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(57)【要約】
　本発明は、ＬＣＤ表示モジュール及び移動端末に関し
、当該ＬＣＤ表示モジュールは、ディスプレイと、前記
ディスプレイの上端から引き出されたフレキシブル回路
基板と、を備え、その中で、前記ディスプレイの上端に
移動端末の機能モジュールが収容される凹部が設けられ
、前記フレキシブル回路基板の前記凹部に対応する位置
に開口が設けられる。本発明は、ＬＣＤ表示モジュール
及びそれを備える移動端末を設計し、ＬＣＤ表示モジュ
ール内の回路を変更することにより、フレキシブル回路
基板をＬＣＤ表示モジュールの上端に電気的に接続させ
、当該ＬＣＤ表示モジュールの上端に凹部が設けられ、
且つフレキシブル回路基板の対応する位置に開口が設け
られることで、移動端末の機能モジュールが収容され、
これにより、ディスプレイの画面占有率を可能な限り増
大するニーズを満たすことができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイと、前記ディスプレイの上端から引き出されたフレキシブル回路基板と、
を備えるＬＣＤ表示モジュールであって、前記ディスプレイの上端に移動端末の機能モジ
ュールが収容される凹部が設けられ、前記フレキシブル回路基板の前記凹部に対応する位
置に開口が設けられる
　ことを特徴とするＬＣＤ表示モジュール。
【請求項２】
　前記フレキシブル回路基板が折り曲げられて前記移動端末の制御メインボードと電気的
に接続されるとき、前記開口のエッジは前記凹部のエッジを超えない
　ことを特徴とする請求項１に記載のＬＣＤ表示モジュール。
【請求項３】
　前記フレキシブル回路基板が折り曲げられて前記移動端末の制御メインボードと電気的
に接続されるとき、前記開口のエッジと前記凹部のエッジが重なる
　ことを特徴とする請求項２に記載のＬＣＤ表示モジュール。
【請求項４】
　前記凹部は前記ディスプレイの中間位置に位置する
　ことを特徴とする請求項１に記載のＬＣＤ表示モジュール。
【請求項５】
　前記凹部は前記ディスプレイの左側又は右側に位置する
　ことを特徴とする請求項１に記載のＬＣＤ表示モジュール。
【請求項６】
　前記ディスプレイはバックライトモジュールを備え、前記バックライトモジュールの上
端に凹み構造が設けられ、前記凹み構造が前記凹部の一部を構成する
　ことを特徴とする請求項１に記載のＬＣＤ表示モジュール。
【請求項７】
　前記バックライトモジュールはＬＥＤライトバーアレイを備え、その中で、前記ＬＥＤ
ライトバーアレイは前記バックライトモジュールの上端エッジに位置し、且つ前記凹部の
エッジを経過する
　ことを特徴とする請求項６に記載のＬＣＤ表示モジュール。
【請求項８】
　前記バックライトモジュールは、前記ＬＥＤライトバーアレイとマッチングされる導光
板をさらに備え、前記導光板は、前記ＬＥＤライトバーアレイから発する光を前記ディス
プレイの上端から前記ディスプレイの下端へガイドするためのものである
　ことを特徴とする請求項７に記載のＬＣＤ表示モジュール。
【請求項９】
　前記凹部は、円弧形、逆台形、Ｕ字型、又はＷ字型である
　ことを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載のＬＣＤ表示モジュール。
【請求項１０】
　端末本体と、前記端末本体上に設けられる機能モジュールと、請求項１～９のいずれか
１項に記載のＬＣＤ表示モジュールと、を備える移動端末であって、
　前記ＬＣＤ表示モジュールは前記端末本体に装着され、前記機能モジュールは前記ＬＣ
Ｄ表示モジュールの凹部内に装着され、前記ＬＣＤ表示モジュールのフレキシブル回路基
板は折り曲げられて前記端末本体の制御メインボードに電気的に接続される
　ことを特徴とする移動端末。
【請求項１１】
　前記機能モジュールは、カメラ、センサー、受光素子及び受話口のうちの１つ又は複数
を含む
　ことを特徴とする請求項１０に記載の移動端末。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本願は、出願番号が２０１８１００２３２１２．Ｘであって、出願日が２０１８年１月
１０日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願の内容の全てを本
願に援用する。
【０００２】
　本発明は、ディスプレイ技術分野に関し、特にＬＣＤ表示モジュール及び移動端末に関
する。
【背景技術】
【０００３】
　移動端末（スマートフォン）の急速な発展に伴い、消費者はスマートフォンにますます
依存し、スマートフォンは人々の生活の不可欠な部分となっている。現在、消費者の視覚
的な享受を向上するために、高い画面占有率の携帯電話がますます消費者に好まれている
。
【０００４】
　画面占有率とは、スクリーンと携帯電話のフロントパネルとの面積の相対的な比率であ
り、携帯電話の外観設計において、視覚的な好感を得ることが比較的容易なパラメーター
である。既存の携帯電話の状況は、画面占有率が比較的小さく、特に上下フレームが受話
口、カメラ、ＨＯＭＥキー等により比較的大きい画面占有率を占められているため、外形
を前提とする場合、画面占有率の利用率が比較的低い。したがって、如何に伝統的な携帯
電話の外形の全体的なサイズを維持する前提で画面占有率を増大し、携帯電話の上下フレ
ームを減らすことで、消費者により良い視覚的体験を与えるかが現在の重要な研究方向の
１つとなっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　これに鑑みて、本発明は、上記の技術的問題を解決するために、高い画面占有率のＬＣ
Ｄ表示モジュール及びそれを備える移動端末を提供する。
【０００６】
　上記の目的を達成するため、本発明で使用される技術手段は、下記の通りである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の態様によれば、ＬＣＤ表示モジュールが提供され、ディスプレイと、前
記ディスプレイの上端から引き出されたフレキシブル回路基板と、を備えるＬＣＤ表示モ
ジュールであって、前記ディスプレイの上端に移動端末の機能モジュールが収容される凹
部が設けられ、前記フレキシブル回路基板の前記凹部に対応する位置に開口が設けられる
。
【０００８】
　選択的に、前記フレキシブル回路基板が折り曲げられて前記移動端末の制御メインボー
ドと電気的に接続されるとき、前記開口のエッジは前記凹部のエッジを超えない。
【０００９】
　選択的に、前記フレキシブル回路基板が折り曲げられて前記移動端末の制御メインボー
ドと電気的に接続されるとき、前記開口のエッジと前記凹部のエッジが重なる。
【００１０】
　選択的に、前記凹部は前記ディスプレイの中間位置に位置する。
【００１１】
　選択的に、前記凹部は前記ディスプレイの左側又は右側に位置する。
【００１２】
　選択的に、前記ディスプレイはバックライトモジュールを備え、前記バックライトモジ
ュールの上端に凹み構造が設けられ、前記凹み構造が前記凹部の一部を構成する。
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【００１３】
　選択的に、前記バックライトモジュールはＬＥＤライトバーアレイを備え、ここで、前
記ＬＥＤライトバーアレイは前記バックライトモジュールの上端エッジに位置し、且つ前
記凹部のエッジを経過する。
【００１４】
　選択的に、前記バックライトモジュールは、前記ＬＥＤライトバーアレイとマッチング
される導光板をさらに備え、前記導光板は、前記ＬＥＤライトバーアレイから発する光を
前記ディスプレイの上端から前記ディスプレイの下端へガイドするためのものである。
【００１５】
　選択的に、前記凹部は、円弧形、逆台形、Ｕ字型、又はＷ字型である。
【００１６】
　本発明の別の態様によれば、移動端末が提供され、端末本体と、前記端末本体上に設け
られる機能モジュールと、上記のいずれか１項に記載のＬＣＤ表示モジュールと、を備え
る移動端末であって、
　ここで、前記ＬＣＤ表示モジュールは前記端末本体に装着され、前記機能モジュールは
前記ＬＣＤ表示モジュールの凹部内に装着され、前記ＬＣＤ表示モジュールのフレキシブ
ル回路基板は折り曲げられて前記端末本体の制御メインボードに電気的に接続される。
【００１７】
　選択的に、前記機能モジュールは、カメラ、センサー、受光素子及び受話口のうちの１
つ又は複数を含む。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に提供された技術案によれば、以下のような技術効果が奏される。
【００１９】
　本発明によれば、ＬＣＤ表示モジュール及びそれを備える移動端末を設計し、ＬＣＤ表
示モジュール内の回路を変更することにより、フレキシブル回路基板をＬＣＤ表示モジュ
ールの上端に電気的に接続させ、当該ＬＣＤ表示モジュールの上端に凹部が設けられ、且
つフレキシブル回路基板の対応する位置に開口が設けられることで、移動端末の機能モジ
ュールが収容され、これにより、ディスプレイの画面占有率を可能な限り増大するニーズ
を満たすことができる。
【００２０】
　なお、前記一般的な記載及び後述の詳細な記載は、単なる例示的で解釈的な記載であり
、本発明を限定しない。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一例示的な実施例に係るＬＣＤ表示モジュールの構造を示す模式図であ
る。
【図２】本発明の一例示的な実施例に係るＬＣＤ表示モジュールにおいてフレキシブル回
路基板がディスプレイに対して展開された状態を示す模式図である。
【図３】本発明の一例示的な実施例に係るＬＣＤ表示モジュールにおいてフレキシブル回
路基板がディスプレイ裏面に折り曲げられた状態を示す模式図である。
【図４】本発明の一例示的な実施例に係るＬＣＤ表示モジュールにおけるバックライトモ
ジュールの構造を示す模式図である。
【図５】本発明の一例示的な実施例に係る移動端末の構造を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面に示すような具体的な実施形態を参照しながら本発明を詳細に説明する。し
かしながら、これらの実施形態は本発明を制限するものではなく、当業者がこれらの実施
形態に基づいて行われた構造、方法、又は機能上の変換はいずれも本発明の保護範囲内に
含まれる。
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【００２３】
　本発明に記載の用語は、特定の実施例を説明する目的で使用されるものに過ぎず、本発
明を限定するものではない。本発明及び添付された特許請求の範囲に記載の単数形式の「
１種類」、「前記」及び「当該」は、前後の文章においてそれぞれ他の意味を含有すると
明確に記載される以外には、複数の形式も含む。なお、本発明に記載の「及び／又は」は
、挙げられる事項の1つ又は複数の何れ又は全ての組み合わせを意味する。
【００２４】
　以下、本発明のいくつかの実施形態を図面を参照しながら詳細に説明し、矛盾しない場
合において、下記の実施例及び実施例における特徴は互いに組み合わせてもよい。
【００２５】
　図１及び図２に示すように、本発明の実施例のＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ
　Ｄｉｓｐｌａｙ、液晶ディスプレイ）表示モジュール１０は、ディスプレイ１と、ディ
スプレイ１の上端から引き出されたフレキシブル回路基板（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎ
ｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ，ＦＰＣ）１２と、を備える。本実施例において、ＬＣＤ表示モ
ジュール１０中の集積回路をディスプレイ１の上端にレイアウトし、フレキシブル回路基
板１２は集積回路と電気的に接続され、ディスプレイ１の上端から引き出されている。
【００２６】
　図１、図２及び図５に示すように、ディスプレイ１の上端に移動端末１００の機能モジ
ュール３０が収容される凹部１３が設けられ、フレキシブル回路基板１２の凹部１３に対
応する位置に開口１２１が設けられ、これにより、ＬＣＤ表示モジュール１０が携帯電話
の機能モジュール３０を収容する収容空間を有することになり、それとともに、ＬＣＤ表
示モジュール１０においてディスプレイ１の表示領域を占める必要がある各モジュールを
一括して携帯電話の上端にレイアウトすることで、携帯電話の下端の画面占有率が可能な
限り最大になり、全体的にＬＣＤ表示モジュール１０の画面占有率が可能な限り増大され
る。ここで、当該機能モジュール３０は、カメラ、センサー（赤外センサー、光センサー
、距離センサー等のような様々な種類のセンサーのうちの１つ又は複数）、受光素子及び
受話口のうちの１つ又は複数を含んでもよい。
【００２７】
　本発明の移動端末１００は、携帯電話、タブレットＰＣ、パームトップ、ＰＤＡ（Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉ　ｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ、単にＰＤＡと称する）等の電子
機器であってもよく、本発明では、移動端末１００として携帯電話を挙げて具体的に説明
する。なお、当該ディスプレイ１の上端は、ユーザが使用習慣上携帯電話を把持するとき
の携帯電話の上端部であり、ディスプレイ１の下端は、ユーザが使用習慣上携帯電話を把
持するときの携帯電話の下端部である。
【００２８】
　図１～図３及び図５に示すように、本発明の凹部１３はディスプレイ１の上端の任意の
位置に設けられることができ、具体的には、ユーザが満足する使用体験に応じてレイアウ
トすることができる。一選択可能な実施例では、当該凹部１３はディスプレイ１の中間位
置に位置し、当該中間位置は、ディスプレイ１の縦方向の中心線を基準線としている。他
の選択可能な実施例では、当該凹部１３はディスプレイ１の左側又は右側に位置する。
【００２９】
　本発明の実施例では、当該凹部１３は、円弧形、逆台形、Ｕ字型、又はＷ字型等の形状
であってもよい。なお、上記で列挙された凹部１３のこれらの形状は、絶対的に標準な前
記形状ではなく、当該凹部１３が全体的にほぼ上記で説明したタイプであれば、いずれも
本発明の保護範囲内に含まれる。もちろん、当該凹部１３は、任意の不規則的な形状又は
複数の不連続的な収容空間であってもよい。
【００３０】
　本発明では、当該ＬＣＤ表示モジュール１０が移動端末１００の端末本体２０に装着さ
れる際に、当該フレキシブル回路基板１２を折り曲げることで端末本体２０上の制御メイ
ンボード（図示せず）と電気的に接続させる。ＬＣＤ表示モジュール１０が端末本体２０
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に装着された後、当該フレキシブル回路基板１２はＬＣＤ表示モジュール１０と端末本体
２０の間に位置する。ここで、フレキシブル回路基板１２が折り曲げられて移動端末１０
０の制御メインボードと電気的に接続されるとき、フレキシブル回路基板１２の開口１２
１のエッジは凹部１３のエッジを超えない、即ち、当該フレキシブル回路基板１２は携帯
電話の機能モジュール３０を適合に避ける。図３に示すように、好ましくは、フレキシブ
ル回路基板１２が折り曲げられて移動端末１００の制御メインボードと電気的に接続され
るとき、開口１２１のエッジと凹部１３のエッジが重なり、これにより、フレキシブル回
路基板１２が携帯電話の機能モジュール３０を避ける条件を満たすとともに、可能な限り
大きい空間を有して回路レイアウトするので、回路レイアウト上の困難を減少することが
できる。
【００３１】
　図１及び図５を参照して、図４に示すように、当該ディスプレイ１は、バックライトモ
ジュール１１、表示パネル（図示せず）及びタッチパネル（図示せず）を備え、フレキシ
ブル回路基板１２は表示パネル内の集積回路に電気的に接続される。ここで、バックライ
トモジュール１１の上端、表示パネルの上端、及びタッチパネルの上端にいずれも凹み構
造１３１が設けられ、当該凹み構造が凹部１３の一部を構成する。即ち、バックライトモ
ジュール１１の上端上の凹み構造１３１、表示パネルの上端上の凹み構造、及びタッチパ
ネルの上端の凹み構造が互いに対応して設けられ、且つ本発明の凹部１３を構成する。
【００３２】
　ここで、当該バックライトモジュール１１は、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ
　Ｄｉｏｄｅ、発光ダイオード）ライトバーアレイ１１１を備え、当該ＬＥＤライトバー
アレイ１１１はバックライトモジュール１１の上端エッジに位置し、且つ凹部１３のエッ
ジを経過する。本実施例において、当該ＬＥＤライトバーアレイ１１１はバックライトモ
ジュール１１の上端全体に均一にレイアウトされ、これにより、ＬＣＤ表示モジュール１
０上の全体的な表示輝度が均等化される。ここで、凹部１３位置にＬＥＤレイアウトする
場合、当該ＬＥＤライトバーアレイ１１１は凹部１３のエッジに設けられる。
【００３３】
　さらに、当該バックライトモジュール１１は、ＬＥＤライトバーアレイ１１１とマッチ
ングされる導光板（図示せず）をさらに備え、当該導光板は、ＬＥＤライトバーアレイ１
１１から発する光をディスプレイ１の上端からディスプレイ１の下端へガイドするための
ものであり、導光板を最適化することにより、最終的に均等化された表示効果を実現する
。もちろん、本発明のバックライトモジュール１１は、放射片、反射バックゴム、ゴムフ
レーム、拡散片、下部輝度向上フィルム、上部輝度向上フィルム及び輝度向上テープ等を
さらに備える。表示パネルは、下部偏光板、液晶ユニット及び上部偏光板等をさらに備え
てもよい。タッチパネルは、タッチスクリーン及び光学接着剤等を備える。
【００３４】
　もちろん、本発明の実施例では、当該凹部はディスプレイの上端に設けられることに制
限されず、当該凹部は、またディスプレイの下端に設けられてもよく、それに応じて、Ｌ
ＣＤモジュールの集積回路やフレキシブル回路基板もディスプレイの下端に設けられる。
当該ＬＣＤモジュールにおける凹部、フレキシブル回路基板等の実施形態は、上述した凹
部がディスプレイ上端に設けられた実施形態と同じであるので、ここで、詳細な説明を省
略する。
【００３５】
　本発明では、ＬＣＤ表示モジュール内の回路を変更することにより、フレキシブル回路
基板をＬＣＤ表示モジュールの上端に電気的に接続させ、当該ＬＣＤ表示モジュールの上
端に凹部が設けられ、且つフレキシブル回路基板の対応する位置に開口が設けられること
で、移動端末の機能モジュールが収容され、当該実施例において、ディスプレイの凹部以
外に、当該ディスプレイの他の位置はいずれも表示領域であり、これにより、ディスプレ
イの画面占有率を可能な限り増大するニーズを満たすことができる。
【００３６】



(7) JP 2020-508475 A 2020.3.19

10

20

30

40

　図５に示すように、本発明の他の態様によれば、移動端末１００をさらに提供し、当該
移動端末１００は、端末本体２０と、端末本体２０上に設けられる機能モジュール３０と
、ＬＣＤ表示モジュール１０と、を備える。ここで、当該ＬＣＤ表示モジュール１０の具
体的な構造特徴は上記の各実施例に示す通りであり、ここで、詳細な説明を省略する。本
発明の移動端末１００は、携帯電話、タブレットＰＣ、パームトップ、ＰＤＡ等の電子機
器であってもよく、本発明では、移動端末１００として携帯電話を挙げて具体的に説明す
る。
【００３７】
　ここで、当該端末本体２０は、端末ハウジング（図示せず）と、端末ハウジング内に装
着される制御メインボード（図示せず）と、端末ハウジング内に装着されるバッテリ（図
示せず）と、を備え、当該バッテリは制御メインボードに電気的に接続されて、制御メイ
ンボードに電力を供給する。本発明のＬＣＤ表示モジュール１０は端末本体２０に装着さ
れ、機能モジュール３０はＬＣＤ表示モジュール１０の凹部１３に装着され、ＬＣＤ表示
モジュール１０のフレキシブル回路基板は折り曲げられて端末本体２０の制御メインボー
ドに電気的に接続され、即ち、当該フレキシブル回路基板がＬＣＤ表示モジュール１０の
ディスプレイに対して折り曲げられて、ＬＣＤモジュール１０が端末本体２０内に装着さ
れた後、フレキシブル回路基板がディスプレイと端末本体２０の間に位置する。
【００３８】
　本発明の機能モジュール３０は、カメラ、センサー（赤外センサー、光センサー、距離
センサー等のような様々な種類のセンサーのうちの１つ又は複数）、受光素子、及び受話
口のうちの１つ又は複数を含んでもよい。
【００３９】
　本発明によれば、ＬＣＤ表示モジュール及びこれを備える移動端末を設計し、ＬＣＤ表
示モジュール内の回路を変更することにより、フレキシブル回路基板をＬＣＤ表示モジュ
ールの上端に電気的に接続させ、当該ＬＣＤ表示モジュールの上端に凹部が設けられ、且
つフレキシブル回路基板の対応する位置に開口が設けられることで、移動端末の機能モジ
ュールが収容され、当該実施例において、ディスプレイの凹部以外に、当該ディスプレイ
の他の位置はいずれも表示領域であり、これにより、ディスプレイの画面占有率を可能な
限り増大するニーズを満たすことができる。
【００４０】
　当業者は、明細書に対する理解、及び明細書に記載された発明に対する実施を介して、
本発明の他の実施形態を容易に取得することができる。本発明は、本発明に対する任意の
変形、用途、又は適応的な変化を含み、このような変形、用途、又は適応的な変化は、本
発明の一般的な原理に従い、本発明では開示していない本技術分野の公知知識、又は通常
の技術手段を含む。明細書及び実施例は、単に例示的なものであって、本発明の本当の範
囲と主旨は、本発明の特許請求の範囲によって示される。
【００４１】
　本発明は、上記で記述され、図面で図示した特定の構成に限定されず、その範囲を離脱
しない状況で、様々な修正や変更を実施してもよい。本発明の範囲は、添付される特許請
求の範囲のみにより限定される。
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