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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板、前記透明基板の一面に形成される複数の検出電極及びこれに接続される前面
パッド部、並びに前記透明基板の他面に形成される駆動／シールド電極及びこれに接続さ
れる背面パッド部を備えるタッチスクリーンパネルと、
　前記タッチスクリーンパネルの前面パッド部に接続される第１パッド部、及び前記タッ
チスクリーンパネルの背面パッド部に接続される第２パッド部を備え、前記タッチスクリ
ーンパネルの両面に同時に接続される可撓性回路基板と、を備え、
　前記可撓性回路基板は、
　一端に前記第１パッド部が形成されたメイン基板部と、
　前記メイン基板部の一側に延設され、前記タッチスクリーンパネルの一面上に前記第１
パッド部と並んで位置し、パッド部を含まず、整列マークを備える第１基板部、前記第１
基板部に対向するように配置され、前記第２パッド部を含む第２基板部、並びに前記第１
基板部及び前記第２基板部の互いに対応する両側の各々から延び、前記第１基板部と前記
第２基板部とを接続し、前記第１及び第２基板部が前記タッチスクリーンパネルの対向す
る異なる面上に位置するように折り曲げられた状態で実装される複数の第３基板部で構成
されるサブ基板部と、を備えることを特徴とするタッチスクリーンパネル装置。
【請求項２】
　前記複数の第３基板部は、互いに対称となるように前記第１及び第２基板部の互いに対
応する両側に並んで配列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パネ



(2) JP 5501985 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

ル装置。
【請求項３】
　前記サブ基板部は、前記複数の第３基板部の間に形成される開口部を備えることを特徴
とする請求項１または２に記載のタッチスクリーンパネル装置。
【請求項４】
　前記複数の第３基板部は、前記第１基板部と前記第２基板部とが互いに重なるように横
方向に折り曲げられた状態で実装されることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に
記載のタッチスクリーンパネル装置。
【請求項５】
　前記可撓性回路基板は、前記メイン基板部から引出され、前記複数の第３基板部のうち
の１つ以上の第３基板部を経由して前記第２パッド部に接続される１つ以上の駆動配線を
さらに備えることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のタッチスクリーンパ
ネル装置。
【請求項６】
　前記検出電極は、前記透明基板の一面のタッチ活性領域に複数分散して形成され、第１
方向または前記第１方向と交差する第２方向に沿って接続されることを特徴とする請求項
１～５のいずれか１項に記載のタッチスクリーンパネル装置。
【請求項７】
　前記駆動／シールド電極は、前記透明基板の他面に全面的に形成されることを特徴とす
る請求項１～６のいずれか１項に記載のタッチスクリーンパネル装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可撓性回路基板及びこれを備えたタッチスクリーンパネル装置に関し、特に
、タッチスクリーンパネルのような基板構造物の両面に同時に接続可能な可撓性回路基板
を備えたタッチスクリーンパネル装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　タッチスクリーンパネルは、映像表示装置などの画面に現れた指示内容を人の手または
物体で選択し、ユーザの命令を入力できるようにした入力装置である。
【０００３】
　このため、タッチスクリーンパネルは、映像表示装置の前面に備えられ、人の手または
物体に直接接触した接触位置を電気的信号に変換する。これにより、接触位置で選択され
た指示内容が入力信号として受信される。
【０００４】
　このようなタッチスクリーンパネルは、キーボードやマウスのように、映像表示装置に
接続して動作する別の入力装置を代替できるため、その使用範囲が次第に拡大する傾向に
ある。
【０００５】
　タッチスクリーンパネルを実現する方式としては、抵抗膜方式、光検出方式、及び静電
容量方式などが知られている。
【０００６】
　このうち、静電容量方式のタッチスクリーンパネルは、タッチ活性領域に分散して形成
される複数の検出電極を含み、これにより、人の手または物体が接触したとき、静電容量
が変化する地点を検出することで接触位置を把握する。
【０００７】
　これらの検出電極は、タッチスクリーンパネルの一面、例えば、上面に複数分散して配
置される。
【０００８】
　一方、タッチスクリーンパネルの他面、例えば、背面には駆動／シールド電極が形成可
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能である。
【０００９】
　このような駆動／シールド電極は、タッチスクリーンパネルの駆動電極（検出電極以外
の他の駆動電極）として用いられるか、あるいはグラウンド電源のような定電圧源に接続
され、タッチスクリーンパネルと表示パネルとの間で安定性を確保するシールド電極とし
て使用可能である。
【００１０】
　しかしながら、このようにタッチスクリーンパネルの両面にそれぞれ検出電極及び駆動
／シールド電極が形成されると、前記タッチスクリーンパネルの両面ともに可撓性回路基
板を接続しなければならないため、接続構造が複雑になり、整列の精度や接続の安定性が
低下する恐れがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】韓国特許公開第２００６－５５８７９号公報
【特許文献２】韓国特許公開第２００９－５９６２５号公報
【特許文献３】韓国特許第６７１６５３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　そこで、本発明の目的は、比較的単純な接続構造によりタッチスクリーンパネルのよう
な基板構造物の両面に同時に接続可能で、かつ、整列精度及び接続安定性が向上できるよ
うにした可撓性回路基板を備えたタッチスクリーンパネル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】
【００１９】
　本発明の他の態様は、透明基板、前記透明基板の一面に形成される複数の検出電極及び
これに接続される前面パッド部、並びに前記透明基板の他面に形成される駆動／シールド
電極及びこれに接続される背面パッド部を備えるタッチスクリーンパネルと、前記タッチ
スクリーンパネルの前面パッド部に接続される第１パッド部、及び前記タッチスクリーン
パネルの背面パッド部に接続される第２パッド部を備え、前記タッチスクリーンパネルの
両面に同時に接続される可撓性回路基板とを備え、前記可撓性回路基板は、一端に前記第
１パッド部が形成されたメイン基板部と、前記メイン基板部の一側に延設され、前記タッ
チスクリーンパネルの一面上に前記第１パッド部と並んで位置し、パッド部を含まず、整
列マークを備える第１基板部、前記第１基板部に対向するように配置され、前記第２パッ
ド部を含む第２基板部、並びに前記第１基板部及び前記第２基板部の互いに対応する両側
の各々から延び、前記第１基板部と前記第２基板部とを接続するが、前記第１及び第２基
板部が前記タッチスクリーンパネルの対向する異なる面上に位置するように折り曲げられ
た状態で実装される複数の第３基板部で構成されるサブ基板部と、を備えることを特徴と
するタッチスクリーンパネル装置を提供する。
                                                                                
【００２０】
　ここで、前記複数の第３基板部は、前記第１基板部と前記第２基板部とが互いに重なる
ように横方向に折り曲げられた状態で実装され得る。
【００２１】
　また、前記検出電極は、前記透明基板の一面のタッチ活性領域に複数分散して形成され
、第１方向または前記第１方向と交差する第２方向に沿って接続され得る。
【００２２】
　また、前記駆動／シールド電極は、前記透明基板の他面に全面的に形成され得る。
【発明の効果】
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【００２３】
　このような本発明によれば、タッチスクリーンパネルのような基板構造物の一面に接続
される第１パッド部を備えたメイン基板部と、前記メイン基板部と一体に形成され、前記
基板構造物の他面に接続される第２パッド部を備えたサブ基板部とを備えることにより、
前記基板構造物の両面に同時に接続可能な可撓性回路基板を提供する。これにより、タッ
チスクリーンパネルのような基板構造物の両面とこれに接続される可撓性回路基板の接続
構造を単純化することができる。
【００２４】
　特に、本発明では、前記基板構造物の一面から他面の方向に折り曲げられて接続される
サブ基板部の第３基板部を両側に複数形成することにより、前記第３基板部が折り曲げら
れて発生する張力を分散し、サブ基板部の両側を安定的に支持できるようにした可撓性回
路基板を提供する。これにより、サブ基板部の位置がずれるのを防止し、基板構造物と可
撓性回路基板との間の整列精度及び接続安定性を向上できるとともに、クラックの発生を
防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】タッチスクリーンパネルの一例を示す平面図である。
【図２】図２（ａ）および図２（ｂ）は図１における検出電極及び接続パターンの実施の
形態を示す要部拡大図である。
【図３】図３（ａ）および図３（ｂ）は図１におけるタッチスクリーンパネルの断面を示
す要部断面図である。
【図４】本発明の一実施の形態による可撓性回路基板とこれに接続されたタッチスクリー
ンパネルを備えたタッチスクリーンパネル装置を示す平面図である。
【図５】図４における可撓性回路基板を示す平面図である。
【図６】本発明の他の実施の形態による可撓性回路基板を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、添付した図面を参照して本発明の実施の形態をより詳細に説明する。
【００２７】
　図１は、タッチスクリーンパネルの一例を示す平面図である。
【００２８】
　図１に示すように、タッチスクリーンパネルは、透明基板１０と、前記透明基板１０の
一面のタッチ活性領域に形成された複数の検出電極１２及び接続パターン１３と、前記透
明基板１０の一面のタッチ非活性領域に形成され、前面パッド部２０を介して前記検出電
極１２を外部の駆動回路と接続する位置検出ライン１５と、前記透明基板１０の一面のタ
ッチ非活性領域に形成され、前記位置検出ライン１５を介して検出電極１２に接続される
前面パッド部２０とを備える。
【００２９】
　また、平面図である図１には示していないが、前記タッチスクリーンパネルの他面には
、全面的に駆動／シールド電極がさらに形成される。したがって、前記タッチスクリーン
パネルの他面のタッチ非活性領域には、前記駆動／シールド電極に接続され、これを外部
の駆動回路と接続する背面パッド部２２がさらに形成される。
【００３０】
　より具体的には、透明基板１０は、タッチスクリーンパネルの基材となる基板であって
、ガラスやＰＥＴフィルムのように透明な素材で形成可能である。
【００３１】
　検出電極１２は、透明基板１０の一面、例えば、上面のタッチ活性領域に複数分散して
形成され、第１方向または第２方向に沿って接続される。ここで、タッチ活性領域は、例
えば、表示領域に設定できるものであり、この場合、タッチ活性領域は、タッチスクリー
ンパネルの下部に配置される表示パネル（図示せず）に備えられた画素と重なる領域に設
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定可能である。
【００３２】
　検出電極１２は、例えば、透明基板１０のタッチ活性領域に複数分散して配置され、第
１方向に沿って接続される複数の第１検出電極１２ａと、前記第１検出電極１２ａと交互
に配置されるように、第１検出電極１２ａの間に複数分散して配置され、前記第１方向と
交差する（例えば、直交する）第２方向に沿って接続される複数の第２検出電極１２ｂと
を含むことができる。
【００３３】
　すなわち、第１検出電極１２ａは、列ライン及び／または行ラインに沿ってそれぞれ複
数ずつ配置されるが、同じ列ラインまたは行ライン（本実施の形態では、同じ列ライン）
に位置する第１検出電極１２ａは、前記同じ列ラインまたは行ラインに沿って複数配置さ
れた第１接続パターン１３ａにより第１方向（本実施の形態では、列方向）に沿って接続
されるように形成される。このとき、第１検出電極１２ａは、第１方向に沿って接続され
るライン単位で各々の位置検出ライン１５に接続される。
【００３４】
　そして、第２検出電極１２ｂは、行ライン及び／または列ラインに沿ってそれぞれ複数
ずつ配置されるが、同じ行ラインまたは列ライン（本実施の形態では、同じ行ライン）に
位置する第２検出電極１２ｂは、前記同じ行ラインまたは列ラインに沿って複数配置され
た第２接続パターン１３ｂにより第１方向と交差する第２方向（本実施の形態では、行方
向）に沿って接続されるように形成される。このとき、第２検出電極１２ｂは、第２方向
に沿って接続されるライン単位で各々の位置検出ライン１５に接続される。
【００３５】
　このような第１検出電極１２ａ及び第２検出電極１２ｂは、下部に配置される表示パネ
ル（図示せず）からの光が透過できるように、所定の透過度以上を有するように透明に実
現される。例えば、第１検出電極１２ａ及び第２検出電極１２ｂは、ＩＴＯやＩＺＯのよ
うな透明電極物質で形成可能である。
【００３６】
　接続パターン１３は、第１方向に沿って複数形成され、第１検出電極１２ａの間で前記
第１検出電極１２ａを第１方向に沿って接続する複数の第１接続パターン１３ａと、第２
方向に沿って複数形成され、第２検出電極１２ｂの間で前記第２検出電極１２ｂを第２方
向に沿って接続する複数の第２接続パターン１３ｂとを含む。
【００３７】
　位置検出ライン１５は、第１方向及び第２方向に沿って接続されるライン単位の第１検
出電極１２ａ及び第２検出電極１２ｂの各々に電気的に接続され、前面パッド部２０を介
してこれらの第１検出電極１２ａ及び第２検出電極１２ｂを位置検出回路のような外部の
駆動回路（図示せず）と接続する。
【００３８】
　このような位置検出ライン１５は、映像が表示されるタッチ活性領域を避けて前記タッ
チ活性領域の外郭に画定されるタッチ非活性領域（例えば、非表示領域）に位置するもの
であり、材料の選択の幅が広い。したがって、位置検出ライン１５は、検出電極１２の形
成に用いられる透明電極物質のほか、モリブデン（Ｍｏ）、銀（Ａｇ）、チタン（Ｔｉ）
、銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａｌ）、モリブデン／アルミニウム／モリブデン（Ｍｏ／
Ａｌ／Ｍｏ）などの低抵抗物質で形成可能である。
【００３９】
　前述したタッチスクリーンパネルは、静電容量方式のタッチスクリーンパネルであり、
人の手またはスタイラスペンなどのような接触物体が接触すると、検出電極１２から位置
検出ライン１５及び前面パッド部２０を経由して駆動回路（図示せず）側へ接触位置に応
じた静電容量の変化が伝達される。そうすると、Ｘ及びＹ入力処理回路（図示せず）など
により静電容量の変化が電気的信号に変換されることにより、接触位置が把握される。
【００４０】
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　一方、タッチスクリーンパネルは、第１及び第２検出電極１２ａ，１２ｂが形成された
一面に対向する他面、例えば、背面に形成された駆動／シールド電極（図示せず）をさら
に含むことができる。すなわち、タッチスクリーンパネルの両面には、それぞれ検出電極
１２及び駆動／シールド電極が形成可能である。
【００４１】
　このような駆動／シールド電極は、第１及び第２検出電極１２ａ，１２ｂ以外の他の駆
動電極として用いられるか、あるいはタッチスクリーンパネルとその下部の表示パネルと
の間で安定性を確保するためのシールド電極として使用可能である。
【００４２】
　前面パッド部２０は、位置検出ライン１５を介して検出電極１２に接続される複数のパ
ッドを含み、この前面パッド部２０の少なくとも一側には、可撓性回路基板（図示せず）
との接続時における整列を容易にするための整列マーク２０ａが形成可能である。
【００４３】
　背面パッド部２２は、タッチスクリーンパネルの他面に形成された駆動／シールド電極
を外部の駆動回路と接続するためのものであり、前記駆動／シールド電極に接続される。
【００４４】
　このため、背面パッド部２２は、前記駆動／シールド電極の一領域を露出する１つ以上
のパッドを含むか、あるいは図示しない他の信号／電源配線や導電物質により前記駆動／
シールド電極に接続される１つ以上のパッドを含むことができる。
【００４５】
　このような背面パッド部２２の周辺にも、可撓性回路基板との接続時における整列を容
易にするための整列マーク２２ａが形成可能である。
【００４６】
　図２（ａ）及び図２（ｂ）は、図１における検出電極及び接続パターンの実施の形態を
示す要部拡大図である。ここで、図２（ａ）は、第１検出電極１２ａ及び第２検出電極１
２ｂが同一レイヤに配置される１層構造のタッチスクリーンパネルに関する一例を示すも
のであり、図２（ｂ）は、第１検出電極１２ａ及び第２検出電極１２ｂが異なるレイヤに
配置される２層構造のタッチスクリーンパネルに関する一例を示すものである。
【００４７】
　まず、図２（ａ）に示すように、第１検出電極１２ａ及び第２検出電極１２ｂは、同一
レイヤに互いに交互に配置され、それぞれ第１接続パターン１３ａ及び第２接続パターン
１３ｂにより第１方向及び第２方向に沿って接続されるように形成される。
【００４８】
　このとき、第１接続パターン１３ａと第２接続パターン１３ｂとの間には、安定性（絶
縁性）を確保するための絶縁膜１４が介在する。すなわち、第１接続パターン１３ａ及び
第２接続パターン１３ｂは、絶縁膜１４を介在して互いに異なるレイヤに配置される。
【００４９】
　例えば、第１接続パターン１３ａは、第１検出電極１２ａ及び第２検出電極１２ｂが位
置するレイヤの上部または下部のレイヤに位置し、コンタクトホールまたは直接的接触に
より第１検出電極１２ａに接続され、第２接続パターン１３ｂは、第２検出電極１２ｂと
一体にパターニング可能である。
【００５０】
　この場合、第１検出電極１２ａは、各々が独立したパターンを有するように分離してパ
ターニングされるが、第１接続パターン１３ａにより第１方向に沿って接続できる。
【００５１】
　一方、本発明において、第１検出電極１２ａと第２検出電極１２ｂが必ずしも同一レイ
ヤに位置すべきものではなく、例えば、これらは互いに異なるレイヤに交互に配置されて
もよい。
【００５２】
　この場合、図２（ｂ）に示すように、第１接続パターン１３ａ’は、第１検出電極１２
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ａと同一レイヤに位置し、前記第１検出電極１２ａと一体にパターニングされ、第２接続
パターン１３ｂは、第２検出電極１２ｂが位置するレイヤと同一レイヤに位置し、前記第
２検出電極１２ｂと一体にパターニング可能である。
【００５３】
　この場合、第１検出電極１２ａ及び第１接続パターン１３ａ’が形成されたレイヤと、
第２検出電極１２ｂ及び第２接続パターン１３ｂが形成されたレイヤとの間には、タッチ
活性領域に全面的に絶縁膜（図示せず）が介在し得る。
【００５４】
　図３（ａ）及び図３（ｂ）は、図１におけるタッチスクリーンパネルの断面を示す要部
断面図であり、特に、図３（ａ）は、図２（ａ）のＩ－Ｉ’線に沿ったタッチスクリーン
パネルの要部断面図であり、図３（ｂ）は、図２（ａ）のＩＩ－ＩＩ’線に沿ったタッチ
スクリーンパネルの要部断面図である。
【００５５】
　図３（ａ）及び図３（ｂ）に示すように、透明基板１０の一面（例えば、上面）のタッ
チ活性領域１０１には、第１及び第２検出電極１２ａ，１２ｂと第１及び第２接続パター
ン１３ａ，１３ｂが形成され、第１接続パターン１３ａと第２接続パターン１３ｂとの間
には、安定性を確保するための絶縁膜１４が介在する。そして、前記透明基板１０の一面
のタッチ活性領域の外郭のタッチ非活性領域１０２には、低抵抗物質で形成された位置検
出ライン１５が形成される。
【００５６】
　絶縁膜１４は、第１接続パターン１３ａの一領域、例えば、第１検出電極１２ａに接続
される第１接続パターン１３ａの両側端部を露出するように形成される。また、露出した
第１接続パターン１３ａの両側端部が第１検出電極１２ａに接続され、かつ、前記第１検
出電極１２ａが第１方向（例えば、列方向）に沿って接続される。
【００５７】
　そして、第２接続パターン１３ｂは、絶縁膜１４の上部を経由して第２方向（例えば、
行方向）に沿って第２検出電極１２ｂと一体に接続されるようにパターニングされる。こ
れにより、第２検出電極１２ｂは、第２方向に沿って接続される。
【００５８】
　一方、図３（ａ）及び図３（ｂ）は、図２（ａ）に示すような１層構造のタッチスクリ
ーンパネルに備えられる検出セル及び接続パターンの断面に関する一例を示すものであり
、便宜上、第１接続パターン１３ａと第２接続パターン１３ｂとの交差部にのみ局所的に
絶縁膜１４が介在する実施の形態を開示したものである。
【００５９】
　しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、タッチ活性領域１０
１に全面的に絶縁膜が形成され、前記絶縁膜に形成されたコンタクトホールを介して異な
るレイヤに位置する検出電極（例えば、第１検出電極１２ａ）と、これを接続するための
接続パターン（例えば、第１接続パターン１３ａ）とが電気的に接続されてもよい。
【００６０】
　また、図３（ａ）及び図３（ｂ）では、第１接続パターン１３ａが絶縁膜１４の下部に
位置し、第２接続パターン１３ｂが絶縁膜１４の上部に位置する例を示しているが、第１
接続パターン１３ａ及び第２接続パターン１３ｂの位置が反転できるのはいうまでもない
。
【００６１】
　ただし、タッチ活性領域１０１は、タッチスクリーンパネルの下部の表示パネル（図示
せず）などからの光が透過できるように透明に実現される。すなわち、第１及び第２検出
電極１２ａ，１２ｂや、第２接続パターン１３ｂ、絶縁膜１４などは、所定の透過度以上
を有する透明性材料で形成される。ここで、透明とは、１００％透明であるのはもちろん
、高い光透過率を有する程度に透明であることを包括的に意味する。
【００６２】
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　このため、第１及び第２検出電極１２ａ，１２ｂと第２接続パターン１３ｂは、ＩＴＯ
やＩＺＯなどの透明電極物質を含んで形成され、絶縁膜１４は、シリコン酸化膜（ＳｉＯ

２）などの透明性絶縁物質で形成可能である。
【００６３】
　そして、第１接続パターン１３ａは、第１及び第２検出電極１２ａ，１２ｂと第２接続
パターン１３ｂのように透明電極物質で形成されるか、あるいは位置検出ライン１５のよ
うに不透明な低抵抗金属などで形成される場合には、可視化が防止されるように、線幅や
、長さ、厚さなどが調整できる。
【００６４】
　また、本発明は必ずしもこれに限定されるものではないが、第１及び第２検出電極１２
ａ，１２ｂ、第１及び第２接続パターン１３ａ，１３ｂ、並びに位置検出ライン１５が形
成された透明基板１０の上面には、全面的に第１保護膜４０がさらに形成できる。ただし
、第１保護膜４０は、図１に示す前面パッド部２０の領域では、前記前面パッド部２０に
備えられたパッドを露出するように開口可能である。
【００６５】
　一方、透明基板１０の他面（例えば、背面）には、駆動／シールド電極１６が形成され
る。例えば、透明基板１０の他面には、ＩＴＯやＩＺＯなどの透明電極物質で形成された
駆動／シールド電極１６が全面的に形成可能である。
【００６６】
　このような駆動／シールド電極１６は、タッチスクリーンパネルの駆動信号を受信する
など、第１及び第２検出電極１２ａ，１２ｂ以外の別の駆動電極として用いられるか、あ
るいはグラウンド電源のような定電圧源に接続され、タッチスクリーンパネルとその下部
の表示パネルとの間で安定性を確保するシールド電極として使用可能である。
【００６７】
　例えば、静電容量方式のタッチスクリーンパネルにおいて、接触位置を検出するために
、第１検出電極１２ａと第２検出電極１２ｂとの間の静電容量が用いられるか、あるいは
第１及び第２検出電極１２ａ，１２ｂと駆動／シールド電極１６との間の静電容量が使用
できるものであり、これは多様な変更が可能である。
【００６８】
　また、本発明は必ずしもこれに限定されるものではないが、駆動／シールド電極１６が
形成された透明基板１０の背面には、全面的に第２保護膜５０がさらに形成できる。ただ
し、第２保護膜５０は、図１に示す背面パッド部２２の領域では、前記背面パッド部２２
に備えられたパッドを露出するように開口可能である。
【００６９】
　前述した本実施の形態のように、タッチスクリーンパネルの一面に検出電極１２ａ，１
２ｂを形成し、他面に駆動／シールド電極１６を形成する場合、前記タッチスクリーンパ
ネルの両面ともに可撓性回路基板を接続しなければならない。したがって、接続構造が簡
易でありつつ、整列の精度や接続の安定性が良好であることが望まれる。
【００７０】
　そこで、本発明では、比較的単純な接続構造によりタッチスクリーンパネルのような基
板構造物の両面に同時に接続可能で、かつ、整列精度及び接続安定性が向上できるように
した可撓性回路基板とこれを備えたタッチスクリーンパネル装置を開示し、これに関して
図４～図６を参照して以下に詳しく説明する。
【００７１】
　図４は、本発明の一実施の形態による可撓性回路基板とこれに接続されたタッチスクリ
ーンパネルを備えたタッチスクリーンパネル装置を示す平面図である。また、図５は、図
４における可撓性回路基板を示す平面図であり、図６は、本発明の他の実施の形態による
可撓性回路基板を示す平面図である。
【００７２】
　便宜上、図４～図６を説明するにあたり、図１～図３（ｂ）を参照して説明したタッチ
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スクリーンパネルの構成に関する詳細な説明は省略する。
【００７３】
　まず、図４及び図５に示すように、タッチスクリーンパネル装置は、タッチスクリーン
パネルと、前記タッチスクリーンパネルの両面にそれぞれ形成された前面パッド部２０及
び背面パッド部２２に同時に接続される可撓性回路基板３０とを備える。
【００７４】
　より具体的には、可撓性回路基板３０は、柔軟性を備えた回路基板であり、タッチスク
リーンパネルの前面パッド部２０に接続される第１パッド部３２が備えられたメイン基板
部３０ａと、前記メイン基板部３０ａの一側に延設され、タッチスクリーンパネルの背面
パッド部２２に接続される第２パッド部３４が備えられたサブ基板部３０ｂとを備える。
【００７５】
　より具体的には、メイン基板部３０ａは、一端に形成された第１パッド部３２を備える
とともに、前記第１パッド部３２に備えられたパッドに接続される駆動素子３６を備える
ことができる。ただし、メイン基板部３０ａに必ずしも駆動素子３６が備えられるわけで
はなく、これは、単にタッチスクリーンパネルと他の駆動基板とを接続するための媒介要
素として使用できることはいうまでもない。
【００７６】
　また、第１パッド部３２には、タッチスクリーンパネルの前面パッド部２０との接続時
における整列を容易にするための整列マーク３２ａが備えられてよい。例えば、前面パッ
ド部２０の整列マーク２０ａと第１パッド部３２の整列マーク３２ａとは、互いに対応し
て形成できる。
【００７７】
　サブ基板部３０ｂは、メイン基板部３０ａから第１パッド部３２の一側に延設されるも
のであり、第１パッド部３２と並んで配置される第１基板部３０ｂ１と、前記第１基板部
３０ｂ１に対向するように配置され、第２パッド部３４が備えられる第２基板部３０ｂ２
と、前記第１基板部３０ｂ１及び前記第２基板部３０ｂ２の互いに対応する両側（左右側
）の各々から延び、前記第１基板部３０ｂ１と第２基板部３０ｂ２とを一体に接続する複
数の第３基板部３０ｂ３とを備える。
【００７８】
　ここで、可撓性回路基板３０の各領域を区分して説明しているが、前記可撓性回路基板
３０の各領域は一体に形成可能である。すなわち、メイン基板部３０ａと、サブ基板部３
０ｂの第１ないし第３基板部３０ｂ１，３０ｂ２，３０ｂ３とは、すべて１つのシートに
一体に成形できる。
【００７９】
　第１ないし第３基板部３０ｂ１，３０ｂ２，３０ｂ３の配列位置についてより詳細に説
明すると、まず、第１基板部３０ｂ１は、タッチスクリーンパネルの一面上に第１パッド
部３２と並んで位置可能である。
【００８０】
　このとき、可撓性回路基板３０の第１パッド部３２及び第１基板部３０ｂ１は、すべて
タッチスクリーンパネルの上面に位置する。したがって、可撓性回路基板３０自体を基準
とするとき、第１パッド部３２などは、前記可撓性回路基板３０がタッチスクリーンパネ
ルの上面と接触する背面に形成される。ただし、図４及び図５では、パッド部などをより
明確に示すために、可撓性回路基板３０の背面に構成される第１及び第２パッド部３２，
３４などに対しても実線で示すものとする。
【００８１】
　第２基板部３０ｂ２は、第１基板部３０ｂ１の両側でそれぞれ延びた複数の第３基板部
３０ｂ３により第１基板部３０ｂ１に接続され、前記第１基板部３０ｂ１に対向するよう
に配置される。
【００８２】
　特に、第２基板部３０ｂ２は、タッチスクリーンパネルの背面パッド部２２に接続され
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る第２パッド部３４を備えるものであり、前記背面パッド部２２と第２パッド部３４とを
接続するために、タッチスクリーンパネルの背面方向に折り曲げられ、前記タッチスクリ
ーンパネルの背面上に位置する。すなわち、タッチスクリーンパネルに接続された状態で
、第１基板部３０ｂ１と第２基板部３０ｂ２とは、タッチスクリーンパネルの対向する異
なる面上に互いに重なるように配置できる。
【００８３】
　このため、複数の第３基板部３０ｂ３は、横方向に折り曲げられた状態で実装できる。
例えば、複数の第３基板部３０ｂ３は、図５に示すＩＩＩ－ＩＩＩ’線に沿って図４に示
すように折り曲げられた状態で実装できる。
【００８４】
　このような複数の第３基板部３０ｂ３は、第１及び第２基板部３０ｂ１，３０ｂ２の互
いに対応する両側を接続するものであり、例えば、前記第１及び第２基板部３０ｂ１，３
０ｂ２の互いに対応する両側に並んで対称となるように配列できる。
【００８５】
　この場合、複数の第３基板部３０ｂ３の間には、開口部３９が形成される。
【００８６】
　このように、第１及び第２基板部３０ｂ１，３０ｂ２の互いに対応する両側で前記第１
基板部３０ｂ１と第２基板部３０ｂ２とを接続するように複数の第２基板部３０ｂ３を形
成すると、第３基板部３０ｂ３が折り曲げられて発生する張力を分散し、サブ基板部３０
ｂの両側を安定的に支持することができる。
【００８７】
　これにより、サブ基板部３０ｂの位置がずれるのを防止し、タッチスクリーンパネルと
可撓性回路基板３０との間の整列精度及び接続安定性を向上できるのはもちろん、第３基
板部３０ｂ３などにおけるクラックの発生を防止することができる。
【００８８】
　また、本発明では、一体化した１つの可撓性回路基板３０がタッチスクリーンパネルの
両面に接続できる構造を有するため、可撓性回路基板３０とタッチスクリーンパネルとの
接続構造を単純化することができる。
【００８９】
　一方、サブ基板部３０ｂに形成された第２パッド部３４は、メイン基板部３０ａに実装
された駆動素子、あるいはメイン基板部３０ａを経由して接続された駆動素子から駆動／
シールド電極（図３（ａ）及び図３（ｂ）の１６）を駆動するための駆動信号（あるいは
駆動電源）を受信することができる。
【００９０】
　このため、可撓性回路基板３０には、メイン基板部３０ａから引出され、複数の第３基
板部３０ｂ３の１つ以上の第３基板部３０ｂ３、例えば、メイン基板部３０ａにより隣接
する第３基板部３０ｂ３を経由して第２パッド部３４に接続される１つ以上の駆動配線３
８を含むことができる。
【００９１】
　このとき、駆動配線３８は、図６に示すように、メイン基板部３０ａから複数の第３基
板部３０ｂ３のすべてを経由するように分岐されて第２パッド部３４に接続されてもよい
。この場合、配線の複数のルーチング効果があり、１つの第３基板部３０ｂ３にクラック
が発生しても、他の第３基板部３０ｂ３を経由する駆動配線３８を介して駆動信号を受信
できるため、駆動不良を防止することができる。
【００９２】
　一方、図６のように、第１基板部３０ｂ１にも、タッチスクリーンパネル上における位
置の選定を容易にするための整列マーク３４ｂが追加で備えられてもよい。この場合、タ
ッチスクリーンパネル側にも、前記第１基板部３０ｂ１の整列マーク３４ｂに対応する整
列マークが形成できる。
【符号の説明】
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【００９３】
１０　透明基板、
１２ａ，１２ｂ　検出電極
１３ａ，１３ａ’，１３ｂ　接続パターン
１４　絶縁膜、
１５　位置検出ライン、
１６　駆動／シールド電極、
２０　前面パッド部、
２２　背面パッド部、
３０　可撓性回路基板、
３０ａ　メイン基板部、
３０ｂ　サブ基板部、
３０ｂ１～３０ｂ３　第１ないし第３基板部、
３２　第１パッド部、
３４　第２パッド部、
３６　駆動素子、
３８　駆動配線、
３９　開口部、
４０，５０　保護膜、
１０１　タッチ活性領域、
１０２　タッチ非活性領域。
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【図５】
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