
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の基板と第２の基板とが 対向配置された電気光学装置において、
前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、
前記第１の基板に形成され 第１の電極群と、
前記第２の基板に形成された第２の電極と、
前記第２の基板に形成された第１の端子群と、
を具備し、
前記第１の電極群は、前記電気光学層に電界を与える 駆動部分、前記 駆動部
分

前記第１の端子群に 接続される基板間導通端子部分を含み、
前記第２の電極は、前記電気光学層に電界を与える 駆動部分、及び前記 駆動
部分に接続される第２の端子を含み、
前記第１の端子群及び 第２の端子は前記第２の基板の一辺に沿って並べられ、前記第
１の端子群より外側に前記第２の端子が配置されてなり、
前記第１の端子群は、当該第１の端子の一端部から前記基板間導通端子部分に向かって放
射状に広がって配設され、

前記第２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、前記第１
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シール材を介して

、透明導電膜からなる

第１の 第１の
に接続される配線部分、並びに前記配線部分に接続され、且つ前記シール材に含まれる

導電性粒子を介して 電気的に
第２の 第２の

前記

前記第１の電極群の前記配線部分は、前記基板間導通端子部分から前記第１の駆動部分に
向かって放射状に広がって配設され、



の電極群よりも電気的抵抗の低い ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
第１の基板と第２の基板とが 対向配置された電気光学装置において、
前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、
前記第１の基板に形成され 第１の電極群と、
前記第２の基板に形成された第２の電極と、
前記第２の基板に形成された第１の端子群と、
を具備し、
前記第１の電極群は、前記電気光学層に電界を与える 駆動部分、前記 駆動部
分

前記第１の端子群に 接続される基板間導通端子部分を含み、
前記第２の電極は、前記電気光学層に電界を与える 駆動部分、及び前記 駆動
部分に接続される第２の端子を含み、
前記第１の端子群及び 第２の端子は前記第２の基板の一辺に沿って並べられ、前記第
１の端子群は、前記第２の端子よりも中央よりに配置されてなり、
前記第１の端子群は、当該第１の端子の一端部から前記基板間導通端子部分に向かって放
射状に広がって配設され、

前記第２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、前記第１
の電極群よりも電気的抵抗の低い ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項３】
第１の基板と第２の基板とが 対向配置された電気光学装置において、
前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、
前記第１の基板に形成され 第１の電極群と、
前記第２の基板に形成された第２の電極と、
前記第２の基板に形成された第１の端子群と、
前記第１の基板の縁から張り出した前記第２の基板の張り出し部と、
を具備し、
前記第１の電極群は、前記電気光学層に電界を与える駆動部分、前記 駆動部分

前記第１の端子群に 接続される基板間導通端子部分を含み、
前記第２の電極は、前記電気光学層に電界を与える 駆動部分、及び前記 駆動
部分に接続される第２の端子を含み、
少なくとも前記張り出し部に前記第１の端子群及び第２の端子が配置され、
前記第１の端子群及び 第２の端子は前記第２の基板の一辺に沿って並べられ、前記第
１の端子群より外側に前記第２の端子が配置されてなり、
前記第１の端子群は、当該第１の端子の一端部から前記基板間導通端子部分に向かって放
射状に広がって配設され、

前記第２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、前記第１
の電極群よりも電気的抵抗の低い ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項４】
第１の基板と第２の基板とが 対向配置された電気光学装置において、
前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、
前記第１の基板に形成され 第１の電極群と、
前記第２の基板に形成された第２の電極と、
前記第２の基板に形成された第１の端子群と、
を具備し、
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金属膜からなる

シール材を介して

、透明導電膜からなる

第１の 第１の
に接続される配線部分、並びに前記配線部分に接続され、且つ前記シール材に含まれる

導電性粒子を介して 電気的に
第２の 第２の

前記

前記第１の電極群の前記配線部分は、前記基板間導通端子部分から前記第１の駆動部分に
向かって放射状に広がって配設され、

金属膜からなる

シール材を介して

、透明導電膜からなる

第１の に接
続される配線部分、並びに前記配線部分に接続され、且つ前記シール材に含まれる導電性
粒子を介して 電気的に

第２の 第２の

前記

前記第１の電極群の前記配線部分は、前記基板間導通端子部分から前記第１の駆動部分に
向かって放射状に広がって配設され、

金属膜からなる

シール材を介して

、透明導電膜からなる



前記第１の電極群は、前記電気光学層に電界を与える 駆動部分、前記 駆動部
分

前記第１の端子群に 接続される基板間導通端子部分を含み、
前記第２の電極は、前記電気光学層に電界を与える駆動部分、及び前記駆動部分に接続さ
れる第２の端子、前記駆動部分と前記第２の端子との間を接続する 配線部分を含み
、
前記第２の電極の前記配線部分は、前記第１の端子群よりも前記第２の基板の一辺に沿っ
た方向における外側に配置されてなり、
前記第１の端子群は、当該第１の端子の一端部から前記基板間導通端子部分に向かって放
射状に広がって配設され、

前記第２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、前記第１
の電極群よりも電気的抵抗の低い ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項５】
請求項１ないし３のいずれかにおいて、前記第２の電極は、前記駆動部分と前記第２の端
子との間を接続する 配線部分を備え、
前記 配線部分は、前記第１の端子群よりも前記第２の基板の前記一辺に沿った方向
における外側に配置されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項６】
請求項４または５において、前記第１の電極群の前記基板間導通端子部分は、前記第１の
端子群の端部に接続され、
前記第２の電極の前記配線部分は、前記第１の端子群の端部に対して斜めに配置される部
分を有することを特徴とする電気光学装置。
【請求項７】
請求項４または５において、前記第２の電極の前記配線部分は、前記第１の端子群の側方
において屈曲するように配置されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項８】
請求項１ないし４のいずれかにおいて、複数の前記第２の電極を有し、
前記第１の電極群は、前記第２の電極よりも数が多いことを特徴とする電気光学装置。
【請求項９】
請求項１ないし４のいずれかにおいて、前記第１の電極群には画像データ信号が供給され
、前記第２の電極には走査信号が供給されることを特徴とする電気光学装置。
【請求項１０】
請求項１ないし４のいずれかにおいて、前記第１の電極群は、ＩＴＯ膜を含んで構成され
、
前記第２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、アルミニ
ウム、銀、アルミニウム合金、および銀合金からなる群より選択される物質を含んで構成
されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項１１】
請求項１ないし４のいずれかにおいて、前記第２の電極には、前記第２の透明基板の側か
ら入射した光を透過する開口が形成されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項１２】
請求項１１において、前記開口は、スリット形状の開口、あるいは窓形状の開口であるこ
とを特徴とする電気光学装置。
【請求項１３】
請求項１ないし４のいずれかにおいて、前記電気光学物質は、液晶であることを特徴とす
る電気光学装置。
【請求項１４】
請求項１ないし４のいずれかに規定する電気光学装置を表示部として有することを特徴と
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第１の 第１の
に接続される配線部分、並びに前記配線部分に接続され、且つ前記シール材に含まれる

導電性粒子を介して 電気的に

第２の

前記第１の電極群の前記配線部分は、前記基板間導通端子部分から前記第１の駆動部分に
向かって放射状に広がって配設され、

金属膜からなる

第２の
第２の



する電子機器。
【請求項１５】
第１の基板と第２の基板とが 対向配置された電気光学装置において、
前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、
前記第１の基板に形成され 第１の電極群と、
前記第２の基板に形成された第２の電極と、
前記第２の基板に形成された第１の端子群と、
前記第２の基板に実装された駆動用ＩＣと、
を具備し、
前記第１の電極群は、電気光学層に電界を与える 駆動部分、前記 駆動部分

前記第１の端子群に 接続される基板間導通端子部分を含み、
前記第２の電極は、前記電気光学層に電界を与える 駆動部分、及び前記 駆動
部分に接続される第２の端子を含み、
前記第１の端子群及び 第２の端子は前記第２の基板の一辺に沿って並べられ、且つ、
前記駆動用ＩＣに接続され、
前記第２の端子は前記第１の端子群より外側に配置されてなり、
前記第１の端子群は、前記駆動用ＩＣから前記基板間導通端子部分に向かって放射状に広
がって配設され、

前記第２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、前記第１
の電極群よりも電気的抵抗の低い ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項１６】
第１の基板と第２の基板とが 対向配置された電気光学装置において、
前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、
前記第１の基板に形成され 第１の電極群と、
前記第２の基板に形成された第２の電極と、
前記第２の基板に形成された第１の端子群と、
前記第２の基板に実装された駆動用ＩＣと、
を具備し、
前記第１の電極群は、電気光学層に電界を与える 駆動部分、前記 駆動部分

前記第１の端子群に 接続される基板間導通端子部分を含み、
前記第２の電極は、前記電気光学層に電界を与える 駆動部分、及び前記 駆動
部分に接続される第２の端子を含み、
前記第１の端子群及び 第２の端子は前記第２の基板の一辺に沿って並べられ、且つ、
前記駆動用ＩＣに接続され、
前記第１の端子群は前記第２の端子よりも中央よりに配置されてなり、
前記第１の端子群は、前記駆動用ＩＣから前記基板間導通端子部分に向かって放射状に広
がって配設され、

前記第２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、前記第１
の電極群よりも電気的抵抗の低い ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項１７】
第１の基板と第２の基板とが 対向配置された電気光学装置において、
前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、
前記第１の基板に形成され 第１の電極群と、
前記第２の基板に形成された第２の電極と、
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シール材を介して

、透明導電膜からなる

第１の 第１の に
接続される配線部分、並びに前記配線部分に接続され、且つ前記シール材に含まれる導電
性粒子を介して 電気的に

第２の 第２の

前記

前記第１の電極群の前記配線部分は、前記基板間導通端子部分から前記第１の駆動部分に
向かって放射状に広がって配設され、

金属膜からなる

シール材を介して

、透明導電膜からなる

第１の 第１の に
接続される配線部分、並びに前記配線部分に接続され、且つ前記シール材に含まれる導電
性粒子を介して 電気的に

第２の 第２の

前記

前記第１の電極群の前記配線部分は、前記基板間導通端子部分から前記第１の駆動部分に
向かって放射状に広がって配設され、

金属膜からなる

シール材を介して

、透明導電膜からなる



前記第２の基板に形成された第１の端子群と、
前記第２の基板に実装された複数の駆動用ＩＣと、
を具備し、
前記第１の電極群は、前記電気光学層に電界を与える 駆動部分、前記 駆動部
分

前記第１の端子群に 接続される基板間導通端子部分を含み、
前記第２の電極は、前記電気光学層に電界を与える 駆動部分、及び前記 駆動
部分に接続される第２の端子を含み、
前記第１の端子群及び 第２の端子は前記第２の基板の一辺に沿って並べられ、且つ、
各々に対応する前記駆動用ＩＣに接続され、
前記第２の端子は前記第１の端子群より外側に配置されてなり、
前記第１の端子群は、前記対応する駆動用ＩＣから前記基板間導通端子部分に向かって放
射状に広がって配設され、

前記第２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、前記第１
の電極群よりも電気的抵抗の低い ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項１８】
第１の基板と第２の基板とが 対向配置された電気光学装置において、
前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、
前記第１の基板に形成され 第１の電極群と、
前記第２の基板に形成された第２の電極と、
前記第２の基板に形成された第１の端子群と、
前記第２の基板に実装された駆動用ＩＣと、
前記第１の基板の縁から張り出した前記第２の基板の張り出し部と、
を具備し、
前記第１の電極群は、電気光学層に電界を与える 駆動部分、前記 駆動部分

前記第１の端子群に 接続される基板間導通端子部分を含み、
前記第２の電極は、前記電気光学層に電界を与える 駆動部分、及び前記 駆動
部分に接続される第２の端子を含み、
少なくとも前記張り出し部に前記第１の端子群及び第２の端子が配置され、
前記第１の端子群及び 第２の端子は前記第２の基板の一辺に沿って並べられ、且つ、
前記駆動用ＩＣに接続され、
前記第２の端子は前記第１の端子群より外側に配置されてなり、
前記第１の端子群は、前記駆動用ＩＣから前記基板間導通端子部分に向かって放射状に広
がって配設されてなり、

前記第２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、前記第１
の電極群よりも電気的抵抗の低い ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項１９】
第１の基板と第２の基板とが 対向配置された電気光学装置において、
前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、
前記第１の基板に形成され 第１の電極群と、
前記第２の基板に形成された第２の電極と、
前記第２の基板に形成された第１の端子群と、
前記第２の基板に実装された駆動用ＩＣと、
を具備し、
前記第１の電極群は、前記電気光学層に電界を与える 駆動部分、前記 駆動部
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第１の 第１の
に接続される配線部分、並びに前記配線部分に接続され、且つ前記シール材に含まれる

導電性粒子を介して 電気的に
第２の 第２の

前記

前記第１の電極群の前記配線部分は、前記基板間導通端子部分から前記第１の駆動部分に
向かって放射状に広がって配設され、

金属膜からなる

シール材を介して

、透明導電膜からなる

第１の 第１の に
接続される配線部分、並びに前記配線部分に接続され、且つ前記シール材に含まれる導電
性粒子を介して 電気的に

第２の 第２の

前記

前記第１の電極群の前記配線部分は、前記基板間導通端子部分から前記第１の駆動部分に
向かって放射状に広がって配設され、

金属膜からなる

シール材を介して

、透明導電膜からなる

第１の 第１の



分
前記第１の端子群に 接続される基板間導通端子部分を含み、

前記第２の電極は、前記電気光学層に電界を与える 駆動部分、及び前記 駆動
部分に接続される第２の端子、前記駆動部分と前記第２の端子との間を接続する 配
線部分を含み、
前記第１の端子群及び第２の端子は前記駆動用ＩＣに接続され、
前記第２の電極の前記配線部分は、前記第１の端子群よりも前記第２の基板の前記一辺に
沿った方向における外側に配置されてなり、
前記第１の端子群は、前記駆動用ＩＣから前記基板間導通端子部分に向かって放射状に広
がって配設されてなり、

前記第２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、前記第１
の電極群よりも電気的抵抗の低い ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項２０】
請求項１５ないし１８のいずれかにおいて、前記第２の電極は、前記駆動部分と前記第２
の端子との間を接続する 配線部分を備え、
前記 配線部分は、前記第１の端子群よりも前記第２の基板の前記一辺に沿った方向
における外側に配置されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項２１】
請求項１９または２０において、前記第１の電極群の前記基板間導通端子部分は、前記第
１の端子群の端部に接続され、
前記第２の電極の前記配線部分は、前記第１の端子群の端部に対して斜めに配置される部
分を有することを特徴とする電気光学装置。
【請求項２２】
請求項１９または２０において、前記第２の電極の前記 配線部分は、前記第１の端
子群の側方において屈曲するように配置されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項２３】
請求項１５ないし１９のいずれかにおいて、複数の前記第２の電極を有し、
前記第１の電極群は、前記第２の電極よりも数が多いことを特徴とする電気光学装置。
【請求項２４】
請求項１５ないし１９のいずれかにおいて、前記第１の電極群には画像データ信号が供給
され、前記第２の電極には走査信号が供給されることを特徴とする電気光学装置。
【請求項２５】
請求項１５ないし１９のいずれかにおいて、前記第１の電極群は、ＩＴＯ膜を含んで構成
され、
前記第２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、アルミニ
ウム、銀、アルミニウム合金、および銀合金からなる群より選択される物質を含んで構成
されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項２６】
請求項１５ないし１９のいずれかにおいて、前記電気光学物質は、液晶であることを特徴
とする電気光学装置。
【請求項２７】
請求項１５ないし１９のいずれかに規定する電気光学装置を表示部として有することを特
徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、一対の基板間に電気光学物質が保持された電気光学装置、およびこの電気光学
装置を用いた電子機器に関するものである。さらに詳しくは、電気光学装置を構成する各
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に接続される配線部分、並びに前記配線部分に接続され、且つ前記シール材に含まれる
導電性粒子を介して 電気的に

第２の 第２の
第２の

前記第１の電極群の前記配線部分は、前記基板間導通端子部分から前記第１の駆動部分に
向かって放射状に広がって配設され、

金属膜からなる

第２の
第２の

第２の



基板における電極および端子の構造に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
各種の電気光学装置のうち、電気光学物質として液晶を用いた電気光学装置（液晶装置）
は、図２１に示すように、対向配置された第１の透明基板１０Ｚおよび第２の透明基板２
０Ｚと、両基板を貼り合わせるシール材３０と、第１の透明基板１０Ｚ、第２の透明基板
２０Ｚ、およびシール材３０によって囲まれた領域内に封入された液晶とにより構成され
ている。第１の透明基板１０Ｚと第２の透明基板２０Ｚとが対向して貼り合わされた状態
において、第１の透明基板１０Ｚは、第２の透明基板２０Ｚの縁部から張り出した張り出
し部２５′を有し、第２の透明基板２０Ｚは、第１の透明基板１０Ｚの縁部から張り出し
た張り出し部２５″を有している。
【０００３】
第１の透明基板１０Ｚにおける第２の透明基板２０Ｚとの対向面には、複数の第１の電極
４０Ｚが形成されており、第１の電極４０Ｚは、第１の透明基板１０Ｚの張り出し部２５
′まで延設されてこの領域に実装される駆動用ＩＣ７Ｚ′にそれぞれ接続されている。一
方、第２の透明基板２０Ｚにおける第１の透明基板１０Ｚとの対向面には、第１の電極４
０Ｚの各々と交差するように複数の第２の電極５０Ｚが形成されており、各第２の電極５
０Ｚは、第２の透明基板２０Ｚの張り出し部２５″に延設されてこの領域に実装される駆
動用ＩＣ７Ｚ″にそれぞれ接続されている。従って、各第１の電極４０Ｚには駆動用ＩＣ
７Ｚ′からの出力信号が供給され、各第２の電極５０Ｚには駆動用ＩＣ７Ｚ″からの出力
信号が供給される。
【０００４】
しかしながら、このような構成とした場合、第１の透明基板１０Ｚおよび第２の透明基板
２０Ｚの各々が張り出し部２５′、２５″を有しているため、電気光学装置が大きくなっ
てしまうといった問題がある。
【０００５】
このような問題を解決するため、基板間導通を利用して、一方の基板から他方の基板に信
号を入力するタイプの電気光学装置が案出されている。この基板間導通は、図２２および
図２３に示すように、第１の透明基板１０Ｚと第２の透明基板２０Ｚとを貼り合わせる際
に、第１の透明基板１０Ｚに形成されている第１の電極４０Ｚの端部からなる基板間導通
用端子部分６０Ｚと、第２の透明基板２０に形成されている端子の端部７０Ｚとを対向さ
せた状態でその間隙を狭めるような力を加えながらシール材３０を硬化させ、シール材３
０中の導電性粒子３１を第１の透明基板１０Ｚと第２の透明基板２０Ｚとの間で押し潰す
。その結果、基板間導通用端子部分６０Ｚと端子の端部７０Ｚの間に位置する導電性粒子
３１は、基板間導通用端子部分６０Ｚと端子の端部７０Ｚとを導通させる一方、基板間導
通用端子部分６０Ｚと端子の端部７０Ｚとが対向する領域以外の領域に位置する導電性粒
子３１は、導通には何ら関与しないから、基板間導通用端子部分６０Ｚと端子の端部７０
Ｚのみが導通する。
【０００６】
このような基板間導通を利用すると、図２３を参照して説明するように、電気光学装置の
小型化を図ることができる。図２３において、第２の透明基板２０Ｚは、第１の透明基板
１０Ｚよりも大きく形成されており、第２の透明基板２０Ｚの一部が張り出し部２５Ｚと
して第１の透明基板１０Ｚの縁から張り出している。そして、この張り出し部２５Ｚには
、第１の透明基板１０Ｚの第１の電極４０Ｚ、および第２の透明基板２０Ｚの第２の電極
５０Ｚに対して所定の信号を供給するための駆動用ＩＣ７が実装されている。ここで、図
２３に円Ｃで囲んだ領域で、図２２を参照して説明した基板間導通を利用すれば、第２の
透明基板２０Ｚに実装された駆動用ＩＣ７Ｚの出力端子は、基板間導通を介して、第１の
透明基板１０Ｚの第１の電極４０Ｚの各々にも導通されることになる。
【０００７】
このような構成を採用すると、図２１に示した電気光学装置と比較して、張り出し部２５
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′が１箇所で済む分だけ電気光学装置を小さくすることができる。
【０００８】
また、ＣＯＧ実装を採用しない電気光学装置でも、図２４～図２９に示すように、一つの
張り出し部にフレキシブル基板を接続すればよい。
【０００９】
図２４および図２５はそれぞれ、従来の電気光学装置の斜視図および分解斜視図である。
図２６は、電気光学装置を図２４のＸＩＶ－ＸＩＶ′線で切断したときのＸＩＶ′側の端
部の断面図である。図２７および図２８はそれぞれ、図２４、図２５および図２６に示し
た電気光学装置の第１の透明基板に形成した電極および端子を拡大して示す平面図、およ
び図２５に示す電気光学装置の第２の透明基板に形成した電極および端子を拡大して示す
平面図である。図２９は、図２７に示す第１の透明基板と、図２８に示す第２の透明基板
とを貼り合わせたときの電極および端子を拡大して示す平面図である。
【００１０】
これらの図に示す電気光学装置も、パッシブマトリクスタイプの液晶装置であり、図２４
、図２５および図２６に模式的に示すように、所定の間隙を介してシール材３０によって
貼り合わされた矩形のガラスなどからなる一対の基板間にシール材３０によって液晶封入
領域３５が区画されている。この液晶封入領域３５には電気光学物質としての液晶が封入
されて液晶層４（電気光学層）が形成され、この液晶封入領域３５の内側領域が画像表示
領域２となる。ここでの説明においては、前記の一対の基板のうち、画像表示領域２で縦
方向に延びた駆動部分４１Ｘを備える第１の電極４０Ｘ（画素駆動用電極）が形成されて
いる方の基板を第１の透明基板１０Ｘとし、画像表示領域２で横方向に延びた駆動部分５
１Ｙを備える第２の電極５０Ｙ（画素駆動用電極）が形成されている方の基板を第２の透
明基板２０Ｙとする。
【００１１】
第２の透明基板２０Ｙには、図２６に示すように、第１の電極４０Ｘと第２の電極５０Ｙ
との交点に相当する領域に赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のカラーフィルタ７Ｒ、７Ｇ、
７Ｂが形成され、これらのカラーフィルタ７Ｒ、７Ｇ、７Ｂの表面側に絶縁性の平坦化膜
２１、第２の電極５０Ｙ、および配向膜２２がこの順に形成されている。これに対して、
第１の透明基板１０Ｘには、第１の電極４０Ｘの表面に配向膜１２が形成されている。
【００１２】
この電気光学装置１Ｘは透過型であり、第１の電極４０Ｘおよび第２の電極５０Ｙは、い
ずれもＩＴＯ膜（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ／透明導電膜）によって形成されて
いる。この電気光学装置１Ｘにおいて、第２の透明基板２０Ｙの外側表面には偏光板６２
が貼られ、第１の透明基板１０Ｘの外側表面には偏光板６１が貼られている。また、第１
の透明基板１０Ｘの外側にはバックライト装置９が配置されている。
【００１３】
このように構成した透過型の電気光学装置１Ｘにおいて、バックライト装置９から出射さ
れた光は、第１の透明基板１０Ｘに入射した後、液晶層４によって光変調され、第２の透
明基板２０Ｙの側から出射される。
【００１４】
この電気光学装置１Ｘでは、図２４および図２５に示すように、外部からの信号入力およ
び基板間の導通のいずれもが、第１の透明基板１０Ｘおよび第２の透明基板２０Ｙにおい
て同一方向に位置する各基板の辺１０１Ｘ、２０１Ｙ付近で行われる。従って、第１の透
明基板１０Ｘにおいて、基板の辺１０１Ｘに近い部分は、第２の透明基板２０Ｙの端縁か
ら張り出した張り出し部１５Ｘになっており、そこに、駆動用ＩＣ７Ｘが実装されたフレ
キシブル基板９０が接続されている。また、第１の透明基板１０Ｘにおいて、第２の透明
基板２０Ｙの辺２０１Ｙと重なる部分は、第２の透明基板２０Ｙの側との基板間導通用に
用いられる。
【００１５】
このように構成するにあたって、第１の透明基板１０Ｘには、図２５および図２７に示す
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ように、基板の辺１０１Ｘの長さ方向の外側領域に複数の第１の端子８１Ｘが形成され、
その中央領域に複数の第２の端子８２Ｘが形成されている。
【００１６】
第１の透明基板１０Ｘにおいて、第２の端子８２Ｘは第１の電極４０Ｘの端部から構成さ
れ、この第１の電極４０Ｘは、第２の端子８２Ｘから対向する基板の辺１０２Ｘ（画像表
示領域２の側）に向かって直線的に延びた後、斜め外側に延びた配線部分４２Ｘと、この
配線部分４２Ｘから対向する基板の辺１０２Ｘに向けて直線的に延びた駆動部分４１Ｘと
を備えている。ここで、第１の電極４０Ｘおよび第１の端子８１Ｘは、いずれもＩＴＯ膜
によって形成されている。
【００１７】
これに対して、図２５および図２８に示すように、第２の透明基板２０Ｙに形成されてい
る第２の電極５０Ｙは、駆動部分５１Ｙと、各駆動部分５１Ｙから引き回された配線部分
５２Ｙと、この配線部分５２Ｙの端部に形成された基板間導通用端子部分７０Ｙとから構
成されており、基板間端子部分７０Ｙは、第２の透明基板２０Ｙの辺２０１Ｙに沿って形
成されている。ここで、第２の電極５０Ｘは、ＩＴＯ膜によって形成されている。
【００１８】
第２の透明基板２０Ｙにおいて、配線部分５２Ｙは、第１の透明基板１０Ｘに形成されて
いる第１の電極４０Ｘの配線部分４２Ｘと平面的に重なる領域を避けてその両側に相当す
る領域を回り込むように引き回されている。そのため、基板間導通用端子部分７０Ｙは、
基板の辺２０１Ｙの中央領域側では直線的に形成されるが、そこから左右、外側に離れる
ほど、斜めに延びる部分（斜め部分７０２Ｙ）が占める割合が大になっている。
【００１９】
ここで、基板間導通用端子部分７０Ｙは、通常の配線部分と違って、基板間に挟まれた導
電性粒子で第２の端子８２Ｘの端部６０Ｘとの接続を行うためのものであるので、隣接す
る端子間で短絡が起こりやすい。従って、このような端子間の短絡を確実に防止するには
、隣接する端子間に十分広い間隔を確保する必要がある。このため、基板間導通用端子部
分７０Ｙのうち、基板の辺２０１Ｙの両端側に形成されている基板間導通用端子部分７０
Ｙでは、隣接する端子部分の間において直線部分７０１Ｙの長さ寸法に大きな差をつけ、
そこから斜めに延びる斜め部分７０２Ｙ同士の間隔を広く確保している。従って、基板間
導通用端子部分７０Ｙにおいて直線部分７０１Ｙと斜め部分７０２Ｙとの境界を結ぶ線Ｅ
が基板の辺２０１Ｙとなす角度αは、かなり大きなものになっている。
【００２０】
これに対して、基板間導通用端子部分７０Ｙのうち、基板の辺２０１Ｙの中央寄りに形成
されている基板間導通用端子部分７０Ｙは真っ直ぐに延びており、その先端側から斜めに
延びている部分はあくまで配線部分５２Ｙであって、導電性粒子による基板間導通を行わ
ない。このため、配線部分５２Ｙでは、隣接するパターンの間隔をかなり狭めることがで
きる。従って、基板の辺２０１Ｙの中央寄りの領域において、第２の電極５０Ｙの直線部
分５０１Ｙと斜め部分５０２Ｙとの境界を結んだ線が基板の辺２０１Ｙとなす角度は、か
なり小さなものになっている。
【００２１】
このように構成した第１の透明基板１０Ｘと第２の透明基板２０Ｙとを用いて電気光学装
置１を構成するにあたっては、図２５および図２９に示すように、第１の透明基板１０Ｘ
と第２の透明基板２０Ｙとをシール材３０を介して貼り合わせる際に、シール材３０には
ギャップ材および導電性粒子を配合しておくとともに、第１の端子８１Ｘの端部６０Ｘと
基板間導通用端子部分７０Ｙとが重なる領域にもシール材３０を塗布する。従って、第１
の透明基板１０Ｘと第２の透明基板２０Ｙとをシール材３０を介して貼り合わると、シー
ル材３０に含まれている導電性粒子により第１の端子８１Ｘの端部６０Ｘと基板間導通用
端子部分７０とが導通する。また、第１の透明基板１０Ｘと第２の透明基板２０Ｙとを貼
り合わせると、第１の電極４０Ｘの駆動部分４１Ｘと第２の電極５０Ｙの駆動部分５１Ｙ
との交差部分によって画素５がマトリクス状に形成される。
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【００２２】
このため、第１の透明基板１０Ｘの辺１０１Ｘに形成されている第１の端子８１Ｘ、およ
び第２の端子８２Ｘに対してフレキシブル基板９０を異方性導電材などを用いて実装した
後、このフレキシブル基板９０を介して第１の端子８１Ｘおよび第２の端子８２Ｘに信号
入力すると、第１の透明基板１０Ｘに形成されている第１の電極４０Ｘには第２の端子８
２Ｘを介して画像データ信号を直接、印加することができ、第２の透明基板２０Ｙに形成
されている第２の電極５０Ｙには、第１の端子８１Ｘ、導電性粒子および基板間導通用端
子部分７０Ｙを介して走査信号を印加することができる。
【００２３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来は、斜めに延びるような基板間導通用端子部分７０Ｙを用いて基板間
導通を行っているので、隣接する端子の間において直線部分７０１Ｙの長さ寸法に大きな
差をつけることによって斜め部分７０２Ｙの間に十分な間隔を確保せざるを得ず、画像表
示領域２の外に位置するこの領域を無駄に使っているという問題点がある。このため、従
来の電極構造では、第１の透明基板１０Ｘに形成されている第１の電極４０Ｘの最も内側
が画像表示領域２付近で折れ曲がった角部分と、最も外側に位置する第１の端子８１の基
端部分との間でパターンを斜めに形成せざるを得ない領域（矢印Ｂで示す領域幅）で第２
の電極５０Ｙの数をこれ以上、増やすと、図２９に示す領域２５０において、第２の電極
５０Ｙの配線部分５２Ｙと第１の電極４０Ｘの配線部分４２Ｘに重なってしまい、基板間
で短絡が発生する確率が高くなるという問題点がある。また、第２の電極５０Ｙの数を増
やすことを目的に、基板間導通用端子部分７０Ｙの斜め部分７０２Ｙの間隔を狭めて第２
の電極５０Ｙを追加する領域を確保すると、隣接する端子間で短絡が発生する確率が高く
なる。さらに、第２の電極５０Ｙにおける基板間導通用端子部分７０Ｙや配線部分５２Ｙ
の線幅を狭めるなどの対策によって矢印Ｂで示す領域幅を狭めることにより、第２の電極
５０Ｙを追加する領域を無理に確保すると、この部分での電気的抵抗が増大し、表示品位
が低下する。
【００２４】
以上の問題点に鑑みて、本発明の課題は、一方の基板に形成した外部入力用端子から入力
した信号を基板間導通を用いて他方の基板に入力するタイプの電気光学装置において、配
線構造および配線材料の適正化を図ることにより、信頼性や表示品位を低下させることな
く、電極の数の増大を図ることのできる構成を提供することにある。
【００２５】
また、本発明の課題は、透過型および反射型の双方の原理を組み合わせることにより、表
示品位を低下させることなく、電極を構成する導電膜に対する材質的な制約を緩和するこ
とのできる電気光学装置を提供することにある。
【００２６】
さらに、本発明の課題は、このような電気光学装置を用いた電子機器を提供することにあ
る。
【００２７】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明では、第１の基板と第２の基板とが対向配置された電気
光学装置において、前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、
前記第１の基板に形成された第１の電極と、前記第２の基板に形成された第２の電極と、
前記第２の基板に形成されており、前記第１電極に接続される第１の端子と、を具備し、
前記第１の電極は、前記電気光学層に電界を与える駆動部分、並びに前記駆動部分及び前
記第１の端子に接続される基板間導通端子部分を含み、前記第２の電極は、前記電気光学
層に電界を与える駆動部分、及び前記駆動部分に接続される第２の端子を含み、前記第１
及び第２の端子は前記第２の基板の一辺に沿って並べられ、前記第１の端子より外側に前
記第２の端子が配置されてなることが好ましい。
【００２８】
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また、本発明の電気光学装置は、

本発明では、第１の基板と第２の基板とが対向配置された電気光学装置において、前記第
１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、前記第１の基板に形成され
た第１の電極と、前記第２の基板に形成された第２の電極と、前記第２の基板に形成され
ており、前記第１電極に接続される第１の端子と、を具備し、前記第１の電極は、前記電
気光学層に電界を与える駆動部分、並びに前記駆動部分及び前記第１の端子に接続される
基板間導通端子部分を含み、前記第２の電極は、前記電気光学層に電界を与える駆動部分
、及び前記駆動部分に接続される第２の端子を含み、前記第１及び第２の端子は前記第２
の基板の一辺に沿って並べられ、前記第１の端子は、前記第２の端子よりも中央よりに配
置されてなることが好ましい。
【００２９】

また、本発明では、第１の基板と第２の基板とが対向配置された電気光学装置において、
前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、前記第１の基板に形
成された第１の電極と、前記第２の基板に形成された第２の電極と、前記第２の基板に形
成されており、前記第１電極に接続される第１の端子と、を具備し、前記第１の電極は、
前記電気光学層に電界を与える駆動部分、並びに前記駆動部分及び前記第１の端子に接続
される基板間導通端子部分を含み、前記第２の電極は、前記電気光学層に電界を与える駆
動部分、及び前記駆動部分に接続される第２の端子を含み、前記第１及び第２の端子は前
記第２の基板の一辺に沿って並べられ、前記第１の端子より外側に前記第２の端子が配置
されてなり、前記第２の電極は、前記第１の電極よりも電気的抵抗の低い材料を含んで構
成されていることが好ましい。
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第１の基板と第２の基板とがシール材を介して対向配置
された電気光学装置において、前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気
光学層と、前記第１の基板に形成され、透明導電膜からなる第１の電極群と、前記第２の
基板に形成された第２の電極と、前記第２の基板に形成された第１の端子群と、を具備し
、前記第１の電極群は、前記電気光学層に電界を与える第１の駆動部分、前記第１の駆動
部分に接続される配線部分、並びに前記配線部分に接続され、且つ前記シール材に含まれ
る導電性粒子を介して前記第１の端子群に電気的に接続される基板間導通端子部分を含み
、前記第２の電極は、前記電気光学層に電界を与える第２の駆動部分、及び前記第２の駆
動部分に接続される第２の端子を含み、前記第１の端子群及び前記第２の端子は前記第２
の基板の一辺に沿って並べられ、前記第１の端子群は、前記第２の端子よりも中央よりに
配置されてなり、前記第１の端子群は、当該第１の端子の一端部から前記基板間導通端子
部分に向かって放射状に広がって配設され、前記第１の電極群の前記配線部分は、前記基
板間導通端子部分から前記第１の駆動部分に向かって放射状に広がって配設され、前記第
２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、前記第１の電極
群よりも電気的抵抗の低い金属膜からなることを特徴とする。

本発明の電気光学装置は、第１の基板と第２の基板とがシール材を介して対向配置された
電気光学装置において、前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層
と、前記第１の基板に形成され、透明導電膜からなる第１の電極群と、前記第２の基板に
形成された第２の電極と、前記第２の基板に形成された第１の端子群と、を具備し、前記
第１の電極群は、前記電気光学層に電界を与える第１の駆動部分、前記第１の駆動部分に
接続される配線部分、並びに前記配線部分に接続され、且つ前記シール材に含まれる導電
性粒子を介して前記第１の端子群に電気的に接続される基板間導通端子部分を含み、前記
第２の電極は、前記電気光学層に電界を与える第２の駆動部分、及び前記第２の駆動部分
に接続される第２の端子を含み、前記第１の端子群及び前記第２の端子は前記第２の基板
の一辺に沿って並べられ、前記第１の端子群より外側に前記第２の端子が配置されてなり
、前記第１の端子群は、当該第１の端子の一端部から前記基板間導通端子部分に向かって
放射状に広がって配設され、前記第１の電極群の前記配線部分は、前記基板間導通端子部
分から前記第１の駆動部分に向かって放射状に広がって配設され、前記第２の電極の前記
駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、前記第１の電極群よりも電気的
抵抗の低い金属膜からなることを特徴とする。



【００３０】
また、本発明の電気光学装置は、

本発明では、第１の基板と第２の基板とが対向配置された電気光学装置において、前記第
１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、前記第１の基板に形成され
た第１の電極と、前記第２の基板に形成された第２の電極と、前記第２の基板に形成され
ており、前記第１電極に接続される第１の端子と、前記第１の基板の縁から張り出した前
記第２の基板の張り出し部と、を具備し、前記第１の電極は、前記電気光学層に電界を与
える駆動部分、並びに前記駆動部分及び前記第１の端子に接続される基板間導通端子部分
を含み、前記第２の電極は、前記電気光学層に電界を与える駆動部分、及び前記駆動部分
に接続される第２の端子を含み、少なくとも前記張り出し部に前記第１及び第２の端子が
配置され、前記第１及び第２の端子は前記第２の基板の一辺に沿って並べられ、前記第１
の端子より外側に前記第２の端子が配置されてなることが好ましい。
【００３１】
また、本発明の電気光学装置は、

本発明では、第１の基板と第２の基板とが対向配置された電気光学装置において、前記第
１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、前記第１の基板に形成され
た第１の電極と、前記第２の基板に形成された第２の電極と、前記第２の基板に形成され
ており、前記第１電極に接続される第１の端子と、を具備し、前記第１の電極は、前記電
気光学層に電界を与える駆動部分、並びに前記駆動部分及び前記第１の端子に接続される
基板間導通端子部分を含み、前記第２の電極は、前記電気光学層に電界を与える駆動部分
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第１の基板と第２の基板とがシール材を介して対向配置
された電気光学装置において、前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気
光学層と、前記第１の基板に形成され、透明導電膜からなる第１の電極群と、前記第２の
基板に形成された第２の電極と、前記第２の基板に形成された第１の端子群と、前記第１
の基板の縁から張り出した前記第２の基板の張り出し部と、を具備し、前記第１の電極群
は、前記電気光学層に電界を与える駆動部分、前記第１の駆動部分に接続される配線部分
、並びに前記配線部分に接続され、且つ前記シール材に含まれる導電性粒子を介して前記
第１の端子群に電気的に接続される基板間導通端子部分を含み、前記第２の電極は、前記
電気光学層に電界を与える第２の駆動部分、及び前記第２の駆動部分に接続される第２の
端子を含み、少なくとも前記張り出し部に前記第１の端子群及び第２の端子が配置され、
　前記第１の端子群及び前記第２の端子は前記第２の基板の一辺に沿って並べられ、前記
第１の端子群より外側に前記第２の端子が配置されてなり、前記第１の端子群は、当該第
１の端子の一端部から前記基板間導通端子部分に向かって放射状に広がって配設され、前
記第１の電極群の前記配線部分は、前記基板間導通端子部分から前記第１の駆動部分に向
かって放射状に広がって配設され、前記第２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並
びに前記第１の端子群は、前記第１の電極群よりも電気的抵抗の低い金属膜からなること
を特徴とする。

第１の基板と第２の基板とがシール材を介して対向配置
された電気光学装置において、前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気
光学層と、前記第１の基板に形成され、透明導電膜からなる第１の電極群と、前記第２の
基板に形成された第２の電極と、前記第２の基板に形成された第１の端子群と、を具備し
、前記第１の電極群は、前記電気光学層に電界を与える第１の駆動部分、前記第１の駆動
部分に接続される配線部分、並びに前記配線部分に接続され、且つ前記シール材に含まれ
る導電性粒子を介して前記第１の端子群に電気的に接続される基板間導通端子部分を含み
、前記第２の電極は、前記電気光学層に電界を与える駆動部分、及び前記駆動部分に接続
される第２の端子、前記駆動部分と前記第２の端子との間を接続する第２の配線部分を含
み、前記第２の電極の前記配線部分は、前記第１の端子群よりも前記第２の基板の一辺に
沿った方向における外側に配置されてなり、前記第１の端子群は、当該第１の端子の一端
部から前記基板間導通端子部分に向かって放射状に広がって配設され、前記第１の電極群
の前記配線部分は、前記基板間導通端子部分から前記第１の駆動部分に向かって放射状に
広がって配設され、前記第２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の
端子群は、前記第１の電極群よりも電気的抵抗の低い金属膜からなることを特徴とする。



、及び前記駆動部分に接続される第２の端子、前記駆動部分と前記第２の端子との間を接
続する配線部分を含み、前記第２の電極の前記配線部分は、前記第１の端子よりも前記第
２の基板の一辺に沿った方向における外側に配置されてなることが好ましい。
【００３２】
本発明の電気光学装置では、信号入力される側の基板の辺から対向する辺に向けて一方的
に延びる縦方向の第１の電極については、第１の基板と第２の基板との基板間導通を行い
、この第１の電極を避けるように外側に引き回された横方向の第２の電極については、第
２の外部入力用端子から直接、信号入力を行う。このため、信号入力される側の基板の辺
から対向する辺に向けて一方的に延びる縦方向の第１の電極については、外部入力用端子
から直接、信号入力を行い、この第１の電極を避けるように外側に引き回された横方向の
第２の電極については、斜めに延びる基板間導通用端子を介して信号入力していた従来の
配線構造と違って、パターンを斜めに延ばさざるを得ない部分で基板間導通を行う必要が
なく、パターンを斜めに延ばさざるを得ない部分には、パターン間の距離を狭めることの
できる第２の電極のみを形成すればよい。従って、パターンを斜めに延ばさざるを得ない
部分においてパターンの数を増やす場合でも、基板間導通用端子については間隔を狭める
必要がない。それ故、本発明では、電極の数を増大するときでも、基板間導通部分の信頼
性が低下するようなことはない。
【００３３】
また、パターンを斜めに延ばさざるを得ないなど、電極のレイアウトに制約のある第２の
電極については、ＩＴＯ膜などより電気的抵抗の小さな金属膜などによって形成すれば、
第２の電極のうち、画素を構成しない配線部分において線幅を狭めても、電気的特性が劣
化することがない。それ故、本発明によれば、電極の数を増大しても、電気的特性の劣化
に起因する表示品位の低下が発生しない。
逆にいえば、パターンの数が等しければ第２の基板においてパターンを斜めに延ばさざる
を得ない部分を狭めることができるので、外形寸法が従来と等しい大きさの電気光学装置
において、画像表示領域を拡張できる。また、第２の基板においてパターンを斜めに延ば
さざるを得ない部分を狭めることができるのであれば、従来と画像表示領域が等しい大き
さの電気光学装置において、その外形寸法を小さくできる。
本発明の電気光学装置は、前記第１の電極群は、透明な導電膜を含んで形成され、前記第
２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、金属膜を含んで
形成されてなることを特徴とする。
本発明の電気光学装置は、前記第１の電極群は、ＩＴＯ膜を含んで構成され、前記第２の
電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、アルミニウム、銀、
アルミニウム合金、および銀合金からなる群より選択される物質を含んで構成されている
ことを特徴とする。
【００３４】
本発明において、前記第２の端子は、前記第１の端子に対して前記第２の基板の一辺に沿
った方向における両側に配置されてなる構成、あるいは、前記第２の端子は、前記第１の
端子に対して前記第２の基板の一辺に沿った方向における片側に配置されてなる構成のい
ずれであってもよい。
【００３５】
本発明において、前記第１の電極の前記基板間導通端子部分と前記第１の端子とは、例え
ば、前記第１の基板と前記第２の基板との間に挟まれた導通材によって電気的に接続され
ている。ここで、前記導通材は、前記第１の基板と前記第２の基板との間に挟まれた樹脂
および前記樹脂中に分散する導電性粒子を含んでいる。また、前記電気光学層を取り囲む
ように前記第１の基板および前記第２の基板間に配置されたシール材を備える場合に、前
記導通材は、前記シール材および前記シール材中に分散する導電性粒子を含んでいる構成
であってもよい。
【００３６】
本発明において、前記第２の電極は、前記駆動部分と前記第２の端子との間を接続する配
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線部分を備える場合には、前記配線部分は、前記第１の端子よりも前記第２の基板の前記
一辺に沿った方向における外側に配置されていることが好ましい。
【００３７】
本発明において、前記第１の電極の前記基板間導通端子部分は、前記第１の端子の端部に
接続され、前記第２の電極の前記配線部分は、前記第１の端子の端部に対して斜めに配置
される部分を有することが好ましい。
【００３８】
本発明において、前記第２の電極の前記配線部分は、前記第１の端子の側方において屈曲
するように配置されていることが好ましい。
【００３９】
本発明において、複数の前記第１の電極および複数の前記第２の電極を有する場合に、前
記第１の電極は、前記第２の電極よりも数が多いことが好ましい。
【００４０】
本発明において、前記第１の電極には画像データ信号が供給され、前記第２の電極には走
査信号が供給されることが好ましい。このように、走査信号が供給される側の電極におい
て電気的抵抗を下げれば、その分、品位の高い表示を行うことができる。
【００４１】
本発明において、前記第１の電極は、透明な導電膜を含んで形成され、前記第２の電極は
、金属膜を含んで形成されてなることがある。例えば、前記第１の電極は、ＩＴＯ膜を含
んで構成され、前記第２の電極は、アルミニウム、銀、アルミニウム合金、および銀合金
からなる群より選択される物質を含んで構成されることがある。
【００４２】
本発明において、前記第２の電極には、前記第２の透明基板の側から入射した光を透過す
る開口が形成される。この場合、前記開口は、例えば、スリット形状の開口、あるいは窓
形状の開口である。このように構成すると、第２の電極が金属膜から形成されているため
、光反射性を有するので、第１の基板の側から入射した光は、第２の電極で反射して第１
の基板の方から出射され、この間に電気光学物質による光変調が行われる。従って、本発
明に係る電気光学装置は、まず、反射型の表示装置として機能する。また、第２の電極に
は開口が形成されているので、バックライト装置から第２の基板に入射した光は、第２の
電極の開口を透過した後、液晶などの電気光学物質の層に入射し、この電気光学物質によ
る光変調を受けた後、第１の基板の側から出射される。このため、本発明の電気光学装置
は、透過型の表示装置としても機能する。それ故、第２の電極としてアルミニウム膜或い
はアルミニウムを主成分とする合金膜や銀膜又は銀を主成分とする銀合金膜などといった
電気的抵抗の小さな金属膜を用いたために第２の電極の光透過性が低下したとしても、表
示品位が低下することがない。
【００４３】
本発明において、前記電気光学物質として液晶を用いる。
【００４４】
本発明を適用した電気光学装置は、信頼性を低下させることなく、非表示領域を狭まるこ
とができ、あるいは画素数を増やすことができるので、電子機器、とりわけ小型の電子機
器の表示部として用いることが好ましい。
【００４５】
本発明は、第２の基板に対して駆動用ＩＣをＣＯＦ実装（Ｃｈｉｐ　ｏｎ　Ｆｌｅｘｉｂ
ｌｅ　Ｔａｐｅ）あるいはＴＣＰ実装（Ｔａｐｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐａｃｋａｇｅ／Ｔ
ＡＢ；Ｔａｐｅ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）したフレキシブル基板などを接
続した電気光学装置に適用してもよいが、駆動用ＩＣを第２の基板にＣＯＧ実装（Ｃｈｉ
ｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）した電気光学装置に適用してもよい。
【００４６】
すなわち、本発明の電気光学装置は、第１の基板と第２の基板とが対向配置された電気光
学装置において、前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、前
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記第１の基板に形成された第１の電極群と、前記第２の基板に形成された第２の電極と、
前記第２の基板に形成された第１の端子群と、前記第２の基板に実装された駆動用ＩＣと
、を具備し、前記第１の電極群は、電気光学層に電界を与える駆動部分、並びに前記駆動
部分及び前記第１の端子群に接続される基板間導通端子部分を含み、前記第２の電極は、
前記電気光学層に電界を与える駆動部分、及び前記駆動部分に接続される第２の端子を含
み、前記第１の端子群及び第２の端子は前記第２の基板の一辺に沿って並べられ、且つ、
前記駆動用ＩＣに接続され、前記第２の端子は前記第１の端子群より外側に配置されてな
り、前記第１の端子群は、前記駆動用ＩＣから前記基板間導通端子部分に向かって放射状
に広がって配設され、前記第２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１
の端子群は、前記第１の電極群よりも電気的抵抗の低い材料を含んで構成されていること
が 。
本発明では、第１の基板と第２の基板とが対向配置された電気光学装置において、前記第
１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、前記第１の基板に形成され
た第１の電極と、前記第２の基板に形成された第２の電極と、前記第２の基板に形成され
ており、前記第１電極に接続される第１の端子と、前記第２の基板に実装された駆動用Ｉ
Ｃと、を具備し、前記第１の電極は、電気光学層に電界を与える駆動部分、並びに前記駆
動部分及び前記第１の端子に接続される基板間導通端子部分を含み、前記第２の電極は、
前記電気光学層に電界を与える駆動部分、及び前記駆動部分に接続される第２の端子を含
み、前記第１及び第２の端子は前記第２の基板の一辺に沿って並べられ、且つ、前記駆動
用ＩＣに接続され、前記第２の端子は前記第１の端子より外側に配置されてなることが好
ましい。
【００４７】
また、本発明の電気光学装置は、

本発明では、第１の基板と第２の基板とが対向配置された電気光学装置において、前記第
１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、前記第１の基板に形成され
た第１の電極と、前記第２の基板に形成された第２の電極と、前記第２の基板に形成され
ており、前記第１電極に接続される第１の端子と、前記第２の基板に実装された駆動用Ｉ
Ｃと、を具備し、前記第１の電極は、電気光学層に電界を与える駆動部分、並びに前記駆
動部分及び前記第１の端子に接続される基板間導通端子部分を含み、前記第２の電極は、
前記電気光学層に電界を与える駆動部分、及び前記駆動部分に接続される第２の端子を含
み、前記第１及び第２の端子は前記第２の基板の一辺に沿って並べられ、且つ、前記駆動
用ＩＣに接続され、前記第１の端子は前記第２の端子よりも中央よりに配置されてなるこ
と 。
【００４８】
また、本発明の電気光学装置は、
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好ましい

第１の基板と第２の基板とがシール材を介して対向配置
された電気光学装置において、前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気
光学層と、前記第１の基板に形成され、透明導電膜からなる第１の電極群と、前記第２の
基板に形成された第２の電極と、前記第２の基板に形成された第１の端子群と、前記第２
の基板に実装された駆動用ＩＣと、を具備し、前記第１の電極群は、電気光学層に電界を
与える第１の駆動部分、前記第１の駆動部分に接続される配線部分、並びに前記配線部分
に接続され、且つ前記シール材に含まれる導電性粒子を介して前記第１の端子群に電気的
に接続される基板間導通端子部分を含み、前記第２の電極は、前記電気光学層に電界を与
える第２の駆動部分、及び前記第２の駆動部分に接続される第２の端子を含み、前記第１
の端子群及び前記第２の端子は前記第２の基板の一辺に沿って並べられ、且つ、前記駆動
用ＩＣに接続され、前記第１の端子群は前記第２の端子よりも中央よりに配置されてなり
、前記第１の端子群は、前記駆動用ＩＣから前記基板間導通端子部分に向かって放射状に
広がって配設され、前記第１の電極群の前記配線部分は、前記基板間導通端子部分から前
記第１の駆動部分に向かって放射状に広がって配設され、前記第２の電極の前記駆動部分
及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、前記第１の電極群よりも電気的抵抗の低
い金属膜からなることを特徴とする。

が好ましい

第１の基板と第２の基板とがシール材を介して対向配置



本発明では、第１の基板と第２の基板とが対向配置された電気光学装置において、前記第
１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、前記第１の基板に形成され
た第１の電極と、前記第２の基板に形成された第２の電極と、前記第２の基板に形成され
ており、前記第１電極に接続される第１の端子と、前記第２の基板に実装された複数の駆
動用ＩＣと、を具備し、前記第１の電極は、前記電気光学層に電界を与える駆動部分、並
びに前記駆動部分及び前記第１の端子に接続される基板間導通端子部分を含み、前記第２
の電極は、前記電気光学層に電界を与える駆動部分、及び前記駆動部分に接続される第２
の端子を含み、前記第１及び第２の端子は前記第２の基板の一辺に沿って並べられ、且つ
、各々に対応する前記駆動用ＩＣに接続され、前記第２の端子は前記第１の端子より外側
に配置されてなること 。
【００４９】

また、本発明では、第１の基板と第２の基板とが対向配置された電気光学装置において、
前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、前記第１の基板に形
成された第１の電極と、前記第２の基板に形成された第２の電極と、前記第２の基板に形
成されており、前記第１電極に接続される第１の端子と、前記第２の基板に実装された駆
動用ＩＣと、を具備し、前記第１の電極は、前記電気光学層に電界を与える駆動部分、並
びに前記駆動部分及び前記第１の端子に接続される基板間導通端子部分を含み、前記第２
の電極は、前記電気光学層に電界を与える駆動部分、及び前記駆動部分に接続される第２
の端子を含み、前記第１及び第２の端子は前記第２の基板の一辺に沿って並べられ、且つ
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された電気光学装置において、前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気
光学層と、前記第１の基板に形成され、透明導電膜からなる第１の電極群と、前記第２の
基板に形成された第２の電極と、前記第２の基板に形成された第１の端子群と、前記第２
の基板に実装された複数の駆動用ＩＣと、を具備し、前記第１の電極群は、前記電気光学
層に電界を与える第１の駆動部分、前記第１の駆動部分に接続される配線部分、並びに前
記配線部分に接続され、且つ前記シール材に含まれる導電性粒子を介して前記第１の端子
群に電気的に接続される基板間導通端子部分を含み、前記第２の電極は、前記電気光学層
に電界を与える第２の駆動部分、及び前記第２の駆動部分に接続される第２の端子を含み
、前記第１の端子群及び前記第２の端子は前記第２の基板の一辺に沿って並べられ、且つ
、各々に対応する前記駆動用ＩＣに接続され、前記第２の端子は前記第１の端子群より外
側に配置されてなり、前記第１の端子群は、前記対応する駆動用ＩＣから前記基板間導通
端子部分に向かって放射状に広がって配設され、前記第１の電極群の前記配線部分は、前
記基板間導通端子部分から前記第１の駆動部分に向かって放射状に広がって配設され、　
前記第２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、前記第１
の電極群よりも電気的抵抗の低い金属膜からなることを特徴とする。

が好ましい

本発明の電気光学装置は、第１の基板と第２の基板とがシール材を介して対向配置された
電気光学装置において、前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層
と、前記第１の基板に形成され、透明導電膜からなる第１の電極群と、前記第２の基板に
形成された第２の電極と、前記第２の基板に形成された第１の端子群と、前記第２の基板
に実装された駆動用ＩＣと、を具備し、前記第１の電極群は、電気光学層に電界を与える
第１の駆動部分、前記第１の駆動部分に接続される配線部分、並びに前記配線部分に接続
され、且つ前記シール材に含まれる導電性粒子を介して前記第１の端子群に電気的に接続
される基板間導通端子部分を含み、前記第２の電極は、前記電気光学層に電界を与える第
２の駆動部分、及び前記第２の駆動部分に接続される第２の端子を含み、前記第１の端子
群及び前記第２の端子は前記第２の基板の一辺に沿って並べられ、且つ、前記駆動用ＩＣ
に接続され、前記第２の端子は前記第１の端子群より外側に配置されてなり、前記第１の
端子群は、前記駆動用ＩＣから前記基板間導通端子部分に向かって放射状に広がって配設
され、前記第１の電極群の前記配線部分は、前記基板間導通端子部分から前記第１の駆動
部分に向かって放射状に広がって配設され、前記第２の電極の前記駆動部分及び前記第２
の端子並びに前記第１の端子群は、前記第１の電極群よりも電気的抵抗の低い金属膜から
なることを特徴とする。



、前記駆動用ＩＣに接続され、前記第２の端子は前記第１の端子より外側に配置され、前
記第２の電極は、前記第１の電極よりも電気的抵抗の低い材料を含んで構成されているこ
とが好ましい。
【００５０】
また、本発明の電気光学装置は、

本発明では、第１の基板と第２の基板とが対向配置された電気光学装置において、前記第
１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、前記第１の基板に形成され
た第１の電極と、前記第２の基板に形成された第２の電極と、前記第２の基板に形成され
ており、前記第１電極に接続される第１の端子と、前記第２の基板に実装された駆動用Ｉ
Ｃと、前記第１の基板の縁から張り出した前記第２の基板の張り出し部と、を具備し、前
記第１の電極は、電気光学層に電界を与える駆動部分、並びに前記駆動部分及び前記第１
の端子に接続される基板間導通端子部分を含み、前記第２の電極は、前記電気光学層に電
界を与える駆動部分、及び前記駆動部分に接続される第２の端子を含み、少なくとも前記
張り出し部に前記第１及び第２の端子が配置され、前記第１及び第２の端子は前記第２の
基板の一辺に沿って並べられ、且つ、前記駆動用ＩＣに接続され、前記第２の端子は前記
第１の端子より外側に配置されてなること 。
【００５１】
また、本発明の電気光学装置は、
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第１の基板と第２の基板とがシール材を介して対向配置
された電気光学装置において、前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気
光学層と、前記第１の基板に形成され、透明導電膜からなる第１の電極群と、前記第２の
基板に形成された第２の電極と、前記第２の基板に形成された第１の端子群と、前記第２
の基板に実装された駆動用ＩＣと、前記第１の基板の縁から張り出した前記第２の基板の
張り出し部と、を具備し、前記第１の電極群は、電気光学層に電界を与える第１の駆動部
分、前記第１の駆動部分に接続される配線部分、並びに前記配線部分に接続され、且つ前
記シール材に含まれる導電性粒子を介して前記第１の端子群に電気的に接続される基板間
導通端子部分を含み、前記第２の電極は、前記電気光学層に電界を与える第２の駆動部分
、及び前記第２の駆動部分に接続される第２の端子を含み、少なくとも前記張り出し部に
前記第１の端子群及び第２の端子が配置され、前記第１の端子群及び前記第２の端子は前
記第２の基板の一辺に沿って並べられ、且つ、前記駆動用ＩＣに接続され、前記第２の端
子は前記第１の端子群より外側に配置されてなり、前記第１の端子群は、前記駆動用ＩＣ
から前記基板間導通端子部分に向かって放射状に広がって配設されてなり、前記第１の電
極群の前記配線部分は、前記基板間導通端子部分から前記第１の駆動部分に向かって放射
状に広がって配設され、前記第２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第
１の端子群は、前記第１の電極群よりも電気的抵抗の低い金属膜からなることを特徴とす
る。

が好ましい

第１の基板と第２の基板とがシール材を介して対向配置
された電気光学装置において、前記第１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気
光学層と、前記第１の基板に形成され、透明導電膜からなる第１の電極群と、前記第２の
基板に形成された第２の電極と、前記第２の基板に形成された第１の端子群と、前記第２
の基板に実装された駆動用ＩＣと、を具備し、前記第１の電極群は、前記電気光学層に電
界を与える第１の駆動部分、前記第１の駆動部分に接続される配線部分、並びに前記配線
部分に接続され、且つ前記シール材に含まれる導電性粒子を介して前記第１の端子群に電
気的に接続される基板間導通端子部分を含み、前記第２の電極は、前記電気光学層に電界
を与える第２の駆動部分、及び前記第２の駆動部分に接続される第２の端子、前記駆動部
分と前記第２の端子との間を接続する第２の配線部分を含み、前記第１の端子群及び第２
の端子は前記駆動用ＩＣに接続され、前記第２の電極の前記配線部分は、前記第１の端子
群よりも前記第２の基板の前記一辺に沿った方向における外側に配置されてなり、前記第
１の端子群は、前記駆動用ＩＣから前記基板間導通端子部分に向かって放射状に広がって
配設されてなり、前記第１の電極群の前記配線部分は、前記基板間導通端子部分から前記
第１の駆動部分に向かって放射状に広がって配設され、前記第２の電極の前記駆動部分及
び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、前記第１の電極群よりも電気的抵抗の低い



本発明では、第１の基板と第２の基板とが対向配置された電気光学装置において、前記第
１の基板と前記第２の基板との間に支持された電気光学層と、前記第１の基板に形成され
た第１の電極と、前記第２の基板に形成された第２の電極と、前記第２の基板に形成され
ており、前記第１電極に接続される第１の端子と、前記第２の基板に実装された駆動用Ｉ
Ｃと、を具備し、前記第１の電極は、前記電気光学層に電界を与える駆動部分、並びに前
記駆動部分及び前記第１の端子に接続される基板間導通端子部分を含み、前記第２の電極
は、前記電気光学層に電界を与える駆動部分、及び前記駆動部分に接続される第２の端子
、前記駆動部分と前記第２の端子との間を接続する配線部分を含み、前記第１及び第２の
端子は前記駆動用ＩＣに接続され、前記第２の電極の前記配線部分は、前記第１の端子よ
りも前記第２の基板の前記一辺に沿った方向における外側に配置されていること

。
【００５２】
本発明の電気光学装置では、駆動用ＩＣが実装される側から対向する辺に向けて一方的に
延びる縦方向の第１の電極については、第１の基板と第２の基板との基板間導通を行い、
この第１の電極を避けるように外側に引き回される横方向の第２の電極については、駆動
用ＩＣが実装される基板と基板と同一の基板上において、駆動用ＩＣから直接、信号供給
を行う。このため、パターンを斜めに延ばさざるを得ない部分で基板間導通を行う必要が
なく、パターンを斜めに延ばさざるを得ない部分には、パターン間の距離を狭めることの
できる第２の電極のみを形成すればよい。従って、パターンを斜めに延ばさざるを得ない
部分においてパターンの数を増やす場合でも、基板間導通用端子については、間隔を狭め
る必要がない。それ故、本発明では、電極の数を増大するときでも、基板間導通部分の信
頼性が低下するようなことはない。
【００５３】
また、パターンを斜めに延ばさざるを得ないなど、電極のレイアウトに制約のある第２の
電極については、ＩＴＯ膜などより電気的抵抗の小さな金属膜などによって形成すれば、
第２の電極のうち、画素を構成しない配線部分において線幅を狭めても、電気的特性が劣
化することがない。それ故、本発明によれば、電極の数を増大しても、電気的特性の劣化
に起因する表示品位の低下が発生しない。逆にいえば、パターンの数が等しければ第２の
基板においてパターンを斜めに延ばさざるを得ない部分を狭めることができるので、外形
寸法が従来と等しい大きさの電気光学装置において、画像表示領域を拡張できる。また、
第２の基板においてパターンを斜めに延ばさざるを得ない部分を狭めることができるので
あれば、従来と画像表示領域が等しい大きさの電気光学装置において、その外形寸法を小
さくできる。しかも、このようなＣＯＧ実装タイプの電気光学装置は、ＣＯＦ実装タイプ
あるいはＴＡＢ実装タイプの電気光学装置と比較して安価であり、かつ、薄膜フィルムや
ＴＡＢ等の可撓性基板との接続を行わないので剥がれに対する信頼性が高い。
【００５４】
本発明において、前記第２の端子が前記第１の端子に対して前記第２の基板の一辺に沿っ
た方向における両側に配置されてなる構成、あるいは、前記第２の端子が前記第１の端子
に対して前記第２の基板の前記一辺に沿った方向における片側に配置されてなる構成のい
ずれであってもよい。
【００５５】
本発明において、前記第１の電極の前記基板間導通端子部分と前記第１の端子とは、前記
第１の基板と前記第２の基板との間に挟まれた導通材によって電気的に接続されている。
【００５６】
本発明において、前記導通材は、前記第１の基板と前記第２の基板との間に挟まれた樹脂
および前記樹脂中に分散する導電性粒子を含んでいる。
【００５７】
本発明において、前記電気光学層を取り囲むように前記第１の基板および前記第２の基板
間に配置されたシール材を備えている場合には、前記導通材は、前記シール材および前記
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金属膜からなることを特徴とする。

が好まし
い



シール材中に分散する導電性粒子を含んでいる構成であってもよい。
【００５８】
本発明において、前記第２の電極は、前記駆動部分と前記第２の端子との間を接続する配
線部分を備えている場合には、前記配線部分は、前記第１の端子よりも前記第２の基板の
前記一辺に沿った方向における外側に配置されていることをが好ましい。
【００５９】
本発明において、前記第１の電極の前記基板間導通端子部分は、前記第１の端子の端部に
接続され、前記第２の電極の前記配線部分は、前記第１の端子の端部に対して斜めに配置
される部分を有することがある。
【００６０】
本発明において、前記第２の電極の前記配線部分は、前記第１の端子の側方において屈曲
するように配置されていることがある。
【００６１】
本発明において、複数の前記第１の電極および複数の前記第２の電極を有する場合には、
前記第１の電極は、前記第２の電極よりも数が多いことが好ましい。
【００６２】
本発明において、前記第１の電極には画像データ信号が供給され、前記第２の電極には走
査信号が供給されることが好ましい。
【００６３】
本発明に記載の電気光学装置は、前記第１の電極 は、透明な導電膜を含んで形成され、
前記第２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、金属膜を
含んで形成されてなることを特徴とする。
本発明において、前記第１の電極は、透明な導電膜を含んで形成され、前記第２の電極は
、金属膜を含んで形成されてなる場合がある。
【００６４】
本発明に記載の電気光学装置は、前記第１の電極群は、ＩＴＯ膜を含んで構成され、前記
第２の電極の前記駆動部分及び前記第２の端子並びに前記第１の端子群は、アルミニウム
、銀、アルミニウム合金、および銀合金からなる群より選択される物質を含んで構成され
ていることを特徴とする。
本発明において、前記第１の電極は、ＩＴＯ膜を含んで構成され、前記第２の電極は、ア
ルミニウム、銀、アルミニウム合金、および銀合金からなる群より選択される物質を含ん
で構成されていることがある。
【００６５】
本発明において、前記電気光学物質は、液晶である。
【００６６】
本発明に係る電気光学装置は、電子機器の表示部として用いられる。
【００６７】
【発明の実施の形態】
添付図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
【００６８】
［実施の形態１］
（全体構成）
図１および図２はそれぞれ、本発明を適用した電気光学装置の斜視図および分解斜視図で
ある。図３は、本発明を適用した電気光学装置を図１のＩ－Ｉ′線で切断したときのＩ′
側の端部の断面図である。図４は、本発明を適用した電気光学装置の電極同士の交差部分
を拡大して示す平面図である。なお、図１および図２には、電極および端子などを模式的
に示してあるだけなので、それらの詳細については、図５、図６および図７を参照して説
明する。図５および図６はそれぞれ、図１および図２に示した電気光学装置の第１の透明
基板に形成した第１の電極および端子を拡大して示す平面図、および第２の透明基板に形
成した第２の電極および端子を拡大して示す平面図である。図７は、図５に示す第１の透
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明基板と、図６に示す第２の透明基板とを貼り合わせたときの電極および端子を拡大して
示す平面図である。なお、これらの図、および以下に示す各図においては、各層や各部材
を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材ごとに縮尺を異ならせてい
る。
【００６９】
図１および図２において、本形態の電気光学装置１は、携帯電話などの電子機器に搭載さ
れているパッシブマトリクスタイプの液晶表示装置であり、所定の間隙を介してシール材
３０によって貼り合わされた矩形のガラスなどからなる一対の透明基板間にシール材３０
によって液晶封入領域３５が区画されているとともに、この液晶封入領域３５内に液晶が
封入されている。ここで、液晶封入領域３５の内側のうち、後述する画素がマトリクス状
に配列されている領域が画像表示領域２となる。ここでは、前記一対の透明基板のうち、
画像表示領域２内で縦方向に延びる複数列の第１の電極４０が形成されている方の基板を
第１の透明基板１０（第１の基板）とし、画像表示領域２内で横方向に延びる複数列の第
２の電極５０が形成されている方の基板を第２の透明基板２０（第２の基板）とする。
【００７０】
ここに示す電気光学装置１は半透過・半反射型であり、第２の透明基板２０の外側表面に
偏光板６１が貼られ、第１の透明基板１０の外側表面にも偏光板６２が貼られている。ま
た、第２の透明基板２０の外側にはバックライト装置９が配置されている。
【００７１】
第１の透明基板１０には、図３に示すように、第１の電極４０と第２の電極５０との交点
に相当する領域に赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のカラーフィルタ７Ｒ、７Ｇ、７Ｂが形
成され、これらのカラーフィルタ７Ｒ、７Ｇ、７Ｂの表面側に絶縁性の平坦化膜１１、第
１の電極４０および配向膜１２がこの順に形成されている。これに対して、第２の透明基
板２０には、第２の電極５０および配向膜２２がこの順に形成されている。
【００７２】
この電気光学装置１において、第１の電極４０はＩＴＯ膜（透明導電膜）によって形成さ
れている。これに対して、第２の電極５０は、アルミニウム膜或いはアルミニウムを主成
分とする合金膜や銀膜又は銀を主成分とする銀合金膜などといった反射性を有する金属膜
（導電膜）から形成されている。
【００７３】
また、図４に示すように、本形態の電気光学装置１では、第２の電極５０のうち、画像表
示領域２内において第１の電極４０と交差する部分には、細いスリット状の開口５１０が
複数本ずつ形成されている。ここで、開口５１０は、スリット形状に限らず、矩形あるい
は円形の窓形状に形成されることもある。
【００７４】
このように構成した電気光学装置１では、第２の透明基板２０に形成されている第２の電
極５０は、光反射性を有する金属膜から形成されているので、第１の透明基板１０の側か
ら入射した光は、第２の電極５０で反射して第１の透明基板１０の方から出射され、この
間に液晶層４による光変調が行われる。従って、本形態の電気光学装置１は、まず、反射
型の表示装置として機能する。また、第２の電極５０にはスリット状の開口５１０が形成
されているので、第２の透明基板２０に入射したバックライト装置９からの光は、第２の
電極５０の開口５１０を透過した後、第１の透明基板１０の側から出射され、その間に液
晶層４による光変調が行われる。このため、本形態の電気光学装置１は、透過型の表示装
置としても機能する。それ故、第２の電極５０については、ＩＴＯ膜などといった透明な
導電膜でなくても、光反射性を有する導電膜であれば、アルミニウム膜或いはアルミニウ
ムを主成分とする合金膜や銀膜又は銀を主成分とする銀合金膜などといった電気的抵抗の
小さな金属膜を用いることができる。よって、第２の透明基板２０の側では、第２の電極
５０と同時形成される配線や端子（図５、図６、図７を参照して後述する）についても、
アルミニウム膜或いはアルミニウムを主成分とする合金膜や銀膜又は銀を主成分とする銀
合金膜などといった電気的抵抗の小さな金属膜を用いることにより配線幅を狭めることが
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できる。
【００７５】
なお、本形態の電気光学装置１において、スリット状の開口５１０のサイズなどといった
開口の大きさを調整することにより、反射・透過の比率を変えることができる。また、本
形態の電気光学装置１は、半透過・半反射型として構成したので、第２の透明基板２０の
裏面側にバックライト装置９を配置し、かつ、金属膜からなる第２の電極５０にスリット
状の開口５１０を形成したが、本形態の電気光学装置１を全反射型として構成するのであ
れば、第２の透明基板２０の裏面側にバックライト装置９を省略すればよく、かつ、第２
の電極５０にスリット状の開口５１０を形成する必要もない。この場合にも第２の電極は
、アルミニウム膜或いはアルミニウムを主成分とする合金膜や銀膜又は銀を主成分とする
銀合金膜で形成する。尚、全反射型として構成するのであれば、透過型として利用するた
めの光学部材である基板２０の裏面側の偏光板が不要となる。
【００７６】
（電極および端子の構成）
このように構成した電気光学装置１において、外部からの信号入力および基板間の導通の
いずれを行うにも、第１の透明基板１０および第２の透明基板２０の同一方向に位置する
各基板の辺１０１、２０１付近が用いられる。従って、第２の透明基板２０としては、第
１の透明基板１０よりも大きな基板が用いられ、第１の透明基板１０と第２の透明基板２
０とを貼り合わせたときに第１の透明基板１０の基板の辺１０１から第２の透明基板２０
が張り出す張り出し部２５を利用して、駆動用ＩＣ７をＣＯＦ実装したフレキシブル基板
９０（外部接続基板）の接続が行われる。
【００７７】
これに対して、第２の透明基板２０において、第１の透明基板１０の辺１０１と重なる部
分は、第１の透明基板１０の側との基板間導通用に用いられる。
【００７８】
このような接続構造を構成するにあたって、本形態では、図２および図５に示すように、
第１の透明基板１０において、第１の電極４０は、画像表示領域２で縦方向に直線的に延
びる駆動部分４１と、この駆動部分４１から辺１０１の中央部分に向かって収束するよう
に延びた配線部分４２と、この配線部分４２の端部からなる基板間導通用端子部分６０と
から構成され、基板間導通用端子部分６０は、第１の透明基板１０の辺１０１の中央部分
で所定の間隔をもって並んでいる。ここで、第１の基板間導通用端子６０は、第１の透明
基板１０の対向する基板の辺１０２に向かって直線的に延びている。また、配線部分４２
は、第１の透明基板１０の辺１０１から対向する辺１０２に向かって両側に斜めに延びた
後、画像表示領域２内で、基板の辺１０１、１０２に直交する方向に延びた駆動部分４１
に繋がっている。第１の電極４０は、駆動部分４１、配線部分４２、および基板間導通用
端子部分６０も含めて全てＩＴＯ膜によって形成されている。
【００７９】
図２および図６に示すように、第２の透明基板２０において、基板の辺２０１に沿っては
、基板の辺２０１の両端を除く比較的広い範囲にわたって第１の端子８１、および第２の
端子８２が形成されている。第１の端子８１は、第２の透明基板２０の幅方向における中
央領域で基板の辺２０１に沿って所定の間隔をもって並んでおり、第２の端子８２は、第
１の端子８１が形成されている領域より第２の透明基板２０の幅方向における外側の両側
２箇所で基板の辺２０１に沿って所定の間隔をもって並んでいる。第１の端子８１、およ
び第２の端子８２は、いずれも、対向する基板の辺２０２（図２参照。）に向かって直線
的に延びており、第１の端子８１の端部７０は、第１の透明基板１０と第２の透明基板２
０とを貼り合わせたときに基板間導通用端子部分６０と重なる位置にある。
【００８０】
ここで、第２の端子８２は、第２の電極５０の端部として構成されている。すなわち、第
２の電極５０は、画像表示領域２において横方向に直線的に延びる駆動部分５１と、この
駆動部分５１から第２の透明基板２０の辺２０１の外側に向けて引き回された配線部分５
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２と、この配線部分５２の端部からなる第２の端子８２とから構成されている。配線部分
５２は、第１の透明基板１０と第２の透明基板２０とを貼り合わせたときに第１の電極４
０の形成領域の両側に相当する領域を回り込むように外側に形成され、そこから駆動部分
５１は、画像表示領域２内において第１の電極４０と交差するように延びている。すなわ
ち、配線部分５２は、第１の電極４０が形成されている領域の両側に相当する各領域で両
側に向けて斜めに延びた後、屈曲して、画像表示領域２に沿って、対向する基板の辺２０
２に向けて直線的に延び、しかる後に画像表示領域２内で基板の辺２０１、２０２と平行
に延びた駆動部分５１に繋がっている。
【００８１】
ここで、第２の電極５０は、第１の端子８１と同様、所定パターンに形成されたアルミニ
ウム膜或いはアルミニウムを主成分とする合金膜や銀膜又は銀を主成分とする銀合金膜な
どといった反射性を有する金属膜によって形成されている。
【００８２】
また、第１の電極４０は、第２の電極５０よりもライン数が多い。
【００８３】
このように構成した第１の透明基板１０および第２の透明基板２０を用いて電気光学装置
１を構成するにあたって、本形態では、第１の透明基板１０と第２の透明基板２０とをシ
ール材３０を介して貼り合わせる際に、シール材３０にギャップ材および導電性粒子を配
合しておくとともに、シール材３０を基板間導通用端子部分６０と、第１の端子８１の端
部７０とが重なる領域に塗布する。従って、シール材３０は、シール機能を発揮する接着
剤成分中に導電性粒子が分散された導電材として機能し、それに含まれる導電性粒子は、
たとえば、弾性変形可能なプラスチックビーズの表面にめっきを施した粒子であり、その
粒径は、シール材３０に含まれるギャップ材の粒径よりもわずかに大きい。それ故、第１
の透明基板１０と第２の透明基板２０とを重ねた状態でその間隙を狭めるような力を加え
ながらシール材３０を溶融、硬化させると、導電性粒子は、第１の透明基板１０と第２の
透明基板２０との間で押し潰された状態で、基板間導通用端子部分６０と第１の端子８１
の端部７０とを導通させる。
【００８４】
また、図７に示すように、第１の透明基板１０と第２の透明基板２０とをシール材３０を
介して貼り合わせると、第１の電極４０と第２の電極５０との交差部分によって画素５が
マトリクス状に形成され、画素５がマトリクス状に形成されている領域が画像表示領域２
である。このため、第２の透明基板２０の辺２０１において、第１の端子８１および第２
の端子８２に対してフレキシブル基板９０を異方性導電材などを用いて実装した後、この
フレキシブル基板９０を介して第２の透明基板２０の第１の端子８１、および第２の端子
８２に信号入力すると、第２の透明基板２０に形成されている第２の電極５０には第２の
端子８２を介して走査信号を直接、印加することができ、かつ、第１の透明基板１０に形
成されている第１の電極４０には、第１の端子８１、導電性粒子および基板間導通用端子
部分６０を介して画像データを信号入力することができる。よって、これらの画像データ
および走査信号によって、各画素５において第１の電極４０と第２の電極５０との間に位
置する液晶の配向状態を制御することができるので、画像表示領域２において所定の画像
を表示することができる。
【００８５】
このように、従来であれば、駆動部分４１が縦方向に延びる第１の電極４０については、
第１の端子８１から直接、信号入力を行い、この第１の電極４０を避けるように両側に引
き回された第２の電極５０については、斜めに延びる基板間導通用端子を介して信号入力
していたのに対して、本形態では、第１の電極４０を避けるように両側に引き回された第
２の電極５０について第２の端子８２から直接、信号入力を行う。
【００８６】
このため、図７と図２９を比較すればかわるように、走査信号が供給される第２の電極５
０では、基板間導通を用いないため、配線部分を短くできるので、電気的抵抗を下げるこ
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とができる。従って、画像データ信号が供給される第１の電極４０について電気的抵抗を
下げたときよりも、画像の品位を効果的に高めることができる。
【００８７】
すなわち、本形態によれば、走査線としての第２の電極５０の配線抵抗を従来より低減す
ることができるので、走査信号の信号なまりを低減し、表示品位を向上させることができ
る。また、セグメントラインとしての第１の電極４０の配線抵抗よりもコモンラインとし
ての第２の電極５０の配線抵抗が表示の品位に大きな影響を及ぼすが、本形態では、第２
の電極５０の方について配線抵抗を低下させたので、表示の品位が著しく向上する。
【００８８】
また、パターンを斜めに延ばさざるを得ない部分（第２の電極５０の最も内側に位置する
パターンが表示領域付近で屈曲する角部分と、第２の電極５０の最も外側に位置するパタ
ーンの角部分との間でパターンを斜めに形成せざるを得ない領域（矢印Ａで示す領域幅）
）で基板間導通を行う必要がなく、パターンを斜めに延ばさざるを得ない部分には、パタ
ーン間の距離を狭めることのできる第２の電極５０の配線部分５２のみを配置してある。
【００８９】
このため、基板間導通を行う基板間導通用端子部分６０、および第１の端子８１の端部７
０を真っ直ぐに形成することができ、第２の電極５０の配線部分５２において、隣接する
パターンの間において直線部分５０１の長さ寸法に小さな差をつけてそこから斜めに曲げ
て第２の電極５０の斜め部分５０２同士の間隔を狭くすることができる。従って、図６か
らわかるように、第２の電極５０において直線部分５０１と斜め部分５０２との境界を結
んだ線Ｆが基板の辺２０１となす角度βが小さい分、このようなレイアウト上の制約の大
きな領域であっても多数のパターンを形成できる。それ故、このようなレイアウト上の制
約の大きな領域に形成するパターンの数を増大する場合でも、基板間導通用端子部分６０
、および第１の端子８１の間隔を狭める必要がない。
【００９０】
よって、本形態によれば、基板間に挟まれたシール材３０（導通材）を用いて一方の基板
（第２の透明基板２０）から他方の基板（第１の透明基板１０）への信号入力を行うタイ
プの電気光学装置１において、電極の数を増大させたときでも、基板間導通部分の信頼性
が低下しない。
【００９１】
また、本形態では、パターンを斜めに延ばさざるを得ないなど、電極のレイアウトに制約
のある第２の電極５０については、ＩＴＯ膜より電気的抵抗の小さなアルミニウム膜或い
はアルミニウムを主成分とする合金膜や銀膜又は銀を主成分とする銀合金膜などの金属膜
によって形成するので、第２の電極５０のうち、画素を構成しない配線部分５２について
線幅を狭めても電気的特性が劣化することがない。それ故、本形態によれば、第２の電極
５０の配線部分の線幅を狭めて第２の電極５０の数を増大しても、電気的特性の劣化に起
因する表示品位の低下が発生しない。
【００９２】
逆にいえば、パターンの数が等しければ第２の透明基板２０においてパターンを斜めに延
ばさざるを得ない部分を従来より狭めることができるので、外形寸法が等しい大きさの電
気光学装置１において、画像表示領域２を拡張できる。さらに、第２の透明基板２０にお
いてパターンを斜めに延ばさざるを得ない部分を従来より狭めることができるのであれば
、従来と画像表示領域２が等しい大きさの電気光学装置１において、その外形寸法を小さ
くできる。
【００９３】
なお、実施の形態１において、第２の端子８２は、第１の端子８１に対して第２の透明基
板２０の幅方向における両側に形成されていたが、第２の端子８２が第１の端子８１に対
して第２の透明基板２０の幅方向における片側に形成され、この片側から第２の電極５０
が画像表示領域２に延設されている構成であってもよい。
【００９４】
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［実施の形態２］
電気光学装置１では、基板上に駆動用ＩＣをＣＯＧ実装する場合があり、この場合には、
駆動用ＩＣに対して外部から信号入力を行い、駆動用ＩＣから画像データ信号や走査信号
を各電極に出力する。このようなタイプの電気光学装置に本発明を適用した場合を図８、
図９、図１０、図１１および図１２を参照して説明する。なお、本形態の電気光学装置は
、基本的な構成が実施の形態１に係る電気光学装置と同様であるため、共通する機能を有
する部分には同一の符号を付してそれらの説明を省略する。
【００９５】
図８および図９はそれぞれ、本形態の電気光学装置の斜視図および分解斜視図である。な
お、図８および図９には、電極および端子などを模式的に示してあるだけなので、それら
の詳細については、図１０、図１１および図１２を参照して説明する。図１０および図１
１はそれぞれ、図８および図９に示した電気光学装置の第１の透明基板に形成した第１の
電極および端子を拡大して示す平面図、および第２の透明基板に形成した第２の電極およ
び端子を拡大して示す平面図である。図１２は、図１０に示す第１の透明基板と、図１１
に示す第２の透明基板とを貼り合わせたときの電極および端子を拡大して示す平面図であ
る。また、本形態の電気光学装置の断面、および電極同士の交差部分はそれぞれ、実施の
形態１の説明に用いた図３および図４と同様に表されるので、これらの構成については図
３および図４を参照して説明する。
【００９６】
（全体構成）
図８および図９において、本形態の電気光学装置１でも、所定の間隙を介してシール材３
０によって貼り合わされた矩形のガラスなどからなる一対の透明基板間にシール材３０に
よって液晶封入領域３５が区画され、この液晶封入領域３５内に液晶が封入されている。
ここでも、前記一対の透明基板のうち、画像表示領域２内で縦方向に延びる複数列の第１
の電極４０が形成されている方の基板を第１の透明基板１０とし、画像表示領域２内で横
方向に延びる複数列の第２の電極５０が形成されている方の基板を第２の透明基板２０と
する。
【００９７】
ここに示す電気光学装置１でも、第２の透明基板２０の外側表面に偏光板６１が貼られ、
第１の透明基板１０の外側表面には偏光板６２が貼られている。また、第２の透明基板２
０の外側には、バックライト装置９が配置されている。
【００９８】
第１の透明基板１０には、実施の形態１において図３を参照して説明したように、第１の
電極４０と第２の電極５０との交点に相当する領域に赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のカ
ラーフィルタ７Ｒ、７Ｇ、７Ｂが形成され、これらのカラーフィルタ７Ｒ、７Ｇ、７Ｂの
表面側に絶縁性の平坦化膜１１、第１の電極４０および配向膜１２がこの順に形成されて
いる。これに対して、第２の透明基板２０には、第２の電極５０および配向膜２２がこの
順に形成されている。
【００９９】
この電気光学装置１において、第１の電極４０はＩＴＯ膜（透明導電膜）によって形成さ
れている。これに対して、第２の電極５０は、アルミニウム膜或いはアルミニウムを主成
分とする合金膜や銀膜又は銀を主成分とする銀合金膜などといった反射性を有する金属膜
（導電膜）から形成されている。
【０１００】
また、第１の電極４０は、第２の電極５０よりもライン数が多い。
【０１０１】
また、実施の形態１において図４を参照して説明したように、本形態でも、第２の電極５
０のうち、画像表示領域２内において第１の電極４０と交差する部分には、細いスリット
状の開口５１０が複数本ずつ形成されている。従って、本形態の電気光学装置１は、透過
モード、および半透過・半反射モードでの表示が可能である。また、第２の電極５０につ
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いては、ＩＴＯ膜などといった透明な導電膜でなくても、光反射性を有する導電膜であれ
ば、アルミニウム膜或いはアルミニウムを主成分とする合金膜や銀膜又は銀を主成分とす
る銀合金膜や銀合金などといった電気的抵抗の小さな金属膜を用いることができる。よっ
て、第２の透明基板２０の側では、第２の電極５０と同時形成される配線や端子（図１０
、図１１、図１２を参照して後述する）についても、アルミニウム膜或いはアルミニウム
を主成分とする合金膜や銀膜又は銀を主成分とする銀合金膜などといった電気的抵抗の小
さな金属膜を用いることにより配線幅を狭めることができる。
【０１０２】
（電極および端子の構成）
このように構成した電気光学装置１において、外部からの信号入力および基板間の導通の
いずれを行うにも、第１の透明基板１０および第２の透明基板２０の同一方向に位置する
各基板の辺１０１、２０１付近において行われる。従って、第２の透明基板２０としては
、第１の透明基板１０よりも大きな基板が用いられ、第１の透明基板１０と第２の透明基
板２０とを貼り合わせたときに第１の透明基板１０の基板の辺１０１から第２の透明基板
２０が張り出す張り出し部２５を利用して、駆動用ＩＣ７がＣＯＧ実装されているととも
に、フレキシブル基板９０（外部接続基板）の接続が行われている。
【０１０３】
これに対して、第２の透明基板２０において、第１の透明基板１０の辺１０１と重なる部
分は、第１の透明基板１０の側との基板間導通用に用いられる。
【０１０４】
このような接続構造を構成するにあたって、本形態では、図９および図１０に示すように
、実施の形態１と同様、第１の透明基板１０において、第１の電極４０は、画像表示領域
２で縦方向に直線的に延びる駆動部分４１と、この駆動部分４１から辺１０１の中央部分
に向かって収束するように延びた配線部分４２と、この配線部分４２の端部からなる基板
間導通用端子部分６０とから構成され、基板間導通用端子部分６０は、第１の透明基板１
０の辺１０１の中央部分で所定の間隔をもって並んでいる。
【０１０５】
ここで、基板間導通用端子部分６０は、第１の透明基板１０の対向する基板の辺１０２に
向かって直線的に延びている。また、配線部分４２は、第１の透明基板１０の辺１０１か
ら対向する辺１０２に向かって両側に斜めに延びた後、画像表示領域２内で、基板の辺１
０１、１０２に直交する方向に延びた駆動部分４１に繋がっている。第１の電極４０は、
駆動部分４１、配線部分４２、および基板間導通用端子部分６０も含めて全てＩＴＯ膜に
よって形成されている。
【０１０６】
図９および図１１に示すように、第２の透明基板２０において、基板の辺２０１に沿って
は、基板の辺２０１の両端を除く比較的広い範囲にわたって第１の端子８１、および第２
の端子８２が形成されている。ここで、第１の端子８１は、第２の透明基板２０の幅方向
における中央領域で基板の辺２０１に沿って所定の間隔をもって並んでおり、第２の端子
８２は、第１の端子８１が形成されている領域より第２の透明基板２０の幅方向における
外側の両側２箇所で基板の辺２０１に沿って所定の間隔をもって並んでいる。また、第１
の端子８１、および第２の端子８２は、いずれも、対向する基板の辺２０２（図２参照。
）に向かって直線的に延びている。
【０１０７】
第１の端子８１の一方の端部７０は、第１の透明基板１０と第２の透明基板２０とを貼り
合わせたときに基板間導通用端子部分６０と重なる位置にある。従って、第１の端子８１
の一方の端部７０は基板間導通に用いられ、他方の端部７５は、ＩＣ実装領域８内におい
て駆動用ＩＣ７の実装に用いられる。
【０１０８】
第２の端子８２は、第２の電極５０の端部として構成されている。すなわち、第２の電極
５０は、画像表示領域２において横方向に直線的に延びる駆動部分５１と、この駆動部分
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５１から第２の透明基板２０の辺２０１の外側に向けて引き回された配線部分５２と、こ
の配線部分５２の端部からなる第２の端子８２とから構成されている。ここで、配線部分
５２は、第１の透明基板１０と第２の透明基板２０とを貼り合わせたときに第１の電極４
０の形成領域の両側に相当する領域を回り込むように外側に形成され、そこから駆動部分
５１は、画像表示領域２内において第１の電極４０と交差するように延びている。すなわ
ち、配線部分５２は、第１の電極４０が形成されている領域の両側に相当する各領域で両
側に向けて斜めに延びた後、屈曲して、画像表示領域２に沿って、対向する基板の辺２０
２に向けて直線的に延び、しかる後に画像表示領域２内で基板の辺２０１、２０２と平行
に延びた駆動部分５１に繋がっている。
【０１０９】
ここで、第２の電極５０は、第１の端子８１と同様、所定パターンに形成されたアルミニ
ウム膜或いはアルミニウムを主成分とする合金膜や銀膜又は銀を主成分とする銀合金膜な
どといった反射性を有する金属膜によって形成されている。
【０１１０】
また、第１の電極４０は、第２の電極５０よりもライン数が多い。
【０１１１】
さらに、第２の透明基板２０では、基板の辺２０１に沿って所定の間隔をもって並ぶ複数
の外部入力用端子８０が形成されている。ここで、外部入力用端子８０はいずれも、対向
する基板の辺２０２（画像表示領域２の側／図９参照。）に向かって直線的に延びており
、一方の端部はフレキシブル基板９０の接続に用いられ、ＩＣ実装領域８内に位置する他
方の端部は駆動用ＩＣ７の実装に用いられる。
【０１１２】
このように構成した第１の透明基板１０および第２の透明基板２０を用いて電気光学装置
１を構成するにあたって、本形態でも、実施の形態１と同様、第１の透明基板１０と第２
の透明基板２０とをシール材３０を介して貼り合わせる際に、シール材３０にギャップ材
および導電性粒子を配合しておくとともに、シール材３０を基板間導通用端子部分６０と
第１の端子８１の端部７０とが重なる領域にも塗布する。それ故、第１の透明基板１０と
第２の透明基板２０とを重ねた状態でその間隙を狭めるような力を加えながらシール材３
０を溶融、硬化させると、シール材３０に含まれる導電性粒子は、第１の透明基板１０と
第２の透明基板２０との間で押し潰された状態で基板間導通用端子部分６０と第１の端子
８１の端部７０とを導通させる。
【０１１３】
また、図１２に示すように、第１の透明基板１０と第２の透明基板２０とをシール材３０
を介して貼り合わせると、第１の電極４０と第２の電極５０との交差部分によって画素５
がマトリクス状に形成され、画素５がマトリクス状に形成されている領域が画像表示領域
２である。このため、第２の透明基板２０の辺２０１において、外部入力用端子８０の一
方の端部に対してフレキシブル基板９０を異方性導電材などを用いて実装し、かつ、外部
入力用端子８０の他方の端部、および第１の端子７１の他方の端部７５に駆動用ＩＣ７を
異方性導電材などを用いて実装した後、このフレキシブル基板９０を介して駆動用ＩＣ７
に信号を供給すると、駆動用ＩＣ７からは、第２の透明基板２０に形成されている第２の
電極５０に第２の端子８２を介して走査信号が直接、印加され、かつ、第１の透明基板１
０に形成されている第１の電極４０には、第１の端子８１、導電性粒子および基板間導通
用端子部分６０を介して画像データが信号入力される。よって、これらの画像データおよ
び走査信号によって、各画素５において第１の電極４０と第２の電極５０との間に位置す
る液晶の配向状態を制御することができるので、画像表示領域２において所定の画像を表
示することができる。
【０１１４】
このように、従来であれば、駆動部分４１が縦方向に延びる第１の電極４０については、
駆動用ＩＣから出力された信号を第１の端子８１から直接、入力し、この第１の電極４０
を避けるように両側に引き回された第２の電極５０については、斜めに延びる基板間導通
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用端子を介して入力していたのに対して、本形態では、第１の電極４０を避けるように両
側に引き回された第２の電極５０については、駆動用ＩＣ７から出力された信号を第２の
端子８２から直接、入力する。
【０１１５】
このため、走査信号が供給される第２の電極５０では、基板間導通を用いないため、配線
部分を短くできるので、電気的抵抗を下げることができる。従って、画像データ信号が供
給される第１の電極４０について電気的抵抗を下げたときよりも、画像の品位を効果的に
高めることができる。
【０１１６】
すなわち、本形態によれば、走査線としての第２の電極５０の配線抵抗を従来より低減す
ることができるので、走査信号の信号なまりを低減し、表示品位を向上させることができ
る。また、セグメントラインとしての第１の電極４０の配線抵抗よりもコモンラインとし
ての第２の電極５０の配線抵抗が表示の品位に大きな影響を及ぼすが、本形態では、この
第２の電極５０の方について配線抵抗を低下させたので、表示の品位が著しく向上する。
【０１１７】
また、基板間導通を行う基板間導通用端子部分６０、および第１の端子８１を真っ直ぐに
形成することができる。従って、第２の透明基板２０において、パターンを斜めに延ばさ
ざるを得ない部分（第２の電極５０の最も内側に位置するパターンが表示領域付近で屈曲
する角部分と、第２の電極５０の最も外側に位置するパターンの角部分との間でパターン
を斜めに形成せざるを得ない領域（矢印Ａで示す領域幅））で基板間導通を行う必要がな
く、パターンを斜めに延ばさざるを得ない部分には、パターン間の距離を狭めることので
きる第２の電極５０配線部分５２のみを形成することができる。
【０１１８】
それ故、第２の電極５０では、隣接するパターンの間において直線部分５０１の長さ寸法
に小さな差をつけてそこから斜めに曲げればよく、第２の電極５０の斜め部分５０２同士
の間隔を狭くすることができる。従って、図１１からわかるように、第２の電極５０にお
いて直線部分５０１と斜め部分５０２との境界を結んだ線Ｆが基板の辺２０１となす角度
βが小さい分、このようなレイアウト上の制約の大きな領域であっても多数のパターンを
形成できる。それ故、このようなレイアウト上の制約の大きな領域に形成するパターンの
数を増大する場合でも、基板間導通用端子部分６０、および第２の端子８１の間隔を狭め
る必要がない。
【０１１９】
よって、本形態によれば、基板間に挟まれた導通材を用いて一方の基板（第２の透明基板
２０）から他方の基板（第１の透明基板１０）への信号入力を行うタイプの電気光学装置
１において、電極の数を増大させたときでも、基板間導通部分の信頼性が低下しない。
【０１２０】
また、本形態では、パターンを斜めに延ばさざるを得ないなど、電極のレイアウトに制約
のある第２の電極５０については、ＩＴＯ膜より電気的抵抗の小さなアルミニウム膜或い
はアルミニウムを主成分とする合金膜や銀膜又は銀を主成分とする銀合金膜などの金属膜
によって形成するので、第２の電極５０のうち、画素を構成しない配線部分５２について
は線幅を狭めても電気的特性が劣化することがない。それ故、本形態によれば、第２の電
極５０の配線部分の線幅を狭めて第２の電極５０の数を増大しても、電気的特性の劣化に
起因する表示品位の低下が発生しない。
【０１２１】
逆にいえば、パターンの数が等しければ第２の透明基板２０においてパターンを斜めに延
ばさざるを得ない部分を従来より狭めることができるので、外形寸法が等しい大きさの電
気光学装置１において、表示領域を拡張できる。さらに、第２の透明基板２０においてパ
ターンを斜めに延ばさざるを得ない部分を従来より狭めることができるのであれば、従来
と表示領域が等しい大きさの電気光学装置１において、その外形寸法を小さくできる。
【０１２２】
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なお、実施の形態２において、第２の電極５０は、画像表示領域２において直線的に延び
る駆動部分５１と、この駆動部分５１から駆動用ＩＣ７の実装領域にまで引き回された配
線部分５２とを備え、この配線部分５２は、第１の端子８１に対して第２の透明基板２０
の幅方向における外側でその両側に形成されていたが、第２の電極５０が駆動用ＩＣ７の
実装領域から第１の端子８１に対して第２の透明基板２０の幅方向における外側でその片
側のみを引き回されて画像表示領域２に延設されている構成であってもよい。
【０１２３】
［実施の形態３］
図１３および図１４はそれぞれ、本発明の実施の形態３に係る電気光学装置１の構成を示
す斜視図、およびこの電気光学装置１の分解斜視図である。
【０１２４】
図１３および図１４に示すように、本形態の電気光学装置１は、対向配置された第１の透
明基板１０および第２の透明基板２０と、両基板を貼り合わせるために長方形の枠状に塗
布されたシール材３０と、第１の透明基板１０、第２の透明基板２０およびシール材３０
によって囲まれる液晶封入領域３５に封入された液晶層４とを有しており、液晶封入領域
３５のうち、後述する画素がマトリクス状に配列されている部分が画像表示領域２である
。
【０１２５】
第１の透明基板１０および第２の透明基板２０は石英、ガラスまたはプラスチックなどに
より構成される板状部材であり、各々の内側（液晶層４側）表面には液晶層４に電界を印
加するための複数の電極が形成されている。具体的には、第１の透明基板１０の内側表面
には、複数の第１の電極４０の駆動部分４１がストライプ状に形成されている一方、第２
の透明基板２０の内側表面には、画像表示領域２内において第１の電極４０に直交する駆
動部分５１を有する複数の第２の電極５０が形成されている。また、第１の透明基板１０
には、第１の電極４０の配線部分４２の端部からなる基板間導通用端子部分６０が形成さ
れている一方、第２の透明基板２０には第２の端子８２が形成されている。この第２の端
子８２の端部７０は、シール材３０に含まれる導電性粒子によって基板間導通用端子部分
６０と電気的に接続する。本形態では、第１の電極４０、および第２の電極５０は、例え
ばＩＴＯ等によって形成される透明電極である。なお、本実施形態においては、第１の電
極４０の本数が、第２の電極５０の本数よりも多くなっている。また、第１の端子８１の
各々は、第１の電極４０の各々と対応しており、第１の電極４０の本数と同数だけ設けら
れている。
【０１２６】
ここで、図１３および図１４に示すように、第２の透明基板２０は第１の透明基板１０よ
りも一方向において大きく（長く）なっている。従って、両基板を張合わせた状態におい
て、第２の透明基板２０の一部が第１の透明基板１０の１つの縁部（図１４中のＡで示す
縁部）から張り出す構成となっている。そして、この張り出した張り出し部２５の図中Ｘ
軸方向における中央部近傍には、上記複数の第１の電極４０に対して基板間導通を利用し
て画像データ信号を供給するための第１の駆動用ＩＣ７′が実装される一方、張り出し部
２５の端部（図１４においてはＸ軸の負方向の端部）近傍には、複数の第２の電極５０に
対して走査信号を供給するための第２の駆動用ＩＣ７″が配設されている。また、張り出
し部２５上には、駆動用ＩＣ７、７″の入力端子に接続される外部入力用端子８０が形成
されており、外部の装置から出力された画像信号が、この外部入力用端子８０を介して各
駆動用ＩＣ７′、７″に供給されるようになっている。
【０１２７】
複数の第１の電極４０が形成された第１の透明基板１０の表面、および複数の第２の電極
５０が形成された第２の透明基板２０の表面は、配向膜（図示略）によって覆われている
。この配向膜は、ポリイミド等の有機薄膜に対して一軸配向処理、例えばラビング処理を
施したものである。両基板間に封入される液晶は、電界が印加されていない状態において
、この配向膜のラビング方向に応じた配向状態となる。一方、第１の透明基板１０および
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第２の透明基板２０の外側表面には、それぞれ偏光板（図示略）が貼着されており、各偏
光板は、各基板の内側表面を覆う配向膜の配向方向に応じて偏光軸が設定されている。
【０１２８】
シール材３０は、熱硬化性を有するエポキシ樹脂等により構成され、第１の透明基板１０
と第２の透明基板２０との間隙を一定の厚さに保つためのスペーサ材が混入されている。
このシール材３０は、一部に液晶を注入するための液晶注入口３３を有している。この液
晶注入口３３は、第１の透明基板１０、第２の透明基板２０およびシール材３によって囲
まれる領域内に液晶が注入されて液晶層４が形成された後、接着剤によって閉塞される。
【０１２９】
また、シール材３０には、上記スペーサ材の他、導電性粒子が混入されている。この導電
性粒子は、弾性変形可能なプラスティックビーズの表面にめっきを施したものである。詳
細は前述したが、第１の透明基板１０上に形成された各基板間導通用端子部分６０と、第
２の透明基板２０上に形成された各第１の端子８１の端部７０とは、この導電性粒子によ
って導通される。
【０１３０】
次に、図１５および図１６を参照して、第１の透明基板１０および第２の透明基板２０上
に形成される各電極の詳細な構成を説明する。
【０１３１】
まず、図１５は、第１の透明基板１０の液晶層４側表面の詳細な構成を示す平面図である
。同図に示すように、第１の透明基板１０の液晶層４側表面には、第１の電極４０が形成
され、第１の電極４０は、第１の透明基板１０の基板の辺１０１に隣接する領域でＹ軸に
平行な方向に形成された基板間導通用端子部分６０と、これらの基板間導通用端子部分６
０から画像表示領域に延設された配線部分４２と、画像表示領域内で、図中のＹ軸に平行
に直線的に延びる駆動部分４１とから構成されている。ここで、基板間導通用端子部分６
０の配線幅は、駆動部分４１の配線幅よりも狭くなっている。つまり、全体として見ると
、複数の第１の電極４０は、第１の透明基板１０の基板の辺１０１近傍において、基板の
辺１０１の中央部に向かって収束する形状となっている。
【０１３２】
一方、図１６は、上記第２の透明基板２０の液晶層４側表面の詳細な構成を示す平面図で
ある。
【０１３３】
図１６に示すように、第２の透明基板２０の液晶層４側表面には、第２の電極５０と第１
の端子８１とが形成されている。
【０１３４】
第１の端子８１は、第１の透明基板１０との重なり部分のうちの張り出し部２５の近傍に
位置する一方の端部７０が、第１の透明基板１０の基板間導通用端子部分６０と重なる位
置に形成され、他方の端部７５は、駆動用ＩＣ７′の実装に用いられている。ここで、第
１の端子８１の一方の端部７０は、Ｘ軸方向（第２の透明基板１０の幅方向）における中
央部近傍において、画像表示領域に向けて平行かつ直線的に延びている。また、第１の端
子８１の他方の端部７５も、張り出し部２５において、第２の透明基板２０の幅方向（Ｘ
軸方向）の中央部分に形成されている。
【０１３５】
一方、第２の電極５０の各々は、画像表示領域においてＸ軸に平行に直線的に延びる駆動
部分５１と、配線部分５２と、この配線部分５２の端部から構成された第２の端子８２と
から構成され、第２の端子８２は、駆動用ＩＣ７″の実装に用いられている。ここで、配
線部分５２は、駆動部分５１のＸ軸の負方向に位置する一端から第２の透明基板２０の辺
に沿って延び、第２の端子８２に至る形状に形成されている。また、第２の端子８２は、
張り出し部２５において、第２の透明基板２０の幅方向（Ｘ軸方向）の端部分に形成され
ている。
【０１３６】
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次に、図１７は、上記第１の透明基板１０と第２の透明基板２０とを、各々の表面上に形
成された電極が対向するように、シール材３０を挟んで貼り合わせたものを、第１の透明
基板側から見た場合の詳細な構成を示す平面図である。
【０１３７】
図１５、図１６および図１７からわかるように、両基板を貼り合わせた状態において、第
１の透明基板１０上に形成された基板間導通用端子部分６０と、第２の透明基板２０上に
形成された第１の端子８１の端部７０とは、シール材３０を介して対向し、基板間導通用
端子部分６０と、第１の端子８１の端部７０は、シール材３０に混入された導電性粒子に
よって導通される。この結果、第１の電極４０、および第１の端子８１が導通して１体の
データ電極を形成し、これらのデータ電極は、全体としてみると、第１の透明基板１０の
側から第２の透明基板２０の張り出し部２５の中央部近傍に向かって収束する形状となる
。
【０１３８】
第１の透明基板１０と第２の透明基板２０とを貼り合わせた状態において、第１の電極４
０の駆動部分４１と、第２の電極５０の駆動部分５１とは交差し、これらの交差部分に画
素が形成されるとともに、これらの画素がマトリクス状に形成されている領域によって画
像表示領域が構成される。
【０１３９】
以上説明したように、本実施形態によれば、第２の透明基板２０の張り出し部２５上に駆
動用ＩＣ７、７″の両方が配設されているため、図２１を参照して説明した従来技術と比
較して、電気光学装置１を小さくすることができるという利点がある。さらに、画像デー
タ信号と走査信号とを各々別の駆動用ＩＣ７、７″から出力するため、１つの駆動用ＩＣ
７を用いる場合と比較して、電極の形成を容易に行うことができる。
【０１４０】
また、本実施形態においては、第１の電極４０を張り出し部２５の中央部近傍に収束させ
、同じく張り出し部２５の中央部近傍に配設された駆動用ＩＣ７の出力端子に接続するよ
うになっているため、以下の利点が得られる。
【０１４１】
まず、仮に第１の電極４０を張り出し部２５の右端部（Ｘ軸の正方向側）近傍に向けて収
束させたとすると、配線部分４２が延びる方向とＸ軸の負方向とがなす角（図１６中の角
γに相当する角）が、図１７に示した場合と比較して小さくなり、配線部分４２の幅を、
図１７に示す場合と比較して狭くしなければならない。そして、電極の幅を狭くした場合
、各電極の断線や、隣接する電極間における短絡等が生じやすくなるといった問題がある
。しかるに本実施形態においては、第１の電極４０を張り出し部２５の中央部近傍に収束
させるようになっているため、上記各γはそれほど小さくならない。従って、配線部分４
２の幅は、第１の電極４０を張り出し部２５の端部に収束させた場合ほど狭くならないか
ら、上述した問題を回避することができる。
【０１４２】
また、本実施形態においては、第１の電極４０、および第２の電極５０のうち、配線数が
多い第１の電極４０の方を、張り出し部２５の中央部近傍に収束させたので、以下の利点
が得られる。すなわち、仮に本数が少ない方の電極を張り出し部２５の中央部近傍に収束
させるように形成した場合、当該電極が形成された領域を避けるように、本数が多い方の
電極を形成する必要がある。これに対し、本実施形態のように、本数が多い方の電極を中
央部近傍に収束させた場合、当該電極を優先的に基板上に形成し、当該電極が形成された
領域を避けるように、本数が少ない電極を形成すればよいため、上述した場合と比較して
電極形成に際しての制約を軽減することができる。
【０１４３】
また、本実施形態においては、張出し領域２５の中央部に収束されるデータ電極を、第１
の透明基板１０および第２の透明基板２０に分割して形成し、シール材３０内の導電性粒
子によって導通させる構成とした。このように、張り出し部２５の中央部に収束される電
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極を各基板間において導通させるようにした場合、以下の利点がある。すなわち、上述し
たように、本数が多い方の電極を張り出し部２５の中央部近傍に収束させるようにした場
合、当該電極を本数が少ない方の電極と比較して優先的に形成することができる。従って
、第１の電極４０の基板間導通用端子部分６０、および第１の端子８２の端部７０の形状
（幅や間隔等）を、導電性材料を介して確実に導通させるために必要かつ充分な形状とす
ることができる。
【０１４４】
なお、上記実施形態においては、画像データ信号が供給される電極の本数が、走査信号が
供給される電極の本数よりも多い電気光学装置１を例に説明したが、走査信号が供給され
る電極の本数が、画像データ信号が供給される電極の本数よりも多い電気光学装置にも本
発明を適用することができる。この場合、本数の多い電極を第２の透明基板２０の張り出
し部２５の中央部に収束させればよい。
【０１４５】
［その他の実施の形態］
なお、上記の実施の形態２、３では、駆動用ＩＣ７の１辺からのみ信号が出力される構成
であったが、例えば、図１８に示すように、駆動用ＩＣ７の３辺から信号が出力される構
成であってもよい。
【０１４６】
また、実施の形態１では、第１の電極４０および第２の電極５０のいずれもが、外付けさ
れた駆動用ＩＣから外部入力用端子を介して画像データ信号または走査信号が印加される
構成であり、実施の形態２、３では、第１の電極４０および第２の電極５０のいずれもが
、ＣＯＧ実装された駆動用ＩＣから画像データ信号または走査信号が印加される構成であ
ったが、第１の電極４０が基板間導通を利用して信号入力される構成であれば、実施の形
態１と実施の形態２とを組み合わせてもよい。すなわち、第１の電極４０および第２の電
極５０のうちの一方が外付けの駆動用ＩＣから外部入力用端子を介して画像データ信号ま
たは走査信号が印加され、他方は基板にＣＯＧ実装された駆動用ＩＣから画像データ信号
または走査信号が印加される構成であってもよい。
【０１４７】
さらに、外部接続端子８０に対してはフレシキブル基板９０を接続する構成であったが、
ラバーコネクタなどを介してその他の回路基板が接続される構成であってもよい。
【０１４８】
さらにまた、反射型・透過型を組み合わせた半反射・半透過型の構成は、パッシブマトリ
クス型の電気光学装置に限らず、アクティブマトリクス型の電気光学装置にも適用できる
。
【０１４９】
［電子機器の具体例］
次に、上記各実施形態に係る電気光学装置１を各種の電子機器の表示装置として適用する
場合について説明する。この場合、電子機器３００は、図１９に例示するように、表示情
報出力源３０１、表示情報処理回路３０２、電源回路３０３、タイミングジェネレータ３
０４および上述した電気光学装置１により構成される。
【０１５０】
表示情報出力源３０１は、ＲＯＭやＲＡＭ等のメモリ、各種ディスク等のストレージユニ
ット、ディジタル画像信号を同調出力する同調回路等を備えて構成され、タイミングジェ
ネレータ３０４によって出力される各種のクロック信号に基づき、所定のフォーマットの
画像信号などの表示情報を表示情報処理回路３０２に出力する。表示情報処理回路３０２
は、増幅・反転回路や、ローテーション回路、ガンマ補正回路およびクランプ回路等、周
知の各種回路を備え、供給された表示情報の処理を実行して、その画像信号をクロック信
号とともに電気光学装置１の駆動回路に供給する。また、電源回路３０３は、各構成要素
に所定の電源を供給する。
【０１５１】
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上記電子機器の具体例としては、例えば、可搬型パーソナルコンピュータ、携帯電話機、
ビューファインダ型またはモニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装
置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、
ＰＯＳ端末、タッチパネルを備えた各種装置等が考えられる。
【０１５２】
図２０（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）はそれぞれ、本発明を適用した電気光学装置１を用いた電
子機器の外観図である。
【０１５３】
まず、図２０（Ａ）は携帯電話の外観図である。この図において、１０００は携帯電話本
体を示し、１００１は、本発明を適用した電気光学装置１を用いた画像表示装置である。
【０１５４】
図２０（Ｂ）は、腕時計型電子機器の外観図である。この図において、１１００は時計本
体を示し、１１０１は、本発明を適用した電気光学装置１を用いた画像表示装置である。
【０１５５】
図２０（Ｃ）は、ワードプロセッサ、パーソナルコンピュータなどの携帯型情報処理装置
の外観図である。この図において、１２００は情報処理装置を示し、１２０２はキーボー
ドなどの入力部、１２０６は本発明を適用した電気光学装置１を用いた画像表示装置であ
り、１２０４は情報処理装置本体を示す。
【０１５６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係る電気光学装置では、画像表示領域で縦方向に延びる第
１の電極については、第１の基板と第２の基板との基板間導通を行い、この第１の電極を
避けるように外側に引き回されて、画像表示領域で横方向に延びる第２の電極については
、第２の外部入力用端子から直接、信号入力を行う。このため、パターンを斜めに延ばさ
ざるを得ない部分で基板間導通を行う必要がなく、パターンを斜めに延ばさざるを得ない
部分には、パターン間の距離を狭めることのできる第２の電極のみを形成すればよい。従
って、パターンを斜めに延ばさざるを得ない部分においてパターンの数を増やす場合でも
、基板間導通用端子の間隔を狭める必要がない。それ故、本発明では、電極の数を増大す
るときでも、基板間導通部分の信頼性が低下するようなことはない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係る電気光学装置の斜視図である。
【図２】図１に示す電気光学装置の分解斜視図である。
【図３】図１に示す電気光学装置を図１のＩ－Ｉ′線で切断したときのＩ′側の端部の断
面図である。
【図４】図１に示す電気光学装置の電極同士の交差部分を拡大して示す平面図である。
【図５】図１に示す電気光学装置の第１の透明基板に形成した第１の電極および端子を拡
大して示す平面図である。
【図６】図１に示す電気光学装置の第２の透明基板に形成した第２の電極および端子を拡
大して示す平面図である。
【図７】図５に示す第１の透明基板と、図６に示す第２の透明基板とを貼り合わせたとき
の電極および端子を拡大して示す平面図である。
【図８】本発明の実施の形態２に係る電気光学装置の斜視図である。
【図９】図８に示す電気光学装置の分解斜視図である。
【図１０】図８に示す電気光学装置の第１の透明基板に形成した第１の電極および端子を
拡大して示す平面図である。
【図１１】図８に示す電気光学装置の第２の透明基板に形成した第２の電極および端子を
拡大して示す平面図である。
【図１２】図１０に示す第１の透明基板と、図１１に示す第２の透明基板とを貼り合わせ
たときの電極および端子を拡大して示す平面図である。
【図１３】本発明の実施の形態３に係る電気光学装置の構成を示す斜視図である。
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【図１４】図１３に示す電気光学装置の分解斜視図である。
【図１５】図１３に示す電気光学装置に用いた第１の透明基板の詳細な構成を示す平面図
である。
【図１６】図１３に示す電気光学装置に用いた第２の透明基板の詳細な構成を示す平面図
である。
【図１７】図１５に示す第１の透明基板と、図１６に示す第２の透明基板とを貼り合わせ
たときの平面図である。
【図１８】本発明の他の実施の形態に係る電気光学装置における駆動用ＩＣの周辺の構造
を示す平面図である。
【図１９】本発明を適用した電気光学装置を用いた電子機器の電気的な構成を示すブロッ
ク図である。
【図２０】（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）はそれぞれ、本発明を適用した電気光学装置を用いた
電子機器の外観図である。
【図２１】従来の電気光学装置の平面図である。
【図２２】基板間導通構造を示す説明図である。
【図２３】別の従来の電気光学装置の平面図である。
【図２４】さらに別の従来の電気光学装置の斜視図である。
【図２５】図２４に示す電気光学装置の分解斜視図である。
【図２６】図２４に示す電気光学装置を図２４のＸＩＶ－ＸＩＶ′線で切断したときのＸ
ＩＶ′側の端部の断面図である。
【図２７】図２４に示す電気光学装置の第１の透明基板に形成した第１の電極および端子
を拡大して示す平面図である。
【図２８】図２４に示す電気光学装置の第２の透明基板に形成した第２の電極および端子
を拡大して示す平面図である。
【図２９】図２７に示す第１の透明基板と、図２８に示す第２の透明基板とを貼り合わせ
たときの電極および端子を拡大して示す平面図である。
【符号の説明】
１　電気光学装置
２　画像表示領域
４　液晶層（電気光学層）
５　画素
７、７′、７″　駆動用ＩＣ
８　ＩＣ実装領域
１０　第１の透明基板（第１の基板）
１７Ｒ、１７Ｇ、１７Ｂ　カラーフィルタ
２０　第２の透明基板（第２の基板）
２５　第２の透明基板の張り出し部
３０　シール材（導通材）
３５　液晶封入領域
４０　第１の電極
５０　第２の電極
６０　基板間導通用端子部分
６１、６２　偏光板
７０　第１の端子の一方の端部
７５　第１の端子の他方の端部
８０　外部入力用端子
８１　第１の端子
８２　第２の端子
９０　フレキシブル基板
１０１、２０１、１０２、２０２　基板の辺
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５０１　第２の電極の直線部分
５０２　第２の電極の斜め部分
５１０　スリット状の開口

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

(37) JP 3578110 B2 2004.10.20



【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

(39) JP 3578110 B2 2004.10.20



【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】
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