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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１および第２の各マザー基板上で、透明電極を有する表示部を含む複数のセル基板を
それぞれ形成した後、上記第１マザー基板には、上記各セル基板の表示部の周りに周辺シ
ール材を塗布し、上記第２マザー基板には、その全面にわたって感光性樹脂を塗布してフ
ォトリソ法により、上記各セル基板の表示部内、上記周辺シール材の圧着部内および上記
周辺シール材の外側で各セル基板の周りの余白部内を含めて柱状スペーサを形成したのち
、上記第１マザー基板と上記第２マザー基板とを上記周辺シール材を介して圧着して複数
の液晶表示セルを同時に形成する液晶表示セルの製造方法であって、
　上記第２マザー基板で形成される上記各セル基板には、上記表示部に連設された端子部
が含まれており、
　上記第２マザー基板の上記端子部を含む全面にわたって塗布された感光性樹脂の露光に
は、上記第２マザー基板のほぼ全面にわたって透孔がほぼ均一な密度で穿設されている全
網目状フォトマスク版とともに、上記端子部上に塗布されている上記感光性樹脂に対する
露光を遮光する遮光板を併用し、上記第２マザー基板で形成される上記各セル基板におけ
る上記端子部には上記柱状スペーサが形成されないようにしたことを特徴とする液晶表示
セルの製造方法。
【請求項２】
　上記全網目状フォトマスク版は、上記第２マザー基板で形成される上記セル基板のサイ
ズやレイアウトにかかわらずに、上記第２マザー基板に適用可能なフォトマスク版である
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ことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示セルの製造方法。
【請求項３】
　上記液晶表示セルに、７０゜以上のツイスト角を有するＴＮ液晶もしくはＳＴＮ液晶が
用いられる場合、上記表示部内における上記柱状スペーサの配置間隔は２５０～３５０μ
ｍである請求項１または２に記載の液晶表示セルの製造方法。
【請求項４】
　上記液晶表示セルに、少なくとも強誘電，反強誘電もしくはコレステリック液晶が用い
られる場合、上記表示部内における上記柱状スペーサの配置間隔は１００～３００μｍで
ある請求項１または２に記載の液晶表示セルの製造方法。
【請求項５】
　上記表示部内における上記柱状スペーサの径は３０μｍ以下である請求項１ないし４の
いずれか１項に記載の液晶表示セルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、液晶表示セルの製造方法に関し、さらに詳しく言えば、マザー基板により複
数の液晶表示セルを作製する際に、各液晶表示セルのギャップを均一に保持する技術に関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】
よく知られているように、液晶表示セルは、透明電極を有する一対のセル基板を熱硬化型
樹脂の周辺シール材を介して圧着してなるが、この製造において、セルギャップを均一に
保つことは重要な課題の一つである。
【０００３】
そのため、一般的なギャップ制御方法では、周辺シール材にシール内スペーサを混入する
とともに、セルギャップ内には面内スペーサを配置するようにしているが、面内の表示部
には絶縁膜や配向膜などが形成されているため、通常、シール内スペーサと面内スペーサ
には、材料および大きさが異なったものが用いられている。
【０００４】
一例として、シール内スペーサには、グラスファイバー、シリカビーズもしくは金などが
被覆された導電ビーズなどが用いられ、面内スペーサには、プラスチックビーズやシリカ
ビーズなどが用いられている。大きさに関しては、シール内スペーサの方が面内スペーサ
よりも約０．２～０．５μｍ程度大きめの径が選択されている。
【０００５】
各スペーサは、シール部と面内表示部との段差や表示部面積およびスペーサの潰れ量など
を考慮して各液晶表示セルごとに選択されるが、少量多品種生産を行う場合にはスペーサ
材の選択やギャップ管理が煩雑になる。
【０００６】
また、シール内スペーサは周辺シール材に混合してセル基板に塗布されるため、その混合
具合によってはギャップ不良の原因となることもあり、表示に悪影響をおよぼすおそれが
ある。
【０００７】
そこで、これらのスペーサに代わるものとして、一方のセル基板の内面に感光性樹脂より
なる柱状スペーサを形成してギャップ制御を行う技術が提案されている。その一例を図６
の模式図およびその拡大断面図である図７を参照して説明する。
【０００８】
多くの場合、液晶表示セルはマザー基板から多面取りされる。すなわち、各マザー基板１
，１には複数、この例では１０セル分のセル形成領域２が２行×５列配置で割り当てられ
、その各々にＩＴＯよりなる透明電極が所定のパターンをもって形成される。
【０００９】
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そして、一方のマザー基板１側に感光性樹脂が一様に塗布され、フォトリソ法により各セ
ル形成領域２内に支柱としての柱状スペーサ３が形成される。これに対して、他方のマザ
ー基板１側には、各セル形成領域２の表示部を囲むように熱硬化型樹脂からなる周辺シー
ル材４が塗布される。
【００１０】
しかる後、各マザー基板１，１同士が周辺シール材４を介して圧着され、周辺シール材４
の硬化を待って、マザー基板から例えば行単位でスティック基板が切り出されて注入口出
しされ、液晶注入後に、スティック基板から液晶表示セルが個々に切り出される。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来においては、各セル形成領域２の表示部内のみに柱状スペーサ３が形
成され、各セル形成領域２の間の余白部（切り捨て部）Ｂには特に基板間の支えが設けら
れていない。
【００１２】
そのため、図７に誇張して示すように、各マザー基板１，１を圧着する際、余白部Ｂのギ
ャップが狭められ、その反作用として表示部側のセルギャップの特にシール際が拡げられ
、ギャップの均一性が損なわれてしまう。
【００１３】
したがって、感光性樹脂からなる柱状スペーサによるギャップ制御は、ＳＴＮなどに代表
されるように高精度のギャップ制御が要求されるものへの適用は困難とされていた。
【００１４】
なお、従来一般的に用いられている面内スペーサの場合には、余白部Ｂを含めてマザー基
板の全面に散布されるため、上記のようにギャップの均一性が損なわれることはほとんど
ない。
【００１５】
他方において、感光性樹脂にて柱状スペーサを形成するにしても、従来においては、製造
する液晶表示セルの大きさやマザー基板上でのレイアウトに応じて、それに合わせてフォ
トマスク版を作製するようにしているため、その分、コストアップとなっていた。
【００１６】
したがって、本発明の目的は、感光性樹脂からなる柱状スペーサにてギャップ制御される
複数の液晶表示セルをマザー基板から多面取りするにあたって、面内スペーサを散布する
のと同程度の高精度なギャップ制御を実現することにある。
また、本発明の他の目的は、マザー基板からの切り出し時および切り出し後においても、
セルギャップ幅を均一に保持し得るスペーサを備えた液晶表示セルを提供することにある
。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明の製造方法は、第１および第２の各マザー基板上で、
透明電極を有する表示部を含む複数のセル基板をそれぞれ形成した後、上記第１マザー基
板には、上記各セル基板の表示部の周りに周辺シール材を塗布し、上記第２マザー基板に
は、その全面にわたって感光性樹脂を塗布してフォトリソ法により、上記各セル基板の表
示部内、上記周辺シール材の圧着部内および上記周辺シール材の外側で各セル基板の周り
の余白部内を含めて柱状スペーサを形成したのち、上記第１マザー基板と上記第２マザー
基板とを上記周辺シール材を介して圧着して複数の液晶表示セルを同時に形成する液晶表
示セルの製造方法であって、上記第２マザー基板で形成される上記各セル基板には、上記
表示部に連設された端子部が含まれており、上記第２マザー基板の上記端子部を含む全面
にわたって塗布された感光性樹脂の露光には、上記第２マザー基板のほぼ全面にわたって
透孔がほぼ均一な密度で穿設されている全網目状フォトマスク版とともに、上記端子部上
に塗布されている上記感光性樹脂に対する露光を遮光する遮光板を併用し、上記第２マザ
ー基板で形成される上記各セル基板における上記端子部には上記柱状スペーサが形成され
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ないようにしたことを特徴としている。
【００１８】
　上記構成によれば、セル基板のサイズや、セル基板のマザー基板上でのレイアウトに拘
わらず、上記感光性樹脂の露光には同一のフォトマスク版、すなわち上記第２マザー基板
のほぼ全面にわたって透孔がほぼ均一な密度で穿設されている全網目状フォトマスク版を
用いることができる。
【００２１】
　また、上記第２マザー基板上で形成される上記セル基板に端子部が含まれている態様に
おいても、上記全網目状フォトマスク版はそのままとして、上記端子部を遮光する遮光板
を上記全網目状フォトマスク版に重ねて用いればよい。ここで端子部とは、液晶表示セル
において、一方の基板を他方の基板よりも突出させ、基板が相対向していない部分である
。
【００２２】
このように、本発明によれば、必要に応じて上記全網目状フォトマスク版に遮光板を重ね
て用いればよく、セル基板のサイズや、セル基板のマザー基板上でのレイアウトに拘わら
ず、同一の全網目状フォトマスク版を用いることができる。
【００２３】
上記液晶表示セルには種々の液晶物質を封入することができるが、７０゜以上のツイスト
角を有するＴＮ液晶もしくはＳＴＮ液晶が用いられる場合には、上記表示部内における上
記柱状スペーサの配置間隔は２５０～３５０μｍであることが好ましい。
【００２４】
また、上記液晶表示セルに、少なくとも強誘電，反強誘電もしくはコレステリック液晶が
用いられる場合、上記表示部内における上記柱状スペーサの配置間隔は１００～３００μ
ｍであることが好ましい。
【００２５】
上記のいずれの液晶物質を用いるにしても、良好な表示を得るには、上記表示部内におけ
る上記柱状スペーサの径は３０μｍ以下とすることが好ましい。
【００２７】
　本発明に係る製造方法により形成された液晶表示セルによれば、周辺シール材の外側に
も柱状スペーサが配置されているため、マザー基板からの切り出し時や切り出し後におい
て基板周辺に外力が加えられたとしても、セルギャップを均一に保持できる。
【００２８】
【発明の実施の形態】
まず、本発明により製造される液晶表示セルを図１の模式的な平面図およびその断面図で
ある図２により説明する。
【００２９】
この液晶表示セル１０は、第１セル基板２０と第２セル基板３０とを備え、この実施形態
において、第１セル基板２０側に接続電極形成部としての端子部２１が連設されている。
第１セル基板２０と第２セル基板３０は、それらの間に所定幅のセルギャップが形成され
るようにエポキシ系樹脂よりなる周辺シール材４０を介して圧着されている。
【００３０】
そのセルギャップを均一に保つため、感光性樹脂よりなる柱状スペーサ５０が用いられて
いるが、本発明において、柱状スペーサ５０は周辺シール材４０により囲まれている表示
部２２内のみでなく、上記端子部２１を除いて、周辺シール材４０の外側で各セル基板２
０，３０が存在する部分にも配置されている。また、柱状スペーサ５０は周辺シール材４
０内にも配置されている。
【００３１】
次に、図３ないし図５を参照して、上記液晶表示セル１０の製造方法について説明する。
製造にあたっては一対（２枚）のマザー基板が用いられるが、図３はその一方のマザー基
板を示す平面図、図４は一対のマザー基板を圧着した状態の拡大断面図、図５はフォトマ
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スク版を示す平面図である。
【００３２】
図３のマザー基板２０Ｍは、第１セル基板２０を作成するガラス基板で、その一方の面に
はＩＴＯよりなる透明導電膜が成膜されている。他方の第２セル基板３０を作成するマザ
ー基板３０Ｍ（図４参照）も同様の透明導電膜付きのガラス基板である。
【００３３】
この実施形態において、マザー基板２０Ｍ，３０Ｍには４つのセル基板形成領域が割り当
てられる。マザー基板２０Ｍ側の各セル基板形成領域には表示部２２と端子部２１とが含
まれ、これに対して、マザー基板３０Ｍ側の各セル基板形成領域には上記表示部２２に対
向する表示部（参照符号なし）のみが含まれる。
【００３４】
まず、マザー基板２０Ｍ，３０Ｍともに、それらの各セル基板形成領域に透明電極をパタ
ーニングする。そして、マザー基板２０Ｍには、その全面にわたって感光性樹脂を塗布し
、フォトマスク版を介して露光する。
【００３５】
本発明において、フォトマスク版には図５に示すように、全面にわたって透孔をほぼ均一
の密度で穿設してなる全網目状フォトマスク版６０を用いる。セル基板の大きさや形状，
マザー基板上でのレイアウトが異なっても一律にこの全網目状フォトマスク版６０を用い
る。
【００３６】
ただしこの場合、端子部２１には柱状スペーサ５０が必要でないため、端子部２１のみを
遮光する遮光板６１を全網目状フォトマスク版６０上の端子部２１に対応する位置に重ね
て用いる。
【００３７】
このようにして、感光性樹脂を露光し、現像した後、所定温度で焼成して、マザー基板２
０Ｍ上に端子部２１を除いた他の全部分、すなわち表示部２２，周辺シール材４０の圧着
部４０ａおよび第１セル基板２０の周りの余白部Ｂを含む部分に柱状スペーサ５０を形成
する。
【００３８】
他方のマザー基板３０Ｍ側では、その各セル基板形成領域内の表示部の周りにエポキシ系
樹脂からなる周辺シール材４０を塗布する。そして、両マザー基板２０Ｍ，３０Ｍを周辺
シール材４０を介して図４のように圧着する。
【００３９】
本発明によれば、一方のマザー基板２０Ｍ側に、端子部２１を除いた他の全面にわたって
柱状スペーサ５０が形成されているため、マザー基板２０Ｍ，３０Ｍ間のギャップ幅がほ
ぼ均一に保たれる。また、周辺シール材４０内およびその外側にも柱状スペーサ５０が存
在するため、マザー基板からスティック基板、そしてスティック基板から個々のセル切り
出し時にもセル内のギャップ幅がほぼ均一に保たれる。
【００４０】
なお、上記実施形態とは異なり、マザー基板３０Ｍ側に柱状スペーサ５０を形成してもよ
い。その場合、マザー基板３０Ｍ側の各セル基板形成領域には端子部がないため、感光性
樹脂の露光には、全網目状フォトマスク版６０のみを用いてマザー基板３０Ｍの全面に柱
状スペーサ５０を形成し、端子部に対応する部分の柱状スペーサ５０は、端子部出しのと
きに不要となる基板片とともに除去すればよい。
【００４１】
また、上記実施形態では、一方のマザー基板２０Ｍ側に柱状スペーサ５０を形成し、他方
のマザー基板３０Ｍ側に周辺シール材４０を塗布するようにしているが、一方のマザー基
板２０Ｍ側に柱状スペーサ５０を形成するとともに、周辺シール材４０を塗布してもよい
。
【００４２】
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【実施例】
次に、本発明の具体的な実施例を比較例を交えて説明する。透明電極を形成済みの一対の
マザー基板を用意し、その一方のマザー基板に、日立化成社製のネガ型感光性樹脂ＣＲ－
４１０をスピンコート法で約７μｍ厚に塗布して、１００℃で１０分間プリベークしたの
ち、１５０ｍＪ／ｃｍ２（波長３６５ｎｍ）のエネルギーで露光し、アルカリ水溶液で現
像した。そして、２３０℃で６０分間ポストベーク処理を行った。
【００４３】
このようにして、直径３０μｍのほぼ円柱状のスペーサを３００μｍ間隔で、本実施例に
ついては、周辺シール材塗布部分の外側２ｍｍまで形成した。比較例については、上記と
同じ円柱状のスペーサの配置を周辺シール材塗布部分の内側２ｍｍまでとした。
【００４４】
次に、上記一方のマザー基板のセル基板の表示部と、他方のマザー基板のセル基板の表示
部とに、配向膜をフレキソ印刷法で約５００Åの膜厚に形成し２５０℃で焼成後、２４０
゜ツイストとなるようにラビング処理した。
【００４５】
他方のマザー基板のセル基板にスクリーン印刷法により周辺シール材を塗布し、各マザー
基板を熱圧着したのちに個々の空セルに分断した。その後、空セルに液晶を注入，封止し
て約６μｍギャップのＳＴＮ液晶表示セルを作製した。
【００４６】
円柱状のスペーサを周辺シール材の外側２ｍｍまで配置した本実施例は、ギャップムラが
なく均一なギャップ幅が得られたが、円柱状のスペーサの配置を周辺シール材の内側２ｍ
ｍまでとした比較例の場合、シール際でギャップムラが観察された。
【００４７】
次に、柱状スペーサの直径を１０～３５μｍまで５μｍごとに変更し、また、配置間隔を
５０～４００μｍまで５０μｍごとに変更して、上記と同様にして液晶表示セルを作製し
たところ、配置間隔が特に２５０～３５０μｍの範囲で良好な配向状態およびギャップの
均一性が得られた。また、直径については特に３０μｍ以下で良好な表示が得られた。
【００４８】
また、上記のように柱状スペーサの直径および配置間隔を変更して作製した液晶表示セル
にコレステリック液晶を封入し、その表示部にパチンコ球にて１ｋｇの加重を加えたとこ
ろ、配置間隔が特に１００～３００μｍの範囲で良好な耐外圧性を示した。
【００４９】
また、別の実施例として、露光用のフォトマスクとして、マザー基板の各辺から１０ｍｍ
入った領域内の全面に、直径３０μｍの柱状スペーサが配置間隔２５０μｍで形成される
ような網目状フォトマスクを用い、これに端子部のみを遮光する遮光板を併用して、端子
部を除いて感光性樹脂からなる柱状スペーサを形成したところ、セル基板の大きさやレイ
アウトに関係なく、セルギャップを良好に維持できる液晶表示セルが作製できた。
【００５０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、一方のマザー基板上に、その全面にわたって感光
性樹脂を塗布してフォトリソ法により、各セル基板の表示部内、周辺シール材の圧着部内
および周辺シール材の外側で各セル基板の周りの余白部内を含めて柱状スペーサを形成す
るようにしたことにより、感光性樹脂からなる柱状スペーサにてギャップ制御される複数
の液晶表示セルをマザー基板から多面取りするにあたって、面内スペーサを散布するのと
同程度の高精度なギャップ制御を実現することができる。
【００５１】
また、透明電極を有する一対のセル基板を周辺シール材を介して圧着してなり、少なくと
もいずれか一方のセル基板に端子部が連設されている液晶表示セルにおいて、周辺シール
材により囲まれている表示部内のみならず、周辺シール材の外側（ただし、端子部を除く
）のセル基板間にも、感光性樹脂よりなる柱状スペーサを配置したことにより、マザー基
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板からの切り出し時および切り出し後においても、セルギャップ幅を均一に保持し得るス
ペーサを備えた液晶表示セルを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る液晶表示セルを示す模式的な平面図。
【図２】上記液晶表示セルの断面図。
【図３】本発明の製造方法に用いられるマザー基板を示す平面図。
【図４】上記マザー基板の一対を圧着した状態を示す拡大断面図。
【図５】本発明の製造方法に用いられる全網目状フォトマスク版の平面図。
【図６】従来法により柱状スペーサが形成されたマザー基板を示す平面図。
【図７】従来法によるマザー基板の一対を圧着した状態を示す拡大断面図。
【符号の説明】
１０　液晶表示セル
２０　第１セル基板
２１　端子部
２２　表示部
２０Ｍ　第１セル基板用マザー基板
３０　第２セル基板
３０Ｍ　第２セル基板用マザー基板
４０　周辺シール材
５０　柱状スペーサ
６０　全網目状フォトマスク版

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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