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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対のガラス基板で液晶層を挟持してなる液晶セルと、前記液晶セルの一方のガラス基
板側に配置された吸収型偏光板と、前記液晶セルの他方のガラス基板側に配置された反射
型偏光板と、前記反射型偏光板側から前記液晶セルに光を入射する照光手段と、を具備す
る液晶表示装置において、前記液晶セルと前記反射型偏光板との間に、前記反射型偏光板
と同じ透過軸を有するように偏光性光拡散板を配置し、前記偏光性光拡散板は実質的に複
屈折のない基材樹脂中に複屈折を有する棒状の樹脂が一方向に配向して分散した構造であ
り、前記液晶セルに電圧を印加する第１の制御手段で制御される前記照光手段を用いたモ
ードと、前記液晶セルに電圧を印加する第２の制御手段で制御される外光を用いたモード
と、を有することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記第１の制御手段は、電圧印加状態で黒表示とし、電圧無印加状態で白表示とする制
御手段であり、前記第２の制御手段は、電圧印加状態で白表示とし、電圧無印加状態で黒
表示とする制御手段であることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記照光手段は、光源と、前記光源からの光を前記液晶セル側に導光する導光板と、を
含み、前記導光板は、前記外光を用いたモードにおいて、外光を前記光源側に向ける構造
を有することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
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　前記反射型偏光板は、表面に８０ｎｍ～１５０ｎｍピッチの格子状凸部を有する透明な
樹脂基材と、前記格子状凸部を含む領域上に形成された透明な誘電体層と、前記誘電体層
上に形成された金属ワイヤと、から構成されたワイヤグリッド偏光板であることを特徴と
する請求項１から請求項３のいずれかに記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置に関し、特に外光使用時に有効である液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置は、種々の携帯情報機器、例えば携帯電話やＰＤＡ（Personal　Di
gital　Assistant）などに搭載されてきている。携帯情報機器においては、できるだけ消
費電力を抑える必要があるので、液晶表示装置としては、外光をできる限り利用して、バ
ックライトの使用を抑える反射型液晶表示装置や半透過型液晶表示装置を用いることが好
ましい（特許文献１）。
【特許文献１】特開２０００－１４７４８７号公報
【０００３】
　このような反射型液晶表示装置や半透過型液晶表示装置の反射モードにおいては、例え
ば液晶セルに電圧を印加せず、クロスニコル状態で配置された一対の偏光板に外光を通過
させて白表示を行い、液晶セルに電圧を印加して、電界に沿って透過した外光をクロスニ
コル状態で配置された一対の偏光板で吸収して黒表示を行う場合がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、反射型液晶表示装置や半透過型液晶表示装置の反射モードにおいては、
上記のように表示制御を行うと、外光反射により液晶パネルが光って見えてコントラスト
が低下したり、外光がバックライト側に抜けて反射せずに、白表示が黒く見えてしまう白
黒反転現象が発生するという問題がある。
【０００５】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、外光及びバックライト光を用いる液晶
表示装置において外光反射によるコントラスト低下や白黒反転を防止することができる液
晶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】
【０００６】
　本発明の液晶表示装置は、一対のガラス基板で液晶層を挟持してなる液晶セルと、前記
液晶セルの一方のガラス基板側に配置された吸収型偏光板と、前記液晶セルの他方のガラ
ス基板側に配置された反射型偏光板と、前記反射型偏光板側から前記液晶セルに光を入射
する照光手段と、を具備する液晶表示装置において、前記液晶セルと前記反射型偏光板と
の間に、前記反射型偏光板と同じ透過軸を有するように偏光性光拡散板を配置し、前記偏
光性光拡散板は実質的に複屈折のない基材樹脂中に複屈折を有する棒状の樹脂が一方向に
配向して分散した構造であり、前記液晶セルに電圧を印加する第１の制御手段で制御され
る前記照光手段を用いたモードと、前記液晶セルに電圧を印加する第２の制御手段で制御
される外光を用いたモードと、を有することを特徴とする。
【０００７】
　この構成によれば、外光を用いる反射モードにおいてクロスニコル状態で白表示を行う
ので、外光反射によるコントラスト低下や白黒反転を防止することができる。また、液晶
セルと反射型偏光板との間に、反射型偏光板と同じ透過軸を有する偏光性光拡散板を配置
することから、外光を用いたモードにおいて、正反射する光をより少なくすることができ
るため、より確実に白表示を行うことが可能となる。
【０００８】
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　本発明の液晶表示装置においては、前記第１の制御手段は、電圧印加状態で黒表示とし
、電圧無印加状態で白表示とする制御手段であり、前記第２の制御手段は、電圧印加状態
で白表示とし、電圧無印加状態で黒表示とする制御手段であることが好ましい。
【００１０】
　本発明の液晶表示装置においては、前記照光手段は、光源と、前記光源からの光を前記
液晶セル側に導光する導光板と、を含み、前記導光板は、前記外光を用いたモードにおい
て、外光を前記光源側に向ける構造を有することが好ましい。これにより、外光を用いた
モードにおいて、外界に戻る光の量をより少なくすることができるので、より確実に黒表
示を行うことができる。
【００１１】
　本発明の液晶表示装置においては、前記反射型偏光板は、表面に８０ｎｍ～１５０ｎｍ
ピッチの格子状凸部を有する透明な樹脂基材と、前記格子状凸部を含む領域上に形成され
た透明な誘電体層と、前記誘電体層上に形成された金属ワイヤと、から構成されたワイヤ
グリッド偏光板であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の液晶表示装置によれば、一対のガラス基板で液晶層を挟持してなる液晶セルと
、前記液晶セルの一方のガラス基板側に配置された吸収型偏光板と、前記液晶セルの他方
のガラス基板側に配置された反射型偏光板と、反射型偏光板側から前記液晶セルに光を入
射する照光手段と、を具備する液晶表示装置において、前記液晶セルに電圧を印加する第
１の制御手段で制御される前記照光手段を用いたモードと、前記液晶セルに電圧を印加す
る第２の制御手段で制御される外光を用いたモードとを有するので、外光及びバックライ
ト光を用いる液晶表示装置において外光反射によるコントラスト低下や白黒反転を防止す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明者は、外光及びバックライト光を用いる液晶表示装置における外光反射の問題に
着目し、すなわち、外光を用いる反射モードにおいて、外光反射により液晶パネルが光っ
て見えてコントラストが低下したり、外光がバックライト側に抜けて反射せずに、白表示
が黒く見えてしまう白黒反転現象が発生することに着目した。
【００１４】
　そこで、本発明者は、上記のような外光反射により起こる望ましくないと思われる現象
を積極的に利用して、外光を用いる反射モードにおいて、外光反射による液晶パネルが光
ってしまう現象を利用して白表示を行い、白表示の白黒反転現象を利用して黒表示を行う
ことにより、すなわち、外光を用いる反射モードにおいてクロスニコル状態で白表示を行
うことにより、従来からの外光反射の問題を解決できることを見出し本発明をするに至っ
た。
【００１５】
　すなわち、本発明の骨子は、一対のガラス基板で液晶層を挟持してなる液晶セルと、前
記液晶セルの一方のガラス基板側に配置された吸収型偏光板と、前記液晶セルの他方のガ
ラス基板側に配置された反射型偏光板と、反射型偏光板側から前記液晶セルに光を入射す
る照光手段と、を具備する液晶表示装置において、前記液晶セルに電圧を印加する第１の
制御手段で制御される前記照光手段を用いたモードと、前記液晶セルに電圧を印加する第
２の制御手段で制御される外光を用いたモードとを有する液晶表示装置により、外光及び
バックライト光を用いる液晶表示装置において外光反射によるコントラスト低下や白黒反
転を防止することである。
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置を示す断面図である。図１に示す液晶
表示装置は、液晶セル１と、液晶セル１の一方の側に配置された吸収型偏光板２と、液晶
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セル１の他方の側に偏光性光拡散板３を介して配置された反射型偏光板４と、反射型偏光
板４側に配置された照光手段であるバックライト５と、液晶セル１及びバックライト５に
対する駆動制御を行う制御部６とから主に構成されている。
【００１７】
　液晶セル１は、一対のガラス基板１１，１２と、この一対のガラス基板１１，１２に挟
持された液晶層１７とから主に構成されている。一方のガラス基板１１の一方の主面上に
は、カラーフィルタ１８、電極１３及び配向膜１５がその順で積層されており、他方のガ
ラス基板１２の一方の主面上には、電極１４及び配向膜１６がその順で積層されている。
液晶セル１は、両配向膜１５，１６が対向するようにしてガラス基板１１，１２を配置し
、その間に液晶層１７が介在するようにして構成されている。したがって、液晶セル１の
一方のガラス基板１１の他方の主面側に吸収型偏光板２が配置され、液晶セル１の他方の
ガラス基板１２の他方の主面側に反射型偏光板４が配置されている。
【００１８】
　カラーフィルタ１８、電極１３，１４、配向膜１５，１６については、通常の液晶表示
装置において使用されている材料を用いることができる。また、吸収型偏光板２としては
、ＰＶＡ（ポリビニルアルコール）膜にヨウ素を吸着させ、そのＰＶＡ膜を特定方向に延
伸させることにより得られた通常の偏光板などを用いることができる。なお、液晶層１７
は、その視野角を改善するための種々の方式、例えばＭＶＡ（Multi-domain Vertical Al
ignment）方式、ＩＰＳ（In-Plain Switching）方式、ＯＣＢ（Optically　Compensated
　Birefringence）方式が採用されていても良い。
【００１９】
　液晶セル１と後述する反射型偏光板４との間には、反射型偏光板４と同じ透過軸を有す
る偏光性光拡散板３を配置することが好ましい。これにより、外光を用いたモードにおい
て、反射型偏光板４で反射する光を鏡面反射ではなく選択的に拡散反射することができる
ので、より確実に白表示を行うことができる。なお、偏光性光拡散板については、特表２
００２－５０２５０３号公報に開示されている材料を用いることができるが、フィルム基
材には複屈折がなく、光拡散剤に複屈折を有することで偏光性光拡散機能を発現するもの
が好ましい。このような偏光性光拡散板は、例えば、文献（Hideki　Hayashi,　Yuko　Ka
zama,　Kenro　Totani,　Noriaki　Saito　and　Toshiyuki　Watanabe,　“Novel　Refle
ctive　Type　Polarizer　Using　Birefringent　Fibers”,　SID　06　DIGEST,pp.840-8
43,2006.）に示されるように、複屈折を有する延伸した繊維を一方向に並べた状態で、繊
維間の空間を繊維の延伸方向もしくは延伸直角方向と同じ屈折率を有する実質的に複屈折
のない樹脂で充填することで得られる。すなわち、偏光性光拡散板は、実質的に複屈折の
ない基材樹脂中に複屈折を有する棒状の樹脂が一方向に配向して分散した構造であること
が好ましい。
【００２０】
　反射型偏光板４は、表面に８０ｎｍ～１５０ｎｍピッチの格子状凸部を有する透明な樹
脂基材と、格子状凸部を含む領域上に形成された透明な誘電体層と、誘電体層上に形成さ
れた金属ワイヤと、から構成されたワイヤグリッド偏光板である。このような反射型偏光
板４において、表面に８０ｎｍ～１５０ｎｍピッチの格子状凸部を有する透明な樹脂基材
は、例えば、本出願人の特開２００６－２２４６５９号公報の記載に基づいて作製するこ
とができる。特開２００６－２２４６５９号公報によれば、干渉露光法を用いて作製した
ピッチ２３０ｎｍから２５０ｎｍの格子状凸部がつくる凹凸格子を有する金属スタンパを
用いて、凹凸格子を熱可塑性樹脂に熱転写し、凹凸格子を付与した熱可塑性樹脂を格子の
長手方向と平行な方向に、延伸倍率が４から６倍の自由端一軸延伸加工を施す。その結果
、前記熱可塑性樹脂に転写された凹凸格子のピッチが縮小され、ピッチが１５０ｎｍ以下
の微細凹凸格子を有する樹脂基材（延伸済み）が得られる。続いて、得られた微細凹凸格
子を有する樹脂基材（延伸済み）から、電解メッキ法などを用いて微細凹凸格子を有する
金属スタンパを作製する。この金属スタンパを用いて、樹脂基材の表面にその微細凹凸格
子を転写、形成することで、ピッチが１５０ｎｍ以下の格子状凸部を有する樹脂基材を得
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ることが可能となる。ここで、格子状凸部を有する樹脂基材を得る方法は特に限定されな
い。
【００２１】
　なお、吸収型偏光板２の偏光方向と反射型偏光板４の偏光方向とは直交している、すな
わちクロスニコル状態である。
【００２２】
　照光手段であるバックライト５は、反射型偏光板４側から液晶セル１に光を入射するも
のであり、光源５１と、光源５１からの光を液晶セル１側に導光する導光板５２とを含む
。光源５１としては、ＬＥＤ、冷陰極管などを用いることができる。また、導光板５２に
は、アクリル樹脂のような透明材料が使用される。
【００２３】
　制御部６は、液晶セル１に電圧を印加するものであり、電圧印加状態で黒表示とし、電
圧無印加状態で白表示とする第１の制御を行うと共に、電圧印加状態で白表示とし、電圧
無印加状態で黒表示とする第２の制御を行う。この第１の制御はバックライト５を用いた
モードにおいて行われ、第２の制御は外光を用いたモードにおいて行われる。すなわち、
制御部６は、外光を用いたモード（反射モード）において、電圧印加状態で白表示とし、
電圧無印加状態で黒表示とするように液晶セル１に電圧を印加し、バックライトを用いた
モード（透過モード）において、電圧印加状態で黒表示とし、電圧無印加状態で白表示と
するように液晶セル１に電圧を印加する。また、制御部６は、光源５１のＯＮ／ＯＦＦを
切り替えて、反射モードと透過モードを切り替える。本実施の形態においては、制御部６
は、上記第１の制御及び第２の制御をいずれも行うように構成されているが、本発明にお
いては、第１の制御を行う第１制御部と第２の制御を行う第２制御部とをそれぞれ設けた
構成であっても良い。
【００２４】
　制御部６は、図４に示すように、反射モード（外光モード）においては、光源５１であ
るＬＥＤをＯＦＦにし、白表示させる際に液晶セル１に電圧を印加し（ＯＮ）、黒表示さ
せる際に液晶セル１に電圧を印加しない（ＯＦＦ）。また、透過モード（バックライトモ
ード）においては、光源５１であるＬＥＤをＯＮにし、白表示させる際に液晶セル１に電
圧を印加しない（ＯＦＦ）、黒表示させる際に液晶セル１に電圧を印加する（ＯＮ）。す
なわち、本発明の液晶表示装置においては、反射モードと透過モードで白黒表示の際の駆
動制御が反対となる。したがって、図５に示すように、反射モード（外光モード）である
場合には、印加電圧が高くなれば透過率が高くなる特性曲線（破線）を示し、透過モード
（バックライトモード）である場合には、印加電圧が高くなれば透過率が低くなる特性曲
線（実線）を示す。
【００２５】
　また、反射モードと透過モードのモード判定については、例えば、フォトセンサを搭載
しておき、フォトセンサにより光量を検知して、その検知結果に基づいて制御部６がモー
ド判定を行ってモードを切り替える（光源をＯＮ／ＯＦＦする）ようにしても良い。例え
ば、本発明の液晶表示装置を携帯電話に搭載する場合には、携帯電話にフォトセンサを搭
載し、前記のような検知方法によりモードを切り替える。
【００２６】
　次に、上記構成を有する液晶表示装置における表示動作について説明する。
　図２は、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の外光モードの際の光の透過状態を示
す図であり、図３は、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置のバックライトモードの際
の光の透過状態を示す図である。
【００２７】
　まず、図２（ａ），（ｂ）を用いて外光モード（反射モード）における表示動作につい
て説明する。外光モードにおいて、黒表示（黒モード）を行う場合には、制御部６により
、図４に示すように液晶セル１に電圧を印加しない。また、このとき、制御部６により、
光源５１もＯＦＦにする。この状態では、図２（ａ）に示すように、配向膜１３，１４の
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ラビング方向が互いに直交しているので、液晶分子１７ａが配向膜１３，１４間で９０°
捩れて配向する。吸収型偏光板２側から入射された光（外光）は、吸収型偏光板２により
特定方向（矢印方向）の直線偏光とされる。この直線偏光は、液晶分子１７ａの配向ねじ
れに沿って９０°回転し、クロスニコル状態で配置された反射型偏光板４を通過してバッ
クライト５側に出射され、バックライト５で散乱され戻らない。このため、液晶パネルで
の表示は黒表示となる。
【００２８】
　一方、外光モードにおいて、白表示（白モード）を行う場合には、制御部６により、図
４に示すように液晶セル１に電圧を印加する。このとき、制御部６により、光源５１をＯ
ＦＦにする。この状態では、図２（ｂ）に示すように、液晶分子１７ａの捩れ配向状態が
解けて電界に沿って配向する。吸収型偏光板２側から入射された光（外光）は、吸収型偏
光板２により特定方向（矢印方向）の直線偏光とされる。この直線偏光は、液晶層１７を
そのまま透過し、クロスニコル状態で配置された反射型偏光板４で反射される。このとき
、液晶セル１と反射型偏光板４との間に偏光性光拡散板３が配置されているので、反射型
偏光板４により反射された光は拡散された状態となる。このため、液晶パネルでの表示は
白表示となる。
【００２９】
　バックライトモードにおいて、白表示（白モード）を行う場合には、制御部６により、
図４に示すように液晶セル１に電圧を印加しない。また、このとき、制御部６により、光
源５１をＯＮにする。この状態では、図３（ａ）に示すように、配向膜１３，１４のラビ
ング方向が互いに直交しているので、液晶分子１７ａが配向膜１３，１４間で９０°捩れ
て配向する。反射型偏光板４側から入射された光（バックライト光）は、反射型偏光板４
により特定方向（矢印方向）の直線偏光とされる。この直線偏光は、液晶分子１７ａの配
向ねじれに沿って９０°回転し、クロスニコル状態で配置された吸収型偏光板２を通過し
て外界に出射される。このため、液晶パネルでの表示は白表示となる。
【００３０】
　一方、バックライトモードにおいて、黒表示（黒モード）を行う場合には、制御部６に
より、図４に示すように液晶セル１に電圧を印加する。このとき、制御部６により、光源
５１をＯＮにする。この状態では、図３（ｂ）に示すように、液晶分子１７ａの捩れ配向
状態が解けて電界に沿って配向する。反射型偏光板４側から入射された光（バックライト
光）は、反射型偏光板４により特定方向（矢印方向）の直線偏光とされる。この直線偏光
は、液晶層１７をそのまま透過し、クロスニコル状態で配置された吸収型偏光板２で吸収
される。このため、液晶パネルでの表示は黒表示となる。
【００３１】
　本実施の形態に係る液晶表示装置において、導光板５２は、外光を用いたモードにおい
て、外光を光源５１側に向ける構造を有することが好ましい。外光を光源５１に向ける構
造としては、図６に示すように、導光板５２のいずれかの主面にプリズム５２ａや突起な
どを挙げることができる。この場合、プリズム５２ａや突起の形成位置や大きさについて
は、外光を光源５１に向けるように適宜設定する。このようにすることにより、これによ
り、外光を用いたモードにおいて、外界に戻る光の量をより少なくすることができるので
、より確実に黒表示を行うことができる。
【００３２】
　次に、本発明の効果を明確にするために行った実施例について説明する。
（ワイヤグリッド偏光板の作製）
・格子状凸部スタンパの作成
　まず、本出願人の特開２００６－２２４６５９号公報に記載された方法を用いて、ピッ
チが２３０ｎｍで、微細凹凸格子の高さが３５０ｎｍである微細凹凸格子から、表面の微
細凹凸格子のピッチと高さが１４０ｎｍ／１６２ｎｍで、厚さ０．３ｍｍ、縦３００ｍｍ
、横１８０ｍｍのニッケルスタンパを作製した。
【００３３】
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・紫外線硬化樹脂を用いた格子状凸部転写フィルムの作製
　厚さ１００μｍのＣＯＰフィルム（ＪＳＲ株式会社製、アートン）に中心波長１７３ｎ
ｍの紫外線を１００ｍＪ／ｃｍ2照射し、シランカップリング剤（信越化学工業株式会社
製、ＫＢＭ-５１０３）０．５重量％、酢酸０．１重量％、水２０重量％、エタノール８
９．７重量％からなるシランカップリング剤溶液をスピンコートして乾燥した。その後、
紫外線硬化樹脂（東洋合成工業株式会社製ＰＡＫ０１）を約０．０1ｍｍ塗布し、塗布面
を下にして上記１４０ｎｍピッチの微細凹凸格子を有するニッケルスタンパ上に、それぞ
れ端部からニッケルスタンパとフィルム間に空気が入らないように載せ、ＣＯＰフィルム
側から中心波長３６５ｎｍの紫外線ランプを用いて紫外線を１０００ｍＪ／ｃｍ2照射し
て紫外線硬化樹脂を硬化させた。そして、ニッケルスタンパからＣＯＰフィルムを剥離し
、縦３００ｍｍ、横１８０ｍｍの格子状凸部転写フィルムを作製した。
【００３４】
・スパッタリング法を用いた誘電体層の形成
　得られた紫外線硬化樹脂格子状凸部転写フィルムに、スパッタリング法を用い無機透明
誘電体を被着した。本実施例では、無機透明誘電体としてＳｉ3Ｎ4を用い、上記方法で作
製した格子状凸部転写フィルムにＳｉ3Ｎ4を被着した。この場合、層厚み比較用サンプル
として、表面が平滑なガラス基板を格子状凸部転写フィルムと共に装置に挿入し、Ａｒガ
ス圧力０．７０Ｐａ、スパッタリングパワー４Ｗ／ｃｍ2、積層速度０．２０ｎｍ／ｓに
て平滑ガラス基板へのＳｉ3Ｎ4積層厚みが７ｎｍとなるように成膜を行った。
【００３５】
・真空蒸着法を用いた金属の蒸着
　格子状凸部転写フィルムにＳｉ3Ｎ4を積層した後、電子ビーム真空蒸着法（ＥＢ蒸着法
）を用いて金属を被着した。本実施例では、金属としてアルミニウム（Ａｌ）を用い、真
空度２．５×１０-3Ｐａ、蒸着速度４ｎｍ／ｓ、常温下においてアルミニウムを蒸着した
。この場合、層厚み比較用サンプルとして、表面が平滑なガラス基板を格子状凸部転写フ
ィルムと共に装置に挿入し、平滑ガラス基板へのアルミニウム蒸着厚みが２００ｎｍとな
るように蒸着を行った。
【００３６】
・エッチングによる不要金属の除去
　格子状凸部転写フィルムにＡｌを被着した後、フィルムを室温下の０．１重量％水酸化
ナトリウム水溶液中で８０秒洗浄し、すぐに水洗してエッチングを停止させた。その後、
フィルムを乾燥して、ワイヤグリッド偏光板を作製した。このワイヤグリッド偏光フィル
ムの大きさは、縦３００ｍｍ、横１８０ｍｍで、フィルムの断面を電界放出型走査型電子
顕微鏡にて観察したところ、格子のピッチは１４０ｎｍ、形成したアルミニウムワイヤの
高さは１３０ｎｍ、幅は５５ｎｍであった。
【００３７】
・分光光度計による偏光性能評価
　分光光度計を用い作製したワイヤグリッド偏光板の偏光度及び光線透過率を測定したと
ころ、偏光度は９９．９７％、光線透過率は４１．２％であった。ここでは、直線偏光に
対する平行ニコル、直行ニコル状態での光線透過率を測定し、偏光度は下記式より算出し
た。測定波長域は可視光として４００ｎｍ～８００ｎｍとし、偏光度及び光線透過率は、
波長ごとに視感度に応じた重み付け平均値を採用した。
　偏光度＝（Ｉmax－Ｉmin）／（Ｉmax＋Ｉmin）
　ここで、Ｉmaxは平行ニコル時の透過光強度であり、Ｉminは直交ニコル時の透過光強度
である。
【００３８】
　（液晶表示装置の作製）
　得られたワイヤグリッド偏光板、市販の携帯電話に用いられるＴＮ液晶セル、及びサイ
ドライト方式バックライトを用いて図１に示す液晶表示装置を組み立てた。表示はバック
ライトを用いたモード（透過モード）において、電圧印加状態で黒表示とし、電圧無印加
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状態で白表示となるようにした。反射型偏光板４としては、ワイヤグリッド偏光板を用い
、偏光性光拡散板３としては上記文献に示される製法で、直径３μｍのＰＥＴ繊維と紫外
線硬化樹脂から、厚み１８０μｍでＰＥＴ繊維の含有率が約６０体積％となるようなフィ
ルムを作成し、使用した。サイドライト方式バックライトには図６に示す断面形状の導光
板を使用し、光源となるＬＥＤからの光が、主に導光板表面に設けられたプリズム形状に
より反射され液晶セルに向かうようにした。
【００３９】
（実施例１）
　液晶表示装置に偏光性光拡散板３を挿入し、外光モードとして、光源５１をＯＦＦのま
ま液晶表示装置の外から光を照射したところ、電圧無印加状態では黒表示が得られ、電圧
印加状態では白表示が得られ、液晶表示面に対する垂線から４５度以内の角度では一様な
白表示が得られた。また、バックライトモードとして、光源５１をＯＮとしたところ、電
圧無印加状態では白表示が得られ、電圧印加状態では黒表示が得られた。また、画像信号
を液晶表示装置に入力した場合でも、外光モードとバックライトモードで本発明に係る駆
動制御を行うことにより、良好に画像表示が得られた。
【００４０】
（実施例２）
　液晶表示装置に偏光性光拡散板３を挿入せずに、実施例１と同様に表示を評価したとこ
ろ、良好に白黒表示及び画像表示が得られた。ただし、外光モードの白表示では、外光の
向きにより実施例１に比べて均質性に劣っていた。
【００４１】
　本発明は上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。上記
実施の形態において、偏光板や偏光性光拡散板については、板状体のものに限定されず、
フィルム状体やシート状体のものとする。また、上記実施の形態においては、液晶表示装
置において白黒表示を行う場合について説明しているが、電圧レベルを変えることにより
中間調表示を行うことも可能である。この場合においても、外光モードでは、印加電圧が
高くなれば透過率が高くなる特性曲線（破線）に基づいて電圧を制御する。
【００４２】
　また、上記実施の形態における寸法、材質などは例示的なものであり、適宜変更して実
施することが可能である。その他、本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜変更して
実施することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の実施の形態に係る液晶表示装置を示す断面図である。
【図２】（ａ），（ｂ）は、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の外光モードの際の
光の透過状態を示す図である。
【図３】（ａ），（ｂ）は、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置のバックライトモー
ドの際の光の透過状態を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る液晶表示装置における制御部の制御態様を示す図であ
る。
【図５】本発明の実施の形態に係る液晶表示装置における印加電圧と透過率との間の関係
を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る液晶表示装置におけるバックライトの導光板の他の例
を示す図である。
【符号の説明】
【００４４】
　１　液晶セル
　２　吸収型偏光板
　３　偏光性光拡散板
　４　反射型偏光板
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　５　バックライト
　６　制御部
　１１，１２　ガラス基板
　１３，１４　電極
　１５，１６　配向膜
　１７　液晶層
　１７ａ　液晶分子
　１８　カラーフィルタ
　５１　光源
　５２　導光板
　５２ａ　プリズム

【図１】 【図２】
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【図５】
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