
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一方の面に反射層が設けられた導光板

す
ることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
請求項１に記載の発明において、前記反射層は全反射型の反射層からなることを特徴とす
る液晶表示装置。
【請求項３】
請求項１に記載の発明において、前記反射層は、半透過反射層からなることを特徴とする
液晶表示装置。
【請求項４】
請求項 に記載の発明において、

ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】
第１の液晶表示パネルと、該第１の液晶表示パネルより外形サイズの小さい第２の液晶表
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と、前記導光板の他方の面側に配置された他方の液
晶表示パネルと、前記導光板の一方の面側に配置され、前記他方の液晶表示パネルよりも
小さいサイズを有する一方の液晶表示パネルと、前記他方の液晶表示パネルに接合され、
折り曲げられて反射層と前記一方の液晶表示パネルとの間に配置され、少なくとも前記一
方の液晶表示パネルの表示領域に対応する開口部を有するフレキシブル配線板とを具備

１ 前記フレキシブル配線板は前記一方の液晶表示パネルと
の対面側にサブコネクタを有し、前記サブコネクタに前記一方の液晶表示パネルに接合さ
れたサブフレキシブル配線板が挿入されている



示パネルと、前記第１の液晶表示パネルと前記第２の液晶表示パネルとの間に配置された
１つの平面型バックライトと、該平面型バックライトと前記第２の液晶表示パネルとの対
向面側に配置された反射層と、該反射層と前記第２の液晶表示パネルとの間に配置され

とを
具備することを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、両面にそれぞれ液晶表示パネルを備えた液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば携帯電話には、一例として、図１２に示すように、操作キー部筐体１に表示部筐体
２が軸３を介して回動可能に取り付けられたものがある。この場合、操作キー部筐体１の
表示部筐体２と対向する側の面において一点鎖線で囲まれた領域にはキー操作部４が設け
られている。表示部筐体２の内部ほぼ中央部には液晶表示装置５が収納されている。
【０００３】
液晶表示装置５の操作キー部筐体１と対向する面側にはメイン液晶表示パネル６の表示面
が表出している。　また、表示部筐体２を操作キー部筐体１に対して閉じると、図１３に
示すように、表示部筐体２の操作キー部筐体１と対向する側とは反対側には、メイン液晶
表示パネル６より小さい面積のサブ液晶表示パネル７の表示面が表出している。
【０００４】
このように、携帯電話には、操作キー部筐体１に軸３を介して回動可能に取り付けられた
表示部筐体２の両面にそれぞれ液晶表示パネル６、７を設けたものがある。そして、サブ
液晶表示パネル７は、表示部筐体２を操作キー部筐体１に対して閉じた状態において、日
付時刻を表示したり、受信内容や送信相手番号等を表示したりすることに利用されている
。
【０００５】
次に、図１４はこのような携帯電話に組み込まれている従来の液晶表示装置の一例の一部
の断面図を示したものである。この液晶表示装置では、メイン液晶表示パネル６とサブ液
晶表示パネル７が所定の間隔をおいて対向配置され、メイン液晶表示パネル６の表示面側
とは反対側にメインバックライト８が配置され、サブ液晶表示パネル７の表示面側とは反
対側にサブバックライト９が配置されている。
【０００６】
バックライト８、９は、エッジライト型であり、詳細には図示していないが、導光板１０
、１１の対応する液晶表示パネル６、７と対向する側とは反対側に反射板１２、１３が貼
り付けられ、導光板１０、１１の一端面近傍に蛍光管や発光ダイオード等の光源（図示せ
ず）が設けられた構造となっている。
【０００７】
そして、各光源から出た光は、各導光板１０、１１の一端面に入射される。この各入射光
は、各反射板１２、１３で反射され、各導光板１０、１１の各液晶表示パネル６、７と対
向する側の面から平面的に出射される。この各出射光は、各液晶表示パネル６、７に入射
され、各液晶表示パネル６、７の駆動に応じた画像光が各液晶表示パネル６、７の表示面
側から出射される。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記従来の液晶表示装置では、各液晶表示パネル６、７に対してそれぞれ専用
のバックライト８、９を配置しているので、部品点数が多く、また装置全体の厚さが厚く
なり、ひいては携帯電話の表示部側筐体２の厚さが厚くなってしまうという問題があった
。
そこで、この発明は、部品点数を少なくすることができ、また装置全体の厚さを薄くする
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、
前記第 2の液晶表示パネルの表示領域を表出する開口部を有するフレキシブル配線板



ことができる液晶表示装置を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
請求項１に記載の発明は、一方の面に反射層が設けられた導光板

することを特徴とするものである。
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記反射層は全反射型の反射
層からなることを特徴とするものである。
請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記反射層は、半透過反射層
からなることを特徴とするものである。
請求項４に記載の発明は、請求項 に記載の発明において、

ことを特徴とす
るものである
請求項 に記載の発明は、第１の液晶表示パネルと、該第１の液晶表示パネルより外形サ
イズの小さい第２の液晶表示パネルと、前記第１の液晶表示パネルと前記第２の液晶表示
パネルとの間に配置された１つの平面型バックライトと、該平面型バックライトと前記第
２の液晶表示パネルとの対向面側に配置された反射層と、該反射層と前記第２の液晶表示
パネルとの間に配置され

とを具備することを特徴とするものである
【００１０】
【発明の実施の形態】
図１はこの発明の一実施形態としての液晶表示装置の平面図を示し、図２はその底面図を
示し、図３は図１のＸ－Ｘ線に沿う断面図を示したものである。この液晶表示装置は、図
１２に図示された表示部筐体２の内部に収納されているものであり、中間ケース２１、メ
インケース２２およびサブケース２３を備えている。
【００１１】
中間ケース２１は、樹脂製であって、長方形状の枠状部２４の高さ方向の図３における中
央部より少し上側に、内面に突き出すリング状の凸部２５（図４および図６参照、ただし
、図４および図６の上辺側の凸部２５の幅はその他の辺部の凸部２５の幅よりもある程度
大きくなっている。）が形成されており、この凸部２５を境界にして一方側をメイン液晶
表示パネル収納部２６とされ、他方側をバックライト収納部２７とされている。また、こ
の枠状部２４の外面の所定の複数箇所に係合凸部２８（図６参照）が設けられ、枠状部２
４の所定の短辺部の外面の所定の箇所に切欠部２９（図６参照）が設けられている。
【００１２】
メインケース２２は、金属板からなり、長方形状の開口部３１を有するほぼ長方形状の枠
状部３２の四辺部に、それぞれが中間ケース２１の係合凸部２８に対応する６つの側壁３
３が設けられた構造となっている。そして、メインケース２２の各側壁３３は、図１にお
ける紙面垂直方向に延出され、延出部の中間位置に設けられた係合孔３４が中間ケース２
１に設けられた対応する各係合凸部２８に係合されて、中間ケース２１のメイン液晶表示
パネル収納部２６側に取り付けられている。
【００１３】
サブケース２３は、メインケース２２よりもかなり小さい金属板からなり、長方形状の開
口部３５を有する長方形状の枠状部３６の両短辺部に、それぞれが中間ケース２１の係合
凸部２８に対応する４つの側壁３７が設けられた構造となっている。この場合、サブケー
ス２３の開口部３５のサイズはメインケース２２の開口部３１のサイズよりもある程度小
さくなっている。そして、サブケース２３の各側壁３７は、図１における紙面垂直方向に
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と、前記導光板の他方の
面側に配置された他方の液晶表示パネルと、前記導光板の一方の面側に配置され、前記他
方の液晶表示パネルよりも小さいサイズを有する一方の液晶表示パネルと、前記他方の液
晶表示パネルに接合され、折り曲げられて反射層と前記一方の液晶表示パネルとの間に配
置され、少なくとも前記一方の液晶表示パネルの表示領域に対応する開口部を有するフレ
キシブル配線板とを具備

１ 前記フレキシブル配線板は前
記一方の液晶表示パネルとの対面側にサブコネクタを有し、前記サブコネクタに前記一方
の液晶表示パネルに接合されたサブフレキシブル配線板が挿入されている

。
５

、前記第 2の液晶表示パネルの表示領域を表出する開口部を有す
るフレキシブル配線板 。



延出され、延出部の中間位置に設けられた係合孔３８が中間ケース２１に設けられた対応
する各係合凸部２８に係合されて、中間ケース２１のバックライト収納部２７側に取り付
けられている。
【００１４】
中間ケース２１のメイン液晶表示パネル収納部２６内にはメイン液晶表示パネル４１が収
納されている。メイン液晶表示パネル４１は、ガラス等からなる２枚の透明基板４２、４
３がほぼ長方形枠状のシール材（図示せず）を介して貼り合わされ、シール材の内側にお
ける両透明基板４２、４３間に液晶（図示せず）が封入され、両透明基板４２、４３の各
外面に偏光板４４、４５が貼り付けられたものからなっている。
【００１５】
そして、メイン液晶表示パネル４１は、表示面側とは反対側の透明基板４３の外面周囲を
中間ケース２１の凸部２５に当接され、表示面側の偏光板４４をメインケース２２の開口
部３１内に配置され、表示面側の透明基板４２の外面周囲をメインケース２２の開口部３
１の外側周囲における内面によって押さえ付けられた状態で、中間ケース２１のメイン液
晶表示パネル収納部２６内に収納されている。
【００１６】
中間ケース２１のバックライト収納部２７内には平面型のバックライト５１が収納されて
いる。バックライト５１については後で詳述するが、ここでは一応、メイン液晶表示パネ
ル４１のサイズに対応するサイズのほぼ長方形状の導光板５２および該導光板５２の所定
の面（図３では下面）に貼り付けられた反射板５３を備えている。
【００１７】
そして、バックライト５１は、導光板５２の他方の面周囲を中間ケース２１の凸部２５に
当接された状態で、中間ケース２１のバックライト収納部２７内に収納されている。この
場合、後で詳述するが、反射板５３とサブケース２３との間にはメインフレキシブル配線
板７２およびバックライト用フレキシブル配線板５７が配置されている。
【００１８】
サブケース２３の開口部３５の部分の外側（図３では下側）にはサブ液晶表示パネル６１
が配置されている。サブ液晶表示パネル６１は、ガラス等からなる２枚の透明基板６２、
６３がほぼ長方形枠状のシール材（図示せず）を介して貼り合わされ、シール材の内側に
おける両透明基板６２、６３間に液晶（図示せず）が封入され、両透明基板６２、６３の
各外面に偏光板６４、６５が貼り付けられたものからなっている。この場合、サブ液晶表
示パネル６１のサイズはメイン液晶表示パネル４１のサイズよりもある程度小さくなって
いる。また、表示面側とは反対側の偏光板６５の外面には例えば青色のカラーシート６６
が貼り付けられている。
【００１９】
そして、サブ液晶表示パネル６１は、表示面側とは反対側の偏光板６５およびその外面に
貼り付けられたカラーシート６６をサブケース２３の開口部３５内に配置された状態で、
表示面側とは反対側の透明基板６３の外面周囲をサブケース２３の開口部３５の外側周囲
の外面に貼り付けられていることにより、サブケース２３の開口部３５の部分の外側に配
置されている。
【００２０】
次に、図４は図１に示す状態からメインケース２２を取り除いた状態の平面図を示す。メ
イン液晶表示パネル４１の表示面側とは反対側の透明基板４３は、表示面側の透明基板４
２より長辺のサイズが大きく、図４における上辺側が透明基板４２から突出されている。
この突出部４３ａの表示面側には、ほぼ中央部に、メイン液晶表示パネル駆動用のＬＳＩ
等からなる半導体チップ７１が１つ搭載されている。
【００２１】
突出部４３ａの表示面側の突出端部にはメインフレキシブル配線板７２の一端部が接合さ
れている。メインフレキシブル配線板７２は、その一端部近傍でほぼ１８０°折り曲げら
れ、中間ケース２１の切欠部２９を介して、図３に示すように、バックライト５１の反射
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板５３とサブケース２３との間に配置されている。
【００２２】
次に、図５は図２に示す状態からメインケース２１、サブケース２３およびサブ液晶表示
パネル６１を取り除いた状態の底面図を示す。メインフレキシブル配線板７２は、両面配
線構造であり、バックライト５１の反射板５３よりもやや大きめのベースフィルム７３を
備えている。ベースフィルム７３の所定の箇所には長方形状の開口部７４が設けられてい
る。この開口部７４は、サブ液晶表示パネル６１の外形サイズよりは小さいが、両偏光板
６４、６５つまりサブ液晶表示パネル６１の表示領域より極僅かに大きい大きさとなって
いる。
【００２３】
そして、メインフレキシブル配線板７２の開口部７４は、サブ液晶表示パネル６１の両偏
光板６４、６５に対応する位置に配置されている。この場合、メインフレキシブル配線板
７２はサブ液晶表示パネル６１とバックライト５１の反射板５３との間に配置されている
ので、反射板５３のサブ液晶表示パネル６１の偏光板６５に対応しない部分はメインフレ
キシブル配線板７２の開口部７４以外の部分により覆われている。
【００２４】
図５におけるベースフィルム７３の上面（図２に図示されるように、サブ液晶表示パネル
６１との対面側）には、サブコネクタ７５およびバックライト用コネクタ７６が搭載され
、他の所定の箇所にはコンデンサや抵抗等のチップ部品（図示せず）が搭載されている。
【００２５】
ここで、図２に示すように、サブ液晶表示パネル６１の表示面側とは反対側の透明基板６
３は、表示面側の透明基板６２より長辺のサイズが大きく、その下辺側が表示面側の透明
基板６２から突出されている。この突出部６３ａの表示面側には、ほぼ中央部に、サブ液
晶表示パネル駆動用のＬＳＩ等からなる半導体チップ７７が１つ搭載されている。突出部
６３ａの表示面側の突出端部にはサブフレキシブル配線板７８の一端部が接合されている
。サブフレキシブル配線板７８の他端部はサブコネクタ７５に挿入されている。
【００２６】
次に、図６は図５に示す状態からメインフレキシブル配線板７２を取り除いた状態の底面
図を示す。バックライト５１は、導光板５２、反射板５３、発光ダイオード（点光源）５
４、バックライト用フレキシブル配線板５７とを備えている。導光板５２は、アクリル樹
脂等の透明な樹脂よりなり、中間ケース２１のバックライト収納部２７内に緊密に収納さ
れる外形サイズのほぼ長方形の板状とされ、一の角部には開口部５２ａが形成されている
。反射板５３は一辺５３ａを有し、導光板５２より短い外形サイズとされ、導光板５２の
一面に貼り付けられている。導光板５２の開口部５２ａは、反射板の一辺５３ａの外側に
配置されており、発光ダイオード５４は、この開口部５２ａ内に埋め込まれている。
【００２７】
この場合、発光ダイオード５４は、その発光点の法線５４ａが導光板５３の一の角部とそ
の反対側の角部とを結ぶ対角線に対して発光ダイオード５４の近傍における導光板５２の
長辺側寄りにややずれるように、配置されている。また、導光板５２の上辺側（発光ダイ
オード５４が配置された側）には、発光ダイオード５４から離れるに従って当該短辺部と
は反対側の短辺部側に漸次近づくような傾斜面を形成する切欠部５５が設けられている。
このようにすることは、導光板５２がほぼ長方形状であるので、発光ダイオード５４から
出た光が導光板５２全体になるべく均一に行き渡るようにするためである。なお、中間ケ
ース２１の切欠部５５との対応部分には、切欠部５５の最も深い箇所よりも内方に突き出
す凸部５６が設けられている。
【００２８】
導光板５２の所定の一の角部には、ほぼ帯状のバックライト用フレキシブル配線板５７の
一端部が発光ダイオード５４に接続されて接合されている。そして、図５に示すように、
バックライト用フレキシブル配線板５７はメインフレキシブル配線板７２の外面側に配置
され、その他端部はバックライト用コネクタ７６に挿入されている。
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【００２９】
そして、この液晶表示装置では、メイン液晶表示パネル４１を使用する場合には、発光ダ
イオード５４が点灯され、発光ダイオード５４から出た光が導光板５２の一の角部に設け
られた開口部５２ａの内面から入射される。この入射光は、反射板５３で反射され、導光
板５２のメイン液晶表示パネル４１と対向する側の面から平面的に出射される。この出射
光は、メイン液晶表示パネル４１に照射され、メイン液晶表示パネル４１の駆動に応じた
画像光がメイン液晶表示パネル４１の表示面側から出射される。
【００３０】
一方、サブ液晶表示パネル６１を使用する場合には、発光ダイオード５４が消灯され、外
光を利用する。すなわち、外光がサブ液晶表示パネル６１、カラーシート６６およびメイ
ンフレキシブル配線板７２の開口部７４を透過し、反射板５３で反射される。この反射光
は、メインフレキシブル配線板７２の開口部７４およびカラーシート６６を透過する。こ
の透過光は、サブ液晶表示パネル６１に照射され、サブ液晶表示パネル６１の駆動に応じ
た画像光がサブ液晶表示パネル６１の表示面側から出射される。この場合、サブ液晶表示
パネル６１の表示面側から出射される画像光はカラーシート６６に応じた色（例えば青色
）となる。
【００３１】
このように、この液晶表示装置では、所定の面に反射板５３が設けられた導光板５２の両
面側にそれぞれ液晶表示パネル４１、６１を配置し、メイン液晶表示パネル４１を透過型
として使用し、サブ液晶表示パネル６１を反射型として使用しているので、両液晶表示パ
ネル４１、６１間に１組のバックライト５１を配置すればよく、従って導光板５２が１枚
で済み、部品点数を少なくすることができ、また装置全体の厚さを薄くすることができる
。この結果、この液晶表示装置を図１２および図１３に示すような携帯電話に組み込むと
、表示部側筐体２の厚さを薄くすることができる。
【００３２】
また、この液晶表示装置では、メインフレキシブル配線板７２をサブ液晶表示パネル６１
と反射板５３との間に配置し、メインフレキシブル配線板７２の開口部７４以外の部分で
反射板５３のサブ液晶表示パネル６１の偏光板６５に対応しない部分を覆っているので、
サブ液晶表示パネル６１の偏光板６５の周囲におけるサブケース２３の開口部３５を介し
て外光が進入しても、この進入した外光をメインフレキシブル配線板７２に吸収させるこ
とが可能である。従って、メインフレキシブル配線板７２に遮光膜としての機能を持たせ
ることができ、サブ液晶表示パネル６１の偏光板６５の周囲におけるサブケース２３の開
口部３５からの不要な光漏れを確実に防止することができる。
【００３３】
なお、上記実施形態では、反射板５３として全反射型の反射板を用いた場合について説明
した。しかしながら、反射板５３として半透過反射板を用いることにより、サブ液晶表示
パネル６１を透過型および反射型の両用にすることが可能である。
【００３４】
すなわち、図３において符号５３で示すものが半透過反射板である場合、サブ液晶表示パ
ネル６１は、発光ダイオード５４が非点灯状態では、サブ液晶表示パネル６１の表示面側
からの外光は、サブ液晶表示パネル６１およびカラーシート６６を透過し、一部が半透過
反射板５３で反射され、再び、カラーシート６６を透過してサブ液晶表示パネル６１の表
示面側に出射され、カラーシート６６に応じた色（例えば青色）の反射型表示となる。
【００３５】
また、発光ダイオード５４が点灯状態では、発光ダイオード５４からの出射光が導光板５
２の開口部５２ａの内面から入射され、導光板５２内を進行し、半透過反射板５３を透過
する。この透過光は、メインフレキシブル配線板７２の開口部７４およびカラーシート６
６を透過する。この透過光は、サブ液晶表示パネル６１に照射され、サブ液晶表示パネル
６１の駆動に応じた画像光がサブ液晶表示パネル６１の表示面側から出射され、サブ液晶
表示パネル６１は透過型表示となる。この場合も、サブ液晶表示パネル６１の表示面側か
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ら出射される画像光はカラーシート６６に応じた色となる。
【００３６】
また、メイン液晶表示パネル４１を使用する場合には、発光ダイオード５４からの出射光
が導光板５２の開口部５２ａの内面から入射され、導光板５２内を進行し、半透過反射板
５３で一部が反射され、メイン液晶表示パネル４１側に出射される。メイン液晶表示パネ
ル４１を使用する場合にも、反射型表示は可能であるが、メイン液晶表示パネル４１の表
示面側からの外光は、導光板５２を厚さ方向に進行し、半透過反射板５３で一部が反射さ
れてメイン液晶表示パネル４１の表示面側に出射されるので、導光板５２の厚さ分、表示
画像の影が発生するので、導光板５２の厚さをできるだけ薄くすることが望ましい。
【００３７】
ところで、導光板５２および半透過反射板５３は、メイン液晶表示パネル４１に対応する
大きさであり、サブ液晶表示パネル６１よりも大きい。このため、サブ液晶表示パネル６
１の偏光板６５の周囲においても、半透過反射板５３を光が透過する。
【００３８】
しかし、上述の如く、メインフレキシブル配線板７２をサブ液晶表示パネル６１と反射板
５３との間に配置し、メインフレキシブル配線板７２の開口部７４以外の部分で反射板５
３のサブ液晶表示パネル６１に対応しない部分を覆っているので、サブ液晶表示パネル６
１の偏光板６５の周囲における半透過反射板５３を光が透過しても、この透過光をメイン
フレキシブル配線板７２に吸収させることが可能である。従って、この場合も、メインフ
レキシブル配線板７２に遮光膜としての機能を持たせることができ、サブ液晶表示パネル
６１の偏光板６５の周囲におけるサブケース２３の開口部３５からの不要な光漏れを確実
に防止することができる。
【００３９】
ところで、半透過反射板としては、図７に示すように、透明樹脂板８１中に反射粒子８２
が分散されたものであってもよい。また、図８に示すように、透明樹脂板８３の一の面に
、一点鎖線で示す１画素８４に対して、アルミニウムや銀等からなる１つの反射層８５が
設けられたものであってもよい。この場合、反射層８５の面積は１画素８４の面積のほぼ
半分となっている。また、図９に示すように、透明樹脂板８６の一の面に、一点鎖線で示
す１画素８７に対して、アルミニウムや銀等からなる点状の複数の反射層８８が設けられ
たものであってもよい。この場合、複数の反射層８８の合計面積は１画素８７の面積のほ
ぼ半分となっている。また、導光板５２の両面に半透過反射板を設けるようにしてもよく
、その場合には、メイン液晶表示パネル４１およびサブ液晶表示パネル６１のいずれも、
反射型と透過型とをほぼ同じ条件で表示することができる。
【００４０】
また、専用の反射板を用いずに、導光板５２の一の面に蒸着やスパッタ等によりアルミニ
ウムや銀等からなる反射層を成膜するようにしてもよい。また、専用の半透過反射板を用
いずに、導光板５２の一の面または両面に、蒸着やスパッタ等により成膜されたアルミニ
ウムや銀等からなる反射層を適宜にパターニングすることにより、１画素に対して１つま
たは点状に複数の反射層を形成するようにしてもよい。
【００４１】
さらに、メイン液晶表示パネル４１とサブ液晶表示パネル６１との間に導光板５２のみを
配置するようにしてもよい。ただし、この場合、両液晶表示パネル４１、６１はアクティ
ブマトリクス型であり、その１画素は透過部と反射部とからなっている。
【００４２】
例えば、図１０（Ａ）、（Ｂ）に示すように、図３の透明基板４３、６３に対応する透明
基板９１の上面（図３の透明基板４２、６２との対向面）にはアルミニウムや銀等からな
る反射層９２が設けられ、その上面全体には絶縁膜９３が設けられ、反射層９２上におけ
る絶縁膜９３の上面にはＩＴＯからなる画素電極９４が設けられている。この場合、反射
層９３の面積は画素電極９４の面積のほぼ半分となっている。そして、１画素のうち、反
射層９３が反射部を構成し、画素電極９４と反射層９３との重合しない部分が透過部を構
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成している。
【００４３】
また、図１１（Ａ）、（Ｂ）に示すように、１つの画素電極９４に対して、点状の複数の
反射層９２ａを設けるようにしてもよい。この場合、複数の反射層９２ａの合計面積は画
素電極９４の面積のほぼ半分となっている。そして、１画素のうち、複数の反射層９２ａ
が反射部を構成し、画素電極９４と複数の反射層９２ａとの重合しない部分が透過部を構
成している。
【００４４】
そして、図１０あるいは図１１に示す場合には、メイン液晶表示パネル４１とサブ液晶表
示パネル６１との間に導光板５２のみを配置するので、反射板あるいは半透過反射板が不
要となり、その分だけ、部品点数を少なくすることができ、また装置全体の厚さを薄くす
ることができる。
【００４５】
加えて、上記実施形態では、発光ダイオードからなる点光源を導光板内に埋め込む構造と
したが、導光板の角部（１箇所でも複数箇所でもよい）に隣接する二辺に跨る傾斜面（光
の入射面となる）を形成し、この傾斜面の近傍に点光源を配置するようにしてもよい。ま
た、上記実施形態では、発光ダイオードからなる点光源を用いた場合について説明したが
、これに限らず、蛍光灯等の線光源を用いるようにしてもよく、その場合には、線光源は
、導光板の一辺近傍に配置すればよい。さらに、上記実施形態では、平面型バックライト
として、導光板を備えたものを用いた場合について説明したが、これに限らず、ＥＬ（エ
レクトロルミネセンス）パネル等の平面型発光素子を用いるようにしてもよい。
【００４６】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、 導光板の両面側
にそれぞれ液晶表示パネルを配置

ので、部品点数を少なくすることができ、また装置全体の厚さを薄くすることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施形態としての液晶表示装置の平面図。
【図２】図１に示す液晶表示装置の底面図。
【図３】図１のＸ－Ｘ線に沿う断面図。
【図４】図１に示す状態からメインケースを取り除いた状態の平面図。
【図５】図２に示す状態からメインケース、サブケースおよびサブ液晶表示パネルを取り
除いた状態の底面図。
【図６】図５に示す状態からメインフレキシブル配線板を取り除いた状態の底面図。
【図７】半透過反射板の第１の例の一部の断面図。
【図８】半透過反射板の第２の例の一部の平面図。
【図９】半透過反射板の第３の例の一部の平面図。
【図１０】（Ａ）は専用の反射板等を用いない場合の一例の１画素の部分の平面図、（Ｂ
）はそのＢ－Ｂ線に沿う断面図。
【図１１】（Ａ）は専用の反射板等を用いない場合の他の例の１画素の部分の平面図、（
Ｂ）はそのＢ－Ｂ線に沿う断面図。
【図１２】従来の携帯電話の一例の斜視図。
【図１３】図１２に示す携帯電話の表示部筐体を閉じた状態の斜視図。
【図１４】図１２および図１３に示す携帯電話に組み込まれている従来の液晶表示装置の
一例の一部の断面図。
【符号の説明】
２１　中間ケース
２２　メインケース
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一方の面に反射層が設けられた
し、前記反射層と該反射層側に配置された液晶表示パネ

ルとの間に該液晶表示パネルの表示領域に対応する開口部を有するフレキシブル配線板を
配置した



２３　サブケース
３１、３５、７４　開口部
４１　メイン液晶表示パネル
５１　バックライト
５２　導光板
５３　反射板
５４　発光ダイオード
５５　切欠部
７２　メインフレキシブル配線板

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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