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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向する第一基板と第二基板を含むディスプレイパネルと、
　位相板と、
　を含む３Ｄディスプレイパネルであって、
　前記第一基板は第一ベース基板および第一偏光板を、前記第二基板は第二ベース基板お
よび第二偏光板をそれぞれ含み、第一偏光板は、第二ベース基板に面する第一ベース基板
の内側表面に形成され、第二偏光板は、第一ベース基板に面する第二ベース基板の内側表
面に形成され、前記位相板は前記第一基板の前記第二基板と反対側の表面上に直接設置さ
れ、位相板が配向層を含み、前記配向層が、第一ベース基板の、第二ベース基板に面する
その内側表面とは反対の外側表面に直接配置され、配向層が少なくとも二種類の異なる配
向方向である複数の領域に分けられ、配向層自体が位相板として機能することを特徴とす
る３Ｄディスプレイパネル。
【請求項２】
　前記第一基板はカラーフィルム基板であり、前記第一基板は更にカラーフィルム層を含
み、前記カラーフィルム層と前記第一偏光板とはこの順で、あるいはこれと逆の順で前記
第一ベース基板の前記第二基板に対向する側に形成されることを特徴とする請求項１記載
の３Ｄディスプレイパネル。
【請求項３】
　前記配向層は、二種類の異なる配向方向である複数の領域に分けられることを特徴とす
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る請求項１または２記載の３Ｄディスプレイパネル。
【請求項４】
　前記二種類の異なる配向方向の間の角度は４５°～１３５°であることを特徴とする請
求項３記載の３Ｄディスプレイパネル。
【請求項５】
　前記二種類の異なる配向方向のうち、一つの配向方向は第一偏光板の出射光の偏光方向
と平行し、もう一つの配向方向は第一偏光板の出射光の偏光方向と垂直することを特徴と
する請求項３または４記載の３Ｄディスプレイパネル。
【請求項６】
　前記配向層の、二種類の異なる配向方向である領域は、垂直または水平のストリップ状
領域であり、かつ隣接する二つのストリップ状領域の配向方向は異なることを特徴とする
請求項３または４記載の３Ｄディスプレイパネル。
【請求項７】
　前記位相板は、前記配向層表面に設置される一層の反応性メソゲン（Ｒｅａｃｔｉｖｅ
　Ｍｅｓｏｇｅｎｓ）を含み、前記反応性メソゲンは複屈折性を備え、配向と硬化を行う
ことができる物質であることを特徴とする請求項１から６のいずれか１項記載の３Ｄディ
スプレイパネル。
【請求項８】
　双方が互いに向き合う第一ベース基板および第二ベース基板を含むディスプレイパネル
を準備し、第一ベース基板の、第二ベース基板に面するその内側表面とは反対の外側表面
に配向層を直接塗布するステップＳ１と、
　前記配向層に対して配向処理を行い、配向層が少なくとも二種類の異なる配向方向であ
る複数の領域に分かれるようにするステップＳ２と、
　配向処理が完了した配向層上に反応性メソゲン（Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｍｅｓｏｇｅｎｓ
）を塗布し、前記反応性メソゲンを配向させた後硬化させ、位相板を形成するステップＳ
３と、
　を含む位相板製造方法。
【請求項９】
　前記ステップＳ２において、前記配向層に対して配向処理を行い、配向層が二種類の異
なる配向方向である複数の領域に分かれるようにすることを特徴とする請求項８記載の位
相板製造方法。
【請求項１０】
　二種類の異なる配向方向の間の角度は４５°～１３５°であることを特徴とする請求項
９記載の位相板製造方法。
【請求項１１】
　二種類の異なる配向方向のうち、一つの配向方向は前記ディスプレイパネルの上偏光板
の出射光の偏光方向と平行し、もう一つの配向方向は上偏光板の出射光の偏光方向と垂直
することを特徴とする請求項１０記載の位相板製造方法。
【請求項１２】
　前記ステップＳ２において配向層に対して配向処理を行った後、配向層はいくつかの垂
直あるいは水平のストリップ状領域に分けられ、かつ隣接する二つのストリップ状領域の
配向方向は異なることを特徴とする請求項８から１１のいずれか１項に記載の位相板製造
方法。
【請求項１３】
　前記反応性メソゲンは複屈折性を備え、配向と硬化を行うことができる物質であること
を特徴とする請求項８から１２のいずれか１項に記載の位相板製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は３Ｄディスプレイパネル及び位相板の製造方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　立体ディスプレイは、ディスプレイの領域における発展方向となっている。立体ディス
プレイの基本原理は視差を利用し立体効果を生み出すことにあり、即ち、使用者の左目が
左目画像を、右目が右目画像を観察するようにすることである。左目、右目画像は視差の
ある一組の立体画像である。
【０００３】
　立体ディスプレイを実現する一つの方法は直列方式であり、即ち第一の時刻においてデ
ィスプレイは左目画像を表示し、このとき観察者の左目のみが表示画像を観察できるよう
にする。第二の時刻においてディスプレイは右目画像を表示し、このとき観察者の右目の
みが表示画像を観察できるようにする。画像は目の網膜に一定時間保留されるため、左目
、右目が同時に左目、右目画像を観察しているように認識され、これにより立体感が形成
される。
【０００４】
　立体ディスプレイを実現するもう一つの方法は並列方式であり、即ち同一時刻において
、ディスプレイ上の一部の画素は左目画像を表示し、別の一部の画素は右目画像を表示す
る。回折格子、偏光メガネ等の部品により表示された右目画像は右目のみに観察され、か
つ表示された左目画像は左目のみに観察されるようにし、これにより立体感が形成される
。
【０００５】
　偏光メガネ式立体ディスプレイは従来の立体ディスプレイ領域における主流技術であり
、この技術の基本構成はディスプレイパネルの前に出射光の偏光方向を調節できる部品を
設置するものである。この部品は一つの位相板または液晶セル、あるいは他の異なる画素
の出射光の偏光方向を調節できる部品であることができる。位相板立体ディスプレイの原
理は図１に示すように、上から下へそれぞれ、ディスプレイパネルが表示する画像、位相
板、出射画像、及び観察用の偏光メガネとなる。ディスプレイパネルにおいて、一行は右
目画像を表示し、次の一行は左目画像を表示する。ディスプレイパネルの前に一つの位相
板を設置し、一行はλ／２遅延（λは光の波長）、次の一行は０遅延とする。画素の出射
光は位相板を通り、λ／２遅延の部分に対応する画素の出射光の偏光方向が９０°回転さ
れる。この場合、左目、右目の偏光方向が直交する偏光メガネを着用すれば、右目は右目
画素の発する光のみ、左目は左目画素の発する光のみ観察でき、これにより立体効果が形
成される。また、一行はλ／４遅延、次の一行は３λ／４遅延とする方案もある。
【０００６】
　様々な偏光メガネ式立体ディスプレイにおいて、位相板を使用する技術が最も好まれて
いる。その基本構成は、ディスプレイパネル上において精密に位置合わせた後、一つの位
相板を貼り付け、位相板上の異なる領域により異なる位相遅延を形成することができるこ
とを利用し、これにより異なる画素の光が異なる偏光方向で出射されるようにし、観察者
が偏光メガネを着用すれば３Ｄ効果を得ることができる。
【０００７】
　従来では、位相板による３Ｄディスプレイパネルの製造方法は、まず位相板基板（例え
ば、ガラスまたは薄膜基材）上に位相板を作成し、そして位相板を両面テープあるいは他
の粘着剤によりディスプレイパネルに貼り付けるものである。図２に示すように、その基
本構造は位相板基板２１１上に作成した位相板２が粘着剤２１２によりディスプレイパネ
ル１の上偏光板１１２上に貼り付けられたものである。
【０００８】
　前記位相板の製造工程における問題点は、位相板をディスプレイパネルに対応するよう
に貼り付ける際、精密に対応させるのは難しく、精度が低いため、この方式により製造さ
れる３Ｄ製品は良品率が低く、クロストークが激しいこと、また一層の粘着剤２１２と位
相板基板２１１を増やしたため、光の損失につながることにある。また、発光点（ディス
プレイ基板上の赤、緑、青の発光点）と位相板の距離を増やしたため、視野角を狭めるこ
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とになる。これらの問題は位相板式３Ｄディスプレイの発展の大きな妨げとなっている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施例は、互いに対向する第一基板と第二基板を含むディスプレイパネルと
、位相板を含む３Ｄディスプレイパネルを提供する。この第一基板は第一偏光板を、第二
基板は第二偏光板を含み、前記位相板は前記第一基板における前記第二基板の反対側の表
面上に直接設置される。
【００１０】
　本発明の他の実施例は、ディスプレイパネルの上基板の表面に配向層を塗布するＳ１と
、前記配向層に対して配向処理を行い、配向層が少なくとも二種類の異なる配向方向であ
る複数の領域に分かれるようにするＳ２と、配向処理が完了した配向層上に反応性メソゲ
ン（Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｍｅｓｏｇｅｎｓ）を塗布し、前記反応性メソゲンを配向させた
後硬化させ、位相板を形成するＳ３とを含む位相板の製造方法を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】従来技術における位相板により３Ｄディスプレイを実現する原理を示す図である
。
【図２】従来技術における貼り付けの方式により位相板を偏光板に貼り付ける構造を示す
図である。
【図３Ａ】本発明の実施例により上基板の上表面において位相板を形成する３Ｄディスプ
レイの一つの構造を示す図である。
【図３Ｂ】本発明の実施例により上基板の上表面において位相板を形成する３Ｄディスプ
レイの第二の構造を示す図である。
【図３Ｃ】本発明の実施例により上基板の上表面において位相板を形成する３Ｄディスプ
レイの第三の構造を示す図である。
【図３Ｄ】本発明の実施例により上基板の上表面において位相板を形成する３Ｄディスプ
レイの他の一つの構造を示す図である。
【図４】本発明の実施例により上基板の上表面において配向層を形成した後の位相板の構
造を示す図である。
【図５】本発明の実施例における位相板における配向層の配向方式の上面図、うち図５Ａ
は配向後のストリップ状領域が垂直に配列する場合であり、図５Ｂは配向後のストリップ
状領域が水平に配列する場合である。
【図６】本発明の実施例により配向層上にＲＭを塗布した後の位相板の構造を示す図であ
る。
【図７】上基板上に位相板を形成した後の状態を示す図であり、配向層はいくつかの垂直
のストリップ状領域に分けられ、（ａ）は上面図であり、（ｂ）はＡ－Ａに沿った断面図
である。
【図８】図７のモデルの配向層上にＲＭを塗布した後の状態を示す図であり、（ａ）は上
面図であり、（ｂ）はＡ－Ａに沿った断面図である。
【図９】図８における一つのマザーボード上の複数のパネルを単独のパネルに切り出した
後の状態を示す図であり、（ａ）は上面図であり、（ｂ）はＡ－Ａに沿った断面図である
。
【図１０】上基板上において位相板配向層を形成した後の状態を示す図であり、配向層は
いくつかの水平のストリップ状領域に分けられ、（ａ）は上面図であり、（ｂ）はＢ－Ｂ
に沿った断面図である。
【図１１】図１０のモデルの配向層上にＲＭを塗布した後の状態を示す図であり、（ａ）
は上面図であり、（ｂ）はＢ－Ｂに沿った断面図である。
【図１２】図１１における一つのマザーボード上の複数のパネルを単独のパネルに切り出
した後の状態を示す図であり、（ａ）は上面図であり、（ｂ）はＢ－Ｂに沿った断面図で
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ある。
【図１３】位相板を使用する方式により３Ｄ画像の表示を実現する際の効果を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下図面と実施例に基づき、本発明の具体的な実施方法について更に詳細な説明を行う
。以下の実施例は本発明を説明するためのもので、本発明の範囲を限定するものではない
。
【００１３】
　本実施例は液晶パネルと位相板を含む３Ｄディスプレイを提供し、この液晶パネルは互
いに対向した上基板と下基板、及び上基板と下基板の間に充填される液晶等の構成要素を
含む。上基板は上偏光板、下基板は下偏光板を含む。位相板は液晶パネルの上基板の上表
面を直接覆う。通常、上基板はカラーフィルタ基板、下基板はアレイ基板であり、上基板
はベース基板、カラーフィルム層等、下基板はベース基板、アレイ層等を含む。しかし、
上基板と下基板の構造と構成要素は実際に応じて変更しても良い。上基板のベース基板と
下基板のベース基板はいずれもガラス基板または他の透明基板、例えばプラスチック基板
とすることができる。上偏光板あるいは下偏光板が上基板あるいは下基板の内部に位置す
る場合、それらは実質上、上基板あるいは下基板の一部となることが当業者は理解すべき
である。混同や誤解を招かない場合において、本発明の実施例は説明の便宜上、偏光板（
上、下偏光板）を上、下基板から独立した部品として説明していることがある。説明すべ
きことに、本発明の各実施例及びそれに関する図面は、本発明における３Ｄディスプレイ
及び液晶パネルに関する部品のみについて説明と図示を行うものであり、その他の本発明
の設計点と無関係な部品、例えば液晶パネルのＰＩ層（配向層）、カラーフィルムの共通
電極層等については説明と図示を行っていない。
【００１４】
　図３Ａに示すのは本実施例の一つの典型的な図示であり、本実施例において、位相板２
は液晶パネル１の上基板１１の上表面の上を直接覆い、具体的に、位相板２は実際には上
基板１１のベース基板１１１の上を直接覆う。図３Ａに示す３Ｄディスプレイにおいて、
液晶パネル１は上基板１１、下基板１２及びこれらの間に充填される液晶層１３を含む。
上基板１１はベース基板１１１、上偏光板１１２とカラーフィルム層１１３を含む。上偏
光板１１２はベース基板１１１とカラーフィルム層１１３の間に位置する。下基板１２は
ベース基板１２１、下偏光板１２２とアレイ層１２３を含み、下偏光板１２２はベース基
板１２１とアレイ層１２３の間に位置する。
【００１５】
　図３Ｂに示すのは本実施例のもう一つの典型的な図示であり、同様に、位相板２は液晶
パネル１の上基板１１の上表面の上を直接覆い、即ち、上基板１１のベース基板１１１の
上を直接覆う。図３Ｂに示す３Ｄディスプレイにおいて、液晶パネル１は上基板１１、下
基板１２及びこれらの間に充填される液晶層１３を含む。下基板１２は図３Ａに示す実施
例と全く同じであり、ベース基板１２１、下偏光板１２２とアレイ層１２３を含み、下偏
光板１２２はベース基板１２１とアレイ層１２３の間に位置する。図３Ｂに示す３Ｄディ
スプレイが図３Ａと異なるのは、図３Ｂにおいて、上基板１１はベース基板１１１、上偏
光板１１２とカラーフィルム層１１３を含むが、カラーフィルム層１１３はベース基板１
１１上に形成され、上偏光板１１２はカラーフィルム層１１３の下表面に設置されること
である。
【００１６】
　図３Ｃに示すのは本実施例のまた一つの典型的な図示であり、同様に、位相板２は液晶
パネル１の上基板１１の上表面の上を直接覆い、即ち、上基板１１のベース基板１１１の
上を直接覆う。図３Ｃに示す３Ｄディスプレイにおいて、液晶パネル１は上基板１１、下
基板１２及びこれらの間に充填される液晶層１３を含む。図３Ａ、３Ｂに示す実施例と異
なるのは、図３Ｃに示す３Ｄディスプレイにおいて、液晶パネル１はＣＯＡ構造の液晶パ
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ネルであることである。ＣＯＡとは、即ちＣｏｌｏｒ　ｆｉｌｔｅｒ　Ｏｎ　Ａｒｒａｙ
であり、通常は上基板（カラーフィルム基板）の上に形成されるカラーフィルム層（ＲＧ
Ｂ）がアレイ（Ａｒｒａｙ）基板上に形成されることを指す。図３Ｃに示すように、本実
施例において、液晶パネル１の上基板１１はベース基板と上偏光板１１２を含み、上偏光
板１１２はベース基板１１１の下表面に直接形成される。下偏光板１２は下から上へ順次
に、ベース基板１２１、下偏光板１２２、アレイ層１２３及びカラーフィルム層１１３を
含み、即ち、下偏光板１２２はベース基板１２１とアレイ層１２３の間に位置する。
【００１７】
　図３Ａ、３Ｂと３Ｃにおいて、上偏光板１１２の液晶パネル１における位置はそれぞれ
異なるが、下偏光板１２２の液晶パネル１における位置は変わっておらず、いずれもベー
ス基板１２１とアレイ層１２３の間に位置している。実際、下偏光板１２２の位置はこの
位置のみに限らず、実際の必要に応じて液晶パネル内外の異なる位置、例えば従来の方法
により下基板１２の下表面に設置しても良い。図３Ｄに示すのはそのうち一つの方案であ
る。
【００１８】
　図３Ａ～図３Ｄは液晶パネル１の全ての構成要素を図示していないことは、当業者が理
解すべきである。また、液晶パネル１は普通のＴＮ型、または水平電界型、ＶＡ型等、他
の種の電界であっても良い。
【００１９】
　以上は本実施例が提供する３Ｄディスプレイパネルの構造であり、位相板の液晶パネル
における構造の他、主に液晶パネルの構造に関し、特に上偏光板及び下偏光板の設置方案
に関する。当業者は本発明の技術と保護範囲内において、前記内容に対し変更を行うこと
が可能である。以下、本実施例が提供する３Ｄディスプレイパネルの位相板の構造を具体
的に説明する。
【００２０】
　本実施例における位相板２は配向層を含み、この配向層は少なくとも二種類の異なる配
向方向である複数の領域に分けられる。図４に示すのは、上基板１１１上において配向層
２１を形成した後の断面図である。
【００２１】
　具体的に、配向層はいくつかのストリップ状領域に分けられ、かつ隣接する二つのスト
リップ状領域の配向方向は異なる。前記ストリップ状領域は水平、垂直あるいは他の任意
の方向に沿って延びており、水平方向に延びるのが好ましい。図５Ａ、５Ｂはそれぞれス
トリップ状領域が水平方向と垂直方向に配列する場合の配向層の上面図である。また、異
なる種類のストリップ状領域は順次交互に配列しても良く、チェック状あるいは他の形状
で配列しても良い。
【００２２】
　表示の効果を確保するため、それぞれ一行（あるいは一列）のサブピクセル上は一種類
のみのストリップ状領域（即ち、一種類の配向方向である領域）で覆い、それぞれのスト
リップ状領域は一行（あるいは一列）のサブピクセルの一部または全部、あるいは一行（
あるいは一列）以上のサブピクセルを覆うようにしても良い。それぞれのストリップ状領
域は丁度、一行あるいは一列のサブピクセルを覆うことが好ましい。位相板に水平のスト
リップ状領域を用いる場合の表示効果は垂直のストリップ状領域を用いる場合より優れる
ため、従って最も好ましい方案は、位相板に水平のストリップ状領域を用い、かつそれぞ
れのストリップ状領域は丁度一行のサブピクセルを覆うものである。
【００２３】
　複数の領域は少なくとも二種類の異なる配向方向を含む領域であり、二種類の異なる配
向方向を含むことが好ましい。二種類の異なる配向方向を含む場合、二種類の異なる配向
方向の間の角度は４５°～１３５°とすることができ、９０°であることが好ましい。さ
らに、一つの配向方向は上偏光板の出射光の偏光方向と平行で、もう一つの配向方向は上
偏光板の出射光の偏光方向と垂直である。前記配向方向の間の角度は９０°であることが
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好ましいのは、従来における偏光メガネの二つのレンズの偏光方向の間の角度は９０°で
あることを前提とした好ましい設計方案である。本実施例において、ディスプレイパネル
の上偏光板、位相板、偏光メガネの三者の偏光方向が合わせば３Ｄディスプレイ効果を実
現できることは、当業者は理解すべきである。偏光メガネの二つのレンズの偏光方向の間
の角度が９０°でない場合（例えば６０°でも良い）、配向方向の間の好ましい角度も９
０°ではない（例えば６０°であるのも可能）。
【００２４】
　実際、配向層自体により位相板の機能が実現可能であるため、本実施例の位相板２は配
向層２１のみを含むことができる。さらに、位相板でより優れた効果を実現するため、図
に示すように、本実施例における位相板の配向層表面は一層のＲＭ（反応性メソゲン）２
２に覆われている（図６に示す）。そのうちＲＭの英文正式名称はＲｅａｃｔｉｖｅ　Ｍ
ｅｓｏｇｅｎｓであり、一般的に反応性メソゲンあるいはＲＭ反応物と称され、複屈折性
を備え、配向と硬化を行うことができる物質である。具体的に、ＲＭは液晶ポリマーある
いは他の適する物質とすることができる。前記ＲＭは液晶ポリマーであることが好ましい
。ＲＭはその真下に位置する配向層の影響を受け配向する。硬化後の反応性メソゲンの配
向方向はその真下に位置する配向層領域の配向方向と同じであるため、配向層の異なる領
域に対応するように、硬化後の反応性メソゲンも配向方向の異なる複数の領域を形成する
。
【００２５】
　本実施例は他に、前記３Ｄディスプレイパネルを含む３Ｄディスプレイ機器を提供する
。この３Ｄディスプレイ機器はテレビ、ノートパソコン、携帯電話、ＰＳＰ等の電子機器
であることができる。
【００２６】
　本実施例の３Ｄディスプレイパネル及び３Ｄディスプレイ機器には、製造コストが低く
、表示効果に優れる利点がある。
［実施例２］
【００２７】
　本実施例における位相板の製造方法は以下のステップを含む。
【００２８】
　ステップＳ３０１において、ディスプレイパネルの上基板の表面に位相板配向層を塗布
する。具体的に、ディスプレイパネルの上基板の表面は実際、上基板のベース基板の表面
である。この配向層の材料は上基板の上表面の材料と反応せず、かつそれに対し強い粘着
力を有するものが好ましい。本発明の各実施例における偏光板（上偏光板と下偏光板を含
む）は、光の偏光作用を実現できる全ての光学部品のことであり、従来の偏光板を含むが
これに限らない。
【００２９】
　ステップＳ３０２において、前記配向層に対して配向処理を行い、配向層が少なくとも
二種類の異なる配向方向である複数の領域に分かれるようにする。具体的な配向処理の方
法は、配向層上にマスクを設置し、紫外線照射を使用し配向処理を行い、露光後の配向層
が異なる配向方向である複数の領域に分かれるようにするものである。もちろん、具体的
な配向処理の方法は前記紫外線照射を使用する方法以外、本領域において多用される他の
方法であっても良い。本実施例において、例えば、配向層が二種類の異なる配向方向であ
る複数の領域に分かれるようにすることができる。具体的な配向処理の方法は、配向層上
にマスクを設置し、紫外線照射を使用し配向処理を行い、露光後の配向層が異なる二種類
の配向方向である複数の領域に分かれるようにするものである。例えば、二種類の配向方
向の間の角度は４５°～１３５°とすることができ、９０°であることが好ましい。さら
に、一つの配向方向は上偏光板の出射光の偏光方向と平行で、もう一つの配向方向は上偏
光板の出射光の偏光方向と垂直である。前記配向方向の間の角度は９０°であることが好
ましいのは、従来における偏光メガネの異なるレンズの偏光方向の間の角度は９０°であ
ることを前提とした好ましい設計方案である。本実施例において、ディスプレイパネルの
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上偏光板、位相板、偏光メガネの三者の偏光方向が合わせば３Ｄディスプレイ効果を実現
できることは、当業者が理解すべきである。偏光メガネの偏光方向の間の角度が９０°で
ない場合（例えば６０°でも良い）、配向方向の間の好ましい角度も９０°ではない（例
えば６０°であるのも可能）。
【００３０】
　配向層において、この二種類の異なる配向方向である領域は、配向方向が異なる任意の
二つの領域に分かれることができ、例えば、上基板上に所定の配向の角度が存在するいく
つかのストリップ状領域を形成し、隣接する二つのストリップ状領域の配向方向は異なる
。ストリップ状領域は水平、垂直あるいは他の任意の方向に沿って延びるようにすること
ができる。異なる種類のストリップ状領域（即ち、配向方向が異なるストリップ状領域）
は順次交互に配列しても良く、チェック状あるいは他の形状で配列しても良い。製造の便
宜上、本実施例において配向層はいくつかの垂直のストリップ状領域に分けられ、かつ隣
接する二つのストリップ状領域の配向方向は異なる。本技術手段は一つのパネル（Ｐａｎ
ｅｌ）のみに対し実現できる。通常、パネルを製造する際、一つのマザーボード上におい
て複数のパネルを製造するため、本技術手段は一つのマザーボード上の複数のパネルに対
しても実現できる。図７に四つのパネルを製造する場合の状態を示す。図７に示すように
、図７における（ａ）、（ｂ）は上基板の上表面（具体的には上基板のベース基板１１１
の上表面）において塗布及び配向を行った後の配向層２１を図示し、この配向層２１はい
くつかの垂直のストリップ状領域に分けられ、隣接する二つのストリップ状領域の配向方
向は異なる。表示の効果を確保するため、それぞれ一列のサブピクセル上は一種類のみの
ストリップ状領域（即ち、一種類の配向方向である領域）で覆い、それぞれのストリップ
状領域は一列のサブピクセルの一部または全部、あるいは一列以上のサブピクセルを覆う
ようにしても良い。それぞれのストリップ状領域は丁度、一列のサブピクセルを覆うこと
が好ましい。
【００３１】
　Ｓ３０３において、配向処理が完了した配向層上にＲＭを塗布し、このＲＭを配向した
後硬化させ、位相板を形成する。本実施例において、ＲＭは液晶ポリマーである。図８に
おける（ａ）、（ｂ）に示すように、ＲＭ２２は配向層２１の上を覆う。ＲＭ２２は硬化
する前、配向層２１の配向方向の影響を受けるため、ＲＭ２２が硬化した後の配向方向は
配向層２１の配向方向と一致し、これにより位相板２を形成する。図９は切り出された後
の一つのパネルの状態を示す。位相板基板による保護が得られず、切り出す工程あるいは
運搬の過程において位相板を傷めることを防ぐため、ステップＳ３０３の後に位相板の表
面に保護膜を一層貼り付けるステップを含むようにしても良い。
［実施例３］
【００３２】
　図１０、１１、１２に示すように、本実施例における実施例２と異なる点は、ステップ
Ｓ３０２において配向層に対して配向処理を行った後、配向層はいくつかの水平のストリ
ップ状領域に分けられ、かつ隣接する二つのストリップ状領域の配向方向は異なることで
ある。つまり、配向方向が異なるストリップ状領域は垂直方向において交互に配列する。
表示の効果を確保するため、それぞれ一行のサブピクセル上は一種類のみのストリップ状
領域（即ち、一種類の配向方向である領域）で覆い、それぞれのストリップ状領域は一行
のサブピクセルの一部または全部、あるいは一行以上のサブピクセルを覆うようにしても
良い。それぞれのストリップ状領域は丁度、一行のサブピクセルを覆うことが好ましい。
【００３３】
　位相板に水平のストリップ状領域を用いる場合の表示効果は垂直のストリップ状領域を
用いる場合より優れる。図１３に示すように、一つの画素のみを例に使用者の観察効果を
説明する。図に示すように、一つの画素の前にはいくつかのストリップ状領域が存在し、
この画素は左目画像の内容を提供するものとすると、この画素が左斜め線に沿って発する
光は左目の偏光レンズにより選択されるが、右斜め線に沿って発する光はクロストークを
引き起こす。図面からわかるように、配向が異なる領域が水平ストリップ状である場合、
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ＯＫ領域とクロストーク領域は垂直方向において交互に出現し、配向が異なる領域が垂直
ストリップ状である場合、ＯＫ領域とクロストーク領域は水平方向において交互に出現す
る。人の両目は水平に分布しており、また上下移動するのは比較的少なく、左右移動する
のは比較的多い。よって、位相板に垂直ストリップ状領域を用いる場合、ＯＫ領域とクロ
ストーク領域は水平方向において交互に出現し、左目はＯＫ領域に位置するが、右目はク
ロストーク領域に位置する、あるいは少し移動しただけでクロストーク領域に入る可能性
が発生し、観賞に影響を及ぼす。位相板に水平ストリップ状領域を用いる場合、ＯＫ領域
とクロストーク領域は垂直方向において交互に出現する。この場合、同じ位置に座ってい
れば、両目は常にＯＫ領域に位置する。
【００３４】
　実際、とくに携帯端末製品において、パネルが回転した場合、画面も従って回転するこ
とが良くあり、回転後の位相板のストリップ状領域は水平から垂直、あるいは垂直から水
平に変わる可能性がある。このため、実施例２と３において実現した３Ｄディスプレイ効
果は相互に切り替えことができる。
［実施例４］
【００３５】
　本実施例は、液晶パネルを形成する際、上偏光板を液晶パネルの内部に形成する３Ｄデ
ィスプレイパネルの製造方法を提供する。また、実施例２あるいは３に説明した位相板製
造方法による位相板の製造を含む。そのうち、上偏光板を液晶パネルの内部に形成するの
は、上偏光板を液晶パネルの上基板の異なる層の表面、例えばベース基板表面、カラーフ
ィルム層表面等に形成するものを含む。
【００３６】
　本実施例は他に、液晶パネルを形成する際、上偏光板を液晶パネルの上基板のベース基
板とカラーフィルム層の間に形成する３Ｄディスプレイパネルの製造方法を提供する。ま
た、実施例２あるいは３に説明した位相板製造方法による位相板の製造を含む。この方法
により製造される３Ｄディスプレイの構造は図３Ａと同じものであることができ、もちろ
ん、下偏光板の位置を更に変更し、例えば図３Ｄと同じようにしても良い。
【００３７】
　本実施例は他に、液晶パネルを形成する際、上偏光板を液晶パネルの上基板のカラーフ
ィルム層の下表面に形成する３Ｄディスプレイパネルの製造方法を提供する。また、実施
例２あるいは３に説明した位相板製造方法による位相板の製造を含む。この方法により製
造される３Ｄディスプレイの構造は図３Ｂと同じものであることができ、もちろん、下偏
光板の位置を更に変更しても良い。
【００３８】
　本実施例は他に、液晶パネルを形成する際、ベース基板、アレイ層とカラーフィルム層
を含む下基板、及びベース基板を含む上基板を形成し、上偏光板を液晶パネルの上基板の
ベース基板の下表面に形成する３Ｄディスプレイパネルの製造方法を提供する。また、実
施例２あるいは３に説明した位相板製造方法による位相板の製造を含む。この方法により
製造される３Ｄディスプレイの構造は図３Ｃと同じものであることができ、もちろん、下
偏光板の位置を更に変更しても良い。
【００３９】
　以上からわかるように、実施例２と実施例３が提供する位相板製造方法は、実施例１に
説明した様々な形式の３Ｄディスプレイパネルの製造に用いることができる。前記方法に
より製造される３Ｄディスプレイパネルは位相板とディスプレイパネルの対応精度及び製
品良品率を高め、位相板基板と粘着剤の使用を減らし、コストを抑えるとともに、透過光
の損失を減らし、可視角度を増やし、製造コストが低く、表示効果に優れる利点がある。
【００４０】
　以上の実現方法は本発明を説明するためのみのものであり、これを制限するものではな
く、本技術分野の一般技術者は、本発明における趣旨と範囲を逸脱しないうえで変更や同
等変換を加えられるため、同等な発明は全て、本発明の保護範囲に含まれるべきであり、
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本発明の特許保護範囲は特許請求により限定すべきである。
【符号の説明】
【００４１】
　１　液晶パネル
　１１　上基板
　１２　下基板
　１３　液晶層
　２１　配向層
　２２　ＲＭ
　１１１　ベース基板
　１１２　上偏光板
　１１３　カラーフィルム層
　１２１　ベース基板
　１２２　下偏光板
　１２３　アレイ層

【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【図９】

【図１０】
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