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(57)【要約】
　液晶パネル（９）と、母機に収納可能に構成され、上
記液晶パネル（９）が取り付けられるサポート部材（３
）とを有する液晶モジュール（１）において、上記サポ
ート部材（３）に液晶パネル（９）表面の保護機能を有
する保護板（２）を取り付け、上記保護板（２）と液晶
パネル（９）とサポート部材（３）とを一体化する。こ
れにより、保護板（２）に液晶パネル（９）の保護以外
の付加機能を持たせるのに好適な液晶モジュール（１）
を構成することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶パネルを有する液晶モジュールであって、
　液晶パネル表面の保護機能を有する保護板が一体化されていることを特徴とする液晶モ
ジュール。
【請求項２】
　母機に収納可能に構成されたサポート部材を有し、
　上記保護板と液晶パネルとがサポート部材に取り付けられ、上記保護板および液晶パネ
ル並びにサポート部材が一体として構成されていることを特徴とする請求項１記載の液晶
モジュール。
【請求項３】
　上記保護板は視野角制御機能を併せ持つことを特徴とする請求項１記載の液晶モジュー
ル。
【請求項４】
　上記保護板は音声機能を併せ持つことを特徴とする請求項２記載の液晶モジュール。
【請求項５】
　上記保護板を振動させる振動素子を備えるとともに上記保護板とサポート部材とで液晶
パネルを内部に含む閉鎖空間が形成され、該サポート部材がエンクロージャボックスとし
て機能することを特徴とする請求項４記載の液晶モジュール。
【請求項６】
　モジュール構造に合わせて音響特性が設定されていることを特徴とする請求項４記載の
液晶モジュール。
【請求項７】
　上記振動素子が保護板に備えられていることを特徴とする請求項５記載の液晶モジュー
ル。
【請求項８】
　上記保護板と液晶パネルとの間に空気層が設けられていることを特徴とする請求項４記
載の液晶モジュール。
【請求項９】
　上記空気層とサポート部材内に形成された空間とを結ぶホールが設けられていることを
特徴とする請求項８記載の液晶モジュール。
【請求項１０】
　母機の表示窓枠に合わせて保護板の形状を整えられるように、上記保護板の淵部に切り
しろが設けられていることを特徴とする請求項２記載の液晶モジュール。
【請求項１１】
　母機への取り付けに用いるアタッチメント部材が付加できることを特徴とする請求項２
記載の液晶モジュール。
【請求項１２】
　上記アタッチメント部材は、保護板あるいはサポート部材の端部に付加されることを特
徴とする請求項１１記載の液晶モジュール。
【請求項１３】
　上記保護板の淵あるいは付加されたアタッチメント部材によって母機への取り付けが可
能であり、母機への取り付け時にサポート部材と母機とが接触しないことを特徴とする請
求項４記載の液晶モジュール。
【請求項１４】
　外部との接続に用いる配線束が引き出されており、母機への取り付け時には、該配線束
と母機が備える基板とが接続されることを特徴とする請求項４記載の液晶モジュール。
【請求項１５】
　母機からの音声信号および表示信号が上記配線束を介して入力されることを特徴とする
請求項１４記載の液晶モジュール。
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【請求項１６】
　母機から無線送信された音声信号を受信することを特徴とする請求項４記載の液晶モジ
ュール。
【請求項１７】
　音声信号および表示信号が１つの配線束を介して入力されていることを特徴とする請求
項１４記載の液晶モジュール。
【請求項１８】
　上記１つの配線束に電源系配線が含まれることを特徴とする請求項１７記載の液晶モジ
ュール。
【請求項１９】
　上記配線束がフレキシブルプリント回路（ＦＰＣ）に形成されていることを特徴とする
請求項１４記載の液晶モジュール。
【請求項２０】
　入力された音声信号が一旦液晶パネルを経由することを特徴とする請求項１５または１
６記載の液晶モジュール。
【請求項２１】
　液晶パネル経由後の音声信号が、直接あるいは再度配線束に戻された後に振動素子に送
られることを特徴とする請求項２０記載の液晶モジュール。
【請求項２２】
　母機からの音声信号の処理を行う音声信号処理回路を備えることを特徴とする請求項１
５または１６記載の液晶モジュール。
【請求項２３】
　上記配線束がフレキシブルプリント回路に形成され、該フレキシブルプリント回路に上
記音声信号処理回路が設けられていることを特徴とする請求項２２記載の液晶モジュール
。
【請求項２４】
　上記音声信号処理回路が液晶パネルに設けられていることを特徴とする請求項２２記載
の液晶モジュール。
【請求項２５】
　上記音声処理回路がモジュールの音響特性に合わせて設計されていることを特徴とする
請求項２２記載の液晶モジュール。
【請求項２６】
　上記音声処理回路が音質調整回路を備えることを特徴とする請求項２２記載の液晶モジ
ュール。
【請求項２７】
　上記音声処理回路が音量調整回路を備えることを特徴とする請求項２２記載の液晶モジ
ュール。
【請求項２８】
　上記音声信号処理回路の少なくとも一部が液晶パネルの製造工程において形成されてい
ることを特徴とする請求項２２記載の液晶モジュール。
【請求項２９】
　無線送信された音声信号を受信する受信回路の少なくとも一部が液晶パネルの製造工程
において形成されていることを特徴とする請求項１６記載の液晶モジュール。
【請求項３０】
　液晶パネルと、該液晶パネル表面の保護機能を有する保護板と、該保護板を振動させる
振動素子と、サポート部材とを備え、
　上記保護板に音響振動が得られるように、該保護板と上記液晶パネルとがサポート部材
を介して一体化されていることを特徴とする音声機能付液晶モジュール。
【請求項３１】
　上記振動素子に接続する、配線および音声信号処理回路の少なくとも一部が液晶パネル
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に形成されていることを特徴とする請求項３０記載の音声機能付液晶モジュール。
【請求項３２】
　上記保護板のエッジあるいは付加されるアタッチメント部材によって母機への取り付け
が可能であり、母機への取り付け時にサポート部材と母機とが接触しないことを特徴とす
る請求項３０記載の音声機能付液晶モジュール。
【請求項３３】
　外部との接続に用いる配線束が引き出されており、母機への取り付け時には、該配線束
と母機が備える基板とが接続されることを特徴とする請求項３０記載の音声機能付液晶モ
ジュール。
【請求項３４】
　請求項１～３３のいずれか１項に記載の液晶モジュールを備えることを特徴とするモバ
イル通信装置。
【請求項３５】
　請求項１～３３のいずれか１項に記載の液晶モジュールを備えることを特徴とするモバ
イル情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶パネルの保護板に付加機能を持たせた液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、通常、バックライト（バックライトを備えるバックライトキャリア）
、反射板、導光板（ライトガイド）、拡散板、液晶パネル、および液晶パネルを保護する
保護板を備える。このバックライト、反射板、導光板、拡散板、および液晶パネルは、バ
ックライトが裏側、液晶パネルが表側となるようにサポートフレームに取り付けられ、液
晶モジュール（従来の液晶モジュール）とされる。そして、この液晶モジュールを母機に
取り付け、その表側（液晶パネル表面）を覆うように保護板を母機に取り付けることで液
晶表示装置が構成される。例えば液晶表示装置を搭載した携帯電話においては、液晶モジ
ュールが携帯電話の母機に納められ、この母機に液晶パネル表面を保護する保護板が取り
付けられる。このように、従来の液晶表示装置では、液晶パネルを含む液晶モジュールと
、この液晶パネルの表面を保護する保護板とがいわば別体で構成され、それぞれを母機に
取り付ける構成となっている。
【０００３】
　上記保護板は液晶パネルを外力から守るための液晶表示装置に必須の部材であるが、近
年、この保護板に保護機能以外の付加機能を設けることが試みられている。例えば、保護
板に所定の位相特性を設けることで液晶パネルの表示内容が横から見えない（覗き見され
ない）ようにする視野角制御機や、保護板に共振を生じさせて音を出力させる音声機能で
ある（特許文献１・２参照）。
【特許文献１】日本国公表特許公報「特表平１１－５１２２５３号公報（公表日：平成１
１年１０月１９日）」
【特許文献２】日本国公開特許公報「特開２０００－１５２３８５号公報（公開日：平成
１２年５月３０日）」
【発明の開示】
【０００４】
　このように保護板が（液晶パネルの保護以外の）付加機能を備え、この付加機能におい
て液晶パネルと保護パネルとが密接に関連するようになると、液晶モジュールと保護板と
が別体で構成される従来の構成では、付加機能を十分に実現することができないという問
題がある。
【０００５】
　すなわち、視野角制御機能については液晶パネルと保護板とのアライメント、音声機能
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については液晶パネルを含む液晶モジュールの構成に合わせた音響特性の設定を行う必要
があるが、液晶モジュールと保護板とを別々に母機に取り付ける従来の構成ではこれらを
最適に行うことができなかった。
【０００６】
　上記課題に鑑み、本発明では、保護板に（液晶パネルの保護以外の）付加機能を持たせ
るのに好適な液晶モジュールの構成を提供する。
【０００７】
　本発明の液晶モジュールは、液晶パネル表面の保護機能を有する保護板が（モジュール
として）一体化されていることを特徴とする。上記構成では、液晶パネルを含むモジュー
ルに保護板を一体化しているため、保護板に付加機能（例えば、音声機能）を持たせるに
あたり、この付加機能に係る設定を予め（モジュール製造段階で）最適化しておくことが
できる。これにより、母機の設計条件に大きく影響されることなく意図した付加機能を良
好にかつ簡便に提供（あるいは追加）することができる。
【０００８】
　本液晶モジュールは、母機（例えば、母機の筐体）に収納可能に構成されたサポート部
材を有し、上記保護板と液晶パネルとがサポート部材に取り付けられ、該保護板、液晶パ
ネル、およびサポート部材が一体化される構成とすることもできる。
【０００９】
　本液晶モジュールにおいては、上記保護板が視野角制御機能を併せ持つ構成とすること
もできる。
【００１０】
　本液晶モジュールにおいては、上記保護板が音声機能（例えば、スピーカやマイクとし
ての機能）を併せ持つ構成とすることもできる。例えば、上記保護板を振動させる振動素
子（エキサイタ）を備えるとともに上記保護板とサポート部材とで液晶パネルを内部に含
む閉鎖空間が形成され、上記保護板がラジエータとして、サポート部材がエンクロージャ
ボックスとして機能するように構成する。上記構成によれば、音響特性等の設定を予め（
モジュール製造段階で）最適化しておくことができ、高い音声機能を持った液晶モジュー
ルを提供できる。
【００１１】
　この構成においては、モジュール構造に合わせて音響特性が設定されていることが好ま
しい。また、上記振動素子が保護板に備えられていることが好ましい。こうすれば、保護
板の振動効率を高めることができる。
【００１２】
　また、上記保護板と液晶パネルとの間に空気層が設けられていることが好ましい。こう
すれば、外力によって保護板が弛んでも液晶パネルに触れず、保護機能が高まる。加えて
、空気層を振動素子の振動空間として機能させることができる。
【００１３】
　また、上記空気層とサポート部材内に形成された空間とを結ぶホールが設けられている
ことが好ましい。こうすれば、ラジエータとして機能する保護板に接する空間（通常は空
気層）を増大させることができ、モジュールの厚みを増やすことなく保護板の振動精度を
高めることができる。
【００１４】
　本液晶モジュールにおいては、母機の表示窓枠に合わせて保護板の形状を整えられるよ
うに、上記保護板の淵部に切りしろを設けておいても良い。また、母機の表示窓枠に合う
アタッチメント部材を付加できるように構成しておいても良い。なお、この場合、上記ア
タッチメント部材は、保護板あるいはサポート部材の端部に付加される。
【００１５】
　本液晶モジュールは、保護板の淵や上記アタッチメント部材によって母機への取り付け
が可能に構成され、母機への取り付け時にサポート部材と母機とが接触しないことが好ま
しい。こうすれば、母機への取り付けによる液晶モジュールの音響特性の変化を極力回避
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することができる。
【００１６】
　本液晶モジュールにおいては、外部との接続に用いる配線束が引き出され、母機への取
り付け時には、該配線束と母機が備える基板とが接続されることが好ましい。また、母機
から無線送信された音声信号を受信する構成としても構わないし、母機からの音声信号お
よび表示信号が上記配線束を介して入力される構成としても構わない。この場合、音声信
号および表示信号が１つの配線束を介して入力されていることが好ましい。こうすれば、
１つの配線束を母機に接続するだけで済み、母機への取り付けによる液晶モジュールの音
響特性の変化を極力回避することができるとともに、接続工程も容易になる。この点から
、上記１つの配線束に電源系配線（バックライトの電源線等）が含まれることが一層好ま
しい。また、上記配線束をフレキシブルプリント回路（ＦＰＣ）に形成すれば、取り扱い
が便利である。
【００１７】
　本液晶モジュールにおいては、入力された音声信号が一旦液晶パネルを経由する構成と
しても構わない。この場合、液晶パネル経由後の音声信号が、直接あるいは再度配線束に
戻された後に振動素子に送られる構成とすることもできる。
【００１８】
　本液晶モジュールにおいては、上記音声信号の処理を行う音声信号処理回路をモジュー
ル内に設けておくことが好ましい。こうすれば、母機側に音声信号処理回路を搭載する必
要がなくなり、母機の設計製造者（セットメーカ）の都合に資する。この場合、上記音声
信号処理回路がフレキシブルプリント回路に設けられていても構わない。また、上記音声
信号処理回路を液晶パネルに設けることもできる。こうすれば、音声信号処理回路の全部
または一部を液晶パネルの製造工程において形成することができる。また、上記音声処理
回路がモジュールの音響特性に合わせて設計されていることが好ましい。さらに、上記音
声処理回路に音質調整回路や音量調整回路を設けることもできる。こうすれば、母機に組
み込んだ際に生じる僅かな性能変化(音質変化)に補正を加えることが可能となる。また、
標準的に調整された音質を、各母機設計者の趣旨により的確に沿うように調整することも
可能である。また、エンドユーザが好みに合わせて音質や音量を設定することもでき、便
利である。
【００１９】
　本液晶モジュールは、上記音声信号処理回路の少なくとも一部が液晶パネルの製造工程
において形成される構成とすることもできる。また、上記した無線送信された音声信号を
受信する受信回路の少なくとも一部が液晶パネルの製造工程において形成される構成とす
ることもできる。こうすれば、本液晶モジュールの製造工程を減らし、製造コストを下げ
ることができる。
【００２０】
　また、本発明の音声（音響）機能付液晶モジュールは、液晶パネルと、該液晶パネル表
面の保護機能を有する保護板と、該保護板を振動させる振動素子と、サポート部材とを備
え、上記保護板に音響振動が得られるように、該保護板と上記液晶パネルとがサポート部
材を介して一体化されていることを特徴とする。
【００２１】
　上記音声機能付液晶モジュールにおいては、上記振動素子に接続する、配線および音声
信号処理回路の少なくとも一部を液晶パネルに形成することもできる。
【００２２】
　上記音声機能付液晶モジュールにおいては、上記保護板のエッジにて母機への取り付け
が可能であるか、あるいは付加されるアタッチメント部材によって母機への取り付けが可
能であり、母機への取り付け時にサポート部材と母機とが接触しないことが好ましい。
【００２３】
　上記音声機能付液晶モジュールにおいては、外部との接続に用いる配線束が引き出され
ており、母機への取り付け時には、該配線束と母機が備える基板とが接続されることが好
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ましい。
【００２４】
　また、本発明のモバイル通信装置は、上記液晶モジュールを備えることを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明のモバイル情報処理装置は、上記液晶モジュールを備えることを特徴とす
る。
【００２６】
　以上のように、本発明の液晶モジュールは保護板が一体化された構成であるため、保護
板に付加機能（例えば、音声機能）を持たせるにあたり、この付加機能に係る設定を予め
（モジュール製造段階で）最適化しておくことことができる。例えば、音声機能を持たせ
る場合には、音響特性等の設定を予め（モジュール製造段階で）最適化しておくことがで
き、高い音声機能を持った液晶モジュールを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本実施の形態に係る液晶モジュールの構成を示す断面図である。
【図２】本実施の形態に係る液晶モジュールの構成を示す斜視図である。
【図３】本液晶モジュールが搭載される母機の構成を示す断面図である。
【図４】本液晶モジュールを母機に取り付けたときの構成を示す断面図である。
【図５】本実施の形態に係る液晶モジュールの構成を示す説明図である。
【図６】本実施の形態におけるオーディオ系の処理システムを示すブロック図である。
【図７（ａ）】本実施の形態におけるビデオ系の処理システムを示すブロック図である。
【図７（ｂ）】本実施の形態におけるビデオ系の処理システムを示すブロック図である。
【図８（ａ）】本液晶モジュールとマザーボードとの接続構成の一例を示す模式図である
。
【図８（ｂ）】本液晶モジュールとマザーボードとの接続構成の他の例を示す模式図であ
る。
【図８（ｃ）】本液晶モジュールとマザーボードとの接続構成の他の例を示す模式図であ
る。
【図８（ｄ）】本液晶モジュールとマザーボードとの接続構成の他の例を示す模式図であ
る。
【図８（ｅ）】本液晶モジュールとマザーボードとの接続構成の他の例を示す模式図であ
る。
【図８（ｆ）】本液晶モジュールとマザーボードとの接続構成の他の例を示す模式図であ
る。
【図８（ｇ）】本液晶モジュールとマザーボードとの接続構成の他の例を示す模式図であ
る。
【図８（ｈ）】本液晶モジュールとマザーボードとの接続構成の他の例を示す模式図であ
る。
【図９】図８（ｈ）の構成における送受信システムを具体的に説明するブロック図である
。
【符号の説明】
【００２８】
　１　液晶モジュール
　２　カバーパネル（保護板）
　３　モジュールケース（サポート部材）
　４　バックライトモジュール
　７　光学シート類（拡散板等）
　８　液晶表示部材
　９　液晶パネル
　１０　励振源
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　１１（１１ａ～１１ｈ）　ＦＰＣ
　２０　母機
　２１　筐体
　２１ａ’・２１ｂ’　（カバーパネル）受け部
　２２　マザーボード
　８０　オーディオドライバ
　９０　ビデオドライバ
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　本発明の実施の一形態を図１～図９に基づいて説明すれば以下のとおりである。
【００３０】
　図１は本液晶モジュールの断面図であり、図２はその斜視図である。図１・２に示すよ
うに、本液晶モジュール１は、モジュールケース３（サポート部材）に液晶パネル９と励
振源１０を有するカバーパネル２（保護板）とが取り付けられた、液晶パネル９および励
振源付カバーパネル２の一体化構造を有し、液晶パネル９の表示機能に加えて、カバーパ
ネル２が振動することによる発音（スピーカ）機能や拾音（マイク）機能の音声機能を持
つ。ここで、本液晶モジュール１は、液晶パネル９を含む液晶表示用部材８と、励振源付
のカバーパネル２と、モジュールケース３とが一体化された構成であるため、モジュール
構成に合わせて予め音響特性を最適化しておくことが可能となる。これにより、予め良好
に設計され、かつ予めその品質確認が可能な形で提供される音声機能（音質）を簡便に利
用することができる。セットメーカ（例えば、携帯電話の母機の設計製造者）は、セット
の際に音響特性を気にせずとも高音質が担保されることになり（すなわち、母機等を自由
にデザインでき）、大変好都合である。以下、本液晶モジュールについて詳しく説明する
。
【００３１】
　図１・２に示すように、本液晶モジュール１は、モジュールケース（キャリアフレーム
）３と、カバーパネル２と、励振源（振動素子）１０と、液晶パネル９および光学シート
類７並びにバックライトモジュール４からなる液晶表示用部材８と、ＦＰＣ（フレキシブ
ルプリント回路）１１とを備える。なお、光学シート類７は拡散板等を備え、バックライ
トモジュール４は、ＬＥＤ（発光ダイオード）、ＬＥＤ駆動回路、導光板（ライトガイド
）、反射板等を備える。
【００３２】
　液晶表示用部材８の各部材（液晶パネル９・光学シート類７・バックライトモジュール
４）はモジュールケース３の床よりひとまわり小さく構成されており、モジュールケース
３には、底から順に、バックライトモジュール４、光学シート類７、液晶パネル９が取り
付けられ、さらに、この液晶パネル９の表示面を覆うように（モジュールケース３に蓋を
するように）カバーパネル２が取り付けられている。カバーパネル２と液晶パネル９とは
間隙を介して対向しており、カバーパネル２の裏側（液晶パネル９側）に励振源１０が設
けられている。なお、カバーパネル２の面積は液晶パネル９のそれより広いため、カバー
パネル２には液晶パネル９と対向しない部分ができる。この部分に励振源１０が設けられ
ている。この励振源１０はモジュール内の配線１９によってＦＰＣ１１に接続される（図
２参照）。
【００３３】
　カバーパネル２は無色あるいは有色の透明板であり、液晶パネル９の表面を保護する機
能とともに、励振源１０によって共振し、音を出力する機能を有する。励振源１０として
は、水晶、ロッシェル塩の結晶やセラミックの薄板から成る圧電素子を用いることができ
る。励振源１０はカバーパネル２に設けることが好ましいが、カバーパネル２以外の部材
に設けることも可能である。また、カバーパネル２が視野角制御機能（覗き見防止機能）
を有していても構わない。
【００３４】
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　さらに、液晶パネル９は、該液晶パネル９を駆動するビデオドライバ（図示せず）に接
続し、励振源１０は、該励振源１０を駆動するオーディオドライバ（図示せず）に接続す
る。このビデオドライバおよび上記オーディオドライバは、液晶パネル９と別体で構成さ
れていても構わないし、液晶パネル９にモノリシックに形成されていても構わない。なお
、各ドライバはＦＰＣ１１と接続している。
【００３５】
　このように、本液晶モジュール１においてはモジュールケース３とカバーパネル２とで
閉鎖空間が形成され、その閉鎖空間内に液晶表示用部材８（液晶パネル９・光学シート類
７・バックライトモジュール４）と励振源１０が配置される。したがって、音声機能を実
現する際には、励振源１０はエキサイタとして、カバーパネル２はラジエータとして、モ
ジュールケース３はエンクロージャとして機能する。また、カバーパネル２および液晶パ
ネル９の間隙は、カバーパネル２が音響振動をおこなうための背景空洞として機能する。
このカバーパネル２および液晶パネル９の間隙は、モジュールの厚みを抑えながらカバー
パネル２のラジエータ機能と液晶パネル表面保護機能とを両立できるように設定する。具
体的には、カバーパネル２に外力が加えられたときの撓みによって液晶パネル９に傷がつ
かず、かつ、カバーパネル２の振動に支障がでない最小の幅（例えば、１～２ｍｍ程度）
とする。また、モジュールケース３に液晶表示部材８を収納した後に形成される空間を、
ホール等を介して上記したカバーパネル２および液晶パネルの間隙と繋げることが好まし
い。こうすれば、ラジエータとして機能するカバーパネル２に接する空間（通常は空気層
）を増大させることができ、モジュールの厚みを増やすことなくカバーパネル２の振動精
度を高めることができる。
【００３６】
　図３は、本液晶モジュールが収納される母機を示す断面図であり、図４は本液晶モジュ
ールを母機に収納した際の断面図である。図３に示すように、母機２０は、筐体２１と、
該筐体２１に取り付けられたマザーボード２２とを備える。ここで、筐体２１の立ち上が
り部２１ａ・２１ｂの上端部内側には受け部２１ａ’・２１ｂ’が設けられており、カバ
ーパネル２の周端部が該受け部２１ａ’・２１ｂ’に載った状態で両者が（例えば、両面
テープにより）接着されることによって本液晶モジュール１の母機２０への取り付けが行
われる（図４参照）。このように本液晶モジュール１を母機２０に取り付ければ、母機２
０への取り付けによる液晶モジュール１の音響特性の変化を極力回避することができる。
【００３７】
　なお、カバーパネル２の周端部によって液晶モジュール１を母機２０に取り付ける場合
には、筐体２１の基準幅にデザイン領域（図５の矢印参照）を加えてカバーパネル２を構
成することが好ましい。こうすれば、カバーパネル２周端部の不要部分を切り取る（図５
参照）ことによって様々なデザインの母機に対応することができる。セットメーカにとっ
ては、母機のデザインの自由度が高まり、都合が良い。なお、カバーパネル２を最小限の
面積で設計しておき、周辺（周端部）に母機のデザインに適合した延長板（母機への取り
付けに用いるアタッチメント部材）を付加して様々なデザインの母機に対応させることも
可能である。この場合、上記アタッチメント部材は、カバーパネル２あるいはモジュール
ケース３の端部に付加されるように構成すれば良い。
【００３８】
　図４に示すように、母機２０のマザーボード２２と本液晶モジュール１との電気的接続
はＦＰＣ１１によって行われる。ＦＰＣ１１には、ビデオ接続用配線、オーディオ接続用
配線、電源系配線等をまとめて設けておくことが好ましい。こうすれば、１つのＦＰＣを
マザーボード２２に接続するだけで済み、母機２０への取り付けによる液晶モジュール１
の音響特性の変化を極力回避することができるとともに、接続工程も容易になる。もっと
も、ＦＰＣ１１を複数設けて、ビデオ接続用配線、オーディオ接続用配線、電源系配線等
を別々に設けても構わない。なお、マザーボード２２と液晶モジュール１との具体的接続
方法については後述する。
【００３９】
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　図６は、本実施の形態におけるオーディオ入力信号（Ａｉ）の処理例を示すブロック図
である。同図に示すように、オーディオドライバ８０は、オーディオ入力信号Ａｉからオ
ーディオ出力信号Ａｏを生成し、これをカバーパネル２に設けられる励振源１０（エキサ
イタ）に与える。音声処理回路８０は、Ｌ／Ｒチャンネルシンクロナイザ１０５、ＰＣＭ
サウンドデータ処理回路１０６、データクロックコントローラ１０７、ＤＡＣ１０８、イ
コライザ／コンプレッサ回路１０９、ボリュームコントロール回路１１０、およびパワー
アンプ１１１を備える。オーディオ入力信号Ａｉは、Ｌ／Ｒチャンネルシンクロナイザ１
０５、ＰＣＭサウンドデータ処理回路１０６、およびデータクロックコントローラ１０７
に入力される。ＰＣＭサウンドデータ処理回路１０６は、Ｌ／Ｒチャンネルシンクロナイ
ザ１０５およびデータクロックコントローラ１０７からの制御（指示）に基づき、オーデ
ィオ入力信号Ａｉの処理を行う。ＰＣＭサウンドデータ処理回路１０６からの出力信号（
デジタルデータ）は、Ｌ／Ｒチャンネルシンクロナイザ１０５の制御（指示）を受けたＤ
ＡＣ１０８によってアナログ信号（アナログデータ）に変換される。このアナログ信号は
、イコライザ／コンプレッサ回路１０９、ボリュームコントロール回路１１０、およびパ
ワーアンプ１１１によって調整および増幅処理（音質・音質の設定）がなされ、オーディ
オ出力信号Ａｏとして励振源１０に与えられる。
【００４０】
　このように、イコライザ／コンプレッサ回路１０９およびボリュームコントロール回路
１１０を設けることで、ユーザ（セットメーカ）やエンドユーザが好みに合わせて音質・
音量等を変更でき、大変便利である。
【００４１】
　ついで、図７（ａ）・図７（ｂ）は、本実施の形態におけるビデオ入力信号（Ｖｉ）の
処理例を示すブロック図である。同図に示すように、ビデオドライバ９０は、ビデオ入力
信号Ｖｉを用いて液晶パネル９の表示部（各信号線）を駆動する。ビデオドライバ９０は
、ヴァーティカルシンクロナイザ１１５、タイミングコントローラ１１６、スキャニング
ジェネレータ１１７、ゲートドライバ１２０、およびソースドライバ１２１を備える。ビ
デオ入力信号Ｖｉは、ヴァーティカルシンクロナイザ１１５、タイミングコントローラ１
１６、およびスキャニングジェネレータ１１７に入力される。これを受けて、タイミング
コントローラ１１６はヴァーティカルシンクロナイザ１１５およびスキャニングジェネレ
ータ１１７を制御する。そして、ゲートドライバ１２０は、ヴァーティカルシンクロナイ
ザ１１５からの信号を受けてパネル表示部のゲート信号線を駆動し、ソースドライバ１２
１は、スキャニングジェネレータ１１７からの信号を受けてパネル表示部のソース信号線
を駆動する。なお、ビデオドライバ９０は、図７（ａ）に示すように液晶パネル９にモノ
リシックに形成しても良いし、図７（ｂ）に示すように液晶パネル９とは別に形成しても
良い。
【００４２】
　図８（ａ）～図８（ｈ）に、マザーボードのオーディオ入力信号源およびビデオ入力信
号源と液晶モジュール（励振源／液晶パネル）との接続例を示す。
【００４３】
　図８（ａ）の構成では、マザーボード２２にオーディオ入力信号源（Ａｉｓ）とこれに
接続するオーディオドライバ８０とビデオ入力信号源（Ｖｉｓ）とを設け、励振源１０を
ＦＰＣ１１ａに接続するとともに液晶パネル９をＦＰＣ１１ａ’に接続し、ＦＰＣ１１ａ
のコネクタおよびＦＰＣ１１ａ’のコネクタをマザーボード２２に接続する。
【００４４】
　図８（ｂ）の構成では、マザーボード２２にオーディオ／ビデオ入力信号源（Ａｉ／Ｖ
ｉｓ）とこれに接続するオーディオドライバ８０とを設け、励振源１０および液晶パネル
９に繋がるＦＰＣ１１ｂのコネクタをマザーボード２２に接続する。この構成ではＦＰＣ
１１ｂから励振源１０にオーディオ出力信号Ａｏが出力される。
【００４５】
　図８（ｃ）の構成では、マザーボード２２にオーディオ／ビデオ入力信号源（Ａｉ／Ｖ
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ｉｓ）とこれに接続するオーディオドライバ８０とを設け、励振源１０をＦＰＣによって
液晶パネル９に接続するとともに該液晶パネル９に接続するＦＰＣ１１ｃのコネクタをマ
ザーボード２２に接続する。この構成ではオーディオ出力信号Ａｏおよびビデオ入力信号
Ａｉが液晶パネル９に入力され、液晶パネル９から励振源１０にオーディオ出力信号Ａｏ
が出力される。
【００４６】
　図８（ｄ）の構成では、マザーボード２２にオーディオ／ビデオ入力信号源（Ａｉ／Ｖ
ｉｓ）とこれに接続するオーディオドライバ８０とを設け、励振源１０を液晶パネル９に
繋がるＦＰＣ１１ｄに接続し、このＦＰＣ１１ｄのコネクタをマザーボード２２に接続す
る。この構成ではオーディオ出力信号Ａｏおよびビデオ入力信号Ａｉが液晶パネル９に入
力され、ＦＰＣ１１ｄから励振源１０にオーディオ出力信号Ａｏが出力される。
【００４７】
　図８（ｅ）の構成では、マザーボード２２にオーディオ／ビデオ入力信号源（Ａｉ／Ｖ
ｉｓ）を設けるとともに励振源１０および液晶パネル９に繋がるＦＰＣ１１ｅにオーディ
オドライバ８０を設け、このＦＰＣ１１ｅのコネクタをマザーボード２２に接続する。こ
の場合、オーディオドライバ８０は、ＦＰＣ１１ｅの液晶モジュール１内の部分に形成す
ることが好ましい。
【００４８】
　図８（ｆ）の構成では、マザーボード２２にオーディオ／ビデオ入力信号源（Ａｉ／Ｖ
ｉｓ）を設けるとともに液晶モジュール１内（液晶パネル９近傍）にオーディオドライバ
８０を設け、液晶パネル９とオーディオドライバ８０とに繋がるＦＰＣ１１ｆに励振源１
０を接続し、このＦＰＣ１１ｆのコネクタをマザーボード２２に接続する。
【００４９】
　図８（ｇ）の構成では、マザーボード２２にオーディオ／ビデオ入力信号源（Ａｉ／Ｖ
ｉｓ）を設けるとともに液晶パネル９にモノリシックにオーディオドライバ８０を設け、
液晶パネル９に繋がるＦＰＣ１１ｇに励振源１０を接続し、このＦＰＣ１１ｇのコネクタ
をマザーボード２２に接続する。この構成ではオーディオ入力信号Ａｉおよびビデオ入力
信号Ａｉが液晶パネル９に入力され、液晶パネル９から励振源１０にオーディオ出力信号
Ａｏが出力される。
【００５０】
　図８（ｈ）の構成では、マザーボード２２に、オーディオ入力信号源（Ａｉｓ）と送信
回路Ｔｘとビデオ入力信号源（Ｖｉｓ）とを設けるとともに、オーディオドライバ８０と
受信回路Ｒｘとを液晶パネル９にモノリシックに設ける。さらに、この液晶パネル９に繋
がるＦＰＣ１１ｈに励振源１０を接続し、このＦＰＣ１１ｈのコネクタをマザーボード２
２（ビデオ入力信号源Ｖｉｓ）に接続する。この構成ではビデオ入力信号Ａｉが液晶パネ
ル９に入力され、オーディオ入力信号Ａｉが送信回路Ｔｘおよび受信回路Ｒｘを介して液
晶パネル９へ無線送信される。なお、図８（ａ）～図８（ｈ）はマザーボードおよび液晶
モジュールの接続構成の例示に過ぎず、これら以外の構成をとることも当然可能である。
例えばオーディオドライバ８０を複数の部分に分割して実装する場合には、図８（ａ）～
図８（ｈ）に図示した設置箇所と接続法とを適宜組み合わせた構成とすることができる。
【００５１】
　図９は、図８（ｈ）における送信回路Ｔｘおよび受信回路Ｒｘによる無線通信構成の一
例を示すブロック図である。同図に示されるように、オーディオ入力信号Ａｉは、送信回
路Ｔｘの分割回路１３０および変調回路１３１を介してアンテナから受信回路Ｒｘに無線
送信される。受信回路Ｒｘのアンテナで受信された信号は、図示しない搬送波検出回路で
検出され、増幅回路１３２、復調回路１３３およびシーケンサー回路１３４を介してデコ
ード／信号分離回路１３５に送られる。なお、デコード／信号分離回路１３５はパワーコ
ントロール回路（図示せず）を介して増幅回路１３２、復調回路１３３およびシーケンサ
ー回路１３４の制御も行う。デコーダ／信号分離回路１３５から出力された信号はオーデ
ィオドライバ８０（図６参照）に入力され、ここでオーディオ出力信号Ａｏが生成される
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。
【００５２】
　なお、図８（ｇ）・図８（ｈ）においては、オーディオドライバ８０やＲｘを液晶パネ
ル９の製造工程において形成することができる。これにより、液晶モジュール１の製造工
程を減らし、製造コストを下げることができる。
【００５３】
　なお、本実施の形態ではカバーパネル２に音声機能を持たせる構成について説明したが
、液晶モジュールに一体化されたカバーパネル（液晶パネルの保護板）に音声機能以外の
機能（例えば、視野角制御機能）を持たせることも当然可能である。
【００５４】
　また、液晶モジュール１は、液晶パネル表面の保護機能を有する保護板（カバーパネル
）がモジュールとして一体化されており、上記保護板が音声機能を有する音声機能付液晶
モジュールと表現することもできる。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明の液晶モジュールは、特に、携帯電話やＰＤＡ等のモバイル情報処理装置に好適
である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図８（ｂ）】

【図８（ｃ）】

【図８（ｄ）】

【図８（ｅ）】

【図８（ｆ）】

【図８（ｇ）】

【図８（ｈ）】 【図９】
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