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(57)【要約】
【課題】簡易な方法でクロストークを低減することの可
能な位相差素子およびその製造方法、上記位相差素子を
備えた表示装置、ならびに光吸収層付き基材およびその
製造方法を提供する。
【解決手段】転写シート３００を、ＵＶ硬化樹脂層３３
Ｆを介して基材１００に貼り付ける。これにより転写シ
ート３００の着色層３３０がＵＶ硬化樹脂層３３Ｆのう
ち各帯状凸部３２Ａの直上に対応する部分にだけ接触す
る。その後、液晶層３３ＤおよびＵＶ硬化樹脂層３３Ｆ
に対してＵＶ光を照射し、液晶層３３Ｄ内の液晶性モノ
マを重合させるとともに、ＵＶ硬化樹脂層３３Ｆを硬化
させたのち、転写シート３００を基材１００から剥離す
る。これにより、転写シート３００の着色層３３０がＵ
Ｖ硬化樹脂層３３Ｆのうち各帯状凸部３２Ａの直上に対
応する部分にだけ付着（残留）する。
【選択図】図１９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遅相軸の向きが互いに異なる二種類以上の位相差領域を有する位相差層と、
　前記位相差領域を種類ごとに分離する凸部を有する基材と、
　前記凸部の上面に設けられ、かつ印刷または箔転写により形成された光吸収材と
　を備えた位相差素子。
【請求項２】
　前記凸部の上面は、凹面となっており、
　前記光吸収材は、前記凹面に印刷を行うことにより形成されたものである
　請求項１に記載の位相差素子。
【請求項３】
　前記凸部の上面は、平坦面となっており、
　前記光吸収材は、前記平坦面に箔転写を行うことにより形成されたものである
　請求項１に記載の位相差素子。
【請求項４】
　前記位相差層は、液晶を含んで構成されており、
　前記凸部の側面は、傾斜面となっている
　請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の位相差素子。
【請求項５】
　前記位相差領域は、第１の方向に延在する帯状の形状となっており、
　前記凸部は、前記第１の方向に延在する複数の帯状凸部を含み、
　前記光吸収材は、各帯状凸部の上面との対向領域に設けられ、かつ帯状の形状となって
いる
　請求項４に記載の位相差素子。
【請求項６】
　前記位相差層は、二種類の位相差領域を有し、
　一方の種類の位相差領域は＋λ／４のリタデーションを有し、
　他方の種類の位相差領域は－λ／４のリタデーションを有する
　請求項５に記載の位相差素子。
【請求項７】
　映像信号に基づいて駆動される表示パネルと、
　前記表示パネルを照明するバックライトユニットと、
　前記表示パネルとの関係で前記バックライトユニットとは反対側に設けられた位相差素
子と
　を備え、
　前記位相差素子は、
　遅相軸の向きが互いに異なる二種類以上の位相差領域を有する位相差層と、
　前記位相差領域を種類ごとに分離する凸部を有する基材と、
　前記凸部の上面に設けられ、かつ印刷または箔転写により形成された光吸収材と
　を有する
　表示装置。
【請求項８】
　凸部を有する基材と、
　前記凸部の上面に設けられ、かつ箔転写により形成された光吸収層と
　を備えた光吸収層付き基材。
【請求項９】
　前記凸部の上面は、平坦面となっており、
　前記光吸収層は、前記平坦面に箔転写を行うことにより形成されたものである
　請求項８に記載の光吸収層付き基材。
【請求項１０】
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　遅相軸の向きが互いに異なる二種類以上の位相差領域を有する位相差層と、前記位相差
領域を種類ごとに分離する凸部を有する基材とを備えた光学素子を用意するとともに、支
持基体上に、光吸収材を含む着色層を有する転写シートを用意する第１工程と、
　前記凸部の上面に、接着層を介して前記転写シートを貼り付ける第２工程と、
　前記転写シートを前記基材から剥離して、前記着色層を前記凸部の上面に転写する第３
工程と
　を含む位相差素子の製造方法。
【請求項１１】
　前記第２工程において、前記基材のうち前記凸部側の表面全体に前記接着層を形成した
のち、前記接着層に前記転写シートを接触させた状態で前記接着層にエネルギーを与えて
前記接着層を硬化させ、前記凸部の上面に、前記接着層を介して前記転写シートを貼り付
ける
　請求項１０に記載の位相差素子の製造方法。
【請求項１２】
　前記第２工程において、前記転写シートの表面に前記接着層を形成したのち、前記接着
層にエネルギーを与えて前記接着層を軟化させ、さらに前記接着層に前記転写シートを接
触させた状態で冷却することにより前記接着層を硬化させ、前記凸部の上面に、前記接着
層を介して前記転写シートを貼り付ける
　請求項１０に記載の位相差素子の製造方法。
【請求項１３】
　前記凸部の上面は、平坦面となっている
　請求項１０ないし請求項１２のいずれか一項に記載の位相差素子の製造方法。
【請求項１４】
　遅相軸の向きが互いに異なる二種類以上の位相差領域を有する位相差層と、前記位相差
領域を種類ごとに分離する凸部を有する基材とを備えた光学素子を用意したのち、印刷法
を用いて、前記凸部の上面に、光吸収材を含む着色層を塗布する工程を含む
　位相差素子の製造方法。
【請求項１５】
　前記凸部の上面は、凹面となっている
　請求項１４に記載の位相差素子の製造方法。
【請求項１６】
　前記第３工程において、原盤の反転パターンを転写することにより、前記凸部を有する
基材を形成する
　請求項１０ないし請求項１５のいずれか一項に記載の位相差素子の製造方法。
【請求項１７】
　凸部を有する基材と、光吸収材を含む着色層を有する転写シートとを用意する第１工程
と、
　前記凸部を有する基材のうち、前記凸部の上面に、接着層を介して前記転写シートを貼
り付ける第２工程と、
　前記転写シートを前記基材から剥離して、前記着色層を前記凸部の上面に転写する第３
工程と
　を含む光吸収層付き基材の製造方法。
【請求項１８】
　前記第２工程において、前記基材のうち前記凸部側の表面に前記接着層を形成したのち
、前記接着層に前記転写シートを接触させた状態で前記接着層にエネルギーを与えて前記
接着層を硬化させ、前記凸部の上面に、前記接着層を介して前記転写シートを貼り付ける
　請求項１７に記載の光吸収層付き基材の製造方法。
【請求項１９】
　前記第２工程において、前記転写シートの表面に前記接着層を形成したのち、前記接着
層にエネルギーを与えて前記接着層を軟化させ、さらに前記接着層に前記転写シートを接



(4) JP 2011-164563 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

触させた状態で冷却することにより前記接着層を硬化させ、前記凸部の上面に、前記接着
層を介して前記転写シートを貼り付ける
　請求項１７に記載の光吸収層付き基材の製造方法。
【請求項２０】
　前記凸部の上面は、平坦面となっている
　請求項１７ないし請求項１９のいずれか一項に記載の光吸収層付き基材の製造方法。
【請求項２１】
　前記第３工程において、原盤の反転パターンを転写することにより、前記凸部を有する
基材を形成する
　請求項１７ないし請求項２０のいずれか一項に記載の光吸収層付き基材の製造方法。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光吸収材を含む位相差素子およびその製造方法に関する。また、本発明は、
上記位相差素子を備えた表示装置に関する。また、本発明は、光吸収層付き基板およびそ
の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、偏光眼鏡を用いるタイプの立体映像表示装置として、左目用画素と右目用画
素とで異なる偏光状態の光を射出させるものがある。このような表示装置では、視聴者が
偏光眼鏡をかけた上で、左目用画素からの射出光を左目のみに入射させ、右目用画素から
の射出光を右目のみに入射させることにより、立体映像の観察を可能とするものである。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、左目用画素と右目用画素とで異なる偏光状態の光を射出させ
るために位相差素子が用いられている。この位相差素子では、一の方向に遅相軸または進
相軸を有する片状位相差部材が左目用画素に対応して設けられ、上記片状位相差部材とは
異なる方向に遅相軸または進相軸を有する片状位相差部材が右目用画素に対応して設けら
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３３６０７８７号公報
【特許文献２】ＷＯ２００７／０１８０６４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の表示装置では、左目用画素から射出された左目用の映像光が左目のみに入射され
、右目用画素から射出された右目用の映像光が右目のみに入射されることが望ましい。し
かし、例えば、左目用の映像光の一部が、右目用画素に対応して設けられた片状位相差部
材に漏れ、その光が右目に入射するクロストークが生じる場合がある。表示装置における
クロストークは、像が二重に見えるゴースト現象を発生させ、表示品質を悪化させるので
、表示装置においては、クロストークをなくすることが表示品質を良くする上で極めて重
要である。そこで、例えば、片状位相差部材の縁に対応する位置に光吸収材を配置し、漏
れ光を光吸収材に吸収させることが考えられる。
【０００６】
　ところで、光吸収材を片状位相差部材の縁に対応する位置に配置する方法としては、例
えば、片状位相差部材の縁に対応する位置に光吸収材を有するフィルムを位相差素子に貼
り合わせることが考えられる。しかし、この方法では、フィルムを位相差素子に貼り合わ
せる際に高精度な位置合わせが必要となる。たとえば、フィルムを数十μｍ程度の精度で
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位相差素子に貼り合わせることが必要となる。そのため、作業の難易度が高く、生産歩留
まりが低下するので、製造コストが上昇してしまうという問題がある。
【０００７】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その第１の目的は、高精度な位置合わ
せを必要としない簡易な方法でクロストークを低減することの可能な位相差素子およびそ
の製造方法を提供することにある。また、第２の目的は、高精度な位置合わせを必要とし
ない簡易な方法でクロストークを低減することの可能な位相差素子を備えた表示装置を提
供することにある。また、第３の目的は、高精度な位置合わせを必要としない簡易な方法
で、光吸収層付き基材およびその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の位相差素子は、遅相軸の向きが互いに異なる二種類以上の位相差領域を有する
位相差層と、位相差領域を種類ごとに分離する凸部を有する基材と、凸部の上面に設けら
れた光吸収材とを備えたものである。光吸収材は、印刷または箔転写により形成されたも
のである。また、光吸収材としては、例えば、カーボンブラック顔料の黒色材料などが用
いられる。
【０００９】
　本発明の表示装置は、映像信号に基づいて駆動される表示パネルと、表示パネルを照明
するバックライトユニットと、表示パネルとの関係でバックライトユニットとは反対側に
設けられた位相差素子とを備えたものである。この表示装置に内蔵された位相差素子は、
上記した位相差素子と同一の構成要素によって構成されている。
【００１０】
　本発明の位相差素子および表示装置では、凸部の上面に設けられた光吸収材が印刷また
は箔転写により形成されている。これにより、光吸収材を基材に形成する際に高精度な位
置合わせが不要となる。
【００１１】
　本発明の光吸収層付き基材は、凸部を有する基材と、凸部の上面に設けられ、かつ箔転
写により形成された光吸収層とを備えたものである。凸部の上面は、平坦面となっており
、光吸収層は、平坦面に箔転写を行うことにより形成されたものであることが好ましい。
また、光吸収層としては、例えば、カーボンブラック顔料の黒色材料などが用いられる。
【００１２】
　本発明の光吸収層付き基材では、凸部の上面に設けられた光吸収層が箔転写により形成
されている。これにより、光吸収材を基材に形成する際に高精度な位置合わせが不要とな
る。
【００１３】
　本発明の第１の位相差素子の製造方法は、以下の３つの工程を含むものである。
（Ａ）遅相軸の向きが互いに異なる二種類以上の位相差領域を有する位相差層と、位相差
領域を種類ごとに分離する凸部を有する基材とを備えた光学素子を用意するとともに、支
持基体上に、光吸収材を含む着色層を有する転写シートを用意する第１工程
（Ｂ）凸部の上面に、接着層を介して転写シートを貼り付ける第２工程
（Ｃ）転写シートを基材から剥離して、着色層を凸部の上面に転写する第３工程
【００１４】
　本発明の第１の位相差素子の製造方法では、基材に設けられた凸部の上面に、光吸収材
を含む着色層が転写される。これにより、光吸収材を基材に形成する際に高精度な位置合
わせが不要となる。
【００１５】
　本発明の第２の位相差素子の製造方法は、以下の工程を含むものである。
（Ａ）遅相軸の向きが互いに異なる二種類以上の位相差領域を有する位相差層と、位相差
領域を種類ごとに分離する凸部を有する基材とを備えた光学素子を用意したのち、印刷法
を用いて、凸部の上面に、光吸収材を含む着色層を塗布する工程
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【００１６】
　本発明の第２の位相差素子の製造方法では、基材に設けられた凸部の上面に、光吸収材
を含む着色層が印刷法により塗布される。これにより、光吸収材を基材に形成する際に高
精度な位置合わせが不要となる。
【００１７】
　本発明の光吸収層付き基材の製造方法は、以下の工程を含むものである。
（Ａ）凸部を有する基材と、光吸収材を含む着色層を有する転写シートとを用意する第１
工程
（Ｂ）凸部を有する基材のうち、凸部の上面に、接着層を介して転写シートを貼り付ける
第２工程
（Ｃ）転写シートを基材から剥離して、着色層を凸部の上面に転写する第３工程
【００１８】
　なお、上記位相差素子の製造方法または光吸収層付き基材の製造方法における第２工程
においては、光転写法（例えば、接着層として、基材にエネルギー線硬化型樹脂を塗布形
成する）、または熱転写法（例えば、接着層として、転写シートに熱可塑性接着層を塗布
形成する）を用いるのが好ましい。光転写法の場合、基材のうち凸部側の表面に接着層を
形成したのち、接着層に転写シートを接触させた状態で接着層にエネルギーを与えて接着
層を硬化させ、凸部の上面に、接着層を介して転写シートを貼り付けるのが好ましい。一
方、熱転写法の場合、転写シートの表面に接着層を形成したのち、接着層にエネルギーを
与えて接着層を軟化させ、さらに接着層に転写シートを接触させた状態で冷却することに
より接着層を硬化させ、凸部の上面に、接着層を介して転写シートを貼り付けるのが好ま
しい。
【００１９】
　また、凸部の上面は、平坦面となっていることが好ましい。また、着色層に含まれる光
吸収材としては、例えば、カーボンブラック顔料の黒色材料などが用いられる。
【００２０】
　本発明の光吸収層付き基材の製造方法では、基材に設けられた凸部の上面に、光吸収材
を含む着色層が転写される。これにより、光吸収材を基材に形成する際に高精度な位置合
わせが不要となる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の位相差素子および表示装置、第１および第２の位相差素子の製造方法、ならび
に光吸収層付き基材およびその製造方法によれば、光吸収材を基材に形成する際に高精度
な位置合わせが不要となるようにした。これにより、簡易な方法でクロストークを低減す
ることができる。また、高精度な位置合わせが不要であることから、高い生産歩留まりが
得られ、しかも低コストでの製造が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施の形態に係る表示装置の構成の一例を表す断面図である。
【図２】図１の位相差素子の構成の一例を表す断面図である。
【図３】図２の凹凸層の構成の一例を表す上面図である。
【図４】図２の凹凸層の溝の延在方向の一例について説明するための模式図である。
【図５】図２の凹凸層の構成の一例を表す断面図である。
【図６】図２の位相差層の構成の一例を表す上面図である。
【図７】図２の位相差層の遅相軸の一例について説明するための模式図である。
【図８】図１の表示装置および偏光眼鏡の構成および遅相軸の一例を表す構成図である。
【図９】図１の位相差素子の構成の他の例を表す断面図である。
【図１０】図１の表示装置と偏光眼鏡との関係について表すシステム図である。
【図１１】図１の表示装置の映像を右目で観察する際の透過軸および遅相軸の一例につい
て説明するための概念図である。
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【図１２】図１の表示装置の映像を右目で観察する際の透過軸および遅相軸の他の例につ
いて説明するための概念図である。
【図１３】図１の表示装置の映像を左目で観察する際の透過軸および遅相軸の一例につい
て説明するための概念図である。
【図１４】図１の表示装置の映像を左目で観察する際の透過軸および遅相軸の他の例につ
いて説明するための概念図である。
【図１５】図１の位相差素子の基材を製造する装置の一例について表す構成図である。
【図１６】基材および転写シートの構成の一例を表す断面図である。
【図１７】図１５に続く工程で使用される製造装置の一例について表す構成図である。
【図１８】図１７に続く工程で使用される製造装置の一例について表す構成図である。
【図１９】図１８の工程の中途におけるシートの構成の一例を表す断面図である。
【図２０】図１９に続く工程におけるシートの構成の一例を表す断面図である。
【図２１】図１７とは異なる一の方法で位相差素子を製造する工程で使用される製造装置
の一例について表す構成図である。
【図２２】図１７とは異なる他の方法で位相差素子を製造する工程で使用される製造装置
の一例について表す構成図である。
【図２３】図２２の製造方法を用いる際に好適な凸部の断面形状の一例を表す断面図であ
る。
【図２４】図２の位相差素子の製造方法のその他の例で用いられる製造装置の構成の一例
を表す模式図である。
【図２５】図２４の製造装置の構成の他の例を表す模式図である。
【図２６】図１の表示装置の構成の他の例を表す断面図である。
【図２７】本発明の一実施の形態に係る光吸収層付き基板の構成の一例を表す断面図であ
る。
【図２８】図２７の光吸収層付き基板を製造する装置の一例について表す構成図である。
【図２９】図２８に続く工程で使用される製造装置の一例について表す構成図である。
【図３０】図２９の工程の中途におけるシートの構成の一例を表す断面図である。
【図３１】図３０に続く工程におけるシートの構成の一例を表す断面図である。
【図３２】図３１とは異なる方法で光吸収層付き基板を製造する工程で使用される製造装
置の一例について表す構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、発明を実施するための形態（以下、実施の形態とする。）について、図面を参照
して詳細に説明する。なお、説明は以下の順序で行う。

　　１．実施の形態
　　　１．１　表示装置１の構成
　　　１．２　位相差素子３０の製造方法
　　　１．３　基本動作
　　　１．４　効果
　　２．変形例
　　　２．１　位相差素子３０の他の構成
　　　２．２　表示装置１の他の構成
　　　２．３　光吸収層付き基板５０の構成
　　　２．４　光吸収層付き基板５０の製造方法
【００２４】
＜実施の形態＞
　図１は、本発明の一実施の形態に係る表示装置の断面構成を表すものである。なお、本
発明の一実施の形態に係る位相差素子については、本実施の形態の表示装置に内蔵されて
いる場合を例示して説明するものとする。
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【００２５】
[表示装置１の構成]
　本実施の形態の表示装置１は、後述する偏光眼鏡２を眼球の前に装着した観察者（図示
せず）に対して立体映像を表示する偏光眼鏡方式の表示装置である。この表示装置１は、
バックライトユニット１０、液晶表示パネル２０（表示パネル）および位相差素子３０を
この順に積層して構成されたものである。この表示装置１において、位相差素子３０の表
面が映像表示面となっており、観察者側に向けられている。なお、本実施の形態では、映
像表示面が垂直面（鉛直面）と平行となるように表示装置１が配置されているものとする
。また、映像表示面は長方形状となっており、映像表示面の長手方向が水平方向（図中の
ｙ軸方向）と平行となっているものとする。また、観察者は偏光眼鏡２を眼球の前に装着
した上で、映像表示面を観察するものとする。
【００２６】
（バックライトユニット１０）
　バックライトユニット１０は、例えば、反射板、光源および光学シート（いずれも図示
せず）を有している。反射板は、光源からの射出光を光学シート側に戻すものであり、反
射、散乱、拡散などの機能を有している。この反射板は、例えば、発泡ＰＥＴ（ポリエチ
レンテレフタレート）などによって構成されている。これにより、光源からの射出光を効
率的に利用することができる。光源は、液晶表示パネル２０を背後から照明するものであ
り、例えば、複数の線状光源が等間隔で並列配置されたり、複数の点状光源が２次元配列
されたりしたものである。なお、線状光源としては、例えば、熱陰極管(ＨＣＦＬ；Hot C
athode Fluorescent Lamp)、冷陰極管（ＣＣＦＬ；Cold Cathode Fluorescent Lamp）な
どが挙げられる。また、点状光源としては、例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ；Light Em
itting Diode）などが挙げられる。光学シートは、光源からの光の面内輝度分布を均一化
したり、光源からの光の発散角や偏光状態を所望の範囲内に調整したりするものであり、
例えば、拡散板、拡散シート、プリズムシート、反射型偏光素子、位相差板などを含んで
構成されている。また、光源は、エッジライト方式のものでもよく、その場合には、必要
に応じて導光板や導光フィルムが用いられる。
【００２７】
（液晶表示パネル２０）
　液晶表示パネル２０は、複数の画素が行方向および列方向に２次元配列された透過型の
表示パネルであり、映像信号に応じて各画素を駆動することによって映像を表示するもの
である。この液晶表示パネル２０は、例えば、図１に示したように、バックライトユニッ
ト１０側から順に、偏光板２１Ａ、透明基板２２、画素電極２３、配向膜２４、液晶層２
５、配向膜２６、共通電極２７、カラーフィルタ２８、透明電極２９および偏光板２１Ｂ
を有している。
【００２８】
　ここで、偏光板２１Ａは、液晶表示パネル２０の光入射側に配置された偏光板であり、
偏光板２１Ｂは液晶表示パネル２０の光射出側に配置された偏光板である。偏光板２１Ａ
，２１Ｂは、光学シャッタの一種であり、ある一定の振動方向の光（偏光）のみを通過さ
せる。偏光板２１Ａ，２１Ｂはそれぞれ、例えば、偏光軸が互いに所定の角度だけ（例え
ば９０度）異なるように配置されており、これによりバックライトユニット１０からの射
出光が液晶層を介して透過し、あるいは遮断されるようになっている。なお、偏光板は、
板状に限定されない。
【００２９】
　偏光板２１Ａの透過軸の向きは、バックライトユニット１０から射出された光を透過可
能な範囲内に設定される。例えば、バックライトユニット１０から射出される光の偏光軸
が垂直方向となっている場合には、偏光板２１Ａの透過軸も垂直方向を向いており、バッ
クライトユニット１０から射出される光の偏光軸が水平方向となっている場合には、偏光
板２１Ａの透過軸も水平方向を向いている。なお、バックライトユニット１０から射出さ
れる光は直線偏光光である場合に限られるものではなく、円偏光や、楕円偏光、無偏光で
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あってもよい。
【００３０】
　偏光板２１Ｂの偏光軸の向きは、液晶表示パネル２０を透過した光を透過可能な範囲内
に設定される。例えば、偏光板２１Ａの偏光軸の向きが水平方向となっている場合には、
偏光板２１Ｂの偏光軸は偏光板２１Ａの偏光軸と直交する方向（垂直方向）を向いている
。また、例えば、偏光子２１Ａの偏光軸の向きが垂直方向となっている場合には、偏光板
２１Ｂの偏光軸は偏光板２１Ａの偏光軸と直交する方向（水平方向）を向いている。なお
、上記の偏光軸と、上記の透過軸とは互いに同義である。
【００３１】
　透明基板２２，２９は、一般に、可視光に対して透明な基板である。なお、バックライ
トユニット１０側の透明基板には、例えば、画素電極２３に電気的に接続された駆動素子
としてのＴＦＴ（Thin Film Transistor；薄膜トランジスタ）および配線などを含むアク
ティブ型の駆動回路が形成されている。画素電極２３は、例えば酸化インジウムスズ（Ｉ
ＴＯ；Indium Tin Oxide）からなり、画素ごとの電極として機能する。配向膜２４，２６
は、例えばポリイミドなどの高分子材料からなり、液晶に対して配向処理を行う。液晶層
２５は、例えばＶＡ（Vertical Alignment）モード、ＴＮ（Twisted Nematic）モードま
たはＳＴＮ（Super Twisted Nematic）モードの液晶からなる。液晶層２５は、図示しな
い駆動回路からの印加電圧により、バックライトユニット１０からの射出光を画素ごとに
透過または遮断する機能を有している。共通電極２７は、例えばＩＴＯからなり、各画素
電極２３に対する共通の対向電極として機能する。カラーフィルタ２８は、バックライト
ユニット１０からの射出光を、例えば、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）および青（Ｂ）の三原色にそ
れぞれ色分離するためのフィルタ部２８Ａを配列して形成されている。このカラーフィル
タ２８では、画素間の境界に対応する部分に、遮光機能を有するブラックマトリクス部２
８Ｂが設けられている。
【００３２】
（位相差素子３０）
　次に、位相差素子３０について説明する。図２は、位相差素子３０の断面構成の一例を
表したものである。
【００３３】
　位相差素子３０は、液晶表示パネル２０の偏光子２１Ｂを透過した光の偏光状態を変化
させるものである。位相差素子３０は、液晶表示パネル２０の光射出側の表面（偏光板２
１Ｂ）に粘着剤（図示せず）などによって貼り付けられている。位相差素子３０は、例え
ば、図１、図２に示したように、液晶表示パネル２０側から順に、基材フィルム３１、凹
凸層３２、および光吸収層３４を有しており、凹凸層３２において互いに隣り合う帯状凸
部３２Ａ（後述）の間に位相差層３３を有している。すなわち、凹凸層の３２の帯状凸部
３２Ａが液晶表示パネル２０と反対側を向くように形成されている。なお、基材フィルム
３１および凹凸層３２からなる基材が、本発明の「基材」の一具体例に相当する。また、
凹凸層３２が、本発明の「凸部」の一具体例に相当する。
【００３４】
　基材フィルム３１は、透明樹脂フィルムによって構成されている。透明樹脂フィルムと
しては、光学異方性の小さい、つまり複屈折の小さいものが好ましい。そのような特性を
持つ透明樹脂フィルムとしては、例えば、ＴＡＣ（トリアセチルセルロース）、ＣＯＰ（
シクロオレフィンポリマー）、ＰＭＭＡ（ポリメチルメタクリレート）などが挙げられる
。ここで、ＣＯＰとしては、例えば、ゼオノアやゼオネックス（日本ゼオン社の登録商標
）、アートン（ＪＳＲ社の登録商標）などがある。基材フィルムの３１の厚さは、例えば
、３０μｍ以上５００μｍ以下となっていることが好ましい。基材フィルム３１のリタデ
ーションは、２０ｎｍ以下であることが好ましく、１０ｎｍ以下であることがより好まし
い。なお、リタデーションは、例えば、回転検光子法や、セナルモン法など、いくつかの
楕円偏光解析にて測定することが可能なものである。本明細書では、リタデーションの値
として、回転検光子法を用いることによって得られた値が示されている。
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【００３５】
　凹凸層３２は、透明な樹脂、例えば、ＵＶ硬化型、電子線硬化型、または熱可塑性の透
明樹脂によって構成されている。凹凸層３２は、基材フィルム３１の光射出側の表面に設
けられており、例えば、図２、図３に示したように、水平方向（図中のｙ軸方向）（第１
の方向）に延在する複数の帯状凸部３２Ａを有している。なお、図３は、凹凸層３２の上
面（光射出側の表面）の構成の一例を表したものである。
【００３６】
　各帯状凸部３２Ａは、カラーフィルタ２８のブラックマトリクス部２８Ｂと対向して配
置されており、液晶表示パネル２０の垂直方向（図中のｘ軸方向）の画素ピッチに対応す
るピッチで配置されている。凹凸層３２の光射出側の表面は、各帯状凸部３２Ａによって
複数の領域３２Ｂに分離されている。各領域３２Ｂは、互いに隣接する２つの帯状凸部３
２Ａによって形成される帯状凹部の底面領域に対応しており、液晶表示パネル２０の画素
電極２３と対向して配置されている。
【００３７】
　凹凸層３２は、例えば、図２、図３に示したように、各領域３２Ｂに対応して、配向方
向が互いに異なる二種類の配向領域（右目用領域３２Ｃ，左目用領域３２Ｄ）を有してい
る。右目用領域３２Ｃおよび左目用領域３２Ｄは、例えば、共通する一の方向（水平方向
）に延在する帯状の形状となっている。これら右目用領域３２Ｃおよび左目用領域３２Ｄ
は、右目用領域３２Ｃおよび左目用領域３２Ｄの短手方向（垂直方向）に交互に配置され
ている。
【００３８】
　右目用領域３２Ｃおよび左目用領域３２Ｄは、後述の製造過程において液晶層３３Ｄ（
位相差層３３の前駆体）に含まれる液晶分子の配向を制御する配向機能を有している。具
体的には、右目用領域３２Ｃは、図３、図４に示したように、帯状凸部３２Ａの中心線Ｌ

1と直交以外の角度θ1（例えば、後述のθ4と同一の角度）で交差する方向に延在する複
数の溝Ｖ1を有している。一方、左目用領域３２Ｄは、図３、図４に示したように、帯状
凸部３２Ａの中心線Ｌ1と直交以外の角度θ2（例えば、後述のθ5と同一の角度）で交差
する方向であって、かつ溝Ｖ1の延在方向とは異なる方向に延在する複数の溝Ｖ2を有して
いる。なお、図４は、溝Ｖ1，Ｖ2の延在方向と中心線Ｌ1との関係を模式的に表したもの
である。
【００３９】
　各溝Ｖ1は、一の方向に直線状に延在していてもよいし、例えば、揺らぎながら（蛇行
しながら）一の方向に延在していてもよい。各溝Ｖ1の断面形状は、例えばＶ字状となっ
ている。同様に、各溝Ｖ2の断面形状も、例えばＶ字状となっている。言い換えると、右
目用領域３２Ｃおよび左目用領域３２Ｄ全体の断面形状は、鋸歯状となっている。このよ
うな形状は、例えば後述する型を用いた転写によって一括形成される。
【００４０】
　各帯状凸部３２Ａの垂直方向の断面形状は、例えば、図５に示したように、台形状とな
っている。つまり、各帯状凸部３２Ａの上面Ｓ1が平坦面となっており、さらに各帯状凸
部３２Ａの側面Ｓ2が基材フィルム３１の法線Ｌ2と所定の角度θ3で交差する傾斜面とな
っている。ここで、角度θ3は、後述の製造工程において液晶層３３Ｄが側面Ｓ2に過剰に
塗布されるのを抑制する観点から、３°以上であることが好ましい。また、角度θ3は、
後述の製造工程において着色層３３０の転写をし易くする観点から、８０°以下であるこ
とが好ましい。従って、角度θ3は、３°以上、８０°以下であることが好ましい。
【００４１】
　各帯状凸部３２Ａの上面Ｓ1の、位相差層３３の上面からの高さＨは、後述の製造工程
において光吸収層３４を上面Ｓ1のみに配置し、位相差層３３に付着しないようにする観
点から、３μｍ以上となっていることが好ましい。また、高さＨは、後述の製造工程にお
いて各帯状凸部３２Ａの形成時に、各帯状凸部３２Ａを構成する樹脂中に気泡が混入する
のを防止する観点から、２０μｍ以下となっていることが好ましく、１０μｍ以下となっ
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ていることがより好ましい。従って、高さＨは、３μｍ以上２０μｍ以下となっているこ
とが好ましく、３μｍ以上１０μｍ以下となっていることがより好ましい。
【００４２】
　位相差層３３は、光学異方性を有する薄い層である。この位相差層３３は、例えば、各
領域３２Ｂの表面に設けられたものであり、互いに隣接する２つの帯状凸部３２Ａによっ
て分離されている。この位相差層３３は、例えば、図６に示したように、遅相軸の向きが
互いに異なる二種類の位相差領域（右目用領域３３Ａ，左目用領域３３Ｂ）を有している
。なお、右目用領域３３Ａが本発明の「一方の種類の位相差領域」の一具体例に相当し、
左目用領域３３Ｂが本発明の「他方の種類の位相差領域」の一具体例に相当する。
【００４３】
　右目用領域３３Ａおよび左目用領域３３Ｂは、例えば、図６に示したように、共通する
一の方向（水平方向）に延在する帯状の形状となっている。これら右目用領域３３Ａおよ
び左目用領域３３Ｂは、右目用領域３３Ａおよび左目用領域３３Ｂの短手方向（垂直方向
）に交互に配置されている。
【００４４】
　右目用領域３３Ａは、例えば、図６、図７に示したように、中心線Ｌ1と直交以外の角
度θ4（０°＜θ4＜９０°）で交差する方向に遅相軸ＡＸ1を有している。一方、左目用
領域３３Ｂは、例えば、図６、図７に示したように、中心線Ｌ1と直交以外の角度θ5（０
°＜θ5＜９０°）で交差する方向であって、かつ遅相軸ＡＸ1の向きとは異なる方向に遅
相軸ＡＸ2を有している。なお、図７は、右目用領域３３Ａおよび左目用領域３３Ｂの遅
相軸ＡＸ1，ＡＸ2と中心線Ｌ1との関係を模式的に表したものである。
【００４５】
　ここで、「遅相軸ＡＸ1の向きとは異なる方向」とは、単に、遅相軸ＡＸ1の向きとは異
なるということを意味しているだけでなく、中心線Ｌ1に関して、遅相軸ＡＸ1とは反対方
向に回転しているということを意味している。つまり、遅相軸ＡＸ1，ＡＸ2は、中心線Ｌ

1を挟んで互いに異なる方向に回転している。遅相軸ＡＸ1の角度θ4と、遅相軸ＡＸ2の角
度θ5とは、絶対値としては（回転方向を考慮しない場合には）、互いに等しいことが好
ましい。ただし、これらが、製造誤差などによって若干、互いに異なっていてもよく、場
合によっては製造誤差よりも大きな角度で互いに異なっていてもよい。なお、上記した製
造誤差としては、右目用領域３３Ａおよび左目用領域３３Ｂを製造する技術によっても異
なるが、例えば最大で１°～２°程度である。
【００４６】
　遅相軸ＡＸ1，ＡＸ2は、例えば、図７に示したように、水平方向および垂直方向のいず
れの方向とも交差する方向を向いている。また、遅相軸ＡＸ1，ＡＸ2は、遅相軸ＡＸ1と
遅相軸ＡＸ2との水平方向の二等分線が中心線Ｌ1と平行な方向を向くような方向に向いて
いることが好ましい。
【００４７】
　遅相軸ＡＸ1，ＡＸ2は、例えば、図８（Ａ），（Ｂ）に示したように、液晶表示パネル
２０の偏光子２１Ｂの偏光軸ＡＸ4とも交差する方向を向いている。なお、図８（Ａ），
（Ｂ）は、偏光子２１Ｂの偏光軸ＡＸ4と、位相差層３３の遅相軸ＡＸ1，ＡＸ2と、偏光
眼鏡２の遅相軸ＡＸ5～ＡＸ8（後述）との関係の一例を模式的に表したものである。さら
に、遅相軸ＡＸ1は、例えば、偏光眼鏡２の右目用位相差フィルム４１Ｂ（後述）の遅相
軸ＡＸ5の向きと同一の方向か、またはその方向と対応する方向を向いており、偏光眼鏡
２の左目用位相差フィルム４２Ｂ（後述）の遅相軸ＡＸ6の向きと異なる方向を向いてい
る。一方、遅相軸ＡＸ2は、例えば、遅相軸ＡＸ6の向きと同一の方向か、またはその方向
と対応する方向を向いており、遅相軸ＡＸ5の向きと異なる方向を向いている。
【００４８】
　位相差層３３は、例えば、重合した高分子液晶材料を含んで構成されている。すなわち
、位相差層３３では、液晶分子の配向状態が固定されている。高分子液晶材料としては、
相転移温度（液晶相－等方相）、液晶材料の屈折率波長分散特性、粘性特性、プロセス温



(12) JP 2011-164563 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

度などに応じて選定された材料が用いられる。ただし、高分子液晶材料は、重合基として
アクリロイル基あるいはメタアクリロイル基を有していることが、透明性の観点から好ま
しい。また、高分子液晶材料として、重合性官能基と液晶骨格との間にメチレンスペーサ
のない材料を用いることが好ましい。プロセス時の配向処理温度を低くすることができる
ためである。位相差層３３の厚みは、例えば１μｍ～２μｍである。なお、位相差層３３
が、重合した高分子液晶材料を含んで構成されている場合に、位相差層３３が、重合した
高分子液晶材料だけで構成されている必要はなく、その一部に未重合の液晶性モノマを含
んでいてもよい。位相差層３３に含まれる未重合の液晶性モノマは、後述の配向処理（加
熱処理）によって、その周囲に存在する液晶分子の配向方向と同様の方向に配向しており
、高分子液晶材料の配向特性と同様の配向特性を有しているからである。
【００４９】
　位相差層３３において、溝Ｖ1と右目用領域３３Ａとの界面付近では、液晶分子の長軸
が、溝Ｖ1の延在方向に沿うように配列しており、溝Ｖ2と左目用領域３３Ｂとの界面付近
では、液晶分子の長軸が、溝Ｖ2の延在方向に沿うように配列している。すなわち、溝Ｖ1

および溝Ｖ2の形状および延在方向により、液晶分子の配向が制御され、右目用領域３３
Ａおよび左目用領域３３Ｂの光学軸が設定される。
【００５０】
　また、位相差層３３において、右目用領域３３Ａおよび左目用領域３３Ｂの構成材料や
厚みを調整することにより、右目用領域３３Ａおよび左目用領域３３Ｂのリタデーション
値が設定される。このリタデーション値は、基材フィルム３１が位相差を有する場合には
、基材フィルム３１の位相差をも考慮して設定されることが好ましい。なお、本実施の形
態では、右目用領域３３Ａおよび左目用領域３３Ｂは互いに同一の材料および厚みにより
構成され、これにより、リタデーションの絶対値が互いに等しくなっている。
【００５１】
　光吸収層３４は、液晶表示パネル２０の各画素から射出された映像光のうち、隣接する
画素に対応する位相差領域（右目用領域３３Ａまたは左目用領域３３Ｂ）に向かって漏れ
出る光（漏れ光）を吸収するものである。光吸収層３４は、例えば、図１、図２、図５に
示したように、各帯状凸部３２Ａの上面Ｓ1上に設けられている。ここで、製造工程にお
いて各領域３２Ｂに液晶層３３Ｄ（後述）を形成する際に、帯状凸部３２Ａの上面Ｓ1を
含む表面全体に液晶層３３Ｄを形成した場合には、光吸収層３４は、例えば、図９に示し
たように、帯状凸部３２Ａの上面Ｓ1に、位相差層３３のうち右目用領域３３Ａまたは左
目用領域３３Ｂとは異なる部分３３Ｃを介して配置されている。一方、製造工程において
各領域３２Ｂにだけ液晶層３３Ｄを形成した場合には、光吸収層３４は、例えば、図２に
示したように、帯状凸部３２Ａの上面Ｓ1に接して配置されている。なお、液晶層３３Ｄ
は、光吸収層３４を選択的に形成した後に、位相差領域（右目用領域３３Ａまたは左目用
領域３３Ｂ）を含む表面全体に形成されたものであってもよい。この場合には、図示しな
いが、光吸収層３４上にも液晶層３３Ｄが残存して配置されることになる。
【００５２】
（偏光眼鏡２）
　次に、偏光眼鏡２について説明する。図１０は、偏光眼鏡２の構成の一例を、表示装置
１と共に斜視的に表したものである。偏光眼鏡２は、観察者（図示せず）の眼球の前に装
着されるものであり、映像表示面に映し出される映像を観察する際に観察者によって用い
られるものである。この偏光眼鏡２は、例えば、図１０に示したように、右目用眼鏡４１
および左目用眼鏡４２を有している。
【００５３】
　右目用眼鏡４１および左目用眼鏡４２は、表示装置１の映像表示面と対向した状態で用
いられる。なお、これら右目用眼鏡４１および左目用眼鏡４２は、図１０に示したように
、できるだけ一の水平面内に配置した状態で用いられることが好ましいが、多少傾いた平
坦面内に配置した状態で用いられてもよい。
【００５４】
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　右目用眼鏡４１は、例えば、偏光板４１Ａおよび右目用位相差フィルム４１Ｂを有して
いる。一方、左目用眼鏡４２は、例えば、偏光板４２Ａおよび左目用位相差フィルム４２
Ｂを有している。右目用位相差フィルム４１Ｂは、偏光板４１Ａの表面であって、かつ液
晶表示パネル２０から射出された光Ｌの入射側に設けられたものである。左目用位相差フ
ィルム４２Ｂは、偏光板４２Ａの表面であって、かつ光Ｌの入射側に設けられたものであ
る。
【００５５】
　偏光板４１Ａ，４２Ａは、偏光眼鏡２の光射出側に配置されており、ある一定の振動方
向の光（偏光）のみを通過させる。例えば、図８（Ａ），（Ｂ）に示したように、偏光板
４１Ａ，４２Ａの偏光軸ＡＸ7，ＡＸ8はそれぞれ、偏光板２１Ｂの偏光軸ＡＸ4と直交す
る方向を向いている。偏光軸ＡＸ7，ＡＸ8はそれぞれ、例えば、図８（Ａ）に示したよう
に、偏光板２１Ｂの偏光軸ＡＸ4が垂直方向を向いている場合には水平方向を向いており
、例えば、図８（Ｂ）に示したように、偏光板２１Ｂの偏光軸ＡＸ4が水平方向を向いて
いる場合には垂直方向を向いている。
【００５６】
　右目用位相差フィルム４１Ｂおよび左目用位相差フィルム４２Ｂは、光学異方性を有す
る薄い層である。これらの位相差フィルムの厚さは、例えば、３０μｍ以上２００μｍ以
下であることが好ましい。また、これらの位相差フィルムとしては、光学異方性の小さい
、つまり複屈折の小さいものが好ましい。そのような特性を持つ樹脂フィルムとしては、
例えば、ＣＯＰ（シクロオレフィンポリマー）、ＰＣ（ポリカーボネート）などが挙げら
れる。ここで、ＣＯＰとしては、例えば、ゼオノアやゼオネックス（日本ゼオン社の登録
商標）、アートン（ＪＳＲ社の登録商標）などがある。右目用位相差フィルム４１Ｂの遅
相軸ＡＸ5および左目用位相差フィルム４２Ｂの遅相軸ＡＸ6は、図８（Ａ），（Ｂ）に示
したように、水平方向および垂直方向のいずれの方向とも交差する方向を向いており、偏
光板４１Ａ，４２Ａの偏光軸ＡＸ7，ＡＸ8とも交差する方向を向いている。また、遅相軸
ＡＸ5，ＡＸ6は、遅相軸ＡＸ5，ＡＸ6との垂直方向の二等分線が中心線Ｌ1と直交する方
向を向くような方向に向いていることが好ましい。また、遅相軸ＡＸ5は、遅相軸ＡＸ1の
向きと同一の方向か、またはその方向と対応する方向を向いており、遅相軸ＡＸ2の向き
と異なる方向を向いている。一方、遅相軸ＡＸ6は、遅相軸ＡＸ2と同一の方向か、または
その方向と対応する方向を向いており、遅相軸ＡＸ1の向きと異なる方向を向いている。
【００５７】
（リタデーション）
　図１１（Ａ），（Ｂ）～図１４（Ａ），（Ｂ）を参照して、位相差素子３０と偏光眼鏡
２のリタデーションについて説明する。図１１（Ａ），（Ｂ）および図１２（Ａ），（Ｂ
）は、位相差層３３の右目用領域３３Ａに入射した右目用画像光Ｌ2のみに着目し、偏光
眼鏡２を介して、光Ｌ2が左右の目でどのように認識されるかを示した概念図である。ま
た、図１３（Ａ），（Ｂ）および図１４（Ａ），（Ｂ）は、位相差層３３の右目用領域３
３Ｂに入射した左目用画像光Ｌ3のみに着目し、偏光眼鏡２を介して、光Ｌ3が左右の目で
どのように認識されるかを示した概念図である。なお、実際には、右目用画像光Ｌ2およ
び左目用画像光Ｌ3は、混在した状態で出力されるが、図１１（Ａ），（Ｂ）～図１４（
Ａ），（Ｂ）では、説明の便宜上、右目用画像光Ｌ2と左目用画像光Ｌ3を別個に分けて記
述した。
【００５８】
　ところで、偏光眼鏡２を用いて観察した場合に、例えば、図１１（Ａ），（Ｂ）、図１
２（Ａ），（Ｂ）に示したように、右目には右目用画素の画像が認識でき、左目には右目
用画素の画像が認識できないようにすることが必要である。また、同時に、例えば、図１
３（Ａ），（Ｂ）、図１４（Ａ），（Ｂ）に示したように、左目には左目用画素の画像が
認識でき、右目には左目用画素の画像が認識できないようにすることが必要である。その
ためには、以下に示したように、右目用領域３３Ａおよび右目用位相差フィルム４１Ｂの
リタデーションならびに左目用領域３３Ｂおよび左目用位相差フィルム４２Ｂのリタデー
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ションを設定することが好ましい。
【００５９】
　具体的には、右目用領域３３Ａおよび左目用領域３３Ｂのリタデーションのうち一方が
＋λ／４となっており、他方が－λ／４となっていることが好ましい。ここで、リタデー
ションの符号が逆になっているのは、それぞれの遅相軸の向きが９０°異なることを示し
ている。このとき、右目用位相差フィルム４１Ｂのリタデーションは右目用領域３３Ａの
リタデーションと同一となっていることが好ましく、左目用位相差フィルム４２Ｂのリタ
デーションは左目用領域３３Ｂのリタデーションと同一となっていることが好ましい。
【００６０】
［位相差素子３０の製造方法］
　次いで、位相差素子３０の製造方法の一例について説明する。最初に、いわゆる２Ｐ成
型法（Photo Polymerization：光硬化を利用した成型法）により基材１００（基材フィル
ム３１および凹凸層３２からなる基材）を製造する場合について説明する。その後、基材
１００を利用して位相差素子３０を製造する方法について説明する。
【００６１】
　図１５は、２Ｐ成型法により基材１００を製造する装置の一例を表したものである。２
Ｐ成型法では、例えば、基材フィルム３１上に、エネルギーを受けて硬化する樹脂材料を
塗布して樹脂層を形成し、形成した樹脂層の上から凹凸層３２の反転パターンを有する型
を押し当てる。この後、エネルギーを与えて樹脂層を硬化させることにより、型のパター
ンを樹脂層の表面に転写する。
【００６２】
　図１５に記載の製造装置は、巻き出しロール２００と、ガイドロール２２０，２３０，
２５０，２６０と、ニップロール２４０と、型ロール２１０と、巻き取りロール２７０と
、吐出機２８０と、紫外線照射機２９０とを備えたものである。ここで、巻き出しロール
２００は、基材フィルム３１を同心円状に巻いたものであり、基材フィルム３１を供給す
るためものである。巻き出しロール２００から巻き出された基材フィルム３１は、ガイド
ロール２２０、ガイドロール２３０、ニップロール２４０、型ロール２１０、ガイドロー
ル２５０、ガイドロール２６０の順に流れて行き、最後に巻き取りロール２７０で巻き取
られるようになっている。ガイドロール２２０，２３０は、巻き出しロール２００から供
給された基材フィルム３１をニップロール２４０に導くためのものである。ニップロール
２４０は、ガイドロール２３０から供給された基材フィルム３１を型ロール２１０に押し
当てるものである。型ロール２１０は、ニップロール２４０と所定の間隙を介して配置さ
れている。型ロール２１０の周面には、凹凸層３２の反転パターンが形成されている。ガ
イドロール２５０は、型ロール２１０に巻きついている基材１００を剥がすためのもので
ある。また、ガイドロール２６０は、ガイドロール２５０によって剥がされた基材１００
を巻き取りロール２７０に導くためのものである。吐出機２８０は、巻き出しロール２０
０から供給された基材フィルム３１のうちガイドロール２３０と接する部分と所定の間隙
を介して設けられている。吐出機２８０は、紫外線や電子線で硬化する液状の樹脂材料に
光重合開始剤などの添加物が必要に応じて添加された組成物３２Ｅを、基材フィルム３１
上に滴下するようになっている。紫外線照射機２９０は、巻き出しロール２００から供給
された基材フィルム３１のうちニップロール２４０を通過した後の部分であって、かつ型
ロール２１０と接している部分に対して紫外線を照射するようになっている。なお、紫外
線照射機２９０に代えて、他のエネルギー線照射機などを設けてもよい。
【００６３】
　なお、上記型ロール２１０の材料としては、例えば、ＮｉＰ、銅（Ｃｕ）およびステン
レスなどの金属材料や、石英、シリコン、炭化ケイ素、サファイアなどを用いることがで
きる。型ロール２１０は、このような材料よりなる母材（マザーロール）の表面に、帯状
凸部３２Ａの第１の反転パターン（溝）を加工した後に、配向領域３２Ｂ，３２Ｃの第２
の反転パターンを加工して形成する。第１の反転パターンは、例えば、単結晶ダイヤモン
ドバイトや超硬工具などで母材表面に切削加工を行うことにより形成することができる。
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なお、バイトでの切削加工に代えて、レーザ加工法、フォトリソグラフィを用いたエッチ
ング加工法、固定砥粒や遊離砥粒による加工時の加工痕を用いた方法などにより第１の反
転パターンを形成してもよい。また、第２の反転パターンは、例えば、ラビング布で傷を
付けることにより形成することができる。なお、ラビング加工に代えて、例えば、上記の
加工法を用いて、第２の反転パターンを形成してもよい。また、転写用の型としては、本
実施の形態のようなロール状の型ロール２１０を用いてもよいが、平板状の型を用いるよ
うにしてもよい。但し、ロール状の型を用いた方が、量産性を向上させることができる。
【００６４】
　なお、転写用の型のパターンを、フォトリソグラフィを用いて形成する場合には、例え
ば、電子線や２光束干渉法などが用いられる。これらのうち、電子線を用いたリソグラフ
ィは、母材の表面にレジストを塗布したのち、マスクを介して電子線を照射することによ
りパターンを描画し、現像工程およびエッチング工程等を経て、所望のパターンを形成す
るものである。また、２光束干渉法を用いたリソグラフィは、２つのレーザ光を干渉させ
て照射することにより干渉縞を発生させ、この干渉縞を利用したリソグラフィによりパタ
ーンを形成するものである。
【００６５】
　また、転写用の型のパターンを、レーザ加工によって作製する場合には、例えば、型の
パターンを、例えば、ＳＵＳ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｆｅなどの金属等に、パルス幅が１ピ
コ秒（１０-12秒）以下の超短パルスレーザ、いわゆるフェムト秒レーザを用いてパター
ンを描画することにより形成する。このとき、レーザ波長、繰り返し周波数、パルス幅、
ビームスポット形状、偏光、サンプルへ照射するレーザ強度、レーザの走査速度等を適宜
設定することにより、所望の凹凸を有するパターンを形成することができる。レーザ加工
に用いるレーザの波長は、例えば８００ｎｍである。ただし、レーザ加工に用いるレーザ
の波長は、４００ｎｍや２６６ｎｍなどでもかまわない。繰り返し周波数は、加工時間を
考慮すると大きいほうが好ましいが、繰り返し周波数が１０００Ｈｚや２０００Ｈｚであ
っても加工は可能である。パルス幅は短い方が好ましく、２００フェムト秒（１０-15秒
）～１ピコ秒（１０-12秒）程度であることが好ましい。型へ照射されるレーザのビーム
スポットは、例えば四角形形状である。ビームスポットの整形は、例えば、アパーチャー
やシリンドリカルレンズ等によって行うことが可能である。また、ビームスポットの強度
分布は、に形成する凹凸の深さなどの面内分布を均一化するため、できるだけ均一である
ことが好ましい。
【００６６】
　上述したように、転写用の型のパターンを、フェムト秒レーザを用いて、そのビームス
ポット形状を制御して描画することにより、一度の照射でパターンをそれぞれ一括して形
成することができる。また、フェムト秒レーザを用いた場合には、偏光方向に直交する方
向に沿って延在するように凸（凹）部が形成されるため、偏光の制御によって容易に位相
差板の溝方向を設定することができる。よって、製造プロセスの簡易化に有利となる。ま
た、型の大面積化にも対応し易くなる。
【００６７】
　ところで、本実施の形態でのフェムト秒レーザにて形成されたパターンは、所望の周期
構造を有するが、その周期や凹凸の方向に若干の揺らぎ（すなわち、揺らいだ周期構造）
を有していてもよい。例えば、複数の溝によって形成されたパターンは、揺らいだ周期構
造を有し、周期構造は、凹凸のピッチにおいて２～１０％の広がりを有し、凹凸の角度に
おいて３～８°の広がりを有することが好ましい。本変形例の揺らぎを有するパターンが
形成された型を使い、基材に転写を行った場合には、基材にも揺らぎのある凹凸形状が転
写されることになる。
【００６８】
　図１５に記載の製造装置を用いて、基材１００を形成する。具体的には、まず、巻き出
しロール２００から巻き出した基材フィルム３１を、ガイドロール２２０を介してガイド
ロール２３０に導いたのち、基材フィルム３１上に、組成物３２Ｅを吐出機２８０から滴
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下する。組成物３２Ｅの種類は特に限定されないが、転写性を考慮すると、樹脂材料が用
いられる。吐出機２８０から滴下された組成物３２Ｅをニップロール２４０で、基材フィ
ルム３１を介して型ロール２１０の周面に押し当てる。これにより、組成物３２Ｅが型ロ
ール２１０の周面に隙間無く接し、組成物３２Ｅに、型ロール２１０の周面に形成された
凹凸形状が転写される。
【００６９】
　その後、紫外線照射機２９０から、凹凸形状の転写された組成物３２Ｅに対して紫外線
ＵＶを照射する。これにより、組成物３２Ｅに含まれる樹脂材料が硬化するので、組成物
３２Ｅに、型ロール２１０の周囲に形成された凹凸形状が転写され、凹凸層３２が形成さ
れる。最後に、ガイドロール２５０で、基材フィルム３１を型ロール２１０から剥離した
のち、ガイドロール２６０を介して巻き取りロール２７０に巻き取る。このようにして、
基材フィルム３１の表面に凹凸層３２を有する基材１００が形成される。
【００７０】
　なお、基材フィルム３１が紫外線ＵＶを透過しない材料である場合には、型ロール２１
０を、紫外線ＵＶを透過する材料（例えば石英）で構成し、型ロール２１０の内部から組
成物３２Ｅに対して紫外線ＵＶを照射するようにしてもよい。
【００７１】
　次に、上述した方法により製造された基材１００を利用して位相差素子３０を製造する
方法の一例について、光転写法を用いる場合と、熱転写法を用いる場合と、グラビア印刷
法を用いる場合とに分けて説明する。
【００７２】
（光転写法）
　まず、基材１００を用意する（図１６（Ａ））。また、転写シート３００（転写箔）を
用意する（図１６（Ｂ））。基材１００は、その表面を複数の領域に分離する凸部を有し
ている。例えば、基材１００は、基材フィルム３１の表面に凹凸層３２を有する基材であ
る。転写シート３００は、基材３１０上に、順に剥離層３２０、および光吸収材を含む着
色層３３０を有している。基材１００および転写シート３００は、巻き出しロール４１０
，４６０（図１７、図１８参照）に巻いた状態で用意する。次に、巻き出しロール４１０
から巻き出した基材１００上に、液晶３３Ｅを吐出機４２０から滴下して、液晶層３３Ｄ
を形成する（図１７）。ここで、液晶層３３Ｄは、例えば、液晶性モノマを含んでいる。
この液晶層３３Ｄには、紫外線や電子線で硬化する液状の樹脂材料、および光重合開始剤
などの添加物が必要に応じて添加されている。
【００７３】
　続いてヒータ４３０を用いて、基材１００の表面に塗布された液晶層３３Ｄの液晶性モ
ノマの配向処理（加熱処理）を行った後、液晶層３３Ｄを液晶の相転移温度よりも少し低
い温度まで徐冷する（図１７）。これにより、液晶性モノマは、基材１００の表面に形成
された複数の微細な溝Ｖ1，Ｖ2のパターンに応じて配向する。
【００７４】
　次に、紫外線照射機４９０を用いて、配向処理後の液晶層３３Ｄに対してＵＶ光を照射
し、液晶層３３Ｄ内の液晶性モノマを重合・硬化させる（図１７）。なお、このとき、処
理温度は、一般的に室温付近であることが多いが、リタデーション値を調整するために温
度を液晶の相転移温度以下の温度まで上げてもよい。これにより、複数の複数の微細な溝
Ｖ1，Ｖ2のパターンに沿って液晶分子の配向状態が固定され、位相差層３３（右目用領域
３３Ａおよび左目用領域３３Ｂ）が形成される。
【００７５】
　続いて、吐出機４４０を用いて、位相差層３３の表面全体、または位相差層３３のうち
少なくとも凹凸層３２に対応する部分に、ＵＶ硬化樹脂層３３Ｆ（エネルギーを受けて硬
化する接着層）を塗布したのち、ヒータ４５０を用いて、ＵＶ硬化樹脂層３３Ｆに含まれ
る溶剤を揮発させ、ＵＶ硬化樹脂層３３Ｆを乾燥させる（図１７）。
【００７６】
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　次に、巻き出しロール４６０から巻き出した転写シート３００をガイドロール４７０に
導いたのち、ニップロール４８０を用いて、転写シート３００を、ＵＶ硬化樹脂層３３Ｆ
を介して基材１００に貼り付ける（図１８）。これにより、例えば、図１９に示したよう
に、転写シート３００の着色層３３０がＵＶ硬化樹脂層３３Ｆのうち各帯状凸部３２Ａの
直上に対応する部分にだけ接触する。その後、紫外線照射機４９０を用いて、ＵＶ硬化樹
脂層３３Ｆを硬化させる（図１８）。
【００７７】
　次に、ガイドロール５００で、転写シート３００を基材１００から剥離する。これによ
り、転写シート３００の着色層３３０がＵＶ硬化樹脂層３３Ｆのうち各帯状凸部３２Ａの
直上に対応する部分にだけ付着（残留）し、例えば、図２０に示したように、各帯状凸部
３２Ａの直上に光吸収層３４が形成される。以上のようにして、光転写法によって位相差
素子３０が完成する。最後に、剥離した転写シート３００をロール５１０に巻き取るとと
もに、位相差素子３０を巻き取りロール５２０に巻き取る。
【００７８】
（熱転写法）
　熱転写法では、基材１００上に位相差層３３を形成するところまでは、上記の光転写法
の工程と同様である。なお、熱転写法の場合には、一般的には、転写シート３００の着色
層３３０の表面に、予め熱可塑性樹脂層５４０Ａ（いわゆるホットメルト型の接着用樹脂
層）が設けられている（図２１）。
【００７９】
　続いて、ヒートロール５６０およびニップロール５７０で、転写シート３００および基
材１００等を所定の圧力および所定の温度で挟み込み、転写シート３００を、熱可塑性樹
脂層５４０Ａを介して基材１００に貼り付ける。このとき、熱可塑性樹脂層５４０Ａにエ
ネルギーを与えて熱可塑性樹脂層５４０Ａを軟化させ、さらに熱可塑性樹脂層５４０Ａに
転写シート３００を接触させた状態で冷却することにより熱可塑性樹脂層５４０Ａを硬化
させ、各帯状凸部３２Ａの上面に、熱可塑性樹脂層５４０Ａを介して転写シート３００を
貼り付ける。これにより、転写シート３００の着色層３３０が熱可塑性樹脂層５４０Ａを
介して、基材１００の各帯状凸部３２Ａの直上に対応する部分にだけ接触する。
【００８０】
　なお、転写シート３００は、図２１に示すように、熱源、すなわちヒートロール５６０
側から見て、基材３１０、剥離層３２０、着色層３３０、熱可塑性樹脂層５４０Ａ（接着
層）となるように、巻き出しロール４６０およびガイドロール５５０を介して供給される
ことが好ましい。このように、剥離層３２０がヒートロール５６０に近い側にあるほうが
、後の剥離工程で剥離しやすくなるからである。
【００８１】
　次に、ガイドロール５００で、転写シート３００を基材１００から剥離する。これによ
り、転写シート３００の着色層３３０が凹凸層３２のうち各帯状凸部３２Ａの直上に対応
する部分にだけ付着（残留）し、各帯状凸部３２Ａの直上に光吸収層３４が形成される。
以上のようにして、熱転写法によって位相差素子３０が完成する。最後に、剥離した転写
シート３００をロール５１０に巻き取るとともに、位相差素子３０を巻き取りロール５２
０に巻き取る。
【００８２】
（グラビア印刷法）
　グラビア印刷法では、基材１００上に位相差層３３を形成するところまでは、上記の光
転写法の工程と同様である。続いて、図２２に示すように、光吸収材を含む着色層６１０
が表面（周面）に付着した版胴ロール６００を所定の圧力および所定の温度で基材１００
の帯状凸部３２Ａの上面Ｓ1に接触させるとともに、回転させる。これにより、着色層６
１０が帯状凸部３２Ａの上面Ｓ1に塗布される。このとき、帯状凸部３２Ａの上面Ｓ1が、
例えば、図２３（Ａ），（Ｂ）に示したように、凹面となっていることが好ましい。上面
Ｓ1のくぼみ量は、帯状凸部３２Ａの高さが例えば１０μｍ程度となっているときに、例
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えば、２～３μｍ程度である。このようにした場合には、帯状凸部３２Ａの上面Ｓ1に、
より多くの着色層６１０を付着させることができる。その結果、帯状凸部３２Ａの上面Ｓ

1の着色層６１０の総体積が増加し、着色層６１０の光吸収性を増大させることができる
。また、上面Ｓ1のくぼみに着色層６１０が溜まり易くなるので、着色層６１０が上面Ｓ1

からはみ出すのを抑制することができる。
【００８３】
　ここで、本発明に係るグラビア印刷法を用いた位相差フィルムの実施例について説明す
る。まず、配向層を形成するための原盤ロール（材質はＳ４５Ｃ）を用意し、その表面に
無電解Ｎｉ－Ｐを１００μｍ被覆し、表面粗さＲａが５０ｎｍ以下になるように研磨を行
った。その後、画素ピッチに相当するピッチでロールの円周方向にマスキングを施し、ラ
ビング布を取り付けた円筒を回転させながら押圧して配向形状を形成した。次にマスキン
グを外し、今度は既加工部分をマスキングで覆い、ラビング布の円筒を９０度回転させて
未加工部分に配向形状を加工した。このようにして、ロールの軸方向には交互に＋λ／４
、－λ／４に対応する配向層が隣接して形成された。次に単結晶ダイヤモンドバイトによ
って配向層の境界に幅２５０μｍ、ピッチ２５０μｍ、深さ５μｍの略矩形溝を旋削加工
で形成した。
【００８４】
　上記原盤ロールから紫外線硬化転写法によって配向層と矩形凸部が形成されているフィ
ルムを作成した。基材フィルムには、厚み１００μｍのＰＥＴフィルムを使用した。更に
、このフィルムへ紫外線硬化型液晶を塗布し、６０～８０℃で加熱して液晶配向を促進さ
せた後、紫外線を照射して配向状態を保持したまま硬化させた。
【００８５】
　黒色層は上記フィルムを用いてグラビアコータにて印刷した。塗料にはカーボン顔料を
アクリル系メジウムに１５ｗｔ％混合し、溶剤で希釈したものを使用した。フィルムへ塗
工後は６０～９０℃に設定した乾燥炉を通過させて溶剤分を除去した。作成したフィルム
の断面をＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）で観察した結果、凸部上面に形成された黒色層の厚
みは塗料乾燥後で約３μｍであった。また、黒色層部分の光透過率を測定したところ、Ｏ
Ｄ値は３．１であった。
【００８６】
　以上のように作成した位相差フィルムを４０インチ液晶テレビのパネル前面に貼合した
。これを、左右に各々±λ／４板を設けた偏光眼鏡で観察したところ、水平方向を０度と
した上下視野角において、±１５°から画像を観察してもゴースト現象のない立体感のあ
る映像が確認された。
【００８７】
　なお、図示しないが、上記以外の印刷法を用いて、着色層３３０を基材１００の各帯状
凸部３２Ａの直上に対応する部分にだけ形成するようにしてもよい。上記以外の印刷法と
しては、例えば、オフセット印刷、凸版印刷、フレキソ印刷など、一般的な印刷が挙げら
れる。
【００８８】
　ところで、上記実施形態または実施例で用いられる着色層（光吸収層）には、光吸収の
ために十分な隠蔽性が求められる。塗料に含まれる光吸収材としては一般的にカーボンブ
ラック顔料が用いられるが、印刷性や硬化性などを考慮すると、顔料の含有率には上限が
ある。よって十分な光吸収性能を得るには塗膜厚を大きく取ることが重要であり、塗料の
乾燥時の塗膜厚が３μｍ以上１０μｍ以下程度は必要となる。すると、印刷時の塗布厚と
してはこれ以上の数値が必要となる。しかし、この印刷工程では位相差層への塗料付着が
あってはならない。位相差層からの凸部高さが低すぎる場合、十分な隠蔽性を得るために
塗布厚を厚くすると塗料が凸部上面から流れ落ちて位相差層へ付着してしまう。一方、凸
部高さが高すぎると液晶を塗布する場合にエアの巻き込みから塗工面に気泡が発生して位
相差素子を形成することができない。従って、位相差層からの凸部高さは３μｍ以上２０
μｍ以下となっていることが好ましく、３μｍ以上１０μｍ以下となっていることがより
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好ましい。
【００８９】
（位相差素子の製造方法の変形例）
　なお、上記製造工程において、組成物３２Ｅを滴下せずに、基材フィルム３１に直接、
原盤（型ロール２１０等）の反転パターンを転写して、凹凸パターンが転写された基材を
完成させてもよい。この場合、上記の組成物３２Ｅを滴下する工程を省略するほかは、上
記製造方法と同様の方法で位相差素子３０を作製することができる。本変形例に係る転写
方法について以下に説明する。
【００９０】
（変形例１）
　例えば、基材フィルム３１の熱変形による形状転写を使って、上記の凹凸パターンが転
写された基材として基板７００を作製することが可能である。この場合、基材フィルム３
１を、高温に加熱された板状の原盤に押し付けて、基材フィルム３１の表面に直接、微細
溝形状を形成する（図示せず）。具体的には、上記の板状の原盤の表面に基材フィルム３
１を直接配置した状態で、高温・真空雰囲気下にてプレスを行い、冷却後に原盤を剥離す
る。これにより、凹凸パターンが転写された基板７００が形成される。なお、凹凸パター
ンが転写された基板７００の製造方法以外については、上記製造方法と同様の方法で位相
差素子３０を作製することができる。
【００９１】
（変形例２）
　なお、上記とは異なる方法で基板７００を作製してもよい。例えば、基材フィルム３１
の熱変形による形状転写を使って、基板７００として単層構造のものを作製することが可
能である。この場合、基材フィルム３１を、高温に加熱された型ロール２１０に押し付け
て、基材フィルム３１の表面に直接、微細溝形状を形成する（図示せず）。図１５に示す
ような製造装置を用いる場合、吐出機２８０による組成物３２Ｅの滴下工程を省略して、
基材フィルム３１に直接、型ロール２１０の反転パターンを転写すればよい。あるいは、
図２４に示すように、高温に加熱された型ロール２１０と、ニップロール７１０とによっ
て基材フィルム３１を挟み込む比較的簡素な製造装置で、基材フィルム３１に微細溝形状
を形成する方法がある。このような方法によっても、凹凸パターンが転写された単層構造
の基板７００が形成される。なお、上記いずれの場合においても、凹凸パターンが転写さ
れた単層構造の基板７００の製造方法以外については、上記製造方法と同様の方法で位相
差素子３０を作製することができる。
【００９２】
（変形例３）
　また、単層構造の基板７００の製造方法に関して、図２５に示すようにベルト状原盤７
２０を基材フィルム３１に押し付ける方法がある。図２５に記載の製造装置は、例えば、
ベルト状原盤７２０と、ベルト状原盤７２０の内側に配置された加熱ロール７３０および
冷却ロール７４０とを備えている。この製造装置は、さらに、例えば、ニップロール７５
０および対向ロール７６０と、巻き出しロール２００と、巻き取りロール２７０とを備え
ている。
【００９３】
　ベルト状原盤７２０は、ニップロール７５０および対向ロール７６０と所定の間隙を介
して配置されている。ベルト状原盤７２０の周面には、複数の微細溝４２Ａおよび複数の
微細溝４２Ｂの反転パターンが形成されている。ベルト状原盤７２０は、例えば、ニッケ
ル、ＮｉＰ、銅（Ｃｕ）およびステンレスなどの金属材料によって構成されている。加熱
ロール７３０は、ベルト状原盤７２０を動作させるとともに、ベルト状原盤７２０を加熱
するものである。冷却ロール７４０は、ベルト状原盤７２０を動作させるとともに、ベル
ト状原盤７２０を冷却するものである。ニップロール７５０および対向ロール７６０は、
巻き出しロール２００から巻き出された基材フィルム３１を原盤７２０に押し当てるもの
である。ニップロール７５０は、ベルト状原盤７２０を介して加熱ロール７３０と対向配
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置されており、対向ロール７４０は、ベルト状原盤７２０を介して冷却ロール７４０と対
向配置されている。
【００９４】
　巻き出しロール２００から供給された基材フィルム３１は、ベルト状原盤７２０のうち
加熱ロール７３０によって加熱された部分とニップロール７５０とによって、加熱される
とともに押圧され、その結果、微細溝形状が基材フィルム３１の表面に転写される。その
後、基材フィルム３１は、ベルト状原盤７２０のうち冷却ロール７４０によって冷却され
た部分と対向ロール７６０とによって冷却されるとともにベルト状原盤７２０から剥離さ
れる。このようにして、凹凸パターンが転写された単層構造の基板７００が作製される。
最後に、基板７００は、巻き取りロール２７０に巻き取られる。
【００９５】
　なお、基材フィルム３１の相転移温度（液晶相－等方相）をＴｇ（℃）とした場合、加
熱ロール７３０の温度Ｔｈ（℃）は、基材フィルム３１のうちベルト状原盤７２０と接し
ている部分の温度が転写時にＴｇ（℃）以上となるような温度となっている。Ｔｈ（℃）
は、例えば、Ｔｇ＋６０℃＜Ｔｈ＜Ｔｇ＋９０℃を満たす温度となっていることが好まし
い。また、冷却ロール７４０の温度Ｔｃ（℃）は、基材フィルム３１のうちベルト状原盤
７２０と接している部分の温度が剥離時にＴｇ（℃）よりも低くなるような温度となって
いる。Ｔｃ（℃）は、例えば、Ｔｃ＜Ｔｇを満たす温度となっていることが好ましい。
【００９６】
　また、ベルト状原盤７２０は、シームレス（継ぎ目なし）であることが好ましい。例え
ば、凹凸形状を内面側に有する円筒状の樹脂原盤にニッケル等を電鋳方式により成長させ
たり、または、円筒状のロールに巻装して直接、精密切削加工を施して凹凸形状を形成し
たりすることにより、シームレスのベルト状原盤７２０を作製することが可能である。な
お、ベルト状原盤７２０の製法は、これらに限定されるものではない。
【００９７】
　なお、基板７００の製造方法以外については、上記製造方法と同様の方法で位相差素子
３０を作製することができる。
【００９８】
　また、図示しないが、基材フィルム３１と凹凸層３２は、直接接して設けられていても
よいし、他の層が介在して設けられていてもよい。他の層としては、基材フィルム３１と
凹凸層３２の密着性を高めるためのアンカー層などが挙げられる。
【００９９】
　また、図示しないが、ＵＶ硬化樹脂層３３Ｆ（ＵＶ硬化樹脂層３３Ｆを設けない場合に
は、基材フィルム３１）と位相差層３３の間に、位相差層３３を構成する所定の材料（例
えば、上記液晶材料）の配向性を良好にするための無配向性薄膜を別途形成してもよい。
これにより、複数の微細溝の表面に直接、液晶層３３Ｄを形成した場合と比べて、複数の
微細溝の表面の分子配向の影響が液晶層３３Ｄに及ぶ割合を低減することができる。その
結果、複数の微細溝の表面の分子が、微細溝の延在方向とは異なる方向に配向していると
きであっても、液晶層３３Ｄ（位相差層３３）の配向方向を無配向性薄膜によって形成さ
れる窪みの延在方向に揃えることが可能となる。すなわち、液晶層３３Ｄ（位相差層３３
）の配向方向を所望の方向に揃えることが可能となる。
【０１００】
　無配向性薄膜の形成方法としては、例えば、複数の微細溝の表面に、例えばＵＶ硬化樹
脂層を配置する。該ＵＶ硬化樹脂層は、上記ＵＶ硬化樹脂層３３Ｆを構成するＵＶ硬化樹
脂層と同一材料であっても、異なる材料であってもよい。次に、該ＵＶ硬化樹脂層にＵＶ
光を照射して、硬化させる。これにより、複数の微細溝の表面に倣って無配向性薄膜が形
成される。
【０１０１】
　本実施の形態では、従来のように配向膜を用いて液晶分子を配向させる場合と異なり、
高温での加熱処理を必要としないため、ガラス材料などに比べて、加工し易く、かつ安価
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な基材フィルム（例えば、樹脂フィルム）を用いることができる。
【０１０２】
［表示装置１の製造方法］
　次に、表示装置１の製造方法の一例について説明する。まず、透明基板２２、画素電極
２３、配向膜２４、液晶層２５、配向膜２６、共通電極２７、カラーフィルタ２８および
透明基板２９を順に含んで構成された積層体（図示せず）を用意する。次に、この積層体
の透明基板２２側の表面に、偏光板２１Ａを貼り付けるとともに、この積層体の透明基板
２９側の表面に、偏光板２１Ｂを貼り付ける。このようにして、液晶表示パネル２０が完
成する。次に、偏光板２１Ｂ上に、位相差素子３０を貼り付けた後、液晶表示パネル２０
の偏光板２１Ａ側に、バックライトユニット１０を取り付ける。このようにして、表示装
置１が完成する。
【０１０３】
[基本動作]
　次に、本実施の形態の表示装置１において画像を表示する際の基本動作の一例について
、図１１（Ａ），（Ｂ）～図１４（Ａ），（Ｂ）を参照しつつ説明する。
【０１０４】
　まず、バックライト１０から照射された光が液晶表示パネル２０に入射している状態で
、映像信号として右目用画像および左目用画像を含む視差信号が液晶表示パネル２０に入
力される。すると、奇数行の画素から右目用画像光Ｌ２が出力され（図１１（Ａ），（Ｂ
）または図１２（Ａ），（Ｂ））、偶数行の画素から左目用画像光Ｌ３が出力される（図
１３（Ａ），（Ｂ）または図１４（Ａ），（Ｂ））。
【０１０５】
　その後、右目用画像光Ｌ２および左目用画像光Ｌ３は、位相差素子３０の右目用領域３
３Ａおよび左目用領域３３Ｂによって楕円偏光に変換され、位相差素子３０の基材フィル
ム３１を透過したのち、表示装置１の画像表示面から外部に出力される。その後、表示装
置１の外部に出力された光は、偏光眼鏡２に入射し、右目用位相差フィルム４１Ｂおよび
左目用位相差フィルム４２Ｂによって楕円偏光から直線偏光に戻されたのち、偏光眼鏡２
の偏光板４１Ａ，４２Ａに入射する。
【０１０６】
　このとき、偏光板４１Ａ，４２Ａへの入射光のうち右目用画像光Ｌ２に対応する光の偏
光軸は、偏光板４１Ａの偏光軸ＡＸ７と平行となっており、偏光板４２Ａの偏光軸ＡＸ８
と直交している。従って、偏光板４１Ａ，４２Ａへの入射光のうち右目用画像光Ｌ２に対
応する光は、偏光板４１Ａだけを透過して、観察者の右目に到達する（図１１（Ａ），（
Ｂ）または図１２（Ａ），（Ｂ））。
【０１０７】
　一方、偏光板４１Ａ，４２Ａへの入射光のうち左目用画像光Ｌ３に対応する光の偏光軸
は、偏光板４１Ａの偏光軸ＡＸ７と直交しており、偏光板４２Ａの偏光軸ＡＸ８と平行と
なっている。従って、偏光板４１Ａ，４２Ａへの入射光のうち左目用画像光Ｌ３に対応す
る光は、偏光板４２Ａだけを透過して、観察者の左目に到達する（図１３（Ａ），（Ｂ）
または図１４（Ａ），（Ｂ））。
【０１０８】
　このようにして、右目用画像光Ｌ２に対応する光が観察者の右目に到達し、左目用画像
光Ｌ３に対応する光が観察者の左目に到達した結果、観察者は表示装置１の映像表示面に
立体画像が表示されているかのように認識することができる。
【０１０９】
[効果] 
　本実施の形態では、帯状凸部３２Ａの上面Ｓ1に設けられた光吸収層３４が印刷または
箔転写により形成されている。これにより、製造過程において、光吸収層３４を基材１０
０に形成する際に高精度な位置合わせが不要となるので、簡易な方法でクロストークを低
減することができる。また、高精度な位置合わせが不要であることから、高い生産歩留ま
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りが得られ、しかも低コストでの製造が可能である。
【０１１０】
　また、本実施の形態では、凹凸層３２（基材１００）に設けられた帯状凸部３２Ａの上
面に、光吸収材を含む着色層３３０を転写することにより、光吸収層３４が形成される（
図１９、図２０）。そのため、光吸収層３４の厚さは、転写前の着色層３３０の厚さで決
定されており、帯状凸部３２Ａの上面全体で均一となっている。これにより、光吸収層３
４のＯＤ値を面内で均一にすることができる。ここで、ＯＤ値は、
　　　ＯＤ＝－ｌｏｇＴ　（Ｔは透過率、Ｔ＝０～１．０）
で定義される。ＯＤ値の測定には、日本分光（株）製分光光度計Ｖ－５５０を用いた。
【０１１１】
　ＯＤ値としては、例えば２．５以上、好ましくは３．０以上、さらに好ましくは３．５
以上となっている。その結果、光吸収層３４のＯＤ値の不均一性に起因するクロストーク
を効果的に防止することができる。なお、参考例として、光吸収層３４のＯＤ値が１．８
と低い値の場合には、光吸収層３４が形成された基材（全厚約２ｍｍ）は半透過性を有し
てしまい、十分な遮光性を得られない。
【０１１２】
　本実施の形態では、光吸収層３４が帯状凸部３２Ａの上面への転写によって形成されて
いるので、光吸収材が基材または基材上に設けられた層に直接貼り合わせによって形成さ
れるときのような高精度な位置合わせを必要としない。従って、高い生産歩留まりが得ら
れ、しかも低コストでの製造が可能である。
【０１１３】
＜変形例＞
　また、上記実施の形態では、位相差素子３０が偏光板２１Ｂ上に設けられている場合が
例示されていたが、それ以外の場所に設けられていてもよく、位相差素子３０が、例えば
、図示しないが、偏光板２１Ｂと透明基板２２との間に設けられていてもよい。このよう
な構成の表示装置１では、バックライトユニット１０から発せられた光は、偏光板２１Ａ
へ入射すると、水平方向の偏光成分のみが透過されて、位相差素子３０に入射する。位相
差素子３０を透過した光は、液晶表示パネル２０および偏光板２１Ｂを順に透過して、垂
直方向の偏光成分として射出される。これにより、２次元表示がなされる。ここで、位相
差素子３０が配置されていることにより、斜め方向からみた場合の液晶の位相差が補償さ
れ、黒表示の際の斜め方向の漏れ光や色づきを低減することができる。すなわち、位相差
素子３０を、ＡプレートやＣプレートなどの視野角補償フィルムとして用いることができ
る。
【０１１４】
　本変形例にかかる表示装置１は、例えば、以下のようにして製造することが可能である
。まず、透明基板２２、画素電極２３、配向膜２４、液晶層２５、配向膜２６、共通電極
２７、カラーフィルタ２８および透明基板２９を順に含んで構成された積層体（図示せず
）を用意する。次に、この積層体の透明基板２２側の表面に、偏光板２１Ａを貼り付ける
とともに、この積層体の透明基板２９側の表面に、位相差素子３０を貼り付ける。次に、
位相差素子３０上に、偏光板２１Ｂを貼り付けた後、偏光板２１Ｂ上に、バックライトユ
ニット１０を取り付ける。このようにして、本変形例にかかる表示装置１が完成する。
【０１１５】
　上記実施の形態では、位相差素子３０には、遅相軸の向きが互いに異なる二種類の位相
差領域（右目用領域３３Ａ，左目用領域３３Ｂ）が設けられていたが、遅相軸の向きが互
いに異なる三種類以上の位相差領域が設けられていてもよい。例えば、図示しないが、位
相差素子３０に、右目用領域３３Ａ，左目用領域３３Ｂのほかに、これら右目用領域３３
Ａおよび左目用領域３３Ｂの遅相軸ＡＸ1，ＡＸ2の向きとは異なる向きの遅相軸を有する
第３の領域を新たに設けることも可能である。
【０１１６】
　また、上記実施の形態では、位相差素子３０の位相差領域（右目用領域３３Ａ，左目用
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領域３３Ｂ）が水平方向に延在している場合が例示されていたが、それ以外の方向に延在
していてもかまわない。例えば、図示しないが、位相差素子３０の位相差領域（右目用領
域３３Ａ，左目用領域３３Ｂ）が垂直方向に延在していていてもよい。
【０１１７】
　また、上記実施の形態および変形例では、位相差素子３０の位相差領域（右目用領域３
３Ａ，左目用領域３３Ｂ）が位相差素子３０の水平方向もしくは垂直方向全体に渡って延
在している場合が例示されていたが、例えば、図示しないが、水平方向および垂直方向の
双方に２次元配置されていてもよい。
【０１１８】
　また、上記実施の形態および各変形例では、位相差素子３０を表示装置１に適用した場
合が例示されていたが、他のデバイスに適用することももちろん可能である。
【０１１９】
　以上では、偏光眼鏡２が円偏光タイプであり、表示装置１としては円偏光眼鏡用の表示
装置である場合について説明をしたが、偏光眼鏡２が直線偏光タイプであり、表示装置１
として直線偏光眼鏡用の表示装置である場合についても適用できる。
【０１２０】
　なお、本明細書において、「均一」、「平行」、「直交」、「垂直」、「同一の方向」
という場合には、本発明の効果を損なわない限度において、それぞれが、略均一、略平行
、略直交、略垂直、略同一の方向の場合を含むものとする。例えば、製造誤差、バラツキ
等の諸要因に起因する誤差を含んでもよいものとする。
【０１２１】
　また、上記実施の形態等では、凹凸層３２の帯状凸部３２Ａが液晶表示パネル２０と反
対側を向くように形成されていたが、例えば、図２６に示したように、液晶表示パネル２
０側を向くように形成されていてもよい。このようにした場合には、光吸収層３４が位相
差素子３０のうち液晶表示パネル２０側に配置され、液晶表示パネル２０の画素に近くな
る。その結果、上記実施の形態の場合よりも、画像のクロストークをより効果的に防止す
ることができる場合がある。
【０１２２】
（光吸収層付き基材）
　また、本発明に係る、光吸収材を含む着色層を基材に転写して、光吸収層を有する基材
を作製する方法は、位相差素子以外のものを製造する方法にも適用可能である。また、本
発明に係る、光吸収層を有する基材は、位相差素子以外のものにも適用可能である。以下
に、光吸収層付き基板の一実施の形態と、光吸収層付き基板の製造方法の一実施の形態に
ついて説明する。
【０１２３】
［光吸収層付き基板５０］
　光吸収層付き基板５０は、例えば、図２７に示したように、基材フィルム３１、凹凸層
３２、および光吸収層３４を有しており、位相差素子３０に含まれていた位相差層３３を
有していない。光吸収層付き基板５０は、位相差素子３０以外にも、光学フィルタなどに
適用することができる。その場合には、位相差層３３に代えて、適宜必要な光学層を設け
ればよい。
【０１２４】
［光吸収層付き基板５０の製造方法］
　次に、光吸収層付き基板５０の製造方法の一例について、光転写法を用いる場合と、熱
転写法を用いる場合とに分けて説明する。
【０１２５】
（光転写法）
　まず、基材１００（第１の基材）と、転写シート３００を用意する（図１６（Ａ），（
Ｂ））。いわゆる２Ｐ成型法により、基材１００（例えば、基材フィルム３１および凹凸
層３２からなる基材、あるいは、基材フィルム３１に直接凹凸が転写された基材）を製造
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するまでは、上記位相差素子の製造方法で説明したのと同様である（図１５参照）。転写
シート３００（転写箔）は、基材３１０上に、順に剥離層３２０、および光吸収材を含む
着色層３３０を有している。基材１００および転写シート３００は、巻き出しロール（図
示せず）に巻いた状態で用意する。次に、吐出機４４０を用いて、巻き出しロール４１０
から巻き出した基材１００の表面全体、または基材１００ののうち少なくとも凹凸層３２
に対応する部分に、ＵＶ硬化樹脂層３３Ｆ（エネルギーを受けて硬化する接着層）を塗布
したのち、ヒータ４５０を用いて、ＵＶ硬化樹脂層３３Ｆに含まれる溶剤を揮発させ、Ｕ
Ｖ硬化樹脂層３３Ｆを乾燥させる（図２８）。
【０１２６】
　次に、巻き出しロール４６０から巻き出した転写シート３００をガイドロール４７０に
導いたのち、ニップロール４８０を用いて、転写シート３００を、ＵＶ硬化樹脂層３３Ｆ
を介して基材１００に貼り付ける（図２９）。これにより、例えば、図３０に示したよう
に、転写シート３００の着色層３３０がＵＶ硬化樹脂層３３Ｆのうち各帯状凸部３２Ａの
直上に対応する部分にだけ接触する。その後、紫外線照射機４９０を用いて、ＵＶ硬化樹
脂層３３Ｆを硬化させる（図２９）。
【０１２７】
　次に、ガイドロール５００で、転写シート３００を基材１００から剥離する。これによ
り、転写シート３００の着色層３３０がＵＶ硬化樹脂層３３Ｆのうち各帯状凸部３２Ａの
直上に対応する部分にだけ付着（残留）し、例えば、図３１に示したように、各帯状凸部
３２Ａの直上に光吸収層３４が形成される。以上のようにして、光転写法によって光吸収
層付き基板５０が完成する。最後に、剥離した転写シート３００をロール５１０に巻き取
るとともに、光吸収層付き基板５０を巻き取りロール５２０に巻き取る。
【０１２８】
（熱転写法）
　熱転写法では、基材１００上に凹凸層３２を形成するところまでは、上記の光転写法の
工程と同様である。なお、熱転写法の場合には、一般的には、転写シート３００の着色層
３３０の表面に、予め熱可塑性樹脂層５４０Ａ（いわゆるホットメルト型の接着用樹脂層
）が設けられている（図３２）。
【０１２９】
　続いて、ヒートロール５６０およびニップロール５７０で、転写シート３００および基
材１００等を所定の圧力および所定の温度で挟み込み、転写シート３００を、熱可塑性樹
脂層５４０Ａを介して基材１００に貼り付ける。このとき、熱可塑性樹脂層５４０Ａにエ
ネルギーを与えて熱可塑性樹脂層５４０Ａを軟化させ、さらに熱可塑性樹脂層５４０Ａに
転写シート３００を接触させた状態で冷却することにより熱可塑性樹脂層５４０Ａを硬化
させ、各帯状凸部３２Ａの上面に、熱可塑性樹脂層５４０Ａを介して転写シート３００を
貼り付ける。これにより、転写シート３００の着色層３３０が熱可塑性樹脂層５４０Ａを
介して、基材１００の各帯状凸部３２Ａの直上に対応する部分にだけ接触する。
【０１３０】
　次に、ガイドロール５００で、転写シート３００を基材１００から剥離する。これによ
り、転写シート３００の着色層３３０が凹凸層３２のうち各帯状凸部３２Ａの直上に対応
する部分にだけ付着（残留）し、各帯状凸部３２Ａの直上に光吸収層３４が形成される。
以上のようにして、熱転写法によって光吸収層付き基板５０が完成する。最後に、剥離し
た転写シート３００をロール５１０に巻き取るとともに、光吸収層付き基板５０を巻き取
りロール５２０に巻き取る。
【符号の説明】
【０１３１】
　１…表示装置、２…偏光眼鏡、１０…バックライトユニット、２０…液晶表示パネル、
２１Ａ，２１Ｂ，４１Ａ，４２Ａ…偏光板、２２，２９…透明基板、２３…画素電極、２
４，２６…配向膜、２５…液晶層、２７…共通電極、２８…カラーフィルタ、２８Ａ…フ
ィルタ部、２８Ｂ…ブラックマトリクス部、３０…位相差素子、３１…基材フィルム、３
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２…凹凸層、３２Ａ…帯状凸部、３２Ｂ…帯状領域、３２Ｃ，３３Ａ…右目用領域、３２
Ｄ，３３Ｂ…左目用領域、３３…位相差層、３３Ｄ…液晶層、３３Ｅ…液晶、３３Ｆ…Ｕ
Ｖ硬化樹脂層、３４…光吸収層、４１…右目用眼鏡、４１Ｂ…右目用位相差フィルム、４
２…左目用眼鏡、４２Ｂ…左目用位相差フィルム、５０…光吸収層付き基材、１００，３
１０，７００…基材、２００，４１０，４６０…巻き出しロール、２１０…型ロール、２
２０，２３０，２５０，２６０，４７０，５００，５５０…ガイドロール、２４０，４８
０，５７０，７１０，７５０…ニップロール、２７０，５１０，５２０…巻き取りロール
、２８０，４２０，４４０，５４０…吐出機、２９０，４９０，５３０…紫外線照射機、
３００…転写シート、３２０…剥離層、３３０，６１０…着色層、４３０，４５０…ヒー
タ、５４０Ａ…熱可塑性樹脂層、５６０…ヒートロール、６００…版胴ロール、７２０…
ベルト状原盤、７３０…加熱ロール、７４０…冷却ロール、７６０…対向ロール、Ｌ…光
、Ｌ2…右目用画像光、Ｌ3…左目用画像光。

【図１】 【図２】

【図３】
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