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(57)【要約】
　視覚情報を表示すると共に、入力信号を生成するため
の機械的アクチュエータとして機能する表示装置が開示
される（すなわち、表示装置は出力装置であるだけでな
く、機械的に作動される入力装置でもある）。例として
、テキスト、文字及び図形等の視覚情報を表示する表示
装置は、更に、プッシュ式ボタン又はクリック可能なボ
タン、スライド式トグルボタン又はスイッチ、回転式ダ
イヤル又はつまみ及び／あるいはジョイスティック又は
ナビゲーションパッド等の運動制御装置のように動作し
てもよい。ディスプレイアクチュエータは、任意の電子
デバイスに内蔵されて電子デバイスの種々の面を制御し
てもよい。あるいは、ディスプレイアクチュエータは、
有線接続又は無線接続を介して電子デバイスに動作可能
に結合する独立型装置であってもよい。いずれの場合に
おいても、ディスプレイアクチュエータは、コマンドを
生成し、選択を行い且つ／又は表示部における動きを制
御するように構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　枠部に対して移動する表示部と、
　前記表示部が移動される場合に、前記表示部の少なくとも１つの所定の動きを示す信号
を生成するように構成される動き検出機構とを具備する一体型入出力装置。
【請求項２】
　筐体及び表示装置を有する電子デバイスであって、少なくとも１つのユーザ入力を信号
で送信するために、前記表示装置の少なくとも１つの構成要素を前記筐体内で移動可能に
するとともに、前記表示装置が前記筐体内に制約される電子デバイス。
【請求項３】
　前記表示装置の前記少なくとも１つの構成要素は、複数の異なるユーザ入力を信号で送
信するために、複数の異なる位置において移動可能である請求項２記載の電子デバイス。
【請求項４】
　前記表示装置は、前記電子デバイスに対する主要なユーザ入力機構として機能する請求
項２記載の電子デバイス。
【請求項５】
　前記表示装置は、前記電子デバイスに対する唯一のユーザ入力機構として機能する請求
項２記載の電子デバイス。
【請求項６】
　前記電子デバイスはハンドヘルド電子デバイスである請求項２記載の電子デバイス。
【請求項７】
　ハンドヘルド電子デバイスの動作構成要素を収納する筐体と、
　前記筐体の表面に配置されたディスプレイアクチュエータであって、
　　前記筐体のビュー領域内に視覚情報を提示するように構成され、前記筐体に対して移
動する可動構成要素を有する表示装置と、
　　前記可動構成要素が前記筐体に対して移動される場合に信号を生成するように構成さ
れる検出機構と
　を含むディスプレイアクチュエータとを具備するハンドヘルド電子デバイス。
【請求項８】
　前記表示装置は、テキスト、文字又は図形を提示するように構成される表示部を含む請
求項７記載のハンドヘルド電子デバイス。
【請求項９】
　前記表示部は液晶ディスプレイである請求項８記載のハンドヘルド電子デバイス。
【請求項１０】
　前記表示部は前記可動構成要素である請求項８記載のハンドヘルド電子デバイス。
【請求項１１】
　前記表示装置は前記表示部の上に位置付けられる透明カバーを含み、前記透明カバー及
び前記表示部は協働して前記可動構成要素を形成する請求項８記載のハンドヘルド電子デ
バイス。
【請求項１２】
　前記表示装置は前記表示部と前記透明カバーとの間に位置付けられるタッチスクリーン
を含み、前記透明カバー、タッチスクリーン及び表示部は協働して前記表示装置の前記可
動構成要素を形成する請求項１１記載のハンドヘルド電子デバイス。
【請求項１３】
　前記表示装置は前記表示部の上に位置付けられる透明カバーを含み、前記透明カバーは
前記表示装置の唯一の前記可動構成要素である請求項８記載のハンドヘルド電子デバイス
。
【請求項１４】
　前記表示装置は前記表示部の下に配置されるプラットフォームと、前記表示部の上に位
置付けられるタッチスクリーンと、前記タッチスクリーンの上に位置付けられる透明カバ
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ーとを含み、前記表示部、タッチスクリーン、透明カバー及びプラットフォームは協働し
て前記表示装置の前記可動構成要素を形成する請求項８記載のハンドヘルド電子デバイス
。
【請求項１５】
　前記検出機構を介して入力信号を生成するために、前記可動構成要素は前記筐体に対し
て通常位置と押下位置との間を平行移動する請求項７記載のハンドヘルド電子デバイス。
【請求項１６】
　前記検出機構を介して入力信号を生成するために、前記可動構成要素は前記筐体に対し
て第１の位置と第２の位置との間をスライドする請求項７記載のハンドヘルド電子デバイ
ス。
【請求項１７】
　前記検出機構を介して入力信号を生成するために、前記可動構成要素は前記筐体に対し
てまっすぐな状態と傾斜位置との間を回動される請求項７記載のハンドヘルド電子デバイ
ス。
【請求項１８】
　前記検出機構を介して入力信号を生成するために、前記可動構成要素は前記筐体に対し
て軸を中心に回転される請求項７記載のハンドヘルド電子デバイス。
【請求項１９】
　前記検出機構は、前記可動構成要素の動きを示す信号を生成する１つ以上の動き指示器
を含み、前記動き指示器は、スイッチ、センサ又はエンコーダのいずれかである請求項７
記載のハンドヘルド電子デバイス。
【請求項２０】
　前記筐体は、前記筐体内に傾動可能に設置される前記表示装置へアクセスするための開
口部と、前記表示装置と前記筐体との間に配置された１つ以上のメカニカルスイッチを含
む前記検出機構とを含み、１つ以上のメカニカルスイッチは、前記表示装置が前記メカニ
カルスイッチの領域において傾動された場合に入力信号を生成するメカニカルスイッチ請
求項７記載のハンドヘルド電子デバイス。
【請求項２１】
　前記筐体は、前記筐体内にスライド可能に設置される前記表示装置とユーザとの対話を
容易にする開口部と、１つ以上のセンサを含む前記検出機構とを含み、前記センサは、前
記表示装置と前記筐体との間に配置され、前記表示装置がスライドする場合に前記センサ
の領域において入力信号を生成し、前記センサは力感応性抵抗、ストレインゲージ又はロ
ードセルのいずれかである請求項７記載のハンドヘルド電子デバイス。
【請求項２２】
　前記筐体はチャネルを含み、前記表示装置は前記筐体に対する前記表示装置のスライド
動作を可能にするために前記チャネル内に配置され、前記表示装置は１つ以上のばね要素
を介して前記チャネル内に吊着される請求項２１記載のハンドヘルド電子デバイス。
【請求項２３】
　表示部を有する電子デバイスにおいて実現され、ユーザ入力を受信する方法であって、
　前記表示部上にグラフィカルユーザインタフェースを表示し、
　前記表示部が移動される場合に、前記電子デバイスにユーザ入力を提供するのに使用さ
れる１つ以上の入力信号を生成することを含む方法。
【請求項２４】
　前記表示部は移動可能である請求項２３記載の方法。
【請求項２５】
　前記電子デバイスは筐体を含み、前記表示部は前記筐体内で移動可能である請求項２３
記載の方法。
【請求項２６】
　筐体と、
　前記筐体内に制約される可動表示装置とを具備し、
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　前記可動表示装置が前記筐体内で物理的に移動されることにより、少なくとも１つのユ
ーザ入力を信号で送信するように動作する電子デバイス。
【請求項２７】
　前記可動表示装置は、前記筐体に対して平行移動、スライド、回動又は回転を行う請求
項２６記載の電子デバイス。
【請求項２８】
　前記電子デバイスはハンドヘルドメディアプレーヤであり、少なくとも１つのユーザ入
力はメディア制御入力である請求項２６記載の電子デバイス。
【請求項２９】
　前記可動表示装置は、前記電子デバイスの唯一の入力手段である請求項２６記載の電子
デバイス。
【請求項３０】
　前記可動表示装置は、前記電子デバイスの主要な入力手段である請求項２６記載の電子
デバイス。
【請求項３１】
　ハンドヘルドメディアプレーヤを動作する種々の機能構成要素を内部に収納し、開口部
を有する筐体と、
　テキスト及び／又は図形を提示でき、前記開口部を被覆し且つ内部回路網を含み、前記
筐体と協働して前記ハンドヘルドメディアプレーヤの周囲の面を形成し、前記ハンドヘル
ドメディアプレーヤのユーザに露出される平坦で接触可能な外面を有し、前記筐体に対し
て上部傾斜状態、底部傾斜状態、左側傾斜状態及び右側傾斜状態を含む少なくとも４つの
状態に傾動するように構成される表示部と、
　前記筐体内で前記表示部の下に配置され、前記表示部の前記傾動と協働して少なくとも
４つの個別のユーザ入力を提供する少なくとも４つのメカニカルスイッチを含み、前記４
つのメカニカルスイッチが第１のメカニカルスイッチ、第２のメカニカルスイッチ、第３
のメカニカルスイッチ及び第４のメカニカルスイッチを含み、前記第１のメカニカルスイ
ッチが前記表示部の上部部分の下に配置され、前記第２のメカニカルスイッチが前記表示
部の底部部分の下に配置され、前記第３のメカニカルスイッチが前記表示部の左側部分の
下に配置され、前記第４のメカニカルスイッチが前記表示部の右側部分の下に配置され、
前記表示部が前記上部傾斜状態に傾動される場合に前記第１のメカニカルスイッチが第１
のスイッチ信号を生成し、前記表示部が前記底部傾斜状態に傾動される場合に前記第２の
メカニカルスイッチが第２のスイッチ信号を形成し、前記表示部が前記左傾斜状態に傾動
される場合に前記第３のメカニカルスイッチが第３のスイッチ信号を生成し、前記表示部
が前記右傾斜状態に傾動される場合に前記第４のメカニカルスイッチが第４のスイッチ信
号を形成する複数のメカニカルスイッチとを具備するハンドヘルドメディアプレーヤ。
【請求項３２】
　前記ハンドヘルドメディアプレーヤは、１つ以上の電気構成要素が装着された回路基板
を更に具備し、
　前記表示部は、前記回路基板に装着された１つ以上の電気構成要素に電気的に結合され
る請求項３１記載のハンドヘルドメディアプレーヤ。
【請求項３３】
　前記回路基板は、前記表示部の下に位置するように前記筐体の内部に設置される請求項
３２記載のハンドヘルドメディアプレーヤ。
【請求項３４】
　前記第１のメカニカルスイッチ、前記第２のメカニカルスイッチ、前記第３のメカニカ
ルスイッチ及び前記第４のメカニカルスイッチは、前記回路基板の１つの面の異なる辺部
に装着される請求項３３記載のハンドヘルドメディアプレーヤ。
【請求項３５】
　前記表示部は、少なくとも、１つ以上の電気構成要素が装着された回路基板を含む請求
項３１記載のハンドヘルドメディアプレーヤ。
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【請求項３６】
　前記表示部の側部を押下することにより、前記メカニカルスイッチの対応する１つがス
イッチ信号を提供する請求項３１記載のハンドヘルドメディアプレーヤ。
【請求項３７】
　前記第１のメカニカルスイッチ、前記第２のメカニカルスイッチ、前記第３のメカニカ
ルスイッチ及び前記第４のメカニカルスイッチのうち２つ以上がそれらに対応するスイッ
チ信号を提供するように、前記表示部はほぼ均一に内側に押下可能である請求項３１記載
のハンドヘルドメディアプレーヤ。
【請求項３８】
　前記表示部は液晶ディスプレイである請求項３１記載のハンドヘルドメディアプレーヤ
。
【請求項３９】
　前記筐体は前面を有し、前記筐体の前記開口部は前記前面に位置する請求項３１記載の
ハンドヘルドメディアプレーヤ。
【請求項４０】
　前記表示部は、前記筐体の前記前面のほぼ全体を使用する請求項３９記載のハンドヘル
ドメディアプレーヤ。
【請求項４１】
　前記ハンドヘルドメディアプレーヤは、前記ハンドヘルドメディアプレーヤにより前記
ユーザに提示可能なメディア項目を格納し、
　前記ハンドヘルドメディアプレーヤの前記ユーザによる前記表示部との対話により、前
記ハンドヘルドメディアプレーヤの前記ユーザは前記メディア項目からメディアの選択を
行うことができる請求項３１記載のハンドヘルドメディアプレーヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子デバイスに関する。特に、本発明は、入力機能及び出力機能の双方を有
するディスプレイを備える電子デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、多くの種類の家電製品が存在し、それらの各々はある種のユーザインタフェース
を利用する。ユーザインタフェースは、通常、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）等の固定され
たディスプレイの形態を有する出力装置及び１つ以上の入力装置を含む。入力装置は、例
えば、スイッチ、ボタン、キー、ダイヤル、ジョイスティック、ナビゲーションパッドの
ように機械的に作動されるか、又は例えばタッチパッド及びタッチスクリーンのように電
気的に動作される。ディスプレイは、通常、テキスト及び図形等の視覚情報を提示するよ
うに構成される。入力装置は、通常、コマンドの発行、選択の実行、あるいはカーソル又
はセレクタの移動等の動作を家電製品において実行するように構成される。これら周知の
各装置には大きさ及び形状の制限、コスト、機能性、複雑さ等の問題があり、家電製品を
設計する際にはこれらの問題を考慮する必要がある。多くの場合において、ディスプレイ
の観察を容易にし且つ入力装置の操作を容易にするために、ユーザインタフェースは家電
製品の前面に位置付けられる。
【０００３】
　図１Ａ～図１Ｆは、例えば電話１０Ａ（図１Ａ）、ＰＤＡ１０Ｂ（図１Ｂ）、メディア
プレーヤ１０Ｃ（図１Ｃ）、リモートコントローラ１０Ｄ（図１Ｄ）、カメラ１０Ｅ（図
１Ｅ）及びＧＰＳモジュール１０Ｆ（図１Ｆ）を含む種々のハンドヘルド電子デバイスを
示す図である。一方、図１Ｇ～図１Ｊは、例えばラップトップコンピュータ１０Ｇ（図１
Ｇ）、ステレオ１０Ｈ（図１Ｈ）及びファックス装置１０Ｉ（図１Ｉ）を含む他の種類の
電子デバイスを示す図である。これらのデバイス１０の各々において、ディスプレイ１２
はデバイス１０の筐体の内側に固着される。ディスプレイ１２は筐体内の開口部を通して
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見ることが可能であり、電子デバイス１０の第１の領域内に通常は位置付けられる。１つ
以上の入力装置１４は、通常、ディスプレイ１２に隣接する電子デバイス１０の第２の領
域内に位置付けられる（ディスプレイの上に位置付けられるタッチスクリーンは除く）。
【０００４】
　詳細には、電話１０Ａは、通常、キャラクタ又はグラフィックディスプレイ等のディス
プレイ１２と数字パッド及び場合によってはナビゲーションパッド等の入力装置１４とを
含む。ＰＤＡ１０Ｂは、通常、グラフィックディスプレイ等のディスプレイ１２とタッチ
スクリーン及びボタン等の入力装置１４とを含む。メディアプレーヤ１０Ｃは、通常、キ
ャラクタ又はグラフィックディスプレイ等のディスプレイ１２とボタン又はホイール等の
入力装置１４とを含む。カリフォルニア州クパチーノのApple Computer, Inc.により製造
されるｉＰｏｄ（登録商標）のメディアプレーヤは、ディスプレイ及びディスプレイに隣
接して配置される入力装置の双方を含むメディアプレーヤの一例である。リモートコント
ローラ１０Ｄは、通常、キーパッド等の入力装置１４を含み、キャラクタディスプレイ１
２を有しても有さなくてもよい。カメラ１０Ｅは、通常、グラフィックディスプレイ等の
ディスプレイ１２及びボタン等の入力装置１４を含む。ＧＰＳモジュール１０Ｆは、通常
、グラフィックディスプレイ等のディスプレイ１２とボタン及び場合によってはナビゲー
ションパッド等の入力装置１４とを含む。ラップトップコンピュータ１０Ｇは、通常、グ
ラフィックディスプレイ等のディスプレイ１２とキーボード、タッチパッド及び場合によ
ってはジョイスティック等の入力装置１４とを含む。カリフォルニア州クパチーノのAppl
eComputer, Inc.により製造されるｉＢｏｏｋ（登録商標）のノートブックコンピュータ
は、ディスプレイ及びディスプレイに隣接して例えばベース部に配置される入力装置の双
方を含むラップトップコンピュータの一例である。ステレオ１０Ｈは、通常、キャラクタ
ディスプレイ等のディスプレイ１２とボタン及びダイヤル等の入力装置とを含む。ファッ
クス装置１０Ｉは、通常、キャラクタディスプレイ等のディスプレイ１２と数字パッド及
び１つ以上のボタン等である入力装置１４とを含む。
【０００５】
　上述のユーザインタフェースの構成は適切に動作するが、改善されたユーザインタフェ
ース装置、特に、必要なスペースの量を減少できる装置及び／又は入力装置を減少又は除
去できる、改良された装置が望まれている。入力装置を減少又は除去することにより、電
子デバイスのディスプレイを電子デバイスのユーザインタフェース部分の範囲で大きくす
ることができる。あるいは、電子デバイスをディスプレイの大きさまで小さくすることが
できる。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一実施形態において、本発明は一体型入出力装置に関する。一体型入出力装置は、枠部
に対して移動する表示部を含む。一体型入出力装置は、表示部が移動される場合に信号を
生成するように構成される動き検出機構を更に含む。信号は、表示部の少なくとも１つの
所定の動きを示す。
【０００７】
　別の実施形態において、本発明は筐体及び表示装置を有する電子デバイスに関する。改
善点は、少なくとも１つのユーザ入力を信号で送信するために、表示装置の少なくとも１
つの構成要素を筐体内で移動可能にする一方で、表示装置を筐体内に制約することを含む
。
【０００８】
　別の実施形態において、本発明はハンドヘルド電子デバイスに関する。ハンドヘルド電
子デバイスは、ハンドヘルド電子デバイスの動作構成要素を収納する筐体を含む。ハンド
ヘルド電子デバイスは、筐体の表面に配置されるディスプレイアクチュエータを更に含む
。ディスプレイアクチュエータは、少なくとも表示装置及び検出機構を含む。表示装置は
、筐体のビュー領域内に視覚情報を提示するように構成される。表示装置は、筐体に対し
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て移動する可動構成要素を更に有する。検出機構は、可動構成要素が筐体に対して移動さ
れる場合に信号を生成するように構成される。
【０００９】
　別の実施形態において、本発明はユーザ入力を受信する方法に関する。方法は、表示部
を有する電子デバイスにおいて実現される。方法は、表示部上にグラフィカルユーザイン
タフェースを表示することを含む。方法は、表示部が移動される場合に１つ以上の入力信
号を生成することを更に含む。入力信号は、電子デバイスにユーザ入力を提供するのに使
用される。
【００１０】
　別の実施形態において、本発明は電子デバイスに関する。電子デバイスは筐体を含む。
電子デバイスは筐体内に制約される可動表示装置を更に含み、可動表示装置を筐体内で物
理的に移動することは、少なくとも１つのユーザ入力を信号で送信するように動作する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明は、視覚情報を表示すると共に、入力信号を生成するための機械的アクチュエー
タとして機能する表示装置に関する。すなわち、表示装置は出力装置であるだけでなく、
機械的に作動される入力装置でもある。従って、一実施形態において、表示装置はディス
プレイアクチュエータと呼ばれる。例として、テキスト、文字及び／又は図形等の視覚情
報を表示する表示装置は、更に、プッシュ式ボタン又はクリック可能なボタン、スライド
式トグルボタン又はスイッチ、回転式ダイヤル又はつまみ及び／あるいは運動制御装置（
ジョイスティック又はナビゲーションパッド等）等のように動作してもよい。表示装置は
、任意の電子デバイスに内蔵されて電子デバイスの種々の制御を行えるようにしてもよい
。あるいは、表示装置は、有線接続又は無線接続を介して電子デバイスに動作可能に結合
する独立型装置であってもよい。例えば、表示装置は、パーソナルコンピュータに接続す
る周辺入出力装置であってもよい。いずれの場合においても、表示装置は、表示部におけ
るコマンドの生成、選択の実行且つ／又は動きの制御が行えるように構成され得る。
【００１２】
　図２～図１８を参照して、本発明の実施形態を以下に説明する。しかしながら、これら
の図面に関連して本明細書に与えられる詳細な説明は例示が目的であり、本発明はこれら
の限定的な実施形態を越えた範囲に及ぶことが当業者には容易に理解されるだろう。
【００１３】
　図２は、本発明の一実施形態に従うディスプレイアクチュエータ５０を示す。ディスプ
レイアクチュエータ５０は、表示制御回路網５３からの表示信号を介してテキスト、文字
及び図面等の視覚情報を提示し、移動される場合に１つ以上の入力信号を生成させる可動
表示部５２を含む。入力信号は、コマンドを開始し、選択を行い又は表示部における動き
を制御するために使用される。表示部５２は、通常、種々の位置において表示部を移動可
能に支持する枠部又は筐体５４に対して移動可能である。いくつかの例において、表示部
５２は枠部５４に対して移動可能に結合され、他の例において、枠部は浮動表示部を移動
可能に制限する。更に入力信号は、通常、表示部５２の動きを監視してそのような動きを
示す信号を生成する検出機構５６により生成される。
【００１４】
　通常、１つ以上の表示信号を介してテキスト、文字及び／又は図形を表示するように構
成される表示部５２はとしては、フラットパネル装置から選択されるが、これは必要条件
ではなく、他の種類のディスプレイが使用されてもよい。通常、フラットパネル装置は硬
質な平面プラットフォームを提供する。このプラットフォームは堅く、そのためプラット
フォームの容易な操作が可能になる。例として、表示部５２は、テキスト及び記号を提示
できる文字用の液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）又は画像、映像及びグラフィカルユーザイン
タフェース（ＧＵＩ）を提示できるグラフィカルＬＣＤ等のＬＣＤに対応してもよい。あ
るいは、表示部５２は、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）に基づくディスプレイ又は電子
インクに基づくディスプレイに対応してもよい。更に、表示部はプラズマ及びＤＬＰ技術
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に基づいてもよい。
【００１５】
　表示部５２の動きは多種多様に異なってもよい。例えば、可動表示部５２は枠部５４に
対して平行移動、スライド、回動及び／又は回転するように構成されてもよい。たとえば
、図３Ａ及び図３Ｂに示すように、可動表示部５２は、ｚ方向に平行移動するように構成
され、表示部５２がプッシュ式ボタンと同様の方法で（力Ｆにより）押下可能としてもよ
い。例えば、検出機構５６を介して入力信号を生成するために、表示部５２は通常位置と
押下位置との間を平行移動してもよい。
【００１６】
　また、図４Ａ及び図４Ｂに示すように、可動表示部５２はスライド式スイッチと同様の
方法で例えばｘ方向及び／又はｙ方向にスライドするように構成されてもよい。例として
、検出機構５６を介して１つ以上のユーザ入力を生成するために、表示部５２は第１の位
置と第２の位置との間をスライドできるように構成してもよい。場合によっては、表示部
５２はｘ／ｙ平面においてスライドするように更に構成されてもよく、それによって、ｘ
方向及びｙ方向の双方に加えてｘ方向とｙ方向との間に位置する対角線をカバーすること
ができる。
【００１７】
　更に、図５Ａ～図５Ｃに示すように、可動表示部５２は軸５８を中心に回動するように
構成されてもよい。このような実施形態において、表示部５２はクリック可能なボタンと
同様の動作を行える。軸５８の位置は、単一の傾動動作（図５Ａ）を行うために表示部５
２の縁部近くに配置されてもよく、複数の傾動動作（図５Ｂ及び図５Ｃ）を行うために表
示部５２の中央に向けて配置されてもよい。前者の場合、通常、表示部が傾動される時に
単一の入力が生成されるが、後者の場合、複数のユーザ入力が生成され得る。例えば、表
示部５２が前方に傾動される場合（図５Ｂ）に第１のユーザ入力が生成され、表示部５２
が後方に傾動される場合（図５Ｃ）に第２のユーザ入力が生成されるようにすることがで
きる。また、より多くの傾動動作を実行してより多くの信号を生成するために、追加の軸
が更に使用されてもよい。例えば、第２の軸が使用される場合、表示部５２が前方及び後
方ではなく右側及び左側に傾動される時に、追加の信号を生成するように構成することが
できる。
【００１８】
　更に、図６Ａ及び図６Ｂに示すように、表示部５２がダイヤル又はホイールと同様に動
作するように、表示部５２は、例えばｚ軸６０を中心に回転するように構成されてもよい
。例えば、検出機構５６を介して種々のユーザ入力を生成するために、表示部５２は時計
回り又は反時計回りに回転可能に構成することができる。
【００１９】
　尚、本発明は上述の図３～図６に示す動きに限定されず、例えば上述の実施形態の組み
合わせを含む他の動きも可能である。組み合わされた場合、通常、種々の動作の各々はユ
ーザ入力のそれ自体のセットを生成する。あるいは、組み合わされた動作が協働して、ユ
ーザ入力の新しいセットを生成してもよい。例として、図５に示す傾動動作は図４に示す
スライド動作と組み合わされてもよく、図３の平行移動動作は図６の回転動作と組み合わ
されてもよい。また、３つ以上の動作を含む任意の組み合わせを使用するようにしてもよ
い。例えば、図３の平行移動動作は、図５及び図６の傾動動作及び回転動作と組み合わさ
れてもよい。
【００２０】
　種々の動き行うために、表示部５２は、たとえば、種々の軸、ピボットジョイント、ス
ライダジョイント、ボールソケットジョイント、撓みジョイント、磁石ジョイント及び／
又はローラジョイント等を介して枠部５４に結合される。例として、アクセル（axel）が
図６Ａ及び図６Ｂに示す実施形態において使用されてもよく、例えばピボットピンを利用
するピボットジョイント又は撓みが図５Ａ～図５Ｃに示す実施形態において使用されても
よく、例えばチャネル構成を利用するスライダジョイントが図３Ａ、図３Ｂ、図４Ａ及び
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図４Ｂに示す実施形態において使用されてもよい。ただし、これらに限定されるものでは
ない。更に、運動の範囲を増加する（例えば、自由度を増加する）ために、表示部５２は
、ピボット／スライドジョイント、ピボット／撓みジョイント、スライド／撓みジョイン
ト、ピボット／ピボットジョイント等のジョイントの組み合わせを介して移動可能に構成
されてもよい。
【００２１】
　更に、動きを示す信号を生成するために、検出機構５６は一般に、入力制御回路網５９
と共に、スイッチ、センサ及び／又はエンコーダ等の１つ以上の動きインディケータ５７
を含む。一実施形態において、入力制御回路網５９はＡＳＩＣ等の集積回路チップに埋め
込むことができる。これらのデバイスは、枠部５４に直接取り付けられるか又は例えばプ
リント回路基板（ＰＣＢ）を介して間接的に取り付けられる。また、表示部５２の動きを
監視するために、装置は表示部５２の下部又は表示部５２の側部に配置されてもよい。こ
れに代えて或いは加えて、これらの装置は表示部５２又は表示部５２の任意の構成要素に
取り付けられてもよい。動きインディケータ５７は、スイッチ、センサ、エンコーダ等の
任意の組み合わせであってもよい。
【００２２】
　一般に、スイッチは作動（オン）又は非作動（オフ）等のパルス状データ又は２値デー
タを提供するように構成される。例として、表示部５２の下側部分は、ユーザが表示部５
２を押下する場合にスイッチに接触又は係合（それによりスイッチを作動）するように構
成されてもよい。一般に、センサは連続的なデータ又はアナログデータを提供するように
構成される。例として、センサは、ユーザが表示部５２を押下する場合に枠部５４に対す
る表示部５２の位置又は傾きの量を連続的に測定するように構成されてもよい。一方、エ
ンコーダは、通常、１つ以上のスイッチ又はセンサを利用して、回転、例えば表示部５２
の回転を測定する。
【００２３】
　任意の適切な機械的、電気的及び／又は光学スイッチ、センサ又はエンコーダが使用さ
れてもよい。例えば、タクトスイッチ、力感応性抵抗、圧力センサ、近接センサ、赤外線
センサ及び／あるいは機械的又は光学エンコーダ等が上述のいずれの構成において使用さ
れてもよい。
【００２４】
　図３Ａ～図６Ｂについて述べると、例えば、エンコーダが図６Ａ及び図６Ｂの実施形態
において使用されてもよく、１つ以上のスイッチが図３Ａ、図３Ｂ、図５Ａ、図５Ｂ及び
図５Ｃに示す実施形態において使用されてもよく、１つ以上のセンサが図４Ａ及び図４Ｂ
に示す実施形態において使用されてもよいが、これらに限定されるものではない。これら
特定の構成に限定されず、他の構成が、図３Ａ～図６Ｂに示す実施形態において動きを監
視するために使用されてもよい。
【００２５】
　図７Ａ及び図７Ｂを参照すると、ディスプレイアクチュエータ５０の機能性を更に増加
するために、タッチスクリーン６２が可動表示部５２と共に設置されてもよい。タッチス
クリーン６２は、可動表示部５２の前方に位置付けられる透明パネルである。しかしなが
ら、可動表示部５２とは異なり、タッチスクリーン６２は、指等の物体がタッチスクリー
ン６２の表面に接触するか又はその表面にわたって移動する（例えば、直線的、半径方向
、回転等）場合に入力信号を生成する。通常、タッチパネル６２は入力制御回路網６３に
動作可能に結合される。入力制御回路網６３は、ＡＳＩＣ等の集積回路チップとして実現
可能である。これらの構成要素は別個に保持されるが、いくつかの例において、入力制御
回路網６３と検出機構５６の入力制御回路網５９とを結合させることも可能である。
【００２６】
　詳細には、タッチスクリーンは、指又はスタイラスを介して表示画面に単に接触するこ
とによって、ユーザが選択を行い且つ／又はカーソルを移動できるようにする。例えば、
ユーザは、表示画面上に表示される図形オブジェクトを直接指すことにより選択を行って
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もよい。例えば、図形オブジェクトは、電子デバイス内で特定の動作を実行するための画
面上のボタンに対応してもよい。一般に、タッチスクリーンは表示部上の接触及び接触位
置を認識し、電子デバイスのコントローラは接触を判断し、その接触イベントに基づく動
作を実行する。抵抗性、容量性、赤外線及び表面弾性波を含む複数の種類のタッチスクリ
ーン技術が存在する。
【００２７】
　特定の一実施形態において、タッチスクリーンは容量性タッチスクリーンである。容量
性タッチスクリーンは、タッチスクリーンの全体にわたって位置付けられる複数の独立し
て空間的に別個の検出点、ノード又は領域に分割される。通常は視界から隠される（透明
な）検出点はタッチスクリーン上に分散され、各検出点はタッチスクリーンの表面上（す
なわちタッチスクリーン平面）の異なる位置を表す。検出点は、格子状又は画素アレイ状
に位置付けられてもよく、画素化された各検出点が信号を生成できる。最も単純な例にお
いて、信号は、物体が検出点上に位置付けられる度に生成される。物体が複数の検出点に
わたって配置される場合、あるいは物体が複数の検出点の間又は複数の検出点にわたって
移動される場合、複数の信号が生成される。理解されるように、一般に検出点は、タッチ
スクリーン平面をデカルト座標系、極座標系又は他の座標系等の座標系に変換する。
【００２８】
　図７Ａに示すように、ユーザの指等の物体がタッチスクリーン６２の上面にわたってｘ
ｙ平面において移動される場合、タッチスクリーン６２はタッチスクリーン信号を生成す
る。図７Ｂに示すように、表示部５２が移動される（例えば、押下される）場合、検出機
構５６は１つ以上の入力信号を生成する。いくつかの例において、ディスプレイアクチュ
エータ５０は、タッチスクリーン信号及び入力信号の双方を同時に提供するように構成さ
れる。すなわち、ディスプレイアクチュエータ５０は、表示部５２を移動するのと同時に
タッチスクリーン６２上で接触動作を実現するように構成される。他の例において、ディ
スプレイアクチュエータ５０は、表示部５２が移動される場合には入力信号のみを提供し
、表示部５２が静止している場合にはタッチスクリーン信号のみを提供するように構成さ
れる。更に、表示部は、表示部の移動中及び表示部上での指の移動中の双方において視覚
情報を提示すように構成される。すなわち、ディスプレイアクチュエータ５０は、タッチ
スクリーン及びアクチュエータからの入力を報告している間に、表示部を制御するための
入力も受信している。
【００２９】
　場合によっては、表示部は、表示部のアクチュエータ部分に関連する情報を表示するよ
うに構成される。例えば、表示部は、アクチュエータの使用方法又は表示部が移動される
場合にアクチュエータが実現する機能の種類を示す情報を提示してもよい。典型的には、
情報は関連する領域のみに提示される。例えば、前方への傾動がメニューコマンドを生成
する場合、表示部は、前方への傾動が実現される位置に「メニュー」というタイトルを提
示してもよい。あるいは、表示部は、アクチュエータが１つ以上のアイコンの選択に影響
を与える領域に、選択可能なアイコンを提示してもよい。
【００３０】
　前述の図面の全てを参照すると、入力機能性及び出力機能性の双方を含むディスプレイ
アクチュエータ５０は電子デバイスに接続されている。ディスプレイアクチュエータ５０
は、有線接続又は無線接続を介して電子デバイスに動作可能に結合される独立型装置であ
ってもよい。あるいは、ディスプレイアクチュエータ５０は電子デバイスに一体化されて
もよい。すなわち、ディスプレイアクチュエータ５０は電子デバイスの固定部品であって
もよい。独立型装置の場合、ディスプレイアクチュエータ５０はそれ自体の筐体を有し、
例えばキーボード又はマウス等の周辺入力装置とすることが考えられる。電子デバイスに
一体化される場合、ディスプレイアクチュエータ５０は電子デバイスの筐体を使用し、電
子デバイスの恒久部品であるとみなされる。
【００３１】
　電子デバイスは、任意の家電関係の電子製品に対応してもよい。例として、電子デバイ
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スは、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ又はＰＤＡ等のコンピュー
タ、音楽プレーヤ、写真プレーヤ又は映像プレーヤ等のメディアプレーヤ、電話、携帯電
話又は移動ラジオ等の通信装置、キーボード、マウス及びプリンタ等の周辺装置、スチル
カメラ及びビデオカメラ等のカメラ、ＧＰＳモジュール、リモートコントローラ、カーデ
ィスプレイ、テレビ、ラジオ、ステレオ等のＡＶ機器、並びにファックス装置及び遠隔会
議モジュール等のオフィス機器等に対応してもよい。
【００３２】
　要約すると、ディスプレイアクチュエータ５０は、ボタン、スイッチ、キー、ダイヤル
、ホイール、ジョイスティック／パッド等の入力手段を必要とする任意の電子デバイスと
一体化可能である。実際、いくつかの例において、ディスプレイアクチュエータ５０は、
電子デバイスの他の全ての入力手段（及び出力手段）と完全に置換可能である。例として
、図１Ｃに示すメディアプレーヤのディスプレイ及びボタンはディスプレイアクチュエー
タ５０と置換可能であり、これにより、目に見えるボタンを有さないデバイスを形成でき
る。
【００３３】
　ディスプレイアクチュエータ５０の利点の１つは、ディスプレイがユーザ入力を提供す
るため、ディスプレイを有する電子デバイスにおける従来のユーザ入力手段を実質的に除
去できる点である。更に、従来の入力手段のためのスペースが必要なくなるため、表示部
５２の大きさは最大化される。例えば、表示部５２を、ユーザ入力機能性を損なうことな
く、ハンドヘルド電子デバイスのユーザインタフェース部分全体を実質的に覆うように構
成することができる。あるいは、ハンドヘルド電子デバイスは、表示部５２の大きさに最
小化される。いずれの場合においても、表示部５２は電子デバイスの非常に多くの量のス
ペースを利用できる。
【００３４】
　図８は、本発明の一実施形態に従う電子デバイス１００を単純化して示す斜視図である
。電子デバイス１００は、筐体１０６内に設置される表示装置１０４の中に機械ボタンの
機能を直接内蔵するディスプレイアクチュエータ１０２を含む。換言すると、表示装置１
０４は機械ボタンのように動作する。本実施形態において、表示装置１０４は、複数の独
立して空間的に別個のボタンゾーン１０８に分割される。ボタンゾーン１０８は表示装置
１０４の領域を表す。これらの領域は、別個のクリック動作を実現するために、筐体１０
６に対して傾けることができる。表示装置１０４は任意の数のボタンゾーンに分割可能だ
が、図示される実施形態において、表示装置１０４は４個のボタンゾーン１０８Ａ～１０
８Ｄに区切られ、従って４個のクリック動作を実現する。
【００３５】
　クリック動作は、筐体１０６の内側に含まれる１つ以上の動き指示器を作動するように
構成される。すなわち、第１の位置（例えば、まっすぐな状態）から第２の位置（例えば
、傾斜の状態）に移動する特定のボタンゾーン１０８は動き指示器を作動させる。動き指
示器は、クリック動作の間に表示装置１０４の動きを検出し、動きに対応する信号を電子
デバイスのコントローラへ送信するように構成される。例として、動き指示器はスイッチ
及び／又はセンサ等であってもよい。殆どの場合において、ボタンゾーン毎に動き指示器
が存在する。しかしながら、これに限定されず、ボタンゾーン毎の動き指示器を必ずしも
必要としない。例えば、隣接するボタンゾーンに関連する２つの動き指示器が同時に動作
する場合、隣接するボタンゾーンの間に配置される仮想ボタンゾーンを形成できる。この
技術を使用する場合、図８に示す４個のボタンゾーンは、動き指示器の数を増加せずに、
８個のボタンゾーンを含むように拡張することができる。
【００３６】
　表示装置１０４の傾動は、例えば、ボールソケット構成、ピボットピン構成、撓み構成
及びジンバル（gimbal）構成等を含む種々の異なる機構により提供される。これらの機構
の各々によって、表示装置１０４は少なくとも第１の軸１１０を中心に回動可能になり、
表示装置１０４はボタンゾーン１０８Ａ及び１０８Ｄの領域において傾動される。また、
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表示装置１０４は第２の軸１１２を中心に回動可能になり、表示装置１０４はボタンゾー
ン１０８Ｂ及び１０８Ｃの領域において傾動される。
【００３７】
　図９は、本発明の一実施形態に従う電子デバイス１２０の断面を示す側面図である。例
えば、電子デバイス１２０は図８に示す電子デバイスに対応してもよい。電子デバイス１
２０は、筐体１２４内に設置される傾動可能な表示装置１２２を含む。筐体１２４は、傾
動可能な表示装置１２２及びそれに関連する制御回路網を含む電子デバイスの電気構成要
素を収納するように構成される。これらは収納されるが、通常、筐体１２４は表示装置１
２２へアクセスするための開口部１２６を含む。一方、傾動可能な表示装置１２２は、表
示部１２８及び表示部１２８の上に配置されるタッチスクリーン１３０を含む。移動中に
表示部１２８及びタッチスクリーン１３０を含む表示装置１２２を支持及び保護するため
に、表示装置１２２は、表示部１２８の下に配置されるプラットフォーム１３２及びタッ
チスクリーン１３０にわたって配置される透明カバー１３４を更に含んでもよい。
【００３８】
　透明なプラスチック材料から形成されてもよい透明カバー１３４は、タッチスクリーン
１３０の一部であってもよく、別個の構成要素であってもよい。更に、プラスチック又は
鋼等の硬質材料から形成されるプラットフォーム１３２は、表示部１２８の一部であって
もよく、別個の構成要素であってもよい。プラットフォーム１３２は、主に、表示装置の
反り及び撓みを防止するための硬質な構造の形成を助けるように構成される。プラットフ
ォーム１３２に結合される装置の接続性を補助するために、プラットフォーム１３２はプ
リント回路基板を更に含んでもよい。いくつかの例において、表示装置１２２の全要素は
、共に取り付けられて一体型の積層ユニット（stacked unit）を形成する。他の例におい
て、カバー１３４及びプラットフォーム１３２は、表示部１２８及びタッチスクリーン１
３０を収容するように構成される。実際、このような例においては、カバー１３４は表示
装置１２２に及ぶ負荷の大部分をプラットフォーム１３２へ分配することで表示部１２８
及びタッチスクリーン１３０を保護するように構成されてもよい。
【００３９】
　表示装置１２２の動きに基づいて入力信号を生成するために、電子デバイス１２０は、
表示装置１２２と筐体１２４との間に配置される１つ以上のメカニカルスイッチ１４０を
更に含む。メカニカルスイッチ１４０は、表示装置１２２の動きにより押下される場合に
入力信号を生成するアクチュエータ１４２を含む。例えば、メカニカルスイッチ１４０の
領域において表示装置１２２を傾動することによりアクチュエータ１４２が押圧され、入
力信号が生成される。殆どの場合において、アクチュエータ１４２はばねにより付勢され
、それによってスイッチ１４０から離れる方向へ延伸し、表示装置１２２をまっすぐな状
態に付勢する。メカニカルスイッチ１４０は筐体１２４に取り付けられてもよく、表示装
置１２２に取り付けられてもよい。図示される実施形態において、メカニカルスイッチ１
４０は表示装置１２２の裏側、例えばプラットフォーム１３２に取り付けられる。このよ
うにして、メカニカルスイッチ１４０及び特にアクチュエータ１４２は、筐体１２４内で
表示装置１２２をまっすぐな状態に支持する脚部として動作する（すなわち、アクチュエ
ータは、筐体上又は例えばＰＣＢとして筐体に装着される任意の構成要素上に載置される
）。例として、メカニカルスイッチはタクトスイッチに対応してもよく、特に、密閉型Ｓ
ＭＴドームスイッチ（ＳＭＴ用にパッケージされたドームスイッチ）に対応してもよい。
【００４０】
　更に詳細には、表示装置１２２は、筐体１２４内に設けられる空洞１４４内で移動可能
に制約される。すなわち、表示装置１２２は空洞１４４内で移動可能である一方で、筐体
１２４の壁を介して空洞１４４の完全に外側に移動することは防止される。要約すると、
表示装置１２２は、筐体１２４に対して空中に浮遊する一方で、筐体１２４に制約される
（表示装置は筐体に取り付けられない）。これをジンバル（gimbal）と呼ぶ場合もある。
【００４１】
　図に示すように、表示装置１２２は、側壁１４６、上壁１４８及び底壁１５０により包
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囲される。側壁１４６は、ｘ方向及びｙ方向の動きと共にｚ軸を中心とする回転（例えば
、傾動動作中に表示部が筐体に拘束されるのを防止するために、少量の遊動を可能にする
小さい間隙を除く）を実質的に防止するように構成される。しかしながら、傾動動作を行
うために、上壁１４８及び底壁１５０は、ｚ方向の動きと共にｘ軸及びｙ軸を中心とする
回転を可能にするように（制限されるが）構成される。すなわち、上壁１４８及び底壁１
５０は、表示装置１２２を空洞１４４に制限する一方で、メカニカルスイッチ１４０のア
クチュエータ１４２を押下するために、表示装置１２２が傾動するのに十分な空間も提供
する。更に、メカニカルスイッチ１４０により提供されるばね力は、表示装置１２２の上
面を筐体１２４の上壁１４８の底面と接合させる（例えば、まっすぐな状態）。まっすぐ
な状態になっている場合、表示装置１２２は、筐体１２４の外周面と同じ高さにあっても
よく（図に示すように）、筐体１２４の外周面の下に引き込められてもよい。一般に、同
じ高さに装着された表示装置の方が外観が美しいと考えられる。
【００４２】
　図１０Ａ～図１０Ｄを参照して、図９の一実施形態をより詳細に説明する。この特定の
実施形態において、図８の実施形態と同様に、表示装置１２２は複数のボタンゾーン１５
２Ａ～１５２Ｄに分割される。図９には特に示さないが、図１０の各ボタンゾーンは、表
示装置１２２の下に配置される別個のメカニカルスイッチ１４０を含む。
【００４３】
　図１０Ａ～図１０Ｄに示すように、ボタンゾーン１５２Ａ～１５２Ｄの位置における表
示装置１２２の下に配置されたメカニカルスイッチ１４０Ａ～１４０Ｄを動作するために
、ユーザは、ボタンゾーン１５２Ａ～１５２Ｄのうちの所望のボタンの位置における表示
装置１２２の上面を単純に押下する。押下されると、スイッチ１４０は電子デバイスによ
り使用可能なボタン信号を生成する。これらの図面の全てにおいて、指により与えられる
力は、スイッチ１４０が動作されるまで、アクチュエータのばね力に対抗して働く。表示
装置１２２は筐体１２４の空洞１４４内に実質的に浮遊するが、ユーザが表示装置１２２
の１つの側面を押下すると、反対側（押下の反対側）の側面が上壁１４８に接触し、それ
によって、接触点１５４の領域におけるスイッチ１４０を作動することなく、表示装置１
２２は接触点１５４を中心に回動する。要約すると、表示装置１２２は４つの異なる軸を
中心に回動する。
【００４４】
　図１０Ａに示すように、ユーザがボタンゾーン１５２Ａを選択する場合、表示装置１２
２は接触点１５４Ａを中心に回動し、それによってメカニカルスイッチ１４０Ａが動作さ
れる。図１０Ｂに示すように、ユーザがボタンゾーン１５２Ｄを選択する場合、表示装置
１２２は接触点１５４Ｄを中心に回動し、それによってメカニカルスイッチ１４０Ｄが動
作される。図１０Ｃに示すように、ユーザがボタンゾーン１５２Ｃを選択する場合、表示
装置１２２は接触点１５４Ｃを中心に回動し、それによってメカニカルスイッチ１４０Ｃ
が動作される。図１０Ｄに示すように、ユーザがボタンゾーン１５２Ｂを選択する場合、
表示装置１２２は接触点１５４Ｂを中心に回動し、それによってメカニカルスイッチ１４
０Ｂが動作される。理解されるように、種々のスイッチ１４０により生成される信号は、
コマンドの開始、選択の実行又は表示部における動きの制御等の種々の制御機能を実行す
るために、電子デバイスにより使用され得る。
【００４５】
　例として、図８～図１０を参照すると、第１のボタンゾーン１０８Ａは第１のコマンド
に関連してもよく、第２のボタンゾーン１０８Ｂは第２のコマンドに関連してもよく、第
３のボタンゾーン１０８Ｃは第３のコマンドに関連してもよく、第４のボタンゾーン１０
８Ｄは第４のコマンドに関連してもよい。音楽プレーヤの場合、例えば、第１のボタンゾ
ーン１０８Ａはメニューコマンドに対応してもよく、第２のボタンゾーン１０８Ｂは後方
探索コマンドに対応してもよく、第３のボタンゾーン１０８Ｃは前方探索コマンドに対応
してもよく、第４のボタンゾーン１０８Ｄは再生／一時停止コマンドに対応してもよい。
【００４６】
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　代わりにあるいは加えて、第１のボタンゾーン１０８Ａの動作が表示部１０２における
上方への動きを開始し、第２のボタンゾーン１０８Ｂの動作が表示部１０２における左側
への動きを開始し、第３のボタンゾーン１０８Ｃの動作が表示部１０２における右側への
動きを開始し、第４のボタンゾーン１０８Ｄの動作が表示部１０２における下方への動き
を開始するように、ボタンゾーン１０８Ａ～１０８Ｄは矢印キーに関連してもよい。この
構成は、カーソル制御、セレクタ制御、スクロール及びパン等を実現するのに使用されて
もよい。
【００４７】
　図１１Ａ及び図１１Ｂは、本発明の別の実施形態に従う電子デバイス１６０を示す図で
ある。本実施形態は図８～図１０に示す実施形態に類似するが、メカニカルスイッチのば
ね作用に依存する代わりに、電子デバイスは別個のバネ構成要素を利用する。図に示すよ
うに、電子デバイス１６０は、その種々の層の全てを含む表示装置１２２を含む。表示装
置１２２は、ばね要素１６２を介して筐体１２４に結合される。ばね要素１６２又は場合
によっては撓み部材は、力が表示装置１２２に加えられる場合に表示装置１２２が複数の
方向に回動することを可能にし、それによって複数のボタンゾーンを形成できる。また、
前述の実施形態と同様に、ばね要素１６２は表示装置１２２をまっすぐな状態へと押しつ
ける。
【００４８】
　表示装置１２２が特定のボタンゾーンにおいて押下されると（ばねの力を克服して）、
表示装置１２２は、表示装置１２２のボタンゾーンの下に位置付けられる１つ以上のスイ
ッチ１６４と接触するように移動する。接触すると、スイッチ１６４はボタン信号を生成
する。スイッチ１６４は、表示装置１２２又は筐体１２４のいずれかに取り付けられる。
図示される実施形態において、スイッチ１６４は筐体１２４に取り付けられている。場合
によっては、表示装置が傾動される場合に表示装置１２２と筐体１２４との間に見られる
割れ目及び間隙を排除するために、シール１６６が提供されてもよい。ばね要素１６２は
多種多様に異なってもよい。例えば、１つ以上の一般的なばね、ピストン、磁石又は圧縮
性部材から形成されてもよい。図示される実施形態において、ばね要素１６２は、ゴム又
は発泡剤から形成される圧縮性バンパーの形態をとる。
【００４９】
　図１２は、本発明の別の実施形態に従う電子デバイス１７０を示す図である。本実施形
態は図８～図１０に示す実施形態に類似するが、ジンバル機構に依存する代わりに、電子
デバイス１７０はボールソケットジョイント１７２を利用して、表示装置１２２を筐体１
２４に対して移動可能に結合する。図９及び図１０のジンバル又は図１１のばね要素と同
様に、ボールソケットジョイント１７２は、力が表示装置１２２に加えられる場合に表示
装置１２２が複数の方向に回動することを可能にし、それによって複数のボタンゾーンを
形成できる。
【００５０】
　図１３は、本発明の別の実施形態に従う電子デバイス１８０を示す図である。本実施形
態は図８～図１０に示す実施形態に類似するが、それらの実施形態とは異なり、表示部１
２８及びタッチスクリーン１３０は固定される。この特定の実施形態においては、カバー
１３４が、メカニカルスイッチ１４０と係合するための傾動動作を行う。例えばメカニカ
ルスイッチ１４０は、上壁１４８の下に位置するカバー１３４の周端部において、カバー
１３４の底面に取り付けられてもよい。更に、表示部１２８及びタッチスクリーン１３０
は、傾動可能なカバー１３４の下で、１つ以上の柱部１８２を介して固定位置に支持され
てもよい。柱部は緩衝マウント機構を含んでもよい。
【００５１】
　図１４は、本発明の一実施形態に従う電子デバイス２００を示す斜視図である。電子デ
バイス２００は、異なる位置に表示部を移動する場合に異なる入力信号が生成される上述
の実施形態に類似する。しかしながら、そのような電子デバイスとは異なり、図１４に示
す電子デバイス２００は、傾動式表示装置ではなくスライド式表示装置２０２を含む。矢
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印で示すように、種々の入力信号を生成するために、表示装置２０２は筐体２０４に対し
てスライドするように構成される。表示装置は矢印の間の種々の対角線を含む無数の位置
にスライド可能であるが、図示される実施形態においては、表示装置２０２は側部２０６
Ａ～２０６Ｄに向かう方向の４つのクリック動作を実現するように構成される。
【００５２】
　クリック動作は、筐体２０４の内側に含まれる１つ以上の動き指示器を作動するように
構成される。すなわち、中央位置から側部位置へ移動する表示装置２０２は動き指示器を
作動する。動き指示器は、クリック動作の間に表示装置２０２の動きを検出し、動きに対
応する信号を電子デバイス２００のコントローラへ送信するように構成される。例として
、動き指示器はスイッチ及び／又はセンサ等とすることができる。
【００５３】
　表示装置２０２のスライド動作は、例えばチャネル構成及びローラ構成等を含む種々の
異なる機構により提供可能である。これらの機構の各々は、表示装置が少なくとも矢印Ａ
～Ｄの方向にスライドすることを可能にし、場合によっては表示装置がｘｙ平面において
スライドすることを更に可能にしてもよい。
【００５４】
　図１５Ａ及び図１５Ｂは、本発明の一実施形態に従う電子デバイス２２０を示す図であ
る。例えば、電子デバイス２２０は図１４に示す電子デバイスに対応してもよい。電子デ
バイス２２０は、筐体２２４内にスライド可能に設置される表示装置２２２を含む。筐体
２２４は、スライド可能な表示装置２２２及びそれに関連する制御回路網を含む電子デバ
イス２００の電気構成要素を収納するように構成される。これらは収納されるが、通常、
筐体２２４は表示装置２２２へアクセスするための開口部２２６を含む。一方、スライド
可能な表示装置２２２は、表示部２２８及び表示部２２８の上に配置されるタッチスクリ
ーン２３０を含む。移動中の表示装置２２８を支持及び保護するために、表示装置２２８
は、表示部２２８の下に配置されるプラットフォーム２３２及びタッチスクリーン２３０
の上に配置される透明カバー２３４を更に含んでもよい。
【００５５】
　透明なプラスチック材料から形成されてもよい透明カバー２３４は、タッチスクリーン
２３０の一部であってもよく、別個の構成要素であってもよい。更に、プラスチック又は
鋼等の硬質材料から形成されるプラットフォーム２３２は、表示部２２８の一部であって
もよく、別個の構成要素であってもよい。プラットフォーム２３２は、主に、表示装置２
２２の反り及び撓みを防止するための強固な構造の形成を助けるように構成される。いく
つかの例において、表示装置２２２の全ての要素は、共に取り付けられて一体型の積層ユ
ニットを形成する。他の例において、カバー２３４及びプラットフォーム２３２は、表示
部２２８及びタッチスクリーン２３０を収容するように構成される。実際、このような例
において、カバー２３４は、表示装置２２２に及ぶ負荷の大部分をプラットフォーム２３
２へ分配することで、表示部２２８及びタッチスクリーン２３０を保護するように構成さ
れてもよい。
【００５６】
　スライド動作を行うために、表示装置２２２はチャネル２４０内に配置される。チャネ
ル２４０の幅は、一般に、表示装置２２２の端部を受け入れるような大きさに決定され、
チャネル２４０の深さは、一般に、表示部２２２を筐体２２４に拘束する一方でスライド
するための空間を残すような大きさに決定される。図に示すように、チャネル２４０は、
筐体２２４の上壁２４２と筐体２２４の側壁２４６から突出する下部支持構造２４４とに
より形成される。下部支持構造２４４は、横方向に筐体２２４の長さ全体にわたってもよ
いし、長さの一部のみにわたってもよい（図に示すように）。更に、下部支持構造２４４
は、筐体２２４の一体構成要素であってもよいし（図に示すように）、筐体２２４に取り
付けられる別個の構成要素であってもよい。あるいは、プラットフォームのみがチャネル
内に配置されてもよい。
【００５７】
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　スライド動作を向上し、表示装置２２２が表示装置２２２と下部支持構造２４４との間
をスライドする場合にそれらの間で動けなくなるのを防止するために、下部支持構造２４
４の上面は摩擦のない又は摩擦の少ない表面を含んでもよい。これに代えて、あるいは上
記に加えて、表示装置２２２の底面も摩擦のない又は摩擦の少ない表面を含んでもよい。
上記に代えてあるいはこれに加えて、チャネルの位置における表示装置の上面及び／又は
上壁２４２の底面は、摩擦のない又は摩擦の少ない表面を含んでもよい。例として、摩擦
のない又は摩擦の少ない表面は、テフロン(登録商標)等の摩擦のない又は摩擦の少ない材
料から形成されてもよい。あるいは、転がり軸受が使用されてもよい。
【００５８】
　殆どの場合、表示装置２２２は１つ以上のばね要素２５０を介してチャネル２４０内に
吊着（suspended）される。ばね要素２５０は、表示装置２２２の側部と筐体２２４の側
壁との間に配置される。図示される実施形態において、ばね要素２５０が表示装置２２２
の各側部に配置される。殆どの場合、各ばね要素２５０が表示装置２２２に及ぼす力が均
等に平衡されるように、ばね要素２５０は表示装置２２２に対して中央に配置される。要
約すると、表示装置２２２が上壁２４２内の開口部２２６に対して中央に配置されるよう
に、ばね要素２５０は表示装置２２２を付勢する。表示装置２２２を中央位置から側部位
置の１つに向かってスライドするためには、ばね要素２５０により提供される付勢力を克
服する必要がある。
【００５９】
　表示装置２２２の動きに基づいて入力信号を生成するために、電子デバイス２２０は、
ばね要素２５０の位置において表示装置２２２と筐体２２４との間に配置される力感応性
抵抗（ＦＳＲ）、ストレインゲージ又はロードセル等の１つ以上のセンサ２５２を更に含
む。これらの種類のセンサ２５２は、表示装置２２２を移動することによりセンサに及ぼ
される圧力を監視し、力が所定の限界に到達した場合、制御回路網は信号を生成する。例
として、表示装置２２２をＦＳＲセンサ２５２に向けてスライドすることによりＦＳＲセ
ンサ２５２は押圧され、その結果、入力信号が生成される。センサ２５２は筐体２２４に
取り付けられてもよいし、表示装置２２２に取り付けられてもよい。図示される実施形態
において、センサ２５２は、ばね要素２５０と筐体２２４との間で筐体２２４に取り付け
られている。
【００６０】
　図１６Ａ及び図１６Ｂを参照して、図１５の一実施形態をより詳細に説明する。ボタン
特徴を選択するために、ユーザは指を表示装置２２２の上面に置き、表示装置２２２を所
望のボタン特徴の方向にスライドする。スライド中、指により与えられる力は、表示装置
２２２と筐体２２４との間に配置されたばね要素２５０のばね力に対抗して働く。更に、
表示装置２２２の一端はチャネル部２４０Ａに深く挿入され、他端はチャネル部２４０Ａ
の反対側にあるチャネル部２４０Ｂから完全にではないが取り除かれる。表示装置２２２
がチャネル部２４０Ａに深く挿入されるほど、より大量の力がばね要素２５０を介してセ
ンサ２５２に加えられる。事前に設定された限界に到達すると、センサ回路はボタン信号
を生成する。ボタン信号は、コマンドの開始、選択の実行又は表示部における動きの制御
等の制御機能を実行するために、電子デバイス２２０により使用可能である。
【００６１】
　図１７は、本発明の別の実施形態に従う電子デバイス２８０を示す図である。本実施形
態は図１４～図１６に示す実施形態に類似するが、それらの実施形態とは異なり、表示部
２２８及びタッチスクリーン２３０が固定される。この特定の実施形態においては、表示
装置全体ではなく、カバー２３４がセンサ２５２を係合するためのスライド動作を行う。
図に示すように、カバー２３４はチャネル２４０内に制限され且つばね要素２５０により
吊着される。一方で、表示部２２８及びタッチスクリーン２３０は、スライド可能なカバ
ー２３４の下で、１つ以上の柱部２８２を介して固定位置に支持される。柱部２８２は干
渉マウント機構を含んでもよい。
【００６２】
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　図１８は、本発明の一実施形態に従う電子デバイス３５０の一例を示すブロック図であ
る。電子デバイスは、通常、命令を実行し且つ電子デバイス３５０に関連する動作を実行
するように構成されるプロセッサ３５６を含む。例えば、メモリ等から検索される命令を
使用して、プロセッサ３５６は、電子デバイス３５０の構成要素間の入力データ及び出力
データの受信及び操作を制御してもよい。プロセッサ３５６は、シングルチップ、複数チ
ップ又は複数の電気構成要素で実現可能である。例えば、専用又は組み込みプロセッサ、
単能型プロセッサ、コントローラ及びＡＳＩＣ等を含む種々の構造がプロセッサ３５６に
使用可能である。
【００６３】
　殆どの場合、プロセッサ３５６はオペレーティングシステムと共に動作して、コンピュ
ータコードを実行し且つデータを生成及び使用する。オペレーティングシステムは、ＯＳ
／２、ＤＯＳ、Ｕｎｉｘ(登録商標)、Ｌｉｎｕｘ及びパームＯＳ等の周知のオペレーティ
ングシステム又は特定用途向け機器型装置（例えば、メディアプレーヤ）に使用されるオ
ペレーティングシステム等の専用オペレーティングシステムに対応してもよい。オペレー
ティングシステム、他のコンピュータコード及びデータは、プロセッサ３５６に動作可能
に結合されるメモリブロック３５８内に常駐してもよい。メモリブロック３５８は、一般
に、電子デバイス３５０により使用されるコンピュータコード及びデータを格納する場所
を提供する。例として、メモリブロック３５８は、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダ
ムアクセスメモリ（ＲＡＭ）及び／又はハードディスクドライブ等を含んでもよい。
【００６４】
　電子デバイス３５０は、プロセッサ３５６に動作可能に結合される可動表示部３６８を
更に含む。一般に、表示部３６８はグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）を表示
するように構成される。ＧＵＩは、電子デバイス３５０のユーザと電子デバイス上で実行
するオペレーティングシステム又はアプリケーションとの間のインタフェースを簡単に使
用できるようにする。例えば、表示部３６８は液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）であってもよ
い。
【００６５】
　電子デバイス３５０は、プロセッサ３５６に動作可能に結合されるタッチスクリーン３
７０を更に含む。タッチスクリーン３７０は、外部からのデータを電子デバイス３５０に
転送するように構成される。タッチスクリーン３７０は、例えば、表示部３６８上のＧＵ
Ｉに対して追跡（tracking）及び選択を実行するのに使用されてもよい。また、タッチス
クリーン３７０は、電子デバイス３５０においてコマンドを発行するのに使用されてもよ
い。
【００６６】
　表示部３６８の前方に位置付けられるタッチスクリーン３７０は、接触並びにタッチ面
上の接触の位置及び大きさを認識する。タッチスクリーン３７０は接触をプロセッサ３５
６に報告し、プロセッサ３５６はそのプログラムに従って接触を解釈する。例えば、プロ
セッサ３５６は特定の接触に従ってタスクを開始してもよい。専用プロセッサは、接触を
局所的に処理して電子デバイスのメインプロセッサに対する要求を減少するために使用さ
れる。
【００６７】
　タッチスクリーン３７０は、容量性検出、抵抗性検出及び／又は表面弾性波検出等を含
むがこれらに限定されるものではなく、いかなる検出技術に基づいてもよい。更に、タッ
チスクリーンは一点検出又は多点検出に基づいてもよい。一点検出は単一の接触の識別の
みが可能であるが、多点検出は同時に発生する複数の接触の識別が可能である。例として
、本実施形態で使用可能なタッチスクリーンは、本出願の譲受人と同一の譲受人に譲渡さ
れ、２００４年５月６日に出願された「MULTIPOINT TOUCHSCREEN」と題された同時係属の
米国特許出願第１０／８４０，８６２号に更に詳細に説明されている。なお、米国特許出
願第１０／８４０，８６２号を引用することによって、その内容をここに合体する。
【００６８】
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　場合によっては、電子デバイス３５０は、タッチスクリーン３７０に適用されるジェス
チャを認識して、そのジェスチャに基づいて電子デバイス３５０の面を制御するように設
計されてもよい。一般に、ジェスチャは、１つ以上の特定の演算動作にマップされる入力
装置との様式化された対話として定義される。ジェスチャは種々の手、特に指の運動を介
して形成されてもよい。あるいは又は更に、ジェスチャはスタイラスを用いて形成されて
もよい。これらの例の全てにおいて、タッチスクリーン３７０はジェスチャを受信し、プ
ロセッサ３５６はジェスチャに関連する動作を実行するための命令を実行する。更に、メ
モリブロック３５８はジェスチャ動作プログラムを含んでもよい。ジェスチャ動作プログ
ラムはオペレーティングシステムの一部であってもよく、別個のアプリケーションであっ
てもよい。ジェスチャ動作プログラムは、一般に、ジェスチャの発生を認識し且つジェス
チャ及び／又はジェスチャに応答して行われる動作を１つ以上のソフトウェアエージェン
トに通知する１組の命令を含む。例として、本実施形態で使用可能なジェスチャの方法は
、本出願の譲受人と同一の譲受人に譲渡され、２００４年７月３０日に出願された「GEST
URES FOR TOUCH SENSITIVE INPUTDEVICES」と題された同時係属の米国特許出願第１０／
９０３，９６４号に更に詳細に説明される。なお、米国特許出願第１０／９０３，９６４
号を引用することによって、その内容をここに合体する。
【００６９】
　電子デバイス３５０は、プロセッサ３５６に動作可能に結合される検出機構３８０を更
に含む。スイッチ及びセンサ等の動き指示器３８２を利用する検出機構３８０は、表示部
３６８又はその任意の構成要素（例えば、カバー）の動きを監視し、動きを示す信号をプ
ロセッサ３５６へ送信するように構成される。プロセッサ３５６は、そのプログラムに従
って信号を解釈する。場合によっては、動きの信号を処理して電子デバイスのメインプロ
セッサに対する要求を減少するために、専用プロセッサが使用される。
【００７０】
　上述のように、可動表示部３６８は、クリック可能なボタン、スライド式スイッチ又は
ジョイスティック等の機械的アクチュエータを模倣するように構成される。従って、電子
デバイス３５０の表示領域は、外部からのデータを電子デバイス３５０に転送するために
使用される。表示領域は、例えば、電子デバイス３５０においてコマンドを発行するか又
は表示部３６８上のＧＵＩに対して動きを制御して選択を行わせるために使用されてもよ
い。
【００７１】
　本発明の特定の一実施形態において、上述の電子デバイスは、小型要素を有するハンド
ヘルド電子デバイスに対応する。本明細書において使用されるように、「ハンドヘルド」
という用語は、通常、電子デバイスが手中に保持されながら動作されるため、デバイスが
そのような使用のための大きさを有することを意味する。ハンドヘルドデバイスの例は、
ＰＤＡ、携帯電話、メディアプレーヤ（例えば、音楽プレーヤ、映像プレーヤ、ゲームプ
レーヤ）、カメラ、ＧＰＳ受信機及びリモートコントローラ等を含む。
【００７２】
　ハンドヘルド電子デバイスは、片手操作を目的にしてもよいし又は両手操作を目的にし
てもよい。片手操作においては、使用中、デバイスの支持及びユーザインタフェースを用
いる動作の実行の双方に片手が使用される。ハンドセット等の携帯電話及び音楽プレーヤ
等のメディアプレーヤは、片手のみで動作可能なハンドヘルドデバイスの例である。いず
れの場合においても、ユーザは、指と掌との間に片手でデバイスを握持し、キー、ボタン
又はナビゲーションパッドを用いて入力を行うために親指を使用することができる。両手
操作の場合、使用中、一方の手はデバイスを支持するのに使用され、他方の手はユーザイ
ンタフェースを用いて動作を実行する。あるいは、使用中、両手がデバイスを支持し且つ
動作を実行する。ＰＤＡ及びゲームプレーヤは、通常は両手で動作されるハンドヘルドデ
バイスの例である。ＰＤＡの場合、例えば、ユーザは一方の手でデバイスを握持し、他方
の手を使用して、例えばスタイラスを用いて入力を行う。ゲームプレーヤの場合、通常、
ユーザは両手でデバイスを握持し、デバイスを保持しながら片手又は両手を使用して入力
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を行う。
【００７３】
　本発明のディスプレイアクチュエータは、入力インタフェースに使用可能な空間が制限
され且つ持ち運び中の動作を可能にするために入力インタフェースを中央に配置すること
が必要なハンドヘルドデバイス等の小型要素のデバイスに最適である。ハンドヘルドデバ
イスの機能性が片手ハンドヘルドデバイス（例えば、スマートフォン）に組み合わされ始
めたことを考慮すると、これは特に当てはまる。ある時点において、ディスプレイの大き
さを減少するか又はデバイスの大きさを増加しなければ、全ての必要なボタン及びスイッ
チを収容するのに十分なスペースをデバイス上に確保できなくなる。ディスプレイのサイ
ズの減少もデバイスの大きさの増加もいずれもユーザに悪印象を与える。実際、デバイス
の大きさを増加した結果、「ハンドヘルド」とは考えられない大きさのデバイスになる可
能性がある。
【００７４】
　ディスプレイがハンドヘルドデバイスに内蔵される（例えば、デバイスの筐体に一体化
される）場合、ディスプレイはハンドヘルド電子デバイスに関連する視覚情報を提示し、
その一方で、ディスプレイの機械的動作及び例えばタッチスクリーンの接触感応性は、ハ
ンドヘルド電子デバイスとの対話に必要な入力手段を提供する。従って、ディスプレイア
クチュエータは、デバイスをサポートするのに必要な入力装置の数を減少し、多くの場合
において、ディスプレイアクチュエータ以外の入力装置を完全に除去する。その結果、ハ
ンドヘルド電子デバイスは、ディスプレイのみを有し、入力手段を有さない（又は非常に
少ない入力手段を有する）ような外観を提示する。従って、デバイスの外観はより美しく
なり（例えば、切れ目、間隙又は線がない滑らかな表面）、多くの場合において、画面の
大きさや入力機能性を犠牲にすることなく、デバイスを小型化することができる。これは
、ハンドヘルド電子デバイス、特に片手で動作されるハンドヘルド電子デバイスにとって
非常に有益である（いくつかのハンドヘルド電子デバイスは両手での動作を必要とし、他
の装置は必要としない）。あるいは、デバイスの大きさ及び入力機能性に影響を及ぼすこ
となく、画面の大きさは大型化される。すなわち、ディスプレイはハンドヘルド装置の前
面全体を実質的に覆うように形成可能である。
【００７５】
　特定の一実現例において、ハンドヘルドデバイスは音楽プレーヤであり、ディスプレイ
アクチュエータは、音楽プレーヤの前面全体を実質的に覆うように構成される。ディスプ
レイアクチュエータは音楽プレーヤの主要な入力手段であり、場合によっては唯一の入力
手段である。更に、ディスプレイアクチュエータは、音楽プレーヤに関連する制御信号を
生成するように構成される。例えば、ディスプレイアクチュエータは、選択、再生／一時
停止、次へ進む、前に戻る及びメニューを含むボタン機能を含んでもよい。これに代えて
、或いはこれに加えて、ボタン機能は音量アップ又は音量ダウンを含んでもよい。
【００７６】
　複数の好適な実施形態に関して本発明を説明したが、本発明の範囲に含まれる代替例、
置換例及び均等物が存在する。また、本発明の方法及び装置を実現する多くの別の方法が
存在する。従って、以下の添付の請求の範囲は、本発明の真の主旨及び範囲内に含まれる
そのような代替例、置換例及び均等物の全てを含むものとして解釈されることを意図する
。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
　本発明は、添付の図面に関連して以下の説明を参照することにより最もよく理解される
だろう。
【図１Ａ】図１Ａは、種々の電子デバイスを示す図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、種々の電子デバイスを示す図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは、種々の電子デバイスを示す図である。
【図１Ｄ】図１Ｄは、種々の電子デバイスを示す図である。
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【図１Ｅ】図１Ｅは、種々の電子デバイスを示す図である。
【図１Ｆ】図１Ｆは、種々の電子デバイスを示す図である。
【図１Ｇ】図１Ｇは、種々の電子デバイスを示す図である。
【図１Ｈ】図１Ｈは、種々の電子デバイスを示す図である。
【図１Ｉ】図１Ｉは、種々の電子デバイスを示す図である。
【図１Ｊ】図１Ｊは、種々の電子デバイスを示す図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態に従うディスプレイアクチュエータの断面を示す側
面図である。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明の一実施形態に従うプッシュ式ディスプレイボタンの断面を
示す側面図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本発明の一実施形態に従うプッシュ式ディスプレイボタンの断面を
示す側面図である。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の一実施形態に従うスライド式ディスプレイスイッチの断面
を示す側面図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本発明の一実施形態に従うスライド式ディスプレイスイッチの断面
を示す側面図である。
【図５Ａ】図５Ａは、本発明の一実施形態に従うクリック可能なディスプレイボタンの断
面を示す側面図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、本発明の一実施形態に従うクリック可能なディスプレイボタンの断
面を示す側面図である。
【図５Ｃ】図５Ｃは、本発明の一実施形態に従うクリック可能なディスプレイボタンの断
面を示す側面図である。
【図６Ａ】図６Ａは、本発明の一実施形態に従うディスプレイダイヤルの断面を示す側面
図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、本発明の一実施形態に従うディスプレイダイヤルの断面を示す側面
図である。
【図７Ａ】図７Ａは、本発明の一実施形態に従うタッチスクリーンを有するディスプレイ
アクチュエータの断面を示す側面図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、本発明の一実施形態に従うタッチスクリーンを有するディスプレイ
アクチュエータの断面を示す側面図である。
【図８】図８は、本発明の一実施形態に従う電子デバイスを単純化して示す斜視図である
。
【図９】図９は、本発明の一実施形態に従う電子デバイスの断面を示す側面図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、本発明の一実施形態に従う図９に示す電子デバイスの断面を示
す側面図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、本発明の一実施形態に従う図９に示す電子デバイスの断面を示
す側面図である。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、本発明の一実施形態に従う図９に示す電子デバイスの断面を示
す側面図である。
【図１０Ｄ】図１０Ｄは、本発明の一実施形態に従う図９に示す電子デバイスの断面を示
す側面図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、本発明の別の実施形態に従う電子デバイスの断面を示す側面図
である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、本発明の別の実施形態に従う電子デバイスの断面を示す側面図
である。
【図１２】図１２は、本発明の別の実施形態に従う電子デバイスを示す図である。
【図１３】図１３は、本発明の別の実施形態に従う電子デバイスを示す図である。
【図１４】図１４は、本発明の一実施形態に従う電子デバイスを示す斜視図である。
【図１５Ａ】図１５Ａは、本発明の一実施形態に従う電子デバイスの断面を示す側面図で
ある。
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【図１５Ｂ】図１５Ｂは、本発明の一実施形態に従う図１５Ａに示す電子デバイスの断面
を示す上面図である。
【図１６Ａ】図１６Ａは、本発明の一実施形態に従う図１５Ａに示す電子デバイスの断面
を示す側面図である。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、本発明の一実施形態に従う図１５Ａに示す電子デバイスの断面
を示す側面図である。
【図１７】図１７は、本発明の別の実施形態に従う電子デバイスを示す図である。
【図１８】図１８は、本発明の一実施形態に従う電子デバイスを示すブロック図である。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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