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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つの画素領域を画成すべき一対のガラス基板のうち、少なくとも一方のガ
ラス基板の表面に、画素領域の外周を包囲する突条部を形成する工程と、
　上記突条部を形成した後、シールパターンを形成する前に、上記突条部の外側にシール
パターンの幅に対応する間隔を開けて、第二の突条部を他方のガラス基板上に形成する工
程と、
　上記一方のガラス基板または他方のガラス基板の表面に、上記突条部の外側に沿って延
びるように、シールパターンを形成する工程と、
　上記突条部の内側に画成される空間内に液晶を滴下する液晶注入工程と、
　上記一対のガラス基板を、上記突条部及びシールパターンを内側にして、互いに上記突
条部の高さにより決まる所定間隔で重ね合わせる貼り合わせ工程と
　上記シールパターンを硬化させる封止工程と、
を含むことを特徴とする液晶装置の製造方法。
【請求項２】
　上記貼り合わせ工程が、大気圧下で行なわれることを特徴とする、請求項１に記載の液
晶装置の製造方法。
【請求項３】
　上記貼り合わせ工程が、減圧下で行なわれることを特徴とする、請求項１に記載の液晶
装置の製造方法。
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【請求項４】
　上記液晶注入工程にて、滴下される液晶が、突条部の内側に画成される空間の体積と同
じ体積であることを特徴とする、請求項１から３の何れか１項に記載の液晶装置の製造方
法。
【請求項５】
　上記液晶注入工程にて、滴下される液晶が、突条部の内側に画成される空間の体積より
僅かに大きい体積であることを特徴とする、請求項１から３の何れか１項に記載の液晶装
置の製造方法。
【請求項６】
　上記シールパターンを構成するシール剤が、ＵＶ硬化樹脂であって、封止工程における
シールパターンの硬化が、紫外線照射により行なわれることを特徴とする、請求項１から
５の何れか１項に記載の液晶装置の製造方法。
【請求項７】
　上記シールパターンを構成するシール剤が、熱硬化性材料であって、封止工程における
シールパターンの硬化が、熱処理により行なわれることを特徴とする、請求項１から５の
何れか１項に記載の液晶装置の製造方法。
【請求項８】
　さらに、封止工程の後に、各シールパターンまたは第二の突条部の外側にて、一対のガ
ラス基板を切断して、画素領域毎に分離する分離工程を含んでいることを特徴とする、請
求項１から７の何れか１項に記載の液晶装置の製造方法。
【請求項９】
　第一のシールパターンにより画成される液晶セルが、１ｃｍ以下の対角線長を有するこ
とを特徴とする、請求項１から８の何れか１項に記載の液晶装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶装置の製造方法に関し、特に小型の液晶装置の製造方法に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来、液晶装置は、以下に図７から図１２に示す方法により製造されている。
先ず、二枚のガラス基板１０１，１３１を用意して、図７（ａ）に示すように、第一のガ
ラス基板１０１上に、例えばディスペンサＤを使用して所定の粒径を有するギャップコン
トロール剤（以下、ＧＣ剤という）１０１ａを散布する。
尚、このガラス基板１０１の点線で示す画素領域（表示部あるいは光制御部ともいう）に
は、少なくとも一つの画素電極１０３が形成されている。
【０００３】
これに対して、図７（ｂ）に示すように、第二のガラス基板１３１上には、上記第一のガ
ラス基板１０１の画素領域に対応する共通電極１３３が形成されていると共に、この共通
電極１３３の外周を包囲するように、所定の粒径を有するＧＣ剤１３５ａを添加したシー
ル剤を塗布して、シールパターン１３５を形成する。
ここで、このシールパターン１３５は、液晶注入口としての開口１３５ｂを有している。
【０００４】
そして、図８（ａ）に示すように、上記第一のガラス基板１０１と第二のガラス基板１３
１を、上記画素電極１０３及び共通電極１３３が互いに対向するようにして、重ね合わせ
て、図８（ｂ）に示すように、例えばプレス機Ｐを使用して、第一のガラス基板１０１及
び第二のガラス基板１０３を互いに接近するように押圧する。
【０００５】
その後、第一のガラス基板１０１及び第二のガラス基板１０３を互いに押圧した状態にて
、例えばヒータＨＴにより熱処理して、上記シールパターン１３５を硬化させることによ
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り、第一のガラス基板１０１及び第二のガラス基板１０３が互いに固定保持されることに
なる。
ここで、上記画素領域に対応して、第一のガラス基板１０１及び第二のガラス基板１０３
の間には、シールパターン１３５により、空セルＥＣが画成される。
尚、上記シール剤は、熱硬化性材料から構成されており、熱処理によって硬化されるよう
になっているが、シール剤として紫外線硬化樹脂を含むシール剤を使用してもよく、その
場合には、熱処理の代わりに、紫外線を照射することにより、シール剤が硬化される。
【０００６】
実際には、図９（ａ）に示すように、第一のガラス基板１０１及び第二のガラス基板１０
３の間には、多数の空セルＥＣが画成されており、各空セルＥＣの境界に沿って、例えば
ダイヤモンドカッターＤを使用して、第一のガラス基板１０１及び第二のガラス基板１０
３の表面に対して、スクライブラインＳＬを形成する。ここで、各スクライブラインＳＬ
のうち、図９（ａ）にて横方向に延びるスクライブラインＳＬは、各空セルＥＣの液晶注
入口１３５ｂの開口面と揃うように形成される。
そして、これらのスクライブラインＳＬに沿って、第一のガラス基板１０１及び第二のガ
ラス基板１０３を切断することにより、図９（ｂ）に示すように、各空セルＥＣ毎に分離
する。
【０００７】
続いて、図１０に示すように、複数の空セルＥＣを、その液晶注入口１３５ｂが一平面上
に揃うように、注入治具１５０にセットし、図１１（ａ）に示すように、液晶Ｅを充填し
た液晶タンク１５５と共に、真空チャンバＶＣ内に収容して、真空チャンバＶＣ内を真空
引きする。
次に、真空チャンバＶＣ内が所定の真空度に達した時点で、図１１（ｂ）に示すように、
注入治具１５０を移動させて、各空セルＥＣの液晶注入口１３５ｂが液晶タンク１５５内
の液晶Ｅ内に浸かる状態にする。
その後、真空チャンバＶＣ内を大気圧に戻すと、各空セルＥＣ内に、液晶Ｅが充填され、
液晶セルＬＣとなる。
【０００８】
そして、図１２（ａ）に示すように、各液晶セルＬＣを、その液晶注入口１３５ｂが上に
僅かにはみだした状態で、プレス治具１６１にセットし、所定の圧力で各液晶セルＬＣを
一定時間押圧して、液晶注入口１３５ｂから出た余分な液晶ＥＡを拭き取り、図１２（ｂ
）に示すように、液晶注入口１３５ｂを塞ぐように、例えばエンドシール剤ＥＳを塗布し
、紫外線の照射または熱処理等によってエンドシール剤を硬化させる。
このようにして、液晶セルＬＣすなわち液晶装置が完成する。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述した液晶装置の製造方法においては、以下のような問題があった。
【００１０】
第一には、液晶注入口１３５ｂを有する第一のガラス基板１０１及び第二のガラス基板１
３１の辺は、各液晶注入口１３５ｂの開口面を揃えるように切断する必要があり、この辺
では、ガラス基板の表面に取出し電極を形成することができないため、液晶装置の設計上
の自由度が低くなってしまう。
【００１１】
第二には、非常に多くの（自動化が困難な）工程があり、製造工程が複雑になることから
、製造コストが高くなると共に、製造時間が長くなる。特に、小さな液晶セルを製造する
場合、注入治具やプレス治具への空セルＥＣや液晶セルＬＣのセットに時間がかかる。
また、注入治具への空セルＥＣのセットが適切でない場合（液晶注入口１３５ｂが一平面
上に揃っていない場合）には、各液晶注入口１３５ｂが液晶Ｅに浸からなくなり、液晶注
入不良が発生してしまう。しかも、これらの工程は、自動化が困難であり、手作業におい
ても熟練を要する。
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【００１２】
第三には、注入治具やプレス治具へのセット工程や、プレス工程が多く含まれているため
、空セルＥＣまたは液晶セルＬＣの表面が傷つきやすい。特に、ガラス基板のスクライブ
ラインＳＬ形成やブレイキングによる切断後は、ガラス基板の切り粉（切断の際の屑）が
ガラス基板の表面に多く付着するため、その後の工程においてガラス基板の表面等がより
一層傷つきやすい。
これに対して、切り粉を除去するために、洗浄工程を追加する場合もあるが、工程数が増
えてしまうと共に、洗浄工程によっても切り粉を完全に除去することは困難である。
【００１３】
第四には、シールパターン１３５やエンドシール部付近において、液晶の配向が乱れ易い
。この液晶の配向の乱れは、大型の液晶装置の場合には、殆ど問題にはならないが、小型
の液晶装置の場合には、シールパターンやエンドシール部から表示部までの距離が比較的
短いことから、液晶の配向の乱れによって、液晶の抵抗が変化するため、表示が乱れるこ
とになってしまう。
【００１４】
本発明は、以上の点に鑑み、少ない工程により、短時間で製造することができると共に、
ガラス基板の表面の傷付きを低減し、小型に構成するようにした、液晶装置の製造方法を
提供することを目的としている。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　本発明の一観点によれば、少なくとも一つの画素領域を画成すべき一対のガラス基板の
うち、少なくとも一方のガラス基板の表面に、画素領域の外周を包囲する突条部を形成す
る工程と、上記突条部を形成した後、シールパターンを形成する前に、上記突条部の外側
にシールパターンの幅に対応する間隔を開けて、第二の突条部を他方のガラス基板上に形
成する工程と、上記一方のガラス基板または他方のガラス基板の表面に、上記突条部の外
側に沿って延びるように、シールパターンを形成する工程と、上記突条部の内側に画成さ
れる空間内に液晶を滴下する液晶注入工程と、上記一対のガラス基板を、上記突条部及び
シールパターンを内側にして、互いに上記突条部の高さにより決まる所定間隔で重ね合わ
せる貼り合わせ工程と、上記シールパターンを硬化させる封止工程とを含むことを特徴と
する液晶装置の製造方法が提供される。
【００１６】
請求項１の構成によれば、突条部により画成される各空間（液晶セル）に対する液晶注入
が、各液晶セル毎の分離の前に一括して行なわれるので、注入治具により各液晶セルの液
晶注入口の開放面を整列させて保持する必要がない。
従って、工程数が少なくて済み、製造コストが低減され、製造時間が短縮され得ると共に
、各液晶セルの取扱いが容易であることから、特に小型の液晶セルの製造に好適である。
また、各液晶セルに液晶注入口が不要であることから、液晶セルの全周にて取出し電極を
形成することができるので、設計の自由度が高くなる。
さらに、各工程におけるプレスが、気圧あるいは液体圧による非接触式プレスにより行な
うことができるので、ガラス基板表面の傷付きがより一層低減され得る。
【００１７】
また、封止工程は、シールパターンの硬化によって行なわれるので、従来のような各液晶
セルのプレス治具へのセットが不要となり、液晶の押し出しも不要であることから、封止
工程に要する時間が大幅に短縮されることになり、液晶装置の製造時間も短縮されるので
、液晶装置の生産効率が向上することになる。
【００１８】
さらに、液晶は、突条部により画成された空間内に封止されるので、液晶がシールパター
ンに直接に接することがない。従って、シールパターンによる液晶の配向の乱れや抵抗変
化が生ずることがなく、正しい表示が行なわれ得ることになる。
これにより、画像領域に対して、突条部そしてシールパターンをできるだけ接近させて配
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置することが可能となるので、所謂シールマージンが殆ど不要になる。従って、画像領域
に対して液晶セルが極限まで小型化され得ると共に、液晶セル内に封止される液晶の量が
少なくて済む。
【００１９】
また、従来のように一旦液晶セル内に注入した余分の液晶を回収して再利用することがな
いので、注入の繰返しによる液晶の汚染を防止することができ、清浄な状態で液晶を注入
することが可能になる。
さらに、シールパターン自体は、封止機能を有していればよく、剛性を有する必要はない
ので、できるだけ幅を細くすることができ、液晶セル全体がより一層小型に構成され得る
ことになる。
【００２０】
請求項２の発明は、請求項１の構成において、上記貼り合わせ工程が、大気圧下で行なわ
れることを特徴とする。
請求項２の構成によれば、貼り合わせ工程にて、一対のガラス基板を貼り合わせる際に、
真空チャンバ等が不要あるので、簡単な構成により、容易に且つ短時間で、しかも低コス
トで、ガラス基板の貼り合わせが行なわれることになる。
【００２１】
請求項３の発明は、請求項１の構成において、上記貼り合わせ工程が、減圧下で行なわれ
ることを特徴とする。
請求項３の構成によれば、貼り合わせ工程にて、一対のガラス基板を貼り合わせる際に、
これらの間に空気が入り込んで、液晶セル内に気泡が混入してしまうことが防止され得る
。
【００２２】
請求項４の発明は、請求項１から３の何れかの構成において、上記液晶注入工程にて、滴
下される液晶が、突条部の内側に画成される空間の体積と同じ体積であることを特徴とす
る。
請求項４の構成によれば、液晶注入工程にて、突条部により画成される空間内に滴下され
た液晶が、空間の体積と同じであることから、その後の貼り合わせ工程にて、上記空間か
ら液晶が溢れ出すことがなく、しかも空間内に空隙が生ずることなく、液晶が充填される
ことになる。
【００２３】
請求項５の発明は、請求項１から３の何れかの構成において、上記液晶注入工程にて、滴
下される液晶が、突条部の内側に画成される空間の体積より僅かに大きい体積であること
を特徴とする。
請求項５の構成によれば、液晶注入工程にて、突条部により画成される空間内に滴下され
た液晶が、空間の体積より僅かに大きいので、その後の貼り合わせ工程にて、上記空間か
ら余分の液晶が、突条部を越えて、突条部とシールパターンの間に溢れ出し、シールパタ
ーンを外方に向かって押圧する。従って、余分の液晶が、シールパターンの内側に保持さ
れることになり、シールパターンを越えて外部に流出するようなことがない。
【００２４】
　また、請求項１の構成によれば、貼り合わせ工程にて、突条部により画成される空間か
ら溢れ出た液晶が、シールパターンを押圧するとき、第二の突条部がシールパターンを幅
方向に関して規制することになり、シールパターンの外側への変形を防止するので、シー
ルパターンが所定幅に保持されることになる。
【００２５】
　さらに、請求項１の構成によれば、貼り合わせ工程にて、上記突条部と第二の突条部が
、シールパターンに対して、互いに反対方向から接近することにより、余分の液晶が突条
部の端縁を越えてシールパターンを押圧したとき、シールパターンが第二の突条部の反対
側の端縁を越えて外方に押し出されることになる。従って、シールパターンが第二の突条
部により所定幅に保持されると共に、第二の突条部がシールパターンを介して一方のガラ
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ス基板の表面に対して確実に密着することになる。
【００２６】
　請求項６の発明は、請求項１から５の何れかの構成において、上記シールパターンを構
成するシール剤が、ＵＶ硬化樹脂であって、封止工程におけるシールパターンの硬化が、
紫外線照射により行なわれることを特徴とする。
　請求項６の構成によれば、封止工程において、全体に紫外線を照射することによって、
シール剤が硬化して、各液晶セルの周囲が硬化したシールパターンにより封止されること
になり、従来のプレス工程によるエンドシール剤による封止と比較して、容易に且つ短時
間で封止が行なわれ得ることになる。
【００２７】
　請求項７の発明は、請求項１から５の何れかの構成において、上記シールパターンを構
成するシール剤が、熱硬化性材料であって、封止工程におけるシールパターンの硬化が、
熱処理により行なわれることを特徴とする。
　請求項７の構成によれば、封止工程において、全体に熱処理を行なうことによって、シ
ール剤が硬化して、各液晶セルの周囲が硬化したシールパターンにより封止されることに
なり、従来のプレス工程によるエンドシール剤による封止と比較して、容易に且つ短時間
で封止が行なわれ得ることになる。
【００２８】
　請求項８の発明は、請求項１から７の何れかの構成において、さらに、封止工程の後に
、各シールパターンまたは第二の突条部の外側にて、一対のガラス基板を切断して、画素
領域毎に分離する分離工程を含んでいることを特徴とする。
　請求項８の構成によれば、分離工程にて、各液晶セル毎に分離することによって、複数
個の液晶装置が製造されることになり、生産性が向上することになる。
【００２９】
　請求項９の発明は、請求項１から８の何れかに構成において、第一のシールパターンに
より画成される液晶セルが、１ｃｍ以下の対角線長を有することを特徴とする。
　請求項９の構成によれば、小型の液晶セルから成る液晶装置が製造されることになり、
その際、各液晶セルは、画素領域を包囲する突条部により画成されており、各ガラス基板
の間隔（以下、セル厚という）は、突条部の高さにより保持されることにより、全体が小
型であることから、画素領域全体においてほぼ均一なセル厚が得られることになる。
【００３０】
このようにして、本発明によれば、各液晶セルを画成するシールパターンの内側に突条部
を形成して、突条部により画成される空間内に液晶を滴下した後、一対のガラス基板を貼
り合わせて、シールパターンを硬化させることによって、上記空間を封止する。これによ
り、各液晶セル毎に分離して、個々の液晶セル内に液晶を注入せず、全液晶セル内に液晶
を一括して注入した後、ガラス基板を貼り合わせて、シールパターンの硬化によって封止
する。
従って、各液晶セルの封止のために、従来のようにプレス治具により余分の液晶を押し出
して、エンドシール剤により封止を行なう場合に比較して、容易に且つ短時間で液晶装置
を製造することができる。
さらに、液晶セルが突条部により画成されているので、液晶セル内に封入された液晶は、
シールパターンに接触することがない。これにより、液晶がシールパターンに接触して、
その配向が乱れて、液晶の抵抗が変化することがない。従って、正しい表示が行なわれる
ことになると共に、画素領域の周囲に所謂シールマージンが殆どなくてもよいことから、
液晶セルが小型に構成されることになる。
【００３１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施の形態による液晶装置の製造方法について説明する。
本発明による液晶装置の製造方法の一実施形態においては、図１のフローチャートに示す
ように、以下のような工程により、液晶装置を製造することができる。
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【００３２】
先ず、予備段階として、以下の工程を行なう。
ステップ１にて、一対のガラス基板のうち、一方のガラス基板の表面に、表示部または光
制御部を構成する各画素領域の外周を包囲するように、実際の液晶セルのギャップに応じ
た高さを有する突条部を形成すると共に、ステップ２にて、シール剤を一方または他方の
ガラス基板の表面にて、上記突条部の外側に沿って延びるように塗布して、シールパター
ンを形成する。
ここで、上記突条部は、固体材料から構成されている。
また、上記各シールパターンは、対応する画素領域及び突条部を完全に包囲しており、液
晶注入口等を備えていない。
尚、双方のガラス基板の表面には、従来のようなＧＣ剤は散布されないが、ＧＣ剤が散布
されてもよい。
【００３３】
その後、液晶注入工程として、以下の工程を行なう。
ステップ３にて、上記突条部により画成される空間（液晶セル）内に、この空間の体積と
同程度または僅かに大きな体積の液晶を滴下する。
これにより、各画素領域に画成された液晶セル内に液晶が充填されることになる。
【００３４】
次に、貼り合わせ工程として、以下の工程を行なう。
ステップ４にて、双方の基板を互いに対向配置して重ね合わせる。
これにより、上記突条部の高さにより各ガラス基板が所定間隔に保持されることになる。
その際、各液晶セルが例えば１ｃｍ以下の対角線長の場合には、ほぼ均一なセル厚が得ら
れる。
この場合、基板の貼り合わせは、大気圧下または減圧下で行なわれる。
【００３５】
続いて、封止工程として、以下の工程を行なう。
ステップ５にて、上記液晶セルを再びプレス工程によりプレスした状態にて、シールパタ
ーンを硬化させる。
ここで、シールパターンを構成するシール剤は、例えばＵＶ硬化樹脂や熱硬化性材料であ
って、紫外線照射や熱処理によって硬化するように構成されている。
これにより、シール剤としてＵＶ硬化樹脂を使用する場合には、紫外線照射により、また
シール剤として熱硬化性材料を使用する場合には、熱処理によって、それぞれシールパタ
ーンを硬化させることができる。
【００３６】
最後に、分離工程として、以下の工程を行なう。
ステップ６にて、上記液晶セルを、各シールパターンの外側にて一対のガラス基板をスク
ライブ及びブレイキングにより切断することにより、各画素領域毎に分離する。
これにより、それぞれ一つの画素領域を備えた液晶装置が完成する。
【００３７】
このようにして、本発明による液晶装置の製造方法によれば、シールパターンが液晶注入
口を有していないことから、従来のような液晶の押出しを含むプレスエンドシール工程が
不要になるので、液晶装置の製造時間が短縮され得ると共に、液晶セルの全周にて取出し
電極の形成が可能となるので、液晶装置の設計の自由度が高くなり、また液晶が突条部に
よりシールパターンに接触しないので、液晶の配向の乱れが発生しない。
【００３８】
図２および図３は、本発明による液晶装置の製造方法の第一の具体例を示している。
予備段階にて、図２（ａ）に示すように、例えば１５０ｍｍ角で厚さ０．５ｍｍの大きさ
であって、各画素領域にＩＴＯ膜による複数個の画素パターン電極を備えたガラス基板１
０を用意して、このガラス基板１０の表面に、所望のセル厚と同じ高さを有する突条部１
１を、各画素領域の外周を完全に包囲するように形成する。
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尚、図２（ａ）乃至（ｃ）においては、図面を簡略化するために、一つの画素領域の部分
のみを示しているが、実際には画素領域はガラス基板１０上にて縦横に複数個並んで配置
されている。
【００３９】
ここで、突条部１１は、ガラス基板１０上のＩＴＯ膜による各画素パターン電極の領域（
画素領域）を包囲するように、縦横に複数個並んで配設され、例えば８ｍｍ角に形成され
ている。
突条部１１は、固体材料、例えばＪＳＲ製のオプトマーＮＮ７７７等を使用して、例えば
高さ５μｍ，幅１０μｍに選定されている。
尚、突条部１１は、固体材料であれば、例えば後述するシールパターン１２と同じシール
剤を硬化させたものや、マイラーフィルム等の任意の固体材料から形成されていてもよい
。
【００４０】
次に、図２（ｂ）に示すように、上記ガラス基板１０の表面にて、上記突条部１１の外側
に沿って延びるように、例えばディスペンサＤによりシールパターン１２を形成する。
シールパターン１２は、突条部１１の外縁に接するように形成されており、図２（ｃ）に
示すように、液晶注入口を備えておらず、突条部１１を完全に包囲している。
ここで、シールパターン１２を構成するシール剤は、ＵＶ硬化性材料、例えば長瀬チバ（
株）製のＸＮＲ５６１４を使用して、基板貼り合わせ後のシールパターン１２の幅が０．
１乃至０．３ｍｍ程度になるように、ガラス基板１０上に塗布する。
【００４１】
続いて、図２（ｂ）に示すように、液晶注入工程にて、ガラス基板１０の表面にて、突条
部１１により画成される空間（液晶セル）内に、この空間の体積と同等または僅かに大き
な体積の液晶１３を滴下する。
この場合、液晶セルが小型であることから、液晶１３の体積を高精度に制御することがセ
ル厚の均一な液晶セルを作製するために重要である。従って、液晶の滴下は、インクジェ
ット方式またはバブルジェット方式が望ましい。尚、液晶の体積を高精度に制御できるも
のであれば、例えばディスペンサ方式等の他の方式でもよい。
ここで、滴下する液晶の体積を液晶セルの体積と完全に同じにすることは難しいが、液晶
の体積を液晶セルの体積より僅かに大きな体積にすることにより、液晶セル内に気泡が混
入することを防止することができる。
【００４２】
その後、貼り合わせ工程にて、突条部１１及びシールパターン１２が形成され且つ液晶１
３が滴下されたガラス基板１０は、各画素領域に共通電極を有するガラス基板（対向基板
）１４と共に、図２（ｂ）に示すように真空チャンバ２０内に収容して、真空チャンバ２
０内を真空引きして減圧した状態にて、互いに重ね合わされる。この減圧によって、液晶
セル内に気泡が残留することが防止される。
尚、真空チャンバ２０の代わりに、真空パック等を使用することも可能である。
【００４３】
ここで、例えば双方の基板１０，１４が互いに完全に平行になるように重ね合わされて、
突条部１１内の液晶１３が表面張力によって僅かに盛り上がった状態で、その最も盛り上
がった液晶部分から対向基板１４が接するように、重ね合わせが行なわれ、あるいは対向
基板１４が液晶セルの一側から液晶１３の表面に接するようにすれば、気泡が残留しにく
いので、大気圧下で基板１０，１４の貼り合わせを行なうようにしてもよい。また、多少
気泡が液晶セル内に残留したとしても、画素領域に気泡が残留しなければ、実質的に気泡
による表示の劣化がないので、同様に大気圧下で基板の貼り合わせを行なうことも可能で
ある。
【００４４】
次に、図３（ｅ）に示すように、貼り合わされたガラス基板１０及び対向基板１４を、プ
レス工程によりプレスした状態にて、好ましくは暫く時間をおいて内部の気泡が落ち着く
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のを待ってから、紫外線ＵＶを照射する。これにより、上記シールパターン１２が硬化さ
れると共に、ガラス基板１０及び対向基板１４が互いに貼り合わされ、固定保持される。
この場合、上記プレス工程は、減圧下で基板貼り合わせを行なった場合には、大気圧に戻
すだけでもよい。基板の外周に近い箇所（実際の素子には使用されず後で切り捨てられる
箇所）に別途、シールパターン（素子を囲むように閉じられた形で、中はほぼ真空状態）
を形成しておくと、さらにプレス効果が高くなる。
【００４５】
このプレス工程において、液晶セル内の余分な液晶１３は、図３（ｆ）に示すように、突
条部１２と対向基板上のＩＴＯ電極により形成される間隙から押し出される。この際、シ
ールパターン１２は完全に硬化していないので、液晶１３がシールパターン１２を押し出
すことにより、シールパターン１２が外側に変形することにより、余分な液晶１３のオー
バーフローを吸収することになる。
尚、液晶セル内に滴下される液晶１３の体積が、液晶セルの体積より少ないと、液晶セル
内に気泡が残留してしまったり、液晶の高粘度により、液晶セルの中央付近でセル厚が薄
くなってしまったり、あるいは負圧によって液晶セル内にシール剤が進入してしまうこと
があるので、滴下される液晶１３の体積は、前述したように液晶セルの体積と同程度か僅
かに大きくすることが好ましい。
【００４６】
ここで、シールパターン１２は、このような余分な液晶１３による変形を受けても、酸素
遮断性等のシール機能は十分に備えていると共に、突条部１１の内側の液晶１３に対して
配向や電気的特性に影響を与えることはない。従って、液晶セル１３内の液晶１３は、シ
ールパターン１２に直接に接触しないので、配向の乱れや抵抗の変化が発生せず、正しい
表示を行なうことができる。
尚、紫外線照射によるシールパターン１２の効果をより一層完全にするために、紫外線照
射後に、アニール処理を行なうようにしてもよい。
【００４７】
最後に、シールパターン１２により画成される個々の液晶セル毎に分離する。
液晶セルを、シールパターン１２の外側に沿って、例えばダイヤモンドカッターＣを使用
して、ガラス基板１０及び対向基板をスクライブ及びブレイキングすることにより、図３
（ｇ）に示すように、個々の液晶セル毎に分離して、個々の液晶装置１５が完成する。
【００４８】
図４は、本発明による液晶装置の製造方法の第二の具体例を示している。
図４において、液晶装置の製造方法は、図２～図３に示した方法と比較して、ガラス基板
１０の表面に形成されるシールパターン１２の代わりに、対向基板１４にシールパターン
１６が形成されている点でのみ、異なる構成になっている。
このような構成によれば、図２～図３の製造方法と同様にして、液晶装置が製造されると
共に、プレス工程にて、液晶セル内の余分の液晶１３ａが、突条部１１の端縁と対向基板
１４との間の間隙から押し出されたとき、押し出された液晶１３ａが、シールパターン１
６と対向基板１４との間に入り込んで、シールパターン１６の対向基板１４への密着力を
損なうことがない。
【００４９】
図５は、本発明による液晶装置の製造方法の第三の具体例を示している。
図５（ａ）において、液晶装置の製造方法は、図２～図３に示した方法と比較して、ガラ
ス基板１０の表面に形成される突条部１１の代わりに、ガラス基板１０及び対向基板１４
の双方に対して、突条部１１ａ，１１ｂが形成されている点でのみ、異なる構成になって
いる。
このような構成によれば、図２～図３の製造方法と同様にして、液晶装置が製造されると
共に、プレス工程にて、液晶セル内の余分の液晶１３ａが、これらの突条部１１ａ，１１
ｂの突き合わせ部の間の間隙から押し出されることになり、対向基板１４の表面に形成さ
れた電極パターン形状に影響されることなく、液晶セルの全周に亘って均一に液晶１３ａ
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が押し出されると共に、シールパターン１２のガラス基板１０及び対向基板１４への密着
力が確実に確保され得ることになる。
【００５０】
図６は、本発明による液晶装置の製造方法の第四の具体例を示している。
図６において、液晶装置の製造方法は、図２～図３に示した方法と比較して、ガラス基板
１０の表面に形成される突条部１１の外側に、シールパターン１２の幅に対応する所定間
隔をあけて、第二の突条部１７が形成されている点でのみ、異なる構成になっている。
このような構成によれば、図２～図３の製造方法と同様にして、液晶装置が製造されると
共に、プレス工程にて、液晶セル内の余分の液晶１３ａが、突条部１１の端縁と対向基板
１４との間の間隙から押し出されたとき、シールパターン１２が第二の突条部１７により
幅方向に規制されていることにより、押し出された液晶１３ａにより、シールパターン１
２が幅方向外側に向かって変形することがない。従って、シールパターン１２の幅を狭く
することができるので、液晶セル全体が小型に構成され得ることになる。
【００５１】
図７は、本発明による液晶装置の製造方法の第五の具体例を示している。
図７（ａ）において、液晶装置の製造方法は、図６に示した方法と比較して、ガラス基板
１０の表面に形成される第二の突条部１７の代わりに、対向基板１４に第二の突条部１７
ａが形成されている点でのみ、異なる構成になっている。
このような構成によれば、図６の製造方法と同様にして、液晶装置が製造されると共に、
プレス工程にて、液晶セル内の余分の液晶１３ａが、突条部１１の端縁と対向基板１４と
の間の間隙から押し出されたとき、図７（ｂ）に示すように、シールパターン１２が第二
の突条部１７ａにより幅方向に規制されていることにより、押し出された液晶１３ａによ
り、シールパターン１２が幅方向外側に向かって変形することがなく、さらに押し出され
た液晶１３ａにより、シールパターン１２が、第二の突条部１７ａの端縁とガラス基板１
０との間の間隙から外側に向かって押し出されることになるので、シールパターン１２と
ガラス基板１０及び対向基板１４との間の密着力が損なわれるようなことはない。
【００５２】
上述した実施形態及び具体例においては、突条部１１，１１ａ，１１ｂ及び第二の突条部
１７，１７ａそしてシールパターン１２，１６は、実質的に四角形に形成されているが、
これに限らず、必要に応じて、他の形状に形成されていてもよい。
また、上述した実施形態及び具体例において、プレス工程は、一般的にはプレス治具やプ
レス機を利用したり、これらのプレス面にウレタンゴム等のクッション部材を設ける方法
が採用されるが、これに限らず、少なくとも一側ではエアーや窒素等の気体圧力や水等の
液体圧力により非接触にて圧力を加える方法、さらには真空パック等により圧力を加える
方法も可能である。
【００５３】
さらに、上述した実施形態及び具体例においては、個々の液晶装置１５の分離は、ガラス
基板１０及び対向基板１４を例えばダイヤモンドカッターＣを使用してスクライブ及びブ
レイキングにより行なうようになっているが、これに限らず、ピエゾ等によりダイヤモン
ドカッターに超音波振動を付与したり、高出力レーザカッターによりガラス基板及び対向
基板を切断するようにしてもよい。この場合、切断加工時に、ほとんど切り粉が発生せず
、またブレイキングが不要であることから、より一層傷付きの少ない液晶装置を製造する
ことが可能である。
【００５４】
また、上述した実施形態及び具体例においては、シールパターン１２，１６を構成するシ
ール剤は、ＵＶ硬化性樹脂から構成されているが、これに限らず、熱硬化性材料から構成
されていてもよい。この場合、シール剤は、熱処理によって硬化されるが、この熱処理は
、ヒータだけでなく、オーブンやホットプレートを使用してもよい。
さらに、上述した実施形態及び具体例においては、液晶セル内にＧＣ剤が備えられていな
いが、例えばガラス基板１０または対向基板１４の各画素領域内にＧＣ剤が散布されてい
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てもよい。
【００５５】
本発明による液晶装置の製造方法により製造された液晶装置は、例えば液晶ディスプレイ
、特に小型の液晶ディスプレイや、インスタントフィルム・印画紙用書き込み光源の空間
変調素子，ＣＤ／ＤＶＤ用光ピックアップ素子，カメラの絞り・シャッタ，レーザプリン
タ用等の液晶光シャッタ，液晶レンズ，液晶プリズム，液晶光ヘッド，液晶センサ等を備
えた製品全般が対象となる。
【００５６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明による液晶装置の製造方法によれば、以下に示す利点が得ら
れる。
１）工程数が少なくなり、製造コストの削減，製造時間の短縮が可能になる。特に、表示
（または光制御）部分の面積が小さい小型液晶セルの製造方法として好適である。
２）従来のようなプレスエンドシール工程が不要であることから、取出し電極の設計の自
由度が高くなる。従って、例えば液晶セルの全周縁に取出し電極を設けることができる。
３）傷発生の主原因となる切り粉を発生させる分離工程におけるスクライブ及びブレイキ
ングが、液晶装置の製造工程における最終工程であることから、液晶セルのガラス基板表
面の傷付きを最小限に抑えることができる。
４）すべてのプレス工程を、気圧または液体圧による非接触プレス工程により行なうこと
ができる。従って、液晶セルのガラス基板表面の傷付きをより一層抑えることができる。
５）液晶注入口の封止が、硬化性液体２２の紫外線照射や熱処理による硬化によって行な
われるので、従来のような液晶の押出しやプレス治具へのセットが不要となり、液晶装置
の製造時間が短縮される。
６）液晶セル内の液晶１３が、周囲にてシールパターン１２，１６に直接に接することが
ないので、液晶１３の配向の乱れや抵抗等の電気的特性の変化が発生することがない。
従って、各画素領域の周囲に従来のようなシールマージンを設ける必要がなく、各画素領
域の境界に対してできるだけ突条部１１及びシールパターン１２，１６を近づけることが
可能であるから、液晶セルそして液晶装置１５全体が小型に構成され得る。
さらに、液晶セルが小型に構成されることから、液晶セル内に滴下する液晶１３の体積も
少なくて済み、液晶の消費量が低減されると共に、従来のような一旦注入した液晶をプレ
ス工程により押し出して回収し、再び注入することがないので、液晶が注入の繰返しによ
って汚染されることがない。
７）第二の突条部１７，１７ａを設けることにより、シールパターン１２の幅が第二の突
条部１７，１７ａによって規制されることになる。従って、シールパターン１２の幅をで
きるだけ細くすることができるので、液晶セル全体がさらに小型に構成され得る。
【００５７】
このようにして、本発明によれば、少ない工程により、短時間で製造することができると
共に、ガラス基板の表面の傷付きを低減し、小型に構成するようにした、極めて優れた液
晶装置の製造方法が提供され得ることになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による液晶装置の製造方法の一実施形態における各工程を示すフローチャ
ートである。
【図２】本発明による液晶装置の製造方法の第一の具体例を順次に示す概略図（前半）で
ある。
【図３】本発明による液晶装置の製造方法の第一の具体例を順次に示す概略図（後半）で
ある。
【図４】本発明による液晶装置の製造方法の第二の具体例の基板貼り合わせ工程前の状態
を示す概略図である。
【図５】本発明による液晶装置の製造方法の第三の具体例の（ａ）基板貼り合わせ工程前
及び（ｂ）基板貼り合わせ工程後の状態を示す概略図である。
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【図６】本発明による液晶装置の製造方法の第四の具体例の基板貼り合わせ工程前の状態
を示す概略図である。
【図７】本発明による液晶装置の製造方法の第五の具体例の（ａ）基板貼り合わせ工程前
及び（ｂ）基板貼り合わせ工程後の状態を示す概略図である。
【図８】一般的な液晶表示装置の製造工程を示す図であり、（ａ）は第一の基板上にスペ
ーサ剤を配置する工程を、（ｂ）は第二の基板上にシール剤を配置する工程を示す図であ
る。
【図９】一般的な液晶表示装置の製造工程の図７に続く工程を示す図であり、（ａ）は双
方の基板を重ね合わせた状態を、（ｂ）はその後にプレスする状態を示す図である。
【図１０】一般的な液晶表示装置の製造工程の図８に続く工程を示す図である。
【図１１】一般的な液晶表示装置の製造工程の図９に続く工程を示す図である。
【図１２】一般的な液晶表示装置の製造工程の図１０に続く工程を示す図であり、（ａ）
は液晶装置を真空チャンバ内に入れた様子を、（ｂ）は液晶セル内に液晶を注入する様子
を示す図である。
【図１３】一般的な液晶表示装置の製造工程の図１１に続く工程を示す図であり、（ａ）
は余分な液晶を拭き取る工程を、（ｂ）は液晶装置の注入口を封止する工程を示す図であ
る。
【符号の説明】
１０　　ガラス基板
１１，１１ａ，１１ｂ　　突条部
１２，１６　　シールパターン
１３　　液晶
１４　　対向基板
１５　　液晶装置
１６　　シールパターン
１７，１７ａ　　第二の突条部
２０　　真空チャンバ
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