
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　

　

【請求項２】
　
　

【請求項３】
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多数の第１画素電極と、前記第１画素電極との間に電界を印加する第１対向電極と、前
記第１画素電極と前記第１対向電極との間に印加される前記電界により駆動される第１液
晶層とを有して透過モードで映像を表示する第１の液晶表示パネルと、

多数の第２画素電極と、前記第２画素電極との間に電界を印加する第２対向電極と、前
記第２画素電極と前記第２対向電極との間に印加される前記電界により駆動される第２液
晶層とを有して反射モードで映像を表示する第２の液晶表示パネルと、

前記第１の液晶表示パネルの前記第１対向電極に前記透過モードの表示に用いる第１の
対向電圧を印加し、前記第２の液晶表示パネルの前記第２対向電極に前記反射モードの表
示に用いる前記第１の対向電圧とは大きさが異なる第２の対向電圧を印加する電源回路と
を具備したことを特徴とする液晶表示装置。

前記第１の対向電圧は、前記透過モードの表示に最適な電圧であり、
前記第２の対向電圧は、前記反射モードの表示に最適な電圧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。

前記電源回路は、前記第１の液晶表示パネルの前記第１対向電極に前記第１の対向電圧
を印加する第１対向電圧生成回路と、前記第２の液晶表示パネルの前記第２対向電極に前
記第２の対向電圧を印加する第２対向電圧生成回路とを具備したことを特徴とする請求項



【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
　
　

【請求項７】
　

　

【請求項８】
　

【請求項９】
　

　

　

　

　

【請求項１０】
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１または２に記載の液晶表示装置。

前記第１の対向電圧は、前記第２の対向電圧よりも低いことを特徴とする請求項１から
３の何れかに記載の液晶表示装置。

前記第１の液晶表示パネルと前記第２の液晶表示パネルはそれぞれ別々の基板で構成さ
れていることを特徴とする請求項１から４の何れかに記載の液晶表示装置。

前記第１の液晶表示パネルの背面に照明装置を有し、
前記電源回路は、前記照明装置の点灯時には前記第１の対向電圧を前記第１対向電極に

印加し、消灯時には前記第２の対向電圧を前記第２対向電極に印加することを特徴とする
請求項１から５の何れかに記載の液晶表示装置。

前記第１の液晶表示パネルは、前記第１液晶層を挟持する第１基板および第２基板と、
第１のアクティブマトリクスアレイとを有し、

前記第２の液晶表示パネルは、前記第２液晶層を挟持する第３基板および第４基板と、
第２のアクティブマトリクスアレイとを有することを特徴とする請求項１から６の何れか
に記載の液晶表示装置。

前記第１の液晶表示パネルの映像信号線と前記第２の液晶表示パネルの映像信号線とが
電気的に接続されており、共通の映像信号駆動回路により駆動されることを特徴とする請
求項１から７の何れかに記載の液晶表示装置。

第１基板の主面と第２基板の主面の間に挟持された第１液晶層と、前記第１基板の主面
の第１の方向に延在し第２の方向に並設された多数の第１走査信号線および前記第２の方
向に延在し前記第１の方向に並設されて前記第１走査信号線に交差して配置された多数の
第１映像信号線と、前記第１走査信号線と前記第１映像信号線の交差部に配置して画素の
点灯と消灯を制御する第１アクティブ素子と、前記第１アクティブ素子で駆動されて透過
モードの表示を行う第１画素電極と、前記第１基板または第２基板の主面に形成して前記
第１画素電極との間に電界を生成する第１対向電極とを有する第１の液晶表示パネルと、

第３基板の主面と第４基板の主面の間に挟持された第２液晶層と、前記第３基板の主面
の第１の方向に延在し第２の方向に並設された多数の第２走査信号線および前記第２の方
向に延在し前記第１の方向に並設されて前記第２走査信号線に交差して配置された多数の
第２映像信号線と、前記第２走査信号線と前記第２映像信号線の交差部に配置して画素の
点灯と消灯を制御する第２アクテイブ素子と、前記第２アクテイブ素子で駆動されて反射
モードの表示を行う第２画素電極と、前記第３基板または第４基板の主面に形成して前記
第２画素電極との間に電界を生成する第２対向電極とを有する第２の液晶表示パネルとを
有し、

前記第１の液晶表示パネルに有する前記第１走査信号線と前記第２の液晶表示パネルに
有する前記第２走査信号線とに走査信号を印加する走査信号線駆動回路と、

前記第１の液晶表示パネルに有する前記第１映像信号線に第１映像信号を印加すると共
に前記第２の液晶表示パネルに有する前記第２映像信号線に第２映像信号を印加する映像
信号線駆動回路と、

前記走査信号線駆動回路と前記映像信号線駆動回路に必要な電圧を供給するとともに前
記第１の液晶表示パネルに有する前記第１対向電極に前記透過モードの表示に用いる第１
の対向電圧と前記第２の液晶表示パネルに有する前記第２対向電極に前記反射モードの表
示に用いる前記第１の対向電圧とは大きさが異なる第２の対向電圧を供給する電源回路と
を有することを特徴とする液晶表示装置。

前記電源回路に前記透過モードと前記反射モードのそれぞれの表示モードに対する最適



【請求項１１】
　
　

　

【請求項１２】
　

　

　

【請求項１３】
　

【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、特に画素毎に透過表示領域と反射表示領域を有して透過
モードと反射モードの二つの表示モード機能を有する液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
液晶表示装置は、薄型、軽量、低消費電力といった特徴を生かして、パーソナルコンピュ
ータに代表される情報機器や携帯型の情報端末、デジタルカメラやカメラ一体型ＶＴＲ等
の映像情報、文字情報の表示デバイスとして広く用いられている。近年、特に携帯電話機
や携帯情報端末等の小型機器の急速な普及に伴って、低消費電力に対する要求がますます
強くなっている。
【０００３】
パーソナルコンピュータや液晶モニターに用いられる液晶表示装置には、液晶表示パネル
の背面に設置される照明装置、所謂バックライトから発せられる光の透過量を液晶表示パ
ネルで制御して映像を可視化する透過型の表示モード（以下、単に透過モードとも称する
）が一般的である。しかしながら、バックライトで消費される電力は液晶表示装置全体で
消費される電力の５０％以上を占める。そのため、携帯電話機や携帯情報端末等のバッテ
リー駆動の小型機器では、その動作可能時間が大幅に制限される。
【０００４】
そのため、これらの小型機器には、バックライトを用いることなく、液晶表示パネルの外
面または内面に反射板を設けたり、画素形成電極に反射機能を付与して、周囲光を反射さ
せることで映像を可視化する反射型の表示モード（以下、単に反射モードとも称する）の
液晶表示装置が多く用いられている。
【０００５】
このような反射モードの液晶表示装置は、周囲光が少ない（暗い）場合には映像の視認性
が低下するという問題がある。屋内、屋外を問わずに使用する携帯電話機のような機器で
は、周囲光の多少に依らずに使用できることが必要である。この対策として、一つの画素
内に透過モードの表示領域と反射モードの表示領域をそれぞれ形成し、透過モードと反射
モードの両表示機能を持たせた部分透過・反射型の液晶表示装置が提案されている（特開
平２０００－１９５６３号参照）。
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な第１の対向電圧と第２の対向電圧を生成する対向電圧生成回路を具備したことを特徴と
する請求項９に記載の液晶表示装置。

前記第１の液晶表示パネルの背面に照明装置を有し、
前記映像信号線駆動回路に前記照明装置の点灯と消灯を識別して前記対向電圧生成回路

に対向電圧選択信号を与える対向電圧選択回路を備え、
前記対向電圧生成回路は、前記対向電圧選択信号により前記照明装置の点灯時には前記

第１の対向電圧を前記第１対向電極に印加し、消灯時には前記第２の対向電圧を前記第２
対向電極に印加することを特徴とする請求項１０に記載の液晶表示装置。

前記第１の液晶表示パネルの周辺に前記走査信号線駆動回路と前記映像信号線駆動回路
に外部信号源からの表示用信号および電圧を入力するための端子群を有し、

前記端子群に一端を接続して他端を前記外部信号源に接続するフレキシブルプリント基
板を備え、

前記電源回路を前記フレキシブルプリント基板に搭載したことを特徴とする請求項１１
に記載の液晶表示装置。

前記第１の対向電圧は、前記第２の対向電圧よりも低いことを特徴とする請求項９から
１２の何れかに記載の液晶表示装置。



【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、透過モードの表示と反射モードの表示では、液晶層に電界を形成するために画素
電極と対向電極の間に印加する電圧に異なる最適の値がある。ここで言う最適電圧とは、
チラツキが無く画面表示が得られるときの電圧を言い、通常は、透過モードでの最適電圧
は反射モードでのそれに比較して概して低目である。
【０００７】
前記した従来の部分透過・反射型の液晶表示装置では、透過モードと反射モードの何れの
表示モードにおける前記画素電極との間に電界を形成するために対向電極に印加する電圧
は同じに設定されている。したがって、透過モードで良好な表示であったも、反射モード
を切り換えた場合に表示画面にチラツキが生じ、表示品質が劣化してしまう。
【０００８】
本発明の目的は、透過モードの表示と反射モードの両機能を備えた部分透過・反射型の液
晶表示装置における各表示モードでの表示品質を改善して何れの表示モードでも高品質の
表示画面を得ることにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するため、本発明は、透過モードと反射モードのそれぞれに最適な対向
電圧を上記各表示モードの選択に応じて対向電極に印加する構成を基本とした。以下に本
発明の代表的な構成を記述する。
【００１０】
（１）、透過モードと反射モードの二つの表示モード機能を有する多数の画素電極と、前
記画素電極との間に電界を印加する対向電極と、前記画素電極と前記対向電極の間に挟持
された液晶層とを有する液晶表示パネルと、
前記対向電極に前記透過モードと反射モードのそれぞれの表示モードに対する最適な電圧
を印加する対向電圧生成回路とを具備した。
【００１１】
（２）、第１基板の主面と第２基板の主面の間に挟持された液晶層と、前記第１基板の主
面の第１の方向に延在し第２の方向に並設された多数の走査信号線および前記第２の方向
に延在し前記第１の方向に並設されて前記走査信号線に交差して配置された多数の映像信
号線と、前記走査信号線と前記映像信号線の交差部に配置して画素の点灯と消灯を制御す
るアクティブ素子と、前記アクティブ素子で駆動されて透過モードと反射モードの二つの
表示モード機能を有する画素電極と、前記第１基板または前記第２基板の主面に形成して
前記画素電極との間に電界を生成する対向電極とを有する液晶表示パネルと、
前記走査信号線に走査信号を印加する走査信号線駆動回路と、前記映像信号線に映像信号
を印加する映像信号線駆動回路と、前記走査信号線駆動回路と前記映像信号線駆動回路お
よび前記対向電極に必要な電圧を供給する電源回路とを有する。
【００１２】
（３）、（２）において、前記電源回路に前記透過モードと反射モードのそれぞれの表示
モードに対する最適な第１の対向電極電圧と第２の対向電極電圧を生成する対向電極電圧
生成回路を具備した。
【００１３】
（４）、（２）または（３）において、前記液晶パネルの背面に照明装置を有し、前記映
像信号線駆動回路に前記照明装置の点灯と消灯を識別して前記対向電圧生成回路に対向電
圧選択信号を与える対向電圧選択回路を備え、
前記対向電圧選択回路は、前記対向電圧選択信号により前記照明装置の点灯時は前記第１
の対向電極電圧を、消灯時は前記第２の対向電極電圧を前記対向電極に印加する。
【００１４】
（５）、（４）において、前記液晶表示パネルの周辺に前記走査信号線駆動回路と前記映
像信号線駆動回路に外部信号源からの表示用信号および電圧を入力するための端子群を有
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し、
前記端子群に一端を接続して他端を前記外部信号源に接続するフレキシブルプリント基板
を備え、
前記電源回路を前記フレキシブルプリント基板に搭載した。
【００１５】
（６）、多数の第１画素電極と、前記第１画素電極との間に電界を印加する第１対向電極
と、前記第１画素電極と前記第１対向電極の間に挟持された第１液晶層とを有して透過モ
ードで映像を表示する第１の液晶表示パネルと、
多数の第２画素電極と、前記第２画素電極との間に電界を印加する第２対向電極と、前記
第２画素電極と前記第２対向電極の間に挟持された第２液晶層とを有して反射モードで映
像を表示する第２の液晶表示パネルと、
前記第１の液晶表示パネルの前記第１対向電極に透過モードの表示に最適な第１対向電圧
を印加する第１対向電圧生成回路と、前記第２の液晶表示パネルの前記第２対向電極に反
射モードの表示に最適な第２対向電圧を印加する第２対向電圧生成回路を具備した。
【００１６】
（７）、一方の第１基板の主面と第２基板の主面の間に挟持された第１液晶層と、前記一
方の第１基板の主面の第１の方向に延在し第２の方向に並設された多数の第１走査信号線
および前記第２の方向に延在し前記第１の方向に並設されて前記第１走査信号線に交差し
て配置された多数の第１映像信号線と、前記第１走査信号線と前記第１映像信号線の交差
部に配置して画素の点灯と消灯を制御する第１アクティブ素子と、前記第１アクティブ素
子で駆動されて透過モードの表示を行う第１画素電極と、前記一方の第１基板または第２
基板の主面に形成して前記第１画素電極との間に電界を生成する第１対向電極とを有する
第１の液晶表示パネルと、
他方の第１基板の主面と第２基板の主面の間に挟持された第２液晶層と、前記他方の第１
基板の主面の第１の方向に延在し第２の方向に並設された多数の第２走査信号線および前
記第２の方向に延在し前記第１の方向に並設されて前記第２走査信号線に交差して配置さ
れた多数の第２映像信号線と、前記第２走査信号線と前記第２映像信号線の交差部に配置
して画素の点灯と消灯を制御する第２アクティブ素子と、前記第２アクティブ素子で駆動
されて反射モードの表示を行う第２画素電極と、前記他方の第１基板または第２基板の主
面に形成して前記第２画素電極との間に電界を生成する第２対向電極とを有する第２の液
晶表示パネルとを有し、
前記第１の液晶表示パネルに有する前記第１走査信号線と前記第２の液晶表示パネルに有
する前記第２走査信号線とに走査信号を印加する走査信号線駆動回路と、
前記第１の液晶表示パネルに有する前記第１映像信号線に第１映像信号を印加すると共に
前記第２の液晶表示パネルに有する前記第２映像信号線に第２映像信号を印加する映像信
号線駆動回路と、
前記走査信号線駆動回路と前記映像信号線駆動回路および前記第１の液晶表示パネルに有
する前記第１対向電極に透過モードに最適な第１対向電圧と前記第２の液晶表示パネルに
有する前記第２対向電極に反射モードに最適な第２対向電圧を供給する電源回路とを有す
る。
【００１７】
（８）、（７）において、前記電源回路に前記透過モードと反射モードのそれぞれの表示
モードに対する最適な第１の対向電極電圧と第２の対向電極電圧を生成する対向電極電圧
生成回路を具備した。
【００１８】
（９）、（７）または（８）において、前記液晶パネルの背面に照明装置を有し、前記映
像信号線駆動回路に前記照明装置の点灯と消灯を識別して前記対向電圧生成回路に対向電
圧選択信号を与える対向電圧選択回路を備え、
前記対向電圧選択回路は、前記対向電圧選択信号により前記照明装置の点灯時は前記第１
の対向電極電圧を前記第１対向電極に印加し、消灯時は前記第２の対向電極電圧を前記第
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２の対向電極に印加する。
【００１９】
（１０）、（９）において、前記第１の液晶表示パネルの周辺に前記走査信号線駆動回路
と前記映像信号線駆動回路に外部信号源からの表示用信号および電圧を入力するための端
子群を有し、
前記端子群に一端を接続して他端を前記外部信号源に接続するフレキシブルプリント基板
を備え、
前記電源回路を前記フレキシブルプリント基板に搭載した。
【００２０】
上記した各構成における効果について説明する。本発明の基本的な思想は、上記（１）に
記載のとおり、画素電極に対向する対向電極に透過モードと反射モードのそれぞれの表示
モードに最適な電圧を印加する対向電圧生成回路を備えた点にある。前記したように、画
素電極と対向電極の間に電界を形成するための電圧は透過モードと反射モードとでは異な
る値である。
【００２１】
特に一つの画素内に透過モードの表示領域と反射モードの表示領域をそれぞれ形成し、透
過モードと反射モードの両表示機能を持たせた部分透過・反射型の液晶表示装置では、そ
の液晶表示パネルに有する画素電極は例えばＩＴＯからなる透過部分とアルミニウム（Ａ
ｌ）あるいはモリブデン（Ｍｏ）あるいはクロム（Ｃｒ）あるいはそれらの合金等からな
る反射部分で構成される。そのため、液晶層に対する電極の仕事関数が異なる。また、透
過部分と反射部分はそれぞれ対向電極との距離が異なっている。
【００２２】
したがって、透過部分と対向電極の間に印加される電界と反射部分と対向電極の間に印加
される電界とが異なり、それぞれの表示モードで液晶層に形成される電界に差が生じる。
その結果、透過モードで最適な対向電極電圧であっても、反射モードでは最適電圧となら
ない。
【００２３】
同じ液晶表示パネルで透過モードと反射モードの両表示を行うようにした上記（１）～（
５）記載の液晶表示装置では、対向電極に印加する対向電極電圧を透過モードと反射モー
ドとで切り換え、それぞれの表示モードで最適な対向電極電圧とすることで何れの表示モ
ードでも高品質の映像表示を得ることができる。
【００２４】
また、上記（６）以下に記載の液晶表示装置では、透過モードの表示用と反射モードの表
示用のそれぞれの液晶表示パネルに有する対向電極にそれぞれ最適の対向電極電圧を印加
する。映像信号線は両液晶表示パネルに共通で映像信号線駆動回路で駆動される。走査信
号線は各液晶表示パネル毎に独立した群に形成される。走査信号線の駆動は共通の走査信
号線駆動回路で駆動される。
【００２５】
前記の第１の液晶表示パネルと第２の液晶表示パネルは単一パネル上に領域を分けて形成
してもよいし、それぞれを別個のパネルに形成して外見上別々の液晶表示パネルとするこ
ともできる。単一パネル上に透過モードの表示領域と反射モードの表示領域を設けるもの
では、表示画面は同一面上にある。一方、透過モードと反射モードを別個のパネルとした
ものでは、適用機器の異なる面に設置することが可能となる。
【００２６】
対向電極電圧の切り換え（選択）は、バックライトの点灯と消灯に連動させることができ
、バックライトの点灯時では第１対向電圧を選択して透過モード表示し、バックライトの
消灯時では第２対向電圧を選択して反射モード表示とする。この対向電極電圧の切り換え
のための制御信号は、バックライトの点灯と消灯に応じて本体コンピュータから出力し、
あるいは特別に設けた切り換え手段でマニュアル的に切り換えてもよい。
【００２７】
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上記構成により、透過モードの表示と反射モードの両機能を備えた部分透過・反射型の液
晶表示装置における各表示モードでの表示品質を改善して何れの表示モードでも高品質の
表示画面を得ることができる。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の具体的な実施の形態について、実施例の図面を参照して詳細に説明する。
以下の説明中に参照する図面において、同一機能を有するものは同一の参照符号を付し、
重複説明は可能な限る省略する。
【００２９】
図１は本発明による液晶表示装置の第１実施例の構成を模式的に説明する平面図である。
図中の参照符号ＰＮＬは液晶表示パネルを示し、第１基板１と第２基板５０３の間に液晶
層が挟持されている。第１基板１の主面すなわち第２基板と対向する内面に第１の方向（
水平方向、以下ｘ方向）に延在し第２の方向（垂直方向、以下ｙ方向）に並設された多数
の走査信号線（以下ゲート線）ＧＬを有する。また、前記ｙ方向に延在しｘ方向に並設さ
れてゲート線ＧＬに交差して配置された多数の映像信号線（以下ドレイン線）ＤＬを有す
る。
【００３０】
ゲート線ＧＬとドレイン線ＤＬの交差部に画素の点灯と消灯を制御する薄膜トランジスタ
ＴＦＴを好適とするアクティブ素子が配置されている。図２は図１の液晶表示装置におけ
る１画素の回路図であり、ゲート線ＧＬとドレイン線ＤＬの交差部分に薄膜トランジスタ
ＴＦＴが接続されている。この薄膜トランジスタＴＦＴの選択で液晶層Ｃ L 1、Ｃ L 2が駆動
される。参照符号Ｖ C O M  は対向電極電を示し、液晶層Ｃ L 1は透過モードの表示に寄与する
液晶層、液晶層Ｃ L 2は反射モードの表示に寄与する液晶層を模式的に示す。この画素構成
は後述する他の実施例においても同様である。
【００３１】
多数のゲート線ＧＬと多数のドレイン線ＤＬの交差部に接続された薄膜トランジスタＴＦ
Ｔの二次元マトリクスアレイの領域で表示領域５０を構成する。第１基板１の一辺（図１
の下側辺）にはゲート線ＧＬを駆動する走査線駆動回路（以下、ゲートドライバ）５１が
搭載されている。また、第１基板１の他辺（図１の右側辺）にはドレイン線ＤＬを駆動す
る映像信号線駆動回路（以下、ドレインドライバ）５２が搭載されている。ドレインドラ
イバ５２には照明装置の点灯と消灯を識別して後述する電源回路５３に有する対向電圧生
成回路に対向電圧選択信号を与える対向電圧選択回路５２０を備えている。
【００３２】
対向電圧選択回路５２０は、対向電圧選択信号により前記照明装置の点灯時は前記第１の
対向電極電圧を前記第１対向電極に印加し、消灯時は前記第２の対向電極電圧を前記第２
の対向電極に印加する。なお、参照符号ＪＴは対向電極への給電端を示す。この実施例は
、第２基板５０３の主面に対向電極を形成した、所謂ＴＮ型の液晶表示パネルである。そ
して、この液晶表示パネルＰＮＬの背面にバックライトが設置されている。
【００３３】
第１基板１の上記一辺の端部には図示しない電極端子が形成されており、この電極端子に
一端を接続し、他端を図示しない外部信号源に接続したフレキシブルプリント基板３００
が設けられている。このフレキシブルプリント基板３００には電源回路５３が搭載されて
おり、液晶表示パネルＰＮＬに対して表示に必要な電圧を供給する。また、電源回路５３
には対向電極電圧生成回路を有する。表示データは図示しないインターフェース基板から
インターフェース信号Ｉ／Ｆとして供給され、ドレインドライバ５２で表示に適合した階
調信号に変換されてドレイン線ＤＬに供給される。
【００３４】
電源回路５３からはドレインドライバ５２にドレインドライバ電源／ソース電圧Ｖ S  が供
給され、ゲートドライバ５１にゲートドライバ電源Ｖ G  およびゲート制御信号Ｃ G  が供給
される。ドレインドライバ５２からは電源回路制御信号Ｃ P  が電源回路５３に供給され、
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この電源回路制御信号Ｃ P  に基づいてドレインドライバ５２への電圧および制御信号が生
成される。
【００３５】
図３は本発明による液晶表示装置の第１実施例の構成をさらに詳細に説明する平面図であ
る。図１における電源回路５３は第１の対向電圧（Ｖ C O M  １）生成回路５３１と第２の対
向電圧（Ｖ C O M  ２）生成回路５３２、およびドレインドライバ５２に有する対向電圧選択
回路５２０から出力される電源回路制御信号Ｃ P  に基づいて第１の対向電圧生成回路５３
１と第２の対向電圧生成回路５３２の出力（Ｖ C O M  １）、（Ｖ C O M  ２）を選択する対向電
圧選択回路５３３を有している。この対向電圧選択回路５３３で選択された第１の対向電
圧（Ｖ C O M  １）と第２の対向電圧（Ｖ C O M  ２）の何れかが対向電極電圧Ｖ C  として給電端
ＪＴに印加される。他の構成は図３と同様である。
【００３６】
このような構成により、電源回路５３はバックライトの点灯と消灯に基づいてドレインド
ライバ５２から出力される対向電圧選択信号に基づいてバックライトの点灯時は透過モー
ドに最適な第１の対向電極電圧を、消灯時は反射モードに最適な第２の対向電極電圧を対
向電極の給電端ＪＴに印加し、それぞれの表示モードでフリッカ等のない高品質の表示画
像を得ることができる。
【００３７】
図４は本発明による液晶表示装置の第２実施例の構成を模式的に説明する平面図である。
本実施例は透過モードでの表示用の液晶表示パネルＰＮＬ１と反射モードでの表示用の液
晶表示パネルＰＮＬ２とから構成される。すなわち、第１の液晶表示パネルＰＮＬ１は、
第１基板１の主面と第２基板５０３の主面の間に挟持された第１液晶層を有し、第１基板
１の主面のｘ方向に延在しｙ方向に並設された多数のゲート線ＧＬ－１とｙ方向に延在し
ｘ方向に並設されてゲート線ＧＬ－１に交差して配置された多数のドレイン線ＤＬ－１を
有する。
【００３８】
第２の液晶表示パネルＰＮＬ－２は、第１基板１’の主面と第２基板５０３’の主面の間
に挟持された第２液晶層を有し、第１基板１’の主面のｘ方向に延在しｙ方向に並設され
た多数のゲート線ＧＬ－２とｙ方向に延在しｘ方向に並設されてゲート線ＧＬ－２に交差
して配置された多数のドレイン線ＤＬ－２を有する。電源回路５３は第１の液晶表示パネ
ルＰＮＬ－１に有する対向電極に透過モードに最適な第１対向電圧（Ｖ C O M  １）と反射モ
ードに最適な第２の対向電圧（Ｖ C O M  ２）の何れかを対向電極電圧Ｖ C  として給電端ＪＴ
に印加する。他の構成は図３と同様である。
【００３９】
本実施例における電源回路５３には第１の液晶表示パネルＰＮＬ１に有する対向電極の給
電端ＪＴ－１と第１の液晶表示パネルＰＮＬ１に有する対向電極の給電端ＪＴ－２に選択
的に対向電極電圧を印加するための対向電圧選択回路５３４を備えている。対向電圧選択
回路５３４はドレインドライバ５２の対向電圧選択回路５２０から出力される電源回路制
御信号Ｃ P  に基づいて第１の対向電圧生成回路５３１と第２の対向電圧生成回路５３２の
出力（Ｖ C O M  １）、（Ｖ C O M  ２）を選択して給電端ＪＴ－１またはＪＴ－１に印加する。
【００４０】
この構成とした液晶表示装置は、第１の液晶表示パネルＰＮＬ１を主表示パネルとし、第
２の液晶表示パネルＰＮＬ２を副表示パネルとして機器に実装することができる。例えば
、携帯電話機の通信情報表示画面に第１の液晶表示パネルＰＮＬ１をを用い、第２の液晶
表示パネルＰＮＬ２は着信表示窓等の少ない情報の表示用パネルとして用いることができ
る。
【００４１】
本実施例の構成により、前記実施例の構成による作用効果に加えて、電源回路５３は第１
の液晶表示パネルＰＮＬ１を使用する通信動作時のバックライトの点灯時に透過モードの
表示とし、待ち受け時等の非通信動作時のバックライト消灯時には反射モードとしてそれ
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ぞれを使い分けることができる。
【００４２】
また、図４で説明した第１の液晶表示パネルＰＮＬ１と第２の液晶表示パネルＰＮＬ２を
同一基板上に形成し、主表示領域の一部を副表示領域として同一面で２画面表示を行う独
立した形態で使用することも可能である。
【００４３】
上記した各実施例における透過モードと反射モードの選択は前記したバックライトの点灯
／消灯信号に基づいてドレインドライバ５２に有する対向電圧選択回路５２０が自動的に
判定するが、適用する機器に切り換えスイッチ、あるいは可変抵抗器の操作部を設けて、
マニュアル的に切り換えたり、対向電極電圧値を任意に調整するように構成してもよい。
【００４４】
次に、本発明の液晶表示装置である部分透過・反射型の液晶表示装置を構成剃る表示パネ
ルの画素構成の一例を説明する。
【００４５】
図５は部分透過・反射型の液晶表示装置の画素構成の一例を説明する平面図、図６は図５
の要部断面図である。なお、図５は４画素分の平面構成を示し、図６の（ａ）、（ｂ）、
（ｃ）はそれぞれ図５のＡ－Ａ’線、Ｂ－Ｂ’線、Ｃ－Ｃ’線に沿った断面を示す。また
、図５および図６は画素を選択するアクティブ素子（例えば、薄膜トランジスタ）を形成
した一方の基板側のみを示し、カラーフィルタや対向電極を設けた他方の基板は図示を省
略してある。
【００４６】
図５および図６において、画素構造体は無アルカリガラス基板１上に膜厚５０ｎｍのＳｉ

3  Ｎ 4  膜２００と膜厚１２０ｎｍのＳｉＯ 2  膜２からなるバッファ膜の上に形成されてい
る。このバッファ膜の上に薄膜トランジスタＴＦＴを構成する膜厚５０ｎｍの多結晶Ｓｉ
（ポリシリコン）膜３０が形成されている。多結晶Ｓｉ膜３０の上には膜厚１００ｎｍの
ＳｉＯ 2  のゲート絶縁膜２０を介して膜厚２００ｎｍのＭｏよりなるゲート線１０（図１
～図４におけるＧＬに相当）が形成されている。
【００４７】
そして、ゲート線１０と同じＭｏを用いて電荷蓄積用の対向電極１１が形成されている。
この対向電極１１は図５において点線の輪郭で示す。この上を覆って膜厚４０ｎｍのＳｉ
Ｏ 2  からなる層間絶縁膜２１が形成されている。この層間絶縁膜２１に設けたコンタクト
スルーホールＴＨ１、ＴＨ２を介してＭｏ層１２ａ／Ａｌ層１２ｂ／Ｍｏ層１２ｃの３層
金属膜よりなるゲート線１２（図１～図４におけるＧＬに相当）、および薄膜トランジス
タのソース電極を兼ねる反射電極１３が接続されている。
【００４８】
この反射電極１３を構成するＭｏ層１３ａ／Ａｌ層１３ｂ／Ｍｏ層１３ｃの３層金属膜の
うち、Ａｌ層１３ｂの下層のＭｏ層１３ａはＳｉ膜３０とＡｌ層１３ｂの間のコンタクト
抵抗を、またＭｏ層１３ｃは画素電極１４との間の抵抗を低減するために設けている。図
６（ａ）において、Ｓｉ膜３０の上には２つのゲート電極１０が形成される。これら２つ
のゲート電極１０の一方は並設された複数の画素領域に沿って延伸する言わば本線であり
、他方はこの本線から或る一つの画素領域に突き出た分岐線となる（図６の（ａ）参照）
。
【００４９】
ソース電極１５を兼ねる反射電極１３のうち、上層のＭｏ膜１３ｃは電極１４を構成する
ＩＴＯ膜とのコンタクト部分とその周辺部分にのみ残し、それ以外の大部分では上層のＭ
ｏ膜を除去してある。薄膜トランジスタ基板の主面は膜厚２００ｎｍのＳｉ 3  Ｎ 4  からな
る保護絶縁膜２２と膜厚２μｍのアクリル系樹脂を主成分とする有機保護膜２３により被
覆されている。薄膜トランジスタのソース電極１３には保護絶縁膜２２および有機絶縁膜
２３に設けたコンタクトスルーホールＴＨ３を介してＩＴＯよりなる画素電極１４が接続
されている。反射電極１３と電荷蓄積容量の共通電極１１と、これらに挟まれた層間絶縁
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膜２１によって電荷蓄積容量が形成されている。
【００５０】
反射電極１３の上側（図示しない液晶層側）に画素電極１４が設けられているため、所謂
反射表示領域においても液晶層における液晶分子の配向方向を制御する役割を反射電極１
３に分担させることができる。このような構成により、開口率が大きく、明るい部分透過
・反射型の液晶表示装置を構成できる。
【００５１】
図７は本発明による液晶表示装置の外観例を説明する平面図である。第１基板１と第２基
板５０３で液晶表示パネルが形成され、そのアクティブマトリクスアレイ（表示領域）５
０の周辺に集積回路チップからなる走査信号線駆動回路５１と映像信号線駆動回路５２が
実装されている。フレキシブルプリント基板３００には電源回路５３が搭載されている。
【００５２】
図８は図７に示した本発明による液晶表示装置を用いた液晶表示モジュールの構成例を説
明する展開斜視図である。第１基板１にはアクティブマトリクスアレイ（表示領域）５０
と走査信号線駆動回路５１と映像信号線駆動回路５２を有し、第２基板５０３の主面（内
面）にはカラーフィルタＣＦおよび対向電極（図示せず）が形成されている。そして第１
基板１と第２基板５０３の間に液晶層が封入されている。さらに、第１基板１背面には位
相差フィルム５０４と偏光フィルム５０５が設置されている。また、第２基板５０３の上
面にも位相差フィルム５０９と偏光フィルム５０１が設置されている。
【００５３】
第１基板１の周辺には前記した走査信号線駆動回路５１と映像信号線駆動回路５２が実装
され、映像信号線駆動回路５２の実装辺に集積回路チップからなる電源回路５３が搭載さ
れたフレキシブルプリント基板３００の一端が接続され、他端の端子３０１が図示しない
外部信号源に接続される。参照符号５０６は一端に発光ダイオード５０６と導光板５０７
で構成した照明装置（バックライト）が配置されている。これらの構成要素は下ケース５
０８と上ケース５００で一体化されて液晶表示モジュールとされている。この液晶表示モ
ジュールは携帯電話機や携帯情報端末の表示手段として使用される。
【００５４】
【発明の効果】
以上、説明したように、本発明によれば、透過モードの表示と反射モードの両機能を備え
た部分透過・反射型の液晶表示装置における各表示モードでの表示品質を改善して何れの
表示モードでも高品質の映像表示を可能とした液晶表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による液晶表示装置の第１実施例の構成を模式的に説明する平面図である
。
【図２】図１の液晶表示装置における１画素の回路図である。
【図３】本発明による液晶表示装置の第１実施例の構成をさらに詳細に説明する平面図で
ある。
【図４】本発明による液晶表示装置の第２実施例の構成を模式的に説明する平面図である
。
【図５】部分透過・反射型の液晶表示装置の画素構成の一例を説明する平面図である。
【図６】図５の要部断面図である。
【図７】本発明による液晶表示装置の外観例を説明する平面図である。
【図８】図７に示した本発明による液晶表示装置を用いた液晶表示モジュールの構成例を
説明する展開斜視図である。
【符号の説明】
１・・・・第１基板、５０３・・・・第２基板、５０・・・・表示領域、５１・・・・走
査線駆動回路（ゲートドライバ）、５２・・・・映像信号線駆動回路（ドレインドライバ
）、５３・・・・電源回路、５２０・・・・対向電圧選択回路、５３１・・・・第１の対
向電圧生成回路、５３２・・・・第２の対向電圧生成回路、３００・・・・フレキシブル
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プリント基板。。

【 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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