０１７３】
　ステップＳ２２において、シンボル検出部１０３は、全てのシンボルを読み取ったか否
かを判定し、読み取っていないと判定した場合、ステップＳ２１に戻り、表示されるシン
ボルを繰り返し読み取る。シンボル検出部１０３により読み取られたシンボルの情報は、
例えば、シンボル処理部１１２に順次出力される。
【０１７４】
　シンボル検出部１０３は、例えば、シンボル列の終端のシンボルであることを表すシン
ボルを検出したとき、ステップＳ２２において、転送されるデータを表す全てのシンボル
を読み取ったと判定する。
【０１７５】
　ステップＳ２３において、シンボル処理部１１２は、シンボル列をデコードし、得られ
たデータをデータ処理部１１３に出力する。データ処理部１１３は、シンボル処理部１１
２から供給されたデータに対して、復調処理、誤り訂正処理、デスクランブル処理等をス
テップＳ２４において適宜行い、ソースデータを取得する。これにより、表示装置１にお
いて、情報処理端末２１に転送するものとして選択されたソースデータが情報処理端末２
１により取得される。
【０１７６】
　ステップＳ２５において、制御部１１４は、データ処理部１１３により取得されたソー
スデータに対応する処理を行う。
【０１７７】
　例えば、図１１に示されるように、ウインドウ１５１に、動画像１５１Ａと、動画像１
５１Ａのデータを表すシンボル１５２が表示され（図９の処理）、ユーザがリーダライタ
２４によりシンボル１５２を読み取らせた場合、動画像１５１Ａのソースデータが情報処
理端末２１に転送され（図１０のステップＳ２１乃至Ｓ２４の処理）、制御部１１４は、
ステップＳ２５において、転送されたソースデータに基づいて、動画像を表示部２２に表
示させる。
【０１７８】
　これにより、ユーザは、ウインドウ１５１に表示されているものと同一の画像を、表示
部２２に表示させることができ、表示装置１と離れた場所でも、情報処理端末２１を用い
て、動画像１５１Ａの内容を確認することができる。
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【０１７９】
　また、情報処理端末２１に転送されたソースデータは、ステップＳ２５において、記憶
部１１８に保存されたり、通信部１１５を介して他の機器に送信されたり、或いは、ドラ
イブ１１６に装着された記録媒体に記録される。
【０１８０】
　さらに、図１１のウインドウ１６１に、例えば、ネットワークを介して取得されたテキ
スト画像１６１Ａが表示され（図９の処理）、ユーザがウインドウ１６１の右隅に表示さ
れているシンボル１６２をリーダライタ２４により読み取らせた場合、テキストデータ（
ソースデータ）が情報処理端末２１に転送される（図１０のステップＳ２１乃至Ｓ２４の
処理）。
【０１８１】
　制御部１１４は、ステップＳ２５において、転送されたテキストデータを記憶部１１８
に保存させたり、或いは、対応する画像（テキスト画像）を表示部２２に表示させる。
【０１８２】
　図１１のウインドウ１７１に表示されるシンボル１７２は、音楽データをソースデータ
として生成され、表示されるものであり（図９の処理）、シンボル１７２にリーダライタ
２４が所定の期間（音楽データのデータ量に対応するシンボルが表示される期間）だけ当
接されたとき、情報処理端末２１により音楽データが取り込まれる（図１０のステップＳ
２１乃至Ｓ２４の処理）。取り込まれた音楽データは、例えば、図１０のステップＳ２５
において再生され、情報処理端末２１の図示せぬスピーカから出力される。
【０１８３】
　なお、ウインドウ１７１には、情報処理端末２１に取り込むことができる音楽のタイト
ルやアーティストに関する情報などのサブデータが表示されるようにしてもよい。
【０１８４】
　例えば、テレビジョン番組において音楽が流れると同時にウインドウ１７１とシンボル
１７２が表示部１１の所定の位置に表示される場合、ユーザは、表示されるシンボル１７
２をリーダライタ２４で読み取らせることにより、その音楽データを情報処理端末２１に
取り込むことができる。
【０１８５】
　また、ソースデータとして、所定のサイトにアクセスするためのURLが取得された場合
、ウインドウ１８１には、そのURLを表すシンボル１８２が表示される（図９の処理）。
リーダライタ２４がシンボル１８２に当接され、URLが制御部１１４により取得された場
合、制御部１１４は、ステップＳ２５において、通信部１１５を制御して、取得したURL
により指定されるサイトにアクセスし、アクセスしたサイトの画面を表示部２２に表示さ
せる。
【０１８６】
　当然、ウインドウ１８１にサイトの画面がシンボル１８２とともに表示されており、そ
のシンボル１８２を読み取らせることで、情報処理端末２１においてもサイトの画面を確
認できるようにしてもよい。
【０１８７】
　以上のように、ユーザは、表示されるシンボルをリーダライタ２４により読み取らせる
だけでよいため、直感的かつ容易な操作により、各種のデータを情報処理端末２１に取り
込むことができる。
【０１８８】
　次に、図１２および図１３のフローチャートを参照して、図９および図１０を参照して
説明したものと反対に、情報処理端末２１から表示装置１に対してデータを転送する情報
処理システムの動作について説明する。
【０１８９】
　始めに、図１２のフローチャートを参照して、表示装置１にデータを転送する情報処理
端末２１の処理について説明する。
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【０１９０】
　図１２に示される処理は、図９を参照して説明した表示装置１の処理と基本的に同様の
処理である。すなわち、制御部１１４は、ステップＳ４１において、表示装置１に転送す
るソースデータを取得する。例えば、ユーザの入力部１１７に対する入力により、記憶部
１１８に記憶されている所定のデータを転送することが指示されたとき、或いは、ネット
ワークを介して取得した画像データなどを表示部２２に表示させている状態において、そ
の画像データを転送することが指示されたとき、制御部１１４は、その指示に応じてソー
スデータを取得する。
【０１９１】
　ステップＳ４２において、データ処理部１１３は、制御部１１４から供給されたソース
データに応じて、シンボル列によりソースデータを表すことができるように、所定の単位
のデータ毎に、スクランブル処理、誤り訂正コードの付加、変調処理、および同期コード
の付加などを適宜行う。
【０１９２】
　シンボル処理部１１２は、ステップＳ４３において、例えば、予め用意されている変換
テーブルを参照し、データ処理部１１３から供給されたデータに対応するシンボル列を生
成する。生成されたシンボル列は、画像信号生成部１１１に出力される。
【０１９３】
　ステップＳ４４において、画像信号生成部１１１は、シンボル処理部１１２から供給さ
れたシンボル列のデータに基づいて、シンボルを表示させるための画像信号を生成し、シ
ンボル表示部１０４に順次表示させる。
【０１９４】
　シンボル表示部１０４においては、例えば、表示装置１の表示部１１と同じ周波数でシ
ンボル列のそれぞれのシンボルが順次表示され、シンボルを表す光がハーフミラー１０２
およびレンズ１０１を介してリーダライタ２４の外部に出射される。
【０１９５】
　後述するように、リーダライタ２４の先端面２４Ａが表示部１１に形成される読み取り
領域に当接されているとき、ステップＳ４４において表示されるシンボル（リーダライタ
２４から出射されるシンボルを表す光）が読み取り領域において読み取られる（図１３の
ステップＳ６２）。
【０１９６】
　画像信号生成部１１１は、ステップＳ４５において、転送するデータを表すシンボル列
の各シンボルを、シンボル表示部１０４に全て表示したか否かを判定し、表示していない
と判定した場合、ステップＳ４４に戻り、シンボルの表示を繰り返す。画像信号処理部１
１１は、ステップＳ４５において、全てのシンボルを表示したと判定した場合、処理を終
了させる。
【０１９７】
　次に、図１３のフローチャートを参照して、図１２の処理に対応して実行される、表示
装置１のデータ取得処理について説明する。
【０１９８】
　ステップＳ６１において、制御部４５は、表示部１１の所定の位置に読み取り領域を設
定する。すなわち、制御部４５は、所定の画素（TFT）に逆方向のバイアス電圧を印加し
、読み取り領域を表示部１１に形成する。
【０１９９】
　読み取り領域は、所定の位置に固定的に常時形成されるようにしてもよいし、それまで
正方向のバイアス電圧が印加されており、シンボルが表示されていた位置に形成されるよ
うにしてもよい。
【０２００】
　形成された読み取り領域にリーダライタ２４の先端面２４Ａが当接され、リーダライタ
２４のシンボル表示部１０４に表示されているシンボルを表す光が照射されたとき、シン
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ボル処理部５２は、ステップＳ６２において、検出部５３による検出結果に基づいてシン
ボルを読み取る。
【０２０１】
　上述したように、シンボル処理部５２は、読み取り領域を構成するそれぞれの画素にお
いてリーク電流が検出された場合、その画素の正面にはシンボルの白の領域があるものと
し、一方、リーク電流が検出されていない場合、その画素の正面にはシンボルの黒の領域
があるとものして、読み取り領域を構成する各画素の検出結果を合成し、１つのシンボル
を読み取る。
【０２０２】
　シンボル処理部５２は、ステップＳ６３において、全てのシンボルを読み取ったか否か
を判定し、読み取っていないと判定した場合、ステップＳ６２に戻り、リーダライタ２４
において出力されるシンボルを繰り返し読み取る。検出部５３により読み取られたシンボ
ルの情報は、シンボル処理部５２に順次出力される。
【０２０３】
　シンボル処理部５２は、ステップＳ６３において、シンボル列の終端であることを表す
シンボルが検出されたとき、転送されるデータを表す全てのシンボルを読み取ったと判定
し、ステップＳ６４に進む。
【０２０４】
　ステップＳ６４において、シンボル処理部５２は、２次元コードのパターンと、データ
の対応テーブルを参照してシンボル列をデコードし、得られたデータをデータ処理部５１
に出力する。
【０２０５】
　データ処理部５１は、ステップＳ６５において、シンボル処理部５２から供給されたデ
ータに対して、復調処理、誤り訂正処理、デスクランブル処理等を適宜行い、ソースデー
タを取得する。これにより、情報処理端末２１において選択されたソースデータが表示装
置１により取得された状態になる。
【０２０６】
　ステップＳ６６において、制御部４５は、データ処理部５１により取得されたソースデ
ータに対応する処理を行う。
【０２０７】
　例えば、図１２に示されるように、情報処理端末２１の表示部２２に表示されている動
画像２２Ａが、表示装置１に転送するデータとして選択された場合、動画像２２Ａを表す
シンボル列が生成され、リーダライタ２４から、各シンボルを表す光が順次出射される（
図１２のステップＳ４４）。
【０２０８】
　そして、リーダライタ２４から出射されるシンボル列が、表示部１１の右下方に形成さ
れる読み取り領域１９２において読み取られた場合（図１３のステップＳ６２）、ウイン
ドウ１９１が表示され、そこに、読み取られたシンボル列から取得されたソースデータ（
動画像２２Ａのデータ）に対応する動画像が表示される（図１３のステップＳ６６）。
【０２０９】
　このように、ユーザは、情報処理端末２１において指定し、リーダライタ２４を読み取
り領域１９２に当接させるだけで、指定した画像を表示部１１に拡大表示させることがで
きる。例えば、情報処理端末２１がPDAなどの端末である場合、表示部２２の大きさが制
限されることから、画像の詳細を確認することが困難である場合があるが、以上のように
して、情報処理端末２１から表示装置１にデータを転送し、表示部１１に画像を拡大表示
させることで、その詳細を容易に確認することができる。
【０２１０】
　同様にして、情報処理端末２１において選択された音楽データが表示装置１に転送され
たとき、表示装置１により音楽データが再生され、再生音がスピーカから出力される。
【０２１１】
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　また、情報処理端末２１において指定されたURLが表示装置１に転送されたとき、表示
装置１により、そのURLにより指定されるサイトに対するアクセスが通信部４３を介して
行われ、アクセスしたサイトの画面が表示部１１に表示される。
【０２１２】
　以上においては、単にデータのみが送受信されるとしたが、取得されたデータに対する
処理の内容を指示する命令コード（指示情報）がシンボル列に含まれている場合、そのシ
ンボル列を読み取った機器により、命令コードに応じて各種の処理が実行されるようにし
てもよい。
【０２１３】
　次に、図１５のフローチャートを参照して、命令コードを含むシンボル列を表示し、デ
ータを表示装置１に転送する情報処理端末２１の処理について説明する。
【０２１４】
　図１５に示される処理は、ユーザからの入力に基づいて命令コードを生成し、それをソ
ースデータに付加する処理が行われる点を除いて、基本的に、図１２のステップＳ４１乃
至Ｓ４５の処理と同様の処理であり、詳細な説明は省略する。
【０２１５】
　すなわち、制御部１１４は、ステップＳ８１において、ソースデータを取得したとき、
ステップＳ８２に進み、取得したソースデータに命令コードを付加する。例えば、命令コ
ードとして、命令コードとともに転送されたソースデータの画像を表示するウインドウの
大きさ、表示位置、表示時間などを指示するコードや、命令コードとともに転送されたソ
ースデータに、その転送主（ユーザ）のみが表示装置１において再生できるような鍵を設
定することを指示するコードなどがユーザからの指示に基づいて付加される。
【０２１６】
　ステップＳ８３において、データ処理部１１３により、命令コードが付加されたソース
データに各種の処理が施される。また、各種の処理が施されて得られたデータに基づいて
、ステップＳ８４において、シンボル処理部１１２によりシンボル列が生成される。
【０２１７】
　そして、ステップＳ８５において、各シンボルがシンボル表示部１０４に順次表示され
、全てのシンボルが表示されたとき、処理が終了される。
【０２１８】
　次に、図１６のフローチャートを参照して、図１５の処理に対応して実行される、表示
装置１のデータ取得処理について説明する。
【０２１９】
　ステップＳ１０１乃至Ｓ１０５の処理は、図１３のステップＳ６１乃至Ｓ６５の処理と
同様の処理であるため、その説明は省略する。すなわち、表示部１１に形成した読み取り
領域においてシンボル列を読み取り、ソースデータを取得したとき、ステップＳ１０６に
おいて、表示装置１の制御部４５は、取得したデータから命令コードを抽出する。
【０２２０】
　ステップＳ１０７において、制御部４５は、抽出した命令コードに基づいて画像信号生
成部４７を制御し、ソースデータに対応する画像の表示を制御する。
【０２２１】
　例えば、命令コードとして、表示部１１の所定の位置にウインドウを表示し、そこに、
ソースデータに対応する画像を表示させることを指示するコードを抽出した場合、制御部
４５は、そのコードに従ってウインドウの表示位置を決定する。また、制御部４５は、命
令コードとしてウインドウのサイズを指示するコードも含まれている場合、指示されるサ
イズのウインドウを表示し、ソースデータに対応する画像を表示する。
【０２２２】
　さらに、制御部４５は、命令コードとして、ソースデータに対応する画像を表示する期
間を指示するコードを抽出した場合、それにより指定された時刻までソースデータに対応
する画像を表示し続ける。
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【０２２３】
　このように、ユーザは、情報処理端末２１において表示の設定を行い、その設定通りに
、表示装置１に画像を表示させることができる。
【０２２４】
　同様に、転送するデータが音楽データである場合、その音楽データを再生するときの音
量を指示するコードや、再生モード（リピート再生、シャッフル再生等）などを指示する
コードが命令コードとして含まれ、その命令コードに従って、表示装置１において音楽デ
ータが再生される。
【０２２５】
　図１７は、図１５の処理に対応して実行される、表示装置１の他のデータ取得処理につ
いて説明するフローチャートである。
【０２２６】
　この例においては、ソースデータを表示装置１に転送した本人のみが、そのソースデー
タを表示装置１において再生できるようにすることを指示するコードが、命令コードとし
て、ソースデータとともに情報処理端末２１から表示装置１に転送される。
【０２２７】
　ステップＳ１２１乃至Ｓ１２６の処理は、図１６のステップＳ１０１乃至Ｓ１０６の処
理と同様の処理であるため、その説明は省略する。すなわち、読み取り領域において読み
取ったシンボル列からソースデータを取得し、命令コードを抽出したとき、ステップＳ１
２７において、表示装置１の制御部４５は、取得したデータを記憶部４４に保存し、保存
したデータに鍵を設定する。
【０２２８】
　例えば、情報処理端末２１からの命令コードには、情報処理端末２１に固有のものとし
て設定される識別情報が含まれており、その識別情報と組み合わせることで鍵を解くこと
ができるシンボルを生成し、表示部１１に表示させる。表示部１１に表示されたシンボル
と、情報処理端末２１の識別情報を組み合わせることで生成できる解読シンボルは、保存
することが指示されたデータと対応付けて記憶部４４に保存される。
【０２２９】
　情報処理端末２１から転送されたデータに鍵が設定されたとき、表示部１１には、図１
８に示されるような画面が表示される。
【０２３０】
　例えば、ユーザＡが利用する情報処理端末２１からデータが転送され、そのデータに鍵
を設定することが命令コードにより指示されたとき、制御部４５は、情報処理端末２１の
識別情報と組み合わせることで解読シンボルを生成できるシンボル２０１を、ユーザ名（
ユーザＡ）の直右方に表示させる。なお、ユーザ名は、命令コードに含まれる情報に基づ
いて表示されるものである。
【０２３１】
　従って、ユーザは、表示装置１に転送し、保存しておいたデータを再生するとき、リー
ダライタ２４によりシンボル２０１を読み取り、情報処理端末２１に、鍵を解くための解
読シンボルを生成させる。
【０２３２】
　例えば、シンボル２０１が表示されている位置には、所定の周期で読み取り領域が設定
されるため（シンボル２０１が表示されている画素に印加されるバイアス電圧の極性が所
定の周期で切り換えられるため）、ユーザは、新たに形成される読み取り領域に、情報処
理端末２１において生成させた解読シンボルをリーダライタ２４から入力し、保存してお
いたデータを再生（出力）させる。
【０２３３】
　なお、シンボルの表示と読み取り領域の形成が周期的に切り換えられるのではなく、例
えば、図１８のシンボル２０１の近傍に読み取り領域が常時設定されているようにしても
よい。
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【０２３４】
　図１７の説明に戻り、ステップＳ１２８において、制御部４５は、データ処理部５１か
らの出力に基づいて、解読シンボルが読み取り領域において読み取られたか否かを判定し
、読み取られたと判定するまで待機する。上述したようにして、情報処理端末２１におい
て生成された解読シンボルが読み取り領域に入力されたとき、検出部５３により検出され
た解読シンボルを表すデータが、シンボル処理部５２およびデータ処理部５１を介して制
御部４５に供給される。
【０２３５】
　制御部４５は、ステップＳ１２８において、解読シンボルが供給されたと判定した場合
、ステップＳ１２９に進み、供給された解読シンボルに対応付けて保存されているデータ
を記憶部４４から読み出し、再生する。例えば、保存されていたデータが画像データであ
る場合、対応する画像が表示部１１に表示され、保存されていたデータが音楽データであ
る場合、その音楽データが再生される。
【０２３６】
　以上のように、自分自身の名前の近傍に表示されるシンボルをリーダライタ２４により
読み取り、それに応じて生成された解読シンボルを表示装置１に入力することで、保存し
ておいたデータを再生させることができるため、ユーザは、直感的な操作で、データを保
存することができるとともに、その再生を指示することができる。
【０２３７】
　なお、図１８の例においては、ユーザＢが使用する端末から転送されたデータと、ユー
ザＣが使用する端末から転送されたデータに対しても鍵が設定されていることが表示され
ている。
【０２３８】
　仮に、ユーザＡが情報処理端末２１のリーダライタ２４によりシンボル２０２（ユーザ
Ｂが使用する端末の識別情報と組み合わせることで解読シンボルを生成することができる
シンボル）を読み取った場合であっても、ユーザＢの端末の識別情報が情報処理端末２１
には用意されていないため、ユーザＡは、ユーザＢにより保存され、鍵が設定されたデー
タを再生させることができない。
【０２３９】
　従って、自分が保存していたデータが他人に利用されることを防止することができる。
なお、以上においては、端末の識別情報と、表示されるシンボルに基づいて解読シンボル
が生成され、それにより鍵を解除することができるとしたが、鍵の設定と解読のアルゴリ
ズムは適宜変更可能である。
【０２４０】
　次に、図１９のフローチャートを参照して、図１５の処理に対応して実行される、表示
装置１のさらに他のデータ取得処理について説明する。
【０２４１】
　この例においては、指定する機器にデータを送信することを指示するコードが、命令コ
ードとして情報処理端末２１から表示装置１に転送される。例えば、機器を指定する情報
であるアドレスなどが命令コードに含まれ、その命令コードが、アドレスで指定する機器
に送信するデータとともに転送される。
【０２４２】
　ステップＳ１４１乃至Ｓ１４６の処理は、図１６のステップＳ１０１乃至Ｓ１０６の処
理と同様の処理であるため、その説明は省略する。すなわち、読み取り領域において読み
取ったシンボル列からソースデータを取得し、命令コードを抽出したとき、ステップＳ１
４７において、表示装置１の制御部４５は、命令コードにより指定される機器に、取得し
たデータを送信する。
【０２４３】
　例えば、情報処理端末２１において入力された、ネットワークを介して接続される機器
のアドレスが命令コードに含まれている場合、制御部４５は、通信部４３を制御し、情報
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処理端末２１から転送されたデータを、そのアドレスで指定される機器に送信する。
【０２４４】
　これにより、ユーザは、情報処理端末２１に通信部１１５が設けられていない場合であ
っても、情報処理端末２１において送信先の機器を指定し、リーダライタ２４を表示部１
１に当接させるだけで、表示装置１を介して、他の機器にデータを送信することができる
。
【０２４５】
　以上においては、命令コードとして、画像の表示を制御する情報、送信したデータに鍵
を設定することを指示する情報、および、データの送信先を指定する情報などが含まれる
としたが、これ以外にも、各種の情報を命令コードに含めることができるようにしてもよ
い。
【０２４６】
　例えば、データの属性を表す情報を命令コードとしてデータとともに転送し、その命令
コードを取得した機器において、命令コードに応じた処理が行われるようにしてもよい。
データの属性を表す情報として、それぞれのデータの優先度が含まれている場合、優先度
に応じて、表示される順番が制御されたり、或いは、それぞれのデータの表示サイズが制
御される。また、データの属性を表す情報として、ユーザの嗜好情報（視聴履歴情報）が
含まれている場合、ユーザの嗜好に応じて、表示される順番や表示位置などが制御される
。
【０２４７】
　以上においては、読み取り領域は、表示部１１の所定の位置に固定して形成されるか、
または、シンボルが表示される位置に周期的に形成される場合について説明したが、表示
部１１の走査に併せて、読み取り領域の移動が行われるようにしてもよい。
【０２４８】
　例えば、図２０の点線矢印で示されるように、表示部１１の画面走査が画面の左上端か
ら１／６０（秒）の周期で行われる場合、この走査に併せて逆方向の電圧が印加される画
素が切り換えられることで読み取り領域２１１の移動が行われる。これにより、表示部１
１にリーダライタ２４が当接されたか否かが、１／６０（秒）の周期でスキャンされるこ
とになる。
【０２４９】
　なお、表示部１１にウインドウ２１２が既に表示されている場合、画像の表示と同時に
、読み取り領域として１つの画素（ウインドウ２１２の画素）を機能させることができな
いため、ウインドウ２１２が表示される領域以外の領域で、読み取り領域２１１によるス
キャンが行われる。
【０２５０】
　例えば、図２１に示される表示部１１の位置Ｐにユーザがリーダライタ２４を当接させ
ているときに、読み取り領域２１１により位置Ｐがスキャンされた場合、リーダライタ２
４から出力されるシンボルが読み取り領域２１１により読み取られ、情報処理端末２１に
おいて選択されたデータが表示装置１に転送される。
【０２５１】
　データが表示装置１に転送されたとき、例えば、読み取り領域２１１が右隅に位置する
ように、ウインドウ２２１が表示され、そこに、取り込まれたデータに対応する画像が表
示される。
【０２５２】
　このように表示部１１の表面にリーダライタ２４が当接されたか否か（データの転送が
行われるか否か）が周期的にスキャンされ、当接された位置を基準としてウインドウが表
示されるようにしたため、ユーザは、画像が表示されていない領域であれば、リーダライ
タ２４を移動させやすい位置、或いは、ウインドウを表示させたい位置、すなわち、好み
の位置にリーダライタ２４を当接させることでデータを表示装置１に転送することができ
る。
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【０２５３】
　次に、図２２のフローチャートを参照して、図２０および図２１に示されるように、リ
ーダライタ２４からの入力の有無を読み取り領域によりスキャンし、リーダライタ２４が
当接されたときに情報処理端末２１からデータを取得する表示装置１の処理について説明
する。
【０２５４】
　ステップＳ１６１において、制御部４５は、所定の画素に逆方向のバイアス電圧を印加
して読み取り領域を設定し、ステップＳ１６２に進み、画像が表示されていない領域を、
設定した読み取り領域によりスキャンする。
【０２５５】
　ステップＳ１６３において、制御部４５は、リーダライタ２４が表示部１１の表面に当
接され、シンボルの入力が読み取り領域において検出されたか否かを判定し、検出されて
いないと判定した場合、ステップＳ１６２に戻り、スキャンを繰り返す。
【０２５６】
　一方、読み取り領域において、リーク電流が発生されたことが検出され、シンボルが入
力されたと判定した場合、制御部４５は、読み取り領域の移動を停止し、ステップＳ１６
４に進み、シンボルを読み取る。
【０２５７】
　すなわち、ステップＳ１６４乃至Ｓ１６７において、上述した処理と同様のシンボルの
読み取り処理が実行され、ソースデータが取得される。ソースデータが取得されたとき、
制御部４５は、ステップＳ１６８において、リーダライタ２４が当接された位置を基準と
してウインドウを表示させ、そこに、転送されてきたデータに対応する画像を表示させる
。
【０２５８】
　以上の処理により、ユーザは、所定の位置に固定して設定されている読み取り領域にリ
ーダライタ２４を当接させることなく、好みの位置に、かつ、容易に、データを表示装置
１に転送することができる。
【０２５９】
　なお、図２０および図２１に示される例においては、説明の便宜上、比較的広い範囲に
読み取り領域が形成され、それが移動されるとしたが、１画素からなる読み取り領域によ
り順次スキャンが行われるようにしてもよい。
【０２６０】
　この場合、スキャンが行われる１画素によりシンボルの入力が検出されたとき、検出さ
れた位置の周囲の所定の範囲に読み取り領域が拡大して設定され（検出された位置の周囲
の画素の極性が切り換えられ）、設定された読み取り領域により、リーダライタ２４から
出射されるシンボルが読み取られる。
【０２６１】
　ユーザからの入力の有無を検出する画素は、必要最小限の１画素だけでよいため、これ
により、その１画素を除く、他の全ての画素に画像を表示させることができる。従って、
ユーザからの入力を順次スキャンする場合であっても、より広い領域を表示領域として確
保することができる。
【０２６２】
　以上においては、情報処理端末２１には、シンボルの読み書きのみを行うリーダライタ
２４がケーブル２３を介して接続されるとしたが、表示部２２が、表示装置１の表示部１
１と同様にTFTが各画素に配置された表示デバイスにより構成され、その極性を制御する
ことで画像を表示するだけでなく、外部からの光を検出できるセンサ（読み取り領域）と
して駆動することが可能である場合、リーダライタ２４が情報処理端末２１に設けられて
いる必要はない。
【０２６３】
　図２３は、表示装置１の表示部１１と同様に、TFTが各画素に配置された表示デバイス
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が設けられる情報処理端末２３１の外観を示している。このように、リーダライタが設け
られていない場合であっても、表示装置１の表示部１１に情報処理端末２３１の表示部２
３２を当接または近接させることで、上述したようにして、表示装置１と情報処理端末２
３１との間でデータの送受信を実行させることが可能である。
【０２６４】
　すなわち、ユーザは、情報処理端末２３１の表示部２３２に表示させたシンボルを、表
示装置１の表示部１１に形成される読み取り領域に読み取らせることにより、情報処理端
末２３１から表示装置１にデータを転送することができる。
【０２６５】
　また、ユーザは、反対に、逆方向のバイアス電圧が印加され、外部からの光を検出する
センサとして駆動するように形成された表示部２３２の読み取り領域で、表示装置１の表
示部１１に表示されるシンボルを読み取らせることにより、表示装置１から情報処理端末
２３１にデータを転送することができる。
【０２６６】
　従って、情報処理端末２３１は、ユーザが容易にその位置や向きを変えることができる
ような大きさの端末とされる。
【０２６７】
　以上においては、表示装置１の表示部１１は、TFTが各画素に配置されたELディスプレ
イまたはLCDであるとしたが、図２４に示されるように、表示部２４２のうちの領域２４
３がPDP(Plasma Display Panel)として構成され、領域２４４が、TFTが各画素に配置され
るLCDとして構成されるハイブリッド型のディスプレイであってもよい。
【０２６８】
　この場合、表示装置２４１は、画像の表示のみを行う場合（外部から入力されるシンボ
ルの検出を行わない場合）、PDPからなる領域２４３とLCDからなる領域２４４に、すなわ
ち、表示部２４２全体に画像を表示し、一方、外部から入力されるシンボルを検出する読
み取り領域を形成する必要があるとき、領域２４４の所定の領域の画素に逆方向のバイア
ス電圧を印加し、読み取り領域を形成する。
【０２６９】
　これにより、TFTが各画素に配置されるELディスプレイやLCDにより表示部２４２の全体
を構成する場合に較べて、容易に、上述したようにして各種のデータを送受信することが
できる表示装置の大画面化を図ることができる。
【０２７０】
　また、PDPからなる領域２４３にのみ画像が表示され、領域２４４の全体には、外部か
らの光の有無を検出する光センサがアレイ状に常時配置されるようにしてもよい。この場
合、当然、領域２４４には、画像が表示されない。
【０２７１】
　さらに、表示装置の縁（表示部が形成されていない部分）や、表示装置の側面などの所
定の位置に光センサが設けられ、そこでシンボルが検出されるようにしてもよいし、シン
ボルの読み書きを行うための小型のTFTディスプレイ（TFTが各画素に配置されたELディス
プレイ、LCD）が設けられ、そこでシンボルの表示と検出が行われるようにしてもよい。
【０２７２】
　シンボルの読み書きを行うための小型のTFTディスプレイが情報処理端末に設けられる
場合、その外観構成は、例えば、図２５に示されるものとなる。
【０２７３】
　図２５に示される情報処理端末２５１には、表示部２５２が筐体の正面に設けられ、表
示部２５２の直右側には、図の垂直方向を軸として回動自在なリーダライタ部２５３が形
成され、そこに、TFTディスプレイ２５４が設けられている。
【０２７４】
　例えば、外部の機器に対してシンボルを介してデータを転送する場合、TFTディスプレ
イ２５４には、シンボルが順次連続して表示され、シンボルに対応する光が外部に照射さ
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れる。また、外部の機器に表示されているシンボルを検出する場合、TFTディスプレイ２
５４の各画素には逆方向のバイアス電圧が印加され、光センサとしての駆動が行われる。
【０２７５】
　このように、リーダライタ部２５３が情報処理端末２５１の筐体に対して回動自在に形
成されている場合、表示部２５２とTFTディスプレイ２５４の正面を、それぞれ異なる方
向に位置させることができるため、ユーザは、表示部２５２の表示を確認しながら、転送
するデータを選択し、表示部２５２と反対方向に向けられているTFTディスプレイ２５４
の表示によりデータを転送することができる。
【０２７６】
　また、図２６に示されるように、図１のリーダライタ２４の内部に、小型のTFTディス
プレイ２６２が配置され、それにより、シンボルの表示と検出が行われるようにしてもよ
い。
【０２７７】
　以上においては、TFTが各画素に配設されたLCDによっても、逆方向のバイアス電圧を印
加することで、外部からの光を検出できるセンサとして駆動させることができるとしたが
、仮に、その検出の際にバックライトからの光が誤検出を引き起こすおそれがあるとき、
或いは、外部から照射されるシンボルを検出することができないときは、外部からの光を
検出するときだけ、バックライトの出力がオフにされるようにしてもよい。
【０２７８】
　これにより、TFTが各画素に配設されたLCDによっても、バックライトの影響を受けるこ
となく、外部からの光を検出できるセンサとして駆動させることができ、シンボルを介し
て各種のデータの送受信を行わせることが可能となる。
【０２７９】
　以上のようにして行われるデータの送受信は、例えば、パーソナルコンピュータ、携帯
電話機、PDA、テレビジョン受像機、音楽再生機、ディジタルカメラ、ビデオカメラなど
の、表示部が設けられる様々な情報処理装置に実行させることができる。
【０２８０】
　ここで、画像の表示と、外部からの入力の検出とを切り替える動作について、より具体
的に説明する。
【０２８１】
　図２７は、表示装置１の他の構成例を示す図である。図３と同じ部分には同一の符号を
付してあり、重複する説明については適宜省略する。
【０２８２】
　切替部３０１は、コントローラ４８による制御に基づいて、各画素に設けられるスイッ
チ（TFT）のオン／オフを切り替え、各画素を、画像を表示する画素として、または、外
部からの入力を検出する画素として駆動させる。すなわち、上述した構成においては、画
像を表示する画素として、または、外部からの入力を検出する画素として駆動させること
の切り替えは、TFTのゲート電極に印加する電圧の方向が切り替えられることで行われる
ものとしたが、この例においては、切替部３０１によるスイッチの切り替えに応じて行わ
れる。切替部３０１によるスイッチのオン／オフに連動して、各画素に設けられるEL素子
に印加される電圧の方向が切り替えられる（図２９）。
【０２８３】
　以下、適宜、RGBを１組とする画素を「ピクセル」と称し、１ピクセルを構成するRGBの
それぞれを「サブピクセル」と称する。
【０２８４】
　図２８は、図２７の表示部１１に接続される各信号線の例を示す図である。ここでは、
データ線と受光信号線は、それぞれ、左から１乃至ＸまでのＸ本だけ配設され、ゲート線
と切替線は、それぞれ、上から１乃至ＹまでのＹ本だけ配設されている。例えば、表示部
１１がXGA(eXtended Graphics Array)サイズのディスプレイである場合、Ｘの値は１０２
４×３（RGB）となり、Ｙの値は７６８となる。
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【０２８５】
　図２７のソースドライバ４９は、データ線（ソース線）を介して、各サブピクセルに、
表示する画像に対応する信号を供給し、ゲートドライバ５０は、ゲート線を介して、各行
のピクセルのTFTのオン／オフを制御する。検出部５３は、受光信号線を介して、外部か
らの入力を検出するサブピクセルとして駆動しているサブピクセルで生じたリーク電流を
表す受光信号を検出し、切替部３０１は、切替線を介して、各サブピクセルを、画像を表
示するサブピクセルとして、または、外部からの入力を検出するサブピクセルとして駆動
させる。
【０２８６】
　なお、１ピクセルを構成する３つのサブピクセルの全てにおいて外部からの入力を検出
することができるのではなく、１ピクセルを構成する３つのサブピクセルのうち、例えば
、赤色（Ｒ）などの、１つのサブピクセルでのみ、外部からの入力を検出することができ
るようになされている場合、受光信号線の数は、各ピクセルに１本ずつ、すなわち、Ｘと
なる。後述するように、RGBのそれぞれの受光特性が異なることから、このように、受光
感度のよいEL素子を有するサブピクセルのみが、画像を表示するだけでなく、外部からの
入力を検出するサブピクセルとしても駆動することができるようにしてもよい。
【０２８７】
　図２９は、画像を表示するサブピクセルとして駆動するだけでなく、外部からの入力を
検出するサブピクセルとしても駆動可能なサブピクセルに形成される回路（点線内の回路
）の例を示す図である。以下、画像を表示するサブピクセルとしての駆動を発光駆動と、
外部からの入力を検出するサブピクセルとしての駆動を受光駆動と、適宜称する。
【０２８８】
　図２９のサブピクセルが発光駆動を行う場合、データ線からの信号に基づく電流がEL素
子に供給されるように、切替部３０１により、トランジスタTr３が切替線を介してオン（
接続状態）にされる。また、トランジスタTr３の動作に反転して、トランジスタTr４とTr
５がオフ（絶縁状態）にされる。なお、トランジスタTr４およびTr５には、切替部３０１
が、そのオン／オフを制御するための切替線（図示せず）が接続される。
【０２８９】
　トランジスタTr３がオンにされている状態でゲート線がアクティブになった場合（ゲー
ト端子に電圧が印加された場合）、トランジスタTr１がオンにされ、データ線を介して供
給される電荷がコンデンサＣにチャージされる。また、コンデンサＣに電荷がチャージさ
れることで生じる電位差に応じてトランジスタTr２が開放し、トランジスタTr２中を電流
（＋Vccに基づく電流）が流れる。このとき、トランジスタTr３がオンにされ、EL素子の
カソードがGND１に接続されていることから、トランジスタTr２によって生じた電流がEL
素子のアノードに供給され、これによりEL素子が発光する。
【０２９０】
　一方、図２９のサブピクセルが受光駆動を行う場合、切替部３０１により、切替線を介
してトランジスタTr３がオフにされ、それに反転して、トランジスタTr４とTr５がオンに
される。トランジスタTr３がオフにされている状態でEL素子に光が入射した場合、GND１
と-Vccによりカソードが高電位、アノードが低電位になるため、上述したように、入射光
量に応じてリーク電流IELが生じ、これが、トランジスタTr４を介してトランジスタTr６
のソース端子、トランジスタTr６とTr７のゲート端子に供給される。このとき、トランジ
スタTr６とTr７によりカレントミラー回路が形成されていることから、トランジスタTr６
のソース端子に入力された電流に比例する量の電流I（サブピクセルの外から供給される
電流I）が、トランジスタTr５を介してトランジスタTr７に供給され、それにより抵抗Ｒ
の両端子間に生じた電位差Ｖ-signalが受光信号として取り出される。
【０２９１】
　このように、発光駆動を行うための回路（トランジスタTr１，Tr２、コンデンサＣから
なる回路）と受光駆動を行うための回路（トランジスタTr４，Tr５，Tr６，Tr７からなる
回路）のうち、そのときに動作を行う回路を切替線を介して切り替えることによって、サ
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ブピクセルの発光駆動と受光駆動の切り替えが行われる。
【０２９２】
　図２９に示されるような回路を有するサブピクセルが、表示部１１を構成する１ピクセ
ルに少なくとも１つ設けられ、各ピクセルにおいて、画像の表示と外部からの入力の検出
が行われる。
【０２９３】
　ここで、図３０のフローチャートを参照して、表示部１１に画像を表示するとともに、
その画像を表示する領域とは異なる領域に、外部からの入力を検出可能な読み取り領域を
形成し、画像の表示と外部からの入力の検出を行う表示装置１の処理について説明する。
【０２９４】
　ステップＳ２０１において、制御部４５は、例えば、ユーザからの指示や、そのとき実
行しているアプリケーションに応じて、読み取り領域を形成する範囲、位置等を設定する
。ここでは、例えば、表示部１１の全面を読み取り領域にすること、表示部１１の所定の
範囲のみを読み取り領域にすること、所定の範囲のみが読み取り領域にされる場合の、そ
の位置、および、図２０を参照して説明したように移動する読み取り領域であるのか、と
いった、読み取り領域に関する各種の設定が行われる。読み取り領域を形成する範囲、位
置等を表す情報は、コントローラ４８に出力される。
【０２９５】
　ステップＳ２０２において、コントローラ４８は、制御部４５により設定された読み取
り領域を形成する範囲、位置等と、画像信号生成部４７から供給されるテレビジョン番組
などの画像信号に基づいて、表示部１１の全ての行のうち、所定の数の、発光駆動を行わ
せる行と受光駆動を行わせる行を選択する。ELディスプレイにおいては、所定の数の行を
ひとまとまりに発光させ、そのひとまとまりの範囲を上から下方向に、例えば、１／６０
秒などの表示周波数に従って順次移動させることを繰り返すことで画像の表示が行われる
ため、ここでは、所定の数の行が発光駆動を行わせる行として選択される。
【０２９６】
　ステップＳ２０３において、コントローラ４８は、処理対象の行が発光駆動を行わせる
行であるか否かを判定し、発光駆動を行わせる行の処理についてはステップＳ２０４に進
む。また、コントローラ４８は、受光駆動を行わせる行の処理についてはステップＳ２０
６に進む。
【０２９７】
　ステップＳ２０４において、コントローラ４８は、切替部３０１を制御し、発光駆動を
行わせる行のサブピクセルのトランジスタTr３（図２９）をオンとし、それとともに、ト
ランジスタTr４とTr５をオフにする。これにより、受光駆動を行うための回路（トランジ
スタTr４，Tr５，Tr６，Tr７からなる回路）とEL素子の接続が遮断される。
【０２９８】
　また、コントローラ４８は、ステップＳ２０５において、ゲートドライバ５０を制御し
てゲート線をアクティブにするとともに、ソースドライバ４９を制御し、表示させる画像
に対応する信号をゲート線から発光駆動を行わせるサブピクセルに送る。これにより、発
光駆動を行うサブピクセルにおいては、トランジスタTr１がオンにされ、データ線を介し
て供給される電荷がコンデンサＣにチャージされる。また、コンデンサＣに電荷がチャー
ジされることで生じる電位差に応じてトランジスタTr２が開放し、トランジスタTr２によ
り生成された電流によりEL素子が発光する。
【０２９９】
　発光駆動を行うものとして選択された行のサブピクセルの全てにおいて、このような処
理が行われ、形成される表示領域に画像が表示される。
【０３００】
　一方、コントローラ４８は、ステップＳ２０６において、受光駆動を行わせる行の読み
取り領域を形成するサブピクセルのトランジスタTr３を、切替部３０１を制御してオフに
し、それに反転して、トランジスタTr４とTr５をオンにする。この状態でEL素子に外部か
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ら光が入射した場合、ステップＳ２０７において、検出部５３は、入射光量に応じて生じ
るリーク電流IELにより抵抗Ｒの端子間に生じる電位差Ｖ-signalを受光信号として検出す
る。検出された受光信号は、シンボル処理部５２に出力され、例えば、上述したシンボル
を用いてなどの、外部からの入力の検出が行われる。
【０３０１】
　ステップＳ２０５における発光駆動、ステップＳ２０７における受光駆動が行われた後
、処理はステップＳ２０８に進む。ステップＳ２０８において、表示終了であると判定さ
れるまでステップＳ２０２以降の処理が繰り返され、表示終了であると判定された場合、
処理が終了される。
【０３０２】
　以上のようにして、図２９の回路の動作が制御され、画像の表示と外部からの入力の検
出が行われる。
【０３０３】
　図３１Ａ乃至Ｃは、以上の処理によって表示部１１に形成される表示領域（発光駆動を
行うピクセル（サブピクセル）からなる領域）と読み取り領域（受光駆動を行うピクセル
（サブピクセル）からなる領域）の例を示す図である。なお、図３１Ａ乃至Ｃの例は、い
ずれも、表示部１１の表示周波数に相当する、ある１／６０秒間での表示領域と読み取り
領域の例を示している。後述する、図３３Ａ乃至Ｃ、図３５Ａ乃至Ｃ、図３７Ａ乃至Ｃに
ついても同様である。
【０３０４】
　図３１Ａ乃至Ｃは、表示領域の先頭（第Ｎ行目）と読み取り領域の先頭（第Ｐ行目）が
同じ間隔を保持したまま、ともに、白抜き矢印で示されるように上から下方向に移動し、
最下行のＹ行目まできたときには、第１行目から下方向に移動することを繰り返すことで
表示領域と読み取り領域が形成される場合の例を示している。
【０３０５】
　図３１Ａにおいては、読み取り領域は、その縦方向が上から第Ｐ行目を先頭（領域の移
動方向の先頭）として第Ｐ－ｑ行目までとされ、横方向が表示部１１の横方向全体と同じ
になるように形成されている。なお、説明の便宜上、読み取り領域には斜線を付してある
が、発光駆動を行っていないサブピクセルからなる領域であるため、実際には、斜線を含
むいずれの画像も表示されない。
【０３０６】
　また、表示領域は、その縦方向が上から第Ｎ行目を先頭として第Ｎ－ｍ行目までとされ
、横方向が、表示部１１の横方向全体となるように形成されている。上述したように、EL
ディスプレイにおいては、所定の数の行をひとまとまりとして発光させ、そのひとまとま
りの範囲を図の白抜き矢印で示されるように上から下方向に順次移動させることを表示周
波数に従って繰り返すことで画像の表示が行われており、この例においては、ある１／６
０秒間のタイミングで発光駆動を行う行の数がｍとされている。この表示領域が表示周波
数に従って順次移動することで１フレームの画像が表示される。
【０３０７】
　このように、ある１／６０秒間のタイミングでは、そのとき発光駆動している表示領域
により、例えば、図３１Ａのように人物Ｈの一部（顔を中心とする部分）が表示される。
なお、表示領域以外の領域は発光駆動していないため、瞬間的には黒が表示される領域で
ある。
【０３０８】
　図３１Ｂは、図３１Ａの動作が行われた後の、ある１／６０秒間のタイミングでの表示
領域と読み取り領域の例を示している。
【０３０９】
　図３１Ｂにおいては、読み取り領域は、その縦方向が、第Ｐ行目（図３１Ａ）から下方
にある、上から第Ｐ’行目を先頭として第Ｐ’－ｑ行目までとされ、横方向が表示部１１
の横方向全体となるように形成されている。また、表示領域は、その縦方向が、第Ｎ行目
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から下方にある、上から第Ｎ’行目を先頭として第Ｎ’－ｍ行目までとされ、横方向が、
表示部１１の横方向全体となるように形成されている。図３１Ｂの表示領域に表示されて
いる人物Ｈは、図３１Ａの表示領域に表示されているものと較べて、表示範囲が下方に切
り替わっている。
【０３１０】
　図３１Ｃは、図３１Ｂの動作が行われた後の、ある１／６０秒間のタイミングでの表示
領域と読み取り領域の例を示している。
【０３１１】
　図３１Ｃの例においては、読み取り領域は、その縦方向が、上から第Ｐ’’行目を先頭
として第Ｐ’’－ｑ行目までとされ、横方向が表示部１１の横方向全体となるように形成
されている。また、表示領域は、その縦方向が、上から第Ｎ’’行目を先頭として第Ｎ’
’－ｍ行目までとされ、横方向が、表示部１１の横方向全体となるように形成されている
。図３１Ｃの表示領域に表示されている人物Ｈは、図３１Ｂの表示領域に表示されている
ものと較べて、表示範囲が下方に切り替わっている。
【０３１２】
　このように、読み取り領域の横方向を表示部１１の横方向全体と同じとし、表示周波数
に従って読み取り領域の位置を順次切り替える（順次移動させる）ことにより、表示部１
１の全体が読み取り領域によりスキャンされることになる。従って、この場合、ユーザは
、表示部１１のどこにでも、外部から光を照射したりすることで表示装置１に所定の情報
を入力することができる。すなわち、ある１／６０秒間ではなく、所定の期間を全体とし
て見た場合、図３２に示されるように、表示部１１の全体に読み取り領域が形成されるこ
とになる。
【０３１３】
　この場合であっても、ある１／６０秒間においては、読み取り領域とは異なる位置に表
示領域が常に形成されていることから、当然、ユーザは、人物Ｈを含む画像の全体を見る
こともできる。
【０３１４】
　図３３Ａ乃至Ｃは、図３０の処理により形成される表示領域と読み取り領域の他の例を
示す図である。
【０３１５】
　図３３Ａ乃至Ｃは、読み取り領域の横方向の範囲が制限されている点を除いて、図３１
Ａ乃至Ｃと同様に、表示領域の先頭（第Ｎ行目）と、読み取り領域の先頭（第Ｐ行目）が
同じ間隔を保持したまま、ともに、白抜き矢印で示されるように上から下に移動し、最下
行のＹ行目まできたときには、第１行目からそれを繰り返すことで、表示領域と受光領域
が形成される場合の例を示している。
【０３１６】
　図３３Ａ乃至Ｃにおいては、受光駆動しているサブピクセルからなる読み取り領域は、
その横方向が表示部１１の第Ｌ列目から第Ｌ＋ｓ列目までの範囲になるように形成されて
いる。切替線を介して、サブピクセル毎の駆動を制御することが可能であることから、こ
のように、読み取り領域の横方向の範囲を制限したりすることもできる。
【０３１７】
　このように、横方向が制限された読み取り領域の位置が順次移動することにより、表示
部１１の第Ｌ列目から第Ｌ＋ｓ列目までの範囲で繰り返しスキャンが行われることになる
。従って、この場合、ユーザは、第Ｌ列目から第Ｌ＋ｓ列目までの範囲に、外部から光を
照射するなどして所定の情報を表示装置１に入力することができる。すなわち、ある１／
６０秒間ではなく、所定の期間を全体として見た場合、図３４に示されるように、表示部
１１の第Ｌ列目から第Ｌ＋ｓ列目までの範囲に、読み取り領域が形成されることになる。
【０３１８】
　図３５Ａ乃至Ｃは、図３０の処理により形成される表示領域と読み取り領域のさらに他
の例を示す図である。図３５Ａ乃至Ｃにおいては、読み取り領域の上下方向の移動範囲が
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、第Ｌ’行目から第Ｌ’－ｓ’行目までの範囲内になるように制限されている点を除いて
、図３１Ａ乃至Ｃに示すものと同様である。すなわち、図３５Ａ乃至Ｃにおいては、読み
取り領域の先頭の行が第Ｌ’行目にきた次の瞬間、第Ｌ’ －ｓ’行目を先頭として読み
取り領域が形成される。
【０３１９】
　このように、読み取り領域の縦方向の移動範囲が第Ｌ’行目から第Ｌ’－ｓ’行目の範
囲になるように制限されることにより、表示部１１の第Ｌ’行目から第Ｌ’－ｓ行目の範
囲で繰り返しスキャンが行われることになる。従って、この場合、ユーザは、第Ｌ’行目
から第Ｌ’－ｓ行目の範囲に光を照射するなどして所定の情報を表示装置１に入力するこ
とができる。すなわち、ある１／６０秒間ではなく、所定の期間を全体として見た場合、
図３６に示されるように、表示部１１の第Ｌ’行目から第Ｌ’－ｓ’行目までの縦方向の
範囲に、その横方向を表示部１１の横方向と同じにする読み取り領域が形成されることに
なる。
【０３２０】
　図３７Ａ乃至Ｃは、図３３Ａ乃至Ｃに示されるように横方向の範囲を制限して読み取り
領域を形成する動作と、図３５Ａ乃至Ｃに示されるように、その縦方向の移動範囲を制限
して読み取り領域を形成する動作とを組み合わせた動作により読み取り領域が形成される
場合の例を示す図である。
【０３２１】
　すなわち、図３７Ａ乃至Ｃの例においては、図３３Ａ乃至Ｃの場合と同様に、読み取り
領域の横方向が、表示部１１の第Ｌ列目から第Ｌ＋ｓ列目の範囲になるように制限され、
かつ、読み取り領域の上下方向の移動範囲が、第Ｌ’行目から第Ｌ’－ｓ’行目の範囲に
なるように制限されている。図３７Ａ乃至Ｃに示される表示領域と読み取り領域は、この
点を除いて、図３１Ａ乃至Ｃに示すものと同様である。
【０３２２】
　このように、読み取り領域の上下方向の移動範囲と横方向の範囲を制限することにより
、表示部１１の第Ｌ列目から第Ｌ＋ｓ列目の範囲であって、第Ｌ’行目から第Ｌ’－ｓ’
行目の範囲で繰り返しスキャンが行われることになる。従って、この場合、ユーザは、第
Ｌ列目から第Ｌ＋ｓ列目の範囲、かつ、第Ｌ’行目から第Ｌ’－ｓ’行目の範囲に光を照
射するなどして所定の情報を表示装置１に入力することができる。すなわち、ある１／６
０秒間ではなく、所定の期間を全体として見た場合、図３８に示されるように、表示部１
１の第Ｌ’行目から第Ｌ’＋ｓ’行目の範囲に、その横方向を第Ｌ列目から第Ｌ＋ｓ列目
とする方形の読み取り領域が形成されることになる。
【０３２３】
　なお、上述した図２０の読み取り領域（画面全体を移動する読み取り領域）は、このよ
うに、図３８の方形の読み取り領域の形成範囲が、各サブピクセルの動作により順次切り
替えられることで実現されるものである。
【０３２４】
　以上のように、サブピクセル毎に、発光駆動または受光駆動を行わせることが可能であ
るため、そのときの目的に応じて、位置、範囲（大きさ）、移動させるか否か等を設定し
、読み取り領域を形成することが可能になる。また、例えば、図３８に示される方形の読
み取り領域が、表示部１１上に同時に複数形成されるように、読み取り領域の数も、アプ
リケーションなどによる目的に応じて適宜設定可能である。
【０３２５】
　以上においては、外部からの光を受光することで所定の情報の入力を検出する場合につ
いて説明したが、この受光に関する特性は、EL素子の材料などによって異なるものとなる
。
【０３２６】
　ここで、EL素子（有機EL素子）の材料と特性について説明する。
【０３２７】
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　図３９に示されるように、アノードの材料をα、発光層、正孔輸送層、電子輸送層から
なる有機層の材料をβ、カソードの材料をγとしてEL素子を生成する場合、その材料の組
み合わせによって、EL素子の受光感度は、図４０に示されるようにそれぞれ異なるものと
なる。なお、図４０は、発光駆動を行う場合に、赤（Ｒ）を発光するEL素子の特性を示し
ている。図４０の横軸は波長nmを示し、縦軸は受光感度Ａ／Ｗ（光電流（Ａ）／入射光量
（Ｗ））を示す。
【０３２８】
　図４０において、特性曲線ｌ11は、アノードの材料をα1、有機層の材料をβ1、カソー
ドの材料をγ1とした場合のEL素子の特性を示している。同様に、特性曲線ｌ12は、アノ
ードをα2、有機層をβ2、カソードをγ2とした場合のEL素子の特性を示し、特性曲線ｌ1

3は、アノードをα3、有機層をβ3、カソードをγ3とした場合のEL素子の特性を示してい
る。また、特性曲線ｌ14は、アノードをα4、有機層をβ4、カソードをγ4とした場合のE
L素子の特性を示し、特性曲線ｌ15は、アノードをα5、有機層をβ5、カソードをγ5とし
た場合のEL素子の特性を示し、特性曲線ｌ16は、アノードをα6、有機層をβ6、カソード
をγ6とした場合のEL素子の特性を示している。
【０３２９】
　このように、材料の組み合わせによりEL素子の受光感度の特性が異なるものになること
がわかる。また、図４０からは、赤を発光するEL素子は、特に、３９０nmに近い波長の紫
外の光や、５００nm近傍の波長の緑の光に対する受光感度が高いことがわかる。
【０３３０】
　従って、外部から所定の情報を入力するときに照射する光としては、紫外線を用いるこ
とが好ましい。例えば、情報処理端末２１のリーダライタ２４を利用して、表示装置１に
情報を入力する場合、リーダライタ２４にシンボル（２次元コード）を表示させるための
光源として、紫外線を出射する光源を用いることにより、発光駆動を行っているときには
赤を発光するEL素子に対して（図４０の受光感度を有するEL素子に対して）、より確実に
情報を入力することができる。
【０３３１】
　また、図４１に示されるように、受光側のディスプレイＡと発行側のディスプレイＢを
対向させて所定の情報を入力する場合、あるピクセルＰ1のうちのＲのサブピクセルに受
光駆動を行わせ、それに対向する位置にある、ピクセルＰ2のＧのサブピクセルに発光駆
動を行わせることにより、より確実に、外部からの光の検出をさせること、すなわち、デ
ィスプレイＢからディスプレイＡに情報を入力することができる。このような駆動も、そ
れぞれのディスプレイにおいて、上述したように切替線を介して回路の駆動を切り替える
ことにより実現することができる。
【０３３２】
　さらに、表示装置１が、自分自身が出射した光の反射光を検出することで、例えば、ユ
ーザが指を表示部１１の表面に近接させたことを検出し、それに基づいて所定の処理を行
うようになされている場合、図４２に示されるように、ユーザの指Ｆに光を照射するサブ
ピクセルは緑（Ｇ）を発光するサブピクセルSP11とし、サブピクセルSP11から出射された
光の反射光（指Ｆで反射された光）を受光するサブピクセルは、サブピクセルSP11の近傍
にある、赤（Ｒ）のサブピクセルSP12（発光駆動を行うときには赤を発光するサブピクセ
ル）とするのが好ましい。また、サブピクセルSP11とサブピクセルSP12の間隔が近いほど
、指Ｆが近接されたことをより確実に検出することができるため、例えば、サブピクセル
SP11がある第Ｙ1行目とサブピクセルSP12がある第Ｙ2行目の間隔は数行間隔とされる。
【０３３３】
　また、図４３に示されるように、ユーザの指Ｆを検出する方形の読み取り領域が表示部
１１の上から第Ｙ11行目から第Ｙ12行目に形成されている場合、その位置の近傍にある、
例えば、図の斜線で示されるような上下の範囲Ａ1，Ａ2のピクセルが、緑を発光するよう
に動作することにより、より確実に、ユーザの入力（指Ｆが近づけられたこと）を検出す
ることができる。
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【０３３４】
　なお、指Ｆだけでなく、図４４に示されるように、所定の反射率を有する物体Ｏを表示
部１１の表面に近づけることによっても、ユーザは、表示装置１に情報を入力することが
できる（物体Ｏを近づけたことを検出させることができる）。これにより、例えば、表示
部１１に表示されている物と同じ物を表示部１１に近づけることで情報を入力するといっ
た、直感的な操作が可能になる。
【０３３５】
　これらの近接されたものの検出も、切替線を介して回路の駆動を切り替え、ある行のサ
ブピクセルに受光駆動を行わせ、その近傍のサブピクセルに発光駆動を行わせることによ
り実現することが可能である。
【０３３６】
　また、同様に、出射した光の反射光を表示装置１に検出させることで、ユーザは、指が
近接されているか否かなどの、点で検出できる情報だけでなく、表示部１１の表面に当接
させた指の指紋などの所定の面情報を入力することもできる。
【０３３７】
　図４５は、あるタイミングにおける、表示部１１（ディスプレイ）の断面と、表示部１
１の表面に触れているユーザの指Ｆを示す図である。また、図４６は、図４５の状態の外
観を示す図である。
【０３３８】
　このように、サブピクセルSP11を含む、発光駆動を行う第Ｙ1行目にあるサブピクセル
（Ｇ）からなる発光領域から出射した光の反射光を、その近傍のサブピクセルSP12を含む
、受光駆動を行う第Ｙ2行目にあるサブピクセル（Ｒ）からなる読み取り領域で受光する
ことにより、表示装置１は、そのとき発光領域が照射している指Ｆの横方向の情報（図４
５の点線で囲われる部分の紙面方向の凹凸の有無）を取得することができる。また、発光
駆動を行うサブピクセルの行と、受光駆動を行うサブピクセルの行の位置関係を保持しつ
つ、図４６の白抜き矢印で示されるように、ともに下方向に移動させ、それぞれのタイミ
ングで取得される横方向の情報（時分割で取得される情報）を合成することにより、表示
装置１は、ユーザが表示部１１に当接している指Ｆの指紋全体の情報を取得することがで
きる。
【０３３９】
　図４７Ａは、図４５、図４６に示されるように、第Ｙ1行目のＧのサブピクセルを発光
させ、その反射光を第Ｙ2行目のＧのサブピクセルで受光させたときの、受光駆動を行っ
ている各サブピクセルで発生された受光信号の出力（アナログ値）を示す図である。図４
７Ａにおいて、横軸は、図４６の横方向の位置に対応し、第Ｙ2行目にあるサブピクセル
の位置を表す。また、縦軸は、第Ｙ2行目にあるサブピクセルのそれぞれの受光信号線の
出力を表す。
【０３４０】
　図４７Ｂは、図４７Ａの点線で示される閾値以上の出力を１と、閾値以下の出力を０と
して図４７Ａの各サブピクセルにおける出力をディジタル値で表したものである。
【０３４１】
　図４６の白抜き矢印で示されるように発光領域と読み取り領域をともに下方向に移動さ
せることにより、図４７ＡおよびＢに示されるような出力が、発光領域が照射する位置毎
に得られることになる。従って、それぞれの位置で取得された出力を合成することにより
、表示装置１は、指Ｆの表面全体の凹凸の情報を取得することができ、指紋を検出するこ
とが可能になる。
【０３４２】
　なお、図４７Ｂに示されるように、指紋情報を「１」、「０」で２値化するのではなく
、図４７Ａと同じ図４８Ａの出力が取得された場合、図４８Ｂに示されるように、各サブ
ピクセルの出力に所定の数のビットを割り当て、ディジタル値の出力に階調を持たせるこ
とも可能である。
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【０３４３】
　表示部１１においては、各サブピクセルの動作を切り替えることができるため、例えば
、図４９に示されるように、指紋を検出している位置の近傍に指紋表示領域３１１を形成
し、その指紋表示領域３１１に、既に検出された行の指紋から順に、指紋の画像を表示さ
せるようにしてもよい。これにより、ユーザは、指紋の検出が行われていることを直感的
に確認することができる。
【０３４４】
　当然、指紋表示領域３１１を形成し、そこに検出済みの指紋の画像を表示するのではな
く、ユーザが指Ｆを当接しているその位置に、検出済みの指紋の画像を順次表示させるよ
うにしてもよい。受光駆動を行い、指紋の検出を終えた行のサブピクセルから順次表示駆
動を行わせ、指紋の画像を表示させるように駆動することにより、このような、検出を行
う位置にその検出結果を表示することも可能である。
【０３４５】
　また、上述したような、近接されたもの、または接触しているものの情報を取得するの
と同様に、所定の数のサブピクセルに受光駆動を行わせることにより、表示装置１の前方
にある対象を撮像することもできる。
【０３４６】
　図５０は、受光駆動を行うサブピクセルにより撮像を行う場合の概念を示す図である。
例えば、第Ｙ1行目乃至第Ｙ1＋Ｋ行目のＲのサブピクセルに切替線を介して受光駆動を行
わせ、それらのサブピクセルに撮像対象の像を結ぶレンズを表示部１１（ディスプレイ）
の表面などに設けることにより、受光駆動を行っているサブピクセルの受光信号から対象
の撮像を行うことができる。
【０３４７】
　図５１Ａは、図５０の第Ｙ1行目にあるサブピクセルのそれぞれにおいて検出される受
光信号のアナログ値での出力を示し、図５１Ｂは、第Ｙ1＋Ｋ行目にあるサブピクセルの
それぞれにおいて検出される受光信号のアナログ値での出力を示している。また、図５２
Ａは、図５１Ａの出力をディジタル値に変換したものであり、図５２Ｂは、図５１Ｂの出
力をディジタル値に変換したものである。このような出力を、第Ｙ1行目乃至第Ｙ1＋Ｋ行
目のそれぞれについて検出し、それらを合成することにより、表示装置１の前方にある撮
像対象の画像を取得することができる。
【０３４８】
　また、撮像結果を、撮像が行われた直後に表示部１１に表示させることにより、ユーザ
は、迅速に、かつ容易に撮像結果を確認することができる。
【０３４９】
　以上のように、受光駆動を行っているサブピクセルにおいては、可視光を検出すること
が可能である。従って、例えば、図５３に示されるように、赤などの可視光を出射可能な
レーザポインタ３２１（一般的に普及しているレーザポインタ）を用いても表示装置１に
情報を入力することができる。
【０３５０】
　図５３の表示部１１にはテレビジョン番組の予約画面が表示されており、そこに、チャ
ンネル選択ボタン３３１が表示されている。このチャンネル選択ボタン３３１（１，３，
４，６，８，１０，１２チャンネルのボタン）は、例えば、表示部１１の表示周波数に従
って発光駆動と受光駆動を交互に行うようになされており、受光駆動を行っている瞬間に
レーザポインタ３２１からの光が照射されることにより、表示装置１は、レーザポインタ
３２１からの入力を検出することができる。図５３の例においては、「６チャンネル」を
選択されたことが検出される。なお、この場合、レーザポインタ３２１は、単に、レーザ
ポインタ３２１の表面に設けられるボタンが押下された場合にオンの信号を出力し、それ
以外の期間は出力をオフにする、図５４に示されるような信号を出力可能なレーザポイン
タで実現することが可能である。
【０３５１】
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　また、図５５のレーザポインタ３２１が、図５６に示されるような、所定のデータを表
す可視光を出射することが可能なもの（データを変調し、それに対応する光（オン／オフ
）を所定の周波数で出力可能なもの）である場合、表示部１１に形成されるデータ入力用
窓３３１に対してレーザポインタ３２１を用いてデータを入力することができる。このデ
ータ入力用窓３３１（読み取り領域）は、受光駆動を行っているサブピクセルから形成さ
れるものである。
【０３５２】
　以上においては、Ｇのサブピクセルに発光駆動を行わせ、その近傍にあるＲのサブピク
セルに受光駆動を行わせて、表示部１１の表面に近接している物体の有無などを検出する
ことについて主に説明したが、発光駆動を行うサブピクセルと受光駆動を行うサブピクセ
ルの組み合わせは、その組み合わせ（ＧとＲの組み合わせ）に限られるものではない。す
なわち、上述したように、EL素子の電極と有機層の材料により受光駆動を行うサブピクセ
ルの受光感度の特性が異なるため、発光駆動を行うサブピクセルと受光駆動を行うサブピ
クセルの組み合わせは、発光駆動を行うサブピクセルと、そのサブピクセルから出射され
た光に対する受光感度が高いサブピクセルの組み合わせであれば、どのようなサブピクセ
ルの組み合わせでもよい。
【０３５３】
　上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるが、ソフトウェア
により実行させることもできる。
【０３５４】
　一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを構成するプ
ログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータ、または、各種のプロ
グラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば、汎用の
パーソナルコンピュータなどに、ネットワークや記録媒体からインストールされる。
【０３５５】
　この記録媒体は、図８に示されるように、装置本体とは別に、ユーザにプログラムを提
供するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク１３１（フレキシブ
ルディスクを含む）、光ディスク１３２（CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memory)，DVD
(Digital Versatile Disk)を含む）、光磁気ディスク１３３（MD（登録商標）(Mini-Disk
)を含む）、もしくは半導体メモリ１３４などよりなるパッケージメディアにより構成さ
れるだけでなく、装置本体に予め組み込まれた状態でユーザに提供される、プログラムが
記録されているROMや、記憶部１１８に含まれるハードディスクなどで構成される。
【０３５６】
　なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記
載された順序に従って時系列的に行われる処理はもちろん、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に実行される処理をも含むものである。
【０３５７】
　また、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表わ
すものである。
【図面の簡単な説明】
【０３５８】
【図１】本発明を適用した情報処理システムの構成例を示す図である。
【図２】本発明を適用した情報処理システムの構成例を示す他の図である。
【図３】図１の表示装置の構成例を示すブロック図である。
【図４】図３の表示部を構成する画素の詳細を示す図である。
【図５】図３の表示部を構成する画素の詳細を示す他の図である。
【図６】図４および図５の画素において検出される電流値の計測結果の例を示す図である
。
【図７】シンボル列の例を示す図である。
【図８】図１のリーダライタの構成例を示すブロック図である。
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【図９】表示装置のデータ転送処理を説明するフローチャートである。
【図１０】図９の処理に対応して実行される、情報処理端末のデータ取得処理を説明する
フローチャートである。
【図１１】表示装置から情報処理端末に対して転送されるデータの例を示す図である。
【図１２】情報処理端末のデータ転送処理を説明するフローチャートである。
【図１３】図１２の処理に対応して実行される、表示装置のデータ取得処理を説明するフ
ローチャートである。
【図１４】情報処理端末から表示装置に対して転送されるデータの例を示す図である。
【図１５】情報処理端末のデータ転送処理を説明するフローチャートである。
【図１６】図１５の処理に対応して実行される、表示装置のデータ取得処理を説明するフ
ローチャートである。
【図１７】図１５の処理に対応して実行される、表示装置の他のデータ取得処理を説明す
るフローチャートである。
【図１８】情報処理端末から表示装置に対してデータが転送されたときの表示の例を示す
図である。
【図１９】図１５の処理に対応して実行される、表示装置のさらに他のデータ取得処理を
説明するフローチャートである。
【図２０】読み取り領域の移動の例を示す図である。
【図２１】図２０の読み取り領域においてデータの転送が行われたときの表示の例を示す
図である。
【図２２】図２０の表示装置のデータ取得処理を説明するフローチャートである。
【図２３】情報処理端末の外観構成の例を示す図である。
【図２４】表示装置の外観構成の例を示す図である。
【図２５】情報処理端末の外観構成の他の例を示す図である。
【図２６】図１のリーダライタの他の構成例を示す図である。
【図２７】表示装置の他の構成例を示すブロック図である。
【図２８】図２７の表示部に接続される信号線の例を示す図である。
【図２９】図２７の表示部を構成するサブピクセルに配設される回路の例を示す図である
。
【図３０】表示装置の処理を説明するフローチャートである。
【図３１】図３０の処理により形成される領域の例を示す図である。
【図３２】図３１の読み取り領域の範囲を示す図である。
【図３３】図３０の処理により形成される領域の他の例を示す図である。
【図３４】図３３の読み取り領域の範囲を示す図である。
【図３５】図３０の処理により形成される領域のさらに他の例を示す図である。
【図３６】図３５の読み取り領域の範囲を示す図である。
【図３７】図３０の処理により形成される領域の例を示す図である。
【図３８】図３６の読み取り領域の範囲を示す図である。
【図３９】EL素子の断面を示す図である。
【図４０】EL素子の受光感度特性を示す図である。
【図４１】データの入力を行う表示装置とデータの検出を行う表示装置を示す図である。
【図４２】入力の検出例について示す図である。
【図４３】図４２の検出における、好適な発光領域の範囲を示す図である。
【図４４】入力の検出例について示す他の図である。
【図４５】面情報の検出について示す図である。
【図４６】図４５の外観を示す図である。
【図４７】図４５、図４６の検出におけるアナログ値の出力を示す図である。
【図４８】図４５、図４６の検出におけるディジタル値の出力を示す図である。
【図４９】検出済みのデータの表示例を示す図である。
【図５０】表示装置を用いての撮像について示す図である。
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【図５１】図５０の撮像におけるアナログ値の出力を示す図である。
【図５２】図５０の撮像におけるディジタル値の出力を示す図である。
【図５３】入力の検出例を示す図である。
【図５４】図５３のレーザポインタの出力を示す図である。
【図５５】入力の他の検出例を示す図である。
【図５６】図５５のレーザポインタの出力を示す図である。
【符号の説明】
【０３５９】
　１　表示装置，　１１　表示部，　１３　シンボル，　２１　情報処理端末，　２４　
リーダライタ，　３１　読み取り領域，　４５　制御部，　４８　コントローラ，　５１
　データ処理部，　５２　シンボル処理部，　５３　検出部，　１１１　画像信号生成部
，　１１２　シンボル処理部，　１１３　データ処理部，　１１４　制御部，　１３１　
磁気ディスク，　１３２　光ディスク，　１３３　光磁気ディスク，　１３４　半導体メ
モリ，　３０１　切替部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】
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【図２６】
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【図２８】 【図２９】
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【図３０】 【図３１】

【図３２】 【図３３】



(49) JP 4200435 B2 2008.12.24

【図３４】 【図３５】

【図３６】 【図３７】
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【図３８】

【図３９】
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【図４１】 【図４２】
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【図４５】 【図４６】
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【図４７】 【図４８】

【図４９】 【図５０】
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【図５３】
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【図５５】

【図５６】
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