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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
表示面と、
前記表示面の外部から視認される画面の表示を制御する表示機能層と、
前記表示面と対向する面内に、分割配置ピッチがマトリクス配置される画素電極の一方
向の画素ピッチの自然数倍となるように、前記一方向に分離して配置された複数の駆動電
極からなり、前記分割配置ピッチに分割された駆動電極が検出用駆動電極として用いられ
るとともに、前記画素電極の画素行に対応付けられて駆動される表示用駆動電極として兼
用される駆動電極部と、
前記表示用駆動電極を前記一方向に順に走査して駆動する表示走査駆動を行うとともに
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、当該表示走査駆動によってＮ表示画面の表示を行う期間内に、前記検出用駆動電極の全
部または一部を連続して走査し駆動する検出走査駆動を、複数回、Ｍ表示画面分（Ｎ、Ｍ
はＮ＜Ｍを満たす任意の自然数）行う駆動制御部と、
前記一方向と異なる他方向に分離して配置され、前記駆動制御部が前記検出走査駆動を
行っているときに前記表示面に対して被検出物が接触または近接すると、当該接触または
近接に応答して電気的変化が生じる複数のセンサ線と、
を有し、
前記検出走査駆動が１画面表示期間で複数回行われる最中に、一の検出走査駆動が終了
し、次の検出走査駆動を開始するに際し、前記駆動制御部は、前記複数の駆動電極中にお
いて表示走査駆動が直近で行われた駆動電極の位置に応じて、前記次の検出走査駆動を開
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始する駆動電極を、前記表示走査駆動が直近で行われた駆動電極よりも走査の向きに１つ
以上先の駆動電極とするか、前記表示走査駆動を開始する一端の駆動電極とするかを決定
し、
前記駆動制御部は、前記表示走査駆動を開始する一端の駆動電極から前記次の検出走査
駆動を開始したときに表示走査駆動に検出走査駆動が追いつくまでの第２期間よりも、前
記表示走査駆動が直近で行われた駆動電極の次の駆動電極から前記次の検出走査駆動を開
始したときに当該検出走査駆動が前記複数の駆動電極の他端の駆動電極の駆動を終了する
までの第１期間が短いことが、前記表示走査駆動が直近で行われた駆動電極の前記位置か
ら判断されるときは、前記次の検出走査駆動を、前記表示走査駆動が直近で行われた駆動
電極よりも走査の向きに１つ以上先の駆動電極から開始し、前記第２期間よりも第１期間
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が長いと判断されるときは、前記次の検出駆動の対象を前記一端の駆動電極に戻してから
前記次の検出走査駆動を開始する
表示装置。
【請求項２】
表示制御回路が形成された回路基板と、
前記回路基板と対向して配設された対向基板と、を有し、
前記回路基板と前記対向基板とによって挟持される液晶層によって前記表示機能層が形
成されており、
前記回路基板に前記複数の駆動電極が形成され、当該駆動電極に前記マトリクス配置さ
れる画素電極が絶縁層を介して積層され、

20

前記回路基板の前記画素電極と前記対向基板との間に、前記画素電極と前記駆動電極と
に電圧を印加すると前記液晶層をなす液晶が横電界モードで駆動される
請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
前記複数のセンサ線と前記複数の駆動電極を含むセンサ部を有し、
前記センサ部は、前記複数のセンサ線の各々が前記複数の駆動電極と静電容量で結合し
、前記駆動制御部による駆動中に前記被検出物が接近することにより前記静電容量が変化
する静電容量型のセンサ部である
請求項１または２に記載の表示装置。
【請求項４】
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外部から画面が視認される表示面と対向する面内に、分割配置ピッチがマトリクス配置
される画素電極の一方向の画素ピッチの自然数倍となるように、前記一方向に分離して配
置された複数の駆動電極からなり、前記分割配置ピッチに分割された駆動電極が検出用駆
動電極として用いられるとともに、前記画素電極の画素行に対応付けられて駆動される表
示用駆動電極として兼用される駆動電極部に対し、前記表示用駆動電極を前記一方向に順
に走査して駆動する表示走査駆動を行うとともに、前記検出用駆動電極を、当該検出用駆
動電極と容量結合する複数のセンサ線から被検出物の接近による容量結合変化を検出する
センサ検出のために検出走査駆動する駆動ステップを有し、
前記駆動ステップでは、前記表示走査駆動によってＮ表示画面の表示を行う期間内に、
前記検出用駆動電極の全部または一部を連続して走査し駆動する検出走査駆動を、複数回
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、Ｍ表示画面分（Ｎ、ＭはＮ＜Ｍを満たす任意の自然数）行い、
前記検出走査駆動が１画面表示期間で複数回行われる最中に、一の検出走査駆動が終了
し、次の検出走査駆動を開始するに際し、前記複数の駆動電極中において表示走査駆動が
直近で行われた駆動電極の位置に応じて、前記次の検出走査駆動を開始する駆動電極を、
前記表示走査駆動が直近で行われた駆動電極よりも走査の向きに１つ以上先の駆動電極と
するか、前記表示走査駆動を開始する一端の駆動電極とするかを決定し、
前記表示走査駆動を開始する一端の駆動電極から前記次の検出走査駆動を開始したとき
に表示走査駆動に検出走査駆動が追いつくまでの第２期間よりも、前記表示走査駆動が直
近で行われた駆動電極の次の駆動電極から前記次の検出走査駆動を開始したときに当該検
出走査駆動が前記複数の駆動電極の他端の駆動電極の駆動を終了するまでの第１期間が短
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いことが、前記表示走査駆動が直近で行われた駆動電極の前記位置から判断されるときは
、前記次の検出走査駆動を、前記表示走査駆動が直近で行われた駆動電極よりも走査の向
きに１つ以上先の駆動電極から開始し、前記第２期間よりも第１期間が長いと判断される
ときは、前記次の検出駆動の対象を前記一端の駆動電極に戻してから前記次の検出走査駆
動を開始する
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、ユーザが指やペン等を表示面に接触または近接させることを検出する接触検
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出の機能をもつ表示装置と、その駆動方法とに関する。
【背景技術】
【０００２】
タッチパネルの接触検出方式は、光学式、抵抗膜式、静電容量式の３つが知られている
。
【０００３】
一方、接触や近接に応じて生じる電気的変化を位置情報に対応させるためには、位置特
定が可能に組み合わされてマトリクス配置された多数の配線が必要となる。この配線の組
み合わせによる位置検出の仕方で、検出の解像度を上げるためには配線数が膨大となる。
【０００４】
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このため、上記３つの検出方式では、電気的変化を出力するラインを一方向に走査しな
がら接触位置または近接位置を検出する駆動法が主流となってきている。この駆動法は、
例えば、光学式では非特許文献１に、抵抗膜式では非特許文献２に、静電容量式では非特
許文献３に、それぞれ記載されている。ここでラインとは、接触検出のために所定の規則
で２次元配置された微小なセンサ部のＸ方向またはＹ方向の並びをいう。
【０００５】
ところで、タッチパネルを表示パネル上に重ねて設けると、表示モジュール全体の厚さ
が厚くなり、額縁（有効検出面周囲の部分）の面積が増加し、コストが増加する。
そこで、近年、タッチパネルは表示パネル上に重ねて取り付けられるものから、表示パ
ネル内に内蔵されるものへと開発されるタイプの主流が推移している（上記非特許文献１
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〜３、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８−９７５０号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Hirotaka Hayashi etc. "Optical Sensor Embedded Input Display Usa
ble under High‑Ambient‑Light Conditions",SID07DIGEST p1105.
【非特許文献２】Bong Hyun Youetc., "12.1‑inch a‑Si:H TFT LCD with Embedded Touch
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Screen Panel", SID 08 DIGEST p830.
【非特許文献３】Joohyung Lee etc., "Hybrid Touch Screen Panel Integrated in TFT‑
LCD", SID 08 DIGEST p834
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
タッチパネルにおいて、ユーザが検出面を触ってから、その接触を検出するまでの遅れ
を感じることがある。この遅れが大きいと操作性が悪く、また、アプリケーションによっ
ては、この遅れを極めて小さくすることが要求される。実行命令が発行されてからその命
令の実行が完了するまでの遅延時間をレイテンシィと呼び、操作性向上のためにレイテン
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シィの改善が要求されている。
特にタッチセンサの機能を内蔵するときに検出駆動の駆動電極と表示駆動の駆動電極を
共用する場合は、検出駆動の周波数を表示駆動の周波数と同期させる必要があることから
、表示周波数で規定される速度よりも速くタッチ検出を行うことが難しく、レイテンシィ
の改善が進まない現状にある。
【０００９】
本発明は、レイテンシィ等の改善のために検出速度が高い接触検出機能付の表示装置と
、その駆動方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】

10

本発明に関わる表示装置は、表示面と、表示機能層と、駆動電極部と、駆動制御部と、
複数のセンサ線とを有する。
表示機能層は、表示面の外部から視認される画面の表示を制御する。駆動電極部は、表
示面と対向する面内に、分割配置ピッチがマトリクス配置される画素電極の一方向の画素
ピッチの自然数倍となるように、一方向に分離して配置された複数の駆動電極からなり、
分割配置ピッチに分割された駆動電極が検出用駆動電極として用いられるとともに、画素
電極の画素行に対応付けられて駆動される表示用駆動電極として兼用される。
【００１１】
駆動制御部は、表示用駆動電極を一方向に順に走査して駆動する表示走査駆動を行うと
ともに、当該表示走査駆動によってＮ表示画面の表示を行う期間内に、検出用駆動電極の
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全部または一部を連続して走査し駆動する検出走査駆動を、複数回、Ｍ表示画面分（Ｎ、
ＭはＮ＜Ｍを満たす任意の自然数）行う。
【００１２】
複数のセンサ線は、一方向と異なる他方向に分離して配置され、駆動制御部が検出走査
駆動を行っているときに表示面に対して被検出物が接触または近接すると、当該接触また
は近接に応答して電気的変化が生じる。
この複数のセンサ線に生じた電気的変化は、例えば表示装置内部または外部で処理され
、この処理によって被検出物の有無や位置が検出される。
【００１３】
このような構成では、駆動制御部が表示走査駆動と検出走査駆動をともに制御するが、
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その走査駆動の速さは、表示走査駆動より検出走査駆動がＭ／Ｎ倍（ただし、Ｎ,ＭはＮ
＜Ｍを満たす任意の自然数）だけ速い。この倍率は任意に設定でき、その分、表示に律束
されない高速な接触または近接検出が可能である。
【００１４】
本発明に関わる表示装置の駆動方法は、表示走査駆動と同じ複数の駆動電極で検出走査
駆動も行う駆動ステップを有する。より詳細には、この駆動ステップでは、外部から画面
が視認される表示面と対向する面内に、分割配置ピッチがマトリクス配置される画素電極
の一方向の画素ピッチの自然数倍となるように、一方向に分離して配置された複数の駆動
電極からなり、分割配置ピッチに分割された駆動電極が検出用駆動電極として用いられる
とともに、画素電極の画素行に対応付けられて駆動される表示用駆動電極として兼用され
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る駆動電極部に対し、表示用駆動電極を一方向に順に走査して駆動する表示走査駆動を行
うとともに、この駆動ステップでは、検出用駆動電極を、当該検出用駆動電極と容量結合
する複数のセンサ線から被検出物の接近による容量結合変化を検出するセンサ検出のため
に検出走査駆動する。
このとき駆動ステップでは、表示走査駆動によってＮ表示画面の表示を行う期間内に、
検出用駆動電極の全部または一部を連続して走査し駆動する検出走査駆動を、複数回、Ｍ
表示画面分（Ｎ、ＭはＮ＜Ｍを満たす任意の自然数）行う。
【発明の効果】
【００１５】
本発明によれば、レイテンシィ等の改善のために検出速度が高い接触検出機能付の表示
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装置と、その駆動方法を提供することができる。特に、表示に対してタッチパネルの駆動
を高速化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１,第２の実施の形態に関わるタッチセンサ部の動作を説明するための等価回
路図と概略断面図である。
【図２】図１に示すタッチセンサ部に指が接触または接近した場合の、同等価回路図と同
概略断面図である。
【図３】第１,第２の実施の形態に関わるタッチセンサ部の入出力波形を示す図である。
【図４】第１の実施の形態に関わる表示装置の構成を示す平面図と概略断面図である。

10

【図５】画素の等価回路図である。
【図６】第１の実施の形態における２倍速スキャン時の模式平面図である。
【図７】第１の実施の形態における３倍速スキャン時の模式平面図である。
【図８】２倍速スキャンの別の表示図である。
【図９】３倍速スキャンの別の表示図である。
【図１０】第２の実施の形態に関わる手法を示す３倍速スキャン時の表示図である。
【図１１】第２の実施の形態に関わる手法を示す４倍速スキャン時の表示図である。
【図１２】第３の実施の形態に関わる手法を示す表示図である。
【図１３】ＦＦＳモード液晶表示装置における、画素電極のパターンと他の配線等の関係
を示す概略平面図である。
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【図１４】ＦＦＳモード液晶表示装置の液晶駆動を示す説明図である。
【図１５】変形例２に関わり、複数の駆動電極を同時に電位変動させて走査する方式を模
式的に示す図である。
【図１６】本発明が適用された液晶表示装置を備えたデジタルスチルカメラを示す斜視図
である。
【図１７】本発明が適用された液晶表示装置を備えたノート型パーソナルコンピュータを
示す斜視図である。
【図１８】本発明が適用された液晶表示装置を備えたビデオカメラを示す斜視図である。
【図１９】本発明が適用された液晶表示装置を備えた携帯端末装置の開状態と閉状態を示
す正面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１７】
本発明の実施形態を、主に、静電容量式の接触センサ機能を内蔵するＦＦＳ駆動モード
の液晶表示装置を主な例として図面を参照して説明する。なお、本発明はＦＦＳ駆動モー
ド以外の、例えば縦電界モードの液晶表示装置にも適用できる。また接触検出の方式は、
静電容量式以外の抵抗膜式や光学式でも本発明が適用できる。
以下、次の順で説明を行う。
１．第１の実施の形態：２倍速以上の検出駆動を行う液晶表示装置。
２．第２の実施の形態：３倍速以上の検出駆動が表示駆動を追い越すときに表示に影響し
ない検出駆動を行う液晶表示装置。
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３．第３の実施の形態：検出駆動の走査を間引く液晶表示装置。
４．変形例１：横電界モードの液晶駆動。
５．変形例２：画素ピッチに対応した駆動電極を複数同時に検出スキャンする、いわゆる
ボーダスキャン方式。
６．電子機器への応用例。
【００１８】
＜１．第１の実施の形態＞
［タッチ検出の基本構成と動作］
最初に、第１の実施の形態で前提となる事項（他の実施の形態でも共通する事項）とし
て、図１〜図３を参照して、静電容量式接触検出の基本を説明する。
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図１（Ａ）と図２（Ａ）はタッチセンサ部の等価回路図、図１（Ｂ）と図２（Ｂ）はタ
ッチセンサ部の構造図（概略断面図）である。ここで図１は被検出物としての指がセンサ
に近接していない場合を、図２はセンサに指が近接または接触している場合を、それぞれ
示す。
【００１９】
図解するタッチセンサ部は、静電容量型タッチセンサであり、図１（Ｂ）および図２（
Ｂ）に示すように容量素子からなる。具体的に、誘電体Ｄと、誘電体Ｄを挟んで対向配置
する１対の電極、すなわち駆動電極Ｅ１および検出電極Ｅ２とから容量素子（静電容量）
Ｃ１が形成されている。
図１（Ａ）および図２（Ａ）に示すように、容量素子Ｃ１の駆動電極Ｅ１は、ＡＣパル

10

ス信号Ｓｇを発生する交流信号源ＡＳに接続される。容量素子Ｃ１の検出電極Ｅ２は、検
出回路ＤＥＴに接続される。このとき検出電極Ｅ２は抵抗Ｒを介して接地されることで、
ＤＣレベルが電気的に固定される。なお、抵抗を介した接地は必須でなく、検出電極Ｅ２
は、例えばロジック回路を介して、ある期間ではＧＮＤ電位や他の電位に固定され、ある
期間ではフローティング状態としてもよい。
【００２０】
交流信号源ＡＳから駆動電極Ｅ１に所定の周波数、例えば数[ｋＨｚ]〜数十[ｋＨｚ]程
度のＡＣパルス信号Ｓｇを印加する。
このＡＣパルス信号Ｓｇの波形図を図３（Ｂ）に例示する。ＡＣパルス信号Ｓｇの印加
に応じて、検出電極Ｅ２に、図３（Ａ）に示す出力波形の信号（検出信号Ｖｄｅｔ）が現

20

れる。
【００２１】
なお、後述する他の実施の形態で詳細を述べるが、接触検出装置の機能を液晶表示パネ
ル内に有する液晶表示装置では、駆動電極Ｅ１が液晶駆動のための対向電極（画素電極に
対向する、複数画素で共通の電極）に相当する。ここで対向電極は液晶駆動のため、いわ
ゆるＶｃｏｍ駆動と称される交流駆動がなされる。よって、この他の実施の形態では、Ｖ
ｃｏｍ駆動のためのコモン駆動信号を、駆動電極Ｅ１をタッチセンサのために駆動するＡ
Ｃパルス信号Ｓｇとしても用いることができる。
【００２２】
指を接触していない図１に示す状態では、容量素子Ｃ１の駆動電極Ｅ１が交流駆動され
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、その充放電にともなって検出電極Ｅ２に交流の検出信号Ｖｄｅｔが出現する。以下、こ
のときの検出信号を「初期検出信号Ｖｄｅｔ０」と表記する。検出電極Ｅ２側はＤＣ接地
されているが高周波的には接地されていないため交流の放電経路がなく、初期検出信号Ｖ
ｄｅｔ０のパルス波高値は比較的大きい。ただし、ＡＣパルス信号Ｓｇが立ち上がってか
ら時間が経過すると、初期検出信号Ｖｄｅｔ０のパルス波高値が損失のため徐々に低下し
ている。
【００２３】
図３（Ｃ）に、スケールとともに波形を拡大して示す。初期検出信号Ｖｄｅｔ０のパル
ス波高値は、初期値の２.８[Ｖ]から高周波ロスによって僅かな時間の経過で０.５[Ｖ]ほ
ど、低下している。
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【００２４】
この初期状態から、指が検出電極Ｅ２に接触、または、影響を及ぼす至近距離まで接近
すると、図２（Ａ）に示すように、検出電極Ｅ２に容量素子Ｃ２が接続された場合と等価
な状態に回路状態が変化する。これは、高周波的に人体が、片側が接地された容量と等価
になるからである。
この接触状態では、容量素子Ｃ１とＣ２を介した交流信号の放電経路が形成される。よ
って、容量素子Ｃ１とＣ２の充放電に伴って、容量素子Ｃ１,Ｃ２に、それぞれ交流電流
Ｉ１,Ｉ２が流れる。そのため、初期検出信号Ｖｄｅｔ０は、容量素子Ｃ１とＣ２の比等
で決まる値に分圧され、パルス波高値が低下する。
【００２５】
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図３（Ａ）および図３（Ｃ）に示す検出信号Ｖｄｅｔ１は、この指が接触したときに検
出電極Ｅ２に出現する検出信号である。図３（Ｃ）から、検出信号の低下量は０.５[Ｖ]
〜０.８[Ｖ]程度であることが分かる。図１および図２に示す検出回路ＤＥＴは、この検
出信号の低下を、例えば閾値Ｖｔを用いて検出することにより、指の接触を検出する。
【００２６】
［表示装置の概略構成］
図４（Ａ）〜図４（Ｃ）に、本実施の形態に関わる表示装置の電極と、その駆動や検出
のための回路の配置に特化した平面図を示す。また、図４（Ｄ）に、本実施形態に関わる
表示装置の概略的な断面構造を示す。図４（Ｄ）は、例えば行方向（画素表示ライン方向
）の６画素分の断面を表している。図５は、画素の等価回路図である。

10

図４に図解する表示装置は、「表示機能層」としての液晶層を備える液晶表示装置であ
る。
【００２７】
液晶表示装置は、液晶層を挟んで対向する２つの基板素のうち、一方の基板側に、複数
の画素で共通な電極であり、画素ごとに階調表示のための信号電圧に対し基準電圧を付与
するコモン駆動信号Ｖｃｏｍが印加される電極（駆動電極）を有する。
図４（Ｄ）では断面構造を見易くするために、この本発明の主要な構成である、駆動電
極、画素電極および検出電極についてはハッチングを付すが、それ以外の部分（基板、絶
縁膜および機能膜等）についてはハッチングを省略している。このハッチングの省略は、
これ以降の他の断面構造図においても同様である。
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【００２８】
液晶表示装置１は、図５に示す画素ＰＩＸがマトリクス配置されている。各画素ＰＩＸ
は、図５に示すように、画素のセレクト素子としての薄膜トランジスタ（ＴＦＴ；thin f
ilm transistor、以下、ＴＦＴ２３と表記）と、液晶層６の等価容量Ｃ６と、保持容量（
付加容量）Ｃｘとを有する。液晶層６を表す等価容量Ｃ６の一方側の電極は、画素ごとに
分離されてマトリクス配置された画素電極２２であり、他方側の電極は複数の画素で共通
な駆動電極ＤＥである。
【００２９】
ＴＦＴ２３のソースとドレインの一方に画素電極２２が接続され、ＴＦＴ２３のソース
とドレインの他方に映像信号線ＳＩＧが接続されている。映像信号線ＳＩＧは不図示の垂
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直駆動回路に接続され、信号電圧を持つ映像信号が映像信号線ＳＩＧに垂直駆動回路から
供給される。
駆動電極４３には、コモン駆動信号Ｖｃｏｍが与えられる。コモン駆動信号Ｖｃｏｍは
、中心電位を基準として正と負の電位を、１水平期間（１Ｈ）ごとに反転した信号である
。
ＴＦＴ２３のゲートは行方向、即ち表示画面の横方向に並ぶ全ての画素ＰＩＸで電気的
に共通化され、これにより走査線ＳＣＮが形成されている。走査線ＳＣＮは、不図示の垂
直駆動回路から出力され、ＴＦＴ２３のゲートを開閉するためのゲートパルスが供給され
る。そのため走査線ＳＣＮはゲート線とも称される。
【００３０】
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図５に示すように、保持容量Ｃｘが等価容量Ｃ６と並列に接続されている。保持容量Ｃ
ｘは、等価容量Ｃ６では蓄積容量が不足し、ＴＦＴ２３のリーク電流などによって書き込
み電位が低下するのを防止するために設けられている。また、保持容量Ｃｘの追加はフリ
ッカ防止や画面輝度の一様性向上にも役立っている。
【００３１】
液晶表示装置１は、断面構造（図４（Ｄ））で見ると、断面に現れない箇所で図５に示
すＴＦＴ２３が形成され画素の駆動信号（信号電圧）が供給される基板（以下、駆動基板
２という）を備えている。また、液晶表示装置１は、駆動基板２に対向して配置された対
向基板４と、駆動基板２と対向基板４との間に配置された液晶層６とを備えている。
【００３２】
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駆動基板２は、図５のＴＦＴ２３が形成された回路基板としてのＴＦＴ基板２１（基板
ボディ部はガラス等からなる）と、このＴＦＴ基板２１上に形成された駆動電極ＤＥおよ
び複数の画素電極２２とを有する。
【００３３】
ここでは一例として横電界モード方式の液晶表示装置の断面構造を示すため、駆動電極
ＤＥはＴＦＴ基板２１上に形成されている。駆動電極ＤＥに対し、交流パルス波形のコモ
ン駆動信号Ｖｃｏｍが印加されるようになっている。このコモン駆動信号Ｖｃｏｍは、図
１および図２の交流信号源ＡＳから供給されるＡＣパルス信号Ｓｇに相当する。
駆動電極ＤＥは、表示のための交流駆動電極のためと、タッチ検出動作を行うタッチセ
ンサの一部を構成するタッチ検出センサの駆動電極とを兼用する。駆動電極ＤＥは、図１
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および図２との対応では駆動電極Ｅ１に相当する。なお、このように駆動電極を表示駆動
とセンサ検出駆動を共用するが、センサ検出駆動信号は、表示駆動のためのＶｃｏｍ駆動
信号を用いてもよいし、別の交流駆動信号を用いてもよい。
【００３４】
駆動電極ＤＥ上に絶縁層が形成され、複数の画素電極２２は、絶縁層を介して駆動電極
ＤＥと対向するようにＴＦＴ基板２１上にマトリクス配置されている。
【００３５】
ＴＦＴ基板２１に、各画素電極２２を駆動するための表示ドライバ（垂直駆動回路、水
平駆動回路等）が形成されている。また、図４（Ｄ）には省略しているが、ＴＦＴ基板２
１に、図５に示すＴＦＴ２３、ならびに、映像信号線ＳＩＧおよび走査線ＳＣＮ等の配線
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が形成されている。
【００３６】
対向基板４は、ガラス基板４１と、このガラス基板４１の一方の面に形成されたカラー
フィルタ４２を有する。カラーフィルタ４２は、例えば赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の
３色のカラーフィルタ層を周期的に配列して構成したもので、画素ＰＩＸ（画素電極２２
）ごとにＲ、Ｇ、Ｂの３色の１色が対応付けられている。なお、１色が対応付けられてい
る画素をサブ画素といい、Ｒ、Ｇ、Ｂの３色のサブ画素を画素という場合があるが、ここ
ではサブ画素も画素ＰＩＸと表記する。
【００３７】
ガラス基板４１の他方の面（表示面側）には、センサ線ＳＬが形成され、さらに、セン
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サ線ＳＬの上には、保護層４５が形成されている。センサ線ＳＬは、タッチセンサの一部
を構成するもので、図１および図２との対応では検出電極Ｅ２に相当する。
【００３８】
液晶層６は、「表示機能層」として、印加される電界の状態に応じて厚さ方向（電極の
対向方向）を通過する光を変調する。液晶層６は、例えば、ＴＮ（ツイステッドネマティ
ック）、ＶＡ（垂直配向）、ＥＣＢ（電界制御複屈折）等の各種モードの液晶材料が用い
られる。
【００３９】
なお、図４（Ｄ）には省略しているが、液晶層６と画素電極２２との間、および液晶層
６とカラーフィルタ４２との間には、それぞれ配向膜が配設される。また、駆動基板２の
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反表示面側（即ち背面側）と対向基板４の表示面側には、それぞれ偏光板が配置される。
【００４０】
ｎ本のセンサ線ＳＬ１〜ＳＬｎは、図４（Ｂ）に示すようにｙ方向に細長い複数の配線
から形成されている。以下、センサ線ＳＬ１〜ＳＬｎの任意の１本を、単にセンサ線ＳＬ
と表記する。
【００４１】
このセンサ線ＳＬ１〜ＳＬｎの配線方向（長手方向）に対し、これと異なる方向を長手
方向とするように、駆動電極ＤＥの配線方向が決められている。駆動電極ＤＥは、図４（
Ａ）および図４（Ｃ）に示すように、ここではｘ方向に長い帯状に形成され、ｙ方向に同
一ピッチでｍ個配置されている。
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【００４２】
このｍ分割された駆動電極ＤＥ１〜ＤＥｍの分割配置ピッチが、画素電極の配置ピッチ
の自然数倍に設定されている。この駆動電極ＤＥの分割配置ピッチは、最低で画素電極の
配置ピッチ（画素ピッチ）であるが、望ましくは、数画素〜数十画素分の画素ピッチに対
応している。主な理由はセンサ感度向上にあるが、その詳細は、センサ感度向上と画素電
極の不可視化を両立するための変形例で後述する。
【００４３】
図４（Ｃ）に示すように、ｍ個の駆動電極ＤＥ１〜ＤＥｍの一方端に接続されて駆動制
御部９が配置されている。また、ｎ本のセンサ線ＳＬ１〜ＳＬｎの一方端に接続されて接
10

触検出部８が配置されている。
【００４４】
駆動制御部９は、駆動電極ごとに交流信号源ＡＳ（図１,図２参照）を有する。駆動制
御部９は、活性化する交流信号源ＡＳを、図４（Ａ）の駆動制御部９のブロック内で矢印
により示す方向（走査方向）内で切り替える回路である。あるいは、駆動制御部９は、１
つの交流信号源ＡＳを有し、この１つの交流信号源ＡＳと、ｍ個の駆動電極内の１つの駆
動電極ＤＥとの接続を上記走査方向内で切り替える回路である。
【００４５】
図４は検出走査駆動の駆動信号を、表示走査駆動の駆動信号であるコモン駆動信号Ｖｃ
ｏｍを用いる場合を例示する。そのため駆動制御部９は、検出走査駆動と表示走査駆動と
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を行う回路である。
ここで本発明でいう

表示走査駆動

とは、例えばコモン駆動信号Ｖｃｏｍを印加する

動作と、その印加対象を一方向内でシフトする動作とを繰り返すことで画面表示を行う動
作である。また、

検出走査駆動

とは、検出駆動電圧（例えば交流電圧）を印加する動

作と、その印加対象を一方向内でシフトするシフト動作とをＮ表示画面の表示期間に複数
回、Ｍ表示画面分（Ｎ,ＭはＮ＜Ｍを満たす任意の自然数）行う動作である。
さらに

走査

と呼ぶとき、駆動電圧（交流、直流に限らない）を実際に与える駆動電

極（電圧印加対象）を、ｍ個の駆動電極の一方端から他方端に向かって切り替える動作を
指す。
【００４６】
その一方、このように駆動電極ＤＥを単位とするＶｃｏｍ駆動において、そのシフト動
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作は、不図示の垂直駆動回路（書き込み駆動走査部）内に設けられた、「検出走査駆動制
御部」としての駆動制御部９により行われる。
【００４７】
この構成によって、接触検出部８は、どの検出回路ＤＥＴに電圧変化が生じたかで行方
向の位置が検出でき、その検出時のタイミングによって列方向の位置情報を得ることがで
きる。つまり、駆動制御部９のＶｃｏｍ駆動と接触検出部８の動作が、例えば所定周期の
クロック信号で同期しているとする。このような同期動作によって、接触検出部８が電圧
変化を得たときが、駆動制御部９が、どの駆動電極を駆動していたときに対応するかが分
かるため、指の接触位置中心を検出できる。このような検出動作は、液晶表示装置１全体
を統括する不図示のコンピュータベースの統括制御回路、例えばＣＰＵやマイクロコンピ
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ュータ、あるいは、タッチ検出のための制御回路により制御される。
【００４８】
駆動制御部９は、図４（Ｄ）の駆動基板２側に形成されるが、接触検出部８は、駆動基
板２側でも対向基板４側でもよいし、また、液晶表示装置１の外部に配置されてもよい。
ＴＦＴが多く集積化されているため製造工程数を減らすには駆動基板２に接触検出部８
も一緒に形成することが望ましい。ただし、センサ線ＳＬが対向基板４側に存在し、セン
サ線ＳＬが透明電極材料から形成されるため配線抵抗が高くなることがある。そのような
場合、配線抵抗が高いことの不具合を回避するには、対向基板４側に接触検出部８を形成
することが好ましい。ただし、接触検出部８だけのために対向基板４にＴＦＴ形成プロセ
スを用いると、コスト高になるという不利益がある。以上の利益と不利益を総合的に勘案
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して、接触検出部８の形成位置を決定するとよい。
【００４９】
以上の構成を前提として、以下、本実施の形態の特徴である、表示と検出の走査駆動の
手法について説明する。
当該手法は、一言でいうと、検出駆動の速度を表示駆動のＭ／Ｎ倍（Ｎ＜Ｍ）とするも
のである。
具体的には２倍速スキャン、３倍速スキャンといった整数倍速スキャンが好ましいが、
例えば１.５倍速スキャンなど整数倍のスキャンに限らない。
以下、２倍速〜４倍速のスキャンを例として、より詳細な駆動方法を説明する。
10

【００５０】
［倍速スキャン］
図６に、２倍速スキャンの動作の模式平面図を示す。
図６において、垂直駆動回路が図５のアクセストランジスタＡＴをオンすることにより
表示走査駆動する画素行を

書き込み画素ラインＷＰＬ

と表記する。なお、書き込み画

素ラインＷＰＬは、その画素行に対応する駆動電極ＤＥにコモン駆動信号Ｖｃｏｍが与え
られるが、この表示のためにＶｃｏｍ駆動されている駆動電極ＤＥは図６では図示してい
ない。図６に図示する駆動電極ＤＥは、センサ検出駆動されている駆動電極である。
【００５１】
図６（Ａ１）で最初のスキャンが開始される。このとき表示走査駆動される書き込み画
素ラインＷＰＬは、最初の例で１本目からスキャン開始され、１画面表示に最後の図６（
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Ｂ３）で表示走査が終了する。
これに対し、検出走査駆動では、１画面表示期間内に２回のスキャンが行われる。１回
目のスキャンは図６（Ａ１）で始まり図６（Ａ３）で終了する。２回目のスキャンは図６
（Ｂ１）で始まり図６（Ｂ３）で終了する。
【００５２】
より詳細には、タッチ検出走査のスピードは、表示の線順次操作に対して２倍のスピー
ドをもっており、同時にスキャンをスタートした場合、表示のスキャンがほぼ半分に達し
た時点で、全面のスキャンが１回終了する。タッチ検出のスキャンは最初の開始位置に戻
り再度スキャンを開始する。表示のスキャンが最後のラインに達した時点で２回目のスキ
30

ャンが表示に追いつくことになる。
【００５３】
１画面（１フレーム）の表示期間が１６.７[ｍｓ]（６０[Ｈｚ]）で１フレームの書き
込みが行われるとすると、タッチ検出のスキャンは約２倍の８[ｍｓ]程度で終了すること
になる。
【００５４】
図７に、同様な説明図で３倍速スキャンを示す。
この図７の３倍速スキャンを別の表示に変換すると、図８のようになる。この表示の横
軸が１フレーム（１Ｆ）を最大とする経過時間を示し、縦軸が画面の垂直方向の位置を示
す。
画面の一端の駆動電極から書き込み画素ラインＷＰＬの表示スキャンが開始されるとす
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ると、その一端の駆動電極ＤＥ１が駆動されて、他端の最後の駆動電極ＤＥｍまで検出駆
動スキャンが行われる。この一連の検出スキャンの駆動電極の集合を図８では符号
ａ（＝ＤＥ１〜ＤＥｍ）

ＤＥ

により表記する。駆動電極ＤＥａは、書き込み画素ラインＷＰ

Ｌが１画面分スキャンされる間に３回スキャンされる。
【００５５】
図９に、図８と同様な表示手法の４倍速スキャンを示す。
図８と図９の表示手法から容易に分かるように、３倍速以上の高速Ｎ倍速スキャンでは
、（Ｎ−２）回だけ、検出スキャンの駆動電極ＤＥが、表示スキャンの書き込み画素ライ
ンＷＰＬを追い越すことが生じる。
【００５６】
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なお、図６〜図９では、最初のスキャン開始点の書き込み画素ラインＷＰＬに対して駆
動電極ＤＥを、初期段階で追い越しが起きないように隣接させてもよい。つまり、駆動電
極ＤＥａの開始駆動電極を駆動電極ＤＥ２としてよい。ただし、これに限らず開始点の駆
動電極ＤＥの位置は任意である。書き込み画素ラインＷＰＬと駆動電極ＤＥの間隔を１以
上の駆動電極ＤＥの幅だけとってもよい。
【００５７】
＜２．第２の実施の形態＞
上述したように３倍速以上の場合、表示スキャンをタッチ検出のスキャンが追い越すポ
イントが発生する。表示時の書き込み画素ラインＷＰＬに対しタッチ検出のスキャンによ
る駆動（検出走査駆動）が同時に行われると、タッチ検出の駆動信号の影響で、表示の映
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像信号にノイズが生じるなどの不利益がある場合が考えられる。この場合、上記追い越す
ポイントに対応する表示箇所で常に薄い筋が観測されることがあり、その場合、表示品質
が低下する。
【００５８】
この表示品質の低下を防止する改善方法としては、以下の２つの手法を、本実施の形態
では提案する。
第１の手法は、検出スキャンの駆動電極ＤＥを、表示スキャンの駆動電極ＤＥを追い越
すポイント、または、その前後で少なくとも１本の駆動電極ＤＥだけ（複数本でも可）省
略して走査する。この手法は、いわゆるタッチ検出駆動を間引く手法である。
【００５９】
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第２の手法は、タッチ検出のスキャンを、追い越すポイントが発生しないように分割し
て行う手法である。この手法で分割後の検出スキャンは、ｍ本の駆動電極ＤＥの総数に対
して部分的に順次走査を行うことになる。
【００６０】
［第１の手法］
特に図示しないが、例えば、図８や図９の倍速スキャンで２つのスキャンがクロスする
期間Ｔにおいては、書き込み画素ラインＷＰＬを優先し、この期間Ｔにおける駆動電極Ｄ
Ｅは、書き込み画素ラインＷＰＬと同じ駆動電極ＤＥを用いないようにする。さらに望ま
しくは、この期間Ｔの走査の向きの前後で、タッチ検出の駆動電極ＤＥと書き込み画素ラ
インＷＰＬの距離を、常時、最低でも駆動電極ＤＥの１本以上とるように制御する。
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これらの制御は、図４等に示す走査駆動部９が不図示のＣＰＵの制御を受けて実行する
。
【００６１】
［第２の手法］
図１０と図１１に、第２の手法を適用した３倍速スキャンと４倍速スキャンを示す。
図１０では、フルの検出スキャンを行う駆動電極ＤＥａやＤＥｄに対して、駆動電極Ｄ
ＥｂとＤＥｃが行う検出スキャンでは、フルの検出スキャンを２回の部分的な検出スキャ
ンに分割している。スキャンの順番としては「ＤＥａ→ＤＥｂ→ＤＥｃ→ＤＥｄ」の順と
なる。
【００６２】
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同様に、図１１では、フルの検出スキャンを行う駆動電極ＤＥａやＤＥｆに対して、駆
動電極ＤＥｂ〜ＤＥｅが行う検出スキャンでは、フルの検出スキャンを分割している。駆
動電極ＤＥｂとＤＥｃでフルスキャンのほぼ１回分、駆動電極ＤＥｄとＤＥｅでフルスキ
ャンの他のほぼ１回分に相当する。スキャンの順番としては「ＤＥａ→ＤＥｂ→ＤＥｃ→
ＤＥｄ→ＤＥｅ→ＤＥｆ」の順となる。
【００６３】
これらの第２の手法では、検出スキャン中の駆動電極ＤＥが書き込み画素ラインＷＰＬ
を追い越すことがないため、画質低下が防止できる。
なお、第１の手法と同様に、書き込み画素ラインＷＰＬと、センサ検出スキャン中の駆
動電極ＤＥとの間隔を、その時点でスキャン対象となっていない他の駆動電極ＤＥの１本
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以上とることも可能である。
【００６４】
＜３．第３の実施の形態＞
図１２は、第３の実施の形態に関わる駆動方法を示す図である。
この駆動方法では、表示スキャンのほぼ２倍速で検出スキャンを行う。ここで、駆動電
極ＤＥのｙ方向配置ピッチがｙ方向画素ピッチのｋ倍のボーダスキャンでは、駆動電極ピ
ッチが画素ピッチより大きい分だけ、表示スキャンの２倍速と検出スキャンの速度とが乖
離する。ただし、ｋの値は垂直画素数に比べるとかなり小さく、その速度差は小さい。よ
って、ほぼ同一周波数で表示スキャンと検出スキャンが可能であり、走査駆動部９の構成
を簡素化でき、あるいは、供給クロックを発生する回路の構成を簡素化できる利点がある
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。
ただし、表示スキャンはインターレス（飛び越し）走査とする必要がある。
【００６５】
図１２の駆動は、表示走査の２周期に対して１回の表示スキャンを行うことで、表示ス
キャンを間引く走査であるといえる。
なお、表示走査の３周期以上の周期に対して１回の表示スキャンを行うこともできる。
【００６６】
第３の実施の形態に関わる駆動方法では、回路の簡素化のほかに以下の利点がある。
タッチ検出のスキャンの高速化であるが、駆動周波数自体を表示の操作駆動に対して高
速化することも可能である。ただし、表示の書き込み時に駆動電極ＤＥが大きく電圧変化
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することになるため容量結合経由で信号線の電位に影響がでるため好ましくない。
スキャンの周波数は表示と検出では同じにしておき、タッチ検出のスキャンを１ライン
ごとに移動しながらシフト駆動するのではなく、数ラインごとに間引いてスキャンするこ
とで表示への影響を小さくすることができる。
【００６７】
つぎに、以上の第１〜第３の実施の形態の共通の効果を説明する。
【００６８】
上記構成の液晶表示装置は、液晶表示用に使う駆動電極ＤＥをライン状にカットし、液
晶駆動のための表示走査駆動をしながら、タッチ検出のための検出走査駆動も行う。この
場合の検出走査駆動のスキャン時間は画像の書き込みと同期するので、通常は６０[Ｈｚ]
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（１回のスキャン時間は１６.７[ｍｓ]）となる。スキャンが過ぎてすぐに画面にタッチ
された場合は、３３.４[ｍｓ]（１６.７[ｍｓ]×２）後の検出となり、その後ＣＰＵ等で
の処理が行われ画面にタッチされたことが認識される。画面タッチの認識に基づいて、所
定のアプリケーションの仕様によっては、画像が変化し、あるいは何らかのスイッチがオ
ンとなるなどの反応が生じる。
【００６９】
ところで一般に、たとえば、触った後のソフトウエア処理が５０〜１００[ｍｓ]程度か
かるといわれており、ユーザに伝わる反応が１００[ｍｓ]程度もかかってしまう。この反
応をユーザは非常に遅いと感じてストレスとなる。
【００７０】
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表示とタッチ検出が同期しているので、これを改善するためには書き込むフレーム周波
数を増加する方法が考えられる。
しかしながら、書き込む周波数を増加させると書き込み不良や、画像処理等が必要とな
り（６０[Ｈｚ]の信号から画像を作る必要がある）、大がかりな画像処理や消費電力が大
幅に増加する等の不利益がある。
また、タッチパネルの駆動のみを高速にして表示と非同期にする手法も考えられる。し
かし、この手法では、表示用の書き込みのタイミングに対して、タッチパネルの走査に起
因するノイズがラインごとに不均一に加わることになり、画素への書き込みの状態がライ
ンごとに変化してしまう。これが、人間の目にラインフリッカ等となって見えてしまう。
【００７１】
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本実施の形態に係る液晶表示装置は、上記スキャンの手法を行うことにより、このよう
な不利益を克服している。
よって、本実施の形態の液晶表示装置は、表示素子の書き込みとタッチパネルの駆動を
同期させつつ表示に対してタッチパネルの駆動を高速化することができる。
【００７２】
上記第１〜第３実施の形態は、ＦＦＳ(Field Fringe Switching)方式の液晶駆動を行う
液晶表示装置に好適である。なお、図４（Ｄ）は、駆動電極ＤＥと画素電極２２がＴＦＴ
基板２１側に積層されているため、このＦＦＳ方式を前提とした電極配置となっている。
以下、ＦＦＳ方式の電極配置以外の詳細な構成例と、その液晶駆動について説明する。
10

【００７３】
［横電界モード液晶駆動］
図１３に、ＦＦＳ方式の液晶表示装置の画素(ＰＩＸ)におけるＴＦＴ基板２１の上面視
を示す。
【００７４】
画素電極２２は透明電極層（ＴＥ）で形成され、複数のスリットを有している。画素電
極２２の下方に、駆動電極が画素電極２２と対面して形成される（図４（Ｄ））。駆動電
極は、全画素共通な透明電極層（ＴＥ）で形成される。
画素電極２２は、コンタクト４６を介して下層のアルミニウム（ＡＬ）等からなる内部
配線４７と接続されている。内部配線４７が、ポリシリコン（ＰＳ）からなるＴＦＴ２３
の薄膜半導体層４８に形成されたソースとドレインの一方に接続されている。薄膜半導体
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層４８のソースとドレインの他方に、アルミニウム（ＡＬ）からなる信号線ＳＩＧが接続
されている。薄膜半導体層４８の下層に交差する走査線ＳＣＮが、モリブデン（Ｍｏ）等
のゲートメタル（ＧＭ）から形成され、信号線ＳＩＧと直交する向きに配置されている。
【００７５】
なお、図１３に示す各種パターンを有するＴＦＴ基板２１の上方（不図示の部分）には
、図４（Ｄ）の対向基板４が重ねられ、これら２つの基板間に液晶層６が形成される。ま
た、第１の偏光板と第２の偏光板が、２つの基板に配置されている。
【００７６】
図１４は、ＦＦＳモードの液晶素子の表示動作の説明図である。図１４は液晶素子の要
部断面を拡大して表したものである。図１４において（Ａ）は電界非印加時、（Ｂ）は電
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界印加時における液晶素子の状態を示す。
【００７７】
駆動電極ＤＥと画素電極２２との間に電圧を印加していない状態では（図１４（Ａ））
、液晶層６を構成する液晶分子６１の軸が入射側の偏光板の透過軸と直交し、かつ、出射
側の偏光板の透過軸と平行な状態となる。このため、入射側の偏光板を透過した入射光は
、液晶層６内において位相差を生じることなく出射側の偏光板に達し、ここで吸収される
ため、黒表示となる。
【００７８】
一方、駆動電極ＤＥと画素電極２２との間に電圧を印加した状態では（図１４（Ｂ））
、液晶分子６１の配向方向が、画素電極間に生じる横電界Ｅにより、画素電極２２の延設
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方向に対して斜め方向に回転する。この際、液晶層６の厚み方向の中央に位置する液晶分
子６１が約４５度回転するように白表示時の電界強度を最適化する。これにより、入射側
の偏光板２４を透過した入射光には、液晶層６内を透過する間に位相差が生じ、９０度回
転した直線偏光となり、出射側の偏光板を通過するため、白表示となる。
【００７９】
なお、駆動電極ＤＥと画素電極２２との間に電圧を印加すると液晶が横電界モードで駆
動される当該表示装置において、駆動基板２が、画素回路（図５）を含む
が形成された

回路基板

の一例に相当する。この

表示制御回路

表示制御回路

には、垂直駆動回

路、水平駆動回路を含めてよい。
【００８０】
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つぎに、上記第１から第３実施の形態の変形例を説明する。
＜４．変形例１＞
液晶表示装置は、縦電界モードの駆動方式でもよい。
この液晶表示装置は、駆動電極ＤＥが図４（Ｄ）のＴＦＴ基板２１側ではなく、対向基
板４側に配置される。より詳細には、液晶層６の対向基板４側には配向膜が形成されてい
るが、例えば、この配向膜とカラーフィルタ４２との間に駆動電極ＤＥが配置される。こ
れにより、駆動電極ＤＥと画素電極２２により液晶層６に縦方向の電界が付与されて表示
駆動が行われる。
【００８１】
＜５．変形例２＞
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図４の説明では、駆動電極ＤＥの分割配置ピッチを、画素ピッチより比較的大きく、例
えば数画素〜数十画素分が望ましいとした。これは、駆動電極ＤＥの幅があまりに小さい
と必要な検出感度が得られないからである。
【００８２】
ここで駆動電極ＤＥのｙ方向の配置ピッチを画素ピッチと同等とする。この場合のＶｃ
ｏｍ電極はｙ方向において画素ごとに短冊状にカットされている。
たとえばＶＧＡの画素配列の場合、縦方向（垂直方向）には７００本程度の画素ライン
があり、画素ラインごとに７００本の駆動電極が存在する。画素の書き込みはｙ方向の線
順次走査によって１ラインずつ行なうが、タッチ検出スキャンを考えると、書き込みの画
素ラインに印加されるＶｃｏｍ駆動信号だけで検出すると、Ｖｃｏｍ駆動電極が分割され
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ていない場合の１／７００の静電容量が被検出物の接近によって変化することを、１本の
ソース線ＳＬで検出する必要がある。このときの検出信号の変化が小さすぎて現実的なＳ
／Ｎ比が得られないことがある。
【００８３】
そこで、書き込みの画素ラインを１本ずつ駆動する表示スキャンとは別に、それ以外の
複数本の画素ラインにおいて、その駆動電極を複数本の束として同時に駆動することで、
タッチパネルの検出感度を上げることが可能である。
図１５に、その複数の駆動電極を同時に電位変動させて走査する方式を模式的に示す。
【００８４】
図１５において、横方向の短冊状のラインは画素ラインごとの駆動電極を示す。
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また、図１５（Ａ）において斜線により示すｋ本（ｋ＝７は一例であり、本数ｋは任意
）の画素ラインごとの駆動電極４３＿１〜４３＿ｋにより、駆動電極ＤＥが構成されてい
る。図１５（Ａ）〜（Ｃ）は、駆動電極ＤＥを１画素ライン単位で列方向にシフトさせた
ときの駆動電極ＤＥの推移を示す。
【００８５】
図１５（Ａ）の時間Ｔ１では、最初の１つ目の駆動電極４３＿０は、書き込み画素ライ
ンＷＰＬであるためタッチ検出スキャンでは非選択である。このとき２番目から８番目の
ラインに対応した駆動電極４３＿１〜４３＿ｋが選択されて同時に交流信号源ＡＳで検出
走査駆動されている。
次のサイクル（時間Ｔ２）では、書き込み画素ラインＷＰＬが次の駆動電極４３＿１に
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推移しており、このとき駆動電極ＤＥも１つの画素ライン分シフトし、３番目以降のｋ本
が選択されて、これがタッチ検出スキャンの駆動対象となっている。
同様に、その次のサイクル（時間Ｔ３）では、さらに書き込み画素ラインＷＰＬと駆動
電極ＤＥがそれぞれ１ライン分シフトし、４番目以降のｋ本がタッチ検出スキャンの駆動
対象となっている。以後、同様にシフトと交流駆動を繰り返す。
【００８６】
このように、書き込み対象の画素ラインに加えてそれ以外の画素ラインも同時に交流駆
動させ、その同時駆動する画素ラインの本数を大きくすることでタッチ検出の出力を上げ
ることが可能である。
たとえば１００本の画素ライン束ねて駆動電極ＤＥとして同時駆動する場合、画素ライ
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ンごとの駆動に比べて検出信号の感度が２桁ほど増加する。
また、このｋ本の駆動電極４３を束ねた駆動電極ＤＥを交流駆動し、そのシフト量をｋ
本の駆動電極４３の配置ピッチより十分小さくする。例えば、図示例のように１本の駆動
電極４３を単位としてタッチ検出時のシフトを行うと、駆動されている位置と駆動されて
いない位置の境界が固定されることがなくなり、境界起因の筋等が見えなくすることがで
きる。これにより、検出駆動電極の不可視化を実現することができる。
【００８７】
なお、図６〜図１２を用いて既に説明したスキャン方法を、この図１５の駆動電極４３
を束ねて同時駆動する方式において適用する場合、書き込み画素ラインＷＰＬを駆動電極
ＤＥが飛び越す際、あるいは、駆動電極のスキャンを間引いて、両者が重ならないように
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する際に、この駆動電極４３を基本単位として用いることができる。つまり、駆動電極の
スキャンを間引く量を、駆動電極４３の自然数倍で制御し、また、検出スキャン中の駆動
電極ＤＥと、書き込み中の書き込み画素ラインＷＰＬの距離を、この駆動電極４３の自然
数倍に対応させることができる。それ以外の基本的なスキャン方法は、図６〜図１２を用
いて既に説明したものと同様である。
【００８８】
＜６．電子機器への応用例＞
次に、図１６〜図１９を参照して、上記第１〜第３の実施の形態および変形例１,２で
説明した表示装置の応用例について説明する。上記第１〜第３の実施の形態および変形例
１,２に関わる表示装置は、テレビジョン装置、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコ
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ンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラなどのあらゆる分野の電子
機器に適用することが可能である。言い換えると、上記第１〜第３の実施の形態および変
形例１,２に関わる表示装置は、外部から入力された映像信号あるいは内部で生成した映
像信号を、画像あるいは映像として表示するあらゆる分野の電子機器に適用することが可
能である。ここでは、その主な電子機器について説明する。
【００８９】
図１６は本発明が適用されたデジタルカメラを示し、（Ａ）が正面図であり（Ｂ）が背
面図である。
図１６に図解するデジタルカメラ３１０は、保護カバー３１４内の撮像レンズ、フラッ
シュ用の発光部３１１、表示部３１３、コントロールスイッチ、メニュースイッチ、シャ
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ッター３１２等を有する。デジタルカメラ３１０は、上記第１〜第３の実施の形態および
変形例１,２で説明したタッチセンサの機能を有する表示装置を、表示部３１３に用いる
ことにより作製される。
【００９０】
図１７は本発明が適用されたノート型パーソナルコンピュータを示す。
図１７に図解するパーソナルコンピュータ３４０は、本体３４１に、文字等を入力する
とき操作されるキーボード３４２を有し、本体カバーには画像を表示する表示部３４３を
有する。パーソナルコンピュータ３４０は、上記第１〜第３の実施の形態および変形例１
,２で説明したタッチセンサの機能を有する表示装置を、表示部３４３に用いることによ
り作製される。
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【００９１】
図１８は本発明が適用されたビデオカメラを示す。
図１８に図解するビデオカメラ３２０は、本体部３２１、前方を向いた側面に設けられ
た被写体撮影用のレンズ３２２、撮影時のスタート／ストップスイッチ３２３、モニター
３２４等を有する。ビデオカメラ３２０は、上記第１〜第３の実施の形態および変形例１
,２で説明したタッチセンサの機能を有する表示装置を、モニター３２４に用いることに
より作製される。
【００９２】
図１９は本発明が適用された携帯端末装置を示し、（Ａ）が開いた状態を表し、（Ｂ）
が閉じた状態を表している。
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図１９に図解する携帯端末装置３３０は、上側筐体３３１、下側筐体３３２、連結部（
ここではヒンジ部）３３３、ディスプレイ３３４、サブディスプレイ３３５、ピクチャー
ライト３３６、カメラ３３７等を有する。携帯端末装置３３０は、上記第１〜第３の実施
の形態および変形例１,２で説明したタッチセンサ付の表示パネルを有する表示装置を、
ディスプレイ３３４やサブディスプレイ３３５に用いることにより作製される。
【００９３】
以上のように、本発明の実施の形態によれば、接触による操作時のレイテンシィを改善
した表示装置と、その駆動方法ならび電子機器を提供することができる。
【符号の説明】
10

【００９４】
１…液晶表示装置、２…駆動基板、２２…画素電極、４…対向基板、４２…カラーフィ
ルタ、４３…駆動電極、６…液晶層、８…接触検出部、９…駆動制御部、ＤＥ…駆動電極
、ＳＬ…センサ線、ＳＣＮ…走査線、ＡＳ…交流信号源、ＷＰＬ…書き込み画素ライン
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