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(57)【要約】
【課題】表示パネルの製造に際してコストを増大させる
ことなく、偏光板や保護部材と接着層との間に気泡を巻
き込むことを抑制できる偏光板を提供する。
【解決手段】正面接着層付き偏光板１２は、一対の面の
間に所定の厚みを有する板状の本体部５と、本体部５の
一対の面のうちの一方の面５４に設けられた第一接着層
１０と、本体部５の一対の面のうちの他方の面５５に設
けられた第二接着層１１と、を備え、第一接着層１０及
び第二接着層１１が最外面となるようにそれぞれ設けら
れ、本体部５の剛性が第一接着層１０の剛性よりも高い
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の面の間に所定の厚みを有する板状の本体部と、
　前記本体部の前記一対の面のうちの一方の面に設けられた第一接着層と、
　前記本体部の前記一対の面のうちの他方の面に設けられた第二接着層と、を備え、
　前記第一接着層及び前記第二接着層が最外面となるようにそれぞれ設けられ、
　前記本体部の剛性が前記第一接着層の剛性よりも高いことを特徴とする偏光板。
【請求項２】
　一対の面の間に所定の厚みを有する板状の本体部と、
　前記本体部の前記一対の面のうちの一方の面に設けられた第一接着層と、
　前記本体部の前記一対の面のうちの他方の面に設けられた第二接着層と、
　前記第一接着層を介して前記本体部に接合された板状の保護部材と、を備え、
　前記本体部又は前記保護部材の剛性が前記第一接着層の剛性よりも高いことを特徴とす
る偏光板。
【請求項３】
　前記保護部材の外形は、前記本体部の外形と同一であることを特徴とする請求項２に記
載の偏光板。
【請求項４】
　前記保護部材の一対の面のうち前記第一接着層に接合された面の反対側の面に、ハード
コート処理が施されていることを特徴とする請求項２又は３に記載の偏光板。
【請求項５】
　前記保護部材がタッチパネルであることを特徴とする請求項２から４の何れか一項に記
載の偏光板。
【請求項６】
　前記本体部は、透光性を有する支持体と、前記支持体に積層された偏光子と、を有し、
　前記第一接着層は、前記偏光子のうち前記支持体が配置される側の反対側の面に接触し
て設けられていることを特徴とする請求項１から５の何れか一項に記載の偏光板。
【請求項７】
　前記本体部は、透光性を有する一対の支持体と、前記一対の支持体に挟まれるように配
置された偏光子と、を有し、
　前記第一接着層は、前記一対の支持体のうち一方の支持体の、前記偏光子が配置された
側の反対側の面に設けられ、
　前記第二接着層は、前記一対の支持体のうち他方の支持体の、前記偏光子が配置された
側の反対側の面に設けられていることを特徴とする請求項１から５の何れか一項に記載の
偏光板。
【請求項８】
　前記支持体は位相差板であることを特徴とする請求項６又は７に記載の偏光板。
【請求項９】
　前記支持体の剛性が前記第一接着層の剛性よりも高いことを特徴とする請求項６から８
の何れか一項に記載の偏光板。
【請求項１０】
　透明基板を有する表示素子と、該表示素子の該透明基板の外面に貼り付けられた請求項
１に記載の偏光板と、前記第一接着層を介して前記偏光板に接着された保護部材と、を備
えることを特徴とする表示パネル。
【請求項１１】
　透明基板を有する表示素子と、該表示素子の該透明基板の外面に貼り付けられた請求項
２又は３に記載の偏光板と、を備えることを特徴とする表示パネル。
【請求項１２】
　前記表示素子は液晶表示素子、ＥＬ表示素子、ＰＤＰ表示素子又はＯＬＥＤ表示素子で
あることを特徴とする請求項１０又は１１に記載の表示パネル。



(3) JP 2012-8422 A 2012.1.12

10

20

30

40

50

【請求項１３】
　透明基板を有する表示素子と、該表示素子の該透明基板の外面に貼り付けられた請求項
１に記載の偏光板と、前記偏光板よりも外形が大きく形成され前記第一接着層を介して前
記偏光板に接着された保護部材と、を有する表示パネルと、
　前記保護部材の周縁部に接合された筺体と、を備えることを特徴とする電子機器。
【請求項１４】
　透明基板を有する表示素子と、該表示素子の該透明基板の外面に貼り付けられた請求項
２又は３に記載の偏光板と、を有する表示パネルと、
　前記透明基板の周縁部に接合された筺体と、を備えることを特徴とする電子機器。
【請求項１５】
　前記保護部材がタッチパネルであることを特徴とする請求項１３又は１４に記載の電子
機器。
【請求項１６】
　一対の面の間に所定の厚みを有する板状の本体部と、前記本体部の前記一対の面のうち
の一方の面に設けられた第一接着層と、前記本体部の前記一対の面のうちの他方の面に設
けられた第二接着層と、を備え、前記第一接着層及び前記第二接着層が最外面となるよう
にそれぞれ設けられ、前記本体部の剛性が前記第一接着層の剛性よりも高い偏光板を準備
する偏光板準備工程と、
　前記偏光板を前記第二接着層を介して表示素子に貼り合わせる偏光板貼り合わせ工程と
、
　保護部材を準備する保護部材準備工程と、
　前記保護部材を前記第一接着層を介して前記偏光板に貼り合わせる保護部材貼り合わせ
工程と、を含むことを特徴とする表示パネルの製造方法。
【請求項１７】
　前記偏光板準備工程において、
　複数の前記偏光板を形成可能な大きさを有する個片化前の偏光板の一方の面に、複数の
前記第二接着層を形成可能な大きさを有する個片化前の第二接着層が形成された、背面接
着層付きの個片化前の偏光板を準備し、次いで、
　前記背面接着層付きの個片化前の偏光板のうち前記個片化前の第二接着層が形成された
面の反対側の面に、複数の前記第一接着層を形成可能な大きさを有する個片化前の第一接
着層をロールで接合して、正面接着層付きの個片化前の前記偏光板を形成し、次いで、
　前記正面接着層付きの個片化前の偏光板を切断して、前記偏光板を形成することを特徴
とする請求項１６に記載の表示パネルの製造方法。
【請求項１８】
　前記保護部材貼り合わせ工程において、
　偏光板貼付装置を用いて、前記保護部材を前記偏光板に貼り合わせることを特徴とする
請求項１６又は１７に記載の表示パネルの製造方法。
【請求項１９】
　一対の面の間に所定の厚みを有する板状の本体部と、前記本体部の前記一対の面のうち
の一方の面に設けられた第一接着層と、前記本体部の前記一対の面のうちの他方の面に設
けられた第二接着層と、前記第一接着層を介して前記本体部に接合された板状の保護部材
と、を備え、前記保護部材の剛性が前記第一接着層の剛性よりも高い偏光板を準備する偏
光板準備工程と、
　前記偏光板を前記第二接着層を介して表示素子に貼り合わせる偏光板貼り合わせ工程と
、を含むことを特徴とする表示パネルの製造方法。
【請求項２０】
　前記偏光板準備工程において、
　複数の前記偏光板を形成可能な大きさを有する個片化前の偏光板の一方の面に、複数の
前記第二接着層を形成可能な大きさを有する個片化前の第二接着層が形成された、背面接
着層付きの個片化前の偏光板を準備し、次いで、
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　前記背面接着層付きの個片化前の偏光板のうち前記個片化前の第二接着層が形成された
面の反対側の面に、複数の前記第一接着層を形成可能な大きさを有する個片化前の第一接
着層をロールで接合して、正面接着層付きの個片化前の偏光板を形成し、次いで、
　前記正面接着層付きの個片化前の偏光板に、前記個片化前の第一接着層を介して、複数
の前記保護部材を形成可能な大きさを有する個片化前の保護部材をロールで接合して、正
面接着層及び保護部材付きの個片化前の偏光板を形成し、次いで、
　前記正面接着層及び保護部材付きの個片化前の偏光板を切断して、前記偏光板を形成す
ることを特徴とする請求項１９に記載の表示パネルの製造方法。
【請求項２１】
　前記偏光板貼り合わせ工程において、
　偏光板貼付装置を用いて、前記偏光板を前記表示素子に貼り合わせることを特徴とする
請求項１６から２０の何れか一項に記載の表示パネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、偏光板、表示パネル、電子機器及び表示パネルの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、表示パネルの観察面側に保護部材を取り付ける場合、表示パネルの観察面に接着
層を設け、その接着層を介して保護部材を設けることにより保護部材を接合していた。か
かる表示パネルとして、例えば特許文献１には、対向する２つのガラス基板の外側に偏光
板を貼り付けて構成される液晶表示パネルに、透明接着剤を介して保護パネルを取り付け
た液晶表示モジュールが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－９００５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら上記表示パネルにあっては、偏光板と保護部材との間に設けられる接着層
は偏光板や保護部材と別体であるため、表示パネルを製造する際に、接着層を設ける工程
が必要となる。また、その際に偏光板や保護部材と接着層との間に気泡を巻き込むおそれ
がある。気泡を巻き込まないようにするためには真空装置等を用いる必要があり、製造コ
ストの増大及び作業効率の低下を招いていた。
【０００５】
　そこで本発明の課題は、表示パネルの製造に際してコストを増大させることなく、偏光
板や保護部材と接着層との間に気泡を巻き込むことを抑制できる偏光板を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以上の課題を解決するため、本発明の一態様によれば、
　一対の面の間に所定の厚みを有する板状の本体部と、
　前記本体部の前記一対の面のうちの一方の面に設けられた第一接着層と、
　前記本体部の前記一対の面のうちの他方の面に設けられた第二接着層と、を備え、
　前記第一接着層及び前記第二接着層が最外面となるようにそれぞれ設けられ、
　前記本体部の剛性が前記第一接着層の剛性よりも高いことを特徴とする偏光板が提供さ
れる。
【０００７】
　また、本発明の他の態様によれば、
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　一対の面の間に所定の厚みを有する板状の本体部と、
　前記本体部の前記一対の面のうちの一方の面に設けられた第一接着層と、
　前記本体部の前記一対の面のうちの他方の面に設けられた第二接着層と、
　前記第一接着層を介して前記本体部に接合された板状の保護部材と、を備え、
　前記本体部又は前記保護部材の剛性が前記第一接着層の剛性よりも高いことを特徴とす
る偏光板が提供される。
【０００８】
　上記偏光板において、好ましくは、前記保護部材の外形は、前記本体部の外形と同一で
ある。
　上記偏光板において、好ましくは、前記保護部材の一対の面のうち前記第一接着層に接
合された面の反対側の面に、ハードコート処理が施されている。
　上記偏光板において、好ましくは、前記保護部材がタッチパネルである。
　上記偏光板において、好ましくは、前記本体部は、透光性を有する支持体と、前記支持
体に積層された偏光子と、を有し、
　前記第一接着層は、前記偏光子のうち前記支持体が配置される側の反対側の面に接触し
て設けられている。
　上記偏光板において、好ましくは、前記本体部は、透光性を有する一対の支持体と、前
記一対の支持体に挟まれるように配置された偏光子と、を有し、
　前記第一接着層は、前記一対の支持体のうち一方の支持体の、前記偏光子が配置された
側の反対側の面に設けられ、
　前記第二接着層は、前記一対の支持体のうち他方の支持体の、前記偏光子が配置された
側の反対側の面に設けられている。
　上記偏光板において、好ましくは、前記支持体は位相差板である。
　上記偏光板において、好ましくは、前記支持体の剛性が前記第一接着層の剛性よりも高
い。
【０００９】
　また、本発明の更に他の態様によれば、
　透明基板を有する表示素子と、該表示素子の該透明基板の外面に貼り付けられた請求項
１に記載の偏光板と、前記第一接着層を介して前記偏光板に接着された保護部材と、を備
えることを特徴とする表示パネルが提供される。
【００１０】
　また、本発明の更に他の態様によれば、
　透明基板を有する表示素子と、該表示素子の該透明基板の外面に貼り付けられた請求項
２又は３に記載の偏光板と、を備えることを特徴とする表示パネルが提供される。
【００１１】
　上記表示パネルにおいて、好ましくは、前記表示素子は液晶表示素子、ＥＬ表示素子、
ＰＤＰ表示素子又はＯＬＥＤ表示素子である。
【００１２】
　また、本発明の更に他の態様によれば、
　透明基板を有する表示素子と、該表示素子の該透明基板の外面に貼り付けられた請求項
１に記載の偏光板と、前記偏光板よりも外形が大きく形成され前記第一接着層を介して前
記偏光板に接着された保護部材と、を有する表示パネルと、
　前記保護部材の周縁部に接合された筺体と、を備えることを特徴とする電子機器が提供
される。
【００１３】
　また、本発明の更に他の態様によれば、
　透明基板を有する表示素子と、該表示素子の該透明基板の外面に貼り付けられた請求項
２又は３に記載の偏光板と、を有する表示パネルと、
　前記透明基板の周縁部に接合された筺体と、を備えることを特徴とする電子機器が提供
される。
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【００１４】
　上記電子機器において、好ましくは、前記保護部材がタッチパネルである。
【００１５】
　また、本発明の更に他の態様によれば、
　一対の面の間に所定の厚みを有する板状の本体部と、前記本体部の前記一対の面のうち
の一方の面に設けられた第一接着層と、前記本体部の前記一対の面のうちの他方の面に設
けられた第二接着層と、を備え、前記第一接着層及び前記第二接着層が最外面となるよう
にそれぞれ設けられ、前記本体部の剛性が前記第一接着層の剛性よりも高い偏光板を準備
する偏光板準備工程と、
　前記偏光板を前記第二接着層を介して表示素子に貼り合わせる偏光板貼り合わせ工程と
、
　保護部材を準備する保護部材準備工程と、
　前記保護部材を前記第一接着層を介して前記偏光板に貼り合わせる保護部材貼り合わせ
工程と、を含むことを特徴とする表示パネルの製造方法が提供される。
【００１６】
　上記表示パネルの製造方法において、好ましくは、前記偏光板準備工程において、
　複数の前記偏光板を形成可能な大きさを有する個片化前の偏光板の一方の面に、複数の
前記第二接着層を形成可能な大きさを有する個片化前の第二接着層が形成された、背面接
着層付きの個片化前の偏光板を準備し、次いで、
　前記背面接着層付きの個片化前の偏光板のうち前記個片化前の第二接着層が形成された
面の反対側の面に、複数の前記第一接着層を形成可能な大きさを有する個片化前の第一接
着層をロールで接合して、正面接着層付きの個片化前の前記偏光板を形成し、次いで、
　前記正面接着層付きの個片化前の偏光板を切断して、前記偏光板を形成する。
　上記表示パネルの製造方法において、好ましくは、前記保護部材貼り合わせ工程におい
て、
　偏光板貼付装置を用いて、前記保護部材を前記偏光板に貼り合わせる。
【００１７】
　また、本発明の更に他の態様によれば、
　一対の面の間に所定の厚みを有する板状の本体部と、前記本体部の前記一対の面のうち
の一方の面に設けられた第一接着層と、前記本体部の前記一対の面のうちの他方の面に設
けられた第二接着層と、前記第一接着層を介して前記本体部に接合された板状の保護部材
と、を備え、前記保護部材の剛性が前記第一接着層の剛性よりも高い偏光板を準備する偏
光板準備工程と、
　前記偏光板を前記第二接着層を介して表示素子に貼り合わせる偏光板貼り合わせ工程と
、を含むことを特徴とする表示パネルの製造方法が提供される。
【００１８】
　上記表示パネルの製造方法において、好ましくは、前記偏光板準備工程において、
　複数の前記偏光板を形成可能な大きさを有する個片化前の偏光板の一方の面に、複数の
前記第二接着層を形成可能な大きさを有する個片化前の第二接着層が形成された、背面接
着層付きの個片化前の偏光板を準備し、次いで、
　前記背面接着層付きの個片化前の偏光板のうち前記個片化前の第二接着層が形成された
面の反対側の面に、複数の前記第一接着層を形成可能な大きさを有する個片化前の第一接
着層をロールで接合して、正面接着層付きの個片化前の偏光板を形成し、次いで、
　前記正面接着層付きの個片化前の偏光板に、前記個片化前の第一接着層を介して、複数
の前記保護部材を形成可能な大きさを有する個片化前の保護部材をロールで接合して、正
面接着層及び保護部材付きの個片化前の偏光板を形成し、次いで、
　前記正面接着層及び保護部材付きの個片化前の偏光板を切断して、前記偏光板を形成す
る。
　上記表示パネルの製造方法において、好ましくは、前記偏光板貼り合わせ工程において
、
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　偏光板貼付装置を用いて、前記偏光板を前記表示素子に貼り合わせる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、表示パネルの製造に際してコストを増大させることなく、偏光板や保
護部材と接着層との間に気泡を巻き込むことを抑制できる偏光板を提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】第１の実施形態における電子機器の一部を示す断面図である。
【図２】第１の実施形態における表示パネルを示す模式断面図である。
【図３】第１の実施形態における正面接着層付き偏光板を示す模式断面図である。
【図４】第１の実施形態における表示パネルの製造工程を示す概略図である。
【図５】図４に示す製造工程の説明図である。
【図６】第１の実施形態における正面接着層付き偏光板の変形例を示す模式断面図である
。
【図７】第１の実施形態における表示パネルの変形例を示す模式断面図である。
【図８】第２の実施形態における電子機器の一部を示す断面図である。
【図９】第２の実施形態における表示パネルの製造工程を示す概略図である。
【図１０】図９に示す製造工程の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に、本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。ただし、以下に
述べる各実施形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい種々の限定が付されて
いるが、発明の範囲を以下の実施形態及び図示例に限定するものではない。
【００２２】
＜第１の実施の形態＞
　図１は、電子機器１００の一部を示す断面図であり、図２は、表示パネル１を示す模式
断面図である。電子機器１００は、表示パネル１、光源装置２及び筺体３等を備える。表
示パネル１は、表示素子１５、正面接着層付き偏光板１２、保護部材４、偏光板８及び輝
度向上フィルム９等を備える。
【００２３】
　表示素子１５は、アクティブマトリクス方式の液晶表示素子であり、第一透明基板６と
第二透明基板７が液晶層（図示略）を介して対向配置されて構成されている。第一透明基
板６と第二透明基板７の互いに向き合う内面には、第一と第二の透明電極（図示省略）が
設けられている。第一と第二の透明電極は、電圧の印加により液晶層の液晶分子の配向状
態を変化させて光の透過を制御する複数の画素をマトリクス状に形成している。従来の薄
型の液晶表示素子では一対の透明基板がそれぞれ０．３ｍｍ程度の厚みを有していたが、
本発明の薄型の液晶表示素子では第一透明基板６及び第二透明基板７の厚みが例えばそれ
ぞれ０．５～０．７ｍｍ程度となっており、従来の薄型の液晶表示素子よりも大きく形成
されている。これにより表示素子１５の強度が従来のものよりも高くなっている。また、
第二透明基板７には、上記の透明電極間に駆動電圧を印加するための表示用駆動回路（図
示略）が搭載されている。
【００２４】
　偏光板８は、表示素子１５の背面に貼り付けられている。更に偏光板８の背面には輝度
向上フィルム９が貼り付けられている。輝度向上フィルム９としては、例えばＤＢＥＦ、
ＡＰＣＦ、ＡＰＦ（以上、住友スリーエム（株）製）等が用いられる。
【００２５】
　正面接着層付き偏光板１２について図３を参照して説明する。図３は、正面接着層付き
偏光板１２を示す模式断面図である。正面接着層付き偏光板１２は表示素子１５の正面に
貼り付けられ、本体部５と、第一接着層１０と、第二接着層１１と、を積層して構成され
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ている。
【００２６】
　本体部５は、偏光子５１及び一対の支持体５２，５３を積層して構成される板状部材で
ある。支持体５２は偏光子５１の正面側に設けられるとともに、支持体５３は偏光子５１
の背面側に設けられている。このように偏光子５１が一対の支持体に挟まれていることに
より、本体部５の強度及び剛性が高められている。また、偏光子５１はＰＶＡ（polyviny
l alcohol）からなり、支持体５２，５３はＴＡＣ（triacetyl cellulose）からなる。か
かる本体部５の厚みとしては、例えば０．１７ｍｍ程度である。なお、液晶モードがＶＡ
モード又はＩＰＳモードである場合には、支持体５３は位相差板であってもよい。
【００２７】
　第一接着層１０は、本体部５のうち正面側の面５４（支持体５２の正面）に設けられて
いる。この第一接着層１０を介して保護部材４が本体部５に接合され、保護部材４と本体
部５とが一体化されている。第二接着層１１は、本体部５のうち背面側の面５５（支持体
５３の背面）に設けられている。第二接着層１１を介して該本体部５が表示素子１５の正
面に接合されている。これら第一接着層１０及び第二接着層１１は、アクリル樹脂を主成
分とする粘着剤である。本体部５は第一接着層１０よりも剛性が高く形成されており、特
に、支持体５２，５３の剛性は第一接着層１０の剛性よりも高く形成されている。
【００２８】
　保護部材４は、第一接着層１０を介して本体部５の正面に接合される板状の透明樹脂部
材である。保護部材４の外形は、本体部５の外形よりも大きく形成されている。
　また、保護部材４の正面にはハードコート処理が施され、表面保護機能を有する。保護
部材４が有する表面保護機能は、鉛筆硬度３Ｈ以上、全光線透過率８９％、軟化点１００
℃以上、各種耐薬品性であることが好ましい。このような保護部材４として、例えば、テ
クノロイ（住友化学（株）製）の両面に同組成のハードコート処理を施したスミエレック
（住友化学工業（株）製）等が挙げられる。
【００２９】
　また、透明基板６，７を厚くすることで表示素子１５の強度が従来よりも高く設定され
ているため、保護部材４は強度補填機能を有していなくてもよい。すなわち保護部材４の
厚みを薄く設定することができ、その厚みとしては例えば０．２ｍｍ程度である。これに
より表示パネル１全体の厚みを薄くすることができる。
　なお、既存の偏光板貼付装置を用いて保護部材４を本体部５に貼り付ける場合には、保
護部材４が反り１％以下の平坦性を有するとともに０．８ｍｍ以下の厚みであり、且つ第
一接着層１０の厚みが５０μｍ以下であることが好ましい。
【００３０】
　光源装置２は、図１に示すように表示パネル１の背面に対向して配置され、表示パネル
１に光を照射するものである。光源装置２は、導光板２５の正面に３枚の光学シート２２
～２４が積層され、更にその正面側に正面視略ロ字状の遮光シート２１が貼り付けられて
構成されている。
【００３１】
　筺体３は、表示パネル１及び光源装置２等を収容する部材である。筺体３の正面側には
開口部３１が設けられ、該開口部３１から表示パネル１の正面が露出している。また開口
部３１は、該開口部３１よりも大きく形成された保護部材４によって塞がれており、筺体
３と保護部材４の背面周縁部とが接合されている。これにより表示パネル１が筺体３に固
定されている。
【００３２】
　ここで、保護部材の強度補填機能及び表面保護機能の観点から、本発明の薄型の表示パ
ネル１と、従来の薄型の表示パネルとの相違点について述べる。
【００３３】
　近年、表示パネルの薄型化が望まれており、この要求に従って、表示パネルに含まれる
透明基板も薄型化されてきている。しかしながら、透明基板が薄くなると表示パネルの強
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度が低下してしまうことは避けられない。そこで、従来よりも薄型化された表示パネルに
おいてこの強度低下を補填するため、近年、表示パネルの外表面に透明基板である強度補
填部材が設けられるようになった。この別途設けられる透明基板は、強度補填機能を備え
るためにどうしても厚く形成する必要があった。このため、表示素子の正面に接着層を介
して強度補填部材を貼り付ける際に、偏光板を貼り付けるための装置である偏光板貼付装
置を用いることができなかった。
【００３４】
　一方、近年、薄型化された表示パネルを有する携帯電話やデジタルカメラといった電子
機器においては、電子機器自体が薄型化・小型化してきたため、これらの電子機器を例え
ばポケットに入れて持ち歩くという使用状況が考え得るようになった。そこで、従来の薄
型の表示パネルにおいては、電子機器の最外面となる部材のうち特に表示パネルの表示エ
リアに重なる最外面に傷が付かないように、例えば該最外面にハードコートを形成するこ
とにより表面保護機能が付与されていた。従来の薄型の表示パネルでは、表示エリアに重
なる最外面に上述の強度補填部材が設けられていたため、強度補填部材の最外面に表面保
護機能が付与されていた。
【００３５】
　本発明の薄型の表示パネル１は、この表面保護機能を備えた保護部材４として、従来の
強度補填部材よりも厚さが薄く形成された透明基板が、表示パネル１の正面に設けられて
いる。このとき、保護部材４を偏光板貼付装置を用いて表示素子１５に貼り付けることが
できるように、所望の平坦性や厚さを有する保護部材４を用いるようにした。このように
薄く形成された保護部材４は強度補填機能を備えない。このため、表示パネル１が有する
第一透明基板６及び第二透明基板７の厚みを、従来の薄型の表示パネルよりも厚く形成し
て、表示素子自体の強度を十分なものとしておくことが好ましい。即ち、表示素子自体の
強度が十分高ければ、保護部材は表面保護機能を備えるだけで良く、強度補填機能を備え
る必要がないので、保護部材の厚さを薄く形成することができる。
　上述のような本発明の薄型の表示パネル１は、従来の薄型の液晶表示パネルと比べると
、表示パネル１が有する第一透明基板６及び第二透明基板７の各厚さを厚くする一方で、
保護部材４の厚さを薄くすることができるので、薄型の表示パネルにおいて、表示パネル
１の厚みを全体として薄くすることができる。
【００３６】
　なお、上述の通り、近年の薄型の表示パネルは強度補填部材を備えているので、該強度
補填部材のうち表示パネルの最外面となる面に表面保護機能を付与していた。しかし、薄
型化される以前の表示パネルは、近年の薄型の表示パネルが有するような強度補填部材を
、そもそも備えていない。このような強度補填部材を有しない薄型化以前の表示パネルに
おいて、表示パネルの厚さを大幅に厚くすることなく表面を保護するために、表示パネル
の表示エリアに重なる外表面にハードコートを形成していた。
　従って、偏光板を備える表示パネルにおいて該偏光板の支持体が電子機器の最外面に配
置される場合には、偏光板の支持体の表面にハードコートを形成する必要があった。しか
しながら、支持体は表面硬度が低い材料から形成されているため、その表面硬度を所望の
硬度まで高めるためには、ハードコートを厚く形成する必要が生じ、これに伴い、ハード
コート自体にクラックが発生することがあった。このため、従来、保護部材を有しない表
示パネルでは、表示品位が低下するというおそれがあった。
【００３７】
　一方、本発明の薄型の表示パネル１においては、保護部材４のうち表示パネル１の最外
面に配置される表面にハードコートを形成している。正面接着層付き偏光板１２の支持体
５２，５３よりも表面硬度が高くなるような材料によって保護部材４を形成することによ
り、支持体５２，５３の表面にハードコートを形成する場合と比べ、ハードコートの厚さ
を薄く抑えることができる。これにより、本発明の薄型の表示パネル１においては、ハー
ドコートにクラックが生じて表示品位が低下してしまうことがない。
【００３８】
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　次に、第１の実施形態の表示パネル１の製造方法について図４及び図５を参照して説明
する。図４は、本実施形態の表示パネル１の製造工程を示した概略図である。図５（ａ）
～（ｄ）はその製造工程の説明図であって、図５（ａ）は偏光板準備工程、図５（ｂ）は
偏光板貼り合わせ工程、図５（ｃ）は保護部材準備工程、図５（ｄ）は保護部材貼り合わ
せ工程をそれぞれ示している。
　個片化前の偏光板の一方の面に個片化前の第二接着層が形成された、個片化前の背面接
着層付き偏光板を準備する。次に、背面接着層付き偏光板の他方の面に個片化前の第一接
着層をロールで接合して、個片化前の正面接着層付き偏光板を形成する。次に、この正面
接着層付き偏光板を切断して個片化して、第一接着層１０及び第二接着層１１がそれぞれ
最外面となるように設けられた正面接着層付き偏光板１２を得る（偏光板準備工程、図５
（ａ）参照）。次に、図５（ｂ）に示すように、偏光板貼付装置を用いて個片化した正面
接着層付き偏光板１２を第二接着層１１を介して表示素子１５に貼り合わせる（偏光板貼
り合わせ工程）。また、個片化前の保護部材を切断して個片化して保護部材４を得る（保
護部材準備工程、図５（ｃ）参照）。次に、図５（ｄ）に示すように、同じ偏光板貼付装
置を用いて、保護部材４を第一接着層１０を介して正面接着層付き偏光板１２に貼り合わ
せる（保護部材貼り合わせ工程）。このようにして表示パネル１が製造される。
　なお、上述の偏光板準備工程において、背面接着層付き偏光板の他方の面に個片化前の
第一接着層をロールで接合する際に、第一接着層のうち背面接着層付き偏光板に接合され
た側とは反対側に、取り扱い上の利便性のため離形紙を接合しておいても良い。この場合
、接合した離形紙は第一接着層１０とともに個片化され、更に、偏光板貼り合わせ工程の
前に第一接着層１０から剥がして廃棄される。また、いずれかの工程において、偏光板８
を表示素子１５に適宜貼り合わせておく。また、偏光板準備工程は偏光板貼り合わせ工程
よりも前に、保護部材準備工程は保護部材貼り合わせ工程よりも前に行う。偏光板準備工
程は偏光板貼り合わせ工程よりも前に、保護部材準備工程は保護部材貼り合わせ工程より
も前に行えば良いので、保護部材準備工程を偏光板貼り合わせ工程よりも前に行っても良
い。
【００３９】
　以上の本実施形態によれば、特に、本実施形態の表示パネル１においては、第一接着層
１０よりも剛性の高い本体部５に予め接着された状態で、第一接着層１０が提供される。
また、所望の平坦性や厚さを有する保護部材４を用いるようにしたので、偏光板貼付装置
を用いて保護部材４を表示素子１５に貼り付けることができる。これらにより、表示パネ
ル１の製造時における部材の貼り合わせ工程において、真空装置を用いることなく、即ち
コストを増大させることなく、本体部５又は保護部材４と第一接着層１０との間に気泡を
巻き込むことを効果的に抑制することができる。
　また、本実施形態によれば、表示パネル１を製造する際に接着層を設ける工程を省くこ
とができる。これにより、表示パネル１の製造に際して、より一層生産性の向上を図り、
製造コストを低減することができる。
　また、本発明の薄型の表示パネル１が備える表示素子１５を構成する第一透明基板６及
び第二透明基板７の厚みを、従来の薄型の表示パネルよりも厚く設定しているため、表示
素子１５の強度が高く、保護部材４が強度補填機能を有していなくてもよい。これにより
保護部材４の厚みを薄くすることができ、結果的に表示パネル１全体の厚みを薄くするこ
とができる。更に、表示素子１５の製造工程において、第一透明基板６及び第二透明基板
７の厚みを薄くする処理を行う必要がないため、エッチング及び研磨工程を省くことがで
きる。したがって、表示パネルの製造に際してより一層生産性の向上を図り、製造コスト
低減に寄与することができる。
【００４０】
　図６を参照して、正面接着層付き偏光板１２の変形例について説明する。図６は、正面
接着層付き偏光板１２ａを示した模式断面図である。
　正面接着層付き偏光板１２ａを構成する本体部５ａは、偏光子５１と、偏光子５１の背
面に設けられた支持体５３と、を備え、偏光子５１の正面に支持体が設けられていない。
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したがって第一接着層１０は偏光子５１の正面に直接設けられ、この第一接着層１０を介
して保護部材４が接合される。第一接着層１０を介して保護部材４と本体部５ａとが一体
化されるため、保護部材４が本体部５ａの正面側の支持体を兼ね、本体部５ａが所定の強
度を保つことができる。なお、液晶モードがＶＡモード又はＩＰＳモードである場合には
、支持体５３は位相差板であってもよい。
【００４１】
　図７を参照して、表示パネル１の変形例について説明する。図７は、表示パネル１ｂを
示した模式断面図である。
　保護部材４の背面周縁部には印刷枠１３が形成されている。この印刷枠１３の形成方法
としては、印刷法、転写法又はフォトリソグラフィー等を用いることができ、色や透過率
によって適宜選択可能である。印刷枠１３は、簡便な方法により形成されたり、色味調整
のために多層塗りされたりすることによって厚みが大きく形成される。かかる場合印刷枠
１３と保護部材４との間に生じる段差を解消するため、印刷枠１３の内側には平坦化膜１
４が設けられている。これにより印刷枠１３が設けられていても保護部材４と正面接着層
付き偏光板１２との間に隙間が生じない。
　なお、印刷枠１３の厚みが第一接着層１０の厚みに対して十分に薄い場合（例えば第一
接着層１０の１０％以下程度）には、平坦化膜１４は設けられていなくてもよい。
【００４２】
＜第２の実施の形態＞
　本発明の第２の実施の形態について図８～図１０を参照して説明する。第１の実施の形
態に対応する部分については同一符号を付して説明を省略する。
【００４３】
　図８は、第２の実施の形態における電子機器１００Ｃの一部を示す断面図である。
　第２の実施の形態においては、保護部材４ｃの外形は、正面接着層付き偏光板１２の外
形と略同一に形成されている。これにより、観察側から見たときに保護部材４ｃの周縁部
において正面接着層付き偏光板１２の輪郭が見えない。したがって保護部材４ｃの背面に
印刷枠を形成する工程を省くことができ、コストを増大させることなく生産性の向上を図
れる。また、表示素子１５の第一透明基板６の正面周縁部が筺体３ｃの開口部３１ｃ近傍
の内壁に接合されることで、表示パネル１ｃが筺体３ｃに固定されている。
【００４４】
　第２の実施の形態に係る表示パネル１ｃの製造方法について図９及び図１０を参照して
説明する。図９は、本実施形態における表示パネル１ｃの製造工程を示す概略図である。
図１０（ａ），（ｂ）はその製造工程の説明図であって、図１０（ａ）は偏光板準備工程
、図１０（ｂ）は偏光板貼り合わせ工程をそれぞれ示している。
　保護部材４ｃの外形は正面接着層付き偏光板１２の外形と同一に形成されているため、
いわゆるマルチ加工プロセスにより正面接着層及び保護部材付き偏光板１６を製造するこ
とができる。具体的には、まず、個片化前の正面接着層付き偏光板を準備する。個片化前
の正面接着層付き偏光板を準備する方法は、上述の第１の実施形態と同様である。次に、
個片化前の正面接着層付き偏光板に、個片化前の第一接着層を介して、個片化前の保護部
材をロールで接合して正面接着層及び保護部材付き偏光板を得る。次にこの個片化前の正
面接着層及び保護部材付き偏光板を切断して個片化し、正面接着層及び保護部材付き偏光
板１６を得る（偏光板準備工程、図１０（ａ）参照）。次に図１０（ｂ）に示すように、
この正面接着層及び保護部材付き偏光板１６を、第二接着層１１を介して表示素子１５の
正面に対向するように、偏光板貼付装置を用いて貼り合わせる（偏光板貼り合わせ工程）
。このようにして表示パネル１ｃが製造される。
　なお、上述の偏光板準備工程において、個片化前の正面接着層及び保護部材付き偏光板
を切断して個片化する際に、正面接着層付き偏光板と保護部材とを同時に切断して個片化
することにより、保護部材４ｃの外形を正面接着層付き偏光板１２の外形と略同一に形成
することができる。また、いずれかの工程において、偏光板８を表示素子１５に適宜貼り
合わせておく。
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【００４５】
　本実施形態によれば上述の第１の実施の形態と同様の効果を奏する。これに加えて、第
一接着層１０を介して保護部材４ｃと正面接着層付き偏光板１２とが予め接合されている
ので、表示パネル１ｃの製造時における部材の貼り合わせ工程において、真空装置を用い
ることなく、即ちコストを増大させることなく、保護部材４ｃと第一接着層１０との間に
気泡を巻き込むことを効果的に抑制することができる。更に、正面接着層及び保護部材付
き偏光板１６をマルチ加工プロセスによって、安価且つ容易に多数製造できる。これによ
り、表示パネル１ｃの製造に際して、より一層生産性の向上を図り、製造コストを低減す
ることができる。
【００４６】
　なお、上記各実施形態においては表示パネル１及び表示素子１５をそれぞれ液晶表示パ
ネル及び液晶表示素子として説明したが、表示パネル１及び表示素子１５は液晶表示パネ
ル及び液晶表示素子にそれぞれ限られるものではなく、ＥＬ（Electro Luminescence）表
示パネル及びＥＬ表示素子、ＰＤＰ（Plasma Display Panel）表示パネル及びＰＤＰ表示
素子又はＯＬＥＤ（Organic light-Emitting Diode）表示パネル及びＯＬＥＤ表示素子と
いったフラットパネルディスプレイであってもよい。特に、ＥＬ表示パネル及びＥＬ表示
素子である場合には、表面反射防止の目的で円偏光板が用いられるので本発明を好適に用
いることができる。
　また、保護部材４は上記した例に限られるものではなく、ガラス基板、プラスチック基
板又は静電容量方式を含む諸方式によるタッチパネルであってもよい。
【符号の説明】
【００４７】
１，１ｃ　表示パネル
３，３ｃ　筺体
４，４ｃ　保護部材
５，５ａ　本体部
６　第一透明基板
７　第二透明基板
１０　第一接着層
１１　第二接着層
１２，１２ａ　正面接着層付き偏光板
１５　表示素子
１６　正面接着層及び保護部材付き偏光板
５１　偏光子
５２　支持体（一方の支持体）
５３　支持体（他方の支持体）
５４　面（一方の面）
５５　面（他方の面）
１００，１００Ｃ　電子機器
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