
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向配置された第１基板と第２基板からなる一対の基板と、該一対の基板間に挟
持された液晶層と、前記第２基板の内面に設けられ、前記第１基板側からの入射光を反射
する反射膜と、前記反射膜よりも上側に設けられ、表示領域を構成する各ドットに対応し
て異なる色の複数の色素層が配列されたカラーフィルターと、前記第２基板の外面側に設
けられた照明手段とを有し、各ドット毎に前記反射膜が存在する反射領域と前記反射膜が
存在しない透過領域とにより表示を行う半透過反射型の液晶表示装置であって、
　前記カラーフィルターの色素層が、前記各ドット内における前記反射領域および前記透
過領域と平面的に重なる領域に設けられ、
　前記反射膜が、一方向に配列された複数のドットからなるドット行毎もしくはドット列
毎にこれら複数のドットの配列方向に延在するようにストライプ状に形成されるとともに
、各ドット毎に前記反射膜の拡幅部が設けられ、前記各ドット内の前記反射膜の拡幅部と
平面的に重なる領域の少なくとも一部に、前記カラーフィルターの色素層が存在しない非
着色領域が設けられたことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記反射領域と前記透過領域とに位置する透明導電膜が前記反射膜の少なくとも上面を
覆うように積層され、前記透明導電膜と前記反射膜との積層膜が、前記ドット行方向また
は前記ドット列方向に延在するストライプ状電極を構成することを特徴とする請求項１に
記載の液晶表示装置。
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【請求項３】
　前記異なる色に対応するドットのうち、少なくとも一つの色に対応する各ドットにおけ
る前記非着色領域の面積が、他の色に対応する各ドットにおける前記非着色領域の面積と
異なることを特徴とする請求項１または２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記異なる色の複数の色素層は、赤色層と緑色層と青色層とからなり、前記緑色層に対
応する各ドットにおける前記非着色領域の面積が、前記赤色層および前記青色層に対応す
る各ドットにおける前記非着色領域の面積よりも大きいことを特徴とする請求項３に記載
の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記異なる色に対応するドットのうち、少なくとも一つの色に対応する各ドットにおけ
る前記透過領域の面積が、他の色に対応する各ドットにおける前記透過領域の面積と異な
ることを特徴とする請求項３または４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記異なる色の複数の色素層は、赤色層と緑色層と青色層とからなり、前記緑色層に対
応するドットにおける前記透過領域の面積が、前記赤色層および前記青色層に対応するド
ットにおける前記透過領域の面積よりも小さいことを特徴とする請求項３に記載の液晶表
示装置。
【請求項７】
　互いに対向配置された第１基板と第２基板からなる一対の基板と、該一対の基板間に挟
持された液晶層と、前記第２基板の内面に設けられ、前記第１基板側からの入射光を反射
する反射膜と、前記第１基板の内面に設けられ、表示領域を構成する各ドットに対応して
異なる色の複数の色素層が配列されたカラーフィルターと、前記第２基板の外面側に設け
られた照明手段とを有し、各ドット毎に前記反射膜が存在する反射領域と前記反射膜が存
在しない透過領域とにより表示を行う半透過反射型の液晶表示装置であって、
　前記カラーフィルターの色素層が、前記各ドット内における前記反射領域および前記透
過領域と平面的に重なる領域に設けられ、
　前記反射膜が、一方向に配列された複数のドットからなるドット行毎もしくはドット列
毎にこれら複数のドットの配列方向に延在するようにストライプ状に形成されるとともに
、各ドット毎に前記反射膜の拡幅部が設けられ、
　前記各ドットにおいて前記反射膜の拡幅部と平面的に重なる領域の少なくとも一部に、
前記カラーフィルターの色素層が存在しない非着色領域が設けられ、前記反射領域の縁と
それに相対する前記非着色領域の縁との間の寸法が、１５μｍよりも大きくされたことを
特徴とする液晶表示装置。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか一項に記載の液晶表示装置を備えたことを特徴とする電子
機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶表示装置および電子機器に関し、特に反射モードのみならず、透過モード
時にも十分に明るい表示が可能な優れた視認性を有する半透過反射型の液晶表示装置の構
成に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
反射型の液晶表示装置は、バックライト等の光源を持たないために消費電力が小さく、従
来から種々の携帯電子機器などに多用されている。ところが、反射型の液晶表示装置は、
自然光や照明光などの外光を利用して表示を行うため、暗い場所では表示を視認するのが
難しいという問題があった。そこで、明るい場所では通常の反射型液晶表示装置と同様に
外光を利用し、暗い場所ではバックライト等の内部の光源により表示を視認可能にした液
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晶表示装置が提案されている。つまり、この液晶表示装置は、反射型と透過型を兼ね備え
た表示方式を採用しており、周囲の明るさに応じて反射モードまたは透過モードのいずれ
かの表示方式に切り替えることにより、消費電力を低減しつつ周囲が暗い場合でも明瞭な
表示を行うことができるものである。以下、本明細書では、この種の液晶表示装置のこと
を「半透過反射型液晶表示装置」という。
【０００３】
また近年、携帯型電子機器やＯＡ機器などの発展に伴って、液晶表示のカラー化が要求さ
れるようになっている。そして、上述の半透過反射型液晶表示装置の分野においても、カ
ラー化が要求される場合が多くなっている。この要求を満足する半透過反射型カラー液晶
表示装置として、上基板、下基板のいずれかにカラーフィルターを備えたものが提案され
ている。この種の半透過反射型カラー液晶表示装置の場合、反射モードにおいては上基板
側から入射した外光は、カラーフィルターを透過した後、反射層で反射され、再度カラー
フィルターを透過するようになっている。一方、透過モードにおいては、バックライト等
の照明手段により下基板側から入射した照明光がカラーフィルターを透過するようになっ
ている。通常の構成では、反射モードでも透過モードでも同一のカラーフィルターを用い
て表示が行われる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このような半透過反射型カラー液晶表示装置においては、上述したように、反射モード時
には２回、透過モード時には１回、入射光がカラーフィルターを透過することにより、カ
ラー表示が得られるようになっている。このため、例えばカラーフィルターを２回透過す
る反射モード時の色を重視して淡い色のカラーフィルターを備えた場合には、カラーフィ
ルターを１回しか透過しない透過モード時に発色の良い表示を得ることは困難である。し
かしながら、この問題を解決すべく、カラーフィルターを１回透過する透過モード時の色
を重視して濃い色のカラーフィルターを備えた場合には、カラーフィルターを２回透過す
る反射モードの表示が暗くなるため、充分な視認性が得られなくなってしまう。このよう
に、従来の半透過反射型カラー液晶表示装置では、反射モード時にも透過モード時にも同
様に発色が良く、視認性の高い表示を得ることは困難であった。
【０００５】
本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであって、半透過反射型カラー液晶
表示装置において、反射モード時にも透過モード時にも発色が良く、視認性の高い表示が
得られる液晶表示装置を提供することを目的とする。また、本発明は、優れた視認性を有
する上記液晶表示装置を備えた電子機器を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明の液晶表示装置は、互いに対向配置された第１基板
と第２基板からなる一対の基板と、該一対の基板間に挟持された液晶層と、前記第２基板
の内面に設けられ、前記第１基板側からの入射光を反射する反射膜と、前記反射膜よりも
上側に設けられ、表示領域を構成する各ドットに対応して異なる色の複数の色素層が配列
されたカラーフィルターと、前記第２基板の外面側に設けられた照明手段とを有し、各ド
ット毎に前記反射膜が存在する反射領域と前記反射膜が存在しない透過領域とにより表示
を行う半透過反射型の液晶表示装置であって、前記カラーフィルターの色素層が、前記各
ドット内における前記反射領域および前記透過領域と平面的に重なる領域に設けられ、前
記反射膜が、一方向に配列された複数のドットからなるドット行毎もしくはドット列毎に
これら複数のドットの配列方向に延在するようにストライプ状に形成されるとともに、各
ドット毎に前記反射膜の拡幅部が設けられ、前記各ドット内の前記反射膜の拡幅部と平面
的に重なる領域の少なくとも一部に、前記カラーフィルターの色素層が存在しない非着色
領域が設けられたことを特徴とする。
【０００７】
本発明者らは、１つの画素を構成する異なる色に対応する各ドット内に反射膜が存在する
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領域（以下、反射領域という）と反射膜が存在しない領域（以下、透過領域という）とを
設けるとともに、反射領域内にカラーフィルターの色素層が存在しない領域（以下、非着
色領域という）を設けた構成の液晶表示装置を既に提案している。
【０００８】
この構成においては、反射モード時に上基板側から入射する光の一部は非着色領域を透過
することになり、反射モード時にカラーフィルターを２回透過することによって得られる
光は、非着色領域を透過する着色されない光と色素層が存在する領域（以下、着色領域と
いう）を透過する着色された光とが重畳されたものとなる。一方、透過モード時に照明手
段から出射されて透過領域を透過する光は全て着色領域を透過することになり、透過モー
ド時にカラーフィルターを１回透過することによって得られる光は全て着色された光とな
る。このようにして、反射モード時にカラーフィルターを２回透過して得られる光と、透
過モード時にカラーフィルターを１回透過して得られる光との色の濃淡差を小さくするこ
とができるので、カラーフィルターの色素層を最適化することで反射モード時にも透過モ
ード時にも発色が良く、視認性の高い表示を得ることができる。
【０００９】
本発明の液晶表示装置は、基本的な構成は上記のものと同様である。すなわち、各ドット
内に反射領域と透過領域とがあり、反射領域内に非着色領域がある構成となっているため
、上述した通りの作用により、反射モード時にも透過モード時にも発色が良く、視認性の
高い表示を得ることができる。
【００１０】
ところで、本発明者らが既に提案した液晶表示装置の構成を普通に実現しようとすると、
製造プロセスにおいて非着色領域の面積のバラツキが大きくなったり、反射領域と非着色
領域とのアライメントズレが生じる等の問題が発生する恐れがあった。その結果、１つの
液晶表示装置の表示面内で表示ムラや色ムラが発生する、あるいは複数の液晶表示装置間
での表示特性のバラツキが発生する、等の原因となることが考えられる。
【００１１】
そこで、本発明の液晶表示装置は、上記の問題の解決策として、反射膜の形状を特有のも
のに限定したことと、その反射膜に対する非着色領域の形成位置を限定したことを特徴点
とした。すなわち、既に提案されたもの以外の本発明の特徴部分は、反射膜の形状を、一
方向に配列された複数のドットからなる行毎もしくは列毎にこれら複数のドットの配列方
向に延在するストライプ状とするとともに各ドット毎にそれ以外の部分よりも幅広の拡幅
部を設けたこと、および、非着色領域を各ドットの反射膜の拡幅部と平面的に重なる領域
に配置したことである。
【００１２】
この構成によれば、製造プロセスにおいて非着色領域の面積のバラツキや反射領域と非着
色領域とのアライメントズレを低減することができ、その結果、表示特性のバラツキを抑
えることができる。なお、既に提案された液晶表示装置の構成において非着色領域の面積
のバラツキや反射領域と非着色領域とのアライメントズレ等の問題が発生しやすい理由、
および、本発明の液晶表示装置の構成においてこの問題が解決できる理由については、こ
の後の［発明の実施の形態］の項で図面を用いて詳しく説明する。
【００１３】
また、本発明の液晶表示装置においては、前記反射領域と前記透過領域とに位置する透明
導電膜を前記反射膜の少なくとも上面を覆うように積層し、これら透明導電膜と反射膜と
の積層膜で、前記ドット行方向または前記ドット列方向に延在するストライプ状電極を構
成することができる。
【００１４】
この構成においては、透明導電膜と反射膜の双方が協働してストライプ状電極を構成して
いるので、透過領域に位置する透明導電膜の存在により透過領域上の液晶層に対しても電
界印加が支障なく行われるとともに、通常、透明導電膜よりも比抵抗が小さい金属からな
る反射膜の存在により電極全体の抵抗値を下げられるという効果が得られる。このように
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して、パッシブマトリクス方式の液晶表示装置、または薄膜ダイオード（ Thin Film Diod
e,以下、ＴＦＤと略記する）をスイッチング素子としたアクティブマトリクス方式の液晶
表示装置におけるストライプ電極を構成することができる。
【００１５】
また、異なる色に対応するドットのうち、少なくとも一つの色に対応する各ドットにおけ
る非着色領域の面積が、他の色に対応する各ドットにおける非着色領域の面積と異なるよ
うにしてもよい。
【００１６】
この構成によれば、異なる色に対応するドット毎に反射率と各色光の彩度を調整すること
ができるので、反射光全体としての反射率と色度（例えば白表示時の色相）を適宜調整す
ることができ、反射モード時の表示の明るさ、色などの表示品位を高めることができる。
【００１７】
より具体的には、前記異なる色の複数の色素層が赤色層と緑色層と青色層とからなる場合
、緑色層に対応する各ドットにおける非着色領域の面積を、赤色層および青色層に対応す
る各ドットにおける非着色領域の面積よりも大きくすることが望ましい。
【００１８】
緑色光は、赤色光や青色光と比べて人間の目にとってはるかに高い視感度を持っている。
したがって、緑色の各ドットにおける非着色領域の面積を赤色や青色の各ドットにおける
非着色領域の面積よりも大きく設定することによって、反射光全体として見たときの反射
率と色再現性を向上させることができる。
【００１９】
さらに上記の構成を採用した上で、異なる色に対応するドットのうち、少なくとも一つの
色に対応する各ドットにおける透過領域の面積が、他の色に対応する各ドットにおける透
過領域の面積と異なるようにしてもよい。
【００２０】
この構成によれば、異なる色に対応するドット毎に透過率と各色光の彩度を調整すること
ができるので、透過光全体としての透過率と色度（例えば白表示時の色相）を適宜調整す
ることができる。したがって、上記の非着色領域の面積の調整と合わせて行うことによっ
て反射率、透過率、反射光の色度、透過光の色度等の光学特性をそれぞれ調整することが
できるので、反射モード時と透過モード時の表示品位をバランス良く最適化することがで
きる。
【００２１】
より具体的には、前記異なる色の複数の色素層が赤色層と緑色層と青色層とからなる場合
、緑色層に対応するドットにおける透過領域の面積を、赤色層および青色層に対応するド
ットにおける透過領域の面積よりも小さくすることが望ましい。
【００２２】
上述したように、緑色光は赤色光や青色光と比べて高い視感度を持っているため、緑色の
各ドットにおける透過領域の面積を赤色や青色の各ドットにおける透過領域の面積よりも
小さく設定しても色バランスが悪くなることがなく、その上で充分な透過率を維持するこ
とができる。
【００２３】
　本発明の他の液晶表示装置は、互いに対向配置された第１基板と第２基板からなる一対
の基板と、該一対の基板間に挟持された液晶層と、前記第２基板の内面に設けられ、前記
第１基板側からの入射光を反射する反射膜と、前記第１基板の内面に設けられ、表示領域
を構成する各ドットに対応して異なる色の複数の色素層が配列されたカラーフィルターと
、前記第２基板の外面側に設けられた照明手段とを有し、各ドット毎に前記反射膜が存在
する反射領域と前記反射膜が存在しない透過領域とにより表示を行う半透過反射型の液晶
表示装置であって、前記カラーフィルターの色素層が、前記各ドット内における前記反射
領域および前記透過領域と平面的に重なる領域に設けられ、前記反射膜が、一方向に配列
された複数のドットからなるドット行毎もしくはドット列毎にこれら複数のドットの配列
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方向に延在するようにストライプ状に形成されるとともに、各ドット毎に前記反射膜の拡
幅部が設けられ、前記各ドットにおいて前記反射膜の拡幅部と平面的に重なる領域の少な
くとも一部に、前記カラーフィルターの色素層が存在しない非着色領域が設けられ、前記
反射領域の縁とそれに相対する前記非着色領域の縁との間の寸法が、１５μｍよりも大き
くされたことを特徴とする。
【００２４】
この構成によれば、反射領域の縁とそれに相対する非着色領域の縁との間の寸法を１５μ
ｍよりも大きくしたことによって、非着色領域が透過領域側にはみ出して所望の光学特性
が得られないといったこともなく、アライメント余裕が大きくなり、貼り合わせズレに強
い構造となるのと同時に所望の光学特性が得られやすくなる。詳細は［実施例］の項で説
明する。
【００２５】
本発明の電子機器は、上記本発明の液晶表示装置を備えたことを特徴とする。この構成に
よれば、反射モード時にも透過モード時にも発色が良く、視認性に優れた液晶表示部を備
えた電子機器を提供することができる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
［第１の実施の形態］
以下、本発明の第１の実施の形態を図１、図２を参照して説明する。
本実施の形態の液晶表示装置は、パッシブマトリクス方式の半透過反射型カラー液晶表示
装置の例である。
図１は本実施の形態の液晶表示装置の概略構成を示す断面図、図２は表示領域を構成する
複数の画素を拡大視した平面図、である。なお、以下の図面においては、図面を見やすく
するため、各構成要素の膜厚や寸法の比率などは適宜異ならせてある。
【００２７】
　本実施の形態の液晶表示装置１は、図１に示すように、液晶セル２とバックライト３（
照明手段）とを備えたものである。液晶セル２は、下基板４（第２基板）と上基板５（第
１基板）とがシール材６を介して対向配置され、これら上基板５、下基板４、シール材６
に囲まれた空間にＳＴＮ（ Super Twisted Nematic）液晶などからなる液晶層７が封入さ
れており、液晶セル２の後面側（下基板の外面側）にバックライト３が配置されている。
【００２８】
ガラスやプラスチックなどの透光性材料からなる下基板４の内面側に、アルミニウムまた
はその合金、銀またはその合金等の光反射率の高い金属膜からなる反射膜８上にインジウ
ム錫酸化物（ Indium Tin Oxide, 以下、ＩＴＯと略記する）等の透明導電膜９が積層され
た２層構造のセグメント電極１０が紙面を貫通する方向にストライプ状に形成されている
。そして、その上に例えば表面にラビング処理が施されたポリイミド等からなる配向膜１
１が形成されている。本実施の形態の場合、セグメント電極１０の構成は、反射膜８の上
面のみに透明導電膜９が積層されただけではなく、透明導電膜９が反射膜８の側面も覆う
ように反射膜８のパターン幅よりも透明導電膜９のパターン幅の方が大きく設定されてい
る。
【００２９】
一方、ガラス、プラスチックなどの透光性材料からなる上基板５の内面側に、赤（Ｒ）、
緑（Ｇ）、青（Ｂ）の各色素層１３Ｒ，１３Ｇ，１３Ｂとこれら異なる色の色素層１３Ｒ
，１３Ｇ，１３Ｂ間を区画する遮光部１４（ブラックマトリクス）とを有するカラーフィ
ルター１５が形成されている。遮光部１４は、例えば樹脂ブラックや比較的反射率の低い
クロム等の金属などから形成されている。そして、カラーフィルター１５上には各色素層
１３Ｒ，１３Ｇ，１３Ｂ間の段差を平坦化すると同時に各色素層１３Ｒ，１３Ｇ，１３Ｂ
の表面を保護するためのオーバーコート膜１６が形成されている。このオーバーコート膜
１６はアクリル、ポリイミド等の樹脂膜でもよいし、シリコン酸化膜等の無機膜でもよい
。さらに、オーバーコート膜１６上にＩＴＯ等の単層膜からなるコモン電極１７が紙面に
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平行な方向にストライプ状に形成されており、その上に例えば表面にラビング処理が施さ
れたポリイミド等からなる配向膜１８が形成されている。
【００３０】
下基板４の外面側に位相差板２０、偏光板２１が基板側からこの順に設けられており、さ
らに、偏光板２１の外面側にはバックライト３が設けられている。バックライト３は、冷
陰極管、発光ダイオード（ Light Emitting Diode, ＬＥＤ）等の光源２２と反射板２３と
導光板２４とを有している。また、上基板５の外面側には位相差板２５、偏光板２６が基
板側からこの順に設けられている。
【００３１】
各基板４，５上の電極の配置は図２に示す通りであり、下基板４上に、図２の縦方向に延
在する複数のセグメント電極１０がストライプ状に形成されている。一方、上基板５上に
は、セグメント電極１０と直交するように図２の横方向に延在する複数のコモン電極１７
がストライプ状に形成されている。カラーフィルター１５のＲ、Ｇ、Ｂの各色素層１３Ｒ
，１３Ｇ，１３Ｂは各セグメント電極１０の延在方向に対応して配置されている。すなわ
ち、本実施の形態におけるカラーフィルター１５はいわゆる縦ストライプと呼ばれるパタ
ーンのものであり、Ｒ、Ｇ、Ｂの色素層１３Ｒ，１３Ｇ，１３Ｂのそれぞれがストライプ
状に縦に同色で配置されている。これにより、図２に示す横方向に並んだＲ、Ｇ、Ｂの３
個のドット２８Ｒ，２８Ｇ，２８Ｂで表示パターンを構成する１個の画素２９が構成され
ている。なお、ドットとは、各セグメント電極１０と各コモン電極１７が交差した部分で
あって、表示の最小単位部分のことである。
【００３２】
本実施の形態においては、反射膜８と透明導電膜９からなる２層構造の積層膜がセグメン
ト電極１０を構成しているが、これらの膜のうち、反射膜８は反射モード時に表示に寄与
する反射膜として機能するものである。反射膜８と透明導電膜９はともに図２の縦方向に
延在しているが、反射膜８のパターンと透明導電膜９のパターンとでは幅が異なり、上述
したように、反射膜８のパターン幅よりも透明導電膜９のパターン幅の方が大きく形成さ
れている。これにより、各ドット２８Ｒ，２８Ｇ，２８Ｂ内において、中央部は反射膜８
と透明導電膜９が存在する領域であり、この領域は半透過反射型液晶表示装置において反
射モードに係わる反射領域Ｒとなる。また、反射領域Ｒの両側方は、透明導電膜９のみが
存在する領域であり、この領域は半透過反射型液晶表示装置において透過モードに係わる
透過領域Ｔとなる。すなわち、各ドット２８Ｒ，２８Ｇ，２８Ｂ内に反射領域Ｒと透過領
域Ｔの双方が存在している。
【００３３】
さらに本実施の形態の場合、反射膜８のパターン幅は一定ではなく、各ドット２８Ｒ，２
８Ｇ，２８Ｂの中央部に本線部分よりも幅広の拡幅部８ａが設けられている。一方、上基
板５上のカラーフィルター１５のＲ、Ｇ、Ｂの各色素層１３Ｒ，１３Ｇ，１３Ｂは、各ド
ット２８Ｒ，２８Ｇ，２８Ｂ内の全体にわたって設けられているのではなく、各色素層１
３Ｒ，１３Ｇ，１３Ｂには各ドット２８Ｒ，２８Ｇ，２８Ｂ毎に開口部（図２中の白抜き
で示す部分）が設けられている。すなわち、この開口部は非着色領域３１Ｒ，３１Ｇ，３
１Ｂであり、特に非着色領域３１Ｒ，３１Ｇ，３１Ｂは反射膜８の拡幅部８ａと平面的に
重なる領域内で拡幅部８ａの中に収まるように設けられている。すなわち、非着色領域３
１Ｒ，３１Ｇ，３１Ｂは反射膜８と透明導電膜９のみが存在する領域、非着色領域以外の
反射領域Ｒは反射膜８と透明導電膜９とカラーフィルターの色素層１３Ｒ，１３Ｇ，１３
Ｂが存在する領域、透過領域Ｔは透明導電膜９と色素層１３Ｒ，１３Ｇ，１３Ｂが存在す
る領域、である。本実施の形態においては、拡幅部８ａの形状は略長方形状であり、非着
色領域３１Ｒ，３１Ｇ，３１Ｂの形状も略長方形状となっている。
【００３４】
上記構成の液晶表示装置１においては、反射モード時に上基板５側から入射する外光の一
部は反射領域Ｒ内の非着色領域３１Ｒ，３１Ｇ，３１Ｂを透過することになり、反射モー
ド時にカラーフィルター１５を２回透過することによって得られる光は、非着色領域３１
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Ｒ，３１Ｇ，３１Ｂを透過する着色されない光と着色領域を透過する着色された光とが重
畳されたものとなる。一方、透過モード時にバックライト３から透過領域Ｔを透過する光
は全て着色領域を透過することになり、透過モード時にカラーフィルター１５を１回透過
することによって得られる光は全て着色された光となる。このようにして、反射モード時
にカラーフィルター１５を２回透過して得られる光と、透過モード時にカラーフィルター
１５を１回透過して得られる光との色の濃淡差を小さくすることができ、カラーフィルタ
ー１５の色素層１３Ｒ，１３Ｇ，１３Ｂを最適化することで反射モード時にも透過モード
時にも発色が良く、視認性の高い表示を得ることができる。
【００３５】
また本実施の形態の場合、透明導電膜９と反射膜８との２層構造の積層膜でセグメント電
極１０を構成しているので、透過領域Ｔに位置する透明導電膜９の存在により透過領域Ｔ
上の液晶層７に対しても電界印加が支障なく行われるとともに、透明導電膜９よりも比抵
抗が小さい金属からなる反射膜８の存在によりセグメント電極１０全体の抵抗値を下げる
効果が得られる。
【００３６】
ここで、本発明者らが既に提案した液晶表示装置を普通に実施しようとした場合、非着色
領域の面積のバラツキや反射領域と非着色領域とのアライメントズレ等の問題が発生しや
すくなる理由について説明する。
【００３７】
前提として、本実施の形態と同様、反射膜がストライプ状の電極の一部を構成するものと
する。その場合、上述の通り、電極の抵抗値が下げられる等の効果が得られるという点で
好ましいものとなるが、当然ながら反射膜もストライプ状にパターニングする必要が生じ
ることになる。既に提案済みの液晶表示装置は各ドット内に反射領域と透過領域とを設け
るものであるから、例えばドット全体を反射膜で覆うような形状とした上で反射膜に光透
過用の窓部（透過領域）を設けることも考えられる。しかしながら、上述したように、い
ずれにしろ反射膜もストライプ状にパターニングするのであるから、透明導電膜パターン
の幅に対して金属膜パターンの幅を狭く設計しておけばその両側が自ずと透過領域となる
ので、その方がわざわざ窓部を設けるよりも設計が簡単になる。
【００３８】
すなわち、最も簡単なパターン設計によれば、図１６に示すように、セグメント電極１１
０を構成する帯状の透明導電膜１０９のパターン幅に対して帯状の反射膜１０８のパター
ン幅を小さくすることになる。さらに、既に提案済みの液晶表示装置は反射領域内に非着
色領域を設けるものであるから、反射膜１０８上にカラーフィルターの色素層が存在しな
い非着色領域１３１（色素層の開口部）を設けることになる。図１１に示すように、カラ
ー用の液晶表示装置では通常、ドット１２８自体が縦長の長方形状であるため、反射領域
Ｒの形状も縦長となり、さらに非着色領域１３１も縦長の長方形状となる。
【００３９】
このように、既に提案済みの液晶表示装置を実現しようとすると、色素層の開口部（非着
色領域）は縦長の長方形状をなすのが自然であり、開口部の面積を大きくしようとすれば
する程、縦に細長い長方形となる。このような形状の開口部を有する色素層をフォトリソ
グラフィー技術を用いて形成した場合、エッチング寸法のバラツキが生じたときの開口部
面積のバラツキが大きくなってしまう。その理由は、例えば同一面積の正方形パターンと
長方形パターンを比べた場合、同一のエッチング寸法誤差が生じたとすると、正方形パタ
ーンよりも長方形パターンの方が面積の変化が大きくなり、長方形パターンの中でも細長
い長方形になる程、面積の変化が大きくなるからである。その結果、反射モード時の明る
さや色相などの表示特性のバラツキが大きくなってしまう。また、開口部の幅があまりに
も細くなり過ぎ、フォトリソグラフィー技術における解像度の限界を超えると、開口部が
形成できずにつぶれてしまうという問題もある。
【００４０】
また、例えば反射膜を下基板に形成し、カラーフィルターを上基板に形成した場合、非着
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色領域を反射領域内に確実に収まるように形成するためには、反射膜のパターンとカラー
フィルターのパターンとのアライメント精度、すなわち、下基板と上基板との貼り合わせ
時のアライメント精度が重要となる。ところが、長方形状の反射領域の中にある程度の面
積を持つ長方形状の非着色領域を配置しようとすると、どうしても反射領域の短手方向の
縁と非着色領域の短手方向の縁との間の間隔が狭くなり、アライメント余裕が小さくなっ
てしまう。このため、設計によっては上記の反射領域の縁と非着色領域の縁との間隔が基
板貼り合わせ時のアライメント誤差よりも小さくなる場合も考えられ、その場合、非着色
領域が透過領域内にはみ出すようなことが起こると、所望の光学特性が全く得られなくな
ってしまう。
【００４１】
これに対して、本実施の形態の液晶表示装置においては、各ドット２８Ｒ，２８Ｇ，２８
Ｂ毎に反射膜８の拡幅部８ａを設け、しかも非着色領域３１Ｒ，３１Ｇ，３１Ｂを拡幅部
８ａと平面的に重なる領域に配置する構成としたことによって、非着色領域３１Ｒ，３１
Ｇ，３１Ｂを配置する反射領域Ｒの部分の形状が従来よりも正方形に近い形状となる。こ
れにより、一定のエッチング寸法バラツキが生じたときの開口部面積のバラツキを従来に
比べて小さく抑えることができるので、反射モード時の表示特性のバラツキを低減するこ
とができる。さらに、非着色領域３１Ｒ，３１Ｇ，３１Ｂを配置する反射領域Ｒの部分を
従来よりも正方形に近い形状とすると、反射領域Ｒの縁と非着色領域３１Ｒ，３１Ｇ，３
１Ｂの縁との間隔Ｇを従来よりも広くすることができるので、アライメント余裕が大きく
なり、貼り合わせズレに強い構造となるのと同時に所望の光学特性が得られやすくなる。
【００４２】
［第２の実施の形態］
以下、本発明の第２の実施の形態を図３を参照して説明する。
図３は本実施の形態の液晶表示装置の表示領域を構成する複数の画素を拡大視した平面図
であり、第１の実施の形態の図２に相当する図である。本実施の形態の液晶表示装置の基
本構成は第１の実施の形態と同様であり、反射領域と非着色領域の形状のみが第１の実施
の形態と異なっている。なお、図３において図２と同じ構成要素については同じ符号を付
し、詳細な説明は省略する。
【００４３】
第１の実施の形態では、Ｒ、Ｇ、Ｂの異なる色に対応する各ドットにおいて反射領域の面
積および形状、非着色領域の面積および形状は同一であったのに対し、本実施の形態では
、Ｒ、Ｇ、Ｂの異なる色に対応する各ドット間で少なくとも一つの反射領域の面積、非着
色領域の面積がそれぞれ異なり、それに伴って反射領域の形状、非着色領域の形状が異な
っている。
【００４４】
具体的には、図３に示すように、例えば異なる色のドット２８Ｒ，２８Ｇ，２８Ｂ間でＧ
のドット２８Ｇにおける反射領域Ｒの面積が最も大きく、次いでＢのドット２８Ｂにおけ
る反射領域Ｒ、Ｒのドット２８Ｒにおける反射領域Ｒの順に小さくなっている。言い換え
ると、Ｇのドット２８Ｇにおける透過領域Ｔの面積が最も小さく、次いでＢのドット２８
Ｂにおける反射領域Ｔ、Ｒのドット２８Ｒにおける反射領域Ｔの順に大きくなっている。
また、Ｇのドット２８Ｇにおける非着色領域３１Ｇの面積が最も大きく、次いでＲのドッ
ト２８Ｒにおける非着色領域３１Ｒ、Ｂのドット２８Ｂにおける非着色領域３１Ｂの順に
小さくなっている。
【００４５】
本実施の形態の液晶表示装置によれば、Ｒ、Ｇ、Ｂの各色毎に反射率と反射モード時の各
色光の彩度、透過率と透過モード時の各色光の彩度を調整することができるので、反射モ
ード時の表示の明るさと色度（例えば白表示時の色相）、透過モード時の表示の明るさと
色度（例えば白表示時の色相）を適宜調整することができる。これにより、反射モード時
と透過モード時の表示品位をバランス良く最適化することができる。
【００４６】
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より具体的には、Ｇのドット２８Ｇにおける透過領域Ｔの面積をＲ、Ｂのドット２８Ｒ，
２８Ｂにおける透過領域Ｔの面積よりも小さく設定しているが、緑色光は、赤色光や青色
光と比べて充分に高い視感度を持っているため、このように設定しても色バランスが悪く
なることがなく、その上で充分な透過率を維持することができる。また、Ｇのドット２８
Ｇにおける非着色領域３１Ｇの面積をＲ、Ｂのドット２８Ｒ，２８Ｂにおける非着色領域
３１Ｒ，３１Ｂの面積よりも大きく設定しているので、反射モードにおける反射率と色再
現性を向上させることができる。
【００４７】
［電子機器］
上記実施の形態の液晶表示装置を備えた電子機器の例について説明する。
図４は、携帯電話の一例を示した斜視図である。図４において、符号１０００は携帯電話
本体を示し、符号１００１は上記の液晶表示装置を用いた液晶表示部を示している。
【００４８】
図５は、腕時計型電子機器の一例を示した斜視図である。図５において、符号１１００は
時計本体を示し、符号１１０１は上記の液晶表示装置を用いた液晶表示部を示している。
【００４９】
図６は、ワープロ、パソコンなどの携帯型情報処理装置の一例を示した斜視図である。図
６において、符号１２００は情報処理装置、符号１２０２はキーボードなどの入力部、符
号１２０４は情報処理装置本体、符号１２０６は上記の液晶表示装置を用いた液晶表示部
を示している。
【００５０】
図４～図６に示す電子機器は、上記実施の形態の液晶表示装置を用いた液晶表示部を備え
ているので、反射モード時にも透過モード時にも発色が良く、視認性に優れた液晶表示部
を備えた電子機器を実現することができる。
【００５１】
なお、本発明の技術範囲は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。例えば上記第１、第２の実
施の形態では、反射膜の拡幅部の形状が略長方形状であり、非着色領域の形状も略長方形
状である例を示したが、これらの部分の形状は特に長方形状に限ることはない。例えば図
７に示すように、拡幅部８ｂの形状を略六角形状とし、それに伴って非着色領域３１ｂの
形状も略六角形状としたり、図８に示すように、拡幅部８ｃの形状を略楕円形状とし、そ
れに伴って非着色領域３１ｃの形状も略楕円形状としてもよい。
【００５２】
また、上記実施の形態では反射膜上に透明導電膜を積層し、２層構造の電極を構成する例
を挙げたが、本発明において反射膜として機能する金属膜は必ずしも電極を構成しなくて
もよく、金属膜と透明導電膜との間に絶縁膜が介在する構成として金属膜は専ら反射膜と
してのみ機能するものであってもよい。ただしその場合でも、本発明においては金属膜が
ストライプ状に形成されていることが必要である。また、上記実施の形態ではカラーフィ
ルターのパターンが縦ストライプである例を挙げたが、その他、横ストライプ、モザイク
、デルタ配列等のカラーフィルターにも本発明が適用可能である。さらに、上記実施の形
態で例示したパッシブマトリクス型液晶表示装置に限らず、ＴＦＤをスイッチング素子と
したアクティブマトリクス型液晶表示装置に本発明を適用することもできる。
【００５３】
【実施例】
次に、本発明者らは、本発明の液晶表示装置において種々のパラメータを変えて、反射率
、透過率、表示色等の光学特性のシミュレーションを行い、本発明の効果を実証した。以
下、その結果を報告する。
【００５４】
シミュレーションの前提条件として、ドット数を１２０×３（Ｒ、Ｇ、Ｂ）（横）×１６
０（縦）、横方向のドットピッチを８５μｍ、縦方向のドットピッチを２５５μｍとした
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。図９～図１２は以下に示す構成例１～３のＧのドットの各部の寸法、図１３は以下に示
す構成例３の画素内の各部の寸法を示したものである。これらの図に符号Ｂで示す領域（
網掛けの領域）はドット間のブラックマトリクスであり、横方向に延在するブラックマト
リクス幅を１３μｍ、縦方向に延在するブラックマトリクス幅を９μｍとした。これによ
り、ドットピッチ毎の面積（ブラックマトリクスを含む）は２１６７５μｍ 2となり、ド
ット毎の面積（ブラックマトリクスを含まない）は１８３９２μｍ 2となる。また、カラ
ーフィルターには、図１４に示す分光特性を有するものを用いた。
【００５５】
（構成例１）
構成例１では、１ドット内の透過領域の面積を、Ｒ、Ｇ、Ｂ全てのドットにわたって８７
１２μｍ 2と同一の値とした。また、１ドット内の非着色領域の面積を、Ｒ、Ｂのドット
で３６０μｍ 2としたのに対し、Ｇのドットだけは２１６１μｍ 2と大きく設定した。この
時の反射率、反射モード時の色域面積および白表示色、透過率、透過モード時の色域面積
（色の彩度を示し、ｘｙ座標系で赤・緑・青表示の各座標を結んだ三角形の面積である）
および白表示色をシミュレーションにより計算した。なお、色域面積、白表示色はともに
ｘｙＹ表色系色度図に基づいて表した値である。上記光学特性値を下の「表１」に示す。
【００５６】
（構成例２）
構成例２では、構成例１と異なり、１ドット内の透過領域の面積をドット毎に変えた。す
なわち、Ｇのドットで６７７６μｍ 2と最も小さくし、Ｂのドットで１０４０６μｍ 2、Ｒ
のドットで１１１３０μｍ 2と順次大きくした。また、１ドット内の非着色領域の面積を
、Ｒのドットで１８０μｍ 2、Ｇのドットを３２４０μｍ 2と設定した。Ｂのドットには非
着色領域を設けなかった。この時の反射率、反射モード時の色域面積および白表示色、透
過率、透過モード時の色域面積および白表示色をシミュレーションにより計算した。これ
ら光学特性値を下の「表１」に示す。
【００５７】
（構成例３）
構成例３では、図１４の分光特性を有するカラーフィルターに代えて、図１５に示す分光
特性を有するカラーフィルターを使用することにした。図１４と図１５の分光特性を比較
すると、各色の曲線のピーク部分（透過領域）はほとんど変わらないが、ピーク以外の領
域（吸収領域）の透過率レベルが図１４は高く、図１５の方が低くなっていることがわか
る。言い換えると、構成例３では構成例２に比べて色純度の高いカラーフィルターを使用
した。このカラーフィルターの変更に伴って、１ドット内の透過領域の面積、非着色領域
の面積をそれぞれ各ドット毎に少しづつ変えている。この時の反射率、反射モード時の色
域面積および白表示色、透過率、透過モード時の色域面積および白表示色をシミュレーシ
ョンにより計算した。これら光学特性値を下の「表１」に示す。
【００５８】
【表１】
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【００５９】
各構成例毎の光学特性は表１に示す通りであるが、まず最初に、構成例１の各部の面積を
実現するための反射領域および非着色領域のパターン寸法は、従来の直線的な帯状の反射
領域を用いた場合、例えば図９に示すようになる。なお、以下の図９～図１３中の数値は
μｍ単位で表した寸法である。そして、構成例１の各部の面積、すなわち図９と同じ各部
の面積を、反射領域が拡幅部を有する本発明の構成を用いて実現すると、例えば図１０に
示すようになる。
【００６０】
ここで、縦方向に延びる反射領域の縁と非着色領域の縁との間の間隔に着目すると、図９
の構成では１５μｍである。液晶表示装置の製造プロセスにおいて、上基板と下基板の貼
り合わせ時のアライメント誤差が現状レベルで１５μｍ程度であるから、上基板と下基板
の貼り合わせ時に最大のズレが生じることを考えると、アライメント余裕（マージン）は
全くないことになる。これに対して、図１０の構成では、反射領域の縁と非着色領域の縁
との間の間隔は１８．７μｍである。したがってこの場合、上基板と下基板の貼り合わせ
時に最大のズレが生じたとしても、まだ３．７μｍ程度のマージンがあることになる。こ
のように、本発明の構成によれば、貼り合わせズレに強い構造が実現できることが実証さ
れた。
【００６１】
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さらに、非着色領域の横寸法に着目すると、図９では１０μｍ、図１０では１８．６μｍ
となる。例えば、液晶表示装置の製造に用いるフォトリソグラフィー技術における解像度
が仮に１０μｍ程度であったとすると、図９では開口部（非着色領域）が形成できるギリ
ギリの値であり、場合によってはつぶれてしまうことも考えられる。これに対して、図１
０の構成では非着色領域を確実に、しかも精度良く形成することができる。
【００６２】
また、表１中の構成例１の光学特性のうち、「透過モード時の白表示色」に着目すると、
ｘ＝０．３１４，ｙ＝０．３４７であり、白が少し黄色味がかっていることを示している
。そこで、透過モード時の白表示色をより白くするように、各部の面積を調整したものが
構成例２である。そのために、具体的にはＧの透過領域の面積を構成例１から大きく減ら
し、それでも構成例１と同等の透過率を維持するためにＲとＢの透過領域の面積をそれぞ
れ増やした。そして、逆にＧの反射領域の面積が増えたため、反射光中のＧの成分を抑え
るようにＧの非着色領域の面積を構成例１から増やした。この変更に伴って、反射率や反
射時の色を維持するようにＲとＢの非着色領域の面積を調整した。
【００６３】
構成例２の各部の面積を、反射領域が拡幅部を有する本発明の構成を用いて実現すると、
例えば図１１に示すようになる。この構成においても、反射領域の縁と非着色領域の縁と
の間の間隔は１８μｍであり、貼り合わせズレに強い構造を維持することができた。また
、非着色領域の横寸法も２０μｍを確保でき、非着色領域のパターニングに問題が生じる
ことはない。
【００６４】
次に、構成例３では構成例２よりも色純度の高いカラーフィルターを用いた、言い換える
と、色の濃いカラーフィルターを用いたため、透過領域の面積を大きくしないと構成例１
，２と同等の透過率を保つことができない。そこで、Ｒ、Ｇ、Ｂの全てのドットで透過領
域の面積を構成例２から増やしたものが構成例３である。逆に、全てのドットで反射領域
の面積が減ってしまったため、反射率を維持するために全てのドットで非着色領域の面積
を構成例２から増やしている。これにより、反射率や反射時の色域面積は若干減少してい
るものの、反射モードでは概ね構成例１、２と同等の光学特性が得られた。透過モードに
ついては、構成例１、２と同じ４．５％の透過率を維持できた上、透過時の色域面積を３
．６×１０ - 2に向上することができ、色純度の高いカラーフィルターを用いたことにより
透過時の表示色をより鮮やかにすることができた。
【００６５】
構成例３の各部の面積を実現するための反射領域および非着色領域のパターン寸法は、従
来の直線的な帯状の反射領域を用いた場合、例えば図１２に示すようになる。そして、構
成例３の各部の面積、すなわち図１２と同じ各部の面積を、反射領域が拡幅部を有する本
発明の構成を用いて実現すると、例えば図１３に示すようになる。各構成例のうち、最も
好ましい光学特性が得られる構成例３を示す図１３では、Ｒ、Ｇ、Ｂの全てのドットにつ
いてパターン寸法を示した。
【００６６】
縦方向に延びる反射領域の縁と非着色領域の縁との間の間隔に着目すると、図１２の構成
では横方向で１３．７μｍ、縦方向で１４．１４μｍである。上基板と下基板の貼り合わ
せ時のアライメント誤差が１５μｍであったとすると、アライメント余裕がないどころか
、非着色領域が反射領域外にはみ出し、所望の光学特性が全く得られなくなる恐れが充分
にある。これに対して、図１３の構成では、例えばＧのドットにおいて横方向で１５．５
μｍ、縦方向で１５．２μｍである。構成例３で各部の面積を実現する場合には本発明の
構成を用いてもマージンがかなり少なくなることは仕方ないが、図１２の構成に比べれば
マージンが広く取れ、貼り合わせズレに強い構造とすることができる。
【００６７】
以上のシミュレーション結果から、本発明の構成によれば、液晶表示装置の製造プロセス
における貼り合わせズレに強い構造とすることができるのと同時に、１ドット内の透過領

10

20

30

40

50

(13) JP 3674582 B2 2005.7.20



域（反射領域）の面積や非着色領域の面積を各色のドット毎に最適化することによって、
反射モードと透過モードのバランスを取りながら、双方のモードで表示品位に優れた液晶
表示装置を実現できることが実証された。
【００６８】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したように、本発明によれば、反射モード時にも透過モード時にも発色
が良く、視認性の高い表示が得られる半透過反射型のカラー液晶表示装置を実現すること
ができる。さらに、液晶表示装置の製造プロセスにおいて上基板と下基板の貼り合わせズ
レに強い構造が実現できるのと同時に、反射率、透過率、表示色の色相などの所望の光学
特性を安定して得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施の形態の液晶表示装置の概略構成を示す断面図である。
【図２】　同、液晶表示装置の表示領域を構成する複数の画素を拡大視した平面図である
。
【図３】　本発明の第２の実施の形態の液晶表示装置の表示領域を構成する複数の画素を
拡大視した平面図である。
【図４】　本発明の電子機器の一例を示す斜視図である。
【図５】　本発明の電子機器の他の例を示す斜視図である。
【図６】　本発明の電子機器のさらに他の例を示す斜視図である。
【図７】　本発明の液晶表示装置における反射膜の拡幅部の他の例を示す平面図である。
【図８】　同、反射膜の拡幅部のさらに他の例を示す平面図である。
【図９】　本発明の実施例における構成例１の各部の面積を従来構造で実現した場合の平
面パターンを示す図である。
【図１０】　同、構成例１の各部の面積を本発明の構造で実現した場合の平面パターンを
示す図である。
【図１１】　同、構成例２の各部の面積を本発明の構造で実現した場合の平面パターンを
示す図である。
【図１２】　同、構成例３の各部の面積を従来構造で実現した場合の平面パターンを示す
図である。
【図１３】　同、構成例３の各部の面積を本発明の構造で実現した場合の平面パターンを
示す図である。
【図１４】　同、構成例２で用いたカラーフィルターの分光特性を示す図である。
【図１５】　同、構成例３で用いたカラーフィルターの分光特性を示す図である。
【図１６】　本発明者らが既に出願済みの液晶表示装置の表示領域を構成する複数の画素
を拡大視した平面図である。
【符号の説明】
１　液晶表示装置
２　液晶セル
３　バックライト（照明手段）
４　下基板
５　上基板
７　液晶層
８　反射膜
８ａ，８ｂ，８ｃ　（反射膜の）拡幅部
９　透明導電膜
１０　セグメント電極
１３Ｒ，１３Ｇ，１３Ｂ　色素層
１５　カラーフィルター
１７　コモン電極
２８Ｒ，２８Ｇ，２８Ｂ　ドット
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２９　画素
３１Ｒ，３１Ｇ，３１Ｂ，３１ｂ，３１ｃ　非着色領域

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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