
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１表示部と第２表示部とに区分けされた表示部を備え、
　前記第１表示部は半透過型あるいは反射型の表示を行う領域であり、前記第２表示部は
透過型の表示を行う領域であり、
　前記第２表示部はブラックマトリクスを具備するとともに、前記ブラックマトリクスは
前記第２表示部に隣接する前記第１表示部との境界を越えて

形成され ることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記第１表示部は情報量の少ない表示を行う領域であり、前記第２表示部は情報量の多
い表示を行う領域であることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記第１表示部はモノクロ表示を行う領域であり、前記第２表示部はカラー表示を行な
う領域であることを特徴とする請求項１又は２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記第１表示部は時刻、着信状況、電池残量のうち少なくとも１つが表示され、前記第
２表示部は画像データが表示されることを特徴とする請求項１から３のうち何れかに記載
の液晶表示装置。
【請求項５】
　バックライトを備えることを特徴とする請求項１から４のうち何れかに記載の液晶表示
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て 、境界部分の光漏れを防止す



装置。
【請求項６】
　

【請求項７】
　請求項１から のうち何れかに記載の液晶表示装置を表示部として備えることを特徴と
する携帯電話。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は液晶表示装置に係り、たとえば携帯電話に組み込まれる液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
携帯電話には液晶表示装置からなる表示部が備えられ、この表示部には、時刻、着信状況
、電池残量等の表示がされるとともに、比較的データ量の多い画素データが表示されるよ
うになっている。
【０００３】
そして、液晶表示装置は、液晶を介して対向配置された一対の基板を外囲器とし該液晶の
広がり方向に多数の画素からなる表示領域を備え、各画素はそれに組み込まれた一対の電
極との間に発生する電界によって液晶の光透過率を制御するようになっている。
【０００４】
このことから、液晶表示装置はそれ自体で発光することはなく、その表示には、各画素の
液晶に光を透過させるバックライト、あるいは太陽等からの外光を各画素の液晶に透過さ
せた後に反射させる反射板等が必要となる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、このような携帯電話にあって、その表示部にバックライトを具備させ、このバッ
クライトを常時発光させておくことは、低電力消費化の観点で好ましくなく、また、反射
板のみによって液晶表示装置を表示させることは高画質化の追及の観点で好ましくないと
いうことが生じる。
【０００６】
本発明は、このような事情に基づいてなされたもので、その目的は、低電力消費であり、
表示品質を損なうことのない液晶表示装置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のと
おりである。
【０００８】
すなわち、本発明による液晶表示装置は、たとえば、携帯電話に組み込まれる液晶表示装
置であって、その表示部を少なくとも情報量の少ない表示を行う領域と情報量の多い表示
を行う領域とに区分けし、情報量の少ない表示を行う領域は半透過型あるいは反射型にし
て表示を行い、情報量の多い表示を行う領域は透過型にして表示を行うことを特徴とする
ものである。
【０００９】
このように構成された液晶表示装置は、情報量の少ない表示の場合には特にバックライト
を点灯させる必要がなくなり、その分低電力消費を達成できるようになる。
【００１０】
携帯電話の場合、着信までの間に時刻、着信状況、電池残量等の表示がなされ、この部分
を半透過型あるいは反射型にして表示させることによって電力消費を大幅に低減させるこ
とができる（この場合、時刻、着信状況、電池残量等を認識できることを目的とすること
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から、画質が劣っていることが特に不都合となることはない）。
【００１１】
また、着信の後において、送られてくる画像データを透過型にして表示することにより、
バックライトには電力が費やされるがその時間も短く、かつ高画質として該画素データを
映像させることができるようになる。
【００１２】
したがって、本発明によれば、比較的低電力消費であり、表示品質を損なうことのない液
晶表示装置を得ることができるようになる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による液晶表示装置の実施例について図面を用いて説明する。
図２は、本発明による液晶表示装置が適用される携帯電話の一実施例を示す全体構成図で
ある。
【００１４】
携帯電話の筐体１の前面には液晶表示装置からなる表示部２が備えられ、この表示部２は
その上方部において比較的面積の小さな第１表示部２Ａと下方部において比較的面積の大
きな第２表示部２Ｂとで区分けされている。
【００１５】
第１表示部２Ａには時刻、着信状況、電池残量等が数字および記号等で表示されるように
なっており、第２表示部２Ｂには送信あるいは受信のため画素データが表示されるように
なっている。
【００１６】
そして、後に詳述するが、第１表示部２Ａは半透過型の液晶表示装置として、第２表示部
２Ｂは透過型の液晶表示装置として表示されるようになっている。
【００１７】
そして、表示部２を構成する液晶表示装置の背面にはバックライト（図示せず）が配置さ
れ、このバックライトは切替スイッチ３によって、第１表示部２Ａを表示させようとする
場合にはＯＦＦとなり、第２表示部２Ｂを表示させようとする場合にはＯＮとなるように
なっている。
【００１８】
なお、この場合、切替スイッチ３はなくてもよく、携帯電話器がそれ自体で第１表示部２
Ａの表示か第２表示部２Ｂの表示かを判定し、それによって自動的にバックライトの点灯
あるいは消灯を行うようにしてもよい。
【００１９】
図３は、前記表示部２として構成される液晶表示装置の一実施例を示す平面図である。
【００２０】
ここで、この液晶表示装置はたとえばＴＮ（ Twisted Nematic）型と称されるもので、液
晶を介して対向配置される透明基板の一方の透明基板の該液晶側の面にｘ方向に延在しｙ
方向に並設される多数の画素電極と、他方の透明基板の該液晶側の面にｙ方向に延在しｘ
方向に並設される多数の走査電極を備え、該画素電極と走査電極との各交差部において画
素が構成されるようになっている。
【００２１】
図３における IV－ IV線における断面図を図４に、 I－ I線における断面図を図１に示してい
る。
【００２２】
まず、図４および図１において、下基板となる透明基板ＵＳＢ１があり、この透明基板Ｕ
ＳＢ１の液晶ＬＣ側の面には、紙面表から紙面裏の方向に延在し該方向に直交する方向に
並設される対向電極ＣＴが形成されている。
【００２３】
これら各対向電極ＣＴはたとえばＩＴＯ（ Indium-Tin-Oxide）からなる透明電極で、後述
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の画素電極ＰＸに供給される映像信号（電圧）に対して基準となる電圧がその並設方向に
そって順次供給されるようになっている。
【００２４】
この場合の各対向電極ＣＴは、第１表示部２Ａおよび第２表示部２Ｂにおいて、隣接する
他の対向電極ＣＴとの間隔はほぼ同じになっているが、第１表示部２Ａ内の対向電極ＣＴ
であって第２表示部２Ｂ側に近接する対向電極ＣＴと、第２表示部２Ｂ内の対向電極ＣＴ
であって第１表示部２Ａ側に近接する対向電極ＣＴとの間隔は若干離間された状態で形成
されている。
【００２５】
そして、このように各対向電極ＣＴが形成された透明基板ＵＳＢ１の表面には該各対向電
極ＣＴをも覆って配向膜（図示せず）が形成されている。この配向膜は液晶ＬＣと直接に
接触する膜でその表面に形成されたラビングによって該液晶ＬＣの初期配向が決定される
ようになっている。
【００２６】
一方、液晶ＬＣを介して対向配置される透明基板ＳＵＢ２の液晶側の面には、その第２表
示部２Ｂ側においてブラックマトリクスＢＭが形成されている。
【００２７】
このブラックマトリクスＢＭは、各画素のそれぞれを画するようにして該各画素の周辺を
除く中央部に開口が形成された形状をなし、表示のコントランスを向上させるために設け
られている。
【００２８】
そして、このブラックマトリクスＢＭは第１表示部２Ａとの境界を超え該第１表示部２Ａ
にまで若干延在して形成されている。この理由については後述する。
【００２９】
さらに、このブラックマトリクスＢＭの上面には、たとえば紙面表から紙面裏の方向にか
けその方向に並設されるブラックマトリクスＢＭの開口をそれぞれ被うようにしてカラー
フィルタＦＩＬが形成されている。
【００３０】
このカラーフィルタＦＩＬは赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）からなり、たとえばこ
の順番で紙面左側から右側にかけて順次繰り返して形成されている。
【００３１】
このようにカラーフィルタＦＩＬが形成された透明基板ＳＵＢ２の表面にはこれらカラー
フィルタＦＩＬをも被って平坦化膜ＯＣが形成されている。この平坦化膜ＯＣは例えば塗
布により形成された樹脂膜からなり、その表面にブラックマトリクスＢＭおよびカラーフ
ィルタＦＩＬの段差による凹凸が顕在化しないように形成されている。
【００３２】
また、この平坦化膜ＯＣの表面には、紙面左側から右側へ延在しその延在方向の直交する
方向に並設される画素電極ＰＸがたとえばＩＴＯによって形成されている。
【００３３】
これら画素電極ＰＸは前記対向電極ＣＴとの間（液晶ＬＣが介在されている）に電界を生
じさせるようになっており、該画素電極ＰＸに映像信号（電圧）を供給することによって
、該液晶ＬＣは該映像信号に対応した光透過量が制御されるようになっている。
【００３４】
そして、このような画素電極ＰＸが形成された透明基板ＳＵＢ２の表面には該画素電極Ｐ
Ｘをも被って配向膜（図示せず）が形成されている。この配向膜は液晶ＬＣと直接に接触
する膜でその表面に形成されたラビングによって該液晶ＬＣの初期配向が決定されるよう
になっている。
【００３５】
また、前記透明基板ＳＵＢ１の液晶ＬＣと反対側の面であって、その第１表示部２Ａの部
分において、反射フィルムＲＥＦが配置され、さらに、その上面にはモノクロ用の偏光板
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ＰＯＬ１が形成されている。
【００３６】
ここで、反射フィルムＲＥＦは光の反射と透過がなされるフィルムからなり、このフィル
ムによって第１表示部２Ａの表示はバックライトＢＬがなくても（あるいはバックライト
が消灯状態でも）たとえば太陽等の外光によって認識できるようになっている。
【００３７】
さらに、前記透明基板ＳＵＢ１の液晶ＬＣと反対側の面であって、その第２表示部２Ｂの
部分において、カラー用の偏光板ＰＯＬ２が形成されている。
【００３８】
この第２表示部２Ｂは、第１表示部２Ａと異なり、液晶表示装置の背面に配置されたバッ
クライトＢＬからの光を透過させることによって、その表示を認識できるようになってい
る。
【００３９】
ここで、第１表示部２Ａ側に形成される偏光板ＰＯＬ１と第２表示部２Ｂ側に形成される
偏光板ＰＯＬ２は、その構成が異なり別個の材料で形成されるため、それらの間には若干
の隙間が生じてしまい、バックライトＢＬからの光がこの隙間を通して第１表示部２Ａ側
に光漏れとして照射され易くなる。
【００４０】
このため、上述したように、第２表示部２Ｂ側に形成されたブラックマトリクスＢＭを第
１表示部２Ａ側へ若干延在させ、この延在部によって前記光漏れを遮光するように構成さ
れている。
【００４１】
該バックライトＢＬは、前述したように、携帯電話の筐体１に取り付けられた切替スイッ
チ３によって消灯あるいは点灯するようになっており、たとえば着信待ちの場合には該バ
ックライトＢＬを消灯させておき、第１表示部２Ａに表示されている情報、すなわち時刻
、着信状況、電池残量等をモノクロ表示で認識できるようになっており、着信の後にはた
とえば相手方から送信される画素データ、あるいは情報量の比較的多いデータを高画質か
つカラー表示で観察することができるようになる。
【００４２】
なお、この図面では、前記バックライトＢＬは第１表示部２Ａの部分においても延在され
て配置されているが、この構成に限定されることなく、たとえば第２表示部２Ｂの部分に
のみ配置されるようにしてもよいことはいうまでもない。この場合、反射フィルムＲＥＦ
を反射機能のみを有する金属等の反射板に置き換えてもよいことはいうまでもない。
【００４３】
また、透明基板ＳＵＢ２の液晶と反対側の面にも第１表示部２Ａ側にモノクロ用の偏光板
ＰＯＬ３、および第２表示部２Ｂ側にカラー用の偏光板ＰＯＬ４が配置され、これら偏光
板ＰＯＬ３、ＰＯＬ４はそれぞれ上述した偏光板ＰＯＬ１あるいはＰＯＬ２と対になって
、液晶ＬＣの分子の挙動を可視化できるようになっている。
【００４４】
そして、前記透明基板ＳＵＢ１とＳＵＢ２は、図２に示すように、それらの周辺にて形成
されたモールド材ＭＭによって液晶ＬＣの層厚に相当するギャップを保持して互いに固着
されるようになっている。
【００４５】
上述した実施例では、第１表示部２Ａはモノクロ表示としたものであるが、これに限定さ
れることなく第２表示部２Ｂと同様にカラー表示としてもよいことはいうまでもない。
【００４６】
また、第１表示部２Ａおよび第２表示部２Ｂもともにモノクロ表示としてもよいことはい
うまでもない。
【００４７】
【発明の効果】
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以上説明した液晶表示装置によれば、低電力消費であり、表示品質を損なうことのないも
のを得ることができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による液晶表示装置の一実施例を示す要部断面図で、図３の I－ I線におけ
る断面図である。
【図２】本発明による液晶表示装置が組み込まれる携帯電話の一実施例を示す外観図であ
る。
【図３】携帯電話に組み込まれる本発明による液晶表示装置の一実施例を示す平面図であ
る。
【図４】図３の IV－ IV線における断面図である。
【符号の説明】
ＳＵＢ…透明基板、ＣＴ…対向電極、ＰＸ…画素電極、ＢＭ…ブラックマトリクス、ＦＩ
Ｌ…カラーフィルタ、ＲＥＦ…反射フィルム、ＰＯＬ…偏光板、２…表示部、２Ａ…第１
表示部、２Ｂ…第２表示部。
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

(7) JP 3822038 B2 2006.9.13



フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ   9/40    ３０１　          　　　　　

(56)参考文献  特開２０００－０９８４１１（ＪＰ，Ａ）
              実開昭５６－１４５０７９（ＪＰ，Ｕ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G02F  1/1335
              G02F  1/1333
              G02F  1/1347
              G02F  1/1343
              G02F  1/13   505
              G09F  9/40

(8) JP 3822038 B2 2006.9.13


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

