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(57)【要約】
　視覚的に感知可能な出力を提供するように作用する第
1画素アレイと、少なくとも第1画素アレイに対する物体
の位置を感知するように作用する第2画素アレイと、第2
画素アレイからの出力を受信し、かつ非像様入力を利用
回路に提供する回路と、を含む統合型ディスプレイ・入
力装置。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　統合型ディスプレイ・入力装置であって、
　視覚的に感知可能な出力を提供するように作用する第1画素アレイと、
　少なくとも前記第1画素アレイに対する物体の位置を感知するように作用する第2画素ア
レイと、
　前記第2画素アレイからの出力を受信し、そして非像様入力を利用回路に提供する回路
と、を含む統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項２】
　また、ポータブル通信器機能性を提供する利用回路を含む、請求項1に記載の統合型デ
ィスプレイ・入力装置。
【請求項３】
　また、双方向テレビジョン機能性を提供する利用回路を含む、請求項1に記載の統合型
ディスプレイ・入力装置。
【請求項４】
　また、ポータブル・コンピュータ機能性を提供する利用回路を含む、請求項1に記載の
統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項５】
　前記第2画素アレイが、観察平面に対して平行な平面内に配列された複数の検出子素子
を含む、請求項1から4までのいずれか1項に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項６】
　前記第2画素アレイが、前記第1画素アレイと同一平面内にある、請求項1から5までのい
ずれか1項に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項７】
　前記第1及び第2の画素アレイが、観察平面に対して平行な平行平面内に配列された複数
の素子を含む、請求項1から5までのいずれか1項に記載の統合型ディスプレイ・入力装置
。
【請求項８】
　前記第2画素アレイが、観察平面画定プレートの少なくとも1つのエッジに配列された検
出子集成体を含む、請求項1から7までのいずれか1項に記載の統合型ディスプレイ・入力
装置。
【請求項９】
　前記検出子集成体が、前記観察平面画定プレートの前記少なくとも1つのエッジの周り
に配列されている、請求項8に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項１０】
　前記検出子集成体が、前記観察平面画定プレートの前記少なくとも1つのエッジに沿っ
て配列されている、請求項8に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項１１】
　前記検出子集成体が、支持基板と、検出子素子配列と、を含む請求項8から10までのい
ずれか1項に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項１２】
　前記検出子集成体はまた、カバー層を含む、請求項11に記載の統合型ディスプレイ・入
力装置。
【請求項１３】
　前記支持基板が、前記統合型ディスプレイ・入力装置のハウジングと統合されている、
請求項11又は12に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項１４】
　前記検出子素子配列が、複数の不連続単一検出子素子を含む、請求項11から13までのい
ずれか1項に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項１５】



(3) JP 2009-508205 A 2009.2.26

10

20

30

40

50

　前記検出子素子配列が、一体的に形成された多素子検出子アレイを含む、請求項11から
13までのいずれか1項に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項１６】
　前記検出子素子配列が、複数の不連続多素子検出子を含む、請求項11から13までのいず
れか1項に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項１７】
　前記カバー層が、光透過性材料から形成されている、請求項12から16までのいずれか1
項に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項１８】
　前記カバー層が、アパーチャが画定されたマスクを含む、請求項12から16までのいずれ
か1項に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項１９】
　前記カバー層が、コリメート光用トンネル画定アパーチャを有する視野画定マスクを含
む、請求項12から16までのいずれか1項に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項２０】
　前記カバー層がレンズを含む、請求項12から16までのいずれか1項に記載の統合型ディ
スプレイ・入力装置。
【請求項２１】
　前記少なくとも1つのエッジが、アパーチャが画定されたマスクを含む、請求項8から11
までのいずれか1項に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項２２】
　前記少なくとも1つのエッジが、コリメート光用トンネル画定アパーチャを有する視野
画定マスクを含む、請求項8から11までのいずれか1項に記載の統合型ディスプレイ・入力
装置。
【請求項２３】
　前記少なくとも1つのエッジがレンズを含む、請求項8から11までのいずれか1項に記載
の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項２４】
　前記第2画素アレイが、ディスプレイ素子のエッジの周りに配列された概ね前向きの複
数の検出子を含む、請求項8から20までのいずれか1項に記載の統合型ディスプレイ・入力
装置。
【請求項２５】
　前記配列内の少なくとも1つの検出子は、ベースライン・レベルの電磁線を検出し、そ
して、前記第1素子アレイに対する前記物体の位置を感知し、そして前記回路は、検出さ
れた輻射線量及び検出された輻射線量の変化のうちの少なくとも一方が第1の所定の閾値
を超えた、前記配列内の少なくとも1つの検出子の場所に応じた前記非像様入力を提供す
る、請求項11から24までのいずれか1項に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項２６】
　検出された輻射線量の前記変化は、前記配列内の少なくとも1つの検出子が、前記ベー
スライン・レベルで前記電磁線を検出するのに加えて前記物体からの反射光を検出するこ
とから生じる、請求項25に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項２７】
　前記反射光が、前記観察平面画定プレート内部を伝搬し、前記配列内の少なくとも1つ
の検出子に達する、請求項26に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項２８】
　前記反射光が、前記観察平面画定プレート上方を伝搬し、前記配列内の少なくとも1つ
の検出子に達する、請求項26に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項２９】
　前記反射光が、前記観察平面画定プレートを介して透過し、前記配列内の少なくとも1
つの検出子に直接的に達する、請求項26に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
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【請求項３０】
　前記配列内の前記少なくとも1つの検出子は、前記ベースライン・レベルの電磁線を検
出し、前記第1素子アレイに対する前記物体の位置を感知し、そして前記回路は、検出さ
れた輻射線量が第2の所定の閾値を下回る、前記配列内の少なくとも1つの検出子の場所に
応じた前記非像様入力を提供する、請求項25から29までのいずれか1項に記載の統合型デ
ィスプレイ・入力装置。
【請求項３１】
　前記配列内の個々の検出子の検出子出力を受信し、前記個々の検出子によって検出され
た輻射線量が前記第1の所定の閾値を超えるかどうか、前記個々の検出子によって検出さ
れた輻射線量の変化が前記第1の所定の閾値を超えるかどうか、そして前記個々の検出子
によって検出された輻射線量が前記第2の所定の閾値を下回るかどうか、のうちの少なく
とも1つを見極め、そして、前記個々の検出子のための検出子分析出力を提供するように
作用する検出子分析処理回路と、
　前記配列内の個々の検出子の前記検出子分析出力を受信し、そしてこれからアレイ検出
出力を発生させるように作用するアレイ処理回路と、
　前記配列の前記アレイ検出出力を受信し、そしてこれから前記物体の位置を見極めるよ
うに作用する位置決定回路と、を含む処理サブ集成体を、さらに含む請求項30に記載の統
合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項３２】
　前記アレイ検出出力が、前記観察平面画定プレート上の前記物体の衝突点の場所に相当
する情報を含む、請求項31に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項３３】
　前記アレイ検出出力が、前記観察平面画定プレートに対する前記物体の場所に相当する
情報を含む、請求項31に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項３４】
　前記ベースライン・レベルの前記輻射線が、前記統合型ディスプレイ・入力装置の外部
の少なくとも1つの照明源によって提供される、請求項25から33までのいずれか1項に記載
の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項３５】
　前記少なくとも1つの照明源が、日光、人工室内照明、及び人体から放射されたIR照明
のうちの少なくとも1つを含む、請求項34に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項３６】
　また、前記ベースライン・レベルの前記輻射線を増大させるための照明を提供するよう
に作用する、照明サブ集成体を含む、請求項34又は35に記載の統合型ディスプレイ・入力
装置。
【請求項３７】
　また、前記ベースライン・レベルの前記輻射線を提供するように作用する、照明サブ集
成体を含む、請求項25から33までのいずれか1項に記載の統合型ディスプレイ・入力装置
。
【請求項３８】
　前記照明サブ集成体が、少なくとも1つの電磁線発光源を含む、請求項36又は37に記載
の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項３９】
　前記少なくとも1つの電磁線発光源が、少なくとも1つのIR発光LED及び少なくとも1つの
可視光発光LEDのうちの少なくとも1つを含む、請求項38に記載の統合型ディスプレイ・入
力装置。
【請求項４０】
　前記少なくとも1つの電磁線発光源が、前記観察平面画定プレートの互いに垂直な2つの
エッジの交差部に配置されている、請求項39に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項４１】
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　前記少なくとも1つの電磁線発光源が、前記観察平面画定プレートの下側にあるディス
プレイ・バックライト線状配列の一部を形成する、請求項39に記載の統合型ディスプレイ
・入力装置。
【請求項４２】
　前記照明サブ集成体が、前記観察平面画定プレートの少なくとも1つのエッジに対して
平行に配列された複数の電磁線発光源の少なくとも1つの概ね線状の配列を含む、請求項3
7から39までのいずれか1項に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項４３】
　前記少なくとも1つの概ね線状の配列のうちの少なくとも1つが、前記第2画素アレイの
背後に配列されている、請求項42に記載の統合型ディスプレイ・入力装置。
【請求項４４】
　1平面内に互いに間隔を置いた関係を成して配列された不連続光ダイオード検出子のア
レイと、
　前記不連続光ダイオード検出子アレイと関連する視野制限機能性と、を含む検出子集成
体。
【請求項４５】
　前記不連続光ダイオード検出子アレイが、1次元線状アレイを含む、請求項44に記載の
検出子集成体。
【請求項４６】
　前記視野制限機能性が、前記不連続光ダイオード検出子のうちの少なくとも1つの検出
子の視野を、15度以下の立体角に制限する、請求項44又は45に記載の検出子集成体。
【請求項４７】
　前記視野制限機能性が、前記不連続光ダイオード検出子のうちの少なくとも1つの検出
子の視野を、7度以下の立体角に制限する、請求項44から46までのいずれか1項に記載の検
出子集成体。
【請求項４８】
　前記視野制限機能性が、厚さ約200ミクロン未満のアパーチャ付きマスクを含む、請求
項44から47までのいずれか1項に記載の検出子集成体。
【請求項４９】
　前記視野制限機能性が、厚さ約500ミクロン未満のアパーチャ付きマスクを含む、請求
項44から47までのいずれか1項に記載の検出子集成体。
【請求項５０】
　前記視野制限機能性が、前記不連続光ダイオード検出子アレイと共に整列しているマイ
クロレンズ・アレイを含む、請求項44から47までのいずれか1項に記載の検出子集成体。
【請求項５１】
　1平面内に互いに間隔を置いた関係を成して配列された不連続光ダイオード検出子のア
レイ、および前記不連続光ダイオード検出子アレイと関連する視野制限機能性を含む検出
子サブ集成体と、
　前記不連続光ダイオード検出子アレイからの出力を受信し、そして、前記不連続光ダイ
オード検出子アレイによって光が受信された位置から、物体の位置の出力指示を提供する
ように作用する位置感知サブ集成体と、を備える位置感知集成体。
【請求項５２】
　前記不連続光ダイオード検出子アレイが、1次元線状アレイを含む、請求項51に記載の
位置感知集成体。
【請求項５３】
　前記視野制限機能性が、前記不連続光ダイオード検出子のうちの少なくとも1つの検出
子の視野を、15度以下の立体角に制限する、請求項51又は52に記載の位置感知集成体。
【請求項５４】
　前記視野制限機能性が、前記不連続光ダイオード検出子のうちの少なくとも1つの検出
子の視野を、7度以下の立体角に制限する、請求項51から53までのいずれか1項に記載の位
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置感知集成体。
【請求項５５】
　前記視野制限機能性が、厚さ約200ミクロン未満のアパーチャ付きマスクを含む、請求
項51から54までのいずれか1項に記載の位置感知集成体。
【請求項５６】
　前記視野制限機能性が、厚さ約500ミクロン未満のアパーチャ付きマスクを含む、請求
項51から54までのいずれか1項に記載の位置感知集成体。
【請求項５７】
　前記視野制限機能性が、前記不連続光ダイオード検出子アレイと共に整列しているマイ
クロレンズ・アレイを含む、請求項51から54までのいずれか1項に記載の位置感知集成体
。
【請求項５８】
　表面を画定するプレートと、
　ベースライン・レベルの電磁線を検出する複数の検出子素子を含む少なくとも1つの画
素アレイと、を含み、
　前記少なくとも1つの画素アレイが、検出された輻射線量及び検出された輻射線量の変
化のうちの少なくとも一方が所定の閾値を超えた、前記複数の検出子素子のうちのいずれ
かの素子の場所に従って、前記表面に対する物体の位置を感知するように作用する、位置
感知集成体。
【請求項５９】
　検出された輻射線量の前記変化は、前記複数の検出子素子のうちのいずれかが、前記ベ
ースライン・レベルの前記電磁線を検出するのに加えて前記物体からの反射光を検出する
ことから生じる、請求項58に記載の位置感知集成体。
【請求項６０】
　前記反射光が、前記プレート内部を伝搬し、前記複数の検出子素子のうちのいずれかに
達する、請求項59に記載の位置感知集成体。
【請求項６１】
　前記反射光が、前記表面の上方を伝搬し、前記複数の検出子素子のうちのいずれかに達
する、請求項59に記載の位置感知集成体。
【請求項６２】
　前記反射光が、前記プレートを介して透過し、前記複数の検出子素子のうちの少なくと
も1つに直接的に達する、請求項59に記載の位置感知集成体。
【請求項６３】
　前記複数の検出子素子のうちの個々の素子の検出子出力を受信し、前記複数の検出子素
子のうちの前記個々の素子によって検出された、輻射線量及び輻射線量の変化のうちの少
なくとも１方が前記所定の閾値を超えるかどうかを見極め、そして、前記複数の検出子素
子のうちの個々の素子のための検出子分析出力を提供するように作用する検出子分析処理
回路と、
　前記少なくとも1つの画素アレイのうちの単独の1つの画素アレイの前記複数の検出子素
子の前記検出子分析出力を受信し、そしてこれからアレイ検出出力を発生させるように作
用するアレイ処理回路と、
　前記少なくとも1つの画素アレイの前記アレイ検出出力を受信し、そしてこれから前記
物体の位置を見極めるように作用する位置決定回路と、を含む処理サブ集成体を、さらに
備える請求項58から62までのいずれか1項に記載の位置感知集成体。
【請求項６４】
　前記アレイ検出出力が、前記表面上の前記物体の衝突点の場所に相当する情報を含む、
請求項63に記載の位置感知集成体。
【請求項６５】
　前記アレイ検出出力が、前記表面に対する前記物体の場所に相当する情報を含む、請求
項63に記載の位置感知集成体。
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【請求項６６】
　前記物体の位置は、前記物体の2次元位置、前記物体の3次元位置、及び前記物体の角度
方向、の少なくとも1つを含む、請求項58から65までのいずれか1項に記載の位置感知集成
体。
【請求項６７】
　前記ベースライン・レベルの前記輻射線が、前記位置感知集成体の外部の少なくとも1
つの照明源によって提供される、請求項58から65までのいずれか1項に記載の位置感知集
成体。
【請求項６８】
　前記少なくとも1つの照明源が、日光、人工室内照明、及び人体から放射されたIR照明
のうちの少なくとも1つを含む、請求項67に記載の位置感知集成体。
【請求項６９】
　また、前記ベースライン・レベルの前記輻射線を増大させるための照明を提供するよう
に作用する、照明サブ集成体を含む、請求項67又は68に記載の位置感知集成体。
【請求項７０】
　前記ベースライン・レベルの前記輻射線を、前記複数の検出子素子に提供するように作
用する、照明サブ集成体を含む、請求項58から66までのいずれか1項に記載の位置感知集
成体。
【請求項７１】
　前記照明サブ集成体が、少なくとも1つの電磁線発光源を含む、請求項69又は70に記載
の位置感知集成体。
【請求項７２】
　前記少なくとも1つの電磁線発光源が、少なくとも1つのIR発光LED及び少なくとも1つの
可視光発光LEDのうちの少なくとも1つを含む、請求項71に記載の位置感知集成体。
【請求項７３】
　前記少なくとも1つの画素アレイが、前記プレートの互いに垂直なエッジに配列された
少なくとも2つの画素アレイを含む、請求項69から72までのいずれか1項に記載の位置感知
集成体。
【請求項７４】
　前記照明サブ集成体が、前記少なくとも2つの画素アレイのうちの2つのアレイの交差部
に配置された電磁線発光源を含む、請求項73に記載の位置感知集成体。
【請求項７５】
　前記照明サブ集成体が、前記プレートの互いに垂直な2つのエッジの交差部に、そして
前記少なくとも2つの画素アレイのうちの前記2つのアレイの交差点の向かい側に配置され
た電磁線発光源を含む、請求項73に記載の位置感知集成体。
【請求項７６】
　前記照明サブ集成体が、前記プレートの下側にあるディスプレイ・バックライト線状配
列の一部を形成する少なくとも1つの電磁線発光源を含む、請求項73に記載の位置感知集
成体。
【請求項７７】
　前記少なくとも1つの電磁線発光源が、IR発光LEDを含む、請求項76に記載の位置感知集
成体。
【請求項７８】
　前記照明サブ集成体が、前記プレートの少なくとも1つのエッジに対して平行に配列さ
れた複数の電磁線発光源の少なくとも1つの概ね線状の配列を含む、請求項73に記載の位
置感知集成体。
【請求項７９】
　前記少なくとも1つの概ね線状の配列のうちの少なくとも1つが、前記少なくとも2つの
画素アレイのうちの少なくとも1つのアレイの背後に配列されている、請求項78に記載の
位置感知集成体。
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【請求項８０】
　前記少なくとも1つの画素アレイが、前記表面に対して平行な平面内に配列されている
、請求項69から71までのいずれか1項に記載の位置感知集成体。
【請求項８１】
　前記照明サブ集成体が、前記プレートの少なくとも1つのエッジに対して平行に配列さ
れた複数の電磁線発光源の少なくとも1つの概ね線状の配列を含む、請求項80に記載の位
置感知集成体。
【請求項８２】
　前記照明サブ集成体が、前記プレートの互いに垂直な2つのエッジの交差部に配置され
た電磁線発光源を含む、請求項80に記載の位置感知集成体。
【請求項８３】
　前記少なくとも1つの画素アレイが、前記プレートのエッジに沿って配列された単一の
画素アレイを含む、請求項69から71までのいずれか1項に記載の位置感知集成体。
【請求項８４】
　前記照明サブ集成体が、前記プレートのエッジの交差部に配置された電磁線発光源を含
む、請求項83に記載の位置感知集成体。
【請求項８５】
　前記照明サブ集成体が、前記プレートの下側にあるディスプレイ・バックライト線状配
列の一部を形成する少なくとも1つの電磁線発光源を含む、請求項83に記載の位置感知集
成体。
【請求項８６】
　前記少なくとも1つの電磁線発光源が、IR発光LEDを含む、請求項85に記載の位置感知集
成体。
【請求項８７】
　前記照明サブ集成体が、前記プレートの少なくとも1つのエッジに対して平行に配列さ
れた複数の電磁線発光源の少なくとも1つの概ね線状の配列を含む、請求項83に記載の位
置感知集成体。
【請求項８８】
　前記少なくとも1つの概ね線状の配列のうちの少なくとも1つが、前記単一の画素アレイ
の背後に配列されている、請求項87に記載の位置感知集成体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
・関連出願への参照
　本出願は、2005年9月8日付けで出願された「OPTICAL SENSOR FOR MEASUREMENT OF LIGH
T SCATTERING(光散乱の測定のための光センサー)」と題された米国特許仮出願第60/715,5
46号明細書、及び、2005年11月3日付けで出願された「CONTROL APPARATUS(制御装置)」と
題された米国特許仮出願第60/734,027号明細書に関連し、これらの開示内容を参考のため
本明細書中に援用し、37 CFR 1.78(a)及び(5)(i)に従ってこれらの優先権を主張する。
【０００２】
　本発明はまた、米国特許仮出願第60/789,188号明細書、同第60/682,604号明細書、米国
特許出願公開第2005/0156914号明細書、及び国際公開第2005/094176号パンフレットに関
連する。これらの開示内容を参考のため本明細書中に援用する。
【０００３】
・発明の分野
　本発明はディスプレイ及び情報入力装置に関する。
【背景技術】
【０００４】
　下記の発行済み特許文献(これらの開示内容を参考のため本明細書中に援用する)は、現
在の技術状況を示すと考えられる。
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　英国特許番号：GB2299856及びGB2289756、
　欧州特許番号：EP0572182、
　国際公開番号：WO 02/043045及びWO 95/02801、及び
　米国特許番号：6,094,188; 6,081,255; 5,296,168; 5,892,501; 5,448,261; 5,227,985
; 5,949,402; 5,959,617; 5,122,656; 5,506,605及び4,320,292。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は統合型ディスプレイ・入力装置を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　従って、本発明の好ましい実施態様によれば、統合型ディスプレイ・入力装置であって
、視覚的に感知可能な出力を提供するように作用する第1画素アレイと、少なくとも第1画
素アレイに対する物体の位置を感知するように作用する第2画素アレイと、第2画素アレイ
からの出力を受信し、そして非像様入力を利用回路に提供する回路とを含む、統合型ディ
スプレイ・入力装置が提供される。
【０００７】
　本発明の好ましい実施態様によれば、統合型ディスプレイ・入力装置は、ポータブル通
信器機能性、双方向テレビジョン機能性、及びポータブル・コンピュータ機能性のうちの
1つ又は2つ以上を提供する利用回路を含む。好ましくは、第2画素アレイは、観察平面に
対して平行な平面内に配列された複数の検出子素子（detector element）を含む。これに
加えて又はこの代わりに、第2画素アレイは、第1画素アレイと同一平面内にある。
【０００８】
　本発明の別の好ましい実施態様によれば、第1及び第2の画素アレイは、観察平面に対し
て平行な平行平面内に配列された複数の素子を含む。好ましくは、第2画素アレイは、観
察平面画定プレートの少なくとも1つのエッジに配列された検出子集成体を含む。加えて
、検出子集成体は、観察平面画定プレートの少なくとも1つのエッジの周りに配列されて
いる。或いは、検出子集成体は、観察平面画定プレートの少なくとも1つのエッジに沿っ
て配列されている。
【０００９】
　本発明のさらに別の好ましい実施態様によれば、検出子集成体は、支持基板と、検出子
素子配列とを含む。好ましくは、検出子集成体はまた、カバー層を含む。これに加えて又
はこの代わりに、支持基板は、統合型ディスプレイ・入力装置のハウジングと統合されて
いる。
【００１０】
　本発明のさらに別の好ましい実施態様によれば、検出子素子配列は、複数の不連続単一
検出子素子を含む。或いは、検出子素子配列は、一体的に形成された多素子検出子アレイ
を含む。更なる別の実施態様としては、検出子素子配列は、複数の不連続多素子検出子を
含む。
【００１１】
　本発明の別の好ましい実施態様によれば、カバー層は、光透過性材料から形成されてい
る。或いは、カバー層は、アパーチャが画定されたマスクを含む。別の実施態様としては
、カバー層は、コリメート光用トンネル画定アパーチャを有する視野画定マスクを含む。
さらに別の実施態様としては、カバー層はレンズを含む。
【００１２】
　本発明のさらに別の好ましい実施態様によれば、少なくとも1つのエッジは、アパーチ
ャが画定されたマスクを含む。或いは、少なくとも1つのエッジは、コリメート光用トン
ネル画定アパーチャを有する視野画定マスクを含む。更なる別の実施態様としては、少な
くとも1つのエッジはレンズを含む。好ましくは、第2画素アレイは、ディスプレイ素子の
エッジの周りに配列された概ね前向きの複数の検出子（detector）を含む。
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【００１３】
　本発明のさらに別の好ましい実施態様によれば、配列内の少なくとも1つの検出子は、
ベースライン・レベルの電磁線を検出し、そして、第1素子アレイに対する物体の位置を
感知し、そして回路は、検出された輻射線量及び検出された輻射線量の変化のうちの少な
くとも一方が第1の所定の閾値を超えた、配列内の少なくとも1つの検出子の場所に応じた
非像様入力を提供する。
【００１４】
　本発明の更なる好ましい実施態様によれば、検出された輻射線量の前記変化は、配列内
の少なくとも1つの検出子が、ベースライン・レベルの電磁線を検出するのに加えて物体
からの反射光を検出することから生じる。好ましくは、反射光は、観察平面画定プレート
内部を伝搬し、配列内の少なくとも1つの検出子に達する。或いは、反射光が、観察平面
画定プレートの上方を伝搬し、配列内の少なくとも1つの検出子に達する。更なる別の実
施態様としては、反射光は、観察平面画定プレートを介して透過し、配列内の少なくとも
1つの検出子に直接的に達する。
【００１５】
　本発明の別の好ましい実施態様によれば、配列内の少なくとも1つの検出子は、ベース
ライン・レベルの電磁線を検出し、第1素子アレイに対する物体の位置を感知し、そして
回路が、検出された輻射線量が第2の所定の閾値を下回る、配列内の少なくとも1つの検出
子の場所に応じた非像様入力を提供する。
【００１６】
　本発明のさらに別の好ましい実施態様によれば、統合型ディスプレイ・入力装置は、配
列内の個々の検出子の検出子出力を受信し、そして、個々の検出子によって検出された輻
射線量が第1の所定の閾値を超えるかどうか、個々の検出子によって検出された輻射線量
の変化が第1の所定の閾値を超えるかどうか、そして個々の検出子によって検出された輻
射線量が第2の所定の閾値を下回るかどうか、のうちの少なくとも1つを見極め、そして、
個々の検出子のための検出子分析出力を提供するように作用する検出子分析処理回路と、
配列内の個々の検出子の検出子分析出力を受信し、そしてこれからアレイ検出出力を発生
させるように作用するアレイ処理回路と、配列のアレイ検出出力を受信し、そしてこれか
ら物体の位置を見極めるように作用する位置決定回路とを含む処理サブ集成体を含む。
【００１７】
　本発明のさらに別の好ましい実施態様によれば、アレイ検出出力は、観察平面画定プレ
ート上の物体の衝突点の場所に相当する情報を含む。これに加えて又はこの代わりに、ア
レイ検出出力は、観察平面画定プレートに対する物体の場所に相当する情報を含む。
【００１８】
　本発明の更なる好ましい実施態様によれば、ベースライン・レベルの輻射線は、前記統
合型ディスプレイ・入力装置の外部の少なくとも1つの照明源によって提供される。好ま
しくは、少なくとも1つの照明源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射されたIR照
明のうちの少なくとも1つを含む。加えて、統合型ディスプレイ・入力装置は、ベースラ
イン・レベルの輻射線を増大させるための照明を提供するように作用する、照明サブ集成
体を含む。或いは、統合型ディスプレイ・入力装置はまた、ベースライン・レベルの輻射
線を提供するように作用する、照明サブ集成体を含む。
【００１９】
　本発明の更なる好ましい実施態様によれば、照明サブ集成体は、少なくとも1つの電磁
線発光源を含む。好ましくは、少なくとも1つの電磁線発光源が、少なくとも1つのIR発光
LED及び少なくとも1つの可視光発光LEDのうちの少なくとも1つを含む。
【００２０】
　本発明の別の好ましい実施態様によれば、少なくとも1つの電磁線発光源は、観察平面
画定プレートの互いに垂直な2つのエッジの交差部に配置されている。或いは、少なくと
も1つの電磁線発光源は、観察平面画定プレートの下側にあるディスプレイ・バックライ
ト線状配列の一部を形成する。
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【００２１】
　本発明のさらに別の好ましい実施態様によれば、照明サブ集成体は、観察平面画定プレ
ートの少なくとも1つのエッジに対して平行に配列された複数の電磁線発光源の少なくと
も1つの概ね線状の配列を含む。或いは、少なくとも1つの概ね線状の配列のうちの少なく
とも1つは、第2画素アレイの背後に配列されている。
【００２２】
　本発明の別の好ましい実施態様によれば、検出子集成体であって、1平面内に互いに間
隔を置いた関係を成して配列された不連続光ダイオード検出子のアレイと、不連続光ダイ
オード検出子アレイと関連する視野制限機能性とを含む、検出子集成体も提供される。
【００２３】
　本発明の別の好ましい実施態様によれば、位置感知集成体であって、1平面内に互いに
間隔を置いた関係を成して配列された不連続光ダイオード検出子のアレイと、不連続光ダ
イオード検出子アレイと関連する視野制限機能性と、不連続光ダイオード検出子アレイか
らの出力を受信し、そして、不連続光ダイオード検出子アレイによって当該位置から光が
受信された、物体の位置の出力指示を提供するように作用する位置感知サブ集成体とを含
む検出子サブ集成体を含む、位置感知集成体も提供される。
【００２４】
　本発明の別の好ましい実施態様によれば、不連続光ダイオード検出子アレイは、1次元
線状アレイを含む。これに加えて又はこの代わりに、視野制限機能性は、不連続光ダイオ
ード検出子のうちの少なくとも1つの検出子の視野を、15度以下の立体角に制限する。好
ましくは、視野制限機能性は、不連続光ダイオード検出子のうちの少なくとも1つの検出
子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【００２５】
　本発明の別の好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、厚さ約200ミクロン未満
のアパーチャ付きマスクを含む。或いは、視野制限機能性は、厚さ約500ミクロン未満の
アパーチャ付きマスクを含む。更なる実施態様として、視野制限機能性は、不連続光ダイ
オード検出子アレイと整列させられたマイクロレンズ・アレイを含む。
【００２６】
　本発明の更なる好ましい実施態様によれば、位置感知集成体であって、表面を画定する
プレートと、ベースライン・レベルの電磁線を検出する複数の検出子素子を含む少なくと
も1つの画素アレイとを含み、少なくとも1つの画素アレイが、検出された輻射線量及び検
出された輻射線量の変化のうちの少なくとも一方が所定の閾値を超えた、複数の検出子素
子のうちのいずれかの素子の場所に従って、表面に対する前記物体の位置を感知するよう
に作用する、位置感知集成体が提供される。
【００２７】
　本発明の好ましい実施態様によれば、検出された輻射線量の変化は、複数の検出子素子
のうちのいずれかが、ベースライン・レベルの電磁線を検出するのに加えて物体からの反
射光を検出することから生じる。好ましくは、反射光は、プレート内部を伝搬し、複数の
検出子素子のうちのいずれかに達する。或いは、反射光は、表面の上方を伝搬し、複数の
検出子素子のうちのいずれかに達する。更なる別の実施態様としては、反射光は、プレー
トを介して透過し、複数の検出子素子のうちの少なくとも1つに直接的に達する。
【００２８】
　本発明の別の好ましい実施態様によれば、位置感知集成体は、複数の検出子素子のうち
の個々の素子の検出子出力を受信し、そして、複数の検出子素子のうちの個々の素子によ
って検出された輻射線量及び輻射線量の変化、のうちの少なくとも一方が所定の閾値を超
えるかどうかを見極め、そして、複数の検出子素子のうちの個々の素子のための検出子分
析出力を提供するように作用する検出子分析処理回路と、少なくとも1つの画素アレイの
うちの単独の1つの画素アレイの複数の検出子素子の検出子分析出力を受信し、そしてこ
れからアレイ検出出力を発生させるように作用するアレイ処理回路と、少なくとも1つの
画素アレイのアレイ検出出力を受信し、そしてこれから物体の位置を見極めるように作用
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する位置決定回路とを含む処理サブ集成体を含む。
【００２９】
　本発明のさらに別の好ましい実施態様によれば、アレイ検出出力は、表面上の物体の衝
突点の場所に相当する情報を含む。好ましくは、アレイ検出出力は、表面に対する物体の
場所に相当する情報を含む。これに加えて又はこの代わりに、物体の位置は、物体の2次
元位置、物体の3次元位置、及び物体の角度方向、の少なくとも1つを含む。
【００３０】
　本発明のさらに別の好ましい実施態様によれば、ベースライン・レベルの輻射線は、位
置感知集成体の外部の少なくとも1つの照明源によって提供される。好ましくは、少なく
とも1つの照明源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射されたIR照明のうちの少な
くとも1つを含む。加えて、位置感知集成体は、ベースライン・レベルの輻射線を増大さ
せるための照明を提供するように作用する、照明サブ集成体を含む。或いは、位置感知集
成体は、ベースライン・レベルの輻射線を、複数の検出子素子に提供するように作用する
、照明サブ集成体を含む。
【００３１】
　本発明のさらに別の好ましい実施態様によれば、照明サブ集成体は、少なくとも1つの
電磁線発光源を含む。好ましくは、少なくとも1つの電磁線発光源が、少なくとも1つのIR
発光LED及び少なくとも1つの可視光発光LEDのうちの少なくとも1つを含む。
【００３２】
　本発明のさらに別の好ましい実施態様によれば、少なくとも1つの画素アレイは、プレ
ートの互いに垂直なエッジに配列された少なくとも2つの画素アレイを含む。好ましくは
、照明サブ集成体は、少なくとも2つの画素アレイのうちの2つのアレイの交差部に配置さ
れた電磁線発光源を含む。或いは、照明サブ集成体は、プレートの互いに垂直な2つのエ
ッジの交差部に、そして少なくとも2つの画素アレイのうちの2つのアレイの交差点の向か
い側に配置された電磁線発光源を含む。更なる別の実施態様としては、照明サブ集成体は
、プレートの下側にあるディスプレイ・バックライト線状配列の一部を形成する、好まし
くはIR発光LEDである少なくとも1つの電磁線発光源を含む。更なる別の実施態様としては
、照明サブ集成体は、プレートの少なくとも1つのエッジに対して平行に配列された、好
ましくは、少なくとも1つの概ね線状の配列のうちの少なくとも1つが、少なくとも2つの
画素アレイのうちの少なくとも1つのアレイの背後に配列されるように配列された、複数
の電磁線発光源の少なくとも1つの概ね線状の配列を含む。
【００３３】
　本発明のさらに別の好ましい実施態様によれば、少なくとも1つの画素アレイは、表面
に対して平行な平面内に配列されている。好ましくは、照明サブ集成体は、プレートの少
なくとも1つのエッジに対して平行に配列された複数の電磁線発光源の少なくとも1つの概
ね線状の配列を含む。或いは、照明サブ集成体は、プレートの互いに垂直な2つのエッジ
の交差部に配置された電磁線発光源を含む。
【００３４】
　本発明のさらに別の好ましい実施態様によれば、少なくとも1つの画素アレイが、プレ
ートのエッジに沿って配列された単一の画素アレイを含む。好ましくは、照明サブ集成体
は、プレートのエッジの交差部に配置された電磁線発光源を含む。或いは、照明サブ集成
体は、少なくとも1つの電磁線発光源がIR発光LEDを含むように配列された、プレートの下
側にあるディスプレイ・バックライト線状配列の一部を形成する少なくとも1つの電磁線
発光源を含む。更なる別の実施態様としては、照明サブ集成体は、少なくとも1つの概ね
線状の配列のうちの少なくとも1つが単一画素アレイの背後に配列されるように配列され
た、プレートの少なくとも1つのエッジに対して平行に配列された、複数の電磁線発光源
の少なくとも1つの概ね線状の配列を含む。
【００３５】
　「エッジに」という語句は、図10A-10D、11A-11D、15A-15D、及び16A-16Dに示された実
施態様におけるようなエッジの背後に位置する構造、図9A-9D及び14A-14Dに示された実施
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態様におけるようなエッジの周りに位置する構造、及び図4-7、8A-8D、12A-12D及び13A-1
3Dに示された実施態様におけるようなエッジに沿って位置する構造を含むものとして広く
解釈されるべきであることは明らかである。
【００３６】
　図面と相俟って記載された下記詳細な説明から、本発明はより十分に理解され、評価さ
れることになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　本発明の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・入力装置の
4つのタイプを単純化して示す図である図1A、1B、1C、及び1Dをここで参照する。
【００３８】
　図1Aは、本発明の好ましい実施態様に基づく光反射を採用する接触応答式入力機能性を
有する携帯電話機100を示す。図1Aから判るように、光検出子素子104のアレイ102が、キ
ーボード・テンプレート・ディスプレイ110に被さる観察平面画定プレート108の互いに垂
直な少なくとも2つのエッジ表面106に沿って配列されている。好適な検出子素子は、例え
ば米国カリフォルニア州Camarillo在のAdvanced Photonix Incorporatedからカタログ記
号PDB-C601-1で商業的に入手可能な、はんだ付け可能なシリコン・フォト・ダイオードで
ある。アレイ102は、エッジ表面106の全て又はほとんどに沿って設けられていてよい。或
いは、プレート108の1つのエッジ表面106だけに沿って、単一アレイ102が設けられていて
もよい。観察平面画定プレート108は、単層又は多層プレートであってよく、そしてこの
プレートと組み合わされた1つ又は2つ以上の塗膜層を有していてよい。
【００３９】
　プレート108に接触するか又はプレート108に近接して置かれたユーザーの指、スタイラ
ス(図示せず)、又は任意の他の好適な反射物体から、好ましくはIR帯域内の光を含む光が
反射させられる。光はプレート108内部を伝搬し、そして検出子素子104によって検出され
る。反射光源は好ましくは、例えば図19に示すように、携帯電話機100の外部にある。好
適な外部光源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射されたIR照明、又はその他の熱
源を含む。別の好ましい実施態様の場合、反射光源は、典型的には、ここでは単一のIR発
光LED 114として示された1つ又は2つ以上の電磁線発光源を含む照明サブ集成体112を含ん
でよい。照明サブ集成体112は好ましくは、統合型ディスプレイ・入力装置の一部を形成
する。照明サブ集成体112の種々の好適な形態の例は、図18A-18Fにおいて下で説明する。
任意には、LED 114によって放射される光は、変調回路(図示せず)によって変調すること
ができる。
【００４０】
　図1Bは、本発明の好ましい実施態様に従って作用する光ビーム応答式入力機能性を有す
るテレビジョン・ディスプレイのような大型スクリーン・ディスプレイ120を示している
。図1Bから判るように、ほぼ前向きの光検出子素子124のアレイ122が、概ねディスプレイ
120の互いに垂直な少なくとも2つのエッジ126に沿って配列されている。アレイ122は、エ
ッジ126の全て又はほとんどに沿って設けられていてよい。或いは、ディスプレイ120の1
つのエッジ126だけに沿って、単一アレイ122が設けられていてもよい。光ビーム・エミッ
タ128によって放射された、好ましくはIR帯域内の光を含む光が、検出子素子124のうちの
1つ又は2つ以上によって直接に検出される。
【００４１】
　図1Cは、本発明の好ましい実施態様に従って作用する光ビーム応答入力式機能性を有す
るタブレット型コンピュータ130を示している。図1Cから判るように、複数の光検出子素
子134が、1平面138内に配列された光エミッタ136の間に散在している。このような構造の
例は、米国特許第7,034,866号明細書、並びに、米国特許出願公開第2006/0132463号明細
書、同第2006/0007222号明細書、及び同第2004/00012565号明細書に記載されている。こ
れらの開示内容を参考のため本明細書中に引用する。光ビーム・エミッタ140によって放
射された、好ましくはIR帯域内の光を含む光が、少なくとも1つのカバー層142を通って伝
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搬し、そして、検出子素子134のうちの1つ又は2つ以上によって検出される。
【００４２】
　図1Dは、本発明の好ましい実施態様に基づく光反射を採用する接触応答式入力機能性を
有するデジタルカメラ152のディスプレイ150を示している。図1Dから判るように、観察平
面画定プレート160の下側のIR透過型ディスプレイ・パネル158、例えばLCD又はOLEDの背
後に、光検出子素子156のアレイ154が配列されている。観察平面画定プレート160は、単
層又は多層プレートであってよく、そしてこのプレートと組み合わされた1つ又は2つ以上
の塗膜層を有していてよい。光検出子素子156のアレイ154は、基板上に載置された複数の
不連続検出子アレイから形成されてよく、或いは基板と一体的に形成されてよい。或いは
、アレイ154は、1つ又は2つ以上のCCD又はCMOSから形成されてもよく、又はフォトリソグ
ラフィによって形成することもできる。
【００４３】
　プレート160に接触するか又はプレート160に近接して置かれたスタイラス162、ユーザ
ーの指(図示せず)、又は任意の他の好適な反射物体から、好ましくはIR帯域内の光を含む
光が反射させられる。光はプレート160及びパネル158を通って伝搬し、そして検出子素子
156によって検出される。
【００４４】
　反射光源は好ましくは、例えば図19に示すように、デジタルカメラ152の外部にある。
好適な外部光源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射されたIR照明、又はその他の
熱源を含む。別の好ましい実施態様の場合、反射光源は、典型的には、ここでは単一のIR
発光LED 163として示された1つ又は2つ以上の電磁線発光源を含む照明サブ集成体を含ん
でよい。照明サブ集成体は好ましくは、統合型ディスプレイ・入力装置の一部を形成する
。照明サブ集成体の種々の好適な形態の例は、図18A-18Fにおいて下で説明する。任意に
は、LED 163によって放射される光は、変調回路(図示せず)によって変調することができ
る。
【００４５】
　本発明の別の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・入力装
置の2つのタイプの一部を単純化して示す図である図2A、及び2Bをここで参照する。図2A
は、アプリケーションの選択及び操作、例えばE-メール通信及びインターネット・サーフ
ィンにとって有用な、接触応答式入力機能性を有する統合型ディスプレイ・入力装置を示
す。入力機能性は、譲受人の米国特許仮出願第60/715,546号；第60/734,027号；第60/789
,188号；及び第60/682,604の各明細書、米国特許出願公開第2005/0156914号明細書、及び
国際公開第2005/094176号パンフレットのうちのいずれか1つ又は2つ以上の特徴を組み入
れることができる。これらの開示内容を参考のため本明細書中に引用する。
【００４６】
　図2Aは、図1Cを参照しながら上述したタイプの物体検出機能性を採用することにより、
携帯電話機164上におけるE-メール・アプリケーションのようなアプリケーションを開始
することを示す図である。図示のように、本発明の好ましい実施態様に従って作用する接
触応答式入力機能性によって、ユーザーの指の位置が検出される。
【００４７】
　図2Aに示すように、複数の光検出子素子165が、1平面168内に配列された光エミッタ166
の間に散在している。このような構造の例は、米国特許第7,034,866号明細書、並びに、
米国特許出願公開第2006/0132463号明細書、同第2006/0007222号明細書、及び同第2004/0
0012565号明細書に記載されている。これらの開示内容を参考のため本明細書中に引用す
る。ユーザーの指によって反射させられた、好ましくはIR帯域内の光を含む光が、少なく
とも1つのカバー層172を通って伝搬し、そして、検出子素子165のうちの1つ又は2つ以上
によって検出される。検出子素子165の出力は、ユーザーの指のX、Y、又はZ位置のうちの
1つ又は2つ以上、及び/又は角度方向を示すように処理される。検出されたこの位置は、
とりわけ前記米国特許仮出願第60/789,188号明細書において教示されているように、アプ
リケーションを開始するか、又は米国特許仮出願第60/789,188号明細書に記載された他の
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機能性のうちのいずれかを制御するために利用される。
【００４８】
　反射光源は好ましくは、例えば図19に示すように、携帯電話機164の外部にある。好適
な外部光源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射されたIR照明、又はその他の熱源
を含む。別の好ましい実施態様の場合、反射光源は、典型的には、ここでは単一のIR発光
LED 176として示された1つ又は2つ以上の電磁線発光源を含む照明サブ集成体174を含んで
よい。照明サブ集成体174は好ましくは、統合型ディスプレイ・入力装置の一部を形成す
る。照明サブ集成体174の種々の好適な形態の例は、図18A-18Fにおいて下で説明する。任
意には、LED 176によって放射される光は、変調回路(図示せず)によって変調することが
できる。
【００４９】
　図2Bは、アプリケーションの選択及び操作、例えばE-メール通信及びインターネット・
サーフィンにとって有用な、光ビーム衝突応答式入力機能性を有する統合型ディスプレイ
・入力装置を示す。入力機能性は、譲受人の米国特許仮出願第60/715,546号；第60/734,0
27号；第60/789,188号；及び第60/682,604号の各明細書、米国特許出願公開第2005/01569
14号明細書、及び国際公開第2005/094176号パンフレットのうちのいずれか1つ又は2つ以
上の特徴を組み入れることができる。これらの開示内容を参考のため本明細書中に引用す
る。
【００５０】
　図2Bは、図1Cを参照しながら上述したタイプの物体検出機能性を採用することにより、
携帯電話機182上におけるE-メール・アプリケーションのようなアプリケーションを開始
することを示す図である。図示のように、本発明の好ましい実施態様に従って作用する光
ビーム応答式入力機能性によって、スタイラス183の位置が検出される。図2Bに示すよう
に、複数の光検出子素子184が、1平面188内に配列された光エミッタ186の間に散在してい
る。このような構造の例は、米国特許第7,034,866号明細書、並びに、米国特許出願公開
第2006/0132463号明細書、同第2006/0007222号明細書、及び同第2004/00012565号明細書
に記載されている。これらの開示内容を参考のため本明細書中に引用する。スタイラス18
3によって放射された、好ましくはIR帯域内の光を含む光が、少なくとも1つのカバー層19
0を通って伝搬し、そして、検出子素子184のうちの1つ又は2つ以上によって検出される。
検出子素子184の出力は、スタイラス183のX、Y、又はZ位置のうちの1つ又は2つ以上、及
び/又は角度方向を示すように処理される。検出されたこの位置は、とりわけ前記米国特
許仮出願第60/789,188号明細書において教示されているように、アプリケーションを開始
するか、又は米国特許仮出願第60/789,188号明細書に記載された他の機能性のうちのいず
れかを制御するために利用される。
【００５１】
　観察平面に対して平行な平行平面内に配列された素子を採用する、本発明のさらに別の
好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・入力装置の2つのタイ
プの一部を単純化して示す図である図3A、及び3Bをここで参照する。
【００５２】
　図3Aは、アプリケーションの選択及び操作、例えばE-メール通信及びインターネット・
サーフィンにとって有用な、接触応答式入力機能性を有する統合型ディスプレイ・入力装
置を示す。入力機能性は、譲受人の米国特許仮出願第60/715,546号；第60/734,027号；第
60/789,188号；及び第60/682,604号の各明細書、米国特許出願公開第2005/0156914号明細
書、及び国際公開第2005/094176号パンフレットのうちのいずれか1つ又は2つ以上の特徴
を組み入れることができる。これらの開示内容を参考のため本明細書中に引用する。
【００５３】
　接触応答式入力機能性は好ましくは、観察平面204に対して平行な平面内に配列された
検出子素子202のアレイ200を含む統合型ディスプレイ・入力システムを採用する。本発明
のさらに別の好ましい実施態様によれば、アレイ200は、一体的に形成された平面上に配
置された複数の不連続検出子素子202から形成されている。或いはアレイ154は、1つ又は2
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つ以上のCCD又はCMOSから形成されてもよく、又はフォトリソグラフィによって形成する
こともできる。
【００５４】
　図3Aから判るように、観察平面画定プレート208の下側のIR透過型ディスプレイ・パネ
ル206、例えばLCD又はOLED素子を含むパネルの背後に、アレイ200が配列されている。観
察平面画定プレート208は、単層又は多層プレートであってよく、そしてこのプレートと
組み合わされた1つ又は2つ以上の塗膜層を有していてよい。LCDを採用する統合型ディス
プレイ・入力システムの一例の場合、リフレクタ212に被さる1つ又は2つ以上の光拡散層2
10が設けられている。1つ又は2つ以上のコリメート層214が典型的には、リフレクタ212と
IR透過型ディスプレイ・パネル206との間に挿入されている。
【００５５】
　図3Aは、図1Dを参照しながら上述したタイプの物体検出機能性を採用することにより、
携帯電話機216上におけるE-メール・アプリケーションのようなアプリケーションを開始
することを示す図である。図示のように、本発明の好ましい実施態様に従って作用する接
触応答式入力機能性によって、ユーザーの指の位置が検出される。ユーザーの指によって
反射させられた、好ましくはIR帯域内の光を含む光が、プレート208及びパネル206を通っ
て伝搬し、そして、検出子素子202によって検出される。検出子素子202の出力は、ユーザ
ーの指のX、Y、又はZ位置のうちの1つ又は2つ以上、及び/又は角度方向を示すように処理
される。検出されたこの位置は、とりわけ前記米国特許仮出願第60/789,188号明細書にお
いて教示されているように、アプリケーションを開始するか、又は米国特許仮出願第60/7
89,188号明細書に記載された他の機能性のうちのいずれかを制御するために利用される。
【００５６】
　反射光源は好ましくは、例えば図19に示すように、携帯電話機216の外部にある。好適
な外部光源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射されたIR照明、又はその他の熱源
を含む。別の好ましい実施態様の場合、反射光源は、典型的には、ここでは単一のIR発光
LED 224として示された1つ又は2つ以上の電磁線発光源を含む照明サブ集成体222を含んで
よい。照明サブ集成体222は好ましくは、統合型ディスプレイ・入力装置の一部を形成す
る。照明サブ集成体222の種々の好適な形態の例は、図18A-18Fにおいて下で説明する。任
意には、LED 224によって放射される光は、変調回路(図示せず)によって変調することが
できる。
【００５７】
　図3Bは、アプリケーションの選択及び操作、例えばE-メール通信及びインターネット・
サーフィンにとって有用な、光ビーム衝突応答式入力機能性を有する統合型ディスプレイ
・入力装置を示す。入力機能性は、譲受人の米国特許仮出願第60/715,546号；同第60/734
,027号；同第60/789,188号；及び同第60/682,604号の各明細書、米国特許出願公開第2005
/0156914号明細書、及び国際公開第2005/094176号パンフレットのうちのいずれか1つ又は
2つ以上の特徴を組み入れることができる。これらの開示内容を参考のため本明細書中に
引用する。
【００５８】
　光ビーム衝突応答式入力機能性は好ましくは、観察平面254に対して平行な平面内に配
列された検出子素子252のアレイ250を含む統合型ディスプレイ・入力システムを採用する
。本発明のさらに別の好ましい実施態様によれば、アレイ250は、一体的に形成された平
面上に配置された複数の不連続検出子素子202から形成されている。或いはアレイ250は、
1つ又は2つ以上のCCD又はCMOSから形成されてもよく、又はフォトリソグラフィによって
形成することもできる。
【００５９】
　図3Bから判るように、観察平面画定プレート258の下側のIR透過型ディスプレイ・パネ
ル256、例えばLCD又はOLED素子を含むパネルの背後に、アレイ250が配列されている。観
察平面画定プレート258は、単層又は多層プレートであってよく、そしてこのプレートと
組み合わされた1つ又は2つ以上の塗膜層を有していてよい。アレイ250とIR透過型ディス
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プレイ・パネル256との間に挿入されるLCDを採用する統合型ディスプレイ・入力装置の別
の例の場合、IR透過型リフレクタ262に被さる1つ又は2つ以上の光拡散層260が設けられて
いる。1つ又は2つ以上のコリメート層264が典型的には、IR透過型リフレクタ262とIR透過
型ディスプレイ・パネル256との間に挿入されている。
【００６０】
　図3Bは、図1Dを参照しながら上述したタイプの物体検出機能性を採用することにより、
携帯電話機266上におけるE-メール・アプリケーションのようなアプリケーションを開始
することを示す図である。本発明の好ましい実施態様に従って作用する光ビーム応答式入
力機能性によって、スタイラス268の位置が検出される。スタイラス268によって放射され
た、好ましくはIR帯域内の光を含む光が、プレート258、パネル256、層264及び層260のう
ちの1つ又は2つ以上を通って、そしてIR透過型リフレクタ262を通って伝搬し、そして、
検出子素子252のうちの1つ又は2つ以上によって検出される。検出子素子252の出力は、ス
タイラス268のX、Y、又はZ位置のうちの1つ又は2つ以上、及び/又は角度方向を示すよう
に処理される。検出されたこの位置は、とりわけ前記米国特許仮出願第60/789,188号明細
書において教示されているように、アプリケーションを開始するか、又は米国特許仮出願
第60/789,188号明細書に記載された他の機能性のうちのいずれかを制御するために利用さ
れる。
【００６１】
　ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子を採用する、本発明のさらに別の
好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部を単純化して示す図である図
4をここで参照する。図4の構造において、少なくとも1つの検出子集成体300が、プレート
304上に衝突し、そしてプレート内部を伝搬してそのエッジ302に達する光を感知するため
に、観察平面画定プレート304の少なくとも1つのエッジ302に沿って配列されている。好
ましくは、検出子集成体300は、図示のように、互いに垂直な少なくとも2つのエッジ302
に沿って設けられているが、エッジ302のうちの全て又はほとんどに沿って検出子集成体3
00が設けられてもよい。或いは、プレート304の1つのエッジ302だけに沿って、単一の検
出子集成体300が設けられていてもよい。
【００６２】
　本発明の好ましい実施態様によれば、検出子素子300は、検出子素子310の線状配列308
が載置された支持基板306を含む。線状配列308とエッジ302との間には、カバー層312が挿
入されている。カバー層312は、物理的保護、光強度制限、及び視野制限を含む複数の機
能を有してよく、そして光パワーを有してよい。カバー層312は、ガラス、又は任意のそ
の他の好適な光透明材料から、又は好適なアパーチャを有する不透明材料、例えば金属か
ら形成されていてよい。
【００６３】
　支持基板306は、ディスプレイ・ハウジング(図示せず)上に載置されてよく、又はディ
スプレイ・ハウジングと一体的に形成されてもよい。支持基板306は或いは、プレート304
のエッジ302上に載置することもできる。支持基板306は、セラミック材料、プリント基板
のために一般に使用されるFR-4のような材料、ガラス、プラスチック、又はアルミニウム
のような金属から形成されてよい。支持基板は検出子素子310のための土台及び検出子素
子310との電気的接続部を提供してもよい。支持基板306上には、検出子素子310の出力を
処理するためのプロセッサ314が載置されていてもよい。
【００６４】
　検出子集成体300が極めて薄く、好ましくは全体で1 mm未満であることが、本発明のこ
の実施態様の具体的な構成要件である。従って、支持基板306は好ましくは50-200ミクロ
ン厚であり、検出子素子310の線状配列308は好ましくは100-400ミクロン厚であり、そし
てカバー層312は好ましくは100-500ミクロン厚である。
【００６５】
　図4に示す入力装置は、好ましくは例えば図19に示すように入力装置の外部にある光源
を含んでもよい。好適な外部光源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射されたIR照
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明、又はその他の熱源を含む。別の好ましい実施態様の場合、反射光源は、典型的には、
ここでは単一のIR発光LED 318として示された1つ又は2つ以上の電磁線発光源を含む照明
サブ集成体316を含んでよい。照明サブ集成体316は好ましくは、統合型ディスプレイ・入
力装置の一部を形成する。照明サブ集成体316の種々の好適な形態の例は、図18A-18Fにお
いて下で説明する。任意には、LED 318によって放射される光は、変調回路(図示せず)に
よって変調することができる。
【００６６】
　ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子を採用する、本発明の更なる好ま
しい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部を単純化して示す図である図5を
ここで参照する。図5の構造において、少なくとも1つの検出子集成体320が、プレート324
上に衝突し、そしてプレート内部を伝搬してそのエッジ322に達する光を感知するために
、観察平面画定プレート324の少なくとも1つのエッジ322に沿って配列されている。観察
平面画定プレート324は、単層又は多層プレートであってよく、そしてこのプレートと組
み合わされた1つ又は2つ以上の塗膜層を有していてよい。好ましくは、検出子集成体320
は、図示のように、互いに垂直な少なくとも2つのエッジ322に沿って設けられているが、
エッジ322のうちの全て又はほとんどに沿って検出子集成体320が設けられてもよい。或い
は、プレート324の1つのエッジ322だけに沿って、単一の検出子集成体320が設けられてい
てもよい。
【００６７】
　本発明の好ましい実施態様によれば、検出子集成体320は、検出子素子330の線状配列32
8が載置された支持基板326を含む。線状配列328とエッジ322との間には、カバー層332が
挿入されている。図示の実施態様では、カバー層332は、種々の対応する検出子素子330の
ための所望の視野を提供するサイズ及び配列を成すアパーチャ333が形成された視野画定
マスクである。層332の厚さに応じて、各検出子素子330には、単一のアパーチャ333、又
はここでは符号334で示す複数のより小さなアパーチャが組み合わされていてよい。アパ
ーチャのサイズ及び分布の選択は1つには、層332の機械強度によって決められる。層332
は、物理的保護、視野制限、及び光強度制限を含む複数の機能を有してよく、そして光パ
ワーを有してよい。
【００６８】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子330の視野間のオーバラップを制限することによって位置弁別を向上
させるからである。視野制限の程度は、アパーチャ333のサイズ、ピッチ、及び配列、並
びに検出子素子330に対するアパーチャの場所、及び検出子素子330からアパーチャまでの
距離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検
出子素子330のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の
好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子330のうちの少なくとも1つの
素子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【００６９】
　支持基板326は、ディスプレイ・ハウジング(図示せず)上に載置されてよく、又はディ
スプレイ・ハウジングと一体的に形成されてもよい。支持基板326は或いは、プレート324
のエッジ322上に載置することもできる。支持基板326は、セラミック材料、プリント基板
のために一般に使用されるFR-4のような材料、ガラス、プラスチック、又はアルミニウム
のような金属から形成されてよい。支持基板は検出子素子330のための土台及び検出子素
子330との電気的接続部を提供してもよい。支持基板326上には、検出子素子330の出力を
処理するためのプロセッサ335が載置されていてもよい。
【００７０】
　図5に示す入力装置は、好ましくは例えば図19に示すように入力装置の外部にある光源
を含んでもよい。好適な外部光源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射されたIR照
明、又はその他の熱源を含む。別の好ましい実施態様の場合、反射光源は、典型的には、
ここでは単一のIR発光LED 338として示された1つ又は2つ以上の電磁線発光源を含む照明
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サブ集成体336を含んでよい。照明サブ集成体336は好ましくは、統合型ディスプレイ・入
力装置の一部を形成する。照明サブ集成体336の種々の好適な形態の例は、図18A-18Fにお
いて下で説明する。任意には、LED 338によって放射される光は、変調回路(図示せず)に
よって変調することができる。
【００７１】
　ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子素子を採用する、本発明の更なる
好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部を単純化して示す図である図
6をここで参照する。図6の構造において、少なくとも1つの検出子集成体340が、プレート
344上に衝突し、そしてプレート内部を伝搬してそのエッジ342に達する光を感知するため
に、観察平面画定プレート344の少なくとも1つのエッジ342に沿って配列されている。観
察平面画定プレート344は、単層又は多層プレートであってよく、そしてこのプレートと
組み合わされた1つ又は2つ以上の塗膜層を有していてよい。好ましくは、検出子集成体34
0は、図示のように、互いに垂直な少なくとも2つのエッジ342に沿って設けられているが
、エッジ342のうちの全て又はほとんどに沿って検出子集成体340が設けられてもよい。或
いは、プレート344の1つのエッジ342だけに沿って、単一の検出子集成体340が設けられて
いてもよい。
【００７２】
　本発明の好ましい実施態様によれば、検出子集成体340は、検出子素子350の線状配列34
8が載置された支持基板346を含む。線状配列348とエッジ342との間には、カバー層352が
挿入されている。
【００７３】
　図6の実施態様は、カバー層352がカバー層332よりも著しく厚く、そして好ましくは少
なくとも200ミクロン厚である点で、図5の実施態様とは異なる。層352にはアパーチャ353
が形成されており、これらのアパーチャは、コリメート光用トンネルを画定する。アパー
チャ353は、種々の対応する検出子素子350のための所望の視野を提供するサイズ及び配列
を成して、層352内に形成されている。層352の厚さに応じて、各検出子素子350には、図
示の単一のトンネル画定アパーチャ353、又は複数のより小さなトンネル画定アパーチャ
が組み合わされていてよい。アパーチャのサイズ及び分布の選択は1つには、層352の機械
強度によって決められる。層352は、物理的保護、視野制限、及び光強度制限を含む複数
の機能を有してよく、そして光パワーを有してよい。
【００７４】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子350の視野間のオーバラップを制限することによって位置弁別を向上
させるからである。視野制限の程度は、アパーチャ353のサイズ、ピッチ、及び配列、並
びに検出子素子350に対するアパーチャの場所、及び検出子素子350からアパーチャまでの
距離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検
出子素子350のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の
好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子350のうちの少なくとも1つの
素子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【００７５】
　支持基板346は、ディスプレイ・ハウジング(図示せず)上に載置されてよく、又はディ
スプレイ・ハウジングと一体的に形成されてもよい。支持基板346は或いは、プレート344
のエッジ342上に載置することもできる。支持基板346は、セラミック材料、プリント基板
のために一般に使用されるFR-4のような材料、ガラス、プラスチック、又はアルミニウム
のような金属から形成されてよい。支持基板346は検出子素子350のための土台及び検出子
素子350との電気的接続部を提供してもよい。支持基板346上には、検出子素子350の出力
を処理するためのプロセッサ354が載置されていてもよい。
【００７６】
　図6に示す入力装置は、好ましくは例えば図19に示すように入力装置の外部にある光源
を含んでもよい。好適な外部光源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射されたIR照
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明、又はその他の熱源を含む。別の好ましい実施態様の場合、反射光源は、典型的には、
ここでは単一のIR発光LED 358として示された1つ又は2つ以上の電磁線発光源を含む照明
サブ集成体356を含んでよい。照明サブ集成体356は好ましくは、統合型ディスプレイ・入
力装置の一部を形成する。照明サブ集成体356の種々の好適な形態の例は、図18A-18Fにお
いて下で説明する。任意には、LED 358によって放射される光は、変調回路(図示せず)に
よって変調することができる。
【００７７】
　ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子素子を採用する、本発明の更なる
好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部を単純化して示す図である図
7をここで参照する。図7の構造において、少なくとも1つの検出子集成体360が、プレート
364上に衝突し、そしてプレート内部を伝搬してそのエッジ362に達する光を感知するため
に、観察平面画定プレート364の少なくとも1つのエッジ362に沿って配列されている。観
察平面画定プレート364は、単層又は多層プレートであってよく、そしてこのプレートと
組み合わされた1つ又は2つ以上の塗膜層を有していてよい。好ましくは、検出子集成体36
0は、図示のように、互いに垂直な少なくとも2つのエッジ362に沿って設けられているが
、エッジ362のうちの全て又はほとんどに沿って検出子集成体360が設けられてもよい。或
いは、プレート364の1つのエッジ362だけに沿って、単一の検出子集成体360が設けられて
いてもよい。
【００７８】
　本発明の好ましい実施態様によれば、検出子集成体360は、検出子素子370の線状配列36
8が載置された支持基板366を含む。線状配列368とエッジ362との間には、カバー層372が
挿入されている。
【００７９】
　図7の実施態様は、図5及び6におけるカバー層内のアパーチャの代わりに、カバー層372
内に形成されたレンズ373が設けられている点で、図5及び6の実施態様とは異なる。レン
ズ373は、層372と一体的に形成されてよく、或いは、不透明基板内の好適にサイズ設定さ
れ位置決めされたアパーチャ内部に嵌め込まれた不連続素子であってもよい。レンズ373
は、トンネル画定アパーチャと組み合わせることができ、或いは、検出子素子370のうち
の1つ又は2つ以上の素子と整列させられたマイクロレンズ・アレイを含んでもよい。
【００８０】
　層372は、物理的保護、視野制限、及び光強度制限を含む複数の機能を有してよく、そ
して光パワーを有してよい。これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。な
ぜならば視野制限機能性は隣接する検出子素子370の視野間のオーバラップを制限するこ
とによって位置弁別を向上させるからである。
【００８１】
　支持基板366は、ディスプレイ・ハウジング(図示せず)上に載置されてよく、又はディ
スプレイ・ハウジングと一体的に形成されてもよい。支持基板366は或いは、プレート364
のエッジ362上に載置することもできる。支持基板366は、セラミック材料、プリント基板
のために一般に使用されるFR-4のような材料、ガラス、プラスチック、又はアルミニウム
のような金属から形成されてよい。支持基板は検出子素子370のための土台及び検出子素
子370との電気的接続部を提供してもよい。支持基板366上には、検出子素子370の出力を
処理するためのプロセッサ374が載置されていてもよい。
【００８２】
　図7に示す入力装置は、好ましくは例えば図19に示すように入力装置の外部にある光源
を含んでもよい。好適な外部光源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射されたIR照
明、又はその他の熱源を含む。別の好ましい実施態様の場合、反射光源は、典型的には、
ここでは単一のIR発光LED 378として示された1つ又は2つ以上の電磁線発光源を含む照明
サブ集成体376を含んでよい。照明サブ集成体376は好ましくは、統合型ディスプレイ・入
力装置の一部を形成する。照明サブ集成体376の種々の好適な形態の例は、図18A-18Fにお
いて下で説明する。任意には、LED 378によって放射される光は、変調回路(図示せず)に
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よって変調することができる。
【００８３】
　ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子素子を採用する、本発明の別の好
ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の4つの別の実施態様を単純化
して示す図である図8A-8Dをここで参照する。
【００８４】
　図8A-8Dの構造において、少なくとも1つの検出子集成体400が、プレート404上に衝突し
、そしてプレート内部を伝搬してそのエッジ402に達する光を感知するために、観察平面
画定プレート404の少なくとも1つのエッジ402に沿って配列されている。観察平面画定プ
レート404は、単層又は多層プレートであってよく、そしてこのプレートと組み合わされ
た1つ又は2つ以上の塗膜層を有していてよい。好ましくは、検出子集成体400は、互いに
垂直な少なくとも2つのエッジ402に沿って設けられているが、エッジ402のうちの全て又
はほとんどに沿って検出子集成体400が設けられてもよい。或いは、プレート404の1つの
エッジ402だけに沿って、単一の検出子集成体400が設けられていてもよい。
【００８５】
　本発明の好ましい実施態様によれば、検出子集成体400は、検出子素子410の線状配列40
8が載置された支持基板406を含む。図4-7の実施態様とは異なり、図8A-8Dの実施態様の場
合、カバー層は取り除かれており、その機能性は、観察平面画定プレート404のエッジ402
に好適な条件付けを施すことにより提供される。この機能性は、物理的保護、光強度制限
、及び視野制限を含む複数の機能を提供してよく、そして光パワーを有してよい。
【００８６】
　支持基板406は、ディスプレイ・ハウジング(図示せず)上に載置されてよく、又はディ
スプレイ・ハウジングと一体的に形成されてもよい。支持基板406は或いは、プレート404
のエッジ402上に載置することもできる。支持基板406は、セラミック材料、プリント基板
のために一般に使用されるFR-4のような材料、ガラス、プラスチック、又はアルミニウム
のような金属から形成されてよい。支持基板は検出子素子410のための土台及び検出子素
子410との電気的接続部を提供してもよい。支持基板406上には、検出子素子410の出力を
処理するためのプロセッサ414が載置されていてもよい。
【００８７】
　検出子集成体400が極めて薄く、好ましくは全体で1 mm未満であることが、本発明のこ
の実施態様の具体的な構成要件である。従って、支持基板406は好ましくは50-200ミクロ
ン厚であり、検出子素子410の線状配列408は好ましくは100-400ミクロン厚である。
【００８８】
　図8A-8Dに示す入力装置は、好ましくは例えば図19に示すように入力装置の外部にある
光源を含んでもよい。好適な外部光源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射された
IR照明、又はその他の熱源を含む。別の好ましい実施態様の場合、反射光源は、典型的に
は、ここでは単一のIR発光LED 418として示された1つ又は2つ以上の電磁線発光源を含む
照明サブ集成体416を含んでよい。照明サブ集成体416は好ましくは、統合型ディスプレイ
・入力装置の一部を形成する。照明サブ集成体416の種々の好適な形態の例は、図18A-18F
において下で説明する。任意には、LED 418によって放射される光は、変調回路(図示せず
)によって変調することができる。
【００８９】
　図8Aの実施態様の場合、検出子素子410の線状配列408への妨害のない光透過のために、
エッジ402が均一に研磨されている。
【００９０】
　図8Bをここで参照すると、この図からは、種々の対応する検出子素子410のための所望
の視野を提供するサイズ及び配列を成してアパーチャ433が形成された視野画定マスク420
を画定するように、エッジ402が条件付けされていることが判る。各検出子素子410には、
図示の単一のアパーチャ433、又は複数のより小さなアパーチャが組み合わされていてよ
い。
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【００９１】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子410の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、アパーチャ433のサイズ、ピッチ、及び配列、並び
に検出子素子410に対するアパーチャの場所、及び検出子素子410からアパーチャまでの距
離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出
子素子410のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好
ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子410のうちの少なくとも1つの素
子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【００９２】
　ここで図8Cを参照すると、この図は、マスク420内のアパーチャ433の代わりに、マスク
442内のコリメート光用トンネル画定アパーチャ440が設けられている点で、図8Bとは異な
る。
【００９３】
　各検出子素子410には、図示の単一のトンネル画定アパーチャ440、又は複数のより小さ
なトンネル画定アパーチャが組み合わされていてよい。
【００９４】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子410の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、アパーチャ440のサイズ、ピッチ、及び配列、並び
に検出子素子410に対するアパーチャの場所、及び検出子素子410からアパーチャまでの距
離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出
子素子410のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好
ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子410のうちの少なくとも1つの素
子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【００９５】
　ここで図8Dを参照すると、この図は、図8B及び8Cにおけるアパーチャの代わりに、レン
ズ453が設けられている点で、図8B及び8Cとは異なる。レンズ453は、エッジ402に一体的
に形成されてよく、或いは、プレート404内の好適にサイズ設定され位置決めされたアパ
ーチャ内部に嵌め込まれた不連続素子であってもよい。レンズ453は、トンネル画定アパ
ーチャと組み合わせることができ、或いは、検出子素子410のうちの1つ又は2つ以上の素
子と整列させられたマイクロレンズ・アレイを含んでもよい。
【００９６】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子410の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、レンズ453のサイズ、ピッチ、及び配列、並びに検
出子素子410に対するレンズの場所、検出子素子410からレンズまでの距離によって制御す
ることができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子410のうち
の少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好ましい実施態様
によれば、視野制限機能性は、検出子素子410のうちの少なくとも1つの素子の視野を、7
度以下の立体角に制限する。
【００９７】
　ディスプレイ素子のエッジの周りに配列された前向きの検出子を採用する、本発明のさ
らに別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の4つの別の実施態
様を単純化して示す図である図9A、9B、9C、及び9Dをここで参照する。
【００９８】
　図9A-9Dの構造において、少なくとも1つの検出子集成体500が、検出子集成体500上に直
接的に衝突する光を感知するために、観察平面画定プレート504の少なくとも1つのエッジ
502の周りに配列されている。観察平面画定プレート504は、単層又は多層プレートであっ
てよく、そしてこのプレートと組み合わされた1つ又は2つ以上の塗膜層を有していてよい
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。好ましくはIR帯域内の光を含む光が、光ビーム・エミッタ、例えば図1Bの実施態様にお
ける光ビーム・エミッタ128、又は図1Aの実施態様におけるような光反射物体によって放
射される。好ましくは、検出子集成体500は、互いに垂直な少なくとも2つのエッジ502に
沿って設けられているが、エッジ502のうちの全て又はほとんどに沿って検出子集成体500
が設けられてもよい。或いは、プレート504の1つのエッジ502だけに沿って、単一の検出
子集成体500が設けられていてもよい。
【００９９】
　本発明の好ましい実施態様によれば、検出子集成体500は、検出子素子510の線状配列50
8が載置された支持基板506を含む。図8A-8Dの実施態様とは異なり、カバー層512が設けら
れており、また図4-7の実施態様とは異なり、検出子集成体500及び検出子素子510は、概
ね図1Bに示し、これに関して上述した意味で、ほぼ前方を向いている。カバー層512は、
物理的保護、光強度制限、及び視野制限を含む複数の機能を提供してよく、そして光パワ
ーを有してよい。
【０１００】
　支持基板506は、ディスプレイ・ハウジング(図示せず)上に載置されてよく、又はディ
スプレイ・ハウジングと一体的に形成されてもよい。支持基板506は或いは、プレート504
のエッジ502上に載置することもできる。支持基板506は、セラミック材料、プリント基板
のために一般に使用されるFR-4のような材料、ガラス、プラスチック、又はアルミニウム
のような金属から形成されてよい。支持基板は検出子素子510のための土台及び検出子素
子510との電気的接続部を提供してもよい。支持基板506上には、検出子素子510の出力を
処理するためのプロセッサ514が載置されていてもよい。
【０１０１】
　検出子集成体500が極めて薄く、好ましくは全体で1 mm未満であることが、本発明のこ
の実施態様の具体的な構成要件である。従って、支持基板506は好ましくは50-200ミクロ
ン厚であり、検出子素子510の線状配列508は好ましくは100-400ミクロン厚であり、そし
てカバー層512は好ましくは100-500ミクロン厚である。
【０１０２】
　図9A-9Dに示す入力装置は、好ましくは例えば図19に示すように入力装置の外部にある
光源を含んでもよい。好適な外部光源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射された
IR照明、又はその他の熱源を含む。別の好ましい実施態様の場合、反射光源は、典型的に
は、ここでは単一のIR発光LED 518として示された1つ又は2つ以上の電磁線発光源を含む
照明サブ集成体516を含んでよい。照明サブ集成体516は好ましくは、統合型ディスプレイ
・入力装置の一部を形成する。照明サブ集成体516の種々の好適な形態の例は、図18A-18F
において下で説明する。任意には、LED 518によって放射される光は、変調回路(図示せず
)によって変調することができる。
【０１０３】
　図9Aの実施態様の場合、カバー層512は、ガラス、又は任意のその他の好適な光透明材
料から形成される。
【０１０４】
　図9Bをここで参照すると、この図からは、カバー層512が、種々の対応する検出子素子5
10のための所望の視野を提供するサイズ及び配列を成してアパーチャ533が形成された視
野画定マスク520を含むことが判る。各検出子素子510には、図示の単一のアパーチャ533
、又は複数のより小さなアパーチャが組み合わされていてよい。
【０１０５】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子510の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、アパーチャ533のサイズ、ピッチ、及び配列、並び
に検出子素子510に対するアパーチャの場所、及び検出子素子510からアパーチャまでの距
離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出
子素子510のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好
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ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子510のうちの少なくとも1つの素
子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【０１０６】
　ここで図9Cを参照すると、この図は、マスク520内のアパーチャ533の代わりに、マスク
542内のコリメート光用トンネル画定アパーチャ540が設けられている点で、図9Bとは異な
る。
【０１０７】
　各検出子素子410には、図示の単一のトンネル画定アパーチャ540、又は複数のより小さ
なトンネル画定アパーチャが組み合わされていてよい。
【０１０８】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子510の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、アパーチャ540のサイズ、ピッチ、及び配列、並び
に検出子素子510に対するアパーチャの場所、及び検出子素子510からアパーチャまでの距
離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出
子素子510のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好
ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子510のうちの少なくとも1つの素
子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【０１０９】
　ここで図9Dを参照すると、この図は、図9B及び9Cにおけるアパーチャの代わりに、レン
ズ553が設けられている点で、図9B及び9Cとは異なる。レンズ553は、カバー層512と一体
的に形成されてよく、或いは、カバー層512内の好適にサイズ設定され位置決めされたア
パーチャ内部に嵌め込まれた不連続素子であってもよい。レンズ553は、トンネル画定ア
パーチャと組み合わせることができ、或いは、検出子素子510のうちの1つ又は2つ以上の
素子と整列させられたマイクロレンズ・アレイを含んでもよい。
【０１１０】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子510の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、レンズ553のサイズ、ピッチ、及び配列、並びに検
出子素子510に対するレンズの場所、検出子素子510からレンズまでの距離によって制御す
ることができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子510のうち
の少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好ましい実施態様
によれば、視野制限機能性は、検出子素子510のうちの少なくとも1つの素子の視野を、7
度以下の立体角に制限する。
【０１１１】
　ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子を採用する、本発明のさ
らに別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の4つの別の実施態
様を単純化して示す図である図10A、10B、10C、及び10Dをここで参照する。
【０１１２】
　図10A-10Dの構造において、少なくとも1つの検出子集成体600が、プレート604を通って
伝搬した後で検出子集成体600上に衝突する光を感知するために、観察平面画定プレート6
04の少なくとも1つのエッジ602の背後に配列されている。観察平面画定プレート604は、
単層又は多層プレートであってよく、そしてこのプレートと組み合わされた1つ又は2つ以
上の塗膜層を有していてよい。好ましくはIR帯域内の光を含む光が、光ビーム・エミッタ
、例えば図1Bの実施態様における光ビーム・エミッタ128、又は図1Aの実施態様における
ような光反射物体によって放射される。好ましくは、検出子集成体600は、互いに垂直な
少なくとも2つのエッジ602の背後に設けられているが、エッジ602のうちの全て又はほと
んどの背後に検出子集成体600が設けられてもよい。或いは、1つのエッジ602の背後だけ
に、単一の検出子集成体600が設けられていてもよい。
【０１１３】
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　本発明の好ましい実施態様によれば、検出子集成体600は、検出子素子610の線状配列60
8が載置された支持基板606を含む。図9A-9Dの実施態様と同様に、カバー層612が設けられ
ており、また図4-7の実施態様とは異なり、検出子集成体600及び検出子素子610は、概ね
図1Bに示し、これに関して上述した意味で、ほぼ前方を向いている。カバー層612は、物
理的保護、光強度制限、及び視野制限を含む複数の機能を提供してよく、そして光パワー
を有してよい。
【０１１４】
　支持基板606は、ディスプレイ・ハウジング(図示せず)上に載置されてよく、又はディ
スプレイ・ハウジングと一体的に形成されてもよい。支持基板606は或いは、線状配列608
の正面に位置するエッジ602において、プレート604の後ろ向きの表面613上に載置するこ
ともできる。支持基板606は、セラミック材料、プリント基板のために一般に使用されるF
R-4のような材料、ガラス、プラスチック、又はアルミニウムのような金属から形成され
てよい。支持基板は検出子素子610のための土台及び検出子素子610との電気的接続部を提
供してもよい。支持基板606上には、検出子素子610の出力を処理するためのプロセッサ61
4が載置されていてもよい。
【０１１５】
　検出子集成体600が極めて薄く、好ましくは全体で1 mm未満であることが、本発明のこ
の実施態様の具体的な構成要件である。従って、支持基板606は好ましくは50-200ミクロ
ン厚であり、検出子素子610の線状配列608は好ましくは100-400ミクロン厚であり、そし
てカバー層612は好ましくは100-500ミクロン厚である。
【０１１６】
　図10A-10Dに示す入力装置は、好ましくは例えば図19に示すように入力装置の外部にあ
る光源を含んでもよい。好適な外部光源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射され
たIR照明、又はその他の熱源を含む。別の好ましい実施態様の場合、反射光源は、典型的
には、ここでは単一のIR発光LED 618として示された1つ又は2つ以上の電磁線発光源を含
む照明サブ集成体616を含んでよい。照明サブ集成体616は好ましくは、統合型ディスプレ
イ・入力装置の一部を形成する。照明サブ集成体616の種々の好適な形態の例は、図18A-1
8Fにおいて下で説明する。任意には、LED 618によって放射される光は、変調回路(図示せ
ず)によって変調することができる。
【０１１７】
　図10Aの実施態様の場合、カバー層612は、ガラス、又は任意のその他の好適な光透明材
料から形成される。
【０１１８】
　図10Bをここで参照すると、この図からは、カバー層612が、種々の対応する検出子素子
610のための所望の視野を提供するサイズ及び配列を成してアパーチャ633が形成された視
野画定マスク620を含むことが判る。各検出子素子610には、図示の単一のアパーチャ633
、又は複数のより小さなアパーチャが組み合わされていてよい。
【０１１９】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子610の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、アパーチャ633のサイズ、ピッチ、及び配列、並び
に検出子素子610に対するアパーチャの場所、及び検出子素子610からアパーチャまでの距
離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出
子素子610のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好
ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子610のうちの少なくとも1つの素
子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【０１２０】
　ここで図10Cを参照すると、この図は、マスク620内のアパーチャ633の代わりに、マス
ク642内のコリメート光用トンネル画定アパーチャ640が設けられている点で、図10Bとは
異なる。
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【０１２１】
　各検出子素子610には、図示の単一のトンネル画定アパーチャ640、又は複数のより小さ
なトンネル画定アパーチャが組み合わされていてよい。
【０１２２】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子610の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、アパーチャ640のサイズ、ピッチ、及び配列、並び
に検出子素子610に対するアパーチャの場所、及び検出子素子610からアパーチャまでの距
離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出
子素子610のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好
ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子610のうちの少なくとも1つの素
子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【０１２３】
　ここで図10Dを参照すると、この図は、図10B及び10Cにおけるアパーチャの代わりに、
レンズ653が設けられている点で、図10B及び10Cとは異なる。レンズ653は、カバー層612
と一体的に形成されてよく、或いは、カバー層612内の好適にサイズ設定され位置決めさ
れたアパーチャ内部に嵌め込まれた不連続素子であってもよい。レンズ653は、トンネル
画定アパーチャと組み合わせることができ、或いは、検出子素子610のうちの1つ又は2つ
以上の素子と整列させられたマイクロレンズ・アレイを含んでもよい。
【０１２４】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子610の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、レンズ653のサイズ、ピッチ、及び配列、並びに検
出子素子610に対するレンズの場所、検出子素子610からレンズまでの距離によって制御す
ることができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子610のうち
の少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好ましい実施態様
によれば、視野制限機能性は、検出子素子610のうちの少なくとも1つの素子の視野を、7
度以下の立体角に制限する。
【０１２５】
　ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子素子を採用する、本発明
の更なる好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の4つの別の実施態
様を単純化して示す図である図11A、11B、11C、及び11Dをここで参照する。
【０１２６】
　図11A-11Dの構造において、少なくとも1つの検出子集成体700が、プレート704上に衝突
し、そしてプレート内部を伝搬してそのエッジ702に達する光を感知するために、観察平
面画定プレート704の少なくとも1つのエッジ702の背後に配列されている。観察平面画定
プレート704は、単層又は多層プレートであってよく、そしてこのプレートと組み合わさ
れた1つ又は2つ以上の塗膜層を有していてよい。好ましくは、検出子集成体700は、互い
に垂直な少なくとも2つのエッジ702の背後に設けられているが、エッジ702のうちの全て
又はほとんどの背後に検出子集成体700が設けられてもよい。或いは、プレート704の背後
で1つのエッジ602だけに、単一の検出子集成体700が設けられていてもよい。
【０１２７】
　本発明の好ましい実施態様によれば、検出子集成体700は、検出子素子710の線状配列70
8が載置された支持基板706を含む。図4-7の実施態様と同様に、図11A-11Bの実施態様の場
合、検出子集成体700及び検出子素子710は、概ね図1Bに示し、これに関して上述した意味
で、ほぼ前方を向いている。図10A-10Dの実施態様とは異なり、カバー層は取り除かれて
おり、その機能性は、線状配列708の正面に位置するエッジ702においてプレート704の後
ろ向きの表面711に好適な条件付けを施すことにより提供される。この機能性は、物理的
保護、光強度制限、及び視野制限を含む複数の機能を提供してよく、そして光パワーを有
してよい。
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【０１２８】
　支持基板706は、ディスプレイ・ハウジング(図示せず)上に載置されてよく、又はディ
スプレイ・ハウジングと一体的に形成されてもよい。支持基板706は或いは、エッジ702に
おいてプレート704の後ろ向きの表面711上に載置することもできる。支持基板706は、セ
ラミック材料、プリント基板のために一般に使用されるFR-4のような材料、ガラス、プラ
スチック、又はアルミニウムのような金属から形成されてよい。支持基板は検出子素子71
0のための土台及び検出子素子710との電気的接続部を提供してもよい。支持基板706上に
は、検出子素子710の出力を処理するためのプロセッサ714が載置されていてもよい。
【０１２９】
　検出子集成体700が極めて薄く、好ましくは全体で1 mm未満であることが、本発明のこ
の実施態様の具体的な構成要件である。従って、支持基板706は好ましくは50-200ミクロ
ン厚であり、検出子素子710の線状配列708は好ましくは100-400ミクロン厚である。
【０１３０】
　図11A-11Dに示す入力装置は、好ましくは例えば図19に示すように入力装置の外部にあ
る光源を含んでもよい。好適な外部光源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射され
たIR照明、又はその他の熱源を含む。別の好ましい実施態様の場合、反射光源は、典型的
には、ここでは単一のIR発光LED 718として示された1つ又は2つ以上の電磁線発光源を含
む照明サブ集成体716を含んでよい。照明サブ集成体716は好ましくは、統合型ディスプレ
イ・入力装置の一部を形成する。照明サブ集成体716の種々の好適な形態の例は、図18A-1
8Fにおいて下で説明する。任意には、LED 718によって放射される光は、変調回路(図示せ
ず)によって変調することができる。
【０１３１】
　図11Aの実施態様の場合、線状配列708の正面に位置するエッジ702におけるプレート704
の後ろ向きの表面711は、検出子素子710の線状配列708への妨害のない光透過のために、
均一に研磨されている。
【０１３２】
　図11Bをここで参照すると、この図からは、線状配列708の正面に位置するエッジ702に
おけるプレート704の後ろ向きの表面711が、種々の対応する検出子素子710のための所望
の視野を提供するサイズ及び配列を成してアパーチャ733が形成された視野画定マスク720
を画定するように、条件付けされていることが判る。各検出子素子710には、図示の単一
のアパーチャ733、又は複数のより小さなアパーチャが組み合わされていてよい。
【０１３３】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子710の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、アパーチャ733のサイズ、ピッチ、及び配列、並び
に検出子素子710に対するアパーチャの場所、及び検出子素子710からアパーチャまでの距
離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出
子素子710のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好
ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子710のうちの少なくとも1つの素
子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【０１３４】
　ここで図11Cを参照すると、この図は、マスク720内のアパーチャ733の代わりに、マス
ク742内のコリメート光用トンネル画定アパーチャ740が設けられている点で、図10Bとは
異なる。
【０１３５】
　各検出子素子710には、図示の単一のトンネル画定アパーチャ740、又は複数のより小さ
なトンネル画定アパーチャが組み合わされていてよい。
【０１３６】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子710の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ



(28) JP 2009-508205 A 2009.2.26

10

20

30

40

50

せるからである。視野制限の程度は、アパーチャ740のサイズ、ピッチ、及び配列、並び
に検出子素子710に対するアパーチャの場所、及び検出子素子710からアパーチャまでの距
離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出
子素子710のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好
ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子710のうちの少なくとも1つの素
子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【０１３７】
　ここで図11Dを参照すると、この図は、図11B及び11Cにおけるアパーチャの代わりに、
レンズ753が設けられている点で、図11B及び11Cとは異なる。レンズ753は、エッジ702に
一体的に形成されてよく、或いは、プレート704内の好適にサイズ設定され位置決めされ
たアパーチャ内部に嵌め込まれた不連続素子であってもよい。レンズ753は、トンネル画
定アパーチャと組み合わせることができ、或いは、検出子素子710のうちの1つ又は2つ以
上の素子と整列させられたマイクロレンズ・アレイを含んでもよい。
【０１３８】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子710の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、レンズ753のサイズ、ピッチ、及び配列、並びに検
出子素子710に対するレンズの場所、検出子素子710からレンズまでの距離によって制御す
ることができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子710のうち
の少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好ましい実施態様
によれば、視野制限機能性は、検出子素子710のうちの少なくとも1つの素子の視野を、7
度以下の立体角に制限する。
【０１３９】
　ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子素子を採用する、本発明の更なる
好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の4つの別の実施態様を単純
化して示す図である図12A、12B、12C、及び12Dをここで参照する。
【０１４０】
　図12A-12Dの構造において、少なくとも1つの検出子集成体800が、プレート804上に衝突
し、そしてプレート内部を伝搬してそのエッジ802に達する光を感知するために、観察平
面画定プレート804の少なくとも1つのエッジ802に沿って配列されている。観察平面画定
プレート804は、単層又は多層プレートであってよく、そしてこのプレートと組み合わさ
れた1つ又は2つ以上の塗膜層を有していてよい。好ましくは、検出子集成体800は、互い
に垂直な少なくとも2つのエッジ802に沿って設けられているが、エッジ802のうちの全て
又はほとんどに沿って検出子集成体800が設けられてもよい。或いは、プレート804の1つ
のエッジ802だけに沿って、単一の検出子集成体800が設けられていてもよい。
【０１４１】
　検出子集成体800は、検出子素子810の線状配列808を含む。図8A-8Dの実施態様とは異な
り、検出子集成体800は、検出子素子の線状配列が載置された支持基板を含まない。図12A
-12Dの実施態様の場合、図8A-8Dの支持基板の代わりに、周辺ハウジング812の一部が設け
られている。図4-7の実施態様と同様に、物理的保護、光強度制限、及び視野制限を含む
複数の機能を提供し、そして光パワーを有してよいカバー層814が設けられている。
【０１４２】
　周辺ハウジング812は、例えばセラミック材料、プリント基板のために一般に使用され
るFR-4のような材料、ガラス、プラスチック、又はアルミニウムのような金属を含む任意
の好適な材料から形成されてよい。周辺ハウジング812は検出子素子810のための土台及び
検出子素子810との電気的接続部を提供してもよい。周辺ハウジング812上には、検出子素
子810の出力を処理するためのプロセッサ816が載置されていてもよい。
【０１４３】
　検出子集成体800が極めて薄く、好ましくは全体で1 mm未満であることが、本発明のこ
の実施態様の具体的な構成要件である。従って、検出子素子810の線状配列808は、好まし
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くは100-400ミクロン厚である。
【０１４４】
　図12A-12Dに示す入力装置は、好ましくは例えば図19に示すように入力装置の外部にあ
る光源を含んでもよい。好適な外部光源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射され
たIR照明、又はその他の熱源を含む。別の好ましい実施態様の場合、反射光源は、典型的
には、ここでは単一のIR発光LED 818として示された1つ又は2つ以上の電磁線発光源を含
む照明サブ集成体817を含んでよい。照明サブ集成体817は好ましくは、統合型ディスプレ
イ・入力装置の一部を形成する。照明サブ集成体817の種々の好適な形態の例は、図18A-1
8Fにおいて下で説明する。任意には、LED 818によって放射される光は、変調回路(図示せ
ず)によって変調することができる。
【０１４５】
　図12Aの実施態様の場合、カバー層814は、検出子素子810の線状配列808へのほとんど妨
害のない光透過を可能にする。
【０１４６】
　図12Bをここで参照すると、この図からは、カバー層814が、種々の対応する検出子素子
810のための所望の視野を提供するサイズ及び配列を成してアパーチャ833が形成された視
野画定マスク820を画定していることが判る。各検出子素子810には、図示の単一のアパー
チャ833、又は複数のより小さなアパーチャが組み合わされていてよい。
【０１４７】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子810の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、アパーチャ833のサイズ、ピッチ、及び配列、並び
に検出子素子810に対するアパーチャの場所、及び検出子素子810からアパーチャまでの距
離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出
子素子810のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好
ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子810のうちの少なくとも1つの素
子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【０１４８】
　ここで図12Cを参照すると、この図は、マスク820内のアパーチャ833の代わりに、マス
ク842内のコリメート光用トンネル画定アパーチャ840が設けられている点で、図12Bとは
異なる。
【０１４９】
　各検出子素子810には、図示の単一のトンネル画定アパーチャ840、又は複数のより小さ
なトンネル画定アパーチャが組み合わされていてよい。
【０１５０】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子810の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、アパーチャ840のサイズ、ピッチ、及び配列、並び
に検出子素子810に対するアパーチャの場所、及び検出子素子810からアパーチャまでの距
離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出
子素子810のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好
ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子810のうちの少なくとも1つの素
子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【０１５１】
　ここで図12Dを参照すると、この図は、図12B及び12Cにおけるアパーチャの代わりに、
レンズ853が設けられている点で、図12B及び12Cとは異なる。レンズ853は、エッジ802に
一体的に形成されてよく、或いは、プレート804内の好適にサイズ設定され位置決めされ
たアパーチャ内部に嵌め込まれた不連続素子であってもよい。レンズ853は、トンネル画
定アパーチャと組み合わせることができ、或いは、検出子素子810のうちの1つ又は2つ以
上の素子と整列させられたマイクロレンズ・アレイを含んでもよい。
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【０１５２】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子810の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、レンズ853のサイズ、ピッチ、及び配列、並びに検
出子素子810に対するレンズの場所、検出子素子810からレンズまでの距離によって制御す
ることができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子810のうち
の少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好ましい実施態様
によれば、視野制限機能性は、検出子素子810のうちの少なくとも1つの素子の視野を、7
度以下の立体角に制限する。
【０１５３】
　ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子素子を採用する、本発明の更なる
好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の4つの別の実施態様を単純
化して示す図である図13A、13B、13C、及び13Dをここで参照する。
【０１５４】
　図13A-13Dの構造において、少なくとも1つの検出子集成体860が、プレート864上に衝突
し、そしてプレート内部を伝搬してそのエッジ862に達する光を感知するために、観察平
面画定プレート864の少なくとも1つのエッジ862に沿って配列されている。観察平面画定
プレート864は、単層又は多層プレートであってよく、そしてこのプレートと組み合わさ
れた1つ又は2つ以上の塗膜層を有していてよい。好ましくは、検出子集成体860は、互い
に垂直な少なくとも2つのエッジ862に沿って設けられているが、エッジ862のうちの全て
又はほとんどに沿って検出子集成体860が設けられてもよい。或いは、プレート864の1つ
のエッジ862だけに沿って、単一の検出子集成体860が設けられていてもよい。
【０１５５】
　検出子集成体860は、検出子素子870の線状配列868を含む。図12A-12Dの実施態様とは異
なり、図13A-13Dの場合、カバー層は取り除かれ、そしてその機能性は、観察平面画定プ
レート864のエッジ862に好適な条件付けを施すことにより提供される。この機能性は、物
理的保護、光強度制限、及び視野制限を含む複数の機能を提供してよく、そして光パワー
を有してよい。
【０１５６】
　図13A-13Dの実施態様におけるように、検出子集成体860は、検出子素子の線状配列が載
置された支持基板を含まない。図13A-13Dの実施態様の場合、図8A-8Dの支持基板の代わり
に、周辺ハウジング872の一部が設けられている。
【０１５７】
　周辺ハウジング872は、例えばセラミック材料、プリント基板のために一般に使用され
るFR-4のような材料、ガラス、プラスチック、又はアルミニウムのような金属を含む任意
の好適な材料から形成されてよい。周辺ハウジング872は検出子素子870のための土台及び
検出子素子870との電気的接続部を提供してもよい。周辺ハウジング872上には、検出子素
子870の出力を処理するためのプロセッサ876が載置されていてもよい。
【０１５８】
　検出子集成体860が極めて薄く、好ましくは全体で1 mm未満であることが、本発明のこ
の実施態様の具体的な構成要件である。従って、検出子素子870の線状配列868は、好まし
くは100-400ミクロン厚である。
【０１５９】
　図13A-13Dに示す入力装置は、好ましくは例えば図19に示すように入力装置の外部にあ
る光源を含んでもよい。好適な外部光源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射され
たIR照明、又はその他の熱源を含む。別の好ましい実施態様の場合、反射光源は、典型的
には、ここでは単一のIR発光LED 878として示された1つ又は2つ以上の電磁線発光源を含
む照明サブ集成体877を含んでよい。照明サブ集成体877は好ましくは、統合型ディスプレ
イ・入力装置の一部を形成する。照明サブ集成体877の種々の好適な形態の例は、図18A-1
8Fにおいて下で説明する。任意には、LED 878によって放射される光は、変調回路(図示せ
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ず)によって変調することができる。
【０１６０】
　図13Aの実施態様の場合、エッジ862は、検出子素子870の線状配列868への妨害のない光
透過のために、均一に研磨されている。
【０１６１】
　図13Bをここで参照すると、この図からは、種々の対応する検出子素子870のための所望
の視野を提供するサイズ及び配列を成してアパーチャ883が形成された視野画定マスク880
を画定するように、エッジ862が条件付けされていることが判る。各検出子素子870には、
図示の単一のアパーチャ883、又は複数のより小さなアパーチャが組み合わされていてよ
い。
【０１６２】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子870の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、アパーチャ883のサイズ、ピッチ、及び配列、並び
に検出子素子870に対するアパーチャの場所、及び検出子素子870からアパーチャまでの距
離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出
子素子870のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好
ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子870のうちの少なくとも1つの素
子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【０１６３】
　ここで図13Cを参照すると、この図は、マスク880内のアパーチャ883の代わりに、マス
ク892内のコリメート光用トンネル画定アパーチャ890が設けられている点で、図13Bとは
異なる。
【０１６４】
　各検出子素子870には、図示の単一のトンネル画定アパーチャ890、又は複数のより小さ
なトンネル画定アパーチャが組み合わされていてよい。
【０１６５】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子870の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、アパーチャ890のサイズ、ピッチ、及び配列、並び
に検出子素子870に対するアパーチャの場所、及び検出子素子870からアパーチャまでの距
離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出
子素子870のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好
ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子870のうちの少なくとも1つの素
子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【０１６６】
　ここで図13Dを参照すると、この図は、図13B及び13Cにおけるアパーチャの代わりに、
レンズ893が設けられている点で、図13B及び13Cとは異なる。レンズ893は、エッジ862に
一体的に形成されてよく、或いは、プレート864内の好適にサイズ設定され位置決めされ
たアパーチャ内部に嵌め込まれた不連続素子であってもよい。レンズ893は、トンネル画
定アパーチャと組み合わせることができ、或いは、検出子素子870のうちの1つ又は2つ以
上の素子と整列させられたマイクロレンズ・アレイを含んでもよい。
【０１６７】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子870の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、レンズ893のサイズ、ピッチ、及び配列、並びに検
出子素子870に対するレンズの場所、検出子素子870からレンズまでの距離によって制御す
ることができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子870のうち
の少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好ましい実施態様
によれば、視野制限機能性は、検出子素子870のうちの少なくとも1つの素子の視野を、7
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度以下の立体角に制限する。
【０１６８】
　ディスプレイ素子のエッジの周りに配列された前向きの検出子素子を採用する、本発明
の更なる好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の4つの別の実施態
様を単純化して示す図である図14A、14B、14C、及び14Dをここで参照する。
【０１６９】
　図14A-14Dの構造において、少なくとも1つの検出子集成体900が、検出子集成体900上に
直接的に衝突する光を感知するために、観察平面画定プレート904の少なくとも1つのエッ
ジ902の周りに配列されている。観察平面画定プレート904は、単層又は多層プレートであ
ってよく、そしてこのプレートと組み合わされた1つ又は2つ以上の塗膜層を有していてよ
い。好ましくはIR帯域内の光を含む光が、光ビーム・エミッタ、例えば図1Bの実施態様に
おける光ビーム・エミッタ128、又は図1Aの実施態様におけるような光反射物体によって
放射される。好ましくは、検出子集成体900は、互いに垂直な少なくとも2つのエッジ902
に沿って設けられているが、エッジ902のうちの全て又はほとんどに沿って検出子集成体9
00が設けられてもよい。或いは、プレート904の1つのエッジ902だけに沿って、単一の検
出子集成体900が設けられていてもよい。
【０１７０】
　検出子集成体900は、検出子素子910の線状配列908を含む。図9A-9Dの実施態様とは異な
り、検出子集成体900は、検出子素子の線状配列が載置された支持基板を含まない。図14A
-14Dの実施態様の場合、図9A-9Dの支持基板の代わりに、周辺ハウジング912の一部が設け
られている。図9A-9Dの実施態様と同様に、物理的保護、光強度制限、及び視野制限を含
む複数の機能を提供し、そして光パワーを有してよいカバー層914が設けられている。
【０１７１】
　周辺ハウジング912は、例えばセラミック材料、プリント基板のために一般に使用され
るFR-4のような材料、ガラス、プラスチック、又はアルミニウムのような金属を含む任意
の好適な材料から形成されてよい。周辺ハウジング912は検出子素子910のための土台及び
検出子素子910との電気的接続部を提供してもよい。周辺ハウジング912上には、検出子素
子910の出力を処理するためのプロセッサ916が載置されていてもよい。
【０１７２】
　検出子集成体900が極めて薄く、好ましくは全体で1 mm未満であることが、本発明のこ
の実施態様の具体的な構成要件である。従って、検出子素子910の線状配列908は、好まし
くは100-400ミクロン厚であり、そしてカバー層914は好ましくは100-500ミクロン厚であ
る。
【０１７３】
　図14A-14Dに示す入力装置は、好ましくは例えば図19に示すように入力装置の外部にあ
る光源を含んでもよい。好適な外部光源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射され
たIR照明、又はその他の熱源を含む。別の好ましい実施態様の場合、反射光源は、典型的
には、ここでは単一のIR発光LED 918として示された1つ又は2つ以上の電磁線発光源を含
む照明サブ集成体917を含んでよい。照明サブ集成体917は好ましくは、統合型ディスプレ
イ・入力装置の一部を形成する。照明サブ集成体917の種々の好適な形態の例は、図18A-1
8Fにおいて下で説明する。任意には、LED 918によって放射される光は、変調回路(図示せ
ず)によって変調することができる。
【０１７４】
　図14Aの実施態様の場合、カバー層914は、ガラス、又は任意のその他の好適な光透明材
料から形成される。
【０１７５】
　図14Bをここで参照すると、この図からは、カバー層914が、種々の対応する検出子素子
910のための所望の視野を提供するサイズ及び配列を成してアパーチャ933が形成された視
野画定マスク920を含むことが判る。各検出子素子910には、図示の単一のアパーチャ933
、又は複数のより小さなアパーチャが組み合わされていてよい。
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【０１７６】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子910の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、アパーチャ933のサイズ、ピッチ、及び配列、並び
に検出子素子910に対するアパーチャの場所、及び検出子素子910からアパーチャまでの距
離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出
子素子910のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好
ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子910のうちの少なくとも1つの素
子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【０１７７】
　ここで図14Cを参照すると、この図は、マスク920内のアパーチャ933の代わりに、マス
ク942内のコリメート光用トンネル画定アパーチャ940が設けられている点で、図14Bとは
異なる。
【０１７８】
　各検出子素子910には、図示の単一のトンネル画定アパーチャ940、又は複数のより小さ
なトンネル画定アパーチャが組み合わされていてよい。
【０１７９】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子910の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、アパーチャ940のサイズ、ピッチ、及び配列、並び
に検出子素子910に対するアパーチャの場所、及び検出子素子910からアパーチャまでの距
離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出
子素子910のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好
ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子910のうちの少なくとも1つの素
子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【０１８０】
　ここで図14Dを参照すると、この図は、図14B及び14Cにおけるアパーチャの代わりに、
レンズ953が設けられている点で、図14B及び14Cとは異なる。レンズ953は、カバー層914
と一体的に形成されてよく、或いは、カバー層914内の好適にサイズ設定され位置決めさ
れたアパーチャ内部に嵌め込まれた不連続素子であってもよい。レンズ953は、トンネル
画定アパーチャと組み合わせることができ、或いは、検出子素子910のうちの1つ又は2つ
以上の素子と整列させられたマイクロレンズ・アレイを含んでもよい。
【０１８１】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子910の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、レンズ953のサイズ、ピッチ、及び配列、並びに検
出子素子910に対するレンズの場所、検出子素子910からレンズまでの距離によって制御す
ることができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子910のうち
の少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好ましい実施態様
によれば、視野制限機能性は、検出子素子910のうちの少なくとも1つの素子の視野を、7
度以下の立体角に制限する。
【０１８２】
　ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子素子を採用する、本発明
の別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の4つの別の実施態様
を単純化して示す図である図15A、15B、15C、及び15Dをここで参照する。
【０１８３】
　図15A-15Dの構造において、少なくとも1つの検出子集成体960が、プレート964を通って
伝搬した後で検出子集成体960上に衝突する光を感知するために、観察平面画定プレート9
64の少なくとも1つのエッジ962の背後に配列されている。観察平面画定プレート964は、
単層又は多層プレートであってよく、そしてこのプレートと組み合わされた1つ又は2つ以
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上の塗膜層を有していてよい。好ましくはIR帯域内の光を含む光が、光ビーム・エミッタ
、例えば図1Bの実施態様における光ビーム・エミッタ128、又は図1Aの実施態様における
ような光反射物体によって放射される。好ましくは、検出子集成体960は、互いに垂直な
少なくとも2つのエッジ962の背後に設けられているが、エッジ962のうちの全て又はほと
んどの背後に検出子集成体960が設けられてもよい。或いは、エッジ962のうちの1つの背
後だけに、単一の検出子集成体960が設けられていてもよい。
【０１８４】
　検出子集成体960は、検出子素子970の線状配列968を含む。図10A-10Dの実施態様とは異
なり、検出子集成体960は、検出子素子の線状配列が載置された支持基板を含まない。図1
5A-15Dの実施態様の場合、図10A-10Dの支持基板の代わりに、周辺ハウジング972の一部が
設けられている。図10A-10Dの実施態様と同様に、物理的保護、光強度制限、及び視野制
限を含む複数の機能を提供し、そして光パワーを有してよいカバー層974が設けられてい
る。
【０１８５】
　周辺ハウジング972は、例えばセラミック材料、プリント基板のために一般に使用され
るFR-4のような材料、ガラス、プラスチック、又はアルミニウムのような金属を含む任意
の好適な材料から形成されてよい。周辺ハウジング972は検出子素子970のための土台及び
検出子素子970との電気的接続部を提供してもよい。周辺ハウジング972上には、検出子素
子970の出力を処理するためのプロセッサ976が載置されていてもよい。
【０１８６】
　検出子集成体960が極めて薄く、好ましくは全体で1 mm未満であることが、本発明のこ
の実施態様の具体的な構成要件である。従って、検出子素子970の線状配列968は、好まし
くは100-400ミクロン厚であり、カバー層974は、好ましくは100-500ミクロン厚である。
【０１８７】
　図15A-15Dに示す入力装置は、好ましくは例えば図19に示すように入力装置の外部にあ
る光源を含んでもよい。好適な外部光源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射され
たIR照明、又はその他の熱源を含む。別の好ましい実施態様の場合、反射光源は、典型的
には、ここでは単一のIR発光LED 978として示された1つ又は2つ以上の電磁線発光源を含
む照明サブ集成体977を含んでよい。照明サブ集成体977は好ましくは、統合型ディスプレ
イ・入力装置の一部を形成する。照明サブ集成体977の種々の好適な形態の例は、図18A-1
8Fにおいて下で説明する。任意には、LED 978によって放射される光は、変調回路(図示せ
ず)によって変調することができる。
【０１８８】
　図15Aの実施態様の場合、カバー層974は、ガラス、又は任意のその他の好適な光透明材
料から形成される。
【０１８９】
　図15Bをここで参照すると、この図からは、カバー層974が、種々の対応する検出子素子
970のための所望の視野を提供するサイズ及び配列を成してアパーチャ983が形成された視
野画定マスク980を含むことが判る。各検出子素子970には、図示の単一のアパーチャ983
、又は複数のより小さなアパーチャが組み合わされていてよい。
【０１９０】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子970の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、アパーチャ983のサイズ、ピッチ、及び配列、並び
に検出子素子970に対するアパーチャの場所、及び検出子素子970からアパーチャまでの距
離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出
子素子970のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好
ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子970のうちの少なくとも1つの素
子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【０１９１】
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　ここで図15Cを参照すると、この図は、マスク980内のアパーチャ983の代わりに、マス
ク992内のコリメート光用トンネル画定アパーチャ990が設けられている点で、図15Bとは
異なる。
【０１９２】
　各検出子素子970には、図示の単一のトンネル画定アパーチャ990、又は複数のより小さ
なトンネル画定アパーチャが組み合わされていてよい。
【０１９３】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子970の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、アパーチャ990のサイズ、ピッチ、及び配列、並び
に検出子素子970に対するアパーチャの場所、及び検出子素子970からアパーチャまでの距
離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出
子素子970のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好
ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子970のうちの少なくとも1つの素
子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【０１９４】
　ここで図15Dを参照すると、この図は、図15B及び15Cにおけるアパーチャの代わりに、
レンズ933が設けられている点で、図15B及び15Cとは異なる。レンズ993は、カバー層974
と一体的に形成されてよく、或いは、カバー層974内の好適にサイズ設定され位置決めさ
れたアパーチャ内部に嵌め込まれた不連続素子であってもよい。レンズ993は、トンネル
画定アパーチャと組み合わせることができ、或いは、検出子素子970のうちの1つ又は2つ
以上の素子と整列させられたマイクロレンズ・アレイを含んでもよい。
【０１９５】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子970の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、レンズ993のサイズ、ピッチ、及び配列、並びに検
出子素子970に対するレンズの場所、検出子素子970からレンズまでの距離によって制御す
ることができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子970のうち
の少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好ましい実施態様
によれば、視野制限機能性は、検出子素子970のうちの少なくとも1つの素子の視野を、7
度以下の立体角に制限する。
【０１９６】
　ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子素子を採用する、本発明
のさらに別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の4つの別の実
施態様を単純化して示す図である図16A、16B、16C、及び16Dをここで参照する。
【０１９７】
　図16A-16Dの構造において、少なくとも1つの検出子集成体1000が、プレート1004上に衝
突し、そしてプレート内部を伝搬してそのエッジ1002に達する光を感知するために、観察
平面画定プレート1004の少なくとも1つのエッジ1002の背後に配列されている。観察平面
画定プレート1004は、単層又は多層プレートであってよく、そしてこのプレートと組み合
わされた1つ又は2つ以上の塗膜層を有していてよい。好ましくは、検出子集成体1000は、
互いに垂直な少なくとも2つのエッジ1002の背後に設けられているが、エッジ1002のうち
の全て又はほとんどの背後に検出子集成体1000が設けられてもよい。或いは、プレート10
04の背後で1つのエッジだけに、単一の検出子集成体1000が設けられていてもよい。
【０１９８】
　検出子集成体1000は、検出子素子1010の線状配列1008を含む。図15A-15Dの実施態様と
は異なり、図16A-16Dの場合、カバー層は取り除かれ、そしてその機能性は、観察平面画
定プレート1004のエッジ1002に好適な条件付けを施すことにより提供される。この機能性
は、物理的保護、光強度制限、及び視野制限を含む複数の機能を提供してよく、そして光
パワーを有してよい。
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【０１９９】
　図15A-15Dの実施態様におけるように、検出子集成体1000は、検出子素子の線状配列が
載置された支持基板を含まない。図16A-16Dの実施態様の場合、図11A-11Dの支持基板の代
わりに、周辺ハウジング1012の一部が設けられている。
【０２００】
　周辺ハウジング1012は、例えばセラミック材料、プリント基板のために一般に使用され
るFR-4のような材料、ガラス、プラスチック、又はアルミニウムのような金属を含む任意
の好適な材料から形成されてよい。周辺ハウジング1012は検出子素子1010のための土台及
び検出子素子1010との電気的接続部を提供してもよい。周辺ハウジング1012上には、検出
子素子1010の出力を処理するためのプロセッサ1016が載置されていてもよい。
【０２０１】
　検出子集成体1000が極めて薄く、好ましくは全体で1 mm未満であることが、本発明のこ
の実施態様の具体的な構成要件である。従って、検出子素子1010の線状配列1008は、好ま
しくは100-400ミクロン厚である。
【０２０２】
　図16A-16Dに示す入力装置は、好ましくは例えば図19に示すように入力装置の外部にあ
る光源を含んでもよい。好適な外部光源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射され
たIR照明、又はその他の熱源を含む。別の好ましい実施態様の場合、反射光源は、典型的
には、ここでは単一のIR発光LED 1019として示された1つ又は2つ以上の電磁線発光源を含
む照明サブ集成体を含んでよい。照明サブ集成体は好ましくは、統合型ディスプレイ・入
力装置の一部を形成する。照明サブ集成体の種々の好適な形態の例は、図18A-18Fにおい
て下で説明する。任意には、LED 1019によって放射される光は、変調回路(図示せず)によ
って変調することができる。
【０２０３】
　図16Aの実施態様の場合、線状配列1008の正面に位置するエッジ1002におけるプレート1
004の後ろ向きの表面1008は、検出子素子1010の線状配列1008への妨害のない光透過のた
めに、均一に研磨されている。
【０２０４】
　図16Bをここで参照すると、この図からは、線状配列1008の正面に位置するエッジ1002
におけるプレート1004の後ろ向きの表面1018が、種々の対応する検出子素子1010のための
所望の視野を提供するサイズ及び配列を成してアパーチャ1033が形成された視野画定マス
ク1020を画定するように、条件付けされていることが判る。各検出子素子1010には、図示
の単一のアパーチャ1033、又は複数のより小さなアパーチャが組み合わされていてよい。
【０２０５】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子1010の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、アパーチャ1033のサイズ、ピッチ、及び配列、並び
に検出子素子1010に対するアパーチャの場所、及び検出子素子1010からアパーチャまでの
距離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検
出子素子1010のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別
の好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子1010のうちの少なくとも1
つの素子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【０２０６】
　ここで図16Cを参照すると、この図は、マスク1020内のアパーチャ1033の代わりに、マ
スク1042内のコリメート光用トンネル画定アパーチャ1040が設けられている点で、図16B
とは異なる。
【０２０７】
　各検出子素子1010には、図示の単一のトンネル画定アパーチャ1040、又は複数のより小
さなトンネル画定アパーチャが組み合わされていてよい。
【０２０８】
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　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子1010の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、アパーチャ1040のサイズ、ピッチ、及び配列、並び
に検出子素子1010に対するアパーチャの場所、及び検出子素子1010からアパーチャまでの
距離によって制御することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検
出子素子1010のうちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別
の好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子1010のうちの少なくとも1
つの素子の視野を、7度以下の立体角に制限する。
【０２０９】
　ここで図16Dを参照すると、この図は、図16B及び16Cにおけるアパーチャの代わりに、
レンズ1053が設けられている点で、図16B及び16Cとは異なる。レンズ1053は、エッジ1002
に一体的に形成されてよく、或いは、プレート1004内の好適にサイズ設定され位置決めさ
れたアパーチャ内部に嵌め込まれた不連続素子であってもよい。レンズ1053は、トンネル
画定アパーチャと組み合わせることができ、或いは、検出子素子1010のうちの1つ又は2つ
以上の素子と整列させられたマイクロレンズ・アレイを含んでもよい。
【０２１０】
　これに関連して、視野制限機能性が望ましい場合がある。なぜならば視野制限機能性は
隣接する検出子素子1010の視野間のオーバラップを制限することによって解像度を向上さ
せるからである。視野制限の程度は、レンズ1053のサイズ、ピッチ、及び配列、並びに検
出子素子1010に対するレンズの場所、検出子素子1010からレンズまでの距離によって制御
することができる。好ましい実施態様によれば、視野制限機能性は、検出子素子1010のう
ちの少なくとも1つの素子の視野を、15度以下の立体角に制限する。別の好ましい実施態
様によれば、視野制限機能性は、検出子素子1010のうちの少なくとも1つの素子の視野を
、7度以下の立体角に制限する。
【０２１１】
　本発明の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・入力装置の
一部を形成する検出子集成体の3つの別の実施態様を単純化して示す図である図17A、17B
、及び17Cをここで参照する。
【０２１２】
　図17A-17Cの構造において、少なくとも1つの検出子集成体が、観察平面画定プレート(
図示せず)の少なくとも1つのエッジ(図示せず)の周りに配列されている。図17A-17Cの検
出子集成体は、上で説明し図1A-16Dに示した本発明の実施態様のうちのいずれかにおいて
採用することができる。好ましくは、検出子集成体は、プレートの互いに垂直な少なくと
も2つのエッジに沿って設けられているが、エッジのうちの全て又はほとんどに沿って検
出子集成体が設けられてもよい。或いは、プレートの1つのエッジだけに沿って、単一の
検出子集成体が設けられていてもよい。
【０２１３】
　本発明の好ましい実施態様によれば、検出子集成体は、検出子素子の線状配列が載置さ
れた支持基板を含む。好ましくは、検出子素子の配列上には、カバー層が設けられており
、カバー層は、物理的保護、光強度制限、及び視野制限を含む複数の機能を提供してよく
、そして光パワーを有してよい。
【０２１４】
　支持基板は、ディスプレイ・ハウジング(図示せず)上に載置されてよく、又はディスプ
レイ・ハウジングと一体的に形成されてもよい。支持基板は或いは、プレートのエッジ上
に載置することもできる。支持基板は、セラミック材料、プリント基板のために一般に使
用されるFR-4のような材料、ガラス、プラスチック、又はアルミニウムのような金属から
形成されてよい。支持基板は検出子素子のための土台及び検出子素子との電気的接続部を
提供してもよい。支持基板上には、検出子素子の出力を処理するためのプロセッサが載置
されていてもよい。
【０２１５】
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　検出子集成体が極めて薄く、好ましくは全体で1 mm未満であることが、本発明のこの実
施態様の具体的な構成要件である。従って、支持基板は好ましくは50-200ミクロン厚であ
り、検出子素子の線状配列は好ましくは100-400ミクロン厚であり、カバー層は好ましく
は100-500ミクロン厚である。
【０２１６】
　図17Aの実施態様の場合、ここでは符号1100によって示される検出子集成体は、一体的
に形成された多素子検出子アレイ1102を含む。検出子アレイ1102は好ましくは、支持基板
1104上に載置され、そしてカバー層1106で覆われている。
【０２１７】
　図17Bの実施態様の場合、ここでは符号1110によって示される検出子集成体は、複数の
不連続単一素子検出子素子1112、例えば米国カリフォルニア州Camarillo在のAdvanced Ph
otonix Incorporatedから、カタログ記号PDB-C601-1で商業的に入手可能な、はんだ付け
可能なシリコン・フォト・ダイオードを含む。不連続検出子素子1112は好ましくは、支持
基板1114上に載置され、そしてカバー層1116で覆われている。
【０２１８】
　図17Cの実施態様の場合、ここでは符号1120によって示される検出子集成体は、複数の
不連続多素子検出子素子1122を含む。不連続多素子検出子素子1122は、全てが同じサイズ
であることを必要とはせず、そして好ましくは全て支持基板1124上に載置され、そしてカ
バー層1126で覆われている。
【０２１９】
　本発明の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・入力装置の
一部を形成する照明サブ集成体の4つの別の実施態様を単純化して示す図である図18A、18
B、18C、18D、18E、及び18Fをここで参照する。この代わりに又はこれに加えて、スタイ
ラス(図示せず)又は任意のその他の好適な反射物体の位置を検出するために、接触応答式
入力機能性が好ましく作用してもよい。
【０２２０】
　図18A-18Fは、アプリケーションの選択及び操作、例えばE-メール通信及びインターネ
ット・サーフィンにとって有用な、接触応答式入力機能性を有する統合型ディスプレイ・
入力装置を示す。入力機能性は、譲受人の米国特許仮出願第60/715,546号；第60/734,027
号；第60/789,188号；及び第60/682,604の各明細書、米国特許出願公開第2005/0156914号
明細書、及び国際公開第2005/094176号パンフレットのうちのいずれか1つ又は2つ以上の
特徴を組み入れることができる。これらの開示内容を参考のため本明細書中に引用する。
【０２２１】
　図18A-18Fは、図1A-1Dを参照しながら上述したタイプの物体検出機能性を示す。図示の
ように、本発明の好ましい実施態様に従って作用する接触応答式入力機能性によって、ユ
ーザーの指の位置が検出される。
【０２２２】
　具体的に図18Aを見ると、光検出子素子1204のアレイ1202が、観察平面画定プレート120
8の互いに垂直な少なくとも2つのエッジ表面1206に配列されていることが判る。或いは、
エッジ1206のうちの全て又はほとんどに沿って検出子アレイ1202が設けられてもよい。更
なる別の実施態様として、プレート1208の1つのエッジ1206だけに沿って、単一の検出子
アレイ1202が設けられていてもよい。観察平面画定プレート1208は、単層又は多層プレー
トであってよく、そしてこのプレートと組み合わされた1つ又は2つ以上の塗膜層を有して
いてよい。
【０２２３】
　「エッジに」という語句は、図10A-10D、11A-11D、15A-15D、及び16A-16Dに示された実
施態様におけるようなエッジの背後に位置する構造、図9A-9D及び14A-14Dに示された実施
態様におけるようなエッジの周りに位置する構造、及び図4-7、8A-8D、12A-12D及び13A-1
3Dに示された実施態様におけるようなエッジに沿って位置する構造を含むものとして広く
解釈されるべきであることは明らかである。



(39) JP 2009-508205 A 2009.2.26

10

20

30

40

50

【０２２４】
　好適な検出子素子は、例えば米国カリフォルニア州Camarillo在のAdvanced Photonix I
ncorporatedから、カタログ記号PDB-C601-1で商業的に入手可能な、はんだ付け可能なシ
リコン・フォト・ダイオードを含む。
【０２２５】
　図18Aに示された統合型ディスプレイ・入力装置は好ましくは、典型的には1つ又は2つ
以上の電磁線発光源を含む照明サブ集成体1212を含む。照明サブ集成体1212は好ましくは
、典型的には検出子素子1204によって検出されるベースライン照明レベルを提供する。
【０２２６】
　図18Aに示された本発明の好ましい実施態様によれば、検出子素子1214が配列された互
いに垂直なエッジ1206の交差部に、又は交差部にほぼ隣接して、単一IR発光LED 1216が設
けられている。LED 1216は、これから放射された光が、プレート1208の表面をほぼ横切っ
て投影されるように配列されている。好適なIR発光LEDは、例えば独国Berlin在、OSA Opt
o Light GmbHからカタログ記号OIS-210-X-Tで商業的に入手可能なIR発光SMD-LEDである。
LED 1216の特定の形状及びサイズの選択が、検出子アレイ1202に対するLED 1216の特定の
配置、及びLED 1216から放射された光ビームと、プレート1208、検出子素子1204、及び統
合型ディスプレイ・入力装置のその他の層を含む統合型ディスプレイ・入力装置の種々の
構成部分との間の相互作用によって影響され得ることは明らかである。任意には、LED 12
16によって放射される光は、変調回路(図示せず)によって変調することができる。
【０２２７】
　プレート1208に接触するか又はプレート1208に近接して置かれたユーザーの指、スタイ
ラス(図示せず)、又は任意の他の好適な反射物体から、照明サブ集成体1212によって放射
された、好ましくはIR帯域内の光を含む光が反射させられる。反射光はプレート1208内部
を伝搬し、そして検出子素子1204のうちの1つ又は2つ以上によって検出される。この代わ
りに又はこれに加えて、反射光は、プレート1208の表面の上方を伝搬し、そして、エッジ
表面1206の僅かに上方に延びることができる検出子素子1204のうちの1つ又は2つ以上によ
って検出される。さらに、この代わりに又はこれに加えて、反射光はプレート1208を通っ
て伝搬又は透過して、検出子素子1204のうちの1つ又は2つ以上に直接的に達し、そしてこ
れにより検出されてもよい。
【０２２８】
　ユーザーの指がプレート1208に接触するか又はプレート1208に近接して置かれると、指
から反射させられた光は、検出子素子1204によって検出される光のベースライン・レベル
に加えて、上述のように検出子素子1204のうちの1つ又は2つ以上によって検出される。検
出子分析処理回路(図示せず)が好ましくは、検出子アレイ1202上の検出子素子1204の出力
を受信し、これらの出力をデジタル処理し、そして、検出子素子1204のそれぞれによって
検出された光の絶対量、又は検出子素子1204のそれぞれによって検出された光の量の変化
が、所定の閾値を超えるかどうかを見極める。
【０２２９】
　検出子分析処理回路によって測定される、所与の検出子アレイ1202上の個々の検出子素
子1204によって検出された光の量は、アレイ検出出力を提供するためにさらに処理される
。アレイ検出出力は、所与の検出子アレイ1202に対するユーザーの指の衝突点の場所に相
当する情報を含む。典型的には、測定された光の量、又は測定された光の量の変化が所定
の閾値を超える、少なくとも1つの検出子素子1204の場所は、所与の検出子アレイ1202に
対して平行な軸に沿ったユーザーの指の場所に相当する。
【０２３０】
　図18Aに示された形態の場合、2次元位置決定回路(図示せず)が好ましくは、典型的には
プレート1208の互いに垂直な少なくとも2つのエッジ1206に沿って配列された、少なくと
も2つの検出子アレイのアレイ検出出力を組み合わせることによって、プレート1208の上
又は上方のユーザーの指の衝突点の2次元位置を計算する。
【０２３１】
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　観察平面画定プレート1228の互いに垂直な少なくとも2つのエッジ表面1226に配列され
た検出子素子1224のアレイ1222を示す図18Bをここで参照する。或いは、エッジ1226のう
ちの全て又はほとんどに沿って検出子アレイ1222が設けられてもよい。更なる別の実施態
様として、プレート1228の1つのエッジ1226だけに沿って、単一の検出子アレイ1222が設
けられていてもよい。観察平面画定プレート1228は、単層又は多層プレートであってよく
、そしてこのプレートと組み合わされた1つ又は2つ以上の塗膜層を有していてよい。
【０２３２】
　「エッジに」という語句は、図10A-10D、11A-11D、15A-15D、及び16A-16Dに示された実
施態様におけるようなエッジの背後に位置する構造、図9A-9D及び14A-14Dに示された実施
態様におけるようなエッジの周りに位置する構造、及び図4-7、8A-8D、12A-12D及び13A-1
3Dに示された実施態様におけるようなエッジに沿って位置する構造を含むものとして広く
解釈されるべきであることは明らかである。
【０２３３】
　好適な検出子素子は、例えば米国カリフォルニア州Camarillo在のAdvanced Photonix I
ncorporatedから、カタログ記号PDB-C601-1で商業的に入手可能な、はんだ付け可能なシ
リコン・フォト・ダイオードを含む。
【０２３４】
　図18Bに示された統合型ディスプレイ・入力装置は好ましくは、典型的には1つ又は2つ
以上の電磁線発光源を含む照明サブ集成体1232を含む。照明サブ集成体1232は好ましくは
、典型的には検出子素子1224によって検出されるベースライン照明レベルを提供する。
【０２３５】
　図18Bに示された本発明の好ましい実施態様によれば、検出子素子1224が配列されてい
ない互いに垂直なエッジ1226の交差部に、又は交差部にほぼ隣接して、単一IR発光LED 12
36が設けられている。LED 1236は、これから放射された光が、プレート1228の表面をほぼ
横切って投影されるように配列されている。好適なIR発光LEDは、例えば独国Berlin在、O
SA Opto Light GmbHからカタログ記号OIS-210-X-Tで商業的に入手可能なIR発光SMD-LEDで
ある。LED 1236の特定の形状及びサイズの選択が、検出子アレイ1222に対するLED 1236の
特定の配置、及びLED 1236から放射された光ビームと、プレート1228、検出子素子1224、
及び統合型ディスプレイ・入力装置のその他の層を含む統合型ディスプレイ・入力装置の
種々の構成部分との間の相互作用によって影響され得ることは明らかである。任意には、
LED 1236によって放射される光は、変調回路(図示せず)によって変調することができる。
【０２３６】
　照明サブ集成体1232によって放射された、好ましくはIR帯域内の光を含む光が、プレー
ト1228の表面をほぼ横切って伝搬され、そして検出子素子1224のうちの1つ又は2つ以上に
よって検出される。この代わりに又はこれに加えて、光は、プレート1228の表面の上方を
伝搬し、そして、任意にはエッジ表面1226の僅かに上方に延びることができる検出子素子
1224のうちの1つ又は2つ以上によって検出される。さらに、この代わりに又はこれに加え
て、光はプレート1228を通って伝搬又は透過して、検出子素子1224のうちの1つ又は2つ以
上に直接的に達し、そしてこれにより検出されてもよい。
【０２３７】
　光は、プレート1228に接触するか又はプレート1228に近接して置かれたユーザーの指、
スタイラス(図示せず)、又は任意の他の好適な物体によって偏向される。ユーザーの指が
プレート1228に接触するか又はプレート1228に近接して置かれると、検出子素子1224のう
ちの1つ又は2つ以上によって検出された光の量は、典型的には検出子素子1224によって検
出された光のベースライン・レベルに対して低減される。検出子分析処理回路(図示せず)
が好ましくは、検出子アレイ1222上の検出子素子1224の出力を受信し、これらの出力をデ
ジタル処理し、そして、検出子素子1224のそれぞれによって検出された光の絶対量が、所
定の閾値を下回るか、又は、検出子素子1224のそれぞれによって検出された光の量の変化
が、所定の閾値を超えるかどうかを見極める。
【０２３８】
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　検出子分析処理回路によって測定される、所与の検出子アレイ1222上の個々の検出子素
子1224によって検出された光の量は、アレイ検出出力を提供するためにさらに処理される
。アレイ検出出力は、所与の検出子アレイ1222に対するユーザーの指の衝突点の場所に相
当する情報を含む。典型的には、測定された光の量が所定の閾値を下回るか、又は測定さ
れた光の量の変化が所定の閾値を超える、少なくとも1つの検出子素子1224の場所は、所
与の検出子アレイ1222に対して平行な軸に沿ったユーザーの指の場所に相当する。
【０２３９】
　図18Bに示された形態の場合、2次元位置決定回路(図示せず)が好ましくは、典型的には
プレート1228の互いに垂直な少なくとも2つのエッジ1226に沿って配列された、少なくと
も2つの検出子アレイのアレイ検出出力を組み合わせることによって、プレート1228の上
又は上方のユーザーの指の衝突点の2次元位置を計算する。
【０２４０】
　観察平面1246に対して平行な平面内に配列された検出子素子1244のアレイ1242を示す図
18Cをここで参照する。図18Cから判るように、ディスプレイ・入力装置構造の一例におい
て、観察平面画定プレート1250の下側のIR透過型ディスプレイ・パネル1248、例えばLCD
又はOLED素子を含むパネルの背後に、検出子アレイ1242が配列されている。本発明の好ま
しい実施態様によれば、アレイ1242は、一体的に形成された平面上に配置された複数の不
連続検出子素子1244から形成されている。或いは、アレイ1242は、1つ又は2つ以上のCCD
又はCMOSアレイから形成されてもよく、又はフォトリソグラフィによって形成されてもよ
い。
【０２４１】
　観察平面画定プレート1250は、単層又は多層プレートであってよく、そしてこのプレー
トと組み合わされた1つ又は2つ以上の塗膜層を有していてよい。LCDを採用する統合型デ
ィスプレイ・入力システムの一例において、リフレクタ1254に被さる1つ又は2つ以上の光
拡散層1252が設けられている。1つ又は2つ以上のコリメート層1256が典型的には、リフレ
クタ1254とIR透過型ディスプレイ・パネル1248との間に挿入されている。
【０２４２】
　図18Cに示された統合型ディスプレイ・入力装置は好ましくは、典型的には1つ又は2つ
以上の電磁線発光源を含む照明サブ集成体1262を含む。照明サブ集成体1262は好ましくは
、典型的には検出子素子1244によって検出されるベースライン照明レベルを提供する。
【０２４３】
　図18Cに示された本発明の好ましい実施態様によれば、統合型ディスプレイ・入力装置
のエッジ1268のうちの1つ又は2つ以上と平行に、複数のIR発光LEDの概ね線状の配列が設
けられている。LED 1266は、これから放射された光が、プレート1208の表面をほぼ横切っ
て投影されるように配列されている。好適なIR発光LEDは、例えば独国Berlin在、OSA Opt
o Light GmbHからカタログ記号OIS-210-X-Tで商業的に入手可能なIR発光SMD-LEDである。
LED 1266の特定の形状及びサイズの選択が、検出子アレイ1242に対するLED 1266の特定の
配置、及びLED 1266から放射された光ビームと、プレート1250、検出子素子1244、拡散層
1252、コリメート層1256、反射層1254、及び統合型ディスプレイ・入力装置のその他の層
を含む統合型ディスプレイ・入力装置の種々の構成部分との間の相互作用によって影響さ
れ得ることは明らかである。任意には、LED 1266によって放射される光は、変調回路(図
示せず)によって変調することができる。
【０２４４】
　プレート1250に接触するか又はプレート1250に近接して置かれたユーザーの指、スタイ
ラス(図示せず)、又は任意の他の好適な反射物体から、照明サブ集成体1262によって放射
された、好ましくはIR帯域内の光を含む光が反射させられる。反射光はプレート1250内部
を通って伝搬し、そして検出子素子1244のうちの1つ又は2つ以上によって検出される。
【０２４５】
　ユーザーの指がプレート1250に接触するか又はプレート1250に近接して置かれると、指
から反射させられた光は、検出子素子1244によって検出される光のベースライン・レベル
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に加えて、上述のように検出子素子1244のうちの1つ又は2つ以上によって検出される。検
出子分析処理回路(図示せず)が好ましくは、検出子アレイ1242上の検出子素子1244の出力
を受信し、これらの出力をデジタル処理し、そして、検出子素子1244のそれぞれによって
検出された光の絶対量、又は検出子素子1244のそれぞれによって検出された光の量の変化
が、所定の閾値を超えるかどうかを見極める。
【０２４６】
　検出子分析処理回路によって測定される、個々の検出子素子1244によって検出された光
の量は、アレイ検出出力を提供するためにさらに処理される。アレイ検出出力は、アレイ
1242に対するユーザーの指の衝突点の場所に相当する情報を含む。典型的には、測定され
た光の量、又は測定された光の量の変化が所定の閾値を超える、少なくとも1つの検出子
素子1244の場所は、アレイ1242に対して平行な平面内のユーザーの指の2次元位置に相当
する。
【０２４７】
　図18Cに示された形態の場合、譲受人の米国特許仮出願第60/715,546号；同第60/734,02
7号；同第60/789,188号；及び同第60/682,604号の各明細書、米国特許出願公開第2005/01
56914号明細書、及び国際公開第2005/094176号パンフレット(これらの開示内容を参考の
ため本明細書中に引用する)に記載されているように、衝突領域の形状及びサイズを定義
するために、少なくとも2つの検出子素子の検出子素子出力を処理することによって、プ
レート1250の上又は上方のユーザーの指の衝突点の3次元的(X、Y、Z、及び/又は角度方向
)位置を計算するように、任意の3次元位置決定回路(図示せず)を設けることができる。
【０２４８】
　観察平面画定プレート1278の互いに垂直な少なくとも2つのエッジ表面1276に配列され
た検出子素子1274のアレイ1272を示す図18Dをここで参照する。或いは、エッジ1276のう
ちの全て又はほとんどに沿って検出子アレイ1272が設けられてもよい。更なる別の実施態
様として、プレート1278の1つのエッジ1276だけに沿って、単一の検出子アレイ1272が設
けられていてもよい。観察平面画定プレート1278は、単層又は多層プレートであってよく
、そしてこのプレートと組み合わされた1つ又は2つ以上の塗膜層を有していてよい。任意
には、検出子アレイ1272のうちの1つ又は2つ以上は、その検出子素子1274が、観察平面画
定プレート1278の表面の僅かに上方に延びるように配列されてよい。
【０２４９】
　「エッジに」という語句は、図10A-10D、11A-11D、15A-15D、及び16A-16Dに示された実
施態様におけるようなエッジの背後に位置する構造、図9A-9D及び14A-14Dに示された実施
態様におけるようなエッジの周りに位置する構造、及び図4-7、8A-8D、12A-12D及び13A-1
3Dに示された実施態様におけるようなエッジに沿って位置する構造を含むものとして広く
解釈されるべきであることは明らかである。
【０２５０】
　好適な検出子素子は、例えば米国カリフォルニア州Camarillo在のAdvanced Photonix I
ncorporatedから、カタログ記号PDB-C601-1で商業的に入手可能な、はんだ付け可能なシ
リコン・フォト・ダイオードを含む。
【０２５１】
　図18Dに示された統合型ディスプレイ・入力装置は好ましくは、典型的には1つ又は2つ
以上の電磁線発光源を含む照明サブ集成体1282を含む。照明サブ集成体1282は好ましくは
、典型的には検出子素子1274によって検出されるベースライン照明レベルを提供する。
【０２５２】
　図18Dに示された本発明の好ましい実施態様によれば、1つ又は2つ以上のIR発光LED 128
6が、典型的には、IR透過型ディスプレイ・パネル1288、例えばLCD又はOLEDの平面のエッ
ジの下側に設けられてこのエッジと整列させられたディスプレイ・バックライトLEDの線
状配列(図示せず)に設けられるか、又は線状配列にほぼ隣接するように、又は線状配列間
に散在するように設けられている。IR透過型ディスプレイ・パネル1288は、観察平面画定
プレート1278の下側に設けられてこのプレートに対してほぼ平行である。
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【０２５３】
　好適なIR発光LEDは、例えば、米国カリフォルニア州Santa Clara在、Marubeni America
 Corporationからカタログ記号SMC940で商業的に入手可能なSMDタイプIR GaAs LEDである
。LED 1286の特定の形状及びサイズの選択が、検出子アレイ1272に対するLED 1286の特定
の配置、及びLED 1286から放射された光ビームと、バックライトLED、プレート1278、検
出子素子1274、及び統合型ディスプレイ・入力装置のその他の層を含む統合型ディスプレ
イ・入力装置の種々の構成部分との間の相互作用によって影響され得ることは明らかであ
る。任意には、LED 1286によって放射される光は、変調回路(図示せず)によって変調する
ことができる。
【０２５４】
　本発明の1つの好ましい実施態様の場合、検出子素子1274は、可視光放射バックライトL
EDから放射された光の可視波長を検出するために作用する。本発明の別の好ましい実施態
様の場合、IR及び可視光双方の波長放射を可能にするように、バックライトLEDが選択さ
れる。
【０２５５】
　IR発光LED 1286は、これから放射された光が、典型的にはIR透過型ディスプレイ・パネ
ル1288の下側に位置する1つ又は2つ以上の拡散及び/又はコリメート層1290を概ね通って
投影されるように配列される。IR発光LED 1286はこれに加えて又はこの代わりに、これか
ら放射された光が、IR透過型ディスプレイ・パネル1288の平面の下側に位置してこの平面
に対してほぼ平行な1つ又は2つ以上の反射層1292によって反射させられるように配列され
てもよい。典型的には、バックライト及びIR線が透過型ディスプレイ・パネル1288を通っ
て伝搬するのを助けるために、拡散層1290及び反射層1292の両方が設けられている。
【０２５６】
　照明サブ集成体1282によって放射された、好ましくはIR帯域内の光を含む光が、プレー
ト1278に接触するか又はプレート1278に近接して置かれたユーザーの指、スタイラス(図
示せず)、又は任意の他の好適な反射物体から反射させられる。反射光は、プレート1278
内部を伝搬され、そして検出子素子1274のうちの1つ又は2つ以上によって検出される。こ
の代わりに又はこれに加えて、反射光は、プレート1278の表面の上方を伝搬され、そして
エッジ表面1276の僅かに上方に延びることができる検出子素子1274のうちの1つ又は2つ以
上によって検出される。さらに、この代わりに又はこれに加えて、反射光はプレート1278
を通って伝搬又は透過して、検出子素子1274のうちの1つ又は2つ以上に直接的に達し、そ
してこれにより検出されてもよい。
【０２５７】
　ユーザーの指がプレート1278に接触するか又はプレート1278に近接して置かれると、指
から反射させられた光は、検出子素子1274によって検出される光のベースライン・レベル
に加えて、上述のように検出子素子1274のうちの1つ又は2つ以上によって検出される。検
出子分析処理回路(図示せず)が好ましくは、検出子アレイ1272上の検出子素子1274の出力
を受信し、これらの出力をデジタル処理し、そして、検出子素子1274のそれぞれによって
検出された光の絶対量、又は検出子素子1274のそれぞれによって検出された光の量の変化
が、所定の閾値を超えるかどうかを見極める。
【０２５８】
　検出子分析処理回路によって測定される、所与の検出子アレイ1272上の個々の検出子素
子1274によって検出された光の量は、アレイ検出出力を提供するためにさらに処理される
。アレイ検出出力は、所与の検出子アレイ1272に対するユーザーの指の衝突点の場所に相
当する情報を含む。典型的には、測定された光の量、又は測定された光の量の変化が所定
の閾値を超える、少なくとも1つの検出子素子1274の場所は、検出子アレイ1272に対して
平行な軸に沿ったユーザーの指の場所に相当する。
【０２５９】
　図18Dに示された形態の場合、2次元位置決定回路(図示せず)が好ましくは、典型的には
プレート1278の互いに垂直な少なくとも2つのエッジ1276に沿って配列された、少なくと
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も2つのアレイのアレイ検出出力を組み合わせることによって、プレート1278の上又は上
方のユーザーの指の衝突点の2次元位置を計算する。
【０２６０】
　観察平面画定プレート1308のエッジ表面1306に配列された光検出子素子1304の単一アレ
イ1302を示す図18Eをここで参照する。観察平面画定プレート1308は、単層又は多層プレ
ートであってよく、そしてこのプレートと組み合わされた1つ又は2つ以上の塗膜層を有し
ていてよい。
【０２６１】
　「エッジに」という語句は、図10A-10D、11A-11D、15A-15D、及び16A-16Dに示された実
施態様におけるようなエッジの背後に位置する構造、図9A-9D及び14A-14Dに示された実施
態様におけるようなエッジの周りに位置する構造、及び図4-7、8A-8D、12A-12D及び13A-1
3Dに示された実施態様におけるようなエッジに沿って位置する構造を含むものとして広く
解釈されるべきであることは明らかである。
【０２６２】
　好適な検出子素子は、例えば米国カリフォルニア州Camarillo在、Advanced Photonix I
ncorporatedから、カタログ記号PDB-C601-1で商業的に入手可能な、はんだ付け可能なシ
リコン・フォト・ダイオードを含む。
【０２６３】
　図18Eに示された統合型ディスプレイ・入力装置は好ましくは、典型的には1つ又は2つ
以上の電磁線発光源を含む照明サブ集成体1312を含む。照明サブ集成体1312は好ましくは
、典型的には検出子素子1304によって検出されるベースライン照明レベルを提供する。
【０２６４】
　図18Eに示された本発明の好ましい実施態様によれば、複数のIR発光LED 1316の概ね線
状の配列が、エッジ1306のうちの1つ又は2つ以上と平行に設けられている。LED 1316は、
これから放射された光が、プレート1308の表面をほぼ横切って投影されるように配列され
ている。照明サブ集成体1312は、検出子アレイ1302に対して垂直なエッジに、検出子アレ
イ1302に対して平行に配列されてよく、又は、検出子アレイ1302に対して対向するエッジ
、さもなければ隣接しないエッジ、又は垂直なエッジに配列されてもよい。
【０２６５】
　好適なIR発光LEDは、例えば独国Berlin在、OSA Opto Light GmbHからカタログ記号OIS-
210-X-Tで商業的に入手可能なIR発光SMD-LEDである。LED 1316の特定の形状及びサイズの
選択が、検出子アレイ1302に対する照明サブ集成体1312の特定の配置、及びLED 1316から
放射された光ビームと、プレート1308、検出子素子1304、及び統合型ディスプレイ・入力
装置のその他の層を含む統合型ディスプレイ・入力装置の種々の構成部分との間の相互作
用によって影響され得ることは明らかである。任意には、LED 1316によって放射される光
は、変調回路(図示せず)によって変調することができる。
【０２６６】
　照明サブ集成体1312によって放射された、好ましくはIR帯域内の光を含む光が、プレー
ト1308に接触するか又はプレート1308に近接して置かれたユーザーの指、スタイラス(図
示せず)、又は任意の他の好適な反射物体から反射させられる。反射光は、プレート1308
内部を伝搬され、そして検出子素子1304のうちの1つ又は2つ以上によって検出される。こ
の代わりに又はこれに加えて、反射光は、プレート1308の表面の上方を伝搬され、そして
エッジ表面1306の僅かに上方に延びることができる検出子素子1304のうちの1つ又は2つ以
上によって検出される。さらに、この代わりに又はこれに加えて、反射光はプレート1308
を通って伝搬又は透過して、検出子素子1304のうちの1つ又は2つ以上に直接的に達し、そ
してこれにより検出されてもよい。
【０２６７】
　ユーザーの指がプレート1308に接触するか又はプレート1308に近接して置かれると、指
から反射させられた光は、検出子素子1304によって検出される光のベースライン・レベル
に加えて、上述のように検出子素子1304のうちの1つ又は2つ以上によって検出される。検
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出子分析処理回路(図示せず)が好ましくは、検出子アレイ1302上の検出子素子1304の出力
を受信し、これらの出力をデジタル処理し、そして、検出子素子1304のそれぞれによって
検出された光の絶対量、又は検出子素子1304のそれぞれによって検出された光の量の変化
が、所定の閾値を超えるかどうかを見極める。
【０２６８】
　検出子分析処理回路によって測定される、アレイ1302上の個々の検出子素子1304によっ
て検出された光の量は、アレイ検出出力を提供するためにさらに処理される。アレイ検出
出力は、検出子アレイ1302に対するユーザーの指の衝突点の場所に相当する情報を含む。
典型的には、測定された光の量、又は測定された光の量の変化が所定の閾値を超える、少
なくとも1つの検出子素子1304の場所は、アレイ1302に対して平行な軸に沿ったユーザー
の指の場所に相当する。
【０２６９】
　図18Eに示された形態の場合、2次元位置決定回路(図示せず)が好ましくは、下記のよう
にアレイ検出出力と、これに含まれるアレイに対するユーザーの指の衝突点の場所に相当
する情報とをさらに利用することによって、プレート1308の上又は上方のユーザーの指の
衝突点の2次元位置を計算する。
【０２７０】
　測定された光の量、又は測定された光の量の変化が所定の閾値を超える、アレイ1302上
の少なくとも1つの検出子素子1304の場所が、アレイ1302に対して平行な軸に沿ったユー
ザーの指の場所に相当するのに対して、その検出子素子1304の信号出力の強度は、アレイ
1302の軸に対してほぼ垂直の軸に沿った、ユーザーの指の衝突点とアレイ1302との間隔が
増大するほど減少する。逆に、検出子素子1304の信号出力の強度は、アレイ1302の軸に対
してほぼ垂直の軸に沿った、ユーザーの指の衝突点とアレイ1302との間隔が減少するほど
増大する。統合型ディスプレイ・入力装置の種々の構成部分のこれらの特徴は、プレート
1308の上又は上方におけるユーザーの指の衝突点の2次元位置を計算するために、2次元位
置決定回路によって採用される。
【０２７１】
　接触応答式入力機能性を有する統合型ディスプレイ・入力装置を示す図18Fをここで参
照する。図18Fから判るように、複数の光検出子素子1322が、観察平面画定プレート1328
の下側のプレート1326内に配置された光エミッタ1324間に散在している。このような構造
の例は、米国特許第7,034,866号明細書、並びに、米国特許出願公開第2006/0132463号明
細書、同第2006/0007222号明細書、及び同第2004/00012565号明細書に記載されている。
これらの開示内容を参考のため本明細書中に引用する。
【０２７２】
　観察平面画定プレート1328は、単層又は多層プレートであってよく、そしてこのプレー
トと組み合わされた1つ又は2つ以上の塗膜層を有していてよい。光放射素子間に散在する
光検出子素子を採用する統合型ディスプレイ・入力システムの一例において、リフレクタ
1332に被さる1つ又は2つ以上の光拡散層1330が設けられている。1つ又は2つ以上のコリメ
ート層1334が、リフレクタ1332と、光検出子及び光放射素子を含む平面1326との間に挿入
されている。
【０２７３】
　図18Fに示された統合型ディスプレイ・入力装置は好ましくは、典型的には1つ又は2つ
以上の電磁線発光源を含む照明サブ集成体1342を含む。照明サブ集成体1342は好ましくは
、典型的には検出子素子1322によって検出されるベースライン照明レベルを提供する。
【０２７４】
　図18Fに示された本発明の好ましい実施態様によれば、プレート1328のエッジ1348のう
ちの1つ又は2つ以上と概ね平行に、複数のIR発光LED 1346の概ね線状の配列が設けられて
いる。LED 1346は、これから放射された光が、プレート1328の表面をほぼ横切って投影さ
れるように配列されている。好適なIR発光LEDは、例えば独国Berlin在、OSA Opto Light 
GmbHからカタログ記号OIS-210-X-Tで商業的に入手可能なIR発光SMD-LEDである。LED 1346
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の特定の形状及びサイズの選択が、プレート1328に対するLED 1346の特定の配置、及びLE
D 1346から放射された1つ又は2つ以上の光ビームと、プレート1328、検出子素子1322、拡
散層1330、コリメート層1334、反射層1332、及び統合型ディスプレイ・入力装置のその他
の層を含む統合型ディスプレイ・入力装置の種々の構成部分との間の相互作用によって影
響され得ることは明らかである。任意には、LED 1346によって放射される光は、変調回路
(図示せず)によって変調することができる。
【０２７５】
　プレート1328に接触するか又はプレート1328に近接して置かれたユーザーの指、スタイ
ラス(図示せず)、又は任意の他の好適な反射物体から、照明サブ集成体1342によって放射
された、好ましくはIR帯域内の光を含む光が反射させられる。反射光はプレート1328を通
って伝搬し、そして検出子素子1322のうちの1つ又は2つ以上によって検出される。
【０２７６】
　ユーザーの指がプレート1328に接触するか又はプレート1328に近接して置かれると、指
から反射させられた光は、検出子素子1322によって検出される光のベースライン・レベル
に加えて、検出子素子1322のうちの1つ又は2つ以上によって検出される。検出子分析処理
回路が好ましくは、検出子素子1322の出力を受信し、これらの出力をデジタル処理し、そ
して、検出子素子1322のそれぞれによって検出された光の絶対量、又は検出子素子1322の
それぞれによって検出された光の量の変化が、所定の閾値を超えるかどうかを見極める。
【０２７７】
　検出子分析処理回路によって測定される、個々の検出子素子1322によって検出された光
の量は、アレイ検出出力を提供するためにさらに処理される。アレイ検出出力は、ユーザ
ーの指の衝突点の場所に相当する情報を含む。典型的には、測定された光の量、又は測定
された光の量の変化が所定の閾値を超える、少なくとも1つの検出子素子1322の場所は、
プレート1328の上又は上方における、平面1326に対して平行なユーザーの指の2次元位置
に相当する。
【０２７８】
　図18Fに示された形態の場合、譲受人の米国特許仮出願第60/715,546号；同第60/734,02
7号；同第60/789,188号；及び同第60/682,604号の各明細書、米国特許出願公開第2005/01
56914号明細書、及び国際公開第2005/094176号パンフレット(これらの開示内容を参考の
ため本明細書中に引用する)に記載されているように、衝突領域の形状及びサイズを定義
するために、少なくとも2つの検出子素子の検出子素子出力を処理することによって、プ
レート1328の上又は上方のユーザーの指の衝突点の3次元的(X、Y、Z、及び/又は角度方向
)位置を計算するように、任意の3次元位置決定回路(図示せず)を設けることができる。
【０２７９】
　図18A-18Fの実施態様に示された照明サブ集成体の形態のうちのいずれかを、図1-18Fに
示された検出子アレイ形態のうちのいずれかと組み合わせ得ることは明らかである。
【０２８０】
　統合型ディスプレイ・入力装置の外部の源からの電磁線を利用する、本発明の好ましい
実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・入力装置を単純化して示す図で
ある図19を参照する。
【０２８１】
　図19から判るように、光検出子素子1404のアレイ1402が、観察平面画定プレート1408の
互いに垂直な少なくとも2つのエッジ表面1406に配列されている。或いは、エッジ1406の
うちの全て又はほとんどに沿って検出子アレイ1402が設けられてもよい。更なる別の実施
態様として、プレート1408の1つのエッジ1406だけに沿って、単一の検出子アレイ1402が
設けられていてもよい。観察平面画定プレート1408は、単層又は多層プレートであってよ
く、そしてこのプレートと組み合わされた1つ又は2つ以上の塗膜層を有していてよい。
【０２８２】
　「エッジに」という語句は、図10A-10D、11A-11D、15A-15D、及び16A-16Dに示された実
施態様におけるようなエッジの背後に位置する構造、図9A-9D及び14A-14Dに示された実施
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態様におけるようなエッジの周りに位置する構造、及び図4-7、8A-8D、12A-12D及び13A-1
3Dに示された実施態様におけるようなエッジに沿って位置する構造を含むものとして広く
解釈されるべきであることは明らかである。
【０２８３】
　好適な検出子素子は、例えば米国カリフォルニア州Camarillo在のAdvanced Photonix I
ncorporatedから、カタログ記号PDB-C601-1で商業的に入手可能な、はんだ付け可能なシ
リコン・フォト・ダイオードを含む。
【０２８４】
　統合型ディスプレイ・入力装置の外部の1つ又は2つ以上の照明源によって放射された、
好ましくはIR帯域内の光を含む、観察プレート1408上に入射した光は、プレート1408内部
を伝搬し、そして検出子素子1404のうちの1つ又は2つ以上によって検出される。この代わ
りに又はこれに加えて、入射光は、プレート1408の表面の上方を伝搬し、そして、エッジ
表面1406の僅かに上方に延びることができる検出子素子1404のうちの1つ又は2つ以上によ
って検出される。さらに、この代わりに又はこれに加えて、入射光はプレート1408を通っ
て伝搬又は透過して、検出子素子1404のうちの1つ又は2つ以上に直接的に達し、そしてこ
れにより検出されてもよい。検出子素子1404による入射光の検出は、ベースライン照明レ
ベルを定義する。
【０２８５】
　プレート1408に接触するか又はプレート1408に近接して置かれたユーザーの指、スタイ
ラス(図示せず)、又は任意の他の好適な反射物体から、統合型ディスプレイ・入力装置の
外部の1つ又は2つ以上の照明源によって放射された、好ましくはIR帯域内の光を含む光が
反射させられる。反射光はプレート1408内部を伝搬し、そして検出子素子1404のうちの1
つ又は2つ以上によって検出される。この代わりに又はこれに加えて、反射光は、プレー
ト1408の表面の上方を伝搬し、そして、エッジ表面1406の僅かに上方に延びることができ
る検出子素子1404のうちの1つ又は2つ以上によって検出される。さらに、この代わりに又
はこれに加えて、反射光はプレート1408を通って伝搬又は透過して、検出子素子1404のう
ちの1つ又は2つ以上に直接的に達し、そしてこれにより検出されてもよい。
【０２８６】
　好適な外部光源は、日光、人工室内照明、及び人体から放射されたIR照明、又はその他
の熱源を含む。別の好ましい実施態様の場合、反射光の量又は強度は、典型的には1つ又
は2つ以上の電磁線発光源を含む照明サブ集成体1412を加えることにより増大させること
ができる。照明サブ集成体1412の種々の好適な形態の例は、図18A-18Fにおいて上述して
いる。
【０２８７】
　ユーザーの指がプレート1408に接触するか又はプレート1408に近接して置かれると、指
から反射させられた光は、検出子素子1404によって検出される光のベースライン・レベル
に加えて、上述のように検出子素子1404のうちの1つ又は2つ以上によって検出される。検
出子分析処理回路(図示せず)が好ましくは、アレイ1402上の検出子素子1404の出力を受信
し、これらの出力をデジタル処理し、そして、検出子素子1404のそれぞれによって検出さ
れた光の絶対量、又は検出子素子1404のそれぞれによって検出された光の量の変化が、所
定の閾値を超えるかどうかを見極める。
【０２８８】
　検出子分析処理回路によって測定される、所与の検出子アレイ1402上の個々の検出子素
子1404によって検出された光の量は、アレイ検出出力を提供するためにさらに処理される
。アレイ検出出力は、所与の検出子アレイ1402に対するユーザーの指の衝突点の場所に相
当する情報を含む。典型的には、測定された光の量、又は測定された光の量の変化が所定
の閾値を超える、少なくとも1つの検出子素子1404の場所は、アレイ1402に対して平行な
軸に沿ったユーザーの指の場所に相当する。
【０２８９】
　図19に示された形態の場合、2次元位置決定回路(図示せず)が好ましくは、典型的には
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プレート1408の互いに垂直な少なくとも2つのエッジ1406に沿って配列された、少なくと
も2つのアレイのアレイ検出出力を組み合わせることによって、プレート1408の上又は上
方のユーザーの指の衝突点の2次元位置を計算する。
【０２９０】
　当業者には明らかなように、本発明が、具体的に示して上述したものによって限定され
ることはない。むしろ本発明の範囲は、上述の特徴の組み合わせ及び下位組み合わせの両
方、並びに、上記のものを読めば当業者ならば想到するであろう、従来技術にはないこれ
らの特徴の変更形及び改変形を含む。
【図面の簡単な説明】
【０２９１】
【図１Ａ】本発明の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・入
力装置の4つのタイプの１つを単純化して示す図である。
【図１Ｂ】本発明の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・入
力装置の4つのタイプの１つを単純化して示す図である。
【図１Ｃ】本発明の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・入
力装置の4つのタイプの１つを単純化して示す図である。
【図１Ｄ】本発明の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・入
力装置の4つのタイプの１つを単純化して示す図である。
【図２Ａ】観察平面に対して平行な平面内に配列された検出子を含む、本発明の別の好ま
しい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・入力装置の２タイプの内、
１タイプの一部を単純化して示す図である。
【図２Ｂ】観察平面に対して平行な平面内に配列された検出子を含む、本発明の別の好ま
しい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・入力装置の２タイプの内、
１タイプの一部を単純化して示す図である。
【図３Ａ】観察平面に対して平行な平行平面内に配列された素子を採用する、本発明のさ
らに別の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・入力装置の２
タイプの内、１タイプの一部を単純化して示す図である。
【図３Ｂ】観察平面に対して平行な平行平面内に配列された素子を採用する、本発明のさ
らに別の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・入力装置の２
タイプの内、１タイプの一部を単純化して示す図である。
【図４】ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子を採用する、本発明のさら
に別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部を単純化して示す図で
ある。
【図５】ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子を採用する、本発明の更な
る好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部を単純化して示す図である
。
【図６】ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子を採用する、本発明の更な
る好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部を単純化して示す図である
。
【図７】ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子を採用する、本発明の更な
る好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部を単純化して示す図である
。
【図８Ａ】ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子を採用する、本発明の別
の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の実施態様の内
、１態様を単純化して示す図である。
【図８Ｂ】ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子を採用する、本発明の別
の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の実施態様の内
、１態様を単純化して示す図である。
【図８Ｃ】ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子を採用する、本発明の別
の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の実施態様の内
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、１態様を単純化して示す図である。
【図８Ｄ】ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子を採用する、本発明の別
の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の実施態様の内
、１態様を単純化して示す図である。
【図９Ａ】ディスプレイ素子のエッジの周りに配列された前向きの検出子を採用する、本
発明のさらに別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別
の実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図９Ｂ】ディスプレイ素子のエッジの周りに配列された前向きの検出子を採用する、本
発明のさらに別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別
の実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図９Ｃ】ディスプレイ素子のエッジの周りに配列された前向きの検出子を採用する、本
発明のさらに別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別
の実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図９Ｄ】ディスプレイ素子のエッジの周りに配列された前向きの検出子を採用する、本
発明のさらに別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別
の実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１０Ａ】ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子を採用する、
本発明のさらに別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの
別の実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１０Ａ】ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子を採用する、
本発明のさらに別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの
別の実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１０Ｂ】ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子を採用する、
本発明のさらに別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの
別の実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１０Ｃ】ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子を採用する、
本発明のさらに別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの
別の実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１０Ｄ】ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子を採用する、
本発明のさらに別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの
別の実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１１Ａ】ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子を採用する、
本発明の更なる好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の
実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１１Ｂ】ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子を採用する、
本発明の更なる好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の
実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１１Ｃ】ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子を採用する、
本発明の更なる好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の
実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１１Ｄ】ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子を採用する、
本発明の更なる好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の
実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１２Ａ】ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子を採用する、本発明の
更なる好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の実施態様
の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１２Ｂ】ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子を採用する、本発明の
更なる好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の実施態様
の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１２Ｃ】ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子を採用する、本発明の
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更なる好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の実施態様
の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１２Ｄ】ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子を採用する、本発明の
更なる好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の実施態様
の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１３Ａ】ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子を採用する、本発明の
更なる好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の実施態様
の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１３Ｂ】ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子を採用する、本発明の
更なる好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の実施態様
の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１３Ｃ】ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子を採用する、本発明の
更なる好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の実施態様
の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１３Ｄ】ディスプレイ素子のエッジに沿って配列された検出子を採用する、本発明の
更なる好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の実施態様
の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１４Ａ】ディスプレイ素子のエッジの周りに配列された前向きの検出子を採用する、
本発明の更なる好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の
実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１４Ｂ】ディスプレイ素子のエッジの周りに配列された前向きの検出子を採用する、
本発明の更なる好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の
実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１４Ｃ】ディスプレイ素子のエッジの周りに配列された前向きの検出子を採用する、
本発明の更なる好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の
実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１４Ｄ】ディスプレイ素子のエッジの周りに配列された前向きの検出子を採用する、
本発明の更なる好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の
実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１５Ａ】ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子を採用する、
本発明の別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の実
施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１５Ｂ】ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子を採用する、
本発明の別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の実
施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１５Ｃ】ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子を採用する、
本発明の別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の実
施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１５Ｄ】ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子を採用する、
本発明の別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの別の実
施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１６Ａ】ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子を採用する、
本発明のさらに別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの
別の実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１６Ｂ】ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子を採用する、
本発明のさらに別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの
別の実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１６Ｃ】ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子を採用する、
本発明のさらに別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの
別の実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
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【図１６Ｄ】ディスプレイ素子のエッジの背後に配列された前向きの検出子を採用する、
本発明のさらに別の好ましい実施態様に従って構成され作用する入力装置の一部の４つの
別の実施態様の内、１態様を単純化して示す図である。
【図１７Ａ】本発明の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・
入力装置の一部を形成する検出子集成体の３つの別の実施態様の内、１態様を単純化して
示す図である。
【図１７Ｂ】本発明の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・
入力装置の一部を形成する検出子集成体の３つの別の実施態様の内、１態様を単純化して
示す図である。
【図１７Ｃ】本発明の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・
入力装置の一部を形成する検出子集成体の３つの別の実施態様の内、１態様を単純化して
示す図である。
【図１８Ａ】本発明の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・
入力装置の一部を形成する照明サブ集成体の６つの別の実施態様の内、１態様を単純化し
て示す図である。
【図１８Ｂ】本発明の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・
入力装置の一部を形成する照明サブ集成体の６つの別の実施態様の内、１態様を単純化し
て示す図である。
【図１８Ｃ】本発明の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・
入力装置の一部を形成する照明サブ集成体の６つの別の実施態様の内、１態様を単純化し
て示す図である。
【図１８Ｄ】本発明の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・
入力装置の一部を形成する照明サブ集成体の６つの別の実施態様の内、１態様を単純化し
て示す図である。
【図１８Ｅ】本発明の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・
入力装置の一部を形成する照明サブ集成体の６つの別の実施態様の内、１態様を単純化し
て示す図である。
【図１８Ｆ】本発明の好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・
入力装置の一部を形成する照明サブ集成体の６つの別の実施態様の内、１態様を単純化し
て示す図である。
【図１９】統合型ディスプレイ・入力装置の外部の源からの電磁線を利用する、本発明の
好ましい実施態様に従って構成され作用する統合型ディスプレイ・入力装置を単純化して
示す図である。
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