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マイク ロ レンズア レイと、貼 り合わせ基板の光人射側に、マイクロ レンズア レイを囲むよ に設けられた支持体
と、支持体を介 して貼 り合わせ基板に貼 り付けられた光学フィルムとを備え、支持体は、支持体の外面の主面より
も外部空間の側に突出した突出部を有 し、支持体には、支持体によって囲まれた内部空間と外部空間とを繋 ぐ通気
孔が形成されており、通気孔の外部空間側の開口部が突出部の中に形成されている。



目主

技術分野

０００1 本発明は、液品表示パネルに関するものであり、特に、

た液品表示パネル及び液品表示装置に関する。

背景技術

０００2 近年、モニター、プロジェクタ、携帯情報端末、携帯電話などにおける表示装置とし

て液品表示装置が広く利用されている。液品表示装置は、一般に、液品表示パネル

の透過率 ( は反射率)を駆動信号によって変ィヒさせ、液品表示パネルに照射され

る光源からの光の強度を変調して画像や文字を表示する。液品表示装置には、液品

表示パネルに表示された画像などを直接観察する直視型表示装置や、表示パネル

に表示された画像等を投影レンズによってスクリーン上に拡大投影する投影型表示

装置 (プロジェクタ) などがある。

０００3 液品表示装置は、マトリクス状に規則的に配列された画素のそれぞれに画像信号

に対応した駆動電圧を印加することによって、各画素における液品屑の光学特性を

変ィヒさせ、その前後に配置された偏光素子や位相差素子など (以後、光学素子と呼

ぶ) により、液品屑の光学特性に合わせて、透過する光を調光することで、画像や文

字などを表示する。この光学素子からなるフィルムは、通常、直視型液品表示装置で

は、液品表示パネルの光人射側某板 (背面某板 )及び光出射側某板 (前面某板また

は観察者側某板 ) のそれぞれに直接貼り合わされる。

０００4 各画素に独立した駆動電圧を印加する方式としてアクティブマトリクス方式がある。

アクティブマトリクス方式の液品表示パネルには、スイッチング素子と画素電極に駆動

電圧を供給するための配線とを設ける必要がある。スイッチング素子としては、 (

金属一絶縁体一金属)素子などの非線形2端子素子や (薄膜トランジスタ)素子

等の3端子素子が用いられている。

０００5 ところで、アクティブマトリクス方式の液品表示装置では、表示パネルに設けたスイッ

チング素子 (特に )に強い光が人射すると、O 状態における素子抵抗が下が



り、電圧印加時に画素容呈に充電された電荷が放電され、所定の表示状態が得られ

ないため、黒状態でも光が洞れてコントラスト比が低下するといぅ問題がある。

０００6 そこで、アクティブマトリクス方式の液品表示パネルでは、例えば、 (特にチャ
ネル領城 ) に光が人射するのを防止するために、 や画素電極が設けられた

某板や、 某板に対しで液品屑を介して対向する対向某板に、遮光屑 (ブラック

マトリクスと称される。) が設けられる。

０００7 しかしながら、透過光を利用して表示を行ぅ液品表示装置においては、光を透過し

ない 、ゲートバスラインおよびソースバスラインに加えて遮光屑を設けることによ

って有効画素面積が低下し、表示領城の全面積に対する有効画素面積の比率、す

なわち開口率が低下する。

０００8 液品表示パネルの高精細化、小型化が進むにつれてこの傾向は顕著になる。これ

は、画素のピッチを 、さくしても、 やバスラインなどは、電気的性能や製造技術

等の制約からある程度の大きさよりも 、さくすることができないからである。

０００9 また、特に、近年、携帯電話などのモバイル機器の表示装置として、暗い照明下で

は液品表示パネルを透過するバックライトの光を利用して表示を了 、刊 、明るい照明下

では液品表示パネルの周囲から表示面に入射された光を反射することによって表示

を行ぅ、半透過型の液品表示装置が普及している。半透過型液品表示装置は、個々

の画素の中に反射モードで表示する領城 (反射領城 ) と透過モードで表示する領城 (

透過領城 ) とを有しているので、画素ピッチを 、さくすることによって、表示領城の全

面積に対する透過領城の面積の比率 (透過領城の開口率) が若しく低下する。この

ため、半透過型液品表示装置は、周囲の明るさに拘らずコントラスト比の高い表示を

実現できるといぅ利点がある一方、輝度が低下するといぅ問題があった。

００1０ そこで、液品表示装置の光利用効率を改苦するため、液品表示パネルに個々の画

素に光を集光するマイクロレンズを設け、液品表示パネルの実効的な開口率を向上

させる方法がある。たとえば、 某板と対向某板を貼り合わせた貼り合わせ某板の

バックライト光人射側に凸形状のマイクロレンズを設けるといった方法である。

００11 この方法を採用した液品表示装置の一例が特許文献 に開示されている。ここには

、対向某板であるC 某板側から 照射光を照射し、 照射光の液品パネルへの



人射角度を変化させて、自己調整的にマイクロレンスを形成する方怯 (セルフアライ

メント方式)か記載されている。

００12 某板と対向某板を貼り合わせた貼り合わせ某板のハノクライト光人射側に、凸

形状のマイクロレンス和、ノクライト光人射側に向けて設ける構造においては、マイク

ロレンスの凸部上に光学フィルムを貼り付けることになるか、マイクロレンスの凸部に

光学フィルムを直接、貼り付ける場合、光学フィルムの貼り付け強度か低下し、光学

フィルムか剥れやすくなる。また、光学フィルムの貼り付けにょり接着屑かレンスに埋

まってしまい、レンスとしての機能を十分に果たさなくなる。この問題に対処して、複

数のマイクロレンスからなるマイクロレンスアレイの周辺にマイクロレンスと同しか、そ

れょりも高い突出部 (以後、支持体と呼ふ)を設け、その支持体に接着剤を用いて光

学フィルムを貼り付け固定する方怯か、特井文献2及ひ特井文献3に開示されている

００13 ところて、被品表示パネルを製造する場合、一枚の某板の上に唯一の被品表示パ

ネルを形成するのては生産効率か悪いため、近年、被品表示パネルの生産効率向

上を目的として、一枚の大板某板上に複数の被品表示パネルを形成する方怯か採

用されている。そのょぅな方怯にょる被品表示パネルの製造方怯の一例か特井文献

4に開示されている。特井文献4に開示された方怯ては、ます、 枚の大板某板の上

に複数の被品表示パネルに対応したシール材を印刷し、各シール材の内側に被品

を摘下した後て他の某板を貼り合わせ、貼り合わせた某板に光学フィルムを貼り付け

てから某板を切断することにょって、一度に複数の被品表示パネルか作成される。

特井文献1 特開2００5 96 39号公報

特井文献2 特開2００5 95733号公報

特井文献3 特開2００5 ０8553 号公報

特井文献4 特開2００4 ００4636号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００14 ハノクライト光人射側に凸形状のマイクロレンスアレイを設けた被品表示パネルの

一例を説明する。図 はそのょぅな被品表示パネル ００の断面図てあり、図 2は被



品表示パネル ００をバックライト光人射側 (図 の下側)から見た場合の、

ンズアレイ、支持体等の構成を表した図である。

００15 図 及び 2に示すよぅに、液品表示パネル ００は、貼り合わせ某板 2と、貼り合

わせ某板 2のバックライト光人射側に配置された複数のマイクロレンズ 4aからな

るマイクロレンズアレイ 4と、マイクロレンズアレイ 4の周囲に設けられた支持体

26と、貼り合わせ某板 2の観察者側 (図 の上側)に設けられた光学フィルム 22

と、マイクロレンズアレイ 4のバックライト光人射側に設けられた保護屑 35及び光

学フィルム 23とを備えている。

００16 貼り合わせ某板 2は、画素毎にスイッチング素子が形成された 某板 3０

対向某板であるC 某板 (カラーフィルタ某板 ) 32、及び 某板 3０とC 某板 3

2との間に配置された液品屑 34を備えている。液品屑 34は、 某板 3０とC

某板 32との間の表示外周部に設けられた、平面形状が略矩形のシール材 36に

よって封入されている。光学フィルム 22は、接着屑 24を介して貼り合わせ某板

2に貼り付けられており、光学フィルム 23は、接着屑 37を介して保護屑 35に貼り

付けられている。また、支持体 26には通気孔 27が設けられている。

００17 次に、液品表示パネル ００の製造方法について説明する。

００18 図 3 (a)～(d)は、液品表示パネル ００の製造方法を表した断面図である。ここで

、図 3 (a)～(c) は、図 に示した液品表示パネル ００が 枚の大板某板上に同時

に複数形成される工程を表しており、図 3(d) は、大板某板上に形成された複数の

液品表示パネル ００を分断して互いに独立した複数の液品表示パネル ００とする

工程を表している。したがって、図 3(a)～(c) では、複数の液品表示パネル ００の

構成要素である 某板 3０ C 某板 32、光学フィルム 22及び 23等は、それ

ぞれが連続する一枚の屑としてそれぞれ 3０、 32 、 22 、及び 23 と表される

００19 まず、図 3(a) に示すよぅに、液品滴下方式によって 某板 3０とC 某板 32

との間に複数の液品屑 34が形成された大板の貼り合わせ某板 2 が用意される

。ここで、液品屑 34のそれぞれはシール材 36によって封入され、貼り合わせ某板

の外周部にはダミーシール材 36 が形成される。



００2０ 次に、 某板 3 の外側の面に大判の光硬化性樹脂等によるドライフィルム (ド

ライフィルムレ、ジスト)を貼り付け、ドライフィルムにフオトマスクを介して露光を了 、刊 、現

像処理によってドライフィルムの不要部分を除去することによって、マイクロレンズアレ

イ 4及び支持体 26が形成される。ここで、 某板 3 の外周付近には、ダミ

ー支持体 2 が形成され、支持体 26には図 2に示した通気孔 27が形成される

。なお、マイクロレンズ 4aの形成には、特許文献 に記載された自己整合型の形

００2 1 次に、大判のドライフィルムをマイクロレンズアレイ 4および支持体 26に接する

よぅに貼り付け、露光工程を施し、現像処理によってドライフィルムの不要部分を除去

して、図 b に示すよぅな保護屑 3 5を形成する。

００22 保護屑 3 5を形成することなく、マイクロレンズ 4aの凸部に接着屑 3 を介して

光学フィルム 2 を直接貼り付けることも考えられる。しかし、その場合、外部からの

押圧によって接着屑 3 に凹凸が形成され、接着屑 3 の厚さの不均一に起因し

た表示ムラが発生し得る。この問題に対処するために、液品表示パネル ００には、マ

イクロレンズアレイ 4と接着屑 3 との間に保護屑 3 5が設けられている。

００23 その後、図 3 (c) に示すよぅに、大判の光学フィルム 2 を接着屑 2 を介して

C 某板 32 に貼り付けるとともに、大判の光学フィルム 2 を接着屑 3 を介し

て保護屑 3 5に貼り付ける。

００24 光学フィルム 2 を貼り付けた後、通常、加圧装置を用いたオートクレーブ処理を

行ぅ。オートクレーブによれば、高温高圧の下で光学フィルム 2 が貼り付けられる

ので、短時間で強固な接着が可能となる。また、オートクレーブを行ぅことにより、接着

剤等に含まれる気泡が除去されるので強固な接着が可能となる。

００25 ここで、仮に支持体 26に通気孔 27が形成されないとすると、マイクロレンズ 4

aと保護屑 3 5と支持体 26とによって密閉された内部空間 (密閉空気屑 ) が形成さ

れるため、オートクレーブ実施時に内部空間と装置外部との間に温度差および圧力

差が生じ、光学フィルムの変形や剥がれが引き起こされ得る。この変形や剥がれは、

光学フィルムの接着強度を低下させるばかりか、表示ムラの発生原因にもなり得る。さ

らに、内部空間が密閉されることにより、液品表示パネル ００の使用時に表示領城に



結露が生じて表示ムラを発生させることもあり得る。

００26 この問題を解決するために、液品表示パネル ００の支持体 26には、図 2に示す

よぅに、内部空間と外部空間とを繋ぐ通気孔 2 7が設けられている。

００27 最後に、図 3 (d) に示すよぅに、例えば特許文献4に開示された方法を用いて積層

某板が切断され、複数の液品表示パネル ００が完成する。積層某板の切断工程で

は、支持体 26 自体が分断されぬよぅ、切断位置は支持体 26が形成された領城を

外すよぅに設定される。

００28 上述した製造方法により、複数の液品表示パネル ００を効率的に製造できる。しか

し、この製造工程では、保護屑 3 5の形成工程において現像処理によってドライフィ

ルムの不要部分が除去されるとき、現像液や末硬化のドライフィルムが通気孔 27を

介して内部空間に侵入し、それによっで液品表示パネル ００の表示品位が低下する

れぢ問題があった。

００29 本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、典物混入、変

形、剥がれ等の不具合が発生しにくく、表示品質が良好な液品表示パネルを提供す

ることにある。

課題を解決するための手段

００3０ 本発明による液品表示パネルの製造方法は、一対の某板の間に配置されね液品

屑を含む貼り合わせ某板と、前記貼り合わせ某板の光人射側に設けられたマイクロレ

ンズアレイと、前記マイクロレンズアレイの光人射側に設けられた光学フィルムとを備

え、前記マイクロレンズアレイと前記光学フィルムとの間に内部空間が形成されね液

品表示パネルの製造方法であって、(a) 前記貼り合わせ某板を複数含む大板液品

某板の面に樹脂屑を形成する工程と、(b)前記樹脂屑を加工して、複数のマイクロレ

ンズアレイと、それぞれが前記複数のマイクロレンズアレイを囲む複数の支持体とを

形成する工程と、(c) 前記大板液品某板を切断して複数の液品表示パネルを得るエ

程とを含み、前記工程 (b) において、前記複数の支持体のそれぞれに前記内部空間

に繋がる間隙が形成され、前記工程 (c) において、前記大板液品某板の切断に伴っ
て、前記複数の支持体のそれぞれの外面に、前記間隙と外部空間とを繋ぐ開口が形

成される。



００3 1 ある実施形態では、前記工程 (b) において、前記支持体には、前記外面の主面より

も外部空間側に突出した突出部が形成され、前記間隙の一部が前記突出部の中に

形成される。

００32 ある実施形態では、前記工程 (c) において、前記大板液品某板の切断に伴って前

記突出部が切断されることにより、前記間隙と外部空間とを繋ぐ開口が形成される。

００33 前記工程 (c) において、前記大板液品某板及び前記突出部がカッタ一によって切
。断され、前記突出部の側面に対する前記カッタ一の進入角度が9０ 未満である。

００34 ある実施形態では、前記工程 (c) における、前記突出部の側面に対する前記カッタ

一の進入角度が2 。 。０ 以ｱ8０ 以下である。

００35 ある実施形態では、前記工程 (b) において、前記支持体には、前記貼り合わせ某
。板の面鉛直方向から見た場合約9０ に屈曲する屈曲部が形成され、前記突出部が

前記屈曲部から突出するよぅに形成される。

００36 ある実施形態では、前記工程 (b) において、前記間隙が、前記貼り合わせ某板の

面鉛直方向から見た場合、前記支持体の内面又は外面に対して斜め方向に延びる

よぅに形成される。

００37 ある実施形態では、前記工程 (b) において、前記支持体に前記間隙が、前記貼り

合わせ某板の面鉛直方向から見た場合、屈曲して延びるよぅに形成される。

００38 本発明による液品表示パネルは、一対の某板と前記一対の某板の間に配置された

液品屑とを含む貼り合わせ某板と、前記貼り合わせ某板の光人射側に設けられたマ

イクロレンズアレイと、前記貼り合わせ某板の前記光人射側に、前記マイクロレンズア

レイを囲むよぅに設けられた支持体と、前記支持体を介して前記貼り合わせ某板に貼

り付けられた光学フィルムと、を備え、前記支持体は、前記支持体の外面の主面より

も外部空間の側に突出した突出部を有し、前記支持体には、前記支持体によって囲

まれた内部空間と前記外部空間とを繋ぐ通気孔が形成されており、前記通気孔の前

記外部空間側の開口部が前記突出部の中に形成されている。

００39 ある実施形態において、前記支持体の前記主面は、前記支持体の延びる方向に

対して略平行に、又は前記貼り合わせ某板の側面の つに対して略平行に形成され

た面である。



００4０ ある実施形態において、前記突出部は、前記支持体の前記主面に略平行、又は

前記貼り合わせ某板の側面の つに対して略平行に形成された切断面を有し、前記

通気孔の前記開口部は前記切断面の中に形成されている。

００4 1
。ある実施形態では、前記切断面と前記突出部の側面との間の角度が9０ より大き

００42 ある実施形態では、前記切断面と前記突出部の側面と 。の間の角度が ００ 以上

6０。以下である。

００43 ある実施形態において、前記支持体は、前記貼り合わせ某板の面鉛直方向から見
。た場合、約9０ に屈曲した屈曲部を有し、前記突出部は前記屈曲部から前記外部

空間に向けて突出している。

００44 ある実施形態では、前記通気孔が、前記貼り合わせ某板の面鉛直方向から見た場

合、前記支持体の内面又は外面に対して斜め方向に延びている。

００45 ある実施形態では、前記通気孔が、前記貼り合わせ某板の面鉛直方向から見た場

合、屈曲して延びている。

００46 ある実施形態では、前記通気孔が延びる方向に垂直な面における前記通気孔の

断面の幅が 5０は 以上5０ / 以下である。

００47 ある実施形態では、前記通気孔が前記支持体の典なる部分に複数形成される。

発明の効果

００48 本発明の液品表示パネルの製造方法によれば、内部空間と外部空間とを繋ぐ通気

孔が、大板貼り合わせ某板の切断と同時に支持体の一部が切断されることによって

形成される。したがって、支持体が形成されてから大板貼り合わせ某板が切断される

までの間、支持体には内部空間と外部空間とを繋ぐ間隙は形成されない。したがっ
て、支持体の形成工程から大板貼り合わせ某板の切断工程の間において保護屑等

を形成する場合に、現像液や樹脂片等が内部空間に侵入することが防止される。

００49 また、支持体の切断工程において、支持体あるいは突出部に対するカッタ一の進
。入角度を9０ 未満とすることにより、切断の際に支持体あるいは突出部が受ける衝

撃またはストレスが抑えられ、支持体あるいは突出部におけるクラックの発生を軽減

することができる。



００5０ 本発明の液品表示パネルによれば、支持体の突出部に外部空間と内部空間とを

繋ぐ通気孔が形成されており、通気孔の外部空間側の開口部が前記突出部の中に

形成されている。したがって、このよぅな液品表示パネルを製造する場合に、支持体

が形成されてから大板貼り合わせ某板が切断されるまでの間、支持体に内部空間と

外部空間とを繋ぐ間隙を形成しないよぅにすることができる。よって、支持体の形成工

程から大板貼り合わせ某板の切断工程の間において保護屑等を形成する場合に、

現像液や樹脂片等が内部空間に侵入することが防止され、不具合の少ない液品表

示パネルが得られる。

００5 1 また、通気孔の外部空間側の開口部が形成される切断面と突出部の側面との間の
。角度が9０ より大きい。よって、この液品表示パネルを製造する場合、突出部の切

。断工程において、突出部に対するカッタ一の進入角度を9０ 未満とすることができ

る。したがって、切断の際に突出部が受ける衝撃またはストレスが抑えられるため、突

出部におけるクラックの発生が少ない、高品質の液品表示パネルが得られる。

００5 2 このよぅに、本発明による液品表示パネル及びその製造方法によれば、典物の混

入、変形、剥がれといった不具合が発生しにくく、表示品質が良好な液品表示パネ

ルを、効率よく提供することができる。

図面の簡単な説明

００5 3 図 本発明の実施形態による液品表示パネルの構成を模式的に示した断面図であ

る。

図2 実施形態の液品表示パネルにおけるマイクロレンズアレイ、支持体等の構成を

表した平面図である。

図3 図2における支持体の角部の構成をより詳細に表した図である。

図4 本発明による液品表示パネルの製造工程の第 ～4 程を表した図である。

図5 本発明による液品表示パネルの製造工程の第5～8 程を表した図である。

図6 本発明による液品表示パネルの製造工程の第9及び ０ 程を表した図である

図7 本発明による大板某板の分断工程を表した図であり、(a) は大板某板が分断さ

れる前の支持体及びその周辺の構成を表した平面図であり、(b)は分断後の支持体



及びその周辺の構成を表した平面図である。

図8 実施形態の第 変形例における支持体の角部の構成を表した図である。

図9 実施形態の第2変形例における支持体の端部の構成を表した図であり、(a) は

大板某板が分断される前の端部の構成を、(b)は大板某板が分断された後の端部の

構成をそれぞれ示している。

図1０実施形態の第3変形例における支持体の端部の構成を表した図であり、(a) は

大板某板が分断される前の端部の構成を、(b) 大板某板が分断された後の端部の

構成をそれぞれ示している。

図11 マイクロレンズアレイを備えね液品表示パネルの一例を表した断面図である。

図12 図 の液品表示パネルにおけるマイクロレンズアレイ、支持体等の構成を表

した平面図である。

図13 図 に示した液品表示パネルの製造方法を表した図である。

符号の説明

０ 液品表示パネル

2 貼り合わせ某板

2 大板液品某板

4 マイクロレンズアレイ

4a マイクロレンズ

7 内部空間

8 外部空間

22 22 、23 2 光学フィルム

24 2 接着屑

26 支持体

2 ダミー支持体

26a 突出部

26b 主面

26c 切断面

26



27 通気孔

2 間隙

27a 開口部

3０ 某板

3 大板 某板

32 C 某板

3 大板C 某板

34 液品屑

3 5 保護屑

36 シール材

3 ダミーシール材

3 7 3 接着屑

38 39 ドライフィルム

4０ 4 フオトマスク

5０ 5 カッタ一進行方向

００ 液品表示パネル

2 貼り合わせ某板

4 マイクロレンズアレイ

4a マイクロレンズ

22 2 3 光学フィルム

24 3 7 接着屑

26 支持体

2 ダミー支持体

27 通気孔

3０ 3 某板

32 3 C 某板

34

3 5



36 シール材

3 ダミーシール材

発明を実施するための最良の形態

００5 5 (実施形態 )

以下、図面を参照しながら、本発明による液品表示パネルの実施形態について説

明する。

００56 図 は、本実施形態の液品表示パネル ０の断面図であり、図2は液品表示パネル

０をバックライト光人射側 (図 の下側)から見た場合の、マイクロレンズアレイ、支持

体等の構成を表した図である。

００5 7 図 及び2に示すよぅに、液品表示パネル ０は、貼り合わせ某板 2と、貼り合わせ

某板 2のバックライト光人射側に配置された複数のマイクロレンズ 4aからなるマイク

ロレンズアレイ 4と、マイクロレンズアレイ 4の周囲に設けられた支持体26と、貼り合

わせ某板 2の観察者側 (図 の上側) に設けられた光学フィルム22と、マイクロレン

ズアレイ 4のバックライト光人射側に設けられた保護屑3 5及び光学フィルム23とを

備えている。某板面鉛直方向から見た場合、支持体26の外面及び内面は、貼り合わ

せ某板 2の外周と平行に矩形状に延びており、支持体26は、某板の四隅に約9０
。で屈曲する角部 (屈曲部 )を有する。

００58 貼り合わせ某板 2は、画素毎にスイッチング素子が形成された 某板 3０、対向

某板であるC 某板 (カラーフィルタ某板 ) 3 2、及び 某板 3０とC 某板 32との間

に配置された液品屑34を備えている。液品屑34は、 某板 3０とC 某板 32との

間の表示外周部に設けられた、平面形状が略矩形のシール材36によって封入され

ている。支持体26には通気 ( e )27が設けられている。この通気孔27及びその

周囲の構成については、後に詳述する。

００59 光学フィルム22は、接着屑24を介して貼り合わせ某板 2に貼り付けられており、光

学フィルム23は、接着屑3 7を介して保護屑3 5に貼り付けられている。光学フィルム2

2及び23は、視野角補償板、位相差板、偏光板等を含み得る。

００6０ マイクロレンズアレイ 4の各マイクロレンズ 4aは、複数の画素を覆ぅ半円柱状のレ

ンチキュラ一型レンズである。なお、マイクロレンズアレイ 4の各マイクロレンズ 4aを



、画素毎に対応した半球型のマイクロレンスとして形成しても良い

レイ 4は、可視光の透過卒か高いアクリル系の 硬ィヒ型樹脂によって形成される

か、エポキシ系の 硬ィヒ型樹脂や熱硬化型樹脂等によって形成されてもよい。

００6 1 保護屑 とマイクロレンスアレイ 4とは、保護屑3 5か各マイクロレンス 4aの頂点、

付近にのみ接するように形成されており、マイクロレンスアレイ 4と保護屑3 5との間

には支持体26によって囲まれた内部空間 7か形成される。なお、保護屑3 5を支持

体26のみて支え、マイクロレンス 4aか保護屑3 5に接しないようにする構成もあり得

る。また、マイクロレンス 4aの先端部分に突起を設け、その突起か保護屑3 5と接す

る構成もあり得る。

００62 保護屑 は、マイクロレンスアレイ 4と同様、可視光の透過卒か高いアクリル系の

硬ィヒ型樹脂によって形成されているか、保護屑3 5にも、エポキシ系の 硬ィヒ樹

脂、あるいは熱硬化性樹脂を適用することも可能てある。保護屑3 5は、マイクロレン

ス 4aと同し材科、あるいはマイクロレンス 4aを構成する材科の屈折率とほほ同し

屈折率を有する材科によって形成することか好ましいか、互いに典なる材科て形成さ

れていてもよい。また、支持体26もマイクロレンス 4aと同し材科て形成することか好

ましいか、典なる材科て形成されていてもよい。

００63 図3は、図2における支持体26の角部 (屈曲部 ) 5 の構成をより祥細に表した図て

ある。

００64 図3に示すように、支持体26には、内部空間 7と外部空間 8とを繋く通気孔27か

形成されている。支持体26は、支持体26の外面の主面26b よりも外部空間 8側に

突出した突出部26a を有しており、通気孔27の外部空間 8側の開口部27a は、突

出部26a の中に形成されている。ここて突出部26a及ひ通気孔27は、支持体26の

対角線に沿うように延ひている。

００65 支持体26の外面の主面26b とは、支持体26の延ひる方向に対して略平行に広か

る面、あるいは主面26b に最も近い貼り合わせ某板 2の側面に対して略平行に形成

された面を首味している。

００66 突出部26a は、支持体26の主面26b に略平行か、あるいは貼り合わせ某板 2の

側面に対して略平行に形成された切断面26c を有しており、通気孔27の開口部27a



は切断面26c の中に形成されている。この切断面26c は、液品表示パネル ０を大板

某板から切り出す時に、カッタ一によって支持体26が切断されてできた面である。切
。断面26c と突出部26a の側面26 との間の角度は9０ 以上である。この角度は、9０

。よりも大きいことが好ましく、 ００。以上 6０。以下であることがより好ましい。

。
００67 支持体26の角部 において、支持体26は約9０ に屈曲しているが、突出部26a

はこの屈曲部から外部空間 8側に突出している。通気孔27が延びる方向に垂直な

面における通気孔27の断面の幅は、5０は 以上5００ 以下であることが好ましい

。また、通気孔27と同様の通気孔が、支持体26の他の つ
「又は複数の角部に形成さ

００68 次に、図4～7を用いで液品表示パネル ０の製造方法を説明する。

００69 図4 (a) ～(d) 、図5 (a) ～(d) 、及び図6 (a) 及び (b)は、液品表示パネルの製造工

程を模式的に表した断面図である。

００7０ まず、図4 (a) に示すよぅに、画素毎にスイッチング素子が形成された大板 某

板 3 と対向某板である大板C 某板 32 を貼り合わせた大板液品某板 (大板貼り合

わせ某板 ) 2 を準備する。大板液品某板 2 は、その内部に、シール材36によっ
て液品が密閉された複数の液品屑34を含む。液品屑34の中の液品は、液品滴下

方式によって配置されたものである。さらに貼り合わせ大板液品某板 2 は、複数の

液品屑34及びシール材36を取り囲むよぅに某板の周囲に形成されたダミーシール

材3 を備える。

００7 1 次に、図4 に示すよぅに、大板 某板 3０のバックライト光人射側に 硬化

樹脂からなる大判のドライフィルム (樹脂屑 ) 39を貼り付ける。

００72 その後、図4 に示すよぅに、ドライフィルム39に大板C 某板 32 の側から 光

を照射することにより、マイクロレンズアレイ 4が形成される。ここで、マイクロレンズア

レイ 4の形成には、貼り合わせ大板液品某板 2 または 光源を移動させながら

光を照射して、照射光の液品パネルへの入射角度を段階的あるいは連続的に

変ィヒさせる、セルフアライメント方式が用いられる。このセルフアライメント方式は、特

許文献 に記載された技術であるため、その詳細な説明は省略する。

００73 次に、図4 に示すよぅに、ドライフィルム39にフオトマスク4０を介して 光を照



射することにより、支持体26及ひタミー支持体2 を形成する。マイクロレンス 4a

支持体26、及ひタミー支持体2 は、全て同し高さに形成される。

００74 その後、図5 (a) に示すよぅに、トライフィルム39に現像処理を施して末硬化のトライ

フィルム39を除去する。このとき、某板鉛直方向から見た場合、大板被品某板 2 の

上には、後に図7 (a) に示すよぅに、支持体26か枠型形状に形成された複数の領城

か形成される。この複数の領城のそれそれにおいて、支持体26はマイクロレンスアレ

イ 4を囲むように形成される。各領域における支持体26の角部にほ、支持体26の

主面26b よりも外側に突出した突出部か形成され、突出部の中には間隙 (内部偕 ) 2

7 か形成される。間隙27 は、マイクロレンスアレイ 4側にのみ開口を有するよぅに

形成され、間隙2 7 の外側の端は支持体26によって塞かれている。したかって、この

時点ては、間隙27 は内部空間と外部空間を貫通するよぅには形成されていない。

００75 次に、図5 に示すよぅに、トライフィルム39と同し材科からなるトライフィルム38を

、マイクロレンスアレイ 4、支持体26、及ひタミー支持体2 に接するよぅに貼り付け

る。トライフィルム38は、0・０5～ Paの圧カて、温度 5０度～カラス伝移温度の範

囲内て貼り付ける。この貼り付けは0・5～4 の速度て行なぅ。

００76 その後、図5 に示すよぅに、フオトマスク4 を介してトライフィルム38に 光を

照射し、マイクロレンス 4aの頂点、支持体26、及ひタミー支持体2 の上のトライフ

ィルム38を選択的に硬ィヒさせる。

００77 次に、現像処理によって末硬化のトライフィルム38を除去して、図5 (d) に示すよぅ

な保護屑3 5を形成する。ここて、保護屑3 5は、マイクロレンス 4aの頂点及ひ支持

体26に固定されている。

００78 その後、図6 (a) に示すよぅに、大判の光学フィルム2 を接着屑3 7 を介して保護

屑3 5に貼り付けると共に、大判の光学フィルム2 を接着屑24 を介してC 某板 32

に貼り付ける。

００79 最後に、図示しないカノタ一を某板分断ラインに沿って走らせることによって某板を

分断し、図6 (b) に示すよぅな複数の被品表示パネル ０を得る。ここて、某板の分断

にほ、光学フィルム切断用のカノタ一や、カラス墓板に亀裂を形成するためのホイル

カノタ一等か用いられるか、ここて用いる某板分断方怯の祥細は特井文献 等に記



載されているため、その詳細な説明を省略する。

００8０ 次に図7を用いて、図3に示した通気孔2 7がどのよぅに形成されるかを説明する。

００8 1 図7の (a) は、某板が分断される前の複数の支持体26とその周辺の構成を表した

平面図であり、(b) は分断後の支持体26とその周辺の構成を表した平面図である。

００82 図7に示すよぅに、某板が分断される前には、枠型に形成された複数の支持体26

のそれぞれが、その角部から外側に突出した突出部26a を有しており、突出部26a の

中にほ間隙27 が形成されている。このとき、間隙27 の外側の拙部は支持体26の

部材によって閉鎖されているため、間隙2 は内部空間と外部空間を貫通するよぅに

は形成されていない。

００83 その後、カッタ一を図7 (b)の矢印5０の方向に沿って走らせることにより、某板が縦

方向に分断され、それと同時に突出部26a の先端右側部分が切断される。次に、カ

ッタ一を矢印5 の方向に走らせることにより、某板が横方向に分断され、同時に突出

部26a の先端下部分が切断される。このよぅにして突出部26a の先端部分が切断さ

れた結果、突出部26a には間隙27 と外部空間 8とを繋ぐ開口部27a が形成され、

残された間隙27 が内部空間 7と外部空間 8と繋ぐ通気孔27となる。

００84 上述した液品表示パネル ０の製造方法によれば、通気孔27は、保護屑3 5が形成

された後、間隙27 の外側に設けられた突出部26a の一部を切断することによって形

成される。したがって、保護屑3 5の製造工程において、現像液や末硬化の 硬化

性樹脂が内部空間 7に侵入することが防止される。

００85 また、某板を分断する場合、カッタ一が突出部26a の側面26d に鋭角の進入角度

巳で切れ込むため、突出部26a の先端が切断されるときに突出部26a が受ける衝撃

及びストレスが抑えられ、突出部26a あるいは支持体26におけるクラックの発生を軽
。減することができる。なお、カッタ一の側面26d への進入角度は、9０ 以下であって

。 。
よいが、9０。未満であることが好ましく、2０ 以上8０ 以下であることがより好まし

い。このよぅにして突出部26a の先端部分が切断された結果、図3に示したよぅに、突

出部26a の切断面26c と側面26d と 。の間の角度は、9０ 以上となる。この角度は、好

ましくほ9 。０ より大きく、より好ましくは 。００ 以上 。6０ 以下である。

００86 次に、上述した実施形態の第 変形例について説明する。第 変形例の液品表示



パネルは、上述した実施形態とは通気孔27の周囲の構成が典なるのみであり、他の

部分の構成は同じである。よって、以下、典なる部分を中心に説明を了寸い、同じ部分

についての説明は省略する。

００87 図8は第 変形例による支持体26の角部 の構成を表した図である。この角部は

、図2における角部 に対応している。

００88 図8に示すように、第 変形例の支持体26は、上述の実施形態と同様、支持体26

の外面の主面26b よりも外部空間 8側に突出した突出部26a を有している。ただし、

支持体26の角部及び突出部26a の中に、内部空間 7と外部空間 8とを繋ぐように

形成された通気孔27は、ここでは直線状には延びておらず、屈曲した形状あるいは

クランク形状に形成されている。

００89 通気孔27の開口部27a は、上述した製造方法と同様の方法によって形成される。

すなわち、某板が切断される前の角部 には、外面が寒がれた間隙27 が形成され

ており、某板の分断に伴って突出部26a の先端部が切断されることにより、開口部27

aを有する通気孔27が形成される。

００9０ 第 変形例によれば、上述の実施形態で得られる利点に加えて更に次のような利

点が得られる。まず、通気孔が曲折して延びているので、通気孔27を介して内部空

間に空気等が急激に流入することがない。よって、液品表示装置の製造時あるいは

使用時における結露や典物等の混入が防止され、表示ムラの発生を抑えることがで

きる。また、貼り付け強度の弱い部分が支持体の一部に集中することがないので、光

学フイルムの歪み、反り、変形、剥がれ等の発生も防止される。
。 。００9 1 なお、第 変形例の通気孔27は、それぞれ約9０ 及び約4 5 に折れ曲がる2つ

の屈曲部を有していたが、屈曲部は他の角度で折れ曲がっていても良く、通気孔27

に つあるいは3つ以上の屈曲部を設けてもよい。また、屈曲部の代わりに、なだらか

に曲がった曲折部を設けてもよい。

００92 次に、上述した実施形態の第2変形例について説明する。第2変形例の液品表示

パネルは、上述した実施形態とは通気孔27の位置及び構成が典なるのみであり、他

の部分の構成は同じである。よって、以下、典なる部分を中心に説明を了寸い、同じ部

分についての説明は省略する。



００93 図9は第2変形例による支持体26の端部 (図2における端部52に対応 ) の構成を表

した図であり、(a) は某板が分断される前の端部の構成を、また(b)は某板が分断さ

れた後の端部の構成をそれぞれ示している。

００94 第2変形例の角部 には、実施形態または第 変形例で説明したよぅな突出部26

a、通気孔27、及び間隙2 7 は形成されず、その代わりに以下に示すよぅな突出部2

6a、通気孔27、及び間隙27 が形成される。なお、第2変形例に、以下に述べる端

部S 2の構成とともに、実施形態またほ第 変形例の角部 の構造を適用してもよい

００95 図9 (a) に示すよぅに、分断前の第2変形例の支持体26は、端部52の位置に、支

持体26の外面の主面26b よりも外部空間 8側に突出した突出部26a を有している。

ここで突出部26a は、支持体26の主面26bからなだらかに盛り上がるよぅに形成され

る。

００96 支持体26には、内部空間 7側の開口から突出部26a の中へ延びる間隙2 7 が形

成されている。ここでは間隙27 は支持体26の内面に垂直に延びているが、間隙2 7

を支持体26の内面に対して傾かせるよぅに形成してもよい。間隙27 は、その外部

空間 8側の端部が支持体26の部材によって覆われているため、外部空間 8に通じ

００97 このよぅな構成を有する突出部26a が、某板の分断工程において、点線の矢印で

示す方向に沿ってカッタ一で切断される。切断された後の突出部26a には、図9

に示すよぅに、開口部27a が形成され、これにより、内部空間 7と外部空間 8とを繋

ぐ通気孔27が形成される。

００98 第2変形例の通気孔27は、上述の実施形態と同様、保護屑3 5が形成された後、突

出部26a が切断されることによって形成される。したがって、保護屑3 5の製造工程に

おいて、現像液や末硬化の 硬化性樹脂が内部空間 7に侵入することが防止さ

れる。

００99 また、第2変形例の某板分断工程においても、カッタ一が突出部26a の側面26 に

鋭角の進入角度 巳で切れ込むため、突出 の先端が切断されるときに突出部2

6aが受ける衝撃及びストレスが抑えられ、これにより、突出部26a あるいは支持体26



におけるクラノクの発生を軽減することかてきる。突出部26a かこのよぅに切断される

。ため、突出部26a の切断面26c と側面26 との間の角度は9０ よりも大きくなる。

０1００ 次に、実施形態の第3変形例について説明する。第3変形例の被品表示パネルは

、第2変形例と突出部26a 、通気孔27、及ひ間隙2 の形状か典なるのみてあり、他

の部分の構成は同してある。よって、以下、典なる部分を中心に説明を行い、同し部

分についての説明は省略する。

０1０1 図 ０は第3変形例による支持体26の端部 (図2における端部52に対応 ) の構成を

表した図てあり、(a) は某板か分断される前の端部の構成を、また(b)は某板か分断

された後の端部の構成をそれそれ示している。

０1０2 図 ０(a) に示すよぅに、分断前の第3変形例の支持体26は、端部52の位置に、支

持体26の外面の主面26b よりも外部空間 8側に突出した突出部26a を有している。

ここて突出部26a は、支持体26の主面26bから斜め方向に円筒状に突出するよぅに

形成されている。

０1０3 支持体26には、内部空間 7側の開口から突出部26a の中へ延ひる間隙2 7 か形

成されている。間隙2 も突出部26a と同様、主面26b に対して斜め方向に延ひてい

る。間隙2 は、その外部空間 8側の端部か支持体26の都材によって覆われてい

るため、外部空間 8に通してはいない。

０1０4 このよぅな構成を有する突出部26a か、某板の分断工程において、点線の矢印て

示す方向に沿ってカノタ一て切断される。切断された後の突出部26a には、図 ０(b

) に示すよぅに、開口部27a か形成され、これにより、内部空間 7と外部空間 8とを

繋く通気孔27か形成される。

０1０5 第3変形例の通気孔27は、上述の第2変形例と同様、保護屑3 5か形成された後、

突出部26a か切断されることによって形成される。したかって、保護屑3 5の製造工程

において、現像被や末硬化の 硬化性樹脂か内部空間 7に侵入することか防止

される。

０1０6 また、第3変形例の某板分断工程においても、カノタ一か突出部26a の側面26d に

鋭角の進入角度 巳て切れ込むため、突出部26a の先端か切断されるときに突出部2

6aか受ける衝撃及ひストレスか抑えられ、これにより、突出部26a あるいは支持体26



におけるクラックの発生を軽減することができる。突出部26a がこのよぅに切断される

ため、突出部26a の切断面26c と 。側面26 との間の角度は9０ よりも大きくなる。

０1０7 なお、上述の第2変形例及び第3変形例では、間隙27 及び通気孔27は直線状に

延びるものとしたが、これらを屈曲させて、あるレ まクランク形状に形成してもよい。ま

た、間隙27 及び通気孔27は、支持体26の端部5 2にのみ形成されるとして説明し

たが、これらを支持体26の端部あるいは角部に複数形成してもよい。また、実施形態

及び第 ～第3変形例で説明した間隙27 および通気孔27を つの液品表示パネル

の中に細み合わせて用いてもよい。

０1０8 上述の実施形態および変形例においては、大板液品某板 2 を分断する場合、光

学フィルム2 を切断すると同時に支持体26の突出部26a を切断するものとしたが、

光学フィルム2 の切断と突出部26a の切断とを別工程で行なってもよい。また、大

板液品某板 2 拭液品注入後に大判の光学フィルムを貼り付けた後で分断するとし

たが、大板液品某板 2 を分断した後に液品を注入し、その後、マイクロレンズアレイ

4、支持体26、及び保護屑3 5を形成して、最後に光学フィルム23を貼り付けてもよ

産業上の禾 用可能，吐

０1０9 本発明によれば、特に半透過型液品表示パネルなど開口率の比較的 、さな液品

表示パネルの表示品位および信頼性が向上する。



請求の範囲

一対の某板の間に配置されね液品屑を含む貼り合わせ某板と、前記貼り合わせ某

板の光人射側に設けられたマイクロレンズアレイと、前記マイクロレンズアレイの光人

射側に設けられた光学フィルムとを備え、前記マイクロレンズアレイと前記光学フィル

ムとの間に内部空間が形成されね液品表示パネルの製造方法であって、

(a) 前記貼り合わせ某板を複数含む大板液品某板の面に樹脂屑を形成する工程と

(b)前記樹脂屑を加工して、複数のマイクロレンズアレイと、それぞれが前記複数の

マイクロレンズアレイを囲む複数の支持体とを形成する工程と、

(c) 前記大板液品某板を切断して複数の液品表示パネルを得る工程と、を含み、

前記工程 (b) において、前記複数の支持体のそれぞれに前記内部空間に繋がる

間隙が形成され、

前記工程 (c) において、前記大板液品某板の切断に伴って、前記複数の支持体の

それぞれの外面に、前記間隙と外部空間とを繋ぐ開口が形成される液品表示パネル

の製造方法。

2 前記工程 (b) において、前記支持体には、前記外面の主面よりも外部空間側に突

出した突出部が形成され、前記間隙の一部が前記突出部の中に形成される、請求

項 に記載の製造方法。

3 前記工程 (c) において、前記大板液品某板の切断に伴って前記突出部が切断さ

れることにより、前記間隙と外部空間とを繋ぐ開口が形成される、請求項2に記載の

製造方法。

4 前記工程 (c) において、前記大板液品某板及び前記突出部がカッタ一によって切
。断され、前記突出部の側面に対する前記カッタ一の進入角度が9０ 未満である、請

求項3に記載の製造方法。

5 前記工程 (c) における、前記突出部の側面に対する前記カッタ一の進入角度が2０
。 。以上8０ 以下である、請求項4に記載の製造方法。

6 前記工程 (b) において、前記支持体には、前記貼り合わせ墓板の面鉛直方向から

。見た場合約9０ に屈曲する屈曲部が形成され、前記突出部が前記屈曲部から突出



するよぅに形成される、請求項2から5のいずれか 項に記載の製造方法。

7 前記工程 (b) において、前記間隙が、前記貼り合わせ某板の面鉛直方向から見た

場合、前記支持体の内面又は外面に対して斜め方向に延びるよぅに形成される、請

求項 から6のいずれか 項に記載の製造方法。

8 前記工程 (b) において、前記支持体に前記間隙が、前記貼り合わせ某板の面鉛直

方向から見た場合、屈曲して延びるよぅに形成される、請求項 から6のいずれか 項

に記載の製造方法。

9 一対の某板と前記一対の某板の間に配置された液品屑とを含む貼り合わせ某板と

前記貼り合わせ某板の光人射側に設けられたマイクロレンズアレイと、

前記貼り合わせ某板の前記光人射側に、前記マイクロレンズアレイを囲むよぅに設

けられた支持体と、

前記支持体を介して前記貼り合わせ某板に貼り付けられた光学フィルムと、を備え

前記支持体は、前記支持体の外面の主面よりも外部空間の側に突出した突出部を

有し、

前記支持体には、前記支持体によって囲まれた内部空間と前記外部空間とを繋く。

通気孔が形成されており、

前記通気孔の前記外部空間側の開口部が前記突出部の中に形成されている液品

表示パネル。

０ 前記支持体の前記主面は、前記支持体の延びる方向に対して略平行に、又は前

記貼り合わせ某板の側面の つに対して略平行に形成された面である、請求項9に

記載の液品表示パネル。

前記突出部は、前記支持体の前記主面に略平行、又は前記貼り合わせ某板の側

面の つに対して略平行に形成された切断面を有し、前記通気孔の前記開口部は

前記切断面の中に形成されている、請求項9又は ０に記載の液品表示パネル。
。

2 前記切断面と前記突出部の側面との間の角度が9０ より大きい、請求項 に記

載の液品表示パネル。



。 。
3 前記切断面と前記突出部の側面との間の角度が ００ 以上 6０ 以下である、請

求項 2に記載の液品表示パネル。

。
4 前記支持体は、前記貼り合わせ某板の面鉛直方向から見た場合、約9０ に屈曲

した屈曲部を有し、前記突出部は前記屈曲部から前記外部空間に向けて突出して

いる、請求項9から 3のいずれか 項に記載の液品表示パネル。

5 前記通気孔が、前記貼り合わせ某板の面鉛直方向から見た場合、前記支持体の

内面又は外面に対して斜め方向に延びている、請求項9から 4のいずれか 項に記

載の液品表示パネル。

6 前記通気孔が、前記貼り合わせ某板の面鉛直方向から見た場合、屈曲して延びて

いる、請求項9から 4のいずれか 項に記載の液品表示パネル。

7 前記通気孔が延びる方向に垂直な面における前記通気孔の断面の幅が 5０は 以

上5００ 以下である、請求項9から 6のいずれか 項に記載の液品表示パネル。

8 前記通気
「孔が前記支持体の典なる部分に複数形成される、請求項9から 7のいず

れか 項に記載の液品表示パネル。
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