
JP 2014-526715 A 2014.10.6

(57)【要約】
　本発明は液晶表示装置およびその製造方法について開
示するものである。該液晶表示装置は、カラーフィルタ
ー基板、アレイ基板、及び、上記カラーフィルター基板
と上記アレイ基板との間に充填されている液晶複合系を
含み、上記液晶複合系中には、液晶及び、液晶性重合可
能モノマーが重合することによって形成される高分子重
合体ネットワークが含まれる。本発明の実施例中におい
て、液晶重合可能モノマー自身は液晶性を有し、液晶中
に配列する際は方向性を有し、これにより、重合後の高
分子重合体ネットワークは方向性を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カラーフィルター基板、アレイ基板、及び前記カラーフィルター基板と前記アレイ基板
との間に充填されている液晶複合系を含み、
　前記液晶複合系中には、液晶及び、液晶性重合可能モノマーが重合することによって形
成される高分子重合体ネットワークが含まれることを特徴とする、液晶表示装置。
【請求項２】
　前記高分子重合体ネットワークは方向性を有することを特徴とする、請求項１に記載の
装置。
【請求項３】
　前記カラーフィルター基板と、前記アレイ基板の向かい合う表面の少なくとも一つ上に
配向層が設けられ、前記配向層は一定の配向方向を有し、前記高分子重合体ネットワーク
中の重合体主鎖の延伸方向は前記配向膜の配向方向と略平行であることを特徴とする、請
求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記高分子重合体ネットワーク中の重合体主鎖の延伸方向は、重合前の液晶性重合可能
モノマーの配列方向によって決められ、液晶性重合可能モノマーの配列方向は液晶分子の
配列方向によって決められ、液晶分子の配列方向は前記配向層の配向方向によって決めら
れることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記高分子重合体ネットワーク境界の分子構造中には、剛直性官能基と柔軟性官能基が
含まれ、前記剛直性官能基はネットワークの液晶分子に対するアンカー作用を決めること
を特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記剛直性官能基はビフェニル基を含み、前記柔軟性官能基はアルキル基を含むことを
特徴とする、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記液晶性重合可能モノマーから前記高分子重合体ネットワークを形成する重合反応は
不可逆性を有することを特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記液晶性重合可能モノマーはＣ６ＭまたはＣ６Ｍ誘導体であることを特徴とする、請
求項１～７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　前記液晶性重合可能モノマーの質量は、前記液晶質量の４％～８％であることを特徴と
する、請求項１～８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記アレイ基板上にはピクセル電極と共通電極とが設けられ、前記ピクセル電極と前記
共通電極は前記アレイ基板の異なる層に設けられ、前記ピクセル電極と前記共通電極の間
には絶縁層が設けられ、前記共通電極はピクセルエリア全体を覆い、前記ピクセル電極中
にはスリット状開口部があることを特徴とする、請求項１～９のいずれか一項に記載の装
置。
【請求項１１】
　液晶性重合可能モノマー、光開始剤を液晶中に添加して、遮光条件下で攪拌することで
液晶複合系を得て、
　液晶複合系をカラーフィルター基板とアレイ基板との間に加え、初期液晶表示装置を形
成し、及び、
　紫外線で該初期液晶表示装置を照射し、該初級液晶表示装置中の液晶複合系中の液晶性
重合可能モノマーは光開始剤の作用下において重合し、高分子重合体ネットワークを形成
し、最終的な液晶表示装置を得ることを特徴とする、液晶表示装置の製造方法。
【請求項１２】
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　前記カラーフィルターと前記アレイ基板の向かい合う表面の少なくとも一つ上に配向層
を配置し、前記配向層は一定の配向方向を有し、且つ、前記液晶複合系を前記カラーフィ
ルター基板と前記アレイ基板との間に加える際、前記液晶と前記液晶性重合可能モノマー
は前記配向層に沿った方向で配列することを特徴とする、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記の紫外線で前記初期液晶表示装置を照射するステップは、セル形成工程中における
、フレーム封止接着剤に対して紫外線硬化するステップにおいて完成することを特徴とす
る、請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記液晶性重合可能モノマーの質量は前記液晶質量の１０％以下であることを特徴とす
る、請求項１１～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記液晶性重合可能モノマーの質量は前記液晶質量の４％～８％であることを特徴とす
る、請求項１１～１４のいずれかに記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は液晶表示装置及びその製造方法に係るものである。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナルコンピュータの普及に従い、液晶表示技術は２１世紀において迅速に発展し
、現在の工業界における新たな技術と経済発展において注目を集めるものとなっている。
液晶表示技術の凄まじい発展と同時に、視野角が広く、エネルギー消耗が低く、反応速度
が速いことは、液晶表示デバイスに対する切実な要求となっている。現在、ＡＤＳＤＳ技
術（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｓｕｐｅｒ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ　Ｓｗｉｔｃｈ、略称ＡＤＳ）
型液晶表示技術は高い反応速度、高い画質、及び大きな視野角という特性を具備し、各種
ダイナミック映像用液晶表示分野に応用することに非常に適している。ＡＤＳは、一つの
面内のスリット電極から生まれる電界、及びスリット電極層と板状電極層との間に生成す
る電界によって多次元電界を生じさせ、液晶セル内のスリット電極間、電極の真上の方の
すべての配向液晶分子は回転を生じることができ、これにより液晶の稼動効率を高め、且
つ光透過効率を増強させた。異なる応用に対して、ＡＤＳ技術の改良技術は高い光透過率
を有するＩ－ＡＤＳ技術、高い開口率を有するＨ－ＡＤＳ技術、及び高い認識率を有する
Ｓ－ＡＤＳ技術等を有している。
【０００３】
　従来技術の液晶表示装置は図１に示すものであり、上基板１０及び下基板２０、及び上
基板１０と下基板２０のそれぞれの内側に設置されている配向膜を含み、且つ、上基板１
０と下基板２０の内側の配向膜の配向方向は同じである。配向膜を有する２枚の基板の間
には液晶３０が充填され、液晶３０の長軸は配向膜の配向方向に平行であり、さらに２枚
の基板の間に整然と配列している。下基板２０には、互いに絶縁されているＩＴＯ電極が
順次設けられている。下基板２０の、上基板１０と向かい合う側の面に、互いにすれ違う
ように、第一ＩＴＯ電極２１が設けられ、該第一ＩＴＯ電極２１はピクセル電極であり、
複数のピクセル電極はピクセル電極アレイとなっている。下基板２０の、上基板１０と向
かい合わない面には、第二ＩＴＯ電極２２が設けられ、該第二ＩＴＯ電極２２は共通電極
である。また、上記基板１０には、さらにカラーフィルターが設けられている。第一ＩＴ
Ｏ電極２１と、第二ＩＴＯ電極２２によって形成される電界は多次元電界であり、多次元
電界において稼動する液晶表示装置はＡＤＳ型液晶表示装置である。
【０００４】
　液晶表示装置に駆動電圧を印加していない場合、液晶３０は配向膜の配向作用により、
その長軸が上下二枚の基板に平行となるように配列し、且つ、すべての液晶は、上下二枚
の基板の間に整然と配列している。図１に示すとおりである。
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【０００５】
　第一ＩＴＯ電極２１と第二ＩＴＯ電極２２を通じて、液晶表示装置に一定の駆動電圧を
印加する場合、上基板１０と下基板２０との間に一定の電界が形成され、この場合の液晶
３０は電界の影響を受けて、配列方向は電界方向に回転し、液晶３０の回転角度の大きさ
によってバックライトからの光が表示装置を通る通過率を決め、これにより液晶表示装置
の画面を制御している。液晶表示装置上の駆動電圧を除去する際、液晶３０はゆっくりと
液晶表示装置の駆動電圧が印加される前の配列方向に戻り、バックライトからの光は液晶
３０を透過して出射することはできない。液晶３０は液晶表示装置の電源オフ・電源オン
のプロセスにおいてスイッチ作用を果たし、即ち液晶表示装置の駆動電圧を切り替えるこ
とによって、表示装置の表示を制御している。
【０００６】
　しかし、現在は液晶表示装置が起動する際、必要となる駆動電圧は比較的大きく、且つ
液晶の反応速度は低いため、液晶表示装置の低エネルギー消耗、及び応答が速いという要
求を満たすことはできない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一つの実施例は液晶表示装置を提供するものであり、カラーフィルター基板、
アレイ基板及び上記カラーフィルター基板と上記アレイ基板との間に充填されている液晶
複合系を含み、上記液晶複合系中には、液晶及び、液晶性重合可能モノマーが重合するこ
とによって形成される高分子重合体ネットワークが含まれる。
【０００８】
　本発明のもう一つの実施例は液晶表示装置の製造方法を提供するものであって、液晶性
重合可能モノマー、光開始剤を液晶中に添加して、遮光条件下で攪拌することで液晶複合
系を得て、液晶複合系をカラーフィルター基板とアレイ基板との間に加え、初期液晶表示
装置を形成し、及び、紫外線で該初期液晶表示装置を照射し、該初期液晶表示装置中の液
晶複合系中の液晶性重合可能モノマーは光開始剤の作用下において重合し、高分子重合体
ネットワークを形成し、最終的な液晶表示装置を得ることを含む。
【０００９】
　本発明の実施例の技術構成をさらに明確に説明するために、以下に実施例の図面につい
て簡単に紹介する。言うまでもないが、下記に記載の図面は本発明の実施例に係るものに
過ぎず、本発明に対し制限するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は従来技術における液晶表示装置の断面図である。
【図２】図２は本発明実施例が提供する高分子重合体ネットワークのマクロ構造の模式図
である。
【図３】図３は本発明実施例が提供する液晶性重合可能モノマーを含む液晶表示装置の、
液晶性重合可能モノマーの重合前の断面図である。
【図４】図４は本発明実施例が提供する高分子重合体ネットワークのミクロ構造の模式図
である。
【図５】図５は本発明実施例が提供する液晶性重合可能モノマーを含む液晶表示装置の、
液晶性重合可能モノマーの重合後の断面図である。
【図６】図６は本発明実施例が提供する、液晶表示装置の多次元電界の模式図である。
【図７】図７は本発明実施例が提供する、駆動電圧を印加した液晶表示装置の断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の目的、技術構成、及びメリットをさらに明確に説明するために、以下において
本発明の実施例の図面を参照して、本発明の実施例の技術構成について明確に、完全に記
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載する。明らかなように、記載した実施例は本発明の一部の実施例であり、全ての実施例
ではない。上記に記載の本発明の実施例に基づいて、当業者が創造的な労働を必要としな
い前提において得ることができるその他の実施例は、いずれも本発明の範囲に属するもの
となる。
【００１２】
　本発明の実施例は液晶表示装置を提供し、液晶表示装置の駆動電圧を低下させ、エネル
ギー消耗を減少させ、さらに、液晶の応答速度を向上させている。
【００１３】
　本発明の実施例は、高分子重合体ネットワークの液晶に対する配向作用により、液晶表
示装置のエネルギー消耗を減らし、さらに液晶の応答速度を高めている。
【００１４】
　本発明の実施例は液晶性重合可能モノマーを液晶中に添加し、液晶性重合可能モノマー
と液晶の溶解性は比較的良く、境界の条件の影響により配向しやすい。液晶性重合可能モ
ノマーは重合可能な官能基を有し、紫外線照射下において、液晶性重合可能モノマーは重
合し、高分子重合体ネットワークを形成する。液晶性重合可能モノマーは初期の配向作用
を受け、効果的に低分子液晶の初期方向を定めることができる。通電する過程において、
低分子液晶は多次元電界の影響により、電界方向とともに回転し、電界を除去した場合、
低分子液晶は長軸が基板に平行の配列状態に戻り、この際高分子重合体ネットワークの影
響により、低分子液晶は迅速に、通電する前の状態に戻る。これにより駆動電圧を下げ、
液晶表示装置のエネルギー消耗を減少させ、液晶の応答速度を向上させている。
【００１５】
　本発明の実施例中において、液晶重合可能モノマー自身は液晶性を有し、液晶中に配列
する際は方向性を有し、これにより、重合後の高分子重合体ネットワークは方向性を有す
る。図２は本発明実施例中の高分子重合体ネットワークを示している。図２における白い
矢印は、液晶表示装置の配向層のラビング（ｒｕｂｂｉｎｇ）方向（即ち処理後の配向層
の配向方向）を示す。図２からわかるように、高分子重合体ネットワークのストライプ方
向（即ち重合体ネットワーク中の主鎖の延伸方向）と配向層のラビング方向は略平行であ
る。高分子重合体ネットワークにより、低分子液晶の配列方向を定める（アンカー作用を
果たす）ことができる。
【００１６】
　上記の高分子重合体の方向性と高分子重合体の形成過程は関係性がある。配向層のラビ
ング方向は液晶分子の配列を誘導し、液晶分子の配列は液晶性重合可能モノマーの配列を
誘導し、液晶性重合可能モノマーの配列方向は、生成される高分子ネットワーク配列の方
向を誘導する。
【００１７】
　具体的に、ラビング後の配向層の液晶に対する平面誘導は、液晶分子の長軸を基板に平
行するように配列させる。液晶性重合可能モノマー自身も液晶性を有し、これにより重合
可能モノマーの長軸は液晶分子に平行となるように配列する。紫外線下において重合した
後、液晶性重合可能モノマーによって生成する高分子重合体ネットワークは液晶分子の長
軸方向に延伸し、上記高分子重合体ネットワークは方向性を有する。よって、高分子重合
体ネットワーク中の重合体主鎖の延伸方向は、配向層のラビング方向と概ね同じである。
【００１８】
　上記高分子重合体ネットワークの方向は、重合前の液晶性重合可能モノマーによって決
められ、液晶性重合可能モノマーの配列方向は、液晶分子配列の方向によって決められ、
液晶分子配列の方向はラビング方向によって決められる。
【００１９】
　注意が必要なのは、以上の説明が配向膜のラビング方向を例にしていることである。し
かし、当業者が知るように、配向膜の配向作用は、ラビング方法によって形成するのみな
らず、ＵＶ光照射、ナノインプリント法によって実現することもできる。本発明は配向膜
の配向作用の実現手段については限定していない。配向膜がどのような方法に基づいて配
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向作用を実現しても、一定の配向方向を有することになる。配向膜の配向方向とは、電圧
を印加していない状態において、液晶が配向膜の配向作用の影響により呈する液晶分子の
長軸方向である。本発明の実施例において、形成される高分子重合体ネットワーク中の重
合体主鎖の延伸方向は配向膜の配向方向と略平行である。
【００２０】
　以下に、図面を参照して、本発明実施例が提供する技術構成について説明する。
【００２１】
　本発明の実施例において、まず光開始剤、液晶性重合可能モノマーを一定の比率で均一
に液晶中において混合させ、液体複合系を形成する。液晶複合系をカラーフィルター基板
とアレイ基板との間に加える（例えば滴下）。図３を参照すれば、この場合の液晶表示装
置は以下を含む。カラーフィルター基板６０、ピクセル電極７１、絶縁層７０及び共通電
極７２である。ピクセル電極７１には配向膜が設けられ、共通電極７２下にはガラス基板
（ｇｌａｓｓ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ）が設けられている。配向膜、共通電極、絶縁層、ピ
クセル電極とガラス基板によりアレイ基板を構成している。また、カラーフィルター基板
６０上（即ちアレイ基板と向かい合う面）にも配向膜が設けられている。ピクセル電極７
１と共通電極７２の材料はいずれもＩＴＯとすることができ、またはその他の透明な導電
性材料とすることもできる。ピクセル電極７１は複数のストライプ状電極によって形成さ
れ、且つ複数のストライプ電極の間にはスリット状開口部がある。共通電極７２はピクセ
ルエリア全体を覆う。
【００２２】
　本発明の実施例において、カラーフィルター基板６０及びアレイ基板の間には、液晶５
０、液晶性重合可能モノマー８０及び光開始剤（図３に示していない）によって形成され
る液晶複合系が含まれる。紫外線で液晶複合系を照射する場合、液晶複合系中の液晶性重
合可能モノマー８０は光開始剤の作用下において、高分子重合体ネットワークを形成する
。図４は高分子重合体ネットワークのミクロ構造模式図である。高分子重合体ネットワー
クは立体的なネットワークであり、さらに液晶は該ネットワーク及びその周辺に充填され
るものである。本発明実施例が提供する高分子重合体ネットワーク境界（高分子重合体ネ
ットワークと液晶分子との間の境界）の分子構造には、剛直性官能基及び柔軟性官能基が
含まれる。剛直性官能基はネットワークの液晶分子に対するアンカー作用を有する。剛直
性官能基はビフェニル基を含み、柔軟性官能基はアルキル基を含む。
【００２３】
　図５を参照すれば、高分子重合体ネットワークを形成した後、本発明実施例が提供する
液晶表示装置は以下を含む。高分子重合体ネットワーク４０及び該高分子重合体ネットワ
ーク４０中およびその周囲に分布する液晶５０、すべての液晶５０の分子の配列はネマチ
ック構造となる。液晶５０及び高分子重合体ネットワーク４０はカラーフィルター基板と
アレイ基板との間に分布している。具体的には、カラーフィルター基板に分布する配向膜
とアレイ基板の配向膜との間に分布している。
【００２４】
　高分子重合体ネットワーク４０、カラーフィルター基板の配向膜、及びアレイ基板の配
向膜は共に、それらの周辺に分布する液晶５０に対して配向作用を及ぼし、その他の高分
子重合体ネットワーク及び配向膜から離れている液晶分子は、分子間ファンデワールズ力
の影響により、高分子重合体ネットワークと配向膜に近い液晶分子に平行するようになる
。高分子重合体ネットワークは、剛直性を有する液晶性重合可能モノマー（剛直性分子鎖
）が重合することによって得られ、その柔軟性部分が占めるネットワークの比率は小さく
、液晶分子に対して配向作用を及ぼすのは、高分子重合体ネットワークにおいては主に該
ネットワークに占める割合の大きい剛直性分子鎖である。このため、配向膜と高分子重合
体ネットワークの、液晶に対する配向方向は同じである。高分子重合体ネットワーク４０
の液晶５０に対する配向作用は、基板表面の配向膜の液晶５０に対する配向作用よりさら
に強く、さらに効果的であり、液晶表示装置の光透過率を改善し、液晶表示装置の駆動電
圧を低下させ、及び液晶表示装置の応答速度を高めるなどの光電気性能を高めることがで
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きる。
【００２５】
　図５に示すように、液晶表示装置に駆動電圧を印加する前は、配向膜と高分子重合体ネ
ットワーク４０の作用により、液晶５０の長軸は配向膜の配向方向と平行な方向に整然と
秩序良く２枚の基板の間に配列している。この場合、バックライトからの光は液晶を透過
して出射することはできない。
【００２６】
　図５に示す液晶表示装置に一定の駆動電圧Ｖｏｎを印加する場合、即ち第一ＩＴＯ電極
７１及び第二電極ＩＴＯ電極７２の間に一定の電圧を印加する場合、図６に示すような電
界９０が形成され、該電界は多次元電界である。液晶５０は電界９０の作用下において、
配列方向は電界方向に従って一定角度の回転を生じさせ、この際の液晶表示装置の断面図
は図７に示すとおりである。液晶の回転角度によって、バックライトからの光の透過率が
決まり、これにより液晶表示装置の表示画面を制御する。
【００２７】
　液晶表示装置に対してオフ電圧Ｖｏｆｆを印加する場合、液晶５０は高分子重合体ネッ
トワークの配向作用及び配向膜の配向作用を受け、Ｖｏｆｆ下においてさらに早い速度で
液晶表示装置の、駆動電圧を印加する前の液晶の配列方向に戻ることができる。液晶表示
装置中の配向膜の配向作用と比較すれば、高分子重合体ネットワーク４０の液晶５０に対
する配向作用はより強くより効果的である。よって、従来技術と比較した場合、液晶表示
装置中の高分子重合体ネットワークにより、液晶の配列方向は、さらに小さいＶｏｆｆ下
においても、迅速に通電する前の配列方向に戻り、このように比較的短い時間内に、比較
的小さいエネルギー消耗によって、高い品質の画面表示という目的を達成でき、さらに液
晶表示装置の応答速度を高める。
【００２８】
　好ましくは、本発明実施例が提供する高分子重合体ネットワーク４０中において、直線
状の高分子重合体ネットワークの境界の化学成分は主に以下を含む。液晶性重合可能モノ
マー中には一定の剛直性のベンゼン環を備えることができる。曲線状に分布している高分
子重合体ネットワークの境界の化学成分は以下を含む。液晶性重合可能モノマーの頭部と
尾部には重合可能官能基が存在し、該官能基は一定の柔軟性を有する。
【００２９】
　液晶性重合可能モノマーの構造はこのような重合体の液晶に対する誘導に影響し、液晶
性重合可能モノマーの剛直性が比較的強い場合、液晶分子が受ける高分子重合体ネットワ
ークのアンカー作用が比較的強く、液晶性重合可能モノマーの柔軟性鎖が比較的多い場合
、液晶分子が受ける高分子重合体ネットワークのアンカー作用が比較的弱い。
【００３０】
　液晶性重合可能モノマーの重合により生成する高分子重合体ネットワーク４０の構造は
、非可逆性を有する。即ち、液晶性重合可能モノマーによって生成する高分子重合体ネッ
トワークの重合反応は不可逆的である。したがって、高分子重合体ネットワークは充分に
安定であり、基本的には熱、光などの外部条件の影響を受けない。
【００３１】
　高分子重合体ネットワーク４０の構造は、重合前の液晶性重合可能モノマーの液晶中に
おける配列方向によって決められる。液晶性の重合可能モノマーが剛直性を有するか否か
は分子自身の構造によって決まるものであり、分子中のベンゼン環、ビフェニル、シクロ
ヘキサンが比較的多い場合はリジット性が強く、液晶性重合可能モノマーの配列位置およ
び方向は配向膜の配向方向によって決められるものである。配向方向は液晶分子の配列を
誘導し、液晶分子の配列は液晶性重合可能モノマーの配列を誘導し、液晶性重合可能モノ
マーの配列方向は、生成するポリマー重合体ネットワークの配列方向（即ち、重合体主鎖
の延伸方向である）を誘導する。
【００３２】
　液晶性重合可能モノマー８０は、１，４－ビス（４－（６’－アクリロイルオキシヘキ
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シルオキシ）ベンゾイルオキシ基）－２－メチルベンゼン（1,4-bis-[4-(6-acryloyloxyh
exyloxy)benzoyloxy]-2-methylbenzene、Ｃ６Ｍと称する）であり、その分子構造式は以
下である。
【化１】

【００３３】
　液晶性重合可能モノマー８０は、Ｃ６Ｍの誘導体とすることもできる。その分子構造式
はそれぞれ以下である。
【化２】

【００３４】
　ｎ＝６の場合、
　第１の分子の構造式は、１，４－ビス（４－（６’－アクリロイルオキシヘキシルオキ
シ）ベンゾイルオキシ基）－２－クロロベンゼンであり、
　第２の分子の構造式は、１，４－ビス（４－（６’－アクリロイルオキシヘキシルオキ
シ）ベンゾイルオキシ基）ベンゼンであり、
　第３の分子の構造式は、１，４－ビス（４－（６’－アクリロイルオキシヘキシルオキ
シ）ベンゾイルオキシ基）－２，３－ジメチルベンゼンであり、
　第４の分子の構造式は、１，４－ビス（４－（６’－アクリロイルオキシヘキシルオキ
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シ）ビフェニリルホルミルオキシ基）ベンゼンであり、
　第５の分子の構造式は、１，４－ビス（４－（６’－ アクリロイルオキシヘキシルオ
キシ）ビフェニリルホルミルオキシ基）－２－クロロベンゼンであり、
　第６の分子の構造式は、１，４－ビス（４－（６’－ アクリロイルオキシヘキシルオ
キシ）ビフェニリルホルミルオキシ基）－２－メチルベンゼンであり、
　第７の分子の構造式は、１，４－ビス（４－（６’－プアクリロイルオキシヘキシルオ
キシ）ビフェニリルホルミルオキシ基）－２－ジメチルベンゼンである。
【００３５】
　ｎがその他の数値である場合、上記各分子式に対応する誘導体を得ることができ、これ
らの誘導体は同様に、液晶性重合可能モノマーとして用いることができる。例えば、ｎは
２、４または１０などとすることもできる。
【００３６】
　上記液晶性重合可能モノマーＣ６Ｍ及びその誘導体は容易に液晶と混合でき、境界条件
（配向膜）の影響により配向しやすく、上記液晶性重合可能モノマーＣ６Ｍ及びＣ６Ｍの
誘導体と、光開始剤は紫外線照射後に高分子重合体ネットワークを形成しやすい。
【００３７】
　液晶性重合可能モノマー分子構造式中におけるベンゼン環部分は剛直性基であり、両端
の炭素鎖部分は柔軟性鎖部分である。
【００３８】
　従来技術における重合体分散液晶（Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｄｉｓｐｅｒｓｅｄ　Ｌｉｑｕｉ
ｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ，ＰＤＬＣ）は重合体安定液晶であり、その特徴は重合体含有量が比
較的多く、次に重合物は液晶性を有しない。本発明実施例が提供するのは、重合体ネット
ワーク安定液晶（ＰＳＬＣ）であり、液晶性重合可能モノマーの含有量は比較的少ない。
上記分子式に示すように、このような構造はまず、液晶性を有し、さらに二重結合を有し
、ＰＤＬＣ中における重合体と異なるものである。また、上記分子が示すように、このよ
うな構造はまず、液晶性を有しさらに二重結合を有し、ＰＤＬＣ中における重合体と異な
る。また、このような液晶性重合可能モノマーは低分子液晶の誘導により、一定的な方向
に配列しやすく、即ち低分子液晶の配向（director）に沿って配列する。重合過程におい
て、開始時の液晶性重合可能モノマーの配列方式により、液晶性重合ネットワークは配向
配列する。
【００３９】
　本発明実施例中における上記光開始剤は、過酸化ベンゾイル、過酸化ドデカノイル、ア
ゾビスイソブチロニトリル、2,2'-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)、ジイソプロ
ピルパーオキシジカーボネートまたはジシクロヘキシルパーオキシジカーボネートなどが
あり、これらの光開始剤は紫外線照射によってラジカルを形成し、これによって液晶性重
合可能モノマーの重合を誘発する。
【００４０】
　比較的好ましくは、本発明の実施例が提供する液晶表示装置は、ＡＤＳ型液晶表示装置
であり、具体的には、例えば、高開口率ＡＤＳ（Ｈｉｇｈ　ａｐｅｒｔｕｒｅ　Ｆｒｉｎ
ｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈ，ＨＡＤＳ）型液晶表示装置である。
　上記のように、本発明実施例中におけるアレイ基板において配向層を塗布する場合、ラ
ビング作用により液晶平面配向を誘導し、液晶中の重合可能モノマーは液晶性を有し、そ
の他の液晶分子は長軸配列方向に従って配列する。製造工程において、紫外線照射によっ
て、重合可能モノマーが重合し、生成される高分子重合体ネットワークは方向性を有する
。ＡＤＳ表示モード中の液晶分子の長軸は基板に平行であり、形成される高分子重合体ネ
ットワークは、液晶分子の電界下における分子回転に有利であり、これにより液晶装置の
エネルギー消耗を減少させる。
【００４１】
　説明すべきは、本発明の実施例に記載の上記高分子重合体ネットワークは上記のＡＤＳ
表示モードの液晶表示装置に対してエネルギー消耗を低減する機能を有するのみでなく、
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さらに普通の位相型液晶装置に対しても、同じくエネルギー消耗を低減させる機能を有す
る。例えば、垂直電界型液晶表示装置または例えば、ＩＰＳや、ＦＦＳの横方向電界型液
晶表示装置において、高分子重合体ネットワークの重合体主鎖の延伸方向と、配向膜の配
向方向は一致し、高分子重合体ネットワークと配向膜はいずれも、液晶分子に対して配向
作用を有し、これにより駆動電圧の低下、エネルギー消耗の減少及び応答速度の向上を実
現する。
【００４２】
　本発明実施例は液晶表示装置の製造方法を提供するものであり、以下のステップを含む
。
【００４３】
　Ｓ１０１、液晶性重合可能モノマー、光開始剤を液晶中に添加して、遮光条件下で攪拌
し、液晶複合系を得る。
【００４４】
　ここにおける光開始剤は例えば、開始剤６５１（Ｉｒｇａｃｕｒｅ　６５１）などであ
る。
【００４５】
　Ｓ１０２、上記液晶複合系をカラーフィルター基板とアレイ基板の間に添加し（例えば
滴下）、初期液晶表示装置を形成する。
【００４６】
　Ｓ１０３、紫外線で該初期液晶表示装置を照射し、該初期液晶表示装置中の液晶複合系
中の液晶性重合可能モノマーを光開始剤の作用下において重合し、高分子重合体ネットワ
ークを形成し、最終的な液晶表示装置を得る。
【００４７】
　ここにおいて、上記紫外線が該初期液晶装置を照射する時間は１０分間ぐらいであり、
上記高分子重合体ネットワークを形成する効果は比較的好ましい。
【００４８】
　具体的に、本発明の実施例は液晶表示装置の製造方法を提供し、以下のステップを含む
。
【００４９】
　Ｓ２０１、液晶性重合可能モノマーを予め定めた比率で液晶中に添加する。
【００５０】
　ここにおいて、液晶性重合可能モノマーの含有量が多ければ多いほど、紫外線照射後重
合により生成する高分子重合体ネットワークの網目は密である。液晶性重合可能モノマー
の含有量が少なければ少ないほど、紫外線照射後重合により生成する高分子重合体の網目
は粗い。
【００５１】
　液晶性重合可能モノマーの含有量は高すぎない方がよく、液晶性重合可能モノマーの含
有量が液晶質量の１０％以下である場合、液晶性重合可能モノマーが形成する高分子重合
体ネットワークは液晶表示装置の駆動電圧を低下させ、及び反応速度を向上させるという
効果があり、液晶性重合可能モノマーの含有量が液晶質量の４～８％である場合、効果が
より明らかである。
【００５２】
　Ｓ２０２、光開始剤を予め定めた比率で、ステップＳ１０１で得られた液晶性重合可能
モノマー及び液晶の混合物中に添加する。
【００５３】
　ここにおいて、光開始剤の含有量は高すぎない方がよく、光開始剤の含有量が液晶性重
合可能モノマーの質量の２０％を超える場合、液晶表示装置が黄変するという現象を引き
起こし、これが液晶表示装置の表示効果に影響する。光開始剤の含有量が１～２０％を占
める場合、得られた液晶表示装置の表示効果は比較的優れている。ここにおいて、光開始
剤が重合可能モノマーの１％を占める場合、より効果は優れる。
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【００５４】
　Ｓ２０３、ステップ２０２で得られた液晶性重合可能モノマーと光開始剤を含む液晶複
合系を、遮光条件下で均一に攪拌する。
【００５５】
　Ｓ２０４、均一に攪拌した液晶複合系を真空下においてカラーフィルター基板とアレイ
基板との間に加える。ここにおいて、カラーフィルター基板及びアレイ基板は平面配向方
式を用い、この方式は液晶性重合可能モノマーが規則的に配列することを誘導する。
【００５６】
　カラーフィルター基板とアレイ基板の内表面はＰＩラビングにより配向し、液晶性重合
可能モノマーは重合前に低分子液晶の配列に影響され、その長軸はカラーフィルター基板
とアレイ基板に平行である。
【００５７】
　Ｓ２０５、ステップＳ２０４によって形成した液晶表示装置に対して紫外線照射するこ
とによって、高分子重合体ネットワークを含む液晶複合系を含む液晶表示装置を形成する
。ここにおいて、高分子重合体ネットワークの液晶複合系はさらに非常に少量の光開始剤
を含み、該光開始剤の含有量は液晶質量の約０．２％であり、液晶表示装置の表示効果に
影響しない。
【００５８】
　好ましくは、セル形成工程において、フレーム封止接着剤の紫外線固定工程において、
液晶性重合可能モノマーは光開始剤によって誘発され、高分子重合体ネットワークを形成
する。このようにすれば、別途紫外線照射することなく、複合系中の液晶性重合可能モノ
マーを光開始剤の作用下において重合させ、生産効率を高めることができる。高分子重合
物ネットワーク周囲の低分子液晶はアンカーされ、これらの低分子液晶は初期条件の影響
を受け、基板方向に平行となるように配向する。
【００５９】
　通電過程において、低分子液晶は多次元電界の影響により回転し、電界を除去する場合
、低分子液晶は長軸が基板に平行する配列状態に戻る必要があり、この際には高分子ネッ
トワークの影響を受け、低分子液晶は迅速に通電する前の配列状況に戻る。この時、高分
子ネットワークの影響を受け、低分子液晶は迅速に通電する前の状態に戻り、これにより
装置のエネルギー消耗を低減させる。
【００６０】
　このような液晶表示装置のエネルギー消耗を低減させる方法はＨＡＤＳ設計に適用する
ことができる。まず、配列２Ｄの設計中において、カラーフィルター基板とアレイ基板の
ＰＩラビング方向は同じであり、液晶セル内の重合可能モノマーと液晶分子の重合前の配
列方向と一致し、重合過程において、重合物鎖成長過程における、低分子液晶に対する影
響は少ない。次に、ＡＤＳの通電時の電界分布の仕方により、低分子液晶の回転を促し、
重合体ネットワークはよりＶｏｆｆを低下させやすい。
【００６１】
　このような液晶表示装置のエネルギー消耗を低減する方法は、ＴＮ型（ネマチック）液
晶表示装置に適している。これは、似たような方向性重合の効果により、似たように駆動
電圧を低減する効果を有し、液晶表示装置のエネルギー消耗を低減させ、液晶の応答速度
を高めるという効果を有する。
【００６２】
　上記ステップＳ２０１とＳ２０１の順序は相互に変更することができ、まずステップＳ
２０２を行い、さらにステップＳ２０１を行うことができる。即ち、まず光開始剤を適切
な比率で液晶中に添加し、さらに液晶性重合可能モノマーを適切な比率に従って液晶中に
添加することができる。
【００６３】
　また、光開始剤と液晶性重合可能モノマーを同時に液晶中に添加することもできる。
【００６４】
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　本発明実施例中において、液晶分子の末端基にシアノ基が含まれる場合、液晶分子の末
端基の電子吸収能力は比較的強く、電界から受ける作用は比較的大きく、液晶分子中の吸
電子基がフッ素である場合、吸電子能力は比較的弱く、電界から受ける作用の影響は比較
的小さい。本発明実施例中で用いる液晶性重合可能モノマーの種類は、液晶の種類（液晶
分子の構造）が異なることによって異なり、Ｃ６Ｍ及びその誘導体に限定されない。
【００６５】
　上記のように、本発明実施例の提供する液晶表示装置は液晶パネルを含み、及び液晶パ
ネルを含む表示装置を提供する。液晶パネルはカラーフィルター基板とアレイ基板とを含
み、及びカラーフィルター基板及びアレイ基板との間に設置する高分子重合体ネットワー
ク及び該高分子重合体ネットワーク周囲の液晶を含む。液晶表示装置に一定の駆動電圧を
印加する場合、液晶の配列方向は電界によって一定角度の回転を生じ、これにより光透過
という目的を達成する。液晶表示装置にオフ電圧を印加する過程において、高分子重合体
ネットワークの影響により、液晶は比較的小さいオフ電圧下において、さらに早い速度で
液晶表示装置に駆動電圧を印加する前の液晶の配列方向に戻る。従来の液晶表示装置と比
較して、本発明実施例が提供する技術構成は、液晶表示装置のオフ電圧を低減させ、エネ
ルギー消耗を減少させ、応答速度を向上させる。
【００６６】
　また、本発明の実施例はさらに、液晶パネルを有する表示装置を提供し、例えば、コン
ピュータまたはテレビなどである。
【００６７】
　留意すべきは、液晶分子長軸方向が基板表面（即ち、配向膜の表面）に平行である平行
配向モードについて説明している。しかし、本発明の実施例はこれに限定されない。液晶
分子の開始時の配向状態は、基板表面との間にプレチルトを有することができる。また、
本発明の実施例は、液晶分子が開始状態において基板の表面と垂直に配列するモードとす
ることもできる（即ち、垂直配向モード）。しかし、どんな配向モードを用いても、液晶
分子の初期の配向状態は、配向膜の配向方向と一致し、さらに高分子重合体ネットワーク
の重合体主鎖の延伸方向は配向膜の配向方向と一致している。
【００６８】
　明らかに、当業者は本発明の主旨及び範囲を離脱しないように、本発明に対し各種変更
及び改善を行うことができる。このように、本発明のこのような変更及び改善が本発明の
請求項及び均等的な技術範囲に属する場合、本発明はこれらの変更または改善を含むと解
釈される。
【符号の説明】
【００６９】
　１０　上基板
　２０　下基板
　２１　第一ＩＴＯ電極
　２２　第二ＩＴＯ電極
　３０　液晶
　４０　高分子重合体ネットワーク
　５０　液晶
　６０　カラーフィルター基板
　７０　絶縁層
　７１　ピクセル電極
　７２　共通電極
　８０　液晶性重合可能モノマー
　９０　電界
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