
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルの辺に沿って並設された複数のテープキャリアパッケージが、その出力端側
で表示パネルの基板と接続され、その入力端側でプリント基板と接続されている表示装置
において、
　前記表示パネルの同じ辺に沿って設けられた該複数のテープキャリアパッケージは、そ
れぞれの出力端側がそれぞれの入力端側よりも狭く形成された同様の形状であって、隣接
するテープキャリアパッケージ同士が、前記入力端側を０．２～０．５ｍｍの間隔で接近
させて並設されて、前記表示パネルとプリント基板との間であって隣接するテープキャリ
アパッケージ同士の狭幅部である出力端側の間に、該表示パネルをシャーシに固定するた
めのリブが 設けられている、表示装置。
【請求項２】
　前記テープキャリアパッケージ 出力端から前記プリント基板上の所定範囲

狭幅に形成されており、隣接するテープキャリアパッケージ同士の狭幅に形成さ
れている部分の間であって、該プリント基板上に電子部品が搭載されている請求項１に記
載の表示装置。
【請求項３】
　前記複数のテープキャリアパッケージが表示パネルの下辺に設けられている請求項１に
記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報機器や家電製品等に用いられる液晶表示装置等の表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、情報化社会の発展に伴って、情報機器や家電製品に搭載される表示装置としての液
晶表示装置に対する注目度が益々高まってきている。その理由は、液晶表示装置において
は、薄型、軽量、低消費電力等の様々な利点を有しているからである。
【０００３】
従来の液晶表示装置は、図７およびそのＣ－Ｃ’断面図である図８に示すように、各々電
極を有する一対の基板１ａ、１ｂの間に液晶を挟持した液晶パネル１の周辺に、画素を駆
動するための回路基板が搭載されたものである。この回路基板としては、フレキシブル基
板上に配線および画素駆動用のＩＣ３が搭載されたテープキャリアパッケージ（ＴＣＰ）
１２が複数並設され、その出力端子側がＡＣＦ（異方性導電膜）７を介して液晶パネル１
に接続され、入力端子側がＡＣＦまたは半田８を介してプリント基板４に接続されている
。また、液晶パネル１は、パネル四隅に設けられたリブ６ａによりシャーシ５に固定され
ている。
【０００４】
この液晶表示装置に対しては、さらなる高画質化および高精細化が望まれているため、画
素の微細化への要求がますます強まってきている。しかしながら、画素の微細化が進むに
つれて画素間ピッチはさらに狭くなることから、液晶パネル１と周辺に搭載される回路基
板（ＴＣＰ等）との接続が極めて困難になっている。即ち、液晶パネル１の画素間ピッチ
が狭くなるに伴って１つの駆動用ＩＣ３が駆動できる画素領域が狭くなり、駆動用ＩＣ３
を搭載したＴＣＰ１２の入力端子側の幅も狭くなる。このようにＴＣＰ１２の入力端子側
の幅が狭くなると、ＡＣＦや半田８との接触面積が狭くなるため、ＴＣＰ１２とプリント
基板４との接続が困難になる。
【０００５】
この問題を解決するために、特開平５－１７３１６６号には、図９に示すような液晶表示
装置が開示されている。この液晶表示装置においては、液晶パネル１の周辺に搭載するＴ
ＣＰ２ａ、２ｂの入力端側と出力端側とでその幅を異ならせてあり、さらに、隣接するＴ
ＣＰ２ａ、２ｂ同士の入力端側を交互にずらして千鳥状配列としている。これにより、図
７のように同一形状のＴＣＰ１２を並設した場合に比べて、ＴＣＰ２ａ、２ｂの入力端子
側の幅を広くすることができ、ＡＣＦや半田８によるプリント基板４との接続も容易にな
る。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記特開平５－１７３１６６号に開示されている液晶表示装置には、以下
のような問題点がある。
【０００７】
（１）２種類以上の形状のＴＣＰを用いるため、ＴＣＰを接続するためのプロセスが極め
て煩雑になる。また、ＴＣＰを打ち抜くための打ち抜き機が２種類以上必要になり、実装
装置に要する費用が大きくなる。
【０００８】
（２）近年、液晶表示装置に対しては液晶パネルの周辺回路部のコンパクト化（狭額縁化
）が強く望まれる傾向にあるにも拘らず、上記構成では接続に要するプリント基板の面積
が広くなるため、狭額縁化が困難でプリント基板のコストアップにもつながる。
【０００９】
（３）ＴＣＰの幅が２段階に変化した複雑な形状であるので、組立時のハンドリングや温
度変化によるプリント基板の伸縮時に加わる力で、ＴＣＰに断線が発生する確率が高くな
る。
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【００１０】
（４）一般に、シャーシと液晶パネルとを固定するリブは液晶パネルの四隅に設けられる
が、表示画面サイズの大型化が進んで１２インチ程度以上のパネルになると、リブを液晶
パネルの四隅に設けただけでは荷重に偏りができやすい。そのため、液晶パネルの底面に
リブを設けて荷重を分散させる手法も考えられるが、上記構成では隣接するＴＣＰ間に隙
間があまり無いのでリブを立て難く、大型パネルに適用すると振動や衝撃に対する耐久性
が乏しくなってパネルの欠けや割れが発生する。また、液晶パネルが撓んだり、そのため
に液晶パネルと回路基板との接続箇所が断線したりすることも考えられる。
【００１１】
本発明は、このような従来技術の課題を解決すべくなされたものであり、ＴＣＰの接続が
容易で断線が生じにくく、表示パネルの撓みを防ぐことができる表示装置を提供すること
を目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明の表示装置は、表示パネルの辺に沿って並設された複数のテープキャリアパッケ
ージが、その出力端側で表示パネルの基板と接続され、その入力端側でプリント基板と接
続されている表示装置において、前記表示パネルの同じ辺に沿って設けられた該複数のテ
ープキャリアパッケージは、それぞれの出力端側がそれぞれの入力端側よりも狭く形成さ
れた同様の形状であって、隣接するテープキャリアパッケージ同士が、前記入力端側を０
．２～０．５ｍｍの間隔で接近させて並設されて、前記表示パネルとプリント基板との間
であって隣接するテープキャリアパッケージ同士の狭幅部である出力端側の間に、該表示
パネルをシャーシに固定するためのリブが 設けられており、そのことにより
上記目的が達成される。
【００１４】
　前記テープキャリアパッケージ 出力端から前記プリント基板上の所定範囲

狭幅に形成されており、隣接するテープキャリアパッケージ同士の狭幅に形成さ
れている部分の間であって、該プリント基板上に電子部品が搭載されていてもよい。
【００１５】
以下、本発明の作用について説明する。
【００１６】
本発明にあっては、表示パネルの基板と接続されるＴＣＰの出力端側の幅が、プリント基
板と接続されるＴＣＰの入力端側の幅に比べて狭くしてあり、隣接するＴＣＰ同士の出力
端の間に表示パネルを固定するためのリブが設けられている。よって、表示パネルの支持
強度を高くすることが可能であり、表示画面サイズの大型化が進んでも表示パネルの撓み
が生じない。
【００１７】
ＴＣＰの入力端側の幅を出力端側の幅に比べて広くしてあるので、入力端側で端子ピッチ
を広げることが可能であり、ＡＣＦや半田との接触面積も広がるのでプリント基板との接
続が容易である。
【００１８】
ＴＣＰの入力端側の幅を広くしてあるので、入力側の端子数を増やすことが可能である。
よって、２ポート入力法と称される信号入力法を用いて転送周波数を半減し、不要輻射を
抑制することができる。
【００１９】
隣接するＴＣＰ同士を入力端側を接近させて並設すれば、入力端側の幅をより広げること
ができ、端子ピッチを広くしたり端子数を増やしたりすることが可能である。
【００２０】
ＴＣＰを出力端からプリント基板上の所定範囲を狭幅に形成すれば、プリント基板上に隣
接するＴＣＰの狭幅部同士の隙間ができるので、その隙間部に電子部品を搭載することに
より、プリント基板の空きスペースの有効利用を図ることが可能である。
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【００２１】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。なお、以下の図において、従
来の液晶表示装置と同様の機能を有する部分については同一の番号を付して説明している
。
【００２２】
（実施形態１）
図１は本実施形態１の液晶表示装置の平面図であり、図２は図１のＡ－Ａ’線断面図であ
る。なお、この図２において、破線で示したリブ６ｂはＡ－Ａ’線部分ではなくＢ－Ｂ’
線部分にあるものが紙面の奥方向に見えているものとする。
【００２３】
この液晶表示装置は、各々電極を有する一対の基板１ａ、１ｂの間に液晶（図示せず）を
挟持した液晶パネル１の周辺に、フレキシブル基板上に配線（図示せず）および画素駆動
用のＩＣ３が搭載されたＴＣＰ２が複数並設され、その出力端子側がＡＣＦ７を介して液
晶パネル１に接続され、入力端子側がＡＣＦまたは半田８を介してプリント基板４に接続
されている。
【００２４】
各ＴＣＰ２は液晶パネル１の同じ辺に沿うもの同士が同一の形状になっており、液晶パネ
ル１の下辺に沿って並設されたＴＣＰ２はその出力端側の幅が入力端側の幅に比べて狭く
なっている。隣接するＴＣＰ２同士は、フレキシブル基板の出力端の間に隙間が開いてお
り、その隙間部にリブ６ｂが配置されている。また、隣接するＴＣＰ２同士は、フレキシ
ブル基板の入力端側の間が接近するように、例えば０．２～０．５ｍｍ程度の間隔で並設
され、入力端側で端子ピッチが広くなっている。さらに、液晶パネル１には４隅にリブ６
ａが設けられ、このリブ６ａおよび上記リブ６ｂによってシャーシ５に固定されている。
また、対辺側にリブ６ｃを配置して、さらに耐振動性、耐衝撃性を向上させた。なお、リ
ブ６ａは４隅ではなく液晶パネル１の下隅２箇所に設けてもよい。
【００２５】
上記リブ６ｂは、液晶パネル１に傷をつけない材質、例えばプラスチック等からなるもの
を用いることができ、例えば図１のＢ－Ｂ’線断面図である図３に示すような配置とする
ことができる。即ち、図３（ａ）に示すように、液晶パネル１の基板１ａをリブ６ｂが支
えるように配置してもよく、図３（ｂ）に示すように、基板１ａの両側をリブ６ｂが挟み
込むように配置し、さらにねじ９で押さえてもよく、図３（ｃ）に示すように、基板１ａ
をリブ６ｂが支えるように配置し、液晶表示装置の駆動回路部を覆う保護カバー１０とリ
ブ６ｂとをねじ９で締めることによりカバー１０の固定を同時に行ってもよい。
【００２６】
このように構成された本実施形態の液晶表示装置は、隣接するＴＣＰ２の出力端側の隙間
にリブ６ｂが設けられているので、大型液晶パネルに対しても耐振動性や耐衝撃性を向上
させることができ、このＴＣＰ２側を下側に配置したときの液晶パネル１の支持強度を向
上させることができる。また、液晶パネル１の重量が均等に分散されるようにリブ６ｂを
配置することにより、液晶パネル１の周辺部に生じやすいニュートンリングと称される表
示ムラを抑制することができる。なお、リブ６ｂは、全てのＴＣＰ２の間に設ける必要は
無く、液晶パネル１を支えるために必要な位置に適宜配置することができる。
【００２７】
また、本実施形態の液晶表示装置は、ＴＣＰ２の入力端側の幅が出力端側の幅に比べて広
くなっているので、プリント基板４と接続される入力端側で端子ピッチを広げることがで
きると共に、ＡＣＦや半田８との接触面積を広くして接続強度の向上や接続抵抗の低下を
図ることができる。また、図９に示した従来の液晶表示装置のＴＣＰ２ａ、２ｂのように
複雑な形状ではないので、ＴＣＰ２の接続プロセスが簡略化できると共に、ＴＣＰ２に断
線が発生する確率も低い。
【００２８】
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なお、本実施形態の液晶表示装置において、入力端側を広くした場合には、２ポート入力
法と称される信号入力法を用いることができる。通常の信号入力法では、ＴＣＰへの１回
の信号入力につきＲ（Ｒｅｄ）、Ｇ（Ｇｒｅｅｎ）、Ｂ（Ｂｌｕｅ）の各色に対して６ビ
ット、つまり１８ビットを転送するが、２ポート入力法では、ＴＣＰへの１回の信号入力
につき通常の信号入力法の２倍の３６ビットを転送する。このため、各ＴＣＰに３６個の
入力側端子およびその配線が必要となるが、通常の信号入力法に比べて信号のサンプリン
グや転送に必要な周波数が半分となる。よって、２ポート入力法によれば電磁波の不要輻
射を抑えることができ、近年厳しくなってきている電磁波の不要輻射に対する規制に対応
することができる。
【００２９】
以下、２ポート入力法についての具体的な内容を図に基づいて説明する。
【００３０】
図４ＡはＴＦＴ液晶モジュールの駆動モデル図である。図では、ＸＧＡと呼ばれる解像度
を持つＴＦＴ液晶パネルの駆動図を示している。液晶パネルは、データ信号線側に１０２
４×ＲＧＢ＝３０７２個、走査信号線側に７６８個のＴＦＴが配列されている。データ信
号線側には、３８４本の出力信号を出すＴＣＰが８個同一辺上に並べられており、外部コ
ントローラから出力される表示データ信号を、ドライバ制御信号によりＴＣＰ１の左端よ
り順次取り込んでいく。取り込まれた信号は、液晶駆動電源回路から出力される液晶駆動
電圧によってそれぞれのＴＦＴに加えるべき電圧をＴＣＰの出力端子より出力される。
【００３１】
図４Ｂは、２ポート入力法による場合で、各データ線ドライバＴＣＰの外部コントローラ
から信号入力され、それがＴＦＴ液晶パネルに出力されるまでの模式図である。外部ドラ
イバからは、一度に６ビット×ＲＧＢ×２ドット（ＲＡ１～ＲＡ６、ＧＡ１～ＧＡ６、Ｂ
Ａ１～ＢＡ６、ＲＢ１～ＲＢ６、ＧＢ１～ＧＢ６、ＢＢ１～ＢＢ６）の計３６ビット分の
信号がデータラッチ回路にラッチされる。クロック信号により順次データはサンプリング
されるが、３８４出力ＴＣＰの場合、６４クロックで１ＴＣＰ分のデータがサンプリング
される。サンプリングされたデータは、ＤＡコンバータで液晶駆動電圧が印加され、出力
回路より各電圧が出力される。
【００３２】
図４Ｃは、従来の１ポート入力法のデータ線ドライバＴＣＰの信号入出力回路の模式図で
ある。図４Ｂとの比較で明かなように、一度に入力されるデータが６ビット×ＲＧＢ（Ｒ
１～Ｒ６、Ｇ１～Ｇ６、Ｂ１～Ｂ６）の計１８ビット分であるので、２ポート入力法と比
べて、１ＴＣＰ分のデータを入力するのに、２倍の１２８クロックが必要である。つまり
、同じサンプリングスピードで液晶パネルを駆動しようとした場合、１ポート入力法は２
ポート入力法の２倍のサンプリング周波数でドライバを駆動しなければならない。
【００３３】
図５は、２ポート入力法と１ポート入力法における、データ信号入力タイミングの比較図
である。データをサンプリングホールドする時間が１ポート入力の方が半分の時間で行わ
なければならず、サンプリング周波数が２倍になっている。
【００３４】
本実施形態の液晶表示装置にあっては、ＴＣＰ２の入力端側が出力端側に比べて広くして
あるので、ＴＣＰ２の入力側端子の数を増やして２ポート入力法により駆動することが可
能となる。
【００３５】
（実施形態２）
図６は、本実施形態２の液晶表示装置を示す平面図である。
【００３６】
本実施形態の液晶表示装置は、ＴＣＰ２が出力端からプリント基板４の上部（図示例では
入力端子およびその近傍を除く部分）まで狭幅に形成されており、プリント基板４上の隣
接するＴＣＰ２同士の隙間部にコンデンサや抵抗等の回路部品１１が搭載されている。
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【００３７】
この液晶表示装置によれば、プリント基板４の空きスペースの有効利用を図ることができ
るので、プリント基板４の面積を狭くすると共にプリント基板のコストを低減することが
できる。また、この液晶表示装置において、ＴＣＰ２のフレキシブル基板を折り曲げて、
液晶パネル１の基板１ａの裏側にプリント基板４が配置されるようにすれば、さらに狭額
縁化を図ることができる。
【００３８】
なお、上述の実施形態では、液晶表示装置の場合を例に挙げて説明しているが、本発明は
これに限らず、表示媒体として液晶以外のものを用いた表示装置一般に広く適用できるこ
とはもちろんである。また、端子数や配線数をさらに増やすことにより２ポート入力法の
みでなく、３ポート以上の入力法を用いた表示装置に対して本発明を適用することも可能
である。また、ＴＣＰを基板の各々１辺に接続する場合のみ示したが、対向する辺の各々
に接続してもよい。また、図１や図６においてＴＣＰが図の下側に位置するようにしてい
るが、ＴＣＰが図の上側に位置するようにしてもよく、その場合でも耐振動性、耐衝撃性
が向上し同様の効果が得られる。
【００３９】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、ＴＣＰの出力端側を入力端側に比べて狭くしてあ
るので、隣接するＴＣＰ同士の出力端側の隙間部の間に、表示パネルを固定するためのリ
ブを配置することができる。よって、表示画面サイズの大型化が進んでも支持強度を高く
することができるので表示パネルの撓みが生じず、プリント基板と接続した場合の断線も
防ぐことができるので、耐久性や信頼性を向上させることができる。また、周辺部の表示
ムラ等も防ぐことができるので、表示品位を向上させることができる。
【００４０】
ＴＣＰの入力端側の幅を出力端側の幅に比べて広くしてあるので、入力端側で端子ピッチ
を広げることができると共にＡＣＦや半田との接触面積を広くすることができ、プリント
基板との接続強度の向上や接続抵抗の低下を図ることができる。
【００４１】
また、ＴＣＰの入力端側の幅を出力端側の幅に比べて広くしてあるので、入力側の端子数
を出力側の端子数に比べて増やして２ポート入力法による駆動を行うことができ、不要輻
射を抑制することができる。
【００４２】
表示パネルの同じ辺に沿うＴＣＰ同士をほぼ同一形状にすれば、接続プロセスが複雑化せ
ず、実装装置のコストアップも生じない。また、ＴＣＰの形状が複雑ではないので、ＴＣ
Ｐに断線が発生する確率も低い。さらに、プリント基板を小型化してコストダウンや狭額
縁化を図ることができる。
【００４３】
隣接するＴＣＰ同士の入力端側を接近させて並設すれば、入力端側の幅をより広くするこ
とができるので、さらに端子ピッチを広くしたり端子数を増やしたりすることができる。
【００４４】
ＴＣＰを出力端からプリント基板上まで狭幅に形成すれば、プリント基板上の隣接するＴ
ＣＰ同士の隙間部に電子部品を搭載することができる。よって、プリント基板の空きスペ
ースの有効利用を図ることが可能となり、さらにプリント基板を小型化してコストダウン
や狭額縁化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施形態１の液晶表示装置を示す平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ’線断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ’線断面図である。
【図４Ａ】ＴＦＴ液晶モジュールの駆動モデル図である。
【図４Ｂ】２ポート入力法による場合で、各データ線ドライバＴＣＰの外部コントローラ
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から信号入力され、それがＴＦＴ液晶パネルに出力されるまでの模式図である。
【図４Ｃ】従来の１ポート入力法のデータ線ドライバＴＣＰの信号入出力回路の模式図で
ある。
【図５】２ポート入力法と１ポート入力法における、データ信号入力タイミングの比較図
である。
【図６】実施形態２の液晶表示装置を示す平面図である。
【図７】従来の液晶表示装置を示す平面図である。
【図８】図７のＣ－Ｃ’線断面図である。
【図９】他の従来の液晶表示装置を示す平面図である。
【符号の説明】
１　液晶パネル
１ａ、１ｂ　基板
２　ＴＣＰ
３　液晶駆動用ＩＣ
４　プリント基板
５　シャーシ
６ａ、６ｂ　リブ
７　ＡＣＦ
８　ＡＣＦ（または半田）
９　ねじ
１０　保護カバー
１１　回路部品
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ Ａ 】

【 図 ４ Ｂ 】

【 図 ４ Ｃ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ９ 】

【 図 ８ 】
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