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(57)【要約】
【課題】集光性能を向上できる液晶レンズ及びこれを用
いてクロストークを低減できる画像表示装置を提供する
【解決手段】本開示における液晶レンズ４０は、第１電
極４８と、各々が第１電極４８と対向するようにストラ
イプ状に配置される複数の第２電極４５と、第１電極４
８及び第２電極４５の間に設けられ、第１電極４８及び
第２電極４５の間に印可される電圧に応じて液晶分子４
９の配向が変化し、液晶分子４９の配向の変化による屈
折率分布が生じることよってレンズとして機能する液晶
層４３とを備える。液晶レンズ４０では、液晶分子４９
の初期配向の方向が第２電極４５の延伸方向と略平行で
ある。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶レンズであって、
　第１電極と、
　各々が前記第１電極と対向するようにストライプ状に配置される複数の第２電極と、
　前記第１電極及び前記第２電極の間に設けられ、前記第１電極及び前記第２電極の間に
印可される電圧に応じて液晶分子の配向が変化し、前記液晶分子の配向の変化による屈折
率分布が生じることによってレンズとして機能する液晶層とを備え、
　前記液晶分子の初期配向の方向が前記第２電極の延伸方向と略平行である、液晶レンズ
。
【請求項２】
　前記第１電極側に設けられる第１配向膜と、
　前記第２電極側に設けられる第２配向膜とを更に備え、
　前記第１配向膜及び前記第２配向膜は、前記第２電極の延伸方向と平行であって、かつ
、互いに逆方向に配向処理が施されたものである、請求項１に記載の液晶レンズ。
【請求項３】
　前記第１電極及び前記第２電極の間に電圧が印可されていないときに、前記液晶分子の
長軸が前記第１電極における前記液晶層側の面に対して傾斜しており、
　前記第１電極における前記液晶層側の面に対する前記液晶分子の長軸の傾斜角が、１度
以上５度以下である、請求項２に記載の液晶レンズ。
【請求項４】
　画像表示装置であって、
　請求項１に記載の液晶レンズと、
　前記液晶レンズの背面側に設けられる画像表示パネルと、
　２Ｄ画像の表示時と３Ｄ画像の表示時とで前記液晶レンズに印可する電圧を変化させる
制御部とを備える、画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、液晶レンズ及びこれを用いた画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、第１の基板と、第２の基板と、これらに挟持される液晶層とから構成
され、液晶層に電界が印加される際にレンズアレイを形成する液晶レンズが開示されてい
る。特許文献１に記載の技術は、電界が印可されることにより形成されるレンズ部に一定
の屈折率を有する領域を設けることにより、液晶レンズの応答速度を改善している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２４２６８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示は、集光性能を向上できる液晶レンズを提供する。また、本開示は、当該液晶レ
ンズを用いてクロストークを低減できる画像表示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示における液晶レンズは、第１電極と、各々が第１電極と対向するようにストライ
プ状に配置される複数の第２電極と、第１電極及び第２電極の間に設けられ、第１電極及
び第２電極の間に印可される電圧に応じて液晶分子の配向が変化し、液晶分子の配向の変
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化による屈折率分布が生じることによってレンズとして機能する液晶層とを備え、液晶分
子の初期配向の方向が第２電極の延伸方向と略平行である。
【０００６】
　また、本開示における画像表示装置は、上記の液晶レンズと、液晶レンズの背面側に設
けられる画像表示パネルと、２Ｄ画像の表示時と３Ｄ画像の表示時とで液晶レンズに印可
する電圧を変化させる制御部とを備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本開示における液晶レンズは、集光性能を向上させるのに有効である。また、本開示に
おける画像表示装置は、クロストークを低減させるのに有効である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態に係る画像表示装置の概略構成図
【図２】実施の形態に係る液晶レンズにおける液晶分子の配向変化を示す図
【図３】実施の形態に係る液晶レンズにおける液晶分子の配向変化を示す図
【図４】比較例に係る液晶レンズの概略構成図
【図５】実施例に係る液晶レンズの屈折率分布を説明する図
【図６】比較例に係る液晶レンズの屈折率分布を説明する図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細
な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一
の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長にな
るのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
【００１０】
　なお、発明者らは、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の説明
を提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意
図するものではない。
【００１１】
　（実施の形態）
　以下、図１～４を用いて実施の形態を説明する。
【００１２】
　［１．構成］
　図１は、実施の形態に係る画像表示装置１０の概略断面図である。
【００１３】
　本実施の形態では、画像表示装置１０に対して３次元直交座標系を設定し、座標軸を用
いて方向を特定する。図１に示すように、Ｘ軸方向は、画像表示パネル６０の表示面に対
して視聴者が正対したときの左右方向（水平方向）と一致している。Ｙ軸方向は、画像表
示パネル６０の表示面に対して視聴者が正対したときの上下方向に一致している。Ｚ軸方
向は、画像表示パネル６０の表示面に対して垂直な方向に一致している。ここで、「正対
」とは、例えば表示面に「Ａ」という文字が表示されている場合において、視聴者がこの
「Ａ」という文字を正しい方向から見るように、表示面の真正面に向かって位置している
ことを意味する。また、図１は、画像表示装置１０の上側から見た図に相当する。したが
って、図１の左側が、視聴者から見た表示画面の右側となる。
【００１４】
　図１に示すように、画像表示装置１０は、バックライト２０と、画像表示パネル６０と
、液晶レンズ４０と、画像表示パネル６０を制御する表示制御部６５と、液晶レンズ４０
を制御する制御部７０とを備える。また、液晶レンズ４０の前面側及び背面側には、液晶
レンズ４０の液晶層４３を封止するための基板４１及び４２がそれぞれ設けられている。
尚、液晶レンズ４０は、画像変換素子の一例である。バックライト２０から出射された光
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は、画像表示パネル６０に入射する。画像表示パネル６０に入射した光は、液晶レンズ４
０側に出射する。
【００１５】
　以下、各構成に対してそれぞれ詳細を述べる。
【００１６】
　バックライト２０は、光源２１と、反射フィルム２２と、傾斜面２４を有する導光板２
３と、拡散シート２５と、プリズムシート２６と、偏光反射シート２７と、を備える。反
射フィルム２２は導光板２３の背面側（図１における下面側）に設けられており、拡散シ
ート２５は導光板２３の前面側（図１における上面側）に設けられている。
【００１７】
　光源２１は、導光板２３の一方の側面に沿って配置されている。光源２１は、例えば、
Ｙ軸方向に配列された複数のＬＥＤ素子を有している。
【００１８】
　光源２１から出射された光は、導光板２３の前面と背面とで全反射を繰り返しながら導
光板２３内に広がる。導光板２３内で全反射角度を超える角度を持った光が導光板２３の
前面から出射される。導光板２３の背面には、図１に示すように、複数の傾斜面２４が設
けられている。これらの傾斜面２４により、導光板２３内を伝搬する光は様々な方向に反
射されるので、導光板２３から出射する光の強度が前面の全体にわたって均一になる。
【００１９】
　反射フィルム２２は、導光板２３の背面側に設けられている。導光板２３の背面に設け
られた傾斜面２４の全反射角度を超えた光は、反射フィルム２２により反射され、再び導
光板２３内に入射し、最終的に前面から出射される。導光板２３の前面から出射された光
は、拡散シート２５に入射する。
【００２０】
　拡散シート２５は表面に微細な凹凸を設けたフィルム状部材であり、厚みは０．１～０
．３ｍｍ程度である。拡散シート２５は、導光板２３の前面から出射された光の強度を面
方向において更に均一化させるために設けられている。拡散シート２５の替わりに、内部
に複数のビーズを有する拡散板を用いてもよい。拡散板は、拡散シート２５よりも厚いた
め、内部で面方向に光を広げる作用を生じる。一方、拡散シート２５は、拡散板よりも薄
いため内部で面方向に光を広げる作用は小さいが、表面の凹凸で光を拡散させることがで
きる。また、拡散シート２５を用いることで、画像表示装置１０のＺ軸方向の厚みを小さ
くすることもできる。
【００２１】
　プリズムシート２６は、透明フィルムの一方の面に無数の微細なプリズムアレイを設け
ることによって構成される。プリズムシート２６は、一部の光を反射しそれ以外の光を透
過する。プリズムシート２６は、プリズムシートの平坦面の法線方向に相対的に強い指向
性を有し、入射した光をプリズムシート２６の前面方向に集光する。これにより、プリズ
ムシート２６は、少ない光量で有効方向を明るく照明する。
【００２２】
　偏光反射シート２７は液晶パネル用バックライトに固有の部材であり、液晶パネルであ
る画像表示パネル６０が透過する偏光方向成分（透過偏光成分）の光を透過しそれ以外の
成分を反射する。反射された光は、他の光学部材や導光板２３裏面に設けられた反射フィ
ルム２２で反射される際に無偏光となって、偏光反射シート２７に再入射する。再入射し
た光は、透過偏光成分が偏光反射シート２７を透過する。これを繰り返すことで、バック
ライト２０の出射光の偏光成分を、画像表示パネル６０で有効に利用される偏光成分に統
一して、画像表示パネル６０側に出射する。
【００２３】
　画像表示パネル６０は、複数の画素を有し、表示制御部６５による制御に従って２Ｄ画
像及び３Ｄ画像を表示可能である。画素表示パネル６０の一例として、Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ
－Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ方式を用いた液晶パネルが挙げられる。ただし、画像表示パネル６
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０として、他の方式の液晶パネルや有機ＥＬパネル等を採用することもできる。
【００２４】
　画像表示パネル６０に３Ｄ画像を表示する場合、複数の画素は、右目用画素と左目用画
素に分けて用いられる。表示制御部６５は、３Ｄ画像の表示時には、右目用画素に右目用
画像を表示し、左目用画素に左目用画像を表示する。すなわち、３Ｄ画像の表示時には、
画像表示パネル６０に、右目用画像及び左目用画像が同時に表示される。右目用画素に表
示される右目用画像及び左目用画素に表示される左目用画像の各々は、後述する液晶レン
ズ４０によって偏向され、視聴者の右目及び左目にそれぞれ集光される。
【００２５】
　一方、画像表示パネル６０に２Ｄ画像を表示する場合は、表示制御部６５は、従来通り
全ての画素を用いて１つの２Ｄ画像を表示する。このとき、液晶レンズ４０は、レンズと
して機能しないように制御部７０によって制御される。したがって、２Ｄ画像の画像光は
そのまま液晶レンズ４０を透過し、視聴者の目に届く。
【００２６】
　尚、図示を省略しているが、画像表示パネル６０の入射面および出射面には光の偏光を
揃えるためのシートが形成されている。ここで、本実施の形態では画像表示パネル６０か
らの出射光の偏光方向はＹ軸方向としている。
【００２７】
　液晶レンズ４０は、３Ｄ画像の表示時に、画像表示パネル６０上に表示される右目用画
像の画像光を視聴者の右目に導き、画像表示パネル６０上に表示される左目用画像の画像
光を視聴者の左目に導く光学素子である。液晶レンズ４０は、第１電極４８と、ストライ
プ状に配置される複数の第２電極４５と、第１電極４８及び第２電極４５のそれぞれの配
置平面の間に設けられる液晶層４３とを備える。本実施の形態では、液晶層４３は、前面
側の基板４２と背面側の基板４１との間に封入されている。第１電極４８は、基板４２の
背面に形成され、各第２電極４５は、基板４１の前面に形成されている。液晶レンズ４０
は、複数の第２電極４５を成膜した基板４１と、第１電極４８を成膜した基板４２とを貼
り合わせ、基板４１及び４２の間に液晶を封入することによって作製できる。尚、基板４
１の光出射面には第１配向膜３８が形成され、基板４２の光入射面には第２配向膜３５が
形成されている。配向膜３５及び３８は、電極４１及び４２に電圧が印加されていない状
態で、液晶分子４９の長軸がＹ軸方向と略平行になるように液晶分子４９を配向させる。
ただし、液晶分子４９の配向が均一に保てるのであれば、配向膜３５及び３８はなくても
良い。基板４１及び４２の形成材料としては、ガラスを用いることができる。尚、液晶レ
ンズ４０の更なる詳細については後述する。
【００２８】
　制御部７０は、２Ｄ画像の表示時と３Ｄ画像の表示時とで、液晶レンズ４０に印加する
電圧値を切り換える。３Ｄ画像の表示時には、制御部７０は、液晶レンズ４０がレンズ作
用を持つように液晶層４３に所定の電圧を印加する。また、２Ｄ画像の表示時には、制御
部７０は、液晶レンズ４０がレンズ作用を発揮しないように電圧を制御する。尚、２Ｄ画
像の表示時に、制御部７０が液晶レンズ４０への供給電圧をどのように制御するかは、液
晶層４３の液晶分子４９の配向特性等に応じて適宜設定される。例えば、２Ｄ画像の表示
時には、制御部７０は、液晶レンズ４０に電圧を印加しなくてもよいし、レンズ作用が発
揮されない程度の電圧を液晶レンズ４０に印加してもよい。このように印加電圧を制御す
ることで、２Ｄ画像の表示時には、画像表示パネル６０を出射した光は、液晶レンズ４０
を通過しても光の向きを保ったまま視聴者の目に入射する。一方で、３Ｄ画像表示時には
、画像表示パネル６０を出射した光は、液晶レンズ４０により偏向され右目用画素からの
光は視聴者の右目に、左目用画素からの光は視聴者の左目に集光される。
【００２９】
　［２．液晶レンズの詳細］
　図２及び３は、実施の形態に係る液晶レンズ４０における液晶分子４９の配向変化を示
す図である。より詳細には、図２（ａ）及び（ｂ）は、ＸＺ平面と平行な液晶レンズ４０



(6) JP 2015-84077 A 2015.4.30

10

20

30

40

50

の断面を示す図であり、図３（ａ）及び（ｂ）は、ＸＹ平面と平行な液晶レンズ４０の断
面を示す図であり、図３（ｃ）及び（ｄ）は、ＹＺ平面と平行な液晶レンズ４０の断面で
あって、第２電極４５の真上における液晶分子４９の配向状態を示す図である。また、図
２（ａ）、図３（ａ）及び（ｃ）は、２Ｄ画像表示時における液晶分子４９の配向を示し
、図２（ｂ）、図３（ｂ）及び（ｄ）は、３Ｄ画像表示時における液晶分子４９の配向を
示す。尚、図３（ａ）及び（ｃ）においては、２Ｄ画像表示時における液晶分子４９の配
向を実線で示すと共に、電圧印可時に液晶分子４９の配向が変化する過程を破線で示して
いる。
【００３０】
　上述したように、液晶レンズ４０は、基板４２の内面に設けられる第１電極４８と、基
板４１の内面に設けられる複数の第２電極４５と、液晶層４３と、第１配向膜３８と、第
２配向膜３５とを備える。
【００３１】
　第１電極４８は、基板４２の内面の略全面に設けられる平面電極である。一方、複数の
第２電極４５は、基板４１の内面にストライプ状（スリット状）に設けられ、第１電極４
８と対向している。第２電極４５の各々は、Ｙ軸方向に延びるライン状の電極である。第
２電極４５の各々は、基板４１の前面上を延伸方向（Ｙ軸方向）に真っ直ぐ延びている。
複数の第２電極４５が、所定間隔を空けてＸ軸方向（延伸方向に直交する方向）に配列さ
れている。第１電極４８は透明電極であるが、第２電極４５は透明電極にしてもよいし、
透明電極にしなくてもよい。液晶レンズ４０への電圧印可時に、Ｘ軸方向に隣接する第２
電極４５の間に、１つのレンズ部が形成される。Ｘ軸方向における第２電極４５の配置ピ
ッチにより、液晶レンズ４０への電圧印可時に液晶層４３内に形成される複数のレンズ部
の配置ピッチが定まる。尚、第２電極４５のそれぞれに対して、独立して電圧を印可可能
である。
【００３２】
　液晶レンズ４０は、制御部７０からの印加電圧に応じて、透過する光の向きの分布を制
御できる素子である。以下、その原理について説明する。
【００３３】
　まず、複屈折について説明する。複屈折とは、入射光の偏光の状態によって、入射光が
２つの光線に分けられる現象である。２つの光線はそれぞれ、通常光線、異常光線と呼ば
れる。複屈折Δｎは、ｎｅとｎｏの差分である。ｎｅは、異常光線についての屈折率であ
り、異常光屈折率と称する場合がある。ｎoは、通常光線についての屈折率であり、常光
屈折率と称する場合がある。
【００３４】
　通常、液晶分子４９は楕円体形状をしており、長手方向と短手方向とで誘電率が異なる
。このため、液晶層４３は、入射光の偏光方向毎に屈折率が異なる複屈折の性質を有する
。
【００３５】
　また、液晶分子４９の長軸配向の向き（ダイレクタ）が光の偏光方向に対して相対的に
変化すれば、液晶層４３の屈折率が変化する。そのため、ある印加電圧を与えて発生させ
た電場により液晶の配向を変化させると、透過する光に対する屈折率が変わるため、適切
な電極構成で電圧を印加するとレンズ作用を生じる。
【００３６】
　本実施の形態では、液晶層４３を構成する材料としては１軸性のポジ型液晶（例えばポ
ジ型のネマティック液晶）を用いている。そのため、図２（ａ）に示すように、対向する
第１電極４８及び第２電極４５の間に電圧が印加されていない場合には液晶分子４９の長
軸がＹ軸方向（略Ｙ軸方向）に配向している。
【００３７】
　画像表示パネル６０からの光の偏光方向がＹ軸方向であるため、第１電極４８及び第２
電極４５の間に電圧が印加されていない場合の液晶層４３の屈折率は一様に異常光屈折率
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ｎｅとなる。
【００３８】
　一方、液晶レンズ４０に電圧が印加された場合、例えば、第１電極４８の電位をグラン
ド電位Ｖ０とし、第２電極４５の電位をＶ１とすることによって、第１電極４８及び第２
電極４５の間に液晶の立ち上がり電圧Ｖｔｈよりも大きな電圧Ｖ１を印可する。この場合
、図２（ｂ）に示すように、第２電極４５の近傍（真上）では液晶分子４９が立ち上がる
ことで、液晶分子４９の長軸がＺ軸方向（図２における上方向）を向く。そして、隣接す
る第２電極４５の中央に近づくにつれて、液晶分子４９の長軸は徐々にＹ軸方向と平行に
なる。
【００３９】
　画像表示パネル６０からの光の偏光方向はＹ軸と平行なので、画像表示パネル６０から
の出射光に対する液晶層４３の屈折率は、第２電極４５近傍では常光屈折率ｎｏとなり、
第２電極４５から離れるにつれて大きくなり、隣接する第２電極４５の中央では概ね異常
光屈折率ｎｅとなる。このように、液晶レンズ４０に所定の電圧を印可することによって
、液晶層４３の中で屈折率分布（Ｘ軸方向に屈折率が変化する屈折率分布）が生じる。こ
の屈折率分布が生じた液晶層４３の一部（図２（ｂ）に示す部分）がレンズ部として機能
し、液晶レンズ４０の法線方向に入射した光をレンズ部の中心に向かって偏向する。尚、
第２電極４５がＹ軸方向に延びていることにより、電圧印可時に形成されるレンズ部は、
シリンドリカル形状となる。
【００４０】
　液晶レンズ４０の制御部７０は、２Ｄ画像の表示時には、図２（ａ）に示すように電極
４５及び４８間に電圧を印加せず、３Ｄ画像の表示時には、図２（ｂ）に示すように、制
御部７０は電極４５及び４８間に電圧を印加する。このように制御することで、２Ｄ画像
の表示時には液晶レンズ４０に入射する光はレンズ作用を受けずそのまま透過し、３Ｄ画
像の表示時には液晶レンズ４０に入射する光は視聴者の右目及び左目に集光される。
【００４１】
　ここで、本実施の形態に係る液晶レンズ４０における液晶分子４９の配向変化の詳細を
、比較例と対比しながら説明する。
【００４２】
　液晶分子４９の初期配向の方向は、第２電極４５の延伸方向と略平行である。すなわち
、液晶分子４９の長軸方向が第２電極４５の延伸方向と略平行となるように配向されてい
る。第１電極４８と第２電極４５との間に電圧が印可されていない（印可電圧が０Ｖ）状
態では、図２（ａ）、図３（ａ）及び（ｃ）において実線で示すように、液晶分子４９の
長軸が第２電極４５の延伸方向と略平行となるように液晶分子４９が配向している。言い
換えれば、液晶分子４９の長軸は、ＹＺ平面上にあって、Ｙ軸と略平行である。液晶分子
４９の長軸は、第２電極に沿って並行に延びている。ここで、初期配向とは、配向膜３５
及び３８の配向処理により配向された液晶分子４９の初期の配向状態をいう。
【００４３】
　次に、第１電極４８と第２電極４５との間に電圧が印可されると、図３（ａ）及び（ｃ
）において破線で示すように、液晶分子４９の長軸の向きが変化する。液晶分子４９の配
向変化は、液晶分子４９と第２電極４５との位置関係に応じて異なる。第２電極４５の真
上にある液晶分子４９は、図３（ａ）及び（ｃ）に示すように、Ｘ軸と平行な軸を中心と
して回転しながら立ち上がる。第２電極４５から離れた位置にある液晶分子は、図３（ａ
）に示すように、Ｘ軸と平行な軸を中心とする回転に加えて、Ｚ軸と平行な軸を中心に回
転しながら立ち上がる。Ｘ軸と平行な軸周りの回転角と、Ｚ軸と平行な軸周りの回転角と
は、液晶分子４９が第２電極４５からＸ軸方向に離れるにつれて小さくなる。そして、隣
接する第２電極４５の中央では、液晶分子４９の配向は略変化しない。この結果、第１電
極４８と第２電極４５との間に電圧が印可されている状態において、図２（ｂ）、図３（
ｂ）及び（ｄ）に示すように、液晶分子４９が配向される。図３（ｄ）に示すように、電
圧が印可されている状態において、第２電極４５の真上の液晶分子４９は、長軸がＺ軸と
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略平行となるように配向される。
【００４４】
　図４は、比較例に係る液晶レンズ５０における液晶分子５９の配向変化を示す図であっ
て、図２と対応する断面を示す図である。より詳細には、図４（ａ）は、液晶レンズ５０
に電圧を印可していない状態における液晶分子５９の配向を示し、図４（ｂ）は、液晶レ
ンズ５０に電圧を印可した状態における液晶分子５９の配向を示す。
【００４５】
　比較例に係る液晶レンズ５０は、基板５２の内面に設けられる平面状の第１電極５８と
、基板５１の内面にストライプ状に設けられる複数の第２電極５５と、第１電極５８及び
第２電極５５の間に設けられる液晶層５３と、第１配向膜７８と、第２配向膜７５とから
構成されている。第２電極５５の各々は、本実施の形態と同様に、Ｙ軸方向に延びるよう
に形成されている。ただし、比較例に係る液晶レンズ５０においては、電圧が印可されて
いない状態では、図４（ａ）に示すように、液晶分子５９の長軸が第２電極５５の延伸方
向と直交するように（すなわち、長軸がＸ軸方向と平行となるように）配向されている。
【００４６】
　第１電極５８と第２電極５５との間に電圧が印可されると、隣接する第２電極５５の中
央にある液晶分子５９の配向は略変化しないが、隣接する第２電極５５の中央部より第２
電極５５側にある液晶分子５９は、Ｙ軸と平行な軸を中心として回転しながら立ち上がる
。この結果、図４（ｂ）に示すように液晶分子５９が配向されて、液晶層５３内に屈折率
分布が生じ、この屈折率分布が生じた液晶層５３の部分がレンズ部として機能する。
【００４７】
　しかしながら、液晶分子５９を図４（ａ）に示すように第２電極５５と直交する方向に
初期配向させた液晶レンズ５０では、電圧印可に伴って液晶分子５９がＹ軸と平行な軸周
りに回転しながら立ち上がる際に、図４（ｃ）に示すように、第２電極５５の近傍で液晶
分子５９同士が干渉することにより液晶分子５９の配向の乱れが生じる。この結果、Ｙ軸
方向に延びる第２電極５５に沿って、ディスクリネーションと呼ばれる液晶分子５９の配
向欠陥が発生する。液晶レンズ５０への電圧印可時にディスクリネーションが発生すると
、液晶層５３内に生じたレンズ部の収差が大きくなり、液晶レンズ５０を用いた画像表示
装置において３Ｄ画像を表示する際のクロストークが悪化する。
【００４８】
　これに対して、本実施の形態に係る液晶レンズ４０では、液晶分子４９を図２（ａ）に
示すように第２電極４５と略平行に初期配向させていることにより、第２電極４５の真上
及び近傍にある液晶分子４９は、電圧印可に伴ってＹ軸と平行な軸周りには略回転せず、
Ｘ軸と平行な軸周りの回転によって立ち上がる。したがって、液晶分子４９の配向が変化
する際に、液晶分子４９の立ち上がりが、Ｘ軸方向に近接する他の液晶分子４９によって
妨げられにくく、第２電極４５の真上及び近傍における液晶分子４９の配向の乱れが抑制
される。この結果、本実施の形態に係る液晶レンズ４０では、ディスクリネーションの発
生を低減することができる。液晶レンズ４０におけるディスクリネーションを低減するこ
とにより、液晶レンズ４０を用いた画像表示装置１０におけるクロストークの悪化も抑制
できる。
【００４９】
　また、本実施の形態に係る液晶レンズ４０には、第１電極４８を覆う第１配向膜３８と
第２電極４５を覆う第２配向膜３５とを設けている。第１配向膜３８及び第２配向膜３５
に対して第２電極４５の延伸方向と平行な方向に配向処理を施し、かつ、第１配向膜３８
に対する配向処理方向と、第２配向膜３５に対する配向処理方向とを逆にすることが好ま
しい。配向処理としては、ラビングの他に、光を配向膜３５及び３８に照射する光配向を
利用できる。一般に、液晶分子は、配向処理方向に沿って並び、配向処理方向に向かって
起き上がるように傾斜して配置される。電圧が印可されていない状態において、液晶分子
が配向膜に対して傾斜していることを「プレチルト」といい、液晶分子の長軸と配向膜と
がなす角度を「プレチルト角」という。第１電極４８側の第１配向膜３８に対する配向処
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理方向と、第２電極４５側の第２配向膜３５に対する配向処理方向とを、第２電極４５の
延伸方向と平行かつ互いに逆向きにすることによって、電圧が印可されていない状態にお
いて、図３（ｃ）に示すように、液晶分子４９の長軸が略同一方向にプレチルトする。プ
レチルトした液晶分子４９の配向は、電圧印可時にプレチルト角を増大させる方向に変化
する。したがって、図３（ｃ）に示すように液晶分子４９をプレチルトさせた場合、電圧
印可時に液晶分子４９の配向の変化方向（回転方向）を揃えることができ、液晶分子４９
の配向の乱れを抑制できる。液晶分子４９をプレチルトさせない場合は、電圧印可時に液
晶分子４９の配向の変化方向がランダムとなり、液晶分子４９の配向の乱れが生じる得る
ため好ましくない。また、第１電極４８側の第１配向膜３８に対する配向処理方向と、第
２基板４５側の第２配向膜３５に対する配向処理方向とを、第２電極４５の延伸方向と平
行な同一方向とした場合には、液晶分子４９の長軸のプレチルト方向が揃わないため、電
圧印可時に液晶分子４９の配向の変化方向（回転方向）が揃わず、液晶分子４９の配向の
乱れを生じ得る。上記の理由により、第１電極４８側の第１配向膜３８に対する配向処理
方向と、第２基板４５側の第２配向膜３５に対する配向処理方向とを逆にすることが好ま
しい。
【００５０】
　ただし、上述した理由により、液晶分子４９の長軸が第２電極４５の延伸方向と略平行
となるように液晶分子４９を初期配向させることによって、ディスクリネーションの発生
を低減することができるので、第１電極４８側の第１配向膜３８に対する配向処理方向と
、第２基板４５側の第２配向膜３５に対する配向処理方向とを逆にすることは必須ではな
い。
【００５１】
　更に、液晶分子４９をプレチルトさせる場合、プレチルト角（図３（ｃ）のθ、θ’）
を１度以上５度以下とすることが好ましい。プレチルト角θは、第１電極４８における液
晶層４３側の面に対する液晶分子４９の長軸の傾斜角（第１電極４８における液晶層４３
側の面と液晶分子４９との挟角）である。プレチルト角θ’は、第２電極４５における液
晶層４３側の面に対する液晶分子４９の長軸の傾斜角（第２電極４５における液晶層４３
側の面と液晶分子４９との挟角）である。プレチルト角θ，θ’をこの範囲に設定するこ
とによって、電圧印可前後における液晶層４３の屈折率の変化量を確保しつつ、液晶分子
４９の配向の乱れを抑制できる。すなわち、電圧印可時における液晶レンズ４０の光の偏
向角度の減少を抑制しつつ、電圧印可時における集光特性に優れた液晶レンズ４０を実現
できる。プレチルト角が１度未満の場合、電圧印可時における液晶分子４９の配向の変化
方向が揃いにくくなる。また、プレチルト角が５度を超える場合、電圧印可により液晶分
子４９の配向を変化可能な範囲が小さくなるため、電圧印可前後における液晶層４３の屈
折率の変化量も小さくなり、液晶レンズ４０の偏向角度の減少に繋がる。したがって、液
晶分子４９のプレチルト角を上記の範囲に設定することが好ましい。
【００５２】
　［３．効果等］
　以上説明したように、本実施の形態に係る液晶レンズ４０では、第１電極４８及び第２
電極４５間に印可される電圧が０Ｖのときに、液晶分子４９の長軸が第２電極４５の延伸
方向と略平行となるように液晶分子４９が初期配向されている。そのため、第１電極４８
及び第２電極４５間に電圧を印可して、液晶分子４９の配向を変化させる際に、液晶分子
４９同士の相互干渉が抑制される。これにより、電圧印可時に液晶層４３内の屈折率分布
の乱れが抑制されることから、液晶レンズ４０がレンズとして機能する際の収差を低減し
、集光性能を向上させることができる。
【００５３】
　また、液晶分子４９の長軸を図３（ｃ）に示すように同一方向にプレチルトさせること
によって、電圧印可時における液晶分子４９の配向が変化する方向を揃えることができる
ので、液晶分子４９の配向の乱れを更に抑制して、液晶レンズ４０の集光性能を一層向上
させることができる。
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【００５４】
　（その他の変形例）
　以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態１～４を説明し
た。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、
付加、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。また、上記実施の形態１～４で
説明した各構成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。
【００５５】
　そこで、以下、他の実施の形態を例示する。
【００５６】
　上記の実施の形態では、画像表示パネル６０及びバックライト２０を備える画像表示装
置１０を例示したが、画像表示パネル６０として、有機ＥＬパネルのような自発光可能な
パネルを用いる場合には、バックライト２０はなくても良い。
【００５７】
　また、図３（ｃ）では、第１電極４８側の第１配向膜３８に対する配向処理方向をＹ軸
正方向とし、第２電極４５側の第２配向膜３５に対する配向処理方向をＹ軸負方向とする
例を説明したが、図３（ｃ）の矢印とは逆にして、第１電極４８側の第１配向膜３８に対
する配向処理方向をＹ軸負方向とし、第２電極４５側の第２配向膜３５に対する配向処理
方向をＹ軸正方向としても良い。
【００５８】
　以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために
、添付図面および詳細な説明を提供した。
【００５９】
　したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のた
めに必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須で
ない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細
な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須で
あるとの認定をするべきではない。
【００６０】
　また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特
許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行
うことができる。
【実施例】
【００６１】
　図５は、実施例に係る液晶レンズの屈折率分布を説明する図であり、図６は、比較例に
係る液晶レンズの屈折率分布を説明する図である。以下、図５及び６を参照しながら、上
記の実施の形態及び比較例に係る液晶レンズを評価した結果について説明する。まず、評
価項目について説明する。
【００６２】
　（液晶層内の屈折率分布）
　図５（ａ）及び６（ａ）は、それぞれ、実施例及び比較例に係る液晶レンズに電圧を印
可した際に、液晶層内で生じる屈折率分布をシミュレーションにより求め、求めた屈折率
分布を濃淡で示した概略図である。
【００６３】
　シミュレーション条件は、次の通りである。
・液晶レンズのレンズ部のピッチ（第２電極のピッチ）：２３６μｍ
・第２電極の幅：５μｍ
・基板間のクリアランス（セルギャップ）：５０μｍ
・液晶層（液晶材料）の異常光屈折率ｎｅ：１．７８９、常光屈折率ｎｏ：１．５２３（
ただし、波長５５０ｎｍの光に対する屈折率）
【００６４】



(11) JP 2015-84077 A 2015.4.30

10

20

30

40

50

　上記に示すパラメータを用いて有限要素法を用いた液晶配向シミュレーションを行った
。シミュレーションでは液晶層の各位置におけるダイレクタの向きが得られる。その情報
をもとに液晶層の各位置における屈折率を数式１により計算した。
【００６５】
【数１】

ここで、θは電圧を印加した時の液晶の立ち上がり角度、つまり、ＸＹ平面とダイレクタ
とのなす角度である。
【００６６】
　（液晶層内の平均屈折率分布）
　図５（ｂ）は、理想的な屈折率分布レンズの平均屈折率分布と、実施例に係る液晶レン
ズの平均屈折率分布とを示すグラフである。また、図６（ｂ）は、理想的な屈折率分布レ
ンズの平均屈折率分布と、比較例に係る液晶レンズの平均屈折率分布とを示すグラフであ
る。図５（ｂ）及び６（ｂ）において、理想的な屈折率分布レンズの平均屈折率分布曲線
を破線で示し、実施例及び比較例に係る液晶レンズの平均屈折率分布曲線を実線で示す。
破線で示すように、理想的な屈折率分布レンズの平均屈折率分布曲線は２次曲線となる。
また、図５（ｂ）及び６（ｂ）において、横軸は、隣接する第２電極の中央からの距離（
μｍ）を示し、縦軸は、横軸で特定される位置における平均屈折率を示す。
【００６７】
　（液晶層の電子顕微鏡写真）
　図５（ｃ）及び６（ｃ）は、それぞれ、実施例及び比較例に係る液晶レンズに電圧を印
可した際の液晶層の状態を示す電子顕微鏡写真である。図５（ｃ）及び６（ｃ）は、それ
ぞれ、図２（ｂ）及び４（ｂ）に示した液晶レンズをＺ軸方向の上方から見た状態に相当
する。
【００６８】
　（評価結果）
　図５に示すように、実施例に係る液晶レンズでは、液晶分子の配向の乱れが低減されて
いることから、図５（ａ）に示すように、液晶層の屈折率分布にも大きな乱れは発生しな
かった。また、図５（ｂ）に示すように、実施例に係る液晶レンズの平均屈折率分布曲線
は、理想的な屈折率分布レンズの平均屈折率分布曲線に近い曲線となった。更に、図５（
ｃ）に示す電子顕微鏡写真においても、第２電極（図５（ｃ）に示される縦の白線部分）
の近傍において、ディスクリネーション等の配向欠陥の発生が抑制されていることが確認
された。
【００６９】
　これに対して、比較例に係る液晶レンズでは、図６（ａ）及び（ｂ）に示すように、第
２電極の近傍において、液晶層の屈折率分布が乱れ、平均屈折率分布曲線が理想的な曲線
から大きく乖離した。また、図６（ｃ）に示す電子顕微鏡写真では、矢印で示すように、
第２電極近傍においてディスクリネーションが顕著に発生することが確認された。
【００７０】
　以上の評価結果から、実施例に係る液晶レンズによれば、電圧印可時における液晶層内
の屈折率分布の乱れを低減できることにより、レンズ機能を生じさせた際の収差が少なく
、集光性能に優れた液晶レンズを実現できることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本開示は、３Ｄ画像を表示可能な画像表示装置などに適用可能である。具体的には、テ
レビ、モニター、タブレットＰＣ、デジタルスチルカメラ、ムービー、カメラ機能付き携
帯電話機、スマートフォンなどに、本開示は適用可能である。
【符号の説明】
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【００７２】
１０　画像表示装置
３５　第２配向膜
３８　第１配向膜
４０　液晶レンズ
４１　基板
４２　基板
４３　液晶層
４５　第２電極
４８　第１電極
６０　画像表示パネル
７０　制御部

【図１】 【図２】



(13) JP 2015-84077 A 2015.4.30

【図３】 【図４】



(14) JP 2015-84077 A 2015.4.30

【図５】



(15) JP 2015-84077 A 2015.4.30

【図６】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

