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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧電体層と、
　前記圧電体層の一方の面上に配置された第１の導電体層と、
　前記圧電体層の他方の面上に配置された第２の導電体層と、
　前記第１の導電体層の前記圧電体層が配置された面と反対側の面に配置された絶縁体層
とを含み、
　前記第１の導電体層を用いて、前記第１の導電体層から人体に流れる電流を検出するこ
とで面内の位置を検出し、
　前記第２の導電体層を用いて圧力を検出することを特徴とする圧電シート。
【請求項２】
　圧電体層と、
　前記圧電体層の一方の面上に配置された第１の導電体層と、
　前記圧電体層の他方の面上に配置された第２の導電体層と、
　前記第１の導電体層の前記圧電体層が配置された面と反対側の面に配置された絶縁体層
とを含み、
　前記第１の導電体層を用いて、前記第１の導電体層から人体に流れる電流を検出するこ
とで面内の位置を検出すると共に、
　前記第１の導電体層を用いて圧力を検出することを特徴とする圧電シート。
【請求項３】
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　圧電体層と、
　前記圧電体層の一方の面上に配置された第１の導電体層と、
　前記圧電体層の他方の面上に配置された第２の導電体層と、
　前記第１の導電体層の前記圧電体層が配置された面と反対側の面に配置された絶縁体層
とを含み、
　前記第１の導電体層に面内の位置を検出する信号を印加する信号印加手段を有し、
　前記第２の導電体層に前記面内の位置を検出する信号に振動発生信号を重畳した信号を
印加する第２の信号印加手段を有することを特徴とする入出力装置。
【請求項４】
　圧電体層と、
　前記圧電体層の一方の面上に配置された第１の導電体層と、
　前記圧電体層の他方の面上に配置されたストライプ状にパターニングされた第２の導電
体層と、
　前記第１の導電体層の前記圧電体層が配置された面と反対側の面に配置された絶縁体層
とを含み、
　前記第１の導電体層に面内の位置を検出する信号を印加する信号印加手段を有し、
　前記パターニングされた第２の導電体層の両端で電圧を計測するための計測手段を有し
、
　前記第１の導電体層を用いて、前記第１の導電体層から人体に流れる電流を検出するこ
とで面内の位置を検出する位置検出・座標算出部を有することを特徴とするタッチパネル
。
【請求項５】
　圧電体層と、
　前記圧電体層の一方の面上に配置された第１の導電体層と、
　前記圧電体層の他方の面上に配置された第２の導電体層と、
　前記第１の導電体層の前記圧電体層が配置された面と反対側の面に配置された絶縁体層
とを含み、
　前記第１の導電体層に面内の位置を検出する信号を印加する信号印加手段を有し、
　前記第１の導電体層と前記第２の導電体層間に信号を印加することで前記圧電体層を駆
動し音を発生させる音響発生信号印加手段を有し、音を発生し、
　前記第１の導電体層を用いて、前記第１の導電体層から人体に流れる電流を検出するこ
とで面内の位置を検出する位置検出・座標算出部を更に有することを特徴とする入出力装
置。
【請求項６】
　圧電体層と、
　前記圧電体層の一方の面上に配置された第１の導電体層と、
　前記圧電体層の他方の面上に配置された第２の導電体層と、
　前記第２の導電体層に対して前記第１の導電体層と反対側に所定の距離を離して配置さ
れた第３の導電体層と、
　前記第１の導電体層の前記圧電体層が配置された面と反対側の面に配置された絶縁体層
とを含み、
　前記第１の導電体層で面内の位置を検出し、
　前記第２の導電体層で圧力を検出することを特徴とする圧電シート。
【請求項７】
　前記第１の導電体層に電気的に接続された複数の電極を有し、該複数の電極を介して面
内の位置に関する情報を含む電気信号を取り出し、該電気信号から面内の位置を算出する
ことを特徴とする請求項１、２、６の何れか一に記載の圧電シート。
【請求項８】
　請求項１、２、６の何れか一に記載の圧電シートを利用した入出力装置。
【請求項９】
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　請求項４のタッチパネルを利用した入出力装置。
【請求項１０】
　前記圧電シートと、前記圧電シートに接続される位置検出・座標算出ＩＣと、前記圧電
シートに接続される押圧検出ＩＣとを有することを特徴とする請求項８に記載の入出力装
置。
【請求項１１】
　検出された圧力と、記憶された一つ以上のしきい値とを比較し、該しきい値に応じた動
作を可能とすることを特徴とする請求項３、５、８または９の何れか一に記載の入出力装
置。
【請求項１２】
　検出された圧力と、記憶された一つ以上のしきい値とを比較し、しきい値に応じた動作
と共に、検出されたタッチ位置に応じた動作を可能とすることを特徴とする請求項３、５
、８または９の何れか一に記載の入出力装置。
【請求項１３】
　圧電体層と、
　前記圧電体層の一方の面上に配置された第１の導電体層と、
　前記圧電体層の他方の面上に配置された第２の導電体層と、
　前記第１の導電体層の前記圧電体層が配置された面と反対側の面に配置された絶縁体層
とを含み、
　位置検出・座標算出部が前記第１の導電体層を用いて、前記第１の導電体層から人体に
流れる電流を検出することで面内の位置を検出し、
　押圧検出部が前記第２の導電体層を用いて圧力を検出することを特徴とする圧電シート
を有するタッチパネル。
【請求項１４】
　前記位置検出・座標算出部は、第１の導電体層に正弦波等の駆動信号を印加すると共に
、第１の導電体層から引き出された４本の接続配線の電流の変化を検出し位置座標を算出
することを特徴とする請求項１３に記載のタッチパネル。
【請求項１５】
　前記位置検出・座標算出部にあっては、第１の導電体層から引き出された４本の接続配
線の信号に対して、タッチに伴い人体を通した仮想グランドへと電流が流れる新たな経路
が発生し、
　電流変化検出部は、このタッチによる電流変化を検出し信号を次のブロックで処理が容
易となる形式に変換し、電流変化検出部からの微弱信号を、フィルタリング・増幅部でフ
ィルタリングし、且つ、増幅することで整形し、
　続くノイズ除去部では、ノイズ成分を除去することでＳ／Ｎ比（シグナル／ノイズ比）
を向上させ、
　Ａ／Ｄ変換部では、アナログ信号をデジタル信号に変換し、以降はデジタル処理され、
位置座標算出部で、４本の接続配線の信号から得られたタッチによる信号変化から演算に
より位置座標を算出する請求項１４に記載のタッチパネル。
【請求項１６】
　押圧検出部は、圧電体層と二つの導電体層で感知されたタッチ圧を検出し、押圧検出部
で検知し、記憶部に記憶された押圧のしきい値を超えた場合に押圧が発生したとする請求
項１４に記載のタッチパネル。
【請求項１７】
　圧電体層と、
　前記圧電体層の一方の面上に配置された第１の導電体層と、
　前記圧電体層の他方の面上に配置された第２の導電体層と、
　前記第１の導電体層の前記圧電体層が配置された面と反対側の面に配置された絶縁体層
とを含み、
　前記第１の導電体層で面内の位置を検出し、
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　前記第２の導電体層で圧力を検出する圧電シートの駆動方法において、
　前記第１の導電体層は、表面型静電容量方式の導電膜面として働くことで位置を検出す
ると共に、圧電体層の電圧変化モニタ用の導電膜面として働くことでタッチ圧を検出し、
前記第２の導電体層では電流や電圧の検出をせず、圧電体層の駆動のみを行う駆動方法。
【請求項１８】
　圧電体層と、
　前記圧電体層の一方の面上に配置された第１の導電体層と、
　前記圧電体層の他方の面上に配置された第２の導電体層と、
　前記第１の導電体層の前記圧電体層が配置された面と反対側の面に配置された絶縁体層
とを含み、
　位置検出・座標算出部が前記第１の導電体層で面内の位置を検出し、
　押圧検出部が前記第２の導電体層で圧力を検出し、
　押圧検出部の出力に３軸の同軸配線を用いて、帰還構造のアンプの出力が内部シールド
に印加され、全回路のグランドが外部シールドに印加されるモジュール。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧電シートに関し、特にタッチ位置検出とタッチ圧検出が可能な圧電シート
に関する。また、その圧電シートを用いたタッチパネルに関する。さらに、それらの圧電
シートもしくはタッチパネルを用いた入出力装置に関する。
【０００２】
　また、その圧電シートを用いた入出力装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　液晶ディスプレイ等の表示装置に入力装置であるタッチスクリーン（タッチパネルとも
呼ぶ）を設置もしくは融合した表示および入力装置が広く実用化されている。特に、携帯
電話等の携帯機器では、表示および入力装置を用いることが主流となりつつある。このタ
ッチスクリーンを用いた表示および入力装置は、ユーザが画面上の表示内容を押すことで
、機器を直感的に操作することを可能としている。
【０００４】
　タッチスクリーンには様々な方式のものがあるが、静電容量方式が近年増えている。静
電容量方式のうち、Ｘ方向とＹ方向に複数にパターニングされた電極を有する投影型静電
容量方式は、多点検知が容易であり、近年急速に普及している。
【０００５】
　一方、静電容量方式のうち、平面状のパターニングされていない電極を検出面とする表
面型は、一部の堅牢性を求められる用途等でニーズが高い。他の方式と異なる点として、
以下のような点が挙げられる。（１）電極のパターニング等がないため、デジタルでなく
アナログの感度を持つ、（２）微小容量から反応がある、（３）グラウンド（人体）と平
面状電極との絶対的な容量を測定するため、水の付着による影響が少ない、（４）小型か
ら大型までの様々なサイズで、ほぼ同様の構造で対応可能、（５）構成が簡単、（６）積
層される層が少なく、視認部にパターニングが無いため、視認性が良い。
【０００６】
　次に圧電シートに関する背景技術に関して述べる。
【０００７】
　圧電効果（Ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙ）とは、物質に機械的な歪を作用させた
際に生じる電気的な分極（表面電荷）現象である。そのとき発生する電位は歪の大きさに
比例し、その極性は歪の方向に対応する。これは可逆性を持ち、同じ物質に電界を印加し
電気的に分極すれば、その分極の大きさに比例して物質に機械的な歪が発生、すなわち変
形する。
【０００８】
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　圧電効果と類似した現象として、焦電効果を挙げることができる。焦電効果（Ｐｙｒｏ
ｅｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙ）とは、物質が熱を吸収して生じる電気的な分極現象である。発
生する電荷は温度変化の大きさに比例する。焦電効果を示す焦電体は全て圧電効果を示す
。
一方で、圧電効果を示す圧電体の中には、焦電効果を示さないものがある。
【０００９】
　圧電効果を持つ材料としては、ＰＺＴ（チタン酸ジルコン酸鉛、Ｐｂ［ＺｒｘＴｉ１－

ｘ］Ｏ３）に代表されるセラミックスが多く使われている。また、多くの圧電性セラミッ
ク材料が鉛を含み毒性に関する問題があるため、ビスマスフェライト（ＢｉＦｅＯ３）等
の無鉛の圧電セラミックスが多数開発されてきた。しかし、セラミックスは、材料が硬く
、屈曲性や加工性が悪く、また、大面積で扱いにくいという欠点がある。
【００１０】
　一方、高分子材料を用いたピエゾフィルムは、次のような特徴を有する。柔軟性（柔軟
で変形性に富む）、加工性（はさみで切ることが出来るなど加工が容易）、耐衝撃性、高
耐電圧性、耐水性、化学的安定性等を兼ね備え、更に大面積・薄膜化が容易である。また
、比重が小さく軽量であり、透明性が良い等の特徴を有する。更に、高い電圧出力、広範
囲な周波数特性、低音響インピーダンス、大きな圧電係数等を特徴として持つ。
【００１１】
　分極化（ポーリング）したホモポリマーのポリフッ化ビニリデン（１，１－２フッ化エ
タン重合体、ＰＶＤＦ）は、高い圧電性を示す。セラミックスは、材料の結晶構造によっ
て圧電効果を生み出す。一方、ＰＶＤＦは結晶化度が５０％程度の半結晶高分子であり、
ポリマー内では相互に曲がりくねった長鎖分子がくっついたり引き離れたりするため、結
晶構造自体が有する圧電性とは異なった挙動を示す。ＰＶＤＦでは主に二つの機構によっ
て圧電効果が発生するとされている。一つは、外力によって結晶内の双極子が変形するこ
とによる結晶の圧電性であり、もう一つは、やわらかい非結晶部分が歪むために残留分極
が電極に誘起する電荷が変化する寸法効果による圧電性である。
【００１２】
　上記の圧電性を示すポリマーを用い、圧力を検出する透明の圧電シートが特許文献１に
開示されている。
【００１３】
　特許文献１では、シート状透明圧電体層と、その一方の面上に配置された第１透明平板
電極と、他方の面上に配置された第２透明平板電極とを含む透明圧電シートが開示されて
いる。この透明圧電シートは、タッチ圧の検出に用いることが出来、タッチ圧検出用透明
圧電シートとすることが出来る。このタッチ圧検出用透明圧電シートは、タッチ位置検出
用タッチパネルと組み合わせて用いられることにより、タッチ位置検出用タッチパネルに
、タッチ圧を検出する機能を付与する。ここで用いられるタッチ位置検出用タッチパネル
は、製造コストが低い抵抗膜式タッチ位置検出用タッチパネル、もしくは、多点検知が容
易である投影型の静電容量式タッチ位置検出用タッチパネルが用いられる。特許文献１の
図１に対応する図３５として参照すると、抵抗膜式もしくは投影型静電容量方式タッチパ
ネル２２１０の下に、透明平板電極２１２２，２１２３が形成された透明シート部材を透
明平板電極が向かい合うように組み合わせ、その間にシート状透明圧電層２１２１が設け
られている。透明平板電極２１２２，２１２３とシート状透明圧電層２１２１によって圧
電シート２１２０が形成されている。これらの全体は、フレーム２１２４の中に入れられ
ている。このような構成によって、タッチ位置とタッチ圧の両方を検出することを可能と
している。
【００１４】
　一方、特許文献２には、投影型静電容量方式のタッチ位置検出用タッチパネルと、その
四隅に設けられた圧電素子により、タッチ位置検出とタッチ圧検出を実施する手法が示さ
れている。
【００１５】
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　特許文献２では、センサ装置を開示している。特許文献２のセンサ装置を備えた情報処
理装置を示す図１を図３６として参照する。そのセンサ装置は、タッチパネル２２５０と
、筐体２２１０と、感圧センサ２２６０からなる。タッチパネルは、静電容量式か抵抗膜
式とされている。特許文献２の静電容量式タッチパネルは、例えばＸ電極基板とＹ電極基
板を積層しており、Ｘ電極基板とＹ電極基板はそれぞれ検出用Ｘ透明電極パターン及びＹ
透明電極パターンが形成されている。すなわち、特許文献２の静電容量式タッチパネルは
、投影型静電容量方式タッチパネルである。
【００１６】
　また、感圧センサ２２６０は、タッチパネル２２５０に固定された第１の電極と、筐体
２２１０に固定された第２の電極と、タッチパネルと筐体の間に配置された弾性体を有す
る。入力操作面が押された押圧力を第１及び第２電極間の静電容量の変化として検出する
。この感圧センサは、タッチパネルの四隅に配置される。
【００１７】
　更に、液晶パネル２２３０がタッチパネル２２５０の背面に配置される。液晶パネル２
２３０とタッチパネル２２５０と感圧センサ２２６０は、筐体２２１０に保持される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】特開２０１０－１０８４９０号公報　図１～図４、ならびに、６ページ３
２行～８ページ２０行
【特許文献２】ＷＯ２０１０/１０６７５９Ａ１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　従来の発明における第１の課題は、タッチ位置検出用タッチパネルとして、抵抗膜方式
もしくは投影型静電容量方式を用いるため、タッチ位置検出用タッチパネルの構造が複雑
な点である。抵抗膜方式もしくは投影型静電容量方式は、電極層が２層以上必要である。
【００２０】
　また、抵抗膜方式では、その電極間に構造物が必要であり、一方、投影型静電容量方式
では、その電極が共にパターニングされる必要がある。更に、投影型静電容量方式では、
パターニングにより分割された個々の電極片と外部の信号源・検出源を接続する必要があ
る。このような複雑な構成は、コストを増大すると共に、使用材料の種類・量が多いため
環境面でも好ましくない。
【００２１】
　第２の課題は、 ディスプレイ等と組み合わせた際に、視認性が悪い点である。その理
由は、特許文献１ではタッチ位置検出とタッチ圧検出に別々の二組以上の透明電極が必要
であったり、特許文献１ならびに特許文献２ではタッチ位置検出を実現するために複数の
層を必要としたりするためである。電極層の数が増えたり、構成する層の数が増えたりす
ると、個々の層の吸収により透過率が低下する。また、構成する層の数が増すにつれて、
各層の界面での反射によって、明所コントラストが低下する等、視認性が低下する。また
、特許文献２では、液晶パネル２２３０とタッチパネル２２５０の間に空隙２２９５があ
り、この空隙によって界面反射が大きくなるため、視認性が更に低下する。
【００２２】
　第３の課題は、特許文献２ではタッチ圧検出用の感圧センサを構成する際に、タッチ位
置検出用タッチパネルに設けた第１の電極と筐体に設けた第２の電極が必要であり、また
、その電極間の弾性体が必要であり、構造が複雑である点である。この感圧センサを固定
するためには、従来のタッチパネルやディスプレイでは見られなかった特別な固定構造が
必要となっているため、製造が難しく高コストとなっていると共に、振動や衝撃に対する
機械的な強度が弱かった。
【００２３】
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　第４の課題は、特許文献１や特許文献２では、構成する部品の数が多いために、重量な
らびに容量が大きかった。重量が大きいため、持ち運び型では可搬性を阻害され、据え置
き型の場合でも支える台に強度が要求された。また、容量が大きいため、厚みが増したり
、タッチ圧の検出面以外の額縁部分が広くなったりする結果、可搬性を阻害したり、設置
面積・体積が増大していた。
【００２４】
　また、従来の技術では、透明圧電シートと表面容量型静電容量方式によって、タッチ位
置とタッチ圧を検出するタッチパネルが開示されていない。仮に従来の透明圧電シートと
表面容量型静電容量方式のタッチパネルを組み合わせた場合、透明圧電シートを構成する
ために、２層の導電層と圧電層が必要であり、表面容量型静電容量方式のタッチパネルに
１層の導電層が必要である。更に、透明圧電シートの導電層の一方と表面容量型静電容量
方式のタッチパネルの導電層とが電気的にショートしないような絶縁層もしくは空隙が必
要である。このため、抵抗膜方式や投影型静電容量方式に比べて構造が簡単な表面型静電
容量方式を用いても、複雑な構造となり、コストが増大したり、部材が増加したりしてし
まう。更には、表面型静電容量方式は、タッチする指との静電容量を使用するため、構成
として、表面型静電容量方式の導電層がより指に近い上層に置かれ、透明圧電シートが下
層に置かれる構成しか実現できない。このため、透明圧電シートでタッチ圧を正しく検出
するには、表面型静電容量方式のタッチパネル、ならびにその下層の絶縁層もしくは空隙
が、押圧に応じて変形するようなフレキシブルさがないとタッチ圧を検出できない。この
ような構成は、既存の表面型静電容量方式のタッチパネルでなく、特別に設計された表面
型静電容量方式のタッチパネルが必要なことを意味し、コストが増大する要因となる。
【００２５】
　このように、既存の透明圧電シートと表面型静電容量方式のタッチパネルの組み合わせ
はコスト面や性能面で課題があり実現が困難であり、表面型静電容量方式タッチパネルに
おいて、タッチ位置とタッチ圧の双方を検出することが出来なかった。
【００２６】
　そこで、前記の課題を解決すべく、本発明に係る第一の目的は、シンプルな構造で、タ
ッチ位置とタッチ圧（押圧）を検出できる圧電シートを提供することにある。また、構造
がシンプルなため、従来に比べて薄く軽量であると共に、低コストである圧電シートを提
供することにある。更には、シンプルな構造によって、振動や外圧等に対する機械的強度
が強く、信頼性や堅牢性が高い圧電シートを提供することにある。
【００２７】
　第二の目的は、タッチ位置とタッチ圧（押圧）を検出でき、ディスプレイ等と組み合わ
せた際に視認性が極めて良好な圧電シートを提供することにある。加えて、ディスプレイ
からの光を通過させる際、光透過率が高く光量の低下が少なく、低消費電力もしくは高輝
度を実現できる圧電シートを提供することにある。
【００２８】
　第三の目的は、タッチ位置検出とタッチ圧検出に加えて、シートを曲げたりねじったり
した場合の曲げやネジリを検出できる圧電シートを提供することにある。
【００２９】
　第四の目的は、タッチ位置検出とタッチ圧検出に加えて、振動によるフィードバックや
感覚を得ることが出来る圧電シートを提供することにある。これにより、タッチした際に
タッチに関連した振動フィードバックをタッチした指等に与える。また、振動の周波数の
調整により音としてのフィードバックを与える。一方、振動をタッチ以前から発生してお
くことにより、タッチ時点での振動の状態やタッチ前後での振動の変化によって、素材感
等の感覚を誘起させる。
【００３０】
　第五の目的は、表面型静電容量方式によるタッチ位置検出を主としながら、導電性のな
いペン（非導電性スタイラス）によるタッチでもタッチ位置を求めることが可能な圧電シ
ートを提供することにある。
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【００３１】
　第六の目的は、第一から第五の目的を満たす圧電シートを用いたタッチパネル、また、
それらの圧電シートもしくはタッチパネルを用いた入出力装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３２】
　上記課題を解決するために、本発明の第一の手段は、圧電体層の一方の面上に配置され
た第１の導電体層と、他方の面上に配置された第２の導電体層と、第1の導電体層の圧電
体層と反対の面に配置された絶縁体層とからなり、第１の導電体層で面内の位置を検出し
、第２の導電体層で圧力を検出する圧電シートである。
【００３３】
　圧電体層の一方の面に第１の導電体層、他方の面に第２の導電体層が存在することによ
り、外力により圧電体層に生じた歪を電気的信号として第１の導電体層もしくは第２の導
電体層から取り出すことが可能である。本発明では、第２の導電体層で歪による電気信号
を検出することにより圧力を検出する。一方、第１の導電体層は、表面型静電容量方式の
導電膜面として働くことで位置を検出することが可能である。このように一層からなる導
電膜面とその上に配置された絶縁体層とで表面型静電容量方式のタッチパネルでのタッチ
位置検出が出来ることは従来から知られている。
【００３４】
　より詳しくは、第１の導電体層には例えば正弦波が印加され、その正弦波の振幅が圧電
シートと平行な面内のタッチの位置に依存して変化することを利用して、面内の位置を検
出する。第２の導電体層は通常は特定の電圧に固定されたり、特定の別の波形（例えば、
第１の導電体層に印加される正弦波）と同期されたりすることで、位置の検出において他
の信号源からの輻射ノイズ等の影響を受けにくくするためのシールド層の役割を果たす。
【００３５】
　一方で、圧力が印加されると、第１の導電体層と第２の導電体層間の圧電体層に歪が生
じ、圧力の変化に応じた電気的な波形が観察される。この波形は、第１の導電体層に印加
される正弦波や第２の導電体層に印加される特定の電圧や波形とは異なった時間振幅形状
を示すので、印加波形とは容易に分離することが出来る。
【００３６】
　本手段では、第１の導電体層を表面型静電容量方式のタッチパネルの導電体膜面として
利用すると共に、圧電体に生じた歪を第２の導電体層で検出する際の基準電位面として利
用する。このような利用が可能な理由は、前述のようにそれぞれの導電体層への印加波形
と、圧力により生じた波形が容易に分離できるためである。そして、第２の導電体層の電
圧をモニタすることで得られた信号から圧力による波形を分離することで圧力の検出が可
能となる。一方、第１の導電体層でも信号の分離により圧力として検出することも可能で
はあるが、第１の導電体層で観察される信号からはタッチ圧による信号はフィルタ等で除
去する方が、第１の導電体層で検出されるタッチ位置の精度を優先することが出来るため
好ましい。
【００３７】
　また、タッチ圧による信号を検出する他の方法として、タッチ位置検出のための信号を
印加する期間と時間的にずらして検出する方法がある。すなわち、時分割で駆動して検出
する方法である。この方法は、駆動が若干複雑となるが、信号の分離が時間軸上で可能と
なるため、検出信号の取り出しが容易となる。
【００３８】
　本手段では、必要に応じて、第１の導電体層に電圧波形を印加する印加手段、第２の導
電体層に電圧波形を印加する印加手段、第１の導電体層を流れる電流を検出する検出手段
、第２の導電体層の電圧を検出する検出手段等が設けられる。これらの印加手段や検出手
段は、一つの手段によって複数の手段の役割を果たす素子を用いることも可能であり、例
えば、一つのＩＣにまとめられることもある。
【００３９】
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　本発明の第二の手段は、圧電体層の一方の面上に配置された第１の導電体層と、他方の
面上に配置された第２の導電体層と、第１の導電体層の圧電体層と反対の面に配置された
絶縁体層とからなり、第１の導電体層で面内の位置を検出すると共に、第１の導電体層で
圧力を検出する圧電シートである。
【００４０】
　圧電体層の一方の面に第１の導電体層、他方の面に第２の導電体層が存在することによ
り、外力により圧電体層に生じた歪を電気的信号として第１の導電体層もしくは第２の導
電体層から取り出すことが可能である。本発明では、第１の導電体層で歪による電気信号
を検出することにより圧力を検出する。更に、第１の導電体層は、表面型静電容量方式の
導電膜面として働くことで位置を検出することが可能である。このように一層からなる導
電膜面とその上に配置された絶縁体層とで表面型静電容量方式のタッチパネルでのタッチ
位置検出が出来ることは従来から知られている。
【００４１】
　上記の説明のように、第１の導電体層は、表面型静電容量方式の導電膜面として働くこ
とで位置を検出すると共に、圧電体層の電圧変化モニタ用の導電膜面として働くことでタ
ッチ圧を検出することが可能である。この構成では、第２の導電体層では電流や電圧の検
出をせず、圧電体層の駆動のみを行う。すなわち、第２の導電体層は、特定の電圧もしく
は特定の波形に固定することが可能である。この結果、本発明の圧電シートを表示素子と
組み合わせた場合に、第２の導電体層がシールド面の役割をも同時に果たすことが可能で
あり、表示素子からの輻射ノイズ等の影響を受けにくくなる。この構成では、第２の導電
体層を駆動のみに利用しているため、このシールド効果を常時得ることが可能である。一
方、第１の導電体層のみでタッチ位置とタッチ圧の両方の検出を行うため、第１の導電体
層は時分割で駆動してタッチ位置とタッチ圧を時間差で検出する方法が用いられる。
【００４２】
　本手段では、必要に応じて、第１の導電体層に電圧波形を印加する印加手段、第２の導
電体層に電圧波形を印加する印加手段、第１の導電体層を流れる電流を検出する検出手段
、第１の導電体層の電圧を検出する検出手段等が設けられる。これらの印加手段や検出手
段は、一つの手段によって複数の手段の役割を果たす素子を用いることも可能であり、例
えば、一つのＩＣにまとめられることもある。
【００４３】
　本発明の第三の手段は、圧電体層の一方の面上に配置された第１の導電体層と、他方の
面上に配置された第２の導電体層と、第１の導電体層の圧電体層と反対の面に配置された
絶縁体層とからなり、第１の導電体層に面内の位置を検出するための信号を印加する信号
印加手段を有し、第２の導電体層に前記面内の位置を検出する信号に振動発生信号を重畳
した信号を印加する信号印加手段を有することを特徴とする圧電シートである。
【００４４】
　この構成では、第１の導電体層は、タッチ位置の検出のための駆動信号が印加され、検
出もタッチ位置にかかわる信号が検出される。一方で、第２の導電体層に印加される振動
発生信号を重畳した信号により、圧電体層は振動する。この振動は、その周波数と強度に
よって、タッチしたユーザに対し、さまざまな触感を呈示することが可能である。すなわ
ち、いわゆる触覚フィードバック（タクタイルフィードバック）が可能である。
【００４５】
　本発明の第四の手段は、圧電体層の一方の面上に配置された第１の導電体層と、他方の
面上に配置されたストライプ状にパターニングされた第２の導電体層と、第１の導電体層
の圧電体層と反対の面に配置された絶縁体層とからなり、第１の導電体層に面内の位置を
検出するための信号を印加する信号印加手段を有し、パターニングされた第２の導電体層
の両端で電圧を計測するための計測手段を有することを特徴とする圧電シートである。
【００４６】
　この構成では、第１の導電体層では、表面型静電容量方式タッチパネルと同様の原理で
タッチ位置を検出できる。一方、第２の導電体層ではタッチ圧が検出可能である。その際
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、第２の導電体層はストライプ状にパターニングされているため、そのストライプの長手
方向と直交する方向に関しては、ストライプのパターニングの存在によって、タッチした
場所によってタッチ圧が検出されたりされなかったりするか、検出されるタッチ圧の大き
さに違いがある。その結果、第２の導電体層において、ストライプの長手方向と直交する
方向でのタッチ位置をタッチ圧の違いとして検出することが可能である。また、第２の導
電体層ではストライプ状にパターニングされた各領域の両端で電圧を計測する。タッチ圧
により発生する電荷はストライプ状の各領域の中でもタッチした位置によってストライプ
の長手方向に位置に応じた分布が生じる。電圧の測定をストライプ状の各領域の両端で測
定することにより、両端の電圧の違いにより、ストライプの長手方向でのタッチ位置を検
出することが可能である。この結果、第２の導電体層では、タッチ圧に加えて、タッチ圧
を生じているタッチ位置を２次元の面内で検出することが可能である。従来、表面型静電
容量方式をペンでタッチした場合、ペン先に導電性があり且つグランド電位が固定されて
いるような特殊ペンでタッチした場合しかペンによるタッチを検出できなかった。また、
きわめて厚い手袋をした場合等、静電的な変化がはなはだ小さい場合に検出精度が落ちる
場合があった。本構成では、タッチ圧によってもタッチ位置を検出することが可能なため
、特殊でない普通のペンによるタッチや、きわめて厚い手袋によるタッチ等でも、タッチ
圧の位置の違いとして検出することが可能である。
【００４７】
　本発明の第五の手段は、圧電体層の一方の面上に配置された第１の導電体層と、他方の
面上に配置された第２の導電体層と、第１の導電体層の圧電体層と反対の面に配置された
絶縁体層とからなり、第１の導電体層に面内の位置を検出するための信号を印加する信号
印加手段を有し、第１の導電体層と第２の導電体層の間に信号を印加することで圧電体層
を駆動し音を発生させる音響発生信号印加手段を有し、音を発生する圧電シートである。
【００４８】
　音響発生信号は、他の信号と重畳されても良く、この信号の周波数と強度を調整するこ
とによって、ユーザに対し、さまざまな音によるフィードバックを呈示する構成である。
圧電体層に印加される電圧の変化は歪や力の変化に変換される。その結果、歪ならびに力
の変化の結果として音を発生することが出来る。
【００４９】
　本発明の第六の手段は、圧電体層の一方の面上に配置された第１の導電体層と、他方の
面上に配置された第２の導電体層と、第２の導電体層に対して第１の導電体層と反対側に
所定の距離を離して配置された第３の導電体層と、第１の導電体層の圧電体層と反対の面
に配置された絶縁体層とからなり、第１の導電体層で面内の位置を検出し、第２の導電体
層で圧力を検出する圧電シートである。
【００５０】
　この構成は、圧電シートの下面からの輻射ノイズ等の影響を受けないようにするために
用いられる構成である。例えば、圧電シートの下面に表示素子等の別の素子を組み合わせ
ることにより、下面に配置した別の素子からの輻射ノイズ等の影響を受けないようにする
ためのものである。この構成の一つの例では、第１の導電体層に面内の位置を検出する信
号を印加すると共に、第３の導電体層に第１の導電体層に印加する信号と同じ信号を印加
する。これにより、第３の導電体層が下面からの輻射ノイズ等に対するシールド面の役割
を果たす。更に、また、第２の導電体層は、タッチ圧が生じない状態では、第１の導電体
層の電位と第３の導電体層の電位から容量関係で規定される電位に安定する。理想的には
、第１の導電体層および第３の導電体層と同じ電位となる。一方、タッチ圧が生じている
状態では、第２の導電体層の電位は第１の導電体層の電位とは異なる電位となる。この結
果、第２の導電体層からタッチ圧を検出することが出来る。本構成は、導電体層の数が他
の構成より増える代わりに、輻射ノイズ等の影響を受けにくく、信号の分離が容易なため
、位置精度やタッチ圧が高精度に検出できる。
【発明の効果】
【００５１】
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　前記のように本発明を実施することで、発明の効果が生じる。第１の効果は、 導電体
層２層とその間の圧電体層と絶縁体層というシンプルな構成、かつ低コストに、タッチ位
置とタッチ圧の両方を検出できる圧電シートを得ることが出来る。
【００５２】
　その理由は、タッチ位置の検出に表面型静電容量式タッチパネルの原理を適用し、タッ
チ位置の検出に必要な導電体層を１層のみとすると共に、タッチ圧の検出に必要な２つの
導電体層のうち一方をタッチ位置の検出に用いる導電体層と兼用しているからである。特
許文献１等の従来の技術では、タッチ位置の検出に導電体層が２層、タッチ圧の検出に導
電体層が２層と、計４層の導電体層が必要であったが、本願では導電体層が２層のみと半
減できている。これに伴い、導電体層間に必要な絶縁層等の他の層の数も激減する。
【００５３】
　第２の効果は、視認性が向上することである。
【００５４】
　その理由は、第１の効果に記載したように構成する層の数が激減することにより、層間
での反射が減少するためである。これにより、透過率を高くすることができると共に、層
間の界面反射による２重像や表示とタッチ位置のズレ感である視差を防ぐことが出来ると
共に、明所コントラストの低下を防ぐことが出来る。更には、従来のようにＸ方向用とＹ
方向用の２層のパターニング電極層を必要としないため、パターニングされたパターンが
見えることが無い。このため、投影型静電容量方式でしばしば用いられるようなパターニ
ング電極のパターンを見えにくくするための屈折率調節層等がいらない。
【００５５】
　第３の効果は、新たに他の部品を添加することなく、触覚や音といった新しい機能を持
たせることができ、触覚や音といった別のフィードバックを実現できることである。
【００５６】
　その理由は、圧電体層に印加する信号に、触覚や音に関係する信号を重畳するためであ
る。圧電体層は、タッチ圧を検出する際はタッチした圧力に応じた電気を生じることで検
出し、逆に、触覚や音を発生する際は印加した電気に応じた変形を生じることで発生する
。
【００５７】
　第４の効果は、表面型静電容量方式のタッチパネルで、指や導電性でない物質によるタ
ッチでもタッチ位置を検出することが可能となる点である。
【００５８】
　その理由は、第２の導電層をストライプ状にパターニングすることでｙ方向の圧力位置
を検出し、ストライプの両端の電圧をモニタすることでｘ方向の圧力位置を検出するため
である。この効果により、タッチ手段として、分厚い手袋を介したタッチや、プラスチッ
クスタイラスによるタッチなどの多様な手段を利用することが可能となる。
【００５９】
　第５の効果は、シンプルな構成ながら外部ノイズに強いタッチパネル機能つきの圧電シ
ートが得られることである。
【００６０】
　その理由は、第２の導電層もしくは第３の導電層がシールド面の役割を果たすことによ
って、表示素子等からの輻射ノイズ等の影響を第１の導電層が受けないためである。
【００６１】
　第６の効果は、位置検出に加えて、圧電シート全体を曲げたりねじったりした場合に、
その曲げやネジリを検出することも可能な圧電シートが得られることである。
【００６２】
　その理由は、上記の本発明が全て従来の技術に比べると構造がシンプルであることに加
えて、発明を構成する材料として柔軟な材料もしくは柔軟な材料にある程度追従できる材
料を使用するためである。このように、新規に部品を追加することなく、応力分布や荷重
分布を測定できる素子を提供できる。また、圧電シートは、その圧電力を検出する方向を
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選択することが出来るため、曲げやネジレを検出するのに有利な方向に製作することが可
能である。また、特に、焦電性をほとんど持たない材料を使用することによって、温度変
化の影響を受けないためである。すなわち、焦電性が存在すると、温度の変化で分極が発
生するため、使用温度が変化したり、人が手で持って温まったりしただけで特性の変化が
発生する。一方、焦電性が存在しない場合は、温度の変化に影響されること無く、曲げや
ネジレを正確に検出することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示す斜視図である。
【図２】本発明で用いられる位置検出・座標算出ＩＣのブロック図の一例である。
【図３】本発明で用いられる押圧検出ＩＣのブロック図の一例である。
【図４】本発明の第１の実施の形態のタイミングチャートの一例である。
【図５】本発明で用いられる位置検出・座標算出ＩＣのブロック図の一例である。
【図６】本発明で用いられる信号印加とフローティング状態の切り替えを実現する回路の
ブロック図の一例である。
【図７】本発明の第２の実施の形態を示す斜視図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態のタイミングチャートの一例である。
【図９】本発明の第３の実施の形態を示す斜視図である。
【図１０】本発明の第３の実施の形態のタイミングチャートの一例である。
【図１１】本発明の第４の実施の形態を示す斜視図である。
【図１２】本発明の第４の実施の形態で用いる第２の導電体層に印加する信号を発生する
回路のブロック図の一例である。
【図１３】本発明の第４の実施の形態で用いることが可能な触覚フィードバックの印加波
形の一例である。
【図１４】本発明の第５の実施の形態を示す斜視図である。
【図１５】本発明の第５の実施の形態を第２導電体側から観察した場合の平面図である。
【図１６】本発明の第５の実施の形態の第２導電体面を第１導電体側から観察した場合の
平面図である。
【図１７】本発明の第５の実施の形態における、たわみの発生の様子を模式的に示す図で
ある。
【図１８】本発明の第５の実施の形態における、圧電分極による電荷の発生の様子を模式
的に示す図である。
【図１９】本発明の第５の実施の形態において、ｘ方向のタッチ圧の発生位置による両端
電圧の違いを示す図である。
【図２０】本発明の第６の実施の形態を示す斜視図である。
【図２１】本発明の第６の実施の形態で用いる第２の導電体層に印加する信号を発生する
回路のブロック図の一例である。
【図２２】本発明の第６の実施の形態で用いる第２の導電体層に印加する信号を発生する
回路のブロック図の他の例である。
【図２３】本発明の第７の実施の形態を示す斜視図である。
【図２４】圧電シートと、位置検出・座標算出ICと、押圧検出ICを有する入出力装置の一
例を示す図である。
【図２５】本発明の実施例１における、第２の導電体層に設けた電極の例を示す平面図で
ある。
【図２６】本発明の実施例１において、押圧の強度に応じて、機能を選択する際の、時間
と押圧の強度の関係の一例を示す図である。
【図２７Ａ】本発明の実施例において、機能を選択する際の画面表示の推移の一例を示す
図である。
【図２７Ｂ】本発明の実施例において、機能を選択する際の画面表示の推移の一例を示す
図である。
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【図２７Ｃ】本発明の実施例において、機能を選択する際の画面表示の推移の一例を示す
図である。
【図２７Ｄ】本発明の実施例において、機能を選択する際の画面表示の推移の一例を示す
図である。
【図２７Ｅ】本発明の実施例において、機能を選択する際の画面表示の推移の一例を示す
図である。
【図２８】本発明の実施例で用いることが可能なガードドライブ方式の一例である。
【図２９】本発明の実施例２において、押圧の強度に応じて、機能を選択する際の、時間
と押圧の強度の関係の一例を示す図である。
【図３０】本発明の実施例４における第２の導電体層に印加する信号を発生する回路のブ
ロック図の一例である。
【図３１】本発明の実施例５の構成を示す斜視図である。
【図３２】本発明の実施例５での知育玩具を示す図である。　（ａ）は音量が小さい場合
（平面状）、（ｂ）は音量が大きい場合（両端を持って曲げた場合）。
【図３３】音を発生させる際に使用する回路の一例を示す回路図である。
【図３４】本発明の実施例５における第２の導電体層に印加する信号を発生する回路のブ
ロック図の一例である。
【図３５】従来の位置検出用タッチパネルと圧電シートを組み合わせたタッチパネルを示
す断面図である。
【図３６】従来のセンサ装置を備えた情報処理装置を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００６４】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。本発明の実施の形
態の斜視図である図１を参照すると、本発明の実施の形態は、圧電体層１０２と、圧電体
層１０２の一方の面に配置された第１の導電体層１１２と、圧電体層１０２の他方の面に
配置された第２の導電体層１２２と、第１の導電体層１１２の圧電体層１０２が配置され
た面と反対側の面に配置された絶縁体層１４２とからなる。
【００６５】
　好ましくは、圧電体層１０２は、可視光領域で透明な透明圧電シートとする。また、使
用する用途によっては、可視光領域に限らず用途に応じた波長領域で透明な特性を有する
圧電シートとする。
【００６６】
　本発明の実施の形態では、第１の導電体層１１２で面内の位置を検出し、第２の導電体
層１２２で圧力を検出する。図１では、検出のために配置される電極の例として、第１の
導電体層１１２の四隅に設けられた電極とそこから引き出された接続配線１２３、ならび
に、第２の導電体層１２２に設けられた電極（図示せず）とそこから引き出された第２導
電体層用接続配線１２４が示されている。但し、接続配線を用いずに、他の手段によって
、電気的な接続を行ってもよい。
【００６７】
　図１の第１の導電体層１１２の四隅に設けられた電極から引き出された接続配線の各々
では、第１の導電体層に例えば交流信号を与えると共に、その接続配線を流れる電流の変
化を読み取ることによってタッチによる電流変化ならびにタッチ位置による電流変化量の
違いを知ることが出来る。また、第１の導電体層１１２と第２の導電体層１２２に設けら
れた電極から引き出された接続配線ならびに第２導電体層用接続配線を用いて、タッチ圧
により圧電体層１０２に生じる電圧を知ることが出来る。これらの構成について、次に詳
細に説明する。
【００６８】
　図２は、本発明の実施の形態における位置検出・座標算出ＩＣのブロック図の一例であ
る。本発明の実施の形態の位置検出・座標算出ＩＣ２１０では、第１の導電体層１１２か
ら引き出された４本の接続配線を介して第１の導電体層１１２に正弦波等の駆動信号を印
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加すると共に、第１の導電体層１１２から引き出された４本の接続配線の電流の変化を検
出し位置座標を算出する。
【００６９】
　図２のブロック図の動作を具体的に説明する。図２の位置検出・座標算出ＩＣ２１０で
は、信号の処理の最初の段階は、４本の接続配線の信号を並列に扱い、且つ、アナログ処
理される。さて、交流駆動回路（信号印加手段）２０７で駆動される第１の導電体層１１
２から引き出された４本の接続配線の信号は、タッチに伴い人体を通した仮想グランドへ
と電流が流れる新たな経路が発生する。電流変化検出部２０１は、このタッチによる電流
変化を検出し信号を次のブロックで処理が容易となる形式に変換する。ついで、電流変化
検出部２０１からの微弱信号を、フィルタリング・増幅部２０２でフィルタリングし、且
つ、増幅することで整形する。続くノイズ除去部２０３では、ノイズ成分を除去すること
でＳ／Ｎ比（シグナル／ノイズ比）を向上させる。Ａ／Ｄ変換部２０４では、アナログ信
号をデジタル信号に変換する。以降はデジタル処理される。続く位置座標算出部２０５で
、４本の接続配線の信号から得られたタッチによる信号変化から演算により位置座標を算
出する。第１の導電体層１１２に設けられた四隅の電極とタッチ位置の間の距離に応じて
、それぞれの電極を介して観測される電流変化量が異なっている。この電流変化量の違い
を用いることで、面内のタッチ位置を知ることが出来る。これは、他の表面容量型静電容
量方式のタッチパネルと同様である。最後のインターフェイスドライバ２０６は、続く外
部のホスト２０８とデータの受け渡しやコマンドの受け渡しを行う。
【００７０】
　図３は、本発明の実施の形態における押圧検出ＩＣのブロック図の一例である。押圧検
出ＩＣ３１０では、圧電体層１０２と二つの導電体層１１２，１２２で感知されたタッチ
圧を検出する。押圧検出部３０２は、図１の第２導電層用接続配線に接続される。押圧検
出部３０２でタッチ圧（押圧）を検知し、記憶部３０３に記憶された押圧のしきい値等の
制御値を超えているかを判断し、次の動作を進める。後述のように、押圧によって発生す
る電圧は厳密には押圧に比例しないが、ほぼ比例の関係である。この比例の係数をあらか
じめ求めておくことで、押圧検出部３０２では測定された電圧の変化から押圧を求めるこ
とができる。しかし、単純な比例係数のみではノイズ等による電圧変化も押圧として検出
してしまうため、測定される電圧の変化量があらかじめ定め記憶部３０３に記憶されたし
きい値を超えた場合に押圧が発生したとするようにする。これら全体は制御部３０１で制
御される。
　尚、押圧検出部３０２は、接続された導電体層の電圧を計測する電圧モニタ（計測手段
）と、電圧モニタで計測された電圧からタッチ圧を求める電圧―押圧換算部とからなる。
後述のように、電圧とタッチ圧がほぼ比例関係にある場合は、電圧―押圧換算部は、オフ
セット量と比例係数に基づいて測定された電圧とタッチ圧を変換する簡単な構成が可能で
ある。
【００７１】
　ここで示した位置検出・座標算出ＩＣならびに押圧検出ＩＣの構成は一例であり、他の
構成でもかまわない。また、ＩＣとせず他の回路で組み合わせて構成してもよい。もしく
は、両方のＩＣを一体化した一つのＩＣとしてもよい。
【００７２】
　タッチ位置とタッチ圧の検出の更に詳細な方法としては、様々な方法が考えられる。こ
こでは、まずタッチ位置とタッチ圧とを時間をずらして検出する時分割検出の方法の一例
を示す。
【００７３】
　図４は、時分割検出の一例を示すタイミングチャートである。時分割検出では、タッチ
位置検出期間４Ｃとタッチ圧検出期間４Ｄが分けられる。タッチ位置検出期間は、例えば
、第１の導電体層１１２、第２の導電体層１２２共に正弦波が印加される。この期間は、
タッチによってタッチする面により近い第１の導電体層１１２の信号に変化が発生する（
図示せず）。この変化を図５の位置検出・座標算出ＩＣ２１０１で読み取る。続くタッチ



(15) JP 6485618 B2 2019.3.20

10

20

30

40

50

圧検出期間は、第１の導電体層１１２は一定電位、例えばグランド電位に固定される。こ
の第１の導電体層への印加電圧の時間に応じた切り替えは、例えば図５に示す位置検出・
座標検出ＩＣ２１０１内の、セレクタ２０７２、直流駆動回路２０７１、交流駆動回路２
０７、から構成される。交流信号を印加している期間は、セレクタ２０７２により交流駆
動回路２０７の出力が選択され、一定電位に固定する期間は、セレクタ２０７２により直
流駆動回路２０７１が選択される。一方、第２の導電体層１２２はタッチ圧検出期間中は
フローティング状態とされる。交流信号の印加とフローティング状態の切り替えは、例え
ば図６に示す回路で実現される。この回路は、第２の導電体層に接続され、ハイインピー
ダンススイッチ２０７７と交流駆動回路２０７５からなり、ハイインピーダンススイッチ
２０７７により、交流駆動回路２０７５に接続するか、接続せずにフローティング状態（
ハイインピーダンス）とするかを選択する。このフローティング状態の第２の導電体層の
電圧変化をＦＥＴアンプやＯＰアンプ等で構成した電圧モニタ（押圧検出部３０２に設け
られる）で測定する。この時に、電圧変化を測定する検出回路は、図６のハイインピーダ
ンススイッチ２０７７の第２導電体層１２２へと記載した部分に接続される。すると、タ
ッチによる押圧がある場合（４Ａ）、圧電シートにたわみが生じ、圧電分極による電荷が
発生する。その結果、第１の導電体層１１２の電位に対する第２の導電体層１２２の電位
の変化として、電圧変化を測定することが出来る。この電圧変化は、押された際と、離さ
れた際で正負が逆向きとなる。この電圧変化の強度は、押す強さに比例する（正しくは、
押す力に発生する電荷が比例する。圧電体層は押されることによって容量も変化するため
、電圧は押す力に対し完全には比例しないが、ほぼ比例する）。また、押圧がある場合、
押すのをやめた際、押圧で生じた電荷を打ち消すような逆向きの電位の変化が生じる（図
で押圧がない場合より下に出ている変化）。この逆向きの電位変化を検出することによっ
てもタッチ圧の強度を求めることが可能である。こうして測定されたタッチ圧の強度を、
図３の押圧検出ＩＣ３１０の記憶部３０３に記憶されたしきい値と比較することで、タッ
チ圧に応じた反応を実現することが出来る。例えば、記憶部３０３に３段階の押圧に対す
るしきい値（最も低い段階のしきい値は、前述の押圧の発生自体を検知するためのしきい
値と同じとする）を記憶することで、軽い押圧はタッチ（表面に触れたが、まだ探索中等
で選択にまで至らない可能性がある状態）、中間の押圧は仮選択（メニューの一項目を選
ぶ準備が整った状態）、強い押圧は最終決定（メニューの一項目の選択を確定したり、付
随したサブメニュー内の項目を選択したりする状態）というような使い分けをすることも
可能となる。タッチによる押圧がない場合（４Ｂ)、圧電シートにたわみは生じないので
、圧電分極せず、電荷も発生しない。
【００７４】
　尚、この時分割検出の構成で、タッチ位置検出期間に第２の導電体層１２２に印加する
波形は正弦波である必然性はない。しかし、第１の導電体層１１２と同じ正弦波を使用し
た場合、圧電シートの下に表示素子を組み合わせた場合等において、下側の素子が発生す
る輻射ノイズ等の影響を第１の導電体層１１２に伝えないためのシールド面の役割を第２
の導電体層１２２が担う。これによって、高精度なタッチ位置の検出が可能となる。
【００７５】
　本実施形態では、第１の導電体層と第２の導電体層に挟まれた圧電シートを利用するこ
とによって、タッチ位置とタッチ圧を検出するため、従来の技術で課題となっていた、使
用する部材が多いことや装置全体のサイズが大きくなることが解消する。
【００７６】
［発明の他の実施の形態］
　本発明の第２の実施の形態として、第１の実施の形態の変形例を示す。ここでは、タッ
チ位置とタッチ圧の検出方法を変えた例を示す。
【００７７】
　上記では時分割検出の例を示したが、ここでは、時間的に分割しないで検出する方法の
一例を示す。図７は時間的に分割しないで検出する方法における斜視図を示し、図８はそ
のタイミングチャートである。第１の導電体層１１２には、交流電圧が印加される。一方
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、第２の導電体層１２２では、導電体層の一端（例えば第２導電層用接続配線１　２２０
１）から交流電圧が印加され、他端（例えば第２導電層用接続配線２　２２０２）で電圧
を検出する。この構成により、タッチ位置とタッチ圧が検出できる。第１の導電体層１１
２で検出されるタッチ位置による第１の導電体層の電位の変化は、位相がわずかに変化す
るが、その変化量はタッチ中を通じてほぼ一定であり、振幅の変化がタッチ状態に応じて
大きく変化する。すなわち、位相の変化に基づく時間的な波形のズレはわずかであり、ま
た、時間軸に対し、ほぼ平行移動である一方で、振幅はタッチ開始からタッチ終了まで複
雑に変化する。一方、第２の導電体層１２２の第２導電体層接続配線２　２２０２を通し
て検出されるタッチ圧による第２の導電体層の電位の変化は、位相・振幅共に大きく変化
する。第２の導電体層で検出されるタッチ圧の影響は圧電効果と逆圧電効果に基づくもの
であるため、複雑な変化となる。このようにタッチ位置によるものとタッチ圧によるもの
は波形が大きく異なるので、分離が可能である。例えば、位相が大きく変化することを利
用して特定周波数でのフィルタリングが可能である。また、タッチ圧がない状態での振幅
は特定振幅より大きい振幅への増加と特定振幅への戻りというプラス側の変化のみを示す
のに対し、タッチ圧が存在する場合、逆圧電効果により、特定振幅よりも減少するマイナ
ス側の変化も示す点を利用して分離が可能である。これらの分離方法を組み合わせること
も可能である。ここで、図５において押圧がある場合の波形が５Ａであり、押圧がない場
合の波形が５Ｂである。
【００７８】
　第１の実施の形態の時分割による検出では、タッチ圧検出期間が不連続となるため、正
確なタッチ圧を見積もることが困難な状況が発生する場合がある。すなわち、タッチ圧の
変化がきわめて緩やかな場合、一度のタッチにおけるタッチ圧の変化が、複数の時分割の
期間に分解される。そして、タッチ位置検出期間とタッチ圧検出期間を一つのセットとし
た場合に、複数のセットを経て、一度のタッチ動作のタッチ圧の変化の検出が可能となる
。この場合、時分割の切り替え時に印加波形も変化するため、検出の基準の設定や変化の
追跡が困難になる。例えば、タッチ圧検出期間の終了後に次のタッチ位置検出期間に移る
際に、図４では第２の導電体層１２２がフローティング状態から第１の導電体層１１２と
同電位・同波形とされる。この際、タッチ圧によって生じた分極電荷による成分も含めて
両導電体層の電位を同一化するように働くため、次のタッチ圧検出期間では、その前のタ
ッチ位置検出期間の開始時に存在していたタッチ圧は無かったものとして信号が検出され
る。このように、タッチ圧が各検出期間のセット毎に不連続となるため、正しいタッチ圧
を見積もることがしばしば困難となる。押圧検出ＩＣ３１０の記憶部３０３に検出期間ご
との情報を記憶しておき、制御部３０１で連続性を保つようにすることは可能である。
【００７９】
　一方、本実施形態の時分割によらない方法では、複雑な波形を分離する必要がある一方
で、印加する波形は一定で連続しているため、基準の設定や変化の追跡が困難になる場合
はほぼ生じない。このため、連続して、タッチ圧を見積もることが可能である。その結果
、押圧検出ＩＣ３１０の構成も簡単でよい。
【００８０】
　次に、本発明の第３の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００８１】
　本実施形態の斜視図である図９を参照すると、本発明の実施の形態は、圧電体層６０２
と、圧電体層６０２の一方の面に配置された第１の導電体層６１２と、圧電体層６０２の
他方の面に配置された第２の導電体層６２２と、第１の導電体層６１２の圧電体層６０２
が配置された面と反対側の面に配置された絶縁体層６４２とからなる。
【００８２】
　好ましくは、圧電体層６０２は、可視光領域で透明な透明圧電シートとする。また、使
用する用途によっては、可視光領域に限らず用途に応じた波長領域で透明な特性を有する
圧電シートとする。
【００８３】
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　本実施形態では、第１の導電体層６１２で面内の位置を検出すると共に、圧力を検出す
る。図９では、検出のために配置される電極の例として、第１の導電体層６１２の四隅に
設けられた電極とそこから引き出された接続配線６２３が示されている。第２の導電体層
６２２には信号が印加される。
【００８４】
　図９の第１の導電体層６１２の四隅に設けられた電極から引き出された接続配線６２３
には、第１の導電体層に例えば交流信号を与えると共に、その接続配線６２３を流れる電
流の変化を読み取ることによってタッチによる電流変化ならびにタッチ位置による電流変
化量の違いを知ることが出来る。また、第１の導電体層６１２と第２の導電体層６２２に
設けられた電極から引き出された接続配線６２３を用いて、タッチ圧により圧電体に生じ
る電圧を知ることが出来る。これらの構成について、次に詳細に説明する。
【００８５】
　本実施形態と第１の実施形態ならびに第２の実施形態との違いは、本実施形態では、検
出を全て第１の導電体層６１２で行う点である。すなわち、時分割で検出を行う。位置検
出・座標算出ＩＣ２１０と押圧検出ＩＣ３１０も時間ごとに分けて使用する。例えば、二
つのＩＣは共に第１の導電体層６１２に接続される。それぞれをスイッチやリレー等の手
段で時間的に切り替えて用いる構成とする。
【００８６】
　図１０に、本実施形態における、時分割検出の一例を示すタイミングチャートである。
時分割検出は、タッチ位置検出期間（７Ａ)とタッチ圧検出期間に分けられる（７Ｂ)。図
４と異なる点は、本実施形態では、第２の導電体層の電位は、正弦波もしくは固定電位と
される。第１の導電体層の電位は正弦波から、フローティング状態とされ、図４の第１と
第２を入れ替えたようなタイミングチャートとなる。すなわち、押圧検出ＩＣ３１０を使
用する期間（タッチ圧検出期間）は、位置検出・座標算出ＩＣ２１０と第１の導電体層６
１２の接続はハイインピーダンスとされ、第１の導電体層６１２はフローティング状態と
なる。この期間に押圧検出ＩＣ３１０が第１の導電体層６１２に接続され、押圧を検出す
る。一方、第２の導電体層６２２には、図５のセレクタ２０７２、直流駆動回路２０７１
、交流駆動回路２０７に相当する回路が接続されることで、交流駆動回路２０７による正
弦波と、直流駆動回路２０７１による固定電位を切り替えることが可能となる。
【００８７】
　この構成により、時分割検出ではあるが、タッチ位置とタッチ圧を検出することが可能
となる。図１０において、押圧がある場合が波形７Ｃであり、押圧が無い場合の波形が７
Ｄである。また、第１の実施の形態で時分割検出する場合と比べると、第２の導電体層に
常に何らかの電位・信号が供給されているため、表示素子を第２の導電体層６２２の下に
組み合わせた場合に、第２の導電体層６２２が表示素子からの輻射ノイズ等を第１の導電
体層６１２に伝えないようにするシールド面の役割も果たしている。このため、第１の実
施の形態での時分割検出に比べると、裏面からのノイズに強い。
【００８８】
　次に、本発明の第４の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００８９】
　図１１は、本実施形態を示す斜視図である。図１１は、第１の実施形態の図１と同様に
、圧電体層８０２と、圧電体層８０２の一方の面に配置された第１の導電体層８１２と、
圧電体層８０２の他方の面に配置された第２の導電体層８２２と、第１の導電体層８１２
の圧電体層８０２が配置された面と反対側の面に配置された絶縁体層８４２とからなる。
【００９０】
　好ましくは、圧電体層８０２は、可視光領域で透明な透明圧電シートとする。また、使
用する用途によっては、可視光領域に限らず用途に応じた波長領域で透明な特性を有する
圧電シートとする。
【００９１】
　本実施形態では、第１の導電体層８１２で面内の位置を検出する。図１１では、検出の
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ために配置される電極の例として、第１の導電体層８１２の四隅に設けられた電極とそこ
から引き出された接続配線８２３、ならびに、第２の導電体層８２２に設けられた電極（
図示せず）とそこから引き出された第２導電体用接続配線８２４が示されている。
【００９２】
　一方、第２の導電体層８２２には、第１の導電体層８１２に印加される位置検出用の信
号と同じ信号に加えて、必要に応じて振動信号（振動信号の波形に関しては、後述する）
が重畳して印加される。この重畳される振動信号は、タッチした人や物に対し、振動によ
るフィードバックを与えるために利用される。
図１２に、第２導電体用接続配線８２４に接続され、位置検出用の信号と振動信号を重畳
して印加する回路（第２の信号印加手段）のブロック図を示す。この回路では、位置検出
用の信号を発生する交流駆動回路８０７５の出力と、振動信号発生部（振動信号発生手段
）８０５５の出力とを重畳する重畳部８０１０を有する。
【００９３】
　上記で利用される振動信号の振幅が、位置検出信号等に比べて高電圧が必要な場合は、
必要に応じてＤＣ／ＤＣコンバータ等で構成された昇圧回路を利用する。
【００９４】
　尚、振動によるフィードバックで用いる振動信号は、提示したい振動刺激によって適宜
選択される。
【００９５】
　例えば、５Ｈｚ程度の振動刺激では圧覚（圧感）を提示することが可能である。これは
、この近辺の低周波数はＳＡタイプとされ、特に受容野が広いＳＡＩに分類される触覚受
容器であるメルケル触盤を効果的に刺激するためである。この場合、低周波振動で大きな
変異を生じることによって凹凸感を明確に示すことが出来る。このＳＡＩタイプの触覚受
容器は、ひずみセンサとしての機能を有しており、圧覚に対応する。
【００９６】
　一方、２０Ｈｚ程度において振動の周波数も変化させるような刺激では、粗さ感を提示
できる可能性がある。この際に触運動の速度変化等とも組み合わせる方が粗さ感をより明
確に提示できる。この近辺の周波数は、高周波数で且つ受容野が広いＦＡＩに分類される
マイスナー小体を刺激すると考えられる。このＦＡＩタイプの触覚受容器は、速度センサ
としての機能を有しているため、粗さ感に対応する。
【００９７】
　更に、２００Ｈｚ程度においての信号刺激は、摩擦感を提示できる可能性がある。この
際、触運動の加速度変化（すなわち指を動かす動作など）等とも組み合わせる方が摩擦感
をより明確に提示できる。この近辺の周波数は、高周波数で且つ受容野が狭いＦＡＩＩに
分類されるパチニ小体を刺激すると考えられる。このＦＡＩＩタイプの触覚受容器は、加
速度センサとしての機能を有しているため、摩擦感に対応する。
【００９８】
　尚、単純な操作感を提示する場合は、以下のような観点での考慮も必要である。すなわ
ち、数百Ｈｚより高い周波数ではほとんどの触覚受容器の感度が低下しているため、触覚
フィードバックとして優れていない上に、消費電力が大きくなってしまう。一方で、速い
立ち上がり時間は、強力な触覚を生むが、同時に不要なクリック音を生じることがある。
このため、与えたい触覚フィードバックの種類によって、印加する振動信号の波形を調整
する必要がある。一例として、図１３のような波形が参考となる。これは、機械式ボタン
を模式した触覚フィードバックでの波形の例である。Ｐ０～Ｐ１の期間でボタンを押した
際の触覚フィードバックの応答を示し、Ｐ２～Ｐ３でボタンを離した際の触覚フィードバ
ックの応答を示す。Ｐ１～Ｐ２の期間は、ボタンを押している期間であり、実際のタッチ
状況によって決定される。この図１３のような波形を振動信号発生部８０５５で発生する
ことによって、圧電素子の振動を調整し、人に触覚として認識させることが可能である。
【００９９】
　また、高電圧が必要とされる場合は、上述のようにＤＣ／ＤＣコンバータ等の回路の工
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夫で対応することも可能であるが、一方で圧電シートを積層する等の手法によって厚膜化
することで、同じ電圧で大きな駆動力を得るようにし、必要な電圧を低下することも可能
である。
【０１００】
　本発明の第５の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【０１０１】
　図１４は、本実施形態を示す斜視図である。図１４は、圧電体層１００２と、圧電体層
１００２の一方の面に配置された第１の導電体層１０１２と、圧電体層１００２の他方の
面に配置された第２の導電体層１０２２と、第１の導電体層１０１２の圧電体層１００２
が配置された面と反対側の面に配置された絶縁体層１０４２とからなる。ここで、第２の
導電体層１０２２は、複数のストライプ状にパターニングされている。
【０１０２】
　好ましくは、圧電体層１００２は、可視光領域で透明な透明圧電シートとする。また、
使用する用途によっては、可視光領域に限らず用途に応じた波長領域で透明な特性を有す
る圧電シートとする。
【０１０３】
　本実施形態では、第１の導電体層１０１２で面内の位置を検出する。図１４では、検出
のために配置される電極の例として、第１の導電体層１０１２の四隅に設けられた電極と
そこから引き出された接続配線１０２３が示されている。
【０１０４】
　一方、第２の導電体層１０２２では、ストライプ状にパターニングされた個々の導電体
の両端に電極が設けられ、そこから接続配線１０２３が引き出される。この様子の平面図
を図１５に示す。図１５は、図１４の構成を第２の導電層１０２２側から観察した平面図
である。尚、図１４と図１５は、図中に示したｘｙｚ座標系の記号で方向が分かるように
してある。ストライプ状のパターンの各々は、図のｘ方向が長手になるように形成されて
いる。そして、図のｙ方向にストライプが並ぶようになっている。
【０１０５】
　本実施形態では、このストライプ状にパターニングされた第２の導電体層の両端に設け
た電極によりストライプの両端で電圧を計測する。すなわち、図１５に示すように、スト
ライプ状にパターニングされた第２の導電体層１０２２の各ストライプパターンの両端に
電極が設けられ、各々に対して接続配線１０２３が設けられる。この各々の接続配線１０
２３の先に電圧アンプ等の計測手段が設けられる。
【０１０６】
　このストライプ状のパターニングの効果と、両端での電圧計測の効果により、タッチ圧
からタッチ位置を得ることが可能である。以下、本実施形態の構造ならびにタッチ圧から
タッチ位置を得る動作に関して詳細に説明する。
【０１０７】
　図１６にこのストライプ状導電体層をユーザがタッチする側、すなわち、第１の導電体
層側から観察した場合の図を示す。ここでは、接続配線は示しておらず、パターニングさ
れた第２の導電体層のみを示している。ここで、仮に第２の導電体層が図のように１３本
のストライプパターン１０２２ａ～ｍに分割されているとする。
【０１０８】
　本実施形態をペン等である程度の圧力をかけてタッチした場合、図１７に示すようにタ
ッチした部分を中心に周囲にほぼ同心円状にたわみが発生する。その際に誘起される分極
電荷を図示すると、例えば、図１８のようになる。ここで、プラス記号は分極電荷の発生
とその強度を面内の密度にかえて表したものである。すなわち、タッチした部分を中心に
ほぼ同心円状に強度が異なる分極電荷が観察される。この図１８の状態を測定すると、ス
トライプパターン１０２２ｆはプラス記号２つが入っていることから、わずかな分極電荷
が観察される。一方、１０２２ｈではプラス記号が４つ入っており、１０２２ｆの約２倍
の分極電荷が観察される。そして、１０２２ｇでは、プラス記号が１２個入っており、１



(20) JP 6485618 B2 2019.3.20

10

20

30

40

50

０２２ｈの更に約３倍の分極電荷が観察される。それ以外のストライプパターン上では、
プラス記号が入っておらず、分極電荷は観察されないか観察されるとしても非常にわずか
である。このように各ストライプパターンで観察される分極電荷を比較することにより、
タッチした部分のｙ方向での位置は、１０２２ｇの中心から若干１０２２ｈよりであるこ
とが分かる。このようにして、タッチ圧による分極電荷から、ｙ方向の位置を知ることが
出来る。各ストライプパターンの抵抗が十分に小さい場合は、分極電荷はたわみが発生し
ている場所に生じた後に、各ストライプパターン内に配分される。このような電荷の配分
が生じた場合も、大きな分極電荷が生じたストライプパターン（例えば１０２２ｇ）と分
極電荷が生じていないストライプパターンは容易に区別でき、ｙ方向の位置を知ることが
出来る。
【０１０９】
　更に、ストライプの両端に電極が設けられ、各ストライプの両端で電圧を計測する。こ
の構成で、第２の導電体層１０２２のシート抵抗を適当な値に設定すると共に、電圧の計
測部ならびに圧電体層１００２の時定数が適当な値になるように厚み等を調節する。この
結果、タッチ圧によってストライプの両端に発生する電圧が、ストライプ内でのタッチ位
置１０２３に依存して変化するようになる。この様子を図１９に模式的に示す。タッチす
る位置１０２３によって、両端で観察される電圧が異なる様子が示されている。電圧値は
模式的に示したものであるが、例えば、右端をタッチした場合、右側では５．４５Ｖ、左
側では４．５Ｖが計測される。中央をタッチした場合、左右ともに、５．０Ｖが計測され
る。このようにして、ｘ方向でのタッチ圧をかけた位置の違いによって、両端で観測され
る電圧が異なってくる。この結果を利用することにより、タッチ圧が発生したｘ方向での
位置１０２３を求めることが可能である。
【０１１０】
　このように、ストライプ状の第２の導電体層、ならびに、ストライプの両側で電圧を計
測することによって、タッチ圧が面内のどの位置で発生したかを求めることが出来る。
【０１１１】
　第１の導電体層１０１２は、表面型静電容量方式のため、タッチする物体が仮想グラン
ドに対し導通を有する必要がある。すなわち、人体のように体を介して仮想グラウンドに
接続される例や、導電性で且つグランドに接続された特殊ペンの例、等ではタッチ位置１
０２３を検出することが出来るが、通常のペンでのタッチ等ではタッチ位置１０２３を検
出することが出来ない。この第４の実施の形態では、タッチ圧を利用してタッチ位置を求
めることが出来るため、パターニングされない第１の導電体層と、ストライプ状にパター
ニングされた第２の導電体層と、その間の圧電層というシンプルな構成によって、通常の
ペンでのタッチや絶縁物を介してのタッチ等でもタッチ位置１０２３を知ることが出来る
。
【０１１２】
　次に、本発明の第６の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【０１１３】
　図２０は、本実施形態を示す斜視図である。図２０は、本発明の第１の実施の形態の図
１や第４の実施の形態の図１１と同様に、圧電体層１６０２と、圧電体層１６０２の一方
の面に配置された第１の導電体層１６１２と、圧電体層１６０２の他方の面に配置された
第２の導電体層１６２２と、第１の導電体層１６１２の圧電体層１６０２が配置された面
と反対側の面に配置された絶縁体層１６４２とからなる。
【０１１４】
　好ましくは、圧電体層１６０２は、可視光領域で透明な透明圧電シートとする。また、
使用する用途によっては、可視光領域に限らず用途に応じた波長領域で透明な特性を有す
る圧電シートとする。
【０１１５】
　本実施形態では、第１の導電体層１６１２で面内の位置を検出する。図２０では、検出
のために配置される電極の例として、第１の導電体層１６１２の四隅に設けられた電極と
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そこから引き出された接続配線１６２３、ならびに、第２の導電体層１６２２に設けられ
た電極（図示せず）とそこから引き出された接続配線１６２４が示されている。また、図
２１に、第２導電体用接続配線１６２４に接続され、位置検出用の信号と音響発生信号を
重畳して印加する回路（音響発生信号印加手段）のブロック図を示す。この回路では、位
置検出用の信号を発生する交流駆動回路１６０７５の出力と、音響発生信号発生部（音響
発生信号発生手段）１６０８５の出力とを重畳する重畳部１６０１０を有する。
【０１１６】
　本実施形態が、第４の実施の形態の図１２と大きく異なる点は、図２１の回路で重畳さ
れる振動信号の波形や周波数や強度である。この本実施形態では、ユーザフィードバック
の一つとして音を発生させる。一方で、第４の実施の形態では好ましくない音の発生を排
除する構成を一例として挙げている。本実施形態では、特に周波数を数百Ｈｚから数ｋＨ
ｚの非常に聞き取りやすい音の周波数とすることで、ユーザが音を検知することが出来る
。このように、本実施形態では、第１の導電体層１６１２で面内の位置を検出し、第１の
導電体層１６１２と第２の導電体層１６２２の間に信号を印加することによって、ユーザ
が可聴な音を発生させる。
【０１１７】
　更には、重畳する振動信号の波形によっては、触覚と音との両方を良好に提供すること
が出来る。すなわち、聴覚用と比較すると低周波の触覚用の信号に、触覚用と比較すると
高周波の聴覚用の信号を重畳することによって、触覚と音の両方を提供することが実現可
能である。この場合に第２導電体用接続配線１６２４に接続され、位置検出用の信号と振
動信号と音響発生信号の双方を重畳して印加する回路（音響発生信号印加手段）のブロッ
ク図の一例を図２２に示す。この回路では、位置検出用の信号を発生する交流駆動回路１
６１７５の出力と、振動信号発生部１６１５５の出力、音響発生信号発生部１６１８５の
出力とを重畳する重畳部１６１１０を有する。
【０１１８】
　このように、本実施形態では、触覚だけでなく、ユーザが聞くことのできる音を発生さ
せることを特徴とする。
【０１１９】
　本発明の第７の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。
【０１２０】
　本実施形態の斜視図である図２３を参照すると、本実施形態は、圧電体層１７０２と、
圧電体層１７０２の一方の面に配置された第１の導電体層１７１２と、圧電体層１７０２
の他方の面に配置された第２の導電体層１７２２と、第１の導電体層１７１２の圧電体層
１７０２が配置された面と反対側の面に配置された絶縁体層１７４２と、第２の導電体層
１７２２に対して前記第１の導電体層１７１２と反対側に所定の距離を離して配置された
第３の導電体層１７３２とからなる。
【０１２１】
　好ましくは、圧電体層１７０２は、可視光領域で透明な透明圧電シートとする。また、
使用する用途によっては、可視光領域に限らず用途に応じた波長領域で透明な特性を有す
る圧電シートとする。
【０１２２】
　本実施形態では、第１の導電体層１７１２で面内の位置を検出し、第２の導電体層１７
２２で圧力を検出する。図２３では、検出のために配置される電極の例として、第１の導
電体層１７１２の四隅に設けられた電極とそこから引き出された接続配線１７２３が示さ
れている。
【０１２３】
　図２３の第１の導電体層１７１２の四隅に設けられた電極から引き出された接続配線に
は、第１の導電体層に例えば交流信号を与えると共に、その接続配線を流れる電流の変化
を読み取ることによってタッチによる電流変化ならびにタッチ位置による電流変化量の違
いを知ることが出来る。また、第１の導電体層１７１２と第２の導電体層１７２２に設け
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られた電極から引き出された接続配線（図示せず）を用いて、タッチ圧により圧電体に生
じる電圧を知ることが出来る。本実施形態では、第３の導電体層１７３２を有し、第２の
導電体層１７２２に直接信号を印加するのではなく、第３の導電体層１７３２に信号を印
加する。これらの構成について、次に詳細に説明する。
【０１２４】
　他の実施の形態では、第２の導電体層が信号の印加と信号の検出の双方に利用されるか
、信号の印加のみに使用される。一方、本実施形態では、第２の導電体層１７２２は、信
号の検出のみに使用される。第２の導電体層１７２２への印加が必要とされる信号は、第
１の導電体層１７１２と第３の導電体層１７３２とその間の第２の導電体層１７２２から
なる容量結合によって、第１の導電体層１７１２と第３の導電体層１７３２に印加された
信号の結果として得られる。
【０１２５】
　理想的には、圧電体層１７０２が圧電気を発生していない状態では、第１の導電体層１
７１２と第２の導電体層１７２２の間の容量と、第２の導電体層１７２２と第３の導電体
は等しいことが好ましい。また、第１の導電体層１７１２と第３の導電体層１７３２のシ
ート抵抗は同一であり、信号の印加方法（何箇所から印加するか等）も同じであり、印加
される信号も同一であることが好ましい。この構成によって、第２の導電体層１７２２に
誘起される電位は、第１の導電体層１７１２と第３の導電体層１７３２と同じ電位となる
。但し、第１の導電体層１７１２に印加する表面型静電容量式タッチパネル用の検出信号
の周波数が特定の条件となると、第１の導電体層１７１２に印加する正弦波等の信号に対
し、圧電体層が反応し圧電気を示してしまう場合がある。このような場合は、検出信号の
周波数を変更するか、容量結合の容量比に影響を与える第１の導電体層１７１２と第２の
導電体層１７２２間の容量の算出において、検出信号の周波数によって誘起された圧電気
による圧電体層の厚み等の変化による容量の変化を考慮することが好ましい。
【０１２６】
　上記のような構成によって、第２の導電体層１７２２に直接的に信号を印加せずとも、
容量結合による誘起によって所望の信号波形を得ることが出来る。
【０１２７】
　本構成では、第２の導電体層１７２２が容量結合等の間接的なものでなく外部との直接
的な接続によって電気接続されるのは、第２の導電体層１７２２でタッチ圧を検出する構
成のみとなる。この構成は、タッチ圧の検出を時分割で行う必要が無いと共に、信号印加
の影響を受けないため、ノイズ等が低減する。更には、表示素子等を第３の導電体層１７
３２の裏側に配置する場合、第３の導電体層１７３２が表示素子からのノイズに対するシ
ールド面の役割を果たすため、タッチ圧の検出精度が向上すると共に、タッチ位置の検出
精度も向上する。
【０１２８】
　また、上記で説明した圧電シートを表示素子と組み合わせる場合の構成の一例を図２４
に示す。圧電シートの下に表示素子を配置する。圧電シートはほぼ透明であるため、表示
素子の表示を問題なく観察することが出来る。圧電シートと位置検出・座標算出ＩＣ２１
０ならびに押圧検出ＩＣ３１０は、接続部を介して接続される。図では、接続部を表示素
子の側面に置くことにより、これらのＩＣ２１０、３１０は、表示素子の裏面に配置され
ている。
【実施例１】
【０１２９】
　本発明の第１の実施の形態に関わる実施例を以下に示す。
【０１３０】
　本実施例では、圧電体層１０２として、ＰＶＤＦフィルムを用いた。ＰＶＤＦフィルム
の厚みは５０μｍとした。押し出し後に一軸延伸することでフィルム状に形成した後に、
外部に金属電極を準備して高電圧を印加することで分極処理（ポーリング処理）を施して
、圧電性を付与した。ここでは、分極処理をフィルム形成後に行ったが、延伸等の機械的
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な工程中に分極処理を行っても良い。
【０１３１】
　分極処理されたＰＶＤＦフィルムの両面に、透明電極として、ＩＴＯ（インジウム・錫
酸化物）をスパッタ法により５０ｎｍの厚みで成膜した。この際に、ターゲット種類、酸
素圧、成膜温度等からなる成膜条件は、第１の導電体層となる側のＩＴＯはシート抵抗が
５００Ω（オーム）となる条件とし、第２の導電体層となる側のＩＴＯはシート抵抗が５
０Ωとなる条件とした。
【０１３２】
　第１の導電体層に相当するＩＴＯ膜の四隅に銀ペーストで電極を形成し、更にその電極
に配線を接続し計４本の配線を構成した。ここで外部ノイズの影響を受けにくくするため
、配線は同軸配線とした。
【０１３３】
　第２の導電体層に相当するＩＴＯ膜では、圧電体層の外形である長方形の二つの短辺に
それぞれ、すなわち、２点間の距離が長い方向の２箇所に銀ペーストで電極を形成し、更
にその電極に配線を接続し計２本の配線を構成した。この様子を図２５に示す。図では、
導電体層の左右端に上下方向に延在した電極を銀ペーストで設けている。ここでも外部ノ
イズの影響を受けにくくするためと、電圧の検出の部分で高い入力インピーダンスのイン
ピーダンス変換回路を用いる際にシールド効果を最大限に高められるようにするために、
配線は同軸配線とした。
【０１３４】
　第２の導電体層の電圧の検出に用いる電圧モニタには、ＦＥＴスイッチ、ソースフォロ
アもしくはＯＰアンプを用いたボルテージフォロア等を用いることができる。
【０１３５】
　更に、既に説明した位置検出・座標算出ＩＣと、押圧検出ＩＣを利用した。
【０１３６】
　本実施例では、タッチ位置の検出はタッチ検出エリアの対角サイズに対して、３％の精
度での検出が可能であった。また、タッチ圧では０．３Ｎ（ニュートン）から８Ｎの間の
押圧とその離脱と正しく測定できた。８Ｎより大きい押圧も検出できたが、圧力と電位の
非線形性が見られ、圧電シートを支えている筐体の変形等が関与している可能性が見られ
たため、本実施例での実用レベルは８Ｎまでとした。逆に、０．３Ｎから８Ｎの間は圧力
と電圧の間の関係がほぼ線形となっており、直線で近似した際の決定係数Ｒ２（相関係数
の２乗）は０．９８と線形性は極めて良好であった。
【０１３７】
　ここで、押圧の強度に応じて、機能を選択する構成を採用した。図３の押圧検出ＩＣ３
１０を用い、測定されたタッチ圧の強度を、押圧検出ＩＣ３１０の記憶部３０３に記憶さ
れたしきい値と比較することで、タッチ圧に応じた反応を実現することが出来る。記憶部
３０３に３段階の押圧に対するしきい値を記憶する構成でのソフトウェアの機能選択の例
を図２６並びに図２７に示す。図２６は、時間と押圧レベルの関係を示す図であり、記憶
部３０３に記憶された３種類のしきい値（しきい値１、しきい値２、しきい値３）と、押
圧の変化の例を示している。図２７は、図２６に示した２７Ａ～２７Ｄの各状態に、画面
上に表示されているオブジェクトの例を示す。
【０１３８】
　最も低い段階のしきい値であるしきい値１は、押圧の発生自体を検知するためのしきい
値とし、このしきい値を以下ではタッチを検出できないと判断し、画面表示は図２７Ａ（
図２６の２７Ａに対応）のように特に変化はない。このしきい値１を超えると、タッチが
発生したと判断し、次の機能である、表面選択（表面に触れたが、まだ探索中等で選択に
まで至らない可能性がある状態）とする。この場合、しきい値１としきい値２の間の押圧
レベルで画面内のタッチ位置を変えると、画面表示は図２７Ｂ（図２６の２７Ｂに対応）
や図２７Ｃ（図２６の２７Ｃに対応）のようにタッチしている位置に応じて選択されるオ
ブジェクトが変更される。次に、しきい値２を超えると、次の機能である、仮選択（メニ
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ューの一項目を選ぶ準備が整った状態）とする。仮選択の状態では、例えば図２７Ｄ（図
２６の２７Ｄに対応）のように、選択されているオブジェクトの上に、オブジェクトに対
応したメニューが表示される。更に押圧が上がり、しきい値３を超えると、次の機能であ
る最終決定（メニューの一項目の選択を確定したり、付随したサブメニュー内の項目を選
択したりする状態）とする。最終決定の状態では、例えば図２７Ｅ（図２６の２７Ｅに対
応）のように、選択されているオブジェクトに対応するメニューのうち１項目（図の例で
は、再生ボタン）が選択され、メニューに対応した動作がついで行われる。このように、
機能変更を、記憶された押圧のしきい値によって選択するような同動作が可能である。
【０１３９】
　ここでは、圧電体層１０２としてＰＶＤＦフィルムを用いたが、材料の組成を若干変更
することで、新たな特性を得ることも可能である。例えば、ポリフッ化ビニリデン－４フ
ッ化エチレン共重合体とすることで、透明性を高めることが可能である。すなわち、（Ｃ
Ｈ２－ＣＦ２）ｎで表されるポリフッ化ビニリデンと、テフロン（登録商標）を構成する
（ＣＦ２－ＣＦ２）ｎで表される４フッ化エチレンを共重合とする組成である。また、Ｐ
ＶＤＦとトリフルオロエチレンとの共重合体では延伸処理を経ずとも圧電性を得ることが
出来る。これらの共重合体は、モル比によって得られる特性が変わるため、必要な特性に
応じてモル比を調整する。
【０１４０】
　ここでは、同軸配線を利用した構成としたが、同軸配線として３軸の同軸配線を用いて
、次のような構成とすることもできる。この例では、３軸の同軸配線を用いると共に、電
圧の検出部を配線に並列に生じる寄生抵抗や寄生容量の影響を無視できるガードドライブ
方式とする。図２８にガードドライブ方式での等価回路の一例を示す。圧電体は仮に等価
回路１８０２で示している。電圧を測定する帰還構造のアンプの出力と同じ電位が内部シ
ールド１８０４に印加される。その結果、アンプの入力と出力が共に同じ電位となるため
、アンプの入力側のケーブルによる抵抗によるリークは発生せず抵抗は無限大、容量はゼ
ロとみなすことができる。このような構成によって、より正確にタッチ圧で発生する電位
を計測できる（電圧計の記号で図示）。この結果、タッチ圧の測定結果の正確性が増し、
より微小な変化を検出することが出来るようになる。内部シールド１８０４の外周に外部
シールド１８０６が設けられる。全回路のグランドが外部シールド１８０６に印加される
。
【実施例２】
【０１４１】
　実施例２は、実施例１とほぼ同様の構成であるが、使用する材料を大きく変えている。
【０１４２】
　本実施例では、圧電体層１０２として実施例１と異なる材料を用いた。具体的には、ポ
リ乳酸積層フィルムを用いた。ここで用いたポリ乳酸積層フィルムは、光学異性体関係に
あるポリＬ乳酸（ＰＬＬＡ）とポリＤ乳酸（ＰＤＬＡ）の２種類のフィルムを積層させた
ものである。
【０１４３】
　ポリ乳酸積層フィルムでは、延伸するだけで圧電性を生じる。そのため、ＰＶＤＦフィ
ルムで必要とされるポーリング処理が不要であり、高電圧設備等ポーリング処理に必要と
される設備が不要である。また、ポリ乳酸積層フィルムは、ＰＶＤＦフィルムが有する焦
電性をほとんど持たないため、温度が変化した場合においても特性の変化がなく安定性に
優れる。
【０１４４】
　また、本実施例での透明電極は、ＡＴＯ（アンチモン添加錫酸化物）を用いた。シート
抵抗５００Ω程度では、ＩＴＯより長期信頼性に優れる場合も多く、本発明で用いるのに
適している。
【０１４５】
　本実施例で作成したサンプルは、高温・高湿バイアス試験（温度６０℃、湿度９０％）
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において、実施例１のサンプルに比べて良好な特性（劣化開始時間が遅い等）を示した。
【０１４６】
　更に、本実施例では、実施例１で実施した押圧に応じた機能選択と同じ機能を、タッチ
と押圧の両方を用いることで実現した。図２９は、時間と押圧レベルの関係を示す図であ
り、記憶部３０３に記憶された２種類のしきい値（しきい値４、しきい値５）と、押圧の
変化の例を示している。本実施例では、図２７Ａ～２７Ｃは、押圧でなくタッチ検出の機
能によりタッチ位置を決定することで実現される。その間の押圧の変化は、例えば図２９
の２９Ａ～２９Ｃに示すようである。そして、図２９の２９Ｄのように押圧のしきい値４
を超えると、仮選択の機能とし図２７Ｄとなる。すなわち、本実施例のしきい値４は機能
的には実施例１のしきい値２に相当する（実際の押圧のレベルは異なるが、機能は同じで
ある）。更に、図２９の２９Ｅのように押圧のしきい値５を超えると、最終決定の機能と
し図２７Ｅとなる。すなわち、本実施例のしきい値５は機能的には実施例１のしきい値３
に相当する（実際の押圧のレベルは異なるが、機能は同じである）。
【０１４７】
　このように、機能の選択をタッチ位置検出と押圧のレベルの二つの別の検出値で制御す
ることにより、押圧のしきい値の種類を減らすことが出来、押圧のレベルが大きく変わっ
てしまうような不安定な押し方をされた場合でも、誤動作が少ない機能選択が実現できた
。
【実施例３】
【０１４８】
　実施例３では、透明電極の材料を更に、ＡＺＯ（アルミ添加酸化亜鉛）を用いた。この
材料は、希少元素や有害な元素を用いない材料系である。特にアルミと亜鉛は地球上に豊
富に存在すると共に容易に精製することが出来る材料であるため、材料の枯渇による費用
の高騰等の心配がない。
【０１４９】
　本材料系の採用により、より低コストでの本発明の圧電シートの実現が可能となった。
【実施例４】
【０１５０】
　本発明の実施例４として、本発明の圧電シートを用いた触覚フィードバック機能つきの
タッチパネルの例を示す。
【０１５１】
　本実施例は第４の実施の形態の構成である。この本実施例では、第１の導電体層に印加
する正弦波に、図１３に示したような波形を重畳すると共に、２０Ｈｚ近辺で周波数の変
調をかけた別の触覚信号も重畳したものを第２の導電体層に印加する。この結果、タッチ
時に機械的なクリック間に似た押込みの感触を提示すると共に、機械的なボタンの表面の
素材による粗さ感を提示することが可能であった。このような触覚フィードバックと、画
面上に表示されるボタンの形状と素材感の視覚的な提示により、あたかも本物のボタンを
押しているかのような感覚を与えることが出来た。
【０１５２】
　また、別の信号波形として、第１の導電体層に印加する正弦波に、図１３に示したよう
な波形を重畳すると共に、１ｋＨｚ近辺の周波数での信号を重畳したものを第２の導電体
層に印加した。これにより、タッチ時に機械的なクリック感と共に、ボタンごとに異なる
音を表現することが出来た。
【０１５３】
　本実施例で用いた回路の一例を図３０に示す。第１の導電体層に接続される位置検出・
座標検出ＩＣ内の交流駆動回路の構成を図３０に示す回路に替える。すなわち、交流駆動
回路８２７５の出力と、振動信号発生部８２５５の出力を重畳部８２１０で重畳して第１
の導電体層に印加する。振動信号発生部８２５５では図１３に示したような波形を発生す
る。第２の導電体層には、図１２のような回路が接続される。
【実施例５】
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【０１５４】
　本発明の実施例５として、本発明の圧電シート１９０２を用いた、曲げ・ネジレ検出の
例を示す。図３１に、本実施例の構成を示す。
【０１５５】
　本実施例では、分極処理した厚さ５０μｍのＰＶＤＦフィルム１９０４の両側に、ＰＥ
ＤＯＴ／ＰＳＳ１９０６からなる導電材料をスクリーン印刷で形成し導電膜の形とした。
ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ１９０６は高分子材料であり、ＩＴＯ等に比べると曲げ等の機械的な
変化に強い。高分子材料ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ１９０６の四隅に設けられた電極とそこから
引き出された接続配線１９２３が示されている。
【０１５６】
　こうして形成した圧電シート１９０２の裏面に、２枚のフレキシブル基板１９０８で液
晶１９１２を挟みこんで作成した液晶ディスプレイ１９１０を配置した。液晶ディスプレ
イ１９１０でのＴＦＴは有機ＴＦＴを用いることで柔軟性を確保した。液晶ディスプレイ
１９１０のバックライト１９１４も柔軟な導光材料等を用いることによって柔軟なバック
ライト１９１４とした。この構成により、液晶ディスプレイ１９１０と圧電シート１９０
２からなるタッチパネル一体型液晶表示装置を形成した。このタッチパネル一体型液晶表
示装置は、基板等が柔軟な材料で構成されており、曲げやネジリの変形が容易である。
【０１５７】
　そこで、本液晶表示装置に曲げ・ネジリを加えた所、曲げやネジリが信号として検出さ
れた。この検出された曲げやネジリに特定の意味を持たせると、信号入力も可能である。
例えば、全体を曲げた場合は、表示全体の拡大・縮小の意味としたり、右端を曲げた場合
はメニューの決定の意味としたりできる。また、例えば、ネジリを発生させた場合、全て
の選択をキャンセルする意味としたりできる。このような検出される動きと意味の対応は
目的に応じて適宜可能である。本構成によって、キーボードやマウスがない環境でも、タ
ッチパネルのみでなく装置全体を使っての入力等の作業が可能となる。
【０１５８】
　また、別の応用として第６の実施の形態に挙げた音の発生をテストした。曲げた状態で
、１ｋＨｚ近辺の周波数の信号を重畳することにより、曲げていないフラットな状態に比
べて大きな音を出すことが可能であった。これにより、曲げに伴う変化を音で示したりで
きた。
【０１５９】
　一方、別の応用として、曲げと伸ばしによる音量の変化を利用した子供向けの知育玩具
２００２を提供できる。図３２（ａ）（ｂ）に、この知育玩具の例を示す。これは、圧電
シートで音を発生させる際、平面状のままでは音が小さく、曲げることによって歪が大き
くなるため音が大きくなるという特性を利用する。すなわち、重畳する信号は一定のまま
でも、ユーザが装置を曲げることによって音量が自動的に大きくなり、画面上に三角形の
形状のアイコンが表示され、そのアイコンの塗りつぶされた表示の面積で音量を表示する
音量表示２００４を示す（図３２（ｂ））。ユーザが装置をフラットに戻すことにより音
量が自動的に小さくなるため（図３２（ａ））、手の動作と音の音量の変化を取り入れた
楽器的な知育玩具が実現できた。
【０１６０】
　音の発生に際し、アナログ波である正弦波を使用するより、デジタル波である矩形波を
用いた方が、大きな音として感じられることが分かった。このため、本実施例のような最
終製品では、音の発生に矩形波を用いることで低電圧化を図り消費電力を下げることによ
って、バッテリの大きさを小さくしつつ、一度の充電で十分な耐用時間を得ることができ
た。この際の音の発生に用いた駆動回路の一例を図３３並びに図３４に示す。図３４では
、交流駆動回路１６１７５の出力と、矩形波による音響発生信号を発生する矩形波発生部
１６１９５の出力を重畳部１６１１０で重畳させ、図３３の音響発生信号入力部に出力す
る。図３３では、図３４からの信号を音響発生信号入力部から第一の抵抗を介してＮＰＮ
トランジスタに入力する。入力された信号は、ＮＰＮトランジスタを介して、圧電シート
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の第２の導電体層に印加する。一方、第１の導電体層には、第１の導電体層への信号が入
力される。この圧電シートと並列して第二の抵抗が配置される。第二の抵抗の抵抗値は、
圧電シートの充放電をサポートできる抵抗値に設定する。このような回路構成を利用する
ことにより、圧電シートに音を発生させることが可能である。
【符号の説明】
【０１６１】
１　情報処理装置
１０　抵抗膜式もしくは投影型静電容量方式タッチパネル
１１　筐体
２０　透明圧電シート
２１　シート状透明圧電体層
２２，２３　透明平板電極
２４　フレーム
２５　バックライト
３０　液晶パネル
３２，３３　透明シート部材
４０　トッププレート
４１　操作子接触面
５０　タッチパネル
５１　入力操作面
５２　タッチパネルの第２の面
６０　感圧センサ
９５　空隙
１００　タッチパネル
１０１　センサ装置
１０２，６０２，８０２，１００２，１６０２，１７０２　圧電体層
１１２，６１２，８１２，１０１２，１６１２，１７１２　第１の導電体層
１２２，６２２，８２２，１０２２，１６２２，１７２２　第２の導電体層
１７３２　第３の導電体層
１４２，６４２，８４２，１０４２，１６４２，１７４２　絶縁体層
２０１　電流変化検出部
２０２　フィルタリング・増幅部
２０３　ノイズ除去部
２０４　Ａ／Ｄ変換部
２０５　位置座標算出部
２０６　インターフェイスドライバ
２０７，２０７５，８０７５，８２７５，１６０７５，１６１７５　交流駆動回路
２１０　位置検出・座標算出ＩＣ
３０１　制御部
３０２　押圧検出部
３０３　記憶部
３１０　押圧検出ＩＣ
１６２３，１６２４　接続配線
２２０１，２２０２　第２導電層用接続配線
２０７１　直流駆動回路
２０７２　セレクタ
２０７７　ハイインピーダンススイッチ
８０１０，８２１０，１６０１０，１６１１０　重畳部
８０５５，８２５５，１６１５５　振動信号発生部
１６０８５，１６１８５　音響発生信号発生部
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