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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示画面に表示するとともに、表示画面と物体の接触を検出する表示装置であっ
て、
　複数の走査線と複数の信号線とが交差するように配線され、各交差部に画素を備えたア
レイ基板と、
　前記アレイ基板に対向して配置された対向基板と、
　前記画素に配置され、第１の電極を第２の電極より広くするとともに、前記第１の電極
を前記第２の電極よりも前記表示画面の近くに形成したセンサ容量素子と、
　前記センサ容量素子の前記第１、第２の電極それぞれに電圧値が同位相で振動するプリ
チャージ電圧と基準電圧を印加する給電手段と、
　プリチャージされた前記センサ容量素子の前記第１、第２の電極間の電位差の変動を検
出することにより前記表示画面と前記物体の接触を検出する接触判定手段と、
　を有することを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記センサ容量素子と並列に接続された光センサを有し、前記センサ容量素子は前記光
センサに入力された光量に応じた電位を保持することを特徴とする請求項１記載の表示装
置。
【請求項３】
　前記光センサに入力された光量から前記表示画面に近接した前記物体を撮影した画像を
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得て、当該物体が前記表示画面に接触した座標を計算する座標計算手段を有することを特
徴とする請求項２記載の表示装置。
【請求項４】
　前記接触判定手段は、前記画像について現在のフレームの画像と過去のフレームの画像
の差分を取った差分画像を用いて前記物体の接触を検出し、
　前記座標計算手段は、前記差分画像を用いて前記物体の接触した座標を計算することを
特徴とする請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記センサ容量素子と前記光センサの両方を備えた画素と前記センサ容量素子のみを備
えた画素が混在することを特徴とする請求項２乃至４のいずれかに記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光により表示画面から情報を入力する光入力機能を備えた表示装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話、ノート型コンピュータなどの各種機器に表示装置として広く利用され
ている液晶表示装置は、複数の走査線と複数の信号線とが交差するように配線され、この
各交差部に薄膜トランジスタ、液晶容量、補助容量を有する画素を備えた表示部と、走査
線・信号線を駆動する駆動回路とを備える。
【０００３】
　ところで、表示装置としては、画素内に光センサを配置し、光により表示画面から情報
の入力を可能にしたものが開発されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　この種の光入力機能を備えた表示装置では、画素内に光センサとして例えばフォトダイ
オードを備えるとともに、このフォトダイオードにキャパシタを接続し、表示画面から入
射された光についてのフォトダイオードでの受光量の変化に応じてキャパシタの電荷量を
変化させ、キャパシタの両端の電圧を検出することにより撮像画像のデータを生成するこ
とで、画像の取り込みを行っている。
【０００５】
　このような表示装置の応用として、表示画像上に投影された指などの物体がつくる影を
検出することにより情報入力を行うタッチパネル機能や、ライトペンなどの発光する物体
から照射された光を検出することにより情報入力を行うデジタイザ機能を備えたものが提
案されている。
【特許文献１】特開２００６－９１８９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の光入力機能を備えた表示装置では、照明等の外光環境によっては
、指などが表示画面に真に接触しているときと、単に空中に浮いているときとの区別が困
難であり、誤入力の原因となっていた。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、その課題とするところは、光入力機能を
備えた表示装置において、物体が表示画面に接触したか否かの判定の精度を向上させるこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る表示装置は、画像を表示画面に表示するとともに、表示画面と物体の接触
を検出する表示装置であって、複数の走査線と複数の信号線とが交差するように配線され
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、各交差部に画素を備えたアレイ基板と、前記アレイ基板に対向して配置された対向基板
と、前記画素に配置され、第１の電極を第２の電極より広くするとともに、前記第１の電
極を前記第２の電極よりも前記表示画面の近くに形成したセンサ容量素子と、前記センサ
容量素子の前記第１、第２の電極それぞれに電圧値が同位相で振動するプリチャージ電圧
と基準電圧を印加する給電手段と、プリチャージされた前記センサ容量素子の前記第１、
第２の電極間の電位差の変動を検出することにより前記表示画面と前記物体の接触を検出
する接触判定手段と、を有することを特徴とする。
【０００９】
　本発明にあっては、センサ容量素子を有し、センサ容量素子の２つの電極のそれぞれに
同位相で振動するプリチャージ電圧と基準電圧とを印加することで、表示部に近接した物
体とセンサ容量素子との容量結合が大きいときにはプリチャージするタイミングによりセ
ンサ容量素子の電位差が変化するので、その電位差の変化に基づいて容量結合の大小を検
出することを可能とする。
【００１０】
　上記表示装置において、前記センサ容量素子と並列に接続された光センサを有し、前記
センサ容量素子は前記光センサに入力された光量に応じた電位を保持することを特徴とす
る。
【００１２】
　上記表示装置において、前記光センサに入力された光量から前記表示画面に近接した前
記物体を撮影した画像を得て、当該物体が前記表示画面に接触した座標を計算する座標計
算手段を有することを特徴とする。
【００１４】
　上記表示装置において、前記接触判定手段は、前記画像について現在のフレームの画像
と過去のフレームの画像の差分を取った差分画像を用いて前記物体の接触を検出し、前記
座標計算手段は、前記差分画像を用いて前記物体の接触した座標を計算することを特徴と
する。
【００１６】
　上記表示装置において、前記センサ容量素子と前記光センサの両方を備えた画素と前記
センサ容量素子のみを備えた画素が混在することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、光入力機能を備えた表示装置において、物体が表示画面に接触したか
否かの判定の精度を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００２０】
　図１は、本実施の形態における表示装置の構成を示す平面図である。同図に示す表示装
置は、ガラス製のアレイ基板１に形成された表示部２、アレイ基板１上にチップオングラ
ス（ＣＯＧ:Chip On Glass）実装された表示用ＩＣ（Integrated Circuit）５、駆動基板
４、駆動基板４上に配置されたセンサ用ＩＣ６および電源回路７、アレイ基板１と駆動基
板４とを接続するフレキシブル基板３、表示用Ｉ／Ｆ（インタフェース）９、センサ用Ｉ
／Ｆ８を備える。なお、センサ用ＩＣ６はアレイ基板１にＣＯＧ実装してもよい。
【００２１】
　表示部２は、複数の走査線と複数の信号線とが交差するように配線され、各交差部に画
素を備える。この表示部２は、ホスト側から表示用Ｉ／Ｆ９および表示用ＩＣ５を介して
伝送されてくる映像信号に基づいて画像を表示する表示機能と、表示画面に近接してきた
外部の物体の画像を撮影する光入力機能および容量結合を検知する検知機能を備える。な
お、表示部２には横方向に２４０画素、縦方向に３２０画素がマトリクス状に配置されて
いる。
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【００２２】
　センサ用ＩＣ６は、表示部２の光入力機能および容量結合の検知機能を駆動するための
制御信号を出力するとともに、表示部２で撮影された画像を入力して処理し、利用者が表
示部２に接触しているか否かの情報と、利用者が近接している表示部２の座標を計算し、
センサ用Ｉ／Ｆ８を介してホスト側に伝送する。また、センサ用ＩＣ６は、撮像画像につ
いてフレーム間の差分を計算する差分処理回路などの各種画像処理ブロックを含んでいる
。
【００２３】
　図２は、図１に示す表示装置の画素の構成を表す回路図である。表示部２では、赤（Ｒ
）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の副画素が規則的に配置されており、赤、緑、青の副画素１組で
１つの画素を構成する。各副画素は、表示系３１として、スイッチ素子３３、液晶容量Ｌ
Ｃ、補助容量ＣＳを備える。同図において、Ｇａｔｅ（ｍ）は走査線、Ｓｉｇ（ｎ）は信
号線、ＣＳ（ｍ）は補助容量線である。スイッチ素子３３はＭＯＳ型であり、そのゲート
が走査線に接続され、ソースは信号線に接続され、ドレインは補助容量ＣＳおよび液晶容
量ＬＣに接続される。補助容量ＣＳの他方の端子は補助容量線に接続される。
【００２４】
　ホスト側から信号線を通じて伝送されてきた映像信号は、走査線に伝送されてきた走査
信号によりスイッチ素子３３がオンしたときに、スイッチ素子３３を介して補助容量ＣＳ
および液晶容量ＬＣに与えられて表示に用いられる。
【００２５】
　表示部２は、センサ系３２として、Ｒ、Ｇ、Ｂの副画素１組について光センサ３６、セ
ンサ容量３７、出力制御スイッチ３４、ソースフォロアアンプ３５、プリチャージ制御ス
イッチ３８を備える。ここでは、光センサ３６の一例として、ＰＩＮ型の光ダイオードを
用いる。
【００２６】
　光センサ３６とセンサ容量３７は並列に接続される。これら光センサ３６およびセンサ
容量３７は、ソースフォロアアンプ３５、出力制御スイッチ３４を介して赤の信号線Ｓｉ
ｇ（ｎ）に接続され、プリチャージ制御スイッチ３８を介して青の信号線Ｓｉｇ（ｎ＋２
）に接続される。
【００２７】
　出力制御スイッチ３４のオン・オフは制御線ＯＰＴ（ｍ）上の信号により制御され、プ
リチャージ制御スイッチ３８のオン・オフは制御線ＣＲＴ（ｍ）上の信号により制御され
る。
【００２８】
　図３は、アレイ基板１上に形成される回路の構成を示すブロック図である。同図に示す
ように、アレイ基板１上には、表示用ＩＣ５と、各画素に配置された信号線を制御するた
めのＸドライバ５１、Ｙドライバ５２、プリチャージ回路５３、露光時間可変回路５４、
制御回路５５、センサ系３２からの出力信号を処理するためのＡ／Ｄ変換回路５６、出力
回路５７が備えられている。
【００２９】
　Ｘドライバ５１は、アレイ基板１上に配線された信号線Ｓｉｇに映像信号を出力する。
Ｙドライバ５２は走査線Ｇａｔｅにより、各画素に配置されたスイッチ素子３３のオン・
オフを制御し、信号線Ｓｉｇに出力された映像信号を画素に書き込む。
【００３０】
　プリチャージ回路５３は、Ｘドライバ５１、Ｙドライバ５２が映像の書き込みを行って
いない水平ブランキング期間を利用し、信号線Ｓｉｇに信号を出力することにより、表示
部２のセンサ系３２を制御する。具体的には、図２の回路図に示す緑の信号線Ｓｉｇ（ｎ
＋１）には、センサ系３２のＧＮＤに相当する基準電圧ＰＶＳＳを印加し、青の信号線Ｓ
ｉｇ（ｎ＋２）には、センサ容量３７にプリチャージするためのプリチャージ電圧Ｖprc

を印加する。赤の信号線Ｓｉｇ（ｎ）には、所定の電圧（５Ｖ）を印加する。また、プリ



(5) JP 4834482 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

チャージ電圧Ｖprcおよび基準電圧ＰＶＳＳは、周期が５０Ｈｚ、振幅が±０．５Ｖ程度
で同位相で振動している。
【００３１】
　露光時間可変回路５４は、制御線ＣＲＴを制御して各画素に配置されたプリチャージ制
御スイッチをオン・オフすることにより、プリチャージ回路５３によって信号線Ｓｉｇに
出力された信号をセンサ容量３７に書き込む。
【００３２】
　制御回路５５は、制御線ＯＰＴを制御して各画素に配置された出力制御スイッチ３４を
オン・オフすることにより、センサ系３２の出力を信号線Ｓｉｇに取り出す。
【００３３】
　Ａ／Ｄ変換回路５６は、センサ系３２が信号線Ｓｉｇを介して出力する信号をデジタル
信号に変換し、出力回路５７は、変換されたデジタル信号をセンサ用ＩＣ６に出力する。
具体的には、Ａ／Ｄ変換回路５６は、図４の回路図に示すように、コンパレータ４１によ
り、赤の信号線Ｓｉｇ（ｎ）の電位と基準電源４０の基準電位とを比較し、信号線Ｓｉｇ
（ｎ）の電位が基準電位より大きい場合にはハイレベルの信号を出力し、信号線Ｓｉｇ（
ｎ）の電位が基準電位より小さい場合にはローレベルの信号を出力する。
【００３４】
　図５は、表示部２の構成を示す断面図である。アレイ基板１では画素内に光センサ３６
等が形成され、これを覆うように絶縁層１０が形成される。アレイ基板１と、これに対向
して配置されたガラス製の対向基板１２との間隙に液晶層１１が形成される。対向基板１
２の外側にはバックライト１３が配置される。同図に示すように、光センサ３６には、指
等の物体２０によって遮られていない外光と、バックライト１３から放出され、物体２０
で反射した光とが入射する。物体２０とセンサ容量３７が容量結合しやすいようにアレイ
基板１を表示装置の前面に配置する。さらに、偏光板等の光学フィルムには低誘電率のも
のを用いるとよい。また、表示部２の表面に保護板を設けるときには、低誘電率の透明絶
縁材料を用いる。以下、センサ系３２の動作について説明する。
【００３５】
　図６は、本実施の形態における表示装置のセンサ系の構成を示す回路図である。センサ
系３２の回路は、表示系３１が映像書き込み動作をしていない水平ブランキング期間を利
用して動作する。信号線６２に一定の周期で振動する基準電圧ＰＶＳＳを印加し、信号線
６３に基準電圧ＰＶＳＳと同位相で振動しているプリチャージ電圧Ｖprcを印加する。続
いて、プリチャージ制御スイッチ３８がオンになり、信号線６３からプリチャージ制御ス
イッチ３８を通じてセンサ容量３７にプリチャージ電圧Ｖprcが印加される。所定の露光
時間の間、光センサ３６に入射する光量に応じて光センサ３６にリーク電流が発生すると
、センサ容量３７の電位が変化する。
【００３６】
　そして、信号線６１を５Ｖにプリチャージした後、出力制御スイッチ３４をオンにして
ソースフォロアアンプ３５を信号線６１に導通させる。センサ容量３７は、ソースフォロ
アアンプ３５のゲートに接続されているので、センサ容量３７の残存電圧に応じて信号線
６１の電圧が変化する。センサ容量３７の残存電圧が高ければ信号線６１の電圧低下が大
きくなり、センサ容量３７の残存電圧が低ければ信号線６１の電圧低下は小さくなる。
【００３７】
　その後、Ａ／Ｄ変換回路５６において、信号線６１の電圧値と基準電源４０の基準電位
とを比較することにより、光センサ３６に入射した光量の大小を計測することができる。
Ａ／Ｄ変換回路５６においてデジタル信号に変換された各画素に入射された光量は、出力
回路５７を介してセンサ用ＩＣ６に入力される。得られた各画素に入射された光量により
撮像データを得ることができる。
【００３８】
　センサ用ＩＣ６において、メモリに格納されている過去の撮像データとの差分を計算し
て差分画像を得て、差分画像を解析することにより、指が近接している座標、および、指



(6) JP 4834482 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

が接触しているか否かを検出することができる。
【００３９】
　なお、図６において点線で示した容量６０は、利用者の指が表示部２に近接することに
起因するカップリングである。この容量結合の大きさによりセンサ容量３７のプリチャー
ジ端ｎ１における電圧は、図７に示すグラフのように変化する。図７（ａ）は利用者の指
が接触しておらず容量６０が小さい場合の電圧の変化を示すグラフである。プリチャージ
電圧Ｖprcと基準電圧ＰＶＳＳとは、同位相で、同じ振幅で変化するので、どのタイミン
グで測定してもセンサ容量３７のＧＮＤ端ｎ０とプリチャージ端ｎ１間の電位差は一定で
ある。一方、図７（ｂ）は利用者の指が接触していることにより容量６０が大きい場合の
電圧の変化を示すグラフである。この場合には、プリチャージ電圧Ｖprcの交流成分が減
少するので、同図に示すように、センサ容量３７のＧＮＤ端ｎ０とプリチャージ端ｎ１間
の電位差は出力制御スイッチ３４をオンするタイミングにより変化する。この容量結合に
よって生じたセンサ容量３７のＧＮＤ端ｎ０とプリチャージ端ｎ１間の電位差の変動を検
知することにより、利用者の指が接触しているか否かを判断することができる。
【００４０】
　なお、プリチャージ電圧Ｖprcおよび基準電圧ＰＶＳＳに印加する電圧は、上述した交
流に限らず、測定するタイミングによって電位差が変化しなければ、図８に示すような同
位相の三角波、あるいは、方形波であっても良い。以下、接触判定の処理について説明す
る。
【００４１】
　図９は、接触判定の処理の流れを示す説明図である。同図は、利用者が表示装置の表示
部２にタップ動作を行ったときに、センサ用ＩＣ６において得られる撮像画像とその差分
画像を示している。差分画像は、異なる２つの時間における撮像画像２枚の差分を取った
画像であり、動きのない部分では中間調、動きのあるところでは白または黒となる。同図
に示す差分画像のように、利用者の指が表示部２に近づくとき、あるいは、遠ざかるとき
など動きのあるときだけでなく、利用者の指が表示部２に接触しており、実際には指の動
きに変化がないときにも差分画像において物体が接触している領域が得られる。
【００４２】
　これは、利用者の指が表示部２に接触しているときには、指とセンサ容量３７との容量
結合により、センサ容量３７のＧＮＤ端ｎ０とプリチャージ端ｎ１の間の電位差が測定す
るタイミングにより変化するためであり、指が接触している部分のセンサ系３２の出力値
は、測定タイミングによりＡ／Ｄ変換回路５６の基準電源４０より大きくなったり、小さ
くなったりするので、撮像画像に濃淡の振動として現れる。この撮像画像の濃淡の振動は
、撮像画像の差分を取ることにより抽出され、図９の差分画像に示すように、指が接触し
ている領域として検出される。
【００４３】
　このように、利用者の指とセンサ容量３７との容量結合を、同位相で振動するプリチャ
ージ電圧Ｖprcおよび基準電圧ＰＶＳＳを用いて、撮像画像の差分画像を通じて検出する
ことにより、指が接触しているか否かを高精度で判断することができる。また、指が表示
部２に接触しているときには、一瞬ではあるが指は表示部２に固定されるので、差分画像
で得られた指が接触している領域の重心を計算することにより、接触部分の座標を求める
ことができる。
【００４４】
　図１０は、指が表示部２に接触しているときと接触していないときの差分画像の階調値
の変化を示すグラフである。図１０の実線は、指が接触しているときの階調値の変化を示
し、点線は、指が接触していないときの階調値の変化を示している。指が表示部２に接触
しているときは、センサ容量３７に印加されたプリチャージ電圧Ｖprcの交流成分が除去
されるので、同図の実線で示すように、基準電圧ＰＶＳＳの変動周期に合わせて差分画像
の階調値も変動するようになる。
【００４５】
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　図１１は、利用者が表示部２にタップ動作を行ったときの差分画像に現れた図形の重心
座標の変化を示すグラフであり、実線は重心座標のＸ座標の変化量を示し、点線は重心座
標のＹ座標の変化量を示している。指が表示部２に接触しているときは、指は表示部２に
固定されるので、同図に示すように重心座標の変化量が少なくなる。したがって、差分画
像に現れた図形の重心座標の変化量が少なくなった場合に、指が表示部２に接触している
と判断することができる。
【００４６】
　図１２は、図２に示す画素のレイアウトを表す平面図である。図１２に示す画素は、左
から赤、緑、青の副画素１組で１画素を構成しており、１画素の縦横の大きさは、１５３
μｍである。各制御スイッチや補助容量などはガラス基板上にポリシリコンにより形成さ
れている。センサ系３２を構成する光センサ３６、センサ容量３７などの素子を特定の色
の副画素に集めないで、それぞれの副画素に横断的に配置するとともに、副画素間の開口
率を均等化するために、各副画素の幅を調節している。センサ容量３７は、ポリシリコン
とＭｏＷ（モリブデンタングステン）で形成され、ガラス基板に近い電極をプリチャージ
端ｎ１とし、他方をＧＮＤ端ｎ０とする。これにより、指とセンサ容量３７とのカップリ
ングがしやすくなる。また、図１３の平面図に示すように、センサ容量３７のプリチャー
ジ端ｎ１の電極を符号１３１で示す部分のように延長することで、より指とのカップリン
グがしやすくなる。ポリシリコンはある程度の透過率を有するので、延長するプリチャー
ジ端ｎ１の電極にポリシリコンを用いるとよい。
【００４７】
　図１４は、容量結合を検出するための画素の構成を表す回路図である。図２に示した画
素に対して、光センサ３６に換えて抵抗素子３９を配置したものである。図１４に示す画
素は、例えば、図１５に示すように、９画素のうち真ん中の画素１５５をこの容量結合検
出用画素として形成し、この９画素を繰り返し配置する。なお、抵抗素子は、ポリシリコ
ンに不純物を注入することにより形成できる。接触判定を容量結合検出用画素により行い
、接触座標の計算は、光センサ３６を有する画素により撮像した画像を解析することによ
り行ってもよい。
【００４８】
　図１６に示すように、利用者が表示部２の複数の点に接触した場合には、それぞれの接
触部について撮像濃淡および容量結合による特徴的な差分画像が得られるので、適切に画
像処理を行うことにより、それぞれの接触タイミング、接触座標を求めることができる。
【００４９】
　したがって、本実施の形態によれば、表示装置の画素に光センサ３６を備えるとともに
、照射された光量に応じた電位を保持するセンサ容量３７を表示部２に近接する利用者の
指とカップリングしやすいように配置し、センサ容量３７のプリチャージ電圧Ｖprcと基
準電圧ＰＶＳＳとを同位相で振動させることにより、指が表示部２に接触しているときに
は、測定するタイミングによってプリチャージ電圧Ｖprcと基準電圧ＰＶＳＳとの電位差
が異なるので、この電位差の変動を検出し、指が表示部２に接触しているか否かを判断す
ることができる。また、指が表示部２に接触しているときには、撮像された画像の差分画
像において、指が接触している部分が検出されるので、その重心を計算することにより接
触部分の座標を求めることができる。
【００５０】
　なお、今までは、容量結合検出手段の検出した容量結合で物体が表示画面に接触したと
判定する接触判定を行い、光入力手段により撮影された画像に基づいて物体の接触した座
標を計算する座標計算を行ってきたが、容量結合検出手段と光入力手段の双方の出力に基
づいて接触判定または座標計算を行ってよいことは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】一実施の形態における表示装置の構成を示す平面図である。
【図２】上記表示装置が備える画素の構成を示す回路図である。
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【図３】上記表示装置がアレイ基板上に備える回路の構成を示すブロック図である。
【図４】上記画素における光センサ系とＡ／Ｄ変換回路の構成を示す回路図である。
【図５】上記表示装置における表示部の構成を示す断面図である。
【図６】上記画素における光センサ系の構成を示す回路図である。
【図７】プリチャージ電圧と基準電圧の波形を示すグラフであり、（ａ）は容量結合が小
さいときのグラフであり、（ｂ）は容量結合が大きいときのグラフである。
【図８】プリチャージ電圧と基準電圧の別の波形を示すグラフである。
【図９】接触判定の処理の流れを示す説明図である。
【図１０】差分画像の階調値の変化を示すグラフである。
【図１１】差分重心の座標の変化量を示すグラフである。
【図１２】上記表示装置の画素の構成を示す平面図である。
【図１３】上記表示装置の別の画素の構成を示す平面図である。
【図１４】上記表示装置が備える別の画素の構成を示す回路図である。
【図１５】上記表示装置が備える画素の配列を示す概略図である。
【図１６】上記表示装置の表示部の複数の点を押したときの説明図である。
【符号の説明】
【００５２】
　１…アレイ基板
　２…表示部
　３…フレキシブル基板
　４…駆動基板
　５…表示用ＩＣ
　６…センサ用ＩＣ
　７…電源回路
　８…センサ用Ｉ／Ｆ
　９…表示用Ｉ／Ｆ
　１０…絶縁層
　１１…液晶層
　１２…対向基板
　１３…バックライト
　２０…物体
　３１…表示系
　３２…センサ系
　３３…スイッチ素子
　３４…出力制御スイッチ
　３５…ソースフォロアアンプ
　３６…光センサ
　３７…センサ容量
　３８…プリチャージ制御スイッチ
　３９…抵抗素子
　４０…基準電源
　４１…コンパレータ
　５１…Ｘドライバ
　５２…Ｙドライバ
　５３…プリチャージ回路
　５４…露光時間可変回路
　５５…制御回路
　５６…Ａ／Ｄ変換回路
　５７…出力回路
　６０…容量
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　６１，６２，６３…信号線
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