
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通常白色のツイスト・ネマティック液晶ディスプレイにおいて、
　実質的にオフ状態のとき、少なくとも１つの法線方向入射可視光を透過させつつ該入射
可視光を約８０°～１００°捻れさせることによりツイスト・ネマティック・ディスプレ
イを形成する液晶層と、
　

　前記液晶層 間に挟持する一対の負の遅延素子と、
　

前記液晶層 及び前記負の遅延素子を 間に挟持する一対
の正の遅延素子とを有し、
　前記負の遅延素子の各々の遅延値が約－６０～－２００ｎｍであり 前記正の遅延素子
の各々の遅延値が約８０～２００ｎｍであ

　通常白色のツイスト・ネマティック液晶ディスプレイ。
【請求項２】
　前記負の遅延素子の各々の遅延値が、約－８０～－１５０ｎｍである請求項１に記載の
液晶ディスプレイ。
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第１のバフ処理方向をもつ第１のバフ膜と該第１のバフ処理方向に垂直な第２のバフ処
理方向をもつ第２のバフ膜とからなり、前記液晶層を互いの間に挟持する一対のバフ膜と
、

及び前記一対のバフ膜を互いの
第１の光学軸をもつ第１の正の遅延素子と第２の光学軸をもつ第２の正の遅延素子とか

らなり、 、前記一対のバフ膜 互いの

、
り、かつ前記第１及び第２の光学軸が前記第１

及び第２のバフ処理方向に対して３°～８°傾いている



【請求項３】
　前記負の遅延素子についてｎ x＝ｎ y＞ｎ zとすることにより、該負の遅延素子の各々の
光学軸が実質的に該遅延素子の面に対して垂直となり、これにより該負の遅延素子の各々
の光学軸が実質的に前記正の遅延素子の光学軸に対して垂直となる請求項１に記載の液晶
ディスプレイ。
【請求項４】
　前記負の遅延素子の各々の遅延値が、約－１００～－１２０ｎｍである請求項３に記載
の液晶ディスプレイ。
【請求項５】
　前記正の遅延素子の各々の遅延値が、約１２０～１６０ｎｍである請求項４に記載の液
晶ディスプレイ。
【請求項６】
　前記液晶層の厚さが約４．８～６．０μｍであり、前記液晶層のΔｎが室温で約０．０
７５～０．０９５であり、そして前記液晶層に対して約６．０～６．１ボルトの駆動電圧
を印加するとき、０°垂直軸に沿った約±６０°の視角において観察者に対して少なくと
も約２０：１すなわち２０のコントラスト比を出力する請求項１に記載の液晶ディスプレ
イ。
【請求項７】
　前記液晶層に対して前記約６．０～６．１ボルトの駆動電圧を印加するとき、０°垂直
軸に沿った約±５０°の水平視角において少なくとも約３０：１すなわち３０のコントラ
スト比を出力し、０°水平軸に沿った約０°～４０°の垂直視角において少なくとも約２
０：１すなわち２０のコントラスト比を出力する請求項６に記載の液晶ディスプレイ。
【請求項８】
　

に記載の液晶ディスプレイ。
【請求項９】
　通常白色のツイスト・ネマティック液晶ディスプレイにおいて、
　通常白色のツイスト・ネマティック液晶ディスプレイにおいて、実質的にオフ状態のと
きは、少なくとも１つの法線方向入射可視光を透過させつつ該入射可視光を約８０°～１
００°捻れさせることによりツイスト・ネマティック・ディスプレイを形成する液晶層と
、
　

　前記液晶層 間に挟持する一対の負の遅延素子と、
　

前記液晶層 及び前記負の遅延素子を 間に挟持する一対
の正の遅延素子とを有し、
　前記液晶層の各側における前記正の遅延素子の遅延値と前記負の遅延素子の遅延値との
比が、約１：１～２：１であ

　通常白色のツイスト・ネマティック液晶ディスプレイ。
【請求項１０】
　前記比が約１．２：１から１．５：１であり、そしてｎ x、ｎ y及びｎ zを屈折率とし、
ｚ方向を前記負の遅延素子の面に対して実質的に垂直な方向しかつｘ方向及びｙ方向を該
負の遅延素子の面に対して実質的に平行な方向とするとき、前記負の遅延素子がｎ x＝ｎ y
＞ｎ zの特性を有し、これにより、前記負の遅延素子の光学軸が該負の遅延素子の面に対
して実質的に垂直である請求項９に記載の液晶ディスプレイ。
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前記第１の光学軸が、前面偏光板透過軸及び前記第２のバフ処理方向の双方に対して第
１の方向に３°～８°傾いており、かつ
　前記第２の光学軸が、背面偏光板透過軸及び前記第１のバフ処理方向に対して第２の方
向に３°～８°傾いている請求項１

第１のバフ処理方向をもつ第１のバフ膜と該第１のバフ処理方向に垂直な第２のバフ処
理方向をもつ第２のバフ膜とからなり、前記液晶層を互いの間に挟持する一対のバフ膜と
、

及び前記一対のバフ膜を互いの
第１の光学軸をもつ第１の正の遅延素子と第２の光学軸をもつ第２の正の遅延素子とか

らなり、 、前記一対のバフ膜 互いの

り、前記第１及び第２の光学軸のうち少なくとも１つが前記
第１及び第２のバフ処理方向のうち少なくとも１つに対して３°～８°傾いている



【請求項１１】
　前記負の遅延素子の遅延値が約－８０～－１４０ｎｍであり、前記正の遅延素子の遅延
値が約１００～２００ｎｍである請求項１０に記載の液晶ディスプレイ。
【請求項１２】
　ツイスト・ネマティック液晶ディスプレイを作製する方法であって、
　ｎ x＝ｎ y＞ｎ zである一対の負の遅延素子であって該負の遅延素子の各々の光学軸が該
負の遅延素子の面に対して実質的に垂直であるような一対の負の遅延素子を設けるステッ
プと、
　

一対の正の一軸遅延素子を設けるステップと、
　前記一対の負の遅延素子の間でかつ前記一対の正の遅延素子の間にツイスト・ネマティ
ック液晶層を配置するステップと、
　

　

　得られる液晶ディスプレイが０°垂直視角に沿った約±４０°の水平視角において少な
くとも２０：１すなわち２０のコントラスト比を出力するように、前記一対の正の遅延素
子の間に前記一対の負の遅延素子を配置するステップとを含む
　ツイスト・ネマティック液晶ディスプレイの作製方法。
【請求項１３】
　前記液晶ディスプレイが約±３０度の水平視角において少なくとも約８０：１すなわち
８０のコントラスト比を出力するように、前記遅延素子の遅延値を設けるステップをさら
に含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　約－６０～－２００ｎｍの遅延値をもつ前記負の遅延素子と、約８０～２００ｎｍの遅
延値をもつ前記正の遅延素子とを設けるステップをさらに含む請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　ツイスト・ネマティック液晶ディスプレイにおいて、
　実質的にオフ状態のとき、少なくとも１つの法線方向入射可視光を透過させつつ該入射
可視光を約８０°～１００°捻れさせるツイスト・ネマティック液晶層と、
　約８０～２００ｎｍの遅延値を有

正の遅延素子と、
　約－６０～－２００ｎｍの遅延値を有し、前記液晶層と前記正の遅延素子との間に配置
され、ｎ x＝ｎ y＞ｎ zとなるように設けられる負の遅延素子とを有する
　ツイスト・ネマティック液晶ディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、正及び負の遅延膜 (retardation film)を具備する通常白色 (ＮＷ )の液晶ディス
プレイ (ＬＣＤ )に関する。特に、本発明は、固有値及び／又は固有の比率範囲内のＮＷツ
イスト・ネマティックＬＣＤに関する。
【０００２】
本発明は、本出願人による米国特許出願第０８／１６７，６５２号 (１９９３年１２月１
５日出願 )、同第０８／２５５，９７１号（１９９４年６月８日出願）、同第０８／２３
５，６９１号（１９９４年４月２９日出願）に関連し、これらの出願の開示内容をここに
参照する。これらの出願の各々は、固有の遅延 (retarder)値及び／又は位置を具備する液
晶ディスプレイに関する。
【０００３】
【従来の技術】
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第１の光学軸をもつ第１の正の一軸遅延素子と第２の光学軸をもつ第２の正の一軸遅延
素子とからなる

前記第１の光学軸を前記ツイスト・ネマティック液晶層の第１の面上の第１のバフ処理
方向に対して３°～８°傾けさせるステップと、

前記第２の光学軸を前記ツイスト・ネマティック液晶層の第２の面上の第２のバフ処理
方向に対して３°～８°傾けさせるステップと、

しかつ偏光板透過軸または液晶層のバフ処理方向のい
ずれかに対して３°～８°傾いた光学軸をもつ



通常の液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）における情報的データは、数値又は文字の行及び列の
マトリクス・アレイ（多数の画素）の形態で与えられる。これらは、マトリクス・パター
ンに配列された多数のセグメント化電極により生成される。これらのセグメントは、個々
の配線により駆動電子回路へ接続される。駆動電子回路は、液晶材料を透過する光を制御
することにより所望のデータ及び／又は情報を表示するために、適切な組合せのセグメン
ト及び近隣の液晶材料に対して電圧を印加する。
【０００４】
コントラスト比は、通常白色（ＮＷ）の液晶ディスプレイ及び通常黒色（ＮＢ）の液晶デ
ィスプレイの双方の品質を決定する上で最も重要な属性の１つである。通常白色ディスプ
レイのコントラスト比は、「オフ状態」の光透過強度（高強度白色光）を「オン状態」す
なわち暗くなった透過強度で割ることにより、低い周囲条件において決定される。例えば
、「オフ状態」の透過強度が、特定の視角において２００ｆＬであり、「オン状態」の透
過強度が、同じ視角において５ｆＬの場合、その特定の視角におけるディスプレイのコン
トラスト比は、使用された特定の「オン状態」駆動電圧について４０であり、すなわち４
０：１である。
【０００５】
従って、通常白色のディスプレイにおいてコントラスト比を不利に制限する重大な要因は
、暗くなったすなわち「オン状態」のときにディスプレイを通して洩れる光の量である。
同様の方法で、通常黒色のディスプレイにおいて実現可能なコントラスト比を制限する重
大な要因は、暗くなったすなわち「オフ状態」においてディスプレイを通して漏れる光の
量である。特定のディスプレイのコントラスト比が広い視角の範囲にわたってより高くそ
してより均一なるほど、多くのアプリケーションにおいてＬＣＤがより好ましいものとな
る。
【０００６】
通常黒色（ＮＢ）のツイスト・ネマティック・ディスプレイは、通常、より良好なコント
ラスト比等高曲線を有しており、すなわち特性は、対応するＮＷディスプレイと同じ挙動
である（すなわち、ＮＢ画像は、広い視角においてより良好に視ることができる）。しか
しながら、ＮＢディスプレイは、セル間隙すなわち液晶層の厚さ「ｄ」及び液晶材料自体
の温度に大きく依存するため、ＮＷディスプレイよりも製造が困難である。従って、上記
のような特性を得るために製造の困難なＮＢディスプレイに頼ることなく、広い視角にわ
たって高コントラスト比を有する通常白色のディスプレイを構築できることが、長い間望
まれていた。
【０００７】
ＮＷディスプレイにおいて一般的に必要とされるものは、光学的補償要素すなわち遅延素
子、つまり遅延膜である。これは、元の光の偏光状態を回復する位相遅延を導入するもの
であり、これにより、出力偏光板により光を実質的に「オン状態」に遮断することが可能
となる。光学的補償要素すなわち遅延素子は、例えば、米国特許第 5,184,236号、同第 5,1
89,538号、同第 5,406,396号、同第 5,344,916号、同第 5,196,953号、同第 5,138,474号、同
第 5,071,997号に開示がある。
【０００８】
米国特許出願第 08/255,971号及び同第 08/167,652号（双方ともここに参照する）の「発明
の背景」の項の開示は、従来のＮＷディスプレイのコントラスト比及び駆動電圧に対する
強度（ｆＬ）のグラフを示し議論しているが、それは、望ましいものとはほど遠いもので
ある。従来のＮＷ液晶ディスプレイの視認特性は、問題の多いものであり、例えば、その
コントラスト比が水平方向にも垂直方向にも制限され（かつしばしば非対称）、そしてそ
のグレー (gray：階調 )レベル特性も均一性に欠けていた。
【０００９】
グレイ・レベル特性及びそれに対応する反転 (inversion)量もまた、ＬＣＤの品質を決定
する上で重要である。汎用的なアクティブ・マトリクス液晶ディスプレイは、通常、約８
～６４通りの異なる駆動電圧のいずれかを用いる。これらの異なる駆動電圧は、一般的に
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、「グレイ・レベル電圧」と称される。画素すなわちディスプレイを透過する光の強度は
、使用される駆動電圧に依存する。従って、汎用的なグレイ・レベル電圧は、非類似の色
の陰影を生成するために用いられることにより、例えば、陰影が互いに混合されるとき異
なる色を作成することができる。
【００１０】
好適には、通常白色のディスプレイにおいて駆動電圧が高くなるほど、それを透過する光
の強度（ｆＬ）は小さくなる。反対のことが、通常黒色のディスプレイについても云える
。従って、複数のグレイ・レベル駆動電圧を用いることにより、ＮＷディスプレイ又はＮ
Ｂディスプレイノイズレについても、光／色の所望の強度及び陰影を出すために操作する
ことができる。グレイ・レベルＶ onは、一般的にＶ th（しきい値電圧）よりも大きく、約
５～６．５ボルトまでの任意の駆動電圧として知られている。
【００１１】
ＬＣＤにおけるグレイ・レベル強度は、ディスプレイの駆動電圧に依存する。ＮＷディス
プレイにおいては、強度対駆動電圧の曲線において、駆動電圧が増加するにつれて、ディ
スプレイすなわち画素から出る光の強度が連続的かつ単調に減少することが望ましい。言
い換えるならば、ＮＷ画素におけるグレイ・レベル特性は、６．０ボルトにおける強度（
ｆＬ）が５．０ボルトにおける強度よりも小さくなり、そして５．０ボルトにおける強度
は４．０ボルトにおける強度よりも小さく、４．０ボルトにおける強度は３．０ボルトに
おける強度よりも小さく、３．０ボルトにおける強度は２．０ボルトにおける強度よりも
小さくなることが望ましい。視野の広い範囲にわたるこのような望ましいグレイ・レベル
曲線によって、異なる視角における観察者に到達する光の強度を容易にかつ均一に制御す
ることが可能となる。
【００１２】
米国特許出願第 08/255,971号及び同第 08/167,652号の「発明の背景」の項では、従来の反
転問題を有する（例えば、特に透過強度と駆動電圧のグラフにおける反転の山）ＮＷ液晶
ディスプレイについて述べている。その記述のように、反転の山は、一般的に望ましくな
い。ＮＷディスプレイについての理論的に完全な駆動電圧対強度（ｆＬ）の曲線は、全て
の視角においてグレイ・レベル駆動電圧がそれぞれ増加すると強度（ｆＬ）が減少するよ
うな曲線である。これに対して、反転の山は、グレイ・レベル駆動電圧のそれぞれ対応す
る増加に対し、ＬＣＤすなわちライトバルブから出る照射の強度における増加を示す。従
って、通常白色のツイスト・ネマティック液晶ディスプレイであって反転がない又はほと
んどないものを実現し、視角の広い範囲にわたってコントラスト比を改善しようとする必
要性を満足するであろう。
【００１３】
米国特許第 5,344,916号は、正及び負の遅延膜を有する液晶ディスプレイを開示している
。当該特許の負の遅延膜（すなわち複屈折膜）は、特性としてｎ x＝ｎ y＞ｎ zであり、こ
の式が「負の」という用語の所以である。ｚ方向すなわちｚ軸は、膜の面に対して垂直で
あり、一方ｘ軸及びｙ軸は、遅延膜の面に対して平行である。よって、当該特許の負の遅
延膜の光学軸は、膜の面に対して垂直である。ｎ x、ｎ y、及びｎ zは、それぞれ屈折率で
ある。
【００１４】
欠点としては、上記特許は負の遅延膜を使用することにより幾つかの従来のＬＣＤのコン
トラストを改善したが、当該負の遅延膜を含むツイスト・ネマティック (ＴＮ )・ディスプ
レイは、大きな視角において望ましいコントラスト比よりも小さくなってしまうことがし
ばしば起きる。悪く云えば、当該特許は、以下に示す本発明の開示にあるようにＬＣＤの
視認特性を更に改善するために特定の値、比、及び／又は場所において正と負の遅延膜を
共に使用することについて、理解も、提示も、開示もしていない。
【００１５】
米国特許第 5,189,538号（及び同第 5,138,747号）は、異なる複屈折値を有するスーパー・
ツイスト・ネマティック (ＳＴＮ )液晶ディスプレイを開示する。欠点としては、ＳＴＮ液
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晶ディスプレイは、遅延膜のために、画像の挙動に関してほぼ９０°ＴＮ液晶ディスプレ
イに対して実際的な対応又は相関を有していない。言い換えるならば、ＳＴＮ素子（例え
ば、２７０°の捻れ）における遅延膜に関する教示は、ＴＮ（ほぼ９０°の捻れ）液晶デ
ィスプレイに関して一般的にほとんど又は全く関連性がない。
【００１６】
米国特許第 4,889,412号は、電気制御複屈折（ＥＣＢ）と負の異方性を具備するＬＣＤを
開示する。欠点としては、ＥＣＢディスプレイは、本発明におけるようなツイスト・ネマ
ティック液晶材料を用いない。さらに、このＥＣＢディスプレイの教示は、概して、遅延
の教示及び原理に関してＴＮ（ほぼ９０°ツイスト）ディスプレイには関係していない。
【００１７】
米国特許第 5,291,323号は、「各々の光学軸が膜面に対して平行な正及び負の補償膜」を
具備する液晶ディスプレイを開示する。不都合なことに、当該特許の開示及び教示は、ス
ーパー・ツイスト (例えば、２４０°ツイスト )ＬＣＤに関連するという点で本発明のよう
なＴＮディスプレイには関連していない。さらに、当該特許における所与の位相板の遅い
位相軸方向が、面（すなわち、層により規定される面）に対して平行であるので役に立た
ない。
【００１８】
本明細書において基板、偏光板、電極、バフ領域、及び配向膜を説明するためにのみ用い
られる「背面」という用語は、説明される要素が、液晶材料のバックライト側にあること
を意味する。すなわち言い換えるならば、観察者の反対側の液晶材料の面を云う。
【００１９】
本明細書において基板、偏光板、電極、バフ領域、及び配向膜を説明するためにのみ用い
られる「前面」という用語は、説明される要素が、液晶材料の観察者側に位置することを
意味する。
【００２０】
本発明におけるＬＣＤ及びライトバルブは、室温において複屈折（Δｎ）０．０８４を有
する液晶材料であるモデル No.ZLI-4718を具備する。この材料は、 Merckから入手可能であ
る。
【００２１】
本明細書において用いられる「遅延値」という用語は、遅延膜又は遅延板の「ｄ・Δｎ」
を意味し、「ｄ」は膜の厚さであり、「Δｎ」は膜の複屈折である。
【００２２】
本明細書において要素の表面又は側（又は要素自体）を説明するために用いられる「内側
」という用語は、液晶材料に近い方を意味する。
【００２３】
本明細書において用いられる「ライトバルブ」という用語は、背面線形偏光板、背面透明
基板、背面連続画素電極、背面配向膜、液晶 (ＬＣ )層、前面配向膜、前面連続画素電極、
前面基板、及び前面偏光板（そして、カラーフィルタ及びＴＦＴのような駆動アクティブ
・マトリクス回路のない）を具備する液晶ディスプレイを意味する。このようなライトバ
ルブは、さらに、本明細書の各実施例及び具体例に関して説明されるように、ＬＣ層の各
側に配置された遅延膜を具備してもよい。言い換えるならば、「ライトバルブ」とは、分
割された電極をもたない１つの巨大な画素とも云える。
【００２４】
【発明が解決しようとする課題】
以上により、通常白色の液晶ディスプレイにおいて、ディスプレイの視野領域が、広い視
角にわたって高コントラスト比でありかつほとんど若しくは全く反転のないことが求めら
れることは明らかである。
本発明を、所与の実施例に関して以下に詳細に説明する。
【００２５】
【課題を解決するための手段】
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　上記の目的を達成するべく、本発明による通常白色のツイスト・ネマティック液晶ディ
スプレイは、ツイスト・ネマティック・ディスプレイを設けるべく、実質的にオフ状態に
あるとき、少なくとも１つの約８０°～１００°の垂直入射可視光を透過させつつこの可
視光を捻れさせる液晶層と、

。
【００２６】
　本発明の所与の他の実施例においては、ツイスト・ネマティックＬＣＤを作製する方法
が提示され、その工程は、ｎ x＝ｎ y＞ｎ zにより規定される一対の負の遅延素子であって
、各々の光学軸がこれらの負の遅延素子により規定される面に対して垂直であるような一
対の負の遅延素子を設ける工程と、

設ける工程と
、

一
対の負の遅延素子の間及び一対の正の遅延素子の間にツイスト・ネマティック液晶層を配
置する工程と 構築されるディスプレイの０°の垂直軸に沿って約±４０°範囲の水平視
角におけるコントラスト比が少なくとも約２０であるように、前記一対の正の遅延素子の
間に前記一対の負の遅延素子を配置する工程とを含む。
【００２７】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の第１の実施例におけるツイスト・ネマティックＮＷ液晶ディスプレイの
光学的構成要素及びこれらのそれぞれの向きを示す展開概略図である。このＬＣＤは、所
与の実施例では、画素及び色付けされた (すなわちＲＧＢ )サブ画素のマトリクス・アレイ
を有するライトバルブ又はＡＭＬＣＤである。図示のように、このディスプレイは、背面
から前方の観察者１の方へ向かって、汎用バックライト３、背面のすなわち入射光線形偏
光板５、背面の正の一軸遅延膜２、背面の負の遅延膜４、背面のバフ膜すなわち配向膜７
、液晶層９、前面のバフ膜すなわち配向膜１１、前面の負の遅延膜１３、前面の正の一軸
遅延膜１４、及び最後に前面のすなわち出射光線形偏光板１５を含む。ガラス基板（図示
せず）は、層９のいずれの側（すなわち双方）においても、それぞれの配向膜とそれらの
隣の負の遅延膜との間に置かれるように配置される。電極（図示せず）は、基板とこれら
の隣の配向膜との間に置かれる。本発明の特徴は、上述の正及び負の遅延素子が、各々特
定の遅延値範囲及び／又は比以内にあるとき、構築されるディスプレイの視認特性が改善
されるという点である。
【００２８】
バックライト３は、本質的に汎用的なものであり、実質的に平行化されるかあるいは散乱
された光をディスプレイ・パネルの方へ放つ。バックライト３は、例えば、本出願人によ
る米国特許第 5,161,041に開示されたバックライト装置でもよい。当該特許をここに参照
する。他の汎用的な高強度で実質的に平行光とされたバックライト装置を用いてもよい。
【００２９】
背面偏光板５及び前面偏光板１５は、本発明の所与の実施例においてはそれぞれ本質的に
線形であり、これらのそれぞれの線形透過軸Ｐ R及びＰ Fが実質的に互いに垂直に向いてい
ることにより、そのディスプレイは通常白色（ＮＷ）タイプとなる。従って、しきい値Ｖ
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第１のバフ処理方向をもつ第１のバフ膜と該第１のバフ処理
方向に垂直な第２のバフ処理方向をもつ第２のバフ膜とからなり、前記液晶層を互いの間
に挟持する一対のバフ膜と、前記液晶層及び前記一対のバフ膜を互いの間に挟持する一対
の負の遅延素子と、
　第１の光学軸をもつ第１の正の遅延素子と第２の光学軸をもつ第２の正の遅延素子とか
らなり、前記液晶層、前記一対のバフ膜及び前記負の遅延素子を互いの間に挟持する一対
の正の遅延素子とを有し、　
　前記負の遅延素子の各々の遅延値が約－６０～－２００ｎｍであり、前記正の遅延素子
の各々の遅延値が約８０～２００ｎｍであり、かつ前記第１及び第２の光学軸が前記第１
及び第２のバフ処理方向に対して３°～８°傾いている

第１の光学軸をもつ第１の正の一軸遅延素子と第２の
光学軸をもつ第２の正の一軸遅延素子とからなる一対の正の一軸遅延素子を

前記第１の光学軸を前記ツイスト・ネマティック液晶層の第１の面上の第１のバフ処理
方向に対して３°～８°傾けさせる工程と、前記第２の光学軸を前記ツイスト・ネマティ
ック液晶層の第２の面上の第２のバフ処理方向に対して３°～８°傾けさせる工程と、

、



thより低い駆動電圧（例えば、０．１Ｖ）が電極（図示せず）により液晶層９に対して印
加されたとき、偏光板５及び１５の透過軸Ｐ R及びＰ Fは、それぞれ、バックライト３から
放射される光が通り抜けて進み、偏光板５によりＰ Rの方向へ線形偏光され、ツイスト・
ネマティック液晶層９により捻れさせられ（例えば、約８０～１００°）、そして最後に
透過軸Ｐ Fを介して前面偏光板１５から出て観察者１へ到達する。光が前面偏光板１５に
到達したときのその偏光方向は、透過軸Ｐ Fにより規定される方向に近いので、その光は
観察者１に到達する。このように、Ｖ thより低い電圧が印加されるＮＷディスプレイ又は
画素は、「オフ状態」にあると称され、観察者にとっては白色に（又は、色フィルタが存
在する場合には色付いて）見える。これらの偏光板は、例えば、 Nitto Denko Americaか
ら、＃ G1220DUNとして入手可能である。
【００３０】
一方、実質的な駆動電圧（例えば、約６ボルト）が、液晶層９を含むマトリクス・アレイ
の選択されたＮＷ画素に対して印加されたとき、背面偏光板５を通過する光は、液晶層９
によって実質的に捻れさせられず、よって、前面偏光板１５により実質的に遮断される。
これは、前面偏光板１５の内側面へ到達する光の偏光方向が、透過軸Ｐ Fに対して実質的
に垂直である（又は、そうでない場合は非配向である）ためである。こうして、実質的な
駆動電圧が印加される選択された画素を通る光は、実質的に観察者１へは到達しない。従
って、マトリクス・アレイ中で駆動される選択された画素は、観察者１に対して暗く見え
る。これらの画素は、「オン状態」にあると称される。当業者には自明であろうが、観察
者１に到達する光の量は、液晶層９へ印加される電圧により記述され、駆動電圧が高くな
るほど、選択され駆動される画素はより暗く見えるようになる。
【００３１】
本発明の所与の実施例においては、背面偏光板５の透過軸Ｐ R及び前面偏光板１５の透過
軸Ｐ Fは、通常白色のツイスト・ネマティック・セルを設けるために、図１乃至図３に示
すように実質的に互いに垂直になるように向けられる。しかしながら、セルすなわちディ
スプレイを通常白色タイプとできるような他の汎用的方法で、偏光板５及び１５を向ける
こともできる。
【００３２】
背面配向バフ膜７及び前面配向バフ膜１１は、それぞれ汎用的なものであり、実質的に透
明なポリイミドから形成することができる。背面配向膜７は、図１乃至３に示すようにＢ

Rの方向へ汎用的にバフ処理されすなわち配向される。同様に、前面膜１１は、Ｂ Fの方向
へ汎用的にバフ処理される。バフ処理方向Ｂ R及びＢ Fが、図１乃至図３に示すように実質
的に互いに垂直に向けられることにより、オフ状態すなわち非駆動状態にあるときの液晶
層９の分子が約８０°～１００°、最も好適には約９０°に捻れることが可能となる。「
オフ状態」という用語は、しきい値電圧 (Ｖ th)以下の電圧が液晶層９に印加されているこ
とを意味する
。
【００３３】
所与の実施例において液晶層９は、約４．５～６．０μｍの厚さを有し、好適には約５．
５μｍである。液晶層９は、約０．０８～０．１０の複屈折値Δｎを有し、好適には約０
．０８４～０．０８６である。
【００３４】
液晶層９に印加される電圧は、液晶分子の捻れの程度を決定し、よって液晶層９の前面す
なわち観察者側から放出される光の分極方向を定める。一方、偏光板１５へ到達した光の
分極方向は、軸Ｐ Fを介して通過して観察者１へ到達可能な光の量を決定する。すなわち
、透過軸Ｐ Fと偏光板１５に到達する光の分極方向がより平行に並んでいるほど、より多
くの光が通過して観察者１へ到達することができる。液晶層９に対してしきい値Ｖ thを超
える電圧を印加することにより液晶分子を実質的に垂直に配列させるが、周知のように、
液晶分子は完全には末端にて直立することはなく、すなわち、完全に垂直方向に配列させ
られることはない。このことにより、遅延（すなわち複屈折）膜の必要性が生じる。
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【００３５】
第１の実施例（図１及び図２）における正の複屈折一軸遅延膜２及び１４は、それぞれ光
学軸Ｒ R及びＲ Fを有し、液晶層９の対向する側に配置されることにより、それらの間に液
晶層９を狭持する。注目すべきことに、特定の遅延値及び／又は比である上述の４枚の遅
延膜（正の２枚と負の２枚）を設けることは、反転を低減しかつ視野領域のコントラスト
比を広い視角範囲にわたって改善することが見出された。
【００３６】
本発明の所与の実施例における遅延膜２及び１４は、本質的に正の複屈折でありかつ一軸
である。このようなフィルムは、例えば、 Nitto Corporation, Japan又は米国所在の Nitt
o Denko America, Incorporatedから入手可能なモデル No.NRF-140（１４０ｎｍの遅延膜
）を用いることができる。
【００３７】
負の遅延素子４及び１３は、ｎ x＝ｎ y＞ｎ zの特性にて設けられる。ｎ x、ｎ y、及びｎ zは
屈折率であり、「ｚ方向」は、フィルム面に対して実質的に垂直であるが、「ｘ方向」及
び「ｙ方向」は、図１に示した膜面に対して実質的に平行である。負の遅延素子４及び１
３は、米国所在の Rockwell又は Akron Universityから入手することができ、米国特許第 5,
344,916号及び同第 5,071,997号に開示されており、ここに参照する。所与の実施例におい
ては、正及び負の遅延素子及び偏光板は、別々のシートとすることができるが、他の実施
例においては、一体的に形成されるか又はラミネートすることができる。従って、膜２及
び４は、例えば、互いにラミネートされて正の遅延部分と負の遅延部分とを有する１枚の
膜を形成することができる。
【００３８】
図２を参照すると、所与の実施例において、透過軸Ｐ R、光学軸Ｒ R、及びバフ方向Ｂ Fは
実質的に互いに平行であるが、背面バフ方向Ｂ R、前面偏光板透過軸Ｐ F、及び光学軸Ｒ R

もまた実質的に互いに平行である。これにより、ディスプレイが、「法線方向の」視角に
関して実質的に対称な視認特性を有することができる。このような実施例においては、軸
Ｐ Rと方向Ｂ Rは実質的に互いに垂直であり、そして軸Ｐ Fと方向Ｂ Fもまた実質的に互いに
垂直である。このような光学的配置を具備するディスプレイを、「Ｘバフ処理」されてい
ると称する。「Ｘバフ処理」という用語は、背面偏光板透過軸Ｐ Rが実質的に背面バフ方
向Ｂ Rに対して垂直である一方、前面偏光板透過軸Ｐ Fが実質的に前面バフ方向Ｂ Fに対し
て垂直であることを意味する。
【００３９】
図１のディスプレイの図２の光学的実施例は、前面の正の遅延素子の光学軸Ｒ Fが前面の
偏光板透過軸Ｐ Fに対して実質的に平行でありかつ背面の正の遅延素子の光学軸Ｒ Rが背面
の偏光板透過軸Ｐ Rに対して実質的に平行であるが、図３に示す実施例のように、遅延素
子２及び１４の正の遅延素子光学軸を、上記の位置から傾けることもできる。図３は、図
１のディスプレイに相当する本発明の別の（すなわち第２の）実施例における光学軸及び
方向的構成を示す図である。図３に示すように、φは３°である。このことは、遅延素子
１４における前面の正の遅延素子光学軸Ｒ Fが、軸Ｐ Fから反時計回り（観察者１の視点か
ら見て）に３°回転していることを意味する。一方、遅延素子２の背面の正の遅延素子光
学軸Ｒ Rは、背面偏光板透過軸Ｐ Rから時計回りに３°回転している。遅延素子２及び１４
の正の遅延軸を、このようにφを３°として対称的に傾けることにより、ディスプレイよ
り出力される最良のコントラストの視認領域を垂直方向に移行させることができる。この
ことは特に注目すべき点である。例えば、航空機の操縦室への適用においては、法線方向
ではなく、法線に対して垂直な視角（例えば、法線から垂直方向に＋２０°の角度）にお
いてディスプレイの最良の視認領域が必要とされる。図３に示すように、φが３°となる
ように遅延素子光学軸（Ｒ R及びＲ F）を調整することにより、最も高いコントラストの視
認領域が、法線に対して正の垂直方向へ移行する（図６参照）。
【００４０】
所与の実施例においては、ディスプレイに対して所望する視認特性によって、正の遅延素
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子２及び１４の光学軸Ｒ R及びＲ Fを、互いに対して対称的又は非対称的ノイズレにも傾け
ることができる。各正の遅延素子光学軸についてのφは、正方向又は負方向のいずれへも
、例えば約０°～８°の間で（同じ方向に）調整することができる。さらに好適には、φ
は、プラス (＋ )又はマイナス (－ )に約３°～８°調整することができ、最適には、いずれ
の方向にも約３°～５°調整することができる。図３に示す正の遅延素子の双方（又はい
ずれか一方のみ）についてφを調整することにより、最も高いコントラストの視認領域の
位置を垂直方向に移行させることができ、そして視認領域における最も高いコントラスト
領域（すなわち「目 (eye)」）を、近づけたり又は遠ざけたりして配置させることができ
る（このことは、操縦室内の機長のみでなく副操縦士もまたディスプレイを視なければな
らないようなときに特に有用である）。
【００４１】
特定の遅延 (すなわち複屈折 )値及び／又は比を有する本発明による正及び負の遅延素子を
設けることにより、通常白色のツイスト・ネマティック・ディスプレイの視認特性（より
高いコントラスト比及び／又はより少ない反転）が向上することが判明した。本発明の所
与の実施例によれば、正の遅延膜２及び１４の遅延値は、約８０～２００ｎｍであり、さ
らに好適には約１２０～１６０ｎｍであり、そして最も好適には約１４０ｎｍである。こ
れらの正の遅延素子の値と組み合わせて、負の遅延膜４及び１３の複屈折値（遅延値）が
約－６０～－２００ｎｍ、さらに好適には約－８０～－１５０ｎｍ、最も好適には約－１
１０ｎｍであるときに、非常に好ましい結果が得られた。従って、本発明の好適例におい
ては、背面の正の遅延素子２及び前面の正の遅延素子１４が各々１４０ｎｍの遅延値を有
し、一方、背面の負の遅延素子４及び前面の負の遅延素子１３が各々－１１０ｎｍの遅延
値を有する。
【００４２】
所与の他の実施例によれば、正及び負の遅延素子の遅延値が、特定の比の範囲内に維持さ
れるときに優れた視認特性が得られることが判明した。すなわち、正の遅延素子２及び１
４における正の遅延値と、負の遅延素子４及び１３における負の遅延値との比が、約１：
１から２：１までである。さらに好適には、正の遅延値と、負の遅延値との遅延値比が、
約１．２：１から１．５：１である。同符号の（例えば、正の）遅延素子の各々の遅延値
は等しくなくともよく、双方の組合せにおける正の遅延値と負の遅延値との比が、上記の
比の範囲内にあればよい。正の遅延値と負の遅延値との比を上記の範囲内に保持すること
により得られる改善された視認特性については、図４乃至図１３及び多くの実施例を参照
して以下に示す。以下、本発明を所与の実施例に関して説明する。
【００４３】
（実施例１）
第１の実施例においては、通常白色のツイスト・ネマティック型でＸバフ処理されたライ
トバルブが、図１及び図２に示すように作製された。液晶層９は、厚さが約５．５μｍで
あり、Δｎの値が約０．０８４である。液晶層９は、オフ状態においては法線方向の入射
光を約９０°捻れさせる。このライトバルブの正の一軸遅延素子２及び１４は、各々正の
遅延値１４０ｎｍを有し、一方、負の遅延素子４及び１３は、各々－１１０ｎｍの遅延値
を有する。図１に示すように、負の遅延値４及び１３は、２つの正の遅延値２及び１４の
内側へ配置される。光学軸は、図２に示すように配列され（Ｘバフ処理され）、これによ
り、前面偏光板透過軸及び平面偏光板透過軸が、互いに実質的に垂直であり、一方、Ｐ F

は実質的にＲ F及びＢ Rに対して平行である。前面バフ方向Ｂ Fは、実質的に偏光板５のＰ R

及び正の一軸遅延素子２のＲ Rに対して平行である。負の遅延素子４及び１３の屈折率は
、ｎ x＝ｎ y＞ｎ zとなるように設けられ、これについては、本明細書中の全ての実施例に
おいて同様である。従って、各負の遅延素子の光学軸は、実質的にその遅延素子の面に対
して垂直である。液晶層９の各側における正と負の遅延値の比は、この例では１．２７で
ある。
【００４４】
図４及び図５は、第１の実施例におけるライトバルブの白色光コントラスト比のグラフで
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あり、それぞれ、電圧５．０ボルト及び７．０ボルトを液晶層９へ印加したものである。
本明細書における全ての実施例において、液晶層９は、実質的に室温であるか又はやや高
め（例えば、約３８乃至４０℃）である。図４に示すように、５．０ボルトの駆動電圧が
ライトバルブに印加されたとき、視角の広い範囲にわたって優れたコントラスト比が得ら
れた。８０：１すなわちコントラスト比８０の等高線が少なくとも約±４０°の範囲で水
平に延びている。そして、図５においては、７．０ボルトの駆動電圧がライトバルブに印
加されたとき、８０：１及びそれ以上のコントラスト比の視認領域が垂直に拡がりそして
水平にはやや縮小されている。図５に示すように、８０：１すなわちコントラスト比８０
の視認領域は、０°の垂直視角に沿って約±３７°～３８°まで水平に拡がっている。同
様に、１０：１のコントラスト比の視認領域は、０°の垂直視角に沿ってグラフ全体に水
平に拡がっており、０°の水平視角に沿って約＋４５°～－３５°まで垂直に拡がってい
る。図４及び図５に示したこのライトバルブの視認特性は、正及び負の遅延素子における
遅延値及びそのディスプレイ積層構造における配置によって従来技術よりも優れたものと
なっている。
【００４５】
（実施例２）
ＲＧＢカラー・フィルタを具備する図１及び図３に示した６インチ×８インチのＴＦＴ駆
動のＸバフ処理されたアクティブ・マトリクス液晶ディスプレイ（ＡＭＬＣＤ）が作製さ
れ、そしてこの例について試験された。この例のＡＭＬＣＤは、ディスプレイ・パネル全
体にわたって実質的に共通の厚さ５．２μｍのＴＮ液晶材料９を有する。液晶層９のΔｎ
は、約０．０８４である。この例において液晶層９を挟持する正の遅延膜２及び１４は、
（本明細書中の他の例と同様に）各々１４０ｎｍの遅延値を有し、一方、液晶層９を取り
囲む負の遅延膜４及び１３は、各々－１１０ｎｍの遅延値を有する。従って、液晶層９の
両側における正と負の遅延値の比は、１．２７である。このＡＭＬＣＤの光学軸及び方向
は、図３に示すように設けられるので、φは正の３°である。よって、図３に示すように
、前面偏光板透過軸Ｐ Fは実質的に背面バフ処理方向Ｂ Rに対して平行であり、これらの方
向は、前面の正の遅延素子光学軸Ｒ Fから約３°傾いている。同様に、図３に示すように
、背面の偏光板透過軸Ｐ Rは実質的に前面透過軸Ｐ Fに対して垂直であり、背面透過軸Ｐ R

は実質的に前面バフ処理方向Ｂ Fに対して平行であってＲ Rから約３°傾いている。
【００４６】
図６は、第２の実施例のＡＭＬＣＤにおいて６．１ボルトの電圧を印加したときの白色光
コントラスト比のグラフである。図６から明らかなように、高コントラストの視認領域が
、液晶層９のそれぞれの側におけるφの値を３°に調整することにより垂直方向上方へ移
行している。９０～１００のコントラスト比領域が、＋１０°の垂直軸に沿って約－４０
°～＋４８°の範囲で水平に延びている。この点は、従来技術に比べて顕著に改善された
点である。さらに、高コントラスト領域の中心にある２つの高コントラスト（目）領域は
、約２４０：１すなわちコントラスト比２４０の高い値となっている。これらの２つの「
目」の領域は、φを増加させたり減少させたり（１又は２の遅延軸を移動させる）及び／
又は偏光板軸を対称的に（液晶層９の両側において対称的に）回転させたりすることによ
り、１つにすることも離しておくこともできる。
【００４７】
図７は、この実施例のＡＭＬＣＤについての透過強度対駆動電圧のグラフである。図７の
グラフは、反転がないことを示しており、かつ、このＴＦＴ駆動ディの優れたグレイ・レ
ベル挙動を示している。
【００４８】
（実施例３）
この例においては、通常白色のツイスト・ネマティック型のＸバフ処理されたライトバル
ブが作製され、そして試験された（図８参照）。このライトバルブは、図１及び図２に示
されたように作製され、液晶層９の両側においてφが０°である。液晶層９は、厚さ約５
．５μｍである。正の遅延膜２及び１４は、各々正の遅延値３００ｎｍを有する。負の遅
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延素子４及び１３は、各々、－２２０ｎｍの遅延値を有する。図１に示すように、正及び
負の遅延素子の双方とも液晶層９の各側に配置され、各側における負の遅延素子は、隣接
する正の遅延素子と液晶層との間に挟持されている。この例についてのパネルの各側にお
ける正の遅延値と負の遅延値との比は、１．３６４である。
【００４９】
図８は、この例のライトバルブに約６ボルトが印加されたときの白色光コントラスト比の
グラフである。グラフから明らかなように、０°の垂直軸に沿って約－３０°～＋２６°
の範囲に８０：１以上のコントラスト比の領域（すなわち、グラフの中央部の白色領域）
が水平に延びている。同様に、３０：１以上コントラスト比の視認領域は、０°の垂直視
角に沿って約－４０°～＋４０°まで水平に延びている。これらは、従来技術に比べて特
に優れている。このライトバルブにより出力されるコントラスト比は、所与の従来技術の
ディスプレイと比べて垂直方向にも延びている。このライトバルブにおける正の遅延素子
２及び１４は、各々３００ｎｍの遅延値を有し、そして負の遅延素子４及び１３は、各々
－２２０ｎｍの遅延値を有するので、この例における正の遅延値と負の遅延値との比は、
ライトバルブの各側において１．３６４である。
【００５０】
（実施例４）
この例では、図９に示す通常白色のツイスト・ネマティック型のライトバルブが作製され
、試験された。本明細書中の各実施例と同様に、液晶層９は、オフ状態のとき、法線方向
の入射光を約９０°捻れさせる。このＸバフ処理されたライトバルブは、図１及び図２に
示すように作製された。液晶層９は、厚さ約５．５μｍである。正の遅延素子２及び１４
は、各々４３０ｎｍの遅延値を有する。負の遅延素子４及び１３は、各々－２２０ｎｍの
遅延値を有する。従って、この例の正の遅延値と負の遅延値との比は、液晶層９の各側に
おいて１．９５である。φは０°である。
【００５１】
図９は、約６ボルトが印加されたときの、この例のライトバルブの観察者１に対する出力
を示す白色光コントラスト比のグラフである。図９に示す出力は、前述の例（図８参照）
におけるほど完全に対称的ではないが、満足できる結果が得られている。正の垂直領域へ
は、許容できるコントラスト比領域がよく延びているが、負の垂直領域へは、ライトバル
ブを使用すべき用途で所望されるよりも低いコントラスト比となっている。
【００５２】
（実施例５）
この例で作製され試験されたライトバルブは、許容できないコントラスト比の出力特性を
示す目的で、前述の例に対する比較例として用いられた。この例におけるＸバフ処理され
たライトバルブは、図１及び図２（φ＝０°）に示すように作製された。液晶層９は、９
０°の捻れのために設けられ、厚さは５．５μｍである。液晶層９の各側における正の遅
延素子２及び１４は、４３０ｎｍの遅延値を有し、負の遅延素子４及び１３は、－１１０
ｎｍの遅延値を有する。よって、液晶層９の各側における正の遅延値と負の遅延値との比
は、３．９１である。
【００５３】
図１０は、約６ボルトが印加されたときのこのライトバルブの白色光コントラスト比のグ
ラフである。図１０のグラフを図４乃至図８のグラフと比較することにより、この例にお
けるライトバルブは、約６ボルトが印加されたときの望ましい視認特性よりも劣る出力で
あることがわかる。例えば、８０：１以上のコントラスト比である視認領域は、前述の実
施例におけるよりもはるかに小さく、その他のコントラスト比領域の多くについても同様
である。本発明の主旨からすれば、３．９１というかなり高い正と負の遅延値の比をもつ
このライトバルブの出力は、望ましいものとはほど遠いものである。
【００５４】
（実施例６）
前述の例と同様に、この例のライトバルブもまた一般的に望ましくないように作製され、
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試験された。このライトバルブは、図１及び図２に示したように作製され、φは０°であ
る。液晶層９は、厚さ５．５μｍである。前述の多くの例のように、このライトバルブは
「Ｘバフ処理」される。このライトバルブの正の一軸遅延素子２及び１４は、各々１４０
ｎｍの遅延値を有し、一方、負の遅延素子４及び１３は、各々－２２０ｎｍの遅延値を有
する。この場合も、この通常白色のツイスト・ネマティック型ライトバルブは、オフ状態
のとき法線方向の入射光を約９０°捻れさせる液晶層９を有する。
【００５５】
図１１は、約６．０ボルトが印加されたときのこのライト・バルブの出力の白色光コント
ラスト比のグラフである。このライトバルブの出力を前述の例の出力と比較することによ
り、図１１の視認特性は望ましいものからほど遠くまた非対称であることがわかる。これ
は、液晶層９の両側における正と負の遅延値の比が０．６４と低いためである。
【００５６】
（実施例７）
この例では、前述の各例とは異なり、正及び負の遅延膜が液晶層９の片側にのみ設けられ
ている点以外は図１及び図２と同じであるカラー（ＲＧＢ）の６インチ×８インチＡＭＬ
ＣＤ（Ｘバフ処理）が作製され、試験された（φ＝０°）。従って、このＡＭＬＣＤは、
図１に示す光学的構成要素から背面の膜２及び４を除くことにより示される。よって、遅
延値－１１０ｎｍをもつ単独の負の遅延膜１３が、液晶層９と遅延値１４０ｎｍをもつ単
独の正の遅延膜１４との間に配置される。この例における単一の正及び負の遅延素子につ
いては、正と負の遅延値の比が、液晶層９の前面において約１．２７である。
【００５７】
図１２は、約７ボルトを印加したときの、この例における通常白色のツイスト・ネマティ
ック型ＡＭＬＣＤの白色光コントラスト比のグラフである。グラフからわかるように、高
コントラスト比の視認領域が、前述の満足できる実施例と比べて垂直方向上方へ移行して
いる。これは、正及び負の遅延素子が、液晶層９の片側でのみ用いられているからである
。このようなディスプレイ出力は、操縦室への適用等の所要の用途において有益である。
そのような場合には、ディスプレイがパイロットの視線の下に位置しているからである。
【００５８】
図１３は、この例のＡＭＬＣＤの０°の垂直視角に沿った水平視角における透過強度対駆
動電圧をプロットしたグラフである。図示のように、反転の山もなく、優れたグレイ・レ
ベル挙動を有する。このことは本明細書中の全ての実施例に云えることである。
【００５９】
以上、本発明を説明したが、当業者であれば、多くの他の特徴、変形、及び改良は自明で
あろう。このような他の特徴、変形、及び改良もまた本発明に含まれるものであり、本発
明の範囲は特許請求の範囲により定められるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例における通常白色のツイスト・ネマティックＬＣＤの光学的構成
要素の展開斜視図であり、液晶層を間に挟持する一対の負の遅延素子及び一対の正の遅延
素子を共に含むディスプレイである。
【図２】本発明の第１の実施例における図１の構成要素のそれぞれの光学軸の間の角度関
係を示す図である。
【図３】本発明の第２の実施例における図１のディスプレイの構成要素のそれぞれの光学
軸の間の角度関係を示す図であり、第２の実施例は、正の遅延素子の軸がそれらの隣接す
る偏光板の透過軸に対して約３°傾いているという点において図２の場合と異なる。
【図４】本発明の図１及び図２の実施例において５．０ボルトの駆動電圧を印加したとき
の実施例１のツイスト・ネマティック通常白色液晶ライトバルブの白色光コントラスト比
の等高線グラフである。
【図５】７．０ボルトの駆動電圧を印加したときの図４のライトバルブの白色光コントラ
スト比の等高線グラフである。
【図６】φが３°のときの本発明の図３の実施例における実施例２の６インチ×８インチ
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ＡＭＬＣＤ（通常白色）の白色光コントラスト比等高線グラフである。この図６のグラフ
は６．１ボルトの駆動電圧を印加したときのものである。
【図７】図６の通常白色のＡＭＬＣＤの透過強度対駆動電圧のグラフであり、このグラフ
は、このディスプレイの優れたグレイ・レベル挙動を示している。
【図８】実施例３において６ボルトの駆動電圧を印加したときの通常白色ライトバルブの
白色光コントラスト比の等高線グラフである。
【図９】図１及び図２に従った実施例４において６ボルトの駆動電圧を印加したときの通
常白色ライトバルブの白色光コントラスト比の等高線グラフである。
【図１０】実施例５において６ボルトの駆動電圧を印加したときの通常白色ライトバルブ
の白色光コントラスト比の等高線グラフである。
【図１１】実施例６において６ボルトの駆動電圧を印加したときの通常白色ライトバルブ
の白色光コントラスト比の等高線グラフである。
【図１２】正及び負の遅延素子が液晶層の片側にのみ設けられている点以外は図１及び図
２と同様の実施例７における通常白色ＡＭＬＣＤライトバルブの白色光コントラスト比の
等高線グラフである。このディスプレイは１つの正の遅延素子（１４０ｎｍ）及び１つの
負の遅延素子（－１１０ｎｍ）を液晶層の同じ側に有する。
【図１３】図１２のＡＭＬＣＤの透過強度対駆動電圧のプロットすなわちグラフである。
【符号の説明】
１　観察者
２　背面の正の遅延素子（遅延膜）
３　バックライト
４　背面の負の遅延素子（遅延膜）
５　背面偏光板
７　背面配向バフ膜
９　液晶層
１１　前面配向バフ膜
１３　前面の負の遅延素子（遅延膜）
１４　前面の正の遅延素子（遅延膜）
１５　前面偏光板
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

(16) JP 3660452 B2 2005.6.15



【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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