
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１枚の中間基板と、所定個所において折り曲げられ、その折り曲げ部から一端側を前記
中間基板の一方の面に対向させ、前記折り曲げ部から他端側を前記中間基板の他方の面に
対向させるとともに、いずれか一方の側の端縁部を前記中間基板の外方に突出させて配置
された１枚のフィルム基板とを備え、
　前記中間基板の一方の面と前記フィルム基板の前記一端側の内面とにそれぞれ互いに対
向するタッチパネル用電極 が設けられ
、前記中間基板の他方の面と前記フィルム基板の前記他端側の内面とにそれぞれ互いに対
向する表示パネル用電極 が設けられ、

前記フィルム基板の前記端縁部に、前記中間基板の一方の面と他方の面お
よび前記フィルム基板の一端側と他端側の内面に設けられた前記タッチパネル用電極およ
び表示パネル用電極 複数の端子電極
が設けられるとともに、

　前記中間基板と前記フィルム基板の前記一端側とがタッチパネル用の枠状シール材によ
り接合されてタッチパネルが構成され、前記中間基板と前記フィルム基板の前記他端側と
が表示パネル用の枠状シール材により接合されて表示パネルが構成され、前記表示パネル
の前記中間基板とフィルム基板との間に、電気光学物質層が設けられ、
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とこのタッチパネル用電極に接続された端子接続部

とこの表示パネル用電極に接続された端子接続部 前
記フィルム基板には前記中間基板の両面に形成された前記端子接続部にそれぞれ対応する
パッド電極と、

の各端子接続部とをリード線によりそれぞれ接続する
前記端子接続部と前記パッド電極とが対向する部分に配置され、

前記端子接続部と前記パッド電極とを接続する導電部材を設け、



　前記液晶表示パネルを構成する前記フィルム基板の前記中間基板に対向する面とは反対
側の外側と、前記タッチパネルを構成する前記フィルム基板の前記中間基板に対向する面
とは反対側の外側とにそれぞれ偏光板を配置したことを特徴とする積層型表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、積層型表示装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
例えば液晶表示装置等の電気光学表示装置として、表示パネルの表示の観察側である前面
にタッチ入力パネルを積層した複合型のものや、前後２つの表示パネルを積層した二層型
のものなどがあり、積層型表示装置と呼ばれている。
【０００３】
図５は従来の積層型表示装置のハッチングを省略した断面図であり、ここでは、液晶表示
パネル１の前面にタッチ入力パネル（以下、タッチパネルという）２を積層した複合型の
表示装置を示している。
【０００４】
この積層型表示装置は、液晶表示パネル１とタッチパネル２の互いに隣接する側の基板を
１枚の中間基板１０で兼用したものであり、前記中間基板１０と、この中間基板１０の後
面に対向させて配置された表示パネル用基板１１と、前記中間基板１０の前面に対向させ
て配置されたタッチパネル用基板１２とを備えている。
【０００５】
前記中間基板１０と表示パネル用基板１１は、ガラスからなる透明基板であり、前記中間
基板１０の後面と、前記表示パネル用基板１１の内面（中間基板１０との対向面）にはそ
れぞれ、互いに対向する透明な表示パネル用電極１３，１４が設けられるとともに、前記
電極１３，１４を覆って配向膜１５，１６が設けられている。
【０００６】
また、前記中間基板１０と表示パネル用基板１１とのうちの一方の基板、例えば表示パネ
ル用基板１１の一端側の端縁部は、他方の基板である前記中間基板１０の外方に突出して
おり、その端縁部の内面に、前記中間基板１０の後面および表示パネル用基板１１の内面
に設けられた前記表示パネル用電極１３，１４にそれぞれ対応する複数の表示パネル用端
子電極１７が配設されている。
【０００７】
なお、図では省略しているが、前記表示パネル用基板１１の内面には、この表示パネル用
基板１１の内面に設けられた表示パネル用電極１４と前記端縁部に設けられた複数の表示
パネル用端子電極１７のうちの所定の端子電極とを接続するリード配線と、前記中間基板
１０の後面に設けられた前記表示パネル用電極１３の端子接続部に対応するパッド電極と
、このパッド電極と前記複数の表示パネル用端子電極１７のうちの他の所定の端子電極と
を接続するリード配線とが設けられている。
【０００８】
そして、前記液晶表示パネル１は、前記中間基板１０と表示パネル用基板１１とを第１の
枠状シール材１８により接合するとともに、前記シール材１８による基板接合領域内また
はその近傍において、前記中間基板１０の後面に設けられた前記表示パネル用電極１３の
端子接続部を図示しない導電部材を介して前記表示パネル用基板１１の内面のパッド電極
に電気的に接続し、この中間基板１０と表示パネル用基板１１との間の前記シール材１８
により囲まれた領域に、液晶層１９を設けることにより構成されている。
【０００９】
一方、前記中間基板１０の前面に対向させて配置されたタッチパネル用基板１２は、可撓
性を有する透明な樹脂フィルムからなっており、前記中間基板１０の前面と、前記樹脂フ
ィルムからなるタッチパネル用基板（以下、フィルム基板という）１２の内面（中間基板
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１０との対向面）にはそれぞれ、互いに対向する透明なタッチパネル用電極２０，２１が
設けられている。
【００１０】
また、前記中間基板１０とタッチパネル用フィルム基板１２とのうちの一方の基板、例え
ば中間基板１０の一端側の端縁部は、他方の基板である前記フィルム基板１２の外方に突
出しており、その端縁部の前面に、前記中間基板１０の前面および前記フィルム基板１２
の内面に設けられたタッチパネル用電極２０，２１にそれぞれ対応する複数のタッチパネ
ル用端子電極２２が配設されている。
【００１１】
なお、図では省略しているが、前記中間基板１０の前面には、この中間基板１０の前面に
設けられた前記タッチパネル用電極２０と前記端縁部に設けられた複数のタッチパネル用
端子電極２２のうちの所定の端子電極とを接続するリード配線と、前記フィルム基板１０
の内面に設けられた前記タッチパネル用電極２１の端子接続部に対応するパッド電極と、
このパッド電極と前記複数のタッチパネル用端子電極２２のうちの他の所定の端子電極と
を接続するリード配線とが設けられている。
【００１２】
そして、前記タッチパネル２は、前記中間基板１０とタッチパネル用フィルム基板１２と
を第２の枠状シール材２３により接合するとともに、前記タッチパネル用基板１２の内面
に設けられた前記表示パネル用電極２１の端子接続部を、前記枠状シール材２３による基
板接合領域内またはその近傍において、図示しない導電部材を介して前記中間基板１０の
前面のパッド電極に電気的に接続することにより構成されている。
【００１３】
また、この積層型表示装置は、ＴＮ（ツイステッド・ネマティック）方式の液晶表示装置
であり、前記液晶表示パネル１の液晶層１９の液晶分子の初期配向状態が、所定のツイス
ト角（例えばほほ９０度）のツイスト配向とされるとともに、前記液晶表示パネル１の後
面（表示パネル用基板１１の外面）と、前記タッチパネル２の前面（タッチパネル用フィ
ルム基板１２の外面）とにそれぞれ、偏光板２４，２５が、それぞれの透過軸を所定の方
向に向けて配置されている。
【００１４】
なお、図５に示した積層型表示装置は、液晶表示パネル１の前面にタッチパネル２を積層
した複合的な組み合わせであるが、積層型表示装置には、前後２つの表示パネルを積層し
たものもあり、例えば２つの液晶表示パネルを積層した二層構造の表示装置は、従来、図
５に示した積層型表示装置のタッチパネル２を、第２の液晶表示パネルに置き換えた構成
となっている。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来の積層型表示装置は、図５に示したように、第１のパネル（図５では液晶表
示パネル）１と第２のパネル（図５ではタッチパネル）２の互いに隣接する側の基板を兼
用する中間基板１０と、この中間基板１０の後面に対向させて配置された第１パネル用基
板１１と、前記中間基板１０の前面に対向させて配置された第２パネル用基板１２とを備
え、前記中間基板１０の一方の面と前記第１パネル用基板１１の内面とにそれぞれ互いに
対向する第１パネル用電極１３，１４を設け、前記中間基板１０の他方の面と前記第２パ
ネル用基板１２の内面とにそれぞれ互いに対向する第２パネル用電極２０，２１を設けた
ものであるため、前記中間基板１０と第１パネル用基板１１と第２パネル用基板１２との
３枚の基板を製作する必要があり、したがって、製造コストが高い。
【００１６】
しかも、従来の積層型表示装置は、前記第１のパネル１の端子電極１７を前記中間基板１
０と第１パネル用基板１１とのいずれか一方（図５では第１パネル用基板１１）の端縁部
に設け、前記第２のパネル２の端子電極２２を前記中間基板１０と第２パネル用基板１２
とのいずれか一方（図５では中間基板１０）の端縁部に設けたものであるため、前記第１
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のパネル１の端子電極１７に接続される第１のパネル用の駆動回路と、前記第１のパネル
２の端子電極２２に接続される第２のパネル用の駆動回路とを、それぞれ別工程で接続し
なければならず、したがって電子機器への実装が面倒である。
【００１７】
この発明は、基板数を少なくするとともに、いずれの基板も容易に製作できるようにして
製造コストを低減し、しかも、電子機器への実装に際して、第１のパネル用の駆動回路と
第２のパネル用の駆動回路とを一括して容易に接続することができる積層型表示装置を提
供することを目的としたものである。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　この発明の積層型表示装置は、
　１枚の中間基板と、所定個所において折り曲げられ、その折り曲げ部から一端側を前記
中間基板の一方の面に対向させ、前記折り曲げ部から他端側を前記中間基板の他方の面に
対向させるとともに、いずれか一方の側の端縁部を前記中間基板の外方に突出させて配置
された１枚のフィルム基板とを備え、
　前記中間基板の一方の面と前記フィルム基板の前記一端側の内面とにそれぞれ互いに対
向するタッチパネル用電極 が設けられ
、前記中間基板の他方の面と前記フィルム基板の前記他端側の内面とにそれぞれ互いに対
向する表示パネル用電極 が設けられ、

前記フィルム基板の前記端縁部に、前記中間基板の一方の面と他方の面お
よび前記フィルム基板の一端側と他端側の内面に設けられた前記タッチパネル用電極およ
び表示パネル用電極の各 複数の端子電極
が設けられるとともに、
前記
　前記中間基板と前記フィルム基板の前記一端側とがタッチパネル用の枠状シール材によ
り接合されてタッチパネルが構成され、前記中間基板と前記フィルム基板の前記他端側と
が表示パネル用の枠状シール材により接合されて表示パネルが構成され、前記表示パネル
の前記中間基板とフィルム基板との間に、電気光学物質層が設けられ、
　前記液晶表示パネルを構成する前記フィルム基板の前記中間基板に対向する面とは反対
側の外側と、前記タッチパネルを構成する前記フィルム基板の前記中間基板に対向する面
とは反対側の外側とにそれぞれ偏光板を配置したことを特徴とするものである。
【００１９】
　この積層型表示装置によれば、前記 パネルと パネルとを、前記中間基板と前
記フィルム基板との２枚の基板により構成しているため、基板数が少なくてすみ、また、
前記フィルム基板は折り曲げ前のフラットな状態で製作できるため、前記中間基板と前記
フィルム基板の製作は容易であるから、製造コストを低減することができる。
【００２０】
　しかも、この積層型表示装置によれば、前記フィルム基板の端縁部に、前記中間基板の
一方の面と他方の面および前記フィルム基板の一端側と他端側の内面に設けられた前記

パネル用電極および パネル用電極にそれぞれ対応する複数の端子電極を設けてい
るため、電子機器への実装に際して、前記 パネル用の駆動回路と前記 パネル用
の駆動回路とを一括して容易に接続することができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
　この発明の積層型表示装置は、上記のように、１枚の中間基板と、所定個所において折
り曲げられ、その折り曲げ部から一端側を前記中間基板の一方の面に対向させ、前記折り
曲げ部から他端側を前記中間基板の他方の面に対向させるとともに、いずれか一方の側の
端縁部を前記中間基板の外方に突出させて配置された１枚のフィルム基板とにより、

パネルと パネルとを構成するとともに、前記フィルム基板の端縁部に、前記中間基

10

20

30

40

50

(4) JP 3986225 B2 2007.10.3

とこのタッチパネル用電極に接続された端子接続部

とこの表示パネル用電極に接続された端子接続部 前
記フィルム基板には前記中間基板の両面に形成された前記端子接続部にそれぞれ対応する
パッド電極と、

端子接続部とをリード線によりそれぞれ接続する
前記端子接続部と前記パッド電極とが対向する部分に配置され、

端子接続部と前記パッド電極とを接続する導電部材を設け、
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タッチ 表示

タッ
チ 表示



板の一方の面と他方の面および前記フィルム基板の一端側と他端側の内面に設けられた
パネル用電極および パネル用電極にそれぞれ対応する複数の端子電極を設けるこ

とにより、基板数を少なくするとともに、いずれの基板も容易に製作できるようにして製
造コストを低減し、しかも、電子機器への実装に際して、 パネル用の駆動回路と

パネル用の駆動回路とを一括して容易に接続することができるようにしたものである。
【００２２】
　この発明の積層型表示装置においては、前記フィルム基板の内面に、このフィルム基板
の内面に設けられた パネル用電極および パネル用電極と前記フィルム基板の端
縁部に設けられた複数の端子電極のうちの所定の端子電極とをそれぞれ接続する複数のリ
ード配線と、中間基板の一方の面と他方の面に設けられた パネル用電極および
パネル用電極の端子接続部にそれぞれ対応する複数のパッド電極と、これらのパッド電極
と前記複数の端子電極のうちの他の所定の端子電極とをそれぞれ接続する複数のリード配
線とを設け、前記中間基板の一方の面と他方の面に設けられた前記 パネル用電極お
よび パネル用電極の端子接続部をそれぞれ、前記フィルム基板の内面の前記複数のパ
ッド電極に電気的に接続するのが望ましく、このようにすることにより、前記中間基板の
一方の面と他方の面および前記フィルム基板の一端側と他端側の内面に設けられた前記

パネル用電極および パネル用電極をそれぞれ、前記フィルム基板の端縁部に設け
られた前記複数の端子電極に接続することができる。
【００２４】
【実施例】
図１～図３はこの発明の第１の実施例を示しており、図１は積層型表示装置のハッチング
を省略した断面図、図２は前記積層型表示装置に用いた中間基板の前面側および後面側か
ら見た平面図、図３は前記積層型表示装置に用いたフィルム基板の展開平面図である。
【００２５】
なお、この実施例の積層型表示装置は、図中の上向きを観察方向とし、液晶表示パネル３
１の表示の観察側である前面に座標入力を行うタッチ入力パネル（以下、タッチパネルと
いう）３２を積層したものである。
【００２６】
この積層型表示装置は、図１に示すように、ガラスからなる１枚の透明な中間基板４０と
、可撓性を有する透明な樹脂フィルムからなる１枚のフィルム基板４１とを備えている。
【００２７】
前記フィルム基板４１は、図３のように、前記中間基板４０の幅とほぼ同じ幅で、前記中
間基板４０の長さの少なくとも２倍以上の長さを有する横長形状の基板であり、その長さ
方向のほぼ中間付近の所定個所において２つに折り曲げられ、その折り曲げ部から一端側
を前記中間基板４０の後面に対向させ、前記折り曲げ部から他端側を前記中間基板４０の
前面に対向させるとともに、いずれか一方の側の端縁部、例えば前記中間基板４０の後面
に対向する一端側の端縁部を、前記中間基板４０の外方に突出させて配置されている。
【００２８】
そして、前記中間基板４０の後面と、前記フィルム基板４１の前記中間基板４０の後面に
対向する一端側の内面にはそれぞれ、互いに対向する複数の透明な表示パネル用電極４２
，４３が設けられるとともに、前記電極４２，４３を覆って配向膜４４，４５が設けられ
ている。
【００２９】
なお、前記液晶表示パネル３１は、例えば単純マトリックス型のものであり、図２の（ｂ
）および図３に示したように、前記表示パネル用電極４２，４３のうち、一方の電極、例
えば前記フィルム基板４１の一端側の内面に設けられた表示パネル用電極４３は、行方向
（画面の左右方向）に沿わせて互いに平行に設けられた複数の走査電極、他方の電極であ
る前記中間基板４０の後面に設けられた表示パネル用電極４２は、列方向（画面の上下方
向）に沿わせて互いに平行に設けられた複数の信号電極であり、前記中間基板４０の後面
に設けられた表示パネル用電極４２の一端にはそれぞれ、後述する第１の枠状シール材５
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５による基板接合領域またはその近傍に延出する端子接続部４２ａが形成されている。
【００３０】
一方、前記中間基板４０の前面と、前記フィルム基板４１の前記中間基板４０の前面に対
向する他端側の内面にはそれぞれ、互いに対向する複数の透明なタッチパネル用電極４６
，４７が設けられている。
【００３１】
　なお、前記タッチパネル３２は、その前面側、つまり座標入力面側の基板である前記フ
ィルム基板４１が指先等で押圧されて部分的に内面側に撓み変形し、その部分において前
記フィルム基板４１の内面のタッチパネル用電極４７が前記中間基板４０の 面のタッチ
パネル用電極４６に接触する接触型タッチパネルであり、図２の（ａ）および図３に示し
たように、前記タッチパネル用電極４６，４７のうち、一方の電極、例えば前記中間基板
４０の 面に設けられたタッチパネル用電極４６は、行方向に沿わせて互いに平行に設け
られた複数のｘ座標電極、他方の電極である前記フィルム基板４１の他端側の内面に設け
られたタッチパネル用電極４７は、列方向に沿わせて互いに平行に設けられた複数のｙ座
標電極であり、前記中間基板４０の前面に設けられたタッチパネル用電極４６の一端には
それぞれ、後述する第２の枠状シール材５７による基板接合領域またはその近傍に延出す
る端子接続部４６ａが形成されている。
【００３２】
また、前記フィルム基板４１の前記中間基板４０の外側に突出する端縁部の内面には、図
３に示したように、前記中間基板４０の後面と前面および前記フィルム基板４１の一端側
と他端側の内面に設けられた前記表示パネル用電極４２，４３およびタッチパネル用電極
４６，４７にそれぞれ対応する複数の端子電極４８が設けられている。
【００３３】
　さらに、前記フィルム基板４１の内面には、図３に示したように、このフィルム基板の
内面に設けられた前記表示パネル用電極４３およびタッチパネル用電極４７と前記端縁部
に設けられた複数の端子電極４８のうちの所定の端子電極とをそれぞれ接続する複数のリ
ード配線 ５０と、前記中間基板の後面と前面に設けられた前記表示パネル用電極４
２およびタッチパネル用電極４６の端子接続部４２ａ，４６ａにそれぞれ対応する複数の
パッド電極５１，５２と、これらのパッド電極５１，５２と前記複数の端子電極４８のう
ちの他の所定の端子電極とをそれぞれ接続する複数のリード配線 ５４とが設けられ
ている。
【００３４】
そして、前記液晶表示パネル３１は、前記中間基板４０と、前記フィルム基板４１の前記
中間基板４０の後面に対向する一端側とを、第１の枠状シール材５５により図１に示した
ように接合するとともに、前記シール材５５による基板接合領域内またはその近傍におい
て、前記中間基板４０の後面に設けられた表示パネル用電極４２の端子接続部４２ａを図
示しない導電部材（クロス材）を介して前記フィルム基板４１の内面のパッド電極５１に
電気的に接続し、この中間基板４０とフィルム基板４１との間の前記シール材５５により
囲まれた領域に、液晶層５６を設けることにより構成されている。
【００３５】
　また、前記タッチパネル３２は、前記中間基板４０と、前記フィルム基板４１の前記中
間基板４０の前面に対向する他端側とを、第２の枠状シール材５７により図１に示したよ
うに接合するとともに、前記シール材 による基板接合領域内またはその近傍において
、前記中間基板４０の前面に設けられたタッチパネル用電極４６の端子接続部４６ａを図
示しない導電部材（クロス材）を介して前記フィルム基板４１の内面のパッド電極５２に
電気的に接続し 。
【００３６】
なお、この実施例の積層型表示装置は、ＴＮ（ツイステッド・ネマティック）方式の液晶
表示装置であり、前記液晶表示パネル３１の液晶層５６の液晶分子の初期配向状態、つま
り表示パネル用電極４２，４３間に駆動電圧が印加されていない無電界状態での配向状態
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が、所定のツイスト角（例えばほほ９０度）のツイスト配向とされるとともに、図１に示
したように、前記液晶表示パネル３１の後面（フィルム基板４１の中間基板４０の後面に
対向する一端側の外面）と、前記タッチパネル３２の前面（フィルム基板４１の中間基板
４０の前面に対向する一端側の外面）とにそれぞれ、偏光板５８，５９が、それぞれの透
過軸を所定の方向に向けて配置されている。
【００３７】
この積層型表示装置によれば、その第１のパネルと第２のパネルである液晶表示パネル３
１とタッチパネル３２とを、前記中間基板４０と前記フィルム基板４１との２枚の基板に
より構成しているため、基板数が少なくてすみ、また、前記フィルム基板４１は、図３に
示した折り曲げ前のフラットな状態で製作できるため、前記中間基板４０と前記フィルム
基板４１の製作は容易であるから、製造コストを低減することができる。
【００３８】
しかも、この積層型表示装置によれば、前記フィルム基板４１の端縁部に、前記中間基板
４０の後面と前面および前記フィルム基板４１の一端側と他端側の内面に設けられた前記
表示パネル電極４２，４３およびタッチパネル用電極４６，４７にそれぞれ対応する複数
の端子電極４８を設けているため、電子機器への実装に際して、前記表示パネル３１用の
駆動回路と前記タッチパネル３２用の駆動回路とを一括して容易に接続することができる
。
【００３９】
しかも、この実施例の積層型表示装置においては、前記フィルム基板４１の内面に、この
フィルム基板４１の内面に設けられた表示パネル用電極４３およびタッチパネル用電極４
７と前記フィルム基板４１の端縁部に設けられた複数の端子電極４８のうちの所定の端子
電極とをそれぞれ接続する複数のリード配線４９，５０と、前記中間基板４９の前面と後
面に設けられた表示パネル用電極４２およびタッチパネル用電極４６の端子接続部４２ａ
，４６ａにそれぞれ対応する複数のパッド電極５１，５２と、これらのパッド電極５１，
５２と前記複数の端子電極４８のうちの他の所定の端子電極とをそれぞれ接続する複数の
リード配線５３，５４とを設け、前記中間基板４０の後面と前面に設けられた前記表示パ
ネル用電極４２およびタッチパネル用電極４６の端子接続部４２ａ，４６ａをそれぞれ、
図示しない導電部材（クロス材）を介して前記フィルム基板４１の内面の前記複数のパッ
ド電極４８に電気的に接続するようにしている。
【００４０】
そのため、この実施例によれば、前記中間基板４０の後面と前面および前記フィルム基板
４１の一端側と他端側の内面に設けられた前記表示パネル用電極４２，４３およびタッチ
パネル用電極４６，４７をそれぞれ、前記フィルム基板４１の端縁部に設けられた前記複
数の端子電極４８に接続することができる。
【００４１】
なお、上記実施例の積層型表示装置では、前記液晶表示パネル３１を単純マトリックス型
としているが、この液晶表示パネル３１は、単純マトリックス型に限らず、アクティブマ
トリックス型やセグメント型としてもよい。
【００４２】
また、上記実施例の積層型表示装置はＴＮ方式の液晶表示装置であるが、この発明は、液
晶分子のツイスト角を１８０～２７０度（通常は２３０～２５０度）としたＳＴＮ（スー
パー・ツイステッド・ネマティック）方式の積層型液晶表示装置や、強誘電性または反強
誘電性液晶、あるいは高分子分散型液晶を使用する積層型液晶表示装置等にも適用するこ
とができる。
【００４３】
さらに、上記実施例の積層型表示装置では、前記タッチパネル３２を接触型タッチパネル
としているが、このタッチパネル３２は、指先等の導電性物体の接触により容量が変化す
る容量型タッチパネルでもよい。
【００４５】
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　図４は を示す積層型表示装置のハッチングを省略した断面図であり、この
は、第１のパネル３１´と第２のパネル３３の両方を、それぞれ液晶表示パネルとしたも
のである。
【００４６】
　すなわち、この の積層型表示装置は、１枚の中間基板４０´と、所定個所におい
て折り曲げられ、その折り曲げ部から一端側を前記中間基板４０´の後面に対向させ、前
記折り曲げ部から他端側を前記中間基板４０´の前面に対向させるとともに、いずれか一
方の側の端縁部、例えば前記中間基板４０´の後面に対向する一端側の端縁部を、前記中
間基板４０´の外方に突出させて配置されたフィルム基板４１´とを備えている。
【００４７】
　また、この では、前記中間基板４０´の後面と前記フィルム基板４１´の前記中
間基板４０´の後面に対向する一端側の内面とにそれぞれ、互いに対向する第１の表示パ
ネル用電極４２´，４３´と、前記電極４２´，４３´を覆う配向膜４４´，４５´とを
設け、前記中間基板４０´の前面と前記フィルム基板４１´の前記中間基板４０´の前面
に対向する他端側の内面とにそれぞれ、互いに対向する第２の表示パネル用電極６０，６
１と、前記電極６０，６１を覆う配向膜６２，６３とを設けるとともに、前記フィルム基
板４１´の前記端縁部に、前記中間基板４０´の後面と前面および前記フィルム基板４１
´の一端側と他端側の内面に設けられた前記第１の表示パネル用電極４２´，４３´およ
び第２の表示パネル用電極６０，６１にそれぞれ対応する複数の端子電 設けている。
【００４８】
　そして、この では、前記中間基板４０´と前記フィルム基板４１´の一端側とを
第１の枠状シール材５５´により接合するとともに、前記中間基板４０´と前記フィルム
基板４１´の一端側との間に液晶層５６´を設けることにより、第１の液晶表示パネル３
１´を構成し、前記中間基板４０´と前記フィルム基板４１´の他端側とを第２の枠状シ
ール より接合するとともに、前記中間基板４０´と前記フィルム基板４１´の他端側
との間に液晶層６４を設けることにより、第２の液晶表示パネル３３を構成している。
【００４９】
　なお、この は、前記第１の液晶表示パネル３１´を、上記第１の実施例における
液晶表示パネル３１と同様な単純マトリックス型液晶表示パネルとし、前記第２の液晶表
示パネル３３を、時分割駆動されるセグメント型としたものであり、前記中間基板４０´
の前面と前記フィルム基板４１´の他端側の内面にそれぞれ設けられた第２の表示パネル
用電極６０，６１のうち、例えば中間基板４０´の前面に設けられた電極６０は、表示パ
ターンに対応する形状に形成された複数のセグメント電極、前記フィルム基板４１´の他
端側の内面に設けられた電極６１は、複数に分割されたコモン電極である。
【００５０】
また、この積層型表示装置は、ＴＮ方式の液晶表示装置であり、前記第１と第２の液晶表
示パネル３１′，３３の液晶層５６′，６４の液晶分子の初期配向状態がそれぞれ、所定
のツイスト角（例えばほほ９０度）のツイスト配向とされるとともに、前記第１の液晶表
示パネル３１′の後面と、前記第２の液晶表示パネル３３の前面とにそれぞれ、偏光板５
８′，５９′が、それぞれの透過軸を所定の方向に向けて配置されている。
【００５１】
　この の積層型表示装置も、上記のように、１枚の中間基板４０´と、所定個所に
おいて折り曲げられ、その折り曲げ部から一端側を前記中間基板４０´の一方の面に対向
させ、前記折り曲げ部から他端側を前記中間基板４０´の他方の面に対向させるとともに
、いずれか一方の側の端縁部を前記中間基板４０´の外方に突出させて配置された１枚の
フィルム基板４１´とにより、第１の液晶表示パネル３１´と第２の液晶表示パネル３３
とを構成するとともに、前記フィルム基板４１´の端縁部に、前記中間基板４０´の後面
と前面および前記フィルム基板４１´の一端側と他端側の内面に設けられた第１および第
２の表示パネル用電極４２´ ,４３´，６０，６１にそれぞれ対応する複数の端子電極６
２を設けたものであるため、基板数を少なくするとともに、いずれの基板も容易に製作で
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きるようにして製造コストを低減し、しかも、電子機器への実装に際して、第１のパネル
用の駆動回路と第２のパネル用の駆動回路とを一括して容易に接続することができる。
【００５２】
　この においても、図示しないが、前記フィルム基板４１´の内面に、このフィル
ム基板４１´の内面に設けられた第１および第２の表示パネル用電極４３´，６１と前記
フィルム基板４１´の端縁部に設けられた複数の端子電極６２のうちの所定の端子電極と
をそれぞれ接続する複数のリード配線と、前記中間基板４０´の後面と前面に設けられた
第１および第２の表示パネル用電極４２´，６０の端子接続部にそれぞれ対応する複数の
パッド電極と、これらのパッド電極と前記複数の端子電極のうちの他の所定の端子電極と
をそれぞれ接続する複数のリード配線とを設け、前記中間基板４０´の後面と前面に設け
られた前記第１および第２の表示パネル用電極４２´，６０の端子接続部をそれぞれ、前
記フィルム基板４１´の内面の前記複数のパッド電極に導電部材を介して電気的に接続す
るのが望ましく、このようにすることにより、前記中間基板４０´の後面と前面および前
記フィルム基板４１´の一端側と他端側の内面に設けられた前記第１および第２の表示パ
ネル用電極４２´ ,４３´，６０，６１をそれぞれ、前記フィルム基板４１´の端縁部に
設けられた前記複数の端子電極６２に接続することができる。
【００５３】
　なお、上記 では、後面側の第１の表示パネル３１´を単純マトリックス型液晶表
示パネルとし、前面側の第２の表示パネル３３をセグメント型液晶表示パネルとしている
が、前記後面側の第１の表示パネル３１´は、単純マトリックス型に限らず、アクティブ
マトリックス型やセグメント型としてもよく、また前面側の第２の表示パネル３３も、セ
グメント型に限らず、単純マトリックス型やアクティブマトリックス型としてもよい。さ
らに、前面側の第２の表示パネル３３は、タッチ入力機能を備えた表示パネルとしてもよ
い。
【００５４】
　また、上記第１の実施例では、後面側の第１のパネルである表示パネル３１を液晶表示
パネルとし、 では、第１と第２の表示パネル３１´，３３をそれぞれ液晶表示パネ
ルとしているが、前記表示パネル３１，３１´，３３は、中間基板４０または４０´とフ
ィルム基板４１または４１´との間に、液晶以外の電気光学物質、例えばエレクトロクロ
ミックや電気泳動物質等の電気光学物質層を設けた表示パネルとしてもよい。
【００５５】
【発明の効果】
　この発明の積層型表示装置は、１枚の中間基板と、所定個所において折り曲げられ、そ
の折り曲げ部から一端側を前記中間基板の一方の面に対向させ、前記折り曲げ部から他端
側を前記中間基板の他方の面に対向させるとともに、いずれか一方の側の端縁部を前記中
間基板の外方に突出させて配置された１枚のフィルム基板とにより、 パネルと
パネルとを構成するとともに、前記フィルム基板の端縁部に、前記中間基板の一方の面と
他方の面および前記フィルム基板の一端側と他端側の内面に設けられた パネル用電
極および パネル用電極にそれぞれ対応する複数の端子電極を設けたものであるため、
基板数を少なくするとともに、いずれの基板も容易に製作できるようにして製造コストを
低減し、しかも、電子機器への実装に際して、 パネル用の駆動回路と パネル用
の駆動回路とを一括して容易に接続することができる。
【００５６】
　この発明の積層型表示装置においては、前記フィルム基板の内面に、このフィルム基板
の内面に設けられた パネル用電極および パネル用電極と前記フィルム基板の端
縁部に設けられた複数の端子電極のうちの所定の端子電極とをそれぞれ接続する複数のリ
ード配線と、中間基板の一方の面と他方の面に設けられた パネル用電極および
パネル用電極の端子接続部にそれぞれ対応する複数のパッド電極と、これらのパッド電極
と前記複数の端子電極のうちの他の所定の端子電極とをそれぞれ接続する複数のリード配
線とを設け、前記中間基板の一方の面と他方の面に設けられた前記 パネル用電極お
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よび パネル用電極の端子接続部をそれぞれ、前記フィルム基板の内面の前記複数のパ
ッド電極に電気的に接続するのが望ましく、このようにすることにより、前記中間基板の
一方の面と他方の面および前記フィルム基板の一端側と他端側の内面に設けられた前記

用電極および パネル用電極をそれぞれ、前記フィルム基板の端縁部に設けられた
前記複数の端子電極に接続することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１の実施例を示す積層型表示装置のハッチングを省略した断面図。
【図２】第１の実施例の積層型表示装置に用いた中間基板の前面側および後面側から見た
平面図。
【図３】第１の実施例の積層型表示装置に用いたフィルム基板の展開平面図。
【図４】この発明の第２の実施例を示す積層型表示装置のハッチングを省略した断面図。
【図５】従来の積層型表示装置のハッチングを省略した断面図。
【符号の説明】
３１，３１′…液晶表示パネル（第１のパネル）
３２…タッチパネル（第２のパネル）
３３…液晶表示パネル（第２のパネル）
４０，４０′…中間基板
４１，４１′…フィルム基板
４２，４２′，４３，４３′，６０，６１…表示パネル用電極
４２ａ…端子接続部
４６，４７…タッチパネル用電極
４６ａ…端子接続部
４８，６２…端子電極
４９，５０…リード配線
５１，５２…パッド電極
５３，５４…リード配線
５６，５６′，６４…液晶層
５８，５９，５８′５９′…偏光板

10

20

(10) JP 3986225 B2 2007.10.3

表示

タ
ッチ 表示



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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