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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチ感応ディスプレイ・デバイスにおいて、
　出力ディスプレイ画像を生成するように構成された複数の発光エレメントを有すると共
に複数の光検出エレメントを有する発光層と、
　１つまたは複数の電極を有する静電容量式タッチ感応層と、
　前記複数の発光エレメントを駆動して出力ディスプレイ画像を生成させるための駆動回
路と、
　１つまたは複数の電子処理エレメントを備えており、
　前記１つまたは複数の電子処理エレメントは、
　－前記複数の光検出エレメントのうちの１つまたは複数の光検出エレメントから受取る
出力を識別し、
　－前記電極のうちの少なくとも１つの電極から受取る出力を識別し、
　－識別されたそれら２通りの出力のうちの少なくとも一方の出力に基づいて、該タッチ
感応ディスプレイ・デバイスに近接している入力操作手段の位置を判定するように構成さ
れており、
　前記静電容量式タッチ感応層は、投影型静電容量式タッチ感応層を形成している、
　タッチ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項２】
　前記複数の光検出エレメントは、複数のフォトダイオードを含む、請求項１記載のタッ
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チ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項３】
　前記複数の光検出エレメントは、各々が多層型半導体デバイスとして構成された複数の
エレメントを含む、請求項１記載のタッチ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項４】
　前記複数の発光エレメントは、前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスの動作中に光ス
ペクトル中の可視光領域の光を発するように構成されている、請求項１記載のタッチ感応
ディスプレイ・デバイス。
【請求項５】
　タッチ感応ディスプレイ・デバイスにおいて、
　出力ディスプレイ画像を生成するように構成された複数の発光エレメントを有すると共
に複数の光検出エレメントを有する発光層と、
　１つまたは複数の電極を有する静電容量式タッチ感応層と、
　前記複数の発光エレメントを駆動して出力ディスプレイ画像を生成させるための駆動回
路と、
　１つまたは複数の電子処理エレメントを備えており、
　前記１つまたは複数の電子処理エレメントは、
　－前記複数の光検出エレメントのうちの１つまたは複数の光検出エレメントから受取る
出力を識別し、
　－前記電極のうちの少なくとも１つの電極から受取る出力を識別し、
　－識別されたそれら２通りの出力のうちの少なくとも一方の出力に基づいて、該タッチ
感応ディスプレイ・デバイスに近接している入力操作手段の位置を判定するように構成さ
れており、
　前記複数の発光エレメントは、前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスの動作中に光ス
ペクトル中の赤外線領域の光を発するように構成されている、
　タッチ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項６】
　前記発光層は複数のピクセルに分割されており、各ピクセルは少なくとも１つの発光エ
レメントを備えている、請求項１記載のタッチ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項７】
　前記複数のピクセルのうちの少なくとも一部のピクセルは、少なくとも１つの光検出エ
レメントを備えている、請求項６記載のタッチ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項８】
　前記静電容量式タッチ感応層は、前記１つまたは複数の電極の各々から離隔した位置に
配設された共通電極を備えている、請求項１記載のタッチ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項９】
　前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前記入力操作手段の位置を判定
するように構成されている前記１つまたは複数の電子処理エレメントは、前記タッチ感応
ディスプレイ・デバイスの動作中に前記電極のうちの少なくとも１つの電極と前記共通電
極との間の電位差の相対的変化を検出するように構成されている電子処理エレメントを含
む、請求項８記載のタッチ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項１０】
　前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前記入力操作手段の位置を判定
するように構成されている前記１つまたは複数の電子処理エレメントは、前記タッチ感応
ディスプレイ・デバイスの動作中に前記少なくとも１つの電極と前記共通電極との間の電
位差の相対的変化が検出されたことの結果として前記タッチ感応ディスプレイ・デバイス
に近接している前記入力操作手段の位置を判定するように構成されている電子処理エレメ
ントを含む、請求項９記載のタッチ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項１１】
　前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前記入力操作手段の位置を判定
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するように構成されている前記１つまたは複数の電子処理エレメントは、
　前記電極のうちの少なくとも１つの電極に付随する静電容量結合量の変化を検出し、
　前記電極のうちの少なくとも１つの電極に付随する少なくとも１つの静電容量結合量の
変化が検出されたことの結果として前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接してい
る前記入力操作手段の位置を判定する、
　ように構成されている電子処理エレメントを含む、請求項１記載のタッチ感応ディスプ
レイ・デバイス。
【請求項１２】
　前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前記入力操作手段の位置を判定
するように構成されている前記１つまたは複数の電子処理エレメントは、
　前記複数の光検出エレメントのうちの１つまたは複数の光検出エレメントから受取る出
力に基づいて、前記複数の光検出エレメントのうちの１つまたは複数の光検出エレメント
に入射している周囲光の光量の相対的変化を検出し、
　前記複数の光検出エレメントのうちの１つまたは複数の光検出エレメントに入射してい
る周囲光の光量の相対的変化が検出されたことの結果として前記タッチ感応ディスプレイ
・デバイスに近接している前記入力操作手段の位置を判定する、
　ように構成されている電子処理エレメントを含む、請求項１記載のタッチ感応ディスプ
レイ・デバイス。
【請求項１３】
　前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前記入力操作手段の位置を判定
するように構成されている前記１つまたは複数の電子処理エレメントは、
　前記複数の光検出エレメントのうちの特定の複数の光検出エレメントから受取る出力に
基づいて、それら特定の複数の光検出エレメントに入射している周囲光の光量の相対的変
化を検出し、
　入射している周囲光の光量の相対的変化が検出された前記特定の複数の光検出エレメン
トに基づいて、前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前記入力操作手段
の表面の形状を判定する、
　ように構成されている電子処理エレメントを含む、請求項１２記載のタッチ感応ディス
プレイ・デバイス。
【請求項１４】
　前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前記入力操作手段の位置を判定
するように構成されている前記１つまたは複数の電子処理エレメントは、
　前記電極のうちの少なくとも１つの電極に付随する少なくとも１つの電界の変化を検出
し、
　前記電極のうちの少なくとも１つの電極に付随する少なくとも１つの電界の相対的変化
が検出されたことの結果として前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前
記入力操作手段の位置を判定する、
　ように構成されている電子処理エレメントを含む、請求項１記載のタッチ感応ディスプ
レイ・デバイス。
【請求項１５】
　タッチ感応ディスプレイ・デバイスにおいて、
　出力ディスプレイ画像を生成するように構成された複数の発光エレメントを有すると共
に複数の光検出エレメントを有する発光層と、
　１つまたは複数の電極を有する静電容量式タッチ感応層と、
　前記複数の発光エレメントを駆動して出力ディスプレイ画像を生成させるための駆動回
路と、
　１つまたは複数の電子処理エレメントを備えており、
　前記１つまたは複数の電子処理エレメントは、
　－前記複数の光検出エレメントのうちの１つまたは複数の光検出エレメントから受取る
出力を識別し、
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　－前記電極のうちの少なくとも１つの電極から受取る出力を識別し、
　－識別されたそれら２通りの出力のうちの少なくとも一方の出力に基づいて、該タッチ
感応ディスプレイ・デバイスに近接している入力操作手段の位置を判定するように構成さ
れており、
　前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前記入力操作手段の位置を判定
するように構成されている前記１つまたは複数の電子処理エレメントは、
　前記電極のうちの少なくとも１つの電極に付随する少なくとも１つの電界の変化を検出
し、
　前記電極のうちの少なくとも１つの電極に付随する少なくとも１つの電界の相対的変化
が検出されたことの結果として前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前
記入力操作手段の位置を判定する、
　ように構成されている電子処理エレメントを含み、かつ
　前記発光層は複数のピクセルに分割されており、各ピクセルは少なくとも１つの発光エ
レメントを備えており、
　前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前記入力操作手段の位置を判定
するように構成されている前記１つまたは複数の電子処理エレメントは更に、前記電極の
うちの少なくとも１つの電極に付随する少なくとも１つの電界の検出された相対的変化に
基づいて、前記発光層の前記複数のピクセルのうちの前記入力操作手段に覆われているピ
クセルを識別するように構成されており、
　前記１つまたは複数の処理エレメントは更に、前記駆動回路を制御することによって、
前記発光層の前記複数のピクセルのうちの前記入力操作手段に覆われていると判定された
ピクセルに対応した発光エレメントのうちの少なくとも一部の発光エレメントの発光量を
増大させるように構成されている、
　タッチ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項１６】
　前記１つまたは複数の処理エレメントは、前記入力操作手段に覆われている前記発光層
のピクセルのうちの少なくとも一部のピクセルに対応した光検出器を用いて光検出を行な
うことによって、前記入力操作手段で反射した反射光を検出するように構成されている、
請求項１５記載のタッチ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項１７】
　前記１つまたは複数の処理エレメントは、前記入力操作手段に覆われている前記発光層
のピクセルに対応した反射光の光強度空間分布を計測するように構成されている、請求項
１６記載のタッチ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項１８】
　前記１つまたは複数の処理エレメントは、前記反射光の前記光強度空間分布の中に存在
する反射光強度ピークの空間分布を計測するように構成されている、請求項１７記載のタ
ッチ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項１９】
　前記１つまたは複数の処理エレメントは、前記反射光強度ピークの前記空間分布に基づ
いて前記入力操作手段を識別するように構成されている、請求項１８記載のタッチ感応デ
ィスプレイ・デバイス。
【請求項２０】
　前記１つまたは複数の処理エレメントは、前記入力操作手段に覆われている前記発光層
のピクセルのうちの少なくとも一部のピクセルに対応した光検出器を用いて第１計測実行
反復周波数ｆ１で複数回の光強度計測を行なうように構成され、更に、前記１つまたは複
数の処理エレメントは、前記入力操作手段に覆われていない前記発光層のピクセルに対応
した光検出器を用いて前記第１計測実行反復周波数ｆ１より低い第２計測実行反復周波数
ｆ２で複数回の光強度計測を行なうように構成されている、請求項１６記載のタッチ感応
ディスプレイ・デバイス。
【請求項２１】
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　前記１つまたは複数の処理エレメントは、前記反射光強度ピークに基づいて前記発光層
を基準とした前記入力操作手段の位置を判定するように構成されている、請求項１９記載
のタッチ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項２２】
　前記１つまたは複数の処理エレメントは、前記反射光強度ピークに基づいて前記発光層
に対する前記入力操作手段の姿勢を判定するように構成されている、請求項１９記載のタ
ッチ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項２３】
　前記１つまたは複数の処理エレメントは、前記入力操作手段が前記静電容量式タッチ感
応層の表面上を移動しているときに、前記発光層を基準とした前記入力操作手段の位置を
反復して判定するように構成されている、請求項２１記載のタッチ感応ディスプレイ・デ
バイス。
【請求項２４】
　前記１つまたは複数の処理エレメントは、前記入力操作手段の位置の判定結果に基づい
て前記発光層のピクセルの設定を変更するように、且つ、そのピクセルの設定の変更が、
前記発光層の１つまたは複数のピクセルに対応した発光エレメントが透過させる光の透過
光量の変更と、前記発光層の１つまたは複数のピクセルに対応した発光エレメントが生成
する光の生成光量の変更との、少なくとも一方を含むように構成されている、請求項２３
記載のタッチ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項２５】
　前記複数のピクセルは、その各々のピクセルが少なくとも１つの光検出エレメントを備
えている、請求項６記載のタッチ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項２６】
　前記複数のピクセルは、その各々のピクセルが少なくとも１つの液晶材料セルを備えて
いる、請求項６記載のタッチ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項２７】
　前記複数の発光エレメントは、複数の有機発光ダイオードである、請求項１記載のタッ
チ感応ディスプレイ・デバイス。
【請求項２８】
　前記発光層の前記複数のピクセルの各々は、前記静電容量式タッチ感応層の前記複数の
電極のうちの少なくとも１つの電極に対応している、請求項６記載のタッチ感応ディスプ
レイ・デバイス。
【請求項２９】
　１つまたは複数の電極を有する静電容量式タッチ感応層と、複数の発光エレメントを有
する発光層と、１つまたは複数の光検出エレメントとを備えたタッチ感応ディスプレイ・
デバイスを動作させる方法において、
　前記静電容量式タッチ感応層の前記１つまたは複数の電極に付随する１つまたは複数の
電界をモニタするステップと、
　前記静電容量式タッチ感応層の前記１つまたは複数の電極に付随する１つまたは複数の
電界のモニタ結果に基づいて、前記静電容量式タッチ感応層の前記１つまたは複数の電極
のうちの少なくとも１つの電極に付随する少なくとも１つの電界の少なくとも１つの変化
を識別するステップと、
　前記静電容量式タッチ感応層の前記１つまたは複数の電極のうちの少なくとも１つの電
極に付随する少なくとも１つの電界の少なくとも１つの変化が識別されたことの結果とし
て、前記１つまたは複数の電極に付随する電界の変化が識別されたところの前記静電容量
式タッチ感応層の当該１つまたは複数の電極に基づいて、前記発光層を基準とした入力操
作手段の位置を判定するステップと、
　前記発光層の前記複数の発光エレメントのうちの、判定された前記発光層を基準とした
前記入力操作手段の位置に対応した前記発光層上の配設位置に配設されている１つまたは
複数の発光エレメントから発する光の強度を増大させるステップと、
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　前記複数の光検出エレメントのうちの１つまたは複数の光検出エレメントに入射してい
る入射光に関する情報を含んでいる入力を、当該１つまたは複数の光検出エレメントから
受取るステップと、
　前記１つまたは複数の光検出エレメントから受取った前記入力に基づいて、前記入力操
作手段で反射した反射光をモニタするステップと、
　を含む、方法。
【請求項３０】
　前記複数の発光エレメントのうちの１つまたは複数の発光エレメントから発する光の強
度を増大させるステップにおいて、前記入力操作手段に覆われている前記発光層の領域を
識別し、その覆われている領域に対応した発光エレメントから発する光の強度を増大させ
る、請求項２９記載の方法。
【請求項３１】
　前記発光層の前記複数の発光エレメントのうちの、判定された前記入力操作手段の位置
に対応した前記発光層上の配設位置に配設されている１つまたは複数の発光エレメントか
ら発する光の波長を変更するステップを更に含む、請求項２９記載の方法。
【請求項３２】
　前記入力操作手段で反射した反射光に基づいて前記入力操作手段を識別するステップを
更に含む、請求項２９記載の方法。
【請求項３３】
　前記入力操作手段を識別するステップにおいて、前記入力操作手段で反射した反射光の
反射光強度空間分布を判定し、該反射光強度空間分布の中の光強度ピーク位置を判定し、
該光強度ピーク位置に基づいて前記入力操作手段を識別することを含む、請求項３２記載
の方法。
【請求項３４】
　前記入力操作手段を識別するステップにおいて、前記反射光強度空間分布の中の１つま
たは複数の光強度ピーク形状を判定し、該光強度ピーク形状に基づいて前記入力操作手段
を識別することを含む、請求項３３記載の方法。
【請求項３５】
　前記ピーク位置に基づいて前記入力操作手段の姿勢を判定するステップを更に含む、請
求項３３記載の方法。
【請求項３６】
　前記入力操作手段が前記静電容量式タッチ感応層に対して相対的に移動しているときに
前記静電容量式タッチ感応層の前記１つまたは複数の電極に付随する１つまたは複数の電
界をモニタして前記入力操作手段の位置を判定することを反復して実行するステップを更
に含む、請求項２９記載の方法。
【請求項３７】
　前記発光層は複数のピクセルに分割されており、前記入力操作手段に覆われている１つ
または複数のピクセルを識別し、前記入力操作手段の素性に基づいて、前記入力操作手段
に覆われているピクセルのうちの１つまたは複数のピクセルの設定を変更するステップを
更に含む、請求項３４記載の方法。
【請求項３８】
　前記入力操作手段に覆われているピクセルのうちの１つまたは複数のピクセルの設定を
変更するステップにおいて、前記入力操作手段に覆われていたピクセルが覆われていない
状態になったならば、それらピクセルのうちの１つまたは複数のピクセルが発している光
の波長と強度との少なくとも一方の設定を変更することを含む、請求項３７記載の方法。
【請求項３９】
　前記光検出エレメントのうちの１つまたは複数の光検出エレメントから入力を受取り前
記入力操作手段で反射した反射光をモニタすることを反復して実行し、その際に、入力操
作手段に覆われている前記発光層の領域に対応した１つまたは複数の光検出エレメントか
らは第１反復周波数ｆ１で反復して入力を受取り、前記入力操作手段に覆われていない前



(7) JP 5780970 B2 2015.9.16

10

20

30

40

50

記発光層の領域に対応した１つまたは複数の光検出エレメントからは前記第１反復周波数
ｆ１より低い第２反復周波数ｆ２で反復して入力を受取るステップを更に含む、請求項３
０記載の方法。
【請求項４０】
　前記光検出エレメントのうちの１つまたは複数の光検出エレメントから受取った前記入
力に基づいて前記発光層を基準とした前記入力操作手段の位置を判定するステップを更に
含む、請求項３３記載の方法。
【請求項４１】
　ディスプレイ・デバイスにおいて、
　複数の発光エレメントと複数の光検出エレメントとを備えたディスプレイ装置と、
　前記複数の発光エレメントから発する光を透過させるように構成されたタッチ感応セン
サ層と、
　前記ディスプレイ装置と前記タッチ感応センサ層とに接続された電子処理エレメントと
を備え、
　前記電子処理エレメントが、
　－前記タッチ感応センサ層から入力を受取り、
　－前記タッチ感応センサ層から受取った前記入力に基づいて、該ディスプレイ・デバイ
スに近接している入力操作手段の位置を判定し、
　－前記入力操作手段の位置に基づいて、前記ディスプレイ装置の動作パラメータを変更
するように構成されており、かつ
　前記タッチ感応センサは投影型静電容量センサである、
　ディスプレイ・デバイス。
【請求項４２】
　ディスプレイ・デバイスにおいて、
　複数の発光エレメントと複数の光検出エレメントとを備えたディスプレイ装置と、
　前記複数の発光エレメントから発する光を透過させるように構成されたタッチ感応セン
サ層と、
　前記ディスプレイ装置と前記タッチ感応センサ層とに接続された電子処理エレメントと
を備え、
　前記電子処理エレメントが、
　－前記タッチ感応センサ層から入力を受取り、
　－前記タッチ感応センサ層から受取った前記入力に基づいて、該ディスプレイ・デバイ
スに近接している入力操作手段の位置を判定し、
　－前記入力操作手段の位置に基づいて、前記ディスプレイ装置の動作パラメータを変更
するように構成されており、かつ
　前記タッチ感応センサは抵抗膜式タッチ感応センサである、
　ディスプレイ・デバイス。
【請求項４３】
　ディスプレイ・デバイスにおいて、
　複数の発光エレメントと複数の光検出エレメントとを備えたディスプレイ装置と、
　前記複数の発光エレメントから発する光を透過させるように構成されたタッチ感応セン
サ層と、
　前記ディスプレイ装置と前記タッチ感応センサ層とに接続された電子処理エレメントと
を備え、
　前記電子処理エレメントが、
　－前記タッチ感応センサ層から入力を受取り、
　－前記タッチ感応センサ層から受取った前記入力に基づいて、該ディスプレイ・デバイ
スに近接している入力操作手段の位置を判定し、
　－前記入力操作手段の位置に基づいて、前記ディスプレイ装置の動作パラメータを変更
するように構成されており、かつ
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　前記タッチ感応センサは表面型静電容量センサである、
　ディスプレイ・デバイス。
【請求項４４】
　ディスプレイ・デバイスにおいて、
　複数の発光エレメントと複数の光検出エレメントとを備えたディスプレイ装置と、
　前記複数の発光エレメントから発する光を透過させるように構成されたタッチ感応セン
サ層と、
　前記ディスプレイ装置と前記タッチ感応センサ層とに接続された電子処理エレメントと
を備え、
　前記電子処理エレメントが、
　－前記タッチ感応センサ層から入力を受取り、
　－前記タッチ感応センサ層から受取った前記入力に基づいて、該ディスプレイ・デバイ
スに近接している入力操作手段の位置を判定し、
　－前記入力操作手段の位置に基づいて、前記ディスプレイ装置の動作パラメータを変更
するように構成されており、かつ
　前記タッチ感応センサは、導波層を備え、物体が該タッチ感応センサに接触したときに
前記導波層から漏出する光を計測することによってその物体の接触を検出するように構成
されたセンサである、
　ディスプレイ・デバイス。
【請求項４５】
　ディスプレイ・デバイスにおいて、
　複数の発光エレメントと複数の光検出エレメントとを備えたディスプレイ装置と、
　前記複数の発光エレメントから発する光を透過させるように構成されたタッチ感応セン
サ層と、
　前記ディスプレイ装置と前記タッチ感応センサ層とに接続された電子処理エレメントと
を備え、
　前記電子処理エレメントが、
　－前記タッチ感応センサ層から入力を受取り、
　－前記タッチ感応センサ層から受取った前記入力に基づいて、該ディスプレイ・デバイ
スに近接している入力操作手段の位置を判定し、
　－前記入力操作手段の位置に基づいて、前記ディスプレイ装置の動作パラメータを変更
するように構成されており、かつ
　前記動作パラメータの変更は、前記複数の発光エレメントのうちの少なくとも一部の発
光エレメントが発する光の波長を変更することを含む、
　ディスプレイ・デバイス。
【請求項４６】
　ディスプレイ・デバイスにおいて、
　複数の発光エレメントと複数の光検出エレメントとを備えたディスプレイ装置と、
　前記複数の発光エレメントから発する光を透過させるように構成されたタッチ感応セン
サ層と、
　前記ディスプレイ装置と前記タッチ感応センサ層とに接続された電子処理エレメントと
を備え、
　前記電子処理エレメントが、
　－前記タッチ感応センサ層から入力を受取り、
　－前記タッチ感応センサ層から受取った前記入力に基づいて、該ディスプレイ・デバイ
スに近接している入力操作手段の位置を判定し、
　－前記入力操作手段の位置に基づいて、前記ディスプレイ装置の動作パラメータを変更
するように構成されており、かつ
　前記動作パラメータの変更は、前記複数の発光エレメントのうちの少なくとも一部の発
光エレメントが発する光の強度を変更することを含む、



(9) JP 5780970 B2 2015.9.16

10

20

30

40

50

　ディスプレイ・デバイス。
【請求項４７】
　ディスプレイ・デバイスにおいて、
　複数の発光エレメントと複数の光検出エレメントとを備えたディスプレイ装置と、
　前記複数の発光エレメントから発する光を透過させるように構成されたタッチ感応セン
サ層と、
　前記ディスプレイ装置と前記タッチ感応センサ層とに接続された電子処理エレメントと
を備え、
　前記電子処理エレメントが、
　－前記タッチ感応センサ層から入力を受取り、
　－前記タッチ感応センサ層から受取った前記入力に基づいて、該ディスプレイ・デバイ
スに近接している入力操作手段の位置を判定し、
　－前記入力操作手段の位置に基づいて、前記ディスプレイ装置の動作パラメータを変更
するように構成されており、かつ
　前記動作パラメータの変更は、前記ディスプレイ装置の１つまたは複数の付加的な発光
エレメントを活性化することを含む、
　ディスプレイ・デバイス。
【請求項４８】
　ディスプレイ・デバイスにおいて、
　複数の発光エレメントと複数の光検出エレメントとを備えたディスプレイ装置と、
　前記複数の発光エレメントから発する光を透過させるように構成されたタッチ感応セン
サ層と、
　前記ディスプレイ装置と前記タッチ感応センサ層とに接続された電子処理エレメントと
を備え、
　前記電子処理エレメントが、
　－前記タッチ感応センサ層から入力を受取り、
　－前記タッチ感応センサ層から受取った前記入力に基づいて、該ディスプレイ・デバイ
スに近接している入力操作手段の位置を判定し、
　－前記入力操作手段の位置に基づいて、前記ディスプレイ装置の動作パラメータを変更
するように構成されており、かつ
　前記電子処理エレメントは更に、
　－前記ディスプレイ装置のうちの前記入力操作手段に覆われている部分の領域である覆
域を判定し、
　－前記覆域内に配設されている前記発光エレメントのうちの少なくとも一部の発光エレ
メントが発する光を前記入力操作手段に入射させ、
　－前記入力操作手段で反射した反射光を、前記覆域内に配設されている前記光検出エレ
メントのうちの少なくとも一部の光検出エレメントを用いて計測するように構成されてい
る、
　ディスプレイ・デバイス。
【請求項４９】
　ディスプレイ・デバイスにおいて、
　複数の発光エレメントと複数の光検出エレメントとを備えたディスプレイ装置と、
　前記複数の発光エレメントから発する光を透過させるように構成されたタッチ感応セン
サ層と、
　前記ディスプレイ装置と前記タッチ感応センサ層とに接続された電子処理エレメントと
を備え、
　前記電子処理エレメントが、
　－前記タッチ感応センサ層から入力を受取り、
　－前記タッチ感応センサ層から受取った前記入力に基づいて、該ディスプレイ・デバイ
スに近接している入力操作手段の位置を判定し、
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　－前記入力操作手段の位置に基づいて、前記ディスプレイ装置の動作パラメータを変更
するように構成されており、
　前記電子処理エレメントは更に、
　－前記ディスプレイ装置のうちの前記入力操作手段に覆われている部分の領域である覆
域を判定し、
　－前記覆域内に配設されている前記発光エレメントのうちの少なくとも一部の発光エレ
メントが発する光を前記入力操作手段に入射させ、
　－前記入力操作手段で反射した反射光を、前記覆域内に配設されている前記光検出エレ
メントのうちの少なくとも一部の光検出エレメントを用いて計測するように構成されてお
り、かつ
　前記電子処理エレメントは更に、前記入力操作手段で反射した反射光の空間分布を計測
し、その空間分布に基づいて前記入力操作手段を識別するように構成されている、
　ディスプレイ・デバイス。
【請求項５０】
　ディスプレイ・デバイスにおいて、
　複数の発光エレメントと複数の光検出エレメントとを備えたディスプレイ装置と、
　前記複数の発光エレメントから発する光を透過させるように構成されたタッチ感応セン
サ層と、
　前記ディスプレイ装置と前記タッチ感応センサ層とに接続された電子処理エレメントと
を備え、
　前記電子処理エレメントが、
　－前記タッチ感応センサ層から入力を受取り、
　－前記タッチ感応センサ層から受取った前記入力に基づいて、該ディスプレイ・デバイ
スに近接している入力操作手段の位置を判定し、
　－前記入力操作手段の位置に基づいて、前記ディスプレイ装置の動作パラメータを変更
するように構成されており、
　前記電子処理エレメントは更に、
　－前記ディスプレイ装置のうちの前記入力操作手段に覆われている部分の領域である覆
域を判定し、
　－前記覆域内に配設されている前記発光エレメントのうちの少なくとも一部の発光エレ
メントが発する光を前記入力操作手段に入射させ、
　－前記入力操作手段で反射した反射光を、前記覆域内に配設されている前記光検出エレ
メントのうちの少なくとも一部の光検出エレメントを用いて計測するように構成されてお
り、かつ
　前記動作パラメータの変更は、前記覆域内に配設されている前記光検出エレメントのう
ちの少なくとも一部の光検出エレメントにおける計測反復速度と計測積分時間の少なくと
も一方を変更することを含む、
　ディスプレイ・デバイス。
【請求項５１】
　前記入力は、前記タッチ感応センサ層の１つまたは複数のセンサ層に付随する静電容量
結合量の変化に関する情報を含んでいる少なくとも１つの電気信号から成る、請求項４８
記載のディスプレイ・デバイス。
【請求項５２】
　前記入力は、前記タッチ感応センサ層の１つまたは複数のセンサ層に付随する電界の変
化に関する情報を含んでいる少なくとも１つの電気信号から成る、請求項４８記載のディ
スプレイ・デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本件特許出願は２００９年１月１４日付けで出願された米国仮特許出願第６１／１４４
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７１６号に基づく優先権を主張するものであり、同米国仮特許出願の開示内容はこの言及
をもってその全体が本願開示に組込まれたものとする。
【０００２】
　本願開示はタッチ感応ディスプレイ・デバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　タッチ感応システムは、１つまたは複数の表面に接触されたときにその接触位置を検出
してその接触に対して応答するシステムである。タッチ感応システムは、タッチ・スクリ
ーン・ディスプレイなどの電子デバイスに組込まれている。タッチ・スクリーン・ディス
プレイを使用するユーザは、ディスプレイ画面に表示されたオブジェクトを見ることがで
きると共に、ディスプレイ画面に接触することによって、そのオブジェクトに対して１つ
または複数の入力操作を加えることができる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　概括的に述べるならば、本発明はその１つの局面として下記のように構成したタッチ感
応ディスプレイ・デバイスを提示するものである。このタッチ感応ディスプレイ・デバイ
スは、実質的に平面的な出力ディスプレイ画像を生成するように構成されたディスプレイ
・システムを備えている。また、このタッチ感応ディスプレイ・デバイスは、静電容量式
タッチ感応性検出システムを備えており、該静電容量式タッチ感応性検出システムは、出
力ディスプレイ画像が表示される表示平面に対して実質的に平行な１つまたは複数の平面
内に配設された１つまたは複数の電極を備えており、該静電容量式タッチ感応性検出シス
テムは、入力操作手段と該タッチ感応ディスプレイ・デバイスとの相対位置の変化に応じ
て前記１つまたは複数の電極に付随する１つまたは複数の静電容量が変化するように構成
されており、該静電容量式タッチ感応性検出システムは、前記１つまたは複数の電極に付
随する前記１つまたは複数の静電容量を表わす出力を生成するように構成されている。ま
た、このタッチ感応ディスプレイ・デバイスは、光感応性検出システムを備えており、該
光感応性検出システムは、該光感応性検出システムに入射する光を検出するように、且つ
、該光感応性検出システムに入射して検出された光を表わす出力を生成するように構成さ
れている。更に、このタッチ感応ディスプレイ・デバイスは、前記静電容量式タッチ感応
性検出システムにより生成された前記１つまたは複数の電極に付随する静電容量を表わす
出力に基づいて、前記１つまたは複数の電極に付随する静電容量の変化を識別するように
、且つ、前記１つまたは複数の電極に付随する静電容量の識別された１つまたは複数の変
化を検出するように、且つ、前記静電容量の前記識別された１つまたは複数の変化が検出
されることに応じて、前記光感応性検出システムのパラメータに対して適合化を施すよう
に構成されており、前記適合化は、前記静電容量の前記識別された１つまたは複数の変化
が検出されているときに前記光感応性検出システムに入射している入射光に対する影響を
、前記光感応性検出システムにより生成された前記光感応性検出システムへ入射して検出
されている光を表わす出力の範囲内で、容易に観察できるようにするための適合化である
。
【０００５】
　かかるタッチ感応ディスプレイ・デバイスの様々な構成形態のうちには、前記ディスプ
レイ・システムが、平面的なアレイを成すように配設されて前記出力ディスプレイ画像を
生成するように構成された複数の発光エレメントを備えており、前記静電容量式タッチ感
応性検出システムが、前記複数の発光エレメントの前記アレイに対して平行に延展するよ
うに配設された平面層を備えており、前記１つまたは複数の電極が、前記平面層の同一表
面上に配設されており、前記平面層が、前記複数の発光エレメントから発する光の少なく
とも一部を透過させるように構成したものがある。
【０００６】
　かかるタッチ感応ディスプレイ・デバイスの様々な構成形態のうちには、以上に加えて
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更に、本明細書に開示されているその他の様々な特徴的構成要素のうちの任意の１つまた
は複数の特徴的構成要素を適宜に備えたものがある。
【０００７】
　また、本発明は別の１つの局面として、下記のように構成したタッチ感応ディスプレイ
・デバイスを提示するものである。このタッチ感応ディスプレイ・デバイスは、出力ディ
スプレイ画像を生成するように構成された複数の発光エレメントを有すると共に複数の光
検出エレメントを有する発光層と、１つまたは複数の電極を有する静電容量式タッチ感応
層と、前記複数の発光エレメントを駆動して出力ディスプレイ画像を生成させるための駆
動回路と、１つまたは複数の電子処理エレメントを備えている。前記１つまたは複数の電
子処理エレメントは、前記複数の光検出エレメントのうちの１つまたは複数の光検出エレ
メントから受取る出力を識別し、前記電極のうちの少なくとも１つの電極から受取る出力
を識別し、識別されたそれら２通りの出力のうちの少なくとも一方の出力に基づいて、該
タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している入力操作手段の位置を判定するように
構成されている。
【０００８】
　かかるタッチ感応ディスプレイ・デバイスの様々な構成形態のうちには、以下に列挙す
る様々な特徴的構成要素のうちの１つまたは複数の特徴的構成要素を備えたものがある。
【０００９】
　前記複数の光検出エレメントを、複数のフォトダイオードを含むものとするのもよい。
これとは別の構成形態として、或いはこれと併用する構成形態として、前記複数の光検出
エレメントを、各々が多層型半導体デバイスとして構成された複数のエレメントを含むも
のとするのもよい。
【００１０】
　前記静電容量式タッチ感応層が、投影型静電容量式タッチ感応層を形成しているように
するのもよい。
【００１１】
　前記複数の発光エレメントが、前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスの動作中に光ス
ペクトル中の可視光領域の光を発するように構成されているようにするのもよい。また、
前記複数の発光エレメントが、前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスの動作中に光スペ
クトル中の赤外線領域の光を発するように構成されているようにするのもよい。
【００１２】
　前記発光層が複数のピクセルに分割されており、各ピクセルが少なくとも１つの発光エ
レメントを備えているようにするのもよい。前記複数のピクセルのうちの少なくとも一部
のピクセルが、少なくとも１つの光検出エレメントを備えているようにするのもよい。
【００１３】
　前記静電容量式タッチ感応層が、前記１つまたは複数の電極の各々から離隔した位置に
配設された共通電極を備えているようにするのもよい。前記タッチ感応ディスプレイ・デ
バイスに近接している前記入力操作手段の位置を判定するように構成されている前記１つ
または複数の電子処理エレメントが、前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスの動作中に
前記電極のうちの少なくとも１つの電極と前記共通電極との間の電位差の相対的変化を検
出するように構成されている電子処理エレメントを含むようにするのもよい。
【００１４】
　前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前記入力操作手段の位置を判定
するように構成されている前記１つまたは複数の電子処理エレメントが、前記タッチ感応
ディスプレイ・デバイスの動作中に前記少なくとも１つの電極と前記共通電極との間の電
位差の相対的変化が検出されたことの結果として前記タッチ感応ディスプレイ・デバイス
に近接している前記入力操作手段の位置を判定するように構成されている電子処理エレメ
ントを含むようにするのもよい。
【００１５】
　前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前記入力操作手段の位置を判定
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するように構成されている前記１つまたは複数の電子処理エレメントが、前記電極のうち
の少なくとも１つの電極に付随する静電容量結合量の変化を検出し、前記電極のうちの少
なくとも１つの電極に付随する少なくとも１つの静電容量結合量の変化が検出されたこと
の結果として前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前記入力操作手段の
位置を判定するように構成されている電子処理エレメントを含むようにするのもよい。
【００１６】
　前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前記入力操作手段の位置を判定
するように構成されている前記１つまたは複数の電子処理エレメントが、前記複数の光検
出エレメントのうちの１つまたは複数の光検出エレメントから受取る出力に基づいて、前
記複数の光検出エレメントのうちの１つまたは複数の光検出エレメントに入射している周
囲光の光量の相対的変化を検出し、前記複数の光検出エレメントのうちの１つまたは複数
の光検出エレメントに入射している周囲光の光量の相対的変化が検出されたことの結果と
して前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前記入力操作手段の位置を判
定するように構成されている電子処理エレメントを含むようにするのもよい。
【００１７】
　前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前記入力操作手段の位置を判定
するように構成されている前記１つまたは複数の電子処理エレメントが、前記複数の光検
出エレメントのうちの特定の複数の光検出エレメントから受取る出力に基づいて、それら
特定の複数の光検出エレメントに入射している周囲光の光量の相対的変化を検出し、入射
している周囲光の光量の相対的変化が検出された前記特定の複数の光検出エレメントに基
づいて、前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前記入力操作手段の表面
の形状を判定するように構成されている電子処理エレメントを含むようにするのもよい。
【００１８】
　前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前記入力操作手段の位置を判定
するように構成されている前記１つまたは複数の電子処理エレメントが、前記電極のうち
の少なくとも１つの電極に付随する少なくとも１つの電界の変化を検出し、前記電極のう
ちの少なくとも１つの電極に付随する少なくとも１つの電界の相対的変化が検出されたこ
との結果として前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近接している前記入力操作手段
の位置を判定するように構成されている電子処理エレメントを含むようにするのもよい。
【００１９】
　前記発光層が複数のピクセルに分割されており、各ピクセルが少なくとも１つの発光エ
レメントを備えているようにするのもよい。前記タッチ感応ディスプレイ・デバイスに近
接している前記入力操作手段の位置を判定するように構成されている前記１つまたは複数
の電子処理エレメントが、更に、前記電極のうちの少なくとも１つの電極に付随する少な
くとも１つの電界の検出された相対的変化に基づいて、前記発光層の前記複数のピクセル
のうちの前記入力操作手段に覆われているピクセルを識別するように構成されているよう
にするのもよい。前記１つまたは複数の処理エレメントが、更に、前記駆動回路を制御す
ることによって、前記発光層の前記複数のピクセルのうちの前記入力操作手段に覆われて
いると判定されたピクセルに対応した発光エレメントのうちの少なくとも一部の発光エレ
メントの発光量を増大させるように構成されているようにするのもよい。前記１つまたは
複数の処理エレメントが、前記入力操作手段に覆われている前記発光層のピクセルのうち
の少なくとも一部のピクセルに対応した光検出器を用いて光検出を行なうことによって、
前記入力操作手段で反射した反射光を検出するように構成されているようにするのもよい
。前記１つまたは複数の処理エレメントが、前記入力操作手段に覆われている前記発光層
のピクセルに対応した反射光の光強度空間分布を計測するように構成されているようにす
るのもよい。前記１つまたは複数の処理エレメントが、前記反射光の前記光強度空間分布
の中に存在する反射光強度ピークの空間分布を計測するように構成されているようにする
のもよい。前記１つまたは複数の処理エレメントが、前記反射光強度ピークの前記空間分
布に基づいて前記入力操作手段を識別するように構成されているようにするのもよい。
【００２０】
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　前記１つまたは複数の処理エレメントが、前記入力操作手段に覆われている前記発光層
のピクセルのうちの少なくとも一部のピクセルに対応した光検出器を用いて第１計測実行
反復周波数ｆ１で複数回の光強度計測を行なうように構成され、更に、前記１つまたは複
数の処理エレメントが、前記入力操作手段に覆われていない前記発光層のピクセルに対応
した光検出器を用いて前記第１計測実行反復周波数ｆ１より低い第２計測実行反復周波数
ｆ２で複数回の光強度計測を行なうように構成されているようにするのもよい。
【００２１】
　前記１つまたは複数の処理エレメントが、前記反射光強度ピークに基づいて前記発光層
を基準とした前記入力操作手段の位置を判定するように構成されているようにするのもよ
い。これとは別の構成形態として、或いはこれと併用する構成形態として、前記１つまた
は複数の処理エレメントが、前記反射光強度ピークに基づいて前記発光層に対する前記入
力操作手段の姿勢を判定するように構成されているようにするのもよい。
【００２２】
　前記１つまたは複数の処理エレメントが、前記入力操作手段が前記静電容量式タッチ感
応層の表面上を移動しているとき、前記発光層を基準とした前記入力操作手段の位置を反
復して判定するように構成されているようにするのもよい。前記１つまたは複数の処理エ
レメントが、前記入力操作手段の位置の判定結果に基づいて前記発光層のピクセルの設定
を変更するように構成されているようにするのもよい。また、そのピクセルの設定の変更
が、前記発光層の１つまたは複数のピクセルに対応した発光エレメントが透過させる光の
透過光量の変更と、前記発光層の１つまたは複数のピクセルに対応した発光エレメントが
生成する光の生成光量の変更との、少なくとも一方を含むものとするのもよい。
【００２３】
　前記複数のピクセルは、その各々のピクセルが少なくとも１つの光検出エレメントを備
えているようにするのもよい。前記複数のピクセルは、その各々のピクセルが少なくとも
１つの液晶材料セルを備えているようにするのもよい。
【００２４】
　前記複数の発光エレメントを複数の有機発光ダイオードとするのもよい。
【００２５】
　前記発光層の前記複数のピクセルの各々は、前記静電容量式タッチ感応層の前記複数の
電極のうちの少なくとも１つの電極に対応しているようにするのもよい。
【００２６】
　かかるタッチ感応ディスプレイ・デバイスの様々な構成形態のうちには、以上に加えて
更に、本明細書に開示されているその他の様々な特徴的構成要素のうちの任意の１つまた
は複数の特徴的構成要素を適宜に備えたものがある。
【００２７】
　また、本発明は更に別の１つの局面として、１つまたは複数の電極を有する静電容量式
タッチ感応層と、複数の発光エレメントを有する発光層と、１つまたは複数の光検出エレ
メントとを備えたタッチ感応ディスプレイ・デバイスを動作させる方法を提示するもので
ある。この方法は、前記静電容量式タッチ感応層の前記１つまたは複数の電極に付随する
１つまたは複数の電界をモニタするステップと、前記静電容量式タッチ感応層の前記１つ
または複数の電極に付随する１つまたは複数の電界のモニタ結果に基づいて、前記静電容
量式タッチ感応層の前記１つまたは複数の電極のうちの少なくとも１つの電極に付随する
少なくとも１つの電界の少なくとも１つの変化を識別するステップと、前記静電容量式タ
ッチ感応層の前記１つまたは複数の電極のうちの少なくとも１つの電極に付随する少なく
とも１つの電界の少なくとも１つの変化が識別されたことの結果として、前記１つまたは
複数の電極に付随する電界の変化が識別されたところの前記静電容量式タッチ感応層の当
該１つまたは複数の電極に基づいて、前記発光層を基準とした前記入力操作手段の位置を
判定するステップと、前記発光層の前記複数の発光エレメントのうちの、判定された前記
発光層を基準とした前記入力操作手段の位置に対応した前記発光層上の配設位置に配設さ
れている１つまたは複数の発光エレメントから発する光の強度を増大させるステップと、
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前記複数の光検出エレメントのうちの１つまたは複数の光検出エレメントに入射している
入射光に関する情報を含んでいる入力を、当該１つまたは複数の光検出エレメントから受
取るステップと、前記１つまたは複数の光検出エレメントから受取った前記入力に基づい
て、前記入力操作手段で反射した反射光をモニタするステップとを含むものである。
【００２８】
　かかる方法の様々な実行形態のうちには、以下に列挙する様々な特徴的実行要素のうち
の１つまたは複数の特徴的実行要素を備えたものがある。
【００２９】
　前記複数の発光エレメントのうちの１つまたは複数の発光エレメントから発する光の強
度を増大させるステップにおいて、前記入力操作手段に覆われている前記発光層の領域を
識別し、その覆われている領域に対応した発光エレメントから発する光の強度を増大させ
るようにするのもよい。
【００３０】
　前記方法が、前記発光層の前記複数の発光エレメントのうちの、判定された前記入力操
作手段の位置に対応した前記発光層上の配設位置に配設されている１つまたは複数の発光
エレメントから発する光の波長を変更するステップを含むようにするのもよい。前記方法
が、前記入力操作手段で反射した反射光に基づいて前記入力操作手段を識別するステップ
を含むようにするのもよい。前記入力操作手段を識別するステップにおいて、前記入力操
作手段で反射した反射光の反射光強度空間分布を判定し、該反射光強度空間分布の中の光
強度ピーク位置を判定し、該光強度ピーク位置に基づいて前記入力操作手段を識別するよ
うにするのもよい。前記入力操作手段を識別するステップにおいて、前記反射光強度空間
分布の中の１つまたは複数の光強度ピーク形状を判定し、該光強度ピーク形状に基づいて
前記入力操作手段を識別するようにするのもよい。前記方法が、前記ピーク位置に基づい
て前記入力操作手段の姿勢を判定するステップを含むようにするのもよい。
【００３１】
　前記方法が、前記入力操作手段が前記静電容量式タッチ感応層に対して相対的に移動し
ているときに前記静電容量式タッチ感応層の前記１つまたは複数の電極に付随する１つま
たは複数の電界をモニタして前記入力操作手段の位置を判定することを反復して実行する
ステップを含むようにするのもよい。
【００３２】
　前記発光層が複数のピクセルに分割されているようにし、前記方法が、前記入力操作手
段に覆われている１つまたは複数のピクセルを識別し、前記入力操作手段の素性に基づい
て、前記入力操作手段に覆われているピクセルのうちの１つまたは複数のピクセルの設定
を変更するステップを含むようにするのもよい。前記入力操作手段に覆われているピクセ
ルのうちの１つまたは複数のピクセルの設定を変更するステップにおいて、前記入力操作
手段に覆われていたピクセルが覆われていない状態になったならば、それらピクセルのう
ちの１つまたは複数のピクセルが発している光の波長と強度との少なくとも一方の設定を
変更するようにするのもよい。
【００３３】
　前記方法が、前記光検出エレメントのうちの１つまたは複数の光検出エレメントから入
力を受取り前記入力操作手段で反射した反射光をモニタすることを反復して実行し、その
際に、入力操作手段に覆われている前記発光層の領域に対応した１つまたは複数の光検出
エレメントからは第１反復周波数ｆ１で反復して入力を受取り、前記入力操作手段に覆わ
れていない前記発光層の領域に対応した１つまたは複数の光検出エレメントからは前記第
１反復周波数ｆ１より低い第２反復周波数ｆ２で反復して入力を受取るステップを含むよ
うにするのもよい。
【００３４】
　前記方法が、前記光検出エレメントのうちの１つまたは複数の光検出エレメントから受
取った前記入力に基づいて前記発光層を基準とした前記入力操作手段の位置を判定するス
テップを含むようにするのもよい。
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【００３５】
　かかる方法の様々な実行形態のうちには、以上に加えて更に、本明細書に開示されてい
るその他の様々なステップ及び／または特徴的実行要素のうちの任意の１つまたは複数の
ステップ及び／または特徴的実行要素を含むものがある。
【００３６】
　また、本発明は別の１つの局面として、下記のように構成したディスプレイ・デバイス
を提示するものである。このディスプレイ・デバイスは、複数の発光エレメントと複数の
光検出エレメントとを備えたディスプレイ装置と、前記複数の発光エレメントから発する
光を透過させるように構成されたタッチ感応センサ層と、前記ディスプレイ装置と前記タ
ッチ感応センサ層とに接続された電子処理エレメントとを備えている。前記電子処理エレ
メントは、前記タッチ感応センサ層から入力を受取り、前記タッチ感応センサ層から受取
った前記入力に基づいて、該ディスプレイ・デバイスに近接している入力操作手段の位置
を判定し、前記入力操作手段の位置に基づいて、前記ディスプレイ装置の動作パラメータ
を変更するように構成されている。
【００３７】
　かかるディスプレイ・デバイスの様々な構成形態のうちには、以下に列挙する様々な特
徴的構成要素のうちの１つまたは複数の特徴的構成要素を備えたものがある。
【００３８】
　前記タッチ感応センサを投影型静電容量センサとするのもよい。これとは別の構成形態
として、或いはこれと併用する構成形態として、前記タッチ感応センサを抵抗膜式タッチ
感応センサとするのもよい。これとは別の構成形態として、或いはこれと併用する構成形
態として、前記タッチ感応センサを表面型静電容量センサとするのもよい。これとは別の
構成形態として、或いはこれと併用する構成形態として、前記タッチ感応センサを、導波
層を備え、物体が該センサに接触したときに前記導波層から漏出する光を計測することに
よってその物体の接触を検出するように構成したセンサとするのもよい。
【００３９】
　前記動作パラメータの変更は、前記複数の発光エレメントのうちの少なくとも一部の発
光エレメントが発する光の波長を変更することを含むものとするのもよい。これとは別の
構成形態として、或いはこれと併用する構成形態として、前記動作パラメータの変更は、
前記複数の発光エレメントのうちの少なくとも一部の発光エレメントが発する光の強度を
変更することを含むものとするのもよい。これとは別の構成形態として、或いはこれと併
用する構成形態として、前記動作パラメータの変更は、前記ディスプレイ装置の１つまた
は複数の付加的な発光エレメントを活性化することを含むものとするのもよい。
【００４０】
　前記電子処理エレメントは、前記ディスプレイ装置のうちの前記入力操作手段に覆われ
ている部分の領域である覆域を判定し、前記覆域内に配設されている前記発光エレメント
のうちの少なくとも一部の発光エレメントが発する光を前記入力操作手段に入射させ、前
記入力操作手段で反射した反射光を、前記覆域内に配設されている前記光検出エレメント
のうちの少なくとも一部の光検出エレメントを用いて計測するように構成されているよう
にするのもよい。前記電子処理エレメントは、前記入力操作手段で反射した反射光の空間
分布を計測し、その空間分布に基づいて前記入力操作手段を識別するように構成されてい
るようにするのもよい。前記動作パラメータの変更は、前記覆域内に配設されている前記
光検出エレメントのうちの少なくとも一部の光検出エレメントにおける計測反復速度と計
測積分時間の少なくとも一方を変更することを含むものとするのもよい。
【００４１】
　前記入力は、前記タッチ感応センサ層の１つまたは複数のセンサ層に付随する静電容量
結合量の変化に関する情報を含んでいる少なくとも１つの電気信号から成るものとするの
もよい。これとは別の構成形態として、或いはこれと併用する構成形態として、前記入力
は、前記タッチ感応センサ層の１つまたは複数のセンサ層に付随する電界変化に関する情
報を含んでいる少なくとも１つの電気信号から成るものとするのもよい。



(17) JP 5780970 B2 2015.9.16

10

20

30

40

50

【００４２】
　かかるディスプレイ・デバイスの様々な構成形態のうちには、以上に加えて更に、本明
細書に開示されているその他の様々な特徴的構成要素のうちの任意の１つまたは複数の特
徴的構成要素を適宜に備えたものがある。
【００４３】
　本明細書中で言及している全ての刊行物、特許出願公開公報、特許公報、及びその他の
参考文献の開示内容は、それらの言及をもって、それらの開示内容の全体が本願開示に組
込まれたものとする。尚、本願開示と参考文献の開示内容との間に齟齬が存在する場合に
は、用語の定義等も含めて、本願開示に従うものとする。更に、本明細書中に開示した材
料、方法、具体例などは、説明のために例示したものであり、本発明はそれらを用いたも
のに限定されない。
【００４４】
　本発明の様々な構成形態における詳細構成は、図面に示し、また以下に記載した通りで
ある。また、本発明のその他の様々な特徴的構成が、明細書、図面、及び特許請求の範囲
の記載から明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】タッチ感応ディスプレイ・デバイスの１つの構成形態の概略図である。
【図２】タッチ感応ディスプレイ・デバイスの１つの構成形態の断面図である。
【図３Ａ】タッチ感応ディスプレイ・デバイスの光感応層に入射している周囲光及び反射
光の光像を示した模式図である。
【図３Ｂ】タッチ感応ディスプレイ・デバイス上に載置された２種類の物体からの反射光
の光像を示した模式図である。
【図４Ａ】光感応層を含むタッチ感応ディスプレイ・デバイスの１つの構成例を示した概
略図である。
【図４Ｂ】図４Ａのタッチ感応ディスプレイ・デバイスの光感応層の上面図である。
【図４Ｃ】図４Ａのタッチ感応ディスプレイ・デバイスの光感応層の様々な構成要素の間
の電気接続を示した回路図である。
【図５】タッチ感応ディスプレイ・デバイス上の１つまたは複数の入力操作手段を追跡す
るために実行する具体例のプロセスのステップを示したフローチャートである。
【図６Ａ】描画用の物体からタッチ感応ディスプレイ・デバイスの光感応層に入射した反
射光の光像を示した模式図である。
【図６Ｂ】タッチ感応ディスプレイ・デバイスに表示された画像に、描画用の物体によっ
て変更が加えられる様子を示した模式図である。
【図６Ｃ】タッチ感応ディスプレイ・デバイスに表示された画像に、描画用の物体によっ
て変更が加えられる様子を示した模式図である。
【図６Ｄ】タッチ感応ディスプレイ・デバイスに表示された画像に、描画用の物体によっ
て変更が加えられる様子を示した模式図である。
【図７Ａ】消去用の物体からタッチ感応ディスプレイ・デバイスの光感応層に入射した反
射光の光像を示した模式図である。
【図７Ｂ】タッチ感応ディスプレイ・デバイスに表示された画像に、消去用の物体によっ
て変更が加えられる様子を示した模式図である。
【図７Ｃ】タッチ感応ディスプレイ・デバイスに表示された画像に、消去用の物体によっ
て変更が加えられる様子を示した模式図である。
【図７Ｄ】タッチ感応ディスプレイ・デバイスに表示された画像に、消去用の物体によっ
て変更が加えられる様子を示した模式図である。
【図８】タッチ感応ディスプレイ・デバイス上の１つまたは複数の入力操作手段を検出並
びに追跡するために実行する具体例のプロセスのステップを示したフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
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【００４６】
　タッチ・スクリーンは、ディスプレイ機能と入力機能とを併せ持ったデバイスである。
通常、タッチ・スクリーンは、例えばグラフィックス画面などを表示することによって、
システムのオペレータに様々な種類の情報を提示する。タッチ・スクリーンは更に、入力
デバイスとしても機能し、システムのオペレータは、タッチ・スクリーンを介してシステ
ムに情報を入力することができる。こうして入力された情報は、タッチ・スクリーンによ
って直接処理されることもあり、また、タッチ・スクリーンに接続されているその他のデ
バイスへ伝送されることもある。
【００４７】
　タッチ・スクリーン・デバイスにおいて、そのグラフィックス画面を駆動するための駆
動方法として、数々の方法が用いられている。例えば、様々な構成形態のうちには、アク
ティブ型のマトリクス・アレイや、パッシブ型のマトリクス・アレイのようなマトリクス
・アレイによってグラフィックス画面を駆動するようにしたものがある。アクティブ型の
マトリクス・アレイ並びにそれを用いて構成したディスプレイ・デバイスの具体例は、例
えば、米国特許第６９４７１０２号公報に開示されており、同米国特許公報の開示内容は
この言及をもって本願開示に組込まれたものとする。同米国特許公報のディスプレイ・デ
バイスでは、ディスプレイ画面上の出力画像が見づらくなるのを回避するために、ディス
プレイ画面の表面を覆う部材を備える必要のない構成としている。この構成形態によれば
、ディスプレイ画面上の画像を表わすピクセル座標と、入力装置の検出位置を表わすピク
セル座標とが、互いに固定され、しかも互いに高精度で対応したものとなる。
【００４８】
　上掲の米国特許公報のアクティブ型のマトリクス・アレイでは、タッチ・スクリーン・
デバイスに入力装置が近接または接触したときに、それが近接または接触したことを識別
するための手段として、マトリクス・アレイに入射している光を検出する複数の光検出セ
ンサ（例えばフォトダイオード）が備えられている。タッチ・スクリーン・デバイスに物
体が近接または接触すると、その物体が、マトリクス・アレイを透過して入射している周
囲光に影響を及ぼすようになり、即ち、その物体の陰影のために、マトリクス・アレイを
透過して入射している周囲光に変化が発生する。この周囲光の入射状態の変化を、複数の
光検出センサによって検出するようにしているのである。また、光検出センサで計測して
得た入力用物体の陰影のパターンを、画像処理アルゴリズムを用いて解析することにより
、その入力装置がいかなる種類のものかを識別することができる。
【００４９】
　この技法を用いることによって、タッチ・スクリーン・デバイスが、様々な種類の入力
操作手段を識別し得るものとなる。例えば、様々な構成形態のうちには、タッチ・スクリ
ーン・デバイスが、入力手段としての人の手指を検出できるようにしたものがあり、この
構成形態では、システムのオペレータは、ディスプレイ上に表示されている情報に対して
、自身の手指を用いて、エンター、選択、変更、等々の操作を加えることができる。また
、様々な構成形態のうちには、タッチ・スクリーン・デバイスが、オペレータの手の一部
ではない手段からの入力を検出し、その入力を受入れられるようにしたものがある。例え
ば、そのような物体がタッチ・スクリーン・デバイスに近接または接触したことを、タッ
チ・スクリーン・デバイスが検出して、その物体による入力を受入れるようにしたものが
ある。そのような物体がタッチ・スクリーン・デバイスに近接または接触することによっ
て発生する周囲光の変化と、それとは異なる状況下で発生する周囲光の変化とは、弁別が
可能であり、その弁別は、そのような物体によって形成される（そして光検出センサによ
って検出される）陰影の形状に基づいて行なわれる。様々な構成形態のうちには、そのよ
うな物体の底面に基準マークを設け、その物体の底面で反射した反射光の光量が、その基
準マークに応じた所定の分布パターンを持つようにしたものがある。この場合、物体の底
面で反射した反射光の分布パターンを計測することによって、基準マークのパターンを検
出できるため、特定の種類の物体を識別することができる。また、こうすることで、タッ
チ・スクリーン・デバイスを、識別された入力用物体の種類に応じて特定の種類の入力を
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受入れるように構成することも可能となる。更に、こうすることで、タッチ・スクリーン
・デバイスを、識別された入力用物体の種類に応じて、そのとき表示している画像に対し
て特定の種類の画像変更処理を加えるように構成することも可能となる。
【００５０】
　光検出センサを用いて「タッチ事象」を検出する際の、検出信頼度及び検出感度に対し
て影響を及ぼし得る要因には様々なものがある。例えば、利用可能な照明光の光量、接触
している物体の形成材料、それにディスプレイ装置の様々な構成部品の光学特性などは、
いずれもそのような要因となり得る。光検出センサの使用環境によっては、それら要因の
ために、光検出センサの検出信頼度が所要レベル以下になることがある。かかる事態が発
生するおそれがある場合には、光検出センサに別の種類のセンサを組合せて、複合型デバ
イスとするのがよく、それによって検出信頼度を向上させることができる。例えば、光ス
ペクトル中の可視光領域に波長がある光は、手指での反射率が特に高いものではないこと
から、手指のタッチ事象を検出するためには、光検出センサとは種類の異なる、特にタッ
チ感応機能を備えた第２のタイプの検出センサを、光検出センサに組合せるようにすると
よい。その場合、それら２種類の検出センサが協働して検出を実行するようにしてもよく
、或いは、その第２のセンサがタッチ事象の検出機能の一部または全てを実行するような
構成形態とするのもよい。また更に、手指以外の物体のタッチ事象を検出するために（例
えば、物体が、比較的反射率の低い材料で形成されている場合などに）、この方式を用い
るような構成形態とするのもよい。
【００５１】
　かかる事情から、一般的に、光検出センサを用いたタッチ・スクリーン・デバイスのタ
ッチ検出能力を向上させるために、タッチ・スクリーン・デバイスに１つまたは複数のタ
ッチ感応センサを付加するということが行なわれている。付加するタッチ感応センサは、
例えば静電容量式タッチ感応センサなどであり、これを付加することによって、光検出セ
ンサの光感応能力だけに頼ってタッチ検出を行なう場合と比べて、タッチ事象の検出感度
が向上し、及び／または、より高精度のタッチ位置情報が得られるようになる。また一般
的に、静電容量式タッチ感応センサを付加することによって、入力操作手段（手指や入力
操作用の物体など）が、ディスプレイ装置に近接して位置しているだけなのか、それとも
ディスプレイ装置に完全に接触しているのかを弁別することも可能となる。また、タッチ
感応センサとしては、更に、抵抗膜式タッチ感応センサ、表面型静電容量式タッチ感応セ
ンサ、それに、後に説明するような、導波層を備えておりその導波層からの漏れの全反射
を利用して動作する方式のタッチ感応センサなどがある。
【００５２】
　また、物体に周囲光しかあたっていない状態で、光検出センサによりその物体の検出及
び識別を行なうような構成形態では、物体の検出及び識別が困難なことがある。光検出セ
ンサの多くは、その動作領域が電磁スペクトル中の可視領域であるのに対して、検出しよ
うとする物体の多くは、このスペクトル領域の光（即ち周囲光）を透過させない不透明な
ものだからである。そのために、光検出センサに到達して検出される周囲光の光量が非常
に僅かになってしまうことがある。しかるに、本発明の様々な構成形態のうちには、以下
に開示する光感応層によって、ディスプレイ装置に近接または接触している物体への照明
光の照射と、その物体で反射した反射光の計測との両方を行なうようにしたものがある（
この場合、その物体の照明光を照射する面と検出を行なう面は、同じ側の面であり、一般
的に観察者とは反対側の面である）。この光感応層は複数の発光エレメントを備えており
、物体がこの光感応層のある領域を覆っているとき、その覆われている領域にある発光エ
レメントは、物体によって覆い隠されている画像の一部分に対応した発光エレメントであ
るため、物体がそこに位置している間は画像の生成に用いる必要がなく、そのため、それ
ら発光エレメントを利用して、光感応層を覆っている物体を照明することができる。この
方式によれば、物体にあたる光の光量を、発光エレメントを利用して格段に増大させるこ
とができ、ひいては、その物体で反射した反射光の計測を容易化することができ、更に、
その計測した光に基づいて行なう物体の識別を容易化することができる。
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【００５３】
　図１は、タッチ・スクリーン・デバイス１００の１つの構成形態を示した図であり、こ
のタッチ・スクリーン・デバイス１００は、光感応性検出システムである発光／光感応層
１２０（例えば、光感応性アクティブ・マトリクスなど）と、静電容量式タッチ感応性検
出システムであるタッチ感応層１１０とを備えている。このタッチ・スクリーン・デバイ
ス１００では、発光／光感応層１２０の上にタッチ感応層１１０が配設されている。その
ため、物体１３０及び／またはオペレータの手指１４０がタッチ・スクリーン・デバイス
１００に接触するとき、これらは発光／光感応層１２０に接触するのではなく、タッチ感
応層１１０に接触するようになっている。
【００５４】
　一般的に、タッチ感応層１１０は、様々に構成し得るものである。例えば、様々な構成
形態のうちには、タッチ感応層１１０を、投影型静電容量センサとして構成したものがあ
る。投影型静電容量センサは、１個または複数個の電極に適宜の波形で変化する電圧を印
加し、その電圧を印加した電極とその近傍の別の電極とを利用して、その電圧による静電
容量結合を計測するようにしたセンサである。システムのオペレータの手指が複数の電極
のうちの１つに接近すると、その手指の存在によって電極システムの静電容量に変化が生
じるために、その電極とその近傍の別の電極との間の静電容量結合が変化する。この静電
容量結合の変化は検出可能であり、オペレータの手指が接近したこと（場合によっては接
触したこと）を示す指標として利用することができる。
【００５５】
　投影型静電容量式タッチ感応層の具体例としては、例えば、２００９年１０月２７日付
け出願の米国仮特許出願第６１／２５５２７６号に記載されているものがあり、同米国仮
特許出願の開示内容はこの言及を持って本願開示に組込まれたものとする。同米国仮特許
出願に記載されている投影型静電容量式タッチ感応層は、そのタッチ感応層の内部に配設
された複数の電極と、それら電極の電位をモニタするように構成された電子プロセッサと
を備えている。そのタッチ感応層に手指が接触すると、そのタッチ感応層が変形して、幾
つかの電極（手指の接触箇所の近傍の電極）どうしの間の静電容量結合が変化する。そし
て、その結合の変化を電子プロセッサが検出している。
【００５６】
　様々な構成形態のうちには、タッチ感応層１１０を、２００７年８月３日付け出願の米
国特許出願第１／８３３９０８号に記載されているような導波層を備えた構成としたもの
がある。同米国特許出願は既に米国特許出願公開ＵＳ２００８／００２９６９１号として
刊行されており、その開示内容はこの言及を持って本願開示に組込まれたものとする。導
波層は光源に結合されており、その光源から導波層の中へ光（例えば赤外光）を入射させ
ている。手指１４０ないし物体１３０が導波層に接触していないときには、その光は導波
層の内面で全反射（ＴＩＲ）して導波層の中を伝播している。そのため、導波層の外部空
間への光の結合は、全くもしくは殆ど生じていない。一方、手指１４０及び／または物体
１３０が導波層に接触したならば、導波層が変形するために、伝播している光の全反射状
態が毀損され、それによって漏れ全反射（ＦＴＩＲ）が発生し、そのため、伝播している
光のうちの幾分かが、その接触箇所から外部へ漏出する。そこで、タッチ・スクリーン・
デバイス１００に、このようにして導波層から漏出する光の光量を測定する検出器を備え
ておけば（この検出器は発光／光感応層１２０に組込んでもよく、別体の検出器としても
よい）、それによって、その接触箇所の位置を判定することができる。
【００５７】
　また、様々な構成形態のうちには、タッチ感応層１１０を、在来の表面型静電容量式タ
ッチ感応層と同様の構成としたものもある。そのタッチ感応層１１０は、複数の電極から
成る電極アレイと、電子プロセッサとを備えており、電子プロセッサは複数の電極に接続
されていて、各々の電極の静電容量結合を（例えばその電極の電位を計測することで）モ
ニタしている。手指１４０及び／または物体１３０をこのタッチ感応層１１０に接近させ
ると（タッチ感応層１１０に完全に接触させてもよく、接触させずにタッチ感応層１１０
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に近接した位置へ移動させるだけでもよい）、１つまたは複数の電極に付随する静電容量
結合が大きく変化する。この静電容量結合の変化を電子プロセッサが検出するようにすれ
ばよい。それによって、手指１４０及び／または物体１３０の位置を判定することができ
る。
【００５８】
　以上に説明したいずれの構成形態のタッチ感応層１１０を備えたタッチ・スクリーン・
デバイス１００も、手指１４０のタッチ事象と物体１３０のタッチ事象とを弁別する能力
を備えたものとなる。例えば、物体１３０によって発生した静電容量結合の変化と、手指
１４０によって発生した静電容量結合の変化とでは、その大きさが異なるため、その大き
さに基づいて両者を弁別することも可能である。またこれとは別の方法として、或いはこ
れと併用する方法として、静電容量結合の変化が発生した複数の電極の配設位置のパター
ンに基づいて、タッチ事象の発生原因が手指１４０であるかそれとも物体１３０であるか
を弁別することも可能である。従って、タッチ感応層１１０を用いてタッチ事象を検出す
ることによって、オペレータの手指がタッチしたタッチ事象と、物体がタッチしたタッチ
事象とを弁別することができる。
【００５９】
　更に、発光／光感応層１２０によるタッチ事象の検出よりも、タッチ感応層１１０によ
るタッチ事象の検出の方が、タッチ事象の発生位置（即ち手指１４０及び／または物体１
３０の位置）をより高精度で把握することができる。タッチ感応層１１０が静電容量式タ
ッチ感応センサとして構成されている場合に、手指１４０及び／または物体１３０の位置
をそのタッチ感応層１１０で判定するには、一般的に、タッチ感応層１１０の内部に配設
されている電極どうしの間の静電容量結合の変化を検出するようにしている。この静電容
量結合の変化は、手指１４０及び／または物体１３０がタッチ感応層１１０に接近するこ
とによって発生するものであり、様々な構成形態のうちには、手指１４０及び／または物
体１３０が接触してタッチ感応層１１０が変形することによってそのような静電容量結合
の変化が発生するようにしたものもある。電子プロセッサは、複数の電極の各々に接続さ
れており、タッチ感応層１１０に対して固定した座標系を基準とした、静電容量結合の変
化の検出値の２次元空間マップを生成するように構成してあり、それによって、タッチ感
応層１１０に対して固定した座標系における手指１４０及び／または物体１３０の位置の
判定が可能となっている。更に、静電容量結合の変化の空間パターンに基づいて、タッチ
感応層１１０に接触している手指１４０及び／または物体１３０の接触面の形状を判定す
ることも可能となっている。
【００６０】
　これに対して、発光／光感応層１２０によって手指１４０及び／または物体１３０の位
置を判定する場合には、手指１４０及び／または物体１３０がタッチ感応層１１０に接近
したときにその手指１４０及び／または物体１３０の陰影が形成されるということに基づ
いて、その位置の判定が行なわれる。より詳しくは、発光／光感応層１２０は複数の光検
出センサを備えており、それら光検出センサはタッチ感応層１１０及び発光／光感応層１
２０を透過して入射してくる周囲光を計測するように構成されている。手指１４０及び／
または物体１３０は、周囲光にとっては不透明である（少なくとも完全に透明ではない）
ため、手指１４０及び／または物体１３０がタッチ感応層１１０に接近したならば、その
手指１４０及び／または物体１３０に遮光されることによって、発光／光感応層１２０の
複数の光検出センサのうち、その手指１４０及び／または物体１３０に覆われる光検出セ
ンサへの入射光の光量が、その他の光検出センサへの入射光の光量と比べて低下する。そ
れゆえ、発光／光感応層１２０上に形成される陰影パターンを計測すれば、その陰影パタ
ーンに基づいて、手指１４０及び／または物体１３０の位置と形状とを共に判定すること
ができる。しかしながら、様々な構成形態のうちには、形成される陰影パターンのエッジ
の鮮鋭度が低くなるものがあり、これは、手指１４０及び／または物体１３０の位置、周
囲光の入射方向及び光強度空間分布、及びその他の、形成される陰影に歪みを生じさせ得
る様々な要因によるものである。その結果として、位置及び／または形状に関する情報の
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精度は、タッチ感応層１１０によってタッチ事象の検出を行なうことで得られるそれら情
報の精度程には正確にならないことがある。
【００６１】
　様々な構成形態のうちには、互いに独立的に動作するタッチ感応層１１０と発光／光感
応層１２０の夫々が個別に収集した検出情報を組合せて、入力操作手段に関する情報を生
成することで、それらタッチ感応層１１０と発光／光感応層１２０のいずれか一方のみに
よって収集し得る情報と比べてより多くの情報を入手し得るように構成したものがある。
そのような構成形態では、例えば、タッチ感応層１１０は、手指１４０及び／または物体
１３０によるタッチ事象を検出すると共に、タッチ・スクリーン・デバイス１００の座標
系における手指１４０及び／または物体１３０の位置（即ち、タッチが行なわれた位置）
を判定するために使用することができる。また、発光／光感応層１２０は、この発光／光
感応層１２０に入射している周囲光の２次元的な光強度空間分布を計測して、タッチ感応
層１１０に接触している手指１４０及び／または物体１３０の接触面の形状を判定するた
めに使用するようにするのもよい。
【００６２】
　様々な構成形態のうちには、更に、発光／光感応層１２０を、タッチ感応層１１０に接
触している異なる種類の物体１３０を識別するために使用するように構成したものもある
。図２に示したのはタッチ・スクリーン・デバイス１００の断面図である。図２において
、タッチ感応層１１０は、感光性マトリクス層１２０の上に配設されている。物体１３０
及び手指１４０は、いずれもタッチ感応層１１０に接触している。光源１５０が、周囲光
を提供している。観察者１６０は、タッチ・スクリーン・デバイス１００に表示された表
示画像を見ている。電子プロセッサ１４５は、通信線１４６を介して、発光／光感応層１
２０の複数の発光エレメント１２２及び複数の光検出エレメント１２４に電気的に接続さ
れており、また、通信線１４７を介してタッチ感応層１１０の複数の電極に電気的に接続
されている。
【００６３】
　感光性層１２０は、複数の発光エレメント１２２を備えると共に、複数の光検出エレメ
ント１２４を備えている。光検出エレメント１２４は、光源１５０から発してタッチ感応
層１１０を透過して入射してくる周囲光を検出することができる。また、光検出エレメン
ト１２４は更に、発光エレメント１２２から発した光を検出することもできる。複数の光
検出エレメント１２４は、例えば、半導体材料の積層構造体で形成された複数の検出素子
の集合体から成るものとすることもでき、或いは、共通基板上に集積形成された複数のフ
ォトダイオードで構成されたアレイから成るものとすることもできる。
【００６４】
　複数の発光エレメント１２２は様々に構成し得るものである。例えば様々な構成形態の
うちには、発光／光感応層１２０の下側（即ち、この発光／光感応層１２０のタッチ感応
層１１０とは反対側）に配設したバックライトから発した光が、この発光／光感応層１２
０を透過するようにして、プロセッサ１４５に制御される複数の発光エレメント１２２が
、その透過光の光量を調節するように構成したものがある。例えば、複数の発光エレメン
ト１２２を、１層または複数層の液晶層（即ち、液晶材料のセル）として形成し、その液
晶層が、発光／光感応層１２０を透過する光の偏光方向を変更する光学波長板として機能
するように構成するのもよい。或いはまた、複数の発光エレメント１２２を、選択された
偏光方向を有する光だけを透過させる１枚または複数枚の偏光層として構成するのもよい
。また、様々な構成形態のうちには、複数の発光エレメント１２２を、その発光動作がプ
ロセッサ１４５により制御される多層構造の半導体デバイスとして構成したものもある。
また、様々な構成形態のうちには、複数の発光エレメント１２２を、基板上に形成した複
数の有機発光ダイオードとしたものもある。一般的に、複数の発光エレメント１２２は、
電子プロセッサ１４５がその各々を個別にアドレス指定できるようにしておくのがよい。
【００６５】
　発光エレメント１２２は一般的に、電磁スペクトル中の１つまたは複数の所望のスペク
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トル領域の光を発するように製作及び／または構成したものとするのがよい。例えば、様
々な構成形態のうちには、タッチ・スクリーン・デバイス１００の動作中に発光エレメン
ト１２２が、光スペクトル中の可視光領域で光を発するようにしたものがある。また、様
々な構成形態のうちには、発光エレメント１２２が赤外スペクトル領域の光を発するよう
にしたものもある。更に、様々な構成形態のうちには、発光エレメント１２２が紫外スペ
クトル領域の光を発するようにしたものもある。一般的に、以上に例示したスペクトル領
域のいずれの場合も、発光エレメント１２２が発する光は、比較的狭い波長領域（例えば
半値全幅（ＦＷＨＭ）帯域幅が、２０ｎｍ以下、１５ｎｍ以下、１０ｎｍ以下、５ｎｍ以
下、または、２ｎｍ以下などの狭い波長領域）の中に包含される光となるように構成する
のがよく、そうすれば、発光エレメント１２２の発光波長帯の緻密な選定が（例えば光検
出エレメント１２４のスペクトル感度に整合するように選定することが）可能になる。
【００６６】
　通常は、発光／光感応層１２０の構成形態は、複数のピクセルを並設した形態（例えば
２次元アレイ）とする。また、それら複数のピクセルは、その各々が１個または複数個の
発光エレメント１２２を備えたものとするのもよい。或いはまた、特定のピクセルについ
ては、光検出エレメント１２４を備えずに、１個または複数個の光検出エレメントを備え
たものとするのもよい。各ピクセルの発光エレメント１２２が発生する光は、タッチ感応
層１１０を透過して観察者１６０の目に到達する。発光／光感応層１２０の複数のピクセ
ルの各々が射出する光の集合体によって、観察者１６が見る表示画像が形成される。
【００６７】
　図２に示したように、周囲光の光源１５０（この光源１５０は、例えば、１個または複
数個の室内灯、１個または複数個の屋外灯、及び／または、太陽などである）から発した
周囲光は、物体１３０、タッチ感応層１１０、及び手指１４０に入射している。その周囲
光のうちの、図中の矢印線Ｌ１に沿って進行する部分の光は物体１３０に入射している。
一方、図中の矢印線Ｌ２に沿って進行する部分の光は発光／光感応層１２０に入射してい
る。物体１３０は多くの場合、周囲光にとって不透明な（または少なくとも完全には透明
でない）材料で形成されている。そのため、発光／光感応層１２０のうちの、物体１３０
に覆われている覆域内に配設されている光検出エレメント１２４（例えば、領域１７０内
の）によって検出される周囲光の光量は、発光／光感応層１２０のうちの、物体１３０に
覆われていない非覆域内に配設されている光検出エレメント１２４（例えば、領域１７２
内の）によって検出される周囲光の光量と比べて、低光量となる。
【００６８】
　周囲光のうちの、図中の矢印線Ｌ７に沿って進行する部分の光は手指１４０に入射して
いる。手指１４０はその入射光を遮光する。しかしながら、タッチ感応層１１０に対する
手指１４０の相対的位置関係のために（即ち、手指１４０の表面の大部分はタッチ感応層
１１０から離隔している）、発光／光感応層１２０上に形成されて、複数の光検出エレメ
ント１２４により検出される手指１４０の陰影のエッジは、手指の接触面と比べてはるか
に大きな接触面でタッチ感応層１１０に接触している物体１３０の陰影のエッジと比べて
、鮮鋭度の低い、ぼけたエッジとなっている。そのため、周囲光を計測することによって
得られる遮光された周囲光の２次元的な光強度空間分布に基づく手指１４０の形状の判定
は、物体１３０の形状の判定と比べてより困難である。
【００６９】
　物体１３０は、物体１３０を一義的に識別することのできる基準マーク１３２及び１３
４を備えている。多くの場合、上述のように、物体１３０は周囲光にとって実質的に不透
明な材料で形成されている。物体１３０を形成しているこの材料は、その固有の構造に応
じて値が決まる反射率Ｒ１を有している。基準マーク１３２及び１３４は、物体１３０の
下面（即ち接触面）に形成されており、それらマーク１３２及び１３４を形成している第
２の材料は、その反射率Ｒ２が、反射率Ｒ１より大きな材料としてある。そのため、物体
１３０の下面で反射した反射光の光強度空間分布を利用して、その光強度空間分布の中の
反射光の光強度が極大値を取っている位置に基づいて物体１３０を識別することができる
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。
【００７０】
　物体１３０をタッチ感応層１１０上に接触させて載置したときには、光源１５０からの
周囲光は、発光／光感応層１２０のうちの、その物体１３０に覆われた領域内のピクセル
には到達できなくなる。多くの場合、発光／光感応層１２０上に形成される物体１３０の
陰影像は、比較的鮮鋭なエッジを有する陰影像となる。また、物体１３０の閉塞作用の結
果、物体１３０に覆われるピクセル（即ち領域１７０内のピクセル）は、観察者１６０が
実際に見る画像には含まれない。そのため、観察者１６０はその時点では、そのようなピ
クセルをどのみち見ることはできないので、タッチ・スクリーン・デバイス１００は、画
像を表示する上で、領域１７０内のピクセルを使用する必要はなくなる。その代わり、そ
のようなピクセルは、物体１３０の識別のために利用することができる。
【００７１】
　物体１３０の識別を行なうために、発光エレメント１２２は、発した光が物体１３０の
下面に入射するような向きにして配設されている。発光エレメント１２２が発した光は、
図２に示したようにタッチ感応層１１０を透過する。図中の矢印線Ｌ３に沿って進行する
光は、物体１３０に到達したならばその一部が基準マーク１３２に入射する。基準マーク
１３２で反射して図中の矢印線Ｌ４に沿って進行する反射光は、領域１７０内の光検出エ
レメント１２４によって検出される。同様に、図中の矢印線Ｌ５に沿って進行する光の一
部も物体１３０に入射する（ただし基準マークには入射しない）。物体１３０で反射して
図中の矢印線Ｌ６に沿って進行する反射光は、領域１７０内の光検出エレメント１２４に
よって検出される。
【００７２】
　領域１７０内の光検出エレメント１２４により計測された光強度値はプロセッサ１４５
へ供給され、プロセッサ１４５は物体１３０の下面からの反射光に対応した２次元的な光
強度空間分布を生成する。基準マーク１３２及び１３４は、物体１３０の反射率Ｒ１より
高い反射率Ｒ２を有する材料で形成されているため、これら基準マークからの反射光は、
物体１３０のその他の部分からの反射光よりも光強度が高くなる。そのため、光強度空間
分布における基準マーク１３２及び１３４に対応した領域は、物体１３０の残りの部分に
対応した領域よりも明るく見える（即ち、より高い光強度値を有する）。
【００７３】
　夫々の物体１３０にいかなる特定の基準マークが設けられているかが予め分かっていれ
ば、光強度空間分布における以上に説明した領域ごとの光強度の相違に基づいて物体１３
０を識別することができる。図３Ａに模式図で示したのは、周囲光及び反射光の光像２０
０の一例であり、この光像２００は、図２に示したように物体１３０と手指１４０との両
方がタッチ感応層１１０の表面に接触しているときに、発光／光感応層１２０の複数の光
検出エレメント１２４によって周囲光及び反射光を計測して得られる光像である。光像２
００は、略々一様な光強度の領域２１０を含んでいる。この領域２１０は、単にタッチ感
応層１１０を透過して発光／光感応層１２０で検出されている周囲光に対応した領域であ
る。光像２００は更に、エッジが鮮明に画成された領域２３０を含んでいる。もし仮に、
領域１７０内の発光エレメント１２２が光を発していない場合、この領域２３０は、周囲
光が物体１３０に遮光されて形成される陰影そのものとなる。しかしながらここでは、発
光エレメント１２２が発した光が物体１３０の下面に入射している。この入射光の一部が
物体１３０で反射され、その反射光が光検出エレメント１２４によって検出されている。
そのため、領域２１０の輝度に対する領域２３０の輝度は、物体１３０で遮光されている
周囲光の光量に対する物体１３０で反射されている反射光の光量に対応したものとなって
いる。
【００７４】
　領域２３０内に、この領域２３０の平均光強度と比べて、より平均光強度の高い領域２
３２及び２３４が存在している。それら領域２３２及び２３４は、基準マーク１３２及び
１３４に対応した領域であり、基準マークの形成材料がより高い反射率であるために、よ
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り高い輝度となっている。更に、領域２００内に、領域２４０が存在しており、この領域
２４０は手指１４０に対応した領域である。領域２４０のエッジの鮮鋭度は領域２３０の
エッジの鮮鋭度より低く、これは、手指１４０の輪郭を成す部分がタッチ感応層１１０の
表面からかなり離れていること、及び／または、手指１４０がタッチ感応層１１０に対し
て斜めに延在していることによるものである。
【００７５】
　基準マーク２３２及び２３４は、その夫々が、光像２００の形で表わされている光強度
空間分布の中の２つの極大値の部分に対応しており、もし基準マーク１３２及び１３４の
位置及び／または形状が、物体１３０に固有のものであるならば、それら基準マーク１３
２及び１３４に基づいて、物体１３０を識別することができる。そのため、複数の物体が
タッチ感応層１１０の表面に接触して置かれている場合でも、それら物体の基準マークの
パターン及び形状が、各々の物体ごとに異なっているならば、各々の物体の下面で反射し
た反射光の光強度空間分布を計測してその光強度空間分布の中のピークの位置及び／また
は形状を識別することによって、それら物体を弁別することができる。
【００７６】
　図３Ｂは、２種類の物体がタッチ感応層１１０上に接触して置かれているときに、発光
／光感応層１２０によって計測して得られる周囲光及び反射光の光像２５０を示した模式
図である。第１の物体は、十字形の基準マークを備えている。この第１の物体に対応して
いるのが光像の領域２６０であり、この物体の基準マークの形状及び位置が領域２６２に
よって表わされている。第２の物体は、所定の図形パターンを成すように組合わされた４
個の基準マークを備えている。この第２の物体に対応しているのが光像の領域２７０であ
り、それら４個の基準マークが夫々、領域２７２、２７４、２７６、及び２７８によって
表わされている。光像２５０を一瞥すれば明らかなように、２種類の物体は、それら物体
の各々の下面で反射した反射光の光強度空間分布に基づいて、容易に弁別することができ
る。
【００７７】
　図４Ａは、タッチ・スクリーン・デバイス１００の１つの構成形態の構造を更に詳細に
示した図である。既述のごとく、タッチ・スクリーン・デバイス１００は、タッチ感応層
１１０と、アクティブ・マトリクス層として構成された発光／光感応層１２０との、２つ
の層を備えている。タッチ感応層１１０は、第１基板３０５と、第２基板３１５とを備え
ている。第１基板３０５上に、複数の電極３１０が配設されており、それら電極３１０の
ピッチ（電極中心間距離）と、隙間寸法（隣り合う電極どうしの間の隙間の寸法）とは、
タッチ・スクリーン・デバイス１００に要求されるタッチ検出感度とタッチ位置計測精度
とに応じて選定される。複数の電極３１０は、プロセッサ１４５（不図示）に電気的に接
続されており、そのプロセッサ１４５が、電極３１０どうしの間の静電容量結合を計測す
るようにしてある。図４Ａに示したように、タッチ・スクリーン・デバイス１００は、実
質的に平面的な出力ディスプレイ画像を生成するように構成されており、複数の電極３１
０は、その出力ディスプレイ画像の平面に対して実質的に平行な１つの平面内に（即ち第
１基板３０５に対して平行な１つの平面内に）配設されている。一般的に、出力ディスプ
レイ画像の平面に対して実質的に平行な平面とは、出力ディスプレイ画像の平面に対する
角度が１０°以下の（例えば８°以下、６°以下、５°以下、４°以下、３°以下、２°
以下、または１°以下などの）平面をいう。
【００７８】
　タッチ事象または近接事象をモニタ及び検出するために、電子プロセッサ１４５は、少
なくとも２つの電極３１０どうしの間の静電容量結合における変化を検出するように構成
されている。図４Ａに示したように、複数の電極３１０は互いに絶縁されていて、各々の
電極３１０に電圧が印加されているために、各々の電極３１０から外へ向かう電界が生成
されている。タッチ事象が発生したならば、全体としての電界の形態が変化し、従って、
ある電極３１０と別のある電極３１０との間の静電容量が変化する。ただし、タッチ事象
が発生していなくても、システムのオペレータが、手指を電極３１０に近接させれば、そ
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の電極３１０に近接した位置に手指が存在するだけで、電極３１０に付随する電界の形態
は十分に大きく変化する。この電界の形態の変化、ないしは静電容量結合の変化を、プロ
セッサ１４５が検出し（多くの場合、プロセッサ１４５は静電容量結合による電流の波形
を検出する）、そしてその検出した変化に基づいて（デバイス１００の座標系における）
タッチ事象ないし近接事象の発生位置を判定する。様々な構成形態のうちには、静電容量
結合の変化における、その変化量、及び／または、変化発生領域を判定できるようにした
ものがあり、これらの情報からは、基板３１５に加えられている圧力の大きさ（或いは、
基板３１５に接触して載置されている物体の重量）を導出することができる。
【００７９】
　図４Ａには更に、感光性層１２０の詳細構造の具体例も併せて示した。これに加えて、
図４Ｂには、感光性層１２０の構成形態の上面図を示した。感光性層１２０は、感光性の
薄膜トランジスタ（フォトＴＦＴ）と、このフォトＴＦＴに接続された読出用の薄膜トラ
ンジスタ（読出用ＴＦＴ）とを備えている。それらトランジスタのコモン線にキャパシタ
Ｃｓｔ２が接続されている。読出用ＴＦＴを覆うようにして不透明性が比較的高いブラッ
ク・マトリクスが形成されており、このブラック・マトリクスは、読出用ＴＦＴの形成領
域に周囲光が到達するのを実質的に阻止するものである。
【００８０】
　図４Ｃは感光性層の様々な構成要素の間の電気接続の構成例を示した回路図である。図
４Ｃにおいて、コモン線の電位は、例えば基準グランド電位に対して所定の負電位（例え
ば－１０Ｖ）となるように設定されている。前回の読出サイクルにおいて、選択線に電圧
が印加されたときに、読出線の電圧がフォトＴＦＴのドレインと読出用ＴＦＴのドレイン
とに結合されたために、キャパシタＣｓｔ２の両端間に電位差が発生している。フォトＴ
ＦＴのドレインと読出用ＴＦＴのドレインとに結合されている電圧は、略々グランド電位
に等しく、電荷読出増幅器の非反転入力はグランドに接続されている。選択線に印加され
ていた電圧が除去されると読出用ＴＦＴはオフになる。
【００８１】
　通常の動作状態にあるときには、周囲光がディスプレイを透過してフォトＴＦＴに入射
している（フォトＴＦＴは多くの場合、アモルファス・シリコンで形成されている）。こ
の状態から、タッチ事象が発生したために、フォトＴＦＴの領域を照射していた周囲光が
遮光されたならば、フォトＴＦＴは「オフ」状態になり、キャパシタＣｓｔ２の両端間の
電圧は、フォトＴＦＴを介して十分に放電することができなくなる。
【００８２】
　キャパシタＣｓｔ２の両端間の電圧を判定するには、選択線に電圧を印加して読出用Ｔ
ＦＴのゲートを開き、それによってキャパシタＣｓｔ２の両端間の電圧を読出線に結合す
ればよい。このように読出用ＴＦＴをオンにして、キャパシタＣｓｔ２の両端間の電圧を
読出線に結合したときに、もし読出線の電圧が大きく変化しなかったならば、電荷読出増
幅器の出力も大きく変化することはない。このことから、タッチ・スクリーン・デバイス
１００は入射するはずの周囲光が遮光された状態にあるか否かを判定することができる。
また、遮光された状態にあると判定されたならば、タッチ・スクリーン・デバイス１００
は、そのとき信号が読出されたフォトＴＦＴに対応したディスプレイ画面上の位置にタッ
チがなされたものと判定する。
【００８３】
　読出サイクルにおいては、選択線に電圧が印加されることによって、フォトＴＦＴのド
レインの電圧と読出用ＴＦＴのドレインの電圧とが夫々の読出線に結合され、その結果と
して、キャパシタＣｓｔ２の両端間の電圧がリセット（再設定）される。選択線に印加さ
れていた電圧が除去されると、読出用ＴＦＴはオフになる。従って、電圧の読出動作が実
行されると、それによって、次回の読出サイクルで読出される電圧がリセット（再設定）
される。
【００８４】
　タッチ・スクリーン・デバイス１００は更に、タッチ事象が消滅したときに、それが消
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滅したことを判定するための動作も実行する。この動作モードは、周囲光がブラック・マ
トリクスの開口部を通ってフォトＴＦＴに入射するようになることで、開始される（フォ
トＴＦＴは多くの場合、アモルファス・シリコンで形成されている）。タッチ事象が消滅
して、周囲光がブラック・マトリクスの開口部を通ってフォトＴＦＴの形成領域を照射す
ることができない状態が解消したならば、それによってフォトＴＦＴは「オン」状態にな
り、キャパシタＣｓｔ２の両端間の電圧は、コモン線に接続されているフォトＴＦＴを介
して放電される。従って、周囲光が入射するようになったならば、キャパシタＣｓｔ２の
両端間の電圧は大きく変化する。
【００８５】
　キャパシタＣｓｔ２の両端間の電圧を判定するには、選択線に電圧を印加して読出用Ｔ
ＦＴのゲートを開き、それによってキャパシタＣｓｔ２の両端間の電圧を読出線に結合す
ればよい。このように読出用ＴＦＴをオンにして、キャパシタＣｓｔ２の両端間の電圧を
読出線に結合したときに、もし読出線の電圧が大きく変化したならば、即ち、読出線に電
流が流入したならば、電荷読出増幅器の出力電圧は実質的に非ゼロ値になる。電荷読出増
幅器の出力電圧は、キャパシタＣｓｔ２に蓄積されていた電荷に比例した値（ないしはそ
の電荷に応じた値）になる。このことから、タッチ・スクリーン・デバイス１００は、周
囲の入射光が遮光された状態にあるか否かを判定することができる。そして、遮光された
状態にないのであれば、タッチ・スクリーン・デバイス１００は、画面へのタッチが行な
われていないものと判定する。
【００８６】
　一般的に、プロセッサ１４５は、タッチ・スクリーン・デバイス１００に近接ないし接
触している物体を識別し、その物体の位置を判定し、その物体を追跡するための、様々な
画像処理アルゴリズム及びデータ処理アルゴリズムを組込んだ構成とするのがよい。更に
、プロセッサ１４５（このプロセッサ１４５は、複数の電子処理エレメントから成るもの
とすることができる）は、タッチ感応層１１０、及び／または、発光／光感応層１２０を
計測して得られるデータに基づいて、発光／光感応層１２０の１つまたは複数のパラメー
タ（例えば、光検出エレメント１２４、及び／または、発光エレメント１２２のパラメー
タ）に対して、物体１３０及び／または手指１４０の検出及び追跡のための処理の効率を
向上させることを目的とした適合化のための変更を施し得るものとするとよい。例えば、
様々な構成形態のうちには、物体または手指がタッチ感応層１１０に接触している位置を
、光像２００内の陰影領域（例えば陰影領域２３０）を識別する画像処理アルゴリズムに
基づいて判定するように構成したものがある。また、これとは別の方法として、或いはこ
れと併用する方法として、物体または手指がタッチ感応層１１０に接触している領域を、
静電容量結合を反映したタッチ感応層１１０の電極間の電位差の計測値の変化に基づいて
識別するようにするのもよい。こうして物体または手指がタッチ感応層１１０に接触して
いる領域が判定されたならば、その判定された領域は、基準マークを検出するために捜索
を実行するための特定捜索対象領域として識別される。
【００８７】
　タッチ感応層１１０上を移動する物体１３０の追跡を実行するために、その追跡の忠実
度を向上させる手段をプロセッサ１４５に組込むとよく、そのような手段には数々のもの
がある。例えば、様々な構成形態のうちには、プロセッサ１４５が基準マークを捜索する
領域を、上で説明した特定捜索対象領域だけに限定するように構成したものがある。これ
によって、ディスプレイ画面が比較的大型のものであっても、基準マークを捜索する領域
を、そのディスプレイ画面の比較的小さな領域に限定できることから、物体の素性及び位
置の更新を高速化することができる。
【００８８】
　様々な構成形態のうちには、プロセッサ１４５が、ディスプレイ画面の異なる領域から
異なる速度でデータを取得するようにしたものがある。その一例として、発光／光感応層
１２０のうちの特定対象領域として識別された領域では、発光／光感応層１２０のうちの
その他の領域（例えば領域１７２）で光強度を計測する速度よりも高速度で光強度を計測
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（例えば領域１７０の光検出エレメント１２４によって）するようにするのもよい。領域
１７０における光強度計測の速度と、領域１７２における光強度計測の速度との比は、１
．５：１以上（例えば、２：１以上、２．５：１以上、３：１以上、４：１以上、等々）
とするとよい。
【００８９】
　様々な構成形態のうちには、プロセッサ１４５が、手指タッチ事象が発生したディスプ
レイ画面の領域を識別し、その領域を基準マークの捜索対象領域から除外するように構成
したものがある。その一例として、プロセッサ１４５がタッチ感応層１１０の電極どうし
の間の静電容量結合の変化（例えば電位差の変化として計測される）に基づいて、手指タ
ッチ事象が発生した領域を識別するようにするのもよい。これとは別の方法として、或い
はこれと併用する方法として、プロセッサ１４５が、計測した周囲光及び反射光の空間分
布に基づいて、手指タッチ事象が発生した領域を識別するようにするのもよい。手指の陰
影は通常、そのエッジの鮮鋭度が低く、また、手指の陰影が形成された領域の平均光強度
は、物体がタッチ感応層１１０上に接触状態で置かれたことによって形成された陰影の領
域の平均光強度と比べて、高強度となっている。以上のような方法を用いることで、手指
タッチ事象が発生したディスプレイ画面の領域を識別することができ、そして、その領域
を基準マークの捜索対象領域から除外することができる。
【００９０】
　様々な構成形態のうちには、発光エレメントと、光検出エレメントとの、いずれか一方
もしくは両方を、基準マークの検出感度を向上させるような構成としたものがある。例え
ば、様々な構成形態のうちには、光検出エレメント１２４を、１つまたは複数の選択した
波長において高い感度を持つように設定するようにしたものがある。この場合の設定は固
定的なものであり、光検出エレメント１２４を製作する時点でそのように設定することに
なる。これとは別の方法として、光検出エレメント１２４の波長感度特性を可変にしてお
き、プロセッサ１４５が動作中にその波長感度特性を変化させることができるように構成
したものもある。光検出エレメント１２４を、狭い波長領域でのみ高い感度を有するよう
な波長感度特性とすることによって、検出エレメント１２４は、その狭い波長領域以外の
全ての波長領域の周囲光に対する感度が低下するため、周囲光の光強度の変動からの影響
を低減することができる。特に、特定の波長感度特性を選択することによって、タッチ・
スクリーン・デバイス１００の使用環境中の周囲光の照明品質に対する依存性を大幅に低
減することができ、場合によっては払拭することも可能である。
【００９１】
　様々な構成形態のうちには、入力操作手段が存在していること（即ち、入力操作手段が
接触しているか、または、近接して位置していること）が検出されたならば、１つまたは
複数の発光エレメント１２２の設定を変更することにより、検出された入力操作手段に対
する光検出エレメント１２４の感度を高めるように構成したものがある。その一例として
、プロセッサ１４５が、発光エレメント１２２が発する光の波長を、光検出エレメント１
２４の高感度領域の波長に対応する特定の波長で発光するように構成したものがある。こ
の構成形態とする場合の、波長を変更する方法には様々な方法があり、発光エレメント１
２２の特性に応じて適宜の方法を用いればよい。例えば、発光エレメント１２２が、バッ
クライトが発生した光を透過させることで光を発するものである場合には、発光エレメン
ト１２２に付設されている調節可能な光学フィルタをプロセッサ１４５が制御することで
、発光エレメント１２２を透過して発せられる光の波長を制御するという方法を用いるこ
とも可能である。一方、発光エレメント１２２が、みずから光を生成するものである場合
には、発光エレメント１２２を製作する時点で、その発光エレメント１２２が、光検出エ
レメント１２４の波長感度特性の中の高感度領域の波長の光を生成するようにしておくの
もよく、或いは、プロセッサ１４５の動作中に、例えば発光エレメント１２２へ供給して
いる駆動電圧を変化させて発光波長を偏位させるなどの方法によって、発光エレメント１
２２が発生する光の波長を、光検出エレメント１２４の波長感度特性の中の高感度領域の
波長にするように構成するのもよい。一般的に、発光エレメント１２２は駆動回路（図２
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では不図示）を介してプロセッサ１４５に接続されており、プロセッサ１４５はこの駆動
回路を介して発光エレメント１２２に電圧を供給することによって、発光エレメント１２
２が透過させる光の透過量や発光エレメント１２２が生成する光の生成量を変更するよう
に構成することができる。
【００９２】
　以上に説明した技法を用いることで、プロセッサ１４５は、１つまたは複数の物体の位
置及び姿勢を追跡することができ、また、その物体は、基準マークを備えたものであって
もよく（この場合には、プロセッサは１つまたは複数の物体の、位置、姿勢、及び素性を
追跡することができる）、しかも、それら物体がタッチ感応層１１０上に静止している場
合にも、また、タッチ感応層１１０の表面に沿って移動している場合にも、それら物体を
追跡することができる。物体に備えられている基準マークが、その他の特性を動的に変化
させることのできるものである場合には、プロセッサ１４５はその物体の（変化する基準
マークによって示される）その他の特性を、時間の関数として計測することができる。
【００９３】
　一般的に、本明細書に開示する設定ステップ、計測ステップ、及び処理ステップ（例え
ば、発光エレメント１２２を設定するステップ、光検出エレメント１２４を設定するステ
ップ、光検出エレメント１２４を用いて光強度を計測するステップ、電極３１０どうしの
間の（電位差の計測によって）静電容量結合を計測するステップ、それに、光像２００及
び２５０などの光像処理ステップなど）は、いずれも、プロセッサ１４５に組込むことの
できるステップである。ただし、これらステップのうちの任意のものをタッチ・スクリー
ン・デバイス１００に接続した外部ハードウェアが実行するようにしてもよく、或いはシ
ステムのオペレータが実行するようにしてもよい。
【００９４】
　図２の模式図に示した構成形態では、プロセッサ１４５とタッチ感応層１１０とが直接
的に電気的に接続されている。しかしながら、プロセッサ１４５とタッチ感応層１１０と
の間に付加的なハードウェアを介在させた構成形態としてもよい。その一例として、プロ
セッサ１４５とタッチ感応層１１０との間に駆動回路を接続し、その駆動回路によって、
タッチ感応層１１０の複数の「行電極」に供給するための所定波形の電圧信号を発生させ
るようにするとよい。更に、プロセッサ１４５とタッチ感応層１１０との間に、より具体
的には、タッチ感応層１１０の複数の「列電極」とプロセッサ１４５との間に、検出回路
を接続した構成とするとよい。そして、静電容量結合の変化をモニタするためには、タッ
チ感応層１１０の複数の行電極にシーケンシャルに所定波形の電圧信号が印加されている
ときに、タッチ感応層１１０の複数の列電極の間の電位差を計測するように、プロセッサ
１４５を構成すればよい。また検出回路は、例えば、その電位差の変化を増幅し、そして
増幅した信号を、アナログからデジタルに変換するように機能するものとするとよい。
【００９５】
　図５に示したのは、タッチ・スクリーン・デバイス１００がタッチ事象を検出して処理
する際に実行する、多数の処理ステップから成るフローチャート５００である。ステップ
５０５では、タッチ感応層１１０の電極どうしの間の静電容量結合をモニタし（例えば電
極の電位をモニタすることによって）、そして、タッチ事象が発生しているか否かを判定
する。上述のごとく、タッチ感応層１１０は、このタッチ感応層１１０に手指が接触して
発生したタッチ事象と、物体が接触して発生したタッチ事象との両方を検出することがで
きる。ただしこのタッチ感応層１１０は、特に、手指の接触によるタッチ事象の検出に関
して高い検出感度を有するものである。続いて、ステップ５１０では、発光／光感応層１
２０に入射している周囲光の光強度空間分布を計測し、これによって、オペレータの手指
及び／または物体とタッチ感応層１１０との接触に関する更なる情報が得られる。続いて
、判断ステップ５１５では、手指及び／または物体の接触事象が検出されたか否かを判断
し、もし手指と物体とのいずれの接触事象も検出されていなかったならば、処理の流れは
ステップ５０５へ戻り、そして再び、タッチ感応層１１０のモニタ、並びに、発光／光感
応層１２０のモニタを実行する。一方、接触事象が検出されていたならば、続いてステッ
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プ５２０において、その接触事象の弁別を行なう。
【００９６】
　手指のタッチ事象が検出されたならば、処理の流れはここからステップ５２５へ進み、
そこでは手指の接触位置を判定する。上述のごとく、この接触位置の判定を行なうには、
タッチ感応層１１０の電極どうしの間の静電容量結合の変化を検出するようにすればよい
。これとは別の方法として、或いはこれと併用する方法として、手指の接触位置の判定を
、発光／光感応層１２０に入射している周囲光の光強度空間分布をステップ５１０で計測
したことで得られた陰影情報に基づいて行なうようにしてもよい。ステップ５１０からの
情報は、更に、図３Ａに示したような、手指の有効接触領域の概略形状を判定するために
も用いられる。
【００９７】
　ステップ５３０では、こうして検出された手指タッチ事象に対して、タッチ・スクリー
ン・デバイス１００が処理を施す。その処理には、その検出された手指のタッチ事象に基
づいて１つまたは複数の作業を実行することが含まれ、それら作業には、発光／光感応層
１２０によって表示している表示画像を更新すること、プロセッサ１４５に接続されてい
る記憶装置に格納されている１つまたは複数のデータ値を変更すること、格納されている
データ値に対して１つまたは複数のアルゴリズムを適用すること、及びその他の様々な作
業が含まれる。この処理ステップ５３０での作業が完了したならば、続いて判断ステップ
５３５において、今回の処理の流れの中で更に基準マークの捜索を実行する必要があるか
否かを判断する。もしこの処理を続行する必要がないと判断されたならば、処理の流れは
ステップ５０５へ戻る。一方、それを実行する必要があると判断されたならば（例えば、
ステップ５２０において１つまたは複数の物体のタッチ事象が検出されていた場合などに
は）、処理の流れはオプションのステップ５４０へ進む。
【００９８】
　オプションのステップ５４０では、発光／光感応層１２０の領域全体のうち、先に識別
された手指のタッチ事象におけるその手指の位置に対応した領域部分を、基準マークを捜
索するための対象領域から除外する。発光／光感応層１２０のうちのその領域部分は手指
に覆われているのであるから、手指とは別の入力操作手段（即ち物体１３０）の基準マー
クがその領域部分で発見される可能性は皆無である。それゆえ、演算時間及び計測時間の
無駄を省くために、発光／光感応層１２０の手指に覆われている領域部分は除外して、発
光／光感応層１２０の手指に覆われていない領域部分だけを対象領域として基準マークの
捜索を実行するのである。
【００９９】
　続いて、ステップ５４５では、ステップ５１０において計測された周囲光の光強度空間
分布に基づいて、タッチ感応層１１０に接触している物体の位置及び形状を判定する。ス
テップ５５０では、その物体の位置及び形状に関する情報に基づいて、基準マークの捜索
対象領域を設定する（例えば、上述のように、物体に覆われている発光／光感応層１２０
のピクセルに対応した領域、即ち、図２中の領域１７０である）。これに続くオプション
のステップ５５５では、タッチ感応層１１０に接触している物体の表面で反射した反射光
の計測をより良好に行なえるようにするために、発光エレメント１２２及び／または光検
出エレメント１２４の設定を変更する。この設定変更には、上述のごとく、発光エレメン
ト１２２から発する光の強度の変更、発光エレメント１２２から発する光の波長分布の変
更、それに、光検出エレメント１２４のスペクトル感度特性の変更などが含まれる。
【０１００】
　続いて、ステップ５６０では、物体の下面を、領域１７０内の発光エレメント１２２か
ら発する光で照明し、その物体の接触面（下面）で反射した反射光を領域１７０内の光検
出エレメントで計測する。更に、ステップ５６５では、計測して得られた反射光の２次元
的な光強度空間分布を解析して、その光強度空間分布の中に存在している周囲より光強度
が高いピーク部分及び／またはその他の特徴部分の、位置と、形状と、ピーク部分及び／
またはその他の特徴部分の相互間の相対姿勢とを判定する。また更に、かかるピーク部分
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及び／またはその他の特徴部分に基づいて、基準マークの個数と、基準マークの形状と、
タッチ・スクリーン・デバイス１００に対する座標系における基準マークの姿勢とを判定
する。ステップ５７０では、ステップ５６５で検出された基準マークに基づいて、物体の
識別を行なう。また更に、検出された基準マークに基づいて、タッチ・スクリーン・デバ
イス１００の座標系における、物体の位置及び姿勢を判定する。
【０１０１】
　タッチ感応層１１０上に接触させられて、以上のようにして識別される物体には、様々
なものがある。例えば、様々な構成形態のうちには、識別される物体が、ペンまたはペン
シルの形状の描画用の物体であって、それが描画用の物体であることを識別可能にするた
めの基準マークを備えているものがある。また、様々な構成形態のうちには、識別される
物体が、消しゴムの形状の消去用の物体であって、それが消去用の物体であることを識別
可能にするための基準マークを備えているものがある。ステップ５７５では、発光／光感
応層１２０により生成されて観察者１６０に提示されている表示画像に対して、識別され
た物体の種類に応じた更新処理を任意に施す。その一例として、識別された物体が描画用
の物体であった場合には、そのときタッチ・スクリーン・デバイス１００に対して行なわ
れている「描画」模擬操作に対応して、その物体に覆われている覆域内のピクセルのうち
の一部または全部のピクセルの設定を変更して、それらピクセルの発光エレメント１２２
が発する光の色及び／または強度を特定の色及び／または強度にする。また別の例として
、識別された物体が消去用の物体であったならば、そのときタッチ・スクリーン・デバイ
ス１００に表示されている表示画像の一部に対して行なわれている「消去」模擬操作に対
応して、その物体に覆われている覆域内のピクセルのうちの一部または全部のピクセルの
設定を変更して、それらピクセルの発光エレメント１２２が発する光の色及び／または強
度を特定の色及び／または強度にする。
【０１０２】
　描画用の物体がタッチ・スクリーン・デバイス１００上を移動するときに、その描画用
の物体を追跡して、そのときタッチ・スクリーン・デバイス１００上に表示されている表
示画像のピクセルの設定を変更して行く処理の様子を示したのが図６Ａ～図６Ｄである。
図６Ａに模式図で示したのは、周囲光及び反射光の光像６００であり、この光像６００は
、発光／光感応層１２０の複数の光検出エレメント１２４によって周囲光及び反射光を計
測した計測値から得られたものである。光像６００の中の領域６１０は、タッチ感応層１
１０を透過して発光／光感応層１２０に入射している周囲光に対応した領域である。また
、光像６００の中の領域６２０は、タッチ感応層１１０に接触している描画用の物体の底
面で反射した反射光に対応した領域である。更に、領域６２０の中に、周囲より高輝度の
領域６３０が複数存在しており、それら領域６３０は、高反射率の材料で形成された複数
の基準マークに対応した領域である。プロセッサ１４５は、光像６００を解析することに
よって、その物体が描画用の物体であることを識別することができる（この識別は基準マ
ーク６３０に基づいて行なわれる）。
【０１０３】
　図６Ｂは、描画用の物体６４０が、タッチ・スクリーン・デバイス１００のディスプレ
イ画面６５０上に置かれている様子を示した上面図である。ディスプレイ画面６５０上に
は、クロスハッチングの画像パターン６５５が表示されている。図６Ｃ及び図６Ｄに示し
たように、描画用の物体６４０がディスプレイ画面６５０上を移動するときには、その描
画用の物体６４０の位置に応じて、そのとき表示している画像パターン６５５を形成して
いる複数のピクセルの設定を変更して行く。より詳しくは、物体６４０が描画用の物体で
あることから、この物体６４０による、画像パターン６５５における「描画」模擬操作を
反映するように、画像パターン６５５を形成している複数のピクセルの設定を変更して行
く。即ち、画像パターン６５５を形成している複数のピクセルが、クロスハッチングの画
像パターンを表示し続けることに加えて、更に、描画用の物体６４０の位置の軌跡に沿っ
た描線６６０を表示するようにする。これによって、描画用の物体６４０を用いてディス
プレイ画面６５０上に「描画」することができ、その描画は、描画用の物体６４０の位置
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の変化に従って行なわれる。
【０１０４】
　様々な構成形態のうちには、描画用の物体６４０を、例えばスタイラスなどの、ペンま
たはペンシルの形状の物体としたものがある。そのような構成形態では、スタイラスの下
面に反射性の複数の基準マークを設けておくことで、そのスタイラスがタッチ感応層１１
０の表面上を移動するときに、それら基準マークの検出及び追跡を行なうことができる。
描画用の物体として、発光手段を備えたスタイラスを用いてもよいが、ただし、このタッ
チ・スクリーン・デバイス１００は、発光手段を備えないスタイラスを用いることも可能
であり、発光手段を備えないスタイラスを用いるようにすることで、タッチ・スクリーン
・デバイスの全体としての動作を簡明化することができるばかりでなく、より多くの種類
の描画用の物体を使用することができるようになる。
【０１０５】
　同様に、消去用の物体がタッチ・スクリーン・デバイス１００上を移動するときに、そ
の消去用の物体を追跡して、そのときタッチ・スクリーン・デバイス１００上に表示され
ている表示画像のピクセルの設定を修正して行く処理の様子を示したのが図７Ａ～図Ｄで
ある。図７Ａに模式図で示したのは、周囲光及び反射光の光像７００であり、この光像７
００は、発光／光感応層１２０の複数の光検出エレメント１２４によって周囲光及び反射
光を計測した計測値から得られたものである。領域７１０は、タッチ感応層１１０を透過
して発光／光感応層１２０に直接入射している周囲光に対応した領域である。また、領域
７２０は、タッチ感応層１１０に接触している消去用の物体の底面で反射した反射光に対
応した領域である。領域７２０の中に存在している複数の領域７３０は、消去用の物体底
面（接触面）に設けられている複数の基準マークに対応した領域であり、基準マークが高
反射率の材料で形成されているために、それら領域７３０は周囲の領域７２０よりも明る
く見えている。プロセッサ１４５は、このようにして観察される基準マークに基づいて、
消去用の物体を識別する。
【０１０６】
　図７Ｂは、消去用の物体７４０が、タッチ・スクリーン・デバイス１００のディスプレ
イ画面７５０上に置かれている様子を示した上面図である。ディスプレイ画面７５０上に
は、クロスハッチングの画像パターン７５５が表示されている。図７Ｃ及び図７Ｄに示し
たように、消去用の物体７４０がディスプレイ画面７５０上を移動するときには、その消
去用の物体７４０の位置に応じて、そのとき表示している画像パターン７５５を形成して
いる複数のピクセルの設定を変更して行く。即ち、物体７４０が消去用の物体であること
から、この物体７４０の移動に合わせて、この物体７４０を用いて行なわれている、画像
パターン７５５の一部を消去する「消去」模擬操作を反映するように、画像パターン７５
５を形成している複数のピクセルの設定を変更して行く。ディスプレイ画面７５０上の物
体７４０の移動経路に沿った画像パターン７５５の中の空白領域は、この消去操作に対応
した領域である。以上のようにして、消去用の物体７４０を用いてディスプレイ画面７５
０上に表示されている画像を「消去」することができ、その消去は、消去用の物体７４０
の位置の変化に従って行なわれる。
【０１０７】
　説明を図５に戻して、ステップ５８０では、物体の位置のモニタを続行する必要がある
か否かを判断し、もし続行する必要がなければ処理を終了する。一方、モニタを続行する
必要があると判断されたならば、処理の流れはオプションのステップ５８５へ進み、基準
マークの計測における反復実行速度を設定する。上述のごとく、プロセッサ１４５が周囲
光の計測を実行する速度は、ステップ５５０において設定される基準マークの捜索対象領
域に応じて、領域の空間位置に応じて異なった速度にすることができる。このオプション
の設定ステップに続いて、制御の流れはステップ５０５へ戻り、そして再び、タッチ事象
を検出するために、タッチ感応層１１０、並びに、発光／光感応層１２０のモニタを実行
する。
【０１０８】



(33) JP 5780970 B2 2015.9.16

10

20

30

40

50

　これら２つのステップ５０５及び５１０のうちのどちらかまたは両方においては通常、
複数回の計測が実行される。例えば、タッチ感応層１１０のモニタを行なう際には、電極
どうしの間の静電容量結合が複数回計測される（例えば、電極間の電位差を計測すること
などによって）。同様に、発光／光感応層１２０に入射している周囲光を把握するために
発光／光感応層１２０のモニタを行なう際には、その入射している周囲光の強度が複数回
計測される。基準マークを捜索するための捜索対象領域が複数あって、それらの領域ごと
に計測の反復実行速度を異なった速度に選定するようにした構成形態では、発光／光感応
層１２０上のそれら領域ごとに、周囲光の強度の計測の回数を異ならせるようにするのも
よい。
【０１０９】
　フローチャート５００に含まれる様々な処理のうち、先に具体的に説明したようにステ
ップ５１５で実行する処理は、手指の接触事象ないし近接事象であるのか、それともその
他の物体の接触事象ないし近接事象であるのかを弁別するための処理である。ただし、こ
のステップ５１５で実行する処理によって、入力操作手段の種類を弁別するようにするの
もよい。例えば、様々な構成形態のうちには、ステップ５１５で実行する処理によって、
手指以外の入力操作手段（例えば物体１３０など）の種類を弁別し、そして、識別された
物体の種類に応じて異なった作業を実行するようにしたものがある。また、様々な構成形
態のうちには、ステップ５１５で実行する処理によって、認識される入力操作手段（例え
ば基準マークを備えている物体）と、その他の、認識されない物体（例えば基準マークを
備えていない物体）とを弁別するようにしたものがある。また、様々な構成形態のうちに
は、ステップ５１５で実行する処理によって、入力操作手段の種別（例えば、手指、認識
される物体、認識されない物体など）を弁別し、そして、接触事象ないし近接事象を発生
させた入力操作手段がどの種別に所属するものであるかに応じて、夫々に異なった作業を
実行するようにしたものもある。更には、例えば、同一種別に所属するが互いに種類の異
なる複数の入力操作手段（例えば、いずれも基準マークを備えている２個以上の互いに種
類の異なる物体）が識別されたときに、夫々に異なった作業を実行するようにしてもよい
。
【０１１０】
　図８に示したのは、タッチ感応層に入力操作手段が接触または近接したことを検出する
ために、並びに、（オプションとして）タッチ感応層上を移動する入力操作手段を追跡す
るために実行する、多数の処理ステップから成るフローチャート８００である。最初のス
テップ８０５では、電子プロセッサ１４５（及び／または、更にその他の処理エレメント
）が、静電容量式タッチ感応層であるタッチ感応層１１０の複数の電極３１０に付随する
夫々の電界を計測する。それら電界の計測値は、例えば、電極どうしの間の静電容量結合
の変化を反映した電位差の計測値の形で得られる。得られた計測値は、プロセッサ１４５
に接続された記憶装置の中に格納しておくとよい。
【０１１１】
　ステップ８１０では、新たに計測して得られた電界計測値を、前回計測した電界計測値
（即ち、前回計測して記憶装置に格納しておいた電界計測値）と比較する。ステップ８１
５では、電界計測値が変化しているか否かを判別し、もし変化していなかったならば、制
御の流れはステップ８０５へ戻る。この場合、検出可能なほどタッチ感応層に近接してい
るような入力操作手段は存在していない。一方、１つまたは幾つかの電界計測値が変化し
ていたならば、制御の流れはステップ８２０へ進む。このステップ８２０では、プロセッ
サ１４５が、変化のあった電界計測値に基づいて、発光層であるところの層１２０を基準
とした入力操作手段の位置を判定する。尚、このステップ４２０において、更に、発光／
光感応層１２０の複数の光検出エレメント１２４が検出した周囲光の強度に（少なくとも
部分的に）基づいて、その入力操作手段の位置を判定するような構成形態としてもよく、
これについては先に説明した通りである。
【０１１２】
　入力操作手段の位置を判定したならば、続いてステップ４２５において、発光／光感応
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層１２０の複数の発光エレメント１２２のうち、入力操作手段の位置に対応した配設位置
に配設されている一群の発光エレメント１２２を識別し、そして、それら一群の発光エレ
メント１２２の発光量を増大させる。発光量を増大させる方法には様々なものがあり、使
用する発光エレメントの特性に応じた方法を用いればよい。例えば発光エレメント１２２
が、一般的な液晶ディスプレイ装置などのように発光エレメント１２２とは別に設けられ
た光源用バックライトが生成する光を透過させるものであって、その透過光量を制御する
ように構成されたエレメントである場合には、発光エレメント１２２に付随する駆動回路
にプロセッサ１４５が適切な電圧を印加することによって、発光エレメント１２２が透過
させる光の光透過量を増大させるようにすればよい。また、例えば発光エレメント１２２
が、みずから光を生成するように構成されたエレメントである場合（例えば有機発光ダイ
オードをはじめとする発光ダイオードである場合など）には、そのダイオードなどの発光
エレメント１２２にプロセッサ１４５が（駆動回路を介して）適切な駆動電流を供給する
ことによって、発光エレメント１２２が生成する光の生成光量を増大させるようにすれば
よい。従って、ステップ４２５では、発光エレメント１２２の設定を変更することによっ
て、発光エレメントから発して入力操作手段の接触面に入射する光の光量を増大させてい
るのであるが、このような設定の変更が可能な発光エレメントには様々な種類のものがあ
る。
【０１１３】
　オプションのステップ４３０において、プロセッサ１４５が、タッチ・スクリーン・デ
バイス１００に対して１つまたは幾つかの設定変更を施す（即ち、タッチ・スクリーン・
デバイス１００の様々なパラメータの設定を変更する）ことによって、入力操作手段を検
出する機能及び／または追跡する機能を強化するようにしておくとよい。一般的に、多種
多様な設定の変更が可能である。例えば、基準マークを捜索するためのアルゴリズムに関
して、その捜索対象領域を、ディスプレイ画面の領域全体のうちの入力操作手段の位置に
対応した領域だけに限定するのもよい（入力操作手段は同時に２個以上存在することもあ
り、その場合には、位置に対応した領域も２個以上になる）。尚、そのような領域は、先
に説明したように、電界計測値の変化に基づいて判定するようにしてもよく、或いは、発
光／光感応層１２０の光検出エレメント１２４で計測して得られる周囲光計測値に基づい
て判定するようにしてもよく、それら両方によって判定するようにしてもよい。
【０１１４】
　様々な構成形態のうちには、発光／光感応層１２０の入力操作手段の位置に対応した領
域部分において反射光の計測を実行する際の実行速度（計測周波数）を、発光／光感応層
１２０のその他の領域部分において周囲光及び／または反射光の計測を実行する際の実行
速度よりも高速にしているものがある。これとは別の方法として、或いは、これと併用す
る方法として、発光／光感応層１２０の入力操作手段の位置に対応した領域部分において
反射光の計測を実行する際の実行速度（計測周波数）を、ステップ８０５においてタッチ
感応層１１０の電極どうしの間の電界の計測を実行する際の実行速度よりも高速にすると
いう方法もある。これらの実行速度に関する設定の変更は、タッチ感応層１１０上を移動
している入力操作手段の位置、姿勢、状態の追跡及び更新の実行速度を高速化することを
目的としたものである（入力操作手段の現在状態の追跡及び更新を行なうのは、例えば、
入力操作手段の基準マークが時間と共に変化する場合などである）。
【０１１５】
　様々な構成形態のうちには、入力操作手段で反射した反射光を発光／光感応層１２０の
複数の光検出エレメント１２４によって計測する際の積分時間を、プロセッサ１４５が増
大させることができるように構成したものがある。この積分時間を増大させることによっ
て、入力操作手段の追跡を実行する上で、ダイナミックレンジを広くとることができ、及
び／または、低光量状態にも対応できるようになる。更に、様々な構成形態のうちには、
発光／光感応層１２０の複数の光検出エレメント１２４のうち、認識された入力操作手段
の基準マークのパターンに対応した領域部分にある一群の光検出エレメント１２４の一部
または全部を、プロセッサ１４５が電子シャッタ機能を利用して非活性化するように構成
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したものがある。
【０１１６】
　様々な構成形態のうちには、発光／光感応層１２０の複数のピクセルのうち、入力操作
手段の位置に対応した領域部分にある一群のピクセルの表示機能を、プロセッサ１４５が
オフにするように構成したものがある。入力操作手段がタッチ感応層１１０に接近しまた
は接触したならば、発光／光感応層１２０の複数のピクセルのうち、その入力操作手段の
位置に対応した位置にある一群のピクセルは、その入力操作手段に覆われてしまうために
観察者の目には入らなくなる。そのような一群のピクセルの表示機能をオフにする（即ち
、それらピクセルの発光エレメントが、タッチ・スクリーン・デバイス１００のディスプ
レイ画面上の表示画像を形成するために発光するのを阻止する）ことによって、処理及び
表示を実行するための時間の幾許かを節約することができる。更に、それら一群のピクセ
ルの発光量を、上でステップ８２５に関して説明したように増大させることで、入力操作
手段の底面の基準マークを検出し易くするような構成とするのもよい。
【０１１７】
　様々な構成形態のうちには、ステップ８２５において、入力操作手段の位置に対応した
位置にある一群の発光エレメント１２２に対してプロセッサ１４５が設定の変更を施す際
に、それら発光エレメント１２２が発する光の波長を、光検出エレメント１２４の高感度
領域の波長に合わせるように構成したものがある。発光エレメント１２２が発する光の波
長を変更する方法には様々なものがあり、使用する発光エレメントの特性に応じた方法を
用いればよい。例えば、発光／光感応層１２０が、光を生成するためのバックライトを備
えた液晶ディスプレイ装置の構成層であって、発光エレメント１２２が、その構成層の特
定のピクセル位置を透過する光の透過量を制御するためのエレメントであるならば、その
バックライトは多くの場合、白色光源（例えば、白色発光ダイオード及び／または冷陰極
蛍光管などの光源）である。一方、光検出エレメント１２４が、水素化アモルファス・シ
リコンを主材料としたエレメントであるならば、その光検出エレメントの高感度領域は、
光スペクトル中の可視光領域の赤色端近傍部分並びに近赤外領域である。従って、これら
の場合には、プロセッサ１４５が、発光エレメント１２２のうちの赤ピクセルに対応した
発光エレメント１２２だけをオンにするように、それら発光エレメントの各々へ適切な制
御信号を送出するようにすればよい。それによって、入力操作手段の底面に入射させる光
を赤色光とし、その反射光を光検出エレメント１２４に検出させることができる。また、
ディスプレイ装置が、赤色発光ダイオードと、緑色発光ダイオードと、青色発光ダイオー
ドとで構成されたバックライトを備えたものである場合には、プロセッサ１４５が、それ
らのうちの赤色発光ダイオードだけをオンにするようにすればよく、それによって、入力
操作手段に赤色光だけを入射させ、その反射光を光検出エレメント１２４に検出させるこ
とができる。また同様に、ディスプレイ装置が、複数の有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）
を備えたものである場合には、プロセッサ１４５が、それらＯＬＥＤの設定を変更して、
それらのうちの赤色ＯＬＥＤだけを発光させるようにすればよく、それによって、入力操
作手段で反射した赤色光を、光検出エレメント１２４に検出させることができる。
【０１１８】
　様々な構成形態のうちには、（ステップ８２５に関連して先に説明したように）基準マ
ークの検出を更に容易にするために発光エレメントが発する光の光量を増大させる手段と
して、タッチ・スクリーン・デバイス１００に付加的な光源を備えるように構成したもの
がある（例えば複数のＬＥＤから成るバックライトを備えたディスプレイ装置ならば、複
数の付加的な光源をそれらＬＥＤの間に配設するのもよく、また、複数のＯＬＥＤから成
る半透明のバックライトを備えたディスプレイ装置ならば、複数の付加的な光源をそのバ
ックライトの背後に配設するのもよい）。また、付加的な光源は、例えば、光検出エレメ
ント１２４の高感度領域である、近赤外領域の波長の光を発するように構成したものとす
るのもよい。また、プロセッサ１４５を、入力操作手段が検出されたならばこのような付
加的な光源を活性化するように構成しておくとよく、それによって、入力操作手段のその
後の検出及び追跡を容易化するための付加的な光が供給されることになる。描画用の物体
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としては、非導電性材料で形成されたスタイラス型の様々な書込用器具が存在するが、そ
のような物体の検出及び追跡を実行する上では、供給する付加的な光を、光検出エレメン
ト１２４の高感度領域（例えば近赤外領域）の光とすることが特に有用である。
【０１１９】
　フローチャート８００に説明を戻して、続く次のステップ８３５では、入力操作手段で
反射した反射光を計測する（例えば、発光／光感応層１２０を基準とした入力操作手段の
位置に対応した一群の光検出エレメント１２４によって計測する）。ステップ８４０では
、プロセッサ１４５が、計測した反射光の光強度の値に基づいて、入力操作手段の接触面
に対応した領域における反射光の空間分布を取得し、更に、その入力操作手段の接触面に
基準マークが設けられている場合には、その基準マークを識別する（基準マークの識別は
、例えば、反射光の光強度空間分布の中の高輝度領域を識別することなどによって行なわ
れる）。また更に、その基準マークの特徴的なパターンに基づいて、入力操作手段の識別
、及び／または、タッチ感応層１１０を基準とした入力操作手段の姿勢の判定、及び／ま
たは、入力操作手段の状態に関する情報の判定を行なう。
【０１２０】
　続いて、オプションのステップ８４５では、発光／光感応層１２０の複数のピクセルの
うち、入力操作手段の位置に対応した一群のピクセルの設定を変更して、それらピクセル
が入力操作手段に覆われた状態から脱した後のそれらピクセルの表示設定を、それらピク
セルが入力操作手段に覆われた状態にあったときのそれらピクセルの表示設定とは異なっ
たものにする。例えば、入力操作手段の種類に応じて、ピクセルの輝度と色のうちの一方
もしくは両方を変更するような構成形態とするのもよい。また、図６Ａ～図６Ｄ及び図７
Ａ～図７Ｄを参照して先に説明したように、ディスプレイ画面の表示画像を形成している
ピクセルに対して、入力操作手段を用いて行なわれている描画模擬操作や消去模擬操作を
反映した設定の変更を施すような構成形態とするのもよい。
【０１２１】
　ステップ８５０において、入力操作手段の追跡を続行する必要があると判断されたなら
ば、制御の流れはステップ８０５へ戻る。一方、入力操作手段の追跡を終了して、更なる
タッチ事象ないし近接事象のモニタ及び検出を停止すべきであると判断されたならば、ス
テップ８５５において処理を終了する。
【０１２２】
　以上に説明したデータの収集、処理、解析、解釈、及び表示のための様々な方法に関連
する数々のステップは、標準的なプログラミング技法を用いたコンピュータ・プログラム
によって実施し得るものである。また、そのコンピュータ・プログラムは、プログラマブ
ル・コンピュータや特定用途向け集積回路などで実行可能なように構築することができ、
そのようなコンピュータないし集積回路は、例えば、電子プロセッサと、データ格納シス
テム（メモリ、及び／または、ストレージ部品など）と、少なくとも１つの入力デバイス
と、少なくとも１つの出力デバイス（例えばディスプレイやプリンタなど）とを備えたも
のとすることができる。入力データ（例えば、静電容量結合の計測値、周囲光の光強度の
計測値、及び／または、入力用物体で反射した反射光の光強度の計測値など）に、かかる
コンピュータ・プログラムのプログラム・コードが適用されることによって、本明細書に
記載した様々な機能が提供される。また、かかるコンピュータ・プログラムは、高水準手
続き型プログラミング言語やオブジェクト指向プログラミング言語により構築することも
可能であり、また、アセンブリ言語やマシン語などで構築することも可能である。更に、
それら言語は、コンパイラ言語であってもよく、インタプリタ言語であってもよい。また
、かかるコンピュータ・プログラムは、コンピュータ読取り可能な格納媒体（例えばＣＤ
－ＲＯＭや磁気ディスクなど）に格納することができ、それら格納媒体は、コンピュータ
に読取られることによって、そのコンピュータのプロセッサに、以上に説明した様々な解
析機能並びに制御機能を実行させるものである。
【０１２３】
　以上に様々な構成形態について説明したが、容易に理解されるように、それら構成形態
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に対しては種々の変更を加えることが可能である。そのため、特許請求の範囲の記載は、
以上に説明した構成形態以外のその他の構成形態をも包含するものとなっている。
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