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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、各々が少なくとも一つの発光素子を有する複数の画素が配列された表示領域
と、
　前記画素を順次走査する走査線駆動回路と、
　走査された前記複数の画素に順次映像信号を入力する映像信号駆動回路と、
　前記複数の発光素子に共通して設けられ、前記表示領域内において放射状に複数の領域
に分割された共通電極と、
　前記複数の領域に分割された共通電極に接続され、定電位を供給する基準電源回路、又
は前記表示領域内のタッチ位置を検出する走査回路を前記共通電極に選択的に接続する電
圧切り替えスイッチ回路とを備え、
　前記基板は、可撓性を有し、
　前記複数の領域に分割された共通電極は、前記基板の折り曲げ形状に合わせた分割形状
を有する表示装置。
【請求項２】
　前記複数の領域に分割された共通電極のいずれかは、三角形又は四角形の形状を有する
ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記放射状に複数の領域に分割された共通電極は、前記表示領域の略中央を中心として
放射状に複数の領域に分割された共通電極である請求項１に記載の表示装置。
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【請求項４】
　前記共通電極は、タッチパネルの走査電極を構成し、
　前記表示領域に、前記走査電極と交差する検出電極を更に備えた請求項３に記載の表示
装置。
【請求項５】
　前記検出電極は、らせん状に配置されることを特徴とする請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記検出電極は、略同心円状に配置されることを特徴とする請求項４に記載の表示装置
。
【請求項７】
　前記複数の領域に分割された共通電極は、単層でタッチパネルを構成することを特徴と
する請求項１に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記複数の領域に分割された共通電極の各々に設けられた複数の補助電極を更に備えた
請求項１に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記発光素子は、有機発光ダイオードであることを特徴とする請求項１に記載の表示装
置。
【請求項１０】
　前記発光素子は、量子ドット発光ダイオードであることを特徴とする請求項１に記載の
表示装置。
【請求項１１】
　前記共通電極は、タッチパネルの走査電極を構成し、
　前記走査電極の上方に配置された検出電極を更に備えた請求項１に記載の表示装置。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置の構成に関する。特に、タッチパネル付き表示装置の構成に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネッセンス（有機ＥＬ）表示装置は、各画素に発光素子が設けられ
、個別に発光を制御することで画像を表示する。発光素子は、一方をアノード、他方をカ
ソードとして区別される一対の電極間に有機ＥＬ材料を含む層（以下、「発光層」ともい
う）を挟んだ構造を有している。発光層に、カソードから電子が注入され、アノードから
正孔が注入されると、電子と正孔の再結合が起こる。これにより放出される余剰なエネル
ギーによって発光層中の発光分子が励起し、その後脱励起することに伴って発光する。
【０００３】
　有機ＥＬ表示装置においては、発光素子の各々のアノードは画素毎に画素電極として設
けられ、カソードは複数の画素に跨がって共通の電位が印加される共通電極として設けら
れている。有機ＥＬ表示装置は、この共通電極の電位に対し、画素電極の電位を画素毎に
印加することで、画素の発光を制御している。
【０００４】
　近年、携帯端末機、パーソナルコンピュータ、カーナビゲーションシステム等の電子機
器において、液晶表示装置等の表示画面の画像を視認しながら、指先やペン先等を接触さ
せてタッチ位置を検出することによってデータ入力をするタッチパネルが広く普及してい
る。
【０００５】
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　例えば特許文献１には、第１方向に延伸した複数の駆動ラインと、前記第１方向に直交
する第２方向に延伸した複数の感知ラインと、を含み、前記複数の駆動ラインのうち一部
の駆動ラインを活性化し、前記複数の感知ラインのうち一部の感知ラインを活性化して使
用者からのタッチの概略的位置を検出するレアスキャンを遂行し、前記複数の駆動ライン
のうちの前記タッチの前記概略的位置周辺の駆動ラインを活性化し、前記複数の感知ライ
ンのうちの前記タッチの前記概略的位置周辺の感知ラインを活性化して前記タッチの精密
な位置を検出するローカルスキャンをさらに遂行することを特徴とするタッチパネルが開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－１６８１２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　液晶表示装置と同様な回路構成によって有機ＥＬ表示装置でインセルタッチパネルを実
現するためには、画素に合せて予め共通電極を分割しておき、画像非表示期間に各分割さ
れた共通電極を駆動ラインとして順次走査することが考えられる。
【０００８】
　しかし、液晶表示装置のように共通電極を平行に分割すると、有機ＥＬ表示装置の共通
電極には画像表示期間に画素から表示領域の周縁に向かって大電流が流れるため、特に表
示領域の中心近傍が発光表示した際の共通電極の電圧降下が異常に大きくなってしまう。
このため、共通電極の分割形状が視認されてしまうという課題があった。
【０００９】
　本発明は、上記問題に鑑み、高画質なタッチパネル付き表示装置を提供することを目的
の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様は、基板上に、各々が少なくとも一つの発光素子を有する複数の画素が
配列された表示領域と、画素を順次走査する走査線駆動回路と、走査された複数の画素に
順次映像信号を入力する映像信号駆動回路と、複数の発光素子に共通して設けられ、表示
領域内において放射状に複数の領域に分割された共通電極と、複数の領域に分割された共
通電極の各々に接続され、発光電力供給用の共通電圧及びタッチパネル電極駆動用の走査
電圧を二者択一的に印加する電圧切り替えスイッチ回路とを備えた表示装置である。
【００１１】
　本発明の一態様は、基板上に、各々が少なくとも一つの発光素子を有する複数の画素が
配列された表示領域と、表示領域を取り囲む周辺回路と、複数の発光素子に共通して設け
られ、表示領域内において複数の領域に分割された共通電極と、共通電極上に絶縁層を介
して配置された複数の検出電極とを有し、周辺回路は、検出電極に接続されたタッチ検出
回路と、複数の領域に分割された共通電極に接続され、定電位を供給する基準電源回路、
又は表示領域内のタッチ位置を検出する走査回路を共通電極に選択的に接続する電圧切り
替えスイッチ回路とを備えた表示装置である。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を説明する斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る表示装置の回路構成を説明する斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る表示装置が有する画素の構成を示す断面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る表示装置の共通電極のレイアウト及び共通電極の接続
関係を示す模式図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る表示装置の分割された共通電極の端部を拡大した図で
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ある。
【図６】本発明の一実施形態に係る表示装置の検出電極のレイアウトを示す上面図である
。
【図７】本発明の一実施形態に係る表示装置の共通電極のレイアウト及び共通電極の接続
関係を示す模式図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る表示装置の検出電極のレイアウトを示す上面図である
。
【図９】本発明の一実施形態に係る表示装置の共通電極のレイアウト及び共通電極の接続
関係を示す模式図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る表示装置の共通電極のレイアウト及び共通電極の接
続関係を示す模式図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る表示装置の共通電極のレイアウト及び共通電極の接
続関係を示す模式図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る表示装置の分割された共通電極の端部を拡大した図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を、図面等を参照しながら説明する。但し、本発明は多くの
異なる態様で実施することが可能であり、以下に例示する実施の形態の記載内容に限定し
て解釈されるものではない。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ
、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であっ
て、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に
関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略する
ことがある。
【００１４】
＜第１実施形態＞
　図面を用いて、本実施形態に係る表示装置１００の構成について説明する。
【００１５】
　図１は、本実施形態に係る表示装置１００の概略構成を示す斜視図である。本実施形態
に係る表示装置１００は、第１基板１０２と、第２基板１０４と、複数の画素１０８と、
シール材１１０と、端子領域１１４と、接続端子１１６とを有している。
【００１６】
　第１基板１０２上には、表示領域１０６が設けられている。表示領域１０６には、第１
基板１０２上に、各々が少なくとも一つの発光素子を有する複数の画素１０８が配列され
ている。
【００１７】
　表示領域１０６の上面には第１基板１０２と対向する第２基板１０４が設けられている
。第２基板１０４は表示領域１０６を囲むシール材１１０によって、第１基板１０２に固
定されている。第１基板１０２に形成された表示領域１０６は、第２基板１０４とシール
材１１０によって大気に晒されないように封止されている。このような封止構造により画
素１０８に設けられる発光素子の劣化を抑制している。また、後述するが、表示装置１０
０内にタッチパネル機能が内蔵されたインセル型タッチパネルを構成している。
【００１８】
　第１基板１０２には、一端部に端子領域１１４が設けられている。端子領域１１４は第
２基板１０４の外側に配置されている。端子領域１１４は、複数の接続端子１１６によっ
て構成されている。接続端子１１６には、映像信号を出力する機器や電源などと表示パネ
ル（図１では表示装置１００）とを接続する配線基板が配置される。配線基板と接続する
接続端子１１６の接点は、外部に露出している。第１基板１０２には接続端子１１６から
入力された映像信号を表示領域１０６に出力するドライバＩＣ１１２が設けられている。
【００１９】
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　次いで、本実施形態に係る表示装置１００の回路構成について、図面を参照して詳細に
説明する。図２は、本実施形態に係る表示装置１００の回路構成を説明する図である。
【００２０】
　有機ＥＬ表示装置は、画像を表示する表示領域１０６と、表示領域１０６を駆動する駆
動部とを備える。この駆動部は表示領域１０６を取り囲むように配置されており、周辺回
路となっている。
【００２１】
　表示装置１００の表示領域１０６には複数の画素１０８が行列状に配置され、画素１０
８毎に画素回路１２０を有する。画素回路１２０は、少なくとも選択トランジスタ１２２
、駆動トランジスタ１２４、保持容量１２６及び発光素子１２８を含む。
【００２２】
　一方、駆動部は、走査線駆動回路１３０、映像信号駆動回路１３２、駆動電源回路１３
４、、電圧切り替えスイッチ回路１４８、基準電源回路１３６、走査回路１５０、制御装
置１３８及びタッチ検出回路２５０を含む。
【００２３】
　表示装置１００は、画像表示期間と画像非表示期間とを交互に繰り返して駆動する。画
像表示期間には、駆動部は、画素回路１２０を駆動し発光素子１２８の発光を制御する。
一方、画像非表示期間には、駆動部は、走査回路１５０を駆動し、使用者の指先やタッチ
ペン等のタッチ位置を検出する。
【００２４】
　走査線駆動回路１３０は、画素１０８の水平方向の並び（画素行）毎に設けられた走査
信号線１４０に接続されている。走査線駆動回路１３０は、画素１０８を順次走査する。
つまり、走査線駆動回路１３０は制御装置１３８から入力されるタイミング信号に応じて
走査信号線１４０を順番に選択し、選択した走査信号線１４０に、選択トランジスタ１２
２をオンにする電圧を印加する。
【００２５】
　映像信号駆動回路１３２は、画素１０８の垂直方向の並び（画素列）毎に設けられた映
像信号線１４２に接続されている。映像信号駆動回路１３２は、走査された複数の画素１
０８に順次映像信号を入力する。つまり、映像信号駆動回路１３２は、制御装置１３８か
ら映像信号を入力され、走査線駆動回路１３０による走査信号線１４０の選択に合わせて
、選択された画素行の映像信号に応じた電圧を各映像信号線１４２に出力する。当該電圧
は、選択された画素行にて選択トランジスタ１２２を介して保持容量１２６に書き込まれ
る。駆動トランジスタ１２４は書き込まれた電圧に応じた電流を発光素子１２８に供給し
、これにより、選択された走査信号線１４０に対応する画素の発光素子１２８が発光する
。
【００２６】
　駆動電源回路１３４は、画素列毎に設けられた電源電位線１４４に接続され、電源電位
線１４４及び選択された画素行の駆動トランジスタ１２４を介して発光素子１２８に電流
を供給する。
【００２７】
　電圧切り替えスイッチ回路１４８は、基準電位線１４６に接続されている。
【００２８】
　画像表示期間には、基準電位線１４６は、電圧切り替えスイッチ回路１４８によって基
準電源回路１３６に接続される。つまり、基準電源回路１３６は、電圧切り替えスイッチ
回路１４８を介して基準電位線１４６に接続される。基準電源回路１３６は、発光素子１
２８のカソード電極を構成する共通電極に定電位を与える。定電位は例えば、接地電位に
設定することができる。
【００２９】
　画像非表示期間には、基準電位線１４６は、電圧切り替えスイッチ回路１４８によって
走査回路１５０に接続される。つまり、走査回路１５０は、電圧切り替えスイッチ回路１
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４８を介して基準電位線１４６に接続されている。
【００３０】
　次いで、本実施形態に係る表示装置１００の共通電極のレイアウト及び共通電極の接続
関係について、図３乃至図６を参照して詳細に説明する。図３は、本実施形態に係る表示
装置１００が有する画素１０８の構成を示す断面図であり、図１におけるＡ－Ａ´の断面
を示している。図４は、本実施形態に係る表示装置１００の共通電極のレイアウト及び共
通電極の接続関係を示す模式図である。図５は、本実施形態に係る表示装置１００の分割
された共通電極の端部を拡大した図である。図６は、本実施形態に係る表示装置１００の
検出電極のレイアウトを示す上面図である。
【００３１】
　図３を参照すると、複数の画素１０８の各々において、駆動トランジスタ１２４は、発
光素子１２８の下方の層に設けられている。図示はされていないが、選択トランジスタ１
２２も、発光素子１２８の下方の層に設けられている。また、複数の画素１０８を区画す
るバンク１６４が形成されている。発光素子１２８の上には、封止層１６６が、表示領域
１０６に亘って配置されている。封止層１６６は発光層へ水分が侵入することを抑制する
ため、無機絶縁層を含む層であることが好ましい。
【００３２】
　第１基板１０２に対向し、発光素子１２８等を挟持するように、第２基板１０４がシー
ル材（図示せず）を介して貼り合わせられている。この例では、第２基板１０４の第１基
板１０２側の表面には、円偏光板１６８及び受信電極（検出電極）１６０が設けられてい
る。第１基板１０２と第２基板１０４との間には、充填剤１７０が充填されている。
【００３３】
　発光素子１２８は、画素電極１５２及び共通電極１５６によって発光層１５４が挟持さ
れた構成を有している。発光素子１２８が有する電極の内、下部の電極は画素電極１５２
であり、上部の電極は共通電極１５６である。画素電極１５２は、駆動トランジスタ１２
４のソース電極と、コンタクト開口部を介して電気的に接続されている。
【００３４】
　発光素子１２８のレイアウト範囲としては、表示領域におけるバンク１６４の開口部で
ある。つまり、画素電極１５２と発光層１５４と接触している領域であり、画素電極１５
２と発光層１５４とがバンクを挟持していない領域が発光素子１２８のレイアウト範囲で
ある。
【００３５】
　発光層１５４が、例えば有機ＥＬ層から成る場合、低分子系又は高分子系の有機材料を
用いて形成される。低分子系の有機材料を用いる場合、発光層１５４は発光性の有機材料
を含む発光層１５４に加え、当該発光層１５４を挟むように正孔注入層や電子注入層、更
に正孔輸送層や電子輸送層等を含んで構成される。
【００３６】
　共通電極１５６は、複数の発光素子１２８に共通して設けられている。図４に示すよう
に、共通電極１５６は、表示領域１０６内において放射状に複数の領域に分割されていて
もよい。この例では、共通電極１５６は、表示領域１０６内において放射状に８個の領域
に分割されている。共通電極１５６は、本実施形態のように８個程度の領域に分割される
のが好適であるが、これに限られず、更に多数の領域に分割されても構わない。放射状に
複数の領域に分割されるということは、分割された各共通電極１５６は、中央部で幅が狭
く、周辺部で広くなる形状となっていることである。
【００３７】
　このような構成を有することによって、放射形状の中心近傍では、画像表示期間におい
て、分割された複数の共通電極１５６から電流が引き出される。例えば、図４のＡで示し
た領域内の画素１０８から流出した電流は、８個の共通電極１５６に分散して引き出され
る。よって、分割された各々の共通電極１５６による電圧降下が抑制され、共通電極１５
６の分割形状が視認されにくくなる。よって、高画質な表示装置１００を提供することが
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できる。
【００３８】
　図５は、分割された共通電極１５６の端部を拡大した図である。図５に示すように、共
通電極１５６は、各々の発光素子１２８を分断しないような形状で複数の領域に分割され
ている。つまり、共通電極１５６は、画素１０８単位で複数の領域に分割されている。こ
のようなレイアウトの共通電極１５６は、例えばフォトリソグラフィ工程、又はレーザ照
射によって形成することができる。特にレーザ照射を用いる場合は、共通電極１５６の直
下に配置された発光層１５４まで切断されるため、隣接する画素１０８の電気混色を防止
することができる。
【００３９】
　複数の領域に分割された共通電極１５６のいずれかは、三角形又は四角形の形状を有し
ていてもよい。この例では、８個の領域に分割された共通電極１５６は、いずれも直角三
角形の形状を有している。
【００４０】
　このような構成を有することによって、放射形状の中心から離れるほど、分割された各
々の共通電極１５６の幅が広くなる。よって、画像表示期間において、分割された複数の
共通電極１５６の各々の電圧降下が抑制される。例えば、図４のＢで示された領域内の画
素１０８から流出した電流は、全て１個の共通電極１５６のみから引き出される。しかし
、Ａで示された領域に比べてＢで示された領域付近は共通電極１５６の幅が広いため低抵
抗となり、電圧降下を抑制することができる。よって、共通電極１５６の分割形状が視認
されにくくなる。よって、高画質な表示装置１００を提供することができる。さらにＢで
示された領域付近は共通電極１５６と切り替えスイッチ回路１４８とを接続する金属等の
低抵抗配線に近い箇所にあるために、電圧降下が小さいため、視認性の問題をあまり引き
起こさない。
【００４１】
　また、放射状に複数の領域に分割された共通電極１５６は、表示領域１０６の略中央を
中心として放射状に複数の領域に分割された共通電極であってもよい。この例では、８個
の領域に分割された共通電極１５６は、表示領域１０６の中央を中心とした放射状に分割
されている。
【００４２】
　このような構成を有することによって、表示領域１０６の中心付近では、画像表示期間
において、分割された複数の共通電極１５６から電流が引き出される。よって、分割され
た各々の共通電極１５６の電圧降下が低減され、共通電極１５６の分割形状が視認されに
くくなる。よって、高画質な表示装置１００を提供することができる。
【００４３】
　共通電極１５６の材料としては、発光層１５４で発光した光を透過させるため、透光性
を有し、且つ導電性を有するＩＴＯ（酸化スズ添加酸化インジウム）やＩＺＯ（酸化イン
ジウム・酸化亜鉛）等の透明導電膜で形成されていることが好ましい。又は、共通電極１
５６として、出射光が透過できる程度の薄い膜厚を有する金属層、たとえば銀やＭｇＡｇ
等で形成され１～１０ｎｍ程度の金属層を用いても良い。
【００４４】
　画素電極１５２の材料としては、発光層１５４で発生した光を共通電極１５６側に反射
させるため、反射率の高い金属層を含むことが好ましい。金属層としては、例えば銀（Ａ
ｇ）を用いることができる。
【００４５】
　図４に示すように、電圧切り替えスイッチ回路１４８は、複数の領域に分割された共通
電極１５６に接続されている。電圧切り替えスイッチ回路１４８は、定電位を供給する基
準電源回路１３６、又は前記表示領域１０６内のタッチ位置を検出する走査回路１５０を
前記共通電極１５６に選択的に接続する。
【００４６】
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　このような構成を有することによって、発光素子１２８を有する表示装置１００におい
て、インセル型タッチパネルを構成することができる。
【００４７】
　画像非表示期間には、電圧切り替えスイッチ回路１４８はタッチパネル電極駆動用の走
査電圧を選択する。このとき、共通電極１５６は、タッチパネルの走査電極１５８を構成
する。更に、表示領域１０６に、走査電極１５８と交差する検出電極１６０を更に備えて
もよい。尚、走査電極１５８には、走査回路１５０からのパルス状の信号等のタッチ検出
用の駆動信号が、各走査電極を走査する形にて通る。この駆動信号を、容量カップリング
にて検出電極１６０が受けて検出信号とし、検出電極１６０に接続されたタッチ検出回路
２５０が検出信号に基づいてタッチ検出を行う。よって走査電極１５８はタッチ検出用の
走査電極であり、検出電極１６０はタッチ検出用の検出電極である。
【００４８】
　このような構成を有することによって、発光素子１２８を有する表示装置１００におい
て、静電容量方式タッチパネルを構成することができる。
【００４９】
　図６に示すように、この例では、検出電極１６０は、らせん状に配置されている。
【００５０】
　このような構成を有することによって、放射状に複数の領域に分割された共通電極１５
６の各々と検出電極１６０とがおおよそ直角で交わり、それらの交差箇所を多く設けるこ
とができる。よって、精密な静電容量方式のタッチパネルを提供することができる。さら
に表示領域１０６の端部にまで各々の検出電極１６０端部を引き延ばすことが可能となる
。検出電極１６０と走査回路１５０とを接続することが容易となり、他の配線層を用いる
必要がなくなる。
【００５１】
　この例では、共通電極１５６は、タッチパネルの送信電極（走査電極）１５８を構成し
、走査電極の上方に配置された検出電極１６０を備えている。
【００５２】
　ここで、共通電極１５６を検出電極１６０とし、検出電極１６０の上方に走査電極１５
８を配置する構成としても、原理的にはタッチパネルとして機能する。しかし、共通電極
１５６を検出電極１６０とした場合には、巨大な寄生容量が接続されてしまうため、タッ
チによる容量の変化が相対的に微弱になり、タッチ位置を検出することが困難になる。よ
って、本実施形態のように、共通電極１５６を走査電極１５８とし、走査電極１５８の上
方に検出電極１６０を配置する構成とするのが好ましい。
【００５３】
　このような構成を有することによって、十分な感度を有するインセル型のタッチパネル
を構成することができる。
【００５４】
　以上、本実施形態に係る表示装置１００の構成について説明した。本実施形態に係る表
示装置１００によれば、自発発光素子１２８を有する表示装置１００において、インセル
型タッチパネルを構成することができる。更に、共通電極１５６の分割形状が視認されに
くくなり、高画質な表示装置１００を提供することができる。
【００５５】
＜第２実施形態＞
　図面を用いて、本実施形態に係る表示装置２００の構成について説明する。図７は、本
実施形態に係る表示装置２００の共通電極１５６のレイアウトを示す模式図である。
【００５６】
　本実施形態に係る表示装置２００と表示装置１００とを比較すると、分割された共通電
極１５６のレイアウトのみが異なっている。尚、図７においては、基準電源回路１３６及
び走査回路１５０を省略しているが、これらの接続関係は図４と同様である。
【００５７】
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　本変形例に係る表示装置２００の共通電極１５６は、表示装置１００に比べて、更に多
数の領域に分割されている。具体的には、１６個の多角形（三角形又は四角形）に分割さ
れている。表示装置１００においては、８個に分割された三角形の共通電極１５６の頂点
が、全て表示領域１０６の中心付近に集中するため、表示領域１０６の周縁部付近におけ
る分割数は、中心付近に比べて少ない。そのため、表示領域１０６の周縁部付近でのタッ
チパネル精度は、表示領域１０６の中心付近でのタッチパネル精度よりも低下する。これ
に対し、本実施形態に係る表示装置２００は、表示領域１０６の中心近傍から離れた領域
において共通電極１５６の分割数を増加させている。
【００５８】
　このような構成を有することによって、表示領域１０６の周縁部付近でのタッチパネル
精度が向上する。
【００５９】
＜第３実施形態＞
　図面を用いて、本実施形態に係る表示装置３００の構成について説明する。図８は、本
実施形態に係る表示装置２００の検出電極１６０のレイアウトを示す模式図である。本実
施形態に係る表示装置３００と表示装置１００とを比較すると、検出電極１６０のレイア
ウトのみが異なっている。
【００６０】
　本実施形態に係る表示装置３００の検出電極１６０は、略同心円状に配置されている。
【００６１】
　このような構成を有することによって、放射状に複数の領域に分割された共通電極１５
６の各々と検出電極１６０とがおおよそ直角で交わり、それらの交差箇所を多く設けるこ
とができる。よって、精密な静電容量方式のタッチパネルを提供することができる。
【００６２】
＜第４実施形態＞
　図面を用いて、本実施形態に係る表示装置４００の構成について説明する。図９は、本
実施形態に係る表示装置４００の共通電極１５６のレイアウト及び共通電極１５６の接続
関係を示す模式図である。
【００６３】
　本実施形態に係る表示装置４００は、表示装置１００と比較すると、タッチ位置の検出
方法が異なっている。共通電極１５６のレイアウトは、表示装置１００と共通であるが、
複数の領域に分割された共通電極１５６の各々は、電圧切り替えスイッチ回路１４８を介
してＴＰ走査・検出回路１５１に接続されている点で異なっている。
【００６４】
　複数の領域に分割された共通電極は、単層でタッチパネルを構成してもよい。電極形状
が３角形であるため、タッチされた位置によってＴＰ走査・検出回路１５１までの時定数
が変化する。これによって、表示領域１０６の周縁部からタッチ位置までの距離を演算す
ることによって、タッチ位置を検出することができる。
【００６５】
　このような構成を有することによって、製造プロセスが簡略化される。よって、低コス
トで表示装置を提供することができる。
＜第５実施形態＞
　図面を用いて、本実施形態に係る表示装置５００の構成について説明する。図１０は、
本実施形態に係る表示装置５００の共通電極１５６のレイアウト及び共通電極１５６の接
続関係を示す模式図である。
【００６６】
　本実施形態に係る表示装置５００は、表示装置４００と比較すると、複数の領域に分割
された共通電極１５６の各々に電気的に接するように設けられた複数の補助電極１６２を
更に備える点で異なっている。この例では、補助電極１６２は、表示領域１０６の中心付
近に位置する三角形の頂点から、当該三角形の重心を通る直線状に配置されている。
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【００６７】
　このような構成を有することによって、放射状に複数の領域に分割された共通電極１５
６の各々の抵抗が低減する。よって、画像表示期間において、分割された各々の共通電極
１５６の電圧降下が低減され、共通電極１５６の分割形状が視認されにくくなる。よって
、高画質な表示装置５００を提供することができる。
【００６８】
＜第６実施形態＞
　図面を用いて、本実施形態に係る表示装置６００の構成について説明する。図１１は、
本実施形態に係る表示装置６００の共通電極１５６のレイアウト及び共通電極１５６の接
続関係を示す模式図である。尚、図１１においては、基準電源回路１３６及び走査回路１
５０を省略しているが、これらの接続関係は図４と同様である。
【００６９】
　本実施形態に係る表示装置６００においては、第１基板１０２は、可撓性を有している
。可撓性を有する第１基板１０２としては、例えばポリイミド等の有機樹脂を含む基板を
用いることができる。
【００７０】
　更に、本実施形態に係る表示装置６００は、表示装置１００と比較すると、放射状に分
割された共通電極１５６に加え、表示領域１０６の向かい合う二辺に沿って長方形状に複
数に分割された共通電極１５６を更に備えている点で異なっている。
【００７１】
　本実施形態に係る表示装置６００は折り曲げを想定しており、図１１の下部には、表示
装置６００の折り曲げ時の側面形状を示している。この例では、共通電極１５６を分割し
た線に沿って折り曲げられた態様を示している。
【００７２】
　つまり、複数の領域に分割された共通電極１５６は、基板の折り曲げ形状に合わせた分
割形状を有していてもよい。
【００７３】
　このような構成を有することによって、表示装置６００の折り曲げに対し、共通電極１
５６におけるクラックの発生を抑制することができる。よって、信頼性の高いフレキシブ
ルな表示装置６００を提供することができる。
＜第７実施形態＞
　図面を用いて、本実施形態に係る表示装置７００の構成について説明する。図１２は、
本実施形態に係る表示装置７００の分割された共通電極１５６の端部を拡大した図である
。
【００７４】
　本実施形態に係る表示装置７００は、表示装置１００と比較すると、分割された共通電
極１５６の微細構造が異なっている。本実施形態に係る表示装置７００において、共通電
極１５６は、複数の画素１０８毎に分離形成されている。更に、分離形成された共通電極
１５６は、屈曲した配線１５６ａによって接続されることによって、巨視的には図３のよ
うに複数の領域に分割された共通電極１５６を構成している。
【００７５】
　屈曲した配線１５６ａは、外部から視認され難く、低抵抗な金属配線であることが好ま
しい。屈曲した配線１５６ａの材料としては、例えば、Ａｌ、Ｍｇ、Ｃｕ、Ｔｉ等を用い
ることができる。
【００７６】
　このような構成を有することによって、表示装置７００の折り曲げに対し、共通電極１
５６におけるクラックの発生を抑制することができる。よって、信頼性の高いフレキシブ
ルな表示装置を提供することができる。
【００７７】
　以上、本発明の好ましい実施形態による表示装置１００乃至７００について説明した。
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しかし、これらは単なる例示に過ぎず、本発明の技術的範囲はそれらには限定されない。
例えば、表示装置が有する発光素子１２８として、有機発光ダイオードを例示して説明し
たが、発光素子１２８としてはこれに限られない。例えば、発光素子１２８は、量子ドッ
ト発光ダイオードであってもよい。実際、当業者であれば、特許請求の範囲において請求
されている本発明の要旨を逸脱することなく、種々の変更が可能であろう。よって、それ
らの変更も当然に、本発明の技術的範囲に属すると解されるべきである。
【符号の説明】
【００７８】
１００、２００、３００、４００、５００、６００、７００：表示装置、１０２：第１基
板、１０４：第２基板、１０６：表示領域、１０８：画素、１１０：シール材、１１２：
ドライバＩＣ、１１４：端子領域、１２０：画素回路、１２２：選択トランジスタ、１２
４：駆動トランジスタ、１２６：保持容量、１２８：発光素子、１３０：走査線駆動回路
、１３２：映像信号駆動回路、１３４：駆動電源回路、１３６：基準電源回路、１３８：
制御装置、１４０：走査信号線、１４２：映像信号線、１４４：電源電位線、１４６：基
準電位線、１４８：電圧切り替えスイッチ回路、１５０：走査回路、１５１：ＴＰ走査・
検出回路、１５２：画素電極、１５４：発光層、１５６：共通電極、１５６ａ：屈曲した
配線、１５８：走査電極、１６０：検出電極、１６２：補助電極、１６４：バンク、１６
６：封止層、１６８：円偏光板、１７０：充填剤、２５０：タッチ検出回路

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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