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(57)【要約】
【課題】高解析ディスプレイ及びそのドライバーチップ
を提供する。
【解決手段】ドライバーチップはゲート極駆動モジュー
ル２２とソース極駆動モジュール３０を有する。ゲート
極駆動モジュール２２とソース極駆動モジュール３０と
はディスプレイパネル１に接続し、ディスプレイパネル
１の複数の走査線ＳＬと複数のデータ線ＤＬにより走査
して、ディスプレイパネル１を駆動し、画面を表示させ
る。ソース極駆動モジュール３０はマザーボード４に接
続し、マザーボード４の正電圧ＶＳＰと負電圧ＶＳＮを
受け取り、ソース極シグナルをディスプレイパネル１へ
と発生する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドライバーチップであって、ゲート極駆動モジュール、ソース極駆動モジュールを有し
、
　前記ゲート極駆動モジュールは、ディスプレイパネルに接続され、前記ゲート極駆動モ
ジュールは、複数の走査シグナルを発し、複数の走査線を経て、前記ディスプレイパネル
を走査し、
　前記ソース極駆動モジュールは、前記ディスプレイパネルに接続され、前記ソース極駆
動モジュールは、複数のデータ線を経て、前記ディスプレイパネルを駆動し、
　前記ソース極駆動モジュールは、マザーボードに接続され、前記マザーボードが生じる
正電圧と負電圧を受け取り、複数のソース極シグナルを前記ディスプレイパネルに発する
ことを特徴とするドライバーチップ。
【請求項２】
　前記マザーボードは、走査電圧とカットオフ電圧をさらに発生し、
　前記ゲート極駆動モジュールは、前記走査電圧を受け取り、前記各走査シグナルを発し
、
　前記各走査シグナルは、前記各走査線を経て、前記ディスプレイパネルを走査し、前記
ゲート極駆動モジュールは、前記カットオフ電圧を受け取り、前記ディスプレイパネルの
走査を停止することを特徴とする請求項１に記載のドライバーチップ。
【請求項３】
　前記マザーボードは、前記正電圧或いは前記負電圧を発生し、前記ソース極駆動モジュ
ールのインプット端にアウトプットし、前記ソース極駆動モジュールのソース極インプッ
ト電圧とし、
　前記ソース極インプット電圧のレベルは、前記正電圧のレベル或いは前記負電圧のレベ
ルに等しく、前記正電圧と前記負電圧はさらに、走査電圧とカットオフ電圧の発生に用い
、前記ゲート極駆動モジュールは、前記走査電圧を受け取り、前記各走査シグナルを発し
、前記各走査シグナルは、前記各走査線を経て、前記ディスプレイパネルを走査し、前記
ゲート極駆動モジュールは、前記カットオフ電圧を受け取り、前記ディスプレイパネルの
走査を停止し、前記走査電圧のレベルと前記カットオフ電圧のレベルは、前記正電圧のレ
ベルと前記負電圧のレベルに等しくないことを特徴とする請求項１に記載のドライバーチ
ップ。
【請求項４】
　前記ドライバーチップは、充電ポンプと少なくとも１個のコンデンサーを有し、
　前記充電ポンプは、前記マザーボードと前記ゲート極駆動モジュールとの間に接続し、
前記充電ポンプは、前記コンデンサーを利用し、前記正電圧のレベルと前記負電圧のレベ
ルを上げ、前記走査電圧と前記カットオフ電圧を発生し、前記ゲート極駆動モジュールへ
と供給することを特徴とする請求項３に記載のドライバーチップ。
【請求項５】
　前記ドライバーチップは、選択回路、参考電圧回路、デジタルモジュールをさらに有し
、
　前記デジタルモジュールは、前記選択回路に接続し、電源電圧を受け取り、前記ディス
プレイパネルをコントロールし、
　前記選択回路は、前記マザーボードと前記参考電圧回路に接続し、前記選択回路は、前
記マザーボードが生じる供給電圧に基づき、前記供給電圧或いは前記参考電圧回路が生じ
る参考電圧を決定して出力し、前記デジタルモジュールの前記電源電圧とすることを特徴
とする請求項２或いは３に記載のドライバーチップ。
【請求項６】
　前記マザーボードのコントロール回路は、前記選択回路に接続し、
　前記供給電圧がしきい電圧より低ければ、前記コントロール回路は、前記選択回路をコ
ントロールし、前記供給電圧を前記デジタルモジュールへと出力し、
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　前記供給電圧が前記しきい電圧より高ければ、前記コントロール回路は、前記選択回路
をコントロールし、前記参考電圧を前記デジタルモジュールに出力することを特徴とする
請求項５に記載のドライバーチップ。
【請求項７】
　前記マザーボードは、フレキシブルプリント基板を通して、前記ドライバーチップに接
続し、
　前記フレキシブルプリント基板には、キャパシター部材を設置しないことを特徴とする
請求項１に記載のドライバーチップ。
【請求項８】
　高解析ディスプレイは、ディスプレイパネルを有し、
　前記ディスプレイパネルは、複数のデータ線と複数の走査線を有し、前記ディスプレイ
は、ドライバーチップ、マザーボードを有し、
　前記ドライバーチップは、ソース極駆動モジュールとゲート極駆動モジュールを有し、
前記ソース極駆動モジュールは、前記各データ線に接続し、前記ゲート極駆動モジュール
は、前記各走査線に接続し、
　前記マザーボードは、正電圧と負電圧を発生し、前記マザーボードは、前記ドライバー
チップに接続し、前記ソース極駆動モジュールは、前記正電圧と前記負電圧を受け取り、
複数のソース極シグナルを前記ディスプレイパネルに発し、前記ゲート極駆動モジュール
は、複数の走査シグナルを発生し、前記ディスプレイパネルを走査し、画面を表示するこ
とを特徴とする高解析ディスプレイ。
【請求項９】
　前記マザーボードは、走査電圧とカットオフ電圧をさらに発生し、
　前記ゲート極駆動モジュールは、前記走査電圧を受け取り、前記各走査シグナルを発し
、
　前記各走査シグナルは、前記各走査線を経て、前記ディスプレイパネルを走査し、
　前記ゲート極駆動モジュールは、前記カットオフ電圧を受け取り、前記ディスプレイパ
ネルの走査を停止することを特徴とする請求項８に記載の高解析ディスプレイ。
【請求項１０】
　前記マザーボードは、前記正電圧或いは前記負電圧を発生し、前記ソース極駆動モジュ
ールのインプット端にアウトプットし、前記ソース極駆動モジュールのソース極インプッ
ト電圧とし、
　前記ソース極インプット電圧のレベルは、前記正電圧のレベル或いは前記負電圧のレベ
ルに等しく、
　前記正電圧と前記負電圧はさらに、走査電圧とカットオフ電圧の発生に用い、
　前記ゲート極駆動モジュールは、前記走査電圧と前記カットオフ電圧を受け取り、前記
各走査線を経て、前記ディスプレイパネルの走査を開始し、或いは走査を停止し、
　前記走査電圧のレベルと前記カットオフ電圧のレベルは、前記正電圧のレベルと前記負
電圧のレベルに等しくないことを特徴とする請求項８に記載の高解析ディスプレイ。
【請求項１１】
　前記ドライバーチップは、充電ポンプと少なくとも１個のコンデンサーを有し、
　前記充電ポンプは、前記マザーボードと前記ゲート極駆動モジュールとの間に接続し、
前記充電ポンプは、前記コンデンサーを利用し、前記正電圧のレベルと前記負電圧のレベ
ルを上げ、前記走査電圧と前記カットオフ電圧を発生し、前記ゲート極駆動モジュールへ
と供給することを特徴とする請求項１０に記載の高解析ディスプレイ。
【請求項１２】
　前記ドライバーチップは、選択回路、参考電圧回路、デジタルモジュールをさらに有し
、
　前記デジタルモジュールは、前記選択回路に接続し、電源電圧を受け取り、前記ディス
プレイパネルをコントロールし、
　前記選択回路は、前記マザーボードと前記参考電圧回路に接続し、前記選択回路は、前
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記マザーボードが生じる供給電圧に基づき、前記供給電圧或いは前記参考電圧回路が生じ
る参考電圧を決定して出力し、前記デジタルモジュールの前記電源電圧とすることを特徴
とする請求項９或いは１０に記載の高解析ディスプレイ。
【請求項１３】
　前記高解析ディスプレイは、コントロール回路をさらに有し、
　前記コントロール回路は、前記選択回路に接続し、
　前記供給電圧がしきい電圧より低ければ、前記コントロール回路は、前記選択回路をコ
ントロールし、前記供給電圧を前記デジタルモジュールへと出力し、
　前記供給電圧が前記しきい電圧より高ければ、前記コントロール回路は、前記選択回路
をコントロールし、前記参考電圧を前記デジタルモジュールに出力することを特徴とする
請求項１２に記載の高解析ディスプレイ。
【請求項１４】
　前記高解析ディスプレイは、フレキシブルプリント基板をさらに有し、
　前記フレキシブルプリント基板は、前記マザーボードと前記ドライバーチップとの間に
接続し、前記正電圧と前記負電圧を受け取り、前記正電圧と前記負電圧とを前記ドライバ
ーチップに伝送することを特徴とする請求項８に記載の高解析ディスプレイ。
【請求項１５】
　前記フレキシブルプリント基板には、キャパシター部材を設置しないことを特徴とする
請求項１４に記載の高解析ディスプレイ及びそのドライバーチップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は高解析ディスプレイに関し、特に高解析ディスプレイに応用されるドライバー
チップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　産業の急速な発達に従い、携帯電話、デジカメ、ノート型コンピューター、デスクトッ
プコンピューター等のデジタルツールはより便利により多機能に、しかもより美しく発展
している。これら電子製品の表示スクリーンに欠かせないのは、インターフェースで、し
かも上述製品の表示スクリーンは、使用者に多くの操作の利便性をもたらしている。画像
処理技術の発展に従い、画像を十分に発揮できるよう、表示スクリーンの解析度もそれに
従い向上させる必要があり、今では５Ｋ解析度の製品も出現している。
【０００３】
　高解析度ディスプレイの内部回路設計は複雑で、必要な電圧範囲は多種の形態を備える
。よって、高解析ディスプレイのドライバーチップの作動時には、多種の電圧形態が必要
である。従来の技術では、ドライバーチップに各種電圧形態を提供するため、フレキシブ
ルプリント基板上（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔ　Ｃｉｒｃｕｉｔ；ＦＰＣ）に、多数
のキャパシターを設置して電圧を高め、ドライバーチップ内部モジュールに供給する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の主要目的は、マザーボードが供給する電圧を受け取り、ディスプレイパネルを
駆動するドライバーチップに関し、またこれによりフレキシブルプリント基板にはコンデ
ンサーの設置が不要となり、ディスプレイのコストを低下させられる高解析ディスプレイ
に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述した目的を達成するために、本発明による高解析ディスプレイの駆動回路が提供す
るドライバーチップは、ゲート極駆動モジュール、ソース極駆動モジュールを有する。
　該ゲート極駆動モジュールは、ディスプレイパネルに接続し、該ゲート極駆動モジュー



(5) JP 2017-125920 A 2017.7.20

10

20

30

40

50

ルは、複数の走査シグナルを発し、複数の走査線により、該ディスプレイパネルを走査す
る。
　該ソース極駆動モジュールは、該ディスプレイパネルに接続し、該ソース極駆動モジュ
ールは、複数のデータ線を経て、該ディスプレイパネルを駆動する。
　該ソース極駆動モジュールは、マザーボードに接続し、該マザーボードが生じる正電圧
と負電圧を受け取り、複数のソース極シグナルを該ディスプレイパネルへと発生する。
【０００６】
　本発明による高解析ディスプレイの駆動回路が提供する高解析ディスプレイは、ディス
プレイパネルを有する。
　該ディスプレイパネルは、複数のデータ線と複数の走査線を有する。
　該ディスプレイは、ドライバーチップ及びマザーボードを有する。
　該ドライバーチップは、ソース極駆動モジュールとゲート極駆動モジュールを有し、該
ソース極駆動モジュールは、該各データ線に接続し、該ゲート極駆動モジュールは、該各
走査線に接続する。
　該マザーボードは、正電圧と負電圧を発生し、該マザーボードは、該ドライバーチップ
に接続し、該ソース極駆動モジュールは、正電圧或いは負電圧を受け取り、該複数のソー
ス極シグナルを該ディスプレイパネルへと発生し、該ゲート極駆動モジュールは複数の走
査シグナルを発生し、該ディスプレイパネルを走査し、画面を表示する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明のドライバーチップは、マザーボードが供給する電圧を受け取り、ディスプレイ
パネルを駆動することができ、またこれにより高解析ディスプレイのフレキシブルプリン
ト基板にはコンデンサーの設置が不要となり、ディスプレイのコストを引き下げることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明ドライバーチップの第一実施形態の模式図である。
【図２】本発明ドライバーチップの高解析ディスプレイにおける一実施形態の模式図であ
る。
【図３】本発明ドライバーチップの第二実施形態の模式図である。
【図４】本発明ドライバーチップの第三実施形態の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に本発明の技術内容、構造特徴、達成する目的及び作用効果について、以下に例を
挙げ並びに図面を組み合わせて詳細に説明する。
【００１０】
　図１は、本発明ドライバーチップの第一実施形態の模式図である。図に示す通り、本発
明のドライバーチップ２は、ゲート極駆動モジュール２２、２４、ソース極駆動モジュー
ル３０を有する。
　ゲート極駆動モジュール２２、２４は、ディスプレイパネル１に接続し、複数の走査シ
グナルを発する。走査シグナルは、ディスプレイパネル１の複数の走査線ＳＬを経て、デ
ィスプレイパネル１を走査する。
　ソース極駆動モジュール３０は同様に、ディスプレイパネル１に接続し、ディスプレイ
パネル１の複数のデータ線ＤＬを経由した、ディスプレイパネル１を駆動する。
【００１１】
　さらに、ドライバーチップ２は、マザーボード４にさらに接続する。マザーボード４は
、正電圧ＶＳＰ、負電圧ＶＳＮ、走査電圧ＶＧＨ、カットオフ電圧ＶＧＬを発生する。
　ソース極駆動モジュール３０は、マザーボード４に接続し、正電圧ＶＳＰと負電圧ＶＳ
Ｎを受け取り、ソース極インプット電圧とし、複数のソース極シグナルを発する。ソース
極シグナルは、データ線ＤＬを経て、ディスプレイパネル１を駆動する。ソース極駆動モ
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ジュール３０のソース極インプット電圧レベルは、正電圧ＶＳＰ或いは負電圧ＶＳＮのレ
ベルに等しい。
　ゲート極駆動モジュール２２、２４は、マザーボード４に接続し、マザーボード４が生
じる走査電圧ＶＧＨとカットオフ電圧ＶＧＬドライバーチップ２へと直接伝送される。よ
って、ゲート極駆動モジュール２２、２４は、走査電圧ＶＧＨを直接受け取り、走査シグ
ナルを発する。走査シグナルはさらに走査線ＳＬを経て、ディスプレイパネル１を走査し
、或いはカットオフ電圧ＶＧＬを直接受け取り、ディスプレイパネル１の走査を停止する
。
　そのため、本発明のマザーボード４は、ドライバーチップ２が必要とする電圧を直接発
生し、ドライバーチップ２へと直接アウトプットする。こうして、本発明はフレキシブル
プリント基板に設置するコンデンサーによりドライバーチップ２が必要とする電圧を発生
する必要がないため、ディスプレイコストの低下を達成することができる。
【００１２】
　本発明のドライバーチップ２は、マザーボード４が生じる正電圧ＶＳＰ、負電圧ＶＳＮ
、走査電圧ＶＧＨ、カットオフ電圧ＶＧＬを、ソース極駆動モジュール３０とゲート極駆
動モジュール２２、２４に直接供給し、ソース極シグナルと走査シグナルを、ディスプレ
イパネル１へと発生し、画面を表示する。
　よって、高解析ディスプレイパネル１であっても、マザーボード４が生じる電圧は、ソ
ース極駆動モジュール３０とゲート極駆動モジュール２２、２４に直接供給されるため、
別に設置するキャパシター部材により、ドライバーチップ２が必要とする各種電圧を発生
する必要がない。こうして、本発明はディスプレイのコストを低下させ、レイアウト面積
を減らすことができる。
【００１３】
　図１に示す通り、ドライバーチップ２は、選択回路４０、参考電圧回路４２、デジタル
モジュール４４、その他回路５０をさらに有する。
　選択回路４０は、参考電圧回路４２とマザーボード４に接続し、参考電圧回路４２が生
じる参考電圧ＶＩＮ、及びマザーボード４が生じる供給電圧ＶＣＣを受け取る。デジタル
モジュール４４は、選択回路４０に接続し、電源電圧ＶＤを受け取る。参考電圧回路４２
は、電圧レギュレーター（ｌｏｗ　ｄｒｏｐｏｕｔ　ｒｅｇｕｌａｔｏｒ，ＬＤＯ）であ
る。
　選択回路４０は、供給電圧ＶＣＣと参考電圧ＶＩＮに基づき、両者の内の一つを電源電
圧ＶＤとする。
　その他回路５０は同様に、供給電圧ＶＣＣ、電圧ＶＣＩ、正電圧ＶＳＰ或いは負電圧Ｖ
ＳＮを直接受け取ることができる。本発明実施形態でいうその他回路５０とは、ドライバ
ーチップ２の保護回路或いはタイミングコントローラー等である。しかも、その他回路５
０が必要とするその他電圧は同様に、直接マザーボード４により発生されるが、その作動
方式はここでは記載しない。
【００１４】
　本発明ドライバーチップ２内部のデジタルモジュール４４は、電源電圧ＶＤにより駆動
される。電源電圧ＶＤは、選択回路４０選択マザーボード４供給の供給電圧ＶＣＣ以及び
参考電圧回路４２が生じる参考電圧ＶＩＮ其中の一作為供給デジタルモジュール４４の電
源電圧ＶＤ，よって、マザーボード４が生じる供給電圧ＶＣＣがデジタルモジュール４４
の必要に符合すると、デジタルモジュール４４はマザーボード４が生じる供給電圧ＶＣＣ
を受け取り、ディスプレイパネル１を駆動する。反対なら、参考電圧ＶＩＮを受け取り、
ディスプレイパネル１を駆動する。
【００１５】
　図２は、本発明ドライバーチップの高解析ディスプレイにおける一実施形態の模式図で
ある。図に示す通り、ドライバーチップ２とマザーボード４との間には、フレキシブルプ
リント基板３をさらに有する。マザーボード４は、フレキシブルプリント基板３を通して
ドライバーチップ２と接続し、しかもマザーボード４が供給する正電圧ＶＳＰ、負電圧Ｖ



(7) JP 2017-125920 A 2017.7.20

10

20

30

40

50

ＳＮ、走査電圧ＶＧＨ、カットオフ電圧ＶＧＬと供給電圧とは、フレキシブルプリント基
板３を通して、ドライバーチップ２に伝送される。但し、フレキシブルプリント基板３に
は、キャパシター部材を設置する必要はない。
　また、マザーボード４はコントロール回路５をさらに有する。コントロール回路５は、
選択回路４０をコントロールし、デジタルモジュール４４が受け取る電源電圧ＶＤのレベ
ルをコントロールする。
　コントロール回路５は、供給電圧ＶＣＣがしきい電圧より低いか高いかを判断後、選択
回路４０の切り換えを制御し、電源電圧ＶＤを決定することができる。
　例えば、供給電圧ＶＣＣがしきい電圧より低い時には、コントロール回路５は、選択回
路４０を制御し、供給電圧ＶＣＣをデジタルモジュール４４へとアウトプットさせ、供給
電圧ＶＣＣがしきい電圧より高い時には、コントロール回路５は、選択回路４０を制御し
、参考電圧ＶＩＮをデジタルモジュール４４へとアウトプットさせる。
　また、コントロール回路５のコントロール制シグナルは同様に、フレキシブルプリント
基板３によりドライバーチップ２へと伝送される。
【００１６】
　図３は、本発明ドライバーチップの第二実施形態の模式図である。図に示す通り、ドラ
イバーチップ２は、充電ポンプ６０を有する。充電ポンプ６０は、少なくとも１個のコン
デンサー７０を有し、マザーボード４が供給する正電圧ＶＳＰと負電圧ＶＳＮを受け取る
。
　充電ポンプ６０は、正電圧ＶＳＰと負電圧ＶＳＮを用いて、走査電圧ＶＧＨとカットオ
フ電圧ＶＧＬを発生し、これによりゲート極電圧モジュール２２、２４は、走査電圧ＶＧ
Ｈを受け取り、走査シグナルを発し、ディスプレイパネル１を走査し、及びカットオフ電
圧ＶＧＬを受け取り、ディスプレイパネル１の走査を停止する。よって、本実施形態中で
は、充電ポンプ６０により生じる走査電圧ＶＧＨとカットオフ電圧ＶＧＬのレベルは、正
電圧ＶＳＰと負電圧ＶＳＮのレベルと等しくない。
【００１７】
　また、マザーボード４は電源回路をさらに有する。電源回路は、複数の電源電圧を生じ
る。複数の電源電圧により、走査電圧ＶＧＨとカットオフ電圧ＶＧＬをそれぞれ発生する
。よって、マザーボード４上では、走査電圧ＶＧＨとカットオフ電圧ＶＧＬは、正電圧Ｖ
ＳＰと負電圧ＶＳＮの発生に利用する他、その他電源回路或いはその他電圧の回路の発生
に利用することができる。
　よって、本発明は走査電圧ＶＧＨとカットオフ電圧ＶＧＬの発生方式を制限しない。
【００１８】
　本発明は、複数のコンデンサー７０、７２をドライバーチップに増設するが、ドライバ
ーチップ２は、マザーボード４が供給する電圧を選択的に使用することができる。しかし
、マザーボード４が正電圧ＶＳＰと負電圧ＶＳＮだけを供給するなら、充電ポンプ６０を
通して、正電圧ＶＳＰと負電圧ＶＳＮに基づき、コンデンサー７０、７２に対して充電し
、走査電圧ＶＧＨとカットオフ電圧ＶＧＬをゲート極駆動モジュール２２、２４に提供す
る。
　この他、高解析ディスプレイに応用する際には、ゲート極駆動モジュール２２、２４の
消費電力は、ソース極駆動モジュール３０より低いため、充電ポンプ６０は、大きなコン
デンサー７０、７２を使用する必要はない。しかも、コンデンサー７０、７２は直接ドラ
イバーチップ２に設置され、フレキシブルプリント基板３上に設置する必要はない。
【００１９】
　上記を総合すると、本発明のドライバーチップは、ゲート極駆動モジュールとソース極
駆動モジュールを有し、ソース極駆動モジュールはソース極シグナルが必要とするソース
極インプット電圧を発生し、マザーボードにより提供する正電圧と負電圧を供給する。ゲ
ート極駆動モジュールは、マザーボードを直接利用し、走査電圧とカットオフ電圧を提供
し走査シグナルを発する。或いはマザーボードが生じる正電圧及び負電圧は、充電ポンプ
を通して充電され、走査電圧とカットオフ電圧を発生する。
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　これにより、フレキシブルプリント基板にはコンデンサーの設置が不要で、こうしてデ
ィスプレイのコストを引き下げられる。
　ドライバーチップは、ゲート極駆動モジュールとソース極駆動モジュールの他に、デジ
タルモジュールをさらに有する。デジタルモジュールが必要とする電源電圧は、選択回路
が、マザーボードの供給電圧及び参考電圧回路が供給する参考電圧より選択し、供給電圧
が過度に高い時、デジタルモジュールが正常に作動できなくなることを回避する。
　本発明はマザーボードが生じる電圧を直接利用し、ドライバーチップが必要とする各種
電圧として供給し、これによりコンデンサーをフレキシブルプリント基板上に設置する必
要はなく、ドライバーチップ及びディスプレイに応用する際の体積とコストを減らすこと
ができる。
【００２０】
　上述の実施例は僅かに本発明の原理及びその作用効果を説明するものであり、本発明を
制限するものではない。これにより、この発明の属する技術の分野における通常の知識を
有する者が上述の実施例に対してなし得る修正或いは変化は、すなわち、本発明の精神よ
り逸脱しない。本発明はすでに産業上の利用性、新規性及び進歩性を有し、並びに特許の
要件を満たす。
【符号の説明】
【００２１】
１　ディスプレイパネル
２　ドライバーチップ
２２　ゲート極駆動モジュール
２４　ゲート極駆動モジュール
３　フレキシブルプリント基板
３０　ソース極駆動モジュール
４　マザーボード
４０　選択回路
４２　参考電圧回路
４４　デジタルモジュール
５　コントロール回路
５０　その他回路
６０　充電ポンプ
７０　コンデンサー
７２　コンデンサー
ＤＬ　データ線
ＳＬ　走査線
ＶＣＣ　供給電圧
ＶＣＩ　電圧
ＶＤ　電源電圧
ＶＧＨ　走査電圧
ＶＧＬ　カットオフ電圧
ＶＩＮ　参考電圧
ＶＳＮ　負電圧
ＶＳＰ　正電圧
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年4月25日(2017.4.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　上述した目的を達成するために、本発明による高解析ディスプレイの駆動回路が提供す
るドライバーチップは、ゲート極駆動モジュール、ソース極駆動モジュールを有する。
　該ゲート極駆動モジュールは、ディスプレイパネルに接続し、該ゲート極駆動モジュー
ルは、複数の走査シグナルを発し、複数の走査線により、該ディスプレイパネルを走査す
る。
　該ソース極駆動モジュールは、該ディスプレイパネルに接続し、該ソース極駆動モジュ
ールは、複数のデータ線を経て、該ディスプレイパネルを駆動する。
　該ソース極駆動モジュールは、フレキシブルプリント基板を通してマザーボードに接続
し、該マザーボードが生じる正電圧と負電圧を受け取り、複数のソース極シグナルを該デ
ィスプレイパネルへと発生する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明による高解析ディスプレイの駆動回路が提供する高解析ディスプレイは、ディス
プレイパネルを有する。
　該ディスプレイパネルは、複数のデータ線と複数の走査線を有する。
　該ディスプレイは、ドライバーチップ及びマザーボードを有する。
　該ドライバーチップは、ソース極駆動モジュールとゲート極駆動モジュールを有し、該
ソース極駆動モジュールは、該各データ線に接続し、該ゲート極駆動モジュールは、該各
走査線に接続する。
　該マザーボードは、正電圧と負電圧を発生し、該マザーボードは、フレキシブルプリン
ト基板を通して該ドライバーチップに接続し、該ソース極駆動モジュールは、正電圧或い
は負電圧を受け取り、該複数のソース極シグナルを該ディスプレイパネルへと発生し、該
ゲート極駆動モジュールは複数の走査シグナルを発生し、該ディスプレイパネルを走査し
、画面を表示する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　さらに、ドライバーチップ２は、マザーボード４にさらに接続する。マザーボード４は
、正電圧ＶＳＰ、負電圧ＶＳＮ、走査電圧ＶＧＨ、カットオフ電圧ＶＧＬを発生する。
　ソース極駆動モジュール３０は、フレキシブルプリント基板を通してマザーボード４に
接続し、正電圧ＶＳＰと負電圧ＶＳＮを受け取り、ソース極インプット電圧とし、複数の
ソース極シグナルを発する。ソース極シグナルは、データ線ＤＬを経て、ディスプレイパ
ネル１を駆動する。ソース極駆動モジュール３０のソース極インプット電圧レベルは、正
電圧ＶＳＰ或いは負電圧ＶＳＮのレベルに等しい。
　ゲート極駆動モジュール２２、２４は、マザーボード４に接続し、マザーボード４が生



(11) JP 2017-125920 A 2017.7.20

じる走査電圧ＶＧＨとカットオフ電圧ＶＧＬドライバーチップ２へと直接伝送される。よ
って、ゲート極駆動モジュール２２、２４は、走査電圧ＶＧＨを直接受け取り、走査シグ
ナルを発する。走査シグナルはさらに走査線ＳＬを経て、ディスプレイパネル１を走査し
、或いはカットオフ電圧ＶＧＬを直接受け取り、ディスプレイパネル１の走査を停止する
。
　そのため、本発明のマザーボード４は、ドライバーチップ２が必要とする電圧を直接発
生し、ドライバーチップ２へと直接アウトプットする。こうして、本発明はフレキシブル
プリント基板に設置するコンデンサーによりドライバーチップ２が必要とする電圧を発生
する必要がないため、ディスプレイコストの低下を達成することができる。
【手続補正４】
【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】
　ドライバーチップであって、ゲート極駆動モジュール、ソース極駆動モジュールを有し
、
　前記ゲート極駆動モジュールは、ディスプレイパネルに接続され、前記ゲート極駆動モ
ジュールは、複数の走査シグナルを発し、複数の走査線を経て、前記ディスプレイパネル
を走査し、
　前記ソース極駆動モジュールは、前記ディスプレイパネルに接続され、前記ソース極駆
動モジュールは、複数のデータ線を経て、前記ディスプレイパネルを駆動し、
　前記ソース極駆動モジュールは、フレキシブルプリント基板を通してマザーボードに接
続され、並びに前記マザーボードが生じる正電圧と負電圧を受け取り、複数のソース極シ
グナルを前記ディスプレイパネルに発することを特徴とするドライバーチップ。
【請求項２】
　前記マザーボードは、走査電圧とカットオフ電圧をさらに発生し、
　前記ゲート極駆動モジュールは、前記走査電圧を受け取り、前記各走査シグナルを発し
、
　前記各走査シグナルは、前記各走査線を経て、前記ディスプレイパネルを走査し、前記
ゲート極駆動モジュールは、前記カットオフ電圧を受け取り、前記ディスプレイパネルの
走査を停止することを特徴とする請求項１に記載のドライバーチップ。
【請求項３】
　前記マザーボードは、前記正電圧或いは前記負電圧を発生し、前記ソース極駆動モジュ
ールのインプット端にアウトプットし、前記ソース極駆動モジュールのソース極インプッ
ト電圧とし、
　前記ソース極インプット電圧のレベルは、前記正電圧のレベル或いは前記負電圧のレベ
ルに等しく、前記正電圧と前記負電圧はさらに、走査電圧とカットオフ電圧の発生に用い
、前記ゲート極駆動モジュールは、前記走査電圧を受け取り、前記各走査シグナルを発し
、前記各走査シグナルは、前記各走査線を経て、前記ディスプレイパネルを走査し、前記
ゲート極駆動モジュールは、前記カットオフ電圧を受け取り、前記ディスプレイパネルの
走査を停止し、前記走査電圧のレベルと前記カットオフ電圧のレベルは、前記正電圧のレ
ベルと前記負電圧のレベルに等しくないことを特徴とする請求項１に記載のドライバーチ
ップ。
【請求項４】
　前記ドライバーチップは、充電ポンプと少なくとも１個のコンデンサーを有し、
　前記充電ポンプは、前記マザーボードと前記ゲート極駆動モジュールとの間に接続し、
前記充電ポンプは、前記コンデンサーを利用し、前記正電圧のレベルと前記負電圧のレベ
ルを上げ、前記走査電圧と前記カットオフ電圧を発生し、前記ゲート極駆動モジュールへ
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と供給することを特徴とする請求項３に記載のドライバーチップ。
【請求項５】
　前記ドライバーチップは、選択回路、参考電圧回路、デジタルモジュールをさらに有し
、
　前記デジタルモジュールは、前記選択回路に接続し、電源電圧を受け取り、前記ディス
プレイパネルをコントロールし、
　前記選択回路は、前記マザーボードと前記参考電圧回路に接続し、前記選択回路は、前
記マザーボードが生じる供給電圧に基づき、前記供給電圧或いは前記参考電圧回路が生じ
る参考電圧を前記デジタルモジュールの前記電源電圧として決定し、並びに前記デジタル
モジュールに対して出力することを特徴とする請求項２或いは３に記載のドライバーチッ
プ。
【請求項６】
　前記マザーボードのコントロール回路は、前記選択回路に接続し、
　前記供給電圧がしきい電圧より低ければ、前記コントロール回路は、前記選択回路をコ
ントロールし、前記供給電圧を前記デジタルモジュールへと出力し、
　前記供給電圧が前記しきい電圧より高ければ、前記コントロール回路は、前記選択回路
をコントロールし、前記参考電圧を前記デジタルモジュールに出力することを特徴とする
請求項５に記載のドライバーチップ。
【請求項７】
　前記マザーボードは、前記フレキシブルプリント基板を通して、前記ドライバーチップ
に接続し、
　前記フレキシブルプリント基板には、キャパシター部材を設置しないことを特徴とする
請求項１に記載のドライバーチップ。
【請求項８】
　高解析ディスプレイは、ディスプレイパネルを有し、
　前記ディスプレイパネルは、複数のデータ線と複数の走査線を有し、前記ディスプレイ
は、ドライバーチップ、マザーボードを有し、
　前記ドライバーチップは、ソース極駆動モジュールとゲート極駆動モジュールを有し、
前記ソース極駆動モジュールは、前記各データ線に接続し、前記ゲート極駆動モジュール
は、前記各走査線に接続し、
　前記マザーボードは、正電圧と負電圧を発生し、前記マザーボードは、フレキシブルプ
リント基板を通して前記ドライバーチップに接続し、前記ソース極駆動モジュールは、前
記正電圧と前記負電圧を受け取り、複数のソース極シグナルを前記ディスプレイパネルに
発し、前記ゲート極駆動モジュールは、複数の走査シグナルを発生し、前記ディスプレイ
パネルを走査し、画面を表示することを特徴とする高解析ディスプレイ。
【請求項９】
　前記マザーボードは、走査電圧とカットオフ電圧をさらに発生し、
　前記ゲート極駆動モジュールは、前記走査電圧を受け取り、前記各走査シグナルを発し
、
　前記各走査シグナルは、前記各走査線を経て、前記ディスプレイパネルを走査し、
　前記ゲート極駆動モジュールは、前記カットオフ電圧を受け取り、前記ディスプレイパ
ネルの走査を停止することを特徴とする請求項８に記載の高解析ディスプレイ。
【請求項１０】
　前記マザーボードは、前記正電圧或いは前記負電圧を発生し、前記ソース極駆動モジュ
ールのインプット端にアウトプットし、前記ソース極駆動モジュールのソース極インプッ
ト電圧とし、
　前記ソース極インプット電圧のレベルは、前記正電圧のレベル或いは前記負電圧のレベ
ルに等しく、
　前記正電圧と前記負電圧はさらに、走査電圧とカットオフ電圧の発生に用い、
　前記ゲート極駆動モジュールは、前記走査電圧と前記カットオフ電圧を受け取り、前記
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各走査線を経て、前記ディスプレイパネルの走査を開始し、或いは走査を停止し、
　前記走査電圧のレベルと前記カットオフ電圧のレベルは、前記正電圧のレベルと前記負
電圧のレベルに等しくないことを特徴とする請求項８に記載の高解析ディスプレイ。
【請求項１１】
　前記ドライバーチップは、充電ポンプと少なくとも１個のコンデンサーを有し、
　前記充電ポンプは、前記マザーボードと前記ゲート極駆動モジュールとの間に接続し、
前記充電ポンプは、前記コンデンサーを利用し、前記正電圧のレベルと前記負電圧のレベ
ルを上げ、前記走査電圧と前記カットオフ電圧を発生し、前記ゲート極駆動モジュールへ
と供給することを特徴とする請求項１０に記載の高解析ディスプレイ。
【請求項１２】
　前記ドライバーチップは、選択回路、参考電圧回路、デジタルモジュールをさらに有し
、
　前記デジタルモジュールは、前記選択回路に接続し、電源電圧を受け取り、前記ディス
プレイパネルをコントロールし、
　前記選択回路は、前記マザーボードと前記参考電圧回路に接続し、前記選択回路は、前
記マザーボードが生じる供給電圧に基づき、前記供給電圧或いは前記参考電圧回路が生じ
る参考電圧を前記デジタルモジュールの前記電源電圧として決定し、並びに前記デジタル
モジュールに対して出力することを特徴とする請求項９或いは１０に記載の高解析ディス
プレイ。
【請求項１３】
　前記高解析ディスプレイは、コントロール回路をさらに有し、
　前記コントロール回路は、前記選択回路に接続し、
　前記供給電圧がしきい電圧より低ければ、前記コントロール回路は、前記選択回路をコ
ントロールし、前記供給電圧を前記デジタルモジュールへと出力し、
　前記供給電圧が前記しきい電圧より高ければ、前記コントロール回路は、前記選択回路
をコントロールし、前記参考電圧を前記デジタルモジュールに出力することを特徴とする
請求項１２に記載の高解析ディスプレイ。
【請求項１４】
　前記フレキシブルプリント基板は、前記マザーボードと前記ドライバーチップとの間に
接続し、前記正電圧と前記負電圧を受け取り、前記正電圧と前記負電圧とを前記ドライバ
ーチップに伝送することを特徴とする請求項８に記載の高解析ディスプレイ。
【請求項１５】
　前記フレキシブルプリント基板には、キャパシター部材を設置しないことを特徴とする
請求項１４に記載の高解析ディスプレイ及びそのドライバーチップ。
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