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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の色に対応する第１のサブ画素と前記第１の色とは異なる第２の色に対応する第２
のサブ画素とを含む画素が、画素領域においてマトリクス状に複数配置された電界駆動型
装置であって、
　基板の主面上に形成された画素電極と、
　少なくとも一部が前記基板の主面の垂直方向から見た平面視で前記画素電極に重なるよ
うに形成され、複数のスリットを有する共通電極と、を備え、
　前記複数のスリットの各々の少なくとも一部が、前記平面視で前記画素電極と重なり、
　前記複数のスリットは、一の前記画素に設けられた複数の第１のスリットと一の前記画
素に隣接する他の前記画素に設けられた複数の第２のスリットとを含み、
　一の前記画素において、前記複数の第１のスリットの各々の少なくとも一部は、少なく
とも前記第１のサブ画素及び前記第２のサブ画素に対応して連続して形成されており、
　他の前記画素において、前記複数の第２のスリットの各々の少なくとも一部は、少なく
とも前記第１のサブ画素及び前記第２のサブ画素に対応して連続して形成されており、
　前記複数の第１のスリットの各々の少なくとも一部は、第１の方向に延在し、
　前記複数の第２のスリットの各々の少なくとも一部は、前記第１の方向に交差する第２
の方向に延在し、
　一の前記画素において、前記複数の第１のスリットの各々の前記複数の第２のスリット
に最も近い端部である第１の端部に対応して前記第１のサブ画素が配置され、
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　他の前記画素において、前記複数の第２のスリットの各々の前記複数の第１のスリット
に最も近い端部である第２の端部に対応して前記第２のサブ画素が配置されていること、
　を特徴とする電界駆動型装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電界駆動型装置において、
　前記第１の端部と前記第２の端部とは、前記複数の画素のうち互いに隣接する二つの画
素の境界線を挟んで反対に位置すること、
　を特徴とする電界駆動型装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の電界駆動型装置において、
　前記複数の第１のスリットと前記複数の第２のスリットとは前記境界線を挟んで対称と
なるように形成されていること、
　を特徴とする電界駆動型装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の電界駆動型装置において、
　前記複数の画素の各々は、平行四辺形の形状を有しており、
　前記複数の第１のスリットの各々の少なくとも一部と前記平行四辺形の一辺とは互いに
平行であること、
　を特徴とする電界駆動型装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の電界駆動型装置において、
　前記複数の第１のスリットと前記複数の第２のスリットとは前記境界線を挟んで対称と
なるように形成されていること、
　を特徴とする電界駆動型装置。
【請求項６】
　第１の色に対応する第１のサブ画素と前記第１の色とは異なる第２の色に対応する第２
のサブ画素とを含む画素が、画素領域においてマトリクス状に複数配置された液晶装置で
あって、
　基板の主面上に形成された画素電極と、
　少なくとも一部が前記基板の主面の垂直方向から見た平面視で前記画素電極に重なるよ
うに形成され、複数のスリットを有する共通電極と、
　前記画素電極と前記共通電極との電位差に起因して生じた電界により駆動される液晶と
、を備え、
　前記複数のスリットの各々の少なくとも一部が、前記平面視で前記画素電極と重なり、
　前記複数のスリットは、一の前記画素に設けられた複数の第１のスリットと一の前記画
素に隣接する他の前記画素に設けられた複数の第２のスリットとを含み、
　一の前記画素において、前記複数の第１のスリットの各々の少なくとも一部は、少なく
とも前記第１のサブ画素及び前記第２のサブ画素に対応して連続して形成されており、
　他の前記画素において、前記複数の第２のスリットの各々の少なくとも一部は、少なく
とも前記第１のサブ画素及び前記第２のサブ画素に対応して連続して形成されており、
　前記複数の第１のスリットの各々の少なくとも一部は、第１の方向に延在し、
　前記複数の第２のスリットの各々の少なくとも一部は、前記第１の方向に交差する第２
の方向に延在し、
　一の前記画素において、前記複数の第１のスリットの各々の前記複数の第２のスリット
に最も近い端部である第１の端部に対応して前記第１のサブ画素が配置され、
　他の前記画素において、前記複数の第２のスリットの各々の前記複数の第１のスリット
に最も近い端部である第２の端部に対応して前記第２のサブ画素が配置されていること、
　を特徴とする液晶装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の液晶装置において、
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　前記第１の方向と前記第２の方向とがなす角は、０度より大きく４５度未満であること
、
　を特徴とする液晶装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の液晶装置において、
　前記液晶は、正の誘電異方性を有していること、
　を特徴とする液晶装置。
【請求項９】
　請求項６に記載の液晶装置において、
　前記第１の方向と前記第２の方向とがなす角は、４５度より大きく９０度未満であるこ
と、
　を特徴とする液晶装置。
【請求項１０】
　請求項７に記載の液晶装置において、
　前記液晶は、負の誘電異方性を有していること、
　を特徴とする液晶装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至５のいずれかに一項に記載の電界駆動型装置を表示部に備えることを特徴
とする電子機器。
【請求項１２】
　請求項６乃至１０のいずれかに一項に記載の液晶装置を表示部に備えることを特徴とす
る電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電界駆動型装置、液晶装置及び電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電界駆動型装置の一つに、電界によって液晶を駆動することにより透過光を変調する液
晶装置がある。この液晶装置の一態様として、液晶を、基板に平行な横電界によって駆動
するＦＦＳ（Fringe Field Switching）モードの液晶装置が知られている。この液晶装置
は、一方の基板のうち液晶に対向する面に、画素電極と、当該画素電極上に絶縁層を挟ん
で積層された共通電極とを有しており、このうち共通電極には多数のスリットが設けられ
ている。こうした構成において、画素電極と共通電極との間に駆動電圧を印加すると、共
通電極の上面から出て、スリットを通り、画素電極の上面に至る電気力線を有する電界が
生じる。このとき、液晶分子は、上記電界のうち、共通電極の上方に生じる基板に平行な
成分（横電界）によって駆動され、配向方向が変化する。ＦＦＳモードの液晶装置は、こ
うして液晶分子を駆動して、その偏光変換機能を用いて入射光を変調する装置である。
【０００３】
　図１７は、ＦＦＳモードの液晶装置において、共通電極２６に設けられたスリット２７
の１つに着目した拡大平面図である。図１７（ａ）は、電圧非印加時を示す図であり、液
晶分子５０ａがＸ軸に平行に配向している一方、スリット２７は、Ｘ軸に対して傾いた方
向（方位Ｄ）に延在している。ここで駆動電圧を印加すると、スリット２７の延在方向に
直交する方向（方位Ｃ）の横電界が生じ、液晶分子５０ａは右回りに回転して、例えば横
電界と平行に、すなわち方位Ｃに沿って配向する（図１７（ｂ））。
【０００４】
　このとき、方位Ｃに平行な方向Ｅから表示を観察した場合と、Ｙ軸に対して方向Ｅに対
称な方向Ｆから表示を観察した場合とでは、液晶分子５０ａの見かけの屈折率が異なるた
めに色相が異なって見えてしまう。同様の理由で、方位Ｄに平行な方向Ｇから表示を観察
した場合と、Ｙ軸に対して方向Ｇに対称な方向Ｈから表示を観察した場合とでは、色相が
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異なって見える。
【０００５】
　このような表示色の視野角依存性を改善するために、図１８に示すように、共通電極２
６に設けられるスリット２７の延在方向を、赤、緑、青のサブ画素４Ｒ，４Ｇ，４Ｂのそ
れぞれで交互に異ならせる構成が提案されている（特許文献１参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－２９０７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記構成では、隣接するサブ画素の境界でスリットが折れ曲がるため、
電界が乱れて液晶のドメインが生じやすいという問題点がある。また、偶数色のサブ画素
を一列に繰り返し配列する場合には、同一色のサブ画素間で液晶の配向方向が揃ってしま
い、表示色の視野角依存性が改善されないという問題点がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の形
態又は適用例として実現することが可能である。
　本発明に係る電界駆動型装置の形態は、第１の色に対応する第１のサブ画素と前記第１
の色とは異なる第２の色に対応する第２のサブ画素とを含む画素が、画素領域においてマ
トリクス状に複数配置された電界駆動型装置であって、基板の主面上に形成された画素電
極と、少なくとも一部が前記基板の主面の垂直方向から見た平面視で前記画素電極に重な
るように形成され、複数のスリットを有する共通電極と、を備え、前記複数のスリットの
各々の少なくとも一部が、前記平面視で前記画素電極と重なり、前記複数のスリットは、
一の前記画素に設けられた複数の第１のスリットと一の前記画素に隣接する他の前記画素
に設けられた複数の第２のスリットとを含み、一の前記画素において、前記複数の第１の
スリットの各々の少なくとも一部は、少なくとも前記第１のサブ画素及び前記第２のサブ
画素に対応して連続して形成されており、他の前記画素において、前記複数の第２のスリ
ットの各々の少なくとも一部は、少なくとも前記第１のサブ画素及び前記第２のサブ画素
に対応して連続して形成されており、前記複数の第１のスリットの各々の少なくとも一部
は、第１の方向に延在し、前記複数の第２のスリットの各々の少なくとも一部は、前記第
１の方向に交差する第２の方向に延在し、一の前記画素において、前記複数の第１のスリ
ットの各々の前記複数の第２のスリットに最も近い端部である第１の端部に対応して前記
第１のサブ画素が配置され、他の前記画素において、前記複数の第２のスリットの各々の
前記複数の第１のスリットに最も近い端部である第２の端部に対応して前記第２のサブ画
素が配置されていること、を特徴とする。
　上記の電界駆動型装置において、前記第１の端部と前記第２の端部とは、前記複数の画
素のうち互いに隣接する二つの画素の境界線を挟んで反対に位置していてもよい。
　上記の電界駆動型装置において、前記複数の第１のスリットと前記複数の第２のスリッ
トとは前記境界線を挟んで対称となるように形成されていてもよい。
　上記の電界駆動型装置において、前記複数の画素の各々は、平行四辺形の形状を有して
おり、前記複数の第１のスリットの各々の少なくとも一部と前記平行四辺形の一辺とは互
いに平行であってもよい。
　上記の電界駆動型装置において、前記複数の第１のスリットと前記複数の第２のスリッ
トとは前記境界線を挟んで対称となるように形成されていてもよい。
　本発明に係る液晶装置の形態は、第１の色に対応する第１のサブ画素と前記第１の色と
は異なる第２の色に対応する第２のサブ画素とを含む画素が、画素領域においてマトリク
ス状に複数配置された液晶装置であって、基板の主面上に形成された画素電極と、少なく
とも一部が前記基板の主面の垂直方向から見た平面視で前記画素電極に重なるように形成
され、複数のスリットを有する共通電極と、前記画素電極と前記共通電極との電位差に起
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因して生じた電界により駆動される液晶と、を備え、前記複数のスリットの各々の少なく
とも一部が、前記平面視で前記画素電極と重なり、前記複数のスリットは、一の前記画素
に設けられた複数の第１のスリットと一の前記画素に隣接する他の前記画素に設けられた
複数の第２のスリットとを含み、一の前記画素において、前記複数の第１のスリットの各
々の少なくとも一部は、少なくとも前記第１のサブ画素及び前記第２のサブ画素に対応し
て連続して形成されており、他の前記画素において、前記複数の第２のスリットの各々の
少なくとも一部は、少なくとも前記第１のサブ画素及び前記第２のサブ画素に対応して連
続して形成されており、前記複数の第１のスリットの各々の少なくとも一部は、第１の方
向に延在し、前記複数の第２のスリットの各々の少なくとも一部は、前記第１の方向に交
差する第２の方向に延在し、一の前記画素において、前記複数の第１のスリットの各々の
前記複数の第２のスリットに最も近い端部である第１の端部に対応して前記第１のサブ画
素が配置され、他の前記画素において、前記複数の第２のスリットの各々の前記複数の第
１のスリットに最も近い端部である第２の端部に対応して前記第２のサブ画素が配置され
ていること、を特徴とする。
　上記の液晶装置において、前記第１の方向と前記第２の方向とがなす角は、０度より大
きく４５度未満であってもよい。
　上記の液晶装置において、前記液晶は、正の誘電異方性を有していてもよい。
　上記の液晶装置において、前記第１の方向と前記第２の方向とがなす角は、４５度より
大きく９０度未満であってもよい。
　上記の液晶装置において、前記液晶は、負の誘電異方性を有していてもよい。
　上記の電界駆動型装置及び液晶装置を電子機器の表示部に利用することができる。
【０００９】
　［適用例１］互いに異なる色に対応する２以上のサブ画素から構成される画素が、基板
上の画素領域においてマトリクス状に複数配置された電界駆動型装置であって、前記基板
上に、前記サブ画素ごとに形成された画素電極と、前記基板上のうち前記画素電極上に、
少なくとも一部が平面視で前記画素電極に重なるように形成され、複数のスリットを有す
る共通電極と、前記基板上の、前記画素電極と前記共通電極との間に形成された絶縁層と
、前記画素電極と前記共通電極との間の電位差に起因して生じた電界により駆動される物
質と、を備え、前記複数のスリットは、少なくとも一部が平面視で前記画素電極に重なり
、前記スリットの少なくとも一部は、前記サブ画素内において互いに平行であるとともに
、一の前記画素に含まれかつ互いに隣接する複数の前記サブ画素にわたって一直線状に連
続している連続部を有しており、一の前記画素に含まれる前記連続部の延在方向と、当該
画素に隣接する少なくとも一つの前記画素に含まれる前記連続部の延在方向とが互いに異
なる電界駆動型装置。
【００１０】
　このような構成によれば、スリットの連続部の延在方向が隣接画素間で異なることとな
る。このため、各画素の同一の色に対応するサブ画素の間でも、スリットの延在方向を異
ならせることができる。これにより、同一色のサブ画素間で、物質に印加される電界の方
向を異ならせることができ、表示色の視野角依存性を軽減させることができる。また、ス
リットが複数個分のサブ画素にわたって連続することとなるため、各サブ画素に独立した
スリットが設けられている構成と比較して、電界を乱すスリットの端部の数を低減させる
ことができる。これにより、電界が乱れる領域の面積を低減させることができ、電界駆動
型装置の表示品位を向上させることが可能となる。
【００１１】
　［適用例２］上記電界駆動型装置であって、一の前記画素に含まれる前記連続部の延在
方向と、当該画素に隣接する少なくとも一つの前記画素に含まれる前記連続部の延在方向
とは、前記画素の境界線に対して対称である電界駆動型装置。
【００１２】
　このような構成によれば、各画素において物質に印加される電界の方向が、境界線に対
して等しい角度をなすこととなる。これにより、視野角依存性を軽減しつつ、各サブ画素
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の物質に対して均一に作用する電界を印加することができる。
【００１３】
　［適用例３］上記電界駆動型装置であって、前記画素は平行四辺形であり、前記スリッ
トは、前記平行四辺形の辺の一つに平行である電界駆動型装置。
【００１４】
　このような構成によれば、画素の２辺がスリットと平行になるため、当該２辺がスリッ
トと非平行となる場合と比較して、画素内において電界が乱れる領域の面積を低減させる
ことができる。
【００１５】
　［適用例４］上記電界駆動型装置であって、前記連続部の延在方向は、一列に隣接する
ｎ個の前記画素のそれぞれにおいて異なり、前記延在方向が同一である前記連続部が、前
記画素の列においてｎ画素ごとに繰り返し配置されている電界駆動型装置。
【００１６】
　このような構成によれば、電界の方向を画素ごとに種々に変化させることができる。こ
れにより、視野角依存性をさらに軽減させることができる。
【００１７】
　［適用例５］上記電界駆動型装置において、前記連続部は、各前記画素の全体にわたっ
て延在している電界駆動型装置。
【００１８】
　このような構成によれば、各画素内においてスリットが折れ曲がることがなく、また各
画素の外縁部を除いた領域にはスリットの端部が配置されることがない。これにより、電
界が乱れる領域の面積を低減させることができ、電界駆動型装置の表示品位を向上させる
ことが可能となる。
【００１９】
　［適用例６］互いに異なる色に対応する２以上のサブ画素から構成される画素が、基板
上の画素領域においてマトリクス状に複数配置された液晶装置であって、前記基板上に、
前記サブ画素ごとに形成された画素電極と、前記基板上のうち前記画素電極上に、少なく
とも一部が平面視で前記画素電極に重なるように形成され、複数のスリットを有する共通
電極と、前記基板上の、前記画素電極と前記共通電極との間に形成された絶縁層と、前記
画素電極と前記共通電極との間の電位差に起因して生じた電界により駆動される液晶と、
を備え、前記複数のスリットは、少なくとも一部が平面視で前記画素電極に重なり、前記
スリットの少なくとも一部は、前記サブ画素内において互いに平行であるとともに、一の
前記画素に含まれかつ互いに隣接する複数の前記サブ画素にわたって一直線状に連続して
いる連続部を有しており、一の前記画素に含まれる前記連続部の延在方向と、当該画素に
隣接する少なくとも一つの前記画素に含まれる前記連続部の延在方向とが互いに異なって
おり、かつ前記電界の非印加時における前記液晶の配向方向に対して対称である液晶装置
。
【００２０】
　このような構成によれば、スリットの連続部の延在方向が隣接画素間で異なることとな
る。このため、各画素の同一の色に対応するサブ画素の間でも、スリットの延在方向を異
ならせることができる。これにより、同一色のサブ画素間で、液晶に印加される電界の方
向を異ならせることができ、表示色の視野角依存性を軽減させることができる。また、上
記構成によれば、各画素において液晶に印加される電界の方向が、電界非印加時の配向方
向に対して等しい角度をなすこととなる。これにより、視野角依存性を軽減しつつ、各サ
ブ画素の液晶に対して均一な配向の変化（液晶分子の回転）を与える電界を印加すること
ができる。また、スリットが複数個分のサブ画素にわたって連続することとなるため、各
サブ画素に独立したスリットが設けられている構成と比較して、液晶の配向を乱すスリッ
トの端部の数を低減させることができる。これにより、液晶の配向が乱れる領域の面積を
低減させることができ、液晶装置の表示品位及び透過率を向上させることが可能となる。
【００２１】
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　［適用例７］上記液晶装置であって、前記連続部の延在方向と前記配向方向とのなす角
は、０度より大きくかつ４５度未満であり、前記液晶は、正の誘電率異方性を有している
液晶装置。
【００２２】
　このような構成によれば、電界による液晶分子の回転角度を４５度未満とすることがで
き、また回転方向を一様にすることができる。これにより、上記回転方向の不均一に起因
するドメインの発生を抑制することができる。
【００２３】
　［適用例８］上記液晶装置であって、前記連続部の延在方向と前記配向方向とのなす角
は、４５度より大きくかつ９０度未満であり、前記液晶は、負の誘電率異方性を有してい
る液晶装置。
【００２４】
　このような構成によれば、電界による液晶分子の回転角度を４５度未満とすることがで
き、また回転方向を一様にすることができる。これにより、上記回転方向の不均一に起因
するドメインの発生を抑制することができる。
【００２５】
　［適用例９］上記液晶装置であって、前記配向方向と平行に配置された走査線を有して
いる液晶装置。
【００２６】
　このような構成によれば、画素領域内の有効表示面積を低減させることなく走査線を配
置することができる。
【００２７】
　［適用例１０］上記液晶装置であって、前記配向方向と平行に配置された信号線を有し
ている液晶装置。
【００２８】
　このような構成によれば、画素領域内の有効表示面積を低減させることなく信号線を配
置することができる。
【００２９】
　［適用例１１］上記電界駆動型装置を表示部に備える電子機器。
【００３０】
　このような構成によれば、表示色の視野角依存性が少ない表示を行うことができる。
【００３１】
　［適用例１２］上記液晶装置を表示部に備える電子機器。
【００３２】
　このような構成によれば、表示色の視野角依存性が少ない表示を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、図面を参照し、電界駆動型装置、液晶装置及び電子機器の実施形態について説明
する。なお、以下に示す各図においては、各構成要素を図面上で認識され得る程度の大き
さとするため、各構成要素の寸法や比率を実際のものとは適宜に異ならせてある。
【００３４】
　（第１の実施形態）
　図１は、電界駆動型装置としての液晶装置１の模式図であり、（ａ）は斜視図、（ｂ）
は（ａ）中のＡ－Ａ線における断面図である。液晶装置１は、枠状のシール材５２を介し
て対向して貼り合わされた素子基板１０ａ及び対向基板２０ａを有している。素子基板１
０ａには、基板としてのガラス基板１０が含まれており、対向基板２０ａには、ガラス基
板２０が含まれている。素子基板１０ａ、対向基板２０ａ、シール材５２によって囲まれ
た空間には、正の誘電率異方性を有する液晶５０が封入されている。素子基板１０ａは、
対向基板２０ａより大きく、一部が対向基板２０ａに対して張り出した状態で貼り合わさ
れている。この張り出した部位には、液晶５０を駆動するためのドライバＩＣ５１が実装
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されている。液晶５０は、「画素電極と共通電極との間の電位差に起因して生じた電界に
より駆動される物質」に対応する。
【００３５】
　液晶５０が封入された領域には、表示に寄与するサブ画素４（図２）がマトリクス状に
多数配置されている。以下では、サブ画素４の集合からなる領域を画素領域５とも呼ぶ。
【００３６】
　図２は、画素領域５の拡大平面図である。画素領域５には、矩形のサブ画素４が多数配
置されている。サブ画素４は、赤、緑、青のいずれかの色の表示に寄与する。以下では、
赤、緑、青の表示を行うサブ画素を特にサブ画素４Ｒ，４Ｇ，４Ｂとも呼ぶ。図１（ｂ）
において、対向基板２０ａを構成するガラス基板２０の液晶５０側表面には、隣接するサ
ブ画素４の間に形成された遮光層１３と、図示しないカラーフィルタとが形成されている
。カラーフィルタは、入射した光の特定の波長成分を吸収することによって透過光を着色
することができる樹脂である。サブ画素４Ｒ，４Ｇ，４Ｂには、それぞれ赤、緑、青に対
応するカラーフィルタが配置される。以下では、サブ画素４Ｒ，４Ｇ，４Ｂのいずれかを
指す場合であっても、対応する色を区別しない場合には、単に「サブ画素４」とも呼ぶ。
【００３７】
　サブ画素４は、マトリクス状に配置されている。以下では、サブ画素４のマトリクスを
規定する方向、すなわちサブ画素４が隣り合うように配列されている２つの直交する方向
を、行方向及び列方向と呼ぶ。ある列に配置されるサブ画素４の色はすべて同一である。
換言すれば、サブ画素４は、対応する色がストライプ状に並ぶように配置されている。ま
た、行方向に並んだ隣り合う３つのサブ画素４Ｒ，４Ｇ，４Ｂの集合によって画素３が構
成される。画素３は、表示の最小単位（ピクセル）となる。液晶装置１は、各画素３にお
いて、サブ画素４Ｒ，４Ｇ，４Ｂの輝度バランスを調節することによって、種々の色の表
示を行うことができる。
【００３８】
　図３は、画素領域５を構成する複数のサブ画素４における各種素子、配線等の等価回路
図である。画素領域５においては、複数本の走査線１２と複数本の信号線１４とが交差す
るように配線され、走査線１２と信号線１４とで区画された領域に画素電極１６がマトリ
クス状に配置されている。そして、走査線１２と信号線１４とが交差する位置の近傍には
、サブ画素４ごとにＴＦＴ（Thin Film Transistor）３０が配置されている。また、ＴＦ
Ｔ３０のドレイン領域には、画素電極１６が電気的に接続されている。
【００３９】
　ＴＦＴ３０は、走査線１２から供給される走査信号Ｇ１，Ｇ２，…，Ｇｍに含まれるＯ
Ｎ信号によってオンとなり、このとき信号線１４に供給された画像信号Ｓ１，Ｓ２，…，
Ｓｎを画素電極１６に供給する。そして、画素電極１６と、共通電極２６（図４、図５）
との間の電圧に応じた電界が液晶５０にかかると、液晶５０の配向状態が変化する。液晶
装置１は、液晶５０の配向状態に応じた偏光変換機能と、液晶装置１の外部に配置された
図示しない偏光板の偏光選択機能とによって透過光を変調することで表示を行う装置であ
る。
【００４０】
　ＴＦＴ３０のドレイン領域には、画素電極１６と並列に蓄積容量７０が電気的に接続さ
れている。蓄積容量７０は、定電位とされた容量線７２に電気的に接続されている。この
蓄積容量７０によって、画素電極１６の電圧は、ソース電圧が印加された時間よりも例え
ば３桁も長い時間にわたって保持される。このように電圧保持特性が改善されると、表示
のコントラスト比が向上する。以上の各種素子、配線等は、主に素子基板１０ａに形成さ
れている。
【００４１】
　次に、サブ画素４の構成要素を、図４及び図５を用いて詳述する。図４は、素子基板１
０ａのうち、１つのサブ画素４に対応する部分を抽出して示す平面図である。また、図５
は、図４中のＢ－Ｂ線の位置における断面図である。以下の説明において「上層」又は「
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下層」とは、図５において相対的に上又は下に形成された層を指す。
【００４２】
　図４に示すように、各サブ画素４には、走査線１２と信号線１４とが交差するように配
置されており、この交差に対応してＴＦＴ３０が形成されている。また、ＴＦＴ３０には
、略長方形の画素電極１６が電気的に接続されている。
【００４３】
　図５に示すように、ガラス基板１０上には、半導体層３１が積層されている。半導体層
３１は、例えばポリシリコン層から構成することができ、走査線１２からの電界によりチ
ャネルが形成されるチャネル領域と、これを挟むソース領域及びドレイン領域とを有して
構成される。また、リーク電流をさらに低減させるために、半導体層３１は、ソース領域
及びドレイン領域の一部に低濃度領域を設けたＬＤＤ（Lightly Doped Drain）構造とす
ることが好ましい。半導体層３１とガラス基板１０との間には、さらに下地絶縁膜や遮光
層等が形成されていてもよい。
【００４４】
　半導体層３１の上層には、酸化シリコン等からなるゲート絶縁膜４２を挟んで、チタン
、クロム、タングステン、タンタル、モリブデン等の高融点金属又はこれらを含む合金等
からなる走査線１２が積層されている。走査線１２は、後述する液晶分子５０ａ（図６）
の配向方向５０ｔ（図４）と平行に配置される。上記の半導体層３１、ゲート絶縁膜４２
、走査線１２から、ＴＦＴ３０が構成される。本実施形態の半導体層３１は、ガラス基板
１０の法線方向から見てＵ字型をなしており、走査線１２は、半導体層３１のＵ字を横切
る方向に形成されている。したがって、ＴＦＴ３０は、走査線１２と半導体層３１とが異
なる２箇所で対向するダブルゲート構造を有している。
【００４５】
　走査線１２の上層には、酸化シリコン等からなる層間絶縁膜４３を挟んで信号線１４が
積層されている。信号線１４は、アルミニウム、クロム、タングステン等の金属又はこれ
らを含む合金等から構成され、遮光性を有する。信号線１４は、図４に示すように走査線
１２と直交するように配置され、半導体層３１のＵ字の一方の先端において半導体層３１
と電気的に接続されている。より詳しくは、信号線１４は、ゲート絶縁膜４２及び層間絶
縁膜４３を貫通して設けられたコンタクトホール２１を介して、半導体層３１のソース領
域と電気的に接続されている。
【００４６】
　信号線１４と同一層には、信号線１４と同一の材料からなる中継電極１５が形成されて
いる。中継電極１５は、半導体層３１のＵ字の他方の先端において、ゲート絶縁膜４２及
び層間絶縁膜４３を貫通して設けられたコンタクトホール２２を介して半導体層３１のド
レイン領域と電気的に接続されている。
【００４７】
　信号線１４及び中継電極１５の上層には、酸化シリコン等からなる層間絶縁膜４４を挟
んで、透光性を有するＩＴＯ（Indium Tin Oxide）からなる画素電極１６が積層されてい
る。画素電極１６は、サブ画素４ごとに独立して設けられている。画素電極１６は、層間
絶縁膜４４に設けられたコンタクトホール２３を介して中継電極１５に電気的に接続され
ている。したがって、画素電極１６は、中継電極１５を介して半導体層３１のドレイン領
域に電気的に接続されている。
【００４８】
　画素電極１６の上層には、酸化シリコン等からなる絶縁層としての層間絶縁膜４５を挟
んでＩＴＯからなる透光性を有する共通電極２６が形成されている。共通電極２６は、図
４においてドットが配された帯状の領域に配置されている。すなわち、共通電極２６は、
画素電極１６上に、少なくとも一部が平面視で画素電極１６に重なるように形成されてい
る。また、層間絶縁膜４５は、画素電極１６と共通電極２６との間に形成されている。共
通電極２６には、平面視で画素電極１６に重なる部分において、多数のスリット２７が設
けられている。各スリット２７は互いに平行であり、一定の間隔をおいて配置されている
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。また、スリット２７は、サブ画素４の短辺に対し（すなわち行方向に対し）約５度傾い
た方向に延設されている。ここで、画素電極１６、共通電極２６及びこれに挟まれた層間
絶縁膜４５は、図３における蓄積容量７０の役割を果たす。また、層間絶縁膜４５は、絶
縁層に対応する。
【００４９】
　共通電極２６上には、ポリイミドからなる配向膜１８が積層されている。配向膜１８は
、液晶５０（図１（ｂ））に接する部材であり、配向膜１８をラビングすることで、駆動
電圧無印加時（すなわち電界の非印加時）に、液晶５０を当該ラビングの方向に沿って配
向させることができる。以下の説明及び各図においては、電界の非印加時における液晶５
０の配向方向を配向方向５０ｔと表記する。本実施形態では、ラビング方向は、サブ画素
４の短辺方向（行方向）と平行である。よって、液晶５０の配向方向５０ｔと走査線１２
とが平行となる。また、液晶５０の配向方向５０ｔとスリット２７の延在方向とがなす角
が約５度となる（図４）。このようにすれば、後述するように画素電極１６と共通電極２
６との間に駆動電圧を印加した際の、液晶分子５０ａ（図６）の回転方向を一様にするこ
とができる。これにより、上記回転方向の不均一に起因するドメインの発生を抑制するこ
とができる。
【００５０】
　なお、液晶５０の配向方向５０ｔ（すなわちラビング方向）は、信号線１４と平行（す
なわち列方向と平行）になるようにしてもよい。この場合は、配向方向５０ｔとスリット
２７の延在方向とのなす角が約８５度となるので、負の誘電率異方性を有する液晶５０を
使用することで液晶分子５０ａの回転角度を４５度未満とすることができ、液晶５０を安
定的に駆動することができる。
【００５１】
　図６は、以上のような構成において、共通電極２６と画素電極１６との間に駆動電圧を
印加した場合に生じる電界の様子を示す模式図である。駆動電圧が印加され、共通電極２
６と画素電極１６との間に電位差が生じると、共通電極２６の上面から出てスリット２７
を通り画素電極１６の上面に至る電気力線を有するような電界が生じる。このとき共通電
極２６の上部、すなわち液晶５０の層においてはガラス基板１０と平行な電界が生じる。
そして、この電界（横電界）の方向は、スリット２７の延在方向に直交する方向である。
液晶５０に含まれる液晶分子５０ａは、この横電界の大きさに応じて、ガラス基板１０に
平行な面内で配向方向を変える。例えば、液晶分子５０ａは、横電界の方向、すなわちス
リット２７の延在方向に直交する方向に配向する。その結果、素子基板１０ａ、対向基板
２０ａの外側に配置された偏光板（不図示）の透過軸との相対角度が変化し、その相対角
度に応じた偏光変換機能に基づいて透過光が変調される。
【００５２】
　このような液晶モードは、ＦＦＳモードと呼ばれる。ＦＦＳモードは、上記のように常
に液晶分子がガラス基板１０に略平行に保たれるため、視角によるリタデーションの変化
が少なく、広視野角な表示を行うことができる。
【００５３】
　図７（ａ）は、隣接する４つの画素３を含む領域における共通電極２６及びスリット２
７の配置の様子を示す平面図である。この図を含む以下の各図における一点鎖線は、隣接
する画素３の境界線を示している。画素領域５は、図７（ａ）に示す２行２列の画素３の
集合が繰り返しの最小単位となっている。この図に示すように、スリット２７は、１つの
画素３に含まれかつ互いに隣接する複数のサブ画素４にわたって一直線状に連続している
連続部を有している。本実施形態では、連続部は、各画素３の全体にわたって延在してい
る。換言すれば、スリット２７は、各画素３に含まれるすべてのサブ画素４にわたって一
直線状に連続している。したがって、本実施形態では、１つの画素３に含まれるスリット
２７の全体が、連続部に対応する。
【００５４】
　また、１つの画素３に含まれるスリット２７の延在方向と、その画素３の上下又は左右
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に隣接する画素３に含まれるスリット２７の延在方向とは、互いに異なっている。具体的
には、隣接する画素３に配置されたスリット２７の延在方向は、画素３の境界線に対して
対称となっている。このため、画素３の行又は列の１つに着目すると、同一の延在方向を
有するスリット２７が、２画素ごとに（すなわち１画素おきに）繰り返し配置されている
。また、電圧無印加時の液晶５０の配向方向５０ｔはサブ画素４の短辺と平行になってお
り、サブ画素４の短辺を挟んで隣接した２つの画素３に着目すると、これらの画素３に配
置されたスリット２７の延在方向は、配向方向５０ｔに対して対称となっている。
【００５５】
　上記は、スリット２７の配置に注目したものであるが、これはそのまま共通電極２６の
配置の特徴ともなる。すなわち、共通電極２６は、画素３の境界線に対して対称に配置さ
れた帯状部２６ａと、帯状部２６ａを連結する接続部２６ｂとからなる。１つの画素３に
含まれる帯状部２６ａの延在方向と、その画素３の上下又は左右に隣接する画素３に含ま
れる帯状部２６ａの延在方向とは、互いに異なっている。具体的には、隣接する画素３に
配置された帯状部２６ａの延在方向は、画素３の境界線に対して対称となっている。この
ため、画素３の行又は列の１つに着目すると、同一の延在方向を有する帯状部２６ａが、
２画素ごとに（すなわち１画素おきに）繰り返し配置されている。また、電圧無印加時の
液晶５０の配向方向５０ｔはサブ画素４の短辺と平行になっており、サブ画素４の短辺を
挟んで隣接した２つの画素３に着目すると、これらの画素３に配置された帯状部２６ａの
延在方向は、配向方向５０ｔに対して対称となっている。接続部２６ｂは、画素３の外周
のうち、サブ画素４の長辺を含む部分にのみ配置されている。帯状部２６ａ及び接続部２
６ｂに囲まれた領域（開口部）が、スリット２７となる。
【００５６】
　以上のような構成によれば、同一の色に対応するサブ画素４の間で、スリット２７の延
在方向（すなわち連続部の延在方向）を異ならせることができる。例えば、ある画素３に
含まれるサブ画素４Ｒと、これに隣接する画素３に含まれるサブ画素４Ｒとでは、スリッ
ト２７の延在方向が異なる。これにより、同一色のサブ画素４の間で、液晶５０に印加さ
れる電界の方向を異ならせることができる。複数のサブ画素４の間で電界の方向が異なる
と、液晶分子５０ａの配向方向が場所によって異なるようになるため、巨視的に見た場合
に、視角による液晶分子５０ａの見た目の屈折率の変化量が小さくなる。これにより、表
示色の視野角依存性を軽減させることができる。
【００５７】
　このとき、電界非印加時の液晶５０の配向方向５０ｔと、スリット２７の延在方向とが
なす角は、すべてのサブ画素４において等しく、本実施形態では約５度である。したがっ
て、配向方向５０ｔと、印加される電界（横電界）の方向とがなす角もすべてのサブ画素
４において等しくなる。このため、視野角依存性を軽減しつつ、各サブ画素４の液晶５０
に対して均一な配向の変化（液晶分子５０ａの回転）を生じさせることができる。ここで
、配向の変化が均一であるとは、同じ大きさの電界が印加されたときの液晶分子５０ａの
回転量が同じであることをいう。
【００５８】
　また、スリット２７が連続部を含んでおり、複数個分のサブ画素４にわたって連続する
こととなるため、各サブ画素４内に独立したスリット２７が設けられている構成と比較し
て、液晶５０の配向を乱すスリット２７の端部の数を低減させることができる。これによ
り、液晶５０の配向が乱れる領域の面積を低減させることができ、液晶装置１の表示品位
及び透過率を向上させることが可能となる。
【００５９】
　上記構成に代えて、共通電極２６及びスリット２７は、図７（ｂ）のように配置しても
よい。この図においては、共通電極２６の接続部２６ｂが、画素３の外周の一部のみでな
く、各サブ画素４の外周の一部にも配置されている。より詳しくは、上下方向に隣接する
スリット２７の端部が、サブ画素４の幅の分だけずれるようになっている。このような構
成によれば、スリット２７の端部における電界の乱れの影響が、サブ画素４Ｒ，４Ｇ，４
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Ｂのすべてに均等に及ぶようになる。これにより、表示ムラやざらつき感等による表示品
位の低下を防止することができる。また、この構成によっても、スリット２７は各画素３
において連続部を有するため、液晶５０の配向が乱れる領域の面積を低減させることがで
きる。なお、共通電極２６の抵抗が十分に低い場合等においては、接続部２６ｂを設けな
い構成とすることもできる。このようにすれば、液晶５０の配向乱れをより低減させるこ
とができる。
【００６０】
　（第２の実施形態）
　続いて、第２の実施形態について説明する。本実施形態に係る液晶装置１は、第１の実
施形態から、各画素３に含まれるサブ画素４の数及びスリット２７の配置に変更を加えた
ものであり、その他の点は第１の実施形態と共通である。以下の説明に用いる各図におい
ては、第１の実施形態と同じ要素には同じ符号を付すことにして、その説明は省略する。
【００６１】
　図８（ａ）は、第２の実施形態に係る液晶装置１における共通電極２６及びスリット２
７の配置の様子を示す拡大平面図である。この図には、一列に隣接した４つの画素３が描
かれている。本実施形態では、各画素３は、２つのサブ画素４Ｒ，４Ｇからなる。そして
、スリット２７の配置は、図７（ａ）と同様の規則で配置されている。すなわち、スリッ
ト２７は、液晶５０の配向方向５０ｔに対して約５度の角度をなしており、かつ複数のサ
ブ画素４にわたって一直線状に連続した連続部を有している。本実施形態においても、当
該連続部は各画素３の全体にわたって延在している。すなわち、スリット２７は各画素３
に含まれるすべてのサブ画素４にわたって一直線状に連続している。また、隣接画素３の
スリット２７（連続部）の延在方向は、互いに異なっており、より詳しくは画素３の境界
線及び液晶５０の配向方向５０ｔに対して対称となっている。
【００６２】
　共通電極２６を構成する帯状部２６ａ、接続部２６ｂに着目すると、帯状部２６ａは、
液晶５０の配向方向５０ｔに対して約５度の角度をなしており、かつ複数のサブ画素４に
わたって一直線状に連続している。詳しくは、帯状部２６ａは、各画素３に含まれるすべ
てのサブ画素４にわたって一直線状に連続している。また、隣接画素３の帯状部２６ａの
延在方向は、互いに異なっており、より詳しくは画素３の境界線及び液晶５０の配向方向
５０ｔに対して対称となっている。接続部２６ｂは、画素３の外周のうち、サブ画素４の
長辺を含む部分にのみ配置されている。
【００６３】
　このような構成によれば、スリット２７の延在方向（すなわち連続部の延在方向）が画
素３ごとに異なっているため、偶数色のサブ画素４を一列に繰り返し配列する構成であっ
ても、同一色のサブ画素４の間で、液晶５０に印加される電界の方向を異ならせることが
できる。これにより、表示色の視野角依存性を軽減させることができる。また、各サブ画
素４において、液晶５０の配向方向５０ｔと印加される電界の方向とのなす角を均一とす
ることができる。加えて、スリット２７が連続部を含んでおり、２個分のサブ画素４にわ
たって連続することとなるため、各画素３において、液晶５０の配向を乱すスリット２７
の端部の数を低減させることができる。これにより、液晶５０のドメインを低減させるこ
とができ、液晶装置１の表示品位及び透過率を向上させることが可能となる。
【００６４】
　上記構成に代えて、共通電極２６及びスリット２７は、図８（ｂ）のように配置しても
よい。この図においては、スリット２７及び共通電極２６の帯状部２６ａの延在方向が、
画素３の境界線を挟んで隣接する２つのサブ画素４にわたって等しくなっているとともに
、同一画素３内のサブ画素４Ｒ，４Ｇの間では延在方向が異なっている。このような構成
によっても、同一色のサブ画素４の間で、液晶５０に印加される電界の方向を異ならせる
ことができ、表示色の視野角依存性を軽減させることが可能となる。
【００６５】
　（第３の実施形態）
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　続いて、第３の実施形態について説明する。本実施形態に係る液晶装置１は、第１の実
施形態から、各画素３に含まれるサブ画素４の数及びスリット２７の配置に変更を加えた
ものであり、その他の点は第１の実施形態と共通である。以下の説明に用いる各図におい
ては、第１の実施形態と同じ要素には同じ符号を付すことにして、その説明は省略する。
【００６６】
　図９（ａ）は、第３の実施形態に係る液晶装置１における共通電極２６及びスリット２
７の配置の様子を示す拡大平面図である。この図には、左右方向に隣接する２つの画素３
が描かれている。本実施形態では、各画素３は、一列に並んだ、赤、緑、青、シアンの４
つのサブ画素４Ｒ，４Ｇ，４Ｂ，４Ｃからなる。そして、スリット２７及び共通電極２６
の帯状部２６ａの配置は、図７（ａ）と同様の規則で配置されている。すなわち、スリッ
ト２７及び帯状部２６ａは、液晶５０の配向方向５０ｔに対して約５度の角度をなしてお
り、かつ複数のサブ画素４にわたって一直線状に連続した連続部を有している。本実施形
態においても、当該連続部は各画素３の全体にわたって延在している。すなわち、スリッ
ト２７及び帯状部２６ａは各画素３に含まれるすべてのサブ画素４にわたって一直線状に
連続している。また、隣接画素３のスリット２７（連続部）及び帯状部２６ａの延在方向
は、互いに異なっており、より詳しくは画素３の境界線及び液晶５０の配向方向５０ｔに
対して対称となっている。
【００６７】
　このような構成によれば、スリット２７の延在方向（すなわち連続部の延在方向）が画
素３ごとに異なっているため、偶数色のサブ画素４を一列に繰り返し配列する構成であっ
ても、同一色のサブ画素４の間で、液晶５０に印加される電界の方向を異ならせることが
できる。これにより、表示色の視野角依存性を軽減させることができる。また、各サブ画
素４において、液晶５０の配向方向５０ｔと印加される電界の方向とのなす角を均一とす
ることができる。加えて、スリット２７が連続部を含んでおり、４個分のサブ画素４にわ
たって連続することとなるため、各画素３において、液晶５０の配向を乱すスリット２７
の端部の数を低減させることができる。これにより、液晶５０のドメインを低減させるこ
とができ、液晶装置１の表示品位及び透過率を向上させることが可能となる。
【００６８】
　上記構成に代えて、共通電極２６及びスリット２７は、図９（ｂ）のように配置しても
よい。この図においては、スリット２７及び帯状部２６ａが、画素３の両端を除いた２つ
のサブ画素４、すなわちサブ画素４Ｇ，４Ｂにわたって一直線状に連続している。よって
、この図の構成においては、スリット２７のうちサブ画素４Ｇ，４Ｂにわたって設けられ
た部分（図中、符号２６ｃを付した範囲）が連続部に対応する。一方、サブ画素４Ｒ，４
Ｇの間、サブ画素４Ｂ，４Ｃの間、及び画素３の境界線を挟んで隣接する２つのサブ画素
４Ｃ，４Ｒの間では、スリット２７及び帯状部２６ａの延在方向が異なっている。このよ
うな構成によれば、隣接する画素３の間で、スリット２７の連続部の延在方向が互いに異
なっており、また連続部以外の部分、すなわちサブ画素４Ｒ，４Ｃに配置されたスリット
２７の延在方向もそれぞれ互いに異なっている。より詳しくは、上記延在方向はいずれも
画素３の境界線に対して対称となっている。これにより、同一色のサブ画素４の間で、液
晶５０に印加される電界の方向を異ならせることができ、表示色の視野角依存性を軽減さ
せることが可能となる。
【００６９】
　（第４の実施形態）
　続いて、第４の実施形態について説明する。本実施形態に係る液晶装置１は、第１の実
施形態から、画素３の形状に変更を加えたものであり、その他の点は第１の実施形態と共
通である。以下の説明に用いる各図においては、第１の実施形態と同じ要素には同じ符号
を付すことにして、その説明は省略する。
【００７０】
　図１０は、第４の実施形態に係る液晶装置１における画素３の形状及び共通電極２６、
スリット２７の配置の様子を示す拡大平面図である。この図には、２行２列に配列された
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４つの画素３が描かれている。本実施形態では、各画素３は平行四辺形をなしている。詳
しくは、サブ画素４の長辺を含む辺を挟んで隣接する画素３は、当該辺に対して対称な平
行四辺形をなしており、サブ画素４の短辺を含む辺を挟んで隣接する画素３は、互いに合
同な平行四辺形となっている。そして、スリット２７及び共通電極２６の帯状部２６ａは
、上記平行四辺形のうち、サブ画素４の短辺を含む辺に平行となるように形成されており
、各スリット２７及び帯状部２６ａは、画素３の全体にわたって一直線に連続した連続部
を含んでいる。ここで、液晶５０の配向方向５０ｔは、サブ画素４の長辺に垂直な方向で
ある。この配向方向５０ｔと、スリット２７及び帯状部２６ａの延在方向（すなわちサブ
画素４の短辺方向）とは、約５度の角度をなしている。
【００７１】
　このような構成によれば、画素３の外周のうちの２辺と、スリット２７とが平行になる
ため、当該２辺がスリット２７と非平行となる場合と比較して、画素３内において電界が
乱れる領域の面積を低減させることができる。つまり、画素３内において、方向がより均
一な電界を印加することができる。また、スリット２７が連続部を含んでおり、３つのサ
ブ画素４にわたって連続することとなるため、電界の乱れる領域の面積を低減させること
ができる。このため、液晶５０の配向乱れを抑制することができ、液晶装置１の表示品位
及び透過率を向上させることが可能となる。
【００７２】
　また、同一の色に対応するサブ画素４の間で、スリット２７の延在方向が異なっている
ため、これら同一色のサブ画素４の間で、液晶５０に印加される電界の方向を異ならせる
ことができる。これにより、表示色の視野角依存性を軽減させることができる。
【００７３】
　（第５の実施形態）
　続いて、第５の実施形態について説明する。本実施形態に係る液晶装置１は、第４の実
施形態から、各画素３に含まれるサブ画素４の数を２つに変更したものであり、その他の
点は第４の実施形態と共通である。
【００７４】
　図１１は、第５の実施形態に係る液晶装置１における画素３の形状及び共通電極２６、
スリット２７の配置の様子を示す拡大平面図である。この図には、一列に隣接する３つの
画素３が描かれている。本実施形態では、各画素３は、２つのサブ画素４Ｒ，４Ｇからな
る。画素３の形状及びスリット２７、共通電極２６の帯状部２６ａの配置の規則は、図１
０と同様である。すなわち、各画素３は平行四辺形をなしており、サブ画素４の長辺を含
む辺を挟んで隣接する画素３は、当該辺に対して対称な平行四辺形をなしている。そして
、スリット２７及び帯状部２６ａは、上記平行四辺形のうち、サブ画素４の短辺を含む辺
に平行となるように形成されており、各スリット２７及び帯状部２６ａは、画素３の全体
にわたって一直線に連続した連続部を含んでいる。液晶５０の配向方向５０ｔは、サブ画
素４の長辺に垂直な方向である。また、この配向方向５０ｔと、スリット２７及び帯状部
２６ａの延在方向（すなわちサブ画素４の短辺方向）とは、約５度の角度をなしている。
【００７５】
　このような構成によれば、画素３の外周のうちの２辺と、スリット２７とが平行になる
ため、当該２辺がスリット２７と非平行となる場合と比較して、画素３内において電界が
乱れる領域の面積を低減させることができる。また、スリット２７の延在方向が画素３ご
とに異なっているため、偶数色のサブ画素４を一列に繰り返し配列する構成であっても、
同一色のサブ画素４の間で、液晶５０に印加される電界の方向を異ならせることができる
。これにより、表示色の視野角依存性を軽減させることができる。
【００７６】
　（第６の実施形態）
　続いて、第６の実施形態について説明する。本実施形態に係る液晶装置１は、第５の実
施形態から、各画素３に含まれるサブ画素４の数を４つに変更したものであり、その他の
点は第５の実施形態と共通である。
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【００７７】
　図１２（ａ）は、第６の実施形態に係る液晶装置１における画素３の形状及び共通電極
２６、スリット２７の配置の様子を示す拡大平面図である。この図には、左右方向に隣接
する２つの画素３が描かれている。各画素３は、一列に並んだ、赤、緑、青、シアンの４
つのサブ画素４Ｒ，４Ｇ，４Ｂ，４Ｃからなる。画素３の形状及びスリット２７、共通電
極２６の帯状部２６ａの配置の規則は、図１１と同様である。すなわち、各画素３は平行
四辺形をなしており、サブ画素４の長辺を含む辺を挟んで隣接する画素３は、当該辺に対
して対称な平行四辺形をなしている。そして、スリット２７及び帯状部２６ａは、上記平
行四辺形のうち、サブ画素４の短辺を含む辺に平行となるように形成されており、各スリ
ット２７及び帯状部２６ａは、画素３の全体にわたって一直線に連続した連続部を含んで
いる。液晶５０の配向方向５０ｔは、サブ画素４の長辺に垂直な方向である。また、この
配向方向５０ｔと、スリット２７及び帯状部２６ａの延在方向（すなわちサブ画素４の短
辺方向）とは、約５度の角度をなしている。
【００７８】
　このような構成によれば、画素３の外周のうちの２辺と、スリット２７とが平行になる
ため、当該２辺がスリット２７と非平行となる場合と比較して、画素３内において電界が
乱れる領域の面積を低減させることができる。また、スリット２７の延在方向が画素３ご
とに異なっているため、偶数色のサブ画素４を一列に繰り返し配列する構成であっても、
同一色のサブ画素４の間で、液晶５０に印加される電界の方向を異ならせることができる
。これにより、表示色の視野角依存性を軽減させることができる。
【００７９】
　上記構成に代えて、共通電極２６及びスリット２７は、図１２（ｂ）のように配置して
もよい。この図には、左右方向に隣接する４つの画素３が描かれている。ここで、各画素
３に含まれる４つのサブ画素４は、２行２列のマトリクス状に配列されている。すなわち
、各画素３の左上にサブ画素４Ｒ、右上にサブ画素４Ｇ、左下にサブ画素４Ｂ、右下にサ
ブ画素４Ｃが配置されている。このような構成によれば、図１２（ａ）の配置と比較して
、図の左右方向、すなわちスリット２７の延在方向についての画素３の配置ピッチを短く
することができる。これにより、画素３の列の上辺及び下辺に現れる凹凸を小さくするこ
とができ、液晶装置１の表示品位を向上させることができる。
【００８０】
　（第７の実施形態）
　続いて、第７の実施形態について説明する。本実施形態は、第１の実施形態から、スリ
ット２７の配置及び液晶５０の配向方向５０ｔに変更を加えたものであり、その他の点は
第１の実施形態と共通である。
【００８１】
　図１３（ａ），（ｂ）及び図１４は、第７の実施形態に係る液晶装置１における画素３
の形状及び共通電極２６、スリット２７の配置の様子を示す拡大平面図である。これらの
図には、２行２列に配列された４つの画素３が描かれている。ここで、各画素３は、３色
のサブ画素４Ｒ，４Ｇ，４Ｂから構成されている。
【００８２】
　図１３（ａ），（ｂ）では、共通電極２６のスリット２７及び帯状部２６ａが、サブ画
素４の長辺に対して約５度の角度をなすように設けられている。また、液晶５０の配向方
向５０ｔは、サブ画素４の長辺と平行である。したがって、スリット２７及び帯状部２６
ａと、液晶５０の配向方向５０ｔとがなす角は約５度である。
【００８３】
　図１３（ａ）では、各画素３に含まれるスリット２７及び帯状部２６ａは、画素３の外
周のうちサブ画素４の短辺を含む辺に対して対称に配置されている。また、スリット２７
及び帯状部２６ａは、各画素３内においては互いに平行に配置されている。
【００８４】
　図１３（ｂ）では、各画素３に含まれるスリット２７及び帯状部２６ａは、図１３（ａ
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）と同様に、画素３の外周のうちサブ画素４の短辺を含む辺に対して対称に配置されてい
る。また、各サブ画素４に配置されたスリット２７及び帯状部２６ａは、隣接するサブ画
素４の長辺に対して対称に配置されている。
【００８５】
　図１４では、各画素３は平行四辺形をなしており、サブ画素４の短辺を含む辺を挟んで
隣接する画素３は、当該辺に対して対称な平行四辺形をなしている。そして、スリット２
７及び帯状部２６ａは、上記平行四辺形のうち、サブ画素４の長辺を含む辺に平行となる
ように形成されている。液晶５０の配向方向５０ｔは、サブ画素４の短辺と垂直であり、
かつ長辺に対して約５度の角度をなしている。したがって、スリット２７及び帯状部２６
ａと、液晶５０の配向方向５０ｔとがなす角は約５度である。
【００８６】
　以上のような図１３（ａ），（ｂ）及び図１４の構成によれば、同一の色に対応するサ
ブ画素４の間で、スリット２７及び帯状部２６ａの延在方向が異なっているため、これら
同一色のサブ画素４の間で、液晶５０に印加される電界の方向を異ならせることができる
。これにより、表示色の視野角依存性を軽減させることができる。
【００８７】
　（電子機器）
　上述した電圧駆動型装置としての液晶装置１は、例えば、図１６に示すような、電子機
器としての携帯電話機１００に搭載して用いることができる。携帯電話機１００は、表示
部１１０及び操作ボタン１２０を有している。表示部１１０は、内部に組み込まれた液晶
装置１によって、操作ボタン１２０で入力した内容や着信情報を始めとする様々な情報に
ついて、表示色の視野角依存性の少ない、高品位な表示を行うことができる。
【００８８】
　なお、液晶装置１は、上記携帯電話機１００の他、モバイルコンピュータ、デジタルカ
メラ、デジタルビデオカメラ、車載機器、オーディオ機器などの各種電子機器に用いるこ
とができる。
【００８９】
　上記実施形態に対しては、様々な変形を加えることができる。変形例としては、例えば
以下のようなものが考えられる。
【００９０】
　（変形例１）
　上記実施形態では、画素３の列において、延在方向が同一であるスリット２７が２画素
ごとに（すなわち１画素おきに）繰り返し配置される構成が示されているが、これに限定
する趣旨ではない。例えば、一列に隣接する３個の画素３のそれぞれにおいてスリット２
７（又はスリット２７に含まれる連続部）の延在方向が互いに異なるように構成し、延在
方向が同一であるスリット２７（又は連結部）が３画素ごとに繰り返し配置される構成と
することもできる。又は、一列に隣接するｎ個の画素３のそれぞれにおいてスリット２７
（又は連結部）の延在方向が互いに異なるように構成し、延在方向が同一であるスリット
２７（又は連結部）がｎ画素ごとに繰り返し配置されるような構成とする。このような構
成によれば、電界の方向を画素３ごとに種々に変化させることができる。これにより、視
野角依存性をさらに軽減させることができる。
【００９１】
　（変形例２）
　上記実施形態には、液晶５０の配向方向５０ｔが隣接する画素３の境界線に平行となる
構成が含まれているが、配向方向５０ｔは必ずしも上記境界線と平行でなくともよく、当
該境界線に対して一定の角度を有していてもよい。この場合、隣接する画素３に含まれる
スリット２７は、その延在方向が液晶５０の配向方向５０ｔに対して対称となるように配
置する。このような構成によっても、表示色の視野角依存性を軽減することができる。
【００９２】
　（変形例３）
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　上記実施形態には、共通電極２６の接続部２６ｂが隣接する画素３の外周にのみ配置さ
れる構成が含まれているが、これに限定する趣旨ではない。いずれの実施形態についても
、図７（ｂ）に示すように、接続部２６ｂを各サブ画素４の外周の一部にも配置する構成
とすることができる。このようにすれば、スリット２７の端部における電界の乱れの影響
が、各サブ画素４に均等に及ぶようにすることができる。これにより、表示ムラやざらつ
き感等による表示品位の低下を防止することができる。
【００９３】
　（変形例４）
　上記実施形態には、赤、緑、青、シアンの４色のサブ画素４を有する構成が含まれてい
るが、これ以外の組合せの４色であってもよい。４色の組合せのその他の例としては、赤
、黄緑、青、エメラルドグリーンの４色とすることができる。この他にも、波長に応じて
色相が変化する可視光領域（３８０～７８０ｎｍ）のうち、青系の色相の表示、赤系の色
相の表示と、青から黄までの色相の中で選択された２種の色相の表示からなるように選択
することができる。ここで「系」との語を用いているが、例えば青系であれば純粋の青の
色相に限定されるものでなく、青紫や青緑等を含むものである。赤系の色相であれば、赤
に限定されるものでなく橙を含む。
【００９４】
　（変形例５）
　サブ画素４は正確な矩形又は平行四辺形でなくてもよい。サブ画素４の形状としては、
例えば、矩形又は平行四辺形を基本形として、このうち対向する２辺のうちの１つを非平
行とした台形状のもの、又はいずれかの辺を曲線としたもの、あるいは矩形の四隅のうち
の１箇所を切り欠いた形状のもの等であってもよい。
【００９５】
　（変形例６）
　上記実施形態では、液晶５０の配向方向とスリット２７（又はスリット２７に含まれる
連続部）とのなす角を約５度としているが、これに限定する趣旨ではなく、必要に応じて
任意の角度とすることができる。例えば、スリット２７（連続部）の延在方向と液晶５０
の配向方向５０ｔとのなす角が、０度より大きくかつ４５度未満である場合には正の誘電
率異方性を有する液晶５０を使用し、スリット２７（連続部）の延在方向と液晶５０の配
向方向５０ｔとのなす角が、４５度より大きくかつ９０度未満である場合には負の誘電率
異方性を有する液晶５０を使用する。このようにすれば、電界による液晶分子５０ａの回
転角度を４５度未満とすることができ、また回転方向を一様にすることができる。これに
より、上記回転方向の不均一に起因するドメインの発生を抑制することができる。
【００９６】
　（変形例７）
　上記実施形態では、ある画素３と、当該画素３の上下左右に隣接する４つの画素３とに
含まれるスリット２７（連続部）の延在方向が互いに異なる構成や、ある画素３と、当該
画素の上下又は左右に隣接する２つの画素３とに含まれるスリット２７（連続部）の延在
方向が互いに異なる構成が示されているが、これに限定する趣旨ではない。例えば、ある
画素３と、当該画素３に隣接する画素３のうちの少なくとも１つとに含まれるスリット２
７（連続部）の延在方向が互いに異なる構成であればよい。このような構成によっても、
同一色のサブ画素４の間で、液晶５０に印加される電界の方向を異ならせることができ、
表示色の視野角依存性を軽減させることが可能となる。
【００９７】
　（変形例８）
　上記実施形態では、電界駆動型装置の一例として液晶装置１について説明したが、これ
に限定する趣旨ではない。電界駆動型装置は、画素電極１６と共通電極２６との間の電位
差（駆動電圧）に起因して生じる電界によって物質を駆動する構成であればよく、液晶装
置に限定されない。
【００９８】
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　（変形例９）
　共通電極２６を構成する帯状部２６ａ、又はスリット２７は、サブ画素４内において互
いに非平行となる部分を含んでいてもよい。図１５は、本変形例に係る液晶装置１におけ
る画素３の形状及び共通電極２６、スリット２７の配置の様子を示す拡大平面図である。
画素３に含まれる各サブ画素４内において、スリット２７ａとスリット２７ｂは互いに非
平行となっている。このような構成によっても、同一の色に対応するサブ画素４の間で、
スリット２７の延在方向（すなわち連続部の延在方向）を異ならせることができる。これ
により、同一色のサブ画素４の間で、液晶５０に印加される電界の方向を異ならせること
ができ、表示色の視野角依存性を軽減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】電界駆動型装置としての液晶装置の模式図であり、（ａ）は斜視図、（ｂ）は（
ａ）中のＡ－Ａ線における断面図。
【図２】画素領域の拡大平面図。
【図３】画素領域を構成する複数のサブ画素における各種素子、配線等の等価回路図。
【図４】素子基板のうち、１つのサブ画素に対応する部分を抽出して示す平面図。
【図５】図４中のＢ－Ｂ線の位置における断面図。
【図６】共通電極と画素電極との間に駆動電圧を印加した場合に生じる電界の様子を示す
模式図。
【図７】（ａ）及び（ｂ）は、隣接する４つの画素を含む領域における共通電極及びスリ
ットの配置の様子を示す平面図。
【図８】（ａ）及び（ｂ）は、第２の実施形態に係る液晶装置における共通電極及びスリ
ットの配置の様子を示す拡大平面図。
【図９】（ａ）及び（ｂ）は、第３の実施形態に係る液晶装置における共通電極及びスリ
ットの配置の様子を示す拡大平面図。
【図１０】第４の実施形態に係る液晶装置における画素の形状及び共通電極、スリットの
配置の様子を示す拡大平面図。
【図１１】第５の実施形態に係る液晶装置における画素の形状及び共通電極、スリットの
配置の様子を示す拡大平面図。
【図１２】（ａ）及び（ｂ）は、第６の実施形態に係る液晶装置における画素の形状及び
共通電極、スリットの配置の様子を示す拡大平面図。
【図１３】（ａ）及び（ｂ）は、第７の実施形態に係る液晶装置における画素の形状及び
共通電極、スリットの配置の様子を示す拡大平面図。
【図１４】第７の実施形態に係る液晶装置における画素の形状及び共通電極、スリットの
配置の様子を示す拡大平面図。
【図１５】変形例９に係る液晶装置における画素の形状及び共通電極、スリットの配置の
様子を示す拡大平面図。
【図１６】電子機器としての携帯電話機の斜視図。
【図１７】ＦＦＳモードの液晶装置の拡大平面図であり、（ａ）は電圧非印加時を示す図
、（ｂ）は電圧印加時を示す図。
【図１８】従来の構成の液晶装置の拡大平面図。
【符号の説明】
【０１００】
　１…電界駆動型装置としての液晶装置、３…画素、４，４Ｒ，４Ｇ，４Ｂ，４Ｃ…サブ
画素、５…画素領域、１０，２０…ガラス基板、１０ａ…素子基板、１２…走査線、１４
…信号線、１６…画素電極、１８…配向膜、２０ａ…対向基板、２６…共通電極、２６ａ
…帯状部、２６ｂ…接続部、２７…スリット、５０…物質としての液晶、５０ａ…液晶分
子、５０ｔ…配向方向、１００…電子機器としての携帯電話機。
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