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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　格子状に電極パターンが配線され、当該電極パターンに操作体が接触又は近接された際
に接触部分又は近接部分で変化する静電容量を検知して前記操作体の位置を特定する位置
センサと、
　前記位置センサが設けられた表示画面の外枠を構成する外枠部と、
を備え、
　前記外枠部には、前記電極パターンが配線されていないが前記位置センサにより前記操
作体の位置を特定可能な領域の境界が視覚的又は触覚的に示されている、表示入力装置。
【請求項２】
　前記外枠部に含まれる領域のうち、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定可能
な領域と、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定不可能な領域とは、互いに触感
の異なる材質で形成されている、請求項１に記載の表示入力装置。
【請求項３】
　前記外枠部に含まれる領域のうち、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定可能
な領域と、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定不可能な領域との境界部分に段
差が設けられている、請求項１に記載の表示入力装置。
【請求項４】
　前記外枠部に含まれる領域のうち、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定可能
な領域と、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定不可能な領域との境界部分に境
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界線が表示されている、請求項１に記載の表示入力装置。
【請求項５】
　前記外枠部に含まれる領域のうち、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定可能
な領域と、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定不可能な領域とは、互いに異な
る色彩を有する、請求項１に記載の表示入力装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示入力装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、小型の電子機器には、情報を入力したり、グラフィカルユーザインターフェース
（以下、ＧＵＩ）の操作を行ったりするための入力デバイスとしてタッチパネルが多く用
いられている。タッチパネルを用いることで、キーボード等の入力手段を別途設ける必要
が無くなる分だけ電子機器を小型化することができる。また、タッチパネルは、画像やＧ
ＵＩ等が表示される表示デバイスでもある。そのため、タッチパネルを用いることで、タ
ッチパネル上に表示された画像やＧＵＩ等を直接触って操作するような直感的な操作体系
を実現することができる。これらの特徴を有することから、タッチパネルは、例えば、携
帯情報端末、携帯電話、カーナビゲーションシステム、ノート型のパーソナルコンピュー
タ、情報家電等、様々な電子機器に搭載されている。
【０００３】
　上記の通り、タッチパネルは、入力デバイスの機能と、表示デバイスの機能とを有する
。表示デバイスの機能は、例えば、液晶表示ディスプレイパネル（以下、ＬＣＤパネル）
や有機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル（以下、ＯＥＬＤパネル）等の表示
パネルを用いることで実現される。一方、入力デバイスの機能は、表示パネル上に静電セ
ンサを設けたり、表示パネルの表面に近接又は接触された操作体を光学的に走査する光学
センサを設けたりすることで実現される。静電センサ又は光学センサによりセンシング可
能なセンサ領域は、表示パネルの画素領域（表示可能領域）に設定されることが多い。ま
た、下記の特許文献１には、表示パネルの枠部分にセンサ領域を拡張し、拡張したセンサ
領域を用いて利便性の高い操作体系を実現する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４１６１８１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、表示パネルの枠部分にセンサ領域を拡張した場合、拡張したセンサ領域
の境界がユーザに分かりにくくなってしまう。また、格子状の電極パターンを有する静電
センサで形成されるタッチパネルの場合、センサ領域の拡張部分まで含むように電極パタ
ーンを配置する必要がある。電極パターンを形成する各格子の大きさは、静電センサの解
像度に対応する。従って、同じ解像度の電極パターンを用いる場合、表示パネルの枠部分
までセンサ領域を拡張させると、静電センサの解像度が低下してしまう。そのため、静電
センサの解像度を極力低下させないようにしつつ、表示パネルの枠部分までセンサ領域を
拡張する技術が求められている。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、静電センサの解像度をあまり低下させずに表示パネルの枠部分までセンサ領域が拡張
され、拡張されたセンサ領域の境界がユーザに分かりやすい、新規かつ改良された表示入
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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】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、格子状に電極パターンが配線
され、当該電極パターンに操作体が接触又は近接された際に接触部分又は近接部分で変化
する静電容量を検知して前記操作体の位置を特定する位置センサと、前記位置センサが設
けられた表示画面の外枠を構成する外枠部と、を備え、前記外枠部には、前記電極パター
ンが配線されていないが前記位置センサにより前記操作体の位置を特定可能な領域の境界
が視覚的又は触覚的に示されている、表示入力装置が提供される。
【０００８】
　また、前記外枠部に含まれる領域のうち、前記位置センサにより前記操作体の位置を特
定可能な領域と、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定不可能な領域とは、互い
に触感の異なる材質で形成されていてもよい。
【０００９】
　また、前記外枠部に含まれる領域のうち、前記位置センサにより前記操作体の位置を特
定可能な領域と、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定不可能な領域との境界部
分に段差が設けられていてもよい。
【００１０】
　また、前記外枠部に含まれる領域のうち、前記位置センサにより前記操作体の位置を特
定可能な領域と、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定不可能な領域との境界部
分に境界線が表示されていてもよい。
【００１１】
　また、前記外枠部に含まれる領域のうち、前記位置センサにより前記操作体の位置を特
定可能な領域と、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定不可能な領域とは、互い
に異なる色彩を有するように構成されていてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように本発明によれば、静電センサの解像度をあまり低下させずに表示パ
ネルの枠部分までセンサ領域が拡張され、拡張されたセンサ領域の境界がユーザに分かり
やすい、新規かつ改良された表示入力装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】表示パネルの枠部分にセンサ領域が拡張された表示入力装置において実現される
操作体系（アプリケーション）の一例を示す説明図である。
【図２】センサ領域を表示パネルの枠部分に拡張する場合に表示入力装置に設けられるセ
ンサの大きさを示す説明図である。
【図３】表示パネルの枠部分にセンサ領域を拡張する場合に表示入力装置に設けられる表
示パネルとセンサとの間の位置関係、及びそれらの構成例を示す説明図である。
【図４】表示パネルの枠部分にセンサ領域を拡張する場合に表示入力装置に設けられるセ
ンサの電極パターンの一例を示す説明図である。
【図５】表示パネルの枠部分にセンサ領域を拡張する場合において表示入力装置に設けら
れるセンサの検知解像度を非拡張の場合のものと比較した説明図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る表示入力装置に設けられたセンサの電極パターンの一
例を示す説明図である。
【図７】同実施形態に係る表示入力装置においてユーザ入力を検知可能なセンサ領域の境
界を視覚的に明示する方法の一例を示す説明図である。
【図８】同実施形態に係る表示入力装置においてユーザ入力を検知可能なセンサ領域の境
界を触覚的に明示する方法の一例を示す説明図である。
【図９】同実施形態に係る表示入力装置においてユーザ入力を検知可能なセンサ領域の境
界を触覚的に明示する方法の一例を示す説明図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１５】
　［説明の流れについて］
　ここで、以下に記載する本発明の実施形態に関する説明の流れについて簡単に述べる。
まず、図１を参照しながら、表示パネルの枠部分にセンサ領域が拡張された表示入力装置
において実現される操作体系（アプリケーション）について説明する。次いで、図２を参
照しながら、センサ領域を表示パネルの枠部分に拡張する場合に表示入力装置に設けられ
るセンサの大きさについて考察する。
【００１６】
　次いで、図３を参照しながら、表示パネルの枠部分にセンサ領域を拡張する場合に表示
入力装置に設けられる表示パネルとセンサとの間の位置関係、及びそれらの構成例につい
て説明する。次いで、図４を参照しながら、表示パネルの枠部分にセンサ領域を拡張する
場合に表示入力装置に設けられるセンサの電極パターンについて考察する。
【００１７】
　次いで、図５を参照しながら、表示パネルの枠部分にセンサ領域を拡張する場合におい
て表示入力装置に設けられるセンサの検知解像度と、非拡張の場合において表示入力装置
に設けられるセンサの検知解像度との関係について対比説明する。次いで、図６を参照し
ながら、本発明の一実施形態に係る表示入力装置に設けられたセンサの電極パターンにつ
いて説明する。
【００１８】
　次いで、図７を参照しながら、本発明の一実施形態に係る表示入力装置においてユーザ
入力を検知可能なセンサ領域の境界を視覚的に明示する方法の一例について説明する。次
いで、図８、図９を参照しながら、本発明の一実施形態に係る表示入力装置においてユー
ザ入力を検知可能なセンサ領域の境界を触覚的に明示する方法の一例について説明する。
最後に、同実施形態の技術的思想について纏め、当該技術的思想から得られる作用効果に
ついて簡単に説明する。
【００１９】
　（説明項目）
　１：実施形態
　　　１－１：静電容量式タッチパネルについて
　　　１－２：センサ領域の拡張方法について
　　　１－３：センサ領域の明示方法について
　　　　１－３－１：シルク印刷によりセンサ領域の境界を明示する方法
　　　　１－３－２：材質の変化によりセンサ領域の境界を明示する方法
　　　　１－３－３：段差によりセンサ領域の境界を明示する方法
　２：まとめ
【００２０】
　＜１：実施形態＞
　本発明の一実施形態について説明する。本実施形態は、表示画面の外枠にセンサ領域を
拡張する場合に生じる静電センサの解像度低下を低減させる技術を提案するものである。
また、当該技術と併せて、本実施形態は、ユーザにセンサ領域の境界が明確に認識できる
ようにする技術を提案するものである。
【００２１】
　［１－１：静電容量式タッチパネルについて］
　まず、静電容量式タッチパネルの構造、及びその動作原理について簡単に説明する。静
電容量式タッチパネルは、主に、画像やＧＵＩが表示される表示パネル、及び表示パネル
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上に設けられる静電センサで構成される。静電センサは、ユーザがタッチパネルに接触又
は近接（以下、タッチ）した際に、ユーザがタッチした位置を検知するものである。この
ような検知機能を実現するため、静電センサには、格子状のパターンを持つ電極（以下、
電極パターン）が配線されている。
【００２２】
　電極パターンは、例えば、表示パネルの長手方向（以下、Ｘ方向）に伸びた複数の列電
極と、Ｘ方向に直交するＹ方向に伸びた複数の行電極とで構成される。また、列電極と行
電極とは、誘電体を挟んで空間的に隔てられた位置に配線される。そのため、列電極及び
行電極により等価的にコンデンサが形成される。さらに、各列電極がグランドに接続され
、各行電極が静電容量を検出する検出器に接続される。そして、列電極と行電極との間で
静電容量が変化すると、この検出器により静電容量が変化した位置が特定される。
【００２３】
　静電容量の変化は、ユーザの指等が静電センサに近接又は接触することで発生する。例
えば、ユーザの指が静電センサに近づくと、行電極及び列電極で発生した電界の一部が一
種の導体である指の影響を受けて変化し、行電極と列電極とで等価的に形成されるコンデ
ンサの静電容量が減少する。なお、指以外にも生体の一部や導体で形成されるタッチペン
等を用いて静電容量の変化を誘起することができる。以上、タッチパネルの一例として、
静電容量式タッチパネルの構造、及びその動作原理について簡単に説明した。以下では、
このような静電容量式タッチパネルの利用を念頭に置いて説明を行う。
【００２４】
　［１－２：センサ領域の拡張方法について］
　ここでは、センサ領域の拡張方法について説明する。具体的には、本実施形態に係る表
示入力装置１００のセンサ領域を拡張した場合に実現可能なアプリケーションの一例、及
び表示入力装置１００が有するセンサ１０６の電極構造等について説明する。なお、タッ
チパネルは、表示入力装置１００の一例である。また、センサ１０６は、位置センサの一
例である。
【００２５】
　（外枠を利用したアプリケーション）
　まず、図１を参照しながら、本実施形態に係る表示入力装置１００において実現可能な
アプリケーションについて説明する。図１は、本実施形態に係る表示入力装置１００にお
いて実現可能なアプリケーションの一例を示す説明図である。
【００２６】
　図１に示すように、表示入力装置１００は、表示画面１０２、及び外枠１０４を有する
。表示画面１０２には画像やＧＵＩ等が表示される。一方、外枠１０４には画素が配置さ
れておらず、画像やＧＵＩ等は表示されない。また、表示入力装置１００のセンサ領域は
、表示画面１０２の外枠１０４にまで拡張されている。そのため、指１０により外枠１０
４が操作されると、例えば、操作に応じて表示画面１０２に表示されたボタンオブジェク
トＧ１０が選択される。なお、ボタンオブジェクトＧ１０はＧＵＩの一例である。また、
外枠１０４は、外枠部の一例である。
【００２７】
　通常、表示画面１０２に表示されるＧＵＩの操作は、表示画面１０２の表面を指１０で
タップしたり、ドラッグしたりすることで行われる。例えば、機能を選択するためのボタ
ンオブジェクトＧ１０が表示された場合、ユーザは、所望の機能に対応付けられたボタン
オブジェクトＧ１０の上を指１０でタップする。このとき、表示入力装置１００は、タッ
プされた位置を検知し、検知位置とボタンオブジェクトＧ１０の表示位置とを照合する。
さらに、表示入力装置１００は、照合結果に応じてタップされたボタンオブジェクトＧ１
０を特定する。特定されたボタンオブジェクトＧ１０は、例えば、表示入力装置１００に
接続された情報処理装置（非図示）に伝送される。
【００２８】
　このような構成にすることで、ＧＵＩを用いた機能の選択操作が実現される。上記の通
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り、ユーザは、表示画面１０２に表示されたＧＵＩを指１０で直接操作することができる
。そのため、直感的な操作体系が実現され、操作性が格段に向上する。このような操作性
の向上効果は、指１０の動きに追従してＧＵＩが変化したり、ＧＵＩに対応付けられた機
能が実行されたりすることで得られるものである。
【００２９】
　例えば、図１のように並んで配置された複数のボタンオブジェクトＧ１０を上下に指１
０でなぞった場合に、なぞった指１０の位置に追従して選択状態のボタンオブジェクトＧ
１０が変化するものとしよう。この場合、ある機能を選択したいユーザは、所望の機能が
対応付けられたボタンオブジェクトＧ１０の上で指１０の動きを止めればよいのである。
マウス等を用いて間接的に表示画面１０２に表示されるカーソルを動かして所望の機能が
対応付けられたボタンオブジェクトＧ１０を選択するよりも、指１０で表示画面１０２に
直接触れて操作する方が直感的であり、操作が容易である。
【００３０】
　図１のように、表示画面１０２に全てのボタンオブジェクトＧ１０が表示されている場
合、上記の操作体系は直感的で非常に利便性の高いものである。しかし、表示画面１０２
に収まらない数のボタンオブジェクトＧ１０が存在する場合、ユーザは、画面をスクロー
ルさせながら所望の機能に対応するボタンオブジェクトＧ１０を探す必要がある。こうし
た場合、ユーザは、高速でボタンオブジェクトＧ１０の表示をスクロールさせたいと考え
るであろう。しかし、指１０によるスクロール操作は、通常速度によるボタンオブジェク
トＧ１０のスクロール操作に割り当てられている。
【００３１】
　そのため、ユーザには、高速スクロールモードに切り替えるために、特定のボタンを選
択したり、他の特殊なジェスチャー入力を行ったりすることが求められる。そこで、こう
した操作負担を低減させるため、外枠１０４を利用する方法が考案された。例えば、外枠
１０４を上下になぞる動作にボタンオブジェクトＧ１０の高速スクロール機能を割り当て
ることで、ユーザの操作負担を軽減させることができる。また、特定のボタン操作やジェ
スチャー入力に比べて操作が直感的になり、操作性が向上する。特に、通常速度のスクロ
ール操作と高速スクロール操作とは、なぞる位置が異なるだけで指１０の動きに共通性が
あり、ユーザは、自然に操作を切り替えることができる。
【００３２】
　ここではボタンオブジェクトＧ１０のスクロール操作を例に挙げて説明したが、この例
以外にも、表示画面１０２に表示されたオブジェクトに直接的に触れて行う操作に関連し
た操作を外枠１０４で行うユーザ入力に割り当てる方法が非常に有効である。このように
操作体系を拡張して操作性の向上を図るために、外枠１０４にまでセンサ領域を拡張する
技術が求められているのである。以下、センサ領域を外枠１０４にまで拡張するために表
示入力装置１００に対して施される工夫について述べる。
【００３３】
　（センサ領域の拡張方法１）
　図２に示すように、表示入力装置１００には、指１０でタッチされた位置を検知するた
めのセンサ１０６が設けられている。上記のような操作体系を実現するために、センサ領
域を外枠１０４まで拡張するには、このセンサ１０６を外枠１０４まで延伸する必要があ
る。センサ１０６を外枠１０４まで延伸すると、外枠１０４にはみ出したセンサ１０６の
部分（以下、拡張部分）までセンサ領域が拡張され、外枠１０４をなぞった指１０の動き
をセンサ１０６で検知できるようになる。
【００３４】
　センサ１０６を外枠１０４まで延伸する方法としては、例えば、図３に示すような方法
がある。図３は、拡張部分における表示入力装置１００の断面構造を示す説明図である。
図３には、３通りの断面構造（断面Ａ、断面Ｂ、断面Ｃ）が示されている。これらの断面
図は、表示入力装置１００をＩ－Ｉ線に沿って切断した場合に得られるものである。なお
、表示入力装置１００は、センサ１０６、基板１０８、及び表示パネル１１０を有する。
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表示パネル１１０は、例えば、ＬＣＤパネルやＯＥＬＤパネル等である。
【００３５】
　（断面Ａについて）
　断面Ａの構造は、センサ１０６、及び表示パネル１１０のサイズに特徴がある。センサ
領域が表示画面１０２の内部に限定されている場合、外枠１０４の部分には、表示パネル
１１０やセンサ１０６が設けられないことが多い。しかし、断面Ａの場合、表示画面１０
２の部分と同様に、下層から順に基板１０８、表示パネル１１０、センサ１０６、基板１
０８の順番で、積層構造が形成されている。つまり、断面Ａの場合、表示画面１０２の部
分に設けられるセンサ１０６及び表示パネル１１０の層が単純に外枠１０４まで延伸され
ている。また、画像やＧＵＩ等の表示に用いない外枠１０４の部分は、基板１０８の一部
で覆われている。言い換えると、通常の表示入力装置１００（タッチパネル）において、
表示画面１０２の一部を基板１０８の一部で覆った形状が断面Ａの構造に相当する。
【００３６】
　（断面Ｂについて）
　断面Ｂの構造は、センサ１０６のサイズに特徴がある。断面Ａの場合、センサ１０６の
他に、表示パネル１１０も外枠１０４の部分まで延伸されていた。しかし、外枠１０４に
おいては、表示パネル１１０に画像やＧＵＩ等が表示されない。そのため、外枠１０４の
部分には表示パネル１１０を設ける必要がない。そこで、断面Ｂの構造は、外枠１０４の
部分にセンサ１０６だけを延伸して配置したものである。また、外枠１０４の部分に表示
パネル１１０が含まれないため、センサ１０６の上面を基板１０８の一部で覆う必要がな
い。そのため、センサ１０６の上層に基板１０８の一部が設けられていない。つまり、通
常の表示入力装置１００（タッチパネル）において、センサ１０６を外枠１０４まで延伸
した形状が断面Ｂの構造に相当する。
【００３７】
　（断面Ｃについて）
　断面Ｃの構造は、センサ１０６Ａ、１０６Ｂの構造に特徴がある。センサ１０６Ａ、１
０６Ｂは、別体として形成されるが、いずれもセンサ１０６と同じ機能を有する。上記の
通り、断面Ａ、Ｂの構造は、センサ１０６、表示パネル１１０のいずれか又は両方を外枠
１０４まで延伸した形状に相当する。しかし、断面Ｃの構造は、センサ１０６を外枠１０
４まで延伸させず、表示画面１０２の部分にはセンサ１０６Ａを設け、外枠１０４の部分
にはセンサ１０６Ｂを設けるものである。また、上記の断面Ｂと同様、外枠１０４の部分
には表示パネル１１０が存在しないため、センサ１０６Ｂの上面を基板１０８の一部で覆
われていない。
【００３８】
　上記の断面Ａ、断面Ｂ、断面Ｃのいずれかの構造を適用することで、外枠１０４にまで
センサ領域を拡張することができる。そして、このようにして構成された表示入力装置１
００を用いると、上記の通り、操作性の高いユーザインターフェースが実現される。ここ
で、センサ１０６（以下、センサ１０６Ａ、１０６Ｂを含む。）に上記の静電センサを用
いる場合について、図４、図５を参照しながら、より詳細に考察してみたい。
【００３９】
　（静電センサの電極構造とセンサ領域の拡張）
　上記の通り、センサ領域を外枠１０４まで拡張するには、少なくともセンサ１０６が配
置される位置を外枠１０４まで拡張する必要がある。上記の断面Ａ、断面Ｂのように、表
示画面１０２に配置されたセンサ１０６を外枠１０４まで延伸させる場合、センサ１０６
が静電センサならば、センサ１０６の電極パターン１１２は、図４のようになる。
【００４０】
　通常、センサ領域を外枠１０４まで拡張する場合、センサ１０６を形成する電極パター
ン１１２は、図４に示すように、拡張したセンサ領域を全て含むように配線される。その
ため、指１０により外枠１０４がタッチされると、外枠１０４に張り出した電極パターン
１１２の一部に静電容量の変化が発生し、タッチ位置が検知される。しかし、外枠１０４
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まで電極パターン１１２が拡張されたことにより、拡張前に比べてセンサ１０６の解像度
が低下してしまう。この点について、図５を参照しながら、より詳細に説明する。
【００４１】
　図５には、外枠１０４まで拡張した電極パターン１１２と、拡張前の電極パターン１１
２とが模式的に示されている。既に述べた通り、静電センサは、列電極と行電極との間に
等価的に形成されるコンデンサの静電容量の変化を検知してタッチ位置を特定する。つま
り、１本の列電極と１本の行電極とが交差する点の間隔が静電センサの解像限界に相当す
る。言い換えると、静電センサの解像度は、行電極と列電極とで囲まれた単位格子の大き
さに依存して決定される。
【００４２】
　そこで、外枠１０４まで拡張した電極パターン１１２に含まれる単位領域ＳＡ１の大き
さと、拡張前の電極パターン１１２に含まれる単位領域ＳＡ２の大きさとを比較してみる
。すると、単位領域ＳＡ１の大きさは、単位領域ＳＡ２の大きさよりも拡張分だけ大きく
なっている。つまり、外枠１０４まで電極パターン１１２を拡張することで、センサ１０
６の解像度が低下してしまうことが分かる。このような解像度の低下は好ましくない。ま
た、外枠１０４までセンサ領域を拡張する利点も享受したいという要求もある。そこで、
センサ１０６の解像度を低下させずにセンサ領域を拡張する工夫が求められる。
【００４３】
　（提案方式に係る電極構造）
　まず、静電センサの動作原理について振り返ってみたい。既に述べた通り、静電センサ
は、誘電体を挟んで配置された行電極と列電極との間に生じる静電容量の変化を検知する
センサ手段である。また、静電容量の変化は、ユーザの指１０等が静電センサに近接又は
接触された際に、導電体の一種である指１０により行電極又は列電極で形成された電界が
影響を受けることにより発生する。つまり、電極パターン１１２をユーザが指１０により
直接的に押圧しなくても、実際には静電容量の変化が発生してユーザのタッチ操作を検知
することができるのである。そこで、本実施形態においては、図６のように、外枠１０４
に大きくはみ出さずに電極パターン１１２を配置する方法が提案される。
【００４４】
　図６に示すように、本実施形態に係る表示入力装置１００は、表示画面１０２から外枠
１０４に大きくはみ出すことなく配置された電極パターン１１２を有する。特に、ユーザ
の指１０等が外枠１０４に近接又は接触された際に、最も外枠１０４に近い電極パターン
１１２の一部において静電容量の変化が発生するように電極パターン１１２が配置される
。このような構成にすることで、本実施形態において電極パターン１１２が配線される領
域（以下、電極配線領域）は、図４に示した電極配線領域に比べて小さくなる。つまり、
センサ領域の拡張に伴うセンサ１０６の解像度低下を抑制することが可能になる。
【００４５】
　［１－３：センサ領域の明示方法について］
　上記の通り、本実施形態においては、表示画面１０２から外枠１０４に電極パターン１
１２を大きく伸張せずにセンサ領域が外枠１０４まで拡張される。そのため、センサ領域
は、外枠１０４の全体を含むものではなく、その一部に限定される。従って、ユーザは、
外枠１０４におけるセンサ領域の境界を十分に認識した上で操作を行う必要がある。もし
、センサ領域の境界を意識せずに操作を行うと、操作を行ったのに処理が実行されないこ
とが頻繁に起きてしまう。そこで、本実施形態においては、ユーザにセンサ領域の境界を
明示し、ユーザが安心して操作できるようにする方法を提案する。
【００４６】
　（１－３－１：シルク印刷によりセンサ領域の境界を明示する方法）
　まず、図７を参照しながら、シルク印刷によりセンサ領域の境界を明示する方法につい
て説明する。図７は、本実施形態に係るセンサ領域の明示方法に関し、シルク印刷により
センサ領域の境界を明示する方法の一例を示す説明図である。
【００４７】
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　図７に示すように、表示画面１０２の大きさと同程度の大きさを有する電極パターン１
１２が設けられ、センサ領域が外枠１０４の一部まで拡張されているものとする。図７の
例から分かるように、センサ領域は、外枠１０４の全面を含むものではない。つまり、表
示画面１０２から遠い外枠１０４の端部分にユーザの指１０が近接又は接触しても、電極
パターン１１２には、センサ１０６で検知できる程度に静電容量の変化が誘起されないの
である。そのため、外枠１０４の端部分をユーザが指１０でタッチしたとしても、センサ
１０６によりタッチ位置が検知されない。
【００４８】
　そこで、本件発明者は、センサ領域の明示方法の一例として、図７に示すように境界ラ
イン１１４をシルク印刷で表示する方法を考案した。この方法は、視覚的にセンサ領域を
明示する方法の一例である。このように、境界ライン１１４を表示することにより、ユー
ザは、境界ライン１１４の内側（表示画面１０２寄りの部分）を操作すればよいことを容
易に理解することができる。そして、ユーザは、外枠１０４を操作する場面においても、
間違いなくセンサ領域の内側を操作することができるようになる。その結果、センサ領域
の外側を操作してしまうことで処理が実行されなくなる機会が低減され、操作性を格段に
向上させることができる。
【００４９】
　（１－３－２：材質の変化によりセンサ領域の境界を明示する方法）
　次に、図８を参照しながら、材質の変化によりセンサ領域の境界を明示する方法につい
て説明する。図８は、本実施形態に係るセンサ領域の明示方法に関し、材質の変化により
センサ領域の境界を明示する方法の一例を示す説明図である。
【００５０】
　図８に例示した方法は、触覚的にセンサ領域を明示する方法の一例である。これまで外
枠１０４の材質については任意のものを想定していた。しかし、図８の例においては、セ
ンサ領域に含まれる外枠１０４Ａが材質Ａで形成され、センサ領域に含まれない外枠１０
４Ｂが材質Ｂで形成されるものとする。但し、材質Ａと材質Ｂとは互いに異なる材質であ
り、材質Ａの触感と材質Ｂの触感とが異なるものとする。このような構成にすることで、
ユーザは、材質Ａと材質Ｂとの間の触感の違いを触覚的に認知し、センサ領域の境界を確
実に認識することができる。
【００５１】
　上記のように、境界を明示することにより、ユーザは、境界の内側（外枠１０４Ａ）を
操作すればよいことを容易に理解することができる。そして、ユーザは、外枠１０４を操
作する場面においても、間違いなくセンサ領域の内側を操作することができるようになる
。その結果、センサ領域の外側を操作してしまうことで処理が実行されなくなる機会が低
減され、操作性を格段に向上させることができる。
【００５２】
　（１－３－３：段差によりセンサ領域の境界を明示する方法）
　次に、図９を参照しながら、段差によりセンサ領域の境界を明示する方法について説明
する。図９は、本実施形態に係るセンサ領域の明示方法に関し、段差によりセンサ領域の
境界を明示する方法の一例を示す説明図である。
【００５３】
　図９に例示した方法は、触覚的にセンサ領域を明示する方法の一例である。これまで外
枠１０４の形状については任意のものを想定していた。しかし、図９の例においては、セ
ンサ領域が非センサ領域よりも１段低くなるように外枠１０４に段差が設けられている。
図３を参照しながら説明したように、センサ領域を外枠１０４に拡張するためのセンサ１
０６、表示パネル１１０、基板１０８の構成は複数通り存在する。そこで、図９には、図
３の各例に対応する断面図を示した。但し、図９の各断面図は、外枠１０４にセンサ領域
を明示するための段差を設けた構成のものである。
【００５４】
　（断面Ａについて）
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　断面Ａの構造は、センサ１０６、及び表示パネル１１０のサイズに特徴がある。断面Ａ
の場合、表示画面１０２の部分と同様に、下層から順に基板１０８、表示パネル１１０、
センサ１０６、基板１０８の順番で、積層構造が形成されている。つまり、断面Ａの場合
、表示画面１０２の部分に設けられるセンサ１０６及び表示パネル１１０の層が単純に外
枠１０４まで延伸されている。また、画像やＧＵＩ等の表示に用いない外枠１０４の部分
は、基板１０８の一部で覆われている。言い換えると、通常の表示入力装置１００（タッ
チパネル）において、表示画面１０２の一部を基板１０８の一部で覆った形状が断面Ａの
構造に相当する。但し、図９に示す構成の場合、外枠１０４の非センサ領域の高さが１段
高く構成され、センサ領域と非センサ領域との境界部分に段差が設けられている。
【００５５】
　（断面Ｂについて）
　断面Ｂの構造は、センサ１０６のサイズに特徴がある。断面Ａの場合、センサ１０６の
他に、表示パネル１１０も外枠１０４の部分まで延伸されていた。しかし、外枠１０４に
おいては、表示パネル１１０に画像やＧＵＩ等が表示されない。そのため、外枠１０４の
部分には表示パネル１１０を設ける必要がない。そこで、断面Ｂの構造は、外枠１０４の
部分にセンサ１０６だけを延伸して配置したものである。また、外枠１０４の部分に表示
パネル１１０が含まれないため、センサ１０６の上面を基板１０８の一部で覆う必要がな
い。そのため、センサ１０６の上層に基板１０８の一部が設けられていない。つまり、通
常の表示入力装置１００（タッチパネル）において、センサ１０６を外枠１０４まで延伸
した形状が断面Ｂの構造に相当する。但し、図９に示す構成の場合、外枠１０４の非セン
サ領域の高さが１段高く構成され、センサ領域と非センサ領域との境界部分に段差が設け
られている。
【００５６】
　（断面Ｃについて）
　断面Ｃの構造は、センサ１０６Ａ、１０６Ｂの構造に特徴がある。センサ１０６Ａ、１
０６Ｂは、別体として形成されるが、いずれもセンサ１０６と同じ機能を有する。上記の
通り、断面Ａ、Ｂの構造は、センサ１０６、表示パネル１１０のいずれか又は両方を外枠
１０４まで延伸した形状に相当する。しかし、断面Ｃの構造は、センサ１０６を外枠１０
４まで延伸させず、表示画面１０２の部分にはセンサ１０６Ａを設け、外枠１０４の部分
にはセンサ１０６Ｂを設けるものである。また、上記の断面Ｂと同様、外枠１０４の部分
には表示パネル１１０が存在しないため、センサ１０６Ｂの上面を基板１０８の一部で覆
われていない。なお、図９に示す構成の場合、外枠１０４の非センサ領域の高さが１段高
く構成され、センサ領域と非センサ領域との境界部分に段差が設けられている。
【００５７】
　上記の断面Ａ、断面Ｂ、断面Ｃのいずれかの構造を適用することで、外枠１０４にまで
センサ領域を拡張しつつ、センサ領域の境界が分かりやすい表示入力装置１００の構成が
実現される。つまり、ユーザは、センサ領域と非センサ領域との間の境界を触覚的に認知
し、センサ領域の範囲を確実に認識することができるようになる。そのため、このように
して構成された表示入力装置１００を用いると、非常に操作性の高いユーザインターフェ
ースが実現される。
【００５８】
　以上、本実施形態に係るセンサ領域の境界を明示する方法について説明した。このよう
に、ユーザに対してセンサ領域の境界を視覚的又は触覚的に示すことで、タッチ位置の検
知手段が外枠１０４の全体に配線されていなくても、その境界までタッチ位置の検知手段
が存在するかのようにユーザに認識させることができる。
【００５９】
　＜２：まとめ＞
　最後に、本実施形態の表示入力装置が有する機能構成と、当該機能構成により得られる
作用効果について簡単に纏める。
【００６０】
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　まず、本実施形態に係る表示入力装置の機能構成は次のように表現することができる。
当該表示入力装置は、次のような位置センサと、外枠部とを有する。当該位置センサは、
格子状に電極パターンが配線され、当該電極パターンに操作体が接触又は近接された際に
接触部分又は近接部分で変化する静電容量を検知して前記操作体の位置を特定するもので
ある。このように、操作体が接触又は近接された際に、電極パターンに発生する静電容量
の変化を検知して操作体の位置を特定する静電センサを用いると、必ずしも電極パターン
の内側に操作体を接触又は近接させずとも操作体の位置を検知できる。
【００６１】
　例えば、表示画面に合わせて位置センサが設けられている場合、例えば、押圧検知セン
サでは、表示画面の内側を指やタッチペン等の操作体で押圧する必要がある。しかし、静
電センサの動作原理は、操作体が電極パターンに接触又は近接することで電極パターンの
近傍に誘起される磁界が変化を受け、その変化に応じて発生する静電容量の変化を検知す
るというものである。そのため、静電容量式の位置センサを用いると、位置センサが表示
画面に合わせて設置されていても、表示画面の外側（外枠部）に接触又は近接された操作
体の位置を検知することができるのである。
【００６２】
　さて、上記の外枠部は、前記位置センサが設けられた表示画面の外枠を構成するもので
ある。そして、前記外枠部には、前記電極パターンが配線されていないが前記位置センサ
により前記操作体の位置を特定可能な領域の境界が視覚的又は触覚的に示されている。上
記の通り、本実施形態に係る位置センサは、電極パターンが配線されていない領域に接触
又は近接された操作体の位置を検知することができる。そのため、外枠部に接触又は近接
された操作体の位置を位置センサにより検知することもできる。しかし、外枠部には、操
作体が接触又は近接された際に位置センサにより操作体の位置を検知可能な領域（センサ
領域）と、検知不可能な領域（非センサ領域）とが存在する。
【００６３】
　ところが、センサ領域と非センサ領域との間の境界をユーザが認識することは非常に困
難である。そのため、ユーザは、センサ領域を操作しているつもりで非センサ領域を操作
してしまい、位置センサが故障したものと誤認識したり、外枠部を用いた操作に大きなス
トレスを感じることになる。そこで、本実施形態においては、上記の通り、センサ領域と
非センサ領域との境界が視覚的又は触覚的に分かるように、外枠部に境界を明示している
。このように、境界を明示することで、ユーザは、センサ領域を操作するつもりで非セン
サ領域を誤って操作してしまうことが少なくなる。その結果、操作性が向上する。
【００６４】
　さて、センサ領域を外枠部に拡張する方法としては、位置センサを外枠部にまで拡張す
る方法もある。つまり、電極パターンを外枠部のほぼ全体に配線し、外枠部の全体をセン
サ領域にする方法が考えられる。この方法を用いると、センサ領域と非センサ領域との間
の境界を外枠部に明示する必要もなくなる。しかしながら、この方法では、表示画面に電
極パターンを配線する場合に比べ、電極パターンを形成する各単位格子の大きさが小さく
なってしまう。つまり、列電極／行電極の本数が同じ場合、位置センサの解像度が低下し
てしまうのである。
【００６５】
　このような解像度の低下を避けるためには、位置センサのサイズを必要以上に大きくせ
ずにセンサ領域を拡張することが求められる。このような要求に対して１つの解決手段を
与えるのが上記の本実施形態に係る構成なのである。
【００６６】
　なお、外枠部にセンサ領域と非センサ領域との間の境界を明示する方法として、例えば
、センサ領域と非センサ領域との間で材質を変化させる構成が考えられる。つまり、前記
外枠部に含まれる領域のうち、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定可能な領域
と、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定不可能な領域とは、互いに触感の異な
る材質で形成されていてもよい。このような構成にすることで、ユーザは、触覚的にセン
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【００６７】
　また、外枠部にセンサ領域と非センサ領域との間の境界を明示する方法として、例えば
、センサ領域と非センサ領域との間で厚みを変化させる構成が考えられる。つまり、前記
外枠部に含まれる領域のうち、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定可能な領域
と、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定不可能な領域との境界部分に段差が設
けられていてもよい。このような構成にすることで、ユーザは、触覚的にセンサ領域と非
センサ領域とを識別することができるようになる。
【００６８】
　また、外枠部にセンサ領域と非センサ領域との間の境界を明示する方法として、例えば
、センサ領域と非センサ領域との間の境界線をシルク印刷する構成が考えられる。つまり
、前記外枠部に含まれる領域のうち、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定可能
な領域と、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定不可能な領域との境界部分に境
界線が表示されていてもよい。このような構成にすることで、ユーザは、視覚的にセンサ
領域と非センサ領域とを識別することができるようになる。
【００６９】
　また、外枠部にセンサ領域と非センサ領域との間の境界を明示する方法として、例えば
、センサ領域と非センサ領域との間で色彩を変化させる構成が考えられる。つまり、前記
外枠部に含まれる領域のうち、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定可能な領域
と、前記位置センサにより前記操作体の位置を特定不可能な領域とは、互いに異なる色彩
を有する構成としてもよい。このような構成にすることで、ユーザは、視覚的にセンサ領
域と非センサ領域とを識別することができるようになる。
【００７０】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００７１】
　上記実施形態の説明においては、静電センサを例に挙げて説明したが、例えば、電極パ
ターンの外側でタッチ位置を検知できるようなセンサであれば、任意のセンサに本実施形
態の技術を適用することができる。
【符号の説明】
【００７２】
　１０　　指
　１００　　表示入力装置
　１０２　　表示画面
　１０４、１０４Ａ、１０４Ｂ　　外枠
　１０６、１０６Ａ、１０６Ｂ　　センサ
　１０８　　基板
　１１０　　表示パネル
　１１２　　電極パターン
　１１４　　境界ライン
　Ｇ１０　　ボタンオブジェクト
　ＳＡ１、ＳＡ２　　単位領域
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