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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電極及び前記複数の電極に共通電圧を印加するディスプレイドライバＩＣを含む
パネル;
　タッチスキャン信号を生成して前記ディスプレイドライバＩＣに印加するタッチＩＣ;
　前記複数の電極を前記ディスプレイドライバＩＣに第１方向に接続する複数の第１接続
配線;及び
　前記複数の電極それぞれと接続され、前記第１方向と反対方向である第２方向に延長さ
れて前記パネルの終端に接している複数の第２接続配線を含み、
　前記ディスプレイドライバＩＣは、前記パネルの駆動モードに応じて前記複数の第１接
続配線を通じて前記複数の電極に前記共通電圧または前記タッチスキャン信号を印加する
ことを特徴とするタッチスクリーン一体型表示装置。
【請求項２】
　前記パネルは表示領域と非表示領域に区分されており、前記複数の電極は前記表示領域
に形成され、前記ディスプレイドライバＩＣは前記非表示領域に形成されることを特徴と
する請求項１に記載のタッチスクリーン一体型表示装置。
【請求項３】
　前記ディスプレイドライバＩＣは、前記パネルの駆動モードがディスプレイ駆動モード
である場合は前記複数の電極に前記共通電圧を印加し、前記パネルの駆動モードがタッチ
駆動モードである場合は前記複数の電極に前記タッチスキャン信号を印加することを特徴
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とする請求項１に記載のタッチスクリーン一体型表示装置。
【請求項４】
　前記ディスプレイドライバＩＣは、
　前記共通電圧を生成する共通電圧生成部;
　前記ディスプレイ駆動モードまたは前記タッチ駆動モードを示す同期信号を生成する同
期信号生成部;
　前記同期信号に応じて前記共通電圧生成部と前記複数の電極を接続したり、前記タッチ
ＩＣと前記複数の電極を接続するスイッチング部を含む請求項３に記載のタッチスクリー
ン一体型表示装置。
【請求項５】
　前記タッチＩＣは、
　前記タッチスキャン信号を生成するタッチスキャン信号生成部;及び
　前記タッチスキャン信号によるパネル内のタッチ入力位置を感知するタッチ感知部を含
む請求項１に記載のタッチスクリーン一体型表示装置。
【請求項６】
　複数の電極及びディスプレイドライバＩＣを含むパネル;
　タッチスキャン信号を生成して前記複数の電極に印加するタッチＩＣ;
　前記複数の電極を前記タッチＩＣに第１方向に接続する複数の第１接続配線;及び
　前記複数の電極それぞれと接続され、前記第１方向と反対方向である第２方向に延長さ
れて前記パネルの終端に接している複数の第２接続配線を含み、
　前記ディスプレイドライバＩＣは上記タッチＩＣに共通電圧を印加し、前記タッチＩＣ
は前記パネルの駆動モードに応じて前記複数の第１接続配線を通じて前記複数の電極に前
記共通電圧または前記タッチスキャン信号を印加することを特徴とするタッチスクリーン
一体型表示装置。
【請求項７】
　前記パネルは表示領域と非表示領域に区分されており、前記複数の電極は前記表示領域
に形成され、前記ディスプレイドライバＩＣは前記非表示領域に形成されることを特徴と
する請求項６に記載のタッチスクリーン一体型表示装置。
【請求項８】
　前記タッチＩＣは、前記パネルの駆動モードがディスプレイ駆動モードである場合は前
記複数の電極に前記共通電圧を印加し、前記パネルの駆動モードがタッチ駆動モードであ
る場合は前記複数の電極に前記タッチスキャン信号を印加することを特徴とする請求項７
に記載のタッチスクリーン一体型表示装置。
【請求項９】
　前記タッチＩＣは、
　前記タッチスキャン信号を生成するタッチスキャン信号生成部;
　前記タッチスキャン信号によるパネル内のタッチ入力位置を感知するタッチ感知部;及
び
　前記パネルの駆動モードに応じて前記ディスプレイドライバＩＣと前記複数の電極を接
続したり、前記タッチスキャン信号生成部及び前記タッチ感知部と前記複数の電極を接続
するスイッチング部を含む請求項８に記載のタッチスクリーン一体型表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置に関するものであって、より具体的にはタッチスクリーン一体型表示
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　タッチスクリーンは液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）
、電界放出表示装置（Ｆｉｅｌｄ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ，　ＦＥＤ）、プ
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ラズマディスプレイパネル（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ，　ＰＤＰ）、
ＥＬ表示装置（Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｅｖｉｃｅ，　ＥＬ）、電
気泳動表示装置などのような画像表示装置に設けられ、使用者が画像表示装置を見ながら
タッチスクリーン内のタッチセンサを加圧して(押す、または、触れる)、所定の情報を入
力する入力装置の一種である。
【０００３】
　上述した表示装置に用いられるタッチスクリーンはその構造によってアドオン型（ａｄ
ｄ－ｏｎ　ｔｙｐｅ）、オンセル型（ｏｎ－ｃｅｌｌ　ｔｙｐｅ）及びインセル型（ｉｎ
－ｃｅｌｌ　ｔｙｐｅ）に区分される。アドオン型は表示装置とタッチスクリーンを個別
に製造した後、表示装置の上板にタッチスクリーンを接着する方式である。オンセル型は
表示装置の上部ガラス基板表面にタッチスクリーンを構成する素子を直接形成する方式で
ある。インセル型は表示装置内部にタッチスクリーンを内蔵して表示装置の薄型化を達成
し耐久性を高めることができる方式である。
【０００４】
　しかし、アドオン型タッチスクリーンは表示装置上に完成されたタッチスクリーンが装
着される構造であるため厚みがあり、表示装置の輝度が下がり視認性が低下する問題があ
る。また、オンセル型タッチスクリーンは表示装置の上面に別途のタッチスクリーンが形
成された構造であって、アドオン型より厚さを減らすことはできるが、依然としてタッチ
スクリーンを構成する駆動電極と感知電極及びこれらを絶縁するための絶縁層によって全
体の厚さや工程数が増加し、製造コストが増加する問題があった。
【０００５】
　一方、インセル型タッチスクリーンは耐久性の向上と薄型化が可能であるという点でア
ドオン型やオンセル型のタッチスクリーンによって発生する問題を解決できるという長所
がある。このようなインセル型タッチスクリーンは光学式及び静電容量方式のタッチスク
リーンに区分することができる。
【０００６】
　光学式タッチスクリーンは表示装置の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）アレイ基板に光感知
層を形成し、バックライトユニットからの光や赤外光を用いて、触れられた部分に存在す
る物体から反射された光を感知する方式である。しかし、光学式タッチスクリーンは周囲
環境が暗い場合には比較的安定した駆動性能を示すが、周囲環境が明るい場合には反射さ
れた光よりも強い光がノイズとして作用するようになる。実際の接触によって反射される
光の強度は非常に低いため、外部が少しだけ明るくても接触の感知にエラーが発生しうる
ためである。特に、光学式タッチスクリーンは、周囲環境が太陽光に対して露出されてい
る場合には光の強度が非常に高いため、場合によっては接触を感知することができない場
合も発生しうるという問題がある。
【０００７】
　静電容量方式タッチスクリーンは自己キャパシタンス方式（ｓｅｌｆ　ｃａｐａｃｉｔ
ａｎｃｅ　ｔｙｐｅ）と相互キャパシタンス方式（ｍｕｔｕａｌ　ｃａｐａｃｉｔａｎｃ
ｅ　ｔｙｐｅ）に区分することができる。相互キャパシタンス方式タッチスクリーンは共
通電極を分割し、これを駆動電極と感知電極に分けて駆動電極と感知電極の間に相互キャ
パシタンス（ｍｕｔｕａｌ　ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ）が形成されるようにすることによ
って、接触時に発生する相互キャパシタンスの変化量を測定して接触を感知する方法であ
る。
【０００８】
　しかし、相互キャパシタンス方式タッチスクリーンは接触の感知時に発生する相互キャ
パシタンスが非常に小さい一方、表示装置を構成するゲートラインとデータライン間の寄
生容量（ｐａｒａｓｉｔｉｃ　ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ）は非常に大きいため、触れられ
た位置を正確に感知することが困難であるという問題がある。また、相互キャパシタンス
方式タッチセンサは共通電極上にタッチ駆動のための多数のタッチ駆動ラインとタッチ感
知のための多数のタッチ感知ラインを形成しなければならないため、非常に複雑な配線構
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造が必要となるという問題がある。
【０００９】
　また、相互キャパシタンス方式タッチスクリーンは接触を感知するためにタッチ駆動ラ
インとタッチ感知ラインを個別にスキャンしなければならないため、総スキャン数はタッ
チ駆動ラインの数とタッチ感知ラインの数を乗じた値になる。例えば、タッチ駆動ライン
とタッチ感知ラインがそれぞれ１０本である小型表示装置用タッチスクリーンにおいても
少なくとも１００回以上のスキャンをしなければならない。タッチスクリーンが内蔵され
たインセル型タッチスクリーンの場合、非常に短時間でタッチ駆動をしなければならない
ため非常に小さいサイズの表示装置でのみ適用することが可能であるという制限があった
。
【００１０】
　従って、上述した種類のタッチセンサによる問題を解決できる自己キャパシタンス方式
（ｓｅｌｆ　ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ　ｔｙｐｅ）のインセル型（ｉｎ－ｃｅｌｌ　ｔｙ
ｐｅ）のタッチスクリーン一体型表示装置が必要とされている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は上述した従来の問題を解決するためのものであって、タッチ感知素子を表示装
置の内部に形成して厚さを低下させ、耐久性を向上させた自己キャパシタンス方式インセ
ル型タッチスクリーン一体型表示装置を提供するためのものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上述した目的を達成するための本発明の一実施例によるタッチスクリーン一体型表示装
置は、複数の電極及び前記複数の電極に共通電圧を印加するディスプレイドライバＩＣを
含むパネル;タッチスキャン信号を生成して前記ディスプレイドライバＩＣに印加するタ
ッチＩＣ;前記複数の電極を前記ディスプレイドライバＩＣに第１方向に接続する複数の
第１接続配線;及び前記複数の電極それぞれと接続され、前記第１方向と反対方向である
第２方向に延長されて前記パネルの終端に接している複数の第２接続配線を含み、前記デ
ィスプレイドライバＩＣは、前記パネルの駆動モードに応じて前記複数の第１接続配線を
通じて前記複数の電極に前記共通電圧または前記タッチスキャン信号を印加することを特
徴とする。
【００１３】
　上述した目的を達成するための本発明の一実施例によるタッチスクリーン一体型表示装
置は、複数の電極及びディスプレイドライバＩＣを含むパネル;タッチスキャン信号を生
成して前記複数の電極に印加するタッチＩＣ;前記複数の電極を前記タッチＩＣに第１方
向に接続する複数の第１接続配線;及び前記複数の電極それぞれと接続され、前記第１方
向と反対方向である第２方向に延長されて前記パネルの終端に接している複数の第２接続
配線を含み、前記ディスプレイドライバＩＣは前記タッチＩＣに共通電圧を印加し、前記
タッチＩＣは前記パネルの駆動モードに応じて前記複数の第１接続配線を通じて上記複数
の電極に上記共通電圧または前記タッチスキャン信号を印加することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の多様な実施例によると、接触を感知するためのタッチ感知素子を表示装置の内
部に形成することによって厚さを低下し、耐久性を向上させることができる。
【００１５】
　本発明の多様な実施例によると、接触を感知するためのタッチ駆動ラインとタッチ感知
ラインを個別に構成する必要がないため、信号ラインの数を減らすことによって配線構造
を簡単にすることができ、総スキャン数を減らすことができる。
【００１６】
　本発明の多様な実施例によると、複数の電極を１つに連結する接続配線を備えることに
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よってタッチ感知素子の弱い静電気特性を補償することができ、これによって歩留まりの
向上に寄与することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施例によるタッチスクリーン一体型表示装置の構成を示した図面で
ある。
【図２】本発明の一実施例によるディスプレイドライバＩＣとタッチＩＣの接続関係を詳
細に示した図面である。
【図３】本発明の他の実施例によるタッチスクリーン一体型表示装置の構成を示した図面
である。
【図４】本発明の他の実施例によるディスプレイドライバＩＣとタッチＩＣの接続関係を
詳細に示した図面である。
【図５】本発明の多様な実施例によるタッチスクリーン一体型表示装置のディスプレイ駆
動とタッチ駆動に関する信号のタイミング図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下では、添付される図面を参照しながら本発明の多様な実施例について詳細に説明す
る。
【００１９】
　一方、以下では、説明の便宜上本発明の複数の実施例によるタッチスクリーン一体型表
示装置の一例として液晶表示装置（ＬＣＤ）が記載されている。しかし、本発明はこれに
限定されずに、電界放出表示装置、プラズマディスプレイパネル、ＥＬ表示装置、電気泳
動表示装置など多様な表示装置に適用されることができる。また、液晶表示装置の一般的
な構成に関する説明は省略することにする。
【００２０】
　図１は、本発明の一実施例によるタッチスクリーン一体型表示装置の構成を示した図面
であり、図２は、本発明の一実施例によるディスプレイドライバＩＣとタッチＩＣの接続
関係を詳細に示した図面である。
【００２１】
　本発明の一実施例によるタッチスクリーン一体型表示装置は図１に示すように、ディス
プレイドライバＩＣ２００を含んでいるパネル１００及びタッチＩＣ３００を含む。
【００２２】
　まず、パネル１００はタッチスクリーン(図示せず)が内蔵されている表示領域１１０と
ディスプレイドライバＩＣ２００が形成されている非表示領域１２０に区分されており、
ここで、タッチスクリーンは使用者が触れた位置を感知するものであって、特に、本発明
に適用されるタッチスクリーンはディスプレイ駆動及びタッチ駆動を時間的に分割して駆
動する自己キャパシタンス方式のインセル型タッチスクリーンである。
【００２３】
　パネル１００は２枚の基板間に液晶層が形成されるように構成することができる。この
場合、パネル１００の下部基板には複数のゲートライン、ゲートラインと交差する複数の
データライン、データラインとゲートラインの交差部に形成されるピクセル、各ピクセル
内に形成された複数のＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）が配置され
る。ここで、ピクセルは、データラインとゲートラインの交差構造によってマトリックス
型に配置される。
【００２４】
　また、パネル１００は複数の電極１１１と複数の接続配線１３０、１４０を含んでいる
。
【００２５】
　ここで、複数の電極１１１はパネル１００の表示領域１１０内に形成され、複数のピク
セル電極と重なるように形成されている。即ち、複数の電極１１１はピクセル毎に形成さ
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れているものではなく、表示領域１１０において複数のピクセルと重なるように形成され
ている。
【００２６】
　このような電極１１０はディスプレイ駆動期間の間は各ピクセル内に形成されているピ
クセル電極とともに液晶を駆動する共通電極として動作し、タッチ駆動期間の間はタッチ
ＩＣ３００から印加されるタッチスキャン信号によって、触れられた位置を感知するタッ
チ電極として動作する。
【００２７】
　複数の接続配線は複数の第１接続配線１３０及び複数の第２接続線１４０に区分されて
おり、複数の第１接続配線１３０は複数の電極をディスプレイドライバＩＣ２００に第１
方向に接続し、複数の第２接続配線１４０は複数の電極それぞれと接続され、第１方向と
反対方向である第２方向に延長されている。
【００２８】
　例えば、図１に示すように、複数の第１接続配線１３０は複数の電極１１１とディスプ
レイドライバＩＣ２００を接続し、ディスプレイドライバＩＣ２００から出力された共通
電圧及びタッチスキャン信号がそれぞれの配線を通じて複数の電極１１１に印加されるよ
うになっている。
【００２９】
 特に、複数の第２接続配線１４０はパネル１００とパネル１００の終端で接するように
なっていてもよい。
【００３０】
 このように、複数の第２接続配線１４０がパネル１００の終端でパネルと接している場
合、次のような効果を確認できる。例えば、第２接続配線１４０なしでただ複数の第１接
続配線１３０がディスプレイドライバＩＣ２００と接続されている場合、 複数の第１接
続配線１３０はディスプレイドライバＩＣ２００に付着される以前には全てフローティン
グ（ｆｌｏａｔｉｎｇ）状態になるため静電気に非常に弱い。これを解決するために、パ
ネルの上部、即ち、ディスプレイドライバＩＣ２００の付着と反対方向に、複数の第２接
続配線１４０を複数の電極それぞれに追加に接続した後パネル１００の終端に接するよう
に接続すると、複数の第１接続配線１３０で発生できる静電気不良を防止できる。ここで
上述したパネルの終端にはショートバー（Ｓｈｏｒｔｉｎｇ　ｂａｒ）が形成されている
ことができ、この場合複数の第２接続配線１４０はパネルの終端でショートバーに接続さ
れるようになる。
【００３１】
　次に、ディスプレイドライバＩＣ２００はパネル１００の駆動モードに応じて、複数の
第１接続配線１３０を通じて複数の電極１１１に共通電圧を印加したり、タッチスキャン
信号を印加する。
【００３２】
　即ち、パネル１００の駆動モードがディスプレイ駆動モードであるときは、ディスプレ
イドライバＩＣ２００は複数の電極に共通電圧を印加することでパネル１００がディスプ
レイ駆動を行うようにし、パネルの駆動モードがタッチ駆動モードであるときは、ディス
プレイドライバＩＣ２００は複数の電極にタッチスキャン信号を印加することでパネル１
００がタッチ駆動を行うようにする。
【００３３】
　特に、パネルの駆動モードがタッチ駆動モードの場合には、ディスプレイドライバＩＣ
２００はパネル１００内の電極を複数のグループに分割してタッチスキャン信号をグルー
プ毎に順次印加するようになっていてもよい。
【００３４】
　例えば、パネル１００の電極が２つのグループに分割されている場合、ディスプレイド
ライバＩＣ２００はディスプレイ駆動モードの間はパネル１００の全ての電極に共通電圧
を印加し、タッチ駆動モードの間はタッチスキャン信号を第１グループと第２グループに
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順次印加するようになっていてもよい。
【００３５】
　また、ディスプレイドライバＩＣ２００は図２に示されたように、複数の電極１１１を
共通電極またはタッチ電極として駆動させるためのものであって、共通電圧生成部２１０
、同期信号生成部２２０及びスイッチング部２３０を含んで構成するようになっていても
よい。
【００３６】
　共通電圧生成部２１０は共通電圧Ｖｃｏｍを生成してスイッチング部２３０に共通電圧
Ｖｃｏｍを印加する。即ち、パネルの駆動モードがディスプレイ駆動モードであるときは
、映像出力のために複数の電極に印加される共通電圧Ｖｃｏｍを生成し、スイッチング部
２３０に共通電圧Ｖｃｏｍをに印加する。
【００３７】
　同期信号生成部２２０は、ディスプレイ駆動モードまたはタッチ駆動モードを示す同期
信号を生成する。
【００３８】
　例えば、ディスプレイ駆動モードまたはタッチ駆動モードに応じて共通電圧生成部２１
０で生成された共通電圧Ｖｃｏｍがスイッチング部２３０を通じて複数の電極１１１に印
加されるようにしたり、タッチスキャン信号が複数の電極１１１に印加されるようにする
同期信号を生成する。
【００３９】
　スイッチング部２３０は同期信号に応じて共通電圧生成部２１０と複数の電極１１１を
接続したり、タッチＩＣ３００と複数の電極１１１を接続するようになっている。
【００４０】
　例えば、複数のスイッチング部２３０は共通電圧生成部２１０またはタッチＩＣ３００
と複数の電極１１１を接続することができ、同期信号生成部２２０の同期信号がディスプ
レイ駆動モードを指示する同期信号である場合には共通電圧生成部２１０と複数の電極１
１１を接続し、同期信号がタッチ駆動モードを指示する同期信号である場合にはタッチＩ
Ｃ３００と複数の電極１１１を接続するようになっていてもよい。
【００４１】
　最後に、タッチＩＣ３００はディスプレイドライバＩＣ２００を通じて複数の電極１１
１にタッチスキャン信号を印加させた後、電極のキャパシタンスの変化を検出して、各電
極に対する接触の有無を決定するようになっている。
【００４２】
　例えば、図２に示されたように、本発明の一実施例によるタッチＩＣ３００は接触の感
知のために複数の電極に供給されるタッチスキャン信号を生成するタッチスキャン信号生
成部３１０を含むようになっていてもよい。タッチスキャン信号はタッチ駆動電圧であっ
てもよく、上記タッチ駆動電圧はディスプレイ駆動のためにパネル１００の複数の電極に
印加される共通電圧よりも大きい値を有するようになっていてもよい。この場合、タッチ
駆動電圧は共通電圧と同じ電圧を低レベル電圧として有し、それより大きい電圧を高レベ
ル電圧として有するようになっていてもよい。ここで、タッチスキャン信号生成部３１０
はディスプレイドライバＩＣ２００のスイッチング部２３０を通じて複数の電極１１１と
接続されている。
【００４３】
　また、タッチＩＣ３００はパネル１００内の複数の電極１１１からタッチスキャン信号
に応じてタッチ感知信号を受信して接触座標を演算し、使用者による接触入力位置を感知
するタッチ感知部(320)を含むようになっていてもよい。演算された接触座標は表示装置
のシステム部に送信され、パネル１００で発生する使用者による接触座標を感知するのに
使用されるようになっていてもよい。
【００４４】
　ここで、タッチ感知部３２０はディスプレイドライバＩＣ２００内のスイッチング部２
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３０を通じて複数の電極１１１と接続されている。
【００４５】
　以下では、本発明のタッチスクリーン一体型表示装置の他の実施例に関して図３及び図
４を詳細に説明する。
【００４６】
　図３は、本発明のタッチスクリーン一体型表示装置の他の実施例の構成を示した図面で
あり、図４は、本発明の他の実施例によるディスプレイドライバＩＣとタッチＩＣの接続
関係を詳細に示した図面である。
【００４７】
　本発明の一実施例によるタッチスクリーン一体型表示装置は図３に示されたように、デ
ィスプレイドライバＩＣ２００を含んでいるパネル１００及びタッチＩＣ３００を含む。
【００４８】
　まず、パネル１００はタッチスクリーン(図示せず)が内蔵されている表示領域１１０と
ディスプレイドライバＩＣ２００が形成されている非表示領域１２０に区分されており、
ここで、タッチスクリーンは使用者が触れた位置を感知するものであって、特に本発明に
適用されるタッチスクリーンはディスプレイ駆動及びタッチ駆動を時間的に分割して駆動
する自己キャパシタンス式のインセル型タッチスクリーンである。
【００４９】
　パネル１００は２枚の基板間に液晶層が形成されるように構成することができる。この
場合、パネル１００の下部基板には複数のゲートライン、ゲートラインと交差する複数の
データライン、データラインとゲートラインの交差部に形成される複数のピクセル、各ピ
クセル内に形成された複数のＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）が配
置される。ここで、ピクセルは、データラインとゲートラインの交差構造によってマトリ
ックス型に配置される。
【００５０】
　また、パネル１００は複数の電極１１１と複数の接続配線１３０、１４０を含んでいる
。
ここで、複数の電極１１１はパネル１００の表示領域１１０に形成されて複数のピクセル
電極と重なるように形成されている。即ち、複数の電極１１１はピクセル毎に形成されて
いるものではなく、表示領域１１０において複数のピクセルと重なるようにに形成されて
いる。
【００５１】
　このような電極１１０はディスプレイ駆動期間の間は各ピクセル内に形成されているピ
クセル電極とともに液晶を駆動する共通電極として動作し、タッチ駆動期間の間はタッチ
ＩＣ３００から印加されるタッチスキャン信号によって、触れられた位置を感知するタッ
チ電極として動作する。
【００５２】
　複数の接続配線は複数の第１接続配線１３０及び複数の第２接続配線１４０に区分され
ており、複数の第１接続配線１３０は複数の電極をタッチＩＣ３００に第１方向に接続し
、複数の第２接続配線１４０は複数の電極それぞれと接続され、第１方向と反対方向であ
る第２方向に延長されている。
【００５３】
　例えば、図３に示すように、複数の第１接続配線１３０は複数の電極１１１とタッチＩ
Ｃ３００を接続し、タッチＩＣ３００から出力された共通電圧及びタッチスキャン信号が
それぞれの配線を通じて複数の電極１１１に印加されるようになっている。
【００５４】
 特に、複数の第２接続配線１４０はパネル１００とパネル１００の終端で接するように
なっていてもよい。
【００５５】
 このように、複数の第２接続配線１４０がパネル１００の終端でパネルと接している場
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合、次のような効果を確認できる。例えば、第２接続配線１４０なしでただ複数の第１接
続配線１３０がタッチＩＣ３００と接続されている場合、 複数の第１接続配線１３０は
タッチＩＣ３００に付着される以前には全てフローティング（ｆｌｏａｔｉｎｇ）状態に
なるため静電気に非常に弱い。これを解決するために、パネルの上部、即ち、タッチＩＣ
３００の付着と反対方向に、複数の第２接続配線１４０を複数の電極それぞれに追加に接
続した後パネル１００の終端に接するように接続すると、複数の第１接続配線１３０で発
生できる静電気不良を防止できる。ここで上述したパネルの終端にはショートバー（Ｓｈ
ｏｒｔｉｎｇ　ｂａｒ）が形成されていることができ、この場合複数の第２接続配線１４
０はパネルの終端でショートバーに接続されるようになる。
【００５６】
　次に、ディスプレイドライバＩＣ２００は図４に示すように、共通電圧を生成してタッ
チＩＣ３００に印加する共通電圧生成部２１０を含むようにしてもよい。
【００５７】
　ここで、共通電圧生成部２１０は共通電圧Ｖｃｏｍを生成してタッチＩＣ３００に共通
電圧Ｖｃｏｍを印加する。即ち、パネル１００の駆動モードがディスプレイ駆動モードで
あるときは、映像出力のために複数の電極に印加される共通電圧Ｖｃｏｍを生成してタッ
チＩＣ３００に共通電圧Ｖｃｏｍを印加する。
【００５８】
　最後に、タッチＩＣ３００はパネル１００の駆動モードに応じて複数の第１接続配線１
３０を通じて複数の電極１１１に共通電圧またはタッチスキャン信号を印加する。
【００５９】
　即ち、パネルの駆動モードがディスプレイ駆動モードであるときは、タッチＩＣ３００
はディスプレイドライバＩＣ２００から送信された共通電圧を複数の電極１１１に印加し
てパネル１００がディスプレイ駆動を行うようにし、パネル１００の駆動モードがタッチ
駆動モードであるときは、タッチＩＣ３００は生成されたタッチスキャン信号を複数の電
極に印加してパネル１００がタッチ駆動を行うようにする。
【００６０】
　特に、パネル１００の駆動モードがタッチ駆動モードの場合には、タッチＩＣ３００は
パネル１００内の電極を複数のグループに分割してタッチスキャン信号をグループ毎に順
次印加するようになっていてもよい。
【００６１】
　例えば、パネル１００の電極が２つのグループに分割されている場合、タッチＩＣ３０
０はディスプレイ駆動モードの間はパネル１００の全ての電極に共通電圧を印加し、タッ
チ駆動モードの間はタッチスキャン信号を第１グループと第２グループに順次印加するよ
うになっていてもよい。
【００６２】
　タッチＩＣ３００は複数の電極１１１にタッチスキャン信号を印加させた後、電極１１
１のキャパシタンスの変化を検出して各電極に対する接触の有無を決定するようになって
いる。
【００６３】
　例えば、図４に示されたように、本発明の一実施例によるタッチＩＣ３００は接触を感
知するためにパネル１００の複数の電極に供給されるタッチスキャン信号を生成するタッ
チスキャン信号生成部３１０を含むようになっていてもよい。タッチスキャン信号はタッ
チ駆動電圧であってもよく、上記タッチ駆動電圧はディスプレイ駆動のためにパネル１０
０の複数の電極に印加される共通電圧よりも大きい値を有するようになっていてもよい。
この場合、タッチ駆動電圧は共通電圧と同じ電圧を低レベル電圧として有し、それより大
きい電圧を高レベル電圧として有するようになっていてもよい。ここで、タッチスキャン
信号生成部３１０はスイッチング部３３０を通じて複数の電極１１１と接続されている。
【００６４】
　また、タッチＩＣ３００はパネル１００内の複数の電極１１１からタッチスキャン信号
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するタッチ感知部３２０を含むようになっていてもよい。演算された接触座標は表示装置
のシステム部に伝達され、パネル１００で発生する使用者による接触座標を感知するため
に使用されるようになっていてもよい。
【００６５】
　ここで、タッチ感知部３２０はスイッチング部３３０を通じて複数の電極１１１と接続
されている。
【００６６】
　スイッチング部３３０はパネル１００の駆動モードに応じてディスプレイドライバＩＣ
２００内の共通電圧生成部２１０と複数の電極１１１を接続したり、タッチスキャン信号
生成部３１０及びタッチ感知部３２０と複数の電極１１１を接続するようになっている。
【００６７】
　上述したようなタッチスクリーン一体型表示装置の多様な駆動方法に関して図５を参照
しながら説明する。
【００６８】
　図５は、本発明の多様な実施例によるタッチスクリーン一体型表示装置のディスプレイ
駆動とタッチ駆動に関する信号のタイミング図である。
【００６９】
　まず、図５に示すように、１フレーム間において、パネル１００の駆動モードがディス
プレイ駆動モードの場合には共通電圧を複数の電極に印加することによりパネル１００は
ディスプレイ駆動を行うようになり、パネル１００の駆動モードがタッチ駆動モードの場
合にはタッチスキャン信号を複数の電極に印加することによりパネルはタッチ駆動を行う
ようになる。
【００７０】
　本発明の属する技術分野の当業者は上述した本発明がその技術的思想や必須的特徴を変
更せず、他の具体的な形態で実施できるということを理解することができる。
【００７１】
　したがって、以上で記述した実施例は全ての面で例示されたものであり、限定的でない
ものと理解すべきである。本発明の範囲は、上記の詳細な説明よりは後述する特許請求の
範囲により表れるものであり、特許請求の範囲の意味及び範囲、そしてその等価概念から
導き出される全ての変更または変形された形態が本発明の範囲に含まれるものと解釈され
なければならない。
【符号の説明】
【００７２】
１００　パネル
１１０　表示領域
１１１　電極
１２０　非表示領域
１３０　第１接続配線
１４０　第２接続配線
２００　ディスプレイドライバＩＣ
２１０　共通電圧生成部
２２０　同期信号生成部
２３０　スイッチング部
３００　タッチＩＣ
３１０　タッチスキャン信号生成部
３２０　タッチ感知部
３３０　スイッチング部
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【図３】 【図４】

【図５】
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