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(57)【要約】
【課題】表示品位の低下が抑制されたタッチパネルを提
供する。
【解決手段】タッチセンサと、表示素子と、を有するタ
ッチパネルであり、タッチセンサは、トランジスタ及び
検知素子を有し、トランジスタ及び検知素子は電気的に
接続し、検知素子は、一対の電極と、誘電体層と、を有
し、誘電体層は、一対の電極の間に位置し、一対の電極
の一方は、島状の電極であり、表示素子は、タッチセン
サ側に向けて表示を行うことができ、島状の電極は、表
示素子の表示領域と重ならない、タッチパネル。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチセンサと、表示素子と、を有するタッチパネルであり、
　前記タッチセンサは、トランジスタ及び検知素子を有し、
　前記トランジスタ及び前記検知素子は電気的に接続し、
　前記検知素子は、一対の電極と、誘電体層と、を有し、
　前記誘電体層は、前記一対の電極の間に位置し、
　前記一対の電極の一方は、島状の電極であり、
　前記表示素子は、前記タッチセンサ側に向けて表示を行うことができ、
　前記島状の電極は、前記表示素子の表示領域と重ならない、タッチパネル。
【請求項２】
　可撓性を有する、請求項１に記載のタッチパネル。
【請求項３】
　請求項１又は２のいずれか一項において、
　遮光層を有し、
　前記遮光層は、前記タッチセンサと前記表示素子の間に位置し、
　前記遮光層は、前記タッチセンサが有するトランジスタと重なる部分を有する、タッチ
パネル。
【請求項４】
　タッチセンサと、表示素子と、絶縁膜と、を有するタッチパネルであり、
　前記タッチセンサは、トランジスタ及び検知素子を有し、
　前記トランジスタ及び前記検知素子は電気的に接続し、
　前記検知素子は、一対の電極と、誘電体層と、を有し、
　前記誘電体層は、前記一対の電極の間に位置し、
　前記一対の電極の一方は、島状の電極であり、
　前記表示素子は、前記タッチセンサ側に向けて表示を行うことができ、
　前記表示素子は、第１の電極、第２の電極、及び発光性の有機化合物を含む層を有し、
　前記発光性の有機化合物を含む層は、前記第１の電極及び前記第２の電極の間に位置し
、
　前記絶縁膜は、前記第１の電極の端部を覆い、
　前記絶縁膜は、前記タッチセンサが有するトランジスタと重なる部分を有し、
　前記島状の電極の開口部は、前記絶縁膜の開口部と重なる、タッチパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の一態様は、タッチセンサに関する。特に、可撓性を有するタッチセンサに関する
。また、本発明の一態様は、タッチパネルに関する。特に、可撓性を有するタッチパネル
に関する。
【０００２】
なお、本発明の一態様は、上記の技術分野に限定されない。本明細書等で開示する発明の
一態様は、物、方法、又は、製造方法に関する。本発明の一態様は、プロセス、マシン、
マニュファクチャ、又は、組成物（コンポジション・オブ・マター）に関する。そのため
、より具体的に本明細書で開示する発明の一態様の技術分野としては、半導体装置、表示
装置、発光装置、蓄電装置、記憶装置、電子機器、照明装置、それらの駆動方法、又は、
それらの製造方法、を一例として挙げることができる。
【０００３】
なお、本明細書等において、半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装
置全般を指す。トランジスタなどの半導体素子をはじめ、半導体回路、演算装置、記憶装
置は、半導体装置の一態様である。撮像装置、表示装置、液晶表示装置、発光装置、電気
光学装置、発電装置（薄膜太陽電池、有機薄膜太陽電池等を含む）、及び電子機器は、半
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導体装置を有している場合がある。
【背景技術】
【０００４】
可撓性を有する基板（以下、可撓性基板とも記す）上に半導体素子、表示素子、発光素子
などの機能素子が設けられたフレキシブルデバイスの開発が進められている。フレキシブ
ルデバイスの代表的な例としては、照明装置、画像表示装置の他、トランジスタなどの半
導体素子を有する種々の半導体回路などが挙げられる。
【０００５】
特許文献１には、フィルム基板上に、スイッチング素子であるトランジスタや有機ＥＬ（
Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）素子を備えたフレキシブルなアクティブマト
リクス方式の発光装置が開示されている。
【０００６】
また、表示装置は様々な用途への応用が期待されており、多様化が求められている。例え
ば、携帯情報端末として、タッチパネルを備えるスマートフォンやタブレット端末の開発
が進められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－１７４１５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
可撓性を有する表示パネルに、ユーザインターフェースとして画面に指等で触れることで
入力する機能を付加した可撓性を有するタッチパネルが望まれている。
【０００９】
本発明の一態様は、可撓性を有するタッチセンサ、もしくは可撓性を有するタッチパネル
を提供することを目的の一とする。または、本発明の一態様は、軽量なタッチパネルを提
供することを目的の一とする。または、本発明の一態様は、厚さの薄いタッチパネルを提
供することを目的の一とする。または、本発明の一態様は、検出感度の高いタッチパネル
を提供することを目的の一とする。または、本発明の一態様は、タッチセンサもしくはタ
ッチパネルの薄型化と、高い検出感度を両立することを目的の一とする。または、本発明
の一態様は、大型のタッチパネルに用いることができるタッチセンサを提供することを目
的の一とする。または、本発明の一態様は、大型のタッチパネルを提供することを目的の
一とする。
【００１０】
または、本発明の一態様は、工程数の少ない、タッチセンサの作製方法を提供することを
目的の一とする。
【００１１】
または、本発明の一態様は、表示品位の低下が抑制されたタッチパネルを提供することを
目的の一とする。または、本発明の一態様は、信頼性の高いタッチパネルを提供すること
を目的の一とする。または、本発明の一態様は、繰り返しの曲げに強いタッチパネルを提
供することを目的の一とする。または、本発明の一態様は、新規な半導体装置、発光装置
、表示装置、タッチセンサ、タッチパネル、電子機器、又は照明装置を提供することを目
的の一とする。
【００１２】
なお、これらの課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一
態様は、これらの課題の全てを解決する必要はないものとする。なお、これら以外の課題
は、明細書、図面、請求項などの記載から、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図
面、請求項などの記載から、これら以外の課題を抽出することが可能である。
【課題を解決するための手段】
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【００１３】
本発明の一態様は、トランジスタ及び検知素子を有する、アクティブマトリクス方式のタ
ッチセンサである。該トランジスタ及び該検知素子は電気的に接続する。
【００１４】
また、本発明の一態様は、タッチセンサと、表示素子と、を有するタッチパネルであり、
タッチセンサは、トランジスタ及び検知素子を有し、トランジスタ及び検知素子は電気的
に接続し、検知素子は、一対の電極と、誘電体層と、を有し、誘電体層は、一対の電極の
間に位置し、一対の電極の一方は、島状の電極であり、表示素子は、タッチセンサ側に向
けて表示を行うことができ、島状の電極は、表示素子の表示領域と重ならない、タッチパ
ネルである。
【００１５】
上記各構成のタッチパネルは、可撓性を有することが好ましい。
【００１６】
上記構成において、遮光層を有し、遮光層は、タッチセンサと表示素子の間に位置し、遮
光層は、タッチセンサが有するトランジスタと重なる部分を有することが好ましい。また
、遮光層は、島状の電極と重なる部分を有することが好ましい。
【００１７】
また、本発明の一態様は、タッチセンサと、表示素子と、絶縁膜と、を有するタッチパネ
ルであり、タッチセンサは、トランジスタ及び検知素子を有し、トランジスタ及び検知素
子は電気的に接続し、検知素子は、一対の電極と、誘電体層と、を有し、誘電体層は、一
対の電極の間に位置し、一対の電極の一方は、島状の電極であり、表示素子は、タッチセ
ンサ側に向けて表示を行うことができ、表示素子は、第１の電極、第２の電極、及び発光
性の有機化合物を含む層を有し、発光性の有機化合物を含む層は、第１の電極及び第２の
電極の間に位置し、絶縁膜は、第１の電極の端部を覆い、絶縁膜は、タッチセンサが有す
るトランジスタと重なる部分を有し、島状の電極の開口部は、絶縁膜の開口部と重なる、
タッチパネルである。
【００１８】
なお、本明細書中における発光装置とは、発光素子を用いた表示装置を含む。また、発光
素子にコネクター、例えば異方導電性フィルム、もしくはＴＣＰ（Ｔａｐｅ　Ｃａｒｒｉ
ｅｒ　Ｐａｃｋａｇｅ）が取り付けられたモジュール、ＴＣＰの先にプリント配線板が設
けられたモジュール、又は発光素子にＣＯＧ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）方式により
ＩＣ（集積回路）が直接実装されたモジュールは発光装置を有する場合がある。さらに、
照明器具等も、発光装置を含む場合がある。
【発明の効果】
【００１９】
本発明の一態様では、可撓性を有するタッチセンサ、もしくは可撓性を有するタッチパネ
ルを提供することができる。または、本発明の一態様では、軽量なタッチセンサもしくは
タッチパネルを提供することができる。または、本発明の一態様では、厚さの薄いタッチ
センサもしくはタッチパネルを提供することができる。または、本発明の一態様では、検
出感度の高いタッチセンサもしくはタッチパネルを提供することができる。または、本発
明の一態様では、タッチセンサもしくはタッチパネルの薄型化と、高い検出感度を両立す
ることができる。または、本発明の一態様では、大型のタッチパネルに用いることができ
るタッチセンサを提供することができる。または、本発明の一態様では、大型のタッチパ
ネルを提供することができる。
【００２０】
または、本発明の一態様では、工程数の少ない、タッチセンサの作製方法を提供すること
ができる。
【００２１】
または、本発明の一態様では、表示品位の低下が抑制されたタッチパネルを提供すること
ができる。また、本発明の一態様では、信頼性の高いタッチパネルを提供することができ
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る。本発明の一態様では、繰り返しの曲げに強いタッチパネルを提供することができる。
本発明の一態様では、新規な半導体装置、発光装置、表示装置、タッチセンサ、タッチパ
ネル、電子機器、又は照明装置を提供することができる。
【００２２】
なお、これらの効果の記載は、他の効果の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一
態様は、必ずしも、これらの効果の全てを有する必要はない。なお、これら以外の効果は
、明細書、図面、請求項などの記載から、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図面
、請求項などの記載から、これら以外の効果を抽出することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】タッチパネルの一例を示す図。
【図２】検知回路及び変換器の構成及び駆動方法の一例を示す図。
【図３】タッチパネルの一例を示す図。
【図４】タッチパネルの一例を示す図。
【図５】電子機器及び照明装置の一例を示す図。
【図６】電子機器の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下の説明に限定さ
れず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し
得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に示す実施の形態の
記載内容に限定して解釈されるものではない。
【００２５】
なお、以下に説明する発明の構成において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同
一の符号を異なる図面間で共通して用い、その繰り返しの説明は省略する。また、同様の
機能を指す場合には、ハッチパターンを同じくし、特に符号を付さない場合がある。
【００２６】
また、図面等において示す各構成の、位置、大きさ、範囲などは、理解の簡単のため、実
際の位置、大きさ、範囲などを表していない場合がある。このため、開示する発明は、必
ずしも、図面等に開示された位置、大きさ、範囲などに限定されない。
【００２７】
また、本明細書にて用いる「第１」、「第２」、「第３」という序数詞は、構成要素の混
同を避けるために付したものであり、数的に限定するものではないことを付記する。
【００２８】
また、本明細書において、「上に」、「下に」などの配置を示す語句は、構成同士の位置
関係を、図面を参照して説明するために、便宜上用いている。また、構成同士の位置関係
は、各構成を描写する方向に応じて適宜変化するものである。従って、明細書で説明した
語句に限定されず、状況に応じて適切に言い換えることができる。
【００２９】
また、本明細書等において、トランジスタとは、ゲートと、ドレインと、ソースとを含む
少なくとも三つの端子を有する素子である。そして、ドレイン（ドレイン端子、ドレイン
領域又はドレイン電極）とソース（ソース端子、ソース領域又はソース電極）の間にチャ
ネル領域を有しており、ドレインとチャネル領域とソースとを介して電流を流すことがで
きるものである。なお、本明細書等において、チャネル領域とは、電流が主として流れる
領域をいう。
【００３０】
また、ソースやドレインの機能は、異なる極性のトランジスタを採用する場合や、回路動
作において電流の方向が変化する場合などには入れ替わることがある。このため、本明細
書等においては、ソースやドレインの用語は、入れ替えて用いることができるものとする
。



(6) JP 2015-187852 A 2015.10.29

10

20

30

40

50

【００３１】
また、本明細書等において、「電気的に接続」には、「何らかの電気的作用を有するもの
」を介して接続されている場合が含まれる。ここで、「何らかの電気的作用を有するもの
」は、接続対象間での電気信号の授受を可能とするものであれば、特に制限を受けない。
例えば、「何らかの電気的作用を有するもの」には、電極や配線をはじめ、トランジスタ
などのスイッチング素子、抵抗素子、インダクタ、キャパシタ、その他の各種機能を有す
る素子などが含まれる。
【００３２】
（実施の形態１）
本実施の形態では、本発明の一態様のタッチパネルについて説明する。
【００３３】
本発明の一態様のタッチパネルは、一対の基板間にアクティブマトリクス方式のタッチセ
ンサと表示素子と、を有する。タッチセンサは、例えば、静電容量方式であってもよい。
【００３４】
センサ部と表示部を重ねて有するタッチパネルにおいて、静電容量方式のタッチセンサを
構成する配線や電極と、表示部を構成する配線や電極との間には、寄生容量が形成される
場合がある。この寄生容量によって、指などを近づけた際の容量変化が小さくなり、タッ
チセンサの検出感度が低下する恐れがある。また、表示素子を駆動させたときに生じるノ
イズが、寄生容量を通してタッチセンサ側に伝わることでも、タッチセンサの検出感度が
低下する恐れがある。
【００３５】
また、センサ部と表示部の距離を十分広くすることで、寄生容量やノイズの影響を避け、
タッチセンサの検出感度の低下を抑制することができるが、タッチパネル全体の厚さが厚
くなる場合がある。
【００３６】
本発明の一態様では、アクティブマトリクス方式のタッチセンサを提供する。該タッチセ
ンサは、トランジスタ及び検知素子を有する。該トランジスタ及び該検知素子は電気的に
接続する。
【００３７】
具体的には、本発明の一態様は、トランジスタ及び検知素子を有するタッチセンサであり
、トランジスタ及び検知素子は電気的に接続し、検知素子は、一対の電極と、誘電体層と
、を有し、誘電体層は、一対の電極の間に位置する、タッチセンサである。
【００３８】
トランジスタの導電体層と検知素子の電極を同一工程で成膜することで、少ない工程数で
タッチセンサを作製することができ、好ましい。これにより、タッチパネルを作製するた
めの工程数が少なくなり、製造コストを低減させることができる。
【００３９】
検知素子の電極と同一工程で成膜する層は、例えば、トランジスタのゲート電極、ソース
電極、ドレイン電極、又は配線等が挙げられる。
【００４０】
本発明の一態様のアクティブマトリクス方式のタッチセンサは、検知素子を構成する電極
と、読み出し配線と、を別の層で形成することができる。読み出し配線を細い幅で形成す
ることで、寄生容量を小さくできる。これにより、タッチセンサの検出感度の低下を抑制
できる。また、寄生容量が形成されることにより、検出信号の振幅が小さくなり、検出感
度が低下する場合がある。本発明の一態様では、検出信号を増幅して出力させることで、
寄生容量の影響を抑制することができる。
【００４１】
本発明の一態様のタッチパネルは、アクティブマトリクス方式のタッチセンサを用いるこ
とで、センサ部と表示部の距離を狭くし、タッチパネルを薄型化することができる。また
、２枚の基板の間にタッチセンサ及び表示素子を配置することができることからも、タッ
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チパネルを薄型化することができる。ここで、本発明の一態様のタッチセンサを用いるこ
とで、センサ部と表示部の距離を狭くしても、タッチセンサの検出感度の低下を抑制でき
る。したがって、本発明の一態様では、タッチセンサもしくはタッチパネルの薄型化と、
高い検出感度を両立することができる。また、一対の基板に可撓性を有する材料を用いる
ことで、可撓性を有するタッチパネルとすることもできる。また、本発明の一態様では、
繰り返しの曲げに強いタッチパネルを提供することができる。または、大型のタッチパネ
ルを提供することができる。
【００４２】
＜タッチパネルの構成例＞
図１は本発明の一態様のタッチパネルの構成を説明する投影図である。図１（Ａ）は本発
明の一態様のタッチパネル５００の投影図であり、図１（Ｂ）はタッチパネル５００が備
える検知ユニット１０Ｕの構成を説明する投影図である。
【００４３】
図１（Ａ）に示すタッチパネル５００は、入力装置１００と、表示部５０１と、を有する
。
【００４４】
入力装置１００は、可撓性を有する。入力装置１００は、走査線Ｇ１、信号線ＤＬ、第１
の基材１６、及び複数の検知ユニット１０Ｕを有する。図１（Ｂ）に示す検知ユニット１
０Ｕは、可視光を透過する窓部１４を具備し、且つマトリクス状に配設される。走査線Ｇ
１は、行方向（図中に矢印Ｒで示す）に配置される複数の検知ユニット１０Ｕと電気的に
接続する。信号線ＤＬは、列方向（図中に矢印Ｃで示す）に配置される複数の検知ユニッ
ト１０Ｕと電気的に接続する。第１の基材１６は、可撓性を有する。第１の基材１６は、
検知ユニット１０Ｕ、走査線Ｇ１、及び信号線ＤＬを支持する。また、駆動回路ＧＤと変
換器ＣＯＮＶを有していてもよい。同一の工程で形成できるトランジスタを用いて、複数
の検知ユニット１０Ｕ、駆動回路ＧＤ、及び変換器ＣＯＮＶを構成することができる。
【００４５】
表示部５０１は、第２の基材５１０と、複数の画素５０２と、を有する。複数の画素５０
２は、窓部１４に重なり且つマトリクス状に配設される。第２の基材５１０は、可撓性を
有する。第２の基材５１０は、複数の画素５０２を支持する（図１（Ｃ））。
【００４６】
検知ユニット１０Ｕは、窓部１４に重なる検知素子Ｃ１及び検知素子Ｃ１と電気的に接続
される検知回路１９を備える（図１（Ｂ））。
【００４７】
検知素子Ｃ１は、一対の電極である、第１の電極１１及び第２の電極１２を有する。
【００４８】
検知回路１９は、選択信号を供給され且つ検知素子Ｃ１の容量又は寄生する容量の大きさ
の変化に基づいて検知信号ＤＡＴＡを供給する。
【００４９】
走査線Ｇ１は、選択信号を供給することができる。信号線ＤＬは、検知信号ＤＡＴＡを供
給することができる。検知回路１９は、複数の窓部１４の間隙に重なるように配置される
。
【００５０】
また、本実施の形態で説明するタッチパネル５００は、検知ユニット１０Ｕ及び検知ユニ
ット１０Ｕの窓部１４と重なる画素５０２の間に、着色層を備える。
【００５１】
本実施の形態で説明するタッチパネル５００は、可視光を透過する窓部１４を具備する検
知ユニット１０Ｕを複数備える可撓性の入力装置１００と、窓部１４に重なる画素５０２
を複数備える可撓性の表示部５０１と、を有し、窓部１４と画素５０２の間に着色層を含
んで構成される。
【００５２】
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これにより、タッチパネルは容量又は寄生する容量の大きさの変化に基づく検知信号と、
該検知信号を供給する検知ユニットの位置情報と、を供給すること、検知ユニットの位置
情報と関連付けられた画像情報を表示すること、並びに曲げることができる。その結果、
利便性又は信頼性に優れた新規なタッチパネルを提供することができる。
【００５３】
また、タッチパネル５００は、入力装置１００が供給する信号を供給されるフレキシブル
基板ＦＰＣ１又は／及び画像情報を含む信号を表示部５０１に供給するフレキシブル基板
ＦＰＣ２を備えていてもよい。
【００５４】
また、傷の発生を防いでタッチパネル５００を保護する保護層１７ｐ又は／及びタッチパ
ネル５００が反射する外光の強度を弱める反射防止層５６７ｐを備えていてもよい。
【００５５】
また、タッチパネル５００は、表示部５０１の走査線に選択信号を供給する走査線駆動回
路５０３ｇ、信号を供給する配線５１１及びフレキシブル基板ＦＰＣ２と電気的に接続さ
れる端子５１９を有する。
【００５６】
以下に、タッチパネル５００を構成する個々の要素について説明する。なお、これらの構
成は明確に分離できず、一つの構成が他の構成を兼ねる場合や他の構成の一部を含む場合
がある。
【００５７】
例えば、複数の窓部１４に重なる位置に着色層を備える入力装置１００は、入力装置１０
０であるとともにカラーフィルタでもある。
【００５８】
また、例えば入力装置１００が表示部５０１に重ねられたタッチパネル５００は、入力装
置１００であるとともに表示部５０１でもある。
【００５９】
入力装置１００は複数の検知ユニット１０Ｕ及び検知ユニットを支持する可撓性の基材１
６を備える。例えば、４０行１５列のマトリクス状に複数の検知ユニット１０Ｕを可撓性
の基材１６に配設する。
【００６０】
具体的には、横の寸法が７．６６８ｍｍ、縦の寸法が５．１１２ｍｍの検知ユニット１０
Ｕを、横の寸法が１１５．０２ｍｍ、縦の寸法が２０４．４８ｍｍの矩形の領域に、４０
行１５列のマトリクス状に配置することができる。
【００６１】
窓部１４は可視光を透過する。
【００６２】
例えば、可視光を透過する材料または可視光を透過する程度に薄い材料を用いた基材１６
、検知素子Ｃ１、及び可撓性の保護基材１７を、可視光の透過を妨げないように重ねて配
置して、窓部１４を構成すればよい。
【００６３】
例えば、可視光を透過しない材料に開口部を設けて用いてもよい。具体的には、矩形など
さまざまな形の開口部を１つまたは複数設けて用いてもよい。
【００６４】
窓部１４に重なる位置に所定の色の光を透過する着色層を備える。例えば、青色の光を透
過する着色層ＣＦＢ、緑色の光を透過する着色層ＣＦＧ又は赤色の光を透過する着色層Ｃ
ＦＲを備える（図１（Ｂ））。
【００６５】
なお、青色、緑色又は／及び赤色に加えて、白色の光を透過する着色層又は黄色の光を透
過する着色層などさまざまな色の光を透過する着色層を備えることができる。
【００６６】
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着色層に金属材料、樹脂材料、顔料又は染料等を用いることができる。
【００６７】
窓部１４を囲むように遮光層ＢＭを備える。遮光層ＢＭは窓部１４より光を透過しにくい
。なお、本明細書等では、遮光層にブラックマトリクスを用いる例を示し、符号ＢＭを付
すこととする。
【００６８】
カーボンブラック、金属酸化物、複数の金属酸化物の固溶体を含む複合酸化物等を遮光層
ＢＭに用いることができる。
【００６９】
遮光層ＢＭと重なる位置に走査線Ｇ１、信号線ＤＬ、配線ＶＰＩ、配線ＲＥＳ及び配線Ｖ
ＲＥＳ並びに検知回路１９を備える。
【００７０】
なお、着色層及び遮光層ＢＭを覆う透光性のオーバーコートを備えることができる。
【００７１】
有機材料、無機材料又は有機材料と無機材料の複合材料を可撓性の基材１６、基材５１０
に用いることができる。
【００７２】
５μｍ以上２５００μｍ以下、好ましくは５μｍ以上６８０μｍ以下、より好ましくは５
μｍ以上１７０μｍ以下、より好ましくは５μｍ以上４５μｍ以下、より好ましくは８μ
ｍ以上２５μｍ以下の厚さを有する材料を、基材１６や基材５１０に用いることができる
。
【００７３】
また、不純物の透過が抑制された材料を基材１６や基材５１０に好適に用いることができ
る。例えば、水蒸気の透過率が１０－５ｇ／（ｍ２・ｄａｙ）以下、好ましくは１０－６

ｇ／（ｍ２・ｄａｙ）以下である材料を好適に用いることができる。
【００７４】
また、基材５１０と基材１６には、互いに線膨張率がおよそ等しい材料を好適に用いるこ
とができる。例えば、線膨張率が１×１０－３／Ｋ以下、好ましくは５×１０－５／Ｋ以
下、より好ましくは１×１０－５／Ｋ以下である材料を好適に用いることができる。
【００７５】
例えば、樹脂、樹脂フィルム又はプラスチックフィルム等の有機材料を、基材１６や基材
５１０に用いることができる。
【００７６】
例えば、金属板又は厚さ１０μｍ以上５０μｍ以下の薄板状のガラス板等の無機材料を、
基材１６や基材５１０に用いることができる。
【００７７】
例えば、金属板、薄板状のガラス板又は無機材料の膜を、樹脂層を用いて樹脂フィルム等
に貼り合せて形成された複合材料を、基材１６や基材５１０に用いることができる。
【００７８】
例えば、繊維状又は粒子状の金属、ガラスもしくは無機材料を樹脂又は樹脂フィルムに分
散した複合材料を、基材１６や基材５１０に用いることができる。
【００７９】
例えば、熱硬化性樹脂や紫外線硬化樹脂を樹脂層に用いることができる。
【００８０】
具体的には、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリイミド、ポリカーボネー
トもしくはアクリル樹脂等の樹脂フィルム又は樹脂板を用いることができる。
【００８１】
具体的には、無アルカリガラス、ソーダ石灰ガラス、カリガラスもしくはクリスタルガラ
ス等を用いることができる。
【００８２】
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具体的には、金属酸化物膜、金属窒化物膜もしくは金属酸窒化物膜等を用いることができ
る。例えば、酸化珪素膜、窒化珪素膜、酸窒化珪素膜、アルミナ膜等を適用できる。
【００８３】
具体的には、開口部が設けられたＳＵＳ又はアルミニウム等を用いることができる。
【００８４】
具体的には、アクリル、ウレタン、エポキシ、又はシロキサン結合を有する樹脂などの樹
脂を用いることができる。
【００８５】
例えば、可撓性基板と、不純物の拡散を防ぐ絶縁膜と、可撓性基板及び絶縁膜を貼り合わ
せる接着層と、が積層された積層体を基材１６や基材５１０に好適に用いることができる
。
【００８６】
具体的には、６００ｎｍの酸化窒化珪素膜及び厚さ２００ｎｍの窒化珪素膜の積層を、不
純物の拡散を防ぐ絶縁膜として有していてもよい。
【００８７】
具体的には、厚さ６００ｎｍの酸化窒化珪素膜、厚さ２００ｎｍの窒化珪素膜、厚さ２０
０ｎｍの酸化窒化珪素膜、厚さ１４０ｎｍの窒化酸化珪素膜及び厚さ１００ｎｍの酸化窒
化珪素膜の積層を、不純物の拡散を防ぐ絶縁膜として有していてもよい。
【００８８】
ポリエステル、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリイミド、ポリカーボネートもしくはア
クリル等の樹脂フィルム、樹脂板又は積層体等を可撓性基板に用いることができる。
【００８９】
例えば、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリアミド（ナイロン、アラミド等）、ポリイ
ミド、ポリカーボネート、又はアクリル、ウレタン、エポキシもしくはシロキサン結合を
有する樹脂を含む材料を接着層に用いることができる。
【００９０】
可撓性の保護基材１７又は／及び保護層１７ｐを備えることができる。可撓性の保護基材
１７又は保護層１７ｐは傷の発生を防いで入力装置１００を保護する。
【００９１】
例えば、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリイミド、ポリカーボネートも
しくはアクリル樹脂等の樹脂フィルム、樹脂板又は積層体等を保護基材１７に用いること
ができる。
【００９２】
例えば、ハードコート層又はセラミックコート層を保護層１７ｐに用いることができる。
具体的には、ＵＶ硬化樹脂又は酸化アルミニウムを含む層を形成してもよい。
【００９３】
表示部５０１は、マトリクス状に配置された複数の画素５０２を備える（図１（Ｃ））。
例えば、画素５０２は副画素５０２Ｂ、副画素５０２Ｇ及び副画素５０２Ｒを含み、それ
ぞれの副画素は表示素子と表示素子を駆動する画素回路を備える。
【００９４】
横の寸法が１１５．０２ｍｍ、縦の寸法が１９８．７２ｍｍの矩形の領域に、横の寸法が
３５．５μｍ、縦の寸法が１０６．５μｍの副画素を３つ備える画素を横方向に１０８０
個、縦方向に１９２０個、マトリクス状に配置してもよい。なお、対角の長さが９．２イ
ンチであり、画素の開口率を５６．０％にしてもよい。
【００９５】
なお、画素５０２の副画素５０２Ｂは着色層ＣＦＢと重なる位置に配置され、副画素５０
２Ｇは着色層ＣＦＧと重なる位置に配置され、副画素５０２Ｒは着色層ＣＦＲと重なる位
置に配置される。
【００９６】
本実施の形態では、白色の光を射出する有機ＥＬ素子を表示素子に適用する場合について
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説明するが、表示素子はこれに限られない。
【００９７】
例えば、副画素毎に射出する光の色が異なるように、発光色が異なる有機ＥＬ素子を副画
素毎に適用してもよい。
【００９８】
また、有機ＥＬ素子の他、電気泳動方式や電子粉流体（登録商標）方式やエレクトロウェ
ッティング方式などにより表示を行う表示素子（電子インクともいう）、シャッター方式
のＭＥＭＳ表示素子、光干渉方式のＭＥＭＳ表示素子、液晶素子など、様々な表示素子を
表示素子に用いることができる。
【００９９】
また、透過型液晶ディスプレイ、半透過型液晶ディスプレイ、反射型液晶ディスプレイ、
直視型液晶ディスプレイなどにも適用できる。なお、半透過型液晶ディスプレイや反射型
液晶ディスプレイを実現する場合には、画素電極の一部、又は、全部が、反射電極として
の機能を有するようにすればよい。例えば、画素電極の一部、又は、全部が、アルミニウ
ム、銀、などを有するようにすればよい。さらに、その場合、反射電極の下に、ＳＲＡＭ
などの記憶回路を設けることも可能である。これにより、さらに、消費電力を低減するこ
とができる。また、適用する表示素子に好適な構成を様々な画素回路から選択して用いる
ことができる。
【０１００】
また、表示部において、画素に能動素子（アクティブ素子、非線形素子）を有するアクテ
ィブマトリクス方式、又は、画素に能動素子を有しないパッシブマトリクス方式を用いる
ことができる。
【０１０１】
アクティブマトリクス方式では、能動素子として、トランジスタだけでなく、さまざまな
能動素子を用いることができる。例えば、ＭＩＭ（Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ　Ｍ
ｅｔａｌ）、又はＴＦＤ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｄｉｏｄｅ）などを用いることも可能で
ある。これらの素子は、製造工程が少ないため、製造コストの低減、又は歩留まりの向上
を図ることができる。または、これらの素子は、素子のサイズが小さいため、開口率を向
上させることができ、低消費電力化や高輝度化を図ることができる。
【０１０２】
パッシブマトリクス方式は、能動素子を用いないため、製造工程が少なく、製造コストの
低減、又は歩留まりの向上を図ることができる。または、能動素子を用いないため、開口
率を向上させることができ、低消費電力化、又は高輝度化などを図ることができる。
【０１０３】
表示部５０１は、反射防止層５６７ｐを画素に重なる位置に備えていてもよい。反射防止
層５６７ｐとして、例えば円偏光板を用いることができる。
【０１０４】
表示部５０１は、信号を供給することができる配線５１１を備え、端子５１９が配線５１
１に設けられている。なお、画像信号及び同期信号等の信号を供給することができるフレ
キシブル基板ＦＰＣ２が端子５１９に電気的に接続されている。
【０１０５】
なお、フレキシブル基板ＦＰＣ２にはプリント配線基板（ＰＷＢ）が取り付けられていて
も良い。
【０１０６】
《検知素子Ｃ１》
本実施の形態で示す検知素子Ｃ１は、一対の電極として第１の電極１１及び第２の電極１
２を有する。一対の電極間には、誘電体層を有する。
【０１０７】
第１の電極１１は他の領域から分離されるように、例えば島状に形成される。特に、タッ
チパネル５００の使用者に第１の電極１１が識別されないように、第１の電極１１と同一
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の工程で作製することができる層を第１の電極１１に近接して配置する構成が好ましい。
より好ましくは、第１の電極１１及び第１の電極１１に近接して配置する層の間隙に配置
する窓部１４の数をできるだけ少なくするとよい。特に、当該間隙に窓部１４を配置しな
い構成が好ましい。
【０１０８】
第１の電極１１と重なるように第２の電極１２を備え、第１の電極１１と第２の電極１２
の間に誘電体層を備える。
【０１０９】
例えば、大気中において、検知素子Ｃ１の一対の電極のどちらかに、大気と異なる誘電率
を有するものが近づくと、容量が形成され、形成された容量が回路に寄生する。具体的に
は、指などが検知素子Ｃ１の第２の電極１２に近づくと、第２の電極１２と指などの間に
容量が形成される。そして、形成された容量が検知素子Ｃ１と電気的に接続される回路に
寄生して、検知回路の動作を変化させる。これにより、検知素子Ｃ１を近接検知器に用い
ることができる。
【０１１０】
例えば、変形することができる検知素子Ｃ１の容量は、変形に伴い変化する。
【０１１１】
具体的には、指などが検知素子Ｃ１に触れることにより、一対の電極の間隔が狭くなると
、検知素子Ｃ１の容量は大きくなる。これにより、検知素子Ｃ１を接触検知器に用いるこ
とができる。その結果、例えば、筆圧などを検知することができる。
【０１１２】
具体的には、検知素子Ｃ１を折り曲げることにより、一対の電極の間隔が狭くなる。これ
により、検知素子Ｃ１の容量は大きくなる。これにより、屈曲検知器に用いることができ
る。
【０１１３】
一対の電極は、導電性の材料を含む。
【０１１４】
例えば、無機導電性材料、有機導電性材料、金属又は導電性セラミックスなどを一対の電
極のそれぞれに用いることができる。
【０１１５】
具体的には、アルミニウム、クロム、銅、タンタル、チタン、モリブデン、タングステン
、ニッケル、銀又はマンガンから選ばれた金属元素、上述した金属元素を成分とする合金
又は上述した金属元素を組み合わせた合金などを用いることができる。
【０１１６】
又は、酸化インジウム、インジウム錫酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化亜鉛、ガリウ
ムを添加した酸化亜鉛などの導電性酸化物を用いることができる。
【０１１７】
又は、グラフェン又はグラファイトを用いることができる。グラフェンを含む膜は、例え
ば膜状に形成された酸化グラフェンを含む膜を還元して形成することができる。還元する
方法としては、熱を加える方法や還元剤を用いる方法等を挙げることができる。
【０１１８】
又は、導電性高分子を用いることができる。
【０１１９】
《検知回路１９及び変換器ＣＯＮＶ》
図２は本発明の一態様の検知ユニット１０Ｕ及び変換器ＣＯＮＶの構成及び駆動方法を説
明する図である。
【０１２０】
図２（Ａ）は本発明の一態様の検知ユニット１０Ｕ及び変換器ＣＯＮＶの構成を説明する
回路図であり、図２（Ｂ－１）及び図２（Ｂ－２）は駆動方法を説明するタイミングチャ
ートである。また、図２（Ｃ）に図２（Ａ）とは異なる変換器ＣＯＮＶを示す。
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【０１２１】
検知ユニット１０Ｕが備える検知回路１９は例えばトランジスタＭ１乃至トランジスタＭ
３を含む（図１及び図２（Ａ））。また、検知回路１９は電源電位及び信号を供給する配
線を含む。例えば、信号線ＤＬ、配線ＶＰＩ、配線ＣＳ、走査線Ｇ１、配線ＲＥＳ、及び
配線ＶＲＥＳなどを含む。
【０１２２】
なお、検知回路１９を窓部１４と重ならない領域に配置してもよい。例えば、窓部１４と
重ならない領域に配線を配置することにより、検知ユニット１０Ｕの一方の側から他方の
側にあるものを視認し易くできる。
【０１２３】
また、トランジスタＭ１乃至トランジスタＭ３は半導体層を有する。例えば、４族の元素
、化合物半導体又は酸化物半導体を半導体層に用いることができる。具体的には、シリコ
ンを含む半導体、ガリウムヒ素を含む半導体又はインジウムを含む酸化物半導体などを適
用できる。
【０１２４】
例えば、同一の工程で形成することができるトランジスタをトランジスタＭ１乃至トラン
ジスタＭ３に用いることができる。
【０１２５】
トランジスタＭ１乃至トランジスタＭ３のいずれか一は、酸化物半導体層を有することが
好ましい。酸化物半導体層を有するトランジスタはオフ電流が小さいため、トランジスタ
Ｍ１は該酸化物半導体層を有することが特に好ましい。
【０１２６】
導電性を有する材料を配線に適用できる。
【０１２７】
例えば、無機導電性材料、有機導電性材料、金属又は導電性セラミックスなどを配線に用
いることができる。具体的には、検知素子の一対の電極に用いることができる材料と同一
の材料を適用できる。
【０１２８】
アルミニウム、金、白金、銀、ニッケル、チタン、タングステン、クロム、モリブデン、
鉄、コバルト、銅、又はパラジウム等の金属材料や、該金属材料を含む合金材料を走査線
Ｇ１、信号線ＤＬ、配線ＶＰＩ、配線ＲＥＳ、配線ＣＳ、及び配線ＶＲＥＳに用いること
ができる。
【０１２９】
基材１６に形成した膜を加工して、基材１６に検知回路１９を形成してもよい。
【０１３０】
又は、他の基材に形成された検知回路１９を基材１６に転置してもよい。
【０１３１】
検知ユニット１０Ｕが供給する検知信号ＤＡＴＡを変換してＦＰＣ１に供給することがで
きるさまざまな回路を、変換器ＣＯＮＶに用いることができる（図１（Ａ））。例えば、
トランジスタＭ４を変換器ＣＯＮＶに用いることができる。また図２（Ｃ）に示すように
、トランジスタＭ４、Ｍ５を変換器ＣＯＮＶに用いることができる。トランジスタＭ４の
ゲートは配線ＶＰＯＧと電気的に接続される。トランジスタＭ５の第１の電極は配線ＳＦ
－ＧＮＤと電気的に接続される。
【０１３２】
本発明の一態様の検知回路１９は、ゲートが検知素子Ｃ１の一方の電極（図１では第１の
電極１１）と電気的に接続され、第１の電極が配線ＶＰＩと電気的に接続されるトランジ
スタＭ１を備える（図２（Ａ））。配線ＶＰＩは、例えば接地電位を供給することができ
る。
【０１３３】
また、ゲートが走査線Ｇ１と電気的に接続され、第１の電極がトランジスタＭ１の第２の
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電極と電気的に接続され、第２の電極が信号線ＤＬと電気的に接続されるトランジスタＭ
２を備える構成であってもよい。走査線Ｇ１は、選択信号を供給することができる。信号
線ＤＬは、例えば検知信号ＤＡＴＡを供給することができる。
【０１３４】
また、ゲートが配線ＲＥＳと電気的に接続され、第１の電極が検知素子Ｃ１の一方の電極
（ここでは第１の電極１１）と電気的に接続され、第２の電極が配線ＶＲＥＳと電気的に
接続されるトランジスタＭ３を備える構成であってもよい。配線ＲＥＳは、リセット信号
を供給することができる。配線ＶＲＥＳは、例えばトランジスタＭ１を導通状態にするこ
とができる電位を供給することができる。
【０１３５】
検知素子Ｃ１の容量は、例えば、第１の電極１１又は第２の電極１２にものが近接するこ
と、もしくは第１の電極１１又は第２の電極１２の間隔が変化することにより変化する。
これにより、検知ユニット１０Ｕは検知素子Ｃ１の容量又は寄生する容量の大きさの変化
に基づく検知信号ＤＡＴＡを供給することができる。
【０１３６】
また、検知ユニット１０Ｕは、検知素子Ｃ１の他方の電極（ここでは第２の電極１２）の
電位を制御することができる制御信号を供給することができる配線ＣＳを備える。
【０１３７】
なお、検知素子Ｃ１の一方の電極（ここでは第１の電極１１）、トランジスタＭ１のゲー
ト及びトランジスタＭ３の第１の電極が電気的に接続される結節部をノードＡという。
【０１３８】
配線ＶＲＥＳは所定の電位を供給することができる。例えば、検知ユニット１０Ｕが備え
るトランジスタを導通状態にする電位を、当該トランジスタのゲートに供給することがで
きる。配線ＶＰＩは例えば接地電位を供給することができ、配線ＶＰＯ及び配線ＢＲは例
えば高電源電位を供給することができる。また、配線ＲＥＳはリセット信号を供給するこ
とができ、走査線Ｇ１は選択信号を供給することができる。また、信号線ＤＬは検知信号
ＤＡＴＡを供給することができ、端子ＯＵＴは検知信号ＤＡＴＡに基づいて変換された信
号を供給することができる。
【０１３９】
なお、検知信号ＤＡＴＡを変換して端子ＯＵＴに供給することができるさまざまな回路を
、変換器ＣＯＮＶに用いることができる。例えば、変換器ＣＯＮＶを検知回路１９と電気
的に接続することにより、ソースフォロワ回路又はカレントミラー回路などが構成される
ようにしてもよい。
【０１４０】
具体的には、トランジスタＭ４を用いた変換器ＣＯＮＶを用いて、ソースフォロワ回路を
構成できる（図２（Ａ））。また、図２（Ｃ）に示すように、変換器ＣＯＮＶは、トラン
ジスタＭ４、Ｍ５を有していてもよい。なお、トランジスタＭ１乃至トランジスタＭ３と
同一の工程で作製することができるトランジスタをトランジスタＭ４、Ｍ５に用いてもよ
い。
【０１４１】
前述の通り、本発明の一態様のアクティブマトリクス方式のタッチセンサは、検知素子を
構成する電極と、読み出し配線と、を別の層で形成することができる。図３（Ａ）に示す
ように、検知素子の一方の電極である第１の電極１１と信号線ＤＬとを別の層で形成し、
信号線ＤＬを細い幅で形成することで、寄生容量を小さくできる。これにより、タッチセ
ンサの検出感度の低下を抑制できる。
【０１４２】
＜検知回路１９の駆動方法＞
検知回路１９の駆動方法について説明する。
《第１のステップ》
第１のステップにおいて、トランジスタＭ３を導通状態にした後に非導通状態にするリセ
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ット信号をゲートに供給し、検知素子Ｃ１の第１の電極１１の電位を所定の電位にする（
図２（Ｂ－１）期間Ｔ１参照）。
【０１４３】
具体的には、リセット信号を配線ＲＥＳに供給させる。リセット信号が供給されたトラン
ジスタＭ３は、ノードＡの電位を例えばトランジスタＭ１を導通状態にすることができる
電位にする（図２（Ａ））。
【０１４４】
《第２のステップ》
第２のステップにおいて、トランジスタＭ２を導通状態にする選択信号をゲートに供給し
、トランジスタＭ１の第２の電極を信号線ＤＬに電気的に接続する。
【０１４５】
具体的には、走査線Ｇ１に選択信号を供給させる。選択信号が供給されたトランジスタＭ
２は、トランジスタＭ１の第２の電極を信号線ＤＬに電気的に接続する（図２（Ｂ－１）
期間Ｔ２参照）。
【０１４６】
《第３のステップ》
第３のステップにおいて、制御信号を検知素子Ｃ１の第２の電極１２に供給し、制御信号
及び検知素子Ｃ１の容量に基づいて変化する電位をトランジスタＭ１のゲートに供給する
。
【０１４７】
具体的には、配線ＣＳに矩形の制御信号を供給させる。矩形の制御信号を第２の電極１２
に供給された検知素子Ｃ１は、検知素子Ｃ１の容量に基づいてノードＡの電位を上昇させ
る（図２（Ｂ－１）期間Ｔ２の後半を参照）。
【０１４８】
例えば、検知素子が大気中に置かれている場合、大気より誘電率の高いものが、検知素子
Ｃ１の第２の電極１２に近接して配置された場合、検知素子Ｃ１の容量は見かけ上大きく
なる。
【０１４９】
これにより、矩形の制御信号がもたらすノードＡの電位の変化は、大気より誘電率の高い
ものが近接して配置されていない場合に比べて小さくなる（図２（Ｂ－２）実線参照）。
【０１５０】
《第４のステップ》
第４のステップにおいて、トランジスタＭ１のゲートの電位の変化がもたらす信号を信号
線ＤＬに供給する。
【０１５１】
例えば、トランジスタＭ１のゲートの電位の変化がもたらす電流の変化を信号線ＤＬに供
給する。
【０１５２】
変換器ＣＯＮＶは、信号線ＤＬを流れる電流の変化を電圧の変化に変換して供給する。
【０１５３】
《第５のステップ》
第５のステップにおいて、トランジスタＭ２を非導通状態にする選択信号をゲートに供給
する。
【０１５４】
《検知素子Ｃ１の変形例》
本発明の一態様のタッチパネルが有する検知素子において、一対の電極の一方は、複数の
検知素子で共通とすることができるが、一対の電極の他方は、検知素子ごとに独立してい
る必要がある。
【０１５５】
図１（Ｂ）等に示すように、複数の検知素子Ｃ１に共通で第２の電極１２が設けられてい
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る。そして、図１（Ｂ）、図３（Ａ）等に示すように、島状の第１の電極１１が、検知素
子Ｃ１ごとに１つずつ設けられている。
【０１５６】
より具体的には、図３（Ａ）に示すように、任意の列において、ｎ行目の検知素子が有す
る第１の電極１１（ｎ）と、（ｎ＋１）行目の検知素子が有する第１の電極１１（ｎ＋１
）とは、重なりや接点を有さず、それぞれ独立している（ｎは１以上の整数）。なお、同
様に、任意の行において、各列の検知素子が有する第１の電極１１もそれぞれ独立してい
る。
【０１５７】
図３（Ａ）の枠５５で囲まれた部分の拡大図を図３（Ｂ）に示す。第１の電極１１（ｎ）
及び第１の電極１１（ｎ＋１）は、走査線Ｇ１（ｎ＋１）を隔てて配置されている。第１
の電極１１（ｎ）及び第１の電極１１（ｎ＋１）は、それぞれ複数の副画素５１２と重な
る。
【０１５８】
また、互いに隣接する検知素子の第１の電極１１が接しないように第１の電極１１を配置
することで、図３（Ｂ）に示すように、第１の電極１１と重ならない副画素５１２が存在
する場合がある。
【０１５９】
ここで、島状の電極に用いる可視光を透過する材料によっては、島状の電極が存在する領
域と、島状の電極が存在しない領域とで、可視光の透過率が異なる場合がある。島状の電
極が重なる副画素５１２と、島状の電極が重ならない副画素５１２とで、表示の輝度や色
度が変わり、タッチパネルの表示品位が低下する場合がある。
【０１６０】
そこで、本発明の一態様のタッチパネルでは、検知素子が有する島状の電極が画素（又は
副画素）と重ならないことが好ましい。
【０１６１】
例えば、図３（Ｃ）に示すように、検知素子が有する島状の第１の電極１１に、副画素５
１２と重なる開口部を設ければよい。これにより、各副画素５１２が島状の第１の電極１
１と重ならず、画素又は副画素によって表示の輝度や色度が変化しない。よって、タッチ
パネルの表示品位が低下することを抑制できる。
【０１６２】
つまり、本発明の一態様のタッチパネルでは、画素において、表示素子の表示領域又は発
光素子の発光領域が、島状の電極と重ならない。島状の電極としては、検知素子に用いる
ことができる、可視光を透過する電極のいずれであってもよい。
【０１６３】
また、表示素子や発光素子にも限定はない。例えば、一対の電極間にＥＬ層を有する有機
ＥＬ素子を用いるとする。このとき、一方の電極の端部を覆う絶縁膜の開口部と、島状の
電極の開口部が重なることが好ましい。特に、有機ＥＬ素子の発光領域又は該絶縁膜の開
口部と、島状の電極と、が重ならないことが好ましい。
【０１６４】
また、図３（Ｂ）では、マトリクス状に配設された画素間の領域５１３においても、第１
の電極１１が存在する領域と、第１の電極１１が存在しない領域とがある。この２つの領
域で可視光の透過率が異なることで、タッチパネルでは、マトリクス状に設けられた第１
の電極のパターンが視認されやすい場合がある。
【０１６５】
したがって、図４（Ａ）～（Ｃ）のように、画素間において、島状の第１の電極が形成さ
れていない領域をできる限り少なくすることが好ましい。これにより、タッチパネルにお
けるマトリクス状に設けられた第１の電極のパターンが視認しにくくなり、好ましい。
【０１６６】
図４（Ａ）に示すように、第１の電極１１（ｎ）及び第１の電極１１（ｎ＋１）の間に、
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電位がフローティングである島状の第１の電極３８８を複数設けてもよい。
【０１６７】
図４（Ｂ）に示すように、櫛歯状の第１の電極１１（ｎ）及び櫛歯状の第１の電極１１（
ｎ＋１）を設けてもよい。
【０１６８】
また、図４（Ａ）、（Ｂ）では、走査線Ｇ１（ｎ＋１）と第１の電極を重ねる例を示した
が、図４（Ｃ）に示すように、走査線Ｇ１（ｎ＋１）と第１の電極を重ねなくてもよい。
タッチセンサが有する各配線に応じて、第１の電極のレイアウトを決定すればよい。
【０１６９】
本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせることができる。
【０１７０】
（実施の形態２）
本実施の形態では、本発明の一態様を適用して作製できる電子機器及び照明装置について
、図５及び図６を用いて説明する。
【０１７１】
本発明の一態様のタッチパネルは可撓性を有する。したがって、可撓性を有する電子機器
や照明装置に好適に用いることができる。また、本発明の一態様を適用することで、信頼
性が高く、繰り返しの曲げに対して強い電子機器や照明装置を作製できる。
【０１７２】
電子機器としては、例えば、テレビジョン装置（テレビ、又はテレビジョン受信機ともい
う）、コンピュータ用などのモニタ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、デジタル
フォトフレーム、携帯電話機（携帯電話、携帯電話装置ともいう）、携帯型ゲーム機、携
帯情報端末、音響再生装置、パチンコ機などの大型ゲーム機などが挙げられる。
【０１７３】
また、本発明の一態様のタッチパネルは可撓性を有するため、家屋やビルの内壁もしくは
外壁、又は、自動車の内装もしくは外装の曲面に沿って組み込むことも可能である。
【０１７４】
また、本発明の一態様の電子機器は、タッチパネル及び二次電池を有していてもよい。こ
のとき、非接触電力伝送を用いて、二次電池を充電することができると好ましい。
【０１７５】
二次電池としては、例えば、ゲル状電解質を用いるリチウムポリマー電池（リチウムイオ
ンポリマー電池）等のリチウムイオン二次電池、ニッケル水素電池、ニカド電池、有機ラ
ジカル電池、鉛蓄電池、空気二次電池、ニッケル亜鉛電池、銀亜鉛電池などが挙げられる
。
【０１７６】
本発明の一態様の電子機器は、タッチパネル及びアンテナを有していてもよい。アンテナ
で信号を受信することで、表示部で映像や情報等の表示を行うことができる。また、電子
機器が二次電池を有する場合、アンテナを、非接触電力伝送に用いてもよい。
【０１７７】
図５（Ａ）は、携帯電話機の一例を示している。携帯電話機７４００は、筐体７４０１に
組み込まれた表示部７４０２のほか、操作ボタン７４０３、外部接続ポート７４０４、ス
ピーカ７４０５、マイク７４０６などを備えている。なお、携帯電話機７４００は、本発
明の一態様のタッチパネルを表示部７４０２に用いることにより作製される。本発明の一
態様により、湾曲した表示部を備え、且つ信頼性の高い携帯電話機を歩留まりよく提供で
きる。
【０１７８】
図５（Ａ）に示す携帯電話機７４００は、指などで表示部７４０２に触れることで、情報
を入力することができる。また、電話を掛ける、或いは文字を入力するなどのあらゆる操
作は、指などで表示部７４０２に触れることにより行うことができる。
【０１７９】
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また、操作ボタン７４０３の操作により、電源のＯＮ、ＯＦＦ動作や、表示部７４０２に
表示される画像の種類を切り替えることができる。例えば、メール作成画面から、メイン
メニュー画面に切り替えることができる。
【０１８０】
図５（Ｂ）は、腕時計型の携帯情報端末の一例を示している。携帯情報端末７１００は、
筐体７１０１、表示部７１０２、バンド７１０３、バックル７１０４、操作ボタン７１０
５、入出力端子７１０６などを備える。
【０１８１】
携帯情報端末７１００は、移動電話、電子メール、文章閲覧及び作成、音楽再生、インタ
ーネット通信、コンピュータゲームなどの種々のアプリケーションを実行することができ
る。
【０１８２】
表示部７１０２はその表示面が湾曲して設けられ、湾曲した表示面に沿って表示を行うこ
とができる。また、表示部７１０２はタッチセンサを備え、指やスタイラスなどで画面に
触れることで操作することができる。例えば、表示部７１０２に表示されたアイコン７１
０７に触れることで、アプリケーションを起動することができる。
【０１８３】
操作ボタン７１０５は、時刻設定のほか、電源のオン、オフ動作、無線通信のオン、オフ
動作、マナーモードの実行及び解除、省電力モードの実行及び解除など、様々な機能を持
たせることができる。例えば、携帯情報端末７１００に組み込まれたオペレーティングシ
ステムにより、操作ボタン７１０５の機能を自由に設定することもできる。
【０１８４】
また、携帯情報端末７１００は、通信規格された近距離無線通信を実行することが可能で
ある。例えば無線通信可能なヘッドセットと相互通信することによって、ハンズフリーで
通話することもできる。
【０１８５】
また、携帯情報端末７１００は入出力端子７１０６を備え、他の情報端末とコネクターを
介して直接データのやりとりを行うことができる。また入出力端子７１０６を介して充電
を行うこともできる。なお、充電動作は入出力端子７１０６を介さずに無線給電により行
ってもよい。
【０１８６】
携帯情報端末７１００の表示部７１０２には、本発明の一態様のタッチパネルが組み込ま
れている。本発明の一態様により、湾曲した表示部を備え、且つ信頼性の高い携帯情報端
末を歩留まりよく提供できる。
【０１８７】
図５（Ｃ）～（Ｅ）は、照明装置の一例を示している。照明装置７２００、照明装置７２
１０、及び照明装置７２２０は、それぞれ、操作スイッチ７２０３を備える台部７２０１
と、台部７２０１に支持される発光部を有する。
【０１８８】
図５（Ｃ）に示す照明装置７２００は、波状の発光面を有する発光部７２０２を備える。
したがってデザイン性の高い照明装置となっている。
【０１８９】
図５（Ｄ）に示す照明装置７２１０の備える発光部７２１２は、凸状に湾曲した２つの発
光部が対称的に配置された構成となっている。したがって照明装置７２１０を中心に全方
位を照らすことができる。
【０１９０】
図５（Ｅ）に示す照明装置７２２０は、凹状に湾曲した発光部７２２２を備える。したが
って、発光部７２２２からの発光を、照明装置７２２０の前面に集光するため、特定の範
囲を明るく照らす場合に適している。
【０１９１】
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また、照明装置７２００、照明装置７２１０及び照明装置７２２０の備える各々の発光部
はフレキシブル性を有しているため、発光部を可塑性の部材や可動なフレームなどの部材
で固定し、用途に合わせて発光部の発光面を自在に湾曲可能な構成としてもよい。
【０１９２】
なおここでは、台部によって発光部が支持された照明装置について例示したが、発光部を
備える筐体を天井に固定する、又は天井からつり下げるように用いることもできる。発光
面を湾曲させて用いることができるため、発光面を凹状に湾曲させて特定の領域を明るく
照らす、又は発光面を凸状に湾曲させて部屋全体を明るく照らすこともできる。
【０１９３】
ここで、各発光部には、本発明の一態様のタッチパネルが組み込まれている。本発明の一
態様により、湾曲した発光部を備え、且つ信頼性の高い照明装置を歩留まりよく提供でき
る。
【０１９４】
図５（Ｆ）には、携帯型のタッチパネルの一例を示している。タッチパネル７３００は、
筐体７３０１、表示部７３０２、操作ボタン７３０３、引き出し部材７３０４、制御部７
３０５を備える。
【０１９５】
タッチパネル７３００は、筒状の筐体７３０１内にロール状に巻かれたフレキシブルな表
示部７３０２を備える。
【０１９６】
また、タッチパネル７３００は制御部７３０５によって映像信号を受信可能で、受信した
映像を表示部７３０２に表示することができる。また、制御部７３０５にはバッテリをそ
なえる。また、制御部７３０５にコネクターを接続する端子部を備え、映像信号や電力を
有線により外部から直接供給する構成としてもよい。
【０１９７】
また、操作ボタン７３０３によって、電源のＯＮ、ＯＦＦ動作や表示する映像の切り替え
等を行うことができる。
【０１９８】
図５（Ｇ）には、表示部７３０２を引き出し部材７３０４により引き出した状態のタッチ
パネル７３００を示す。この状態で表示部７３０２に映像を表示することができる。また
、筐体７３０１の表面に配置された操作ボタン７３０３によって、片手で容易に操作する
ことができる。また、図５（Ｆ）のように操作ボタン７３０３を筐体７３０１の中央でな
く片側に寄せて配置することで、片手で容易に操作することができる。
【０１９９】
なお、表示部７３０２を引き出した際に表示部７３０２の表示面が平面状となるように固
定するため、表示部７３０２の側部に補強のためのフレームを設けていてもよい。
【０２００】
なお、この構成以外に、筐体にスピーカを設け、映像信号と共に受信した音声信号によっ
て音声を出力する構成としてもよい。
【０２０１】
表示部７３０２には、本発明の一態様のタッチパネルが組み込まれている。本発明の一態
様により、軽量で、且つ信頼性の高いタッチパネルを歩留まりよく提供できる。
【０２０２】
図６（Ａ）～（Ｃ）に、折りたたみ可能な携帯情報端末３１０を示す。図６（Ａ）に展開
した状態の携帯情報端末３１０を示す。図６（Ｂ）に展開した状態又は折りたたんだ状態
の一方から他方に変化する途中の状態の携帯情報端末３１０を示す。図６（Ｃ）に折りた
たんだ状態の携帯情報端末３１０を示す。携帯情報端末３１０は、折りたたんだ状態では
可搬性に優れ、展開した状態では、継ぎ目のない広い表示領域により表示の一覧性に優れ
る。
【０２０３】
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表示パネル３１６はヒンジ３１３によって連結された３つの筐体３１５に支持されている
。ヒンジ３１３を介して２つの筐体３１５間を屈曲させることにより、携帯情報端末３１
０を展開した状態から折りたたんだ状態に可逆的に変形させることができる。本発明の一
態様のタッチパネルを表示パネル３１６に用いることができる。例えば、曲率半径１ｍｍ
以上１５０ｍｍ以下で曲げることができるタッチパネルを適用できる。
【０２０４】
なお、本発明の一態様において、タッチパネルが折りたたまれた状態又は展開された状態
であることを検知して、検知情報を供給するセンサを備える構成としてもよい。タッチパ
ネルの制御装置は、タッチパネルが折りたたまれた状態であることを示す情報を取得して
、折りたたまれた部分（又は折りたたまれて使用者から視認できなくなった部分）の動作
を停止してもよい。具体的には、表示を停止してもよい。また、タッチセンサによる検知
を停止してもよい。
【０２０５】
同様に、タッチパネルの制御装置は、タッチパネルが展開された状態であることを示す情
報を取得して、表示やタッチセンサによる検知を再開してもよい。
【０２０６】
図６（Ｄ）（Ｅ）に、折りたたみ可能な携帯情報端末３２０を示す。図６（Ｄ）に表示部
３２２が外側になるように折りたたんだ状態の携帯情報端末３２０を示す。図６（Ｅ）に
、表示部３２２が内側になるように折りたたんだ状態の携帯情報端末３２０を示す。携帯
情報端末３２０を使用しない際に、非表示部３２５を外側に折りたたむことで、表示部３
２２の汚れや傷つきを抑制できる。本発明の一態様のタッチパネルを表示部３２２に用い
ることができる。
【０２０７】
図６（Ｆ）は携帯情報端末３３０の外形を説明する斜視図である。図６（Ｇ）は、携帯情
報端末３３０の上面図である。図６（Ｈ）は携帯情報端末３４０の外形を説明する斜視図
である。
【０２０８】
携帯情報端末３３０、３４０は、例えば電話機、手帳又は情報閲覧装置等から選ばれた一
つ又は複数の機能を有する。具体的には、スマートフォンとしてそれぞれ用いることがで
きる。
【０２０９】
携帯情報端末３３０、３４０は、文字や画像情報をその複数の面に表示することができる
。例えば、３つの操作ボタン３３９を一の面に表示することができる（図６（Ｆ）（Ｈ）
）。また、破線の矩形で示す情報３３７を他の面に表示することができる（図６（Ｇ）（
Ｈ））。なお、情報３３７の例としては、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス）の通知、電子メールや電話などの着信を知らせる表示、電子メールなどの題名もし
くは送信者名、日時、時刻、バッテリの残量、アンテナ受信の強度などがある。または、
情報３３７が表示されている位置に、情報３３７の代わりに、操作ボタン３３９、アイコ
ンなどを表示してもよい。なお、図６（Ｆ）（Ｇ）では、上側に情報３３７が表示される
例を示したが、本発明の一態様は、これに限定されない。例えば、図６（Ｈ）に示す携帯
情報端末３４０のように、横側に表示されていてもよい。
【０２１０】
例えば、携帯情報端末３３０の使用者は、洋服の胸ポケットに携帯情報端末３３０を収納
した状態で、その表示（ここでは情報３３７）を確認することができる。
【０２１１】
具体的には、着信した電話の発信者の電話番号又は氏名等を、携帯情報端末３３０の上方
から観察できる位置に表示する。使用者は、携帯情報端末３３０をポケットから取り出す
ことなく、表示を確認し、電話を受けるか否かを判断できる。
【０２１２】
携帯情報端末３３０の筐体３３５、携帯情報端末３４０の筐体３３６がそれぞれ有する表
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示部３３３には、本発明の一態様のタッチパネルを用いることができる。本発明の一態様
により、湾曲した表示部を備え、且つ信頼性の高いタッチパネルを歩留まりよく提供でき
る。
【０２１３】
また、図６（Ｉ）に示す携帯情報端末３４５のように、３面以上に情報を表示してもよい
。ここでは、情報３５５、情報３５６、情報３５７がそれぞれ異なる面に表示されている
例を示す。
【０２１４】
携帯情報端末３４５の筐体３５４が有する表示部３５８には、本発明の一態様のタッチパ
ネルを用いることができる。本発明の一態様により、湾曲した表示部を備え、且つ信頼性
の高いタッチパネルを歩留まりよく提供できる。
【０２１５】
本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせることができる。
【符号の説明】
【０２１６】
１０Ｕ　　検知ユニット
１１　　電極
１２　　電極
１４　　窓部
１６　　基材
１７　　保護基材
１７ｐ　　保護層
１９　　検知回路
５５　　枠
１００　　入力装置
３１０　　携帯情報端末
３１３　　ヒンジ
３１５　　筐体
３１６　　表示パネル
３２０　　携帯情報端末
３２２　　表示部
３２５　　非表示部
３３０　　携帯情報端末
３３３　　表示部
３３５　　筐体
３３６　　筐体
３３７　　情報
３３９　　操作ボタン
３４０　　携帯情報端末
３４５　　携帯情報端末
３５４　　筐体
３５５　　情報
３５６　　情報
３５７　　情報
３５８　　表示部
３８８　　電極
５００　　タッチパネル
５０１　　表示部
５０２　　画素
５０２Ｂ　　副画素
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５０２Ｇ　　副画素
５０２Ｒ　　副画素
５０３ｇ　　走査線駆動回路
５１０　　基材
５１１　　配線
５１２　　副画素
５１３　　領域
５１９　　端子
５６７ｐ　　反射防止層
７１００　　携帯情報端末
７１０１　　筐体
７１０２　　表示部
７１０３　　バンド
７１０４　　バックル
７１０５　　操作ボタン
７１０６　　入出力端子
７１０７　　アイコン
７２００　　照明装置
７２０１　　台部
７２０２　　発光部
７２０３　　操作スイッチ
７２１０　　照明装置
７２１２　　発光部
７２２０　　照明装置
７２２２　　発光部
７３００　　タッチパネル
７３０１　　筐体
７３０２　　表示部
７３０３　　操作ボタン
７３０４　　部材
７３０５　　制御部
７４００　　携帯電話機
７４０１　　筐体
７４０２　　表示部
７４０３　　操作ボタン
７４０４　　外部接続ポート
７４０５　　スピーカ
７４０６　　マイク
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