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(57)【要約】
【課題】操作性に優れたヒューマンインターフェイスを
提供できる。または、操作性に優
れた新規な情報処理装置を提供できる。
【解決手段】近接または接触するものを検知して、位置
情報を供給できる可撓性の位置入
力部を含んで構成される情報処理装置である。そして、
可撓性の位置入力部は、第１の領
域と、第１の領域に対向する第２の領域と、第１の領域
および第２の領域の間に表示部と
重なる第３の領域と、が形成されるように折り曲げるこ
とができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯可能な情報処理装置の駆動方法であって、
　前記情報処理装置の第１の側面において、使用者の手の拇指又は前記拇指以外の指のい
ずれか一方が接触していることを検知し、
　前記情報処理装置の第２の側面において、前記拇指又は前記拇指以外の指のいずれか他
方が接触していることを検知し、
　前記情報処理装置の操作に用いられる画像を、前記拇指の可動範囲内になるように表示
部に表示する、情報処理装置の駆動方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記表示部は、前記情報処理装置の上面と前記第１の側面と前記第２の側面とに配置さ
れる、情報処理装置の駆動方法。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　タッチセンサを有し、
　前記タッチセンサは、前記情報処理装置の上面と前記第１の側面と前記第２の側面とに
、それぞれ配置される、情報処理装置の駆動方法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記接触している領域として図形を定義し、
　前記図形の面積が所定の面積よりも大きい場合に、当該図形の重心の座標を決定するス
テップを有する、情報処理装置の駆動方法。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記座標を中心とする特定の範囲内に、前記操作に用いられる前記画像を表示する、情
報処理装置の駆動方法。
【請求項６】
　請求項４において、
　前記座標を中心とする円弧の位置又は前記円弧の内側に、前記操作に用いられる前記画
像を表示する、情報処理装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、物、方法、または、製造方法に関する。または、本発明は、プロセス、マシン
、マニュファクチャ、または、組成物（コンポジション・オブ・マター）に関する。特に
、本発明は、例えば、半導体装置、表示装置、発光装置、それらの駆動方法、または、そ
れらの製造方法に関する。特に、本発明は、画像情報の処理および表示方法、プログラム
およびプログラムが記憶された記憶媒体を有する装置に関する。例えば、表示部を備える
情報処理装置に処理された情報を含む画像を表示する画像情報の処理、表示方法および表
示部を備える情報処理装置に処理された情報を含む画像を表示させるプログラム並びに当
該プログラムが記憶された記憶媒体を有する情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
大きな画面を備える表示装置は多くの情報を表示することができる。よって、一覧性に優
れ、情報処理装置に好適である。
【０００３】
また、情報伝達手段に係る社会基盤が充実されている。これにより、多様で潤沢な情報を
職場や自宅だけでなく外出先でも情報処理装置を用いて取得、加工または発信できるよう
になっている。
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【０００４】
このような背景において、携帯可能な情報処理装置が盛んに開発されている。
【０００５】
携帯可能な情報処理装置は屋外で使用されることが多く、落下により思わぬ力が情報処理
装置およびそれに用いられる表示装置に加わることがある。破壊されにくい表示装置の一
例として、発光層を分離する構造体と第２の電極層との密着性が高められた構成が知られ
ている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－１９０７９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明の一態様は、操作性に優れた新規なヒューマンインターフェイスを提供することを
課題の一とする。または、操作性に優れた新規な情報処理装置や表示装置を提供すること
を課題の一とする。
【０００８】
なお、これらの課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一
態様は、これらの課題の全てを解決する必要はないものとする。なお、これら以外の課題
は、明細書、図面、請求項などの記載から、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図
面、請求項などの記載から、これら以外の課題を抽出することが可能である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明の一態様は、位置情報を供給し、画像情報が供給される入出力装置と、位置情報が
供給され、画像情報を供給する演算装置と、を有する情報処理装置である。
【００１０】
入出力装置は、位置入力部および表示部を備える。また、位置入力部は、第１の領域と、
第１の領域に対向する第２の領域と、第１の領域および第２の領域の間に第３の領域と、
が形成されるように折り曲げることができる可撓性を備える。
【００１１】
表示部は、第３の領域と重なるように配置され、画像情報が供給され且つ画像情報を表示
し、演算装置は、演算部および演算部に実行させるプログラムを記憶する記憶部を備える
。
【００１２】
上記本発明の一態様の情報処理装置は、近接または接触するものを検知して、位置情報を
供給できる可撓性の位置入力部を含んで構成される。上述したように、可撓性の位置入力
部は、第１の領域と、第１の領域に対向する第２の領域と、第１の領域および第２の領域
の間に表示部と重なる第３の領域と、が形成されるように折り曲げることができる。これ
により、例えば掌もしくは手の指の何れかが、第１の領域または第２の領域の何れかに近
接または接触したのかを知ることができる。その結果、操作性に優れたヒューマンインタ
ーフェイスを提供できる。または、操作性に優れた新規な情報処理装置を提供できる。
【００１３】
また、本発明の一態様の情報処理装置は、位置情報と、折り畳み情報を含む検知情報を供
給し、画像情報が供給される入出力装置と、位置情報、および検知情報が供給され、画像
情報を供給する演算装置と、を有する。なお、折り畳み情報は情報処理装置の折り畳まれ
た状態と展開された状態を区別するための情報を含む。
【００１４】
入出力装置は、位置入力部、表示部および検知部を備える。また、位置入力部は、展開さ
れた状態、および第１の領域と、第１の領域に対向する第２の領域と、第１の領域および



(4) JP 2019-133723 A 2019.8.8

10

20

30

40

50

第２の領域の間に第３の領域とが形成されるように折り畳まれた状態にすることができる
可撓性を備える。
【００１５】
検知部は、位置入力部の折り畳まれた状態を検知して折り畳み情報を含む検知情報を供給
することができる折り畳みセンサを備える。また、表示部は、第３の領域と重なるように
配置され、画像情報が供給され且つ画像情報を表示する。また、演算装置は、演算部およ
び演算部に実行させるプログラムを記憶する記憶部を備える。
【００１６】
上述したように上記本発明の一態様の情報処理装置は、近接または接触するものを検知し
て、位置情報を供給できる可撓性の位置入力部と、可撓性の位置入力部が折り畳まれた状
態かまたは展開された状態かを知ることができる折り畳みセンサを含む検知部と、を含ん
で構成される。そして、可撓性の位置入力部は、第１の領域と、折り畳まれた状態で第１
の領域に対向する第２の領域と、第１の領域および第２の領域の間に表示部と重なる第３
の領域と、が形成されるように折り曲げることができる。これにより、例えば掌もしくは
手の指の何れかが第１の領域または第２の領域の何れかに近接または接触したのかを知る
ことができる。その結果、操作性に優れたヒューマンインターフェイスを提供できる。ま
たは、操作性に優れた新規な情報処理装置を提供できる。
【００１７】
また、本発明の一態様は、第１の領域は、第１の位置情報を供給し、第２の領域は、第２
の位置情報を供給し、演算部は、表示部に表示する画像情報を、第１の位置情報と第２の
位置情報を比較した結果に基づいて生成する、上記の情報処理装置である。
【００１８】
また、本発明の一態様は、記憶部が、第１の領域が供給する第１の位置情報から第１の線
分の長さを決定する第１のステップと、第２の領域が供給する第２の位置情報から第２の
線分の長さを決定する第２のステップと、第１の線分の長さおよび第２の線分の長さを所
定の長さと比較して、いずれか一方のみが長い場合は、第４のステップに進み、それ以外
の場合は第１のステップに進む第３のステップと、所定の長さより長い線分の中点の座標
を決定する第４のステップと、画像情報を中点の座標に基づいて生成する第５のステップ
と、終了する第６のステップと、を演算部に実行させるプログラムを記憶する、上記の情
報処理装置である。
【００１９】
上述したように上記本発明の一態様の情報処理装置は、近接または接触するものを検知し
て、位置情報を供給できる可撓性の位置入力部と、演算部と、を含んで構成される。そし
て、可撓性の位置入力部は、第１の領域と、第１の領域に対向する第２の領域と、第１の
領域および第２の領域の間に表示部と重なる第３の領域と、が形成されるように折り曲げ
ることができ、演算部は、第１の領域が供給する第１の位置情報と第２の領域が供給する
第２の位置情報を比較して表示部に表示する画像情報を生成することができる。
【００２０】
これにより、例えば掌または手の指の何れかが、第１の領域もしくは第２の領域の何れか
に近接または接触したのかを判断し、操作しやすいように配置された画像（例えば操作用
画像）を含む画像情報を生成することができる。その結果、操作性に優れたヒューマンイ
ンターフェイスを提供できる。または、操作性に優れた新規な情報処理装置を提供できる
。
【００２１】
また、本発明の一態様は、第１の領域は、第１の位置情報を供給し、第２の領域は、第２
の位置情報を供給し、検知部は、折り畳み情報を含む検知情報を供給し、演算部は、表示
部に表示する画像情報を、第１の位置情報と第２の位置情報を比較した結果および折り畳
み情報に基づいて生成する上記の情報処理装置である。
【００２２】
また、本発明の一態様は、記憶部が、第１の領域が供給する第１の位置情報から第１の線
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分の長さを決定する第１のステップと、第２の領域が供給する第２の位置情報から第２の
線分の長さを決定する第２のステップと、第１の線分の長さおよび第２の線分の長さを所
定の長さと比較して、いずれか一方のみが長い場合は第４のステップに進み、それ以外の
場合は第１のステップに進む第３のステップと、所定の長さより長い線分の中点の座標を
決定する第４のステップと、折り畳み情報を取得して、折り畳み情報が折り畳まれた状態
を示す場合は第６のステップに、展開された状態を示す場合は第７のステップに進む第５
のステップと、第１の画像情報を中点の座標に基づいて生成する第６のステップと、第２
の画像情報を中点の座標に基づいて生成する第７のステップと、終了する第８のステップ
と、を演算部に実行させるプログラムを記憶する、上記の情報処理装置である。
【００２３】
上述したように、上記本発明の一態様の情報処理装置は、近接または接触するものを検知
して、位置情報を供給できる可撓性の位置入力部と、可撓性の位置入力部が折り畳まれた
状態かまたは展開された状態かを知ることができる折り畳みセンサを含む検知部と、演算
部と、を含んで構成される。そして、可撓性の位置入力部は、第１の領域と、折り畳まれ
た状態で第１の領域に対向する第２の領域と、第１の領域および第２の領域の間に表示部
と重なる第３の領域と、が形成されるように折り曲げることができ、演算部は、第１の領
域が供給する第１の位置情報と第２の領域が供給する第２の位置情報を比較した結果、お
よび折り畳み情報に基づいて表示部に表示する画像情報を生成することができる。
【００２４】
これにより、例えば掌または手の指の何れかが、第１の領域もしくは第２の領域の何れか
に近接または接触したのかを判断し、位置入力部が折り畳まれた状態で操作しやすいよう
に配置された第１の画像（例えば操作用画像が配置された）または位置入力部が展開され
た状態で操作しやすいように配置された第２の画像のいずれかを含む画像情報を生成する
ことができる。その結果、操作性に優れたヒューマンインターフェイスを提供できる。ま
たは、操作性に優れた新規な情報処理装置を提供できる。
【００２５】
また、本発明の一態様は、表示部は位置入力部と重なり、展開された状態、および折り畳
まれた状態にすることができる可撓性を有し、かつ、折り畳まれた状態で露出する第１の
区域および第１の区域と畳み目で区切られる第２の区域と、を備える上記の情報処理装置
である。
【００２６】
記憶部は演算部に実行させるプログラムを記憶する。このプログラムは、初期化する第１
のステップと、初期の画像情報を生成する第２のステップと、割り込み処理を許可する第
３のステップと、折り畳み情報を取得して、折り畳み情報が折り畳まれた状態を示す場合
は第５のステップに進み、展開された状態を示す場合は第６のステップに進む第４のステ
ップと、供給される画像情報の少なくとも一部を第１の区域に表示する第５のステップと
、供給される画像情報の一部を第１の区域に、他の一部を第２の区域に表示する第６のス
テップと、割り込み処理で終了命令が供給された場合は第８のステップに進み、終了命令
が供給されていない場合は第４のステップに進む第７のステップと、終了する第８のステ
ップと、を具備する。
【００２７】
割り込み処理は、ページ送り命令が供給された場合は第１０のステップに進み、ページ送
り命令が供給されていない場合は第１１のステップに進む第９のステップと、ページ送り
命令に基づく画像情報を生成する第１０のステップと、割り込み処理から復帰する第１１
のステップと、を具備する。
【００２８】
上記本発明の一態様の情報処理装置は、展開された状態および折り畳まれた状態にするこ
とができる可撓性と、折り畳まれた状態で露出する第１の区域および第１の区域と畳み目
で区切られる第２の区域と、を備える表示部を備える。また、折り畳み情報に応じて、生
成した画像の一部を第１の区域に、他の一部を第２の区域に表示するステップを備える処
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理を演算部に実行させるプログラムを記憶する記憶部を備える。
【００２９】
これにより、例えば、折り畳まれた状態で情報処理装置の外周に露出する表示部（第１の
区域）に一の画像の一部を表示し、展開された状態で表示部の第１の区域に連続する第２
の区域に当該一部の画像に連続または関係する他の一部の画像を表示することができる。
その結果、操作性に優れたヒューマンインターフェイスを提供できる。または、操作性に
優れた新規な情報処理装置を提供できる。
【発明の効果】
【００３０】
上述したように、本発明の一態様によれば、操作性に優れたヒューマンインターフェイス
を提供できる。または、操作性に優れた新規な情報処理装置を提供できる。または、新規
な情報処理装置や新規な表示装置などを提供できる。なお、これらの効果の記載は、他の
効果の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一態様は、必ずしも、これらの効果の
全てを有する必要はない。なお、これら以外の効果は、明細書、図面、請求項などの記載
から、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図面、請求項などの記載から、これら以
外の効果を抽出することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】実施の形態に係る情報処理装置の構成を説明するブロック図。
【図２】実施の形態に係る情報処理装置および位置入力部の構成を説明する図。
【図３】実施の形態に係る情報処理装置の構成を説明するブロック図。
【図４】実施の形態に係る情報処理装置の展開された状態、折り曲げられた状態、及び折
り畳まれた状態を説明する図。
【図５】実施の形態に係る情報処理装置の構成を説明する図。
【図６】実施の形態に係る情報処理装置が使用者に把持された状態を説明する図。
【図７】実施の形態に係る情報処理装置の演算部に実行させるプログラムを説明するフロ
ー図。
【図８】実施の形態に係る情報処理装置が使用者に把持された状態を説明する図。
【図９】実施の形態に係る情報処理装置の演算部に実行させるプログラムを説明するフロ
ー図。
【図１０】実施の形態に係る情報処理装置の表示部に表示する画像の一例を説明する図。
【図１１】実施の形態に係る情報処理装置の演算部に実行させるプログラムを説明するフ
ロー図。
【図１２】実施の形態に係る情報処理装置の演算部に実行させるプログラムを説明するフ
ロー図。
【図１３】実施の形態に係る情報処理装置の表示部に表示する画像の一例を説明する図。
【図１４】実施の形態に係る表示装置に適用可能な表示パネルの構成を説明する図。
【図１５】実施の形態に係る表示装置に適用可能な表示パネルの構成を説明する図。
【図１６】実施の形態に係る表示装置に適用可能な表示パネルの構成を説明する図。
【図１７】実施の形態に係る情報処理装置および位置入力部の構成を説明する図。
【図１８】実施の形態に係る情報処理装置および位置入力部の構成を説明する図。
【図１９】実施の形態に係る情報処理装置および位置入力部の構成を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
本発明の一態様の情報処理装置は、近接または接触するものを検知して、位置情報を供給
できる可撓性の位置入力部を含んで構成される。そして、可撓性の位置入力部は、第１の
領域と、第１の領域に対向する第２の領域と、第１の領域および第２の領域の間に表示部
と重なる第３の領域と、が形成されるように折り曲げることができる。
【００３３】
これにより、例えば掌もしくは手の指の何れかが、第１の領域または第２の領域の何れか
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に近接または接触したのかを知ることができる。その結果、操作性に優れたヒューマンイ
ンターフェイスを提供できる。または、操作性に優れた新規な情報処理装置を提供できる
。
【００３４】
実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下の説明に限定さ
れず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し
得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に示す実施の形態の
記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、以下に説明する発明の構成において
、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を異なる図面間で共通して用い、
その繰り返しの説明は省略する。
【００３５】
（実施の形態１）
本実施の形態では、本発明の一態様の情報処理装置の構成について、図１、図２、および
図１７を参照しながら説明する。
【００３６】
図１は本発明の一態様の情報処理装置１００の構成を説明するブロック図である。
【００３７】
図２（Ａ）は本発明の一態様の情報処理装置１００の外観を説明する模式図であり、図２
（Ｂ）は図２（Ａ）に示す切断線Ｘ１－Ｘ２における断面の構造を説明する断面図である
。なお、表示部１３０は、図２（Ａ）に示すように、情報処理装置１００のおもて面だけ
でなく、側面にも設けられていてもよい。または、図１７（Ａ）や、その断面図である図
１７（Ｂ）に示すように、情報処理装置１００の側面には設けられていなくてもよい。
【００３８】
図２（Ｃ－１）は本発明の一態様の情報処理装置１００に適用可能な位置入力部１４０お
よび表示部１３０の配置を説明する模式図であり、図２（Ｃ－２）は位置入力部１４０の
近接センサ１４２の配置を説明する模式図である。
【００３９】
図２（Ｄ）は図２（Ｃ－２）に示す切断線Ｘ３－Ｘ４における位置入力部１４０の断面の
構造を説明する断面図である。
【００４０】
＜情報処理装置の構成例＞
ここで説明する情報処理装置１００は、筐体１０１と、位置情報Ｌ－ＩＮＦを供給し、画
像情報ＶＩＤＥＯが供給される入出力装置１２０と、位置情報Ｌ－ＩＮＦが供給され、前
記画像情報ＶＩＤＥＯを供給する演算装置１１０と、を有する（図１、図２（Ｂ）参照）
。
【００４１】
入出力装置１２０は、位置情報Ｌ－ＩＮＦを供給する位置入力部１４０および画像情報Ｖ
ＩＤＥＯが供給される表示部１３０を備える。
【００４２】
位置入力部１４０は、一例としては、第１の領域１４０（１）と、第１の領域１４０（１
）に対向する第２の領域１４０（２）と、第１の領域１４０（１）および第２の領域１４
０（２）の間に第３の領域１４０（３）と、が形成されるように折り曲げることができる
可撓性を有する（図２（Ｂ）参照）。ここで、第３の領域１４０（３）は第１の領域１４
０（１）と第２の領域１４０（２）に接し、これら第１から第３の領域は一体となって位
置入力部１４０を形成している。
【００４３】
これに対し、それぞれの領域に、別々の位置入力部１４０が設けられていてもよい。例え
ば、図１７（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）に示すように、それぞれの領域に、位置入力部１４０（Ａ
）、位置入力部１４０（Ｂ）、位置入力部１４０（Ｃ）、位置入力部１４０（Ｄ）、位置
入力部１４０（Ｅ）を独立して設けてもよい。または、図１７（Ｆ）に示すように、位置
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入力部１４０（Ａ）、位置入力部１４０（Ｂ）、位置入力部１４０（Ｃ）、位置入力部１
４０（Ｄ）、位置入力部１４０（Ｅ）のうちの一部を設けなくてもよい。または、図１７
（Ｇ）（Ｈ）に示すように、全体を囲うように設けられていてもよい。
【００４４】
なお、第１の領域１４０（１）に対向する第２の領域１４０（２）の配置は、第１の領域
１４０（１）に正対する配置に限られず、第１の領域１４０（１）に傾きを持って向き合
う配置も含むものとする。
【００４５】
表示部１３０は、画像情報ＶＩＤＥＯが供給され且つ第３の領域１４０（３）と重なるよ
うに配置される（図２（Ｂ）参照）。演算装置１１０は、演算部１１１および演算部１１
１に実行させるプログラムを記憶する記憶部１１２を備える（図１参照）。
【００４６】
ここで説明する情報処理装置１００は、近接または接触するものを検知する可撓性の位置
入力部１４０を含んで構成される。そして、位置入力部１４０は、第１の領域１４０（１
）と、第１の領域１４０（１）に対向する第２の領域１４０（２）と、第１の領域１４０
（１）および第２の領域１４０（２）の間に表示部１３０と重なる第３の領域１４０（３
）と、が形成されるように折り曲げることができる。これにより、例えば掌もしくは手の
指の何れかが、第１の領域１４０（１）または第２の領域１４０（２）の何れかに近接ま
たは接触したのかを知ることができる。その結果、操作性に優れたヒューマンインターフ
ェイスを提供できる。または、操作性に優れた新規な情報処理装置を提供できる。
【００４７】
以下に、情報処理装置１００を構成する個々の要素について説明する。
【００４８】
《入出力装置》
入出力装置１２０は、位置入力部１４０と表示部１３０を備える。また、入出力部１４５
、検知部１５０および通信部１６０等を備えてもよい。
【００４９】
《位置入力部》
位置入力部１４０は、位置情報Ｌ－ＩＮＦを供給する。情報処理装置１００の使用者は、
指や掌を位置入力部１４０に近接または接することにより、位置情報Ｌ－ＩＮＦを位置入
力部１４０に供給し、これにより様々な操作命令を情報処理装置１００に供給することが
できる。例えば、終了命令（プログラムを終了する命令）を含む操作命令を供給すること
ができる（図１参照）。
【００５０】
位置入力部１４０は、第１の領域１４０（１）、第２の領域１４０（２）および第１の領
域１４０（１）と第２の領域１４０（２）の間に第３の領域１４０（３）を備える（図２
（Ｃ－１）参照）。第１の領域１４０（１）、第２の領域１４０（２）および第３の領域
１４０（３）のそれぞれに、近接センサ１４２がマトリクス状に配置される（図２（Ｃ－
２）参照）。
【００５１】
位置入力部１４０は、一例としては、可撓性の基板１４１および可撓性の基板１４１上に
近接センサ１４２を有する（図２（Ｄ）参照）。
【００５２】
位置入力部１４０は、一例としては、第２の領域１４０（２）と第１の領域１４０（１）
が対向するように折り曲げることができる（図２（Ｂ）参照）。
【００５３】
位置入力部１４０の第３の領域１４０（３）は、表示部１３０と重なる（図２（Ｂ）およ
び図２（Ｃ－１）参照）。なお、第３の領域１４０（３）が表示部１３０より使用者側に
配置される場合は、第３の領域１４０（３）は透光性を有する。
【００５４】
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折り曲げられた状態の第２の領域は、使用者が片手で把持することができる程度に第１の
領域から離間する（図６（Ａ－１）参照）。離間する距離は、例えば１７ｃｍ以下、好ま
しくは９ｃｍ以下、より好ましくは７ｃｍ以下とする。離間する距離が短いと、把持する
手の拇指を用いて、第３の領域１４０（３）の広い範囲に位置情報を入力することができ
る。
【００５５】
これにより、使用者は拇指の付け根部分（拇指球の近傍）を第１の領域１４０（１）また
は第２の領域１４０（２）の何れか一方に近接または接触して、拇指以外の指を他方に近
接または接触して、情報処理装置１００を把持することができる。
【００５６】
拇指の付け根部分の形状は、拇指以外の指の形状と異なるため、第１の領域１４０（１）
は、第２の領域１４０（２）とは異なる位置情報を供給する。具体的には、拇指の付け根
部分の形状は、拇指以外の指の形状より大きいまたは連続している等の特徴を有する。
【００５７】
近接センサ１４２は、近接または接触するもの（例えば指や掌）を検知できるセンサであ
ればよく、例えば容量素子や撮像素子を適用できる。なお、容量素子をマトリクス状に有
する基板を容量式のタッチセンサと、撮像素子を有する基板を光学式のタッチセンサとい
うことができる。
【００５８】
可撓性の基板１４１としては、樹脂が適用できる。樹脂としては、例えばポリエステル、
ポリオレフィン、ポリアミド、ポリイミド、ポリカーボネート若しくはアクリル樹脂等を
挙げることができる。
【００５９】
また、可撓性を有する程度の厚さのガラス基板、石英基板、半導体基板などを用いること
が出来る。
【００６０】
なお、位置入力部１４０に適用可能な具体的な構成例を、実施の形態６および実施の形態
７に記載して説明する。
【００６１】
《表示部》
表示部１３０は、少なくとも位置入力部１４０の第３の領域１４０（３）と重なる位置に
配置される。また、表示部１３０を、第３の領域１４０（３）だけでなく第１の領域１４
０（１）および／または第２の領域１４０（２）とも重なるように配置してもよい。
【００６２】
表示部１３０は、供給される画像情報ＶＩＤＥＯを表示できるものであればよく、特に限
定されない。
【００６３】
第１の領域１４０（１）および／または第２の領域１４０（２）に、第３の領域１４０（
３）と異なる操作命令を関連付けることができる。
【００６４】
これにより、使用者は、表示部用いて第１の領域１４０（１）および／または第２の領域
１４０（２）に関連付けられた操作命令を確認することができる。その結果、多様な操作
命令を関連付けることができる。また、操作命令の誤入力を低減できる。
【００６５】
なお、表示部１３０に適用可能な具体的な構成例を、実施の形態６および実施の形態７に
記載して説明する。
【００６６】
《演算装置》
演算装置１１０は、演算部１１１、記憶部１１２、入出力インターフェース１１５および
伝送路１１４を備える（図１参照）。
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【００６７】
演算装置１１０は、位置情報Ｌ－ＩＮＦが供給され、画像情報ＶＩＤＥＯを供給する。
【００６８】
例えば、演算装置１１０は、情報処理装置１００の操作用画像を含む画像情報ＶＩＤＥＯ
を入出力装置１２０に供給する。表示部１３０は操作用画像を表示する。
【００６９】
使用者は、表示部１３０に重なる第３の領域１４０（３）を指で接することにより、当該
画像を選択するための位置情報Ｌ－ＩＮＦを供給できる。
【００７０】
《演算部》
演算部１１１は、記憶部１１２が記憶するプログラムを実行する。例えば、操作用画像を
表示した位置と関連付けられた位置情報Ｌ－ＩＮＦが供給された場合に、演算部１１１は
当該画像にあらかじめ関連付けられたプログラムを実行する。
【００７１】
《記憶部》
記憶部１１２は、演算部１１１に実行させるプログラムを記憶する。
【００７２】
なお、演算装置１１０に処理させるプログラムの一例を、実施の形態３に記載して説明す
る。
【００７３】
《入出力インターフェース・伝送路》
入出力インターフェース１１５は情報を供給し、情報が供給される。
【００７４】
伝送路１１４は情報を供給することができ、演算部１１１、記憶部１１２および入出力イ
ンターフェース１１５は情報を供給される。また、演算部１１１、記憶部１１２および入
出力インターフェース１１５は、情報を供給することができ、伝送路１１４は情報を供給
される。
【００７５】
《検知部》
検知部１５０は、情報処理装置１００およびその周囲の状態を検知して検知情報ＳＥＮＳ
を供給する（図１参照）。
【００７６】
検知部１５０は、例えば加速度、方位、圧力、航法衛星システム（ＮＳＳ：ｎａｖｉｇａ
ｔｉｏｎ　ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　ｓｙｓｔｅｍ）信号、温度または湿度等を検知して、そ
の情報を供給してもよい。具体的には、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ
　Ｓｙｓｔｅｍ）信号を検知して、その情報を供給してもよい。
【００７７】
《通信部》
通信部１６０は、演算装置１１０が供給する情報ＣＯＭを情報処理装置１００の外部の機
器または通信網に供給する。また、情報ＣＯＭを外部の機器または通信網から取得して供
給する。
【００７８】
情報ＣＯＭは、様々な命令等を含むことができる。例えば、画像情報ＶＩＤＥＯを演算部
１１１に生成または消去等させる表示命令を含むことができる。
【００７９】
外部の機器または通信網に接続するための通信手段、例えばハブ、ルータまたはモデム等
を通信部１６０に適用できる。なお、接続方法は有線による方法に限らず、無線（例えば
電波または赤外線等）をもちいてもよい。
【００８０】
《入出力部》
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例えばカメラ、マイク、読み取り専用の外部記憶部、外部記憶部、スキャナー、スピーカ
、プリンタ等を入出力部１４５に用いることができる（図１参照）。
【００８１】
具体的には、デジタルカメラおよびデジタルビデオカメラ等をカメラに用いることができ
る。
【００８２】
ハードディスクまたはリムーバブルメモリなどを外部記憶部に用いることができる。また
、ＣＤＲＯＭ、ＤＶＤＲＯＭ等を読み取り専用の外部記憶部に用いることができる。
【００８３】
《筐体》
筐体１０１は演算装置１１０等を外部から加わる応力から保護する。
【００８４】
金属、プラスチック、ガラスまたはセラミックス等を筐体１０１に用いることができる。
【００８５】
なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができる
。
【００８６】
（実施の形態２）
本実施の形態では、本発明の一態様の情報処理装置の構成について、図３乃至図５を参照
しながら説明する。
【００８７】
図３は本発明の一態様の情報処理装置１００Ｂの構成を説明するブロック図である。
【００８８】
図４は情報処理装置１００Ｂの外観を説明する模式図である。図４（Ａ）は展開された状
態、図４（Ｂ）は折り曲げられた状態、図４（Ｃ）は折り畳まれた状態の情報処理装置１
００Ｂの外観を説明する模式図である。
【００８９】
図５は情報処理装置１００Ｂの構成を説明する模式図であり、図５（Ａ）乃至図５（Ｄ）
は展開された状態の構成を、図５（Ｅ）は折り畳まれた状態の構成を説明する図である。
【００９０】
図５（Ａ）から図５（Ｃ）はそれぞれ、情報処理装置１００Ｂの上面図、底面図、側面図
である。また、図５（Ｄ）は図５（Ａ）に示す切断線Ｙ１－Ｙ２における情報処理装置１
００Ｂの断面の構造を説明する断面図である。図５（Ｅ）は折り畳まれた状態の情報処理
装置１００Ｂの側面図である。
【００９１】
＜情報処理装置の構成例＞
ここで説明する情報処理装置１００Ｂは、位置情報Ｌ－ＩＮＦおよび折り畳み情報を含む
検知情報ＳＥＮＳを供給し、画像情報ＶＩＤＥＯが供給される入出力装置１２０Ｂと、位
置情報Ｌ－ＩＮＦおよび折り畳み情報を含む検知情報ＳＥＮＳが供給され、画像情報ＶＩ
ＤＥＯを供給する演算装置１１０と、を有する（図３参照）。
【００９２】
入出力装置１２０Ｂは、位置入力部１４０Ｂ、表示部１３０および検知部１５０を備える
。
【００９３】
位置入力部１４０Ｂは、展開された状態、および第１の領域１４０Ｂ（１）と、第１の領
域１４０Ｂ（１）に対向する第２の領域１４０Ｂ（２）と、第１の領域１４０Ｂ（１）お
よび第２の領域１４０Ｂ（２）の間に第３の領域１４０Ｂ（３）が形成されるように折り
畳まれた状態にすることができる可撓性を備える（図４および図５参照）。
【００９４】
検知部１５０は、位置入力部１４０Ｂの折り畳まれた状態を検知して折り畳み情報を含む



(12) JP 2019-133723 A 2019.8.8

10

20

30

40

50

検知情報ＳＥＮＳを供給することができる折り畳みセンサ１５１を備える。
【００９５】
表示部１３０は、画像情報ＶＩＤＥＯが供給され且つ第３の領域１４０Ｂ（３）と重なる
ように配置され、演算装置１１０は、演算部１１１および演算部１１１に実行させるプロ
グラムを記憶する記憶部１１２を備える（図５（Ｄ）参照）。
【００９６】
ここで説明する情報処理装置１００Ｂは、第１の領域１４０Ｂ（１）、折り畳まれた状態
で第１の領域１４０Ｂ（１）と対向する第２の領域１４０Ｂ（２）および第１の領域１４
０Ｂ（１）と第２の領域１４０Ｂ（２）の間の表示部１３０と重なる第３の領域１４０Ｂ
（３）に近接または接触する、掌や指を検知することができる可撓性の位置入力部１４０
Ｂと、可撓性の位置入力部１４０Ｂが折り畳まれた状態が展開された状態かを知ることが
できる折り畳みセンサ１５１を含む検知部１５０と、を含んで構成される（図３および図
５参照）。これにより、例えば掌もしくは手の指の何れかが第１の領域１４０Ｂ（１）ま
たは第２の領域１４０Ｂ（２）の何れかに近接または接触したのかを知ることができる。
その結果、操作性に優れたヒューマンインターフェイスを提供できる。または、操作性に
優れた新規な情報処理装置を提供できる。
【００９７】
以下に、情報処理装置１００Ｂを構成する個々の要素について説明する。
【００９８】
また、情報処理装置１００Ｂは、位置入力部１４０Ｂが展開された状態または折り畳まれ
た状態にすることができる可撓性を備える点、入出力装置１２０Ｂの検知部１５０が折り
畳みセンサ１５１を備える点が実施の形態１で説明する情報処理装置１００とは異なる。
ここでは異なる構成について詳細に説明し、同様の構成を用いることができる部分は、上
記の説明を援用する。
【００９９】
《入出力装置》
入出力装置１２０Ｂは、位置入力部１４０Ｂと表示部１３０および折り畳みセンサ１５１
を具備する検知部１５０を備える。また、入出力部１４５、標識１５９および通信部１６
０等を備えてもよい。また、入出力装置１２０Ｂは情報が供給され、情報を供給できる（
図３）。
【０１００】
《筐体》
情報処理装置１００Ｂは、可撓性の高い部位Ｅ１と可撓性の低い部位Ｅ２を交互に備える
筐体を有する。言い換えると、情報処理装置１００Ｂの筐体は、帯状（縞状）に可撓性の
高い部位Ｅ１と可撓性の低い部位Ｅ２を備える（図５（Ａ）および図５（Ｂ）参照）。
【０１０１】
これにより、情報処理装置１００Ｂは折り畳むことができる（図４参照）。折り畳まれた
状態の情報処理装置１００Ｂは可搬性に優れる。また、位置入力部１４０Ｂの第３の領域
１４０Ｂ（３）の一部を外側にして折り畳み、その部分のみを表示領域として使用するこ
とができる（図４（Ｃ）参照）。
【０１０２】
例えば両端が平行な形状、三角形の形状、台形または扇形等の形状を、可撓性の高い部位
Ｅ１および可撓性の低い部位Ｅ２の形状に用いることができる（図５（Ａ）参照）。
【０１０３】
情報処理装置１００Ｂは片手で把持することができる大きさに折り畳むことができる。従
って使用者は、支持する手の拇指で第３の領域１４０Ｂ（３）に位置情報を入力すること
ができる。これにより、片手で操作をすることができる情報処理装置を提供することがで
きる（図８（Ａ）参照）。
【０１０４】
なお、折り畳まれた状態では、位置入力部１４０Ｂの一部が内側になり、使用者は内側に
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なった部分を操作することができない（図４（Ｃ）参照）ので、この部分の駆動を停止す
ることができる。その結果、消費電力を低減することができる。
【０１０５】
また、展開された状態の位置入力部１４０Ｂは、継ぎ目がなく、操作領域が広い。
【０１０６】
表示部１３０は、位置入力部の第３の領域１４０Ｂ（３）に重ねて配置される（図５（Ｄ
）参照）。位置入力部１４０Ｂは、接続部材１３ａおよび接続部材１３ｂの間に挟持され
る。接続部材１３ａおよび接続部材１３ｂは、支持部材１５ａおよび支持部材１５ｂの間
に挟持される（図５（Ｃ）参照）。
【０１０７】
表示部１３０、位置入力部１４０Ｂ、接続部材１３ａ、接続部材１３ｂ、支持部材１５ａ
および支持部材１５ｂは、接着剤、ネジまたは互いに嵌合することができる構造等のさま
ざまな方法で固定される。
【０１０８】
《可撓性の高い部位》
可撓性の高い部位Ｅ１は折り曲げることができ、ヒンジとして機能する。
【０１０９】
可撓性の高い部位Ｅ１は接続部材１３ａおよび接続部材１３ａと重なる接続部材１３ｂ有
する（図５（Ａ）乃至図５（Ｃ）参照）。
【０１１０】
《可撓性の低い部位》
可撓性の低い部位Ｅ２は、支持部材１５ａまたは支持部材１５ｂの少なくとも一方を備え
る。例えば、支持部材１５ａおよび支持部材１５ａと重なる支持部材１５ｂを有する。な
お、支持部材１５ｂのみを備える構成は、可撓性の低い部位Ｅ２の重量を軽くまたはその
厚さを薄くすることができる。
【０１１１】
《接続部材》
接続部材１３ａおよび接続部材１３ｂは可撓性を有する。例えば可撓性を有するプラスチ
ック、金属、合金または／およびゴム等を接続部材１３ａおよび接続部材１３ｂに適用す
ることができる。具体的には、シリコーンゴムを接続部材１３ａおよび接続部材１３ｂに
適用できる。
【０１１２】
《支持部材》
支持部材１５ａまたは支持部材１５ｂのいずれか一方は、接続部材１３ａおよび接続部材
１３ｂより可撓性が低い。支持部材１５ａまたは支持部材１５ｂは、位置入力部１４０Ｂ
の機械的強度を高め、破損から位置入力部１４０Ｂを保護することができる。
【０１１３】
例えばプラスチック、金属、合金またはゴム等を、支持部材１５ａまたは支持部材１５ｂ
に用いることができる。プラスチックまたはゴム等を用いた接続部材１３ａ、接続部材１
３ｂ、支持部材１５ａまたは支持部材１５ｂは、その重量を軽量にすることができる。ま
たは、破損しにくくすることができる。
【０１１４】
具体的には、エンジニアリングプラスチックやシリコーンゴムを用いることができる。ま
た、ステンレス、アルミニウムまたはマグネシウム合金等を支持部材１５ａおよび支持部
材１５ｂに用いることができる。
【０１１５】
《位置入力部》
位置入力部１４０Ｂは、展開された状態または折り畳まれた状態にすることができる（図
４（Ａ）乃至図４（Ｃ）参照）。
【０１１６】
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第３の領域１４０Ｂ（３）は、展開された状態で情報処理装置１００Ｂの上面に配置され
（図５（Ｄ）参照）、折り畳まれた状態の情報処理装置１００Ｂの上面および側面に配置
される（図５（Ｅ）参照）。
【０１１７】
位置入力部１４０Ｂを展開すると、折り畳まれた状態より広い面積を利用できる。
【０１１８】
位置入力部１４０Ｂを折り畳むと、第３の領域１４０Ｂ（３）の上面に関連付ける操作命
令とは異なる操作命令を側面に関連付けることができる。なお、第２の領域１４０Ｂ（２
）に関連付ける操作命令とも異なる操作命令を関連付けてもよい。これにより、位置入力
部１４０Ｂを用いて複雑な操作命令をすることができる。
【０１１９】
位置入力部１４０Ｂは、位置情報Ｌ－ＩＮＦを供給する（図３参照）。
【０１２０】
位置入力部１４０Ｂは、支持部材１５ａと支持部材１５ｂの間にある。接続部材１３ａと
接続部材１３ｂが位置入力部１４０Ｂを挟持してもよい。
【０１２１】
位置入力部１４０Ｂは、第１の領域１４０Ｂ（１）、第２の領域１４０Ｂ（２）および第
１の領域１４０Ｂ（１）と第２の領域１４０Ｂ（２）の間に第３の領域１４０Ｂ（３）と
、を備える（図５（Ｄ）参照）。
【０１２２】
位置入力部１４０Ｂは、可撓性の基板および可撓性の基板上に近接センサを有する。そし
て、第１の領域１４０Ｂ（１）、第２の領域１４０Ｂ（２）および第３の領域１４０Ｂ（
３）のそれぞれに近接センサがマトリクス状に配置される。
【０１２３】
なお、位置入力部１４０Ｂに適用可能な具体的な構成例は、実施の形態６および実施の形
態７に記載する。
【０１２４】
《検知部および標識》
情報処理装置１００Ｂは検知部１５０を備える。検知部１５０は、折り畳みセンサ１５１
を備える（図３参照）。
【０１２５】
また、折り畳みセンサ１５１および標識１５９は、位置入力部１４０Ｂの折り畳まれた状
態を検知できるように、情報処理装置１００Ｂに配置される（図４（Ａ）および図４（Ｂ
）、図５（Ａ）、図５（Ｃ）並びに図５（Ｅ））。
【０１２６】
位置入力部１４０Ｂが展開された状態で、標識１５９は折り畳みセンサ１５１から離れた
位置にある（図４（Ａ）、図５（Ａ）および図５（Ｃ）参照）。
【０１２７】
位置入力部１４０Ｂが接続部材１３ａで折り曲げられた状態で、標識１５９は折り畳みセ
ンサ１５１に接近する（図４（Ｂ）参照）。
【０１２８】
位置入力部１４０Ｂが接続部材１３ａで折り畳まれた状態で、標識１５９が折り畳みセン
サ１５１に向かい合う（図５（Ｅ）参照）。
【０１２９】
検知部１５０は、標識１５９を検知して、位置入力部１４０Ｂが折り畳まれた状態である
と判断し、折り畳み情報を含む検知情報ＳＥＮＳを供給する。
【０１３０】
《表示部》
表示部１３０は、位置入力部１４０Ｂの第３の領域１４０Ｂ（３）の少なくとも一部と重
なるように配置される。表示部１３０は、供給される画像情報ＶＩＤＥＯを表示できるも
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のであればよい。
【０１３１】
表示部１３０は可撓性を有しているので、位置入力部１４０Ｂと重ねて展開または折り畳
むことができる。これにより、一覧性に優れた継ぎ目がない表示を表示部１３０にするこ
とができる。
【０１３２】
なお、可撓性を有する表示部１３０に適用可能な具体的な構成例を、実施の形態６および
実施の形態７に記載して説明する。
【０１３３】
《演算装置》
演算装置１１０は、演算部１１１、記憶部１１２、入出力インターフェース１１５および
伝送路１１４を備える（図３参照）。
【０１３４】
なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができる
。
【０１３５】
（実施の形態３）
本実施の形態では、本発明の一態様の情報処理装置の構成について、図１、図２、図６、
図７、図１８および図１９を参照しながら説明する。
【０１３６】
図６は本発明の一態様の情報処理装置１００が、使用者に把持された状態を説明する図で
ある。ここでは、位置入力部１４０のうち、第３の領域１４０（３）は第１の領域１４０
（１）と第２の領域１４０（２）の間に位置しており、第１の領域１４０（１）と第２の
領域１４０（２）は互いに対向している。図６（Ａ－１）は、情報処理装置１００が使用
者に把持された状態の外観を説明する図であり、図６（Ａ－２）は、図６（Ａ－１）に示
す位置入力部１４０の展開図であり、近接センサが掌または指を検知した部分を示してい
る。なお、別々の位置入力部として、位置入力部１４０（Ａ）、位置入力部１４０（Ｂ）
、位置入力部１４０（Ｃ）を用いた場合を図１８（Ａ）に示す。この場合も、図６（Ａ－
２）と同様に考えることが出来る。
【０１３７】
図６（Ｂ－１）は、第１の領域１４０（１）が検知した第１の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（１）
および第２の領域１４０（２）が検知した第２の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（２）をエッジ検出
処理した結果を実線で示す模式図であり、図６（Ｂ－２）は、第１の位置情報Ｌ－ＩＮＦ
（１）と第２の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（２）をラベリング処理した結果をハッチで示す模式
図である。
【０１３８】
図７は本発明の一態様の情報処理装置の演算部１１１に実行させるプログラムを説明する
フロー図である。
【０１３９】
＜情報処理装置の構成例＞
ここで説明する情報処理装置１００は、第１の領域１４０（１）が第１の位置情報Ｌ－Ｉ
ＮＦ（１）を供給し、第２の領域１４０（２）が第２の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（２）を供給
する（図６（Ａ－２）参照）。演算部１１１は、第３の領域１４０（３）と重なる表示部
１３０に表示する画像情報ＶＩＤＥＯを、第１の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（１）と第２の位置
情報Ｌ－ＩＮＦ（２）を比較した結果に基づいて生成する点が実施の形態１で説明する情
報処理装置とは異なる。（図１、図２および図６参照）。ここでは異なる構成について詳
細に説明し、同様の構成を用いることができる部分は、上記の説明を援用する。
【０１４０】
以下に、情報処理装置１００を構成する個々の要素について説明する。
【０１４１】
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《位置入力部》
位置入力部１４０は、第１の領域１４０（１）、第１の領域１４０（１）と対向する第２
の領域１４０（２）および第１の領域１４０（１）と第２の領域１４０（２）の間に、表
示部１３０と重なる第３の領域１４０（３）とが形成されるように折り曲げることができ
る可撓性を備える（図２（Ｂ）参照）。
【０１４２】
使用者に把持された情報処理装置１００の第１の領域１４０（１）と第２の領域１４０（
２）は、使用者の掌の一部および指の一部を検知する。具体的には、第１の領域１４０（
１）は、人差し指、中指および薬指の一部が接する位置情報を含む第１の位置情報Ｌ－Ｉ
ＮＦ（１）を供給し、第２の領域１４０（２）は拇指の付け根部分（拇指球の近傍）が接
する位置情報を含む第２の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（２）を供給する。なお、第３の領域１４
０（３）は拇指が接する位置の位置情報を供給する。
【０１４３】
《表示部》
表示部１３０は、第３の領域１４０（３）と重なる位置に設けられている（図６（Ａ－１
）および図６（Ａ－２）参照）。表示部１３０は画像情報ＶＩＤＥＯが供給され、画像情
報ＶＩＤＥＯを表示する。例えば、情報処理装置１００の操作用画像を含む画像情報ＶＩ
ＤＥＯを表示することができる。使用者は、拇指を当該画像に重なる第３の領域１４０（
３）に近接または接することにより、当該画像を選択する位置情報を入力することができ
る。
【０１４４】
例えば、図１８（Ｂ）に示すように、右手で操作する場合には、右側にキーボード１３１
やアイコンなどを表示する。一方、左手で操作する場合には、図１８（Ｃ）に示すように
、左側にキーボード１３１やアイコンなどを表示する。このようにすることにより、指で
操作しやすくなる。
【０１４５】
なお、検知部１５０において、加速度を検知して、情報処理装置１００の傾きを検出する
ことにより、表示画面を変更してもよい。例えば、図１９（Ａ）に示すように左手で持ち
、矢印１５２の方向から見て右側に傾いた状態を考える（図１９（Ｃ）参照）。この場合
、この傾きを検知することによって、図１８（Ｃ）のように、左手用の画面を表示する。
同様に、図１９（Ｂ）に示すように、右手で持ち、矢印１５２の方向から見て左側に傾い
た状態となる場合を考える（図１９（Ｄ）参照）。ここでは、この傾きを検知することに
よって、図１８（Ｂ）のように、右手用の画面を表示する。このようにして、キーボード
やアイコンなどの表示位置を制御してもよい。
【０１４６】
なお、使用者が自ら設定することによって、右手用の操作画面と左手用の操作画面とを変
更するようにしてもよい。
【０１４７】
《演算部》
演算部１１１は、第１の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（１）と第２の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（２）を
供給され、第１の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（１）と第２の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（２）を比較し
た結果に基づいて、表示部１３０に表示する画像情報ＶＩＤＥＯを生成する。
【０１４８】
＜プログラム＞
ここで説明する情報処理装置は、以下の６つのステップを演算部１１１に実行させるプロ
グラムを記憶する記憶部を備える（図７（Ａ）参照）。以下、プログラムついて説明する
。
【０１４９】
《第１の例》
第１のステップにおいて、第１の領域１４０（１）が供給する第１の位置情報Ｌ－ＩＮＦ
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（１）から第１の線分の長さを決定する（図７（Ａ）（Ｓ１）参照）。
【０１５０】
第２のステップにおいて、第２の領域１４０（２）が供給する第２の位置情報Ｌ－ＩＮＦ
（２）から第２の線分の長さを決定する（図７（Ａ）（Ｓ２）参照）。
【０１５１】
第３のステップにおいて、第１の線分の長さおよび第２の線分の長さを所定の長さと比較
して、いずれか一方のみが長い場合は、第４のステップに進み、それ以外の場合は第１の
ステップに進む（図７（Ａ）（Ｓ３）参照）。なお、所定の長さを、２ｃｍ以上１５ｃｍ
以下、特に５ｃｍ以上１０ｃｍ以下とすると好ましい。
【０１５２】
第４のステップにおいて、所定の長さより長い線分の中点の座標を決定する（図７（Ａ）
（Ｓ４）参照）。
【０１５３】
第５のステップにおいて、表示部１３０に表示する画像情報ＶＩＤＥＯを、中点の座標に
基づいて生成する（図７（Ａ）（Ｓ５）参照）。
【０１５４】
第６のステップにおいて、終了する。（図７（Ａ）（Ｓ６）参照）。
【０１５５】
なお、第１のステップの前に所定の画像情報ＶＩＤＥＯ（初期画像ともいえる）を表示部
１３０に表示させるステップを備えてもよい。これにより、第１の線分または第２の線分
の長さがいずれも所定の長さより長い場合または短い場合に、当該所定の画像情報ＶＩＤ
ＥＯを表示することができる。
【０１５６】
以下に、プログラムを用いて演算部に実行させる個々の処理について説明する。
【０１５７】
《線分の中点の座標を決定する方法》
以下に、第１の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（１）から第１の線分の長さを、第２の位置情報Ｌ－
ＩＮＦ（２）から第２の線分の長さを決定する方法について説明する。また、線分の中点
の座標を決定する方法について説明する。
【０１５８】
具体的には、線分の長さを決定するエッジ検出法について説明する。
【０１５９】
なお、近接センサに撮像素子を用いる場合を例に、説明をするが、近接センサに容量素子
等を適用してもよい。
【０１６０】
座標（ｘ，ｙ）に配置された撮像画素が取得する値をｆ（ｘ，ｙ）とする。特に、撮像画
素が検知する値から背景の値を差し引いた値をｆ（ｘ，ｙ）に用いると、ノイズを除去す
ることができるため好ましい。
【０１６１】
《エッジ（輪郭）を抽出する方法》
座標（ｘ，ｙ）に隣接する座標（ｘ－１，ｙ）、座標（ｘ＋１，ｙ）、座標（ｘ，ｙ－１
）および座標（ｘ，ｙ＋１）に配置される撮像画素が検知する値と、座標（ｘ，ｙ）に配
置される撮像画素が検知する値の差分の和Δ（ｘ，ｙ）は、下記の数式（１）であらわさ
れる。
【数１】

【０１６２】
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第１の領域１４０（１）、第２の領域１４０（２）、および第３の領域１４０（３）にあ
る撮像画素のすべてについてΔ（ｘ，ｙ）を求め、これをイメージングすることで図６（
Ａ－２）や図６（Ｂ－１）に示すように、近接または接触する指または掌のエッジ（輪郭
）を抽出することができる。
【０１６３】
《線分の長さの決定方法》
第１の領域１４０（１）に抽出された輪郭が所定の線分Ｗ１と交差する座標を決定し、所
定の線分Ｗ１を交点で切断し、複数の線分に分ける。複数の線分のうち、最も長い線分を
第１の線分とし、その長さをＬ１とする（図６（Ｂ－１）参照）。
【０１６４】
第２の領域１４０（２）に抽出された輪郭が所定の線分Ｗ２と交差する座標を決定し、所
定の線分Ｗ２を交点で切断し、複数の線分に分ける。複数の線分のうち、最も長い線分を
第２の線分とし、その長さをＬ２とする。
【０１６５】
《中点の決定方法》
Ｌ１とＬ２を比較して長い方を選択し、中点Ｍの座標を算出する。なお、本実施の形態に
おいては、Ｌ２がＬ１より長い。これにより、第２の線分の中点Ｍを採用して、座標を決
定する。
【０１６６】
《中点の座標に基づいて生成する画像情報》
中点Ｍの座標は、拇指の付け根部分の位置または拇指の可動範囲等と関連付けることがで
きる。これにより、中点Ｍの座標に基づいて情報処理装置１００の操作を容易にする画像
情報を生成できる。
【０１６７】
例えば、操作用画像が、拇指の可動範囲内で表示部１３０に配置されるように画像情報Ｖ
ＩＤＥＯを生成できる。具体的には、中点Ｍ近傍を中心とする円弧状に操作用画像（円で
示す）を配置できる（図６（Ａ－１）参照）。また、操作用画像のうち、使用の頻度が高
いものを円弧状に配置し、当該円弧の内側または外側に、使用の頻度が低いものを配置し
てもよい。その結果、操作性に優れたヒューマンインターフェイスを提供できる。または
、操作性に優れた新規な情報処理装置を提供できる。
【０１６８】
《第２の例》
ここで説明するプログラムは、第１の線分の長さに換えて第１の図形の面積を、第２の線
分の長さに換えて第２の図形の面積を用いる以下の６つのステップを有する点が、上述し
たプログラムとは異なる（図７（Ｂ）参照）。ここでは異なる処理について詳細に説明し
、同様の処理を用いることができる部分は、上記の説明を援用する。
【０１６９】
第１のステップにおいて、第１の領域１４０（１）が供給する第１の位置情報Ｌ－ＩＮＦ
（１）から第１の図形の面積を決定する（図７（Ｂ）（Ｔ１）参照）。
【０１７０】
第２のステップにおいて、第２の領域１４０（２）が供給する第２の位置情報Ｌ－ＩＮＦ
（２）から第２の図形の面積を決定する（図７（Ｂ）（Ｔ２）参照）。
【０１７１】
第３のステップにおいて、第１の図形の面積および第２の図形の面積を所定の面積と比較
して、いずれか一方のみが大きい場合は、第４のステップに進み、それ以外の場合は第１
のステップに進む（図７（Ｂ）（Ｔ３）参照）。なお、所定の面積を、１ｃｍ２以上８ｃ
ｍ２以下、特に３ｃｍ２以上５ｃｍ２以下とすると好ましい。
【０１７２】
第４のステップにおいて、所定の面積より大きい図形の重心の座標を決定する（図７（Ｂ
）（Ｔ４）参照）。
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【０１７３】
第５のステップにおいて、第３の領域と重なる表示部１３０に表示する画像情報ＶＩＤＥ
Ｏを、重心の座標に基づいて生成する（図７（Ｂ）（Ｔ５）参照）。
【０１７４】
第６のステップにおいて、終了する。（図７（Ｂ）（Ｔ６）参照）。
【０１７５】
以下に、プログラムを用いて演算部に実行させる個々の処理について説明する。
【０１７６】
《図形の重心を決定する方法》
以下に、第１の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（１）から第１の図形の面積を、第２の位置情報Ｌ－
ＩＮＦ（２）から第２の図形の面積を決定する方法について説明する。また、図形の重心
を決定する方法について説明する。
【０１７７】
具体的には、図形の面積を決定するラベリング処理について説明する。
【０１７８】
なお、近接センサに撮像素子を用いる場合を例に説明をするが、近接センサに容量素子等
を適用してもよい。
【０１７９】
座標（ｘ，ｙ）に配置された撮像画素が取得する値をｆ（ｘ，ｙ）とする。特に、撮像画
素が検知する値から背景の値を差し引いた値をｆ（ｘ，ｙ）に用いると、ノイズを除去す
ることができるため好ましい。
【０１８０】
《ラベリング処理》
第１の領域１４０（１）または第２の領域１４０（２）に含まれる一つの撮像画素と、そ
の撮像画素に隣接する撮像画素とが、いずれも所定の閾値を超える値ｆ（ｘ，ｙ）を取得
する場合、これらの撮像画素が占める領域を一の図形とする。なお、ｆ（ｘ，ｙ）が例え
ば最大２５６の値をとりうる場合、所定の閾値を０以上１５０以下、特に０以上５０以下
とすると好ましい。
【０１８１】
第１の領域１４０（１）および第２の領域１４０（２）にある全ての撮像画素に関して上
述した処理を行い、その結果をイメージングすることで、図６（Ａ－２）や図６（Ｂ－２
）に示すように、所定の閾値を超える撮像画素が隣接する領域が得られる。第１の領域１
４０（１）にある図形のうち面積が最大の図形を第１の図形とする。第２の領域１４０（
２）にある図形のうち面積が最大の図形を第２の図形とする。
【０１８２】
《図形の重心の決定》
第１の図形の面積と第２の図形の面積を比較して、大きい方を選択して重心を算出する。
重心の座標Ｃ（Ｘ，Ｙ）は、下記の数式（２）を用いて算出することができる。
【数２】

【０１８３】
なお、数式（２）中、ｘｉ、ｙｉは、一の図形を構成するｎ個の撮像画素の各ｘ座標、ｙ
座標を表す。図６（Ｂ－２）に示した例では、第２の図形の面積が第１の図形の面積より
大きい。この場合、第２の図形の重心Ｃを採用して、座標を決定する。
【０１８４】
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《重心の座標に基づいて生成される画像情報》
重心Ｃの座標は、拇指の付け根部分の位置または拇指の可動範囲等と関連付けることがで
きる。これにより、重心Ｃの座標に基づいて情報処理装置１００の操作を容易にする画像
情報を生成できる。
【０１８５】
上述したように、ここで説明する情報処理装置１００は、近接または接触するものを検知
して、位置情報Ｌ－ＩＮＦを供給できる可撓性の位置入力部１４０と、演算部１１１と、
を含んで構成される。そして、可撓性の位置入力部１４０は、第１の領域１４０（１）と
、第１の領域１４０（１）に対向する第２の領域１４０（２）と、第１の領域１４０（１
）および第２の領域１４０（２）の間に表示部１３０と重なる第３の領域１４０（３）と
、が形成されるように折り曲げることができ、演算部１１１は、第１の領域１４０（１）
が供給する第１の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（１）と第２の領域１４０（２）が供給する第２の
位置情報Ｌ－ＩＮＦ（２）を比較して表示部１３０に表示する画像情報ＶＩＤＥＯを生成
することができる。
【０１８６】
これにより、例えば掌または手の指の何れかが、第１の領域１４０（１）もしくは第２の
領域１４０（２）の何れかに近接または接触したのかを判断し、操作しやすいように配置
された画像（例えば操作用画像）を含む画像情報ＶＩＤＥＯを生成することができる。そ
の結果、操作性に優れたヒューマンインターフェイスを提供できる。または、操作性に優
れた新規な情報処理装置を提供できる。
【０１８７】
なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができる
。
【０１８８】
（実施の形態４）
本実施の形態では、本発明の一態様の情報処理装置の構成について、図３、図４、図８乃
至図１１を参照しながら説明する。
【０１８９】
図８（Ａ）は情報処理装置１００Ｂが折り畳まれて使用者に把持された状態を説明する図
であり、図８（Ｂ）は図８（Ａ）に示す状態の情報処理装置１００Ｂの展開図であり、近
接センサが掌または指を検知した部分を示している。
【０１９０】
図９は本発明の一態様の情報処理装置１００Ｂの演算部１１１に実行させるプログラムを
説明するフロー図である。
【０１９１】
図１０は本発明の一態様の情報処理装置１００Ｂの表示部１３０に表示する画像の一例を
説明する図である。
【０１９２】
図１１は本発明の一態様の情報処理装置１００Ｂの演算部１１１に実行させるプログラム
を説明するフロー図である。
【０１９３】
＜情報処理装置の構成例＞
ここで説明する情報処理装置１００Ｂは、位置入力部１４０Ｂの第１の領域１４０Ｂ（１
）が第１の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（１）を供給し、第２の領域１４０Ｂ（２）が第２の位置
情報Ｌ－ＩＮＦ（２）を供給し（図８（Ｂ）参照）、検知部１５０が折り畳み情報を含む
検知情報ＳＥＮＳを供給し、演算部１１１が表示部１３０に表示する画像情報ＶＩＤＥＯ
を、第１の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（１）と第２の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（２）を比較した結果
および折り畳み情報を含む検知情報ＳＥＮＳに基づいて生成する点が実施の形態２で説明
する情報処理装置１００Ｂと異なる（図３、図４および図８参照）。ここでは異なる構成
について詳細に説明し、同様の構成を用いることができる部分は、上記の説明を援用する
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。
【０１９４】
以下に、情報処理装置１００Ｂを構成する個々の要素について説明する。
【０１９５】
《位置入力部》
位置入力部１４０Ｂは、展開された状態または第１の領域１４０Ｂ（１）、第１の領域１
４０Ｂ（１）と対向する第２の領域１４０Ｂ（２）および第１の領域１４０Ｂ（１）と第
２の領域１４０Ｂ（２）の間に、表示部１３０と重なる第３の領域１４０Ｂ（３）とが形
成されるように折り畳まれた状態にすることができる可撓性を備える（図４（Ａ）乃至図
４（Ｃ）参照）。
【０１９６】
第１の領域１４０Ｂ（１）と第２の領域１４０Ｂ（２）は、使用者の掌の一部および指の
一部を検知する。具体的には、第１の領域１４０Ｂ（１）は、人差し指、中指および薬指
の一部が接する位置情報を含む第１の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（１）を供給し、第２の領域１
４０Ｂ（２）は拇指の付け根部分が接する位置情報を含む第２の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（２
）を供給する。なお、第３の領域１４０Ｂ（３）は拇指が接する位置の位置情報を供給す
る。
【０１９７】
《表示部》
表示部１３０は、第３の領域１４０Ｂ（３）と重なる位置に設けられている（図８（Ａ）
および図８（Ｂ）参照）。表示部１３０は画像情報ＶＩＤＥＯを供給され、例えば情報処
理装置１００Ｂの操作用画像を表示することができる。使用者は、拇指を当該画像に重な
る第３の領域１４０Ｂ（３）に近接または接することにより、当該画像を選択する位置情
報を入力することができる。
【０１９８】
《演算部》
演算部１１１は、第１の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（１）と第２の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（２）を
供給され、第１の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（１）と第２の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（２）を比較し
た結果に基づいて、表示部１３０に表示する画像情報ＶＩＤＥＯを生成する。
【０１９９】
＜プログラム＞
ここで説明する情報処理装置は、以下の７つのステップを演算部１１１に実行させるプロ
グラムを記憶する記憶部を備える（図９参照）。以下、プログラムについて説明する。
【０２００】
《第１の例》
第１のステップにおいて、第１の領域が供給する第１の位置情報から第１の線分の長さを
決定する（図９（Ｕ１）参照）。
【０２０１】
第２のステップにおいて、第２の領域が供給する第２の位置情報から第２の線分の長さを
決定する（図９（Ｕ２）参照）。
【０２０２】
第３のステップにおいて、第１の線分の長さおよび第２の線分の長さを所定の長さと比較
して、いずれか一方のみが長い場合は、第４のステップに進み、それ以外の場合は第１の
ステップに進む（図９（Ｕ３）参照）。なお、所定の長さを、２ｃｍ以上１５ｃｍ以下、
特に５ｃｍ以上１０ｃｍ以下とすると好ましい。
【０２０３】
第４のステップにおいて、所定の長さより長い線分の中点の座標を決定する（図９（Ｕ４
）参照）。
【０２０４】
第５のステップにおいて、折り畳み情報を取得して、折り畳み情報が折り畳まれた状態を
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示す場合は第６のステップに、展開された状態を示す場合は第７のステップに進む（図９
（Ｕ５）参照）。
【０２０５】
第６のステップにおいて、表示部に表示する第１の画像情報を、中点の座標に基づいて生
成する（図９（Ｕ６）参照）。
【０２０６】
第７のステップにおいて、表示部に表示する第２の画像情報を、中点の座標に基づいて生
成する（図９（Ｕ７）参照）。
【０２０７】
第８のステップにおいて、終了する（図９（Ｕ８）参照）。
【０２０８】
また、ここで説明する情報処理装置１００Ｂは、演算部１１１に所定の画像情報ＶＩＤＥ
Ｏを生成させて表示部１３０に表示させるステップを、第１のステップを実行させる前に
備えていてもよい。これにより、第３のステップにおいて、第１の線分または第２の線分
のいずれも所定の長さより長い場合またはいずれも所定の長さから短い場合に、当該所定
の画像情報ＶＩＤＥＯを表示することができる。
【０２０９】
以下に、プログラムを用いて演算部に実行させる個々の処理について説明する。
【０２１０】
演算部１１１に実行させるプログラムは、第５のステップにおいて折り畳まれた状態に基
づいて処理が分岐する点が実施の形態３で説明するプログラムとは異なる。ここでは異な
る処理について詳細に説明し、同様の処理を用いることができる部分は、上記の説明を援
用する。
【０２１１】
《第１の画像情報を生成する処理》
取得した折り畳み情報が折り畳まれた状態を示す場合、演算部１１１は第１の画像情報を
生成する。例えば、実施の形態３で説明するプログラムの第５のステップと同様に、折り
畳まれた状態の第３の領域１４０Ｂ（３）と重なる表示部１３０に表示する第１の画像情
報ＶＩＤＥＯを、中点の座標に基づいて生成する。
【０２１２】
中点Ｍの座標は、拇指の付け根部分の位置または拇指の可動範囲等と関連付けることがで
きる。これにより、中点Ｍの座標に基づいて折り畳まれた状態の情報処理装置１００Ｂの
操作を容易にする画像情報を生成できる。
【０２１３】
例えば、操作用画像が、拇指の可動範囲内で表示部１３０に配置されるように第１の画像
情報ＶＩＤＥＯを生成できる。具体的には、中点Ｍ近傍を中心とする円弧状に操作用画像
（円で示す）を配置できる（図８（Ａ）参照）。また、操作用画像のうち、使用の頻度が
高いものを円弧状に配置し、当該円弧の内側または外側に、使用の頻度が低いものを配置
してもよい。その結果、折り畳まれた状態の情報処理装置１００Ｂにおいて、操作性に優
れたヒューマンインターフェイスを提供できる。または、操作性に優れた新規な情報処理
装置を提供できる。
【０２１４】
《第２の画像情報を生成する処理》
取得した折り畳み情報が展開された状態を示す場合、演算部１１１は第２の画像情報を生
成する。例えば、実施の形態３で説明するプログラムの第５のステップと同様に、第３の
領域１４０Ｂ（３）と重なる表示部１３０に表示する第１の画像情報ＶＩＤＥＯを、中点
の座標に基づいて生成する。中点Ｍの座標は、拇指の付け根部分の位置または拇指の可動
範囲等と関連付けることができる。
【０２１５】
例えば、拇指の可動範囲と重なる区域に操作用画像を配置しないように第２の画像情報Ｖ
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ＩＤＥＯを生成できる。具体的には、中点Ｍ近傍を中心とする円弧より外側に操作用画像
（円で示す）を配置できる（図１０参照）。また、位置入力部１４０Ｂが円弧およびその
内側を除く領域に近接または接触するものを検知して位置情報を供給するように、情報処
理装置１００Ｂを駆動してもよい。
【０２１６】
これにより、展開された状態の位置入力部１４０Ｂの円弧およびその内側の領域を、一方
の手で把持して情報処理装置１００Ｂを支持することができる。また、当該円弧より外側
に表示された操作用画像を、他方の手を用いて操作することができる。その結果、展開さ
れた状態の情報処理装置１００Ｂにおいて、操作性に優れたヒューマンインターフェイス
を提供できる。または、操作性に優れた新規な情報処理装置を提供できる。
【０２１７】
《第２の例》
ここで説明するプログラムは、第１の線分の長さに換えて第１の図形の面積を、第２の線
分の長さに換えて第２の図形の面積を用いる以下の７つのステップを有する点が、上述し
たプログラムとは異なる（図１１参照）。ここでは異なる処理について詳細に説明し、同
様の処理を用いることができる部分は、上記の説明を援用する。
【０２１８】
第１のステップにおいて、第１の領域１４０Ｂ（１）が供給する第１の位置情報から第１
の図形の面積を決定する（図１１（Ｖ１）参照）。
【０２１９】
第２のステップにおいて、第２の領域１４０Ｂ（２）が供給する第２の位置情報から第２
の図形の面積を決定する（図１１（Ｖ２）参照）。
【０２２０】
第３のステップにおいて、第１の図形の面積および第２の図形の面積を所定の面積と比較
して、いずれか一方のみが大きい場合は、第４のステップに進み、それ以外の場合は第１
のステップに進む（図１１（Ｖ３）参照）。なお、所定の面積を、１ｃｍ２以上８ｃｍ２

以下、特に３ｃｍ２以上５ｃｍ２以下とすると好ましい。
【０２２１】
第４のステップにおいて、所定の面積より大きい図形の重心の座標を決定する（図１１（
Ｖ４）参照）。
【０２２２】
第５のステップにおいて、折り畳み情報を取得して、折り畳み情報が折り畳まれた状態を
示す場合は第６のステップに、展開された状態を示す場合は第７のステップに進む（図１
１（Ｖ５）参照）。
【０２２３】
第６のステップにおいて、表示部に表示する第１の画像情報を、重心の座標に基づいて生
成する（図１１（Ｖ６）参照）。
【０２２４】
第７のステップにおいて、表示部に表示する第２の画像情報を、重心の座標に基づいて生
成する（図１１（Ｖ７）参照）。
【０２２５】
第８のステップにおいて、終了する（図１１（Ｖ８）参照）。
【０２２６】
上述したように、ここで説明する情報処理装置１００Ｂは、近接または接触するものを検
知して、位置情報Ｌ－ＩＮＦを供給できる可撓性の位置入力部１４０Ｂと、可撓性の位置
入力部１４０Ｂが折り畳まれた状態かまたは展開された状態かを知ることができる折り畳
みセンサ１５１を含む検知部１５０と、演算部１１１と、を含んで構成される（図３）。
そして、可撓性の位置入力部１４０Ｂは、第１の領域１４０Ｂ（１）と、折り畳まれた状
態で第１の領域１４０Ｂ（１）に対向する第２の領域１４０Ｂ（２）と、第１の領域１４
０Ｂ（１）および第２の領域１４０Ｂ（２）の間に表示部１３０と重なる第３の領域１４
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０Ｂ（３）と、が形成されるように折り曲げることができ、演算部１１１は、第１の領域
１４０Ｂ（１）が供給する第１の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（１）と第２の領域１４０Ｂ（２）
が供給する第２の位置情報Ｌ－ＩＮＦ（２）を比較し、折り畳み情報に基づいて表示部１
３０に表示する画像情報ＶＩＤＥＯを生成することができる。
【０２２７】
これにより、例えば掌または手の指の何れかが、第１の領域１４０Ｂ（１）もしくは第２
の領域１４０Ｂ（２）の何れかに近接または接触したのかを判断し、位置入力部１４０Ｂ
が折り畳まれた状態で操作しやすいように配置された第１の画像（例えば操作用画像が配
置された）または位置入力部１４０Ｂが展開された状態で操作しやすいように配置された
第２の画像のいずれかを含む画像情報ＶＩＤＥＯを生成することができる。その結果、操
作性に優れたヒューマンインターフェイスを提供できる。または、操作性に優れた新規な
情報処理装置を提供できる。
【０２２８】
なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができる
。
【０２２９】
（実施の形態５）
本実施の形態では、本発明の一態様の情報処理装置の構成について、図１２および図１３
を参照しながら説明する。
【０２３０】
図１２は本発明の一態様の情報処理装置１００Ｂの演算部１１１に実行させるプログラム
を説明するフロー図である。
【０２３１】
図１３は本発明の一態様の情報処理装置１００Ｂが表示する画像を説明する模式図である
。
【０２３２】
＜情報処理装置の構成例＞
ここで説明する情報処理装置１００Ｂの表示部１３０は、位置入力部１４０Ｂと重ねて展
開された状態、および折り畳まれた状態にすることができる可撓性と、折り畳まれた状態
で露出する第１の区域１３０（１）および第１の区域１３０（１）と畳み目で区切られる
第２の区域１３０（２）と、を備える、実施の形態２で説明する情報処理装置である（図
１３（Ｂ）参照）。
【０２３３】
《表示部》
表示部１３０は可撓性を有し、位置入力部１４０Ｂの第３の領域１４０（３）と重ねて展
開された状態または折り畳まれた状態にすることができる（図１３（Ａ）および図１３（
Ｂ）参照）。
【０２３４】
表示部１３０は第１の区域１３０（１）と、第１の区域１３０（１）と畳み目で区切られ
る第２の区域１３０（２）と見做し、それぞれを個別に駆動することができる（図１３（
Ｂ）参照）。
【０２３５】
また、表示部１３０は、畳み目毎に区切られる第１の区域１３０（１）、第２の区域１３
０（２）、および第３の区域１３０（３）と見做し、それぞれを個別に駆動することがで
きる（図１３（Ｃ））。
【０２３６】
また、表示部１３０を畳み目毎に区切らず、全面を第１の区域１３０（１）としてもよい
（図示せず）。
【０２３７】
なお、表示部１３０に適用可能な具体的な構成例を、実施の形態６および実施の形態７に
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記載して説明する。
《プログラム》
【０２３８】
また、以下のステップを備える処理を演算部１１１に実行させるプログラムを記憶する記
憶部１１２を備える（図３、図１２（Ａ）および図１２（Ｂ）参照）。
【０２３９】
第１のステップにおいて、初期化する（図１２（Ａ）（Ｗ１）参照）。
【０２４０】
第２のステップにおいて、初期の画像情報ＶＩＤＥＯを生成する（図１２（Ａ）（Ｗ２）
参照）。
【０２４１】
第３のステップにおいて、割り込み処理を許可する（図１２（Ａ）（Ｗ３）参照）。なお
、割り込み処理が許可された演算部１１１は、割り込み処理の実行命令を受けとり、主の
処理を中断して割り込み処理を実行し、実行結果を記憶部に格納する。その後、割り込み
処理の実行結果に基づいて主の処理を再開する。
【０２４２】
第４のステップにおいて、折り畳み情報を取得して、折り畳み情報が折り畳まれた状態を
示す場合は第５のステップに進み、展開された状態を示す場合は第６のステップに進む（
図１２（Ａ）（Ｗ４）参照）。
【０２４３】
第５のステップにおいて、供給される画像情報ＶＩＤＥＯの少なくとも一部を第１の区域
に表示する（図１２（Ａ）（Ｗ５）参照）。
【０２４４】
第６のステップにおいて、供給される画像情報ＶＩＤＥＯの一部を第１の区域に、他の一
部を第２の区域、あるいは第２と第３の区域に表示する（図１２（Ａ）（Ｗ６）参照）。
【０２４５】
第７のステップにおいて、割り込み処理の終了命令が供給された場合は第８のステップに
進み、終了命令が供給されていない場合は第３のステップに進む（図１２（Ａ）（Ｗ７）
参照）。
【０２４６】
第８のステップにおいて終了する（図１２（Ａ）（Ｗ８）参照）。
【０２４７】
また、割り込み処理は以下のステップを具備する。
【０２４８】
第９のステップにおいて、ページ送り命令が供給された場合は第１０のステップに進み、
ページ送り命令が供給されていない場合は第１１のステップに進む（図１２（Ｂ）（Ｘ９
）参照）。
【０２４９】
第１０のステップにおいて、前記ページ送り命令に基づく画像情報ＶＩＤＥＯを生成する
（図１２（Ｂ）（Ｘ１０）参照）。
【０２５０】
第１１のステップにおいて、割り込み処理から復帰する（図１２（Ｂ）（Ｘ１１）参照）
。
【０２５１】
《生成する画像の例》
演算装置１１０は、表示部１３０に表示する画像情報ＶＩＤＥＯを生成する。本実施の形
態では、演算装置１１０が一の画像情報ＶＩＤＥＯを生成する場合を例に説明するが、演
算装置１１０は表示部１３０の第２の区域１３０（２）に表示する画像情報ＶＩＤＥＯを
第１の区域１３０（１）に表示する画像情報ＶＩＤＥＯとは別に生成することもできる。
【０２５２】
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例えば演算装置１１０は、折り畳まれた状態で露出する第１の区域１３０（１）のみに画
像を生成することができ、これは折り畳まれた状態に好適な駆動方法である（図１３（Ａ
））。
【０２５３】
これに対し、演算装置１１０は、展開された状態で第１の区域１３０（１）、第２の区域
１３０（２）、および第３の区域１３０（３）を含む表示部１３０全体を用いて一つの画
像を生成することができる。このような画像は一覧性に優れる（図１３（Ｂ）および図１
３（Ｃ））。
【０２５４】
例えば、折り畳まれた状態において、操作用画像を第１の区域１３０（１）に配置しても
よい。
【０２５５】
例えば、展開された状態において、操作用画像を第１の区域１３０（１）に配置し、アプ
リケーションソフトウエアの表示領域（ウインドウともいう）を第２の区域１３０（２）
、あるいは第２の区域１３０（２）と第３の区域１３０（３）の全体に配置してもよい。
【０２５６】
また、ページ送り命令を供給すると、第２の区域１３０（２）に配置されていた画像が第
１の区域１３０（１）に送り込まれ、新たな画像が第２の区域１３０（２）に配置される
ようにしてもよい。
【０２５７】
また、第１の区域１３０（１）、第２の区域１３０（２）または第３の区域１３０（３）
のいずれかにページ送り命令を供給すると、その区域に新たな画像が送り込まれ、他の区
域では画像が維持され続けるようにしてもよい。なお、ページ送り命令とは、あらかじめ
ページ番号と関連付けられた複数の画像情報から一つの画像情報を選んで表示する命令で
ある。例えば、表示されている画像情報のページ番号よりひとつ大きなページ番号に関連
付けられた画像情報を選んで表示する命令等を挙げることができる。また、位置入力部１
４０Ｂに触れた指をポインタに用いてするジェスチャー（タップ、ドラッグ、スワイプま
たはピンチイン等）をページ送り命令に関連付けておくことができる。
【０２５８】
上述したように、ここで説明する情報処理装置１００Ｂは、展開された状態、および折り
畳まれた状態にすることができる可撓性と、折り畳まれた状態で露出する第１の区域１３
０（１）および第１の区域１３０（１）と畳み目で区切られる第２の区域１３０（２）と
、を備える表示部１３０を備える。また、生成した画像の一部を第１の区域１３０（１）
に、または他の一部を第２の区域１３０（２）に、折り畳み情報を含む検知情報ＳＥＮＳ
に基づいて表示するステップを備える処理を、演算部１１１に実行させるプログラムを記
憶する記憶部１１２を備える。
【０２５９】
これにより、例えば、折り畳まれた状態で情報処理装置１００Ｂの外周に露出する表示部
１３０（第１の区域１３０（１））に一の画像の一部を表示し、展開された状態で表示部
１３０の第１の区域１３０（１）に連続する第２の区域１３０（２）に当該一部の画像に
連続または関係する他の一部の画像を表示することができる。その結果、操作性に優れた
ヒューマンインターフェイスを提供できる。または、操作性に優れた新規な情報処理装置
を提供できる。
【０２６０】
なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができる
。
【０２６１】
（実施の形態６）
本実施の形態では、本発明の一態様の情報処理装置の位置入力部および表示装置に適用す
ることができる表示パネルの構成について、図１４を参照しながら説明する。なお、本実
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施の形態で説明する表示パネルは、タッチセンサ（接触検出装置）を表示部に重ねて備え
るため、タッチパネル（入出力装置）ということができる。
【０２６２】
図１４（Ａ）は入出力装置の構造を説明する上面図である。
【０２６３】
図１４（Ｂ）は図１４（Ａ）の切断線Ａ－Ｂおよび切断線Ｃ－Ｄにおける断面図である。
【０２６４】
図１４（Ｃ）は図１４（Ａ）の切断線Ｅ－Ｆにおける断面図である。
【０２６５】
＜上面図の説明＞
入出力装置３００は表示部３０１を有する（図１４（Ａ）参照）。
【０２６６】
表示部３０１は、複数の画素３０２と複数の撮像画素３０８を備える。撮像画素３０８は
表示部３０１に触れる指等を検知することができる。
【０２６７】
画素３０２は、複数の副画素（例えば副画素３０２Ｒ）を備え、副画素は発光素子および
発光素子を駆動する電力を供給することができる画素回路を備える。
【０２６８】
画素回路は、選択信号を供給することができる配線および画像信号を供給することができ
る配線と、電気的に接続される。
【０２６９】
また、入出力装置３００は選択信号を画素３０２に供給することができる走査線駆動回路
３０３ｇ（１）と、画像信号を画素３０２に供給することができる画像信号線駆動回路３
０３ｓ（１）を備える。なお、折り曲げられる部分を避けて画像信号線駆動回路３０３ｓ
（１）を配置すると、不具合の発生を低減できる。
【０２７０】
撮像画素３０８は、光電変換素子および光電変換素子を駆動する撮像画素回路を備える。
【０２７１】
撮像画素回路は、制御信号を供給することができる配線および電源電位を供給することが
できる配線と電気的に接続される。
【０２７２】
制御信号としては、例えば記録された撮像信号を読み出す撮像画素回路を選択することが
できる信号、撮像画素回路を初期化することができる信号、および撮像画素回路が光を検
知する時間を決定することができる信号などを挙げることができる。
【０２７３】
入出力装置３００は制御信号を撮像画素３０８に供給することができる撮像画素駆動回路
３０３ｇ（２）と、撮像信号を読み出す撮像信号線駆動回路３０３ｓ（２）を備える。な
お、撮像信号線駆動回路３０３ｓ（２）を折り曲げられる部分を避けて配置すると、不具
合の発生を低減できる。
【０２７４】
＜断面図の説明＞
入出力装置３００は、基板３１０および基板３１０に対向する対向基板３７０を有する（
図１４（Ｂ）参照）。
【０２７５】
基板３１０は、可撓性を有する基板３１０ｂ、意図しない不純物の発光素子への拡散を防
ぐバリア膜３１０ａおよび基板３１０ｂとバリア膜３１０ａを貼り合わせる接着層３１０
ｃが積層された積層体である。
【０２７６】
対向基板３７０は、可撓性を有する基板３７０ｂ、意図しない不純物の発光素子への拡散
を防ぐバリア膜３７０ａおよび基板３７０ｂとバリア膜３７０ａを貼り合わせる接着層３
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７０ｃの積層体である（図１４（Ｂ）参照）。
【０２７７】
封止材３６０は対向基板３７０と基板３１０を貼り合わせている。また、封止材３６０は
光学接合層を兼ねる。画素回路および発光素子（例えば第１の発光素子３５０Ｒ）並びに
撮像画素回路および光電変換素子（例えば光電変換素子３０８ｐ）は基板３１０と対向基
板３７０の間にある。
【０２７８】
《画素の構成》
画素３０２は、副画素３０２Ｒ、副画素３０２Ｇおよび副画素３０２Ｂを有する（図１４
（Ｃ）参照）。また、副画素３０２Ｒは発光モジュール３８０Ｒを備え、副画素３０２Ｇ
は発光モジュール３８０Ｇを備え、副画素３０２Ｂは発光モジュール３８０Ｂを備える。
【０２７９】
例えば副画素３０２Ｒは、第１の発光素子３５０Ｒおよび第１の発光素子３５０Ｒに電力
を供給することができるトランジスタ３０２ｔを含む画素回路を備える（図１４（Ｂ）参
照）。また、発光モジュール３８０Ｒは第１の発光素子３５０Ｒおよび光学素子（例えば
着色層３６７Ｒ）を備える。
【０２８０】
トランジスタ３０２ｔは半導体層を含む。アモルファスシリコン膜、低温ポリシリコン膜
、単結晶シリコン膜、酸化物半導体膜等、様々な半導体膜をトランジスタ３０２ｔの半導
体層に適用できる。また、トランジスタ３０２ｔはバックゲート電極を備えていてもよく
、バックゲート電極を用いてトランジスタ３０２ｔの閾値電圧を制御してもよい。
【０２８１】
第１の発光素子３５０Ｒは、第１の下部電極３５１Ｒ、上部電極３５２、第１の下部電極
３５１Ｒと上部電極３５２の間に発光性の有機化合物を含む層３５３を有する（図１４（
Ｃ）参照）。
【０２８２】
発光性の有機化合物を含む層３５３は、発光ユニット３５３ａ、発光ユニット３５３ｂお
よび発光ユニット３５３ａと発光ユニット３５３ｂの間に中間層３５４を備える。
【０２８３】
発光モジュール３８０Ｒの第１の着色層３６７Ｒは対向基板３７０に設けられる。着色層
は特定の波長を有する光を透過するものであればよく、例えば赤色、緑色または青色等を
呈する光を選択的に透過するものを用いることができる。または、着色層を設けず、発光
素子の発する光をそのまま透過する領域を設けてもよい。
【０２８４】
例えば、発光モジュール３８０Ｒは、第１の発光素子３５０Ｒと第１の着色層３６７Ｒに
接する封止材３６０を有する。
【０２８５】
第１の着色層３６７Ｒは第１の発光素子３５０Ｒと重なる位置にある。これにより、第１
の発光素子３５０Ｒが発する光の一部は、封止材３６０および第１の着色層３６７Ｒを透
過して、図中の矢印に示すように発光モジュール３８０Ｒの外部に射出される。
【０２８６】
入出力装置３００はさらに、遮光層３６７ＢＭを対向基板３７０に有する。遮光層３６７
ＢＭは、着色層（例えば第１の着色層３６７Ｒ）を囲むように設けられている。
【０２８７】
入出力装置３００は、反射防止層３６７ｐを表示部３０１に重なる位置に備える。反射防
止層３６７ｐとして、例えば円偏光板を用いることができる。
【０２８８】
入出力装置３００は、絶縁膜３２１を備える。絶縁膜３２１はトランジスタ３０２ｔを覆
っている。なお、絶縁膜３２１は画素回路に起因する凹凸を平坦化するための層として用
いることができる。また、不純物のトランジスタ３０２ｔ等への拡散を抑制することがで
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きる層が積層された絶縁膜を、絶縁膜３２１に適用することができる。
【０２８９】
発光素子（例えば第１の発光素子３５０Ｒ）は絶縁膜３２１上に設けられる。
【０２９０】
入出力装置３００は、第１の下部電極３５１Ｒの端部に重なる隔壁３２８を絶縁膜３２１
上に有する（図１４（Ｃ）参照）。また、基板３１０と対向基板３７０の間隔を制御する
スペーサ３２９を、隔壁３２８上に有する。
【０２９１】
《画像信号線駆動回路の構成》
画像信号線駆動回路３０３ｓ（１）は、トランジスタ３０３ｔおよび容量３０３ｃを含む
。なお、画像信号線駆動回路３０３ｓ（１）は画素回路と同一の工程で同一基板上に形成
することができる。
【０２９２】
《撮像画素の構成》
撮像画素３０８は、光電変換素子３０８ｐおよび光電変換素子３０８ｐに照射された光を
検知するための撮像画素回路を備える。また、撮像画素回路は、トランジスタ３０８ｔを
含む。
【０２９３】
例えばｐｉｎ型のフォトダイオードを光電変換素子３０８ｐに用いることができる。
【０２９４】
《他の構成》
入出力装置３００は、信号を供給することができる配線３１１を備え、端子３１９が配線
３１１に設けられている。なお、画像信号および同期信号等の信号を供給することができ
るＦＰＣ３０９（１）が端子３１９に電気的に接続されている。また、好ましくは、入出
力装置３００の折り曲げられる部分を避けてＦＰＣ３０９（１）を配置する。また、表示
部３０１を囲む領域から選ばれた一辺、特に折り畳まれる辺（図では長い辺）のおよそ中
央にＦＰＣ３０９（１）を配置すると好ましい。これにより、外部回路の重心を入出力装
置３００の重心におよそ一致させることができる。その結果、情報処理装置の取り扱いが
容易になり、誤って落としてしまう等の不具合の発生を予防することができる。
【０２９５】
なお、ＦＰＣ３０９（１）にはプリント配線基板（ＰＷＢ）が取り付けられていても良い
。
【０２９６】
なお、表示素子として、発光素子を用いた場合の例を示したが、本発明の実施形態の一態
様は、これに限定されない。
【０２９７】
例えば、エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）素子（有機物及び無機物を含むＥＬ素子、有
機ＥＬ素子、無機ＥＬ素子、ＬＥＤなど）、発光トランジスタ素子（電流に応じて発光す
るトランジスタ）、電子放出素子、液晶素子、電子インク素子、電気泳動素子、エレクト
ロウェッティング素子、プラズマディスプレイ（ＰＤＰ）、ＭＥＭＳ（マイクロ・エレク
トロ・メカニカル・システム）ディスプレイ（例えば、グレーティングライトバルブ（Ｇ
ＬＶ）、デジタルマイクロミラーデバイス（ＤＭＤ）、デジタル・マイクロ・シャッター
（ＤＭＳ）素子、インターフェアレンス・モジュレーション（ＩＭＯＤ）素子など）、圧
電セラミックディスプレイなど、電気磁気的作用により、コントラスト、輝度、反射率、
透過率などが変化する表示媒体を有するものがある。ＥＬ素子を用いた表示装置の一例と
しては、ＥＬディスプレイなどがある。電子放出素子を用いた表示装置の一例としては、
フィールドエミッションディスプレイ（ＦＥＤ）又はＳＥＤ方式平面型ディスプレイ（Ｓ
ＥＤ：Ｓｕｒｆａｃｅ－ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ－ｅｍｉｔｔｅｒ　Ｄ
ｉｓｐｌａｙ）などがある。液晶素子を用いた表示装置の一例としては、液晶ディスプレ
イ（透過型液晶ディスプレイ、半透過型液晶ディスプレイ、反射型液晶ディスプレイ、直
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視型液晶ディスプレイ、投射型液晶ディスプレイ）などがある。電子インク素子又は電気
泳動素子を用いた表示装置の一例としては、電子ペーパーなどがある。
【０２９８】
なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができる
。
【０２９９】
（実施の形態７）
本実施の形態では、本発明の一態様の情報処理装置の位置入力部および表示装置に適用す
ることができる表示パネルの構成について、図１５および図１６を参照しながら説明する
。なお、本実施の形態で説明する表示パネルは、タッチセンサ（接触検出装置）を表示部
に重ねて備えるため、タッチパネル（入出力装置）ということができる。
【０３００】
図１５（Ａ）は、本実施の形態で例示するタッチパネル５００の斜視概略図である。なお
明瞭化のため、代表的な構成要素を図１５に示す。図１５（Ｂ）は、タッチパネル５００
を展開した斜視概略図である。
【０３０１】
図１６は、図１５（Ａ）に示すタッチパネル５００のＸ１－Ｘ２における断面図である。
【０３０２】
タッチパネル５００は、表示部５０１とタッチセンサ５９５を備える（図１５（Ｂ）参照
）。また、タッチパネル５００は、基板５１０、基板５７０および基板５９０を有する。
なお、一例としては、基板５１０、基板５７０および基板５９０はいずれも可撓性を有す
る。
【０３０３】
基板としては、可塑性を有する様々な基板を用いることが出来る。一例としては、半導体
基板（例えば単結晶基板又はシリコン基板）、ＳＯＩ基板、ガラス基板、石英基板、プラ
スチック基板、金属基板などがある。
【０３０４】
表示部５０１は、基板５１０、基板５１０上に複数の画素および画素に信号を供給するこ
とができる複数の配線５１１、および画像信号線駆動回路５０３ｓ（１）を備える。複数
の配線５１１は、基板５１０の外周部にまで引き回され、その一部が端子５１９を構成し
ている。端子５１９はＦＰＣ５０９（１）と電気的に接続する。なお、ＦＰＣ５０９（１
）にはプリント配線基板（ＰＷＢ）が取り付けられていても良い。
【０３０５】
＜タッチセンサ＞
基板５９０には、タッチセンサ５９５と、タッチセンサ５９５と電気的に接続する複数の
配線５９８を備える。複数の配線５９８は基板５９０の外周部に引き回され、その一部が
ＦＰＣ５０９（２）と電気的に接続するための端子を構成している。なお、タッチセンサ
５９５は基板５９０の下（基板５９０と基板５７０の間）に設けられ、図１５（Ｂ）では
明瞭化のため、電極や配線等は実線で示されている。
【０３０６】
タッチセンサ５９５に用いるタッチセンサとしては、静電容量方式のタッチセンサが好ま
しい。静電容量方式としては、表面型静電容量方式、投影型静電容量方式等があり、投影
型静電容量方式としては、主に駆動方式の違いから自己容量方式、相互容量方式などがあ
る。相互容量方式を用いると同時多点検出が可能となるため好ましい。
【０３０７】
以下では、投影型静電容量方式のタッチセンサを適用する場合について、図１５（Ｂ）を
用いて説明するが、これ以外にもさまざまなセンサを適用することができる。
【０３０８】
タッチセンサ５９５は、電極５９１と電極５９２を有する。電極５９１は複数の配線５９
８のいずれかと電気的に接続し、電極５９２は複数の配線５９８の他のいずれかと電気的
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に接続する。
【０３０９】
電極５９２は、図１５（Ａ）、（Ｂ）に示すように、複数の四辺形が一方向に連続した形
状を有する。また、電極５９１は四辺形である。配線５９４は、電極５９２が延在する方
向と交差する方向に並んだ二つの電極５９１を電気的に接続している。このとき、電極５
９２と配線５９４の交差部の面積ができるだけ小さくなる形状が好ましい。これにより、
電極が設けられていない領域の面積を低減でき、透過率のムラを低減できる。その結果、
タッチセンサ５９５を透過する光の輝度ムラを低減することができる。なお、電極５９１
、電極５９２の形状はこれに限られず、様々な形状を取りうる。
【０３１０】
また、複数の電極５９１をできるだけ隙間が生じないように配置し、絶縁層を介して電極
５９２を、電極５９１と重ならない領域ができるように離間して複数設ける構成としても
よい。このとき、隣接する２つの電極５９２の間に、これらとは電気的に絶縁されたダミ
ー電極を設けると、透過率の異なる領域の面積を低減できるため好ましい。
【０３１１】
タッチパネル５００の構成を、図１６を用いて説明する。
【０３１２】
タッチセンサ５９５は、基板５９０、基板５９０上に千鳥状に配置された電極５９１及び
電極５９２、電極５９１及び電極５９２を覆う絶縁層５９３並びに隣り合う電極５９１を
電気的に接続する配線５９４を備える。
【０３１３】
接着層５９７は、タッチセンサ５９５と表示部５０１が重なるように基板５９０と基板５
７０を貼り合わせている。
【０３１４】
電極５９１及び電極５９２は、透光性を有する導電材料を用いて形成する。透光性を有す
る導電性材料としては、酸化インジウム、インジウム錫酸化物、インジウム亜鉛酸化物、
酸化亜鉛、ガリウムを添加した酸化亜鉛などの導電性酸化物を用いることができる。
【０３１５】
透光性を有する導電性材料を基板５９０上にスパッタリング法により成膜した後、フォト
リソグラフィ法等の様々なパターニング技術により、不要な部分を除去して、電極５９１
及び電極５９２を形成することができる。
【０３１６】
絶縁層５９３に用いる材料としては、例えば、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、シロキサン
結合を有する樹脂の他、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、酸化アルミニウムなどの無機
絶縁材料を用いることもできる。
【０３１７】
また、電極５９１に達する開口が絶縁層５９３に設けられ、配線５９４が隣接する電極５
９１を電気的に接続する。透光性の導電性材料を用いて形成された配線５９４は、タッチ
パネルの開口率を高まることができるため好ましい。また、電極５９１及び電極５９２よ
り導電性の高い材料を配線５９４に用いることが好ましい。
【０３１８】
一の電極５９２は一方向に延在し、複数の電極５９２がストライプ状に設けられている。
【０３１９】
配線５９４は電極５９２と交差して設けられている。
【０３２０】
一対の電極５９１が一の電極５９２を挟んで設けられ、配線５９４に電気的に接続されて
いる。
【０３２１】
なお、複数の電極５９１は、一の電極５９２と必ずしも直交する方向に配置される必要は
なく、９０度未満の角度をなすように配置されてもよい。
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【０３２２】
一の配線５９８は、電極５９１又は電極５９２と電気的に接続される。配線５９８の一部
は、端子として機能する。配線５９８としては、例えば、アルミニウム、金、白金、銀、
ニッケル、チタン、タングステン、クロム、モリブデン、鉄、コバルト、銅、又はパラジ
ウム等の金属材料や、該金属材料を含む合金材料を用いることができる。
【０３２３】
なお、絶縁層５９３及び配線５９４を覆う絶縁層を設けて、タッチセンサ５９５を保護す
ることができる。
【０３２４】
また、接続層５９９は、配線５９８とＦＰＣ５０９（２）を電気的に接続する。
【０３２５】
接続層５９９としては、様々な異方性導電フィルム（ＡＣＦ：Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　
Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｆｉｌｍ）や、異方性導電ペースト（ＡＣＰ：Ａｎｉｓｏｔｒｏ
ｐｉｃ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｐａｓｔｅ）などを用いることができる。
【０３２６】
接着層５９７は、透光性を有する。例えば、熱硬化性樹脂や紫外線硬化樹脂を用いること
ができ、具体的には、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、またはシロキサン結
合を有する樹脂などの樹脂を用いることができる。
【０３２７】
＜表示部＞
タッチパネル５００は、マトリクス状に配置された複数の画素を備える。画素は表示素子
と表示素子を駆動する画素回路を備える。
【０３２８】
本実施の形態では、白色の有機エレクトロルミネッセンス素子を表示素子に適用する場合
について説明するが、表示素子はこれに限られない。
【０３２９】
例えば、表示素子として、有機エレクトロルミネッセンス素子の他、電気泳動方式や電子
粉流体方式などにより表示を行う表示素子（電子インクともいう）、シャッター方式のＭ
ＥＭＳ表示素子、光干渉方式のＭＥＭＳ表示素子、液晶素子など、様々な表示素子を用い
ることができる。なお、適用する表示素子に好適な構成を、様々な画素回路から選択して
用いることができる。
【０３３０】
基板５１０は、可撓性を有する基板５１０ｂ、意図しない不純物の発光素子への拡散を防
ぐバリア膜５１０ａおよび基板５１０ｂとバリア膜５１０ａを貼り合わせる接着層５１０
ｃが積層された積層体である。
【０３３１】
基板５７０は、可撓性を有する基板５７０ｂ、意図しない不純物の発光素子への拡散を防
ぐバリア膜５７０ａおよび基板５７０ｂとバリア膜５７０ａを貼り合わせる接着層５７０
ｃの積層体である。
【０３３２】
封止材５６０は基板５７０と基板５１０を貼り合わせている。また、封止材５６０は光学
接合層を兼ねる。画素回路および発光素子（例えば第１の発光素子５５０Ｒ）は基板５１
０と基板５７０の間にある。
【０３３３】
《画素の構成》
画素は、副画素５０２Ｒを含み、副画素５０２Ｒは発光モジュール５８０Ｒを備える。
【０３３４】
副画素５０２Ｒは、第１の発光素子５５０Ｒおよび第１の発光素子５５０Ｒに電力を供給
することができるトランジスタ５０２ｔを含む画素回路を備える。また、発光モジュール
５８０Ｒは第１の発光素子５５０Ｒおよび光学素子（例えば着色層５６７Ｒ）を備える。
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【０３３５】
第１の発光素子５５０Ｒは、下部電極、上部電極、下部電極と上部電極の間に発光性の有
機化合物を含む層を有する。
【０３３６】
発光モジュール５８０Ｒは、第１の着色層５６７Ｒを基板５７０に有する。着色層は特定
の波長を有する光を透過するものであればよく、例えば赤色、緑色または青色等を呈する
光を選択的に透過するものを用いることができる。または、着色層を用いず、発光素子の
発する光をそのまま透過する領域を設けてもよい。
【０３３７】
発光モジュール５８０Ｒは、第１の発光素子５５０Ｒと第１の着色層５６７Ｒに接する封
止材５６０を有する。
【０３３８】
第１の着色層５６７Ｒは第１の発光素子５５０Ｒと重なる位置にある。これにより、第１
の発光素子５５０Ｒが発する光の一部は、封止材５６０および第１の着色層５６７Ｒを透
過して、図中の矢印に示すように発光モジュール５８０Ｒの外部に射出される。
【０３３９】
《画像信号線駆動回路の構成》
画像信号線駆動回路５０３ｓ（１）は、トランジスタ５０３ｔおよび容量５０３ｃを含む
。なお、画像信号線駆動回路５０３ｓ（１）は画素回路と同一の工程で同一基板上に形成
することができる。
【０３４０】
《他の構成》
表示部５０１は、遮光層５６７ＢＭを基板５７０に有する。遮光層５６７ＢＭは、着色層
（例えば第１の着色層５６７Ｒ）を囲むように設けられている。
【０３４１】
表示部５０１は、反射防止層５６７ｐを画素に重なる位置に備える。反射防止層５６７ｐ
として、例えば円偏光板を用いることができる。
【０３４２】
表示部５０１は、絶縁膜５２１を備える。絶縁膜５２１はトランジスタ５０２ｔを覆って
いる。なお、絶縁膜５２１は画素回路に起因する凹凸を平坦化するための層として用いる
ことができる。また、不純物のトランジスタ５０２ｔ等への拡散を抑制することができる
層が積層された絶縁膜を、絶縁膜５２１に適用することができる。
【０３４３】
表示部５０１は、第１の下部電極の端部に重なる隔壁５２８を絶縁膜５２１上に有する。
また、基板５１０と基板５７０の間隔を制御するスペーサを、隔壁５２８上に有する。
【０３４４】
なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができる
。
【符号の説明】
【０３４５】
１３ａ　　接続部材
１３ｂ　　接続部材
１５ａ　　支持部材
１５ｂ　　支持部材
１００　　情報処理装置
１００Ｂ　　情報処理装置
１０１　　筐体
１１０　　演算装置
１１１　　演算部
１１２　　記憶部
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１１４　　伝送路
１１５　　入出力インターフェース
１２０　　入出力装置
１２０Ｂ　　入出力装置
１３０（１）　　第１の区域
１３０（２）　　第２の区域
１３０（３）　　第３の区域
１３０　　表示部
１４０（１）　　第１の領域
１４０（２）　　第２の領域
１４０（３）　　第３の領域
１４０　　位置入力部
１４０Ｂ（１）　　第１の領域
１４０Ｂ（２）　　第２の領域
１４０Ｂ（３）　　第３の領域
１４０Ｂ　　位置入力部
１４１　　基板
１４２　　近接センサ
１４５　　入出力部
１５０　　検知部
１５１　　センサ
１５９　　標識
１６０　　通信部
３００　　入出力装置
３０１　　表示部
３０２　　画素
３０２Ｂ　　副画素
３０２Ｇ　　副画素
３０２Ｒ　　副画素
３０２ｔ　　トランジスタ
３０３ｃ　　容量
３０３ｇ（１）　　走査線駆動回路
３０３ｇ（２）　　撮像画素駆動回路
３０３ｓ（１）　　画像信号線駆動回路
３０３ｓ（２）　　撮像信号線駆動回路
３０３ｔ　　トランジスタ
３０８　　撮像画素
３０８ｐ　　光電変換素子
３０８ｔ　　トランジスタ
３０９　　ＦＰＣ
３１０　　基板
３１０ａ　　バリア膜
３１０ｂ　　基板
３１０ｃ　　接着層
３１１　　配線
３１９　　端子
３２１　　絶縁膜
３２８　　隔壁
３２９　　スペーサ
３５０Ｒ　　発光素子
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３５１Ｒ　　下部電極
３５２　　上部電極
３５３　　層
３５３ａ　　発光ユニット
３５３ｂ　　発光ユニット
３５４　　中間層
３６０　　封止材
３６７ＢＭ　　遮光層
３６７ｐ　　反射防止層
３６７Ｒ　　着色層
３７０　　対向基板
３７０ａ　　バリア膜
３７０ｂ　　基板
３７０ｃ　　接着層
３８０Ｂ　　発光モジュール
３８０Ｇ　　発光モジュール
３８０Ｒ　　発光モジュール
５００　　タッチパネル
５０１　　表示部
５０２Ｒ　　副画素
５０２ｔ　　トランジスタ
５０３ｃ　　容量
５０３ｓ　　画像信号線駆動回路
５０３ｔ　　トランジスタ
５０９　　ＦＰＣ
５１０　　基板
５１０ａ　　バリア膜
５１０ｂ　　基板
５１０ｃ　　接着層
５１１　　配線
５１９　　端子
５２１　　絶縁膜
５２８　　隔壁
５５０Ｒ　　発光素子
５６０　　封止材
５６７ＢＭ　　遮光層
５６７ｐ　　反射防止層
５６７Ｒ　　着色層
５７０　　基板
５７０ａ　　バリア膜
５７０ｂ　　基板
５７０ｃ　　接着層
５８０Ｒ　　発光モジュール
５９０　　基板
５９１　　電極
５９２　　電極
５９３　　絶縁層
５９４　　配線
５９５　　タッチセンサ
５９７　　接着層
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５９８　　配線
５９９　　接続層
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【図３】 【図４】
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(38) JP 2019-133723 A 2019.8.8

【図７】 【図８】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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