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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の行および複数の列を有するマトリクス状に配列された複数の画素を有する表示装
置に用いられるカラーフィルタ基板であって、
　それぞれが複数の画素のそれぞれに対応する複数のカラーフィルタを有し、
　複数のカラーフィルタは互いに異なる色のＡカラーフィルタと、Ｂカラーフィルタとを
含み、
　前記複数の行のそれぞれに対応するカラーフィルタの群は、前記Ａおよび前記Ｂカラー
フィルタを含み、
　前記Ａおよび前記Ｂカラーフィルタのそれぞれは、それぞれの行方向の幅を規定する第
１辺と第２辺を有し、
　前記Ａカラーフィルタの面積ＳＡは前記Ｂカラーフィルタの面積ＳＢよりも大きく、
　前記Ｂカラーフィルタの前記第１辺は、前記Ａカラーフィルタの前記第１辺に行方向に
くびれた少なくとも１つの第１凹部を形成した形を有し、
　行方向に隣接するカラーフィルタの間隙は遮光性を有する、カラーフィルタ基板。
【請求項２】
　前記Ｂカラーフィルタの前記少なくとも１つの第１凹部の列方向の長さの和ＭＢ１は行
方向において実質的に一定である、請求項１に記載のカラーフィルタ基板。
【請求項３】
　前記Ａカラーフィルタの前記第２辺から前記第１辺に向かう行方向に平行な方向を＋ｘ
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方向とし、
　前記Ａカラーフィルタの前記第１辺の最も＋ｘ方向側に位置する部分の長さをＬＡ１と
し、前記Ｂカラーフィルタの前記少なくとも１つの第１凹部の列方向の長さの和をＭＢ１
とすると、ＭＢ１／ＬＡ１＝（ＳＡ－ＳＢ）／ＳＡの関係を有する、請求項１または２に
記載のカラーフィルタ基板。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの第１凹部の行方向における幅は行方向のアライメントマージン以
上である、請求項１から３のいずれかに記載のカラーフィルタ基板。
【請求項５】
　前記Ｂカラーフィルタの前記第２辺は、前記Ａカラーフィルタの前記第２辺に行方向に
くびれた少なくとも１つの第２凹部を形成した形を有する、請求項１から４のいずれかに
記載のカラーフィルタ基板。
【請求項６】
　前記Ｂカラーフィルタの前記少なくとも１つの第２凹部の列方向の長さの和ＭＢ２は行
方向において実質的に一定である、請求項５に記載のカラーフィルタ基板。
【請求項７】
　前記Ａカラーフィルタの前記第１辺から前記第２辺に向かう行方向に平行な方向を－ｘ
方向とし、
　前記Ａカラーフィルタの前記第２辺の最も－ｘ方向側に位置する部分の長さをＬＡ２と
し、前記Ｂカラーフィルタの前記少なくとも１つの第２凹部の列方向の長さの和ＭＢ２と
すると、ＭＢ２／ＬＡ２＝（ＳＡ－ＳＢ）／ＳＡの関係を有する、請求項５または６に記
載のカラーフィルタ基板。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの第２凹部の行方向における幅は行方向のアライメントマージン以
上である、請求項５から７のいずれかに記載のカラーフィルタ基板。
【請求項９】
　前記複数の行のそれぞれに対応するカラーフィルタの群は、前記ＡおよびＢカラーフィ
ルタと異なる色のＣカラーフィルタをさらに含み、
　前記Ｃカラーフィルタは、それぞれの行方向の幅を規定する第１辺と第２辺を有し、
　前記Ａカラーフィルタの面積ＳＡ、前記Ｂカラーフィルタの面積ＳＢ、および前記Ｃカ
ラーフィルタの面積ＳＣは、ＳＡ＞ＳＢかつＳＡ＞ＳＣの関係を有し、
　前記Ｃカラーフィルタの前記第１辺は、前記Ａカラーフィルタの前記第１辺に行方向に
くびれた少なくとも１つの第３凹部を形成した形を有する、請求項１から８のいずれかに
記載のカラーフィルタ基板。
【請求項１０】
　前記Ｃカラーフィルタの前記少なくとも１つの第３凹部の列方向の長さの和ＭＣ１は行
方向において実質的に一定である、請求項９に記載のカラーフィルタ基板。
【請求項１１】
　前記Ａカラーフィルタの前記第２辺から前記第１辺に向かう行方向に平行な方向を＋ｘ
方向とし、
　前記Ａカラーフィルタの前記第１辺の最も＋ｘ方向側に位置する部分の長さをＬＡ１と
し、
　前記Ｃカラーフィルタの前記少なくとも１つの第３凹部の列方向の長さの和ＭＣ１とす
ると、
　ＭＣ１／ＬＡ１＝（ＳＡ－ＳＣ）／ＳＡの関係を有する、請求項９または１０に記載の
カラーフィルタ基板。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの第３凹部の行方向における幅は行方向のアライメントマージン以
上である、請求項９から１１のいずれかに記載のカラーフィルタ基板。
【請求項１３】



(3) JP 4401164 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

　前記複数の行のそれぞれに対応するカラーフィルタの群は、前記Ａ、ＢおよびＣカラー
フィルタと異なる色のＤカラーフィルタをさらに含み、
　前記Ｄカラーフィルタは、それぞれの行方向の幅を規定する第１辺と第２辺を有し、
　前記Ａカラーフィルタの面積ＳＡ、前記Ｂカラーフィルタの面積ＳＢ、前記Ｃカラーフ
ィルタの面積ＳＣ、および前記Ｄカラーフィルタの面積ＳＤは、ＳＡ＞ＳＢかつＳＡ＞Ｓ
ＣかつＳＡ＞ＳＤの関係を有し、
　前記Ｄカラーフィルタの前記第１辺は、前記Ａカラーフィルタの前記第１辺に行方向に
くびれた少なくとも１つの第４凹部を形成した形を有する、請求項１から１２のいずれか
に記載のカラーフィルタ基板。
【請求項１４】
　前記Ｄカラーフィルタの前記少なくとも１つの第４凹部の列方向の長さの和ＭＤ１は行
方向において実質的に一定である、請求項１３に記載のカラーフィルタ基板。
【請求項１５】
　前記Ａカラーフィルタの前記第２辺から前記第１辺に向かう行方向に平行な方向を＋ｘ
方向とし、
　前記Ａカラーフィルタの前記第１辺の最も＋ｘ方向側に位置する部分の長さをＬＡ１と
し、
　前記Ｄカラーフィルタの前記少なくとも１つの第４凹部の列方向の長さの和ＭＤ１とす
ると、
　ＭＤ１／ＬＡ１＝（ＳＡ－ＳＤ）／ＳＡの関係を有する、請求項１３または１４に記載
のカラーフィルタ基板。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの第４凹部の行方向における幅は行方向のアライメントマージン以
上である、請求項１３から１５のいずれかに記載のカラーフィルタ基板。
【請求項１７】
　前記複数の行は、互いに隣接する第１行および第２行を有し、
　前記第１行に対応する前記Ａカラーフィルタと、前記第２行に対応する前記Ａカラーフ
ィルタと、前記第１行に対応する前記Ａカラーフィルタと前記第２行に対応する前記Ａカ
ラーフィルタとを互いに連結する連結領域とを含むＡ列カラーフィルタが形成されている
、請求項１から１６のいずれかに記載のカラーフィルタ基板。
【請求項１８】
　前記Ａ列カラーフィルタは、行方向の幅を規定する第１辺と第２辺を有し、
　前記Ａ列カラーフィルタは前記第２辺に凹部を有し、
　前記連結領域の前記第２辺は、前記Ａ列カラーフィルタに設けられた前記凹部の底辺に
含まれており、
　前記Ａ列カラーフィルタの前記第２辺の前記凹部の列方向の長さは行方向において実質
的に一定である、請求項１７に記載のカラーフィルタ基板。
【請求項１９】
　前記Ａ列カラーフィルタは、行方向の幅を規定する第１辺と第２辺を有し、
　前記Ａ列カラーフィルタは、前記第１辺および前記第２辺のそれぞれに凹部を有し、
　前記連結領域の前記第２辺は、前記Ａ列カラーフィルタの前記第２辺に設けられた前記
凹部の底辺に含まれており、
　前記Ａ列カラーフィルタの前記第１辺に設けられた前記凹部の上辺と、前記Ａ列カラー
フィルタの前記第２辺に設けられた前記凹部の下辺との列方向の位置が等しく、
　前記Ａ列カラーフィルタの前記第１辺に設けられた前記凹部の行方向の幅と、前記第２
辺に設けられた前記凹部の行方向の幅とが等しく、
　前記Ａ列カラーフィルタの前記第２辺の前記凹部の列方向の長さおよび前記第１辺の前
記凹部の列方向の長さは行方向において実質的に一定である、請求項１７に記載のカラー
フィルタ基板。
【請求項２０】



(4) JP 4401164 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

　前記Ａ列カラーフィルタの前記第１辺に設けられた前記凹部の列方向の幅は、前記連結
領域の列方向の幅以上である、請求項１９に記載のカラーフィルタ基板。
【請求項２１】
　前記複数の行は、互いに隣接する第１行および第２行を有し、
　前記第１行に対応する前記Ｂカラーフィルタと、前記第２行に対応する前記Ｂカラーフ
ィルタと、前記第１行に対応する前記Ｂカラーフィルタと前記第２行に対応する前記Ｂカ
ラーフィルタとを互いに連結する連結領域とを含むＢ列カラーフィルタが形成されている
、請求項１７から２０のいずれかに記載のカラーフィルタ基板。
【請求項２２】
　前記複数の行は、互いに隣接する第１行および第２行を有し、
　前記第１行に対応する前記Ｃカラーフィルタと、前記第２行に対応する前記Ｃカラーフ
ィルタと、前記第１行に対応する前記Ｃカラーフィルタと前記第２行に対応する前記Ｃカ
ラーフィルタとを互いに連結する連結領域とを含むＣ列カラーフィルタが形成されている
、請求項１７から２１のいずれかに記載のカラーフィルタ基板。
【請求項２３】
　前記複数の行は、互いに隣接する第１行および第２行を有し、
　前記第１行に対応する前記Ｄカラーフィルタと、前記第２行に対応する前記Ｄカラーフ
ィルタと、前記第１行に対応する前記Ｄカラーフィルタと前記第２行に対応する前記Ｄカ
ラーフィルタとを互いに連結する連結領域とを含むＤ列カラーフィルタが形成されている
、請求項１７から２２のいずれかに記載のカラーフィルタ基板。
【請求項２４】
　複数の行および複数の列を有するマトリクス状に配列された複数の画素を有する表示装
置に用いられるカラーフィルタ基板であって、
　それぞれが複数の画素のそれぞれに対応する複数のカラーフィルタを有し、
　複数のカラーフィルタは互いに異なる色のＡカラーフィルタと、Ｂカラーフィルタとを
含み、
　前記複数の行のそれぞれに対応するカラーフィルタの群は、前記Ａおよび前記Ｂカラー
フィルタを含み、
　前記Ａカラーフィルタの面積ＳＡは前記Ｂカラーフィルタの面積ＳＢよりも大きく、
　前記Ａおよび前記Ｂカラーフィルタのそれぞれは、それぞれの行方向の幅を規定する第
１辺および第２辺と、それぞれの列方向の幅を規定する第３辺および第４辺とを有し、
　前記第２辺から前記第１辺に向かう行方向に平行な方向を＋ｘ方向とし、前記第４辺か
ら前記第３辺に向かう列方向に平行な方向を＋ｙ方向とし、
　前記Ｂカラーフィルタの前記第１辺および前記第２辺のうちｙ方向に平行な部分の長さ
（ただし、前記Ａカラーフィルタおよび前記Ｂカラーフィルタに共通に凹部が設けられて
いる場合、前記第１辺および前記第２辺のうちｙ方向に平行な部分から前記凹部に含まれ
る部分の長さを除く。）をそれぞれ、Ｌ0

(B1)およびＬ0
(B2)とし、第３辺および第４辺の

うちｘ方向に平行な部分の長さ（ただし、前記Ａカラーフィルタおよび前記Ｂカラーフィ
ルタに共通に凹部が設けられている場合、前記第３辺および前記第４辺のうちｘ方向に平
行な部分から前記凹部に含まれる部分の長さを除く。）をそれぞれ、Ｌ0

(B3)およびＬ0
(B

4)とし、
　前記Ｂカラーフィルタの前記第１辺の最も＋ｘ方向側に位置する部分の長さをＬ(B1)と
し、前記第２辺の最も－ｘ方向側に位置する部分の長さをＬ(B2)とし、前記第３辺の最も
＋ｙ方向側に位置する部分の長さをＬ(B3)とし、前記第４辺の最も－ｙ方向側に位置する
部分の長さをＬ(B4)とすると、
　前記Ｂカラーフィルタの前記第１辺から前記第４辺のうち少なくとも１つが凹部を有す
ることによって、
　Ｌ0

(B1)＞Ｌ(B1)、Ｌ0
(B2)＞Ｌ(B2)、Ｌ0

(B3)＞Ｌ(B3)およびＬ0
(B4)＞Ｌ(B4)のうち少

なくとも１つの不等式が成立し、
　行方向に隣接するカラーフィルタの間隙は遮光性を有する、カラーフィルタ基板。
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【請求項２５】
　前記Ｂカラーフィルタの前記第１辺が凹部を有しており、前記凹部の列方向の長さは行
方向において実質的に一定であり、Ｌ(B1)／Ｌ(A1)＝ＳＢ／ＳＡである、請求項２４に記
載のカラーフィルタ基板。
【請求項２６】
　前記Ｂカラーフィルタの前記第２辺が凹部を有しており、前記凹部の列方向の長さは行
方向において実質的に一定であり、Ｌ(B2)／Ｌ(A2)＝ＳＢ／ＳＡである、請求項２４また
は２５に記載のカラーフィルタ基板。
【請求項２７】
　前記Ｂカラーフィルタの前記第３辺が凹部を有しており、前記凹部の行方向の長さは行
方向において実質的に一定であり、Ｌ(B3)／Ｌ(A3)＝ＳＢ／ＳＡである、請求項２４から
２６のいずれかに記載のカラーフィルタ基板。
【請求項２８】
　前記Ｂカラーフィルタの前記第４辺が凹部を有しており、前記凹部の行方向の長さは行
方向において実質的に一定であり、Ｌ(B4)／Ｌ(A4)＝ＳＢ／ＳＡである、請求項２４から
２７のいずれかに記載のカラーフィルタ基板。
【請求項２９】
　前記Ｂカラーフィルタの前記第１辺から前記第４辺のうちの全てが凹部を有しており、
　Ｌ0

(B1)＞Ｌ(B1)、Ｌ0
(B2)＞Ｌ(B2)、Ｌ0

(B3)＞Ｌ(B3)および、Ｌ0
(B4)＞Ｌ(B4)の全て

の不等式が満たされている、請求項２４から２８のいずれかに記載のカラーフィルタ基板
。
【請求項３０】
　Ｌ(B1)／Ｌ(A1)＝Ｌ(B2)／Ｌ(A2)＝Ｌ(B3)／Ｌ(A3)＝Ｌ(B4)／Ｌ(A4)＝ＳＢ／ＳＡであ
る、請求項２４から２９のいずれかに記載のカラーフィルタ基板。
【請求項３１】
　前記複数の行は、互いに隣接する第１行および第２行を有し、
　前記第１行に対応する前記Ａカラーフィルタと、前記第２行に対応する前記Ａカラーフ
ィルタと、前記第１行に対応する前記Ａカラーフィルタと前記第２行に対応する前記Ａカ
ラーフィルタとを互いに連結する連結領域とを含むＡ列カラーフィルタが形成されている
、請求項２４から３０のいずれかに記載のカラーフィルタ基板。
【請求項３２】
　前記Ａ列カラーフィルタは、行方向の幅を規定する第１辺と第２辺を有し、
　前記Ａ列カラーフィルタは前記第２辺に凹部を有し、
　前記連結領域の前記第２辺は、前記Ａ列カラーフィルタに設けられた前記凹部の底辺に
含まれており、
　前記Ａ列カラーフィルタの前記第２辺の前記凹部の列方向の長さは行方向において実質
的に一定である、請求項３１に記載のカラーフィルタ基板。
【請求項３３】
　前記Ａ列カラーフィルタは、行方向の幅を規定する第１辺と第２辺を有し、
　前記Ａ列カラーフィルタは、前記第１辺および前記第２辺のそれぞれに凹部を有し、
　前記連結領域の前記第２辺は、前記Ａ列カラーフィルタの前記第２辺に設けられた前記
凹部の底辺に含まれており、
　前記Ａ列カラーフィルタの前記第１辺に設けられた前記凹部の上辺と、前記Ａ列カラー
フィルタの前記第２辺に設けられた前記凹部の下辺との列方向の位置が等しく、
　前記Ａ列カラーフィルタの前記第１辺に設けられた前記凹部の行方向の幅と、前記第２
辺に設けられた前記凹部の行方向の幅とが等しく、
　前記Ａ列カラーフィルタの前記第２辺の前記凹部の列方向の長さおよび前記第１辺の前
記凹部の列方向の長さは行方向において実質的に一定である、請求項３１に記載のカラー
フィルタ基板。
【請求項３４】
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　前記Ａ列カラーフィルタの前記第１辺に設けられた前記凹部の列方向の幅は、前記連結
領域の列方向の幅以上である、請求項３３に記載のカラーフィルタ基板。
【請求項３５】
　請求項１から３４のいずれかに記載のカラーフィルタ基板を備えた表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばカラー液晶表示装置などの表示装置に使用されるカラーフィルタ基板
の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、小型、薄型、低消費電力、および軽量という特徴を有するため、現在
、各種の電子機器に広く用いられている。特に、スイッチング素子を有するアクティブマ
トリクス型液晶表示装置は、パソコン等のＯＡ機器、テレビ等のＡＶ機器や携帯電話など
に広く採用されている。また、近年、液晶表示装置の大型化や、高精細化、画素有効面積
比率の向上（高開口率化）、または色純度向上などの品位向上が急速に進んでいる。
【０００３】
　図１５を参照しながら、一般的なアクティブマトリクス型液晶表示装置の構造を説明す
る。図１５は液晶表示装置の断面図である。
【０００４】
　図１５に示すように液晶表示装置３５０は、互いに対向するように配置されたアクティ
ブマトリクス基板１０およびカラーフィルタ基板３００と、これらの基板の間に配置され
た液晶層２０とを備えている。また、液晶表示装置３５０は、基板面内において、表示領
域と、表示領域の周囲に配置された非表示領域（額縁領域）とを有している。
【０００５】
　アクティブマトリクス基板１０は、ガラス等の透明絶縁性基板１２と、基板１２上に形
成された走査信号線用のゲートバスライン（図示せず）、データ信号線用のソースバスラ
イン１４、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）などのアクティブ素子（図示せず）および、透明
画素電極１６とを備えている。複数の透明画素電極１６は、表示領域でマトリクス状に配
列されている。
【０００６】
　カラーフィルタ基板３００は、ガラス等の絶縁性透明基板３０２と、基板３０２上に形
成された、赤カラーフィルタ３４０、緑カラーフィルタ３５０および青カラーフィルタ３
６０で構成されるカラーフィルタ層３９０と、複数の遮光部３３０Ａ、３３０Ｂを有する
遮光層３３０と、対向電極（図示せず）とを備えている。赤カラーフィルタ３４０、緑カ
ラーフィルタ３５０および青カラーフィルタ３６０は、アクティブマトリクス基板１０側
に設けられた複数の透明画素電極１６のそれぞれに対応して設けられている。また遮光層
（ブラックマトリクス）３３０は、複数の遮光部３３０Ａおよび３３０Ｂが、各カラーフ
ィルタの間隙および額縁領域に配置されるように形成されている。
【０００７】
　上述したようにカラーフィルタ基板には通常、赤、緑、青色の３種類のカラーフィルタ
が形成される。例えば白の色純度は、上記３種類のカラーフィルタのそれぞれを透過した
光の強度に影響される。各色の色純度を低下させることなく、白の色純度を任意に調整す
るために、異なる色のカラーフィルタ間の面積比率が色毎に調整されたカラーフィルタ基
板（すなわち、３種類のカラーフィルタの面積比率が１：１：１からずれているカラーフ
ィルタ基板）が開発されている（特許文献１、特許文献２および特許文献３参照）。
【特許文献１】特開平３－１９８０２７号公報
【特許文献２】特開平７－１５９７７１号公報
【特許文献３】特開平１１－１７４４３０号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　カラーフィルタ基板とアクティブマトリクス基板とを貼り合わせて液晶表示装置を作製
するときに、位置合わせにずれ（アライメントずれ）が生じることがある。例えば、スト
ライプ配列のカラーフィルタ基板の貼り合わせにおいて、ストライプ方向（画素の列方向
）と垂直な方向（行方向）にアライメントずれが生じた場合、画素の列方向に延びるよう
に形成されたアクティブマトリクス基板側のソースバスラインが各カラーフィルタと重畳
するため、カラーフィルタの一部が表示に利用されなくなる。
【０００９】
　上述した異なる色のカラーフィルタ間の面積比率が調整されたカラーフィルタ基板では
、ストライプ状のカラーフィルタの短辺の長さ（行方向の長さ、幅）をカラーフィルタご
とに異ならせることによって、各カラーフィルタの面積が調整されている（例えば特許文
献３の図１参照）。このカラーフィルタ基板とアクティブマトリクス基板とを貼り合わせ
る際に上述したアライメントずれが生じた場合、アライメントずれによって各カラーフィ
ルタが遮光される面積の比率（ソースバスラインと重なる面積の重なりがないときの面積
に対する比率）は、カラーフィルタの面積に依存してカラーフィルタごとに異なったもの
になってしまう。例えば、面積の互いに異なる３種類のカラーフィルタのうちの最小の面
積を有するカラーフィルタについては、アライメントずれによって遮光される面積の比率
は、最大になる。
【００１０】
　従って、所望の白色色度を実現できるようにカラーフィルタ間の面積比率が調整されて
いても、アライメントずれが生じると、表示に寄与する実質的なカラーフィルタの面積の
比率が所望の値からずれ、白の色度が所望の値から変動してしまうという問題があった。
【００１１】
　なお、このアライメントずれが発生してもカラーフィルタ間の面積比率が所望の値から
ずれないようにする方法として、遮光部の幅を大きくする方法もあるが、画素有効面積比
率（画素開口率）が低下するので、好ましくない。
【００１２】
　ここでは、説明の簡単さのためにストライプ状のカラーフィルタを有する液晶表示装置
を例に従来技術の問題点を説明したが、上記の問題は、これに限られず、カラーフィルタ
基板と貼り合わされる他方の基板とのアライメントずれが画素開口率に影響を与える表示
装置に共通の問題である。
【００１３】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、面積の異なる複数の色のカラーフィ
ルタを備えるカラーフィルタ基板において、アライメントずれによる表示品位の低下を抑
制することのできるカラーフィルタ基板および、それを用いた表示装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明のカラーフィルタ基板は、複数の行および複数の列を有するマトリクス状に配列
された複数の画素を有する表示装置に用いられるカラーフィルタ基板であって、それぞれ
が複数の画素のそれぞれに対応する複数のカラーフィルタを有し、複数のカラーフィルタ
は互いに異なる色のＡカラーフィルタと、Ｂカラーフィルタとを含み、前記複数の行のそ
れぞれに対応するカラーフィルタの群は、前記Ａおよび前記Ｂカラーフィルタを含み、前
記Ａおよび前記Ｂカラーフィルタのそれぞれは、それぞれの行方向の幅を規定する第１辺
と第２辺を有し、前記Ａカラーフィルタの面積ＳＡは前記Ｂカラーフィルタの面積ＳＢよ
りも大きく、前記Ｂカラーフィルタの前記第１辺は、前記Ａカラーフィルタの前記第１辺
に行方向にくびれた少なくとも１つの第１凹部を形成した形を有することを特徴としてい
る。
【００１５】
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　ある好ましい実施形態では、前記Ｂカラーフィルタの前記少なくとも１つの第１凹部の
列方向の長さの和ＭＢ１は行方向において実質的に一定である。
【００１６】
　ある好ましい実施形態では、前記Ａカラーフィルタの前記第２辺から前記第１辺に向か
う行方向に平行な方向を＋ｘ方向とし、前記Ａカラーフィルタの前記第１辺の最も＋ｘ方
向側に位置する部分の長さをＬＡ１とし、前記Ｂカラーフィルタの前記少なくとも１つの
第１凹部の列方向の長さの和をＭＢ１とすると、ＭＢ１／ＬＡ１＝（ＳＡ－ＳＢ）／ＳＡ
の関係を有する。
【００１７】
　ある好ましい実施形態では、前記少なくとも１つの第１凹部の行方向における幅は行方
向のアライメントマージン以上である。
【００１８】
　ある好ましい実施形態では、前記Ｂカラーフィルタの前記第２辺は、前記Ａカラーフィ
ルタの前記第２辺に行方向にくびれた少なくとも１つの第２凹部を形成した形を有する。
【００１９】
　ある好ましい実施形態では、前記Ｂカラーフィルタの前記少なくとも１つの第２凹部の
列方向の長さの和ＭＢ２は行方向において実質的に一定である。
【００２０】
　ある好ましい実施形態では、前記Ａカラーフィルタの前記第１辺から前記第２辺に向か
う行方向に平行な方向を－ｘ方向とし、前記Ａカラーフィルタの前記第２辺の最も－ｘ方
向側に位置する部分の長さをＬＡ２とし、前記Ｂカラーフィルタの前記少なくとも１つの
第２凹部の列方向の長さの和ＭＢ２とすると、ＭＢ２／ＬＡ２＝（ＳＡ－ＳＢ）／ＳＡの
関係を有する。
【００２１】
　ある好ましい実施形態では、前記少なくとも１つの第２凹部の行方向における幅は行方
向のアライメントマージン以上である。
【００２２】
　ある好ましい実施形態では、前記複数の行のそれぞれに対応するカラーフィルタの群は
、前記ＡおよびＢカラーフィルタと異なる色のＣカラーフィルタをさらに含み、前記Ｃカ
ラーフィルタは、それぞれの行方向の幅を規定する第１辺と第２辺を有し、前記Ａカラー
フィルタの面積ＳＡ、前記Ｂカラーフィルタの面積ＳＢ、および前記Ｃカラーフィルタの
面積ＳＣは、ＳＡ＞ＳＢかつＳＡ＞ＳＣの関係を有し、前記Ｃカラーフィルタの前記第１
辺は、前記Ａカラーフィルタの前記第１辺に行方向にくびれた少なくとも１つの第３凹部
を形成した形を有する。
【００２３】
　ある好ましい実施形態では、前記Ｃカラーフィルタの前記少なくとも１つの第３凹部の
列方向の長さの和ＭＣ１は行方向において実質的に一定である。
【００２４】
　ある好ましい実施形態では、前記Ａカラーフィルタの前記第２辺から前記第１辺に向か
う行方向に平行な方向を＋ｘ方向とし、前記Ａカラーフィルタの前記第１辺の最も＋ｘ方
向側に位置する部分の長さをＬＡ１とし、前記Ｃカラーフィルタの前記少なくとも１つの
第３凹部の列方向の長さの和ＭＣ１とすると、ＭＣ１／ＬＡ１＝（ＳＡ－ＳＣ）／ＳＡの
関係を有する。
【００２５】
　ある好ましい実施形態では、前記少なくとも１つの第３凹部の行方向における幅は行方
向のアライメントマージン以上である。
【００２６】
　ある好ましい実施形態では、前記複数の行のそれぞれに対応するカラーフィルタの群は
、前記Ａ、ＢおよびＣカラーフィルタと異なる色のＤカラーフィルタをさらに含み、前記
Ｄカラーフィルタは、それぞれの行方向の幅を規定する第１辺と第２辺を有し、前記Ａカ
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ラーフィルタの面積ＳＡ、前記Ｂカラーフィルタの面積ＳＢ、前記Ｃカラーフィルタの面
積ＳＣ、および前記Ｄカラーフィルタの面積ＳＤは、ＳＡ＞ＳＢかつＳＡ＞ＳＣかつＳＡ
＞ＳＤの関係を有し、前記Ｄカラーフィルタの前記第１辺は、前記Ａカラーフィルタの前
記第１辺に行方向にくびれた少なくとも１つの第４凹部を形成した形を有する。
【００２７】
　ある好ましい実施形態では、前記Ｄカラーフィルタの前記少なくとも１つの第４凹部の
列方向の長さの和ＭＤ１は行方向において実質的に一定である。
【００２８】
　ある好ましい実施形態では、前記Ａカラーフィルタの前記第２辺から前記第１辺に向か
う行方向に平行な方向を＋ｘ方向とし、前記Ａカラーフィルタの前記第１辺の最も＋ｘ方
向側に位置する部分の長さをＬＡ１とし、前記Ｄカラーフィルタの前記少なくとも１つの
第４凹部の列方向の長さの和ＭＤ１とすると、ＭＤ１／ＬＡ１＝（ＳＡ－ＳＤ）／ＳＡの
関係を有する。
【００２９】
　ある好ましい実施形態では、前記少なくとも１つの第４凹部の行方向における幅は行方
向のアライメントマージン以上である。
【００３０】
　ある好ましい実施形態では、前記複数の行は、互いに隣接する第１行および第２行を有
し、前記第１行に対応する前記Ａカラーフィルタと、前記第２行に対応する前記Ａカラー
フィルタと、前記第１行に対応する前記Ａカラーフィルタと前記第２行に対応する前記Ａ
カラーフィルタとを互いに連結する連結領域とを含むＡ列カラーフィルタが形成されてい
る。
【００３１】
　ある好ましい実施形態では、前記Ａ列カラーフィルタは、行方向の幅を規定する第１辺
と第２辺を有し、前記Ａ列カラーフィルタは前記第２辺に凹部を有し、前記連結領域の前
記第２辺は、前記Ａ列カラーフィルタに設けられた前記凹部の底辺に含まれており、前記
Ａ列カラーフィルタの前記第２辺の前記凹部の列方向の長さは行方向において実質的に一
定である。
【００３２】
　ある好ましい実施形態では、前記Ａ列カラーフィルタは、行方向の幅を規定する第１辺
と第２辺を有し、前記Ａ列カラーフィルタは、前記第１辺および前記第２辺のそれぞれに
凹部を有し、前記連結領域の前記第２辺は、前記Ａ列カラーフィルタの前記第２辺に設け
られた前記凹部の底辺に含まれており、前記Ａ列カラーフィルタの前記第１辺に設けられ
た前記凹部の上辺と、前記Ａ列カラーフィルタの前記第２辺に設けられた前記凹部の下辺
との列方向の位置が等しく、前記Ａ列カラーフィルタの前記第１辺に設けられた前記凹部
の行方向の幅と、前記第２辺に設けられた前記凹部の行方向の幅とが等しく、前記Ａ列カ
ラーフィルタの前記第２辺の前記凹部の列方向の長さおよび前記第１辺の前記凹部の列方
向の長さは行方向において実質的に一定である。
【００３３】
　ある好ましい実施形態では、前記Ａ列カラーフィルタの前記第１辺に設けられた前記凹
部の列方向の幅は、前記連結領域の列方向の幅以上である。
【００３４】
　ある好ましい実施形態では、前記複数の行は、互いに隣接する第１行および第２行を有
し、前記第１行に対応する前記Ｂカラーフィルタと、前記第２行に対応する前記Ｂカラー
フィルタと、前記第１行に対応する前記Ｂカラーフィルタと前記第２行に対応する前記Ｂ
カラーフィルタとを互いに連結する連結領域とを含むＢ列カラーフィルタが形成されてい
る。
【００３５】
　ある好ましい実施形態では、前記複数の行は、互いに隣接する第１行および第２行を有
し、前記第１行に対応する前記Ｃカラーフィルタと、前記第２行に対応する前記Ｃカラー
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フィルタと、前記第１行に対応する前記Ｃカラーフィルタと前記第２行に対応する前記Ｃ
カラーフィルタとを互いに連結する連結領域とを含むＣ列カラーフィルタが形成されてい
る。
【００３６】
　ある好ましい実施形態では、前記複数の行は、互いに隣接する第１行および第２行を有
し、前記第１行に対応する前記Ｄカラーフィルタと、前記第２行に対応する前記Ｄカラー
フィルタと、前記第１行に対応する前記Ｄカラーフィルタと前記第２行に対応する前記Ｄ
カラーフィルタとを互いに連結する連結領域とを含むＤ列カラーフィルタが形成されてい
る。
【００３７】
　本発明のカラーフィルタ基板は、複数の行および複数の列を有するマトリクス状に配列
された複数の画素を有する表示装置に用いられるカラーフィルタ基板であって、それぞれ
が複数の画素のそれぞれに対応する複数のカラーフィルタを有し、複数のカラーフィルタ
は互いに異なる色のＡカラーフィルタと、Ｂカラーフィルタとを含み、前記複数の行のそ
れぞれに対応するカラーフィルタの群は、前記Ａおよび前記Ｂカラーフィルタを含み、前
記Ａカラーフィルタの面積ＳＡは前記Ｂカラーフィルタの面積ＳＢよりも大きく、前記Ａ
および前記Ｂカラーフィルタのそれぞれは、それぞれの行方向の幅を規定する第１辺およ
び第２辺と、それぞれの列方向の幅を規定する第３辺および第４辺とを有し、前記第２辺
から前記第１辺に向かう行方向に平行な方向を＋ｘ方向とし、前記第４辺から前記第３辺
に向かう列方向に平行な方向を＋ｙ方向とし、前記Ｂカラーフィルタの前記第１辺および
前記第２辺のうちｙ方向に平行な部分の長さ（ただし、前記Ａカラーフィルタおよび前記
Ｂカラーフィルタに共通に凹部が設けられている場合、前記第１辺および前記第２辺のう
ちｙ方向に平行な部分から前記凹部に含まれる部分の長さを除く。）をそれぞれ、Ｌ0

(B1

)およびＬ0
(B2)とし、第３辺および第４辺のうちｘ方向に平行な部分の長さ（ただし、前

記Ａカラーフィルタおよび前記Ｂカラーフィルタに共通に凹部が設けられている場合、前
記第３辺および前記第４辺のうちｘ方向に平行な部分から前記凹部に含まれる部分の長さ
を除く。）をそれぞれ、Ｌ0

(B3)およびＬ0
(B4)とし、前記Ｂカラーフィルタの前記第１辺

の最も＋ｘ方向側に位置する部分の長さをＬ(B1)とし、前記第２辺の最も－ｘ方向側に位
置する部分の長さをＬ(B2)とし、前記第３辺の最も＋ｙ方向側に位置する部分の長さをＬ

(B3)とし、前記第４辺の最も－ｙ方向側に位置する部分の長さをＬ(B4)とすると、前記Ｂ
カラーフィルタの前記第１辺から前記第４辺のうち少なくとも１つが凹部を有することに
よって、Ｌ0

(B1)＞Ｌ(B1)、Ｌ0
(B2)＞Ｌ(B2)、Ｌ0

(B3)＞Ｌ(B3)およびＬ0
(B4)＞Ｌ(B4)の

うち少なくとも１つの不等式が成立している。
【００３８】
　ある好ましい実施形態では、前記Ｂカラーフィルタの前記第１辺が凹部を有しており、
前記凹部の列方向の長さは行方向において実質的に一定であり、Ｌ(B1)／Ｌ(A1)＝ＳＢ／
ＳＡである。
【００３９】
　ある好ましい実施形態では、前記Ｂカラーフィルタの前記第２辺が凹部を有しており、
前記凹部の列方向の長さは行方向において実質的に一定であり、Ｌ(B2)／Ｌ(A2)＝ＳＢ／
ＳＡである。
【００４０】
　ある好ましい実施形態では、前記Ｂカラーフィルタの前記第３辺が凹部を有しており、
前記凹部の行方向の長さは行方向において実質的に一定であり、Ｌ(B3)／Ｌ(A3)＝ＳＢ／
ＳＡである。
【００４１】
　ある好ましい実施形態では、前記Ｂカラーフィルタの前記第４辺が凹部を有しており、
前記凹部の行方向の長さは行方向において実質的に一定であり、Ｌ(B4)／Ｌ(A4)＝ＳＢ／
ＳＡである。
【００４２】
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　ある好ましい実施形態では、前記Ｂカラーフィルタの前記第１辺から前記第４辺のうち
の全てが凹部を有しており、Ｌ0

(B1)＞Ｌ(B1)、Ｌ0
(B2)＞Ｌ(B2)、Ｌ0

(B3)＞Ｌ(B3)およ
び、Ｌ0

(B4)＞Ｌ(B4)の全ての不等式が満たされている。
【００４３】
　ある好ましい実施形態では、Ｌ(B1)／Ｌ(A1)＝Ｌ(B2)／Ｌ(A2)＝Ｌ(B3)／Ｌ(A3)＝Ｌ(B

4)／Ｌ(A4)＝ＳＢ／ＳＡである。
【００４４】
　ある好ましい実施形態では、前記複数の行は、互いに隣接する第１行および第２行を有
し、前記第１行に対応する前記Ａカラーフィルタと、前記第２行に対応する前記Ａカラー
フィルタと、前記第１行に対応する前記Ａカラーフィルタと前記第２行に対応する前記Ａ
カラーフィルタとを互いに連結する連結領域とを含むＡ列カラーフィルタが形成されてい
る。
【００４５】
　ある好ましい実施形態では、前記Ａ列カラーフィルタは、行方向の幅を規定する第１辺
と第２辺を有し、前記Ａ列カラーフィルタは前記第２辺に凹部を有し、前記連結領域の前
記第２辺は、前記Ａ列カラーフィルタに設けられた前記凹部の底辺に含まれており、前記
Ａ列カラーフィルタの前記第２辺の前記凹部の列方向の長さは行方向において実質的に一
定である。
【００４６】
　ある好ましい実施形態では、前記Ａ列カラーフィルタは、行方向の幅を規定する第１辺
と第２辺を有し、前記Ａ列カラーフィルタは、前記第１辺および前記第２辺のそれぞれに
凹部を有し、前記連結領域の前記第２辺は、前記Ａ列カラーフィルタの前記第２辺に設け
られた前記凹部の底辺に含まれており、前記Ａ列カラーフィルタの前記第１辺に設けられ
た前記凹部の上辺と、前記Ａ列カラーフィルタの前記第２辺に設けられた前記凹部の下辺
との列方向の位置が等しく、前記Ａ列カラーフィルタの前記第１辺に設けられた前記凹部
の行方向の幅と、前記第２辺に設けられた前記凹部の行方向の幅とが等しく、前記Ａ列カ
ラーフィルタの前記第２辺の前記凹部の列方向の長さおよび前記第１辺の前記凹部の列方
向の長さは行方向において実質的に一定である。
【００４７】
　ある好ましい実施形態では、前記Ａ列カラーフィルタの前記第１辺に設けられた前記凹
部の列方向の幅は、前記連結領域の列方向の幅以上である。
【００４８】
　本発明の表示装置は、上記カラーフィルタ基板を備えることを特徴としている。
【発明の効果】
【００４９】
　本発明によると、カラー表示装置の表示品位の低下を抑制できるカラーフィルタ基板お
よび表示装置が提供される。すなわち、本発明よると、画素開口率の低下を抑制しながら
、アライメントずれの発生による色バランス（白および単色以外の色度）のズレを抑制す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５０】
　以下、図面を参照しながら本発明の一実施形態のカラーフィルタ基板を説明する。本実
施形態のカラーフィルタ基板は、複数の行および複数の列を有するマトリクス状に配列さ
れた複数の画素を有する表示装置に用いられる。また、本実施形態のカラーフィルタ基板
は、カラーフィルタの面積が色毎に調整されており、互いに面積の異なるカラーフィルタ
を有するカラーフィルタ基板である。以下では、アクティブマトリクス型液晶表示装置（
図１５参照）に用いられるストライプ配列のカラーフィルタを有するカラーフィルタ基板
を例に実施形態を説明するが、本発明はこれに限定されない。
【００５１】
　ここでは、「カラーフィルタ」は画素に対応して設けられた個々の部分を指すものとす
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る。ストライプ配列のカラーフィルタは、画素の列に対応する複数のカラーフィルタから
構成される「カラーフィルタ群」（「カラーフィルタ列」ということもある。）と、画素
の行に対応する複数のカラーフィルタから構成される「カラーフィルタ群」（「カラーフ
ィルタ行」ということもある。）とを含む。カラーフィルタ列は、同色の複数のカラーフ
ィルタから構成され、典型的には、ゲートバスラインによって遮光される部分と一体に、
１つの短冊状の「列カラーフィルタ」として形成される。カラーフィルタ行は、異なる色
のカラーフィルタが巡回的（例えばＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の順）に配列され、隣
接するカラーフィルタの間に遮光部（ブラックマトリクス）が設けられる。また、全ての
カラーフィルタ（全ての列カラーフィルタ）を含む層をカラーフィルタ層ということもあ
る。
【００５２】
　図１は、本実施形態のカラーフィルタ基板１００Ａの平面図である。
【００５３】
　カラーフィルタ基板１００Ａは、例えばガラスなどからなる基板１０２上に、複数のカ
ラーフィルタ４０、５０、６０および遮光層３０を有している。複数のカラーフィルタの
それぞれは、上記複数の画素のそれぞれに対応するように、複数の行および複数の列を有
するマトリクス状に配列されている。カラーフィルタは、各画素の表示色を規定するため
に表示領域に設けられている。遮光層３０は、非表示領域（額縁領域）に形成された遮光
部３０Ａおよび、表示領域に形成された遮光部３０Ｂを有しており、隣接するカラーフィ
ルタの間隙は遮光部３０Ｂによって遮光されている。
【００５４】
　図１に示すように、マトリクス状に配列された複数のカラーフィルタのうち、複数の行
のそれぞれに対応するカラーフィルタの群は、Ａカラーフィルタ４０、Ｂカラーフィルタ
５０、およびＣカラーフィルタ６０を含んでいる。Ａカラーフィルタ４０、Ｂカラーフィ
ルタ５０およびＣカラーフィルタ６０はそれぞれ異なる色のカラーフィルタである。例え
ば上記Ａカラーフィルタ４０、Ｂカラーフィルタ５０、およびＣカラーフィルタ６０はそ
れぞれ、赤カラーフィルタ、緑カラーフィルタおよび青カラーフィルタのいずれかである
。ここで、カラーフィルタ基板１００Ａが有する複数のカラーフィルタのうち、Ａカラー
フィルタ４０を面積が最大のカラーフィルタとし、Ｂカラーフィルタ５０を面積が最小の
カラーフィルタとする。Ａカラーフィルタ４０の面積をＳＡとし、Ｂカラーフィルタ５０
の面積をＳＢとし、Ｃカラーフィルタ６０の面積をＳＣとすると、例えばＳＣ＝ＳＡ＞Ｓ
Ｂである。Ａカラーフィルタ４０は、行方向２２の幅を規定する第１辺４１と第２辺４２
とを有している。また、これと同様にＢカラーフィルタ５０は、行方向２２の幅を規定す
る第１辺５１と第２辺５２とを有している。なお、第１辺および第２辺は、第１辺および
第２辺が凹部を有し、複数の線分で構成されている場合、全ての線分を含む。例えばＢカ
ラーフィルタ５０の第１辺５１は、凹部５１Ｒが形成されていない２つの線分ａおよびｂ
と、凹部５１Ｒを構成する３つの線分ｃ、ｄおよびｅで構成される。
【００５５】
　本実施形態のカラーフィルタ基板１００Ａは、面積の最小であるＢカラーフィルタ５０
の第１辺５１が、面積が最大であるＡカラーフィルタ４０の第１辺４１に行方向２２にく
びれた少なくとも１つの第１凹部５１Ｒを形成した形を有していることを特徴としている
。
【００５６】
　上述したように、カラーフィルタ基板１００Ａと貼り合わせられるアクティブマトリク
ス基板は、画素の列方向２４に延びる複数のソースバスラインを有しており、各ソースバ
スラインは、画素の行方向２２に隣接するカラーフィルタの間隙に対応するように配置さ
れる。各ソースバスラインはカラーフィルタ基板１００Ａの遮光部３０Ｂによって遮光さ
れる。
【００５７】
　カラーフィルタ基板１００Ａでは、複数のカラーフィルタ４０、５０、６０のうちの面
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積が最小のＢカラーフィルタ５０の第１辺５１に第１凹部５１Ｒが形成されているので、
カラーフィルタ基板１００Ａに対してアクティブマトリクス基板が、カラーフィルタの第
１辺５１から第２辺５２に向かう方向（矢印２２Ａで示す画素の行方向）にずれて貼り合
わせられた場合に、アクティブマトリクス基板側のソースバスラインによってＡカラーフ
ィルタ４０が遮光される面積とＢカラーフィルタ５０が遮光される面積との比率を、Ａカ
ラーフィルタ４０の面積ＳＡとＢカラーフィルタ５０の面積ＳＢとの比率に近付けること
ができる。従って、上記アライメントずれが生じた場合であっても、遮光されずに表示に
寄与するＡカラーフィルタ４０の面積とＢカラーフィルタ５０の面積との比率を、Ａカラ
ーフィルタ４０の面積ＳＡとＢカラーフィルタ５０の面積ＳＢとの比率に近付けることが
できる。結果として、例えば所望の白の色純度が実現できるように、複数のカラーフィル
タの間の面積比率が調整されている（色毎にカラーフィルタの面積が異なる）カラーフィ
ルタ基板に対して、アクティブマトリクス基板がずれて貼り合わせられた場合であっても
、上記白の色純度が所望の値から変動するのを抑制できる。
【００５８】
　また、本実施形態では、隣接するカラーフィルタの間隙に設ける遮光部３０Ｂの幅を大
きくとる必要がないので、画素有効面積比率（開口率）が低下することもない。
【００５９】
　図１では、第１凹部５１Ｒが、列方向２４の長さＭＢ１が行方向２２において実質的に
一定の矩形状である場合を例示しているが、第１凹部５１Ｒの形状はこれに限られず、列
方向２４の長さＭＢ１が行方向２２において変化するような形状であってもよい。
【００６０】
　Ｂカラーフィルタ５０（１画素に対応）の第１辺５１に１つの第１凹部５１Ｒが形成さ
れている場合を例示するが、本実施形態のカラーフィルタ基板１００Ａはこれに限られず
、Ｂカラーフィルタ５０の第１辺５１に複数の第１凹部５１Ｒが形成されていてもよい。
【００６１】
　好ましい実施形態では、Ｂカラーフィルタ５０の少なくとも１つの第１凹部５１Ｒの列
方向の長さの和ＭＢ１は、行方向２２において実質的に一定である。なお、Ｂカラーフィ
ルタ５０の第１辺５１に第１凹部５１Ｒが１つしか形成されていない場合、上記少なくと
も１つの第１凹部５１Ｒの列方向の長さの和ＭＢ１は、１つの第１凹部５１Ｒの列方向の
長さである。Ｂカラーフィルタ５０の第１辺５１に複数の第１凹部５１Ｒが形成されてい
る場合、上記少なくとも１つの第１凹部５１Ｒの列方向の長さの和ＭＢ１は、複数の第１
凹部５１Ｒの列方向の長さの和である。
【００６２】
　第１凹部５１Ｒの形状にかかわらず第１凹部５１Ｒが上記のように形成されている場合
、アクティブマトリクス基板がカラーフィルタ基板１００Ａに対して行方向２２と平行な
方向にずれた場合に、そのずれ幅が第１凹部５１Ｒの行方向２２の幅以下の範囲では、表
示に寄与するＢカラーフィルタ５０の面積が、ずれ幅に比例して減少する。従って、ずれ
幅が第１凹部５１Ｒの行方向２２の幅以下の範囲では、ずれ幅にかかわらず、表示に寄与
するＡカラーフィルタ４０の面積とＢカラーフィルタ５０の面積との比率を、Ａカラーフ
ィルタ４０の面積ＳＡとＢカラーフィルタ５０の面積ＳＢとの比率に近付けることができ
る。例えば図１に示すように、第１凹部５１Ｒは好ましくは、行方向の長さＮＢ１に亘っ
て、列方向の長さがＭＢ１のまま一定である矩形状を有する。アクティブマトリクス基板
がカラーフィルタ基板１００Ａに対して上記行方向２２と平行な方向にずれた場合に、行
方向２２のずれ幅がＮＢ１以下の範囲では、ずれ幅にかかわらず、表示に寄与するＡカラ
ーフィルタ４０の面積とＢカラーフィルタ５０の面積との比率は、Ａカラーフィルタ４０
の面積ＳＡとＢカラーフィルタ５０の面積ＳＢとの比率にほぼ等しい。
【００６３】
　好ましい実施形態では、Ａカラーフィルタ４０の第２辺４２から第１辺４１に向かう行
方向２２に平行な方向を＋ｘ方向（２２Ｂ）とし、Ａカラーフィルタ４０の第１辺４１の
最も＋ｘ方向側に位置する部分の長さをＬＡ１とし、Ｂカラーフィルタ５０の第１辺５１
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の最も＋ｘ方向側に位置する部分の長さをＬＢ１とし、Ｂカラーフィルタ５１の少なくと
も１つの第１凹部５１Ｒの列方向２４の長さの和をＭＢ１とすると、ＭＢ１／ＬＡ１＝（
ＳＡ－ＳＢ）／ＳＡ、ＬＡ１＝ＬＢ１＋ＭＢ１の関係を有する。
【００６４】
　ただし、Ａカラーフィルタ４０の第１辺４１のうちｙ方向２４に平行な部分の長さ（後
述するＬ0

(A1)）と、Ｂカラーフィルタ５０の第１辺５１のうちｙ方向２４に平行な部分
の長さ（後述するＬ0

(B1)）とは互いに等しい。なお、上記ＬＡ１およびＬＢ１は、それ
ぞれ、後述するＬ(A1)およびＬ(B1)に等しい。
【００６５】
　第１凹部５１Ｒが上記関係を有するように形成されれば、カラーフィルタ基板に対する
アクティブマトリクス基板のずれ幅が第１凹部５１Ｒの行方向２２の幅ＮＢ１以下の範囲
では、ずれ幅にかかわらず、表示に寄与するＡカラーフィルタ４０の面積とＢカラーフィ
ルタ５０の面積との比率を、Ａカラーフィルタ４０の面積ＳＡとＢカラーフィルタ５０の
面積ＳＢとの比率に等しくすることができる。
【００６６】
　ＡおよびＢカラーフィルタの具体的な構成は、例えば以下のようにして設定される。ま
ず、所望の白色度を実現できるように、Ａカラーフィルタ４０とＢカラーフィルタ５０と
の間の面積比が決められる。また、例えば表示装置の大きさ、解像度などに応じてＡカラ
ーフィルタ４０のＬＡ１が決められる。上記カラーフィルタ間の面積比とＬＡ１とが決ま
れば、ＭＢ１／ＬＡ１＝（ＳＡ－ＳＢ）／ＳＡの関係式よりＭＢ１が決まる。従って、少
なくとも１つの第１凹部５１Ｒの行方向における幅ＮＢ１を決めれば、Ｂカラーフィルタ
５０の行方向２２の幅が決まる。幅ＮＢ１は、例えば、行方向のアライメントマージンと
略等しいか、それを超えるように設定される。
【００６７】
　ここで、Ａカラーフィルタ４０の第１辺４１とＢカラーフィルタ５０の第１辺５１とを
比較し、Ａカラーフィルタ４０の第２辺４２とＢカラーフィルタ５０の第２辺５２とを比
較する理由を説明する。アクティブマトリクス基板がスイッチング素子（例えばＴＦＴや
ＭＩＭ、以下ではＴＦＴの場合を例示する。）を備えるとき、カラーフィルタ基板には、
ＴＦＴを遮光するための遮光部（図１では不図示）が設けられる。このＴＦＴ遮光部は、
画素に対して一定の位置に設けられ、その占有面積は一定であり、各カラーフィルタはＴ
ＦＴ遮光部に対応する同じ面積の凹部を同じ位置に（第１辺または第２辺のいずれか一方
）に有する。従って、一般的には、第１辺の形状と第２辺の形状とは互いに異なるので、
アライメントずれの影響を同様に受ける、第１辺同士または第２辺同士を比較する。
【００６８】
　好ましい実施形態では、少なくとも１つの第１凹部５１Ｒの行方向における幅は、行方
向のアライメントマージンと略等しいか、それを超えるように設定される。
【００６９】
　上述したように本実施形態では、Ａカラーフィルタ４０の面積ＳＡ、Ｂカラーフィルタ
５０の面積ＳＢおよびＣカラーフィルタ６０の面積ＳＣが例えばＳＣ＝ＳＡ＞ＳＢであり
、Ｂカラーフィルタ５０の面積が最小である。Ａカラーフィルタ４０、Ｂカラーフィルタ
５０、およびＣカラーフィルタ６０を、赤カラーフィルタ、緑カラーフィルタおよび青カ
ラーフィルタで構成する場合、いずれのカラーフィルタを上記３色のいずれにするかは、
所望とする白色度に依存して適宜決定される。ある実施形態では例えばＢカラーフィルタ
５０は緑カラーフィルタであり、Ａカラーフィルタ４０は赤カラーフィルタおよび青カラ
ーフィルタのいずれか一方であり、Ｃカラーフィルタ６０は赤カラーフィルタおよび青カ
ラーフィルタの他方である。
【００７０】
　なお、Ｂカラーフィルタ５０が有する第１凹部５１Ｒは、行方向の長さＮＢ１がＢカラ
ーフィルタの行方向の長さと等しくてもよい。すなわち、Ｂカラーフィルタ５０が第１凹
部５１Ｒによって列方向に分断されていても良い。この場合、Ａ、ＢおよびＣカラーフィ
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ルタのそれぞれの行方向の幅を等しくすることができるため、カラーフィルタおよび画素
電極の設計が容易であるという利点がある。
【００７１】
　以下、比較例を用いて、本実施形態のカラーフィルタ基板１００Ａの一例を具体的に説
明する。
【００７２】
　カラーフィルタ基板１００Ａは例えば、赤カラーフィルタ（Ａカラーフィルタ４０）、
緑カラーフィルタ（Ｂカラーフィルタ５０）および青カラーフィルタ（Ｃカラーフィルタ
６０）を有し、赤カラーフィルタ面積ＳＡ：緑カラーフィルタ面積ＳＢ：青カラーフィル
タ面積ＳＣ＝１．０３：０．９５：１．０３である。各カラーフィルタ４０、５０および
６０の列方向２４の長さ（１画素の長さ）は、例えば２５０μｍである。
【００７３】
　面積が最小である緑カラーフィルタ５０の第１辺５１は、赤カラーフィルタ４０（また
は青カラーフィルタ６０）の第１辺４１に行方向にくびれた第１凹部を形成した形を有し
ている。赤カラーフィルタ４０の第１辺４１の最も＋ｘ方向側（第２辺４２から第１辺４
１に向かう方向２２Ｂ）に位置する部分の長さをＬＡ１とし、第１凹部５１Ｒの列方向２
４の長さをＭＢ１とした場合に、ＭＢ１／ＬＡ１＝（ＳＡ－ＳＢ）／ＳＡを満たすように
第１凹部５１Ｒが形成されている。従って、第１凹部５１Ｒの列方向２４の長さＭＢ１は
１９．５μｍである。アライメントマージンは例えば５μｍ程度であるので、第１凹部５
１Ｒの行方向の長さＮＢ１を５．５μｍとしている。例えば、赤カラーフィルタ４０およ
び青カラーフィルタ６０の行方向の幅を８９μｍとした場合、緑カラーフィルタ５０の行
方向の幅は８２．５μｍである。
【００７４】
　カラーフィルタ基板１００Ａでは、例えばカラーフィルタの第１辺５１から第２辺５２
に向かう方向（２２Ａ）にアライメントずれが５μｍ生じた場合であっても、表示に寄与
する実質的な赤カラーフィルタ面積、緑カラーフィルタ面積および青カラーフィルタ面積
の間の面積比率は、上記ＳＡ：ＳＢ：ＳＣをほぼ維持する。下記の表１に赤カラーフィル
タ４０、緑カラーフィルタ５０および青カラーフィルタ６０の色度（ｘ，ｙ，Ｙ）を示す
。また、表２にアライメントずれが生じなかった場合と、アライメントずれが５μｍ生じ
た場合とにおける白表示時の色度（ｘ，ｙ，Ｙ）を示す。
【００７５】
【表１】

【００７６】
【表２】

【００７７】
　表２に示すように本実施形態のカラーフィルタ基板１００Ａでは、アライメントずれが
生じた場合であっても、白色純度がほぼ一定である。なお、表１の各パラメータは一例で
あり、本発明はこれに限定されることはない。
【００７８】
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　図２および図３はそれぞれ、比較例のカラーフィルタ基板３００の平面図および断面図
である。比較例のカラーフィルタ基板３００は、カラーフィルタ基板１００Ａと異なり、
いずれのカラーフィルタにも凹部が形成されておらず、赤カラーフィルタ３４０と緑カラ
ーフィルタ３５０と青カラーフィルタ３６０との面積比は、各カラーフィルタの横幅（赤
カラーフィルタ３４０の第１辺３４１と第２辺３４２との間の長さ、緑カラーフィルタ３
５０の第１辺３５１と第２辺３５２との間の長さ、および青カラーフィルタ３６０の第１
辺３６１と第２辺３６２との間の長さ）を変化させることによって調整されている。すな
わち、赤カラーフィルタ３４０の面積ＳＡ：緑カラーフィルタ３５０の面積ＳＢ：青カラ
ーフィルタ３６０の面積ＳＣ＝１．０３：０．９５：１．０３＝赤カラーフィルタ３４０
の幅：緑カラーフィルタ３５０の幅：青カラーフィルタ３６０の幅である。
【００７９】
　図４は、比較例のカラーフィルタ基板３００と、アクティブマトリクス基板１０とを貼
り合わせた場合に、カラーフィルタの第１辺３４１から第２辺３４２に向かう方向にアラ
イメントずれが５μｍ生じた場合を模式的に示している。
【００８０】
　図４に示すように、各カラーフィルタ３４０、３５０、３６０がソースバスライン１４
によって遮光されることにより、表示に寄与する実質的な赤カラーフィルタ、緑カラーフ
ィルタおよび青カラーフィルタの間の面積比率が０．９４１：０．９３６：０．９４１と
なり、上記ＳＡ：ＳＢ：ＳＣからずれてしまう。下記の表３に、アライメントずれが生じ
なかった場合と、アライメントずれが５μｍ生じた場合とにおける白表示時の色度（ｘ，
ｙ，Ｙ）を示す。
【００８１】
【表３】

【００８２】
　表３に示すように、アライメントずれが生じた場合、白色度が変化してしまうことが分
かる。
【００８３】
　次に、本発明のカラーフィルタ基板の他の実施形態を説明する。
【００８４】
　本発明のカラーフィルタ基板の他の実施形態のカラーフィルタ基板１００Ｂでは、図５
に示すように、最小の面積を有するＢカラーフィルタ５０の両辺５１および５２に、それ
ぞれ、第１凹部５１Ｒおよび第２凹部５２Ｒが設けられている。なお、Ａカラーフィルタ
４０の面積ＳＡ、Ｂカラーフィルタ５０の面積ＳＢ、およびＣカラーフィルタ６０の面積
ＳＣは、例えばＳＣ＝ＳＡ＞ＳＢである。
【００８５】
　Ｂカラーフィルタ５０の第１辺５１は、Ａカラーフィルタ４０の第１辺４１に行方向に
くびれた少なくとも１つの第１凹部を形成した形を有すると共に、Ｂカラーフィルタ５０
の第２辺５２は、Ａカラーフィルタ４０の第２辺４２に行方向にくびれた少なくとも１つ
の第２凹部を形成した形を有している。
【００８６】
　このカラーフィルタ基板１００Ｂのように、最小の面積を有するＢカラーフィルタ５０
の両方の辺５１および５２に凹部が設けられていれば、カラーフィルタの第１辺５１から
第２辺５２に向かう方向２２Ａだけでなく、第２辺５２から第１辺５１に向かう方向２２
Ｂにアライメントずれが生じた場合であっても、白の色度が所望の値から変動するのを抑
制できる。
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【００８７】
　図５では、Ｂカラーフィルタ５０（１画素に対応）の第１辺５１および第２辺５２のそ
れぞれに１つの凹部が形成されている場合を例示するが、これに限られず、第１辺５１お
よび第２辺５２にそれぞれ複数の凹部が形成されていてもよい。
【００８８】
　第２辺５２の第２凹部５２Ｒは上述の第１凹部５１Ｒと同様に、列方向２４の長さの和
ＭＢ２が行方向において実質的に一定であるように形成されることが好ましい。
【００８９】
　第１凹部５１Ｒは、上述したようにＭＢ１／ＬＡ１＝（ＳＡ－ＳＢ）／ＳＡの関係を有
することが好ましい。第２凹部５２Ｒは、Ａカラーフィルタ４０の第２辺４２の最も－ｘ
方向側（２２Ａ）に位置する部分の長さをＬＡ２とし、Ｂカラーフィルタ５０の第２辺５
２の最も－ｘ方向側に位置する部分の長さをＬＢ２とし、Ｂカラーフィルタ５０の少なく
とも１つの第２凹部５２Ｒの列方向２４の長さの和をＭＢ２とした場合、ＭＢ２／ＬＡ２
＝（ＳＡ－ＳＢ）／ＳＡ、ＬＡ２＝ＬＢ２＋ＭＢ２の関係を有することが好ましい。
【００９０】
　ただし、Ａカラーフィルタ４０の第１辺４１のうちｙ方向２４に平行な部分の長さ（後
述するＬ0

(A1)）と、Ｂカラーフィルタ５０の第１辺５１のうちｙ方向２４に平行な部分
の長さ（後述するＬ0

(B1)）とは互いに等しい。また、Ａカラーフィルタ４０の第２辺４
２のうちｙ方向２４に平行な部分の長さ（後述するＬ0

(A2)）と、Ｂカラーフィルタ５０
の第２辺５２のうちｙ方向２４に平行な部分の長さ（後述するＬ0

(B2)）とは互いに等し
い。なお、上記ＬＡ１およびＬＡ２は、それぞれ、後述するＬ(A1)およびＬ(A2)に等しい
。上記ＬＢ１およびＬＢ２は、それぞれ、後述するＬ(B1)およびＬ(B2)に等しい。
【００９１】
　少なくとも１つの第１凹部５１Ｒの行方向における幅ＮＢ１、および少なくとも１つの
第２凹部５２Ｒの行方向における幅ＮＢ２はそれぞれ、行方向のアライメントマージンと
略等しいか、それを超えるように設定することが好ましい。
【００９２】
　次に、図６を参照しながら、本発明の他の実施形態のカラーフィルタ基板１００Ｃを説
明する。
【００９３】
　カラーフィルタ基板１００Ｃでは、Ａカラーフィルタ４０の面積ＳＡ、Ｂカラーフィル
タ５０の面積ＳＢ、Ｃカラーフィルタ６０の面積ＳＣがＳＡ＞ＳＢかつ、ＳＡ＞ＳＣの関
係を満たしており（例えばＳＡ＞ＳＢ＞ＳＣ）、Ａカラーフィルタ４０よりも面積の小さ
いＢカラーフィルタ５０およびＣカラーフィルタ６０がそれぞれ、凹部５１Ｒおよび凹部
６１Ｒを有している。すなわち、Ｂカラーフィルタ５０の第１辺５１がＡカラーフィルタ
４０の第１辺４１に行方向２２Ａにくびれた少なくとも１つの第１凹部を形成した形を有
すると共に、Ｃカラーフィルタ６０の第１辺６１がＡカラーフィルタ４０の第１辺４１に
行方向２２Ａにくびれた少なくとも１つの第２凹部を形成した形を有している。
【００９４】
　このカラーフィルタ基板１００Ｃでは、Ａ、ＢおよびＣカラーフィルタの面積がそれぞ
れ異なる場合であっても、アライメントずれによる白色度の変動を抑制できる。
【００９５】
　図６では、Ｂカラーフィルタ５０（１画素に対応）の第１辺５１およびＣカラーフィル
タ６０の第１辺６１にそれぞれ、１つの凹部が形成されている場合を例示するが、これに
限らず、複数の凹部が形成されていてもよい。
【００９６】
　第２凹部６１Ｒは上述の第１凹部５１Ｒと同様に、列方向の長さの和ＭＣ１が行方向に
おいて実質的に一定であるように形成されることが好ましい。
【００９７】
　また、Ａカラーフィルタ４０の第１辺の最も＋ｘ方向側２２Ｂに位置する部分の長さを
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ＬＡ１とし、Ｂカラーフィルタ５０の第１辺５１の最も＋ｘ方向側２２Ｂに位置する部分
の長さをＬＢ１とし、Ｃカラーフィルタ６０の第１辺６１の最も＋ｘ方向側２２Ｂに位置
する部分の長さをＬＣ１とし、Ｂカラーフィルタ５０の少なくとも１つの第１凹部５１Ｒ
の列方向の長さの和ＭＢ１とし、Ｃカラーフィルタ６０の少なくとも１つの第２凹部６１
Ｒの列方向の長さの和ＭＣ１とした場合、ＭＢ１／ＬＡ１＝（ＳＡ－ＳＢ）／ＳＡ、ＬＡ
１＝ＬＢ１＋ＭＢ１およびＭＣ１／ＬＡ１＝（ＳＡ－ＳＣ）／ＳＡ、ＬＡ１＝ＬＣ１＋Ｍ
Ｃ１の関係を有することが好ましい。
【００９８】
　ただし、Ａカラーフィルタ４０の第１辺４１のうちｙ方向２４に平行な部分の長さ（後
述するＬ0

(A1)）と、Ｂカラーフィルタ５０の第１辺５１のうちｙ方向２４に平行な部分
の長さ（後述するＬ0

(B1)）と、Ｃカラーフィルタ６０の第１辺６１のうちｙ方向２４に
平行な部分の長さ（後述するＬ0

(C1)）とは互いに等しい。
【００９９】
　好ましい実施形態では、少なくとも１つの第１凹部５１Ｒの行方向における幅ＮＢ１、
および少なくとも１つの第２凹部６１Ｒの行方向における幅ＮＣ１は、行方向のアライメ
ントマージンと略等しいか、それを超えるように設定される。
【０１００】
　Ａカラーフィルタ４０、Ｂカラーフィルタ５０、およびＣカラーフィルタ６０を、赤カ
ラーフィルタ、緑カラーフィルタおよび青カラーフィルタで構成する場合、いずれのカラ
ーフィルタを上記３色のいずれにするかは、所望とする白色度に依存して適宜決定される
。Ａカラーフィルタ４０の面積ＳＡ、Ｂカラーフィルタ５０の面積ＳＢおよびＣカラーフ
ィルタ６０の面積ＳＣがＳＡ＞ＳＣ＞ＳＢの関係を有する場合、例えば、Ａカラーフィル
タ４０は青カラーフィルタであり、Ｂカラーフィルタ５０は緑カラーフィルタであり、Ｃ
カラーフィルタ６０は赤カラーフィルタである。
【０１０１】
　次に、図１に示したカラーフィルタ基板１００Ａの製造方法の一例を説明する。以下の
説明では、ドライフィルム法を用いたカラーフィルタ基板の製造方法を例示する。ドライ
フィルムは、感光性樹脂層の両主面がＰＥＴ（ポリエチレンテフタレート）フィルム等の
フィルム支持体で挟持されて構成されている。感光性樹脂層には、赤、青、緑および黒色
の顔料が分散された４種類のドライフィルムが用いられる。また、感光性樹脂層は典型的
にはネガ型である。以下、図７（ａ）～（ｆ）を参照しながら説明する。
【０１０２】
　まず、例えば赤色のドライフィルムをガラス基板１０２上に押圧しながら貼り合わせ、
フィルム支持体を剥離することによって、図７（ａ）に示すように赤色の感光性樹脂層４
０Ｒが基板１０２上に転写される。この工程は一般にドライフィルムを加熱しながら実行
され、いわゆる熱転写工程である。続いて、転写された赤色の感光性樹脂層４０Ｒを、マ
スク２を介して露光および現像し、図７（ｂ）に示すように赤カラーフィルタ４０が形成
される。
【０１０３】
　続いて例えば緑色のドライフィルムを用いて上記と同様の工程を行い、図７（ｃ）に示
すように緑カラーフィルタ５０を形成する。このとき、カラーフィルタ５０の第１辺５１
に第１凹部５１Ｒが形成されるようにする。
【０１０４】
　さらに青色のドライフィルムを用いて上記と同様の工程を行い、図７（ｄ）に示すよう
に青カラーフィルタ６０を形成する。以上により、赤、緑および青カラーフィルタ４０、
５０、および６０で構成されるカラーフィルタ層が形成される。
【０１０５】
　カラーフィルタ層が形成された後、カラーフィルタ層の形成方法と同様の方法を用いて
、黒色のドライフィルムをガラス基板１０２上に押圧しながら貼り合わせ、図７（ｅ）に
示すように黒色の感光性樹脂層３０Ｒを基板１０２上に転写する。次に、ガラス基板１０
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２側から露光（背面露光）する。この背面露光により、赤、緑および青カラーフィルタ４
０、５０、および６０をマスクとして、黒色の感光性樹脂層３０Ｒが露光（自己整合的に
露光）される。露光後、現像を行い、緑カラーフィルタ５０の第１凹部５１Ｒを含む隣接
するカラーフィルタの間隙、および額縁領域に遮光部３０Ａ、３０Ｂがそれぞれ配置され
た遮光層３０が形成される。以上により、カラーフィルタ基板１００Ａが作製される。
【０１０６】
　図１、図５および図６では、各カラーフィルタが列方向に連結されて列カラーフィルタ
を構成している場合を示したが、各カラーフィルタは画素ごとに分割されていてもよい。
なお、列カラーフィルタは、列方向に隣接する２つのカラーフィルタの間にゲートバスラ
インによって遮光される領域（連結領域）を有するが、図１、図５および図６では、連結
領域を省略して列カラーフィルタを示している。
【０１０７】
　上記の実施形態のカラーフィルタ基板１００Ａ～１００Ｃでは、カラーフィルタの行方
向２２の幅を規定する辺（第１辺および／または第２辺）に凹部を設け、行方向のアライ
メントずれによる色バランスの低下を抑制したが、列方向２４のアライメントずれによる
色バランスの低下を抑制するために、カラーフィルタの列方向の幅を規定する辺に凹部を
設けてもよい。
【０１０８】
　以下、列方向２４または行方向２２にアライメントずれが生じた場合にカラーフィルタ
の実質的な面積比率の変化を抑制することによって、色バランスの低下を抑制できるカラ
ーフィルタ基板の構成を説明する。
【０１０９】
　図８は、本実施形態のカラーフィルタ基板が有する複数のカラーフィルタのうち面積が
最大であるＡカラーフィルタ１４０を説明するための図である。図９は、Ａカラーフィル
タ１４０以外の任意のＮカラーフィルタ１５０を説明するための図である。Ａカラーフィ
ルタ１４０の面積をＳＡとし、Ｎカラーフィルタ１５０の面積をＳＮとすると、ＳＡ＞Ｓ
Ｎである。Ａカラーフィルタ１４０およびＮカラーフィルタ１５０は、いずれも画素に対
応している。本実施形態のカラーフィルタ基板を、ソースバスライン１４およびゲートバ
スライン１５を有するアクティブマトリクス基板と貼り合わせれば、液晶表示装置を作製
することができる。図８および図９は、カラーフィルタ１４０、１５０が形成されている
カラーフィルタ基板の一部分と、アクティブマトリクス基板に設けられるソースバスライ
ン１４およびゲートバスライン１５とをあわせて示している。
【０１１０】
　図８に示すＡカラーフィルタ１４０は、行方向２２の幅を規定する第１辺１４１および
第２辺１４２と、列方向２４の幅を規定する第３辺１４３および第４辺１４４とを有して
いる。同様に、図９に示すＮカラーフィルタ１５０は、行方向２２の幅を規定する第１辺
１５１および第２辺１５２と、列方向２４の幅を規定する第３辺１５３および第４辺１５
４とを有している。
【０１１１】
　各カラーフィルタの第２辺から第１辺に向かう行方向に平行な方向を＋ｘ方向（２２Ｂ
）とし、第４辺から第３辺に向かう列方向に平行な方向を＋ｙ方向（２４Ａ）とする。
【０１１２】
　本実施形態のカラーフィルタ基板が有する全てのカラーフィルタは、例えばアクティブ
マトリクス基板に設けられるＴＦＴを遮光するためのＴＦＴ遮光用凹部を同じ位置に共通
に有している。カラーフィルタ基板は、カラーフィルタのＴＦＴ遮光用凹部の位置に、Ｔ
ＦＴを遮光するための遮光部３０Ｂを有する。
【０１１３】
　図８に示すＡカラーフィルタ１４０は、第２辺１４２と第４辺１４４との交差部に、行
方向２２の長さがＴＸＡ、列方向２４の長さがＴＹＡのＴＦＴ遮光用凹部１４２Ｔを有し
ている。
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【０１１４】
　また、図９に示すＮカラーフィルタ１５０は、第２辺１５２と第４辺１５４との交差部
に、行方向２２の長さがＴＸＮ、列方向２４の長さがＴＹＮのＴＦＴ遮光用凹部１５２Ｔ
を有している。
【０１１５】
　典型的に、ＴＦＴ遮光用の凹部の行方向２２のサイズＴＸＡ、ＴＸＮは、行方向２２の
アライメントマージン以上であり、列方向２４のサイズＴＹＡ、ＴＹＮは、列方向２４の
アライメントマージン以上である。したがって、ＴＦＴ遮光用凹部は、行方向および列方
向のいずれの方向にアライメントずれが生じた場合であっても、ずれ幅に対する表示に寄
与するカラーフィルタの面積の減少率に影響を与えない。
【０１１６】
　図９に示すようにＮカラーフィルタ１５０は、列方向のアライメントずれによるカラー
フィルタの実質的な面積比率を一定にするために、第３辺１５３および第４辺１５４にそ
れぞれ、凹部１５３Ｒおよび１５４Ｒを有している。第３辺１５３に設けられた凹部１５
３Ｒは、行方向の長さがＭＮ３で、列方向の長さがＮＮ３である。第４辺１５４に設けら
れた凹部１５４Ｒは、行方向の長さがＭＮ４で、列方向の長さがＮＮ４である。凹部１５
３Ｒおよび１５４Ｒはいずれも長方形である。
【０１１７】
　凹部１５３Ｒを構成する各辺１５３Ｒ１、１５３Ｒ２および１５３Ｒ３のうち、辺１５
３Ｒ１および１５３Ｒ２は列方向２４に平行に延びており、辺１５３Ｒ３は行方向２２に
平行に延びている。同様に、凹部１５４Ｒを構成する各辺１５４Ｒ１、１５４Ｒ２および
１５４Ｒ４のうち、辺１５４Ｒ１および１５４Ｒ２は列方向２４に平行に延びており、辺
１５４Ｒ４は行方向２２に平行に延びている。
【０１１８】
　また、Ｎカラーフィルタ１５０は、行方向２２のアライメントずれによるカラーフィル
タの実質的な面積比率を一定にするために、さらに、第１辺１５１および第２辺１５２に
それぞれ、凹部１５１Ｒおよび１５２Ｒを有している。第１辺１５１に設けられた凹部１
５１Ｒは、行方向の長さがＮＮ１で、列方向の長さがＭＮ１である。第２辺１５２に設け
られた凹部１５２Ｒは、行方向の長さがＮＮ２で、列方向の長さがＭＮ２である。凹部１
５１Ｒおよび１５２Ｒはいずれも長方形である。凹部１５１Ｒを構成する各辺１５１Ｒ１
、１５１Ｒ３および１５１Ｒ４のうち、辺１５１Ｒ３および１５１Ｒ４は行方向２２に平
行に延びており、辺１５１Ｒ１は列方向２４に平行に延びている。同様に、凹部１５２Ｒ
を構成する各辺１５２Ｒ２、１５２Ｒ３および１５２Ｒ４のうち、辺１５２Ｒ３および１
５２Ｒ４は行方向２２に平行に延びており、辺１５２Ｒ２は列方向２４に平行に延びてい
る。
【０１１９】
　凹部１５３Ｒ、１５４Ｒの形状は、凹部１５３Ｒ、１５４Ｒの行方向の長さが列方向に
おいて実質的に一定であれば（すなわち、凹部１５３Ｒの辺１５３Ｒ１と辺１５３Ｒ２と
の距離が列方向において一定であり、凹部１５４Ｒの辺１５４Ｒ１と辺１５４Ｒ２との距
離が列方向において一定であれば）、図９に示した長方形に限られない。
【０１２０】
　凹部１５１Ｒ、１５２Ｒの形状は、凹部１５１Ｒ、１５２Ｒの列方向の長さが行方向に
おいて実質的に一定であれば（すなわち、凹部１５１Ｒの辺１５１Ｒ３と辺１５１Ｒ４と
の距離が行方向において一定であり、凹部１５２Ｒの辺１５２Ｒ３と辺１５２Ｒ４との距
離が行方向において一定であれば）、図９に示した長方形に限られない。
【０１２１】
　図８に示すように、Ａカラーフィルタ１４０の第１辺１４１のうちｙ方向に平行な部分
の長さをＬ0

(A1)とし、第２辺１４２のうちｙ方向に平行な部分の長さをＬ0
(A2)とする。

第３辺１４３のうちｘ方向に平行な部分の長さをＬ0
(A3)とし、第４辺１４４のうちｘ方

向に平行な部分の長さをＬ0
(A4)とする。
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【０１２２】
　同様に、図９に示すように、Ｎカラーフィルタ１５０の第１辺１５１のうちｙ方向に平
行な部分の長さをＬ0

(N1)とし、第２辺１５２のうちｙ方向に平行な部分の長さをＬ0
(N2)

とする。第３辺１５３のうちｘ方向に平行な部分の長さをＬ0
(N3)とし、第４辺１５４の

うちｘ方向に平行な部分の長さをＬ0
(N4)とする。

【０１２３】
　ここで、Ｌ0

(A2)は、第２辺１４２のうちｙ方向に平行な部分から、Ａカラーフィルタ
およびＮカラーフィルタに共通に設けられているＴＦＴ遮光用凹部に含まれる部分の長さ
を含まない。Ｌ0

(A4)は、第４辺１４４のうちｘ方向に平行な部分から、Ａカラーフィル
タおよびＮカラーフィルタに共通に設けられているＴＦＴ遮光用凹部に含まれる部分の長
さを含まない。
【０１２４】
　同様に、Ｌ0

(N2)は第２辺１５２のうちｙ方向に平行な部分から、Ａカラーフィルタお
よびＮカラーフィルタに共通に設けられているＴＦＴ遮光用凹部に含まれる部分の長さを
含まない。Ｌ0

(N4)は第４辺１５４のうちｘ方向に平行な部分から、Ａカラーフィルタお
よびＮカラーフィルタに共通に設けられているＴＦＴ遮光用凹部に含まれる部分の長さを
含まない。
【０１２５】
　Ａカラーフィルタ１４０の第１辺１４１の最も＋ｘ方向側（２２Ｂ）に位置する部分の
長さをＬ(A1)とし、第２辺１４２の最も－ｘ方向側（２２Ａ）に位置する部分の長さをＬ

(A2)とする。第３辺１４３の最も＋ｙ方向側（２４Ａ）に位置する部分の長さをＬ(A3)と
し、第４辺１４４の最も－ｙ方向側（２４Ｂ）に位置する部分の長さをＬ(A4)とする。Ａ
カラーフィルタ１４０は、ＴＦＴ遮光用の凹部１４２Ｔ以外の凹部を有していないので、
Ｌ(A1)＝Ｌ0

(A1)、Ｌ(A2)＝Ｌ0
(A2)、Ｌ(A3)＝Ｌ0

(A3)、およびＬ(A4)＝Ｌ0
(A4)である。

【０１２６】
　同様に、Ｎカラーフィルタ１５０の第１辺１５１の最も＋ｘ方向側に位置する部分の長
さをＬ(N1)とし、第２辺１５２の最も－ｘ方向側に位置する部分の長さをＬ(N2)とする。
第３辺１５３の最も＋ｙ方向側に位置する部分の長さをＬ(N3)とし、第４辺１５４の最も
－ｙ方向側に位置する部分の長さをＬ(N4)とする。
【０１２７】
　なお、Ｌ(A1)～Ｌ(A4)およびＬ(N1)～Ｌ(N4)は、アライメントずれに伴うカラーフィル
タの面積の変化量に比例する長さである。
【０１２８】
　上述したようにＮカラーフィルタ１５０は、ＴＦＴ遮光用の凹部１５２Ｔに加えて、第
１辺から第４辺の各辺に凹部を有しているので、Ｌ0

(N1)＞Ｌ(N1)、Ｌ0
(N2)＞Ｌ(N2)、Ｌ

0
(N3)＞Ｌ(N3)、およびＬ0

(N4)＞Ｌ(N4)であり、Ｌ0
(N1)＝Ｌ(N1)＋ＭＮ１、Ｌ0

(N2)＝Ｌ

(N2)＋ＭＮ２、Ｌ0
(N3)＝Ｌ(N3)＋ＭＮ３、およびＬ0

(N4)＝Ｌ(N4)＋ＭＮ４である。
【０１２９】
　次に、カラーフィルタと、アクティブマトリクス基板のソースバスライン１４およびゲ
ートバスライン１５との位置関係を説明する。
【０１３０】
　図８に示すように、Ａカラーフィルタ１４０の第１辺１４１の最も＋ｘ方向側に位置す
る部分とソースバスライン１４との間隔をδＸ１Ａとし、第２辺１４２の最も－ｘ方向側
に位置する部分とソースバスライン１４との間隔をδＸ２Ａとし、第３辺１４３の最も＋
ｙ方向側に位置する部分とゲートバスライン１５との間隔をδＹ３Ａとし、第４辺１４４
の最も－ｙ方向側に位置する部分とゲートバスライン１５との間隔をδＹ４Ａとする。
【０１３１】
　同様に、図９に示すように、Ｎカラーフィルタ１５０の第１辺１５１の最も＋ｘ方向側
に位置する部分とソースバスライン１４との間隔をδＸ１Ｎとし、第２辺１５２の最も－
ｘ方向側に位置する部分とソースバスライン１４との間隔をδＸ２Ｎとし、第３辺１５３
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の最も＋ｙ方向側に位置する部分とゲートバスライン１５との間隔をδＹ３Ｎとし、第４
辺１５４の最も－ｙ方向側に位置する部分とゲートバスライン１５との間隔をδＹ４Ｎと
する。
【０１３２】
　カラーフィルタ基板が備える全てのカラーフィルタについて、カラーフィルタの所定の
部分からソースバスライン１４またはゲートバスライン１５までの距離は、等しくなるよ
うに設定する。すなわち、δＸ１Ａ＝δＸ１Ｎ、δＸ２Ａ＝δＸ２Ｎ、δＸ３Ａ＝δＸ３
Ｎ、およびδＸ４Ａ＝δＸ４Ｎを満たす。
【０１３３】
　カラーフィルタとソースバスライン１４および／またはゲートバスライン１５とは、重
畳するように配置されてもよい。カラーフィルタとソースバスライン１４およびゲートバ
スライン１５とを重畳させた場合、開口率を高くできるのでより明るい表示を行うことが
できるというメリットがある。
【０１３４】
　したがって、隣接する画素すなわち、他色の表示画素にカラーフィルタがはみださない
限り、δＸ１Ａ、δＸ２Ａ、δＹ３ＡおよびδＹ４Ａの値は、正の値以外に、０または負
の値（カラーフィルタとソースバスライン１４および／またはゲートバスライン１５とが
重畳している場合）であってもよい。
【０１３５】
　本発明は、特に、開口率を高くするためにδＸ１Ａ、δＸ２Ａ、δＹ３ＡおよびδＹ４
Ａのそれぞれを０に近い値か、負の値に設定する場合に効果を奏する。すなわち、δＸ１
Ａ、δＸ２Ａ、δＹ３ＡおよびδＹ４Ａがアライメントマージン未満の値に設定され、こ
れらの幅によってはアライメントずれによるカラーフィルタの面積比率の変化を抑制でき
ない場合に効果を奏する。
【０１３６】
　Ｎカラーフィルタ１５０について、ＮＮ３＋δＹ３ＮおよびＮＮ４＋δＹ４Ｎは、列方
向２４のアライメントマージン以上に設定することが好ましい。また、ＮＮ１＋δＸ１Ｎ
およびＮＮ２＋δＸ２Ｎは、行方向２２のアライメントマージン以上に設定することが好
ましい。アライメントずれの大きさにかかわらず、カラーフィルタの面積比率の変化を抑
制できるからである。
【０１３７】
　本実施形態では、Ｌ(N3)／Ｌ(A3)＝ＳＮ／ＳＡ（式１）およびＬ(N4)／Ｌ(A4)＝ＳＮ／
ＳＡ（式２）の関係を満たすように、Ｎカラーフィルタの凹部１５３Ｒおよび１５４Ｒを
形成している。
【０１３８】
　上記の関係式が成立するように凹部１５３Ｒおよび１５４Ｒを形成することにより、カ
ラーフィルタ基板に対するアクティブマトリクス基板の列方向２４のずれ幅が凹部１５３
Ｒおよび凹部１５４Ｒの列方向の幅以下の範囲では、ずれ幅にかかわらず、表示に寄与す
るＡカラーフィルタ１４０の面積とＮカラーフィルタ１５０の面積との比率を、Ａカラー
フィルタ１４０の面積ＳＡとＮカラーフィルタ１５０の面積ＳＮとの比率に等しくするこ
とができる。
【０１３９】
　また、Ｌ(N1)／Ｌ(A1)＝ＳＮ／ＳＡ（式３）およびＬ(N2)／Ｌ(A2)＝ＳＮ／ＳＡ（式４
）の関係を満たすように、Ｎカラーフィルタの凹部１５１Ｒおよび１５２Ｒを形成してい
る。上記の関係式が成立するように凹部１５１Ｒおよび１５２Ｒを形成することにより、
カラーフィルタ基板に対するアクティブマトリクス基板の行方向２２のずれ幅が凹部１５
１Ｒおよび凹部１５２Ｒの行方向の幅以下の範囲では、ずれ幅にかかわらず、表示に寄与
するＡカラーフィルタ１４０の面積とＮカラーフィルタ１５０の面積との比率を、Ａカラ
ーフィルタ１４０の面積ＳＡとＮカラーフィルタ１５０の面積ＳＮとの比率に等しくする
ことができる。
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【０１４０】
　上記式１から式４の全てを満たすように各辺の凹部を形成することにより、行方向およ
び列方向のいずれにアライメントずれが生じた場合であっても、表示に寄与するＡカラー
フィルタ１４０の面積とＮカラーフィルタ１５０の面積との比率を、Ａカラーフィルタ１
４０の面積ＳＡとＮカラーフィルタ１５０の面積ＳＮとの比率に等しくすることができる
。
【０１４１】
　Ｎカラーフィルタ１５０の第３辺１５３の凹部１５３Ｒの＋ｘ側の辺１５３Ｒ１と第１
辺１５１の最も＋ｘ方向側に位置する部分までの距離および、第３辺１５３の凹部１５３
Ｒの－ｘ側の辺１５３Ｒ２と第２辺１５２の最も－ｘ方向側に位置する部分までの距離は
、いずれも、行方向のアライメントマージンよりも大きくなるように設定する。同様に、
第４辺１５４の凹部１５４Ｒの＋ｘ側の辺１５４Ｒ１と第１辺１５１の最も＋ｘ方向側に
位置する部分までの距離、および、第４辺１５４の凹部１５４Ｒの－ｘ側の辺１５４Ｒ２
と第２辺１５２の最も－ｘ方向側に位置する部分までの距離は、いずれも、行方向のアラ
イメントマージンよりも大きくなるように設定する。
【０１４２】
　上記のように設定しなければ、行方向にアライメントずれが生じた場合に、列方向のア
ライメントずれによる色バランスの低下を抑制するために設けた凹部１５３Ｒおよび１５
４Ｒが、表示に寄与するカラーフィルタの面積の減少率に影響を与えてしまうからである
。
【０１４３】
　以上説明したように、本実施形態のカラーフィルタ基板では、Ｎカラーフィルタ１５０
がカラーフィルタの列方向２４の幅を規定する第３辺１５３および第４辺１５４に、それ
ぞれ、列方向にくびれた凹部１５３Ｒおよび凹部１５４Ｒを有しているので、カラーフィ
ルタ基板に対してアクティブマトリクス基板が、画素の列方向２４Ａまたは２４Ｂにずれ
て貼り合わせられた場合に、アクティブマトリクス基板側のゲートバスライン１５によっ
てＡカラーフィルタ１４０が遮光される面積とＮカラーフィルタ１５０が遮光される面積
との比率を、Ａカラーフィルタ１４０の面積ＳＡとＮカラーフィルタ１５０の面積ＳＮと
の比率に等しくすることができる。
【０１４４】
　また、本実施形態のカラーフィルタ基板では、Ｎカラーフィルタ１５０がカラーフィル
タの行方向の幅を規定する第１辺１５１および第２辺１５２に、それぞれ、行方向にくび
れた凹部１５１Ｒおよび凹部１５２Ｒを有しているので、カラーフィルタ基板に対してア
クティブマトリクス基板が行方向２２Ａまたは２２Ｂにずれて貼り合わせられた場合に、
遮光されずに表示に寄与するＡカラーフィルタ１４０の面積とＮカラーフィルタ１５０の
面積との比率を、Ａカラーフィルタ１４２の面積ＳＡとＮカラーフィルタ１５０の面積Ｓ
Ｎとの比率に等しくすることができる。
【０１４５】
　従って、列方向または行方向にアライメントずれが生じた場合であっても、遮光されず
に表示に寄与するＡカラーフィルタ１４０の面積とＮカラーフィルタ１５０の面積との比
率を、Ａカラーフィルタ１４２の面積ＳＡとＮカラーフィルタ１５０の面積ＳＮとの比率
に等しくすることができる。結果として、例えば所望の白の色度が実現できるように、複
数のカラーフィルタの間の面積比率が調整されている（色毎にカラーフィルタの面積が異
なる）カラーフィルタ基板に対して、アクティブマトリクス基板がずれて貼り合わせられ
た場合であっても、上記白の色度が所望の値から変動することがない。
【０１４６】
　なお、上記では、列方向または行方向にアライメントずれが生じた場合であっても、カ
ラーフィルタの実質的な面積比率を一定にできる典型的な例を説明したが、本実施形態の
カラーフィルタ基板が有するＮカラーフィルタの構成はこれに限定されない。Ｎカラーフ
ィルタの第１辺から第４辺のそれぞれに凹部を形成することによって、少なくともＬ0

(N1
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)＞Ｌ(N1)、Ｌ0
(N2)＞Ｌ(N2)、Ｌ0

(N3)＞Ｌ(N3)およびＬ0
(N4)＞Ｌ(N4)を満たすようにす

れば、列方向または行方向にアライメントずれが生じた場合に、カラーフィルタの実質的
な面積比率の変化を小さくできるという効果が得られる。
【０１４７】
　また、Ｎカラーフィルタ１５０の第１辺から第４辺のそれぞれに、１つずつ凹部を設け
る場合を例示したが、各辺に２以上の凹部を設けてもよい。
【０１４８】
　なお、カラーフィルタ基板において、カラーフィルタの凹部には遮光部３０Ｂが設けら
れるので、カラーフィルタの辺に凹部を多く設けすぎると、開口率の低下、すなわち輝度
の低下を伴う恐れがある。したがって、カラーフィルタの第１辺から第４辺のうち幾つの
辺に凹部を形成するかは、所望とする開口率を考慮して適宜決定する。
【０１４９】
　Ｎカラーフィルタ１５０の第１辺１５１、第２辺１５２、第３辺１５３および第４辺１
５４のうちの少なくとも１つに凹部を設けてＬ0

(N1)＞Ｌ(N1)、Ｌ0
(N2)＞Ｌ(N2)、Ｌ0

(N3

)＞Ｌ(N3)およびＬ0
(N4)＞Ｌ(N4)のうちの少なくとも１つを満たすようにすれば、行方向

および列方向の少なくとも一方向（２２Ａ、２２Ｂ、２４Ａおよび２４Ｂのうちのいずれ
か１つの方向）にアライメントずれが生じた場合にカラーフィルタの実質的な面積比率の
変化を小さくできるという効果が得られる。なお、１つまたは２つの辺に凹部を形成する
場合、カラーフィルタの面積変化率の大きい行方向２２、すなわちカラーフィルタの行方
向２２の幅を規定する第１辺１５１および／または第２辺１５２に凹部を設けることが好
ましい。
【０１５０】
　次に、列方向２４にアライメントずれが生じてもカラーフィルタの実質的な面積が変化
しないカラーフィルタ基板の構成を説明する。列方向２４にアライメントずれが生じた場
合に、実質的な面積比率が変化しないだけでなく、面積自体が変化しない構成にすること
により、色バランスの低下をなくすだけでなく、開口率の低下もなくすことができるとい
うメリットがある。
【０１５１】
　また、面積が最大のカラーフィルタ以外の所定のカラーフィルタに、行方向のアライメ
ントずれによる面積比率の変化を抑制するための凹部を設けることにより、行方向および
列方向に同時にアライメントずれが生じた場合、すなわち、斜め方向にアライメントずれ
が生じた場合であっても、色バランスの低下を抑制できる。
【０１５２】
　図１０（ａ）および（ｂ）は本実施形態のカラーフィルタ基板が有するカラーフィルタ
のうち、面積が最大であるＡカラーフィルタ４０を説明するための模式図である。図１１
（ａ）および（ｂ）は、Ａカラーフィルタ以外の任意のカラーフィルタ（例えばＢカラー
フィルタ５０）を説明するための模式図である。Ａカラーフィルタ４０の面積をＳＡとし
、Ｂカラーフィルタ５０の面積をＳＢとすると、ＳＡ＞ＳＢである。図１０（ｂ）および
図１１（ｂ）は、それぞれ、図１０（ａ）および図１１（ａ）に示したＡカラーフィルタ
およびＢカラーフィルタの形状を示している。
【０１５３】
　本実施形態のカラーフィルタ基板を、ソースバスライン１４およびゲートバスライン１
５を有するアクティブマトリクス基板と貼り合わせれば、液晶表示装置を作製することが
できる。図１０（ａ）および図１１（ａ）は、カラーフィルタが形成されているカラーフ
ィルタ基板の一部分と、アクティブマトリクス基板に設けられるソースバスライン１４お
よびゲートバスライン１５とをあわせて示している。
【０１５４】
　本実施形態のカラーフィルタ基板が有するカラーフィルタは、列カラーフィルタを構成
する。ここで、列カラーフィルタとは、列方向に配列された画素に対応する複数のカラー
フィルタが連結領域を介して列方向に一体に形成されたカラーフィルタをいう。連結領域
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は、カラーフィルタ基板に対向して配設される基板の遮光性部材（例えば、ＴＦＴ基板の
ゲートバスライン）によって列カラーフィルタが遮光される領域であり、カラーフィルタ
基板とこれに対向配設される基板とのアライメントずれに応じて、列方向の位置がずれる
ことになる。
【０１５５】
　画素に対応する個々のカラーフィルタは、列方向に配列された一対の連結領域の間に規
定される。列カラーフィルタに含まれるカラーフィルタ（画素に対応する）の第３辺およ
び第４辺を次のように定義する。第３辺は、カラーフィルタの＋ｙ方向（列方向２４Ａ）
の端部を規定する辺であって、連結領域の－ｙ方向（列方向２４Ｂ）に位置する辺を含む
辺であり、第４辺は、カラーフィルタの－ｙ方向の端部を規定する辺であって、連結領域
の＋ｙ方向に位置する辺を含む辺である。
【０１５６】
　列カラーフィルタに含まれるカラーフィルタの第１辺および第２辺は、カラーフィルタ
の行方向２２の幅を規定する２つの辺で構成される。列カラーフィルタの第１辺および第
２辺は、列カラーフィルタの行方向２２の幅を規定する２つの辺で構成され、カラーフィ
ルタの行方向２２の幅を規定する辺と、連結領域の幅を規定する辺とを含む。
【０１５７】
　第１辺から第４辺は、その辺が凹部を有し、複数の線分で構成されている場合、全ての
線分を含む。
【０１５８】
　図１０に示すようにＡカラーフィルタ４０は、隣接する画素の行に対応するＡカラーフ
ィルタ４０と、それらを互いに連結する連結領域４５とによって、Ａ列カラーフィルタ４
０ａを構成する。図１１に示すようにＢカラーフィルタ５０は、隣接する画素の行に対応
するＢカラーフィルタ５０と、それらを互いに連結する連結領域５５とによって、Ｂ列カ
ラーフィルタ５０ａを構成する。
【０１５９】
　図１０に示すＡ列カラーフィルタ４０ａは、第１辺４１および第２辺４２を有する。ま
た、Ａ列カラーフィルタ４０ａに含まれるカラーフィルタ（画素に対応する）４０は、第
１辺４１および第２辺４２ならびに第３辺４３および第４辺４４を有する。
【０１６０】
　本実施形態のカラーフィルタ基板が有する全てのカラーフィルタ列は、例えばアクティ
ブマトリクス基板に設けられるＴＦＴを遮光するためのＴＦＴ遮光用凹部を同じ位置に共
通に有している。
【０１６１】
　図１０に示すＡカラーフィルタ列４０ａは、第２辺４２に、行方向２２に延びる長さＴ
ＸＡの上辺４２Ｔ４および下辺４２Ｔ３と、列方向２４に延びる長さＴＹＡの底辺４２Ｔ
２とで構成されるＴＦＴ遮光用凹部４２Ｔを有している。凹部４２Ｔは長方形の形状を有
している。凹部４２Ｔを構成する上辺４２Ｔ４および下辺４２Ｔ３は行方向２２に互いに
平行に延びており、底辺４２Ｔ２は列方向２４に平行に延びている。
【０１６２】
　なお、凹部４２Ｔの形状は、凹部４２Ｔの列方向２４の長さが行方向において実質的に
一定であれば、すなわち、凹部４２Ｔの上辺４２Ｔ４と下辺４２Ｔ３の間の距離ＴＹＡが
行方向２２において実質的に一定であれば、長方形に限られない。
【０１６３】
　Ａカラーフィルタ列４０ａの連結領域４５における第２辺４２は、Ａ列カラーフィルタ
４０ａに設けられた凹部４２Ｔの底辺４２Ｔ２に含まれている。すなわち、連結領域４５
における第２辺４２と凹部４２Ｔの底辺４２Ｔ２とは、同じ線分で構成されている。
【０１６４】
　凹部４２Ｔの底辺４２Ｔ２の長さＴＹＡは、列方向のアライメントマージン以上の長さ
であり、凹部４２Ｔの下辺４２Ｔ３および上辺４２Ｔ４の長さＴＸＡは、行方向のアライ
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メントマージン以上の長さである。
【０１６５】
　列方向にアライメントずれが生じると、連結領域４５は列方向２４に沿って移動するが
、列方向２４のアライメントマージン内では、常に、連結領域４５の面積は等しい。
【０１６６】
　図１０は本実施形態のカラーフィルタ基板とアクティブマトリクス基板とが理想的な配
置で貼り合わせられた場合を示しているので、Ａカラーフィルタ列４０ａは、カラーフィ
ルタ基板とアクティブマトリクス基板とが理想的な配置で貼り合わせられたときに、連結
領域４５を軸として行方向に関して対称な形状を有していると言える。
【０１６７】
　連結領域４５における第２辺４２は、凹部４２Ｔの底辺４２Ｔの中央に位置する部分に
含まれている。すなわち、連結領域４５の＋ｘ側２４Ａの辺から凹部４２Ｔの上辺４２Ｔ
４までの列方向の距離と、連結領域４５の－ｘ側２４Ｂの辺から凹部４２Ｔの下辺４２Ｔ
３までの列方向の距離とは互いに等しい（図１０（ａ）に長さＤＡで示す）。
【０１６８】
　列方向のアライメントずれによって連結領域４５が列方向２４に沿って移動しても、凹
部４２Ｔの底辺４２Ｔ２の長さＴＹＡの範囲内であれば、１画素に対応するＡカラーフィ
ルタ４０の実質的な面積は一定値ＳＡに維持され、変化しない。
【０１６９】
　図１１に示すＢ列カラーフィルタ５０ａは、第１辺５１および第２辺５２を有する。ま
た、Ｂ列カラーフィルタ５０ａに含まれるカラーフィルタ（画素に対応する）５０は、第
１辺５１および第２辺５２ならびに第３辺５３および第４辺５４を有する。
【０１７０】
　図１１に示すＢカラーフィルタ列５０ａは、第２辺５２に、行方向２２に延びる長さＴ
ＸＢの上辺５２Ｔ４および下辺５２Ｔ３と、列方向２４に延びる長さＴＹＢの底辺５２Ｔ
２とで構成されるＴＦＴ遮光用凹部５２Ｔを有している。この凹部は長方形の形状を有し
ている。凹部を構成する上辺５２Ｔ４および下辺５２Ｔ３は行方向２２に互いに平行に延
びており、底辺５２Ｔ２は列方向２４に平行に延びている。
【０１７１】
　なお、凹部５２Ｔの形状は、凹部４２Ｔと同様に長方形に限られない。
【０１７２】
　凹部５２Ｔは、Ａ列カラーフィルタ４０ａの凹部４２Ｔと同じ位置に設けられている。
【０１７３】
　Ｂカラーフィルタ列５０ａの連結領域４５における第２辺４２は、Ｂ列カラーフィルタ
５０ａに設けられた凹部５２Ｔの底辺５２Ｔ２に含まれている。すなわち、連結領域５５
における第２辺５２と凹部５２Ｔの底辺５２Ｔ２とは、同じ線分で構成されている。
【０１７４】
　凹部５２Ｔの底辺５２Ｔ２の長さＴＹＢは、列方向のアライメントマージン以上の長さ
であり、凹部５２Ｔの下辺５２Ｔ３および上辺５２Ｔ４の長さＴＸＢは、行方向のアライ
メントマージン以上の長さである。
【０１７５】
　Ｂカラーフィルタ列５０ａは、ＴＦＴ遮光部用凹部５２Ｔに加えてさらに第１辺５１お
よび第２辺５２にそれぞれ凹部５１Ｒおよび５２Ｒを有している。
【０１７６】
　第１辺５１に設けられた凹部５１Ｒは、行方向の長さがＮＢ１で、列方向の長さがＭＢ
１である。第２辺５２に設けられた凹部５２Ｒは、行方向の長さがＮＢ２で、列方向の長
さがＭＢ２である。凹部５１Ｒおよび５２Ｒはいずれも長方形である。凹部５１Ｒを構成
する上辺５１Ｒ３、底辺５１Ｒ１および下辺５１Ｒ４のうち、上辺５１Ｒ３および下辺５
１Ｒ４は行方向２２に互いに平行に延びており、底辺５１Ｒ１は列方向２４に平行に延び
ている。同様に、凹部５２Ｒを構成する上辺５２Ｒ３、下辺５２Ｒ４および底辺５２Ｒ２
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のうち、上辺５２Ｒ３および下辺５２Ｒ４は行方向２２に互いに平行に延びており、底辺
５２Ｒ２は列方向２４に平行に延びている。
【０１７７】
　Ｂ列カラーフィルタ５０ａもＡ列カラーフィルタ４０ａと同様に、カラーフィルタ基板
とアクティブマトリクス基板とが理想的な配置で貼り合わせられたときに、連結領域５５
を軸として行方向に関して対称な形状を有している。
【０１７８】
　連結領域５５における第２辺５２は、凹部５２Ｔの底辺５２Ｔの中央に位置する部分に
含まれている。すなわち、連結領域５５の＋ｘ側２４Ａの辺から凹部５２Ｔの上辺５２Ｔ
４までの列方向の距離と、連結領域５５の－ｘ側２４Ｂの辺から凹部５２Ｔの下辺５２Ｔ
３までの列方向の距離とは互いに等しい（図１１（ａ）に長さＤＢで示す）。
【０１７９】
　列方向にアライメントずれが生じると、連結領域５５は列方向２４に沿って移動するが
、列方向２４のアライメントマージン内では、常に、連結領域５５の面積は等しい。した
がって、Ｂ列カラーフィルタ５０ａもＡ列カラーフィルタ４０ａと同様に、列方向にアラ
イメントずれが生じてもカラーフィルタの実質的な面積は変化しない。
【０１８０】
　図１０（ｂ）に示すように、Ａカラーフィルタ４０の第１辺４１のうちｙ方向（列方向
２４）に平行な部分の長さをＬ0

(A1)とし、第２辺４２のうちｙ方向に平行な部分の長さ
をＬ0

(A2)とする。第３辺４３のうちｘ方向（行方向２２）に平行な部分の長さをＬ0
(A3)

とし、第４辺４４のうちｘ方向に平行な部分の長さをＬ0
(A4)とする。

【０１８１】
　同様に、図１１（ｂ）に示すように、Ｂカラーフィルタ５０の第１辺５１のうちｙ方向
に平行な部分の長さをＬ0

(B1)とし、第２辺５２のうちｙ方向に平行な部分の長さをＬ0
(B

2)とする。第３辺５３のうちｘ方向に平行な部分の長さをＬ0
(B3)とし、第４辺５４のう

ちｘ方向に平行な部分の長さをＬ0
(B4)とする。

【０１８２】
　ここで、Ｌ0

(A2)は、第２辺４２のうちｙ方向に平行な部分から、Ａカラーフィルタお
よびＢカラーフィルタに共通に設けられているＴＦＴ遮光用凹部４２Ｔに含まれる部分の
長さを含まない。また、Ｌ0

(A3)およびＬ0
(A4)は、それぞれ、第３辺４３および第２辺４

４のうちｘ方向に平行な部分から、ＡカラーフィルタおよびＢカラーフィルタに共通に設
けられているＴＦＴ遮光用凹部４２Ｔに含まれる部分の長さを含まない。
【０１８３】
　同様に、Ｌ0

(B2)は、第２辺５２のうちｙ方向に平行な部分から、Ａカラーフィルタお
よびＢカラーフィルタに共通に設けられているＴＦＴ遮光用凹部５２Ｔに含まれる部分の
長さを含まない。また、Ｌ0

(B3)およびＬ0
(B4)は、それぞれ、第３辺５３および第２辺５

４のうちｘ方向に平行な部分から、ＡカラーフィルタおよびＢカラーフィルタに共通に設
けられているＴＦＴ遮光用凹部５２Ｔに含まれる部分の長さを含まない。
【０１８４】
　Ａカラーフィルタ４０の第１辺４１の最も＋ｘ方向側に位置する部分の長さをＬ(A1)と
し、第２辺４２の最も－ｘ方向側に位置する部分の長さをＬ(A2)とする。第３辺４３の最
も＋ｙ方向側に位置する部分の長さをＬ(A3)とし、第４辺４４の最も－ｙ方向側に位置す
る部分の長さをＬ(A4)とする。Ａカラーフィルタ４０は、ＴＦＴ遮光用の凹部４１Ｔ以外
の凹部を有していないので、Ｌ(A1)＝Ｌ0

(A1)、Ｌ(A2)＝Ｌ0
(A2)、Ｌ(A3)＝Ｌ0

(A3)、お
よびＬ(A4)＝Ｌ0

(A4)である。
【０１８５】
　同様に、Ｂカラーフィルタ５０の第１辺５１の最も＋ｘ方向側に位置する部分の長さを
Ｌ(B1)とし、第２辺５２の最も－ｘ方向側に位置する部分の長さをＬ(B2)とする。第３辺
５３の最も＋ｙ方向側に位置する部分の長さをＬ(B3)とし、第４辺５４の最も－ｙ方向側
に位置する部分の長さをＬ(B4)とする。上述したようにＢカラーフィルタ５０は、第１辺
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および第２辺にＴＦＴ遮光用の凹部４１Ｔに加えて凹部５１Ｒ、５２Ｒを有しているので
、Ｌ0

(B1)＞Ｌ(B1)およびＬ0
(B2)＞Ｌ(B2)であり、Ｌ0

(B1)＝Ｌ(B1)＋ＭＢ１、およびＬ0

(B2)＝Ｌ(B2)＋ＭＢ２である。
【０１８６】
　凹部５１Ｒおよび５２Ｒは、Ｌ(B1)／Ｌ(A1)＝ＳＢ／ＳＡおよびＬ(B2)／Ｌ(A2)＝ＳＢ
／ＳＡの関係を満たすように形成している。上記の関係式が成立するように凹部５１Ｒお
よび５２Ｒを形成することにより、カラーフィルタ基板に対するアクティブマトリクス基
板の行方向２２のずれ幅が凹部５１Ｒおよび凹部５２Ｒの行方向の幅以下の範囲では、ず
れ幅にかかわらず、表示に寄与するＡカラーフィルタ４０の面積とＢカラーフィルタ５０
の面積との比率を、Ａカラーフィルタ４０の面積ＳＡとＢカラーフィルタ５０の面積ＳＢ
との比率に等しくすることができる。
【０１８７】
　以上説明したように本実施形態のカラーフィルタ基板では、列方向にアライメントずれ
が生じた場合には、カラーフィルタの実質的な面積が変化しないように一定値に維持でき
、行方向にアライメントずれが生じた場合には、カラーフィルタの実質的な面積比率を維
持できる。したがって、列方向および行方向に同時にアライメントずれが生じても、カラ
ーフィルタの実質的な面積比率を維持でき、白の色度が所望の値から変動することがない
。
【０１８８】
　列方向２４にアライメントずれが生じてもカラーフィルタの実質的な面積が変化しない
カラーフィルタ基板の他の実施形態を説明する。
【０１８９】
　図１２（ａ）および（ｂ）は本実施形態のカラーフィルタ基板が有するカラーフィルタ
のうち、面積が最大であるＡカラーフィルタ４０を説明するための模式図である。図１３
（ａ）および（ｂ）は、Ａカラーフィルタ以外の任意のカラーフィルタ（例えばＢカラー
フィルタ５０）を説明するための模式図である。Ａカラーフィルタ４０の面積をＳＡとし
、Ｂカラーフィルタ５０の面積をＳＢとすると、ＳＡ＞ＳＢである。図１２（ｂ）および
図１３（ｂ）は、それぞれ、図１２（ａ）および図１３（ａ）に示したＡカラーフィルタ
およびＢカラーフィルタの形状を示している。
【０１９０】
　図１２（ａ）および図１３（ａ）は、カラーフィルタが形成されているカラーフィルタ
基板の一部分と、アクティブマトリクス基板に設けられるソースバスライン１４およびゲ
ートバスライン１５とをあわせて示している。
【０１９１】
　本実施形態のカラーフィルタ基板が有するカラーフィルタも、図１０および図１１に示
したカラーフィルタと同様に、列カラーフィルタを構成する。
【０１９２】
　本実施形態のカラーフィルタ基板が有する全てのカラーフィルタ列は、例えばアクティ
ブマトリクス基板に設けられるＴＦＴを遮光するためのＴＦＴ遮光用凹部を同じ位置に共
通に有しているとともに、さらに、面積調整用凹部を同じ位置に共通に有している。
【０１９３】
　図１２に示すＡカラーフィルタ列４０ａは、第２辺４２に、行方向２２に延びる長さＴ
ＸＡの上辺４２Ｔ４および下辺４２Ｔ３と、列方向２４に延びる長さＴＹＡの底辺４２Ｔ
２とで構成されるＴＦＴ遮光部用凹部４２Ｔを有している。
【０１９４】
　さらに、第１辺４１に、行方向２２に延びる長さＴＴＸＡの上辺４１Ｔ３および下辺４
１Ｔ４と、列方向２４に延びる長さＴＴＹＡの底辺４１Ｔ１とで構成される面積調整用凹
部４１Ｔを有している。
【０１９５】
　ＴＦＴ遮光部用凹部４２Ｔと面積調整用凹部４１Ｔとは、カラーフィルタ４０において
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対角線上に配置されている。
【０１９６】
　凹部４２Ｔおよび４１Ｔはいずれも長方形の形状を有している。凹部４２Ｔの上辺４２
Ｔ４および下辺４２Ｔ３は、行方向２２に互いに平行に延びている。同様に、凹部４１Ｔ
の上辺４１Ｔ３および下辺４１Ｔ４は、行方向２２に互いに平行に延びている。凹部４２
Ｔの底辺４２Ｔ２および凹部４１Ｔの底辺４１Ｔ２はいずれも列方向２４に平行に延びて
いる。
【０１９７】
　なお、凹部４２Ｔおよび４１Ｔの形状は、凹部４２Ｔおよび４１Ｔの列方向の長さが行
方向において実質的に一定であれば、すなわち、凹部４２Ｔの上辺４２Ｔ４と下辺Ｔ３と
の間の距離ＴＹＡおよび凹部４１Ｔの上辺４１Ｔ３と下辺Ｔ４との間の距離ＴＴＹＡが行
方向において実質的に一定であれば、長方形に限られない。
【０１９８】
　Ａカラーフィルタ列４０ａの連結領域４５における第２辺４２は、Ａ列カラーフィルタ
４０ａに設けられた凹部４２Ｔの底辺４２Ｔ２に含まれている。すなわち、連結領域４５
における第２辺４２と凹部４２Ｔの底辺４２Ｔ２とは、同じ線分で構成されている。
【０１９９】
　面積調整用凹部４１Ｔの上辺４１Ｔ３とＴＦＴ遮光部用凹部４２Ｔの下辺４２Ｔ３との
列方向の位置は互いに等しい。さらに、面積調整用凹部４１Ｔの行方向の幅ＴＴＸＡと、
ＴＦＴ遮光部用凹部４２Ｔの行方向の幅ＴＸＡとは互いに等しい。
【０２００】
　面積調整用凹部４１Ｔの列方向２４の幅ＴＴＹＡは、連結領域４５の列方向の幅以上の
である。
【０２０１】
　凹部４２Ｔの底辺４２Ｔ２の長さＴＹＡは、列方向のアライメントマージン以上の長さ
であり、凹部４２Ｔの下辺４２Ｔ３および上辺４２Ｔ４の長さＴＸＡは、行方向のアライ
メントマージン以上の長さである。
【０２０２】
　図１２に示すＡカラーフィルタ列４０ａは、カラーフィルタ基板とアクティブマトリク
ス基板とが理想的な配置で貼り合わせられるときに、図１０に示したＡカラーフィルタ列
４０ａに比べてより－ｙ方向側２４Ｂに連結領域４５を有しており、連結領域４５におけ
る第２辺４２がＴＦＴ遮光部用凹部４２Ｔの底辺４２Ｔ２の下端に含まれている。したが
って、ＴＦＴ遮光部用凹部４２Ｔだけでは、－ｙ方向側２４Ｂにアライメントずれが生じ
た場合に面積が変化してしまう。そこで、面積調整用凹部４１Ｔを形成することにより、
連結領域５５が－ｙ方向側２４Ｂに移動しても、連結領域５５の面積が等しくなるように
している。
【０２０３】
　結果として、図１２に示すＡカラーフィルタ列４０ａは、図１０に示したカラーフィル
タ列と同様に、列方向のアライメントずれによって連結領域４５が列方向２４に移動して
も、１画素に対応するＡカラーフィルタ４０の実質的な面積は一定値ＳＡに維持され、変
化しない。
【０２０４】
　図１３に示すＢカラーフィルタ列５０ａは、第２辺５２に、行方向２２に延びる長さＴ
ＸＢの上辺５２Ｔ４および下辺５２Ｔ３と、列方向２４に延びる長さＴＹＢの底辺５２Ｔ
２とで構成されるＴＦＴ遮光用凹部５２Ｔを有している。凹部は長方形の形状を有してい
る。凹部を構成する上辺５２Ｔ４および下辺５２Ｔ３は互いに行方向２２に平行に延びて
おり、底辺５２Ｔ２は列方向２４に平行に延びている。
【０２０５】
　Ｂカラーフィルタ列５０ａは、さらに、第１辺５１に、行方向２２に延びる長さＴＴＸ
Ｂの下辺５１Ｔ４および上辺５１Ｔ３と、列方向２４に延びる長さＴＴＹＢの底辺５１Ｔ
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２とで構成される面積調整用凹部５１Ｔを有している。
【０２０６】
　なお、凹部５１Ｔおよび５２Ｔの形状は、凹部４１Ｔおよび４２Ｔと同様に長方形に限
られない。凹部５１Ｔは、Ａ列カラーフィルタ４０ａの凹部４１Ｔと同じ位置に設けられ
ている。同様に、凹部５２Ｔは、Ａ列カラーフィルタ４０ａの凹部４２Ｔと同じ位置に設
けられている。
【０２０７】
　Ｂカラーフィルタ列５０ａの連結領域５５における第２辺５２は、Ｂ列カラーフィルタ
５０ａに設けられた凹部５２Ｔの底辺５２Ｔ２に含まれている。すなわち、連結領域５５
における第２辺５２と凹部５２Ｔの底辺５２Ｔ２とは、同じ線分で構成されている。凹部
５１Ｔの上辺５１Ｔ３と凹部５２Ｔの下辺５２Ｔ３との列方向の位置は互いに等しい。さ
らに、凹部５１Ｔの行方向の幅ＴＴＸＢと、凹部５２Ｔの行方向の幅ＴＸＢとは互いに等
しい。第１辺５１の凹部５１Ｔの列方向２４の幅ＴＴＹＢは、連結領域５５の列方向の幅
以上である。
【０２０８】
　凹部５２Ｔの底辺５２Ｔ２の長さＴＹＢは、Ａカラーフィルタ列４０ａの凹部４２Ｔの
底辺４２Ｔ２の長さＴＹＡと等しく、凹部５１Ｔの底辺５１Ｔ１の長さＴＴＹＢは、Ａカ
ラーフィルタ列４０ａの凹部４１Ｔの底辺４１Ｔ１の長さＴＴＹＡと等しい。凹部５２Ｔ
の下辺５２Ｔ３および上辺５２Ｔ４の長さＴＸＢは、行方向のアライメントマージン以上
の長さである。
【０２０９】
　Ｂカラーフィルタ列５０ａは、ＴＦＴ遮光用凹部５２Ｔおよび面積調整用凹部５１Ｔに
加えてさらに第１辺５１および第２辺５２にそれぞれ、凹部５１Ｒおよび５２Ｒを有して
いる。
【０２１０】
　第１辺５１に設けられた凹部５１Ｒは、行方向の長さがＮＢ１で、列方向の長さがＭＢ
１である。第２辺５２に設けられた凹部５２Ｒは、行方向の長さがＮＢ２で、列方向の長
さがＭＢ２である。凹部５１Ｒおよび５２Ｒはいずれも長方形である。凹部５１Ｒを構成
する上辺５１Ｒ３、底辺５１Ｒ１および下辺５１Ｒ４のうち、上辺５１Ｒ３および下辺５
１Ｒ４は行方向２２に互いに平行に延びており、底辺５１Ｒ１は列方向２４に平行に延び
ている。同様に、凹部５２Ｒを構成する上辺５２Ｒ３、下辺５２Ｒ４および底辺５２Ｒ２
のうち、上辺５２Ｒ３および下辺５２Ｒ４は行方向２２に互いに平行に延びており、底辺
５２Ｒ２は列方向２４に平行に延びている。
【０２１１】
　Ａカラーフィルタ列４０ａと同様にＢカラーフィルタ列５０ａでも、列方向にアライメ
ントずれが生じて連結領域５５が列方向２４に沿って移動しても、列方向２４のアライメ
ントマージン内では、常に、連結領域５５の面積は等しい。したがって、Ｂカラーフィル
タ列５０ａは、Ａカラーフィルタ列４０ａと同様に、列方向のアライメントずれによって
連結領域５５が列方向２４に移動しても、１画素に対応するＢカラーフィルタ５０の実質
的な面積は一定値ＳＢに維持され、変化しない。
【０２１２】
　図１０を参照して説明したのと同様に図１２に示すＡカラーフィルタ４０の各部分の長
さをＬ0

(A1)、Ｌ0
(A2)、Ｌ0

(A3)、およびＬ0
(A4)とする。また、図１１を参照して説明し

たのと同様に図１３に示すに示すＢカラーフィルタ５０の各部分の長さをＬ0
(B1)、Ｌ0

(B

2)、Ｌ0
(B3)およびＬ0

(B4)とする。
【０２１３】
　ここで、Ｌ0

(A1)およびＬ0
(A2)は、それぞれ、第１辺４１および第２辺４２のうちｙ方

向に平行な部分から、ＡカラーフィルタおよびＢカラーフィルタに共通に設けられている
ＴＦＴ遮光用凹部４２Ｔおよび面積調整用凹部４１Ｔに含まれる部分の長さを含まない。
また、Ｌ0

(A3)およびＬ0
(A4)は、それぞれ、第３辺４３および第２辺４４のうちｘ方向に
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平行な部分から、ＡカラーフィルタおよびＢカラーフィルタに共通に設けられているＴＦ
Ｔ遮光用凹部４２Ｔおよび面積調整用凹部４１Ｔに含まれる部分の長さを含まない。
【０２１４】
　同様に、Ｌ0

(B1)およびＬ0
(B2)は、それぞれ、第１辺５１および第２辺５２のうちｙ方

向に平行な部分から、ＡカラーフィルタおよびＢカラーフィルタに共通に設けられている
ＴＦＴ遮光用凹部５２Ｔおよび面積調整用凹部５１Ｔに含まれる部分の長さを含まない。
また、Ｌ0

(B3)およびＬ0
(B4)は、それぞれ、第３辺５３および第２辺５４のうちｘ方向に

平行な部分から、ＡカラーフィルタおよびＢカラーフィルタに共通に設けられているＴＦ
Ｔ遮光用凹部５２Ｔおよび面積調整用凹部５１Ｔに含まれる部分の長さを含まない。
【０２１５】
　図１０を参照して説明したのと同様に図１２に示すＡカラーフィルタ４０の各部分の長
さをＬ(A1)、Ｌ(A2)、Ｌ(A3)およびＬ(A4)とすると、Ａカラーフィルタ４０ではＬ(A1)＝
Ｌ0

(A1)、Ｌ(A2)＝Ｌ0
(A2)、Ｌ(A3)＝Ｌ0

(A3)、およびＬ(A4)＝Ｌ0
(A4)である。図１１を

参照して説明したのと同様に図１３に示すＢカラーフィルタ５０の各部分の長さをＬ(B1)

、Ｌ(B2)、Ｌ(B3)およびＬ(B4)とすると、Ｂカラーフィルタ５０では、Ｌ0
(B1)＞Ｌ(B1)

およびＬ0
(B2)＞Ｌ(B2)であり、Ｌ0

(B1)＝Ｌ(B1)＋ＭＢ１、およびＬ0
(B2)＝Ｌ(B2)＋Ｍ

Ｂ２である。
【０２１６】
　凹部５１Ｒおよび５２Ｒは、Ｌ(B1)／Ｌ(A1)＝ＳＢ／ＳＡおよびＬ(B2)／Ｌ(A2)＝ＳＢ
／ＳＡの関係を満たすように形成している。上記の関係式が成立するように凹部５１Ｒお
よび５２Ｒを形成することにより、カラーフィルタ基板に対するアクティブマトリクス基
板の行方向２２のずれ幅が凹部５１Ｒおよび凹部５２Ｒの行方向の幅以下の範囲では、ず
れ幅にかかわらず、表示に寄与するＡカラーフィルタ４０の面積とＢカラーフィルタ５０
の面積との比率を、Ａカラーフィルタ４０の面積ＳＡとＢカラーフィルタ５０の面積ＳＢ
との比率に等しくすることができる。
【０２１７】
　以上説明したように、本実施形態のカラーフィルタ基板でも、列方向にアライメントず
れが生じた場合には、カラーフィルタの実質的な面積が変化しないように一定値に維持で
き、行方向にアライメントずれが生じた場合には、カラーフィルタの実質的な面積比率を
維持できる。したがって、列方向および行方向に同時にアライメントずれが生じた場合で
あっても、カラーフィルタの実質的な面積比率を維持でき、白の色度が所望の値から変動
することがない。
【０２１８】
　図１４は、図１０および図１１に示したカラーフィルタを備えるカラーフィルタ基板１
００Ｄの平面図である。カラーフィルタ基板１００Ｄは、例えば赤、緑、青および白カラ
ーフィルタからなる４色のカラーフィルタを含んでいる。上記４色のカラーフィルタを有
するカラーフィルタ基板を用いて反射型液晶表示装置を構成すれば、３色のカラーフィル
タを有するカラーフィルタ基板を用いた場合に比べて、輝度および色度を向上できるとい
う効果がある（例えば特開２００１－２９６５２３号公報参照）。なお、図１４では、カ
ラーフィルタ基板１００Ｄに対向して貼り合わせられるアクティブマトリクス基板が備え
るソースバスライン１４とゲートバスライン１５とを合せて示している。
【０２１９】
　カラーフィルタ基板１００Ｄは、例えばガラスなどからなる基板１０２上に、Ａカラー
フィルタ４０、Ｂカラーフィルタ５０、Ｃカラーフィルタ６０およびＤカラーフィルタ７
０と、遮光層３０とを有している。Ａカラーフィルタ４０の面積ＳＡ、Ｂカラーフィルタ
５０の面積ＳＢ、Ｃカラーフィルタ６０の面積ＳＣおよびＤカラーフィルタ７０の面積Ｓ
Ｄは、例えばＳＡ＞ＳＢ＞ＳＣ＞ＳＤである。
【０２２０】
　各カラーフィルタは、隣接する画素の行に対応するカラーフィルタと、それらを互いに
連結する連結領域とによって、列カラーフィルタを構成している。すなわち、隣接するＡ
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カラーフィルタ４０と連結領域４５とによってＡ列カラーフィルタ４０ａが構成されてお
り、隣接するＢカラーフィルタ５０と連結領域５５とによってＢ列カラーフィルタ５０ａ
が構成されており、隣接するＣカラーフィルタ６０と連結領域６５とによってＣ列カラー
フィルタ６０ａが構成されており、隣接するＤカラーフィルタ７０と連結領域７５とによ
ってＤ列カラーフィルタ７０ａが構成されている。
【０２２１】
　行方向２２のアライメントマージンおよび列方向２４のアライメントマージンは、例え
ばいずれも±５μｍである。
【０２２２】
　基板１００Ｄが有する全てのカラーフィルタ列４０ａ、５０ａ、６０ａ、７０ａはそれ
ぞれ第２辺４２、５２、６２、７２にＴＦＴ遮光用の凹部４２Ｔ、５２Ｔ、６２Ｔ、７２
Ｔを同じ位置に共通に有している。ＴＦＴ遮光用の凹部４２Ｔの行方向の長さＴＸＡ、凹
部５２Ｔの行方向の長さＴＸＢ、凹部６２Ｔの行方向の長さＴＸＣおよび凹部７２Ｔの行
方向の長さＴＸＤは、行方向のアライメントマージン以上の大きさである。また、ＴＦＴ
遮光用の凹部４２Ｔの列方向の長さＴＹＡ、凹部５２Ｔの列方向の長さＴＹＢ、凹部６２
Ｔの列方向の長さＴＹＣおよび凹部７２Ｔの列方向の長さＴＹＤは、互いに等しく、列方
向のアライメントマージン以上の大きさである。
【０２２３】
　Ａ、Ｂ、ＣおよびＤ列カラーフィルタ列はそれぞれ、列方向にアライメントずれが生じ
ても面積がＳＡ、ＳＢ、ＳＣおよびＳＤのままで変化しないように設計されている。面積
が最大のＡ列カラーフィルタ列４０ａは、本実施形態のカラーフィルタ基板１００Ｄとア
クティブマトリクス基板とが理想的な配置で貼り合わせられたときに、連結領域４５を軸
として行方向に関して対称な形状を有している（Ｄ１＝Ｄ２）。
【０２２４】
　面積が最大のＡカラーフィルタ４０以外の全てのカラーフィルタＢ、ＣおよびＤカラー
フィルタは、ＴＦＴ遮光用の凹部に加えて、第１辺および第２辺にそれぞれ凹部を有して
いる。Ｂカラーフィルタ５０は、第１辺５１および第２辺５２にそれぞれ、凹部５１Ｒお
よび５２Ｒを有している。第１辺５１に設けられた凹部５１Ｒは、行方向の長さがＮＢ１
で、列方向の長さがＭＢ１である。第２辺５２に設けられた凹部５２Ｒは、行方向の長さ
がＮＢ２で、列方向の長さがＭＢ２である。Ｃカラーフィルタ６０は、第１辺６１および
第２辺６２にそれぞれ、凹部６１Ｒおよび６２Ｒを有している。第１辺６１に設けられた
凹部６１Ｒは、行方向の長さがＮＣ１で、列方向の長さがＭＣ１である。第２辺６２に設
けられた凹部６２Ｒは、行方向の長さがＮＣ２で、列方向の長さがＭＣ２である。Ｄカラ
ーフィルタ７０は、第１辺７１および第２辺７２にそれぞれ、凹部７１Ｒおよび７２Ｒを
有している。第１辺７１に設けられた凹部７１Ｒは、行方向の長さがＮＤ１で、列方向の
長さがＭＤ１である。第２辺７２に設けられた凹部７２Ｒは、行方向の長さがＮＤ２で、
列方向の長さがＭＤ２である。
【０２２５】
　各カラーフィルタの第１辺および第２辺に設けた上記凹部５１Ｒ、５２Ｒ、６１Ｒ、６
２Ｒ、７１Ｒ、７２Ｒはいずれも長方形であり、全て、列方向にアライメントずれが生じ
た場合でも、ゲートバスライン１５と重ならない位置に設けている。
【０２２６】
　図１４に示すように、Ａカラーフィルタ４０の第１辺４１の最も＋ｘ方向側（２２Ｂ）
に位置する部分とソースバスライン１４との間隔をδＸ１Ａとし、第２辺４２の最も－ｘ
方向側（２２Ａ）に位置する部分とソースバスライン１４との間隔をδＸ２Ａとする。Ｂ
カラーフィルタ５０についても同様にδＸ１ＢおよびδＸ２Ｂとし、Ｃカラーフィルタ６
０についても同様にδＸ１ＣおよびδＸ２Ｃとし、Ｄカラーフィルタ７０についても同様
にδＸ１ＤおよびδＸ２Ｄとする。
【０２２７】
　本カラーフィルタ基板１００Ｄでは、表示装置の明るさを確保するために、δＸ１Ａ＝
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δＸ１Ｂ＝δＸ１Ｃ＝δＸ１Ｄ＝－２μｍ、かつ、δＸ２Ａ＝δＸ２Ｂ＝δＸ２Ｃ＝δＸ
２Ｄ＝－２μｍとしている。すなわち、各カラーフィルタの第１辺の最も＋ｘ方向側に位
置する部分および第２辺の最も－ｘ方向側に位置する部分とソースバスライン１４とは同
じ幅だけ互いに重畳している。
【０２２８】
　本実施形態における行方向２２のアライメント精度は±５μｍであるので、各カラーフ
ィルタの第１辺および第２辺に設ける凹部の行方向の長さは、すべて７μｍ以上としてい
る。すなわち、ＮＢ１≧７．０、ＮＢ２≧７．０、ＮＣ１≧７．０、ＮＣ２≧７．０、Ｎ
Ｄ１≧７．０、ＮＤ２≧７．０である。
【０２２９】
　図１４に示すように、Ａカラーフィルタ４０の第１辺４１のうちｙ方向に平行な部分の
長さをＬ0

(A1)とし、第２辺４２のうちｙ方向に平行な部分の長さをＬ0
(A2)とする。第３

辺４３のうちｘ方向に平行な部分の長さをＬ0
(A3)とし、第４辺４４のうちｘ方向に平行

な部分の長さをＬ0
(A4)とする。同様に、Ｂカラーフィルタ５０の第１辺５１のうちｙ方

向に平行な部分の長さをＬ0
(B1)とし、第２辺５２のうちｙ方向に平行な部分の長さをＬ0

(B4)とする。第３辺５３のうちｘ方向に平行な部分の長さをＬ0
(B3)とし、第４辺５４の

うちｘ方向に平行な部分の長さをＬ0
(B4)とする。同様に、Ｃカラーフィルタ６０の第１

辺６１のうちｙ方向に平行な部分の長さをＬ0
(C1)とし、第２辺６２のうちｙ方向に平行

な部分の長さをＬ0
(C4)とする。第３辺６３のうちｘ方向に平行な部分の長さをＬ0

(C3)と
し、第４辺６４のうちｘ方向に平行な部分の長さをＬ0

(C4)とする。同様に、Ｄカラーフ
ィルタ７０の第１辺７１のうちｙ方向に平行な部分の長さをＬ0

(D1)とし、第２辺７２の
うちｙ方向に平行な部分の長さをＬ0

(D4)とする。第３辺７３のうちｘ方向に平行な部分
の長さをＬ0

(D3)とし、第４辺７４のうちｘ方向に平行な部分の長さをＬ0
(D4)とする。

【０２３０】
　ここで、Ｌ0

(A1)～Ｌ0
(A4)、Ｌ0

(B1)～Ｌ0
(B4)、Ｌ0

(C1)～Ｌ0
(C4)、およびＬ0

(D1)～
Ｌ0

(D4)は、全てのカラーフィルタに共通に設けられているＴＦＴ遮光用凹部４２Ｔ、５
２Ｔ、６２Ｔおよび７２Ｔに含まれる部分の長さを含まない。
【０２３１】
　本カラーフィルタ基板１００Ｄでは、Ｌ0

(A1)＝Ｌ0
(B1)＝Ｌ0

(C1)＝Ｌ0
(D1)、かつ、Ｌ

0
(A2)＝Ｌ0

(B2)＝Ｌ0
(C2)＝Ｌ0

(D2)である。
【０２３２】
　Ａカラーフィルタ４０の第１辺４１の最も＋ｘ方向側に位置する部分の長さをＬ(A1)と
し、第２辺４２の最も－ｘ方向側に位置する部分の長さをＬ(A2)とする。第３辺４３の最
も＋ｙ方向側に位置する部分の長さをＬ(A3)とし、第４辺４４の最も－ｙ方向側に位置す
る部分の長さをＬ(A4)とする。
【０２３３】
　同様に、Ｂカラーフィルタ５０の所定の部分の長さをＬ(B1)、Ｌ(B2)、Ｌ(B3)およびＬ

(B4)とし、Ｃカラーフィルタ６０の所定の部分の長さをＬ(C1)、Ｌ(C2)、Ｌ(C3)およびＬ

(C4)としを、Ｄカラーフィルタ７０の所定の部分の長さをＬ(D1)、Ｌ(D2)、Ｌ(D3)および
Ｌ(D4)とする。
【０２３４】
　Ａカラーフィルタ４０は、ＴＦＴ遮光用の凹部４１Ｔ以外の凹部を有していないので、
Ｌ(A1)＝Ｌ0

(A1)、Ｌ(A2)＝Ｌ0
(A2)、Ｌ(A3)＝Ｌ0

(A3)、およびＬ(A4)＝Ｌ0
(A4)である。

【０２３５】
　Ｂ、ＣおよびＤカラーフィルタは、第１辺および第２辺に凹部を有しているので、
Ｌ0

(B1)＝Ｌ(B1)＋ＭＢ１、Ｌ0
(B2)＝Ｌ(B2)＋ＭＢ２

Ｌ0
(C1)＝Ｌ(C1)＋ＭＣ１、Ｌ0

(C2)＝Ｌ(C2)＋ＭＣ２
Ｌ0

(D1)＝Ｌ(D1)＋ＭＢ１、Ｌ0
(D2)＝Ｌ(D2)＋ＭＤ２

である。
【０２３６】
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　凹部５１Ｒ、５２Ｒ、６１Ｒ、６２Ｒ、７１Ｒ、７２Ｒは、
Ｌ(B1)／Ｌ(A1)＝Ｌ(B2)／Ｌ(A2)＝ＳＢ／ＳＡ
Ｌ(C1)／Ｌ(A1)＝Ｌ(C2)／Ｌ(A2)＝ＳＣ／ＳＡ
Ｌ(D1)／Ｌ(A1)＝Ｌ(D2)／Ｌ(A2)＝ＳＤ／ＳＡ
の関係を満たすように形成している。
【０２３７】
　上記の関係式が成立するように凹部を形成することにより、カラーフィルタ基板に対す
るアクティブマトリクス基板の行方向２２のずれ幅がアライメントマージン以下の範囲で
は、ずれ幅にかかわらず、行方向２２Ａおよび２２Ｂのうちのいずれの方向であっても、
表示に寄与するＡカラーフィルタ４０と、Ｂカラーフィルタ５０と、Ｃカラーフィルタ６
０と、Ｄカラーフィルタ７０との面積の比率を、Ａカラーフィルタ４０の面積ＳＡと、Ｂ
カラーフィルタ５０の面積ＳＢと、Ｃカラーフィルタ６０の面積ＳＣと、Ｄカラーフィル
タ７０の面積ＳＤとの比率に等しくすることができる。
【０２３８】
　上述したように、各カラーフィルタ列は、列方向にアライメントずれが生じても各カラ
ーフィルタの実質的な面積が変化しない。したがって、本実施形態のカラーフィルタ基板
を用いて液晶表示装置を作製した場合、何れの方向にアライメントがずれた場合でも、各
カラーフィルタの面積比を一定に保つことができ、ホワイトバランスのみならず、全表示
色の色度を一定に保つことができる。
【０２３９】
　図８から図１４は、アライメントずれなく理想的にカラーフィルタ基板とアクティブマ
トリクス基板とが貼り合わせられた場合について図示した。
【０２４０】
　以上の説明では、カラーフィルタの凹部、ＴＦＴに対応する領域（ＴＦＴ遮光部）、お
よび隣接するカラーフィルタの間隙等に遮光部が設けられたカラーフィルタ基板を例示し
たが、本実施形態のカラーフィルタ基板は遮光部を有していなくてもよい。
【０２４１】
　例えば遮光部を設ける代わりに、遮光機能をほとんど有しない白色着色層（例えば透明
樹脂層）を設けてもよい。また、白色着色層を設けずにガラス基板の表面を剥き出しにし
てもよい。液晶表示装置における白色着色層の色度、あるいは剥き出しのガラス基板の部
分の色度と、液晶表示装置全体の白表示時色度を一致させた上で、カラーフィルタの所定
の辺に凹部を設ければ、アライメントずれが生じた場合に白表示時の色度の変化を抑制で
きる。特に、アライメントずれが生じた場合にカラーフィルタの実質的な面積比率が変化
しないように各カラーフィルタを設計すれば、アライメントずれが生じた場合に白表示時
の色度を一定に保つことができる。白色着色層の輝度、あるいは剥き出しのガラス基板の
部分の輝度と、液晶表示装置全体の白表示時の輝度とを一致させておく必要はない。
【０２４２】
　なお、赤、緑、青、白からなる４色のカラーフィルタを用いてカラーフィルタ基板を作
製する場合にも、遮光部を設けるかわりに、白色着色層を配置するか、基板をむき出しに
してもよい。ただし、白色カラーフィルタと遮光部の代わりに設けられる白色着色層とは
区別されないので、図１４に示すカラーフィルタ基板１００Ｄとは異なり、白色カラーフ
ィルタには面積を調整するために凹部を設ける必要がない。
【０２４３】
　上記では、画素が長方形の形状を有する場合を例に説明を行ったが、本実施形態のカラ
ーフィルタ基板の画素形状は長方形に限定されない。また、カラーフィルタの凹部の位置
や形状は、図示したものに限定されず、画素形状およびアライメントマージンを考慮して
、適宜選択される。
【０２４４】
　図１、５および６に示したカラーフィルタ基板１００ＡからＣは、図１４に示したカラ
ーフィルタ基板１００Ｄと同様に４色のカラーフィルタを有するカラーフィルタ基板に適
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用できる。また、図１４に示したカラーフィルタ基板１００Ｄは、図１、５および６に示
したカラーフィルタ基板１００ＡからＣと同様に３色のカラーフィルタを有するカラーフ
ィルタ基板に適用できる。図１、５、６および１４に示したカラーフィルタ基板１００Ａ
からＤは、３色および４色以外にも、例えば、赤、緑、青、シアン、マゼンダおよびイエ
ローカラーフィルタからなる６色のカラーフィルタを有するカラーフィルタ基板にも適用
できる。上記６色のカラーフィルタを用いれば、３色のカラーフィルタを用いたカラーフ
ィルタ基板に比べて自然な中間色を発色できるという効果がある。６色のカラーフィルタ
列を有するカラーフィルタ基板の詳細は、例えば特開２００２－２８６９２７号公報に説
明されている。
【産業上の利用可能性】
【０２４５】
　本発明は、透過型、反射型、透過反射両用型（半透過型）などの種々の液晶表示装置に
適用できる。また、カラーフィルタの配列に限定されず、ストライプ配列以外の配列（例
えばデルタ配列）にも適用できる。さらに、液晶表示装置の表示モードにも限定されず、
ＴＮ型をはじめ、ＭＶＡやＩＰＳなどの種々の表示モードに適用できる。さらに、液晶層
以外の表示媒体層、例えば電気泳動層などを有する他のタイプの表示装置を含む種々のカ
ラー表示装置に用いることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０２４６】
【図１】本発明の一実施形態のカラーフィルタ基板の平面図である。
【図２】比較例のカラーフィルタ基板の平面図である。
【図３】アライメントずれが生じなかった場合における、比較例のカラーフィルタ基板の
断面図である。
【図４】アライメントずれが生じた場合における、比較例のカラーフィルタ基板の断面図
である。
【図５】本発明の実施形態の改変例のカラーフィルタ基板の平面図である。
【図６】本発明の実施形態の改変例のカラーフィルタ基板の平面図である。
【図７】図１のカラーフィルタ基板の製造方法を説明するための図である。
【図８】本発明の一実施形態のカラーフィルタ基板が有するＮカラーフィルタを説明する
ための図である。
【図９】本発明の一実施形態のカラーフィルタ基板が有するＡカラーフィルタを説明する
ための図である。
【図１０】（ａ）および（ｂ）は本発明の一実施形態のカラーフィルタ基板が有するカラ
ーフィルタを説明するための図である。
【図１１】（ａ）および（ｂ）は本発明の一実施形態のカラーフィルタ基板が有するカラ
ーフィルタを説明するための図である。
【図１２】（ａ）および（ｂ）は本発明の一実施形態のカラーフィルタ基板が有するカラ
ーフィルタを説明するための図である。
【図１３】（ａ）および（ｂ）は本発明の一実施形態のカラーフィルタ基板が有するカラ
ーフィルタを説明するための図である。
【図１４】本発明の一実施形態のカラーフィルタ基板を説明するための図である。
【図１５】一般的なアクティブマトリクス型液晶表示装置の断面図である。
【符号の説明】
【０２４７】
　１０　　アクティブマトリクス基板
　１２　　透明基板
　１４　　ソースバスライン
　１５　　ゲートバスライン
　１６　　透明画素電極
　２０　　液晶層
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　２２　　行方向
　２４　　列方向
　３０　　遮光層
　３０Ａ　　遮光部
　３０Ｂ　　遮光部
　４０　　Ａカラーフィルタ
　４０ａ　　Ａカラーフィルタ列
　４１　　Ａカラーフィルタの第１辺
　４１Ｒ　　第１辺の凹部
　４２　　Ａカラーフィルタの第２辺
　４２Ｒ　　第２辺の凹部
　４３　　Ａカラーフィルタの第３辺
　４３Ｒ　　第３辺の凹部
　４４　　Ａカラーフィルタの第４辺
　４４Ｒ　　第４辺の凹部
　５０　　Ｂカラーフィルタ
　５０ａ　　Ｂカラーフィルタ列
　５１　　Ｂカラーフィルタの第１辺
　５１Ｒ　　第１辺の凹部
　５２　　Ｂカラーフィルタの第２辺
　５２Ｒ　　第２辺の凹部
　５３　　Ｂカラーフィルタの第３辺
　５３Ｒ　　第３辺の凹部
　５４　　Ｂカラーフィルタの第４辺
　５４Ｒ　　第４辺の凹部
　６０　　Ｃカラーフィルタ
　６０ａ　　Ｃカラーフィルタ列
　６１　　Ｃカラーフィルタの第１辺
　６１Ｒ　　第１辺の凹部
　６２　　Ｃカラーフィルタの第２辺
　６２Ｒ　　第２辺の凹部
　６３　　Ｃカラーフィルタの第３辺
　６３Ｒ　　第３辺の凹部
　６４　　Ｃカラーフィルタの第４辺
　６４Ｒ　　第４辺の凹部
　７０　　Ｄカラーフィルタ
　７０ａ　　Ｄカラーフィルタ列
　７１　　Ｄカラーフィルタの第１辺
　７１Ｒ　　第１辺の凹部
　７２　　Ｄカラーフィルタの第２辺
　７２Ｒ　　第２辺の凹部
　７３　　Ｃカラーフィルタの第３辺
　７３Ｒ　　第３辺の凹部
　７４　　Ｄカラーフィルタの第４辺
　７４Ｒ　　第４辺の凹部
　１００Ａ　　カラーフィルタ基板
　１００Ｂ　　カラーフィルタ基板
　１００Ｃ　　カラーフィルタ基板
　１００Ｄ　　カラーフィルタ基板
　３００　　カラーフィルタ基板
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　３０２　　基板
　３３０Ｂ　　遮光部
　３４０　　Ａカラーフィルタ
　３５０　　Ｂカラーフィルタ
　３６０　　Ｃカラーフィルタ

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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