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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素を有する液晶表示パネルと、
　前記液晶表示パネルの光入射側に設けられたマイクロレンズアレイと、
　前記マイクロレンズアレイ及び前記マイクロレンズアレイの周辺領域に設けられた支持
体のうちの少なくとも前記支持体に接して設けられ、硬化性樹脂によって形成された保護
層と、
　前記保護層を介して前記液晶表示パネルに貼り付けられた背面側光学フィルムと、
を備え、
　前記マイクロレンズアレイと前記保護層との間に間隙が形成されているマイクロレンズ
アレイ付き液晶表示パネル。
【請求項２】
　前記保護層は、前記マイクロレンズアレイを構成する材料と実質的に同じ材料によって
形成されている、請求項１に記載のマイクロレンズアレイ付き液晶表示パネル。
【請求項３】
　前記保護層は、前記マイクロレンズアレイを構成する材料の屈折率とほぼ同じ屈折率を
有する材料によって形成されている、請求項１または２に記載のマイクロレンズアレイ付
き液晶表示パネル。
【請求項４】
　前記保護層は、前記マイクロレンズアレイを介して前記液晶表示パネルに貼り付けられ
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ており、前記保護層と前記マイクロレンズアレイとが、前記マイクロレンズアレイを構成
するマイクロレンズの頂点付近のみで接するように貼り付けられている、請求項１から３
のいずれかに記載のマイクロレンズアレイ付き液晶表示パネル。
【請求項５】
　前記保護層は、前記支持体に接するように形成されており、前記支持体のみを介して前
記液晶表示パネルに貼り付けられている、請求項１から３のいずれかに記載のマイクロレ
ンズアレイ付き液晶表示パネル。
【請求項６】
　前記支持体は、前記マイクロレンズアレイと同じ材料によって形成されている、請求項
１から５のいずれかに記載のマイクロレンズアレイ付き液晶表示パネル。
【請求項７】
　前記支持体は、光硬化性樹脂によって形成されている、請求項１から６のいずれかに記
載のマイクロレンズアレイ付き液晶表示パネル。
【請求項８】
　前記背面側光学フィルムは、接着層を介して前記保護層に貼り付けられている、請求項
１から７のいずれかに記載のマイクロレンズアレイ付き液晶表示パネル。
【請求項９】
　前記マイクロレンズアレイの頂点は、前記液晶表示パネルの液晶層側とは反対側を向い
ている、請求項１から８のいずれかに記載のマイクロレンズアレイ付き液晶表示パネル。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれかに記載のマイクロレンズアレイ付き液晶表示パネルを備えた
液晶表示装置。
【請求項１１】
　液晶表示パネルと、前記液晶表示パネルの光入射側に設けられたマイクロレンズアレイ
と、前記マイクロレンズアレイの光入射側に設けられた背面側光学フィルムとを備えるマ
イクロレンズアレイ付き液晶表示パネルの製造方法であって、
　（ａ）液晶表示パネルの面にマイクロレンズアレイを形成する工程と、
　（ｂ）前記マイクロレンズアレイの光入射側に、硬化性樹脂による樹脂層を形成する工
程と、
　（ｃ）前記樹脂層を硬化させることによって保護層を形成する工程と、を含み、
　前記工程（ｂ）において、前記樹脂層は、前記マイクロレンズアレイ及び前記マイクロ
レンズアレイの周辺領域に設けられた支持体のうちの少なくとも前記支持体に接するよう
に形成され、前記マイクロレンズアレイと前記樹脂層との間には間隙が形成される、マイ
クロレンズアレイ付き液晶表示パネルの製造方法。
【請求項１２】
　前記工程（ｂ）において、前記樹脂層はドライフィルムの形態で前記マイクロレンズア
レイ及び前記支持体の少なくとも一方に貼り付けられる、請求項１１に記載の製造方法。
【請求項１３】
　前記工程（ｂ）において、前記樹脂層は、前記樹脂層と前記マイクロレンズアレイとが
、前記マイクロレンズアレイを構成するマイクロレンズの頂点付近のみで接するように形
成される、請求項１１または１２に記載の製造方法。
【請求項１４】
　前記工程（ｂ）において、前記樹脂層は、前記支持体のみに接するように形成される、
請求項１１または１２に記載の製造方法。
【請求項１５】
　前記工程（ｃ）の後に、背面側光学フィルムを前記保護層に貼り付ける工程を含む、請
求項１１から１４のいずれかに記載の製造方法。
【請求項１６】
　前記工程（ｂ）の前に、前記樹脂層を背面側光学フィルムに貼り付ける工程を含む、請
求項１１から１４のいずれかに記載の製造方法。
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【請求項１７】
　前記工程（ａ）は、液晶表示パネルの面に光硬化性樹脂層を形成する工程と、前記液晶
表示パネルを介して前記光硬化性樹脂層を露光することによって前記マイクロレンズアレ
イを形成する工程を含む、請求項１１から１６のいずれかに記載の製造方法。
【請求項１８】
　前記工程（ａ）は、前記光硬化性樹脂層をマスクを介して露光することによって前記支
持体を形成する工程を含む、請求項１７に記載の製造方法。
【請求項１９】
　前記保護層は、前記マイクロレンズアレイを構成する材料と実質的に同じ材料によって
形成される、請求項１１から１８のいずれかに記載の製造方法。
【請求項２０】
　前記保護層は、前記マイクロレンズアレイを構成する材料の屈折率とほぼ同じ屈折率を
有する材料によって形成される、請求項１１から１９のいずれかに記載の製造方法。
【請求項２１】
　前記工程（ｃ）の後に、液晶表示パネルと、前記マイクロレンズアレイと、前記保護層
と、前記背面側光学フィルムとを含む貼合せ基板を分断して複数のマイクロレンズアレイ
付き液晶表示パネルを作成する工程を含む、請求項１１から２０のいずれかに記載の製造
方法。
【請求項２２】
　前記工程（ａ）において、前記マイクロレンズアレイの頂点が前記液晶表示パネルの液
晶層側とは反対側を向くように前記マイクロレンズアレイが形成される請求項１１から２
１のいずれかに記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示パネルおよび液晶表示装置に関するものであり、特に、マイクロレ
ンズアレイを備えた液晶表示パネルおよび液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、モニター、プロジェクタ、携帯情報端末、携帯電話などにおける表示装置として
液晶表示装置が広く利用されている。液晶表示装置は、一般に、液晶表示パネルの透過率
（又は反射率）を駆動信号によって変化させ、液晶表示パネルに照射される光源からの光
の強度を変調して画像や文字を表示する。液晶表示装置には、液晶表示パネルに表示され
た画像などを直接観察する直視型表示装置や、表示パネルに表示された画像等を投影レン
ズによってスクリーン上に拡大投影する投影型表示装置（プロジェクタ）などがある。
【０００３】
　液晶表示装置は、マトリクス状に規則的に配列された画素のそれぞれに画像信号に対応
した駆動電圧を印加することによって、各画素における液晶層の光学特性を変化させ、そ
の前後に配置された偏光素子（典型的には偏光板）により、液晶層の光学特性に合わせて
、透過する光を調光することで、画像や文字などを表示する。この偏光板は、直視型液晶
表示装置では、通常、液晶表示パネルの光入射側基板（背面基板）及び光出射側基板（前
面基板または観察者側基板）のそれぞれに直接貼り合わされる。
【０００４】
　各画素に独立した駆動電圧を印加する方式としては、単純マトリクス方式と、アクティ
ブマトリクス方式とがある。このうち、アクティブマトリクス方式の液晶表示パネルには
、スイッチング素子と画素電極に駆動電圧を供給するための配線とを設ける必要がある。
スイッチング素子としては、ＭＩＭ（金属－絶縁体－金属）素子などの非線形２端子素子
やＴＦＴ（薄膜トランジスタ）素子等の３端子素子が用いられている。
【０００５】
　ところで、アクティブマトリクス方式の液晶表示装置では、表示パネルに設けたスイッ
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チング素子（特にＴＦＴ）に強い光が入射すると、ＯＦＦ状態における素子抵抗が下がり
、電圧印加時に画素容量に充電された電荷が放電され、所定の表示状態が得られないため
、黒状態でも光が漏れてコントラスト比が低下するという問題がある。
【０００６】
　そこで、アクティブマトリクス方式の液晶表示パネルでは、例えば、ＴＦＴ（特にチャ
ネル領域）に光が入射するのを防止するために、ＴＦＴや画素電極が設けられたＴＦＴ基
板や、ＴＦＴ基板に対して液晶層を介して対向する対向基板に、遮光層（ブラックマトリ
クスと称される。）が設けられる。
【０００７】
　ここで、液晶表示装置が反射型液晶表示装置である場合には、反射電極を遮光層として
用いれば、有効画素面積が低下することがない。しかしながら、透過光を利用して表示を
行う液晶表示装置においては、光を透過しないＴＦＴ、ゲートバスラインおよびソースバ
スラインに加えて遮光層を設けることによって有効画素面積が低下し、表示領域の全面積
に対する有効画素面積の比率、すなわち開口率が低下する。
【０００８】
　液晶表示装置は軽量かつ薄型であり、消費電力が低いという特徴を有しているので、携
帯電話や携帯情報端末等のモバイル機器の表示装置として広く用いられているが、表示情
報量の増大、画質向上等の目的から、表示装置に対する高精細化の要望はますます強くな
ってきている。従来、例えば、２～３インチクラスの液晶表示装置に対しては、２４０×
３２０画素によるＱＶＧＡ表示が標準的であったが、近年は４８０×６４０画素によるＶ
ＧＡ表示を行う装置も製造されている。
【０００９】
　液晶表示パネルの高精細化、小型化が進むに連れて、上述した開口率の低下はより大き
な問題となる。画素ピッチを小さくしようとしても、電気的性能や製造技術等の制約から
、ＴＦＴやバスライン等をある程度のサイズより小さくすることができないからである。
透過率の低下を補うためにはバックライトの輝度を向上させることも考えられるが、これ
は消費電力の増大を招くため、特にモバイル機器にとって問題となる。
【００１０】
　また、近年、モバイル機器の表示装置として、暗い照明下ではバックライトによる光を
利用して表示を行い、明るい照明下では液晶表示パネルの表示面に入射された光を反射す
ることによって表示を行う、半透過型の液晶表示装置が普及している。半透過型液晶表示
装置では、個々の画素に反射モードで表示する領域（反射領域）と透過モードで表示する
領域（透過領域）とを有しているので、画素ピッチを小さくすることによって、表示領域
全面積に対する透過領域面積の比率（透過領域の開口率）が著しく低下する。このため、
半透過型液晶表示装置は、周囲の明るさに拘らず、コントラスト比の高い表示を実現でき
るという利点があるが、透過領域の開口率が小さくなると、輝度が低下するという問題が
あった。
【００１１】
　このような透過領域を有する液晶表示装置の光利用効率を改善する方法として、液晶表
示パネルに、個々の画素に光を集光するマイクロレンズを設け、液晶表示パネルの実効的
な開口率を向上させる方法が特許文献１及び特許文献２に開示されている。さらに、本出
願人は、透過型または半透過型の液晶表示装置などに好適に用いられるマイクロレンズア
レイ付き液晶表示パネルの製造方法を特許文献３に開示している。特許文献３に記載され
た製造方法によれば、画素に対して自己整合的に高い位置精度でマイクロレンズを形成す
ることができる。
【特許文献１】特開２００３－３３７２０７号公報
【特許文献２】特開２００５－２７５１４２号公報
【特許文献３】特開２００５－１９６１３９号公報（特許第３７０８１１２号）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１２】
　プロジェクタのような投射型の表示装置に用いられる液晶表示装置と違って、モバイル
機器やデジタルスチルカメラなどに用いられる直視型の液晶表示装置は外部からの押圧を
受け易い。液晶表示装置が押圧を受けると、液晶表示装置の表示部に変形あるいは圧力差
が生じ、それに伴って表示ムラが発生し得る。したがって、直視型の液晶表示装置には、
たとえ押圧を受けたとしても表示ムラが発生しない強固な構造が必要とされる。
【００１３】
　上述の特許文献１に記載された液晶表示装置は、カバーガラスの破損や変形を防止する
ために、マイクロレンズアレイとカバーガラスとの間に低屈折率材料を配置する構成を採
用している。しかし、押圧問題を解決するためにマイクロレンズアレイとカバーレンズと
の間に配置され得る低屈折率材料を検討したが、現実には、そのような低屈折率材料とし
ては屈折率が１．４０程度の材料しか存在しないことがわかった。
【００１４】
　マイクロレンズの材料には、通常、屈折率が１．６０程度の樹脂が用いられる。よって
、マイクロレンズとカバーガラスとの間に屈折率が１．４程度の材料を配置した場合、両
者の屈折率差は０．２０程度しかなく、あまり大きな集光特性を得ることはできない。し
たがって、屈折率が１．４程度の材料は、投影型液晶表示装置のように比較的長い焦点距
離のマイクロレンズが使用可能な液晶表示装置に適用することはできても、短い焦点距離
のマイクロレンズが必要とされる薄型の直視型液晶表示装置に対しては、十分な集光能力
が得られないため、適用することが困難であった。
【００１５】
　一方、特許文献２の図１２には、マイクロレンズアレイと偏光板との間に空気で満たさ
れた間隙を形成した液晶表示装置が記載されている。ここで、偏光板のマイクロレンズア
レイ側の面には、その全面に接着層が形成されており、この接着層に各マイクロレンズの
頂上部がめり込むことによってマイクロレンズアレイと偏光板とが接着されている。各マ
イクロレンズの周辺部（頂上部の周辺領域）と偏光板との間の間隙は空気で満たされてお
り、これにより、各マイクロレンズの周辺部において比較的大きな集光効果が得られる。
【００１６】
　しかし、本願の発明者が液晶表示装置に対する押圧の影響を検討した結果、このような
構成の液晶表示装置は押圧強度が低く、外部からの押圧により容易に表示ムラが発生する
ことがわかった。押圧によって粘着性を有する接着層の接着材がマイクロレンズ周囲の間
隙（空気層）に入り込み、接着層面に凹凸ができることや、接着層の厚さが不均一になる
こと、また場合によっては、接着剤が空気層の一部を埋めてしまうことがその原因であっ
た。さらに、押圧によって間隙に入り込んだ接着材がそのまま間隙の中に残ってしまい、
それにより発生した表示ムラがその後も残り続けるという不具合も発生し得る。この検討
によって、特に、小型で高精細化が要求され、且つ押圧を受け易いモバイル用等の液晶表
示装置に対しては、このように接着層がマイクロレンズと接する構成は不適当であること
がわかった。
【００１７】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、マイクロレンズア
レイとそのカバー層との間に空気層を形成して充分な集光効果を得ると共に、外部からの
押圧によっても表示ムラが発生し難いマイクロレンズ付き液晶表示パネル、及びそれを用
いた液晶表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本願発明によるマイクロレンズアレイ付き液晶表示パネルは、複数の画素を有する液晶
表示パネルと、前記液晶表示パネルの光入射側に設けられたマイクロレンズアレイと、前
記マイクロレンズアレイ及び前記マイクロレンズアレイの周辺領域に設けられた支持体の
少なくとも一方に接して設けられ、硬化性樹脂によって形成された保護層と、前記保護層
を介して前記液晶表示パネルに貼り付けられた背面側光学フィルムとを備え、前記マイク
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ロレンズアレイと前記保護層との間に間隙が形成されている。
【００１９】
　ある実施形態において、前記保護層は、前記マイクロレンズアレイを構成する材料と実
質的に同じ材料によって形成されている。
【００２０】
　ある実施形態において、前記保護層は、前記マイクロレンズアレイを構成する材料の屈
折率とほぼ同じ屈折率を有する材料によって形成されている。
【００２１】
　ある実施形態において、前記保護層は、前記マイクロレンズアレイを介して前記液晶表
示パネルに貼り付けられており、前記保護層と前記マイクロレンズアレイとが、前記マイ
クロレンズアレイを構成するマイクロレンズの頂点付近のみで接するように貼り付けられ
ている。
【００２２】
　ある実施形態において、前記保護層は、前記支持体に接するように形成されており、前
記支持体のみを介して前記液晶表示パネルに貼り付けられている。
【００２３】
　ある実施形態において、前記支持体は、前記マイクロレンズアレイと同じ材料によって
形成されている。
【００２４】
　ある実施形態において、前記支持体は、光硬化性樹脂によって形成されている。
【００２５】
　ある実施形態において、前記背面側光学フィルムは、接着層を介して前記保護層に貼り
付けられている。
【００２６】
　本願発明による液晶表示装置は、上述のマイクロレンズアレイ付き液晶表示パネルを備
えた液晶表示装置である。
【００２７】
　本願発明によるマイクロレンズアレイ付き液晶表示パネルの製造方法は、液晶表示パネ
ルと、前記液晶表示パネルの光入射側に設けられたマイクロレンズアレイと、前記マイク
ロレンズアレイの光入射側に設けられた背面側光学フィルムとを備えるマイクロレンズア
レイ付き液晶表示パネルの製造方法であって、（ａ）液晶表示パネルの面にマイクロレン
ズアレイを形成する工程と、（ｂ）前記マイクロレンズアレイの光入射側に、硬化性樹脂
による樹脂層を形成する工程と、（ｃ）前記樹脂層を硬化させることによって保護層を形
成する工程とを含み、前記工程（ｂ）において、前記樹脂層は、前記マイクロレンズアレ
イ及び前記マイクロレンズアレイの周辺領域に設けられた支持体の少なくとも一方に接す
るように形成され、前記マイクロレンズアレイと前記樹脂層との間には間隙が形成される
。
【００２８】
　ある実施形態では、前記工程（ｂ）において、前記樹脂層はドライフィルムの形態で前
記マイクロレンズアレイ及び前記支持体の少なくとも一方に貼り付けられる。
【００２９】
　ある実施形態では、前記工程（ｂ）において、前記樹脂層は、前記樹脂層と前記マイク
ロレンズアレイとが、前記マイクロレンズアレイを構成するマイクロレンズの頂点付近の
みで接するように形成される。
【００３０】
　ある実施形態では、前記工程（ｂ）において、前記樹脂層は、前記支持体のみに接する
ように形成される。
【００３１】
　ある実施形態は、前記工程（ｃ）の後に、背面側光学フィルムを前記保護層に貼り付け
る工程を含む。
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【００３２】
　ある実施形態は、前記工程（ｂ）の前に、前記樹脂層を背面側光学フィルムに貼り付け
る工程を含む。
【００３３】
　ある実施形態において、前記工程（ａ）は、液晶表示パネルの面に光硬化性樹脂層を形
成する工程と、前記液晶表示パネルを介して前記光硬化性樹脂層を露光することによって
前記マイクロレンズアレイを形成する工程を含む。
【００３４】
　ある実施形態において、前記工程（ａ）は、前記光硬化性樹脂層をマスクを介して露光
することによって前記支持体を形成する工程を含む。
【００３５】
　ある実施形態において、前記保護層は、前記マイクロレンズアレイを構成する材料と実
質的に同じ材料によって形成される。
【００３６】
　ある実施形態において、前記保護層は、前記マイクロレンズアレイを構成する材料の屈
折率とほぼ同じ屈折率を有する材料によって形成される。
【００３７】
　ある実施形態は、前記工程（ｃ）の後に、液晶表示パネルと、前記マイクロレンズアレ
イと、前記保護層と、前記背面側光学フィルムとを含む貼合せ基板を分断して複数のマイ
クロレンズアレイ付き液晶表示パネルを作成する工程を含む。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明によれば、マイクロレンズアレイの光入射側に硬化性樹脂による保護層が配置さ
れ、マイクロレンズアレイに接着層が接することがないので、液晶表示パネルや液晶表示
装置が押圧を受けたとしても、間隙（あるいは空気層）の変形、あるいは間隙に接着材等
が入り込むことを防止することができる。これにより、強度が高く、表示面全体に渡って
表示ムラの発生が少ない、高品質のマイクロレンズ付き液晶表示パネル及び液晶表示装置
が提供される。また、本発明によれば、そのような液晶表示パネルおよび液晶表示装置を
効率良く製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本実施形態のマイクロレンズアレイ付き液晶表示パネルの構成を模式的に示す断
面図である。
【図２】本実施形態の変形例のマイクロレンズアレイ付き液晶表示パネルの構成を模式的
に示す断面図である。
【図３】（ａ）～（ｅ）は、本実施形態の製造方法の前半部分を模式的に示した断面図で
ある。
【図４】（ａ）～（ｄ）は、本実施形態の製造方法の後半部分を模式的に示した断面図で
ある。
【図５】（ａ）～（ｅ）は、本実施形態の製造方法によって形成され得るマイクロレンズ
の形状を例示的に示した図である。
【図６】（ａ）～（ｅ）は、本実施形態の第２の製造方法の前半部分を模式的に示した断
面図である。
【図７】（ａ）～（ｄ）は、本実施形態の第２の製造方法の後半部分を模式的に示した断
面図である。
【図８】本発明によるマイクロレンズアレイ付き液晶表示パネルを備えた液晶表示装置を
模式的に示す断面図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１２　　液晶表示パネル
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　１４　　マイクロレンズアレイ
　１４ａ　　マイクロレンズ
　１４ａ’　　マイクロレンズの潜像
　１５　　間隙
　１５’　　間隙
　１７　　画素開口部
　２２　　前面側光学フィルム
　２３　　背面側光学フィルム
　２４　　接着層
　２６　　支持体
　２６’　　支持体の潜像
　３０　　電気素子基板
　３２　　対向基板
　３４　　液晶層
　３５　　保護層
　３６　　シール材
　３７　　接着層
　３８　　樹脂層
　３９　　樹脂層
　４０　　フォトマスク
　４１　　バックライト
　４２　　光源
　４３　　導光板
　４４　　反射板
　４５　　積層基板
　１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ　　マイクロレンズアレイ付き液晶表示パネル
　２００　　液晶表示装置
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　以下、図面を参照しながら、本発明による実施形態のマイクロレンズアレイ付き液晶表
示パネルの構造を説明する。
【００４２】
　図１は、本実施形態のマイクロレンズアレイ付き液晶表示パネル１００Ａの構成を模式
的に示した断面図である。図に示すように、本実施形態のマイクロレンズアレイ付き液晶
表示パネル１００Ａ（以下、単に液晶表示パネル１００Ａと呼ぶこともある。）は、マト
リクス状に配置された複数の画素を有する液晶表示パネル（「液晶セル」とも呼ぶ。）１
２と、液晶表示パネル１２の光入射側（図の下側）に設けられた複数のマイクロレンズ１
４ａを含むマイクロレンズアレイ１４と、マイクロレンズアレイ１４の周辺領域に設けら
れた支持体２６と、液晶表示パネル１２の観察者側（図の上側）に設けられた前面側光学
フィルム２２と、マイクロレンズアレイ１４の光入射側に設けられた背面側光学フィルム
２３とを備えている。
【００４３】
　液晶表示パネル１２は、画素毎にスイッチング素子（例えばＴＦＴ、ＭＩＭ素子など）
が形成された電気素子基板３０、例えばカラーフィルタ基板（ＣＦ基板）である対向基板
３２、及び液晶層３４を含んでいる。液晶層３４は、電気素子基板３０と対向基板３２と
の間に封入された液晶材料を含み、外周部に設けられたシール材３６によって密閉されて
いる。
【００４４】
　さらに、マイクロレンズアレイ付き液晶表示パネル１００Ａは、光硬化性樹脂によって
形成された保護層３５を備えている。保護層３５はマイクロレンズアレイ１４及び支持体
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２６に接して設けられている。ここで、保護層３５とマイクロレンズアレイ１４とは、保
護層３５が各マイクロレンズ１４ａの頂点付近にのみ接するように形成されており、マイ
クロレンズアレイ１４と保護層３５との間には、空気を含む間隙１５が形成されている。
【００４５】
　前面側光学フィルム２２は接着層２４を介して液晶表示パネル１２に貼り付けられてお
り、背面側光学フィルム２３は接着層３７を介して保護層３５に貼り付けられている。な
お、前面側光学フィルム２２および背面側光学フィルム２３は、それぞれ少なくとも直線
偏光を透過する偏光フィルムを備えている。
【００４６】
　保護層３５は、可視光の透過率が高いアクリル系あるいはエポキシ系のＵＶ硬化性樹脂
で形成されているが、熱硬化性樹脂によって形成することも可能である。保護層３５は、
マイクロレンズ１４ａと同じ材料、あるいはマイクロレンズ１４ａを構成する材料の屈折
率とほぼ同じ屈折率を有する材料によって形成することが好ましい。また、後述するよう
に、支持体２６もマイクロレンズ１４ａと同じ材料で形成することが好ましく、これによ
り、製造工程を簡略化することができる。
【００４７】
　なお、本実施形態において、マイクロレンズアレイ１４のマイクロレンズ１４ａは、各
画素に対応して設けられているが、マイクロレンズアレイ１４を複数の画素を覆うレンチ
キュラーレンズによって構成してもよい。
【００４８】
　本実施形態の液晶表示パネル１００Ａによれば、保護層３５が支持体２６と複数のマイ
クロレンズ１４ａの頂上部によって固定されるので押圧強度が強く、たとえ液晶表示パネ
ル１２が押圧を受けたとしても、間隙１５の変形を防止することができる。また、背面側
光学フィルム２３とマイクロレンズアレイ１４との間隔も一定に保たれるので、両者の間
隔が変化することに起因する輝度ムラの発生を抑制・防止することができる。
【００４９】
　次に、図２を用いて本実施形態の変形例によるマイクロレンズアレイ付き液晶表示パネ
ル１００Ｂ（以下、単に液晶表示パネル１００Ｂとも呼ぶ。）について説明する。この変
形例の構成要素のうち、上述した図１に示した実施形態の構成要素と同じものには同じ参
照番号を付し、その説明を省略する。
【００５０】
　図１に示した液晶表示パネル１００Ａでは、保護層３５は、マイクロレンズ１４ａの頂
点付近と支持体２６とを介して液晶表示パネル１２に貼り付けられていたが、変形例の液
晶表示パネル１００Ｂでは、図２に示すように、保護層３５は支持体２６のみを介して液
晶表示パネル１２に貼り付けられる。よって、保護層３５はマイクロレンズ１４ａに接す
ることはなく、マイクロレンズアレイ１４と支持体２６との間には、マイクロレンズアレ
イ１４全面に渡って間隙１５’が形成される。
【００５１】
　図２に示した液晶表示パネル１００Ｂは、図１に示した液晶表示パネル１００Ａよりも
押圧強度は若干落ちるものの、マイクロレンズ１４ａと保護層３５とが接することがない
ので、たとえ液晶表示パネル１２が押圧を受けたとしても、マイクロレンズ１４ａの変形
及びマイクロレンズ１４ａと保護層３５との接触部の変形が発生せず、これらの変形に起
因して発生し得る輝度ムラを防止することができる。
【００５２】
　上述の液晶表示パネル１００Ａ及び１００Ｂによれば、マイクロレンズアレイ１４の光
入射側にはＵＶ硬化性樹脂による保護層が配置され、マイクロレンズアレイ１４に接着層
が接することがない。よって、液晶表示パネルや液晶表示装置が押圧を受けたとしても、
接着層材料が間隙１５及び１５’に入り込むことがないので、表示面全体に渡って表示ム
ラの発生を防止することができる。
【００５３】
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　また、保護層３５に硬化性樹脂を用いているので、保護層３５とマイクロレンズアレイ
１４とを、接着層を用いることなく強固に固着することができる。これにより、押圧強度
が高く、表示ムラの少ない液晶表示パネルが実現される。さらに、保護層３５にマイクロ
レンズ材料と同じ材料、あるいは同じ屈折率を有する材料の硬化性樹脂を用いることによ
り、より強固で表示ムラの少ない液晶表示パネルを提供することが可能となる。
【００５４】
　本発明は、画素ピッチが５０μｍ～２５０μｍの液晶表示パネルに好適に適用され、特
に、画素ピッチが２００μｍ以下の液晶表示パネルに好適に適用される。マイクロレンズ
の直径（レンズ機能を発現する方向の幅）は、画素ピッチとほぼ等しく設定される。マイ
クロレンズの高さは、約１０μｍ～３５μｍであり、マイクロレンズの直径および画素ピ
ッチによって決定する。
【００５５】
　次に、図３（ａ）～（ｅ）及び図４（ａ）～（ｄ）を用いて、本発明によるマイクロレ
ンズアレイ付き液晶表示パネルの好ましい製造方法を説明する。ここで、図３（ａ）～（
ｅ）及び図４(ａ)～（ｃ）は、図１に示した液晶表示パネル１００Ａが１枚の大板基板上
に同時に複数形成される工程を表しており、図４（ｄ）は、大板基板上に形成された複数
の液晶表示パネル１００Ａを分断して互いに独立した複数の液晶表示パネル１００Ａとす
る工程を表している。したがって、図３（ａ）～（ｅ）及び図４(ａ)～（ｃ）では、複数
の液晶表示パネル１００Ａの構成要素である電気素子基板３０、対向基板３２、保護層３
５、光学フィルム２２及び２３等は、それぞれが連続する一枚の層として表される。
【００５６】
　まず、図３（ａ）に示すようにマトリクス状に配置された複数の画素を有する液晶表示
パネル１２を用意する。液晶表示パネル１２は、ＴＦＴ基板等の電気素子基板３０と、カ
ラーフィルタ基板等の対向基板３２と、液晶材料を含む液晶層３４とを有している。液晶
層３４は液晶滴下方式を用いて形成され、シール材３６によって電気素子基板３０と対向
基板３２との間に密閉されている。
【００５７】
　液晶層３４の形成には液晶注入方式を採用することも可能ではあるが、液晶滴下方式を
用いることにより、大板基板上に複数の液晶表示パネルを同時に短時間で容易に形成する
ことが可能となる。また、液晶注入方式を採用する場合は、液晶表示パネルの形成後に液
晶が注入されることになるが、このときマイクロレンズ材料等と液晶とが接することによ
り液晶の汚染問題が発生し得る。液晶滴下方式を採用すれば、そのような汚染問題も防止
することができる。
【００５８】
　次に、図３（ｂ）に示すように、液晶表示パネル１２の外側の一対の主面の一方にドラ
イフィルム（ドライフィルムレジスト）を貼り付けることによって、樹脂層３９を形成す
る。樹脂層３９の材料には、光硬化性樹脂が用いられる。ドライフィルム（樹脂層３９）
には、透過率の高いＵＶ硬化型樹脂を使用することが好ましいが、他の光硬化性樹脂、熱
硬化性樹脂、あるいは光硬化性熱硬化性併用型の樹脂を用いることもできる。後の工程に
おいて、樹脂層３９を加工してマイクロレンズ１４ａが形成される。樹脂層３９の厚みは
、液晶表示装置の薄型化のため、マイクロレンズによる集光効果を得ることができる範囲
内で、できる限り薄くすることが望ましい。
【００５９】
　続いて、図３（ｃ）～（ｅ）に示すように、樹脂層３９を加工することによって、複数
のマイクロレンズ１４ａを備えるマイクロレンズアレイ１４と支持体２６とを形成する。
マイクロレンズ１４ａの形成は、特許文献３に記載された自己整合型（セルフアライメン
ト方式）による方法で行うことが好ましい。この方法によれば、画素に対応した光軸ずれ
のないマイクロレンズ１４ａを容易に形成することができ、高い集光効果を得ることがで
きる。
【００６０】
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　この方法に基づいて、図３（ｃ）に示す工程では、ＵＶ硬化性樹脂による樹脂層３９に
液晶表示パネル１２を介してＵＶ光が照射される。ＵＶ光照射の際に、基板もしくはＵＶ
光源を動かすことで、照射光の液晶表示パネル１２への入射角度を段階的あるいは連続的
に変化させる。これにより、照射光の樹脂層３９への照射強度が部分的に変化し、各画素
に対応したマイクロレンズ１４ａ（マイクロレンズの潜像１４ａ’）が形成される。
【００６１】
　その後、図３（ｄ）に示すように、樹脂層３９を液晶表示パネル１２とは反対側からフ
ォトマスク４０を介して露光することにより、マイクロレンズアレイ１４の周辺領域に支
持体２６（支持体の潜像２６’）を形成する。
【００６２】
　この露光工程に続いて現像工程を行うことにより、図３（ｅ）に示すように、複数のマ
イクロレンズ１４ａを備えるマイクロレンズアレイ１４が形成されると共に、マイクロレ
ンズアレイ１４の周辺領域に支持体２６が形成される。支持体２６およびマイクロレンズ
１４ａの高さは、樹脂層３９の厚さによって規定され得るので、樹脂層３９にドライフィ
ルムを用いることにより、厚さの均一性の高い樹脂層３９が得られ、支持体２６およびマ
イクロレンズ１４ａの高さ（最高高さ）を精密に同じ高さに制御できるという利点が得ら
れる。
【００６３】
　この後、図４（ａ）に示すように、樹脂層３９の形成に用いたドライフィルムと同じド
ライフィルムを、各マイクロレンズ１４ａの頂点部分および支持体２６に接するように貼
り付けることによって樹脂層３８を形成する。このとき、貼り付け圧力が高すぎるとドラ
イフィルムがマイクロレンズ１４ａの凹部に入り込むことがあり、逆に低すぎると密着性
が低下するため、貼付け圧力は０．０５～１ＭＰａの範囲内とすることが望ましい。
【００６４】
　ドライフィルムの貼り付け温度は、５０度以上、ドライフィルムのガラス転移点（本実
施形態では１１０度）以下とすることが望ましい。５０度以下ではドライフィルムとマイ
クロレンズ１４ａ及び支持体２６との密着性が低下して剥がれが起こりやすく、ガラス転
移点を上回ると、ドライフィルムが軟らかくなり過ぎてドライフィルムがマイクロレンズ
アレイに埋まりやすくなるからである。また、ドライフィルムをマイクロレンズアレイ１
４に圧着する時の速度は、０．５～４ｍ／ｍｉｎの範囲内であることが好ましい。速度が
速すぎると密着性が低くなり、遅すぎると生産効率が落ちる。
【００６５】
　次に、図４（ｂ）に示すように、樹脂層３８にＵＶ照射して焼成を行うことによって保
護層３５が形成される。ここで、保護層３５は、各マイクロレンズ１４ａの頂点部分およ
び支持体２６に固着されるので、保護層３５及び後の工程で形成される背面側光学フィル
ム２３の剥がれや、保護層３５の変形による表示ムラの発生が防止される。
【００６６】
　その後、図４（ｃ）に示すように、背面側光学フィルム２３を接着層３７及び支持体２
６を介して液晶表示パネル１２に貼り合わせるとともに、前面側光学フィルム２２を接着
層２４を介して液晶表示パネル１２に貼り合わせる。背面側光学フィルム２３は、保護層
３５の形成後すぐに貼り付けることが好ましい。それにより、保護層３５に傷がつくこと
が防止されるとともに、次の工程での取り扱いも容易となる。なお、前面側光学フィルム
２２は、上記の工程における任意の時点で、液晶表示パネル１２に貼り合わせることがで
きる。
【００６７】
　最後に、図４（ｄ）に示すように、例えば特開２００４－４６３６号公報に示された方
法を用いて、図４（ｃ）に示した積層基板が分断され、複数のマイクロレンズアレイ付き
液晶表示パネル１００Ａが完成する。
【００６８】
　上述の図３（ｃ）～（ｅ）の工程では、例えば、転写法などの方法によって、マイクロ
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レズアレイ１４等を形成することもできる。転写法を用いる場合、樹脂層３９にスタンパ
ーを押し当ててスタンパーの型を転写することにより、マイクロレンズアレイ１４及び支
持体２６が形成される。これによって、図３（ｅ）に示したものと同等の構造を有する液
晶表示パネルが得られる。
【００６９】
　なお、図２に示した変形例の液晶表示パネル１００Ｂを製造する場合は、上述の図３（
ｃ）の露光工程において照射光を調節し、マイクロレンズの潜像１４ａ’の頂点部の厚さ
が樹脂層３９の厚さよりも薄くなるように樹脂層３９を露光すればよい。
【００７０】
　次に、上述の工程で形成されるマイクロレンズ１４ａの形状について説明する。
【００７１】
　図５は、図３（ａ）～（ｃ）に示した工程で形成されるマイクロレンズ１４ａの形状を
模式的に例示した図である。この工程では、樹脂層３９への照射光量分布を調整すること
により、図５（ａ）及び（ｂ）に示すような、複数の画素開口部（あるいは画素）１７に
渡るレンチキュラーレンズあるいは、図５（ｃ）～（ｅ）に示すような、画素開口部１７
毎に設けられたマイクロレンズを形成することができる。図５（ａ）に示すレンズは、半
円柱状のレンチキュラーレンズであり、図５（ｂ）に示すレンズは、頂点付近に平坦部を
有するレンチキュラーレンズである。また、図５（ｃ）に示すレンズは、画素毎に半円柱
状に形成されたマイクロレンズ、図５（ｄ）に示すレンズは、画素毎に形成された半球状
のマイクロレンズであり、図５（ｅ）に示すレンズは、頂点部が平坦化された半球状のマ
イクロレンズである。
【００７２】
　次に、図６（ａ）～（ｅ）及び図７（ａ）～（ｄ）を用いて、本発明によるマイクロレ
ンズアレイ付き液晶表示パネルの第２の製造方法を説明する。第２の製造方法において、
図６（ａ）～（ｅ）で示す工程は、上述の図３(ａ)～（ｅ）で示した工程と同じであるの
で、その説明を省略する。
【００７３】
　第２の製造方法では、図７（ａ）に示すように、図６（ｅ）で示す工程にて形成された
マイクロレンズアレイ１４と支持体２６とを有する液晶表示パネル１２に、背面側光学フ
ィルム２３と樹脂層３８との積層基板４５が取り付けられる。積層基板４５は、背面側光
学フィルム２３に、樹脂層３９の形成に用いたドライフィルムと同じドライフィルム（樹
脂層３８）を、接着層３７を介して貼り付けたものである。
【００７４】
　ここで、積層基板４５は、ドライフィルムが各マイクロレンズ１４ａの頂点部分および
支持体２６に接するように圧着されることにより、液晶表示パネル１２に貼り付けられる
。ここでも、貼り付け圧力が高過ぎるとドライフィルムがマイクロレンズ１４ａの凹部を
埋めてしまうことがあるため、貼付け圧力は１０ＭＰａ以下とすることが望ましい。
【００７５】
　第２の製造方法では、樹脂層３８と背面側光学フィルム２３とが一体となった後、液晶
表示パネル１２に貼り付けられるので、貼り付け時に樹脂層３８の変形および間隙１５へ
の進入が防止され、表示ムラの発生が防止されるという利点がある。
【００７６】
　次に、図７（ｂ）に示すように、樹脂層３８に背面側光学フィルム２３を介してＵＶ照
射を行うことにより、樹脂層３８が焼成されて保護層３５となる。ここで、保護層３５は
各マイクロレンズ１４ａの頂点部分および支持体２６に固着され、その結果、積層基板４
５全体が液晶表示パネル１２に固定される。
【００７７】
　その後、図７（ｃ）に示すように、前面側光学フィルム２２を接着層２４を介して液晶
表示パネル１２に貼り合わせる。前面側光学フィルム２２は、上記の工程における任意の
時点で、液晶表示パネル１２に貼り合わせることも可能である。



(13) JP 4927851 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

【００７８】
　最後に、図７（ｄ）に示すように、例えば特開２００４－４６３６号公報に示された方
法を用いて、図４（ｃ）に示した積層基板が分断され、複数のマイクロレンズアレイ付き
液晶表示パネル１００Ａが完成する。
【００７９】
　なお、上述の２つの製造方法では、マイクロレンズアレイ１４は樹脂層３９を露光する
ことにより形成されたが、例えば米国特許６９８９８７４号に記載されるように、マイク
ロレンズアレイを液晶表示パネルのガラス基板の面に一体形成してもよい。そのような液
晶表示パネルに対しても、上述の方法により保護層３５を貼り付けることができる。この
ような方法で形成されたマイクロレンズアレイ付き液晶表示パネルも本願発明の範囲に含
まれる。
【００８０】
　図８に本発明による実施形態の液晶表示パネル１００Ｃを備える液晶表示装置２００の
構成を模式的に示す。液晶表示パネル１００Ｃは、本実施形態のマイクロレンズアレイ付
き液晶表示パネル１００Ａ及び１００Ｂに対応するものである。
【００８１】
　液晶表示装置２００は、液晶表示パネル１００Ｃと、高指向性のバックライト４１とを
備えている。バックライト４１は、光源４２、光源４２から出射された光を受けてその中
を伝搬させながら液晶表示パネル１００Ｃに向けて出射する導光板４３、導光板４３の裏
面から出射された光あるいは液晶表示装置２００の外部から入射され液晶表示パネル１０
０Ｃや導光板４３を透過した光を導光板４３に向けて反射する反射板４４を有している。
【００８２】
　バックライト４１は、光源４２として用いたＬＥＤの配列方向の指向性が低く、それに
直交する方向の指向性が高い光を出射する。なお、指向性とはバックライト４１からの光
の発散の程度（平行度）を示す指標であり、通常正面方向の輝度の半分の輝度になる角度
を指向性半値角として定義する。従って、この指向性半値角が小さいほど、正面方向にピ
ーク（指向性が高い）をもったバックライトとなる。
【００８３】
　液晶表示装置２００に好適に用いられるバックライト４１としては、例えば、ＩＤＷ’
０２「Ｖｉｅｗｉｎｇ　Ａｎｇｌｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｓｉｎｇ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｍ
ｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ　ｏｎ　Ｌｉｇｈｔ－Ｇｕｉｄｅ　Ｐｌａｔｅ　ｆｏｒ　
Ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｆ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉ
ｖｅ　ＬＣＤ　Ｍｏｄｕｌｅ　」，Ｋ．ＫＡＬＡＮＴＡＲ，ｐ５４９－５５２、ＩＤＷ’
０４「Ｐｒｉｓｍ－ｓｈｅｅｔｌｅｓｓ　Ｈｉｇｈ　Ｂｒｉｇｈｔ　Ｂａｃｋｌｉｇｈｔ
　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｐｈｏｎｅ　」Ａ．Ｆｕｎａｍｏｔｏ　ｅｔ　
ａｌ．ｐ．６８７－６９０、特開２００３－３５８２４号公報、特表平８－５１１１２９
号公報などに記載されているバックライトを挙げることができる。
【００８４】
　マイクロレンズアレイ１４を設けることにより、画素（開口部）以外のエリアを照明す
る光、すなわちバックライト４１から画素周辺に形成された遮光膜ＢＭに向かって出射さ
れた光が、マイクロレンズ１４ａによって画素に導かれ、液晶表示パネル１００Ｃから出
射される。このため、バックライト４１の光利用効率が向上する。
【００８５】
　液晶表示パネル１００Ｃのようなマイクロレンズ付表示パネルにおいて高い光利用効率
を得ようとする場合、バックライト４１の指向性は高い方が好ましい。すなわち、バック
ライト４１からの出射光の指向性半値角が小さい方が好ましい。
【００８６】
　一方、画素については、開口が大きいほうが光利用効率を高くすることができる。しか
し、半透過型液晶表示パネルでは、反射型としての特性も重要であり、画素のうちの一部
（透過領域）だけが透過表示に用いられるので、開口率（透過領域の面積比率）が制限さ
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れる。半透過型液晶表示パネルでは、多くの場合、開口率は２０～６０％である。このよ
うに、半透過型液晶表示パネルなどの開口率が低い液晶表示パネルに、本発明は好適に用
いられる。
【００８７】
　本発明によれば、マイクロレンズアレイの光入射側に硬化性樹脂による保護層が貼り付
けられるので、マイクロレンズアレイに接着材料等が接することがなく、しかもマイクロ
レンズアレイ近傍の強度を強めることができる。したがって、製造工程あるいは製品使用
時に液晶表示パネルが押圧を受けたとしても、マイクロレンズアレイと保護層との間の間
隙に接着材料等が入ることがなく、間隙の変形も防止される。これにより、強度が高く、
表示面全体に渡って表示ムラの発生が少ない、高品質のマイクロレンズ付き液晶表示パネ
ル及び液晶表示装置が提供される。また、本発明によれば、そのような液晶表示パネルお
よび液晶表示装置を効率良く製造することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明は、液晶表示パネル及び液晶表示装置の表示品質を向上させ、特に半透過型液晶
表示パネルなど開口率の比較的小さな液晶表示パネル及び液晶表示装置の品質を向上させ
る。

【図１】

【図２】

【図３】
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