
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入射光を透過させる第一状態と入射光の進行状態が変わる第二状態とを切り換えるスイ
ッチング層と、スイッチング層からの入射光を反射する反射手段とを有し、
　スイッチング層が第一状態のとき、反射手段は、観測者のくろ目の像が反射され、観測
者が上記くろ目の像を認識することで黒表示を実現するように設定されている
　

ことを特徴とする反射型表示装置。
【請求項２】
　入射光を透過させる第一状態と入射光の進行状態が変わる第二状態とを切り換えるスイ
ッチング層と、スイッチング層からの入射光を反射する反射手段とを有し、
　スイッチング層が第一状態のとき、反射手段は、観測者のくろ目の像が反射され、観測
者が上記くろ目の像を認識することで黒表示を実現するように設定されている
　
　

ことを特徴とする反射型表示装置。
【請求項３】
　入射光を透過させる第一状態と入射光の進行状態が変わる第二状態とを切り換えるスイ
ッチング層と、スイッチング層からの入射光を反射する反射手段とを有し、
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とともに、
上記反射手段は、コーナーキューブの形状をした複数の凹部が配列して形成されており

、上記の各凹部が、立方体を構成する６つの正方形状の面のうち、一隅を構成する３面か
ら形成されている

とともに、
上記反射手段は、立方体の一隅の形状をした複数の凹部が配列して形成されており、
上記凹部は、上記立方体の一隅の先端部と上記立方体の中心とを結ぶ仮想線が、上記凹

部内に存在する形状を有している



　スイッチング層が第一状態のとき、反射手段は、観測者のくろ目の像が反射され、観測
者が上記くろ目の像を認識することで黒表示を実現するように設定されている
　
　

こと
を特徴とする反射型表示装置。
【請求項４】
　スイッチング層が第二状態のとき、白表示されるようになっていることを特徴とする請
求項 記載の反射型表示装置。
【請求項５】
　入射光を透過させる透過状態と入射光を散乱させる散乱状態とに切り換えるスイッチン
グ層と、反射手段としての再帰性反射板とを具備し、
　上記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが０ｍｍより大きく、５ｍｍ以下である

　

ことを特徴とする反射型表示装置。
【請求項６】
　入射光を透過させる透過状態と入射光を散乱させる散乱状態とに切り換えるスイッチン
グ層と、反射手段としての再帰性反射板とを具備し、
　上記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが０ｍｍより大きく、５ｍｍ以下である

　上記再帰性反射板の最小単位構造は、立方体の一隅の形状をした凹部であり、
　

ことを特徴とする反射型表示装置。
【請求項７】
　入射光を透過させる透過状態と入射光を散乱させる散乱状態とに切り換えるスイッチン
グ層と、反射手段としての再帰性反射板とを具備し、
　上記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが０ｍｍより大きく、５ｍｍ以下である

　
　

こと
を特徴とする反射型表示装置。
【請求項８】
　前記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが０ｍｍより大きく、１ｍｍ以下であること
を特徴とする請求項 記載の反射型表示装置。
【請求項９】
　入射光を透過させる透過状態と入射光を散乱させる散乱状態とに切り換えるスイッチン
グ層と、反射手段としての再帰性反射板とを具備し、
　上記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが、観察者におけるくろ目の直径の半分以下
である
　

ことを特徴とする反射型表示装置。
【請求項１０】
　入射光を透過させる透過状態と入射光を散乱させる散乱状態とに切り換えるスイッチン
グ層と、反射手段としての再帰性反射板とを具備し、
　上記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが、観察者におけるくろ目の直径の半分以下
である
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とともに
上記反射手段はコーナーキューブの形状をした複数の凹部が配列して形成されており、
互いに隣接する上記各凹部の間には、境界線となる稜線が形成されているとともに、互

いに隣接する上記各凹部は共通の頂点を有しており、各頂点が仮想平面上に存在する

１～３の何れかに

とと
もに、

上記再帰性反射板の最小単位構造は、コーナーキューブの形状をした凹部であり、上記
の各凹部が、立方体を構成する６つの正方形状の面のうち、一隅を構成する３面から形成
されている

とと
もに、

上記凹部は、上記立方体の一隅の先端部と上記立方体の中心とを結ぶ仮想線が上記凹部
内に存在する形状を有している

とと
もに、

上記再帰性反射板の最小単位構造は、コーナーキューブの形状をした凹部であり、
互いに隣接する上記各凹部の間には、境界線となる稜線が形成されているとともに、互

いに隣接する上記各凹部は共通の頂点を有しており、各頂点が仮想平面上に存在する

５～７の何れかに

とともに、
上記再帰性反射板の最小単位構造は、コーナーキューブの形状をした凹部であり、上記

の各凹部が、立方体を構成する６つの正方形状の面のうち、一隅を構成する３面から形成
されている

とともに、



　
　

ことを特徴とする反射型表示装置。
【請求項１１】
　入射光を透過させる透過状態と入射光を散乱させる散乱状態とに切り換えるスイッチン
グ層と、反射手段としての再帰性反射板とを具備し、
　上記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが、観察者におけるくろ目の直径の半分以下
である
　
　

こと
を特徴とする反射型表示装置。
【請求項１２】
　前記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが、観察者における瞳孔の直径の半分以下で
あることを特徴とする請求項 記載の反射型表示装置。
【請求項１３】
　入射光を透過させる透過状態と入射光を散乱させる散乱状態とに切り換えるスイッチン
グ層と、各画素に対応して形成された各カラーフィルタ部と、反射手段としての再帰性反
射板とを具備し、
　上記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが、該カラーフィルタ部のピッチ以下である

　

ことを特徴とする反射型表示装置。
【請求項１４】
　入射光を透過させる透過状態と入射光を散乱させる散乱状態とに切り換えるスイッチン
グ層と、各画素に対応して形成された各カラーフィルタ部と、反射手段としての再帰性反
射板とを具備し、
　上記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが、該カラーフィルタ部のピッチ以下である

　
　

ことを特徴とする反射型表示装置。
【請求項１５】
　入射光を透過させる透過状態と入射光を散乱させる散乱状態とに切り換えるスイッチン
グ層と、各画素に対応して形成された各カラーフィルタ部と、反射手段としての再帰性反
射板とを具備し、
　上記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが、該カラーフィルタ部のピッチ以下である

　
　

こと
を特徴とする反射型表示装置。
【請求項１６】
　前記請求項 の何れかに記載の反射型表示装置において、
　前記スイッチング層は、光散乱型液晶層であることを特徴とする反射型表示装置。
【請求項１７】
　前記請求項 の何れかに記載の反射型表示装置において、
　前記再帰性反射板の最小単位構造を構成する面の一部に光吸収面部が設けられているこ
とを特徴とする反射型表示装置。
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上記再帰性反射板の最小単位構造は、立方体の一隅の形状をした凹部であり、
上記凹部は、上記立方体の一隅の先端部と上記立方体の中心とを結ぶ仮想線が上記凹部

内に存在する形状を有している

とともに、
上記再帰性反射板の最小単位構造は、コーナーキューブの形状をした凹部であり、
互いに隣接する上記各凹部の間には、境界線となる稜線が形成されているとともに、互

いに隣接する上記各凹部は共通の頂点を有しており、各頂点が仮想平面上に存在する

９～１１の何れかに

とともに、
上記再帰性反射板の最小単位構造は、コーナーキューブの形状をした凹部であり、上記

の各凹部が、立方体を構成する６つの正方形状の面のうち、一隅を構成する３面から形成
されている

とともに、
上記再帰性反射板の最小単位構造は、立方体の一隅の形状をした凹部であり、
上記凹部は、上記立方体の一隅の先端部と上記立方体の中心とを結ぶ仮想線が上記凹部

内に存在する形状を有している

とともに、
上記再帰性反射板の最小単位構造は、コーナーキューブの形状をした凹部であり、
互いに隣接する上記各凹部の間には、境界線となる稜線が形成されているとともに、互

いに隣接する上記各凹部は共通の頂点を有しており、各頂点が仮想平面上に存在する

１～１５

５～１５



【請求項１８】
　前記請求項 記載の反射型表示装置において、
　前記光吸収面部は、前記スイッチング層の表面方向に対し立設する方向に設けられてい
ることを特徴とする反射型表示装置。
【請求項１９】
　前記請求項 記載の反射型表示装置において、
　前記光吸収面部は、前記再帰性反射板の各最小単位構造の境界に沿って設けられている
ことを特徴とする反射型表示装置。
【請求項２０】
　前記請求項 の何れかに記載の反射型表示装置において、
　前記再帰性反射板は、コーナーキューブアレイであり、前記光吸収面部の先端部は、上
記再帰性反射板の各頂点を結ぶ仮想平面に対し面一となるように形成されていることを特
徴とする反射型表示装置。
【請求項２１】
　前記請求項 の何れかに記載の反射型表示装置において、
　前記光吸収面部は、光照射により着色された感光材料からなっていることを特徴とする
反射型表示装置。
【請求項２２】
　前記請求項 の何れかに記載の反射型表示装置において、
　前記反射手段は、コーナーキューブアレイであり、光吸収部位が、該コーナーキューブ
アレイの頂点と辺に配置されていることを特徴とする反射型表示装置。
【請求項２３】
　前記請求項 の何れかに記載の反射型表示装置において、
　前記反射手段は、コーナーキューブアレイであり、該コーナーキューブアレイの頂点と
辺からの反射を遮光する遮光部が設けられていることを特徴とする反射型表示装置。
【請求項２４】
　前記請求項 の何れかに記載の反射型表示装置において、
　前記スイッチング層は、各画素を備え、
　相異なる複数の画素を通過する光を吸収する光吸収部が配置されていることを特徴とす
る反射型表示装置。
【請求項２５】
　前記請求項 記載の反射型表示装置において、
　前記光吸収部は、ルーバ、カラーフィルタ部およびブラックマトリクス部の少なくとも
一つであることを特徴とする反射型表示装置。
【請求項２６】
　前記請求項 記載の反射型表示装置において、
　前記スイッチング層は、各画素を備え、
　前記再帰性反射板の各最小単位構造は、それぞれ前記の一つの画素に対応するカラーフ
ィルタ部を通過した光が上記カラーフィルタ部に戻るように形成されていることを特徴と
する反射型表示装置。
【請求項２７】
　前記請求項 記載の反射型表示装置において、
　前記再帰性反射板の各最小単位構造のピッチは、前記カラーフィルタ部のピッチの１／
２以下であることを特徴とする反射型表示装置。
【請求項２８】
　前記請求項 の何れかに記載の反射型表示装置において、
　前記反射手段の前面にレンズシートを少なくとも一枚配置していることを特徴とする反
射型表示装置。
【請求項２９】
　前記請求項 の何れかに記載の反射型表示装置において、
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１７

１７または１８

１７～１９

１７～２０

１～２１

１～２２

１～２３

２４

１３～１５の何れかに

１３～１５の何れかに

１～２７

５～１５



　前記再帰性反射板の各凹部に光透過性樹脂が充填されていることを特徴とする反射型表
示装置。
【請求項３０】
　前記請求項 の何れかに記載の反射型表示装置において、
　前記スイッチング層および反射手段を有する表示パネルが設けられ、
　上記表示パネルの側面を覆う光吸収部材が設けられていることを特徴とする反射型表示
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、偏光板が不要で、白表示の明度が高く、かつ、コントラスト比の高い、見易
い多色表示可能な反射型表示装置およびそれに用いられる再帰性反射板に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来より、薄型、軽量等の特徴を有するカラーディスプレイとして、液晶表示装置が数
多く用いられている。カラー液晶表示装置として、特に広く用いられているものは、背部
側に光源を用いた透過型液晶表示装置である。このような透過型液晶表示装置は、各種分
野に用途を拡大して用いられている。
【０００３】
　上記透過型液晶表示装置に対して、他の表示方式である反射型液晶表示装置は、光源（
自然光や周囲光）からの光を反射して表示に利用する。よって、上記反射型液晶表示装置
は、上記光源をバックライトの代替とするため、バックライトを必要とせず、バックライ
ト用電力が削減可能であり、さらに、バックライトのスペースや重量が節約できる等の特
徴を有している。
【０００４】
　すなわち、表示装置全体として、消費電力の低減が実現でき、小型のバッテリを用いる
ことが可能になり、軽量薄型を目的とする機器に適している。また、機器の大きさまたは
重量を同一にするように作製すれば、大型のバッテリを用いることが可能になり、動作時
間の飛躍的な拡大が期待できる。
【０００５】
　また、上記反射型液晶表示装置は、表示面のコントラスト特性の面からも、他の表示装
置に対し優位性を備えている。つまり、ＣＲＴ等の発光型表示装置では、日中の屋外にお
いて大幅なコントラスト比の低下が見られる。また、低反射処理の施された透過型液晶表
示装置においても、直射日光下等の周囲光が表示光に比べて非常に強い場合には、同様に
大幅なコントラスト比の低下が避けられない。これに対して、反射型液晶表示装置は、周
囲光量に比例した表示光が得られるので、上記の理由によるコントラスト比の低下を回避
でき、よって、携帯情報端末機器やデジタルカメラ、携帯ビデオカメラ等の屋外での使用
時には、特に好適である。
【０００６】
　上記のように非常に有望な応用分野を有しながら、現在まで十分な実用性を有する反射
型カラー液晶表示装置は得られていない。これは、今までの反射型カラー液晶表示装置で
は、十分なコントラスト比や反射率、フルカラー化、高精細表示や動画への対応等の性能
が不十分なためである。
【０００７】
　以下、従来の反射型液晶表示装置について、さらに説明する。現在、偏光板を二枚もし
くは一枚用いた反射型液晶表示装置が広く使用されている。上記液晶表示装置では、電界
により液晶層の旋光性を制御して表示を行うツイステッドネマティックモード（以下、「
ＴＮモード」という）、電界により液晶層の複屈折を制御して表示を行う複屈折モード（
以下、「ＥＣＢモード」という）、または、ＴＮモードとＥＣＢモードとを組み合わせた
ミックスモードなどが主に使用されている。
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１～２９



【０００８】
　これに対し、偏光板を省いた方式の反射型液晶表示装置が知られている。上記方式では
、染料を液晶に添加したゲストホスト型液晶素子が開発されてきたが、二色性染料を添加
しているため、信頼性に欠け、また、染料の二色性比が低いため、高いコントラスト比が
得られないといった問題がある。特に、コントラストの不足は、カラーフィルタを用いる
カラー表示においては、色純度を大幅に低下させる。このため、コントラストの不足した
反射型液晶表示装置は、色純度の高いカラーフィルタと組み合わせる必要がある。反射型
液晶表示装置は、色純度の高いカラーフィルタを用いた場合、そのために明度が低下し、
偏光板を省いたことによる上記方式の高明度という利点が損なわれるという問題を有して
いる。
【０００９】
　これらの各問題を回避するために、偏光板や染料を用いずに高明度、高コントラスト表
示の期待ができる、高分子分散型液晶、またはコレステリック液晶を利用した方式の液晶
表示素子の開発がなされている。これらの方式は、液晶層に印加する電圧を制御すること
により、液晶層が光学的に透過状態と散乱状態との間で、もしくは透過状態と反射状態と
の間で切り替わる特性を利用したものである。上記方式は、偏光板を用いないことから、
光の利用効率を上げることができる。さらに、上記方式は、色味の観点から評価を行った
場合においても、上記ＴＮモードやＥＣＢモードと比べ、波長依存性が小さいこと、その
上、偏光板自体の吸収プロファイル、すなわち、偏光板が青色の光を吸収し、上記偏光板
を通過した光が黄色味を帯びるといった問題点から解放されることから、良好な白表示が
実現されることを期待できる。
【００１０】
　上記方式の一例が、特開平３－１８６８１６号公報（公開日１９９１年８月１４日）に
開示されている。上記公報に記載の液晶表示装置は、黒色基板上に高分子分散型液晶を配
置し、電圧無印加時には高分子分散型液晶が散乱状態となり、白濁することによる白表示
を与え、電圧印加時には高分子分散型液晶が透過状態となり、下側に配置されている黒色
基板が見えて黒表示を与えることによって、白黒表示を行うものである。
【００１１】
　米国特許第３，９０５，６８２号公報（発行日１９７５年９月１６日）には、光散乱型
液晶を用いた光変調層と再帰性反射板とから構成される液晶デバイスが開示されている。
特開昭５４－１０５９９８号公報（公開日１９７９年８月２０日）には、光散乱型液晶あ
るいはゲストホスト液晶を用いた光変調層とルーバと再帰性反射体とから構成される反射
型液晶表示装置が開示されている。また、米国特許第５，１８２，６６３号公報（発行日
１９９３年１月２６日）には、光散乱型液晶を用いた光変調層とコーナーキューブアレイ
とから構成される液晶デバイスが開示されている。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、前記特開平３－１８６８１６号公報に開示された液晶表示装置において
は、白表示に際して、高分子分散型液晶から後方に散乱される光しか白表示に関与してお
らず、前方に散乱される光はすべて黒色基板に吸収されてしまうため、実際には光の利用
効率は著しく低下する。
【００１３】
　米国特許第３，９０５，６８２号公報に開示された液晶表示装置においては、黒表示時
は液晶層が透過状態時に実現される。再帰性反射による黒表示の表示品位は、再帰性に依
存し、再帰性反射の最小単位構造のサイズが強く影響するが、この特許においては、黒表
示を実現するためのメカニズムや再帰性反射板の最小単位構造のサイズについても記載が
ない。
【００１４】
　また、該特許にて開示されている再帰性反射板の実施形態は、コーナーキューブアレイ
および微少球アレイを用いた再帰性反射板であるが、いずれも再帰性が十分であるとは言
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えず、十分な黒表示を得ることができない。また、十分な再帰性を有する再帰性反射板の
構造の詳細については開示されていない。さらに、表示面法線方向に対し、斜め方向から
観察したとき、黒表示の品位が劣化するという問題が生じている。
【００１５】
　特開昭５４－１０５９９８号公報に開示された反射形式液晶表示装置は、再帰性反射板
の前面、観察者側に、吸収部位を設けたルーバを配置し、観察者位置から該液晶表示装置
に入射する光線はルーバにより再帰性反射板が覆い隠されているため、入射光はすべてル
ーバの吸収部位で吸収され良好な黒表示を実現し、光源位置から該液晶表示装置に入射す
る光線はルーバをすり抜けて直接再帰性反射板に到達するような構成になっている。
【００１６】
　しかし、該公報でも再帰性反射板の最小単位構造のサイズや黒表示を実現するためのメ
カニズムが記載されておらず、さらに、黒表示に関しては前記米国特許第３，９０５，６
８２号公報の問題を解決しているが、ルーバに設けられた吸収部位が占める面積が大きす
ぎるため白表示の明るさを損なってしまう。
【００１７】
　さらに、上記従来の各構成においては、いずれも、再帰性反射板の最小単位構造のピッ
チとカラーフィルタのピッチとの関係について考慮されていない。したがって、カラーフ
ィルタを備えた構成の場合、上記従来の構成では、入射光と出射光とが互いに異なるカラ
ーフィルタを通過する結果、混色による輝度および色度の低下を招いてしまうという問題
を生ずる。
【００１８】
　また、上記の各問題は、液晶表示装置以外の反射型表示装置についても起こりうるもの
である。
【００１９】
　本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、白表示の明度が高く、
かつ、コントラスト比の高い、見易い多色表示可能な反射型表示装置であって、混色によ
る輝度および色度の低下を防止する反射型表示装置およびそれに用いられる再帰性反射板
を提供することにある。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
　本発明の反射型表示装置は、上記課題を解決するために、入射光を透過させる第一状態
と入射光の進行状態が変わる第二状態とを切り換えるスイッチング層と、スイッチング層
からの入射光を反射する反射手段とを有し、スイッチング層が第一状態のとき、反射手段
は、観測者のくろ目の像が反射され、観測者が上記くろ目の像を認識することで黒表示を
実現するように設定されている

ことを特徴としている。
【００２１】
　

【００２２】
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とともに、上記反射手段は、コーナーキューブの形状をし
た複数の凹部が配列して形成されており、上記の各凹部が、立方体を構成する６つの正方
形状の面のうち、一隅を構成する３面から形成されている

本発明の反射型表示装置は、上記課題を解決するために、入射光を透過させる第一状態
と入射光の進行状態が変わる第二状態とを切り換えるスイッチング層と、スイッチング層
からの入射光を反射する反射手段とを有し、スイッチング層が第一状態のとき、反射手段
は、観測者のくろ目の像が反射され、観測者が上記くろ目の像を認識することで黒表示を
実現するように設定されているとともに、上記反射手段は、立方体の一隅の形状をした複
数の凹部が配列して形成されており、上記凹部は、上記立方体の一隅の先端部と上記立方
体の中心とを結ぶ仮想線が、上記凹部内に存在する形状を有していることを特徴としてい
る。

本発明の反射型表示装置は、上記課題を解決するために、入射光を透過させる第一状態
と入射光の進行状態が変わる第二状態とを切り換えるスイッチング層と、スイッチング層
からの入射光を反射する反射手段とを有し、スイッチング層が第一状態のとき、反射手段



【００２３】
　上記反射型表示装置では、スイッチング層が第二状態のとき、白表示されるようになっ
ていることが好ましい。
【００２４】
　本発明の他の反射型表示装置は、前記課題を解決するために、入射光を透過させる透過
状態と入射光を散乱させる散乱状態とに切り換えるスイッチング層と、反射手段としての
再帰性反射板とを具備し、上記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが０ｍｍより大きく
、５ｍｍ以下である

ことを特徴としている。
【００２５】
　

【００２６】
　

【００２７】
　上記反射型表示装置においては、前記反射手段の最小単位構造のピッチが０ｍｍより大
きく、１ｍｍ以下であってもよい。
【００２８】
　本発明のさらに他の反射型表示装置は、前記課題を解決するために、入射光を透過させ
る透過状態と入射光を散乱させる散乱状態とに切り換えるスイッチング層と、反射手段と
しての再帰性反射板とを具備し、上記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが、観察者に
おける、くろ目（角膜）の直径の半分以下である

ことを特徴としてい
る。
【００２９】
　

【００３０】
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は、観測者のくろ目の像が反射され、観測者が上記くろ目の像を認識することで黒表示を
実現するように設定されているとともに上記反射手段はコーナーキューブの形状をした複
数の凹部が配列して形成されており、互いに隣接する上記各凹部の間には、境界線となる
稜線が形成されているとともに、互いに隣接する上記各凹部は共通の頂点を有しており、
各頂点が仮想平面上に存在することを特徴としている。

とともに、上記再帰性反射板の最小単位構造は、コーナーキューブの
形状をした凹部であり、上記の各凹部が、立方体を構成する６つの正方形状の面のうち、
一隅を構成する３面から形成されている

本発明の他の反射型表示装置は、前記課題を解決するために、入射光を透過させる透過
状態と入射光を散乱させる散乱状態とに切り換えるスイッチング層と、反射手段としての
再帰性反射板とを具備し、上記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが０ｍｍより大きく
、５ｍｍ以下であるとともに、上記再帰性反射板の最小単位構造は、立方体の一隅の形状
をした凹部であり、上記凹部は、上記立方体の一隅の先端部と上記立方体の中心とを結ぶ
仮想線が上記凹部内に存在する形状を有していることを特徴としている。

本発明の他の反射型表示装置は、前記課題を解決するために、入射光を透過させる透過
状態と入射光を散乱させる散乱状態とに切り換えるスイッチング層と、反射手段としての
再帰性反射板とを具備し、上記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが０ｍｍより大きく
、５ｍｍ以下であるとともに、上記再帰性反射板の最小単位構造は、コーナーキューブの
形状をした凹部であり、互いに隣接する上記各凹部の間には、境界線となる稜線が形成さ
れているとともに、互いに隣接する上記各凹部は共通の頂点を有しており、各頂点が仮想
平面上に存在することを特徴としている。

とともに、上記再帰性反射板の最小単位
構造は、コーナーキューブの形状をした凹部であり、上記の各凹部が、立方体を構成する
６つの正方形状の面のうち、一隅を構成する３面から形成されている

本発明のさらに他の反射型表示装置は、前記課題を解決するために、入射光を透過させ
る透過状態と入射光を散乱させる散乱状態とに切り換えるスイッチング層と、反射手段と
しての再帰性反射板とを具備し、上記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが、観察者に
おける、くろ目（角膜）の直径の半分以下であるとともに、上記再帰性反射板の最小単位
構造は、立方体の一隅の形状をした凹部であり、上記凹部は、上記立方体の一隅の先端部
と上記立方体の中心とを結ぶ仮想線が上記凹部内に存在する形状を有していることを特徴
としている。



　

【００３１】
　上記構成によれば、再帰性反射板の最小単位構造のピッチを上記のようにそれぞれ設定
することにより、再帰性反射板の最小単位構造の影響による黒表示の悪化を防止できる。
この結果、上記構成では、白表示の明度を高く、かつ、コントラストを高くできる。
【００３２】
　本発明のさらに他の反射型表示装置は、前記課題を解決するために、入射光を透過させ
る透過状態と入射光を散乱させる散乱状態とに切り換えるスイッチング層と、各画素に対
応して形成された各カラーフィルタ部と、反射手段としての再帰性反射板とを具備し、上
記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが、上記カラーフィルタ部のピッチ以下である

ことを特徴としている。
【００３３】
　

【００３４】
　

【００３５】
　上記構成によれば、再帰性反射板の最小単位構造のピッチが、該カラーフィルタ部のピ
ッチ以下に設定したことにより、任意のカラーフィルタ部を通過して再帰性反射板に入射
した光は、再帰性反射板による反射によって、再び同じカラーフィルタ部を通過して出射
する。
【００３６】
　したがって、上記構成では、入射光と出射光とが互いに異なるカラーフィルタ部を通過
するといった不具合がなく、混色による輝度および色度の低下を防止できて、カラー表示
品質を向上できる。
【００３７】
　上記反射型表示装置では、前記スイッチング層は、光散乱型液晶層であってもよい。上
記反射型表示装置においては、前記再帰性反射板の最小単位構造を構成する面の一部に光
吸収面部が設けられていることが好ましい。上記反射型表示装置では、前記光吸収面部は
、前記スイッチング層の表面方向に対し立設する方向に設けられていてもよい。
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本発明のさらに他の反射型表示装置は、前記課題を解決するために、入射光を透過させ
る透過状態と入射光を散乱させる散乱状態とに切り換えるスイッチング層と、反射手段と
しての再帰性反射板とを具備し、上記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが、観察者に
おける、くろ目（角膜）の直径の半分以下であるとともに、上記再帰性反射板の最小単位
構造は、コーナーキューブの形状をした凹部であり、互いに隣接する上記各凹部の間には
、境界線となる稜線が形成されているとともに、互いに隣接する上記各凹部は共通の頂点
を有しており、各頂点が仮想平面上に存在することを特徴としている。

と
ともに、上記再帰性反射板の最小単位構造は、コーナーキューブの形状をした凹部であり
、上記の各凹部が、立方体を構成する６つの正方形状の面のうち、一隅を構成する３面か
ら形成されている

本発明のさらに他の反射型表示装置は、前記課題を解決するために、入射光を透過させ
る透過状態と入射光を散乱させる散乱状態とに切り換えるスイッチング層と、各画素に対
応して形成された各カラーフィルタ部と、反射手段としての再帰性反射板とを具備し、上
記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが、上記カラーフィルタ部のピッチ以下であると
ともに、上記再帰性反射板の最小単位構造は、立方体の一隅の形状をした凹部であり、上
記凹部は、上記立方体の一隅の先端部と上記立方体の中心とを結ぶ仮想線が上記凹部内に
存在する形状を有していることを特徴としている。

本発明のさらに他の反射型表示装置は、前記課題を解決するために、入射光を透過させ
る透過状態と入射光を散乱させる散乱状態とに切り換えるスイッチング層と、各画素に対
応して形成された各カラーフィルタ部と、反射手段としての再帰性反射板とを具備し、上
記再帰性反射板の最小単位構造のピッチが、上記カラーフィルタ部のピッチ以下であると
ともに、上記再帰性反射板の最小単位構造は、コーナーキューブの形状をした凹部であり
、互いに隣接する上記各凹部の間には、境界線となる稜線が形成されているとともに、互
いに隣接する上記各凹部は共通の頂点を有しており、各頂点が仮想平面上に存在すること
を特徴としている。



【００３８】
　上記反射型表示装置においては、前記光吸収面部は、前記再帰性反射板の各最小単位構
造の境界に沿って設けられていてもよい。上記反射型表示装置では、前記再帰性反射板は
コーナーキューブアレイであり、前記光吸収面部の先端部は、前記再帰性反射板の各頂点
を結ぶ仮想平面に対し面一となるように形成されていてもよい。
【００３９】
　上記構成によれば、再帰性反射板の再帰性能が不十分であることによる悪影響に起因す
る黒表示の悪化を上記光吸収面部によって防止できるので、得られる表示におけるコント
ラストを向上できる。
【００４０】
　上記反射型表示装置においては、前記再帰性反射板の前面にレンズシートを少なくとも
一枚配置していることが好ましい。上記構成によれば、再帰性反射板の再帰性能をレンズ
シートにより向上できるから、白表示の明度が高く、かつ、得られる表示におけるコント
ラストを改善でき
【００４１】
　 記反射型表示装置においては、前記再帰性反射板は、コーナーキューブアレイであり
、前記光吸収部位が該コーナーキューブアレイの頂点と辺に配置されていることが望まし
い。
【００４２】
　上記構成によれば、コーナーキューブアレイの作製上、不可避である頂点や辺からの乱
反射を光吸収部位により回避できるので、コントラストを改善できる。
【００４３】
　上記反射型表示装置では、前記再帰性反射板は、コーナーキューブアレイであり、該コ
ーナーキューブアレイの頂点と辺からの反射を遮光する遮光部が設けられていてもよい。
【００４４】
　上記構成によれば、コーナーキューブアレイの作製上、不可避である頂点や辺からの乱
反射を遮光部により防止できるので、コントラストを向上できる。
【００４５】
　上記反射型表示装置においては、前記スイッチング層は、各画素を備え、画素へ他の画
素から入射される光を吸収する光吸収部が配置されていてもよい。上記反射型表示装置で
は、前記光吸収部は、ルーバ、カラーフィルタ部およびブラックマトリクス部の少なくと
も一つであってもよい。
【００４６】
　上記構成によれば、他の画素から入射される光を吸収する例えばルーバやカラーフィル
タ部などの光吸収部を配置したことによって、表示面法線から倒れた観察方向による黒浮
きを抑制し、良好な黒表示を実現することができる。上記構成では、特に、再帰性反射板
にコーナーキューブアレイを用いた場合、上記光吸収部による効果が高くできる。
【００４７】
　上記反射型表示装置においては、前記スイッチング層は、各画素を備え、前記再帰性反
射板の各最小単位構造は、それぞれ前記の一つの画素に対応するカラーフィルタ部を通過
した光が上記カラーフィルタ部に戻るように形成されていてもよい。上記反射型表示装置
では、前記再帰性反射板の各最小単位構造のピッチは、前記カラーフィルタ部のピッチの
１／２以下が好ましい。
【００４８】
　上記反射型表示装置においては、前記再帰性反射板の各凹部に光透過性樹脂が充填され
ていることが好ましい。上記構成によれば、各凹部に光透過性樹脂を充填しているので、
再帰性反射板の反射面や他の部材との界面の歪みを抑制でき、再帰性反射板に対する入射
光や反射光（出射光）の光路を安定化できる。
【００４９】
　上記反射型表示装置では、前記光吸収面部は、光照射により着色された感光材料からな
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っていることが望ましい。
【００５０】
　上記構成によれば、光照射により着色される感光材料から光吸収面部を形成したことに
より、上記光吸収面部の薄型化が可能となるので、上記光吸収面部を備えた再帰性反射板
の開口率を大きくできる。よって、上記構成では、開口率の向上により、白表示や黒表示
の表示品質をさらに改善できる。
【００５１】
　上記反射型表示装置においては、前記スイッチング層および反射手段を有する表示パネ
ルが設けられ、上記表示パネルの側面を覆う光吸収部材が設けられていることが好ましい
。
【００５２】
　上記構成によれば、前記スイッチング層を有する表示パネルの側面を、光吸収部材で覆
うことにより、外部光が側面から表示パネル内に入射されることを防止すると共に、表示
パネルの内部を導光して該側面に到達した光が散乱したり、反射手段で反射したりするな
どの影響による黒表示の悪化を防止し、良好な黒表示を実現でき
【００５３】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の各形態を図面に即して説明する。図１は、本発明の実施の各形態
に係る反射型液晶表示装置（反射型表示装置）の構成断面図である。
【００５４】
　上記反射型液晶表示装置では、液晶層（スイッチング層）１が、入射側基板６と、それ
に対向する側の反射側基板７とによって挟持されて設けられている。上記入射側基板６は
、それぞれ、透明な（光透過性を有する）ガラス板や高分子フィルムなどの材料からなっ
ている。上記反射側基板７は、ガラス板や高分子フィルムなどの材料からなっているが、
必ずしも透明である必要はない。
【００５５】
　上記反射側基板７上には、再帰性反射板（反射手段）８がその反射光を入射側基板６に
向かって出射するように形成されている。上記再帰性反射板８は、観測者のくろ目の像が
反射され、観測者が上記くろ目の像を認識することで黒表示を実現するように設定されて
いる。
【００５６】
　このような再帰性反射板８としては、入射側基板６側から上記再帰性反射板８に対し入
射した入射光を反射して反射光として出射するとき、上記入射光と略平行（略逆平行）と
なるように反射光を反射するものが挙げられる。
【００５７】
　本実施の各形態で用いた再帰性反射板８は、アクリル樹脂を金型でプレスして成形し、
反射面に銀を蒸着により２０００Å付けたものを使用している。上記アクリル樹脂は、例
えばカーボンブラックの添加により黒色となっている。
【００５８】
　上記入射側基板６と反射側基板７とには、それぞれ液晶層１に電圧を印加するための各
電極４、５が形成されている。上記各電極４、５は各画素に対応するように形成されてい
る。つまり、上記各電極４・５は、液晶層１の各画素に対し、表示画像に応じた各電圧を
それぞれ印加するために所定のパターンで形成されている。各電極４、５への電圧印加手
段として、アクティブ素子等を用いてもよい。電圧印加手段については特に限定されない
。どのような電圧印加手段を用いても本発明が影響されないことは言うまでもない。
【００５９】
　さらに各電極４、５における液晶層１への対向面上には、各水平配向膜２、３が液晶層
１と当接するように塗布されている。上記各水平配向膜２、３によって、液晶層１が電圧
無印加状態で水平配向状態を実現するように設定されている。本実施の各形態の場合、水
平配向膜を用いたが、配向膜の種類を限定する必要は無い。
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【００６０】
　本実施の各形態では、液晶層１には光散乱型液晶の一例として、高分子分散型液晶を用
いた。該高分子分散型液晶は、低分子液晶組成物と、重合していないプレポリマーとを均
一に溶解させた混合物（プレポリマー液晶混合物）を基板間に配置し、プレポリマーを重
合することで得られる。
【００６１】
　詳しくは、紫外線で硬化する液晶性のプレポリマーと、液晶組成物（メルク社製－商品
名ＴＬ２１３、△ｎ＝０．２３８）とを、２０：８０の重量比にて混合させた混合物に、
さらに、少量の重合開始剤（チバガイギー社製－商品名 Irgacure 651）を添加し、常温で
ネマティック液晶相を示す状態で、紫外線を照射することで製造することができる。この
ような製造方法は、加熱処理を施す必要がないので、他の部材へのダメージを低減するこ
とができる。
【００６２】
　さらに、上記に限定されず、以下に説明する、何れのスイッチング層を液晶層１に用い
ても、同様の効果が得られる。
【００６３】
　上記スイッチング層としては、入射光を、その進行方向を維持して通過させる（入射光
が屈折して通過する場合も含む）透過状態（第一状態）と、入射光の進行方向を変える、
すなわち、少なくとも散乱作用を有する状態（第二状態）との間でスイッチングするもの
であればよい。
【００６４】
　例えば、光散乱型液晶として、ネマティック－コレステリック相転移型液晶、ホログラ
フィック機能や回折機能を有する高分子分散型液晶、液晶ゲル等が挙げられる。
【００６５】
　詳しく説明すると、コレステリック液晶を用いたモードは、液晶のドメインサイズや螺
旋軸の方向を制御することで、透過状態と、散乱性が付与された反射状態とでスイッチン
グするようになる。ホログラフィック機能を有する高分子分散型液晶の場合、例えば、プ
レポリマー液晶混合物に散乱光を照射し、高分子を重合させて製造することができる。こ
のようなホログラフィック機能を有する高分子分散型液晶のモードは、透過状態と、散乱
性が付与された反射状態とでスイッチングするようになる。
【００６６】
　ここで、本反射型液晶表示装置の表示の原理を説明する。まず、白表示の動作について
説明する。電圧印加時、液晶層１の各液晶分子１ａが電場の方向に向き、高分子の液晶基
１ｂは向きを変えないため、両者の間で屈折率が非整合をおこし、液晶層１は散乱状態に
なっている。散乱状態の液晶層１に入射光が入射すると、液晶層１を透過する直進光およ
び前方散乱された光は再帰性反射板８で反射された後、再び散乱状態の液晶層１を通るこ
とにより散乱作用を受けるので、後方散乱された光のみでなく、多くの光が観察方向に戻
ることになる。
【００６７】
　ここで、効率の悪い後方散乱だけでなく、液晶層１を透過する直進光および前方散乱さ
れた光を利用することにより、非常に明度の高い表示を得ることができる。なお、各液晶
分子１ａは、高分子の液晶基１ｂにより所定の間隔にて保持されている。
【００６８】
　次に、黒表示の動作について説明する。電圧無印加時、液晶層１の各液晶分子１ａが高
分子の液晶基１ｂと同じ方向に向くので、液晶層１は透過状態となっている。表示を観察
している観察者の眼に入射してくる光のもとをたどっていくと、基板６や液晶層１などに
より屈折作用を受け、再帰性反射板８により再帰され、同様に液晶層１や基板６などによ
り屈折作用を受け、最終的に観察者の眼の近傍に達する。
【００６９】
　すなわち、観察者の眼の近傍からの入射光１０のみが観察者に観察される出射光１１と
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なる。ここで、前記観察者の眼の近傍が、光源が存在しない程度十分狭い領域であれば、
ほほやしろ目等は間接光源と考えることもできるので、例えば眼のくろ目よりも狭い領域
であれば、黒表示が実現される。
【００７０】
　〔実施の第一形態〕
　本発明の実施の第一形態として、再帰性反射板８の最小単位構造のピッチが異なる反射
型液晶表示装置を複数作製し、黒表示を目視にて観察した。具体的には、コーナーキュー
ブアレイ、微小球アレイ、もしくはマイクロレンズアレイからなる再帰性反射板でかつ、
その最小単位構造のピッチが０．５ｍｍ、５ｍｍ、１０ｍｍ、２５ｍｍの１２種類の反射
型液晶表示装置をそれぞれ作製した。
【００７１】
　結果は、コーナーキューブアレイからなる再帰性反射板、微小球アレイからなる再帰性
反射板、マイクロレンズアレイからなる再帰性反射板ともに、ピッチが０．５ｍｍ、５ｍ
ｍのものが良好な黒状態を実現した。ピッチが１０ｍｍ、２５ｍｍのものは、再帰性反射
板にしろ目（強膜部分）がうつりこみ、黒表示の明るさが浮いてしまう結果となった。
【００７２】
　この結果に関して、図２により考察を行う。観察者が再帰性反射板の最小単位構造の中
心付近を観察しているときは、観察される光の光源の位置は観察者の眼のごく近傍となる
。すなわち、この場合は、図２（ａ）に示すように、観察者の眼のごく近傍から本反射型
液晶表示装置に入射する光１０が再帰性反射板で反射され、観察者は出射光１１を観察す
ることとなる。
【００７３】
　また、図２（ｂ）に示すように、観察者が再帰性反射板の最小単位構造の上端付近を観
察しているときは、観察される光の光源の位置は観察者の眼の下側となる。すなわち、こ
の場合は、観察者の眼の下側から本反射型液晶表示装置に入射する光１２が再帰性反射板
に反射され、その反射光である出射光１３を観察者は観察することになる。この時、再帰
性反射板の最小単位構造のピッチが大きければ、その大きさに応じて下側のしろ目を観察
することになる。
【００７４】
　また、観察者が再帰性反射板の最小単位構造の下端付近を観察しているときは、観察さ
れる光の光源の位置は観察者の眼の上側となる。すなわち、この場合は、観察者の眼の上
側から本反射型液晶表示装置に入射する光１４が再帰性反射板に反射され、その反射光で
ある出射光１５を観察者は観察することになる。この時、再帰性反射板の最小単位構造の
ピッチが大きければ、その大きさに応じて上側のしろ目を観察することになる。
【００７５】
　以上より、再帰性反射板の最小単位構造に映り込む像は、再帰性反射板の最小単位構造
のピッチ１６の２倍の長さ１７からなる領域の像ということになる。すなわち、良好な黒
表示を実現するには、再帰性反射板の最小単位構造のピッチ１６の２倍の長さ１７からな
る面内の像をくろ目より小さくする必要がある。これは、くろ目の大きさ（直径）を１０
ｍｍ程度（奥沢康正著、目の事典、東山書房）と考えると、再帰性反射板８の最小単位構
造のピッチ１６は５ｍｍ以下でなくてはならないと考えられる。この考察は本実施の形態
の結果と一致する。以上より、再帰性反射板の最小単位構造のピッチ１６は５ｍｍ以下で
なくてはならないことが判った。
【００７６】
　なお、図２（ｃ）には、再帰性反射板８の最小単位構造にビーズ（微小球）を用いた構
成が示されるが、同図に示すように、この構成においても、観察者と再帰性反射板８から
の反射光との関係は、図２（ｂ）に示されるコーナーキューブアレイ形状の再帰性反射板
８を用いた構成と同様である。再帰性反射板８の最小単位構造にビーズ（微小球）を用い
た構成については後に詳述する。
【００７７】
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　上記の結果より、本願発明者らは、新たに、図６および図９に示すような測定システム
を開発した。上記測定システムでは、受光器２３、測定台３４および投光部３６が設けら
れている。
【００７８】
　上記測定台３４は、その上面である測定面３４ａが水平となるように設けられている。
上記投光部３６は、上記測定面３４ａを半球状に覆い、投光部３６からの投光が半球の全
ての方向から等しい輝度で、上記半球の中心位置に照射するようになっている。上記半球
の半径は８ｃｍとしている。
【００７９】
　上記受光器２３は、図６に示すように、その受光極角が変えられるようになっている。
受光極角とは、上記半球の中心位置から、測定面３４ａの法線方向と、受光器２３の設置
された方向とのなす角度であり、図６ではθで表されている。受光器２３にて受光する範
囲の直径は、１ｃｍである。
【００８０】
　このような測定面３４ａの半球の中心位置に再帰性反射板８の最小単位構造３１が、最
小単位構造３１の法線方向を測定面３４ａの法線方向と合うように配置されている。上記
法線方向とは最小単位構造３１の各頂点を結ぶ仮想平面に対し垂直な方向である。
【００８１】
　そして、上記受光器２３は、受光する光路方向が、上記半球の中心位置からの測定面３
４ａの法線方向となるように設置されている。受光器２３の視角３０は被測定物である再
帰性反射板８の最小単位構造３１を丁度カバーするように微調して測定するものとする。
この時、同じ位置に完全拡散反射板を配置した時の完全拡散反射板の反射率を１００％と
している。
【００８２】
　このようにして、用いた最小単位構造３１のピッチを種々変化させてそれぞれ測定を行
った。その結果を図１０に示す。図１０に示される結果より、良好な黒表示を実現するた
めには最小単位構造３１のピッチ１６は５ｍｍ以下でなくてはならないことが判った。
【００８３】
　また、ここで、くろ目についてさらに詳しく説明する。図１１によれば、くろ目の範囲
内には瞳孔および虹彩が存在する。虹彩の色（反射光）は、人種によって異なり、東洋人
などでは黒色をしており、西洋人などでは着色している。瞳孔は透明であるので瞳孔の色
（反射光）は網膜などの内部器官の色（反射光）を呈することとなる。しかしながら、瞳
孔は、実質的には黒色を呈すると考えてよい。つまり、瞳孔は不要な光を遮断する絞りの
機能を有するため、観察者がディスプレイを観察している限り（光源を観察していない限
り）、網膜などの内部器官の反射は小さく、よって、瞳孔は黒色を呈すると考えてよい。
【００８４】
　以上より、虹彩の色も含めて上記と同様な議論を行うと、再帰性反射板８の最小単位構
造のピッチは、瞳孔の大きさ（直径）２ｍｍ程度（奥沢康正著、ぎもん・しつもん目の事
典　上、東山書房）の半分以下、すなわち１ｍｍ以下である方がより好ましいことが判っ
た。
【００８５】
　〔実施の第二形態〕
　本発明の第二の実施形態として、コーナーキューブアレイから構成される再帰性反射板
８を用いて、また、上記再帰性反射板８を省いて作製した各反射型液晶表示装置の反射率
およびコントラストの測定を行った。上記各反射型液晶表示装置として、以下の５種類の
相異なる反射型液晶表示装置をそれぞれ作製し測定した。
【００８６】
　第一の装置は、再帰性反射板８を構成するコーナーキューブアレイに対し、図３に記載
するようにコーナーキューブアレイの最小単位構造を構成する面の一部（例えば各最小単
位構造の境界線である稜線８ｃ上）に、板状の光吸収面部１８が作製された反射型液晶表
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示装置９（図１に示す構造）である。これをサンプルＡと称す。具体的な作製方法は後述
する。上記光吸収面部１８を有する反射型液晶表示装置９は、後述するように黒表示の品
位を向上させ、コントラストが高いものとなっている。
【００８７】
　第二の装置は、図４に記載するように、サンプルＡの表面に、入射光を集光する（凸レ
ンズ機能）レンズシート２０を配置して作製された反射型液晶表示装置２１である。本実
施の形態では、入射側基板６の前面にレンズシート２０を配置したが、再帰性反射板８の
直上に配置しても本実施の形態と同様の効果があることは確認されている。これをサンプ
ルＢと称す。
【００８８】
　第三の装置は、再帰性反射板８を構成するコーナーキューブアレイに対し、図３に記載
するようにコーナーキューブアレイの最小単位構造を構成する面の一部に、板状の光吸収
面部１８が設けられ、さらに、頂点や辺への入射光を吸収するための光吸収部位が頂点や
辺に設けられたコーナーキューブアレイを用いて、作製された反射型液晶表示装置９であ
る。これをサンプルＣと称す。具体的な作製方法は後述する。
【００８９】
　上記光吸収面部１８や、頂点や辺などのエッジ部への入射光を吸収するための光吸収部
位によって、後述するようにさらに黒表示の品位を向上させ、コントラストが高いものに
できる。なお、上記では、光吸収部位を設けた例を挙げたが、後述するように、遮光部を
設けても同様の効果を奏する。
【００９０】
　第四の装置は、再帰性反射板８を構成するコーナーキューブアレイに特別の処理を施し
ていない、すなわち、コーナーキューブアレイの最小単位構造（コーナーキューブ）を構
成する面の内、図３に記載する反射面１９以外の面（境界線となる稜線８ｃ上に前記法線
方向に仮想的に形成される面）はすべて光透過面として作製された反射型液晶表示装置９
である。これは、本発明の範囲内であるが、比較例１としてサンプルＲ１と称す。
【００９１】
　第五の装置は、図１に示す再帰性反射板８に代えて、吸収層３２を配置させたもので、
その構成を図５に示す。これを比較例２としてサンプルＲ２と称す。
【００９２】
　ここで、サンプルＡおよびサンプルＣの反射型液晶表示装置に用いられる再帰性反射板
８の製造工程の一例としてリフトオフ法の概略を図７に示す。まず、黒色樹脂を金型でプ
レス成形し、コーナーキューブの形状をした凹部２５を成形樹脂板２５ａに作製する〔図
７（ａ）参照〕。
【００９３】
　コーナーキューブの形状とは、立方体の一隅が、立方体の中心と一隅とを結ぶ仮想線が
、成形樹脂板２５ａの表面の法線方向に沿って、成形樹脂板２５ａの表面から内部に向か
って埋め込まれたようにして形成される形状である。
【００９４】
　このような成形樹脂板２５ａでは、コーナーキューブの形状をした凹部２５が、多数、
互いに隣接して密に並設されるように形成されている。互いに隣接する各凹部２５は、そ
れらの間に境界線となる稜線８ｃを備え（図３（ｂ）に図示）、また、各頂点を有するこ
とになる。このように凹部２５が、多数の凹部２５の各頂点を仮想平面２５ｂ上となるよ
うに併設されることで、反射面１９を形成する前のコーナーキューブアレイは形成されて
いる。
【００９５】
　また、上記成形樹脂板２５ａには、上記稜線８ｃ上に立設する、前述した光吸収面部１
８が、板状に、互いに隣接する凹部２５間を遮光するように形成されている。さらに、光
吸収面部１８は、その先端が、前記各頂点を結ぶ仮想平面２５ｂに対し面一となるように
形成されている。
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【００９６】
　次に、スクリーン印刷法にてレジスト２６を成形樹脂板２５ａの成形面上に塗布する。
レジスト材料はたとえばＯＦＰＲ－８００（東京応化社製）を厚さ４μｍに成膜する〔図
７（ｂ）参照〕。
【００９７】
　次に、レジスト２６を１００度で３０分間プリベークし、レジスト２６上にホトマスク
２７を配置して露光を行う。サンプルＡおよびサンプルＣの露光工程において、それぞれ
図８（ａ）および図８（ｂ）に示したような各ホトマスク２７ａ、２７ｂを用いた〔図７
（ｃ）参照〕。
【００９８】
　各ホトマスク２７ａ、２７ｂの形状は、並設されたコーナーキューブの形状をした凹部
２５の境界線となる各稜線８ｃ上に光吸収面部１８を形成するためのものである。さらに
、ホトマスク２７ｂの形状は、各凹部２５の頂点や辺（谷底線）となるエッジ部にも光吸
収部位を形成するようになっている。
【００９９】
　つまり、ホトマスク２７に図８（ａ）のパターンにて示されるホトマスク２７ａを用い
た場合は、最小単位構造（コーナーキューブ）を構成する面の一部に、光吸収面部１８を
形成することができる。さらに、ホトマスク２７に図８（ｂ）のパターンにて示されるホ
トマスク２７ｂを用いた場合は、さらに最小単位構造（コーナーキューブ）の頂点と辺と
に光吸収部位が配置された構造を実現できる。かかる構成によって、頂点や辺からの乱反
射（反射かつ散乱する現象）を防ぎ、コントラストが高い反射型液晶表示装置９、２１を
得ることができる。
【０１００】
　次に、レジスト２６を現像し、上記成形樹脂板２５ａの成形面上に、上記成形樹脂板２
５ａの法線方向から銀を蒸着により２０００Åの薄膜を反射面１９として形成する。現像
液としては、たとえばＮＭＤ－３２．３８％（東京応化社製）を用いる〔図７（ｄ）参照
〕。
【０１０１】
　次に、残存レジスト２６を除去し〔図７（ｅ）参照〕、最後に、上記成形樹脂板２５ａ
の凹部２５を、透明樹脂２９により平坦化する〔図７（ｆ）参照〕。このとき、透明樹脂
２９は、その表面が、各光吸収面部１８の先端や各頂点とを結ぶ仮想平面２５ｂと一致す
るように形成されている。
【０１０２】
　本実施形態においては、リフトオフ法について開示したが、銀やアルミなどの金属を全
面に蒸着し、銀やアルミなどの金属をパターニングする通常の方法でも作製ができること
を本発明者らは確認している。また、再帰性反射板８は、上記製造方法により、反射側基
板７と一体に形成されてもよい。
【０１０３】
　以上の５種類のサンプル測定方法を図６を用いて説明する。まず、半球の全体から照射
された光を、測定面３４ａの法線方向から８度傾いた方向に設置した受光器２３により受
光した。このとき、受光器２３が、正反射成分を受光しないように、遮光板２４を設置し
た。
【０１０４】
　反射率およびコントラストの測定結果を以下に記す。
サンプルＡ：反射率－３５％、コントラスト－１８
サンプルＢ：反射率－４０％、コントラスト－４０
サンプルＣ：反射率－３２％、コントラスト－２１
サンプルＲ１（比較例１）：反射率－４５％、コントラスト－３
サンプルＲ２（比較例２）：反射率－５％、コントラスト－１７
　上表に示す、サンプルＡ、ＢおよびＣの結果とサンプルＲ１（比較例１）の結果との比
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較により、再帰性反射板８の最小単位構造を構成する面の一部に光吸収面部１８を設ける
手段、再帰性反射板８よりも観察者側にレンズシート２０を配置する手段、および再帰性
反射板８の最小単位構造（コーナーキューブ）の頂点や辺への入射光を吸収するための吸
収部位や、頂点や辺で乱反射する光を遮光する遮光部といった手段により、コントラスト
がそれぞれ大幅に向上することが判った。また、上記各手段は、どの様に組み合わせも、
さらに効果を発揮できることは明らかである。
【０１０５】
　また、サンプルＡ、ＢおよびＣの結果とサンプルＲ２（比較例２）の結果とを比較した
結果、サンプルＡ、Ｂ、Ｃの再帰性反射板８を用いた反射型液晶表示装置９、２１の方が
、サンプルＲ２の吸収層３２を用いた反射型液晶表示装置２２より反射率に大幅な向上が
見られることが判った。
【０１０６】
　本発明の反射型液晶表示装置にタッチパネルを付加する場合にも表示品位を損なうこと
なく、入力装置一体型液晶表示装置が実現できる。
【０１０７】
　次に、前記光吸収部位に代えて、遮光部を設けた例について説明する。図１２（ａ）に
示すように、再帰性反射板８の最小単位構造（コーナーキューブ）の頂点８ｂや辺８ａな
どのエッジからの光を吸収したり遮光したりする手段を省いた場合、図１２（ｂ）に示す
ように、再帰性反射板８の最小単位構造（コーナーキューブ）の頂点８ｂや辺８ａなどの
エッジからの乱反射光８ｄ、および上記乱反射光８ｄがそれと対向する反射面１９で反射
した反射光８ｅが白く見え、黒表示を劣化させることがあった。
【０１０８】
　そこで、図１３（ａ）に示すように、再帰性反射板８の最小単位構造（コーナーキュー
ブ）の頂点８ｂや辺８ａからの乱反射光を遮光する遮光部２８が再帰性反射板８の直上に
設けられている。上記遮光部２８は、頂点８ｂや辺８ａを上方から覆って沿うように帯状
に形成されており、後述するブラックマトリクス４８ＢＭと同素材により形成されている
ことが好ましい。
【０１０９】
　このような遮光部２８により、図１３（ｂ）に示すように、頂点８ｂや辺８ａからの乱
反射光８ｄを遮光でき、また、頂点８ｂや辺８ａへの入射光も低減できて上記反射光８ｅ
も抑制できるので、黒表示を改善できる。
【０１１０】
　また、上記遮光部２８を、図１４および図１５に示すように、再帰性反射板８に対し離
間した後述するカラーフィルタ層４８上に設けてもよい。よって、このような遮光部２８
は、再帰性反射板８の上ではあるが直上ではない位置に形成されることになる。このとき
は、上記遮光部２８は、後述するブラックマトリクス４８ＢＭと同時に、かつ同素材によ
り形成されていることが好ましい。この場合でも、同様に、黒表示を改善できる。
【０１１１】
　〔実施の第三形態〕
　本発明の実施の第三形態について図１６ないし図２０に基づいて説明すれば、以下のと
おりである。なお、説明の便宜上、前記の実施の第一および第二形態の図面に示した部材
と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１１２】
　本実施の第三形態に係る反射型表示装置としての反射型液晶表示装置４１の液晶パネル
は、図１６に示すように、図４に示す反射型液晶表示装置２１から、レンズシート２０を
省き、電極４と入射側基板６との間にカラーフィルタ層４８を形成したものである。
【０１１３】
　カラーフィルタ層４８は、多色表示を可能とするために設けられている。カラーフィル
タ層４８には、Ｒ（赤）・Ｇ（緑）・Ｂ（青）三色の各カラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・
４８Ｂが、任意の配列パターンで配置されている。上記反射型液晶表示装置４１では、各
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カラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂに対応して、各画素が形成されている。
【０１１４】
　また、各カラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂの互いに隣り合う間には、ブラックマ
トリックス４８ＢＭが設けられている。各カラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂ、およ
びブラックマトリックス４８ＢＭは、後述の実施の第四形態において説明するように、相
異なる複数の画素を通過する光を吸収する光吸収部としての役割を果たす。
【０１１５】
　上記再帰性反射板８であるコーナーキューブアレイは、入射光を再帰反射し、入射光方
向へと反射するという特性を有しているが、光線を中心軸に対して対称位置に並進移動す
るという特性も有している。すなわち、図１６に示すように、入射光１０に対する出射光
（反射光）１１は、中心軸４３のほぼ対称位置になっている。
【０１１６】
　本実施の第三形態の反射型液晶表示装置４１では、再帰性反射板８の最小単位構造（す
なわち、コーナーキューブの形状をした凹部２５）のピッチが、カラーフィルタ４８Ｒ・
４８Ｇ・４８Ｂのピッチ以下に設定されている。
【０１１７】
　ここで、最小単位構造のピッチとは、コーナーキューブのピッチであり、互いに隣接す
るコーナーキューブの形状をした凹部２５の対応する位置間（例えば、コーナーキューブ
形状をした凹部２５の頂点と頂点との）間の最短距離をいう（図２（ｂ）、図７（ｆ）お
よび図８（ａ）には、ピッチ１６として示されている）。
【０１１８】
　また、カラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂのピッチとは、各隣接するカラーフィル
タ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂの対応する位置（例えば、カラーフィルタの中心と中心との）
間の最短距離をいう（図１６には、ピッチ５８として示されている）。
【０１１９】
　反射型液晶表示装置４１では、再帰性反射板８のコーナーキューブ形状をした凹部２５
のピッチ１６とカラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂのピッチ５８とが上記関係を有し
ているので、後述のように、任意のカラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂを通過して再
帰性反射板８に入射した光は、再帰性反射板８による反射によって、再び同じカラーフィ
ルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂを通過して出射する。したがって、入射光と出射光とが互い
に異なるカラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂを通過するといった不具合が回避され、
混色による輝度および色度の低下を防止できる。
【０１２０】
　このような反射型液晶表示装置４１の表示動作については前述した実施の第一および第
二形態と同様である。
【０１２１】
　本実施の第三形態の反射型液晶表示装置４１では、前述のように、再帰性反射板８のコ
ーナーキューブ形状をした凹部２５のピッチ１６が、カラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４
８Ｂのピッチ５８以下となっている。具体的には、凹部２５のピッチ１６は、２５μｍピ
ッチである一方、カラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂのピッチ５８は、１００μｍピ
ッチとなっている。
【０１２２】
　したがって、図１６に示すように、カラーフィルタ４８Ｂを透過した入射光１０に対す
る出射光（反射光）１１は、再び同じカラーフィルタ４８Ｂを透過する。すなわち、反射
型液晶表示装置４１では、任意のカラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂを通過して再帰
性反射板８に入射した光は、再帰性反射板８による反射によって、再び同じカラーフィル
タ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂを通過して出射する。
【０１２３】
　上記反射型液晶表示装置４１との比較のため、図１７に示すように、再帰性反射板３８
のコーナーキューブアレイのピッチが、カラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂのピッチ
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より大きい反射型液晶表示装置４２を作製した。具体的には、再帰性反射板３８のコーナ
ーキューブアレイのピッチは１２０μｍピッチである一方、カラーフィルタ４８Ｒ・４８
Ｇ・４８Ｂのピッチは１００μｍピッチとなっている。
【０１２４】
　上記反射型液晶表示装置４２では、カラーフィルタ４８Ｇを透過した入射光３９に対す
る出射光（反射光）４０は、カラーフィルタ４８Ｒを透過し、入射光３９と出射光４０と
が互いに異なる各カラーフィルタ４８Ｇ・４８Ｒを通過することになる。そのため、混色
による輝度および色度の低下が生じてしまう。
【０１２５】
　一方、本実施の第三形態の反射型液晶表示装置４１では、図１６に示すように、再帰性
反射板８の凹部２５のピッチ１６が、カラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂのピッチ５
８以下となっているので、入射光と出射光とが互いに異なるカラーフィルタ４８Ｒ・４８
Ｇ・４８Ｂを通過するといった不具合がなく、混色による輝度および色度の低下を防止で
きる。
【０１２６】
　このようなピッチ１６とピッチ５８との比は１以下であればよいが、１／２以下がより
好ましく、さらに１／４以下が好ましい。また、上記比は１／（２ｎ）（ｎは自然数）に
設定されるのが望ましい。この場合、各画素に対応する各最小単位構造が、複数、一つの
カラーフィルタに丁度収まるので好ましい。
【０１２７】
　本実施の第三形態の反射型液晶表示装置４１では、再帰性反射板８に、コーナーキュー
ブアレイを用いたが、これに限定されず、図１８に示すように、複数のビーズ（微小球）
４４を互いに隣接させて一層状に密に並設するように備えた構成（アレイ）の反射型液晶
表示装置４５としてもよい。ビーズ（微小球）４４を用いた再帰性反射板８の場合は、各
隣接するビーズ４４の対応する位置（例えば、各ビーズ４４の中心と中心との）間の最短
距離を、最小単位構造のピッチ５１という。
【０１２８】
　上記反射型液晶表示装置４５では、各ビーズ４４が、再帰性反射板８の最小単位構造と
なっており、再帰性反射板８のビーズ４４のピッチ５１が、カラーフィルタ４８Ｒ・４８
Ｇ・４８Ｂのピッチ５８以下となっている。具体的には、ビーズ４４のピッチ５１は、２
５μｍピッチである一方、カラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂのピッチ５８は、１０
０μｍピッチとなっている。
【０１２９】
　したがって、例えばカラーフィルタ４８Ｂを透過した入射光１０に対する出射光（反射
光）１１は、再び同じカラーフィルタ４８Ｂを透過する。すなわち、反射型液晶表示装置
４５では、任意のカラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂを通過して再帰性反射板８に入
射した光は、再帰性反射板８による反射によって、再び同じカラーフィルタ４８Ｒ・４８
Ｇ・４８Ｂを通過して出射する。
【０１３０】
　上記反射型液晶表示装置４５との比較のため、図１９に示すように、再帰性反射板のビ
ーズ５３のピッチが、カラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂのピッチより大きい反射型
液晶表示装置４７を作製した。具体的には、再帰性反射板のビーズ５３のピッチは、１２
０μｍピッチである一方、カラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂのピッチは、１００μ
ｍピッチとなっている。
【０１３１】
　上記反射型液晶表示装置４７では、例えばカラーフィルタ４８Ｇを透過した入射光５４
に対する出射光（反射光）５５は、カラーフィルタ４８Ｒを透過し、入射光５４と出射光
５５とが互いに異なるカラーフィルタ４８Ｇ・４８Ｒを通過することになる。そのため、
混色による輝度および色度の低下が生じてしまう。
【０１３２】
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　一方、本実施の第三形態の反射型液晶表示装置４５では、図１８に示すように、再帰性
反射板８のビーズ４４のピッチ５１が、カラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂのピッチ
５８以下となっているので、入射光１０と出射光１１とが互いに異なるカラーフィルタ４
８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂを通過するといった不具合がなく、混色による輝度および色度の低
下を防止できる。
【０１３３】
　また、再帰性反射板８には、上記コーナーキューブアレイ、ビーズアレイのほかに、複
数のマイクロレンズからなるマイクロレンズアレイを用いた構成としてもよい。再帰性反
射板８の反射材には、入射光を再帰反射し、入射光方向へと反射するという特性を有し、
光線を中心軸に対して対称位置に並進移動するという特性を有するものであれば、いずれ
の部材を用いてもよい。
【０１３４】
　また、図２０に示すように、再帰性反射板８よりも入射側に、前述したレンズシート２
０と同様なレンズシート５２を配置した構成としてもよい。これによって、再帰性反射板
８の再帰性能を向上させることができ、白表示の明度が高く、かつ、コントラストが高い
反射型液晶表示装置を得ることができる。なお、図２０に示される構成では、入射側基板
６の表面（前面）にレンズシート５２が設けられているが、再帰性反射板８の直上にレン
ズシート５２を配置した構成としてもよい。
【０１３５】
　〔実施の第四形態〕
　本発明の実施の第四形態について図２１ないし図２５に基づいて説明すれば、以下のと
おりである。なお、説明の便宜上、前記の実施の第一ないし第三形態の図面に示した部材
と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１３６】
　図２１に示すように、本実施の第四形態の反射型液晶表示装置６１は、入射側基板６に
複数のルーバ（光吸収部）６０が設けられている点で、上記実施の第三形態の反射型液晶
表示装置４１と異なっている。それ以外の構成は、上記反射型液晶表示装置４１の構成と
同じである。本実施の第四形態では、ルーバ６０として、ライトコントロールフィルム（
住友３Ｍ社製）が用いられている。
【０１３７】
　上記各ルーバ６０は、入射側基板６の厚さ方向（つまり入射側基板６の表面方向に対し
垂直方向）に対し、反射型液晶表示装置６１の表示面の大きさと使用用途とにより決まる
視野角の範囲内の光を通過させるが、相異なる複数の画素を通過する光を吸収する光吸収
部であり、上記視野角内以外の所定範囲の光を遮るようにした遮光部材である。また、図
２２に示すように、カラーフィルタ層４８のブラックマトリックス４８ＢＭをルーバ状に
形成した反射型液晶表示装置４１ａであってもよい。
【０１３８】
　図２３に示すように、ルーバを備えていない反射型液晶表示装置６９では、白表示すな
わち散乱状態にある画素に入射した光の一部が、または、黒表示すなわち透過状態にある
画素に入射した光の一部が、迷光６８として他の画素へと入射されることがある。他の画
素から導光される迷光６８が、黒表示、すなわち透過状態にある画素へ入射されると、該
画素の位置の再帰性反射板８によって反射されて、液晶パネル外へと出射する。これは、
黒状態の反射率を上げてしまい、黒表示を悪化させる原因となる。
【０１３９】
　一方、図２１に示すように、反射型液晶表示装置６１では、上記ルーバ６０が設けられ
ているので、このような他の画素から導光される迷光５９を、ルーバ６０によって吸収す
ることができる。図２１では、迷光５９が吸収されて、他の画素に侵入しないことを、二
点鎖線にて示している。
【０１４０】
　このような本実施の第四形態の反射型液晶表示装置６１では、他の画素から導光される
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迷光５９を、ルーバ６０によって吸収することができるので、表示面法線から倒れた観察
方向による黒浮きを抑制し、良好な黒表示を実現することができる。この効果は、特に、
再帰性反射板８にコーナーキューブアレイを用いた場合に顕著である。
【０１４１】
　上記の効果は、図２４に示すように、カラーフィルタ層４８が光吸収部としての役割を
果たす実施の第三形態の反射型液晶表示装置４１の構成によっても得ることができる。す
なわち、他の画素から導光される迷光６２は、ブラックマトリックス４８ＢＭによって吸
収され、また、複数のカラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂを透過することによっても
実質的に十分減衰され、良好な黒表示を保持することができる。
【０１４２】
　次に、光吸収部としても機能するカラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂを配置したと
きの効果を確認する以下のような実験を行った。具体的には、反射型液晶表示装置４１か
らカラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂを省いた以外は全く同様に作製した反射型表示
装置を、図９に示すような測定システムにおいて、拡散光入射時の黒表示の反射率を測定
した。なお、前記実施の第一形態と同様、完全拡散反射板の反射率を１００％としている
。結果は、図２５に示すとおりである。図２５では、ｃｆ無とはカラーフィルタ層４８を
省いた反射型液晶表示装置を示し、ｃｆ有とは、カラーフィルタ層４８を備えた反射型液
晶表示装置４１を示す。
【０１４３】
　このようにカラーフィルタ４８Ｒ・４８Ｇ・４８Ｂを配置することによって、配置しな
いときと比べて、表示面法線から倒れた（傾斜した視野角）観察方向においても黒表示の
反射率は低減されており、黒表示の品位が向上することが判った。
【０１４４】
　以上のように、ルーバ６０やカラーフィルタ層４８などの光吸収部を配置する構成とす
ることによって、上記観察方向による黒表示の反射率の増加を抑制し、良好な黒表示を実
現することができる。
【０１４５】
　〔実施の第五形態〕
　本発明の実施の第五形態について図２６に基づいて説明すれば、以下のとおりである。
なお、説明の便宜上、前記の実施の第一ないし第四形態の図面に示した部材と同一の機能
を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１４６】
　本実施の第五形態の反射型液晶表示装置６７は、図２６に示すように、表示パネルであ
る液晶パネルの側面（反射型液晶表示装置６７の側面）が、光吸収部材６４で覆われてい
る点で、上記実施の第三形態の反射型液晶表示装置４１と異なっている。それ以外の構成
は上記反射型液晶表示装置４１の構成と同じである。
【０１４７】
　上記反射型液晶表示装置６７は、光吸収部材６４を備えているので、外部光６５が液晶
パネル内に入射されることを防止する。また、反射型液晶表示装置６７の内部を導光して
液晶パネルの側面に到達した迷光６６の影響による黒表示の悪化を防止し、良好な黒表示
を実現することができる。
【０１４８】
　なお、光吸収部材６４は液晶パネル四辺（つまり各基板６、７にて形成されたパネル状
部の側面）すべてに設けられることが望ましい。また、上記光吸収部材６４の材料は、特
に限定されるものではないが、ベゼル、ルーバ６０、またはブラックマトリックス４８Ｂ
Ｍと同じ材料を用いることができる。また、好ましくは、空気などの低屈折率層が反射型
液晶表示装置と光吸収部材６４との間に存在しないように、光吸収部材６４を形成するこ
とが望ましい。
【０１４９】
　〔実施の第六形態〕
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　本発明の実施の第六形態について図２７に基づいて説明すれば、以下のとおりである。
なお、説明の便宜上、前記の実施の第一ないし第五形態の図面に示した部材と同一の機能
を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１５０】
　本実施の第六形態の反射型液晶表示装置では、図２７（ｅ）に示すように、前述の光吸
収面部１８と同様な機能を有する光吸収面部７８を備えた再帰性反射板８８が再帰性反射
板８に代えて用いられている。上記光吸収面部７８は、光照射により着色する感光材料か
らなっている。その他の構成については、前述の実施の第一ないし第五形態の何れであっ
てもよい。
【０１５１】
　ところで、金型プレスにより成形される、板状の光吸収面部１８では、その高さと厚さ
の比（アスペクト比）は最大でも１０であった。これは、アスペクト比が１０を超えた金
型を用いて成形しても周囲に樹脂が存在しないため成形不良となるからである。すなわち
、アスペクト比が１０を超える光吸収面部を製造することが困難であった。
【０１５２】
　一方、上記のような感光材料からなる光吸収面部７８では、感光により微細化が可能で
膜状に形成できること、また、成形時、光吸収面部７８となる部分の周囲（厚さ方向の両
端側）に樹脂が存在してサポートするために、アスペクト比が１０を超え、より好ましい
値である３０を超えても製造することができる。言い換えると、光吸収面部７８の厚さを
薄くできる。よって、上記光吸収面部７８を備えた再帰性反射板８８を用いた反射型液晶
表示装置では、再帰性反射板８８の開口率を向上できるので、白表示の表示品質もさらに
改善することができる。
【０１５３】
　このような再帰性反射板８８の製造方法について以下に説明する。まず、黒色の樹脂を
金型でプレス成形し、コーナーキュープの形状を備えた凹部７２を、複数、互いに隣接し
て有する成形樹脂板７５を作製する〔図２７（ａ）参照〕。次に、成形樹脂板７５の基板
法線方向から凹部７２の表面に銀を厚さ２０００Åにて蒸着して金属薄膜７３を反射面と
して形成する〔図２７（ｂ）参照〕。続いて、感光材料を含む透明樹脂７４で平坦化する
〔図２７（ｃ）参照〕。
【０１５４】
　上記の感光材料を含む透明樹脂７４として、例えばポリエチレングリコール（バインダ
ー）、 2,2'- ビス（ o-クロルフェニル） -4,4',5,5'- テトラフェニル -3,3'-ビスイミダゾ
ール（感光性ハロゲン）、ロイコクリスタルバイオレット（発色剤）、 1,6-ピレンキノン
（光還元剤）からなる材料を使用できる。
【０１５５】
　その後、例えば図８（ａ）に示したようなホトマスク２７ａを用い、可視光（４００ nm
～５００ nm）で露光を行う〔図２７（ｄ）参照〕。次に、上記ホトマスク２７ａを除去し
た後、紫外光で全面露光して発色定着させて、光吸収面部７８を備えた再帰性反射板８８
を得る〔図２７（ｄ）参照〕。上記光吸収面部７８は、互いに隣接する各凹部７２の境界
線（稜線８ｃ）の金属薄膜７３上に立設することになる。
【０１５６】
　図２７に示す再帰性反射板８８の製造工程が、図７に示す再帰性反射板８の製造工程と
異なるのは、金型でプレス成形されたコーナーキューブアレイにおいて、壁状構造（光吸
収面部１８となる）が存在するか、しないかである。すなわち、図７（ａ）では、壁状構
造（光吸収面部１８）が存在するが、図２７（ａ）では、壁状構造（光吸収面部１８）が
存在しない。
【０１５７】
　一般に壁の厚さが壁の高さに比して薄い微細構造（アスペクト比が高い構造）は樹脂成
形が難しく、さらにはその金型の作製も困難である。よって、実際には、壁の厚さが厚く
なってしまい、本反射型液晶表示装置においては、開口率の低下という欠点につながる。

10

20

30

40

50

(22) JP 3957986 B2 2007.8.15



【０１５８】
　本実施の第六形態では、光吸収面部１８に代わる光吸収面部７８を、光照射により着色
する感光材料から作製することにより、上記欠点を回避できる。
【０１５９】
　なお、本実施の第一ないし第六形態では、反射型液晶表示装置を反射型表示装置として
例示したが、本発明は、液晶表示装置以外の反射型表示装置（例えば、透過状態と散乱状
態との間でスイッチングする平面型表示装置）についても適用可能である。
【０１６０】
　

【０１６１】
　

【０１６２】
　

【０１６３】
　

【０１６４】
　

【０１６５】
【発明の効果】
　本発明の反射型表示装置は、以上のように、入射光を透過させる第一状態と入射光の進
行状態が変わる第二状態とを切り換えるスイッチング層と、スイッチング層からの入射光
を反射する反射手段とを有し、スイッチング層が第一状態のとき、反射手段は、観測者の
くろ目の像が反射され、観測者が上記くろ目の像を認識することで黒表示を実現するよう
に設定されている

構成である。
【０１６６】
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上記の再帰性反射板は、入射光と平行となるように出射光を反射する再帰性反射部が、
互いに隣接して複数設けられ、各再帰性反射部の境界部に光を吸収する光吸収面部が設け
られていてもよい。

上記構成によれば、光吸収面部を設けたことにより、上記構成を反射型表示装置に適用
したとき、上記反射型表示装置における黒表示の悪化を防止できる。この結果、上記構成
では、上記反射型表示装置における白表示の明度を大きく、かつ、コントラストを高くで
きる。

上記再帰性反射板では、前記光吸収面部は、前記各再帰性反射部に対し立設するように
形成されていることが好ましい。上記再帰性反射板においては、前記各再帰性反射部は、
コーナーキューブアレイであり、前記光吸収面部の先端部は、前記各再帰性反射部の各頂
点を結ぶ仮想平面に対し面一となるように形成されていることが望ましい。上記構成によ
れば、光吸収面部による表示の改善をより確実化できる。

なお、再帰性反射板の「最小単位構造のピッチ」とは、例えば、コーナーキューブアレ
イタイプの再帰性反射板の場合は、隣接するコーナーキューブ（最小単位構造）の対応す
る位置間（例えば、隣接するコーナーキューブ（最小単位構造）の対応する位置間（コー
ナーキューブの頂点と頂点との間）の最短距離をいい、ビーズ（微小球）アレイタイプの
再帰性反射板の場合は、隣接するビーズの対応する位置間（例えば、ビーズの中心と中心
との間）の最短距離をいう。

また、「カラーフィルタ部のピッチ」とは、例えば、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の
各カラーフィルタ部が任意の配列パターンで配置されている場合、各隣接するカラーフィ
ルタ部の対応する位置間（例えば、各カラーフィルタ部の中心と中心との間）の最短距離
をいう。

とともに、上記反射手段は、コーナーキューブの形状をした複数の凹部
が配列して形成されており、上記の各凹部が、立方体を構成する６つの正方形状の面のう
ち、一隅を構成する３面から形成されている

本発明の反射型表示装置は、以上のように、入射光を透過させる第一状態と入射光の進
行状態が変わる第二状態とを切り換えるスイッチング層と、スイッチング層からの入射光
を反射する反射手段とを有し、スイッチング層が第一状態のとき、反射手段は、観測者の
くろ目の像が反射され、観測者が上記くろ目の像を認識することで黒表示を実現するよう
に設定されているとともに、上記反射手段は、立方体の一隅の形状をした複数の凹部が配
列して形成されており、上記凹部は、上記立方体の一隅の先端部と上記立方体の中心とを



【０１６７】
　

【０１６８】
　本発明の他の反射型表示装置は、以上のように、反射手段としての再帰性反射板の最小
単位構造のピッチが、０ｍｍより大きく、５ｍｍ以下

構成であ
る。
【０１６９】
　

【０１７０】
　

【０１７１】
　本発明のさらに他の反射型表示装置は、以上のように、反射手段としての再帰性反射板
の最小単位構造のピッチが、観察者における、くろ目の直径の半分以下

構成である。
【０１７２】
　

【０１７３】
　

【０１７４】
　それゆえ、上記構成は、反射手段を、観測者のくろ目の像が反射され、観測者が上記く
ろ目の像を認識することで黒表示を実現するように設定、例えば、上記反射手段としての
再帰性反射板の最小単位構造のピッチを０ｍｍより大きく、５ｍｍ以下、もしくは観察者
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結ぶ仮想線が、上記凹部内に存在する形状を有している構成である。

本発明の反射型表示装置は、以上のように、入射光を透過させる第一状態と入射光の進
行状態が変わる第二状態とを切り換えるスイッチング層と、スイッチング層からの入射光
を反射する反射手段とを有し、スイッチング層が第一状態のとき、反射手段は、観測者の
くろ目の像が反射され、観測者が上記くろ目の像を認識することで黒表示を実現するよう
に設定されているとともに上記反射手段はコーナーキューブの形状をした複数の凹部が配
列して形成されており、互いに隣接する上記各凹部の間には、境界線となる稜線が形成さ
れているとともに、互いに隣接する上記各凹部は共通の頂点を有しており、各頂点が仮想
平面上に存在する構成である。

であるとともに、上記再帰性反射板
の最小単位構造は、コーナーキューブの形状をした凹部であり、上記の各凹部が、立方体
を構成する６つの正方形状の面のうち、一隅を構成する３面から形成されている

本発明の他の反射型表示装置は、以上のように、反射手段としての再帰性反射板の最小
単位構造のピッチが、０ｍｍより大きく、５ｍｍ以下であるとともに、上記再帰性反射板
の最小単位構造は、立方体の一隅の形状をした凹部であり、上記凹部は、上記立方体の一
隅の先端部と上記立方体の中心とを結ぶ仮想線が上記凹部内に存在する形状を有している
構成である。

本発明の他の反射型表示装置は、以上のように、反射手段としての再帰性反射板の最小
単位構造のピッチが、０ｍｍより大きく、５ｍｍ以下であるとともに、上記再帰性反射板
の最小単位構造は、コーナーキューブの形状をした凹部であり、互いに隣接する上記各凹
部の間には、境界線となる稜線が形成されているとともに、互いに隣接する上記各凹部は
共通の頂点を有しており、各頂点が仮想平面上に存在する構成である。

であるとともに、
上記再帰性反射板の最小単位構造は、コーナーキューブの形状をした凹部であり、上記の
各凹部が、立方体を構成する６つの正方形状の面のうち、一隅を構成する３面から形成さ
れている

本発明のさらに他の反射型表示装置は、以上のように、反射手段としての再帰性反射板
の最小単位構造のピッチが、観察者における、くろ目の直径の半分以下であるとともに、
上記再帰性反射板の最小単位構造は、立方体の一隅の形状をした凹部であり、上記凹部は
、上記立方体の一隅の先端部と上記立方体の中心とを結ぶ仮想線が上記凹部内に存在する
形状を有している構成である。

本発明のさらに他の反射型表示装置は、以上のように、反射手段としての再帰性反射板
の最小単位構造のピッチが、観察者における、くろ目の直径の半分以下であるとともに、
上記再帰性反射板の最小単位構造は、コーナーキューブの形状をした凹部であり、互いに
隣接する上記各凹部の間には、境界線となる稜線が形成されているとともに、互いに隣接
する上記各凹部は共通の頂点を有しており、各頂点が仮想平面上に存在する構成である。



におけるくろ目の直径の半分以下に設定することにより、再帰性反射板の最小単位構造の
影響による黒表示の悪化を防止できる。
【０１７５】
　この結果、上記構成では、白表示の明度を高く、かつ、コントラストを高くできるとい
う効果を奏する。
【０１７６】
　本発明のさらに他の反射型表示装置は、以上のように、反射手段としての再帰性反射板
の最小単位構造のピッチが、カラーフィルタ部のピッチ以下である

構
成である。
【０１７７】
　

【０１７８】
　

【０１７９】
　それゆえ、上記構成は、入射光と出射光とが互いに異なるカラーフィルタ部を通過する
といった不具合がなく、混色による輝度および色度の低下を防止できるという効果を奏す
る。
【０１８０】
　本発明の再帰性反射板は、以上のように、入射光と平行となるように出射光を反射する
再帰性反射部が、互いに隣接して複数設けられ、各再帰性反射部の境界部に、光を吸収す
る光吸収面部が設けられている構成である。
【０１８１】
　それゆえ、上記構成は、光吸収面部を設けたことにより、上記構成を反射型表示装置に
適用したとき、上記反射型表示装置における黒表示の悪化を防止できる。この結果、上記
構成では、上記反射型表示装置における白表示の明度を高く、かつ、コントラストを高く
できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の第一および第二形態で用いた反射型液晶表示装置の構造断面図
である。
【図２】　本発明の実施の各形態で用いた再帰性反射板に入射する光の光線の経路を示す
説明図であり、（ａ）は観察者の目の近傍からの入射光が再帰性反射板を構成するコーナ
ーキューブにて反射する方向を示す説明図、（ｂ）は、上記（ａ）において、上記コーナ
ーキューブへの入射光の範囲を示す説明図、（ｃ）は、再帰性反射板として微小球を用い
たときに、上記微小球への入射光の範囲を示す説明図である。
【図３】　本発明の実施の各形態で用いたコーナーキューブアレイの最小単位構造（コー
ナーキューブ）を示す説明図であり、（ａ）は斜視図、（ｂ）は上記（ａ）に示す法線方

からの平面図、（ｃ）は上記（ａ）に示す側面方向 からの側面図、（ｄ）は
上記（ａ）に示す正面方向 からの正面図である。
【図４】　上記実施の第二形態で用いた反射型液晶表示装置の一変形例の構造断面図であ
る。
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とともに、上記再帰性
反射板の最小単位構造は、コーナーキューブの形状をした凹部であり、上記の各凹部が、
立方体を構成する６つの正方形状の面のうち、一隅を構成する３面から形成されている

本発明のさらに他の反射型表示装置は、以上のように、反射手段としての再帰性反射板
の最小単位構造のピッチが、カラーフィルタ部のピッチ以下であるとともに、上記再帰性
反射板の最小単位構造は、立方体の一隅の形状をした凹部であり、上記凹部は、上記立方
体の一隅の先端部と上記立方体の中心とを結ぶ仮想線が上記凹部内に存在する形状を有し
ている構成である。

本発明のさらに他の反射型表示装置は、以上のように、反射手段としての再帰性反射板
の最小単位構造のピッチが、カラーフィルタ部のピッチ以下であるとともに、上記再帰性
反射板の最小単位構造は、コーナーキューブの形状をした凹部であり、互いに隣接する上
記各凹部の間には、境界線となる稜線が形成されているとともに、互いに隣接する上記各
凹部は共通の頂点を有しており、各頂点が仮想平面上に存在する構成である。

＜１＞ ＜２＞
＜３＞



【図５】　上記実施の第二形態で用いた比較例２としての反射型液晶表示装置の構造断面
図である。
【図６】　本発明の実施の各形態に係わる再帰性反射板および反射型液晶表示装置の反射
率に関する測定システムの構成図である。
【図７】　（ａ）ないし（ｆ）は、上記再帰性反射板（コーナーキューブアレイ）の各作
製プロセスをそれぞれ表わす各概略断面図である。
【図８】　（ａ）は、上記実施の第二形態におけるコーナーキューブ形状を備えたサンプ
ルＡの作製時に用いたホトマスクを表わす説明図であり、（ｂ）は、上記実施の第二形態
におけるコーナーキューブ形状を備えたサンプルＣの作製時に用いたホトマスクを表わす
説明図である。
【図９】　本発明の実施の各形態に係わる再帰性反射板および反射型液晶表示装置の反射
率に関する測定システムの構成図である。
【図１０】　上記実施の第一形態における再帰性反射板の最小単位構造のピッチと黒表示
時の反射率の関係を表わすグラフである。
【図１１】　前記観察者の目の構造を示すための説明図である。
【図１２】　比較のために、再帰性反射板の頂点や辺に対応する、遮光部を省いたときの
再帰性反射板の説明図であって、（ａ）は斜視図、（ｂ）は平面図である。
【図１３】　上記再帰性反射板の頂点や辺に対応して遮光部を設けたときの説明図であっ
て、（ａ）は斜視図、（ｂ）は平面図である。
【図１４】　比較のために、再帰性反射板の頂点や辺に対応する、遮光部を省いたときの
再帰性反射板の説明図であって、（ａ）は斜視図、（ｂ）は平面図である。
【図１５】　再帰性反射板の頂点や辺に対応して遮光部を設けたときの再帰性反射板の説
明図であって、（ａ）は斜視図、（ｂ）は平面図である。
【図１６】　本発明の実施の第三形態に係る反射型液晶表示装置の構造断面図である。
【図１７】　比較のための反射型液晶表示装置の構造断面図である。
【図１８】　上記実施の第三形態に係る反射型液晶表示装置の一変形例であって、再帰性
反射板の最小単位構造にビーズが用いられた構成の構造断面図である。
【図１９】　比較のための他の反射型液晶表示装置の構造断面図である。
【図２０】　上記実施の第三形態に係る反射型液晶表示装置の他の一変形例であって、再
帰性反射板よりも入射側にレンズシートが設けられた構成の構造断面図である。
【図２１】　本発明の実施の第四形態に係る反射型液晶表示装置の構造構成図である。
【図２２】　上記反射型液晶表示装置の一変形例を示す、構造断面図である。
【図２３】　比較のためのさらに他の反射型液晶表示装置の構造断面図である。
【図２４】　上記第三形態に係る反射型液晶表示装置における、光吸収部として、カラー
フィルタ層が用いられた構成の構造断面図である。
【図２５】　上記反射型液晶表示装置において、黒表示の極角依存性を示すグラフである
。
【図２６】　本発明の実施の第五形態に係る反射型液晶表示装置の構造断面図である。
【図２７】　（ａ）ないし（ｅ）は、本発明の実施の第六形態に係る再帰性反射板（コー
ナーキューブアレイ）の各作製プロセスをそれぞれ表わす各概略断面図である。
【符号の説明】
　１　　液晶層
　１ｂ　高分子の液晶基
　２、３　水平配向膜
　４、５　電極
　６　　入射側基板
　７　　反射側基板
　８　　再帰性反射板
　９、２１、４１、４５、６１、６７　本発明の反射型液晶表示装置
１０、１２、１４　入射光
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１１、１３、１５　出射光
１６　　再帰性反射板の最小単位構造のピッチ
１７　　出射光の広がりのピッチ
１８　　光吸収面部
１９　　反射面（金属薄膜）
２０　　レンズシート
２２、４２、４７、６９　比較用の反射型液晶表示装置
２３　　受光器
２４　　遮光板
２５　　コーナーキューブの形状をした凹部
２５ａ　成形樹脂板
２６　　レジスト
２７　　ホトマスク
２８　　遮光部
２９　　透明樹脂
３１　　再帰性反射板の最小単位構造
４４　　ビーズ（微小球）
４８　　カラーフィルタ層（光吸収部）
５２　　レンズシート
５８　　ピッチ
６０　　ルーバ（光吸収部）
６４　　光吸収部材
７２　　コーナーキューブの形状をした凹部
７５　　成形樹脂板
７８　　光吸収面部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】
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【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】
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