
JP 4055741 B2 2008.3.5

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子および該発光素子から出射された光が側端面から入射して第１面側および第２
面側の双方から出射される導光板を備えたバックライト装置と、
　前記導光板の前記第１面側に対向配置され、当該第１面側から出射された光が透過する
際に当該光を変調可能な第１パネルと、
　前記導光板の前記第２面側に対向配置され、当該第２面側から出射された光が透過する
際に当該光を変調可能な第２パネルとを有し、
　前記導光板と前記第２パネルとの間には、少なくともプリズムシートまたは光散乱シー
トまたは前記第２パネルの画像表示領域に開口を有する遮光シートのうち１枚ないし複数
枚の光学シートを備え、
　前記１枚ないし複数枚の光学シートのうちのいずれかの光学シートは、該いずれかの光
学シートの端縁と前記導光板の前記側端面との間に所定寸法の空き領域を形成するように
前記端縁が前記導光板の前記側端面と前記第１パネルの画像表示領域の外周縁との間に位
置する状態に前記導光板の前記第２面側に積層され、
　前記発光素子が実装された発光素子実装基板は、当該発光素子の実装領域に隣接する部
分が前記導光板の前記空き領域に積層されて、前記発光素子の出射光軸が前記導光板の前
記側端面に向いていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
　請求項１において、前記発光素子の出射光軸は、前記導光板の厚さ方向の中心位置に略
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一致していることを特徴とする電気光学装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、前記発光素子は、ＬＥＤであることを特徴とする電気光学
装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかにおいて、前記発光素子実装基板は、端部が前記第１パネ
ルに実装されて当該第１パネル側から前記導光板の前記第２面側に向けて引き回された可
撓性基板であることを特徴とする電気光学装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかにおいて、前記第１パネルと前記導光板を積層方向の両面
側から弾性をもって挟持するように前記第１パネルおよび前記導光板に取り付けられた基
板固定部材を備え、
　当該基板固定部材は、前記第２面側では前記発光素子実装基板を前記空き領域に弾性を
もって押し付け固定していることを特徴とする電気光学装置。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかにおいて、前記１枚ないし複数枚の光学シートのうちのい
ずれかの光学シートには、前記導光板と前記第２パネルとの間で、前記導光板の前記第２
面から出射された光の一部を前記第２パネルに向けて透過するとともに、残りの光を前記
導光板に向けて反射する第２パネル側プリズムシートが含まれていることを特徴とする電
気光学装置。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれかにおいて、前記前記１枚ないし複数枚の光学シートのうち
のいずれかの光学シートには、前記導光板と前記第２パネルとの間で、前記第２パネルに
出射される光に散乱性を付与する光散乱シートが含まれていることを特徴とする電気光学
装置。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれかにおいて、前記前記１枚ないし複数枚の光学シートのうち
のいずれかの光学シートと前記第２パネルとの間には、光学シートの１枚として、当該第
２パネルの画像表示領域の外縁に沿って開口する第２パネル側遮光シートが積層され、
　当該第２パネル側遮光シートの端縁は、前記導光板の前記側端面まで届いていることを
特徴とする電気光学装置。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれかにおいて、前記空き領域は、前記導光板の前記側端面から
１．５ｍｍ以上の幅寸法を有していることを特徴とする電気光学装置。
【請求項１０】
　請求項１ないし９のいずれかに規定する電気光学装置を備えていることを特徴とする電
子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気光学パネルの両面で画像を表示可能な電気光学射装置、およびそれを用
いた電子機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な電気光学装置の一つである液晶装置は、薄型、軽量、低消費電力という特長を
有していることから、携帯電話機やモバイルコンピュータなどの電子機器において表示装
置として広く用いられている。このような液晶装置のうち、透過光で画像を表示する液晶
装置は、図８に示すように、透過型あるいは半透過反射型の液晶パネル１０と、バックラ
イト装置６Ｄとを備えており、バックライト装置６Ｄにおいて、光源としてのＬＥＤ６２
から出射された光は、導光板６１内を進行しながら液晶パネル１０に向けて出射される（
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例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、バックライト装置６Ｄでは、導光板６１の背面側にプリズムシートや反射シート
などといった光学シート６３Ｄが配置される場合がある。また、バックライト装置６Ｄに
おいて光源を構成するＬＥＤ６２は、基板４０Ｄにハンダ６９により実装される場合が多
く、基板４０Ｄは、ＬＥＤ６２の実装領域に隣接する部分４１Ｄが導光板６１の背面側に
おいて光学シート６４Ｄの端部に積層されて位置決めされることが多い。
【特許文献１】特開２００３－６６４８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、折り畳み式携帯電話機などでは、開いた状態および折り畳んだ状態のいずれの状
態でも画像を表示可能なように、蓋材の内面にメインの液晶表示部を構成する一方、蓋材
の外面にサブの液晶表示部が構成されている。このため、従来の液晶装置を用いて折り畳
み式携帯電話機に２つの表示部を形成するには、液晶パネル１０およびバックライト装置
６Ｄをそれぞれ２組、携帯電話機に搭載しなければならず、携帯電話機の薄型化や軽量化
が図れないという問題点を有している。
【０００５】
　また、基板４０Ｄを全ての光学シート６４Ｄに積層して位置決めを行うと、光学シート
６４Ｄの総厚み分だけ、ＬＥＤ６２が下方に下がってしまうため、ＬＥＤ６２の出射光軸
Ｌが導光板６１の厚さ方向ｔの中心位置から下方にずれてしまう。それ故、導光板６１か
ら出射される光の光量分布などが設計通りにならないという問題点もある。
【０００６】
　以上の問題点に鑑みて、本発明の課題は、少ない部品点数で両面表示を行うことができ
、かつ、光源からの出射光軸と導光板とを好適に配置可能な電気光学装置、およびそれを
用いた電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明では、発光素子および該発光素子から出射された光
が側端面から入射して第１面側および第２面側の双方から出射される導光板を備えたバッ
クライト装置と、前記導光板の前記第１面側に対向配置され、当該第１面側から出射され
た光が透過する際に当該光を変調可能な第１パネルと、前記導光板の前記第２面側に対向
配置され、当該第２面側から出射された光が透過する際に当該光を変調可能な第２パネル
とを有し、前記導光板と前記第２パネルとの間には、少なくともプリズムシートまたは光
散乱シートまたは前記第２パネルの画像表示領域に開口を有する遮光シートのうち１枚な
いし複数枚の光学シートを備え、前記１枚ないし複数枚の光学シートのうちのいずれかの
光学シートは、該いずれかの光学シートの端縁と前記導光板の前記側端面との間に所定寸
法の空き領域を形成するように前記端縁が前記導光板の前記側端面と前記第１パネルの画
像表示領域の外周縁との間に位置する状態に前記導光板の前記第２面側に積層され、前記
発光素子が実装された発光素子実装基板は、当該発光素子の実装領域に隣接する部分が前
記導光板の前記空き領域に積層されて、前記発光素子の出射光軸が前記導光板の前記側端
面に向いていることを特徴とする。
　上記課題を解決するために、本発明では、発光素子および該発光素子から出射された光
が側端面から入射して第１面側および第２面側の双方から出射される導光板を備えたバッ
クライト装置と、前記導光板の前記第１面側に対向配置され、当該第１面側から出射され
た光が透過する際に当該光を変調可能な第１パネルと、前記導光板の前記第２面側に対向
配置され、当該第２面側から出射された光が透過する際に当該光を変調可能な第２パネル
とを有し、前記導光板と前記第２電気光学パネルとの間には、１枚ないし複数枚の光学シ
ートを備え、前記光学シートに含まれる所定の光学シートは、該所定の光学シートの端縁
と前記導光板の前記側端面との間に所定寸法の空き領域を形成するように前記端縁が前記
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導光板の前記側端面と前記第１パネルの画像表示領域の外周縁との間に位置する状態に前
記導光板の前記第２面側に積層され、前記発光素子が実装された発光素子実装基板は、当
該発光素子の実装領域に隣接する部分が前記導光板の前記空き領域に積層されて、前記発
光素子の出射光軸が前記導光板の前記側端面に向いていることを特徴とする。
【０００８】
　本発明では、導光板の両面から光を出射可能なバックライト装置を用いるとともに、導
光板の両面に第１パネルおよび第２パネルを配置し、導光板の両面から出射される光を用
いて、第１パネルおよび第２パネルで画像を表示する。従って、電気光学装置の両面で画
像を表示する場合でも、バックライト装置が１つでよい。従って、折り畳み式の携帯電話
機やＰＤＡなどといった電子機器において両面表示を行う場合に、薄型化、軽量化および
コストダウンを図ることができる。また、発光素子実装基板の発光素子の実装領域に隣接
する部分は、導光板の第２面側のうち、光学シートがないか、あるいは他の領域に比べて
光学シートの積層枚数が少ない空き領域に積層されるので、発光素子の位置を導光板の厚
さ方向において第１面側にずらすことができる。従って、発光素子の出射光軸を導光板の
厚さ方向の中心位置に一致させることができるので、導光板から出射される光の光量分布
などを設計通りのものとすることができる。
【０００９】
　特に本発明では、導光板の両面から光を出射する構成であるため、発光素子の出射光軸
を導光板の厚さ方向の中心に合わせることにより、導光板の両面から出射される光の光量
バランスを好適に設定できる。
【００１０】
　本発明において、前記発光素子は、例えばＬＥＤである。
【００１１】
　本発明において、前記発光素子実装基板は、端部が前記第１パネルに実装されて当該第
１パネル側から前記導光板の前記第２面側に向けて引き回された可撓性基板であることが
好ましい。このように構成すると、発光素子の実装基板と第１パネルへの信号や電源供給
を行うための基板とを共用できる。従って、発光素子を実装するための専用の発光素子実
装基板が不要であるので、部品点数を削減できる。
【００１２】
　本発明において、前記第１パネルと前記導光板を厚さ方向の両側から弾性をもって挟持
するように前記第１パネルおよび前記導光板に取り付けられた基板固定部材を備え、当該
基板固定部材は、前記第２面側では前記発光素子実装基板を前記空き領域に弾性をもって
押し付け固定している構成を採用することが好ましい。このように構成すると、発光素子
実装基板を導光板に容易に固定することができ、その結果、発光素子の位置決めも容易に
行うことができる。
【００１３】
　本発明において、前記所定の光学シートには、例えば、前記導光板と前記第２パネルと
の間で、前記導光板の前記第２面から出射された光の一部を前記第２パネルに向けて透過
するとともに、残りの光を前記導光板に向けて反射する第２パネル側プリズムシートが含
まれている。また、前記所定の光学シートには、前記導光板と前記第２パネルとの間で、
前記第２パネルに出射される光に散乱性を付与する光散乱シートが含まれている構成であ
ってもよい。
【００１４】
　本発明において、前記所定の光学シートと前記第２パネルとの間には、光学シートの１
枚として、当該第２パネルの画像表示領域に相当する部分が開口する第２パネル側遮光シ
ートが積層され、当該第２パネル側遮光シートの端縁は、前記導光板の前記側端面まで届
いていることが好ましい。このように構成すると、光を漏れを確実に防止できる。
【００１５】
　本発明において、前記空き領域は、前記導光板の前記側端面から１．５ｍｍ以上の幅寸
法を有していることが好ましい。このように構成すると、発光素子実装基板を十分な面積
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をもって導光板に固定することができるので、発光素子実装基板を確実に位置決めでき、
その結果、発光素子の出射光軸の位置精度を高めることができる。
【００１６】
　本発明に係る電気光学装置は、携帯電話機やモバイルコンピュータなどの電子機器にお
いて表示部を構成するのに用いられる。また、本発明に係る電気光学装置は、各種電子機
器のうち、折り畳み式の携帯電話機のように、本体を広げた状態と折り畳んだ状態に使用
される電子機器への使用に適している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
【００１８】
　（電気光学装置の全体構成）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る電気光学装置の構成を示す分解斜視図である。図
２は、本発明を適用した電気光学装置の電気的構成を示すブロック図である。図３および
図４は、本発明の実施の形態１に係る電気光学装置の構成を示す断面図、およびその光源
側端部の拡大断面図である。
【００１９】
　図１に示すように、本形態の電気光学装置１は、光源としての複数のＬＥＤ６２（発光
素子）、およびこれらのＬＥＤ６２から出射された光が側端面６１０から入射して第１面
６１１側および第２面６１２側の双方から出射される導光板６１を備えたバックライト装
置６と、導光板６１の第１面６１１側に対向配置された第１パネル１０Ａと、導光板６１
の第２面６１２側に対向配置された第２パネル１０Ｂとを有している。
【００２０】
　第１パネル１０Ａおよび第２パネル１０Ｂは、例えば、ネマチック液晶を用いたアクテ
ィブマトリクス型の透過型あるいは半透過反射型のカラー液晶パネルであり、第１のパネ
ル１０Ａの両面には入射側偏光板１０１Ａおよび出射側偏光板１０２Ａが積層されている
。また、第２パネル１０Ｂの両面にも入射側偏光板１０１Ｂおよび出射側偏光板１０２Ｂ
が配置されている。第１パネル１０Ａはメインの液晶表示部を構成するものであり、第２
パネル１０Ｂよりも大きい。これに対して、第２パネル１０Ｂはサブの液晶表示部を構成
するものであり、第１パネル１０Ａよりも小さい。
【００２１】
　図２に示すように、電気光学装置１において、パネル１０Ａには、複数本の走査線３１
が行方向に形成され、複数本のデータ線２１が列方向に形成されている。走査線３１とデ
ータ線２１との各交差部分には画素１１が形成されている。各画素１１では、ネマチック
液晶からなる液晶層１２Ａと、二端子型アクティブ素子たるＴＦＤ素子１３とが直列接続
している。ここに示す例では、液晶層１２Ａが走査線３１の側に接続され、ＴＦＤ素子１
３がデータ線２１の側に接続されている。なお、液晶層１２Ａがデータ線２１の側に接続
され、ＴＦＤ素子１３が走査線３１の側に接続されている構成であってもよい。各走査線
３１は、駆動用ＩＣ１０３Ａに内蔵の走査線駆動回路２６０によって駆動される一方、各
データ線２１は、駆動用ＩＣ１０３Ａに内蔵のデータ線駆動回路２５０によって駆動され
る。第２パネル１０Ｂも、基本的な構造が第１パネル１０Ａと同様であるため、説明を省
略する。
【００２２】
　図１、図３および図４において、第１パネル１０Ａは、画素電極やＴＦＤ素子１３（図
２参照）などが形成された素子基板２０Ａと、対向電極やカラーフィルタなどが形成され
た対向基板３０Ａがシール材１４Ａによって所定の間隙を介して貼り合わされ、その基板
間に液晶層１２Ａが保持されている。素子基板２０Ａは、対向基板３０Ａよりも大きく、
素子基板２０Ａの対向基板３０Ａからの張り出し領域１５Ａに駆動用ＩＣ１０３ＡがＣＯ
Ｇ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）実装されている。また、第１パネル１０Ａの駆動用Ｉ
Ｃ１０３Ａに信号や電源を供給する可撓性基板４０の端部も張り出し領域１５Ａに実装さ
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れている。第２パネル１０Ｂも、第１パネル１０Ａと同様、画素電極やＴＦＤ素子１３（
図２参照）などが形成された素子基板２０Ｂと、対向電極やカラーフィルタなどが形成さ
れた対向基板３０Ｂがシール材１４Ｂによって所定の間隙を介して貼り合わされ、その間
隙には液晶層１２Ｂが封入、保持されている。素子基板２０Ｂは、対向基板３０Ｂよりも
大きく、素子基板２０Ｂの対向基板３０Ｂからの張り出し領域１５Ｂに駆動用ＩＣ１０３
ＢがＣＯＧ実装されている。また、第１パネル１０Ｂの駆動用ＩＣ１０３Ｂに信号や電源
を供給する可撓性基板（図示せず）も張り出し領域１５Ｂに実装されている。なお、本形
態では、ＣＯＧ技術を採用したものを例示してあるが、駆動用ＩＣがＣＯＦ（Ｃｈｉｐ　
Ｏｎ　Ｆｉｌｍ）実装された可撓性基板を液晶パネルに実装してもよい。
【００２３】
　（バックライト装置の構成）
　バックライト装置６において、導光板６１は透光性樹脂成形品からなり、第１面６１１
に対向するように、厚さが例えば１００μｍの第１パネル側プリズムシート６３が配置さ
れている。また、第１パネル側プリズムシート６３と第１パネル１０Ａとの間には、第１
パネル１０Ａの画像表示領域１００Ａに相当する領域に開口６５０が形成された第１パネ
ル側遮光シート６５が積層されている。同様に、導光板６１の第２面６１２に対向するよ
うに、厚さが例えば１００μｍの第２パネル側プリズムシート６４が配置され、第２パネ
ル側プリズムシート６４と第２パネル１０Ｂとの間には、第２パネル１０Ｂの画像表示領
域１００Ｂに相当する領域に開口６６０が形成された第２パネル側遮光シート６６が積層
されている。
【００２４】
　第１パネル側プリズムシート６３は、導光板６１の第１面６１から出射された光の一部
を第１パネル１０Ａに向けて透過するとともに、残りの光を導光板６１に向けて反射する
。また、第２パネル側プリズムシート６４は、導光板６１の第２面６２から出射された光
の一部を第２パネル１０Ｂに向けて透過するとともに、残りの光を導光板６１に向けて反
射する。遮光シート６５、６６は光の漏れを防止するものであり、黒・白の２層のシート
、銀・黒の２層のシート、白のシート、透明シートを用いることでき、その厚さは、例え
ば５０μｍである。なお、画像表示領域１００Ａ、１００Ｂは、利用者に画像を表示する
領域であり、電子機器に形成された枠の窓などで規定されるが、開口６５０、６６０で規
定される領域と略重なる領域である。
【００２５】
　本形態において、ＬＥＤ６２は、第１パネル１０Ａに信号や電源を供給するための可撓
性基板４０（発光素子実装基板）上に、厚さが５０μｍ程度のハンダ６９に実装されてい
る。可撓性基板４０は、第１パネル１０Ａの側から導光板６１の第２面６１２まで引き回
され、第２面６１２側で、可撓性基板４０においてＬＥＤ６２の実装領域に隣接する部分
４１が基板固定部材５０によって第２面６１２の端部に押し付け固定され、そこに位置決
めされている。基板固定部材５０は、断面コの字形状の板バネであり、その対向部分５１
、５２によって、第１パネル１０Ａと導光板６１を厚さ方向の両側から弾性をもって挟持
するように第１パネル１０Ａおよび導光板６１に取り付けられている。この状態で、可撓
性基板４０においてＬＥＤ６２の実装領域に隣接する部分４１は、基板固定部材５０の対
向部分５２によって第２面６１２に押し付け固定され、その結果、ＬＥＤ６２は、その出
射光軸Ｌを導光板６１の側端面６１０を向けた状態に位置決めされている。
【００２６】
　このようにして可撓性基板４０を位置決めするにあたって、本形態では、図４に拡大し
て示すように、導光板６１の第２面６１２の側では、導光板６１と第２パネル１０Ｂとの
間に積層された複数枚の光学シート（第２パネル側プリズムシート６４、第２パネル側遮
光シート６６）のうち、第２パネル側プリズムシート６４（所定の光学シート）について
は、その端縁６４０が導光板６１の側端面６１０との間に所定寸法の空き領域６１５を形
成するように引き下がった位置で導光板６１の第２面６１２側に積層されている。これに
対して、第２パネル側遮光シート６６の端縁６６１は、導光板６１の側端面６１０まで届
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いており、光の漏れを完全に防止している。
【００２７】
　このように、空き領域６１５には、第２パネル側遮光シート６６は積層されているが、
第２パネル側プリズムシート６４は積層されていない。このため、導光板６１の第２面６
１２において、空き領域６１５に隣接する領域では、第２パネル側プリズムシート６４と
第２パネル側遮光シート６６の２層構造になっているが、空き領域６１５では、第２パネ
ル側遮光シート６６のみの１層構造になっており、このような１層構造の空き領域６１５
に対して、可撓性基板４０においてＬＥＤ６２の実装領域に隣接する部分４１が基板固定
部材５０の対向部分５２によって押し付け固定されている。従って、第２パネル側プリズ
ムシート６４と第２パネル側遮光シート６６の２層構造になっている領域に可撓性基板４
０においてＬＥＤ６２の実装領域に隣接する部分４１を押し付け固定した場合と比較して
、本形態によれば、ＬＥＤ６２の位置を導光板６１の厚さ方向ｔにおいて第１面６１１側
にずらすことができる。それ故、本形態では、ＬＥＤ６２の出射光軸Ｌは、導光板６１の
厚さ方向ｔの中心位置と略一致している。
【００２８】
　ここで、空き領域６１５は、導光板６１の側端面６１０から１．５ｍｍ以上の幅寸法Ｗ
１を有している。従って、空き領域６１５は、十分な幅寸法を有しているので、可撓性基
４０を確実に位置決めでき、その結果、ＬＥＤ６２の出射光軸Ｌの位置精度を高めること
ができる。
【００２９】
　（本形態の作用、および主な効果）
　本形態の電気光学装置１では、ＬＥＤ６１から出射された光は、側端面６１０から導光
板６１内に入射し、反対側の側端面に進行していく。その際、導光板６１の第２面６２０
側には、第２パネル側プリズムシート６４が配置されており、導光板６１内を進行する光
の一部は、第２パネル側プリズムシート６４によって、第１面６１１の側から第１パネル
１０Ａに向けて出射され、かかる光は、第１パネル１０Ａを透過する間に光変調され、画
像を表示する。また、導光板６１の第１面６１０側には第１パネル側プリズムシート６６
が配置されており、導光板６１内を進行する光の一部は、第１パネル側プリズムシート６
３によって、第２面６１２の側から第２パネル１０Ｂに向けて出射され、かかる光は、第
２パネル１０Ｂを透過する間に光変調され、画像を表示する。従って、本形態の電気光学
装置１によれば、１つのバックライト装置６によって、２つのパネル１０Ａ、１０Ｂで画
像を表示することができる。それ故、両面に液晶表示部を備えた電子機器を構成する際、
本形態の電気光学装置１を用いれば、少ない部品点数で済むので、薄型化、軽量化および
コストダウンを図ることができる。
【００３０】
　また、本形態では、第２パネル側プリズムシート６４については、その端縁６４０が導
光板６１の側端面６１０から引き下がった位置で導光板６１の第２面６１２側に積層され
ているため、導光板６１の端部には、光学シートの総厚みの薄い空き領域６１５が確保さ
れ、この空き領域６１５に対して、可撓性基板４０においてＬＥＤ６２の実装領域に隣接
する部分４１が押し付け固定されている。従って、ＬＥＤ６２の位置を導光板６１の厚さ
方向ｔにおいて第１面６１１側にずらすことができるので、ＬＥＤ６２の出射光軸Ｌと導
光板６１の厚さ方向ｔの中心位置とを略一致させることができる。それ故、導光板６１か
ら出射される光の光量分布などを設計通りのものとすることができる。
【００３１】
　特に本形態では、導光板６１の両面から光を出射して画像を表示する構成であるため、
ＬＥＤ６２の出射光軸Ｌを導光板６１の厚さ方向ｔの中心に略一致させることにより、導
光板６１の両面から出射される光の光量バランスを好適に設定でき、第１パネル１０Ａ側
および第２パネル１０ｂ側の両面において輝度の高い画像を表示することができる。
【００３２】
　なお、第２パネル側プリズムシート６４は、その端縁６４０が導光板６１の側端面６１
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０との間に所定寸法の空き領域６１５を形成するように引き下がった位置で導光板６１の
第２面６１２側に積層されているが、第１パネル１Ａの画像表示領域１００Ａの外周縁よ
り導光板６１の側端面６１０に向けてはみ出ている。従って、第１パネル１０Ａの側から
みたとき、画像表示領域１００Ａに表示された画像には第２パネル側プリズムシート６４
の有無に起因する輝度むらが発生しない。
【００３３】
　また、本形態では、第１パネル１０Ａに信号や電源を供給する可撓性基板４０にＬＥＤ
６２を実装したので、ＬＥＤ６２を実装するための専用の基板が不要である。従って、部
品点数を削減できるので、電気光学装置１のコストダウンを図ることができる。
【００３４】
　さらに、基板固定部材５０によって可撓性基板４０を導光板６１の空き領域６１５に弾
性をもって押し付け固定しているので、可撓性基板４０を導光板６１に容易かつ確実に固
定することができ、その結果、ＬＥＤ６２の位置決めも容易かつ確実に行うことができる
。
【００３５】
　［実施の形態２］
　図５は、本発明の実施の形態２に係る電気光学装置の光源側端部の拡大断面図である。
なお、本形態の電気光学装置は、基本的な構成が実施の形態１と同様であるため、共通す
る機能を有する部分には同一の符号を付してそれらの説明を省略する。
【００３６】
　実施の形態１では、導光板６１と第２パネル１０Ｂとの間に光学シートとして、第２パ
ネル側プリズムシート６４および第２パネル側遮光シート６６が積層され、これらの光学
シートのうち、第２パネル側プリズムシート６４が所定の光学シートとして、その端縁６
４０が導光板６１の側端面６１０との間に所定寸法の空き領域６１５を形成していたが、
実施の形態２では、図５に示すように、導光板６１と第１パネル１０Ａとの間には、光学
シートとして、第１パネル側プリズムシート６３、第１パネル側光散乱シート６７、およ
び第１パネル側遮光シート６６が積層され、導光板６１と第２パネル１０Ｂとの間には、
光学シートとして、第２パネル側プリズムシート６４、第２パネル側光散乱シート６８、
および第２パネル側遮光シート６６が積層されている。ここで、光散乱シート６７、６８
は、光に散乱性を付与するため、ぎらつきのない品位の高い画像を表示できる。
【００３７】
　また、導光板６１の第２面６１２の側では、導光板６１と第２パネル１０Ｂとの間に積
層された複数枚の光学シート（第２パネル側プリズムシート６４、第２パネル側光散乱シ
ート６８、第２パネル側遮光シート６６）のうち、第２パネル側プリズムシート６４およ
び第２パネル側光散乱シート６８は、所定の光学シートとして、その端縁６４０、６８０
が導光板６１の側端面６１０との間に所定寸法の空き領域６１５を形成するように引き下
がった位置で導光板６１の第２面６１２側に積層されている。このため、導光板６１の第
２面６１２において、空き領域６１５に隣接する領域では、第２パネル側プリズムシート
６４、第２パネル側光散乱シート６８、および第２パネル側遮光シート６６の３層構造に
なっているが、空き領域６１５では、第２パネル側遮光シート６６のみの１層構造になっ
ている。本形態では、このような１層構造の空き領域６１５に対して、可撓性基板４０に
おいてＬＥＤ６２の実装領域に隣接する部分４１が基板固定部材５０の対向部分５２によ
って押し付け固定されている。従って、本形態でも、ＬＥＤ６２の位置を導光板６１の厚
さ方向ｔにおいて第１面６１１側にずらすことができるので、ＬＥＤ６２の出射光軸Ｌと
、導光板６１の厚さ方向ｔの中心位置とを略一致させることができるなど、実施の形態１
と同様な効果を奏する。
【００３８】
　［実施の形態３］
　図６は、本発明の実施の形態３に係る電気光学装置の光源側端部の拡大断面図である。
なお、本形態の電気光学装置は、基本的な構成が実施の形態１と同様であるため、共通す
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る機能を有する部分には同一の符号を付してそれらの説明を省略する。
【００３９】
　実施の形態１では、第１パネル１０Ａに信号や電源を供給する可撓性基板４０にＬＥＤ
６２を実装したが、実施の形態３では、図６に示すように、第１パネル１０Ａに信号や電
源を供給する可撓性基板４０Ａとは別の剛性基板４０Ｂ（発光素子実装基板）にＬＥＤ６
２がハンダ６９により実装されている。
【００４０】
　また、実施の形態１と同様、本形態でも、第２パネル側プリズムシート６４（所定の光
学シート）は、その端縁６４０が導光板６１の側端面６１０との間に所定寸法の空き領域
６１５を形成するように引き下がった位置で導光板６１の第２面６１２側に積層され、基
板固定部材５０は、剛性基板４０ＢにおいてＬＥＤ６２の実装領域に隣接する部分４１を
第２面６１２の空き領域６１５に押し付け固定している。従って、本形態でも、ＬＥＤ６
２の位置を導光板６１の厚さ方向ｔにおいて第１面６１１側にずらすことができるので、
ＬＥＤ６２の出射光軸Ｌと、導光板６１の厚さ方向ｔの中心位置とを略一致させることが
できるなどの効果を奏する。
【００４１】
　［その他の実施の形態］
　なお、上記形態では、アクティブ素子としてＴＦＤ素子を用いた液晶パネルを備えた電
気光学装置を例に説明したが、アクティブ素子としてＴＦＴを用いた液晶パネルを備えた
電気光学装置などに本発明を適用してもよい。
【００４２】
　［電子機器および電気光学装置の全体構成］
　図７（Ａ）、（Ｂ）は、本発明を適用した電子機器の一例としての折り畳み式携帯電話
機を折り畳んだ状態、および開いた状態の説明図である。
【００４３】
　本発明を適用した電気光学装置は、例えば、図７（Ａ）、（Ｂ）に示す折り畳み式の携
帯電話機３００に用いられる。この携帯電話３００では、電気光学装置１を備えた蓋体３
３０がヒンジ部３４０を介して操作本体３５０に回動自在に連結されている。携帯電話機
３００は、蓋体３３０を開いたときに蓋体３３０の内側で画像を表示するメイン表示部３
１１を備える一方、蓋体３３０の外側には、蓋材３３０を操作本体３５０に折り重ねたと
きに画像を表示するサブ表示部３２１を備えている。従って、本発明の電気光学装置１の
第１パネル１０Ａの側でメイン表示部３１１を構成し、第２パネル１０Ｂの側でサブ表示
部３２１を構成すれば、携帯電話３００の薄型化、軽量化、コストダウンを図ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の実施の形態１に係る電気光学装置の構成を示す分解斜視図である。
【図２】本発明を適用した電気光学装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図３】図１に示す電気光学装置の構成を示す断面図である。
【図４】図１に示す電気光学装置の光源側端部の拡大断面図である。
【図５】本発明の実施の形態２に係る電気光学装置の光源側端部の拡大断面図である。
【図６】本発明の実施の形態３に係る電気光学装置の光源側端部の拡大断面図である。
【図７】（Ａ）、（Ｂ）は、本発明を適用した電子機器の一例としての携帯電話機の折り
畳んだ状態を示す説明図、およびこの携帯電話機を開いた状態の説明図である。
【図８】従来の電気光学装置の光源側端部の拡大断面図である。
【符号の説明】
【００４５】
１　電気光学装置、６　バックライト装置、１０Ａ　第１パネル、１０Ｂ　第２パネル、
６１　導光板、６２　ＬＥＤ（光源）、４０　可撓性基板（発光素子実装基板）、４０Ｂ
　剛性基板（発光素子実装基板）、５０　基板固定部材、６３、６４　プリズムシート、
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６５、６６　遮光シート、６７、６８　光散乱シート、１００Ａ、１００Ｂ　画像表示領
域、６１０　導光板の側端面、６１５　空き領域

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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