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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１基板と、この第１基板に対向するように光入射方向の前方に配置された透明な第２
基板と、前記第１基板と第２基板との間に挟持された液晶層と、前記第１基板と前記液晶
層との間に設けられたコレステリック液晶層からなるカラーフィルタ層と、前記第１基板
側の光入射方向における前記カラーフィルタ層の後方に設けられた光吸収層と、第２基板
側に設けられた四分の一波長板と、この四分の一波長板よりも光入射方向における前方に
配置された偏光板と、前記偏光板の光入射方向における前方に設けられ、光を散乱する散
乱層と、を有し、
　前記散乱層は、対向配置された２つの透明電極と、該透明電極間に挟持された高分子散
乱型液晶層と、を有し、前記透明電極間に印加された電圧が制御されることで前記高分子
散乱型液晶層の透過と散乱とが切換わる、ことを特徴とする反射型液晶表示装置。
【請求項２】
　第１基板と、この第１基板に対向するように光入射方向の前方に配置された透明な第２
基板と、前記第１基板と第２基板との間に挟持された液晶層と、前記第１基板と前記液晶
層との間に設けられたコレステリック液晶層からなるカラーフィルタ層と、前記第１基板
側の光入射方向における前記カラーフィルタ層の後方に設けられた光吸収層と、第２基板
側に設けられ前記コレステリック液晶層と逆のねじれを有する３原色コレステリック液晶
層と、を有することを特徴とする反射型液晶表示装置。
【請求項３】
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　前記３原色コレステリック液晶層の光入射方向における前方に光を散乱する散乱層を有
することを特徴とする請求項２に記載の反射型液晶表示装置。
【請求項４】
　前記散乱層は、対向配置される２つの透明電極と、この透明電極間に挟持された高分子
散乱型液晶層と、を有し、前記透明電極間に印加された電圧が制御されることで前記高分
子散乱型液晶層の透過と散乱とが切換わる、ことを特徴とする請求項３に記載の反射型液
晶表示装置。
【請求項５】
　前記第１基板の前記第２基板との対向面上に設けられた複数の走査信号電極及びこの走
査電極にマトリクス状に配置された複数の映像信号電極と、前記走査電極及び映像信号電
極の交点に対応して形成された複数の薄膜トランジスタと、前記複数の走査信号電極及び
映像信号電極で囲まれる領域で構成される少なくとも１つの画素と、各画素に対応して前
記薄膜トランジスタに接続され光入射方向において前記液晶層の後方に形成された画素電
極と、光入射方向において前記液晶層の前方に形成され複数の前記画素に基準電位を与え
る共通電極と、を有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の反射型
液晶表示装置。
【請求項６】
　前記走査電極及び映像信号電極の少なくとも一方の光入射方向における前方には、前記
画素電極の一部又はシールド用の電極が配置されていることを特徴とする請求項５に記載
の反射型液晶表示装置。
【請求項７】
　第１基板と、この第１基板に対向するように光入射方向の前方に配置された透明な第２
基板と、前記第１基板と第２基板との間に挟持された液晶層と、前記第１基板と前記液晶
層との間に設けられたコレステリック液晶層からなるカラーフィルタ層と、前記第１基板
側の光入射方向における前記カラーフィルタ層の後方に設けられた光吸収層と、第２基板
側に設けられた四分の一波長板と、この四分の一波長板よりも光入射方向における前方に
配置された偏光板と、前記第１基板の前記第２基板との対向面上に設けられた複数の走査
信号電極及びこの走査電極にマトリクス状に配置された複数の映像信号電極と、前記走査
電極及び映像信号電極の交点に対応して形成された複数の薄膜トランジスタと、前記複数
の走査信号電極及び映像信号電極で囲まれる領域で構成される少なくとも１つの画素と、
各画素に対応して前記薄膜トランジスタに接続され光入射方向において前記液晶層の後方
に形成された画素電極と、光入射方向において前記液晶層の前方に形成され複数の前記画
素に基準電位を与える共通電極と、を有し、
　前記走査電極及び映像信号電極の少なくとも一方の光入射方向における前方には、前記
画素電極の一部又はシールド用の電極が配置されていることを特徴とする反射型液晶表示
装置。
【請求項８】
　前記画素電極が円形又は３角形以上の正多角形であり、前記共通電極は上面視で前記画
素電極より面積が大きく前記画素電極全体を覆う位置に形成されているものであることを
特徴とする請求項５乃至７のいずれか１項に記載の反射型液晶表示装置。
【請求項９】
　前記画素電極が円形又は３角形以上の正多角形が複数個連なった形状であり、前記共通
電極は上面視で前記画素電極より面積が大きく前記画素電極全体を覆う位置に形成されて
いるものであることを特徴とする請求項５乃至７のいずれか１項に記載の反射型液晶表示
装置。
【請求項１０】
　前記共通電極が、前記第２基板のほぼ全面に形成されていることを特徴とする請求項８
又は９に記載の反射型液晶表示装置。
【請求項１１】
　前記画素電極は、円周上の等間隔の位置又は正多角形の角部に切り込みが形成されてい
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ることを特徴とする請求項８乃至１０のいずれか１項に記載の反射型液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記画素電極は、円周上の等間隔の位置又は正多角形の角部に外方に突出する突出部が
形成されていることを特徴とする請求８乃至１０のいずれか１項に記載の反射型液晶表示
装置。
【請求項１３】
　前記画素電極の一部に凹部が形成されていることを特徴とする請求項５乃至１２のいず
れか１項に記載の反射型液晶表示装置。
【請求項１４】
　第１基板上に薄膜トランジスタを形成する工程と、前記第１基板上に光吸収層を形成す
る工程と、前記光吸収層上にコレステリック液晶層からなるカラーフィルタ層を形成する
工程と、前記カラーフィルタ層上に画素電極を形成し、前記薄膜トランジスタと接続する
工程と、第２基板に共通電極を形成する工程と、前記第１基板の画素電極及び前記第２基
板の共通電極を対向させ、前記第１基板及び第２基板間に高分子有機化合物を含有する液
晶層を形成する工程と、前記第２基板上に四分の１波長板を形成する工程と、前記四分の
一波長板上に偏光板を形成する工程と、を有し、前記液晶層を形成する工程は、モノマー
又はオリゴマーを含む液晶を前記第１及び第２基板間に注入する工程と、前記モノマー又
はオリゴマーを液晶中で高分子化する工程とを有することを特徴とする反射型液晶表示装
置の製造方法。
【請求項１５】
　前記液晶層を形成する工程の後に、光照射により前記液晶層の液晶分子にプレチルト角
を形成する工程を有することを特徴とする請求項１４に記載の反射型液晶表示装置の製造
方法。
【請求項１６】
　前記光照射は、前記第１及び第２基板の少なくともいずれか一方に対して斜めから行う
ことを特徴とする請求項１５に記載の反射型液晶表示装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記光照射は、前記第１及び第２基板に対して斜めから偏光を照射することを特徴とす
る請求項１５に記載の反射型液晶表示装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記光照射は前記第１及び第２基板に対して垂直方向から偏光を照射することを特徴と
する請求項１５に記載の反射型液晶表示装置の製造方法。
【請求項１９】
　請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の反射型液晶表示装置の駆動方法において、隣
接する画素の液晶層に印加する電圧の正負を逆にしてドット反転駆動することを特徴とす
る反射型液晶表示装置の駆動方法。
【請求項２０】
　請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の反射型液晶表示装置の駆動方法において、１
フレームが終了する前に、液晶層に印加する電圧を変更して画素を黒状態にすることを特
徴とする反射型液晶表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯端末機器の表示部、個人での各種メディア利用用端末ディスプレイ、携帯
電話のディスプレイ、及びゲ－ム等の娯楽機器におけるディスプレイ等に利用される反射
型液晶表示装置、その製造方法、及びその駆動方法に関し、特に製造工程が容易であると
共に優れた視角特性を有した反射型液晶表示装置、その製造方法及びその駆動方法に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
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近年、携帯機器の発展及び多様化に伴い、消費電力が小さい反射型液晶表示装置に対する
要求が高まってきている。特に携帯電話、携帯端末、及びＯＡ等の用途のためにカラー表
示が可能であるものがますます望まれている。また、携帯性の面から明るい表示が要求さ
れると共に、ある程度広い視野角特性が要求されている。特に好ましくは、個人的な用途
には狭い視野角特性が、複数の人間が見る場合には広い視野角特性が望まれるため、広視
野角と狭視野角との切り替えが可能な反射型表示装置が望まれている。
【０００３】
従来、透過型において広く使用されている超ねじれネマチック（Supertwistednematic（
ＳＴＮ））型、又は、ねじれネマチック（twistednematic（ＴＮ））型のように偏光板を
利用するタイプのものが反射型においても広く使用されている。反射型の場合、透過型と
異なり、偏光板は１枚しか使用しないが、反射光をスイッチングする必要があるので、例
えば、T.Soneharaetal.,JapanDisplay 1989,P.192(1989)に述べられているように四分の
一波長板と組み合わせて使用した所謂１枚偏光板と呼ばれるタイプのものが一般的である
。
【０００４】
１枚偏光板タイプの表示原理について、最も広く使用されているノ－マリホワイト型を例
にとって説明する（従来例１）。図１６（ａ）及び（ｂ）は、従来の１枚偏光板タイプの
反射型液晶表示素子の表示原理を示す図であって、夫々白及び黒表示の場合を示す模式図
である。なお、図１６は反射型液晶表示素子の光学要素のみ示す。
【０００５】
図１６（ａ）に示すように、入射無偏光１１０７は偏光板１１０１、広帯域の四分の一波
長板１１０２を通過し液晶層１１０３を通過後、反射板１１０４に当たって反射され逆の
光路をたどり、再び偏光板１１０１を通過した場合に人間の目に入り画像として認識され
る。このときの偏光の状態を液晶の電気光学効果を利用して変化させることで、反射光の
スイッチングを行う。先ず、無偏光の入射光１１０７が偏光板１１０１に入射し、特定の
振動方向をもつ偏光に変換される。このとき出射光がＰ偏光１１０５となるように偏光板
を設定する。そして四分の一波長板１１０２の光軸を偏光板の透過軸と４５゜の角度をな
すように配置すれば、四分の一波長板１１０２を通過した光は右円偏光１１０６となり、
液晶層１１０３に入射する。ＴＮモードにおいてもＳＴＮモードにおいても、電圧無印加
のときに液晶層１１０３のリタデーションがλ／４、即ち位相差π／２を与えるように設
定されている。このため、液晶層１１０３を通過した光は再びＰ偏光１１０５になり、反
射板１１０４に到達する。反射においては、Ｐ偏光１１０５はＰ偏光１１０５のまま反射
されるので、入射されたときと全く逆の光路をたどり、液晶層１１０３で右円偏光１１０
６に変換され、更に四分の一波長板１１０２でＰ偏光１１０５となって、偏光板１１０１
からＰ偏光１１０５のまま出射される。即ち液晶に電圧を印加しない状態で、白表示がで
きることになる。
【０００６】
次に、図１６（ｂ）に示すように、液晶層１１０３に電圧を印加し、液晶分子を基板に対
して垂直になるように液晶を立たせると液晶層１１０３のリタデーションはほぼ０となり
、位相差０を与える。即ち液晶層１１０３は偏光状態に影響を与えない。この状態で偏光
板１１０１に入射無偏光１１０７が入射した場合、偏光板１１０１、四分の一波長板１１
０２を通過した光は、上述と同様、右円偏光１１０６になる。ここで、液晶層１１０３に
は電圧が印加されているため、液晶層１１０３が偏光状態を変化させず、右円偏光１１０
６は液晶層１１０３を右円偏光１１０６のまま通過して反射板１１０４に入射する。反射
により光の進行方向が逆になるので、右円偏光１１０６は左円偏光１１０８となって戻っ
ていく。液晶層１１０３はやはり偏光状態を変化させないので、液晶層１１０３を通過し
た光は左円偏光１１０８のまま四分の一波長板１１０２に入射し、Ｐ偏光１１０５とは偏
光方向が９０゜異なるＳ偏光となって偏光板１１０１に入射する。偏光板１１０１の透過
軸は、Ｐ偏光１１０５を通すように設定されているので、Ｓ偏光は偏光板１１０１を通過
することができず、黒が表示される。印加電圧の大きさによって、液晶層１１０３のリタ
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デーションを変化させることで、中間色の表示ができる。
【０００７】
また、特開平１０－２０３２３号公報（以下、従来例２という）には、製造が容易であり
、視野角特性が優れた液晶表示装置が開示されている。従来例２においては、２枚の基板
間に、２種類以上の微少領域が共存する液晶層が挟持され、少なくとも一方の基板上に形
成された開口部を有する電極と、この開口部に設けられた第２の電極（制御電極）とを有
し、開口部を有する電極とこれと対向する電極との間に印加される電圧以上の電圧を制御
電極とこれと対向する電極との間に印加する。これにより、広視野角を得ることができる
。
【０００８】
また、反射型液晶表示装置の明るさと色純度を向上させることを目的に、反射層としてコ
レステリック液晶層及び位相板を使用することが特開平７－２３９４７１号公報（以下、
従来例３という）に開示されている。従来例３においては、上下基板が対向配置され、こ
の２つの基板間に液晶層が挟持され、更に、上基板の液晶層とは反対側上に配置された位
相板と、更にその上に配置された上偏光板と、下基板の上基板との対向面上であって、液
晶層との間に配置されたコレステリック液晶層と、下基板の液晶層とは反対側に形成され
た光吸収層とを有している。このように、コレステリック液晶層を液晶セル内に形成して
カラーフィルタとして使用することにより、暗表示部の影をなくしている。
【０００９】
更に、広視野角と狭視野角とを切り替える液晶表示装置が特開平６－５９２８７号公報及
び特開平１０－１９７８４４号公報（以下、夫々従来例４及び従来例５という）に開示さ
れている。
【００１０】
従来例４においては、ゲストホスト液晶又はグレーティングを利用して出射光を調整する
ことにより、透過型の液晶セルの視野角を切り替えている。また、従来例５においては、
反射型と透過型との切り替えを高分子分散型液晶の透過及び散乱を利用して行い、液晶表
示装置の視野角の切替えをゲストホスト液晶を利用して行う方法が開示されている。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来例１のモードで表示を行った場合、図１６（ａ）から明らかなように
、明表示時に液晶層１１０３に入射する光が直線偏光であるため、ＴＮ及びＳＴＮモード
においては、高透過率を得るためにラビング方向と偏光方向とが一致するか、又は９０゜
異なるように設定する必要があり、ラビング方向と偏光板１１０１及び広帯域四分の一波
長板１１０２との配置を正確に制御する必要がある。また、ラビング不要で製造工程が短
縮できる垂直配向モード及びアモルファスＴＮモードを使用すると、明表示状態で必ず暗
い部分が生じてしまい、十分な明るさを得ることができない。更に、視野角は反射板の設
計で一義的に決まり、広視野角と狭視野角との切り替えは全くできないという問題点があ
る。
【００１２】
また、従来例２に記載の技術においては、駆動する際には第２の電極に電圧を印加して制
御しなければならず、また、広視野角と狭視野角との切り替えができないという問題点が
ある。
【００１３】
更に、従来例３に記載の技術においては、位相板においては、ＴＮ及びＳＴＮモードにお
ける液晶配向方向と液晶層に入射する反射光の偏光方向との関係は考慮されておらず、ラ
ビング方向等プロセスの変動に対して明るさを確保できるような工夫がなされていない。
特に、ラビングが不要で製造工程が短縮できる垂直配向モード又はアモルファスＴＮモー
ドを使用しても、十分な明るさを確保する方法及び構成については全く考慮されていない
ため、このような簡便な工程で十分な明るさを確保することはできない。更にコレステリ
ック液晶層を反射層として使用した場合、選択反射を見ることができる視角範囲は狭いた
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め、実用上は更に広視野角にする必要あるが、広視野角と狭視野角とを切り替えることが
できないという問題点がある。
【００１４】
更にまた、従来例４においては、透過型の液晶セルの視野角をゲストホスト液晶又はグレ
ーティングを利用して出射光を調整することが開示されているのみで反射型に関しては開
示されていない。更に、従来例４に開示されている方式で視野角を切り替える場合には、
使用する液晶セルの視野角をある領域に狭く制限することができるのみで、液晶セル自体
の視野角を広くすることはできないという問題点がある。
【００１５】
また、従来例５においては、従来例４と同様、使用する液晶セルの視野角をある領域に狭
く制限することができるのみで、液晶セル自体の視野角を広くすることはできない。この
ため液晶セル自体の視野角が広いモードを使用する必要がある。反射型で実用的な明るさ
及び高コントラストを有する液晶モードは、従来例１のようなＴＮの１枚偏光板タイプの
もののみであるが、このモードの視野角は狭く、その視野角を更に狭くする方式では実用
上十分な視野角は得られないという問題点がある。
【００１６】
このように従来のＴＮモード又はＳＴＮモードを使用した１枚偏光板型では十分明るい表
示を得ることが難しい。更に、ラビング方向等を正確に制御する必要があり、プロセスの
変動に対する許容範囲が狭い。特に、ラビング不要の垂直配向及びアモルファスＴＮ等の
モードに関しては十分な明るさを得ることができない。加えて実用上必要な視野角の確保
及び視野角の切り替えはできないという問題点がある。
【００１７】
本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、製造プロセスの変動にかかわらず
、ラビングが不要で製造が容易な垂直配向及びアモルファスＴＮ等の液晶モードにおいて
も、明るく、色純度が優れた表示ができ、視野角が優れ、且つ簡単に広視野角モードと狭
視野角モードとを容易に切替えることができる反射型液晶表示装置、その製造方法、及び
その駆動方法を提供することを目的とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の観点に係る反射型液晶表示装置は、第１基板と、この第１基板に対向す
るように光入射方向の前方に配置された透明な第２基板と、前記第１基板と第２基板との
間に挟持された液晶層と、前記第１基板と前記液晶層との間に設けられたコレステリック
液晶層からなるカラーフィルタ層と、前記第１基板側の光入射方向における前記カラーフ
ィルタ層の後方に設けられた光吸収層と、第２基板側に設けられた四分の一波長板と、こ
の四分の一波長板よりも光入射方向における前方に配置された偏光板と、前記偏光板の光
入射方向における前方に設けられ、光を散乱する散乱層と、を有し、前記散乱層は、対向
配置される２つの透明電極と、この透明電極間に挟持された高分子散乱型液晶層と、を有
し、前記透明電極間に印加された電圧が制御されることで前記高分子散乱型液晶層の透過
と散乱とが切換わる、ことを特徴とする。
【００１９】
　本発明の第２の観点に係る反射型液晶表示装置は、第１基板と、この第１基板に対向す
るように光入射方向の前方に配置された透明な第２基板と、前記第１基板と第２基板との
間に挟持された液晶層と、前記第１基板と前記液晶層との間に設けられたコレステリック
液晶層からなるカラーフィルタ層と、前記第１基板側の光入射方向における前記カラーフ
ィルタ層の後方に設けられた光吸収層と、第２基板側に設けられ前記コレステリック液晶
層と逆のねじれを有する３原色コレステリック液晶層と、を有することを特徴とする。
【００２０】
本発明においては、液晶層に入射する光が必ず円偏光となるため、液晶層からの出射光の
強度が基板面と平行方向の面内での液晶の配向方向に影響を受けない。従って、液晶の方
位角方向に拘わらず、明るい白表示を行うことができる。この結果、ＴＮモードやＳＴＮ
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モードにおいては、ラビング方向が製造工程でずれても、表示に全く影響がなく、また、
垂直配向モード又はアモルファスＴＮモードのようにラビングを必要としないモードでも
、従来のように白表示において黒くなる部分が生じることが全くないので、従来と比べて
極めて明るい表示が可能である。更に、液晶層は液晶分子の屈折率異方性Δｎと液晶層の
厚みｄの積であるリタデーション（ｄΔｎ）をλ／２（位相差をπ）変化させる機能さえ
あればよいので、上記以外の高速モードであっても、ラビング方向の正確な制御の必要な
く使用することができる。
【００２１】
　また、本発明の第２の観点に係る反射型液晶表示装置において、前記３原色コレステリ
ック液晶層の光入射方向における前方に設けられ、光を散乱する散乱層を有することが好
ましい。この前記散乱層は、対向配置される２つの透明電極と、この透明電極間に挟持さ
れた高分子散乱型液晶層と、を有し、前記透明電極間に印加された電圧が制御されること
で前記高分子散乱型液晶層の透過と散乱とが切換わるものであってもよい。散乱性のフィ
ルムの着脱、又は高分子分散型液晶層のスイッチングにより、広視野角と狭視野角との切
替えが容易に行える。特に、本発明においては、コレステリック液晶層からなるカラーフ
ィルタ層が第１基板の液晶層が存在する側にあるため、所謂視差の問題が生じない。これ
に加えて、本発明においては、コレステリック液晶層からなるカラーフィルタ層が第１基
板の液晶層が存在すること、及びコレステリック液晶の選択反射の方向が特定の方向に限
られていることにより自動的にコリメートされた光のみが散乱層に反射するため、視差の
問題を生じることなく、広視野角を得ることができる。狭視野角にするには散乱性を取り
除くか、又は散乱の角度が小さくなるように調節すればよい。コレステリック液晶層から
なる反射板を使用しただけの場合では選択反射の方向のみに限定された狭い視野角を散乱
性フィルム又は高分子分散型液晶層を使用することにより、実用上十分に広い視野角にす
ることができる。
【００２２】
　本発明の第３の観点に係る反射型液晶表示装置は、第１基板と、この第１基板に対向す
るように光入射方向の前方に配置された透明な第２基板と、前記第１基板と第２基板との
間に挟持された液晶層と、前記第１基板と前記液晶層との間に設けられたコレステリック
液晶層からなるカラーフィルタ層と、前記第１基板側の光入射方向における前記カラーフ
ィルタ層の後方に設けられた光吸収層と、第２基板側に設けられた四分の一波長板と、こ
の四分の一波長板よりも光入射方向における前方に配置された偏光板と、前記第１基板の
前記第２基板との対向面上に設けられた複数の走査信号電極及びこの走査電極にマトリク
ス状に配置された複数の映像信号電極と、前記走査電極及び映像信号電極の交点に対応し
て形成された複数の薄膜トランジスタと、前記複数の走査信号電極及び映像信号電極で囲
まれる領域で構成される少なくとも１つの画素と、各画素に対応して前記薄膜トランジス
タに接続され光入射方向において前記液晶層の後方に形成された画素電極と、光入射方向
において前記液晶層の前方に形成され複数の前記画素に基準電位を与える共通電極と、を
有し、前記走査電極及び映像信号電極の少なくとも一方の光入射方向における前方には前
記画素電極の一部又はシールド用の電極が配置されていることを特徴とする。これにより
、カラーフィルタ層と液晶層の間に画素電極が配置されているため、カラーフィルタ層と
画素電極との目合わせが不要になり、第１及び第２基板の重ね合わせ精度が大幅に軽減さ
れる。更にカラーフィルタ層と液晶層との間に画素電極を配置することよって、走査信号
電極及び映像信号電極からの横方向電界の影響を大幅に軽減することができる。また、ア
クティブマトリクス液晶表示装置の場合、走査信号電極及び映像信号電極の少なくとも一
方の上部にシールド用の電極を配置することにより、走査信号電極及び映像信号電極から
の横方向電界の影響を受けない。
【００２４】
また、前記画素電極が円形又は３角形以上の正多角形であり、前記共通電極は上面視で前
記画素電極より面積が大きく前記画素電極全体を覆う位置に形成されているものであって
もよい。更に、前記画素電極が円形又は３角形以上の正多角形が複数個連なった形状であ
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り、前記共通電極は上面視で前記画素電極より面積が大きく前記画素電極全体を覆う位置
に形成されているものであってもよい。更にまた、前記共通電極が、前記第２基板のほぼ
全面に形成されていてもよい。
【００２５】
更に、前記画素電極は、円周上の等間隔の位置若しくは正多角形の角部に切り込みが形成
されているか、円周上の等間隔の位置若しくは正多角形の角部に外方に突出する突出部が
形成されているか、又は前記画素電極の一部に凹部が形成されていてもよい。
【００２６】
これにより、狭視野角で使用した場合の視角特性、パネル面内での明るさの均一性等、及
び応答速度等の観点から、必要に応じて液晶セルを配向分割することができる。このよう
な両電極間に対して電圧を印加した場合、上下に斜め電界が対称性よく生じ、例えば液晶
の誘電率の異方性（誘電異方性）が負で垂直配向している液晶では倒れる方向が２種類以
上となり画素内の液晶の配向分割をスムースに行うことができる。即ち、自然に生じる斜
め電界によって、画素の中央に分割境界が生成し画素電極の端から中央に向って液晶が倒
れる。画素電極の形状を対称的にすれば、液晶は自然に画素電極の各辺から中央に向って
倒れるので、自然に分割される。多角形は、正確に正多角形である必要はなく、ある程度
の変形はあってもかまわない。
【００３５】
本発明に係る反射型液晶表示装置の製造方法は、第１基板上に薄膜トランジスタを形成す
る工程と、前記第１基板上に光吸収層を形成する工程と、前記光吸収層上にコレステリッ
ク液晶層からなるカラーフィルタ層を形成する工程と、前記カラーフィルタ層上に画素電
極を形成し、前記薄膜トランジスタと接続する工程と、第２基板に共通電極を形成する工
程と、前記第１基板の画素電極及び前記第２基板の共通電極を対向させ、前記第１基板及
び第２基板間に高分子有機化合物を含有する液晶層を形成する工程と、前記第２基板上に
四分の１波長板を形成する工程と、前記四分の一波長板上に偏光板を形成する工程と、を
有し、前記液晶層を形成する工程は、モノマー又はオリゴマーを含む液晶を前記第１及び
第２基板間に注入する工程と、前記モノマー又はオリゴマーを液晶中で高分子化する工程
とを有することを特徴とする。
【００３６】
本発明においては、共通電極と画素電極との間に電圧を印加することによって初期配向を
制御した後、液晶中に少量混合した重合性のモノマー又はオリゴマーを高分子化すること
によって、初期の液晶配向を更に確実なものにすることができる。初期配向を制御する際
には、加熱により液晶層を等方相にした後、共通電極と画素電極との間に電圧を加えなが
ら温度を降下させてもよいし、室温で共通電極と画素電極との間に電圧を印加するだけで
もよい。また、モノマーを高分子化する反応も等方相に加熱する前、加熱中、及び冷却後
に起こさせてもよい。室温で共通電極と画素電極の間に電圧を印加し、初期配向を制御す
る場合も、電圧印加の前又は電圧印加後に反応を起こさせることができる。このように、
通常の駆動の形式で配向分割ができる。
【００３７】
前記液晶層を形成する工程の後に、光照射により前記液晶層の液晶分子にプレチルト角を
形成する工程を有してもよい。
【００３８】
また、前記光照射は、前記第１及び第２基板に対して斜めから行うか、前記第１及び第２
基板に対して斜めから偏光を照射するか、又は、前記第１及び第２基板に対して垂直方向
から偏光を照射するかにより行うことができる。これにより、基板に予め光配向などの方
法を使用して分割形状に従ったプレチルト角の制御を行い、初期配向の制御を極めて確実
にすることができる。そして、斜め電界効果及びプレチルト角の効果が相乗的に作用し、
いずれか一方の処理のみの場合よりも、著しく効果的に分割配向できる。
【００３９】
　本発明に係る反射型液晶表示装置の駆動方法は、請求項１乃至１３のいずれか１項に記
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載の反射型液晶表示装置において、ドット反転駆動することを特徴とする。
【００４０】
本発明においては、分割に関しては画素間の間隔を充分に離せば通常は問題はないが、特
に設計の都合上画素が接近する場合等は、駆動に際し隣り合う画素ごとに印加される電圧
の正負が逆になる所謂ドット反転駆動を行うことにより、斜め電界の発生状況がより好ま
しい方向となり、より良い分割を与えることができる。
【００４１】
　本発明に係る他の反射型液晶表示装置の駆動方法は、請求項１乃至１３のいずれか１項
に記載の反射型液晶表示装置において、１フレ－ムが終了する前に、黒状態にすることを
特徴とする。これにより、動画表示における切れがよくなる。
【００４２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る実施例について詳細に説明する。本発明の反射型液晶表示装置は、２
枚の基板間に液晶層が挟持され、第１基板と液晶層との間に少なくとも１つのコレステリ
ック液晶層からなるカラーフィルタ層が配置され、第１基板側の光入射方向におけるカラ
ーフィルタ層の後方に光吸収層が配置され、第２基板側に広帯域の四分の一波長板が配置
され、更にこの四分の一波長板よりも光入射方向前方に偏光板が配置されていること特徴
とする反射型液晶表示装置である。ここで、四分の一波長板及び偏光板は第２基板のどち
ら側にあってもよいが、製造の容易さから第２基板の液晶が存在しない側、即ち液晶セル
の外側に設置することが好ましい。
【００４３】
また、広帯域の四分の一波長板及び偏光板の組み合わせの代わりに、第１基板に配置する
コレステリック液晶層と逆のねじれを有する３原色のコレステリック液晶層を使用しても
、上述した如く広帯域の四分の一波長板及び偏光板の組み合わせを使用した場合と同様の
効果が得られる。この３原色のコレステリック液晶層においても、第２基板における光入
射方向の前方側（液晶セルの外側）の表面又は第２基板における光入射方向の後方側（液
晶セル内）の表面のいずれに配置してもよい。
【００４４】
更に望ましくは、偏光板又は３原色のコレステリック液晶層よりも光入射方向前方側の表
面に散乱フィルムを有することを特徴とする反射型液晶表示装置である。広視野角と狭視
野角とを簡便に切換えるためには、この散乱性のフィルムは容易に着脱可能であることが
望ましい。また、広視野角と狭視野角とを簡便に切換えるために、散乱性のフィルムを着
脱する代りに、高分子分散型液晶層で散乱性のフィルムを構成し、電圧無印加で散乱状態
（広視野角）、電圧印加で透過状態（狭視野角）のように電圧のＯＮ又はＯＦＦにより広
視野角と狭視野角とを切換えられるようにしてもよい。
【００４５】
いずれの場合においても、第２基板に広帯域の四分の一波長板及び偏光板を有すること、
並びに第１基板の液晶層が存在する側、即ち液晶セル内にコレステリック液晶層からなる
カラーフィルタ層を有することが重要である。このときコレステリック液晶層はカラーフ
ィルタ層として作用する。このことにより、従来方法では得ることができない視差のない
明るい表示を得ることができるようになる。
【００４６】
次に、上述の効果を奏する本発明に係る液晶表示装置の動作原理について説明する。本発
明においては、ＴＮ又はＳＴＮモードを使用した場合、電圧０の時にはＯＦＦ（暗）状態
で電圧印加によりＯＮ（明）状態となるノーマリブラックモードになる。図１（ａ）及び
（ｂ）は本発明の原理を説明する図であって、夫々反射型液晶表示装置のＯＦＦ（暗）及
びＯＮ（明）状態を示す模式図である。なお、ここでは、反射板及び四分の一波長板を第
２基板の液晶セル外側に配置した場合を例にとって説明する。入射光１００７は、反射板
１００１、四分の一波長板１００２、及び液晶層１００３を順次通過し、暗状態において
はカラーフィルタ層１０１０を通過し光吸収体１０１１に吸収される。また、明状態にお
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いてはカラーフィルタ層１０１０で反射され、上述とは逆の光路を経て出射される。
【００４７】
液晶層１００３に電圧を印加しないときは、図１（ａ）に示すように、図１６の場合と同
様に、無偏光の入射光１００７が偏光板１００１に入射し、特定の振動方向をもつ偏光に
変換される。このとき出射光がＰ偏光１００５となるように偏光板１００１を設定する。
そして、Ｐ偏光１００５が入射する広帯域の四分の一波長板１００２の光軸を偏光板の透
過軸と４５゜の角度をなすように配置すれば四分の一波長板１００２を通過した光は右円
偏光１００６となり、液晶層１００３に入射する。本発明においては、ＴＮモードにおい
てもＳＴＮモードにおいても、電圧無印加のときに液晶層１００３のリタデーションがλ
／２、即ち、位相差πを与えるように設定されている。このため、液晶層１００３を通過
した光は左円偏光１００８になり、コレステリック液晶からなる反射層１０１０に到達す
る。ここで、右ねじれのコレステリック液晶層を使用すると、左円偏光１００８は反射層
１０１０を通過し、光吸収体１０１１に吸収されて黒表示となる。
【００４８】
また、図１６（ｂ）と同様に、図１（ｂ）に示すように、液晶層１００３に電圧を印加し
、基板に対して垂直方向になるように液晶分子を立たせると液晶層１００３のリタデーシ
ョンはほぼ０となり、位相差０を与える。この状態で液晶層１００３に右円偏光１００６
が入射しても液晶層１００３は偏光状態に影響を与えず、液晶層１００３を通過した光は
右円偏光１００６のままコレステリック液晶からなる反射層１０１０に到達する。このと
き、右ねじれのコレステリック液晶からなる反射板では、右円偏光１００６が反射され右
円偏光１００６となって戻っていく。液晶層１００３は偏光状態を変化させないので、右
円偏光１００６が四分の一波長板１００２を通過し、Ｐ偏光１００５に戻って、偏光板１
００１を通過し出射する。即ち白表示となる。従来の技術と同様に、印加電圧の大きさに
よって、液晶のリタデーションを変化させることで、中間色の表示ができる。
【００４９】
本発明において従来技術と大きく異なる点は、液晶層１００３に入射する光が必ず円偏光
となっていることである。即ち、図１（ｂ）に示すように、反射層１０１０で反射され液
晶層１００３に入射する光が円偏光であるため、液晶層１００３からの出射光の強度が基
板面と平行な方向の面内での液晶の配向方向（以下方位角方向という）に影響を受けない
。従って、本発明においては、液晶がどの方位角方向を向いているかに拘わらず、明るい
白表示を行うことができるという優れた効果を奏する。この結果、ＴＮモードやＳＴＮモ
ードにおいては、製造工程でラビング方向がずれても表示に全く影響がないという優れた
利点がある。更に、垂直配向モード又はアモルファスＴＮモードのようにラビングを必要
としないモードでも、従来のように白表示において黒くなる部分が生じることが全くない
ので、従来と比べて極めて明るい表示が可能となり、簡便な工程で明るい反射型液晶表示
装置が製造できるという極めてに大きな利点がある。即ち、液晶層１００３は方位角方向
の配向に拘わらず、リタデーションをλ／２（位相差をπ）変化させる機能さえあればよ
いので、上記以外の高速モードであっても、ラビング方向の正確な制御の必要なく使用す
ることができる。
【００５０】
本発明のもう１つの利点は、散乱層として、散乱性フィルム又は高分子型液晶層等を配置
し、散乱性のフィルムの着脱、又は高分子分散型液晶層のスイッチングにより、広視野角
と狭視野角との切替えが容易に行えることである。特に、本発明においては、コレステリ
ック液晶層からなるカラーフィルタ層が第１基板の液晶層が存在する側にあるため、所謂
視差の問題が生じない。この特徴に加えて、散乱性フィルム又は高分子分散型液晶層が存
在することにより、視野角の制御が容易となる。特に、散乱性フィルム又は高分子分散型
液晶層の光散乱性を利用して広視野角を得ようとする場合、フィルムに入射してくる光が
よくコリメートされていないと視差の問題が生じてしまう。しかし、本発明においては、
コレステリック液晶層からなるカラーフィルタ層が第１基板の液晶層が存在すること、及
びコレステリック液晶の選択反射の方向が特定の方向に限られていることにより自動的に
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コリメートされた光のみが散乱層に反射する。従って、視差の問題を生じることなく、広
視野角を得ることができる。狭視野角にするには散乱性を取り除くか、又は散乱の角度が
小さくなるように調節すればよい。このように、散乱性フィルム等を使用しない単なるコ
レステリック液晶層反射板を使用しただけの場合では選択反射の方向のみの限定された狭
い視野角を散乱性フィルム又は高分子分散型液晶層を使用することにより、実用上十分に
広い視野角にすることが可能となる。
【００５１】
また、反射型液晶表示装置の液晶層においては、広視野角化の機能を散乱性を有するフィ
ルムが達成してくれるため、液晶のモードには特に広視野角であることは要求されない。
従って、液晶モードの選択の幅が広がる。即ち、液晶モードは、高速応答で且つ明るいモ
ードから自由に選択して使用すればよい。特に、垂直配向モードの場合、原理的に高コン
トラストであることに加え、電圧印加により液晶が倒れさえすればよく、倒れる方向には
無関係に明るくなるため、ラビングその他の配向制御が不要となり、画素設計の自由度が
広がり、更に液晶材料の選択の幅が広くなる等の利点がある。また、垂直配向のかわりに
ＴＮモードであり且つラビングを行わない所謂アモルファスＴＮモードを使用した場合に
も上述と同様の理由で大きな利点がある。更に、上下基板に水平配向膜を使用し、ラビン
グせずにホモジニアス配向をさせた液晶（液晶分子が方位角方向においては様々な方向を
向いているもの）に上下方向に電圧を印加し、液晶を立ち上げるモードについても、同様
な理由で大きな利点がある。
【００５３】
また、本発明においては、カラーフィルタ層が第１基板上の液晶セル内に配置される。従
って、特に液晶を薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）等のスイッチング素子で駆動する所謂アク
ティブマトリクス駆動の場合、カラーフィルタ層と液晶を駆動するためのスイッチング素
子とが同じ第１基板上に形成できるため、上下２枚の基板の目合わせが不要となり、製造
上極めて有利である。
【００５４】
更に、基板はガラス基板を使用するのが一般的であるが、軽量化のためにプラスチック基
板を使用してもよい。
【００５５】
更にまた、光吸収層は、黒色であればなんでもよく、ブラックマトリクスの材料を併用す
ればよい。即ち、クロム等の金属、金属等の表面を荒し光が反射しないようにした膜、又
は所謂ブラックレジストと呼ばれる黒色の染料若しくは顔料等を含む樹脂を使用してもよ
い。
【００５６】
また、本発明における液晶表示装置では、液晶セルに配向分割を施す必要は特にないが、
狭視野角で使用した場合の視角特性、パネル面内での明るさの均一性などの観点、及び応
答速度の観点等から、配向分割した液晶セルを使用した方がよい場合は、配向分割を行っ
てもよい。
【００５７】
この場合、液晶層の第１基板側の表面、即ち光入射方向後方側の表面に配置される電極（
画素電極）が円形又は３角形以上の正多角形であり、液晶層の第２基板側の表面、即ち光
入射方向前方側の表面に配置される電極（共通電極）は上面視で画素電極より面積が大き
く画素電極全体を覆う位置に形成されているものとすると、製造工程を増加することなく
、容易に液晶セルを配向分割することができる。また、前記共通電極が第２基板のほぼ全
面に形成されてることが好ましく、更に、画素電極は、円周上の等間隔の位置若しくは正
多角形の角部に切り込みが形成された形状若しくは外方に突出する突出部が形成された形
状、前記画素電極の一部に凹部が形成された形状、又はこれらを組み合わせた形状とする
とすることが好ましい。
【００５８】
更に、共通電極と画素電極との間に電圧を印加することによって、初期配向を制御した後
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、液晶中に少量混合した重合性のモノマー又はオリゴマーを高分子化することによって初
期の液晶配向を更に確実なものにすることができる。初期配向を制御する際には、加熱に
より液晶層を等方相にした後、共通電極と画素電極との間に電圧を加えながら温度を降下
させてもよいし、室温で共通電極と画素電極との間に電圧を印加するだけでもよい。また
、モノマーの反応も等方相に加熱する前に起こさせても、加熱中に起こさせてもよいし、
冷却後に起こさせてもよい。室温で共通電極と画素電極との間に電圧を印加して初期配向
を制御する場合も、電圧印加の前に高分子化反応を起こさせておいてもよいし、電圧印加
後に反応を起こさせてもよい。このとき通常の駆動の形式で配向分割ができるので、従来
例２のように、第２の電極に電圧を印加する工程が必要ない。
【００５９】
また、本発明における反射型液晶表示装置の製造方法は、基板にあらかじめ光配向等の方
法を使用して、分割形状に従ったプレチルト角の制御を行い、初期配向の制御を極めて確
実にしてもよい。これにより、斜め電界とプレチルト角との相乗効果により、一方の処理
よりも遙かに効果的に分割配向が実現できる。例えば、ケイ皮酸基のような偏光により液
晶の配向を制御できる官能基を有する物質、又は、エーエムエルシーディー１９９６／ア
イディーダブリュ１９９６のダイジェストオブテクニカルペイパーズ（AM-LCD 1996／IDW
 1996 Digest of Technical Papers）P.337に記載されているような偏光照射により感光
基が重合するような高分子を配向膜として使用して、分割形状に沿った方向にプレチルト
角がつくように、各部にマスクを介して斜め方向から偏光を照射する。この場合は、多角
形の辺の数が余り多いと光配向の操作が増えるので、８角形から３角形程度が望ましい。
【００６０】
このような分割配向の方法はよく知られているが、このような場合でも、液晶中に少量混
合した重合性のモノマー又はオリゴマーを高分子化することにより、駆動時においてもよ
り確実に分割を維持することができる。
【００６１】
本発明に使用するモノマー及びオリゴマーとしては、光硬化性モノマー、熱硬化性モノマ
ー、又はこれらのオリゴマー等のいずれを使用することもでき、また、これらを含むもの
であれば他の成分を含んでいてもよい。本発明に使用する光硬化性モノマー又はオリゴマ
ーとは、可視光線により反応するものだけでなく、紫外線により反応する紫外線硬化モノ
マー等を含み、操作の容易性からは特に紫外線硬化モノマーが望ましい。
【００６２】
また、本発明で使用する高分子化合物は、液晶性を示すモノマー及びオリゴマーを含む液
晶分子と類似の構造を有するものでもよいが、必ずしも液晶を配向させる目的で使用され
るものではないため、アルキレン鎖を有するような柔軟性のあるものであってもよい。ま
た、単官能性のものであってもよいし、２官能性のものか、又は３官能以上の多官能性を
有するモノマー等でもよい。
【００６３】
本発明で使用する光又は紫外線硬化モノマーとしては、例えば、２－エチルへキシルアク
リレート、ブチルエチルアクリレート、ブトキシエチルアクリレート、２－シアノエチル
アクリレート、ベンジルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、２－ヒドロキシプ
ロピルアクリレート、２－エトキシエチルアクリレート、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチル
アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレート、ジシクロペンタニルアクリ
レート、ジシクロペンテニルアクリレート、グリシジルアクリレート、テトラヒドロフル
フリルアクリレート、イソボニルアクリレート、イソデシルアクリレート、ラウリルアク
リレート、モルホリンアクリレート、フェノキシエチルアクリレート、フェノキシジエチ
レングリコールアクリレート、２，２，２－トリフルオロエチルアクリレート、２，２，
３，３，３－ペンタフルオロプロピルアクレート、２，２，３，３－テトラフルオロプロ
ピルアクリレート、及び２，２，３，４，４，４－ヘキサフルオロブチルアクリレート等
の単官能アクリレート化合物を使用することができる。
【００６４】
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また、２－エチルヘキシルメタクリレート、ブチルエチルメタクリレート、ブトキシエチ
ルメタクリレート、２－シアノエチルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、シクロ
ヘキシルメタクリレート、２－ヒドロキシプロピルメタクリレート、２－エトキシエチル
メタクリレート、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチルメタクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミ
ノエチルメタクリレート、ジシクロペンタニルメタクリレート、ジシクロペンテニルメタ
クリレート、グリシジルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、イソ
ボニルメタクリレート、イソデシルメタクリレート、ラウリルメタクリレート、モルホリ
ンメタクリレート、フェノキシエチルメタクリレート、フェノキシジエチレングリコール
メタクリレート、２，２，２－トリフルオロエチルメタクリレート、２，２，３，３－テ
トラフルオロプロピルメタクリレート、２，２，３，３，３－ペンタフルオロプロピルメ
タクリレート、及び２，２，３，４，４，４－ヘキサフルオロブチルメタクリレート等の
単官能メタクリレート化合物を使用することができる。
【００６５】
更に、４，４’－ビフェニルジアクリレート、ジエチルスチルベストロールジアクリレー
ト、１，４－ビスアクリロイルオキシベンゼン、４，４’－ビスアクリロイルオキシジフ
ェニルエーテル、４，４’－ビスアクリロイルオキシジフェニルメタン、３，９－ビス［
１，１－ジメチル－２－アクリロイルオキシエチル］－２，４，８，１０－テトラスピロ
［５，５］ウンデカン、α，α’－ビス［４－アクリロイルオキシフェニル］－１，４－
ジイソプロピルベンゼン、１，４－ビスアクリロイルオキシテトラフルオロベンゼン、４
，４’－ビスアクリロイルオキシオクタフルオロビフェニル、ジエチレングリコールジア
クリレート、１，４－ブタンジオールジアクリレート、１，３－ブチレングリコールジア
クリレート、ジシクロペンタニルジアクリレート、グリセロールジアクリレート、１，６
－ヘキサンジオールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、テトラエ
チレングリコールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエ
リスリトールテトラアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ジトリメチ
ロールプロパンテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ジペ
ンタエリスリトールモノヒドロキシペンタアクリレート、４，４’－ジアクリロイルオキ
シスチルベン、４，４’－ジアクリロイルオキシジメチルスチルベン、４，４’－ジアク
リロイルオキシジエチルスチルベン、４，４’－ジアクリロイルオキシジプロピルスチル
ベン、４，４’－ジアクリロイルオキシジブチルスチルベン、４，４’－ジアクリロイル
オキシジペンチルスチルベン、４，４’－ジアクリロイルオキシジヘキシルスチルベン，
４，４’－ジアクリロイルオキシジフルオロスチルベン、２，２，３，３，４，４－ヘキ
サフルオロペンタンジオール－１，５－ジアクリレート、１，１，２，２，３，３－ヘキ
サフルオロプロピル－１，３－ジアクリレート、及びウレタンアクリレートオリゴマー等
の多官能アクリレート化合物を使用することができる。
【００６６】
更にまた、ジエチレングリコールジメタクリレート、１，４－ブタンジオールジメタクリ
レート、１，３－ブチレングリコールジメタクリレート、ジシクロペンタニルジメタクリ
レート、グリセロールジメタクリレート、１，６－へキサンジオールジメタクリレート、
ネオペンチルグリコールジメタクリレート、テトラエチレングリコールジメタクリレート
、トリメチロールプロパントリメタクリレート、ペンタエリスリトールテトラメタクリレ
ート、ペンタエリスリトールトリメタクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラメタ
クリレート、ジペンタエリスリトールヘキサメタクリレート、ジペンタエリスリトールモ
ノヒドロキシペンタメタクリレート、２，２，３，３，４，４－ヘキサフルオロペンタン
ジオール－１，５－ジメタクリレート、及びウレタンメタクリレートオリゴマ等の多官能
メタクリレート化合物、並びにその他スチレン、アミノスチレン及び酢酸ビニル等がある
が、これに限定されるものではない。
【００６７】
また、本発明の素子の駆動電圧は、高分子材料と液晶材料の界面相互作用にも影響される
ため、フッ素元素を含む高分子化合物であってもよい。このような高分子化合物として、
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２，２，３，３，４，４－へキサフルオロペンタンジオール－１，５－ジアクリレート、
１，１，２，２，３，３－へキサフルオロプロピル－１，３－ジアクリレート、２，２，
２－トリフルオロエチルアクリレート、２，２，３，３，３－ペンタフルオロプロピルア
クリレート、２，２，３，３－テトラフルオロプロピルアクリレート、２，２，３，４，
４，４－へキサフルオロブチルアクリレート、２，２，２－トリフルオロエチルメタクリ
レート、２，２，３，３－テトラフルオロプロピルメタクリレート、２，２，３，４，４
，４－ヘキサフルオロブチルメタクリレート、及びウレタンアクリレートオリゴマー等を
含む化合物から合成された高分子化合物が挙げられるが、これに限定されるものではない
。
【００６８】
本発明に使用する高分子化合物として光又は紫外線硬化モノマーを使用する場合には、光
又は紫外線用の開始剤を使用することもできる。この開始剤としては、種々のものが使用
可能であり、例えば、２，２－ジエトキシアセトフェノン、２－ヒドロキシ－２－メチル
－１－フェニル－１－オン、１－（４－イソプロピルフェニル）－２－ヒドロキシ－２－
メチルプロパン－１－オン、及び１－（４－ドデシルフェニル）－２－ヒドロキシ－２－
メチルプロパン－１－オン等のアセトフェノン系、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾイ
ンエチルエーテル、及びベンジルジメチルケタール等のベンゾイン系、ベンゾフェノン、
ベンゾイル安息香酸、４－フェニルベンゾフェノン、及び３，３－ジメチル－４－メトキ
シベンゾフェノン等のベンゾフェノン系、チオキサンソン、２－クロルチオキサンソン、
及び２－メチルチオキサンソン等のチオキサンソン系、ジアゾニウム塩系、スルホニウム
塩系、ヨードニウム塩系、並びにセレニウム塩系等が使用できる。
【００６９】
なお、分割に関しては、画素間の間隔を充分に離せば通常は問題はないが、特に設計の都
合上、画素が接近する場合等は、駆動に際し、隣り合う画素毎に印加される電圧の正負が
逆になる所謂ドット反転駆動を行うこおとにより斜め電界の発生状況がより望ましい方向
となりより良い分割を与える。
【００７０】
更に、動画表示における切れをよくする目的で１フレームの中で黒状態に戻すリセットし
て駆動することができる。
【００７１】
以下、本発明の実施例について添付の図面を参照して具体的に説明する。図２は、本発明
の第１の実施例に係る反射型液晶表示装置を示す断面図である。
【００７２】
図２に示すように、第１基板１０７上に光吸収層１０６が配置され、更にこの光吸収層１
０６上にコレステリック液晶層からなり、カラーフィルタと反射板を兼ねるカラーフィル
タ兼反射層（カラーフィルタ層）１０５が配置されている。このカラーフィルタ兼反射層
１０５上には液晶層１０４を挟んで、第２基板として透明性基板１０３が配置されている
。この透明性基板１０３は第１基板１０７の光入射方向の前方側になるように、第１基板
１０７と対向して配置されている。そして、透明性基板１０３の光入射方向の前方側の表
面には広帯域四分の一波長板１０２が配置され、更にこの四分の一波長板の光入射方向前
方側の表面に偏光板１０１が配置されている。この偏光板１０１は、その透過軸の方向が
、四分の一波長板１０２の光軸の方向と４５゜の角度をなすように配置されている。また
、液晶層１０４は、所望の電圧を印加したときのリタデーションが半波長分変化するよう
形成されている。
【００７３】
原理的には、上述したように、偏光板１０１及び広帯域四分の一波長板１０２を通過した
入射光１００が偏光板１０１の透過軸及び四分の一波長板１０２の光軸が４５゜傾いた配
置をとることによって円偏光に変換される。そして、偏光板１０２の透過軸に対して光軸
が時計周り（右回り）に４５゜傾いて配置されているか、又は反時計周り（左回り）に４
５゜傾いて配置されているかによって、偏光板１０１及び広帯域四分の一波長板１０２を
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通過した光が夫々右円偏光になるか、又は左円偏光になるかが決定される。
【００７４】
以下、例えば右円偏光となるように、偏光板１０１及び広帯域四分の一波長板１０２を設
定した場合の本実施例の動作について説明する。図１５は、入射光が右円偏光になる場合
の四分の一波長板の透過軸方向及び偏光板の光軸方向を示す模式図である。本実施例にお
いては、図１５に示すように、偏光板１０１及び広帯域四分の一波長板１０２は、四分の
一波長板１０２の光軸方向９０２が偏光板１０１の透過軸方向９０１に対して時計回りに
４５゜傾くように配置され、コレステリック液晶層のカラーフィルタ兼反射層１０５は右
ねじれのコレステリック液晶層とする。
【００７５】
どのようなモードであっても通常、液晶層１０４はＯＮ又はＯＦＦで半波長板と同じ働き
をする。即ち、印加される電圧に応じ、位相差を０からπの間で変化させる。入射光１０
０は、偏光板１０１及び広帯域四分の一波長板１０２を通過すると右円偏光となる。ここ
で、液晶層１０４の位相差が０のときは、液晶層１０４を通過した右円偏光は右円偏光の
ままコレステリック液晶層からなるカラーフィルタ兼反射層１０５に入射する。このコレ
ステリック液晶層は右ねじれであるため、コレステリック液晶層のピッチに対応した波長
の光が反射され右円偏光となる。この右円偏光は、液晶層１０４の位相差が０であるので
、右円偏光のまま液晶層１０４を通過し、更に広帯域四分の一波長板１０２に入射し、偏
光板１０１の透過軸方向に振動する直線偏光に変換される。従って、この直線偏光は偏光
板１０１を通過することができ、出射光１３０となる。即ち、この画素ではコレステリッ
ク液晶層のピッチに対応した色が表示される。
【００７６】
一方、液晶層１０４に電圧を印加して液晶層１０４の位相差がπとしたときは、四分の一
波長板１０２を通過して右円偏光となった光は液晶層１０４で左円偏光に変換される。そ
して、この左円偏光がコレステリック液晶層からなるカラーフィルタ兼反射層１０５に入
射する。このコレステリック液晶層は右ねじれであるため、左円偏光はカラーフルタ兼反
射層１５０を通過する。従って、光吸収層１０６に吸収され、この画素では黒が表示され
る。
【００７７】
本実施例においては、画素の明、暗の表示は、液晶層１０４のリタデーションを変化させ
ることによって反射光量を変化させて制御することができる。反射光量を変化させる方法
として、無閾型の強誘電性液晶を使用して印加電圧を変更するか、又は液晶セル内で液晶
層に電圧を印加するために使用する電極面積を変更し１つの液晶セル内でリタデーション
を異ならせる等する方法がある。このようにコレステリック液晶層をカラーフィルタ兼反
射層１０５として使用した場合、明状態のときの反射光は必ず円偏光となっているため方
位角方向の依存性がない。従って、液晶が方位角方向でどのような配向をしていても、常
に同様の明るい表示ができる。即ち、液晶の基板に平行な方向の面内での配向方向は制御
する必要がない。従って、水平配向モードでは、ラビングによる初期配向を規定する必要
がなくなる。また、垂直配向モードでも、液晶の倒れる方向を制御する必要はなくなり、
製造が容易な反射型液晶表示装置を提供できる。更に、コレステリック液晶層を使用した
カラーフィルタ兼反射層１０５は光を吸収しないため、照射光１００の強度が上がっても
光が熱に変り、部材を劣化させることがない。また、光の吸収がないので光の利用効率が
高く、明るい反射型の液晶表示装置が得られる。
【００７８】
なお、透明性基板１０３、基板１０７には、通常ガラス基板が使用されるが、重さ及び柔
軟性等の観点からプラスチック基板を使用してもよい。第１基板１０３として、透明基板
を使用する場合は、光吸収層１０６を第１基板１０７の液晶層１０４が挟持される側とは
反対側上に配置してもよい。また、本実施例のように、光吸収層１０６を第１基板１０７
上の液晶セル内部に形成する場合は、第１基板１０７としてステンレスフォイル等の不透
明な薄板を使用してもよい。更に、本実施例では偏光板１０１及び広帯域四分の一波長板
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１０２は透明基板１０３上の液晶層１０４との間に配置するものとしたが、液晶セルの外
側、即ち、透明基板１０３の光入射方向前方側の表面に配置してもよい。更に、偏光板１
０１と四分の一波長板１０２との間に透明基板１０３を配置してもよい。
【００７９】
また、本発明においては、第１基板１０７の液晶層１０４が存在する側にカラーフィルタ
兼反射層１０５が配置されていることが特徴である。即ち、カラーフィルタ兼反射板１０
５は液晶セル内の第１基板１０７上に形成されている。通常、第１基板上には、各画素の
周囲に液晶を駆動するための配線（図示せず）が形成されており、各画素と各カラーフィ
ルタの色素を精密に目合わせして貼り合わせる必要がある。しがし、本発明においては、
液晶セル内の第１基板１０７上にカラーフィルタ兼反射層１０５が配置されるため、目合
わせが容易になり、開口率が優れていると共に製造が容易な反射型液晶表示装置を提供す
ることができる。また、対向側の第２基板として透明性基板１０３には目合わせを必要と
する要素がないため、第１基板及び透明基板の目合わせが共に不必要となり、透明性基板
側にカラーフィルタ兼反射層が配置される通常の反射型液晶表示装置と比較して製造が容
易である。
【００８０】
次に、本発明の第２の実施例について説明する。図３は、本発明の第２の実施例の反射型
液晶表示装置を示す断面図である。本実施例は、第１の実施例の反射型液晶表示装置の表
示面側上に更に散乱性を有するフィルムを配置したものである。第１の実施例で述べた如
く、第２基板として透明性基板２０３が液晶層２０４を間に挟んで第１基板２０７と対向
し、透明性基板２０３が第１基板２０７よりも光入射方向前方側になるように配置されて
いる。第１基板２０７の光入射方向前方側の表面、即ち液晶セル内に光吸収層２０６が配
置され、更に、光吸収層２０６の光入射方向前方側の表面にはコレステリック液晶層から
なるカラーフィルタ兼反射層２０５が配置されている。また、透明性基板２０３の光入射
方向前方側の表面、即ち液晶セルの外側には、広帯域四分の一波長板２０２及びその上に
偏光板２０１が配置されている。そして、本実施例においては、この偏光板２０１上に散
乱性フィルム２０８が配置されている。
【００８１】
本実施例においては、第１の実施例と同様に、表示が明るく、製造が容易という利点を有
する。更に、第１の実施例においては、コレステリック液晶層の選択反射は指向性が強い
ため、目的によっては視野角が十分でない場合があるが、本実施例においては、散乱性フ
ィルム２０８が配置されているため、広視野角を容易に得ることができる。そして、散乱
性のフィルムの着脱により、広視野角と狭視野角とを容易に切り替えることができる。
【００８２】
次に、本実施例の散乱性フィルムを配置する効果について、更に詳細に説明する。本実施
例においても、反射光量を液晶層２０４に印加する電圧で制御する点は第１の実施例と全
く同様である。偏光板２０１に入射する入射光２００、及び偏光板２０１からの出射光２
３０は散乱性フィルム２０８により、その散乱性に応じた角度で散乱する。この散乱の角
度を調節することにより容易に広視野角化を図ることができる。所望の角度から入射する
光のみを透過し、その正反射成分のみを透過させるような散乱性フィルムの設計は可能で
ある。このような散乱性フィルムは斜め方向からの光重合等の方法で形成することができ
る。この正反射成分の角度で入射した光と、コレステリック液晶のピッチとが３原色に対
応するブラッグ反射条件を満たすように散乱性フィルムを設計しておけば各色を表示する
ことができる。この際、異なった色は異なった画素に併置することが一般的である。また
。散乱性フィルム２０８を通過しているため反射光は適当に散乱しており、ギラっとした
感じのない所謂ペーパーホワイトが実現できる。また、散乱性フィルム２０８を形成する
際、その反射光に対応する方向の指向性を調整することにより、視野角の調整が可能であ
る。その結果、このような散乱性フィルム２０８で反射方向における指向性が異なるフィ
ルムを何枚か用意し、それらを付け替えるだけで視野角を容易に切替えることができる。
【００８３】
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従来、散乱性フィルムを使用して反射型液晶表示装置の広視野角化を図る場合、透過型の
場合は、隣の画素の影響が除けず、文字がだぶって見える等の視差の問題があった。しか
しながら、本実施例ではコレステリック液晶層からなるカラーフィルタ兼反射層２０５が
液晶層２０４と近接していること、及びコレステリック液晶層の選択反射の指向性が高い
ことの２つの理由により、広視野角化しても視差の問題は実際上生じないという利点があ
る。
【００８４】
次に、本発明の第３の実施例について説明する。本実施例においては、第２の実施例にお
ける散乱性のフィルム２０８の代わりに高分子分散型液晶層を使用したものである。図４
は、本発明の第３の実施例に係る反射型液晶表示装置を示す断面図である。なお、図４（
ａ）は高分子分散型液晶層に電圧を印加しない状態、図４（ｂ）は高分子散乱型液晶層に
電圧を印加した状態を示している。図４（ａ）及び（ｂ）に示すように、第２基板として
配置される透明性基板３０３が液晶層３０４を間に挟んで第１基板３０７と対向している
。透明性基板３０３は、第１基板３０７の光入射方向前方になるように配置されている。
そして、第１基板３０７の光入射方向前方側の表面には光吸収層３０６が形成され、更に
、光吸収層３０６の光入射方向前方側の表面にはコレステリック液晶層からなるカラーフ
ィルタ兼反射層３０５が配置されている。また、透明性基板３０３の光入射方向前方側の
表面には広帯域四分の一波長板３０２が配置され、四分の一波長板３０２の光入射方向前
方側の表面には偏光板３０１が配置されている。そして、本実施例においては、この偏光
板３０１の光入射方向前方側の表面に高分子分散型液晶層３０８が配置されている。この
高分子散乱型液晶層３０８には電源３０９が接続され、これにより高分子散乱型液晶層３
０８に印加する電圧が制御される。
【００８５】
第１の実施例と同様の原理により、入射光３００がカラーフィルタ兼反射層３０５で反射
された場合、高分子散乱型液晶層３０８から出射される出射光となる。高分子分散型液晶
層３０８は、高分子媒体中に液晶滴が分散したもので、通常は電圧を印加しない状態のと
きに、図４（ａ）に示すように、出射光３３０ａは、媒体の高分子の屈折率と液晶の平均
屈折率が合わず、散乱される。一方、電圧を印加すると、図４（ｂ）に示すように、液晶
滴中の液晶の配向が揃い高分子媒体の屈折率と液晶の屈折率がほぼ同じになり透明状態に
なる。
【００８６】
例えば、ある所望の角度からの入射光３００に対して所望の波長でブラッグ反射の条件を
満たすように、コレステリック液晶層からなるカラーフィルタ兼反射層３０５のピッチを
形成しておけば、高分子分散型液晶層３０８に電圧が印加され透明状態にある場合は、こ
の選択反射の方向に所望の色の反射光が反射され、そのまま高分子散乱型液晶層３０８を
通過して出射光３３０ｂとなる。更に、カラーフィルタ反射層３０５は指向性が高い。こ
れらの理由により、狭視野角が得られる。一方、図４（ａ）に示す電圧を印加しない状態
では、出射光３３０ａは散乱され、散乱性の程度に応じて広視野角が得られる。このよう
に、高分子散乱型液晶層３０８により、広視野角と狭視野角との切替えを電気的に行うこ
とができる。
【００８７】
高分子分散型液晶層３０８の形成方法としては、内側にＩＴＯ等の透明電極を形成した透
明基板（図示せず）の間に、感光性のモノマーと液晶との混合物を注入し、紫外線を照射
することでモノマーを重合させ、相分離を引き起こして作製する。なお、透明基板に挟ま
れたまま使用してもよいし、重合後の高分子分散型液晶層はかなりしっかりした膜となる
ので、別に高分子分散型液晶層のフィルムを作成しておき、その両面に透明電極を作成し
たものを使用してもよい。また、透明性基板としてガラスのみならず、プラスチック基板
を使用してもよい。
【００８８】
また、高分子分散型液晶層を形成する際、光重合を均一な光で行うのではなく、干渉性露
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光を行うことで、高分子の重合が起こる場所を制御することができ、これを利用して、光
の散乱方向を設定することができる。
【００８９】
更に、第２の実施例と同様の散乱性のフィルムを高分子分散型液晶層上に配置することも
できる。例えば、入射角度及び入射角度に対応する正反射成分の角度のみ透過するように
設計することにより、散乱性を抑えたフィルムを形成し、このフィルムを高分子分散型液
晶層の上に設置する。そして、高分子分散型液晶層は散乱性を付与するか否かの切り替え
を行う機能のみを与える。このようにして、散乱性フィルム及び高分子散乱型液晶層を併
用する場合の方が、高分子分散型液晶層のみを使用した場合よりも色の分離がよい表示が
得られる。
【００９０】
次に、本発明における第４の実施例について説明する。図５は本発明の第４の実施例に係
る液晶表示素子を示す断面図である。本実施例においては、第１乃至第３の実施例におけ
る偏光板及び広帯域四分の一波長板の代わりに、カラーフィルタ兼反射層に使用するコレ
ステリック液晶層とは逆のねじれを有するコレステリック液晶層を３原色分積層したもの
を使用する。
【００９１】
即ち、図５に示すように、第１基板４０７に対向し、光入射方向前方側になるように第２
基板として配置された透明性基板４０３との間に液晶層４０４が配置されている。液晶セ
ル内の第１基板４０７上には光吸収層４０６が配置され、更に、カラーフィルタ兼反射層
であるコレステリック液晶層４０５が光吸収層４０６の光入射方向前方側の表面に配置さ
れている。そして、液晶セル外の透明性基板４０３上に、コレステリック液晶層４０５と
は逆ねじれであるコレステリック液晶層４０９、４１０、４１１が配置されている。この
コレステリック液晶層４０９、４１０、４１１は３原色分の３層の積層体４１２となって
おり、透明性基板４０３上の液晶層４０４が挟持される側とは反対側に設置されている。
液晶セルの外部に配置されるこの３原色のコレステリック液晶層４０９、４１０、４１１
のねじれ方向は、液晶セル内部のコレステリック液晶層４０５と逆向きである。なお、色
層の構造上の上下関係は性能とは無関係である。
【００９２】
コレステリック液晶層の色は、コレステリック液晶層のねじれのピッチで決まる。従って
、コレステリック液晶層４０９、４１０、及び４１１は、各ねじれのピッチが夫々赤（Ｒ
）、緑（Ｇ）、及び青（Ｂ）に対応している。このとき、ピッチが徐々に変化し、全体と
して可視域全体の波長に対応するように形成してもよい。これらの層は場所ごとに色を変
化させる必要がないため、１枚のフィルムとして、例えば、R.Mauer, D.Andrejewski, F-
H.Kreuzer, A.Miller, SID90DIGESTP P.110-112 (1990)に記載されているような材料及び
方法により形成し、透明性基板４０３上に貼り付けることができる。また、コレステリッ
ク液晶層からなるカラーフィルタ層は、カイラルピッチを所望の色に調整したLiquidCrys
tals第18巻319ペ－ジ（1995）に記載されているような感光基を持つ液晶材を使用して形
成することもできる。
【００９３】
液晶セルの内側のコレステリック液晶層４０５は、液晶セルの外側のコレステリック液晶
層４０９、４１０、４１１と同様に例えば、R.Mauer, D.Andrejewski, F-H.Kreuzer, A.M
iller, SID90DIGESTP P.110-112 (1990)に述べられているような材料及び方法により形成
することができる。なお、コレステリック液晶層は、画素毎に異なる色層を形成する必要
があるため、通常の吸収型のカラーフィルタを形成するのと全く同様にリソグラフィを使
用して作製することができる。このときコレステリック液晶層となる材料自体に感光性が
あるためリソグラフィは比較的容易である。
【００９４】
コレステリック液晶層のピッチ及びねじれの向きは、混合するカイラル剤の量及び種類に
よって適宜選択することができる。水平配向を実現する配向膜を光吸収層４０６上に塗布
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しておけば、ねじれの軸が基板に垂直になるようなコレステリック液晶層を形成すること
ができる。必要に応じ、配向膜をラビングする光配向膜を形成して、偏光照射により基板
界面でのコレステリック液晶の配向を制御する等の方法をとってもよい。
【００９５】
なお、液晶層４０４中の液晶の配向を制御するために、コレステリック液晶層４０５上に
液晶配向膜を塗布する必要がある。このとき、コレステリック液晶層４０５の液晶配向状
態を乱さないように、配向膜の焼成は１８０℃程度の低温で行うことが望ましい。また、
同様の理由でラビングを行わない方が望ましい。液晶の配向制御が必要なときはラビング
を行ってもよいが、光配向膜を使用して偏光照射により配向制御をする方が望ましい。
【００９６】
次に、本実施例の動作について説明する。例えば、液晶セル内部のコレステリック液晶層
４０５が第１の実施例と同様に右ねじれであるとすると、３原色のコレステリック液晶層
はすべて左ねじれである。外部からの入射光４００が３原色の積層されたコレステリック
液晶層４０９、４１０、４１１を通過すると、３原色Ｒ、Ｇ、Ｂに対応する波長の光のう
ち左円偏光はコレステリック液晶層４０９、４１０、４１１で反射される。そして、３原
色の右円偏光のみが液晶層４０４に入射する。そして、第１の実施例と同様の原理により
、液晶層４０４の位相差が０のときは、右円偏光はそのままコレステリック液晶層４０５
からなるカラーフィルタ兼反射層に入射し、このコレステリック液晶層４０５のピッチに
対応する色の光のみ右円偏光として反射される。なお、その他の光はコレステリック液晶
層４０５を通過して光吸収層４０６に吸収される。その後、コレステリック液晶層４０５
からの反射光である右円偏光は液晶層４０４の位相差が０であるため、何の変化も受けず
に液晶層４０４を通過し、右円偏光のまま３原色の積層されたコレステリック液晶層４０
９、４１０、４１１に入射する。これらのコレステリック液晶層４０９、４１０、４１１
は左ねじれであるので右円偏光はそのまま通過し、更に散乱性フィルム４０８から出射さ
れて出射光４３０となる。この出射光４３０は散乱性フィルム４０８により散乱されて適
度な角度に広がって観察者の目に達する。このようにして、この画素ではコレステリック
液晶層４０５のピッチに対応した色が表示される。一方、同じく第１の実施例と同様の原
理により液晶の位相差がπのときは、液晶層４０４からの光は左円偏光となり、コレステ
リック液晶層４０５を通過して光吸収層４０６に吸収される。よって、この画素では黒が
表示される。
【００９７】
本実施例においては、第１乃至第３の実施例と同様に、液晶層４０４のリタデーションを
変化させることによって、反射光量を制御することができる。また、明状態のときの反射
光は必ず円偏光となっているため、方位角方向の依存性がなく、液晶が方位角方向でいか
なる配向をしていても同じように明るい表示ができることも第１乃至第３の実施例と全く
同様である。更に、コレステリック液晶層を使用した選択反射の場合、ブラッグの条件を
満たす入射角度の範囲が狭いため、入射光と反射光との指向性が優れているという特徴が
ある。更にまた、ブラッグの条件を満たす方向をピッチの大きさで制御することができる
ため、広帯域四分の一波長板を使う場合に比べ、方向性の制御が容易であるという利点が
ある。
【００９８】
次に、本発明の第５の実施例について説明する。図６は本発明の第５の実施例に係る反射
型液晶表示装置を示す断面図である。第４の実施例においては液晶セルの外側に、カラー
フィルタ兼反射層に使用するコレステリック液晶層と逆ねじれのコレステリック液晶層を
３原色分積層したものが形成されていたのに対し、図６に示すように、本第５の実施例に
おいては、この３原色分の積層体を液晶セルの内側、即ち、第２基板としての透明性基板
５０３における光入射方向後方側の表面に配置されている。その他の構成は第４の実施例
と同様である。
【００９９】
本実施例においては、カラーフィルタ兼反射層に使用するコレステリック液晶層５０５と
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は逆のねじれを有するコレステリック液晶層５０９、５１０、５１１の３原色分の積層体
５１２が第２基板として配置される透明性基板５０３の液晶層５０４側の表面に配置され
ている。表示原理及び製造方法等は第４の実施例と全く同じであるが、自然光を右円偏光
（又は左円偏光）に変換するコレステリック液晶層５０９、５１０、５１１を３原色分積
層した積層体５１２がカラーフィルタ兼反射層に使用するコレステリック液晶層５０５と
厚みが数μｍの液晶層５０４を隔てて対向しているため、視差に対しては著しく有利にな
る。
【０１００】
次に、本発明の第６の実施例について説明する。図７（ａ）は本発明の第６の実施例に係
る反射型液晶表示装置を示す平面図、図７（ｂ）は図７（ａ）のＡ－Ａ線による断面図で
ある。図７は液晶をアクティブ素子で駆動する場合の具体的な構造を示している。
【０１０１】
図７（ａ）に示すように、第１基板上にデータ線である映像信号電極６２０ａが形成され
、これにドレイン電極６２０が接続している。即ち、ドレイン電極６２０は、映像信号線
６２０ａの一部が延出して形成されている。また、この映像信号線６２０ａとは交差して
走査信号電極６２２ａが形成され、これにゲート電極６２２が接続している。即ち、ゲー
ト電極６２２は走査信号電極６２２ａの一部が延出して形成され、映像信号線６２０ａと
走査信号線６２２ａとがマトリックス状に配置されている。
【０１０２】
また、図７（ｂ）に示すように、第１基板６０７上には、例えばＣｒ又はＡｌ等の金属か
らなるゲート電極（走査信号電極）６２２が形成され、このゲート電極６２２を覆うよう
に例えば窒化シリコン等からなるゲート絶縁膜６２１が形成されている。ゲート電極６２
２上には、ゲート絶縁膜６２１を介して例えば非晶質シリコン等からなる半導体膜６１９
が形成されている。この半導体膜６１９は薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の能動層として機
能する。この半導体膜６１９のパターンの一部に重なるように、例えばモリブデン等の金
属からなるドレイン電極６２０及びソース電極６２３が形成されている。このドレイン電
極６２０及びソース電極６２３は、例えばｎ形の不純物が導入された非晶質シリコン膜（
図示せず）を介してその一部が半導体膜６１９上に重なって形成されている。更に、これ
らの電極及びゲート絶縁膜６２１全てを被覆するように例えば窒化シリコンからなる保護
膜６１７が形成されている。保護層６１７上には、ＴＦＴの能動層である半導体膜６１９
を覆うように選択的に遮光膜６１８が形成されている。また、保護膜６１７上には、光吸
収層６０６が形成され、更にこの保護膜６１７上にコレステリック液晶層からなるカラー
フィルタ兼反射層６０５が形成されている。そして、このコレステリック液晶層からなる
カラーフィルタ兼反射層６０５及び光吸収層６０６並びに遮光層６１８はオーバーコート
層６１６で覆われている。このオーバーコート層６１６はチャージアップしにくい透明な
絶縁材料で形成されている。オーバーコート層６１６上には画素電極６１５が形成され、
液晶配向膜６１３ａが塗布されている。この画素電極６１５とソース電極６２３とがスル
ーホール６２４を介して接続されている。
【０１０３】
更に、透明性基板６０３が液晶層６０４を間に挟んで第１基板６０７と対向し、透明性基
板６０３が第１基板６０７よりも光入射方向の前方になるように配置されている。透明性
基板６０３の液晶層６０４側の表面には共通電極６１２が形成され、画素電極６１５と同
様、その液晶層６０４側には配向膜６１３ｂが塗布されている。更に、透明性基板６０３
の光入射方向前方側の表面、即ち液晶セル外側には、広帯域四分の一波長板６０２、偏光
板６０１、及び散乱性フィルム６０８が第２の実施例と同様に順次形成されている。
【０１０４】
画素電極６１５及び共通電極６１２に塗布される夫々配向膜６１３ａ及び６１３ｂは、使
用する液晶モードに応じて、水平配向膜と垂直配向膜とを適宜組み合わせて使用すればよ
い。使用する液晶モードはどのようなものでもよいが、垂直配向モード及びアモルファス
ＴＮモードのようなラビングを行う必要のないモードが工程短縮の観点から望ましい。
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【０１０５】
以下、垂直配向モードを使用した場合を例にとって本実施例の動作について説明する。な
お、第１の実施例と同様に、コレステリック液晶層からなるカラーフィルタ兼反射層６０
５のねじれは右ねじれ、また、偏光板６０１と広帯域四分の一波長板６０２は、図１５に
示すように、四分の一波長板６０２の光軸方向９０２が偏光板６０１の透過軸方向９０１
に対して時計回りに４５゜傾くように配置され、偏光板６０１及び四分の一波長板６０２
を入射光が通過後、右円偏光となる場合とする。画素電極６１５及び共通電極６１２には
垂直配向膜を塗布する。電圧無印加時には、液晶分子６１４は第１基板６０７及び透明性
基板６０３に対して該垂直に配向している。入射光６００は偏光板６０１と広帯域四分の
一波長板６０２を通過して右円偏光になり、液晶層６０４に入射する。このとき液晶層６
０４のリタデーションは０であるため、カラーフィルタ兼反射層６０５により反射され、
再び液晶層６０４、四分の一波長板６０２及び偏光板６０１を通過し、散乱フィルム６０
８で散乱された出射光６３０がカラーフィルタ兼反射層６０５のピッチに対応する色が表
示される。
【０１０６】
一方、ゲート電極６２２に電圧を印加して薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）をオンにすると、
ソース電極６２３に電圧が印加されて、画素電極６１５とこれに対向するように配置され
た共通電極６１２との間に電界が誘起される。この電界により誘電異方性が負である液晶
分子６１４は基板に対して平行な方向に倒れる。これにより液晶層のリタデーションがあ
る値をもつため、光はカラーフィルタ兼反射層６０５を通過し、光吸収層６０６に吸収さ
れて暗くなる。液晶層６０４のリタデーションが半波長分変化するとき、液晶層６０４を
通過した全ての光が左円偏光に変換され、光吸収層６０６に吸収されるため最も暗くなる
。液晶分子の屈折率異方性Δｎと液晶層の厚みｄの積であるリタデーション（ｄΔｎ）を
適当な値に設定しておけば、電圧無印加の時は最も明るく、所望の電圧を印加したときに
液晶層のリタデーションが半波長分変化するように、即ち、最も暗くなるようにする制御
することができる。従来の垂直配向モードは広視野角性を確保するために明るさを犠牲に
していたが、本実施例においては、広視野角化を散乱性フィルム６０８によって行うため
、明るさを犠牲にする必要がない。また、駆動電圧が小さくても、明るい表示を得ること
ができる。例えば、リタデーションをｄΔｎ＝６７０ｎｍのように極端に大きな値をもつ
垂直配向モードの液晶セルを形成すると、液晶分子の極角が少し変化しただけで、ｄΔｎ
が半波長分変化し、最も暗い表示が実現できる。このとき液晶分子の極角を少し変化させ
ればよいので印加電圧は小さくてもよい。しかしながら、従来の垂直配向モードでは、ｄ
Δｎがこのように大きいと視野角特性が悪くなるため、リタデーションをｄΔｎ＝３３０
ｎｍ程度に抑えている。このため、液晶分子の極角をかなり大きく変化させる必要があり
、駆動電圧が大きくなる。更に、やはり視野角特性が悪くなることを考慮して、液晶のリ
タデーションが完全に半波長分変化する駆動は行えない。従って明るさが犠牲になる。本
発明においては、液晶層のリタデーション（ｄΔｎ）をいくら大きくしても視野角特性を
悪化させることはないので、低電圧駆動が可能で、且つ明るい表示ができる。また、液晶
分子の極角の変化が小さくてよいので、応答速度を速くすることができる。このとき、液
晶セルの厚みｄ、又は液晶分子の屈折率異方性Δｎのいずれが小さくてもリタデーション
（ｄΔｎ）を小さくできるが、液晶セルの厚みｄが小さい方が高速応答の観点からはより
望ましい。
【０１０７】
更に、上述の如く液晶層に入射する光が円偏光なので、液晶分子がどの方向に倒れても明
るくなり、従来の垂直配向モードのように液晶分子の倒れる方向を正確に制御する必要は
ない。
【０１０８】
更にまた、本発明の反射型液晶表示装置において、液晶セルに配向分割を施す必要は特に
ない。しかしながら、液晶材料、また素子によっては分割がスムースに行われる方が、狭
視野角で使用した場合の視野角特性、画面内での明るさの均一性、応答速度の観点等から
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望ましいことがある。そのような場合は、配向分割を行ってもよい。
【０１０９】
配向分割は、上下基板における電極の大きさ及び形状に着目し、第１基板上の電極が対称
性がよい形状であって、第２基板上の電極が第１基板上の電極の上部全体を覆い、且つ第
２基板上の電極が第１基板上の電極より広くした構造とすることにより、製造工程も増え
ず、配向分割をスムースに行うことができる。
【０１１０】
また、画素電極６１５の形状として対称性がよい形状を使用し、共通電極６１２を画素電
極６１５より大きく設計することによって、両電極間に生じる電界は基板に対して垂直で
はなく、画素電極周辺部から中央に向かう斜め電界となる。この電界により、誘電異方性
が負である液晶分子６１４は画素中央に向って対称に倒れていく。このため画素内の液晶
の配向方向は自然に分割される。このように、特別に配向膜に処理を加えることをしなく
ても、自動的に液晶の倒れる方向を分割することができ、液晶の動きがスムースになる。
【０１１１】
更に液晶の倒れる方向をより完全に制御したい場合には、配向膜に光配向膜を使用し、そ
の光配向膜の性質に応じ、斜めからの偏光又は無偏光の照射する等の操作を行ってもよい
。また、液晶の配向が乱れるのを防ぐことを目的に、液晶中に少量のモノマーを導入し、
適当な配向状態を記憶させるために液晶をポリマー化してもよい。
【０１１２】
なお、本第６の実施例の場合、その構造上、画素電極がゲート線（走査信号線）６２２ａ
及びドレイン線（映像信号線）６２０ａからの十分離れているため、これらの電極からの
電界により液晶の配向が乱れることはほとんどない。それでも、外部から電界の悪影響を
防ぐことを目的に、いずれか一方又は両方の電極の上部にシールド用の電極を設けてもよ
い。
【０１１３】
以下、分割境界を安定させることを目的として使用する画素電極極について、詳細に説明
する。図８（ａ）乃至（ｃ）、図９（ａ）及び（ｂ）並びに図１０（ａ）及び（ｂ）は本
発明の反射型液晶表示装置に好適に使用できる電極形状を示す模式的平面図である。本発
明の電極形状において、対称性がよい形状とは、図８（ａ）に示すような円及び四角形以
上の正多角形の形状を示す。このような対称性がよい電極を使用し、対向側の電極を対称
性がよい形状の電極よりも広く、且つ対称性がよい電極の上部全体を覆うように形成する
ことにより、両電極間に電圧を印加した場合、両基板間において斜め電界が対称性よく生
じ、誘電異方性が負で垂直配向している液晶では倒れる方向が２種類以上となり、画素内
の液晶の配向分割を行うことができる。即ち、自然に生じる斜め電界によって、画素の中
央に分割境界が生成し、画素電極の端から中央に向って液晶が倒れる。画素電極の形状を
対称的にすれば、液晶は自然に画素電極の各辺から中央に向って倒れるので、自然に分割
される。なお、多角形は正確に正多角形である必要はなく、ある程度変形してもよい。
【０１１４】
また、通常の反射型液晶表示装置の場合、画素電極は長方形であるが、図８（ｂ）に示す
ように、電極に切り込みを入れ、図８（ａ）に示す対称性がよい形状が複数個連なった形
状とすることで、対称性がよい形状の部分で上記のように配向分割を行うことができるの
で、全体として対称性がよい形状の電極と同様の効果が得られる。
【０１１５】
分割位置を更に確実にするために、図９（ａ）に示すように、夫々図８（ａ）に示すよう
な対称性がよい画素電極において、円周上の等間隔の位置又は正多角形の角部に切り込み
を入れた形状、図９（ｂ）に示すように、図８（ａ）に示すような対称性がよい画素電極
の円周上の等間隔の位置又は正多角形の角部も外方に突出する突出部を設けた形状、及び
図１０（ａ）に示すように、図８（ａ）に示すような対象性がよい画素電極について、円
形においては円周上の等間隔な位置と中心を通る線分で複数個の領域に分割し、また正多
角形の場合は中心から角部を結ぶ線分で複数の領域に分割し、これら分割した領域の一部
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を除去して画素電極がない部分を形成する等の電極を形成してもよい。更に、図１０（ｂ
）に示すように、図１０（ａ）と同様に、図８（ａ）に示す様な対称性がよい電極を複数
個の領域に分割し、分割した領域の一部に凹部を設けてもよい。更にまた、これらの形状
を組み合わせて使用してもよい。
【０１１６】
凹部を設ける構造の場合、オーバーコート層を掘り込むことにより工程を煩雑にすること
なく凹部を深く形成することができ、境界部の固定をより確実にすることができる。また
、垂直配向の場合は、電圧を印加すると渦巻き状の配向に安定化していくが、カイラル剤
を入れてこの配向を更に安定化させ、応答速度を速くしてもよい。また、上記の画素の一
部の切り込み又は凹部の形を画素内で渦巻き状に設定してもよい。
【０１１７】
次に、このように構成された本発明の第６の実施例に係る反射型液晶表示装置の製造方法
について説明する。
【０１１８】
先ず、成膜工程及びリソグラフィ工程を繰り返して、アモルファスシリコン薄膜トランジ
スタアレイ（ＴＦＴ）を有する基板をガラス基板上に形成する。このＴＦＴは、例えば基
板側からゲートクロム層、窒化シリコン－ゲート絶縁層、アモルファスシリコン－半導体
層、及びドレイン・ソースモリブデン層から構成することができる。次にドレイン電極６
２０、ソース電極６２３及び半導体膜６１９を覆うように、ゲート絶縁膜６２１上に例え
ばＳｉＮｘ等からなる保護膜６１７を形成する。このようにして基板６０７を形成する。
【０１１９】
次に、保護膜の上に光吸収層６０６を形成する。光吸収層６０６としては黒色の染料又は
顔料を含んだ樹脂を使用することができる。また、金属を使用して光吸収層を形成しても
よい。次に、コレステッリック液晶層からなるカラーフィルタ兼反射層６０５を形成する
。このようなコレステリック液晶層は、例えば、R.Mauer,D.Andrejewski,F-H.Kreuzer,A.
Miller,SID90DIGESTPP.110-112(1990).に記載されているような、カイラルピッチを所望
の色に調整したシロキサン系の化合物、又は同様にカイラルピッチを所望の色に調整した
Liquid Crystals 第18巻319ペ－ジ（1995）に記載されているような感光基を持つ液晶材
を使用して形成することができる。
【０１２０】
カラーフィルタ兼反射層６０５を形成するためには、先ず、配向膜を保護膜上に塗布し、
加熱焼成する。更に必要に応じ、ラビング又は光配向等の処理を行い、次いでカイラルピ
ッチを適宜調整したシロキサン系化合物、又は同様にカイラルピッチを所望の色に調整し
た感光基を持つ液晶材を所望の厚みにレーザーブレード等を使用して塗布する。次いで、
所定領域、即ち、マトリクス状に配置された画素領域に選択的に光が当たるように、フォ
トマスクを使用して露光する。この露光の後、所定の有機溶剤を使用して現像し、所定の
パターンを形成する。これらの工程を、色数、例えば赤、青、及び緑の３色のカイラルピ
ッチを有する液晶層分３回繰り返し、１画素について夫々色層を残すことで、コレステリ
ック液晶層からなるカラーフィルタ兼反射層１０５を形成することができる。このときカ
イラル剤を例えば、右ねじれのカイラル剤とすると、右ねじれのコレステリック液晶層が
形成される。
【０１２１】
次に、カラーフィルタ兼反射層６０５上に透明な絶縁材料からなるオーバーコート層６１
６を形成する。このオーバーコート層６１６は、例えばアクリル樹脂等の熱硬化性樹脂を
使用することができる。また、オーバーコート層６１６として、光硬化性の透明な樹脂を
使用してもよい。
【０１２２】
最後に、スルーホール６２４を形成し、これを介してソース電極６２３に接続する画素電
極６１５をオーバーコート層６１６上に形成する。画素電極６１５は上述した如く円形又
は四角形以上の対称性がよい形状とすると、液晶層の分割境界を安定させることができる
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。
【０１２３】
一方、例えば透明ガラス等からなる基板上の全面に例えばＩＴＯ等をスパッタして、パタ
ーニングして共通電極６１２を形成し、第１基板６０７の対向基板となる透明性基板６０
３を形成する。そしてこれらの基板の画素電極６１５及び共通電極６１３に夫々垂直配向
膜６１３ａ及び６１３ｂを塗布し、加熱乾燥する。更にこれらの基板の周囲にシール剤を
塗布し、例えば直径４μｍのスペーサ剤を散布した後、加熱によりシール剤を硬化させ、
誘電異方性が負のネマチック液晶を注入し、注入孔を光硬化樹脂で封止する。
【０１２４】
更に、透明性基板６０３の第１基板６０７が配置される側とは反対側に、広帯域の四分の
一波長板６０２、広帯域の四分の一波長板１０２上の偏光板１０１、及び散乱性フィルム
６０８を形成する。その際、四分の一波長板１０２の光軸と偏光板１０１の透過軸とが偏
光板１０１の透過軸から測って時計回り又は反時計回りに４５゜の角度に四分の一波長板
１０２の光軸がくるように設定する。
【０１２５】
このようにして製造されたノーマリホワイトモードのパネルは、角度による色調の変化は
全くなく、高コントラストの領域が極めて広い優れた視角特性が得られる。更に、上下基
板の貼りあわせ際、目合わせが必要なく、画素サイズが小さくなっても全く問題がない。
また、反射光強度が従来のもの比較して明るく、更に、視差の問題も生じない。また、散
乱性のフィルム６０８を取り外した場合は、±２０゜以上の極角方向で色調の変化が起き
、散乱性フィルム６０８の着脱により、狭視角及び広視野を切り替えることができる。
【０１２６】
本発明は、特にＴＦＴ等のスイッチング素子を使用したアクティブマトリクス液晶表示装
置の場合効果が著しい。即ち、アクティブマトリクス液晶表示装置の場合、通常のＴＮモ
ードを使用した液晶表示素子では、フォトレジスト工程等の微細加工工程が必要とされる
のは、アクティブ素子を作製する一方の基板のみであり、通常、共通電極と呼ばれる他方
の基板においては微細加工を施す必要はなく、全面に電極が形成されているのみである。
画素内の液晶に配向分割を施そうとすると、従来技術ではフォトレジスト工程が増加する
。このフォトレジスト工程の増加は、生産設備への負荷、歩留まりの低下を引き起こすの
で、ないことが望ましい。従って、本実施例によれば、フォトレジスト工程の増加がなく
画素内の液晶の配向分割を行うことができる。
【０１２７】
また、特にアクティブマトリクス液晶表示装置の場合、走査信号電極、映像信号電極から
の横方向電界の影響で、不必要なディスクリネーション（disclination）ラインが画素電
極部に入り込むことがある。このような問題は、走査信号電極及び映像信号電極と画素電
極との距離を大きくすることで解決することができるが、この距離を大きくすることは、
画素サイズが小さくなった場合に開口率の観点から望ましくない。この問題を解決するも
う１つの方法は、走査信号電極及び映像信号電極の少なくとも一方の上部に画素電極の一
部又はシ－ルド用の電極を配置することである。即ち、画素電極で走査信号電極、映像信
号電極のすべてをシ－ルドすると開口率が低下する。そこで、走査信号電極、映像信号電
極の少なくとも一方の上部に、画素電極又はシールド用の電極を配置することによって、
開口率の低下を防ぐことができる。ここで、どのような配置を選ぶかは、画素の形状と走
査信号電極、映像信号電極の配置、及びシ－ルド用の電極の形成手順を考えて、最もよい
配置を選ぶことができる。
【０１２８】
更に本発明では、カラーフィルタ兼反射層と液晶層の間に、画素電極が配置されている。
このことにより、カラーフィルタ兼反射層と画素電極との目合わせが不要になり、上下基
板の重ね合わせ精度が大幅に軽減される。このような顕著な効果を得ることは、共通電極
に開口部を有する技術においては、全く不可能である。且つ、このようにカラーフィルタ
兼反射層と液晶層の間に、画素電極を配置することよって、走査信号電極、映像信号電極
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からの横方向電界の影響を大幅に軽減することができる。
【０１２９】
次に、本発明の第７の実施例について説明する。図１１（ａ）は本発明の第７の実施例に
係る反射型液晶表示装置を示す平面図、図１１（ｂ）は図１１（ａ）のＢ－Ｂ線による断
面図である。図７は液晶をアクティブ素子で駆動する場合の具体的な構造を示している。
本第７の実施例が第６の実施例と異なる点は、液晶層が垂直配向液晶のかわりに４分割さ
れたＴＮ液晶である点である。図１１（ａ）及び（ｂ）に示すように、本実施例の画素電
極７１５の形状は正方形となっている。その他の構成は第６の実施例と同様である。
【０１３０】
図１１（ａ）及び（ｂ）に示す本実施例においては、液晶層の誘電異方性が正でであって
、ねじれネマチック配向している場合の例を示している。第１基板７０７と、これと対向
し、第１基板７０７より光入射方向前方になうように配置される透明性基板７０３とにラ
ビング又は光配向の処理を行い、液晶の配向方向を規定する。この場合、液晶層７０４の
プレチルト角はできるだけ小さいことが好ましく、１゜以下、更に好ましくは０゜とする
。このような配向は例えば、ラビング方向と直交する方向に配向する配向膜を使用するか
、又は光配向膜に基板の法線方向から偏光を照射することによって容易に得ることができ
る。また、カイラル剤は入れない。このような状態で液晶層７０４の上下の電極間、即ち
共通電極７１２及び画素電極７１５に電圧を印加すると、上述した如く、上下の電極形状
が有する特性のため、斜め電界が対称性よく生じ、液晶はねじれ方向と立ち上がり方向が
異なる領域に自然に分割される。画素の各部分では、右ねじれ及び左ねじれの両方が生じ
る可能性があるが、この斜め電界のため、例えば、本実施例のように正方形の画素電極７
１５が形成されている場合は、図１１（ａ）に示すように、透明性基板６０３の界面にお
ける液晶分子７１４ａの配向方向７２６は第１基板６０７の界面における液晶分子の配向
方向７２５から９０゜ねじれた位置となる。これは素の各領域では、一方のねじれ方向が
優先的に生じ、自動的に図１１（ａ）に示すような配向状態が生じるためである。即ち、
第１基板６０７上の電極が対称性がよい形状であり、透明性基板６０３上の共通電極６１
２が第１基板６０７上の画素電極６１５の上部全体を覆い、且つ共通電極６１２が画素電
極６１５より広いという効果によって、ねじれネマチック配向の場合も、自然に対称性が
よい画素分割が可能である。
【０１３１】
分割位置を更に確実にするために、図９及び図１０に示すように、画素電極の角の部分又
は周囲に外側に向って突出ている突出部を設けるか、画素電極の一部に切り込みを入れる
か、又は画素電極を複数の領域に分割しその領域の一部を除去して分割境界に沿って画素
電極がない部分を設けるか等の構造とする方法がある。これは誘電異方性が負の場合の例
と全く同様である。
【０１３２】
以上はカイラル剤を入れない場合であったが、カイラル剤を入れてもよい。この場合は立
ち上がり方向のみが異なる２分割のＴＮとなり、画素内の液晶の配向分割を行うことがで
きる。
【０１３３】
次に、本実施例の動作について説明する。電圧無印加状態のときはリタデーション（ｄΔ
ｎ）が半波長分、即ち、位相差がπとなるように液晶セルのｄΔｎを調整しておく。第６
の実施例と同様に、コレステリック液晶層からなるカラーフィルタ兼反射層７０５のねじ
れは右ねじれ、偏光板７０１及び広帯域四分の一波長板７０３の配置は、図１５に示すよ
うに、偏光板７０１及び広帯域四分の一波長板７０２は、四分の一波長板７０２の光軸方
向９０２が偏光板７０１の透過軸方向９０１に対して時計回りに４５゜傾くように配置さ
れ、偏光板７０１及び広帯域四分の一波長板７０３を入射光７００が通過後、右円偏光と
なる場合について説明する。電圧を印加しない状態では、第６の実施例と同様に、入射光
７００が右円偏光となり、液晶層７０４を通過すると、左円偏光に変換され、コレステリ
ック液晶層からなるカラーフィルタ兼反射層７０５を通過し、光吸収層７０６に吸収され
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る。従って、この画素は黒が表示される。
【０１３４】
一方、ゲート電極７２２に電圧を印加して薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）をオンにすると、
ソース電極７２３に電圧が印加されて、画素電極７１５とこれに対向するように配置され
た共通電極７１２との間に電界が誘起される。この電界により、誘電異方性が正である液
晶分子７１４は基板に対して垂直方向に立ち上がる。液晶のリタデーション（ｄΔｎ）が
ほぼ０となり、反射光が偏光板７０２を通過し、散乱板７０８で散乱され、適度な視野角
を有する出射光７３０となり観察者の目に入る。
【０１３５】
また、配向分割をより確実に行うため、液晶をポリマー化するか、又は画素電極の形状に
変更を加える等の方法は第６の実施例と同様である。なお、散乱フィルム７０８の着脱、
又は、高分子分散型液晶層の散乱性の有無により狭視野角と広視野角とを容易に切替るこ
とができることも第６の実施例と全く同様である。
【０１３６】
次に、本発明の第８の実施例について説明する。図１２（ａ）は本発明の第８の実施例に
係る反射型液晶表示装置を示す断面図、図１２（ｂ）は本実施例の液晶層を示す平面図で
ある。本実施例が第７の実施例と異なる点は、液晶層が垂直配向液晶の代わりに図１２（
ｂ）に示すホモジニアス液晶（カイラル剤なし）である点である。図１２（ａ）に示すよ
うに、液晶層８０４以外の構成は第７の実施例と同様である。
【０１３７】
本実施例においては、垂直配向膜の代わりに水平配向膜を使用する。垂直配向液晶の場合
と同様にラビングを行う必要はない。反射光のＯＮ及びＯＦＦは、液晶の誘電異方性が正
で、電圧無印加時にホモジニアス配向垂直配向の場合と逆になる。即ち、電圧無印加の状
態で、液晶層のリタデーション（ｄΔｎ）を半波長分（位相差をπ）に設定する。このと
き、第７の実施例と同様の機構によって入射光８００は光吸収層８０６に吸収され、黒表
示される。
【０１３８】
一方、第７の実施例と全く同様にして、ゲート電極８２２に電圧を印加して薄膜トランジ
スタ（ＴＦＴ）をオンにすると、ソース電極８２３に電圧が印加されて、液晶層８０４の
光入射方向後方側の表面に形成された画素電極８１５と、この画素電極８１５とは対向す
るように液晶層８０４の光入射方向前方側の表面に形成された共通電極８１２との間に電
界が誘起される。この電界により、誘電異方性が正である液晶分子８１４は基板に対して
垂直方向に立ち上がる。すると液晶のリタデーションがほとんど０となり、反射光が偏光
板８０７を通過し、散乱板８０８で散乱され、適度な視野角を持って出射光８３０が観察
者の目に入る。このとき、配向膜８１３ａ及び８１３ｂに配向処理を行っていないため、
液晶の立ち上がる方向はランダムであるが、明表示時の液晶層に反射してくる光は円偏光
であるため、明るさが液晶の立ち上がる方向には無関係となり、明るい表示が可能である
。また、電圧で立ち上がり角度を制御することで、中間調を表示することができる。
【０１３９】
この場合も、第６及び第７の実施例と同様、液晶材料、又は素子によっては分割がスムー
スに行われる方が狭視野角で使用した場合の視野角特性、画面内での明るさの均一性、及
び応答速度の観点等から望ましいことがある。そのような場合は、第６及び第７の実施例
と全く同様にして、画素電極８１５の形状として対称性が高い形状を使用し、共通電極８
１２を画素電極８１５より大きく設計することによって、配向分割をスム－スに行うこと
ができる。分割をより確実にするために、ドレイン電極８２０及びゲート電極８２２の少
なくとも一方にシールド用の電極を設ける、ポリマー化を行う、画素の一部に切り込みを
入れる、画素の一部を除去する、又は画素電極の一部に凹部を設ける等の工夫を行っても
よいことは、第６の実施例と全く同様である。
【０１４０】
また、液晶の配向方向を２分割した方が望ましい場合は、上下基板にラビング、又は光配



(27) JP 4651791 B2 2011.3.16

10

20

30

40

50

向の処理を行い、液晶の配向方向を規定する操作を行ってもよい。図１３（ａ）は液晶の
配向方向を規定した場合の反射型液晶表示装置を示す断面図、図１３（ｂ）は図１３（ａ
）の反射型液晶表示装置の液晶層を示す平面図である。図１３（ｂ）に示すように、ラビ
ング又は光配向を行うことにより、透明性基板８０３の界面における液晶分子の配向方向
８２６ａと第１基板８０７の界面における液晶分子の配向方向８２５ａが同一且つ平行な
方向になっている。このように、基板界面での液晶の配向方向が規定されているため立ち
上がり方向が異なる２種類のドメインが生じる。
【０１４１】
更に、画素の一部に切り込みを入れる、又は、画素の一部を除去する、又は画素電極の一
部に凹部を設けるときは、分割がスムースに行くような方向に方位角方向を決めるラビン
グ等の配向処理を行った方がよい。
【０１４２】
ホモジニアス配向の場合は、特に、境界領域を安定化させるためには、中央部に凹部が設
けられていることが望ましい。次に、凹部を設ける場合について説明する。図１４（ａ）
は凹部が形成された画素電極を有する反射型液晶表示装置を示す断面図、図１４（ｂ）は
図１４（ａ）の反射型液晶表示装置の液晶層を示す平面図である。図１４（ｂ）に示すよ
うに、画素電極８１５の中央部に配向方向に対して直交する方向に凹部８２７が設けられ
ている様子を示す。図１４（ｂ）において、８２５ｂ及び８２６ｂは夫々第１基板８０７
の界面及び透明性基板８０３の界面における液晶分子８１４の配向方向である。この場合
も、プレチルト角はほとんど０゜が望ましく、このような配向は、ラビング方向とは垂直
の方向に配向する配向膜又は光配向膜に基板の法線方向から偏光を照射することによって
容易に得ることができる。また、カイラル剤は入れない。このような状態で液晶層８０４
上下の電極間に電圧を印加すると、この上下の画素電極及び共通電極の形状の特性のため
、斜め電界が対称性よく生じる。両基板界面での液晶の配向方向が規定されているため、
立ち上がり方向が異なる２種類のドメインが生じる。特に、境界領域を安定化させるため
に、画素表示用の電極の一部の切り込み又は電極の無い部分及び凹部等は、画素電極の辺
に平行に形成し、液晶の初期配向はこれらに垂直になるように設定した方がよい
【０１４３】
【実施例】
次に、本発明の実施例に係る反射型液晶装置の特性について説明し、その効果を説明する
。
【０１４４】
実施例１
図６に示す第６の実施例と同様の反射型液晶表示装置を作製した。先ず、成膜過程及びリ
ソグラフィ過程を繰り返し、基板側からゲートクロム層、窒化シリコン－ゲート絶縁層、
アモルファスシリコン－半導体層、及びドレイン・ソースモリブデン層を積層し、アモル
ファスシリコン薄膜トランジスタアレイ（ＴＦＴ）を有する基板を作製した。次にドレイ
ン電極、ソース電極及び半導体膜を覆うように、ゲート絶縁膜上にＳｉＮｘからなる保護
膜を形成した。次に、この保護膜の上に光吸収層、コレステッリック液晶層からなるカラ
ーフィルタ兼反射層を形成した。更に、配向膜を保護膜上に塗布し、加熱焼成した。更に
、ラビング又は光配向等の処理を行い、次いでカイラルピッチを適宜調整したシロキサン
系化合物を所望の厚みにレーザーブレードを使用して塗布した。次いで、所定領域、即ち
、マトリクス状に配置された画素領域に選択的に光が当たるように、フォトマスクを使用
して露光した後、所定の有機溶剤を使用して現像し、所定のパターンを形成した。これら
の工程を、赤、青、緑の３色のカイラルピッチを有する液晶層分３回繰り返し、１画素に
ついてそれぞれの色層を残すことで、コレステリック液晶層からなるカラーフィルタ兼反
射層を形成した。このとき右ねじれのカイラル剤を使用した。次に、カラーフィルタ兼反
射層上に透明な絶縁材料であるアクリル樹脂からなるオーバーコート層を形成した。最後
に、スルーホールを形成してこれを介してソース電極に接続する長方形の形状をした画素
電極を、オーバーコート層上に形成した。
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【０１４５】
第２基板である対向基板として、全面にＩＴＯをスパッタしたガラス基板を用意し、両方
の基板に垂直配向膜（日産化学社製ＳＥ１２１１）を塗布し、１８０℃、１時間の条件に
て加熱乾燥した。基板周囲にシ－ル剤を塗布し、直径４μｍのスペーサ剤を散布した後、
加熱によりシ－ル剤を硬化させ、誘電異方性が負のネマチック液晶（Ｍｅｒｃｋ社製ＭＬ
Ｃ６６０８）を注入し、注入孔を光硬化樹脂で封止した。対向基板の外側に広帯域の四分
の一波長板を形成し、更に偏光板を、四分の一波長板の光軸方向が偏光板の透過軸方向に
対して時計回りに４５゜配置した。この際、四分の一波長板の光軸方向が偏光板の透過軸
方向に対して時計回りに４５゜傾くように配置した。その上に更に散乱性をもつ拡散シー
トを設置した。
【０１４６】
このようにして得られたノーマリホワイトモードのパネルの視角特性を測定したところ、
角度による色調の変化は全くなく、高コントラストの領域が極めて広い優れた視角特性が
得られた。なお、上下基板の貼りあわせ際、目合わせは必要なく、画素のサイズが小さく
なっても全く問題がないことがわかった。また、反射光強度も従来のものと比較して明る
く、明るさに関しても優れた性能であることがわかった。更に、視差の問題も生じていな
いことがわかった。
【０１４７】
また、散乱性のフィルムを取り外し、視野角特性を測定したところ、±２０゜以上の極角
方向で色調が変化し、正常な画像が狭い視角内でのみ認識できた。
【０１４８】
実施例２
散乱性のフィルムのみ、両側にＩＴＯ電極を形成した高分子分散型液晶層に変え、実施例
１と全く同様にして反射型液晶表示装置を形成し、視角特性を測定した。その結果、電圧
を印加しないときは見る角度における色調の変化は全くなく、高コントラストの領域が極
めて広い優れた視角特性が得られた。また、明るさに関しても実施例１の場合とほぼ同じ
で、明るい表示が得られた。
【０１４９】
次に、高分子分散型液晶層に電圧を印加したところ、実施例１の場合と全く同様にして、
画像は狭い視野角内でのみ認識できた。
【０１５０】
実施例３
実施例１の場合と全く同様にして、コレステリック液晶層からなるカラーフィルタ兼反射
層を有するＴＦＴ基板を作成し、実施例１の場合と全く同様にして、対向基板として、全
面にＩＴＯをスパッタしたガラス基板を用意した。両方の基板に水平配向膜（ＪＳＲ社製
ＡＬ１０５１）を塗布し、１８０℃、１時間の条件で加熱乾燥した。なお、ＴＦＴ基板上
には、スペーサ剤を散布するかわりに、カラーフィルタ兼反射層及びオーバーコート層を
ゲート配線及びドレイン配線上に適宜残すことによって、大きさが、縦１０μｍ、横２０
μｍ、高さ２μｍの柱を形成した。基板周囲にシール剤を塗布し、上下基板を貼りあわせ
、加熱によりシール剤を硬化させ、カイラル剤を混合せずに誘電異方性が正のネマチック
液晶（Ｍｅｒｃｋ社製ＴＬ－２１３）を注入し、注入孔を光硬化樹脂で封止した。
【０１５１】
実施例１と全く同様にして、対向基板の外側に、広帯域の四分の一波長板及び偏光板を形
成した。このとき、偏光板の透過軸から測って四分の一波長板の光軸が時計回りに４５゜
の角度になるよう設定した。その上に更に散乱性をもつ拡散シートを設置した。
【０１５２】
このようにして得られたノーマリブラックモードのパネルの視角特性を測定したところ、
実施例１の場合と全く同様にして、見る角度による色調の変化は全くなく、高コントラス
トの領域が極めて広い優れた視角特性が得られた。また、透過光強度も、実施例１と全く
同様に、従来のものと比較して明るく、明るさに関しても優れた性能であることがわかっ
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た。
【０１５３】
また、実施例１の場合と同様、散乱性のフィルムを取り外し、視野角特性を測定したとこ
ろ、±２０゜以上の極角方向で色調が変化し、正常な画像が狭い視角内でのみ認識できた
。
【０１５４】
実施例４
画素電極の形状のみ正方形が３つ連なった形状としたＴＦＴ基板を作製した。
また、コレステリック液晶として、感光基を持つ液晶材を使用した。それ以外は実施例１
の場合と全く同様にして、垂直液晶を注入し、注入孔を封止した後、四分の一波長板、偏
光板、及び拡散シートを対向基板側に貼り付けた。
【０１５５】
このようにして得られたノーマリホワイトモードのパネルの視角特性を測定したところ、
実施例１の場合と全く同様に、見る角度による色調の変化は全くなく、高コントラストの
領域が極めて広い優れた視角特性が得られた。また、応答速度が実施例１の場合に比べ速
くなった。
【０１５６】
次に、散乱性のフィルムを取り外し、視野角特性を測定したところ、実施例１の場合と比
較してパネル全体での均一性が優れた視角特性が得られた。また、実施例１の場合と同様
、散乱性フィルムがある場合と比較して、正常な画像が認識できるのが狭い視角となった
。
【０１５７】
実施例５
実施例１と全く同様にして、コレステリック液晶層からなるカラーフィルタ兼反射層を有
するＴＦＴ基板を作製し、実施例１の場合と全く同様にして、対向基板として、全面にＩ
ＴＯをスパッタしたガラス基板を用意した。両方の基板に水平配向膜（ＪＳＲ社製ＡＬ１
０５１）を塗布し、１８０℃、１時間の条件で加熱乾燥した。実施例１と同様にして、基
板周囲にシール剤を塗布し、直径６μｍのスペーサ剤を散布した後、加熱によりシール剤
を硬化させ、誘電異方性が正のネマチック液晶（Ｍｅｒｃｋ社製ＺＬＩ－４７９２）のカ
イラルピッチを６μｍに調整したもの（右ねじれ）を注入し、注入孔を光硬化樹脂で封止
した。
【０１５８】
実施例１の場合と全く同様にして、対向基板の外側に、広帯域の四分の一波長板及び偏光
板を、この順に四分の一波長板の光軸と偏光板の透過軸とが偏光板の透過軸から測って四
分の一波長板の光軸が時計回りに４５゜の角度になるように設定した。その上に更に散乱
性をもつ拡散シートを設置した。
【０１５９】
このようにして得られたノーマリホワイトモードのパネルの視角特性を測定したところ、
見る角度による色調の変化は全くなく、高コントラストの領域が極めて広い優れた視角特
性が得られた。また、実施例１と同様に明るさに関しても優れた性能であることがわかっ
た。
【０１６０】
また、散乱性のフィルムを取り外し、視野角特性を測定したところ、実施例１の場合と同
様に、±２０゜以上の極角方向で色調が全く異なり、狭い視角内でしか正常な画像が認識
できなかった。
【０１６１】
実施例６
実施例５と全く同様にして、コレステリック液晶層からなるカラーフィルタ兼反射層を有
するＴＦＴ基板を作製し、対向基板として全面にＩＴＯをスパッタしたガラス基板を用意
した。両方の基板に水平配向膜（ＪＳＲ社製ＡＬ１０５１）を塗布し、１８０℃、１時間
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の条件で加熱乾燥した。ここで、従来のＴＮと同様、パネルの辺から４５゜傾き、上下基
板に９０゜方向を変えたラビングを行い、実施例５と同様にして、基板周囲にシール剤を
塗布し、直径２μｍのスペーサ剤を散布した後、加熱によりシール剤を硬化させ、誘電異
方性が正のネマチック液晶（Ｍｅｒｃｋ社製ＴＬ－２１３）のカイラルピッチを３０μｍ
に調整したもの（右ねじれ）を注入し、注入孔を光硬化樹脂で封止した。なお、ラビング
方向は９０゜ねじれた方向がノーマル配向となるように設定した。
【０１６２】
実施例５と全く同様にして、対向基板の外側に広帯域の四分の一波長板及び偏光板形成し
た。この際、偏光板の透過軸から測って四分の一波長板の光軸が時計回りに４５゜の角度
になるように設定した。その上に更に散乱性をもつ拡散シートを設置した。
【０１６３】
このようにして得られたノーマリブラックモードのパネルの視角特性を測定したところ、
見る角度による色調の変化は全くなく、高コントラストの領域が極めて広い優れた視角特
性が得られた。また、実施例１と同様に、明るさに関しても優れた性能であることがわか
った。更に狭ギャップであることを反映して応答速度の優れたものであった。
【０１６４】
また、散乱性のフィルムを取り外し、視野角特性を測定したところ、パネルの下方向で１
５゜で色調の変化が生じ、極めて視野角が狭くなった。
【０１６５】
実施例７
実施例１と同様の方法で画素電極の形状を正方形としたＴＦＴ基板を作製した。実施例１
の場合と全く同様にして、対向基板として全面にＩＴＯをスパッタしたガラス基板を用意
した。両方の基板に水平配向膜（ＪＳＲ社製ＪＡＬＳ－４２８）を塗布し、１８０℃、１
時間の条件で加熱乾燥した。実施例６と同様にして、パネルの辺から４５゜傾き、上下基
板に９０゜方向を変えたラビングを行い、実施例６と同様にして、基板周囲にシール剤を
塗布し、直径６μｍのスペーサ剤を散布した後、加熱によりシール剤を硬化させ、カイラ
ル剤をぬいた誘電異方性が正のネマチック液晶（Ｍｅｒｃｋ社製ＺＬＩ－４７９２）を注
入し、注入孔を光硬化樹脂で封止した。これにより、電圧を印加した場合、斜め電界によ
り、１画素が立ち上がり方向とねじれ方向が異なる４領域に自然に分割される。
【０１６６】
実施例１と全く同様にして、対向基板の外側に広帯域の四分の一波長板を形成し、更に偏
光板を、四分の一波長板の光軸方向が偏光板の透過軸方向に対して時計回りに４５゜配置
した。この際、四分の一波長板の光軸方向が偏光板の透過軸方向に対して時計回りに４５
゜傾くように配置した。その上に更に散乱性をもつ拡散シートを設置した。
【０１６７】
このようにして得られたノーマリブラックモードのパネルの視角特性を測定したところ、
階調反転は全くなく、高コントラストの領域が極めて広い優れた視角特性が得られた。ま
た、実施例１と同様に、明るさに関しても優れた性能であることがわかった。
【０１６８】
また、散乱性のフィルムを取り外し、視野角特性を測定したところ、実施例１の場合と同
様に、±２０゜以上の極角方向で色調が異なり、正常な画像が狭い視角内でのみ認識でき
た。
【０１６９】
実施例８
実施例１と全く同様にして、画素電極の形状を正方形とし、図１０に示す第８の実施例と
同様に、画素の中央のオーバーコート層を掘り込んで凹部を形成したＴＦＴ基板を作成し
た。実施例１の場合と全く同様にして、対向基板として、全面にＩＴＯをスパッタしたガ
ラス基板を用意した。更に実施例７と同様にして、両方の基板に水平配向膜（ＪＳＲ社製
ＪＡＬＳ－４２８）を塗布し、１８０℃、１時間の条件で加熱乾燥した。凹部の長辺に沿
って上下基板にラビングを行った。この配向膜では液晶はラビング方向と垂直方向即ち、
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図１０（ｂ）の８２５ｂ、８２６ｂの方向に配向し、そのプレチルト角はほとんど０゜で
ある。実施例３と同様にして、スペーサ剤と散布するかわりに、カラーフィルタ兼反射層
、オーバーコート層をゲート配線及びドレイン配線上に適宜残すことによって、大きさ１
０μｍ×２０μｍ高さ２μｍの柱を形成してある。基板周囲にシール剤を塗布し、上下基
板を貼りあわせ、加熱によりシール剤を硬化させ、誘電異方性が正のネマチック液晶（Ｍ
ｅｒｃｋ社製ＴＬ－２１３）をカイラル剤を混合せずに注入し、注入孔を光硬化樹脂で封
止した。実施例３と同様にして、対向基板の外側に、広帯域の四分の一波長板と偏光板を
この順に、四分の一波長板の光軸と偏光板の透過軸とが、偏光板の透過軸から測って四分
の一波長板の光軸が時計回りに４５゜の角度にくるように設定した。その上に更に散乱性
をもつ拡散シートを設置した。
【０１７０】
このようにして得られたノーマリブラックモードのパネルの視角特性を測定したところ、
実施例１の場合と全く同様にして、見る角度による色調の変化は全くなく、高コントラス
トの領域が極めて広い優れた視角特性が得られた。また、透過光強度も、実施例１と全く
同様に、従来のものと比較して明るく、明るさに関しても優れた性能であることがわかっ
た。
【０１７１】
また、実施例１の場合と同様、散乱性のフィルムを取り外し、視野角特性を測定したとこ
ろ、±２０゜以上の極角方向で色調が異なり、狭い視角内でしか正常な画像が認識できな
かった。
【０１７２】
実施例９
実施例１と同様にして作製したコレステリック液晶層からなるカラーフィルタ兼反射層を
有する液晶セルの対向基板の外側に広帯域の四分の一波長板を形成し、更に偏光板を、四
分の一波長板の光軸方向が偏光板の透過軸方向に対して時計回りに４５゜配置した。この
際、四分の一波長板の光軸方向が偏光板の透過軸方向に対して時計回りに４５゜傾くよう
に配置した。その上に更に散乱性をもつ拡散シートを設置した。なお、これらのコレステ
リック液晶層のねじれは、コレステリック液晶層からなるカラーフィルタ兼反射層のねじ
れと逆である。即ち、左ねじれとした。
【０１７３】
その視角特性を調べたところ、実施例１と全く同様の結果が得られ、散乱性のフィルムが
あるときは視野角が広く、散乱性のフィルムを取り外したときは、狭い視野角となった。
また、明るさも従来の液晶素子と比べて明るいものであった。
【０１７４】
実施例１０
実施例１の場合と同様の方法で、液晶セルの内側に、コレステリック液晶層からなるカラ
ーフィルタ兼反射層、並びに３原色のコレステリック液晶層を作成した。実施例９とは、
３原色のコレステリック液晶層が液晶セル内部にある点が異なっているのみである。即ち
、３原色のコレステリック液晶層を対向基板のガラス基板上に実施例１と同様の方法で作
成し、オーバーコート層を塗布した後、ＩＴＯを形成した。この基板を対向基板として使
用した。実施例１と同様にして、液晶パネルを作成し、このようにして得られたパネルの
視角特性を測定したところ、実施例１の場合と同様に色調の変化は全くなく、高コントラ
ストの領域が非常に広い優れた視角特性が得られた。また、散乱性のフィルムを取り外し
て、視野角特性を測定したところ、実施例１の場合と同様に、狭い視角内でのみ正常な画
像が認識できた。また、明るさは従来の液晶表示素子とほとんど同じであった。
【０１７５】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、広帯域の四分の一波長板及び偏光板を透明性な第
２基板上に配置し、第１基板と液晶層との間に少なくとも１つのコレステリック液晶層か
らなるカラーフィルタ層を配置することにより、従来の吸収型のカラーフィルタ層を設置
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した場合と比較して、極めて明るい表示が可能となる。特に、アクティブマトリクス駆動
の場合、液晶を駆動する配線等との目合わせが、極めてに容易になる。また、散乱性のフ
ィルムの着脱又は高分子分散型液晶層のＯＮ、ＯＦＦにより広視野角と狭視野角の切換え
が容易にでき、従来の反射型液晶表示装置で問題となっていた散乱性のフィルムを使用し
た場合の視差の問題も解決できる。更に液晶層は、リタデーションを半波長分のみ変化さ
せる機能さえ有していれば光のＯＮ、ＯＦＦが行えるため、液晶の配向方向を規定する必
要がなくなり、高速でスイッチングする液晶モードを自由に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）及び（ｂ）は本発明の原理を説明する図であって、夫々反射型液晶表示装
置のＯＦＦ（暗）及びＯＮ（明）状態を示す模式図である。
【図２】本発明の第１の実施例に係る反射型液晶表示装置を示す断面図である
【図３】本発明の第２の実施例に係る反射型液晶表示装置を示す断面図である
【図４】本発明の第３の実施例に係る反射型液晶表示装置を示す断面図である。
【図５】本発明の第４の実施例に係る液晶表示素子を示す断面図である。
【図６】本発明の第５の実施例に係る反射型液晶表示装置を示す断面図である。
【図７】（ａ）は本発明の第６の実施例に係る反射型液晶表示装置を示す平面図、（ｂ）
は（ａ）のＡ－Ａ線による断面図である。
【図８】本発明の反射型液晶表示装置に好適に使用できる電極形状を示す模式的平面図で
ある。
【図９】本発明の反射型液晶表示装置に好適に使用できる電極形状を示す模式的平面図で
ある。
【図１０】本発明の反射型液晶表示装置に好適に使用できる電極形状を示す模式的平面図
である。
【図１１】（ａ）は本発明の第７の実施例に係る反射型液晶表示装置を示す平面図、（ｂ
）は（ａ）のＢ－Ｂ線による断面図である。
【図１２】（ａ）は本発明の第８の実施例に係る反射型液晶表示装置を示す断面図、（ｂ
）は本実施例の液晶層を示す平面図である。
【図１３】（ａ）は本発明の第８の実施例の液晶の配向方向を規定した場合の反射型液晶
表示装置を示す断面図、（ｂ）は（ａ）の反射型液晶表示装置の液晶層を示す平面図であ
る。
【図１４】（ａ）は、本発明の第８の実施例の凹部が形成された画素電極を有する反射型
液晶表示装置を示す断面図、（ｂ）は（ａ）の反射型液晶表示装置の液晶層を示す平面図
である。
【図１５】入射光が右円偏光になる場合の四分の一波長板の透過軸方向及び偏光板の光軸
方向を示す模式図である。
【図１６】（ａ）及び（ｂ）は、従来の反射型液晶表示素子の表示原理を示す図であって
、夫々白及び黒表示の場合を示す模式図である。
【符号の説明】
１０１、２０１、３０１、６０１、７０１、８０１、１００１、１１０１；偏光板
１０２、２０２、３０２、６０２７０２、８０２、１００２、１１０２；広帯域四分の一
波長板
１０３、２０３、３０３、４０４、５０３、６０３、６０４、７０４、８０４；透明性基
板
１０４、２０４、３０４、４０４、５０４、６０４、７０４、８０４、１００３、１１０
３；液晶層
１０５、２０５、３０５、６０５、７０５、８０５；カラーフィルタ兼反射層１０６、２
０６、３０６、４０６、４０７、５０７、６０７、７０７、８０７、１１１１；光吸収層
１０７、２０７、３０７、４０７、５０７、６０７、７０７、８０７；基板
３０９；電源
４０５、５０５；コレステリック液晶層
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４１２、５１２；コレステリック液晶層の３原色分の積層体
５０９、５１０、５１１；カラーフィルタ層
６１２、７１２、８１２；共通電極
６１３、７１３、８１３；配向膜
６１４、７１４、８１４；液晶分子
６１５、７１５、８１５；画素電極
６１６、７１６、８１６；オーバーコート層
６１７、７１７、８１７；保護膜
６１８、７１８、８１８；遮光膜
６１９、７１９、８１９；半導体膜
６２０、７２０、８２０；ドレイン電極
６２０ａ、７２０ａ；映像信号電極
６２１、７２１、８２１；ゲート絶縁膜
６２２、７２２、８２２；ゲート電極
６２２ａ、７２２ａ；走査信号電極
６２３、７２３、８２３；ソース電極
６２４、７２４、８２４；スルーホール
１００４、１１０４；反射板
１００５、１１０５；Ｐ偏光
１００６、１１０６；右円偏光
１００７、１１０７；入射無偏光
１００８、１１０８；左円偏光
１００９、１１０９；Ｓ偏光
１０１０；コレステリック液晶反射板

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】

【図１６】
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