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(57)【要約】
【課題】タッチセンサを含む曲面型表示装置およびその
駆動方法を提供する。
【解決手段】表示素子層の上に位置する封止層を含む表
示パネルと、封止層上に位置するタッチセンサの基板と
を含み、封止層は、少なくとも一つの無機絶縁層および
有機絶縁層を含み、表示パネルは、屈曲した第１部分と
、屈曲した第２部分と、前記第１部分と前記第２部分と
の間に位置し、平らな第３部分とを含む。タッチセンサ
の基板は、これら第１～３部分とそれぞれ対応する第４
～６部分を含み、第１～３部分と第４～６部分は、平面
ビューでそれぞれ重畳する。また、第１方向に配列され
る第１タッチ電極は、第２方向に配列される第２タッチ
電極と重畳していない。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のタッチセンサを含むタッチセンサ部と、
　第１方向に凹状に屈曲した少なくとも一つのタッチ面と
　を含み、
　前記タッチ面は、中央部および前記第１方向に沿って前記中央部の両側に位置する縁部
を含み、
　前記中央部に対応する前記タッチセンサの感度は、前記縁部に対応する前記タッチセン
サの感度より高いことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記複数のタッチセンサを駆動するタッチ駆動部をさらに含み、
　前記タッチ駆動部が前記中央部に対応する前記タッチセンサに入力する感知入力信号は
、前記縁部に対応する前記タッチセンサに入力する感知入力信号より大きい電圧を有する
ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記タッチセンサは第１タッチ電極を含み、
　前記中央部に対応する前記第１タッチ電極の面積は、前記縁部に対応する前記第１タッ
チ電極の面積と異なることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記タッチセンサは、前記第１タッチ電極と共に感知キャパシタを形成する第２タッチ
電極をさらに含み、
　前記中央部に対応する前記第２タッチ電極の面積は、前記縁部に対応する前記第２タッ
チ電極の面積と異なることを特徴とする請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第１タッチ電極は、前記第１方向と交差する第２方向に延長され、
　前記タッチセンサは、前記第１タッチ電極と交差する第２タッチ電極をさらに含むこと
を特徴とする請求項３に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記中央部に対応して位置する前記複数のタッチセンサが含む複数の第１タッチ電極が
単位面積当り占める面積比は、前記縁部に対応して位置する前記複数のタッチセンサが含
む複数の第１タッチ電極が単位面積当り占める面積比と異なることを特徴とする請求項３
に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記複数のタッチセンサは、複数の第１タッチ電極を含み、
　前記中央部に対応して位置する隣接した前記第１タッチ電極の間の距離は、前記縁部に
対応して位置する隣接した前記第１タッチ電極の間の距離と異な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】
　前記第１タッチ電極は、前記第１方向と交差する第２方向に延長され、
　前記タッチセンサは、前記第１タッチ電極と交差する第２タッチ電極をさらに含むこと
を特徴とする請求項７に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記複数のタッチセンサは、それぞれ第１タッチ電極および前記第１タッチ電極と共に
感知キャパシタを形成する第２タッチ電極を含み、
　前記中央部に対応して位置する隣接した前記第１タッチ電極と前記第２タッチ電極の間
の距離は、前記縁部に対応して位置する隣接した前記第１タッチ電極と前記第２タッチ電
極の間の距離と異な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】
　複数のタッチセンサを含むタッチセンサ部と、第１方向に凹状に屈曲した少なくとも一
つのタッチ面と、前記複数のタッチセンサを駆動するタッチ駆動部とを含む表示装置で、
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　前記タッチ駆動部が前記タッチ面の中央部に対応する前記タッチセンサに第１感知入力
信号を入力する段階と、
　前記タッチ駆動部が前記第１方向に沿って前記タッチ面の前記中央部の両側に位置する
縁部に対応する前記タッチセンサに第２感知入力信号を入力する段階と
　を含み、
　前記第１感知入力信号の電圧が前記第２感知入力信号の電圧より大きいことを特徴とす
る表示装置の駆動方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチセンサを含む表示装置およびその駆動方法に係り、特にタッチセンサ
を含む曲面型表示装置およびその駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙａｙ、ＬＣＤ）、有機
発光表示装置（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ　ｄｉｓｐ
ｌａｙ、ＯＬＥＤ　ｄｉｓｐｌａｙ）および電気泳動表示装置（ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒ
ｅｔｉｃ　ｄｉｓｐｌａｙ）などの表示装置は、電場生成電極と電気光学活性層（ｅｌｅ
ｃｔｒｏ－ｏｐｔｉｃａｌ　ａｃｔｉｖｅ　ｌａｙｅｒ）を含む。例えば、有機発光表示
装置は、電気光学活性層として有機発光層を含む。電場生成電極は、薄膜トランジスタな
どのスイッチング素子に接続されデータ信号の印加を受けることができ、電気光学活性層
はこのようなデータ信号を光学信号に変換することによって映像を表示する。
【０００３】
　最近、このような表示装置は、映像を表示する機能以外に使用者との相互作用が可能な
タッチ感知機能を含むことができる。タッチ感知機能は、使用者が画面の上に指やタッチ
ペン（ｔｏｕｃｈ　ｐｅｎ）などを接近または接触させて文字を書くか絵を描く場合、表
示装置が画面に加えられた圧力、電荷、光などの変化を感知することによって、物体が画
面に接近または接触したかどうか、およびその接触位置などの接触情報を見つけ出すこと
である。表示装置はこのような接触情報に基づいて映像信号を受信して映像を表示するこ
とができる。
【０００４】
　このようなタッチ感知機能は、タッチセンサを通じて実現することができる。タッチセ
ンサは、抵抗膜方式（ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　ｔｙｐｅ）、静電容量方式（ｃａｐａｃｉｔ
ｉｖｅ　ｔｙｐｅ）、電磁気誘導型（ｅｌｅｃｔｒｏ－ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｔｙｐｅ、Ｅ
Ｍ）、光感知方式（ｏｐｔｉｃａｌｔｙｐｅ）など多様な方式によって分類される。
【０００５】
　このうちの静電容量方式のタッチセンサは、感知信号を伝達できる複数のタッチ電極を
含む。タッチ電極は他のタッチ電極と共に感知キャパシタを形成することもでき（ｍｕｔ
ｕａｌ－ｃａｐａｃｉｔｏｒ　ｔｙｐｅ）、外部物体と共に感知キャパシタを形成するこ
ともできる（ｓｅｌｆ－ｃａｐａｃｉｔｏｒ　ｔｙｐｅ）。指のような導電体がタッチセ
ンサに接近または接触すると、感知キャパシタの静電容量（ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ）ま
たは充電電荷量に変化が発生し、これによって接触有無と接触位置などを見つけ出すこと
ができる。
【０００６】
　複数のタッチ電極は、接触が感知できるタッチ感知領域に配置されており、感知信号を
伝達する複数のタッチ配線に接続される。タッチ配線は、タッチ感知領域内に配置されて
もよく、タッチ感知領域周辺の非感知領域に配置されてもよい。タッチ配線は、タッチ電
極に感知入力信号を伝達するか、タッチによって生成されたタッチ電極の感知出力信号を
タッチ駆動部に伝達することができる。
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【０００７】
　タッチセンサは、表示装置に内蔵されるか（ｉｎ－ｃｅｌｌ　ｔｙｐｅ）、表示装置の
外側面に直接形成されるか（ｏｎ－ｃｅｌｌ　ｔｙｐｅ）、別途のタッチセンサ部が表示
装置に付着されて（ａｄｄ－ｏｎ　ｃｅｌｌ　ｔｙｐｅ）使用できる。タッチセンサを含
む表示装置は、使用者の指またはタッチペンなどが画面に接触したかどうかおよび接触位
置情報を見つけ出し、これにより映像を表示することができる。
【０００８】
　一般に、平面表示装置を観察者が観察する時、観察者から表示装置の中央部までの視聴
距離と、観察者から表示装置の縁までの視聴距離とが異なるため、映像が歪んで見えるこ
とがある。このような映像の歪曲を減らし映像没入度を高めるために、最近、表示装置の
表示パネルを凹状または凸状に屈曲させて曲面型に製作したりする。このような曲面型表
示装置の表示パネルは少なくとも一方向に沿って屈曲している。また、屈曲程度を示す曲
率半径も表示装置によって、そして一つの表示装置においても表示パネルの位置によって
変わる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】韓国特許公開2013-0126007号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　曲面型表示装置がタッチセンサを含む場合、表示パネルの表面が屈曲しているが、使用
者は表示パネルの屈曲面を意識せず一般平板表示パネルをタッチするようにタッチを行う
ことができる。この場合、使用者は仮想の面に沿ってタッチを行う場合が発生することが
ある。そうすると、接触する物体と表示装置のタッチ面との間の距離が位置によって異な
るようになる。特に、曲面型表示パネルにおいて中央部で接触物体とタッチ面との間の距
離が最も遠いようにタッチが行われ、この場合、タッチセンシングが良く行われないこと
がある。即ち、タッチセンサの感度は一般に接触する物体とタッチ面との間の距離によっ
て変わるので、接触する物体とタッチ面との間の距離が最も遠い曲面型タッチパネルの中
央部ではホバリングタッチモード時にタッチ感度が落ちることがある。
【００１１】
　本発明が解決しようとする課題は、前記問題点を解決するために、ホバリングタッチモ
ードでも使用者がタッチセンサを含む曲面型表示装置の表示パネルの屈曲方向に沿って一
定のタッチ感度でタッチをセンシングすることができる表示装置およびその駆動方法を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一実施形態による表示装置は複数のタッチセンサを含むタッチセンサ部と、第
１方向に凹状に屈曲した少なくとも一つのタッチ面とを含み、前記タッチ面は中央部およ
び前記第１方向に沿って前記中央部の両側に位置する縁部を含み、前記中央部に対応する
前記タッチセンサの感度は前記縁部に対応する前記タッチセンサの感度より高い。
【００１３】
　前記複数のタッチセンサを駆動するタッチ駆動部をさらに含み、前記タッチ駆動部が前
記中央部に対応する前記タッチセンサに入力する感知入力信号は、前記縁部に対応する前
記タッチセンサに入力する感知入力信号より大きい電圧を有してもよい。
【００１４】
　前記タッチセンサは第１タッチ電極を含み、前記中央部に対応する前記第１タッチ電極
の面積は、前記縁部に対応する前記第１タッチ電極の面積と異なってもよい。
【００１５】
　前記タッチセンサは前記第１タッチ電極と共に感知キャパシタを形成する第２タッチ電
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極をさらに含み、前記中央部に対応する前記第２タッチ電極の面積は、前記縁部に対応す
る前記第２タッチ電極の面積と異なってもよい。
【００１６】
　前記第１タッチ電極は前記第１方向と交差する第２方向に延長され、前記タッチセンサ
は前記第１タッチ電極と交差する第２タッチ電極をさらに含むことができる。
【００１７】
　前記中央部に対応して位置する前記複数のタッチセンサが含む複数の第１タッチ電極が
単位面積当り占める面積比は、前記縁部に対応して位置する前記複数のタッチセンサが含
む複数の第１タッチ電極が単位面積当り占める面積比と異なってもよい。
【００１８】
　前記複数のタッチセンサは複数の第１タッチ電極を含み、前記中央部に対応して位置す
る隣接した前記第１タッチ電極の間の距離は、前記縁部に対応して位置する隣接した前記
第１タッチ電極の間の距離と異なってもよい。
【００１９】
　前記第１タッチ電極は前記第１方向と交差する第２方向に延長され、前記タッチセンサ
は前記第１タッチ電極と交差する第２タッチ電極をさらに含むことができる。
【００２０】
　前記複数のタッチセンサはそれぞれ第１タッチ電極および前記第１タッチ電極と共に感
知キャパシタを形成する第２タッチ電極を含み、前記中央部に対応して位置する隣接した
前記第１タッチ電極と前記第２タッチ電極の間の距離は前記縁部に対応して位置する隣接
した前記第１タッチ電極と前記第２タッチ電極の間の距離と異なってもよい。
【００２１】
　前記タッチセンサは前記第１タッチ電極と前記第２タッチ電極の間に位置する絶縁膜を
さらに含み、前記中央部に対応して位置する前記タッチセンサが含む前記絶縁膜の厚さは
前記縁部に対応して位置する前記タッチセンサが含む前記絶縁膜の厚さと異なってもよい
。
【００２２】
　前記中央部に対応して位置する隣接した前記第１タッチ電極と前記第２タッチ電極の間
の平面上距離は、前記縁部に対応して位置する隣接した前記第１タッチ電極と前記第２タ
ッチ電極の間の平面上距離と実質的に同一であってもよい。
【００２３】
　前記複数のタッチセンサを駆動するタッチ駆動部と、前記タッチ駆動部と前記複数のタ
ッチセンサの間を連結する複数のタッチ配線をさらに含み、直接タッチモードで、前記タ
ッチ駆動部は前記中央部に対応して位置する前記複数のタッチセンサに接続された前記複
数のタッチセンサのうちの少なくとも２つを結んで同時に感知入力信号を印加することが
できる。
【００２４】
　映像を表示する表示パネルをさらに含み、前記タッチセンサ部は、前記表示パネル内に
含まれるか、前記表示パネルの上面に配置されてもよい。
【００２５】
　前記表示パネルは、前記タッチ面に沿って前記第１方向に凹状に屈曲していてもよい。
【００２６】
　前記表示装置は前記タッチ面を複数個含み、前記複数個のタッチ面は第１タッチ面およ
び第２タッチ面を含むことができる。
【００２７】
　前記第１タッチ面および前記第２タッチ面の間に位置する第３タッチ面をさらに含み、
前記第３タッチ面は平坦であってもよい。
【００２８】
　前記第１タッチ面が向かう方向と前記第２タッチ面が向かう方向とは、互いに反対であ
ってもよい。
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【００２９】
　前記中央部に対応する前記タッチセンサを駆動する第１タッチ駆動部と、前記縁部に対
応する前記タッチセンサを駆動する第２タッチ駆動部とをさらに含み、前記第１タッチ駆
動部と前記第２タッチ駆動部は互いに異なるチップに含まれていてもよい。
【００３０】
　本発明の一実施形態による表示装置の駆動方法は、複数のタッチセンサを含むタッチセ
ンサ部と、第１方向に凹状に屈曲した少なくとも一つのタッチ面と、前記複数のタッチセ
ンサを駆動するタッチ駆動部とを含む表示装置において、前記タッチ駆動部が前記タッチ
面の中央部に対応する前記タッチセンサに第１感知入力信号を入力する段階と、前記タッ
チ駆動部が前記第１方向に沿って前記タッチ面の前記中央部の両側に位置する縁部に対応
する前記タッチセンサに第２感知入力信号を入力する段階とを含み、前記第１感知入力信
号の電圧が前記第２感知入力信号の電圧より大きい。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明の実施形態によれば、ホバリングタッチモードでもタッチセンサを含む曲面型表
示装置の表示パネルの屈曲方向に沿って一定のタッチ感度でタッチをセンシングすること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の一実施形態による曲面型表示装置の概略的な断面図である。
【図２】本発明の一実施形態による曲面型表示装置の概略的な断面図である。
【図３】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチ面と仮想のタッチ面を示した
断面図である。
【図４】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面図である。
【図５】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面図である。
【図６】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面図である。
【図７】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面図である。
【図８】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面図である。
【図９】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面図である。
【図１０】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面図である。
【図１１】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面図である。
【図１２】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面図である。
【図１３】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面図である。
【図１４】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面図である。
【図１５】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面図である。
【図１６】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面図である。
【図１７】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面図である。
【図１８】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面図である。
【図１９】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面図である。
【図２０】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面図である。
【図２１】本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の断面図である。
【図２２】本発明の一実施形態による曲面型表示装置の曲面形態を示す断面図である。
【図２３】本発明の一実施形態による曲面型表示装置の曲面形態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、添付した図面を参照して本発明の実施形態について本発明の属する技術分野にお
ける通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳しく説明する。しかし、本発明は
様々な形態に実現でき、ここで説明する実施形態に限定されない。
【００３４】
　図面において、様々な層および領域を明確に表現するために厚さを拡大して示した。明
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細書全体にわたって類似の部分については同一の図面符号を付けた。層、膜、領域、基板
などの部分が他の部分の“上”にあるという時、これは他の部分の“直上”にある場合だ
けでなく、その中間に他の構成要素がある場合も含む。反対に、ある部分が他の部分の“
直上”にあるという時はその中間に他の構成要素がないことを意味する。
【００３５】
　明細書全体で、ある部分が他の部分と“接続”されているという時、これは“直接的に
接続”されている場合だけでなく、その中間に他の素子を挟んで“電気的に接続”されて
いる場合も含む。また、ある部分がある構成要素を“含む”という時、これは特に反対に
なる記載がない限り他の構成要素を除くのではなく他の構成要素をさらに含むことができ
るのを意味する。
【００３６】
　以下、本発明の一実施形態による表示装置について図面を参照して詳細に説明する。
【００３７】
　まず、図１乃至図３を参照して本発明の一実施形態による表示装置について説明する。
【００３８】
　図１は本発明の一実施形態による曲面型表示装置の概略的な断面図であり、図２は本発
明の一実施形態による曲面型表示装置の概略的な断面図であり、図３は本発明の一実施形
態による曲面型表示装置のタッチ面と仮想のタッチ面を示した断面図である。
【００３９】
　図１および図２に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１は、タッチセンサ
部４００と、第１方向のｘ軸方向に沿って屈曲した少なくとも一つのタッチ面１Ａとを含
む。
【００４０】
　タッチ面１Ａは、観察者を基準に凹状に屈曲している凹型であってもよい。凹型のタッ
チ面１Ａは、観察者を基準に中央部分が両側縁より後に後退した形態である。タッチ面１
Ａは、曲率が一定の定曲率で形成されてもよく、位置によって、例えばタッチ面１Ａの中
央部分の曲率と両側縁部分の曲率とが互いに異なる多重曲率で形成されてもよい。
【００４１】
　タッチ面１Ａは使用者の指などの外部物体が接触できる面を意味する。接触とは、使用
者の手のような外部物体がタッチ面１Ａに直接的に触れる場合だけでなく、外部物体がタ
ッチ面１Ａに接近するか接近した状態で動く（ｈｏｖｅｒｉｎｇ）場合も含む。外部物体
がタッチ面１Ａに直接接触する時の接触有無、接触位置、接触強さなどの接触情報を感知
するタッチ駆動モードを直接接触モードと言い、外部物体がタッチ面１Ａに直接接触せず
接近するか接近した状態で動く時の接触情報を感知するタッチ駆動モードをホバリング（
ｈｏｖｅｒｉｎｇ）タッチモードという。つまり、ホバリングタッチとは、例えば、タッ
チパネルに触れること無く、デバイスを操作することができるような、エアジェスチャー
的な機能である。
【００４２】
　タッチセンサ部４００は、タッチ面１Ａの下に位置し、外部物体による接触を感知する
ことができる。なお、本願のタッチセンサ部４００は、直接タッチモードにおいて外部物
体のタッチ面への直接的な接触を感知できるだけでなく、ホバリングタッチモードに対応
できるように、非接触状態であっても外部物体がタッチ面に近接していることを感知でき
る。タッチセンサ部４００は、複数のタッチセンサが位置し接触を感知できる領域である
タッチ感知領域と、その外側の非感知領域とを含むことができる。
【００４３】
　タッチセンサは、多様な方式で接触及び近接を感知することができる。例えば、タッチ
センサは抵抗膜方式（ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　ｔｙｐｅ）、静電容量方式（ｃａｐａｃｉｔ
ｉｖｅ　ｔｙｐｅ）、電磁気誘導型（ｅｌｅｃｔｒｏ－ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｔｙｐｅ、Ｅ
Ｍ）、光感知方式（ｏｐｔｉｃａｌ　ｔｙｐｅ）など多様な方式に分類することができる
。本実施形態では静電容量方式のタッチセンサを例に挙げて説明するが、これに限定され
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るのではない。
【００４４】
　タッチセンサ部４００は、タッチセンサを構成する複数のタッチ電極、およびこれに接
続され感知入力信号または感知出力信号を伝達する複数のタッチ配線を含む。タッチセン
サ部４００は少なくとも一つの絶縁膜または基板を含み、タッチ電極およびタッチ配線は
絶縁膜または基板の少なくともいずれか一面の上に形成されていてもよい。
【００４５】
　タッチセンサ部４００もタッチ面１Ａに沿って凹状に屈曲していてもよい。
【００４６】
　本発明の一実施形態による静電容量方式のタッチセンサの場合、各タッチ電極はタッチ
センサとして自己感知キャパシタ（ｓｅｌｆ　ｓｅｎｓｉｎｇ　ｃａｐａｃｉｔｏｒ）を
形成することができる。自己感知キャパシタは、タッチ配線を通じて感知入力信号を受信
して所定の電荷量で充電され、指などの外部物体の接触又は近接があると充電電荷量に変
化が生じ、入力された感知入力信号とは異なる感知出力信号をタッチ配線を通じて出力す
ることができる。
【００４７】
　本発明の一実施形態による静電容量方式のタッチセンサの場合、複数のタッチ電極は感
知入力信号を受信する第１タッチ電極および感知出力信号を出力する第２タッチ電極を含
むことができる。互いに隣接する第１タッチ電極および第２タッチ電極は、タッチセンサ
として相互感知キャパシタ（ｍｕｔｕａｌ　ｓｅｎｓｉｎｇ　ｃａｐａｃｉｔｏｒ）を形
成する。相互感知キャパシタは、感知入力信号を受信し外部物体の接触又は近接による電
荷量変化を感知出力信号として出力して接触又は近接を感知することができる。
【００４８】
　本発明の一実施形態による表示装置１は、映像を表示する表示パネル３００をさらに含
むことができる。表示パネル３００の表示領域には、複数の画素および画素と接続されて
駆動信号を伝達するゲート線、データ線などの複数の表示信号線が配置されてもよい。
【００４９】
　複数の画素はほぼ行列形態に配列されるが、これに限定されるのではない。各画素はゲ
ート線およびデータ線と接続された少なくとも一つのスイッチング素子およびこれに接続
された少なくとも一つの画素電極を含むことができる。スイッチング素子は表示パネル３
００に集積されている薄膜トランジスタなどの三端子素子であってもよい。スイッチング
素子はゲート線が伝達するゲート信号によってターンオンまたはターンオフされデータ線
が伝達するデータ信号を画素電極に伝達することができる。画素は画素電極と対向する対
向電極をさらに含むことができる。対向電極は共通電圧を伝達することができる。画素は
画素電極に印加されたデータ電圧によって所望の輝度の映像を表示することができる。
【００５０】
　有機発光表示パネルの場合、画素電極と対向電極の間には発光層が位置して発光素子を
形成することができる。
【００５１】
　色表示を実現するためには、各画素は基本色（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｏｌｏｒ）のうちの
一つを表示することができ、これら基本色の組み合わせで所望の色が認識されるようにす
る。基本色の例としては、赤色、緑色、青色などの三原色または四原色が挙げられる。各
画素は、各画素電極に対応する箇所に位置し基本色のうちの一つを示すカラーフィルタを
さらに含むことができ、発光素子が含む発光層が有色の光を発光することもできる。
【００５２】
　図１または図２に示すように、表示パネル３００は、薄膜トランジスタ、画素電極、対
向電極、そして様々な絶縁層が位置する表示素子層３１０および表示素子層３１０を封止
する封止層３２０を含むことができる。封止層３２０は、ガラス、プラスチック、有機層
または無機層のうちの少なくとも一つを含むことができる。封止層３２０は基板またはフ
ィルム形態であってもよく、少なくとも一つの無機絶縁層および／または有機絶縁層を含
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んでもよい。
【００５３】
　本発明の一実施形態によるタッチセンサ部４００は、表示パネル３００の内に含まれて
もよく、表示パネル３００の上面に配置されてもよい。具体的に説明すれば、タッチセン
サ部４００は、図１に示したように表示素子層３１０と封止層３２０の間に配置されても
よく（ｉｎ－ｃｅｌｌ　ｔｙｐｅ）、図２に示したように封止層３２０の上に配置されて
もよい。タッチセンサ部４００が封止層３２０の上に位置する場合、タッチセンサ部４０
０のタッチ電極および／またはタッチ配線は封止層３２０の上面に直接形成されてもよく
（ｏｎ－ｃｅｌｌ　ｔｙｐｅ）、別途の基板上にタッチ電極および／またはタッチ配線を
形成しタッチパネルを製造した後にタッチパネルを表示パネル３００の上面に付着されて
もよい（ａｄｄ－ｏｎ　ｔｙｐｅ）。
【００５４】
　表示パネル３００もタッチ面１Ａに沿って凹状に屈曲していてもよい。
【００５５】
　タッチセンサ部４００のタッチ電極は、表示パネル３００からの光が透過できるように
所定の透過度以上を有する。例えば、タッチ電極は、ＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏ
ｘｉｄｅ）、ＩＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）、金属ナノワイヤー（ｍｅ
ｔａｌ　ｎａｎｏｗｉｒｅ）、ＰＥＤＯＴなどの導電性ポリマー（ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ
　ｐｏｌｙｍｅｒ）、銅（Ｃｕ）または銀（Ａｇ）などのメタルメッシュ（ｍｅｔａｌ　
ｍｅｓｈ）、炭素ナノチューブ（ＣＮＴ）、薄い金属層などの透明な導電物質を少なくと
も一つ含むことができる。
【００５６】
　本発明の一実施形態によれば、タッチ面１Ａはｘ軸方向だけでなくｘ軸方向と異なる方
向、例えばｙ軸方向またはｚ軸方向に沿って凹状に屈曲していてもよい。本実施形態では
タッチ面１Ａがｘ軸方向の単一方向に沿ってのみ屈曲している例を主に説明するが、他の
方向に屈曲している場合にも同一に適用できる。
【００５７】
　タッチ面１Ａは、中央部ＣＴおよびその両側に位置する第１縁部ＥＧ１および第２縁部
ＥＧ２を含む。
【００５８】
　中央部ＣＴは、ｘ軸方向に沿って離隔されている境界線である第１境界ＢＤ１および第
２境界ＢＤ２の間に位置する。第１境界ＢＤ１および第２境界ＢＤ２は図１または図２に
示した図面においてほぼｙ軸方向に延長される。第１境界ＢＤ１はタッチ面１Ａの中心と
一側縁との間に位置し、第２境界ＢＤ２はタッチ面１Ａの中心と反対側縁との間に位置す
る。第１境界ＢＤ１と第２境界ＢＤ２の位置は設計条件によって調節可能である。例えば
、第１境界ＢＤ１はタッチ面１Ａの中心を基準に一側領域の中間に配置され、第２境界Ｂ
Ｄ２はタッチ面１Ａの中心を基準に反対側領域の中間に配置されてもよい。
【００５９】
　第１縁部ＥＧ１と第２縁部ＥＧ２の面積は互いに同一であってもよく互いに異なっても
よい。
【００６０】
　図３に示すように、タッチ面１Ａを含む表示装置１の両端を連結する平面である仮想の
タッチ面１Ｂとタッチ面１Ａとの間の距離はｘ軸方向によって異なる。本発明の一実施形
態による表示装置１が含むタッチ面１Ａは観察者を基準に凹状に屈曲しているので、中央
部ＣＴにおける仮想のタッチ面１Ｂとタッチ面１Ａとの間の距離Ｈ１は、第１縁部ＥＧ１
および／または第２縁部ＥＧ２における仮想のタッチ面１Ｂとタッチ面１Ａとの間の距離
Ｈ２より大きい。
【００６１】
　本発明の一実施形態によれば、同一のタッチ条件で、タッチセンサ部４００が含む複数
のタッチセンサのうちのタッチ面１Ａの中央部ＣＴに対応して位置するタッチセンサのタ
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ッチ感度が、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に対応して位置するタッチセ
ンサの感度より高い。ここで、同一タッチ条件とは、接触する外部物体とタッチ面１Ａと
の間の距離が一定である場合を意味する。つまり、同一タッチ条件とは、タッチ面１Ａの
いずれの位置においても、タッチ面１Ａと外部物体との距離が概ね一定であることを意味
する。
【００６２】
　使用者がタッチを行う時、指などの接触物体はタッチ面１Ａを直接タッチすることもで
きるが、タッチ感知機能がある平面表示装置に習熟した使用者または速いタッチを行う使
用者の場合、接触物体がタッチ面１Ａに直接接触せず仮想のタッチ面１Ｂ付近に沿って動
いてホバリングタッチを行うことができる。静電容量方式のタッチセンサの場合、接触物
体のタッチ面１Ａとの距離が遠いほど感知出力信号の大きさが小さくなり、仮想のタッチ
面１Ｂとタッチ面１Ａとの間の距離が最も遠い中央部ＣＴでのタッチが感知されなかった
りタッチ感知にエラーが発生することがある。
【００６３】
　しかし、本発明の一実施形態によれば、タッチ面１Ａの中央部ＣＴに対応して位置する
タッチセンサのタッチ感度が、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に対応して
位置するタッチセンサの感度より高いので、接触物体が仮想のタッチ面１Ｂに沿ってタッ
チを行う時、中央部ＣＴにおいて接触物体とタッチ面１Ａとの間の距離が相対的に遠くて
も、実質的に第１縁部ＥＧ１または第２縁部ＥＧ２と概ね同等なタッチ出力信号が出力さ
れる。したがって中央部ＣＴでもホバリングタッチモード時にタッチが正常に感知される
。よって、タッチ駆動部で処理されて生成される接触情報は、仮想のタッチ面１Ｂとタッ
チ面１Ａとの間の距離と実質的に関係なく生成され、タッチ面１Ａの位置による接触情報
及び近接情報のエラーを防止することができる。
【００６４】
　以下、前述の図１乃至図３と共に図４乃至図８をそれぞれ参照して本発明の一実施形態
による表示装置の具体的な構造およびその駆動方法について説明する。
【００６５】
　図４は本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面図であり、図
５乃至図８はそれぞれ本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部の平面
図である。
【００６６】
　図４に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１のタッチセンサ部４００は、
複数の第１タッチ電極４１０および複数の第２タッチ電極４２０を含む。複数の第１タッ
チ電極４１０はｙ軸方向に配列されており、各第１タッチ電極４１０は概ねｘ軸方向に延
長される。複数の第２タッチ電極４２０はｘ軸方向に配列されており、各第２タッチ電極
４２０は概ねｙ軸方向に延長される。第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０との
間には絶縁層（図示せず）が配置されてもよい。
【００６７】
　平面上互いに隣接するか断面上絶縁層を挟んで重畳する第１タッチ電極４１０および第
２タッチ電極４２０はタッチセンサとして相互感知キャパシタを形成することができる。
【００６８】
　第１タッチ電極４１０および第２タッチ電極４２０はタッチ駆動部４５０と接続されて
いる。タッチ駆動部４５０はタッチセンサ部４００の一側に配置することができるが、こ
れに限定されない。第１タッチ電極４１０は、図示しなかったが、これに接続された複数
のタッチ配線を通じてタッチ駆動部４５０に接続される。
【００６９】
　タッチ駆動部４５０は、第１タッチ電極４１０および第２タッチ電極４２０のうちの一
方に感知入力信号を入力し、残り一方から感知出力信号を受信することができる。タッチ
駆動部４５０は、感知出力信号を処理してタッチ有無およびタッチ位置などの接触情報を
生成することができる。
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【００７０】
　タッチ駆動部４５０は、少なくとも一つの集積回路チップの形態でタッチセンサ部４０
０に直接装着されるか、可撓性印刷回路膜（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒ
ｃｕｉｔ　ｆｉｌｍ）の上に装着されてＴＣＰ（ｔａｐｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｐａｃｋａ
ｇｅ）の形態でタッチセンサ部４００に付着されるか、別途の印刷回路基板（ｐｒｉｎｔ
ｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｂｏａｒｄ）の上に装着されてタッチセンサ部４００と接続され
てもよい。タッチ駆動部４５０は、タッチ電極およびタッチ配線と共にタッチセンサ部４
００に集積されてもよい。
【００７１】
　図４に示すように、タッチ駆動部４５０は、第１縁部ＥＧ１のタッチセンサと接続され
ている第１タッチ駆動部４５０ａ、中央部ＣＴのタッチセンサと接続されている第２タッ
チ駆動部４５０ｂ、そして第２縁部ＥＧ２のタッチセンサと接続されている第３タッチ駆
動部４５０ｃを含むことができる。各タッチ駆動部４５０ａ、４５０ｂ、４５０ｃはそれ
ぞれ一つのチップに含まれてもよい。これとは異なり、一つのチップからなるタッチ駆動
部４５０が全体のタッチセンサと接続されてタッチセンサを駆動することもできる。
【００７２】
　本発明の一実施形態によれば、タッチ駆動部４５０が中央部ＣＴに対応して位置するタ
ッチセンサに入力する感知入力信号は、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に
対応して位置するタッチセンサに入力する感知入力信号より大きい電圧を有してもよい。
したがって、仮想のタッチ面１Ｂとタッチ面１Ａとの間の距離が相対的に遠い中央部ＣＴ
に位置するタッチセンサのタッチ感度が相対的に高い。これにより、中央部ＣＴでのホバ
リングタッチも第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２でのタッチと対等のタッチ
感度を有して感知され、中央部ＣＴでもホバリングタッチモード時にタッチが正常に感知
される。また、タッチ駆動部４５０で処理されて生成される接触情報は、仮想のタッチ面
１Ｂとタッチ面１Ａとの間の距離と実質的に関係なく生成されるので、位置による接触情
報のエラーを防止することができる。この時、中央部ＣＴに対応して位置する第２タッチ
電極４２０の密度と、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に対応して位置する
第２タッチ電極４２０の密度とは、概ね同一であってもよい。
【００７３】
　しかし、接触物体がタッチ面１Ａに非常に近接するか直接タッチする直接タッチモード
では、タッチ駆動部４５０が中央部ＣＴのタッチセンサに入力する感知入力信号と第１縁
部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２のタッチセンサに入力する感知入力信号の電圧大
きさは互いに対等であってもよい。
【００７４】
　例えば、直接タッチモードで表示装置を操作するか、ホバリングタッチモードで表示装
置を操作するかを使用者に選択させてもよい。そして、ホバリングタッチモードが選択さ
れた場合には、タッチ駆動部４５０が中央部ＣＴに対応して位置するタッチセンサに入力
する感知入力信号は、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に対応して位置する
タッチセンサに入力する感知入力信号より大きい電圧としてもよい。一方、直接タッチモ
ードが選択された場合には、タッチ駆動部４５０が中央部ＣＴに対応して位置するタッチ
センサに入力する感知入力信号と、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に対応
して位置するタッチセンサに入力する感知入力信号とは概ね同一であってもよい。
【００７５】
　また、表示装置は、直接タッチモードであるか、ホバリングタッチモードであるかを感
知部によって感知してもよい。例えば、表示装置の感知部は、タッチ面において所定の押
圧があれば、あるいは接触物体がタッチ面に非常に接触している場合には直接タッチモー
ドと判断し、所定の押圧は無いが接触物体が近接している場合はホバリングタッチモード
と判断する。そして、それぞれのモードに応じて、タッチ駆動部４５０は前述と同様に感
知入力信号の大きさを調整してもよい。
【００７６】
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　図５に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１は前述の図４に示した実施形
態による表示装置１と大部分同一であるが、中央部ＣＴに対応する第２タッチ電極４２０
の幅または面積は第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に対応する第２タッチ電
極４２０の幅または面積と異なってもよい。
【００７７】
　本発明の一実施形態によれば、中央部ＣＴに対応する第２タッチ電極４２０の幅または
面積が第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に対応する第２タッチ電極４２０の
幅または面積より大きくてもよい。これにより、中央部ＣＴにおいて互いに重畳するか隣
接する第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０の重畳面積または対向する部分の長
さは第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２より大きいので、中央部ＣＴのタッチ
センサのタッチ感度が相対的に高くなる。
【００７８】
　中央部ＣＴにおける複数の第２タッチ電極４２０のピッチは、第１縁部ＥＧ１および／
または第２縁部ＥＧ２における複数の第２タッチ電極４２０のピッチと実質的に同一であ
ってもよい。したがって、中央部ＣＴに対応して位置する複数のタッチセンサが含む複数
の第２タッチ電極４２０が単位面積当り占める面積比は、第１縁部ＥＧ１および／または
第２縁部ＥＧ２に対応して位置する複数のタッチセンサが含む複数の第２タッチ電極４２
０が単位面積当り占める面積比と異なってもよい。さらに具体的に、中央部ＣＴの複数の
第２タッチ電極４２０が単位面積当り占める面積比が第１縁部ＥＧ１および／または第２
縁部ＥＧ２に位置する複数の第２タッチ電極４２０が単位面積当り占める面積比より大き
くてもよい。
【００７９】
　本発明の他の実施形態によれば、中央部ＣＴに対応する第２タッチ電極４２０の幅また
は面積が、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に対応する第２タッチ電極４２
０の幅または面積より小さくてもよい。また、中央部ＣＴにおける複数の第２タッチ電極
４２０のピッチは、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２における複数の第２タ
ッチ電極４２０のピッチより小さくてもよい。これにより、中央部ＣＴに位置する複数の
第２タッチ電極４２０が単位面積当り占める面積比は、第１縁部ＥＧ１および／または第
２縁部ＥＧ２に位置する複数の第２タッチ電極４２０が単位面積当り占める面積比より大
きくなる。したがって、中央部ＣＴのタッチセンサのタッチ感度が相対的に高くなる。
【００８０】
　本発明の一実施形態によれば、一つの第１タッチ電極４１０が位置によって異なる幅ま
たは面積を有してもよい。即ち、第１タッチ電極４１０の中央部ＣＴにおける幅または面
積は、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２における幅または面積より大きくて
もよい。これにより、中央部ＣＴにおいて互いに重畳するか隣接する第１タッチ電極４１
０と第２タッチ電極４２０の重畳面積または対向する部分の長さが第１縁部ＥＧ１および
／または第２縁部ＥＧ２より大きくなるので、中央部ＣＴのタッチセンサのタッチ感度が
相対的に高くなる。
【００８１】
　中央部ＣＴに位置する複数の第２タッチ電極４２０の幅または面積は一定していてもよ
く、これとは異なり、中央部ＣＴの中心において第２タッチ電極４２０の幅または面積が
最も大きく、外側に行くほど次第に小さくなってもよい。同様に、第１縁部ＥＧ１および
／または第２縁部ＥＧ２においても複数の第２タッチ電極４２０の幅または面積は一定で
あってもよく、これとは異なり、中央部ＣＴに隣接した部分において第２タッチ電極４２
０の幅または面積が最も大きく、外側に行くほど次第に小さくなってもよい。
【００８２】
　図６に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１は前述の図４に示した実施形
態による表示装置１と大部分同一であるが、中央部ＣＴに位置し互いに隣接した第２タッ
チ電極４２０の間の距離ｄ１は第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に位置し互
いに隣接した第２タッチ電極４２０の間の距離ｄ２と異なってもよい。
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【００８３】
　本発明の一実施形態によれば、中央部ＣＴにおいて隣接する第２タッチ電極４２０の間
の距離ｄ１は、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２において隣接する第２タッ
チ電極４２０の間の距離ｄ２より小さくてもよい。これにより、中央部ＣＴにおいて互い
に重畳するか隣接する第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０の重畳面積または対
向する部分の長さは、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２より大きいので、中
央部ＣＴのタッチセンサのタッチ感度が相対的に高くなる。また、中央部ＣＴに位置する
複数の第２タッチ電極４２０の単位面積当り面積比が第１縁部ＥＧ１および／または第２
縁部ＥＧ２に位置する複数の第２タッチ電極４２０の単位面積当り面積比より大きいので
、中央部ＣＴのタッチセンサのタッチ感度が相対的に高くなる。
【００８４】
　中央部ＣＴに位置する隣接した第２タッチ電極４２０の間の距離ｄ１は一定であっても
よく、これとは異なり、中央部ＣＴの中心で距離ｄ１が最も小さく、外側に行くほど次第
に大きくなってもよい。同様に、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２において
も隣接した第２タッチ電極４２０の間の距離ｄ２は一定であってもよく、これとは異なり
、中央部ＣＴに隣接した部分で、隣接した第２タッチ電極４２０の間の距離ｄ２が最も小
さく、外側に行くほど次第に大きくなってもよい。
【００８５】
　図７に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１は前述の図５に示した実施形
態による表示装置１と大部分同一であるが、直接タッチモードで、タッチ駆動部４５０は
中央部ＣＴに位置する複数の第２タッチ電極４２０の少なくとも二つに接続されたタッチ
配線を結んで同時にタッチ入力信号を印加することができる。
【００８６】
　前述のようにホバリングタッチモードでタッチ感度を均一にするための構造を含む表示
装置に対して使用者が直接タッチモードでタッチを行う場合、タッチセンサの感度がさら
に敏感な中央部ＣＴでタッチ感度が第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２より高
くなり、タッチ面１Ａ全体的にタッチ感度が均一でないことがある。しかし、本発明の一
実施形態によれば、中央部ＣＴに位置するタッチセンサに対しては少なくとも二つのタッ
チセンサを結んで同時にタッチ入力信号を印加して駆動するので、タッチ面１Ａ全体的に
タッチ感度を均一に再調整することができる。つまり、中央部ＣＴのタッチセンサには、
直接タッチモードで入力される例えば押圧などの接触情報が、集積されたタッチセンサに
より分散されて入力される。よって、タッチ感度をタッチ面において均一化することがで
きる。
【００８７】
　図８に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１は前述の図６に示した実施形
態による表示装置１と大部分同一であるが、接触物体がタッチ面１Ａに非常に近接するか
直接タッチする直接タッチモードで、タッチ駆動部４５０は中央部ＣＴに位置する複数の
第２タッチ電極４２０が少なくとも二つに接続されたタッチ配線を結んで同時にタッチ入
力信号を印加することができる。これによる効果は図７に示した実施形態に対する説明と
同一である。
【００８８】
　以下、前述の図１乃至図３と共に図９乃至図１３をそれぞれ参照して本発明の一実施形
態による表示装置の具体的な構造およびその駆動方法について説明する。
【００８９】
　図９乃至図１３はそれぞれ本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部
の平面図である。
【００９０】
　図９に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１は前述の図１乃至図４に示し
た実施形態と大部分同一であるが、タッチ電極の構造が異なってもよい。前述の実施形態
との差異点を中心に説明する。



(14) JP 2019-220214 A 2019.12.26

10

20

30

40

50

【００９１】
　タッチセンサ部４００は、複数の第１タッチ電極４１０および複数の第２タッチ電極４
２０を含む。複数の第１タッチ電極４１０および複数の第２タッチ電極４２０は交互に分
散して配置されてもよい。複数の第１タッチ電極４１０は列方向および行方向に沿ってそ
れぞれ複数個ずつ配置され、複数の第２タッチ電極４２０も列方向および行方向に沿って
それぞれ複数個ずつ配置されてもよい。
【００９２】
　第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０は互いに同一層に配置されもよく、絶縁
層を挟んで互いに異なる層に配置されてもよい。
【００９３】
　第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０のそれぞれは四角形状であってもよいが
、これに限定されるのではなく、タッチセンサの感度向上のために突出部を有するなど多
様な形態を有してもよい。
【００９４】
　各行に位置する複数の第１タッチ電極４１０は、第１連結部４１２を通じて接続されて
おり、各列に位置する複数の第２タッチ電極４２０は第２連結部４２２を通じて接続され
ていてもよい。第１連結部４１２と第２連結部４２２の間には絶縁膜（図示せず）が位置
して第１連結部４１２と第２連結部４２２を互いに絶縁させることができる。
【００９５】
　図９では示さなかったが、各行の第１タッチ電極４１０は第１タッチ配線を通じてタッ
チ駆動部４５０と接続され、各列の第２タッチ電極４２０は第２タッチ配線を通じてタッ
チ駆動部４５０と接続されてもよい。第１タッチ配線と第２タッチ配線は非感知領域に配
置されてもよく、タッチ感知領域に配置されてもよい。
【００９６】
　互いに隣接する第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０は、タッチセンサとして
機能する相互感知キャパシタを形成することができる。相互感知キャパシタは第１タッチ
電極４１０および第２タッチ電極４２０のうちの一つを通じて感知入力信号を受信し、外
部物体の接触による電荷量変化を感知出力信号として残りタッチ電極４１０、４２０を通
じて出力することができる。
【００９７】
　本発明の一実施形態によれば、タッチ駆動部４５０が中央部ＣＴに対応して位置するタ
ッチセンサに入力する感知入力信号は、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に
対応して位置するタッチセンサに入力する感知入力信号より大きい電圧を有してもよい。
したがって、仮想のタッチ面１Ｂとタッチ面１Ａの間の距離が相対的に遠い中央部ＣＴに
位置するタッチセンサのタッチ感度が相対的に高い。これにより、中央部ＣＴでのホバリ
ングタッチも第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２でのタッチに対等のタッチ感
度を有して感知され、中央部ＣＴでもホバリングタッチモード時にタッチが正常に感知さ
れる。また、タッチ駆動部４５０で処理されて生成される接触情報は、仮想のタッチ面１
Ｂとタッチ面１Ａの間の距離と実質的に関係なく生成されるので、位置による接触情報の
エラーを防止することができる。この時、中央部ＣＴに対応して位置する第１および第２
タッチ電極４１０、４２０の密度と、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に対
応して位置する第１および第２タッチ電極４１０、４２０の密度とは、概ね同一であって
もよい。
【００９８】
　しかし、直接タッチモードでは、タッチ駆動部４５０が中央部ＣＴのタッチセンサに入
力する感知入力信号と第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２のタッチセンサに入
力する感知入力信号の電圧大きさは互いに対等であってもよい。なお、直接タッチモード
又はホバリングタッチモードは、前述のように、使用者によって選択されてもよいし、表
示装置の感知部によっていずれのモードであるかが感知されてもよい。よって、各モード
に応じて、中央部ＣＴと第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２とにおける感知入
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力信号の電圧の大きさを調整してもよい。
【００９９】
　この他にタッチ駆動部４５０に対する説明は前述の図４に示した実施形態と同一なので
、ここで詳細な説明は省略する。
【０１００】
　図１０に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１は前述の図９に示した実施
形態による表示装置１と大部分同一であるが、中央部ＣＴに対応する第２タッチ電極４２
０の面積は、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に対応する第２タッチ電極４
２０の面積と異なってもよい。
【０１０１】
　本発明の一実施形態によれば、中央部ＣＴに対応する第１タッチ電極４１０と第２タッ
チ電極４２０の面積が第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に対応する第１タッ
チ電極４１０と第２タッチ電極４２０の面積より小さくてもよい。また、中央部ＣＴに対
応して位置する複数のタッチセンサが含む第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０
が単位面積当り占める面積比は、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に対応し
て位置する複数のタッチセンサが含む第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０が単
位面積当り占める面積比より大きくてもよい。これにより、中央部ＣＴにおいて互いに隣
接した第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０の対向する部分の単位面積当り長さ
が第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２より大きいので、相互感知キャパシタの
容量が相対的に大きくなり、中央部ＣＴのタッチセンサのタッチ感度が相対的に高くなる
。
【０１０２】
　本実施形態によれば、タッチ駆動部４５０は、第１縁部ＥＧ１のタッチセンサと接続さ
れている第１タッチ駆動部４５０ａ、中央部ＣＴのタッチセンサと接続されている第２タ
ッチ駆動部４５０ｂ、そして第２縁部ＥＧ２のタッチセンサと接続されている第３タッチ
駆動部４５０ｃを含むことができ、各タッチ駆動部４５０ａ、４５０ｂ、４５０ｃはそれ
ぞれ一つのチップに含まれてもよい。これとは異なり、一つのチップからなるタッチ駆動
部４５０が全体タッチセンサと接続されてタッチセンサを駆動してもよい。
【０１０３】
　中央部ＣＴに位置する第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０の面積は一定であ
ってもよく、これとは異なり、中央部ＣＴの中心で第１タッチ電極４１０と第２タッチ電
極４２０の面積が最も大きく、外側に行くほど次第に小さくなってもよい。同様に、第１
縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２でも第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４
２０の面積は一定であってもよく、これとは異なり、中央部ＣＴに隣接した部分で第１タ
ッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０の面積が最も大きく、外側に行くほど次第に小さ
くなってもよい。
【０１０４】
　図１１に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１は前述の図９に示した実施
形態による表示装置１と大部分同一であるが、中央部ＣＴに位置し互いに隣接した第１タ
ッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０の間の距離ｄ３は、第１縁部ＥＧ１および／また
は第２縁部ＥＧ２に位置し互いに隣接した第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０
の間の距離ｄ４と異なってもよい。
【０１０５】
　本発明の一実施形態によれば、中央部ＣＴで隣接する第１タッチ電極４１０と第２タッ
チ電極４２０の間の距離ｄ３は、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２で隣接す
る第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０の間の距離ｄ４より小さくてもよい。こ
れにより、中央部ＣＴで互いに隣接する第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０が
形成する相互感知キャパシタの容量が、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２よ
り大きくなるので、中央部ＣＴのタッチセンサのタッチ感度が相対的に高くなる。また、
中央部ＣＴに位置する第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０の単位面積当り面積
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比が第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に位置する第１タッチ電極４１０と第
２タッチ電極４２０の単位面積当り面積比より大きくなるので、中央部ＣＴのタッチセン
サのタッチ感度が相対的に高くなる。
【０１０６】
　中央部ＣＴに位置する隣接した第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０の間の距
離ｄ３は一定であってもよく、これとは異なり、中央部ＣＴの中心で距離ｄ３が最も小さ
く、外側に行くほど次第に大きくなってもよい。同様に、第１縁部ＥＧ１および／または
第２縁部ＥＧ２でも隣接した第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０の間の距離ｄ
４は一定であってもよく、これとは異なり、中央部ＣＴに隣接した部分で隣接した第１タ
ッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０の間の距離ｄ４が最も小さく、外側に行くほど次
第に大きくなってもよい。
【０１０７】
　図１２に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１は前述の図１０に示した実
施形態による表示装置１と大部分同一であるが、直接タッチモードで、タッチ駆動部４５
０は中央部ＣＴに位置する複数の第２タッチ電極４２０の少なくとも二つまたは第１タッ
チ電極４１０の少なくとも二つに接続されたタッチ配線を結んで同時にタッチ入力信号を
印加することができる。これによる効果は前述の図６に示した実施形態と同一なので、詳
細な説明は省略する。
【０１０８】
　図１３に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１は前述の図１１に示した実
施形態による表示装置１と大部分同一であるが、直接タッチモードで、タッチ駆動部４５
０は中央部ＣＴに位置する複数の第２タッチ電極４２０の少なくとも二つまたは第１タッ
チ電極４１０の少なくとも二つに接続されたタッチ配線４１１を結んで同時にタッチ入力
信号を印加することができる。これによる効果は図１２に示した実施形態に対する説明と
同一である。
【０１０９】
　以下、前述の図１乃至図３と共に図１４乃至図２１をそれぞれ参照して本発明の一実施
形態による表示装置の具体的な構造およびその駆動方法について説明する。
【０１１０】
　図１４乃至図２１はそれぞれ本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ
部の平面図であり、図２１は本発明の一実施形態による曲面型表示装置のタッチセンサ部
の断面図である。
【０１１１】
　まず、図１４および図１５に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１が含む
タッチセンサは、複数のタッチ電極４３０およびこれに接続された複数のタッチ配線４３
１を含む。
【０１１２】
　複数のタッチ電極４３０は行列形態に配列され、断面構造を見る時、互いに同一層に形
成されていてもよい。タッチ電極４３０の形状は、図面に示したように四角形状であって
もよく、これと異なる形状を有してもよい。
【０１１３】
　タッチ電極４３０は、タッチ配線４３１を通じてタッチ駆動部４５０と接続され、感知
入力信号を受信し接触による感知出力信号を生成してタッチ駆動部４５０に伝送すること
ができる。各タッチ電極４３０は、タッチセンサとして自己感知キャパシタ（ｓｅｌｆ　
ｓｅｎｓｉｎｇ　ｃａｐａｃｉｔｏｒ）を形成し、感知入力信号を受信した後、所定の電
荷量で充電される。その後、指などの外部物体の接触又は近接があると、自己感知キャパ
シタの充電電荷量に変化が発生し、入力された感知入力信号と異なる感知出力信号が出力
されて接触又は近接を感知することができる。
【０１１４】
　図１４に示すように、タッチ駆動部４５０は、第１縁部ＥＧ１のタッチセンサと接続さ
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れている第１タッチ駆動部４５０ａ、中央部ＣＴのタッチセンサと接続されている第２タ
ッチ駆動部４５０ｂ、そして第２縁部ＥＧ２のタッチセンサと接続されている第３タッチ
駆動部４５０ｃを含むことができる。各タッチ駆動部４５０ａ、４５０ｂ、４５０ｃはそ
れぞれ一つのチップに含まれてもよい。これとは異なり、図１５に示したように一つのチ
ップからなるタッチ駆動部４５０が全体タッチセンサと接続されてタッチセンサを駆動し
てもよい。
【０１１５】
　本発明の一実施形態によれば、タッチ駆動部４５０が中央部ＣＴに対応して位置するタ
ッチセンサに入力する感知入力信号は、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に
対応して位置するタッチセンサに入力する感知入力信号より大きい電圧を有してもよい。
したがって、仮想のタッチ面１Ｂとタッチ面１Ａの間の距離が相対的に遠い中央部ＣＴに
位置するタッチセンサのタッチ感度が相対的に高い。これにより、中央部ＣＴでのホバリ
ングタッチも第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２でのタッチに対等のタッチ感
度を有して感知され、中央部ＣＴでもホバリングタッチモード時にタッチが正常に感知さ
れる。また、タッチ駆動部４５０で処理されて生成される接触情報は、仮想のタッチ面１
Ｂとタッチ面１Ａの間の距離と実質的に関係なく生成されるので、位置による接触情報の
エラーを防止することができる。この時、中央部ＣＴに対応して位置するタッチ電極４３
０の密度と第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に対応して位置するタッチ電極
４３０の密度は概ね同一であってもよい。
【０１１６】
　しかし、直接タッチモードでは、タッチ駆動部４５０が中央部ＣＴのタッチセンサに入
力する感知入力信号と第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２のタッチセンサに入
力する感知入力信号の電圧大きさは互いに対等であってもよい。
【０１１７】
　その他、前述の様々な実施形態に対する特徴および効果が本実施形態にも同様に適用さ
れる。
【０１１８】
　図１６に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１は前述の図１４または図１
５に示した実施形態による表示装置１と大部分同一であるが、中央部ＣＴに対応するタッ
チ電極４３０の面積Ａ１は第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に対応するタッ
チ電極４３０の面積Ａ２と異なってもよい。
【０１１９】
　さらに具体的に、中央部ＣＴに対応するタッチ電極４３０の面積Ａ１が、第１縁部ＥＧ
１および／または第２縁部ＥＧ２に対応するタッチ電極４３０の面積Ａ２より大きくても
よい。これにより、中央部ＣＴでタッチ電極４３０が形成する自己感知キャパシタの容量
が第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２より大きいので、中央部ＣＴでの自己感
知キャパシタの外部物体の接触又は近接による容量変化量も第１縁部ＥＧ１および／また
は第２縁部ＥＧ２より大きい。したがって、自己感知キャパシタの容量変化量を感知出力
信号として処理する表示装置１の場合、中央部ＣＴのタッチセンサのタッチ感度が相対的
に高くなる。
【０１２０】
　中央部ＣＴに位置するタッチ電極４３０の面積Ａ１は一定であってもよく、これとは異
なり、中央部ＣＴの中心でタッチ電極４３０の面積Ａ１が最も大きく、外側に行くほど次
第に小さくなってもよい。同様に、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２でもタ
ッチ電極４３０の面積Ａ２は一定であってもよく、これとは異なり、中央部ＣＴに隣接し
た部分でタッチ電極４３０の面積Ａ２が最も大きく、外側に行くほど次第に小さくなって
もよい。
【０１２１】
　図１７に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１は前述の図１４または図１
５に示した実施形態による表示装置１と大部分同一であるが、中央部ＣＴに対応するタッ
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チ電極４３０の面積Ａ１が第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に対応するタッ
チ電極４３０の面積Ａ２より小さくてもよい。これにより、中央部ＣＴでタッチ電極４３
０が形成する自己感知キャパシタの容量が、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ
２より小さいが、タッチによる自己感知キャパシタの容量変化量が全体容量において占め
る比率が第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２より大きくてもよい。したがって
、自己感知キャパシタの容量変化量が全体容量で占める比率を感知出力信号として処理す
る表示装置１の場合、中央部ＣＴのタッチセンサのタッチ感度が相対的に高くなる。
【０１２２】
　本発明の一実施形態によれば、中央部ＣＴにおける複数のタッチ電極４３０のピッチは
第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２における複数のタッチ電極４３０のピッチ
より小さくてもよい。これにより、中央部ＣＴに位置する複数のタッチ電極４３０が単位
面積当り占める面積比は、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に位置する複数
のタッチ電極４３０が単位面積当り占める面積比より大きくなる。したがって、中央部Ｃ
Ｔのタッチセンサのタッチ感度が相対的に高くなる。
【０１２３】
　図１８に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１は前述の図１４または図１
５に示した実施形態による表示装置１と大部分同一であるが、中央部ＣＴに位置し互いに
隣接したタッチ電極４３０の間の距離ｄ５は第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ
２に位置するタッチ電極４３０とこれに隣接したタッチ電極４３０の間の距離ｄ６より小
さくてもよい。これにより、中央部ＣＴにおける複数のタッチ電極４３０の単位面積当り
面積比が第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に位置する複数のタッチ電極４３
０の単位面積当り面積比より大きいので、中央部ＣＴのタッチセンサのタッチ感度が相対
的に高くなる。この時、中央部ＣＴにおけるタッチ電極４３０の面積は、第１縁部ＥＧ１
および／または第２縁部ＥＧ２に位置するタッチ電極４３０の面積と同一であるか、それ
より大きくてもよい。
【０１２４】
　隣接したタッチ電極４３０の間の距離ｄ５、ｄ６は、使用者にタッチ電極４３０の間の
空間が視認されないようにほぼ３０ｕｍ以内であってもよい。
【０１２５】
　図１９に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１は前述の図１７に示した実
施形態による表示装置１と大部分同一であるが、接触物体がタッチ面１Ａに非常に近接す
るか直接タッチする直接タッチモードで、タッチ駆動部４５０は中央部ＣＴに位置する複
数のタッチ電極４３０少なくとも二つに接続されたタッチ配線を結んで同時にタッチ入力
信号を印加することができる。そうすれば、前述のようにホバリングタッチモードでタッ
チ感度を均一にするための構造を含む表示装置に対して使用者が直接タッチモードでタッ
チを行う場合、タッチセンサの感度がさらに敏感な中央部ＣＴでタッチ感度が第１縁部Ｅ
Ｇ１および／または第２縁部ＥＧ２より高くなり、タッチ面１Ａ全体的にタッチ感度が均
一でないことがある。しかし、本発明の一実施形態によれば、集積タッチモードで中央部
ＣＴに位置するタッチセンサに対しては少なくとも二つのタッチセンサを結んで同時にタ
ッチ入力信号を印加して駆動するので、タッチ面１Ａ全体的にタッチ感度を均一に再調整
することができる。
【０１２６】
　図２０に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１は前述の図１８に示した実
施形態による表示装置１と大部分同一であるが、接触物体がタッチ面１Ａに非常に近接す
るか直接タッチする直接タッチモードで、タッチ駆動部４５０は中央部ＣＴに位置する複
数のタッチ電極４３０少なくとも二つに接続されたタッチ配線を結んで同時にタッチ入力
信号を印加することができる。これによる効果は図１９に示した実施形態に対する説明と
同一である。
【０１２７】
　図２１に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１は前述の図４乃至図１３に



(19) JP 2019-220214 A 2019.12.26

10

20

30

40

50

示した実施形態による表示装置１と大部分同一であるが、第１タッチ電極４１０と第２タ
ッチ電極４２０の間に絶縁膜４４０が配置される。
【０１２８】
　本発明の一実施形態によれば、中央部ＣＴに対応して位置するタッチセンサが含む絶縁
膜４４０の厚さＴ１は、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に位置するタッチ
センサが含む前記絶縁膜４４０の厚さＴ２と異なってもよい。さらに具体的に、中央部Ｃ
Ｔに対応して位置するタッチセンサが含む絶縁膜４４０の厚さＴ１は、第１縁部ＥＧ１お
よび／または第２縁部ＥＧ２に位置するタッチセンサが含む前記絶縁膜４４０の厚さＴ２
より小さくてもよい。これにより、中央部ＣＴで第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極
４２０が形成する相互感知キャパシタの容量が、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部
ＥＧ２で第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０が形成する相互感知キャパシタの
容量より大きくなり、タッチ面１Ａの中央部ＣＴに対応して位置するタッチセンサのタッ
チ感度が、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に対応して位置するタッチセン
サの感度より高くなる。
【０１２９】
　中央部ＣＴに対応して位置する隣接した第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０
の間の平面上距離は、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に対応して位置する
隣接した第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０の間の平面上距離と実質的に同一
であってもよい。
【０１３０】
　以下、図２２および図２３をそれぞれ参照して、本発明の一実施形態による表示装置１
の屈曲した構造について説明する。
【０１３１】
　図２２は本発明の一実施形態による曲面型表示装置の曲面形態を示す断面図であり、図
２３は本発明の一実施形態による曲面型表示装置の曲面形態を示す断面図である。
【０１３２】
　まず、図２２に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１は前述の実施形態に
よる表示装置１と同一であるが、それぞれ屈曲した第１タッチ面１１Ａおよび第２タッチ
面１２Ａを含むことができる。第１タッチ面１１Ａと第２タッチ面１２Ａのそれぞれは前
述の様々な実施形態によるタッチ面１Ａと同一であってもよい。
【０１３３】
　第１タッチ面１１Ａと第２タッチ面１２Ａと間には第３タッチ面１３Ｃが配置されても
よい。第１タッチ面１Ａと第２タッチ面１２Ａはそれぞれ第３タッチ面１３Ｃの両側に接
続されていてもよい。第３タッチ面１３Ｃは前述の実施形態によるタッチ面１Ａと異なり
平坦面を有してもよい。
【０１３４】
　本発明の一実施形態によるタッチセンサ部４００は、第１タッチ面１Ａに対応する第１
部分４００ｃｒ１、第２タッチ面１２Ａに対応する第２部分４００ｃｒ２、そして第３タ
ッチ面１３Ｃに対応する第３部分４００ｐｔを含むことができる。タッチセンサ部４００
は前述のように表示パネル３００の上面に配置されてもよく、表示パネル３００内に含ま
れてもよい。図２２はタッチセンサ部４００が表示パネル３００の上面に位置する例を示
す。
【０１３５】
　表示パネル３００とタッチセンサ部４００は、第１タッチ面１１Ａおよび第２タッチ面
１２Ａに沿って屈曲した部分と第３タッチ面１３Ｃに沿って平坦な部分を含むことができ
る。
【０１３６】
　本発明の一実施形態によれば、第３タッチ面１３Ｃに対応する第３部分４００ｐｔに位
置するタッチセンサのタッチ感度は、第１タッチ面１Ａに対応する第１部分４００ｃｒ１
及び第２タッチ面１２Ａに対応する第２部分４００ｃｒ２に位置するタッチセンサのタッ
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チ感度より高い。接触物体が第３タッチ面１３Ｃに沿ってタッチを行う時、第３タッチ面
１３Ｃにおいて接触物体と第３タッチ面１３Ｃとの間の距離が相対的に遠くても、実質的
に第１タッチ面１Ａまたは第２タッチ面１２Ａと概ね同等なタッチ出力信号が出力される
。したがって第３タッチ面１３Ｃでもホバリングタッチモード時にタッチが正常に感知さ
れる。よって、タッチ面の位置による接触情報及び近接情報のエラーを防止することがで
きる。
【０１３７】
　図２３に示すように、本発明の一実施形態による表示装置１はそれぞれ屈曲した第１タ
ッチ面１１Ａおよび第２タッチ面１２Ａを含むことができる。第１タッチ面１１Ａと第２
タッチ面１２Ａそれぞれは前述の様々な実施形態によるタッチ面１Ａと同一であってもよ
い。
【０１３８】
　第１タッチ面１１Ａが向かう方向と第２タッチ面１２Ａが向かう方向は、互いに反対方
向であってもよい。つまり、第１タッチ面１１Ａが屈曲する方向と、第２タッチ面１１Ａ
が屈曲する方向と、は互いにずれており、さらには互いに反対方向であってもよい。この
時、表示装置１の互いに対向する二面のうちの第１タッチ面１１Ａが形成された面と第２
タッチ面１２Ａが形成された面は、互いに反対面であってもよい。
【０１３９】
　本発明の一実施形態によれば、第１タッチ面１１Ａと重畳する表示パネル３００が映像
を表示する方向と、第２タッチ面１２Ａと重畳する表示パネル３００が映像を表示する方
向とが、互いに反対であってもよい。
【０１４０】
　本発明の一実施形態によるタッチセンサ部４００は、第１タッチ面１Ａに対応する第１
部分４００ｃｒ１と、第２タッチ面１２Ａに対応する第２部分４００ｃｒ２とを含むこと
ができる。第１部分４００ｃｒ１と第２部分４００ｃｒ２は、表示装置１において互いに
同一層に配置されてもよく、互いに異なる層に配置されてもよい。
【０１４１】
　タッチセンサ部４００が図２３に示したように表示パネル３００の映像を表示する面の
上に位置する場合、第１部分４００ｃｒ１が位置する表示パネル３００の面と第２部分４
００ｃｒ２が位置する表示パネル３００の面は互いに異なってもよい。
【０１４２】
　表示パネル３００とタッチセンサ部４００は、第１タッチ面１１Ａおよび第２タッチ面
１２Ａに沿って屈曲した部分を含むことができる。
【０１４３】
　図２３の場合においても、タッチセンサ部４００と接触物体との距離が大きいほどタッ
チ感度を高くする。これにより、タッチ面の位置による接触情報及び近接情報のエラーを
防止することができる。
【０１４４】
　上記実施形態では、タッチ面１Ａは、観察者を基準にして凹状に屈曲している構成を示
している。しかし、タッチ面１Ａは、観察者を基準にして凸状に屈曲していてもよい。タ
ッチ面１Ａを凸状に形成した場合、上記実施形態とは、中央部ＣＴと、第１縁部ＥＧ１お
よび／または第２縁部ＥＧ２とにおけるタッチ感度が逆となる。
【０１４５】
　例えば、タッチ面１Ａを凸状に形成した場合、図３とは異なり、タッチ面１Ａの第１縁
部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２に対応して位置するタッチセンサの感度を、タッ
チ面１Ａの中央部ＣＴに対応して位置するタッチセンサのタッチ感度より高くする。これ
は、タッチ面１Ａが凸面であるため、接触物体が仮想のタッチ面１Ｂに沿ってタッチを行
う時、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２において接触物体とタッチ面１Ａと
の間の距離が相対的に遠いからである。逆に、接触物体が仮想のタッチ面１Ｂに沿ってタ
ッチを行う時、中央部ＣＴにおいて接触物体とタッチ面１Ａとの間の距離が相対的に近い
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からである。なお、仮想のタッチ面１Ｂとは、タッチ面１Ａを含む表示装置１の両端を連
結する平面である。このように、タッチ面１Ａの第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部
ＥＧ２に対応して位置するタッチセンサの感度が、中央部ＣＴよりも高いため、接触物体
が仮想のタッチ面１Ｂに沿ってタッチを行う時、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部
ＥＧ２において接触物体とタッチ面１Ａとの間の距離が相対的に遠くても、実質的に中央
部ＣＴと概ね同等なタッチ出力信号が出力される。したがって第１縁部ＥＧ１および／ま
たは第２縁部ＥＧ２でもホバリングタッチモード時にタッチが正常に感知される。よって
、タッチ駆動部で処理されて生成される接触情報は、仮想のタッチ面１Ｂとタッチ面１Ａ
との間の距離と実質的に関係なく生成され、タッチ面１Ａの位置による接触情報のエラー
を防止することができる。
【０１４６】
　また、タッチ面１Ａを凸状に形成した場合、図５等とは異なり、第１縁部ＥＧ１および
／または第２縁部ＥＧ２において互いに重畳するか隣接する第１タッチ電極４１０と第２
タッチ電極４２０の重畳面積または対向する部分の長さを、中央部ＣＴより大きくする。
これにより、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２のタッチセンサのタッチ感度
が相対的に高くなる。
【０１４７】
　また、例えば、タッチ面１Ａを凸状に形成した場合、図６等とは異なり、第１縁部ＥＧ
１および／または第２縁部ＥＧ２において隣接する第２タッチ電極４２０の間の距離ｄ１
は、中央部ＣＴにおいて隣接する第２タッチ電極４２０の間の距離ｄ２より小さくてもよ
い。これにより、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ２において互いに重畳する
か隣接する第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０の重畳面積または対向する部分
の長さは、中央部ＣＴより大きいので、中央部ＣＴのタッチセンサのタッチ感度が相対的
に高くなる。
【０１４８】
　また、例えば、タッチ面１Ａを凸状に形成した場合、図７等とは異なり、第１縁部ＥＧ
１および／または第２縁部ＥＧ２に位置するタッチセンサに対しては少なくとも二つのタ
ッチセンサを結んで同時にタッチ入力信号を印加して駆動し、タッチ面１Ａ全体的にタッ
チ感度を均一に再調整してもよい。
【０１４９】
　また、例えば、タッチ面１Ａを凸状に形成した場合、図１１等とは異なり、中央部ＣＴ
で隣接する第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４２０の間の距離ｄ３は、第１縁部Ｅ
Ｇ１および／または第２縁部ＥＧ２で隣接する第１タッチ電極４１０と第２タッチ電極４
２０の間の距離ｄ４より大きい。
【０１５０】
　また、例えば、タッチ面１Ａを凸状に形成した場合、図１６等とは異なり、中央部ＣＴ
に対応するタッチ電極４３０の面積Ａ１が、第１縁部ＥＧ１および／または第２縁部ＥＧ
２に対応するタッチ電極４３０の面積Ａ２より小さい。
【０１５１】
　また、例えば、タッチ面１Ａを凸状に形成した場合、図２１等とは異なり、中央部ＣＴ
に対応して位置するタッチセンサが含む絶縁膜４４０の厚さＴ１は、第１縁部ＥＧ１およ
び／または第２縁部ＥＧ２に位置するタッチセンサが含む前記絶縁膜４４０の厚さＴ２よ
り大きい。
【０１５２】
　また、タッチ面の曲率半径はタッチ面内において同程度であってもよいし、あるいはタ
ッチ面の位置に応じて曲率半径が異なっていてもよい。
【０１５３】
　また、上記実施形態では、タッチ面は、中央部ＣＴ、第１縁部ＥＧ１及び第２縁部ＥＧ
２の３領域から構成されている。しかし、タッチ面を、さらに細かな領域に分けて、上記
処理を実行してもよい。
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【０１５４】
　以上で本発明の好ましい実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれ
に限定されるのではなく、次の請求範囲で定義している本発明の基本概念を用いた当業者
の様々な変形および改良形態も本発明の権利範囲に属する。
【符号の説明】
【０１５５】
　１：表示装置
　３００：表示パネル
　４００：タッチセンサ部
　４１０、４２０、４３０：タッチ電極
　４５０：タッチ駆動部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】

【図２３】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年8月29日(2019.8.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示素子層および前記表示素子層の上に位置する封止層を含む表示パネルと、
　前記封止層上に位置する基板と、
　前記基板上に位置し、第１方向に配列される複数の第１タッチ電極と、
　前記複数の第１タッチ電極上に位置する絶縁層と、
　前記絶縁層上に位置し、第２方向に配列される複数の第２タッチ電極と
　を含み、
　前記表示素子層は、
　複数の画素電極と、対向電極と、前記複数の画素電極と前記対向電極との間に位置する
発光層とを含む複数の画素と、
　複数の信号線と、
　複数の薄膜トランジスタとを含み、
　前記封止層は、少なくとも一つの無機絶縁層および有機絶縁層を含み、
　前記表示パネルは、屈曲した第１部分と、屈曲した第２部分と、前記第１部分と前記第
２部分との間に位置し、平らな第３部分とを含み、
　前記基板は、屈曲した第４部分と、屈曲した第５部分と、前記第４部分と前記第５部分
との間に位置し、平らな第６部分とを含み、
　平面ビューで前記第１部分は前記第４部分と重畳し、
　平面ビューで前記第２部分は前記第５部分と重畳し、
　平面ビューで前記第３部分は前記第６部分と重畳し、
　前記複数の第２タッチ電極は前記複数の第１タッチ電極と交互に配列され、平面ビュー
で前記複数の第２タッチ電極は前記複数の第１タッチ電極と重畳しておらず、
　前記複数の第１タッチ電極および前記複数の第２タッチ電極のそれぞれは四角形である
ことを特徴とする、表示装置。
【請求項２】
　前記第４部分または前記第５部分に位置する前記第１タッチ電極の面積は、前記第６部
分に位置する前記第２タッチ電極の面積と異な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】
　前記第４部分または前記第５部分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ
電極は、前記第６部分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極に接続さ
れていないことを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記第１部分および前記第２部分は、前記第３部分の中心を基準として互いに対称であ
ることを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第４部分または前記第５部分でのタッチ感度は、前記第６部分でのタッチ感度と異
なることを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項６】
　平面ビューで前記第１部分は前記第４部分の全体と重畳し、
　平面ビューで前記第２部分は前記第５部分の全体と重畳し、
　平面ビューで前記第３部分は前記第６部分の全体と重畳する
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　ことを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項７】
　表示素子層および前記表示素子層の上に位置する封止層を含む表示パネルと、
　絶縁層、前記絶縁層上に位置する複数のタッチセンサ及び複数のタッチ配線を含むタッ
チセンサ部と
　を含み、
　前記表示素子層は、
　複数の画素電極と、対向電極と、前記複数の画素電極と前記対向電極との間に位置する
発光層とを含む複数の画素と、
　複数の信号線と、
　複数の薄膜トランジスタと
　を含み、
　前記封止層は、少なくとも一つの無機絶縁層および有機絶縁層を含み、
　前記複数のタッチセンサは、前記絶縁層上に位置し、第１方向に配列される複数の第１
タッチ電極及び第２方向に配列される複数の第２タッチ電極を含み、
　前記表示パネルは、屈曲した第１部分と、屈曲した第２部分と、前記第１部分と前記第
２部分との間に位置し、平らな第３部分とを含み、
　前記絶縁層は、屈曲した第４部分と、屈曲した第５部分と、前記第４部分と前記第５部
分との間に位置し、平らな第６部分とを含み、
　平面ビューで前記第１部分は前記第４部分と重畳し、
　平面ビューで前記第２部分は前記第５部分と重畳し、
　平面ビューで前記第３部分は前記第６部分と重畳し、
　前記複数の第１タッチ電極と前記複数の第２タッチ電極は互いに同一層に位置し、
　前記複数の第２タッチ電極は前記複数の第１タッチ電極と交互に配列され、平面ビュー
で前記複数の第２タッチ電極は前記複数の第１タッチ電極と重畳しておらず、
　前記タッチセンサはメタルメッシュを含むことを特徴とする、
　表示装置。
【請求項８】
　前記第４部分または前記第５部分に位置する前記第１タッチ電極の面積は、前記第６部
分に位置する前記第２タッチ電極の面積と異なることを特徴とする、請求項７に記載の表
示装置。
【請求項９】
　前記第４部分または前記第５部分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ
電極は、前記第６部分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極に接続さ
れていないことを特徴とする、請求項７に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記第１部分および前記第２部分は、前記第３部分の中心を基準として互いに対称であ
ることを特徴とする、請求項７に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記第４部分または前記第５部分でのタッチ感度は、前記第６部分でのタッチ感度と異
なることを特徴とする、請求項７に記載の表示装置。
【請求項１２】
　平面ビューで前記第１部分は前記第４部分の全体と重畳し、
　平面ビューで前記第２部分は前記第５部分の全体と重畳し、
　平面ビューで前記第３部分は前記第６部分の全体と重畳する
　ことを特徴とする、請求項７に記載の表示装置。
【請求項１３】
　表示素子層および前記表示素子層の上に位置する封止層を含む表示パネルと、
　絶縁層、前記絶縁層上に位置する複数のタッチセンサおよび複数のタッチ配線を含むタ
ッチセンサ部と
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　を含み、
　前記表示素子層は、
　複数の画素電極と、対向電極と、前記複数の画素電極と前記対向電極との間に位置する
発光層とを含む複数の画素と、
　複数の信号線と、
　複数の薄膜トランジスタと
　を含み、
　前記封止層は少なくとも一つの無機絶縁層および有機絶縁層を含み、
　前記複数のタッチセンサは、前記絶縁層上に位置する複数の第１タッチ電極および複数
の第２タッチ電極を含み、
　前記複数のタッチ配線は、前記絶縁層上に位置する複数の第１タッチ配線および複数の
第２タッチ配線を含み、
　前記複数の第１タッチ電極のそれぞれは前記複数の第１タッチ配線のそれぞれに接続さ
れており、
　前記表示パネルは、屈曲した第１部分と、屈曲した第２部分と、前記第１部分と前記第
２部分との間に位置し、平らな第３部分とを含み、
　前記絶縁層は、屈曲した第４部分と、屈曲した第５部分と、前記第４部分と前記第５部
分との間に位置し、平らな第６部分とを含み、
　平面ビューで前記第１部分は前記第４部分と重畳し、
　平面ビューで前記第２部分は前記第５部分と重畳し、
　平面ビューで前記第３部分は前記第６部分と重畳し、
　前記複数の第１タッチ電極と前記複数の第２タッチ電極は互いに同一層に位置し、
　前記複数の第２タッチ電極は前記複数の第１タッチ電極と交互に配列され、平面ビュー
で前記複数の第２タッチ電極は前記複数の第１タッチ電極と重畳しておらず、
　前記タッチセンサはメタルメッシュを含むことを特徴とする、
　表示装置。
【請求項１４】
　前記第４部分または前記第５部分に位置する前記第１タッチ電極の面積は、前記第６部
分に位置する前記第２タッチ電極の面積と異なることを特徴とする、請求項１３に記載の
表示装置。
【請求項１５】
　前記第４部分または前記第５部分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ
電極は、前記第６部分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極に接続さ
れていないことを特徴とする、請求項１３に記載の表示装置。
【請求項１６】
　前記第１部分および前記第２部分は断面ビューで前記第３部分の中心を基準として互い
に対称であることを特徴とする、請求項１３に記載の表示装置。
【請求項１７】
　前記第４部分または前記第５部分でのタッチ感度は、前記第６部分でのタッチ感度と異
なることを特徴とする、請求項１３に記載の表示装置。
【請求項１８】
　平面ビューで前記第１部分は前記第４部分の全体と重畳し、
　平面ビューで前記第２部分は前記第５部分の全体と重畳し、
　平面ビューで前記第３部分は前記第６部分の全体と重畳する
　ことを特徴とする、請求項１３に記載の表示装置。
【請求項１９】
　表示素子層および前記表示素子層の上に位置する封止層を含む表示パネルと、
　前記封止層上に位置する基板と、
　前記基板上に位置し、第１方向に配列される複数の第１タッチ電極と、
　前記複数の第１タッチ電極上に位置する絶縁層と、
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　前記絶縁層上に位置し、第２方向に配列される複数の第２タッチ電極と
　を含み、
　前記表示素子層は、
　複数の画素電極と、対向電極と、前記複数の画素電極と前記対向電極との間に位置する
発光層とを含む複数の画素と、
　複数の信号線と、
　複数の薄膜トランジスタと
　を含み、
　前記封止層は少なくとも一つの無機絶縁層および有機絶縁層を含み、
　前記表示パネルは、互いに反対方向に屈曲した第１部分および第２部分を含み、
　前記複数の第１タッチ電極を含む前記基板は互いに反対方向に屈曲した第３部分および
第４部分を含み、
　前記第１部分と前記第３部分は互いに同一の方向に屈曲しており、
　前記第２部分と前記第４部分は互いに同一の方向に屈曲しており、
　平面ビューで前記第１部分は前記第３部分と重畳し、
　平面ビューで前記第２部分は前記第４部分と重畳し、
　前記複数の第２タッチ電極は前記複数の第１タッチ電極と交互に配列され、平面ビュー
で前記複数の第２タッチ電極は前記複数の第１タッチ電極と重畳しておらず、
　前記複数の第１タッチ電極および前記複数の第２タッチ電極のそれぞれは多角形である
ことを特徴とする、表示装置。
【請求項２０】
　前記第３部分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極の面積は、前記
第４部分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極の面積と異なることを
特徴とする、請求項１９に記載の表示装置。
【請求項２１】
　前記第３部分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極は、前記第４部
分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極に接続されていないことを特
徴とする、請求項１９に記載の表示装置。
【請求項２２】
　平面ビューで前記第１部分は前記第３部分の全体と重畳し、
　平面ビューで前記第２部分は前記第４部分の全体と重畳する
　ことを特徴とする、請求項１９に記載の表示装置。
【請求項２３】
　表示素子層および前記表示素子層の上に位置する封止層を含む表示パネルと、
　前記表示素子層上に位置し、基板、前記基板上に位置する複数のタッチセンサ及び複数
のタッチ配線を含むタッチセンサ部と
　を含み、
　前記表示素子層は、
　複数の画素電極と、対向電極と、前記複数の画素電極と前記対向電極との間に位置する
発光層とを含む複数の画素と、
　複数の信号線と、
　複数の薄膜トランジスタと
　を含み、
　前記封止層は少なくとも一つの無機絶縁層および有機絶縁層を含み、
　前記複数のタッチセンサは、前記基板上に位置し、第１方向に配列される複数の第１タ
ッチ電極と、前記基板上に位置し、第２方向に配列される複数の第２タッチ電極とを含み
、
　前記表示パネルは、互いに反対方向に屈曲した第１部分および第２部分を含み、
　前記複数の第１タッチ電極および前記複数の第２タッチ電極を含む前記基板は、互いに
反対方向に屈曲した第３部分および第４部分を含み、
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　前記第１部分と前記第３部分は互いに同一の方向に屈曲しており、
　前記第２部分と前記第４部分は互いに同一の方向に屈曲しており、
　平面ビューで前記第１部分は前記第３部分と重畳し、
　平面ビューで前記第２部分は前記第４部分と重畳し、
　前記複数の第２タッチ電極は前記複数の第１タッチ電極と交互に配列され、平面ビュー
で前記複数の第２タッチ電極は前記複数の第１タッチ電極と重畳しておらず、
　前記複数の第１タッチ電極と前記複数の第２タッチ電極は互いに同一層に位置し、
　前記複数の第１タッチ電極および前記複数の第２タッチ電極のそれぞれは多角形である
ことを特徴とする、表示装置。
【請求項２４】
　前記第３部分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極の面積は、前記
第４部分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極の面積と異なることを
特徴とする、請求項２３に記載の表示装置。
【請求項２５】
　前記第３部分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極は前記第４部分
に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極に接続されていないことを特徴
とする、請求項２３に記載の表示装置。
【請求項２６】
　平面ビューで前記第１部分は前記第３部分の全体と重畳し、
　平面ビューで前記第２部分は前記第４部分の全体と重畳する
　ことを特徴とする、請求項２３に記載の表示装置。
【請求項２７】
　表示素子層および前記表示素子層の上に位置する封止層を含む表示パネルと、
　絶縁層、前記絶縁層上に位置する複数のタッチセンサ及び複数のタッチ配線を含むタッ
チセンサ部と
　を含み、
　前記表示素子層は、
　複数の画素電極と、対向電極と、前記複数の画素電極と前記対向電極との間に位置する
発光層とを含む複数の画素と、
　複数の信号線と、
　複数の薄膜トランジスタと
　を含み、
　前記封止層は少なくとも一つの無機絶縁層および有機絶縁層を含み、
　前記複数のタッチセンサは、前記絶縁層上に位置し、第１方向に配列される複数の第１
タッチ電極と、前記絶縁層上に位置し、第２方向に配列される複数の第２タッチ電極とを
含み、
　前記表示パネルは、互いに反対方向に屈曲した第１部分および第２部分を含み、
　前記タッチセンサ部の前記絶縁層は、互いに反対方向に屈曲した第３部分および第４部
分を含み、
　前記第１部分と前記第３部分は互いに同一の方向に屈曲しており、
　前記第２部分と前記第４部分は互いに同一の方向に屈曲しており、
　平面ビューで前記第１部分は前記第３部分と重畳し、
　平面ビューで前記第２部分は前記第４部分と重畳し、
　前記複数の第２タッチ電極は前記複数の第１タッチ電極と交互に配列され、平面ビュー
で前記複数の第２タッチ電極は前記複数の第１タッチ電極と重畳しておらず、
　前記複数の第１タッチ電極と前記複数の第２タッチ電極は互いに同一層に位置し、
　前記複数の第１タッチ電極および前記複数の第２タッチ電極のそれぞれは多角形である
ことを特徴とする、表示装置。
【請求項２８】
　前記第３部分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極の面積は、前記
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第４部分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極の面積と異なることを
特徴とする、請求項２７に記載の表示装置。
【請求項２９】
　前記第３部分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極は、前記第４部
分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極に接続していないことを特徴
とする、請求項２７に記載の表示装置。
【請求項３０】
　平面ビューで前記第１部分は前記第３部分の全体と重畳し、
　平面ビューで前記第２部分は前記第４部分の全体と重畳する
　ことを特徴とする、請求項２７に記載の表示装置。
【請求項３１】
　表示素子層および前記表示素子層の上に位置する封止層を含む表示パネルと、
　絶縁層、前記絶縁層上に位置する複数のタッチセンサおよび複数のタッチ配線を含むタ
ッチセンサ部と
　を含み、
　前記表示素子層は、
　複数の画素電極と、対向電極と、前記複数の画素電極と前記対向電極との間に位置する
発光層とを含む複数の画素と、
　複数の信号線と、
　複数の薄膜トランジスタと
　を含み、
　前記封止層は少なくとも一つの無機絶縁層および有機絶縁層を含み、
　前記複数のタッチセンサは、前記絶縁層上に位置する複数の第１タッチ電極および複数
の第２タッチ電極を含み、
　前記複数のタッチ配線は、前記絶縁層上に位置する複数の第１タッチ配線および複数の
第２タッチ配線を含み、
　前記複数の第１タッチ電極のそれぞれは前記複数の第１タッチ配線のそれぞれに接続さ
れており、
　前記表示パネルは、互いに反対方向に屈曲した第１部分および第２部分を含み、
　前記タッチセンサ部の前記絶縁層は互いに反対方向に屈曲した第３部分および第４部分
を含み、
　前記第１部分と前記第３部分は互いに同一の方向に屈曲しており、
　前記第２部分と前記第４部分は互いに同一の方向に屈曲しており、
　平面ビューで前記第１部分は前記第３部分と重畳し、
　平面ビューで前記第２部分は前記第４部分と重畳し、
　前記複数の第１タッチ電極と前記複数の第２タッチ電極は互いに同一層に位置し、
　前記複数の第２タッチ電極は前記複数の第１タッチ電極と交互に配列され、平面ビュー
で前記複数の第２タッチ電極は前記複数の第１タッチ電極と重畳しておらず、
　前記タッチセンサはメタルメッシュを含む
　ことを特徴とする、表示装置。
【請求項３２】
　前記第３部分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極の面積は、前記
第４部分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極の面積と異なることを
特徴とする、請求項３１に記載の表示装置。
【請求項３３】
　前記第３部分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極は、前記第４部
分に位置する前記第１タッチ電極または前記第２タッチ電極に接続されていないことを特
徴とする、請求項３１に記載の表示装置。
【請求項３４】
　平面ビューで前記第１部分は前記第３部分の全体と重畳し、
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　平面ビューで前記第２部分は前記第４部分の全体と重畳する
　ことを特徴とする、請求項３１に記載の表示装置。
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