
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単位画素が第１の副画素と カラーフィルタを備えた第２の副画素とを含む複数の副
画素から構成され、各副画素に印加電圧に応じて光学的性質を変化させる媒体が配置され
たカラー表示素子であって、
　前記 第１の副画素に配置された前記媒体を通過する光が有彩色を
呈し 該有彩色の色相が変化する範囲 電圧 印加
　前記 第２の副画素に配置された前記媒体を通過する光の明度が変
化する範囲 電圧 印加 ることを特徴とするカラー表示素子。
【請求項２】
　

ことを特徴と
する請求項１に記載のカラー表示素子。
【請求項３】
　前記有彩色の色相が変化する範囲が、赤色と青色およびその間の色相範囲であることを
特徴とする請求項 に記載のカラー表示素子。
【請求項４】
　前記第１の副画素に 前記媒体を通過する光が赤と青の中間のマゼンタ色を呈する電圧
が印加され、前記第２の副画素に、前記媒体を通過する光が前記明度の変化する範囲にお
ける最大明度となる電圧が印加されることにより、前記単位画素に白色が表示されること
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緑色

第１の副画素に、当該
、 を少なくとも含む範囲の が され、

第２の副画素に、当該
の が され

前記第１の副画素に、前記有彩色の色相が変化する範囲に加えて、当該第１の副画素に
配置された前記媒体を通過する光の明度が変化する範囲の電圧が印加される
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、



を特徴とする請求項 に記載のカラー表示素子。
【請求項５】
　前記第１の副画素 カラーフィルタ ことを特徴とする請
求項 に記載のカラー表示素子。
【請求項６】
　前記第１の副画素に前記色相が変化する範囲の電圧が印加され 前記有彩色と前記カ
ラーフィルタのマゼンタ色とを重ねた色が表示される請求項５に記載のカラー表示素子。
【請求項７】
　 前記第１の副画素と前記
第２の副画素 に、 前記媒体を通過する光が前記明度変化範囲
における最大明度となる電圧が印加されることにより、前記単位画素に白色が表示される
ことを特徴とする請求項 に記載のカラー表示素子。
【請求項８】
　 前記第１の副画素と第２
の副画素に、前記明度が変化する範囲において同一階調の変調を与えることにより、前記
単位画素に無彩色の中間調が表示されることを特徴とする請求項 に記載のカラー表示素
子。
【請求項９】
　前記第２の副画素が２以上のサブピクセルからなり、緑色のカラーフィルタを有するサ
ブピクセルに加えて、赤色のカラーフィルタを有するサブピクセルと、青色のカラーフィ
ルタを有するサブピクセルの少なくともいずれか一方のサブピクセルをさらに有すること
を特徴とする請求項 に記載のカラー表示素子。
【請求項１０】
　少なくとも１枚の偏光板と、電極が形成され対向配置された一対の基板と、該基板間に
配置された液晶層とを有するカラー表示素子であって、
　前記電極に加えられる電圧に応じて前記液晶層のリタデーションが変化し、
　前記カラー表示素子の単位画素が、前記電極に印加される電圧に応じて、前記液晶層を
通過する光の明度が変化する範囲と前記液晶層を通過する光が有彩色を呈し該有彩色の色
相が変化する範囲とにおいて前記液晶層のリタデーションが変調される第１の副画素と、

カラーフィルタを備え、前記電極に印加される電圧に応じて、前記液晶層を通過する
光の明度が変化する範囲で前記液晶層のリタデーションが変調される第２の副画素とを含
む複数の副画素から構成されることを特徴とするカラー表示素子。
【請求項１１】
　前記液晶層の液晶は、電圧無印加時には基板面に略垂直に配向しており、印加電圧に応
じて該略垂直の配向から傾斜することを特徴とする請求項 に記載のカラー表示素子。
【請求項１２】
　前記液晶層の液晶は、電圧印加に応じてベンド配向と略垂直配向との間で配向状態を変
化させることを特徴とする請求項 に記載のカラー表示素子。
【請求項１３】
　前記第２の副画素のセル厚が前記第１の副画素のセル厚より薄いことを特徴とする請求
項 乃至 のいずれか１項に記載のカラー表示素子。
【請求項１４】
　前記単位画素がカラーフィルタを備えた第３の副画素を含んで構成され、前記第１の副
画素および第２の副画素が光を反射する領域を有し、前記第３の副画素が背面からの光を
前記カラーフィルタを通して透過する領域を有することを特徴とする請求項 に記載の
カラー表示素子。
【請求項１５】
　前記第３の副画素が、前記電極に印加される電圧に応じて、前記液晶層を通過する光の
明度が変化する範囲で前記液晶層のリタデーションが変調される副画素であることを特徴
とする請求項 に記載のカラー表示素子。

10

20

30

40

50

(2) JP 3796499 B2 2006.7.12

１

にマゼンタ色の が備えられている
１

て、
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【請求項１６】
　前記第３の副画素の光透過領域の液晶層の厚さが、前記第１の副画素および第２の副画
素の光反射領域の液晶層の厚さの２倍より小さいことを特徴とする請求項 に記載のカ
ラー表示素子。
【請求項１７】
　前記光反射領域の液晶層の厚さが、前記光透過領域の液晶層の厚さと等しく、かつ０ｎ
ｍから３００ｎｍまでの範囲でリタデーションの変調が可能な厚さであることを特徴とす
る請求項 に記載のカラー表示素子。
【請求項１８】
　前記第３の副画素が赤・緑・青のカラーフィルタをそれぞれ備えた３つのサブピクセル
に分割されていることを特徴とする請求項 乃至 のいずれか１項に記載のカラー表
示素子。
【請求項１９】
　前記３つのサブピクセルの各々が、前記電極に印加される電圧に応じて、前記液晶層を
通過する光の明度が変化する範囲で前記液晶層のリタデーションが変調されるサブピクセ
ルであることを特徴とする請求項 に記載のカラー表示素子。
【請求項２０】
　印加電圧に応じて光学的性質が変化する媒体を含むカラー表示素子の駆動方法であって
、
　第１の副画素と カラーフィルタを有する第２の副画素とを含む複数の副画素で単位
画素を構成し、
　前記第１の副画素に、少なくとも該媒体を通過する光が有彩色を呈し該有彩色の色相が
変化する範囲にわたり前記媒体の光学的性質を変調する電圧を印加し、前記第２の副画素
に、該媒体を通過する光の明度が変化する範囲で前記媒体の光学的性質を変調する電圧を
印加することを特徴とするカラー表示素子の駆動方法。
【請求項２１】
　単位画素が第１の副画素と カラーフィルタを有する第２の副画素とを含む複数の副
画素で構成され、各副画素に、電圧を印加する手段と、該手段により印加される電圧によ
って光学的性質を変化させる媒体とが配置されたカラー表示装置であって、
　前記電圧を印加する手段は、
　前記第１の副画素に、少なくとも前記媒体を通過する光が有彩色を呈し該有彩色の色相
が変化する範囲にわたって前記媒体の光学的性質を変調する電圧を印加する手段と、
　前記第２の副画素に、前記媒体を通過する光の明度が変化する範囲で前記媒体の光学的
性質を変調する電圧を印加する手段とを含むことを特徴とするカラー表示装置。
【請求項２２】
　単位画素が、光反射面が設けられた第１の副画素と、光反射面と カラーフィルタを
備えた第２の副画素と、カラーフィルタを備え、背面からの光を該カラーフィルタを通し
て透過する第３の副画素とを含んで構成され、各副画素に電圧を印加する手段と、印加電
圧によって光学的性質が変化する媒体とを備えるカラー表示装置であって、
　前記各副画素に電圧を印加する手段が、
　前記第１の副画素に、前記媒体を通過する光が有彩色を呈し該有彩色の色相が変化する
範囲にわたって前記媒体の光学的性質を変調する電圧を印加する手段と、
　前記第２の副画素および第３の副画素に、それぞれ、前記媒体を通過する光の明度が変
化する範囲で前記媒体の光学的性質を変調する電圧を印加する手段とを含むことを特徴と
するカラー表示装置。
【請求項２３】
　前記第１乃至第３の副画素に電圧を印加する手段が、電極と、ゲートラインとソースラ
インとＴＦＴとが配置されたアクティブマトリクス基板とを含み、奇数行目のゲートライ
ンが該ＴＦＴを介して前記第１の副画素および前記第２の副画素の前記電極に接続され、
偶数行目のゲートラインが該ＴＦＴを介して第３の副画素の前記電極に接続されているこ
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とを特徴とする請求項 に記載のカラー表示装置。
【請求項２４】
　前記第１の副画素が２つのサブピクセルからなり、前記第３の副画素が、赤・緑・青の
カラーフィルタをそれぞれ備えた３つのサブピクセルからなることを特徴とする請求項

また に記載のカラー表示装置。
【請求項２５】
　前記第３の副画素の３つのサブピクセルが、それぞれ前記第１の副画素の２つのサブピ
クセルと前記第２の副画素とに隣接して配置されていることを特徴とする請求項 に記
載のカラー表示装置。
【請求項２６】
　前記第１の副画素が、前記第２の副画素のカラーフィルタの色と補色の関係にある色の
カラーフィルタを備え、前記第３の副画素のサブピクセルのうち、前記第２の副画素に隣
接するサブピクセルのカラーフィルタの色が、前記第２の副画素のカラーフィルタの色と
同色であることを特徴とする請求項 に記載のカラー表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多色表示可能なカラー表示素子、カラー表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、フラットパネルディスプレイはパソコン用などの各種モニタ、携帯電話用表示素
子などに広く普及しており、今後は大画面テレビ用途への展開を図るなど、ますます普及
の一途をたどることが予測されている。中でも最も広く普及しているのが液晶ディスプレ
イであって、これら液晶ディスプレイにおけるカラー表示方式として広く使用されている
のが、マイクロカラーフィルタ方式と呼ばれるカラー表示方式である。
【０００３】
　マイクロカラーフィルタ方式は、ひとつの画素を少なくとも３つの副画素に分割し、そ
れぞれに３原色の赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）のカラーフィルタを形成することによっ
てフルカラー表示を行うものであり、高い色再現性能を容易に実現することができるとい
うメリットがある一方，透過率が１／３になってしまうことから、光利用効率が悪くなっ
てしまうという欠点がある。光利用効率の悪さは、バックライトを有する透過型液晶表示
装置やフロントライトを有する反射型液晶表示装置においては、バックライトやフロント
ライトの消費電力が高くなってしまう原因となっている。
【０００４】
　最近は表示素子の一部の領域を光反射性領域とし、一部の領域を光透過性領域とするよ
うな半透過型液晶表示素子（非特許文献 1参照）が、携帯電話や携帯情報端末などに広く
使用されるようになってきている。とくに可搬型電子装置は、屋外で使用することが多く
非常に明るい外光中でも十分な視認性が確保されることと、暗い室内においても高いコン
トラストや色再現性が確保されることが要求される。
【０００５】
　また、近年電子ペーパーディスプレイとして，液晶表示素子よりも視認性に優れた表示
素子がいくつか報告されている。それらの多くは偏光板を用いないことによって明るい表
示を実現しようとする。しかしながら、これらの表示素子においても、モノクロでは明る
い表示が実現されているものの、カラー表示は液晶表示素子と同様にカラーフィルタを用
いるしかなく、カラー表示を紙に匹敵するような明るさで実現することは未だ出来ていな
いのが現状である。
【０００６】
　カラーフィルタを用いないカラー液晶表示装置として、ＥＣＢ型（電界制御複屈折効果
型）の液晶表示装置が知られている。ＥＣＢ型液晶表示装置は、一対の基板間に液晶を挟
持した液晶セルを挟んで、透過型の場合その表面側と裏面側とにそれぞれ偏光板を配置し
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たものであり、反射型の場合には一方の基板にのみ偏光板を配置した一枚偏光板タイプ、
もしくは両方の基板に偏光板を配置し偏光板の外側に反射板を設けた二枚偏光板タイプの
ものがある。
【０００７】
　透過型のＥＣＢ型液晶表示装置の場合、一方の偏光板を透過して入射した直線偏光が、
液晶セルを透過する過程で液晶層の複屈折作用により、各波長光がそれぞれ偏光状態の異
なる楕円偏光となった光となり、その光が他方の偏光板に入射して、この他方の偏光板を
透過した光が、その光を構成する各波長光の光強度の比に応じた色の着色光になる。
【０００８】
　ＥＣＢ型液晶表示素子は液晶の複屈折作用と偏光板の偏光作用とを利用して光を着色す
るものであり、カラーフィルタによる光の吸収がないから、光の透過率を高くして明るい
カラー表示を得ることができる。しかも、電圧に応じて液晶層の複屈折性が変化するため
、液晶セルへの印加電圧を制御することによって透過光や反射光の色を変化させることが
できる。これを利用すれば同じ画素で複数の色を表示することもできる。
【０００９】
　図１は、ＥＣＢ型表示素子の複屈折量（リタデーションＲと呼ばれる）と色度図上での
座標の関係を示す。Ｒが０から２５０ｎｍ附近まではほぼ色度図の中央にあって無彩色で
あるが，それ以上になると複屈折量に応じて色が変化していく様子がわかる。
【００１０】
　液晶として、誘電率異方性（Δεと表す）が負の材料を使用し、電圧無印加時に基板に
対して垂直配向させると，電圧とともに液晶分子が傾斜していき，それにつれて液晶の複
屈折量（リタデーションと呼ばれる）が増加していく。
【００１１】
　このとき，クロスニコル下では図１の曲線に沿って色度が変化する。電圧無印加時には
Ｒがほぼ０であるから光は透過せず、暗状態（黒状態）となっているが、電圧の増加に応
じて、黒→グレー→白と明るさが増していく。さらに電圧を上げると色がついて，黄色→
赤→紫→青→黄色→紫→水色→緑といったように色が変化する。
【００１２】
　このようにＥＣＢ型表示素子は、低電圧側の変調領域では最大明度と最小明度との間を
電圧によって明度変化させることができ、より高い電圧領域で、複数の色相を電圧によっ
て変化させることができる。
【００１３】
　図１に示すように、リタデーションで得られる色は、色度図上の外縁にある最大純度の
色に比べてかなり純度が低い。これを補う方法としては、特許文献１にあるように、カラ
ーフィルタを併用する。ＥＣＢ表示の色を、同色のカラーフィルタを通すことにより純度
を高めることができる。上記特許文献１では、青色表示を行なわない画素に赤色系または
黄色系のカラーフィルタを配して、ＥＣＢ効果で得られる赤色の短波長成分をカットし、
純度の高い赤色を得る。
【００１４】
　以下、色度図上の黒→グレー→白と明るさが変化するリタデーションの範囲（０ないし
２５０ｎｍ）を明度変化範囲といい，黄色以上の有彩色変化の範囲（２５０ｎｍ以上）を
色相変化範囲という。無彩色と有彩色の境界ははっきりとは決められないので，上記範囲
の２５０ｎｍは一応の目安である。
【００１５】
　なお、本発明ではリタデーションによって得られる色について言及するが，それは図１
の曲線に沿った色である。図１にあるように、純度が極大となる点はリタデーションが４
５０ｎｍ、６００ｎｍ、１３００ｎｍ付近にあり、赤色、青色、緑色として視認される。
しかし、それらの点の前後におよそ１００ｎｍ幅でほぼ同じ色とみなせる範囲があるので
、本発明ではその範囲の色も赤色、青色、緑色という。マゼンタは赤と青の中間５３０ｎ
ｍ付近にある。
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【００１６】
　通常、液晶表示装置などで用いられるカラーフィルタの色はリタデーションで得られる
色よりは純度が高く、色度図上では上記の範囲の外側にある。本発明ではそれらも同名の
色で呼ぶことにする。
【００１７】
【非特許文献１】シャープ技報第８３号・２００２年８月　ｐ．２２
【特許文献１】特開平４－０５２６２５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　ＥＣＢ型液晶表示素子はカラー表示可能ではあるものの、緑を表示するためには図１に
示した通り１３００ｎｍ前後のリタデーション量が必要となり、通常の液晶材料を用いる
と、従来の液晶表示素子と比較してかなり大きなセル厚が必要である。
【００１９】
　例えば，ＶＡ（Ｖｉｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モードとして知られている液
晶素子は，電圧無印加状態に垂直配向させ、電圧印加によって最大リタデーション量を２
００～２５０ｎｍ程度にまで変化させるように設定されており、ＥＣＢ効果における黒～
白の明度変化領域が用いられる。これにＲＧＢカラーフィルタを設けることにより加法混
色法によってフルカラー表示を得ている。
【００２０】
　これと比べると、ＥＣＢ効果すなわちリタデーションによる色度変化を利用してカラー
表示する方式では、液晶材料が同じであればセル厚を約６倍に設定する必要がある。すな
わち現在のＶＡモードを用いた製品のセル厚が４～５ミクロンだとすると、ＥＣＢ効果に
よる着色現象を利用したカラー表示モードでは２０～３０ミクロンのセル厚が必要という
ことになる。
【００２１】
　また、液晶表示素子の一部の領域を光反射性領域とし，他の領域を光透過性領域とする
半透過型液晶表示素子がシャープ技報第８３号・２００２年８月　ｐ．２２に開示されて
いるが、それによると透過部と反射部の光利用効率を両方とも最大化するため、透過部の
セル厚が反射部のセル厚の２倍になるように反射部に厚い層間絶縁膜を設ける構成となっ
ている。
【００２２】
　このような大きなセル厚を採用することは，以下に説明するように著しい不利を伴う。
【００２３】
　第１には，セル厚を均一化する目的で一般に球状スペーサーが使われるが，その径が大
きくなるために画素に対してスペーサーの占める面積がかなり大きくなってしまい、結果
的に開口率が減少する。元来明るい表示を得ようとするためにＥＣＢ効果に基づく着色現
象を採用したいのだが、開口率の減少によってその効果が半減してしまうことになる。
【００２４】
　大きなセル厚を採用する場合の第２の問題は、応答速度が遅くなることである。一般に
応答速度はセル厚の自乗に反比例（応答時間はセル厚の２乗に比例）することが知られて
いる。したがって、セル厚が約６倍の場合には液晶の応答時間が３６倍になってしまうこ
とになる。例えば、商品化されているＶＡモードの液晶ディスプレイの代表的な応答時間
が２０ミリ秒程度であることから、上記ＥＣＢモードでは約７２０ミリ秒の応答時間にな
ると予測できる。つまりこれでは動画表示を行うことが出来ない。
【００２５】
　さらに、ＥＣＢモードでは複屈折効果を利用した色相変化に基づくカラー表示を行うこ
とは可能であるが、カラー表示時に滑らかな階調色を表示することは困難であった。した
がって限られた色数でしか表示することができなかった。
【００２６】
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　そこで本発明は、従来から広く用いられている、電圧などの外部変調手段によって透過
率を変調させることができるモノクロ表示素子とＲＧＢカラーフィルタとを単に組み合わ
せることで三原色を表示させる方式とは異なる方式を用いることによって光利用効率を向
上させたカラー表示素子を提供する。特に、前記ＥＣＢ効果に基づく液晶表示素子におい
ては、セル厚の増加を抑制することで動画表示可能とし、多色表示可能であるようなカラ
ー液晶表示素子を提供する。
【００２７】
　また本発明は、光利用効率の高い多色表示可能な反射型モードと透過型モードを両立す
る半透過型カラー液晶表示素子を提供する。これによって高い色再現性の要求を満たすこ
とが可能となる。
【００２８】
　さらに本発明では上記明るいモノクロ表示が実現しうる各種電子ペーパー技術に対して
も明るいカラー表示を得ることが可能となる。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　本発明は、単位画素が第１の副画素と カラーフィルタを備えた第２の副画素とを含
む複数の副画素から構成され、各副画素に印加電圧に応じて光学的性質を変化させる媒体
が配置されたカラー表示素子であって、前記 第１の副画素に配置さ
れた前記媒体を通過する光が有彩色を呈し 該有彩色の色相が変化する範囲

電圧 印加 前記 第２の副画素に配置された前記媒
体を通過する光の明度が変化する範囲 電圧 印加 ることを特徴とするものである。
【００３０】
　また本発明は、少なくとも１枚の偏光板と、電極が形成され対向配置された一対の基板
と、該基板間に配置された液晶層とを有するカラー表示素子であって、前記電極に加えら
れる電圧に応じて前記液晶層のリタデーションが変化し、前記カラー表示素子の単位画素
が、前記電極に印加される電圧に応じて、前記液晶層を通過する光の明度が変化する範囲
と前記液晶層を通過する光が有彩色を呈し該有彩色の色相が変化する範囲とにおいて前記
液晶層のリタデーションが変調される第１の副画素と、 カラーフィルタを備え、前記
電極に印加される電圧に応じて、前記液晶層を通過する光の明度が変化する範囲で前記液
晶層のリタデーションが変調される第２の副画素とを含む複数の副画素から構成されるこ
とを特徴とするものである。
【００３１】
　さらに本発明は、印加電圧に応じて光学的性質が変化する媒体を含むカラー表示素子の
駆動方法であって、第１の副画素と カラーフィルタを有する第２の副画素とを含む複
数の副画素で単位画素を構成し、前記第１の副画素に、少なくとも該媒体を通過する光が
有彩色を呈し該有彩色の色相が変化する範囲にわたり前記媒体の光学的性質を変調する電
圧を印加し、前記第２の副画素に、該媒体を通過する光の明度が変化する範囲で前記媒体
の光学的性質を変調する電圧を印加することを特徴とするものである。また、単位画素が
第１の副画素と カラーフィルタを有する第２の副画素とを含む複数の副画素で構成さ
れ、各副画素に、電圧を印加する手段と、該手段により印加される電圧によって光学的性
質を変化させる媒体とが配置されたカラー表示装置であって、前記電圧を印加する手段は
、前記第１の副画素に、少なくとも前記媒体を通過する光が有彩色を呈し該有彩色の色相
が変化する範囲にわたって前記媒体の光学的性質を変調する電圧を印加する手段と、前記
第２の副画素に、前記媒体を通過する光の明度が変化する範囲で前記媒体の光学的性質を
変調する電圧を印加する手段とを含むことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によると、明るくかつ視認上フルカラー表示可能もしくは完全なフルカラー表示
が可能であり、視野角も広く、かつ動画も問題なく表示可能な表示素子が得られる。中で
も特に高反射率の反射型液晶表示素子および半透過型液晶表示素子および高透過率の透過

10

20

30

40

50

(7) JP 3796499 B2 2006.7.12

緑色

第１の副画素に、当該
、 を少なくとも

含む範囲の が され、 第２の副画素に、当該
の が され

緑色

緑色

緑色



型液晶表示素子が提供される。またこの発明では液晶素子に限らず、様々な表示モードに
適用することができ、従来まで広く用いられているＲＧＢカラーフィルタを用いた加法混
色法と比較して光利用効率の高い表示素子が実現できる。
【００３３】
　また、デジタルコンテンツ閲覧用などの高い色再現性の要求を満たすことが可能となる
。さらに明るいモノクロ表示が実現しうる各種電子ペーパー技術に対しても明るいカラー
表示を得ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
（基本形態）
　本発明は、表示素子としてさまざまな形態に適用できるが、まずその表示原理について
、ＥＣＢ効果を有する液晶を一例に挙げて図２を参照して説明する。
【００３５】
　本発明の液晶表示素子では図２に示すように、１画素５０を複数の副画素５１，５２（
、５３）に分割し、そのうちの１つの副画素５２には緑色のカラーフィルタを重ねる。残
る副画素５１（と５３）は、リタデーションを調節して、黒から白に至る無彩色の輝度変
化と、赤からマゼンタを経て青にいたるいずれかの色とを表示させる。
【００３６】
　すなわち、電圧印加によって液晶層のリタデーションを変化させて有彩色を表示する第
１の副画素と、カラーフィルタを有し、電圧によって明度変化範囲でリタデーションを変
化させて該カラーフィルタの色を表示する第２の副画素とで単位画素を構成する。視感度
の高い緑色を表示させる画素には、ＥＣＢによる着色を利用しないで緑色のカラーフィル
タＧを用い、赤と青だけにＥＣＢによる着色現象を利用することが特徴である。
【００３７】
　例えば，カラーフィルタのある緑（Ｇ）画素を暗状態とし、透明画素（以下，カラーフ
ィルタのない画素をこう呼ぶ）を白色（無彩色変化領域の最大輝度状態）にすることによ
り、画素全体として白を表示することが出来る。
【００３８】
　あるいは、Ｇ画素を最大透過状態にし，透明画素を有彩色領域のマゼンタ色にしてもよ
い。マゼンタ色は赤（Ｒ）と青（Ｂ）の両方の色を含むので、合成の結果白表示が得られ
る。
【００３９】
　Ｇ単色にするには、Ｇ画素を最大透過状態にし，透明画素を暗状態にする。Ｒ単色（Ｂ
単色）にするには、Ｇ画素を暗状態にし，透明画素のリタデーション値を４５０ｎｍ（６
００ｎｍ）にする。組み合わせることでＲとＧ、ＢとＧの混色も得られる。
【００４０】
　Ｇ画素と透明画素をともにリタデーションを０にして暗状態とすれば黒表示が得られこ
とはいうまでもない。
【００４１】
　本発明の構成では，Ｇ画素はリタデーションを０から２５０ｎｍの範囲で変化させ，透
明画素はリタデーションを０から２５０ｎｍの範囲と４５０ｎｍから６００ｎｍの範囲で
変化させる。通常は液晶材料は両副画素で共通にするので、駆動電圧範囲を異なるように
設定する。
【００４２】
　カラーフィルタを緑色に選んだ結果，緑をリタデーションの調節で作ることが回避され
てセル厚を大きくする必要がない。また，緑色は視感度が高いので、カラーフィルタによ
って純度の高い色を作ることにより、画質が向上する。
【００４３】
　本発明の特徴は上記のようにＧ画素をカラーフィルタで表示し，その他の色を媒体（上
の場合は液晶）自身が発生させる色で表示するもので，液晶以外にも適用できる。すなわ
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ち，一般に，外部から加えられる変調手段によって光学的性質を変化させる媒体を用い、
その媒体が、変調手段によって明度を変化させる変調領域と、色相を変化させる変調領域
とを有するものであれば本発明が適用できる。
【００４４】
　具体的な媒体の例は以下で説明するが，そのような媒体を用いて表示素子を構成し，単
位画素を、透明な第１の副画素と、カラーフィルタを有する第２の副画素で構成し、第１
の副画素に色相が所定の範囲で変化するような変調を与えてその範囲の色を表示させ、第
２の副画素に明度変化範囲の変調を与えてカラーフィルタの色の明るさ変化させる。黒，
灰色，白の無彩色を表示するには、透明な第１の副画素に明度変化範囲の変調を与えれば
よい。
【００４５】
　本発明により通常用いられる液晶表示素子と比較してセル厚を極端に厚くする必要がな
くなる。図１によると、赤はリタデーションが４５０ｎｍであって、青はリタデーション
が６００ｎｍである。したがって、６００ｎｍのリタデーションを実現するためのセル厚
に設定すればよいことになる。上記例で言うと、セル厚は約１０ミクロンでよいことにな
る。この程度であれば、応答速度の増加も小さく、約１５０ミリ秒程度となり、若干のボ
ケは存在するものの動画表示が可能となる。
【００４６】
　またこれを反射型液晶表示素子に適用した場合には、セル厚が半分となるため応答速度
はこの１／４の４０ミリ秒以下となり、動画表示にもほぼ問題ないレベルにすることがで
きる。
【００４７】
　また緑の色再現範囲はカラーフィルタによって決まり、かつ視感度がたかいために、白
色成分の透過率を犠牲にすることなく高い色再現性を実現することが可能となる。
【００４８】
　また緑画素のセル厚ｄ２は、透過型の場合λ／２条件、反射型の場合には、λ／４条件
が表示できれば十分であるため、透明画素のセル厚ｄ１よりも薄くすることができ、その
結果緑の画素の応答速度を高めることが可能となった。
【００４９】
　つまり本発明の素子に関しては、視感度特性の高い緑画素の応答速度が速くなることか
ら、人間の目には高速で表示されるように感じることが出来る。さらに前記例におけるカ
ラーフィルタのない画素では、電圧印加時にＥＣＢによる着色を利用しているため、赤や
青の表示は高電圧で駆動されていることになる。このことから、赤や青色画素では高電圧
駆動に起因する高速表示、緑画素ではセル厚ｄ２が薄い分だけ応答速度が速くなり、応答
速度の色間ばらつきを抑制することも可能となる。
【００５０】
　（階調表示）
　図２（ａ）の液晶表示素子では、視感度特性の高い緑画素については連続階調表示可能
であるが、透明画素部分の有彩色状態つまり青と赤はＥＣＢによる着色を利用しているた
め階調表示はできない。
【００５１】
　図２（ｂ）はこの点を改良するもので，透明画素は複数のサブピクセル５１，５３に分
割し、その面積比を変えることによってデジタル的に階調を表現する。
【００５２】
　サブピクセルは異なる面積を有しているので、点灯して色が表示されるサブピクセルの
面積によっていくつかの段階の中間調が表示される。
【００５３】
　このとき前記サブピクセルがＮ個あったとき、その面積比を１：２：・・・：２Ｎ － １

となるよう分割することで、リニアリティーの高い階調表示特性を得ることが出来る。図
２（ｂ）の例ではＮ＝２としている。
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【００５４】
　本発明の液晶表示素子では視感度特性の低い赤と青にのみデジタル階調を使用している
。緑画素には０から２５０ｎｍの範囲で連続的な変調を与えることにより連続的な階調が
表示できる。そのために、人間の目には、階調性が大きく損なわれたようには感じられず
、比較的良好なカラー画像を得ることができる。すなわち目の検知しうる階調数が少ない
赤と青に限ってデジタル階調を使用することで、限られた階調数でも十分な特性を持たせ
ることが可能となるのも本発明の特徴である。
【００５５】
　なお上記のように限られた階調数でも十分な階調性を感じさせるためにも、画素ピッチ
は細かい方が好ましい。つまり、人間が画素を識別できなくなる解像度という観点で、２
００ミクロンピッチ以下にしておくことがより望ましい。
【００５６】
（応用例）
　以上述べたように、本発明の液晶表示素子は、赤、青色についてはＥＣＢ効果に基づく
着色現象を利用した表示方法をとるので、赤色と青色それぞれのカラーフィルタを使用す
る場合と比較して光ロスを大幅に減少させることができる。その結果、従来のＲＧＢカラ
ーフィルタのみによって三原色を表示する方式と比べて光利用効率の高い素子が得られる
ことが特長である。よって本発明の液晶表示素子を反射型液晶表示素子として、ペーパー
ライクディスプレイまたは電子ペーパーに用いることが出来る。
【００５７】
　一方、本モードは透過型液晶表示素子としても、液晶層の透過率が高いので、従来方式
のものと同一の輝度を得るために必要なバックライト消費電力が少なくて済み、低消費電
力化という観点から好適に用いられる。
【００５８】
　さらに，高速な液晶応答性があるので，本発明の表示素子は動画表示にも用いることが
出来る。従来、テレビ用途の液晶表示素子に関して、鮮明な動画特性を実現するために、
１フレーム期間内でバックライトの消灯期間を設ける『擬似インパルス駆動』と称されて
いる駆動方法が特開２００１－２７２９５６号公報などに提案されているが、消灯期間を
設ける分だけの輝度低下が生じてしまうのが課題となっている。こうした用途に対しても
本モードのように応答速度が速く、かつ透過率の高い表示素子を適用することが出来る。
【００５９】
　また高い光利用効率が求められる投射型表示素子にも好適に用いられる。
【００６０】
（変形例）
　以上述べた例では、緑色表示に関してはカラーフィルタを用いることによってアナログ
階調を実現し、赤・青色についてはＥＣＢ効果に基づく着色現象の利用および画素分割手
法に基づく表示方法によって、赤色および青色表示の際にデジタル階調を実現した例を説
明した。この例では、赤・青表示に対して限られた階調数でも十分な階調性を感じさせる
ためにも、高精細表示素子用途において、より好適に用いられる。
【００６１】
　一方、前述のような反射型液晶表示素子において、高い反射率でかつより多くの表示色
が要求される用途も存在する。また、既にフルカラー表示可能な透過型液晶表示素子にお
いて、フルカラー表示能は維持したままバックライトの消費電力を抑制するために高い透
過率の表示モードに対する要求もある。この他にも、高い光利用効率を有する液晶プロジ
ェクターなど、フルカラー表示可能であってかつ光利用効率の高い表示モードに対する要
求は非常に多く存在する。
【００６２】
　このような要求にこたえるため、前記説明した本モードを基本とし、さらに多色化でき
る手法として
（１）　ＥＣＢ効果による着色現象を赤色・青色以外のリタデーション値においても利用
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する方法
（２）　緑と補色関係にあるカラーフィルタが配設されている画素の低リタデーション領
域の連続階調色を利用する方法
（３）　赤色・青色の少なくともいずれか一方のカラーフィルタが配設された画素を追加
する方法
がある。以下で、それぞれの方法について説明する。
【００６３】
　（変形例１）
　ＥＣＢ効果による着色現象を赤色・青色以外のリタデーション値においても利用する方
法
　上記説明中ではＥＣＢ効果による着色現象を利用して赤色・青色表示を行う原理につい
て説明した。このＥＣＢ効果による着色現象では図９に示すように白色から青色に至るま
で連続的に色調を変化させることができている。つまり、上記説明で述べた赤色・青色表
示以外にも使用可能な表示色は多く存在しており、こうした表示色を用いることで上記説
明よりも多くの表示色を表現することが可能となる。
【００６４】
　具体的には、前記第１の副画素にカラーフィルタが配設されていない構成において上記
クロスニコル下での表示色変化に関して説明すると、図９中の矢印で示すように、リタデ
ーション量がゼロから増加するにつれて黒色表示から灰色（中間調）を経て白色表示に至
るような無彩色での明度変化が生じ、白色領域を超えたリタデーション量の範囲では、黄
色→黄赤→赤→赤紫→紫→青紫→青色、というように様々な有彩色を連続的に変化させる
ことができる。
【００６５】
　無彩色領域と緑画素と組み合わせることにより、明るいグリーンディスプレイを構成す
ることも出来る。また、有彩色領域の色と緑画素を組み合わせて中間色を表示してもよい
。
【００６６】
　またこれらの有彩色は、上記構成によって赤色・青色と同様にデジタル階調を表現する
ことが可能となる。これによって更に多くの表示色を表現することが可能となる。
【００６７】
（変形例２）
　緑と補色関係にあるカラーフィルタが配設されている画素の低リタデーション領域の連
続階調色を利用する方法
　上記基本形態や変形例１のように前記第１の副画素にカラーフィルタを用いない場合に
は、白色領域を超えたリタデーション量の範囲では、黄色→黄赤→赤→赤紫（マゼンタ）
→紫→青紫→青色という色調変化を示す。本変形例は、リタデーション変化で着色するほ
うの第１の副画素にマゼンタなどの緑色と補色の関係にあるカラーフィルタを配設するも
のである。これによって赤色および青色の色再現範囲を大幅に広げることが可能となる。
【００６８】
　図２（ｃ）と（ｄ）は本変形例の画素構成を示す。Ｇ画素５１には基本形態と同じく緑
のカラーフィルタが配設されており、基本形態および変形例１では透明であった第１の副
画素（５２、５３）にマゼンタ色のカラーフィルタが配設されている。図２（ｃ）が第１
の副画素が１つ（５２）の場合、（ｄ）が第１の副画素を２：１の２つ（５２，５３）に
分割した場合である。
【００６９】
　第２の副画素（Ｇ画素）５１には、上記基本形態と同じく明度を変化させる変調領域の
変調を与えて緑色の明度を変化させ，第１の副画素（５２，５３）には、色相を変化させ
る変調領域の変調を与えて有彩色を表示させるとともに、前記明度を変化させる変調領域
の変調を与えてマゼンタ色の明度を変化させる表示を行う。
【００７０】
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　図１０に、波長４８０ｎｍ～５８０ｎｍまでの透過率がゼロであり、それ以外の波長の
透過率が１００％となるような理想的なマゼンタカラーフィルタを配設した場合のリタデ
ーションによる色変化の計算値を示す。リタデーション量がゼロから増加するにつれて黒
色表示から暗いマゼンタ色（マゼンタ色の中間調）を経て明るいマゼンタ色表示に至るよ
うな有彩色での明度変化を示す。その後リタデーション量が更に増加し、前記第１の副画
素にカラーフィルタを用いない例での白色領域を超えたリタデーション量の範囲になった
ときに、マゼンタ→赤→赤紫（マゼンタ）→紫→青色、というような有彩色の連続的変化
を示す。
【００７１】
　図９と比較してみると，色度変化の範囲が赤と青の純色（色度図の隅）近くにまで広が
っており，マゼンタカラーフィルタを配設することによって赤と青の色再現範囲が広がっ
ていることがわかる。また，赤から青への変化が色度図の下辺に沿って動くので，赤から
青への連続的な混色の変化が得られることもわかる。このように、マゼンタカラーフィル
タを配設することによって赤と青の色再現範囲が広がると同時に、リタデーション変化し
たときに中間色の連続的変化も得られる。
【００７２】
　本実施形態で白色を表示するには、マゼンタ画素５２，５３（本実施形態では、第１の
副画素をこう呼ぶ）とＧ画素５１をともに最大透過率を与える同じリタデーション値（２
５０ｎｍ）に設定する。あるいは、Ｇ画素５１を最大透過率状態（リタデーション値２５
０ｎｍ）にし，マゼンタ画素５２，５３を赤と青の中間のリタデーション値（５５０ｎｍ
付近）に設定してもよい。前者の方法の場合、無彩色の明度を変化させるには、両副画素
の階調がそろって変化するように、マゼンタ画素のリタデーションを緑色のカラーフィル
タ画素のリタデーションに合わせて変化させればよい。
【００７３】
　黒表示，Ｇ・Ｒ・Ｂの各単色を表示する場合、それらの混色を表示する場合は、基本形
態と同じである。
【００７４】
　マゼンタ画素が２つに分割されているときの階調表現は基本形態の図２（ｂ）と同様で
ある。
【００７５】
　本変形例のように、マゼンタ色など緑色と補色関係にあるカラーフィルタを用いること
によって、無彩色の階調表現ができると同時に、緑の補色の階調表現ができることから、
表現できる表示色数を大幅に増加させることができる。
【００７６】
　また，マゼンタカラーフィルタは赤色と青色の両方を透過するので，従来の赤と青のカ
ラーフィルタを併設する方式に比べて明るい表示が得られる。
【００７７】
　（変形例３）
　赤色・青色の少なくともいずれか一方のカラーフィルタが配設された画素を追加する方
法
　図２（ｅ）は，本変形例の画素構成を示す。本変形例は，変形例２で説明したＧ画素５
１と（４：２：１の面積比で３分割されている）マゼンタ画素５２，５３，５４に加えて
，青のカラーフィルタをもつ第３の副画素５５と赤のカラーフィルタをもつ第４の副画素
５６が付加されている。
【００７８】
　Ｇ画素およびマゼンタ画素の表示作用は今までの実施形態と同じで，Ｇ画素は低リタデ
ーション領域で変調されて緑の明るさを連続階調表示する。マゼンタ画素は，同じリタデ
ーション領域で連続変調されるか，もしくはそれより大きい有彩色リタデーション領域で
青色または赤色とその中間色を呈する。
【００７９】
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　第３と第４の副画素５５，５６は、Ｇ画素と同じくリタデーションが０－２５０ｎｍの
範囲で変調され，青色と赤色の明るさが連続的に変化する。その役割を以下で説明する。
【００８０】
　図１１はＲＧＢ加法混色系において表示できる表示色を表しており、立法体中の任意の
点はその座標値に対応した赤・青・緑の混色状態，Ｂｋで示した頂点は明度が最小の状態
を示している。ここで赤・緑・青の画像情報信号が与えられたときには、Ｂｋ点から延び
るＲ・Ｇ・Ｂ独立ベクトルの和の位置に対応する表示色を表示することとなる。
【００８１】
　図中のＲ・Ｇ・Ｂはそれぞれ赤・緑・青の最大明度の状態を示しており、Ｗは最大明度
の白色表示状態である。なお一辺の長さは２５５とした。
【００８２】
　ここで本発明の表示素子では、緑色に関してはカラーフィルタを用いた連続階調表示す
ることを特徴としているために、緑方向には独立に任意の点を取ることができる。したが
って、これ以降で表示色を議論するときには、赤・青ベクトルで構成される平面（以下Ｒ
Ｂ平面と記載）上にて議論する。
【００８３】
　まず、ＥＣＢ効果に基づく着色現象を利用する画素が一つの場合（画素分割していない
場合）について図１２を用いて説明する。図１２はＲＢ平面を表している。ここで、赤表
示および青表示時はＥＣＢ効果に基づく着色現象を利用しており、明暗の表示状態として
取り得るのはオンとオフの２値となる。したがって、Ｒ、Ｂそれぞれの軸上で取り得るの
は最大値（Ｒ，Ｂ）と最小値（Ｂｋ）の２点である。
【００８４】
　一方、（変形例２）で述べた構成、すなわち緑色と補色の関係にあるマゼンタカラーフ
ィルタが設けられている場合は、マゼンタ画素のリタデーションを０－２５０ｎｍの範囲
で変化させることによりマゼンタ色の明るさを変化させることが出来る。この範囲の表示
色はＲＢ平面上では図１２中で矢印で示したＲとＢの合成ベクトル方向の軸上にあり、連
続的な明度変化を示すことに対応している。つまり（変形例２）では、図１２の中ではＢ
ｋ点（原点）、Ｒ点、Ｂ点、および矢印上の任意の点が表示色として使用できることにな
る。
【００８５】
　次いで、ＥＣＢ効果に基づく着色現象を利用する画素を１：２の比率で画素分割してい
る場合について図１３に記載のＲＢ平面を用いて説明する。ここでも画素分割しない場合
と同様に、赤表示および青表示時はＥＣＢ効果に基づく着色現象を利用しているため、画
素分割した各画素単独では明暗の表示状態として取り得るのはオンとオフの２値となる。
一方、１：２の割合で二つの画素に分割しているために、Ｒ、Ｂそれぞれの軸上で取り得
るのは図中の丸印で示した４点をとることができる。
【００８６】
　ここで、図中のＲ３およびＢ３で示した点は、それぞれ二つの画素ともに赤表示もしく
は青表示の状態である。
【００８７】
　Ｒ１およびＢ１で示した点は、画素分割したうちで小さい方の画素が赤表示もしくは青
表示状態となっており、残りの大きい方の画素は黒表示状態である。ここで、大きい方の
画素はマゼンタの連続階調色が取りうるので、Ｒ１およびＢ１それぞれの点からＲＢ合成
ベクトル方向に延びる矢印上の任意の点を取ることができる。同様の議論により、Ｒ２お
よびＢ２それぞれの点からＲＢ合成ベクトル方向に延びる矢印上の任意の点を取ることが
できる。
【００８８】
　すなわち、マゼンタカラーフィルタのある第１の副画素を、異なる面積を有する２つの
サブピクセルに分割して、一方のサブピクセルに赤，または青の有彩色を表示させ、もう
一方のサブピクセルに明度を変化させる表示を行わせることによってマゼンタ色のデジタ
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ル中間調を表示する。緑画素は明度を連続的に変化させることができるので，この方法に
よりカラー表示ができる。
【００８９】
　同様の議論によって、ＥＣＢ効果に基づく着色現象を利用する画素を１：２：４の比率
で画素分割している場合に、取り得る表示色を図１４中の矢印にて記載した。
【００９０】
　一般に，第１の副画素（ＥＣＢ効果に基づく着色現象を利用する副画素）にマゼンタカ
ラーフィルタを配置し，それを異なる面積を有する複数のサブピクセルに分割して、一部
のサブピクセルにＥＣＢ効果による赤，または青を表示させ、残りのサブピクセルに明度
を変化させる表示を行わせることによってマゼンタ色のデジタル中間調を表示することが
できる。
【００９１】
　このように画素分割数を増やせば増やすほどＲＢ平面上での取り得る表示色は増えてい
く。しかしこの手法はあくまでもデジタル階調であり、アナログフルカラー表示ではない
。そこで、アナログ階調を得るためには赤色と青色のカラーフィルタを有する画素（図２
(ｅ )の５５，５６）を追加する。これらの画素は，それぞれ青と赤の連続的な明るさ変化
を作るので、図１３，１４の上では，Ｂ軸方向とＲ軸方向の大きさ可変のベクトルで表さ
れる。これによって、赤色、青色の連続階調を表示することが出来るために、図１３や図
１４において矢印上以外の部分を補完することが可能となり、ＲＢ平面上の全ての点を表
現することが可能となる。
【００９２】
　すなわち，第２の副画素（明度変調のみの副画素）を複数の副画素に分割し、そのうち
の１つに緑色カラーフィルタ、他に赤色と青色のカラーフィルタを配設する。この第２の
各々の副画素に明度が変化する領域の変調を与えて明度変化を生じさせることにより、上
で説明したマゼンタのデジタル中間調表示に連続階調が付加されて，ＲＢ平面の任意の中
間調が表示でき，これに緑色の連続階調を組み合わせることにより，フルカラーが表示で
きる。
【００９３】
　第２の副画素のうちの赤色と青色のカラーフィルタを配設した画素は，第１の副画素に
よって表示されるマゼンタ色のデジタル階調の隙間を埋めるのであるから，最大明度が、
前記第１の副画素を構成するサブピクセルのうち最小のサブピクセルによって表示される
明度と略一致するように変調を行えばよい。
【００９４】
　このとき追加する赤、青それぞれのカラーフィルタを有する画素５５，５６の大きさは
、前記画素分割した副画素５２，５３，５４のうち最小面積の副画素５４と同等の面積を
持てば十分である。つまり例えば図１４において、丸印で示したＢｋ点からＲ７およびＢ
７までの表示可能な点は等間隔で並んでいる。その丸印からＲＢ合成ベクトル方向に延び
る矢印上の任意の点をとることが出来ている。そのような色を表示可能な構成に対して、
画素分割した副画素のうち最小面積の副画素と同等の面積を持つ赤色と青色のカラーフィ
ルタを有する画素５５，５６を追加することによって、図１５中のＲ－ＣＦおよびＢ－Ｃ
Ｆとして示した矢印上の任意の点を加法混色することができる。これによって、ＲＢ平面
上の全ての点を表現することが可能となることから、完全なアナログフルカラー表示が出
来ることになる。
【００９５】
　また、上記のとおり、追加する赤、青それぞれのカラーフィルタを有する画素の大きさ
は、前記画素分割した副画素のうち最小面積の副画素と同等の面積を持てば十分であるた
めに、画素分割数を増やせば増やすほど、赤・青カラーフィルタを使用することによる光
利用効率の減少の影響を減らすことが可能となる。つまり、ＥＣＢ効果に基づく着色現象
を利用した画素の分割数が多いほど高い光利用効率を実現することが可能となる。
【００９６】
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　なお、このとき必ずしも赤色と青色両方のカラーフィルタを追加しないでも有効な効果
を得ることが可能である。図２（ｆ）はその例で，赤色のカラーフィルタを持つ画素５６
だけがある。図１６に、赤色のカラーフィルタのみを追加したときの表示可能な色範囲を
ハッチングした領域として示した。この図では、赤色方向は全ての色が表現可能だが、青
色方向は表現できない表示色が存在する図となっている。しかし、人間の視感度特性は青
色が最も鈍感であり、必要な階調数は最も少なくても良いと考えられている。したがって
、このように赤色のみを追加することによってフルカラーに相当するような表示色を得る
ことができる。
【００９７】
　また図１６で示した構成と全く同じ構成ではあるが、基準となるＢｋの点を図１５にお
けるＲ１位置にずらすことによって、全ての表示色を表現することが可能となる。なおこ
のとき、黒表示状態が若干赤みがかった表示色となるが、例えば反射型表示素子など透過
型表示素子と比較してコントラストがさほどシビアに要求されない用途ではこのような手
法も使用可能である。
【００９８】
　以上述べた手法によって、高い光利用効率を維持したまま、フルカラーもしくはそれに
相当するような表示色を表現することが可能となる。
【００９９】
（適用できる液晶表示モード）
　本発明は以下に述べるいろいろな液晶表示モードに適用できる。
【０１００】
　上で述べたＶＡモードは，液晶層の液晶分子が電圧無印加時には基板面に略垂直に配向
し、電圧印加時には略垂直の配向から傾斜してリタデーションを変化させる。
【０１０１】
　ＯＣＢ（Ｏｐｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ　Ｂｅｎｄ）モードは、液晶層の
液晶分子が電圧印加によってベンド配向と略垂直配向との間にて配向状態を変化させるこ
とでリタデーションを変化させるので、本発明を適用できることはＶＡモードと同様であ
る。
【０１０２】
　本発明ではリタデーション変化による表示色を利用するために、視野角による色調変化
を考慮しなければならない。しかし昨今のＬＣＤ開発の進歩は著しく、ＲＧＢカラーフィ
ルタ方式を用いたカラー液晶ディスプレイでは視野角依存性の問題はほとんど解決してい
るといっても過言ではない。例えばＯＣＢモードではベンド配向による自己補償効果によ
って、視野角の変化に伴うリタデーション変化を抑制することが報告されている。
【０１０３】
　また、ＳＴＮモードも位相差フィルム開発の進展によって視野角特性は大きく改善され
ている。これらＯＣＢやＳＴＮモードもリタデーション量を適宜設定することによってＥ
ＣＢ効果に基づく着色現象を得ることができるため、本発明の構成を適用することが可能
である。特にＯＣＢモードでは、先に述べた応答速度に関して大幅に改善することが出来
るために、高速性が必要となる用途では好適に用いられる。
【０１０４】
　一方、ＭＶＡ（Ｍｕｌｔｉｄｏｍａｉｎ　Ｖｉｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モ
ードは非常に良好な視野角特性を示すモードとして既に商品化され、広く使用されている
。その他、ＰＶＡ（Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　Ｖｉｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モー
ドと称されるモードも広く使用されている。
【０１０５】
　これらの垂直配向モードは、表面に凹凸をつけたり（ＭＶＡ）、電極形状を工夫したり
（ＰＶＡ）して電圧印加時の液晶分子傾斜方向を制御することで、広い視野角特性を実現
している。そして、これらは電圧によってリタデーション量を変化させるモードであるた
めに、本発明の構成を適用することが可能である。こうすることで高い透過率（もしくは
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反射率）、広い視野角、広い色空間を同時に満足する液晶表示素子を実現することが可能
となる。
【０１０６】
　なお、図３は本発明で用いる反射型液晶素子の構成を示すものであり、この反射型液晶
素子は同図に示すように偏光板１、位相補償板２、ガラス基板３、透明電極４、液晶層５
、透明電極６、反射板を表面に備えたガラス基板７を備えている。このときの明暗の表示
が出来る原理について簡単に述べる。
【０１０７】
　簡単のため用いる波長は５５０ｎｍ（単波長）のみとする。位相補償板２は一軸であり
、そのリタデーション量は１３７．５ｎｍとし、遅相軸が（偏光板１の偏光軸８から見て
）時計回りに４５度になるように配置されている。
【０１０８】
　液晶層５は電圧無印加時に垂直配向であり、電圧印加により分子が傾斜する、いわゆる
ＶＡモードであるとして説明を行う。液晶分子の傾斜方向は、位相補償板２の光軸と平行
，すなわち偏光板１に対して（偏光板側の偏光軸８から見て）時計回りに４５度とする。
このときの様子を図４（ａ）に示す。なお、同図において、９は位相補償板２の光軸であ
る。
【０１０９】
　偏光板１を通過した外光は、位相補償板の光軸９方向の偏光成分と，それに垂直な偏光
成分に分けられる。それぞれに成分は，位相補償板２と液晶層５を往復２回ずつ通過し，
その結果両者に位相差が生じる。その値は，位相補償板のリタデーションと液晶層のリタ
デーションの和で与えられ，再び偏光板を通過して外に出てくる。
【０１１０】
　液晶層５に電圧が印加されていない場合には、垂直配向であるが故に、液晶層５のリタ
デーション値はゼロである。したがって、上記構成における反射率Ｔ％は以下の式で表さ
れる。
【０１１１】
　Ｔ％＝ｃｏｓ２ （π×２×１３７．５／５５０）
　　　＝０　　　　・・・（式１）
【０１１２】
　これにより、電圧無印加時の反射率はゼロ、すなわちいわゆるノーマリブラック構成と
いうことになる。
【０１１３】
　次いで、電圧印加時について考える。
【０１１４】
　このとき電圧印加によって液晶分子は位相補償板２と平行な方向に傾斜する。したがっ
て、液晶分子の傾斜によって液晶層５に発生するリタデーション量をＲ（Ｖ）とすると、
電圧印加時の反射率Ｔ％（Ｖ）は以下の式で表される。
【０１１５】
　Ｔ％（Ｖ）＝ｃｏｓ２ （π×２×（１３７．５＋Ｒ（Ｖ））／５５０）
　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式２）
【０１１６】
　これにより電圧に応じた所望の反射率が得られることになる。
　以上の説明では，液晶分子は位相補償板の光軸方向と平行に傾斜するとしたが，位相補
償板を通過した光は円偏光となるので，液晶の分子の傾斜方向はそれに限らず任意の方向
でよい。
【０１１７】
　また上記と同様の電圧無印加時に垂直配向状態をとる配向モードとしてＣＰＡ（Ｃｏｎ
ｔｉｎｕｏｕｓ　Ｐｉｎｗｈｅｅｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モードが提案されている。（
シャープ技報：第８０号・２００１年８月　ｐ．１１参照）
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【０１１８】
　このモードも上記ＰＶＡ方式と同様に、電極形状を工夫することによって電圧印加時の
液晶分子の傾斜方向を制御する方式である。この方式では電圧印加時にはサブピクセル中
心部から放射状に液晶分子が傾斜する配向状態となることで広視野角化を実現している。
そして、このＣＰＡモードについても電圧によってリタデーション量を変化させるモード
であるために、本発明の構成を適用することが可能である。
【０１１９】
　なお、ＣＰＡモードにおいて、液晶の透過率を高めるためにカイラル材を添加した液晶
材料を用いたリバースＴＮ方式を用いることによって、複屈折性と旋光性を併用すること
が出来るために光利用効率が高くなる（上記文献参照）。このカイラル材添加についても
、本発明の構成にて適用することが可能である。
【０１２０】
　ただし、本発明の構成において、反射型液晶であってかつ円偏光板を使用する場合には
ＣＰＡモードにおいてカイラル材を添加しなくとも良好な反射率を得ることが可能である
。これについて以下に説明する。
【０１２１】
　（１）円偏光板、（２）液晶層、（３）反射板という３つの層が積層された構成を考え
る。まず液晶層に複屈折がない場合、例えば液晶層が垂直配向状態になっている場合には
、外部からの入射光はまず（１）の円偏光板を通過し、偏光状態に変調を受けないまま反
射し、その反射光は再び円偏光板を通過して外界に向かって光は進行する。
【０１２２】
　ここで、光は円偏光板を２回通過することになるために、特に円偏光条件を満たす波長
領域では光が外界に出てくることは無い。つまり電圧無印加状態において垂直配向である
ＣＰＡモードは上記構成においてノーマリブラック構成である。ここで、電圧を印加した
場合には放射状に液晶分子が傾斜することから、方位角方向に対して全ての方向に傾斜す
ることになる。前記文献のように透過型であって液晶層に直線偏光が入射される場合には
、液晶の分子軸方向と偏光板の偏光方向とが一致するときに光利用効率の低下につながる
が、液晶層に対して円偏光が入射されるような構成の場合には、液晶が傾斜する分子軸方
向によらずに等しく偏光が変調される。
【０１２３】
　以上の原理によって、本発明の構成において円偏光板を用いた反射型表示モードであっ
てＣＰＡモードを適用する場合には、上記文献に記載のようにカイラル材を添加してもよ
いし、必ずしもカイラル材を添加しなくてもよい。
（半透過型液晶表示素子への適用）
【０１２４】
　ところで、上記従来の技術の中で説明したが、半透過型液晶表示素子に使用される断面
構成は透過部と反射部の光利用効率を両方とも最大化するために、透過部のセル厚を反射
部のセル厚の２倍になるように層間絶縁膜を設ける構成となっており、これは公知となっ
ている。
【０１２５】
　本発明の表示素子においても上記公知の構成を採用することは可能である。
【０１２６】
　しかし一方、本発明の表示素子において上記構成を実現しようとした場合、複屈折によ
る着色を利用した表示原理に基づいているために、ツイステッドネマティック（ＴＮ）が
た液晶素子など，それを用いない液晶表示素子よりも厚いセル厚が必要となる。つまり前
記層間絶縁膜の厚みが通常の半透過型液晶表示素子と比べて大きい構成が必要とされる。
【０１２７】
　さらに半透過型液晶表示素子の利用状況を考えると、上記の通り、非常に明るい外光中
でも十分な視認性をもって表示されることと、室内や暗所などにおいて高いコントラスト
や色再現性を実現し、フルカラーデジタルコンテンツを忠実に再現することが要求される

10

20

30

40

50

(17) JP 3796499 B2 2006.7.12



。
【０１２８】
　この中で、非常に明るい外光中でも十分な視認性をもって表示されることに関しては、
本提案の複屈折による着色を利用した表示原理に基づく表示方法を反射型モードとして使
用することによって可能である。
【０１２９】
　一方、本提案における基本的な構成として説明した方法では青や赤など緑以外の表示色
は、ＥＣＢ効果に基づく着色現象を利用した表示方法および画素の面積分割によるデジタ
ル階調を採用しているが、こうしたデジタル階調は極めて高精細な表示素子においては人
間の視認限以上となるため、完全なフルカラー表示に相当するが、精細度が必ずしも十分
でない場合には階調表示能が若干不足して感じることがある。
【０１３０】
　したがって透過型モードにてフルカラーデジタルコンテンツを忠実に再現するためには
、より高い階調表示能を有することが必要と考えられる。
【０１３１】
　そこで本発明では透過モードではＲＧＢのカラーフィルタを用い、液晶層は黒から白に
かけて連続的に透過率を変化させるという、一般に用いられているマイクロカラーフィル
タ方式を採用する。つまり反射モードはＥＣＢ効果による着色を利用したモードによる赤
および青表示とカラーフィルタによる緑表示、透過モードは赤・緑・青ともにカラーフィ
ルタによるカラー表示とする。ことで、上記２つの半透過型液晶に要求される項目を両立
することが可能となる。
【０１３２】
　このような反射と透過で異なる表示モードによる素子構成を採用することによって、単
なる組み合わせではない有効な効果が発現する。
【０１３３】
　前記のとおり、現行の半透過型液晶表示素子では反射領域と透過領域で同じ原理に基づ
く表示方法を採用しているために、それぞれが最適な光利用効率を示すためには、反射領
域と透過領域とで２倍のセル厚差を付与しなければならない。
【０１３４】
　そのために上述のように層間絶縁膜形成プロセスが必要となっている。
【０１３５】
　一方、本提案のように反射と透過で異なる表示モード、特に反射モードにＥＣＢ効果に
よる着色を利用したモード、透過モードにはＥＣＢ効果による着色を利用しないモードを
採用した半透過型液晶表示素子の場合、ＥＣＢ効果による着色を利用したモードにおいて
、本発明では青表示までをＥＣＢ効果で表現できれば良い。よって黒から青表示までを反
射モードにおいて実現するためには、液晶層（あるいは液晶層と位相補償板の組み合わせ
）によるリタデーション量が、電圧による制御により０ｎｍから３００ｎｍの範囲で変化
させることができればよい。
【０１３６】
　一方、透過モードにおいて黒から白表示までをＥＣＢ効果で実現するためには、液晶層
（あるいは液晶層と位相補償板の組み合わせ）によるリタデーション量が電圧による制御
により０ｎｍから２５０ｎｍ程度の範囲で変化させることができればよい。
【０１３７】
　つまり、反射領域において必要とされるセル厚と透過領域において必要とされるセル厚
とが非常に近いことになる。したがって、現行の構成と比較すると前記層間絶縁膜の厚み
を大幅に減少させることが可能となる。これによって、セル厚差を付けた結果発生しがち
な配向欠陥や、段差部のテーパーに起因する開口率の減少を抑制することが可能となる。
【０１３８】
　あるいは液晶層厚を３００ｎｍまでの制御が可能な条件で一定にしておき、透過モード
における電圧による制御範囲を０ｎｍから２５０ｎｍに限定するようにすれば、前記層間
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絶縁膜を形成しなくても良いことになる。これによりフォトリソグラフィープロセスの簡
略化が実現でき、コストダウンに寄与できる。また均一配向実現が容易となり、かつ開口
率の向上にも寄与することができる。
【０１３９】
なお本発明の半透過型液晶表示素子では同一電圧印加条件にて反射モードと透過モードで
表示させた場合に、それぞれの表示色が異なってしまう可能性がある。この場合、反射領
域と透過領域とで独立に印加電圧が制御できるような画素構成にしておくことがより好ま
しい。
【０１４０】
　以上の議論をまとめ、本発明の半透過型液晶表示素子として好ましい構成を例示したも
のを図６に示す。
【０１４１】
　図６に示した６１，６２，６３はＩＴＯによる透明電極である。この透明電極６１，６
２，６３を通過する光の光路上にはそれぞれ青・緑・赤のカラーフィルタが形成されてい
る。６４，６５，６６はアルミなどによる反射電極である。６５の反射電極で反射する光
の光路上には緑のカラーフィルタが形成されている。
【０１４２】
　このカラーフィルタは光利用効率を高めるために、色再現範囲の狭い反射型タイプのも
のを用いることもできるし、あるいは６２に用いる透過型用カラーフィルタを反射電極の
一部だけに形成させることもできる。６４、６６の反射電極上にはカラーフィルタを形成
しない構成にすることもできるし、マゼンタ色などの緑色と補色関係にある色のカラーフ
ィルタを形成させることで、ＥＣＢ効果による着色を利用した表示カラーの色純度を高め
ることができる。
【０１４３】
　また透明電極６１，６２，６３は同一の面積比であることが好ましく、反射電極６４，
６６の面積比は１：２にしておくことが好ましい。なお、カラーフィルタ透過率のバラン
スを考慮してこれらの面積比を微調整させることがより好ましい。反射電極６４，６６に
より構成される第１の副画素と、反射電極６５により構成される第２の副画素の面積比は
、第２の副画素に用いるカラーフィルタの波長分光透過特性に応じて、最適なカラーバラ
ンスとなるように適宜調整しておくことが好ましい。
【０１４４】
　また、ＥＣＢ効果による着色を利用する第１の副画素を面積分割する際には、階調ごと
の色重心がずれないような画素形状と画素配置法を考慮しておくとより好ましい（図示せ
ず）。
【０１４５】
　また透明電極６１，６２，６３と、反射電極６４，６５，６６という透過画素と反射画
素のそれぞれに対して、一般的な半透過型液晶表示素子では同一の電圧を印加する場合が
多いが、本発明の素子の場合では、表示するための条件が反射モードと透過モードで異な
っているために、これら６つの画素は独立に電圧制御できる構成にしておくことが好まし
い。
【０１４６】
　また図７に示すように、反射モードでのＥＣＢ効果による着色を利用したカラー表示に
おける階調数を増加させるために、より小さい反射サブピクセルを追加しても良い。なお
、図７において、７１～７６は図６における６１～６６に対応するものであり、７７、７
８は追加したサブピクセルである。ここで、サブピクセル７７，７８を追加する場合には
、光反射性領域の面積が各サブピクセル間で１：２：４：８：・・・：２Ｎ － １ となるよ
うにしておくことが好ましい。またその形状は、図７に示すものに限定されず、種々の電
極形状を選ぶことができる。
【０１４７】
　このとき光透過性領域における液晶層は、ＲＧＢ各色でアナログ階調能を有しているの
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で、図６の構成から画素数を増やす必要はない。
【０１４８】
　また、ここで述べた半透過型液晶表示素子に対して、前記多色化できる手法で説明した
（３）の手法を組み合わせることも出来る。この組み合わせによって、透過・反射の両方
のモードにおいてフルカラー表示を実現できる。
【０１４９】
　その一例を、図１８に示す。図１８において、１８１、１８２、１８３は透過型の表示
を行う画素であり、それぞれ青、緑、赤のカラーフィルタが配設されている。１８５は反
射型の表示を行う画素であって緑のカラーフィルタが配設されている。１８４、１８６、
１８７は反射型の表示を行う画素であって、ＥＣＢ効果に基づく着色現象を利用した色調
変化によって赤色および青色表示が出来る。
【０１５０】
　また、この画素１８４，１８６，１８７は、マゼンタ色など緑と補色関係にある色のカ
ラーフィルタが配設されているとともに、それぞれ４：２：１の面積比で構成されている
。１８８、１８９は反射型の表示を行う画素であって、それぞれ赤、青のカラーフィルタ
が配設されており、画素１８７とほぼ同じ画素面積となっている。
【０１５１】
　これによって、透過型画素１８１，１８２，１８３の青、緑、赤のカラーフィルタによ
るフルカラー表示、反射型画素１８４～１８９の画素構成によるフルカラー表示が出来る
とともに画素１８４，１８６，１８７がＥＣＢ効果に基づく着色現象を利用した色調変化
によって赤色および青色表示する表示法であるために明るいフルカラー反射表示が実現で
きる。
【０１５２】
　このように図１８で示した構成では、反射・透過ともにフルカラーを実現できると同時
に、反射・透過表示においてそのカラー表示モードが異なっているために、先に述べたよ
うな層間絶縁膜の厚みを大幅に減少させることができることによるメリットを享受するこ
とができる。
【０１５３】
　なお、図１８の構成を図１９のように配置しなおしてもよい。図１９において１９１、
１９２、１９３は透過型表示画素であり、それぞれ青、緑、赤のカラーフィルタが配設さ
れている。１９５は反射型表示画素であって緑のカラーフィルタが配設されている。１９
４、１９６、１９７は反射型表示画素であってＥＣＢ効果に基づく着色現象を利用した色
調変化によって赤色および青色表示が出来ると共に、マゼンタ色など緑と補色関係にある
色のカラーフィルタが配設されているとともに、それぞれ４：２：１の面積比で構成され
ている。１９８、１９９は反射型表示画素であって、それぞれ赤、青のカラーフィルタが
配設されており、反射型表示画素１９７とほぼ同じ画素面積となっている。
【０１５４】
　この構成では、図１８とは異なり、反射表示用と透過表示用のそれぞれのカラーフィル
タを有する画素が隣接して配置されている。これによって、反射用および透過用の赤、青
カラーフィルタとして共通なものを用いる場合に、カラーフィルタの微細パターニング処
理の負荷を低減できるなどのメリットが生まれる。また、赤、青カラーフィルタとして反
射用と透過用とで異なる分光透過率特性のものを用いる場合にも、若干のアライメントず
れが生じたときの表示色への影響を最小化することができる。
【０１５５】
　また、図１８、図１９ともに合計９個のサブピクセルはそれぞれ独立に画像情報信号が
与えられる構成にしておくことが望ましい。
【０１５６】
　ただし、環境照度が低く本発明の半透過型液晶表示素子でバックライトを点灯している
場合を考えると、表示情報として視認されるのは透過型画素の画像情報が支配的と考えら
れること、および反射型に用いている青色、赤色カラーフィルタの面積は画素全体の中で
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は相対的に小さい割合であることから、図１９中の青色画素である１９１と１９９、およ
び赤色画素である１９３と１９８は、不図示の共通電極を介して共通の画像信号を印加す
るようにしてもよい。
【０１５７】
　こうすることで、環境照度が高い場合には反射型画素の画像情報が支配的になるために
若干表示品位が低下するのではないかという懸念が生じる。しかし、反射型表示において
使用される赤色や青色画素はもともと１画素内での面積比は小さいものであり、画像情報
のほとんどが緑カラーフィルタ画素およびＥＣＢ効果による色調変化を利用する画素で決
まることから、表示品位の低下はそれほど大きくはないものと考えられる。
【０１５８】
　また環境照度が高い場合にはもともとバックライトは消灯させておくのが一般的である
ことから、バックライトを消灯させている間は反射型画素に対して所望とする情報信号を
印加するようにしておけば問題なく表示できる。
【０１５９】
　つまり赤色、青色画素に印加する画像情報信号として透過領域と反射領域とに共通の信
号を印加する場合には、バックライト点灯時には透過領域に印加すべき情報信号を優先さ
せ、バックライト消灯時には反射領域に印加すべき情報信号を与えるようにすることによ
って、表示品位の劣化を最小限に留めつつ、これらの画素への印加電圧手段を共通化する
ことができる。
【０１６０】
　例えば図１９の構成の表示素子をＴＦＴを用いて駆動する場合には、全画素を独立に駆
動しようとすると１画素に対して合計９個のＴＦＴ素子が必要であるのに対して、上記の
ような共通の情報信号を印加する構成にすることで１画素に対して７個のＴＦＴ素子を配
置するだけでよいことになる。
【０１６１】
　以上述べたように、本発明のカラー表示モードは透過型でも反射型としても使用するこ
とが可能であり、高い光利用効率の素子を実現することが可能となる。また半透過型とし
て使用することも可能であるが、その場合、反射領域では本発明のＥＣＢ効果による着色
を主として利用した赤・青表示と、カラーフィルタによる緑表示を用い、透過領域では赤
・緑・青ともにカラーフィルタによるカラー表示を行うことにより、半透過型液晶表示素
子に求められる要件を全て満足する表示性能を実現できるだけでなく、１画素内に２倍の
セル厚差を作りこむ必要がなくなるために、プロセスの簡略化と均一配向と高開口率化を
同時に満足させることが可能となる。
【０１６２】
（その他の構成要件）
　本発明の液晶表示素子の駆動には、直接駆動方式、単純マトリクス方式、アクティブマ
トリクス方式のいずれの方式も用いることが出来る。
【０１６３】
　また用いる基板はガラスでもよいしプラスチックでもよい。透過型の場合には一対の基
板両方とも光透過性のものが必要であるが、反射型の場合には反射層の支持基板として光
を透過しないものを用いてもよい。また使用する基板として可撓性を有するものを用いて
も良い。
【０１６４】
　また反射型にする場合には、反射板として鏡面反射板を用い液晶層の外側に散乱板を設
けるような、いわゆる前方散乱板方式や、反射面の形状を工夫して指向性を設けたいわゆ
る指向性反射板など、各種反射板を用いることが出来る。また本実施の形態では一例とし
て垂直配向モードを例示したが、他にも平行配向モード、ＨＡＮ型モード、ＯＣＢモード
など電圧印加によるリタデーション変化を利用するモードであればいずれのモードにも適
用することが可能である。
【０１６５】
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　また、本実施の形態では主として電圧無印加時に黒表示となるようなノーマリブラック
の構成を例示して説明した。この構成は円偏光板および電圧無印加時に基板面内方向に複
屈折を持たない表示層を積層することによって実現出来るのであるが、この構成において
円偏光板を通常の直線偏光板などに置き換えることによって電圧無印加時に白色表示とな
るようなノーマリホワイトの構成にしてもよい。
【０１６６】
　あるいはこれらいずれかの構成に一軸性位相差板などを積層することによって、電圧無
印加時に有彩色表示させるような構成にしてもよい。この場合は電圧を印加することによ
って積層した一軸性位相差板のリタデーション量をキャンセルする方向に液晶分子配列を
変形させることで黒や白の表示を得ることができる。
【０１６７】
　また本発明の本質は、人間の視感度特性が最も良好な緑表示においてカラーフィルタを
用いた連続階調を得ることを基本原理として高い光利用効率にて多色表示を得るというこ
とであるから、ＳＴＮモードなどのねじれ配向状態となっている液晶モードやゲストホス
トモード，選択反射モードなど、様々なモードを適用することが可能である。
【０１６８】
（液晶表示素子以外への適用）
　以上の記述では液晶のＥＣＢ効果を中心に詳述してきた。しかしながら本発明の基本と
なる考え方は、一部の画素ではモノクロ表示モードにカラーフィルタを適用したカラー表
示を行うとともに、他の画素では色相変化しうる表示モードを利用する点にある。したが
って、上述のＥＣＢ効果を用いた構成に限らず上記表示モードが適用できる素子であれば
あらゆる表示モードを適用することが可能となる。
【０１６９】
　その例として、（１）機械的な変調によって干渉層の空隙距離を変化させるモード、（
２）着色粒子を移動させることによって表示・非表示を切り替えるモードについて、以下
で説明する。
【０１７０】
　（１）は例えばＳＩＤ９７Ｄｉｇｅｓｔ　ｐ．７１に記載のような構成であって、基板
との空隙の距離を変化させることによって干渉色の表示・非表示の切り替えを行っている
。ここでは変形可能なアルミ薄膜が外部からの電圧制御によって基板に接近したり離れた
りすることでオン・オフの切り替えを行っている。またこのときの発色原理は干渉を利用
したものであるために、上述した液晶のＥＣＢを利用した干渉による発色とまったく同じ
議論が成立する。
【０１７１】
　したがって、この空隙距離変調素子においても、電圧などの外部制御可能な変調手段に
よって光学的性質を変化させることができ、かつ該素子がとりうる最大明度と最小明度と
の間を前記変調手段によって明度変化させることができる変調領域と、該素子がとりうる
複数の色相を前記変調手段によって変化させることができる変調領域とを有していること
になる。
【０１７２】
　このような素子に対してその単位画素を複数の副画素に分割し、そのうち前記複数の副
画素の少なくとも一つは、前記色相変化に基づく変調領域を用いたカラー表示を行う事が
できる第１の副画素と、カラーフィルタ層を有した第２の副画素からなることによって、
上記詳述した液晶素子と全く同様にして、高い光利用効率などの優れた特性を有する表示
素子が実現可能となる。
【０１７３】
　（２）は例えば、特開平１１－２０２８０４などに記載の粒子移動型表示素子が好適に
利用される。この例は電気泳動特性を利用して、コレクト電極及び表示電極間での電圧印
加によって透明な絶縁性液体中で着色帯電泳動粒子を基板面と水平に移動させることによ
って表示・非表示の切り替えを行うものである。
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【０１７４】
　またこれを応用し、２種類のカラー粒子を用いる構成としてもよい。つまり、観察者か
ら見て互いにほぼ重畳する位置に配置される２つの表示電極と、２つのコレクト電極と、
互いに異なる帯電極性および呈色を示し、少なくとも何れか一方が透光性である２種類の
粒子とを備え、該２種類の帯電粒子が全てコレクト電極に集合した状態、又は全て表示電
極に配置された状態、又は何れか１方の粒子が表示電極に配置され他方の粒子がコレクト
電極に集合した状態、又はこれらの中間状態、を形成可能な駆動手段とを含む単位セルと
なるような構成にすることもできる。
【０１７５】
　該単位セル中における２種類の泳動粒子色の組み合わせが例えば青と赤である構成を考
える。この場合において白表示とする場合には、２種類とも粒子全てがコレクト電極に集
合した状態となるよう駆動し、表示電極が全て露出した状態とすればよい。また赤もしく
は青の単色表示の場合には、該単位セルにおいて所望の単色粒子のみを表示電極に配置す
ることによって単色を表示すればよい。
【０１７６】
　例えば青表示の場合は、青粒子を表示電極に配置し光吸収層を形成し、赤の粒子をコレ
クタ電極に集めればよい。一方黒表示の場合は、全ての粒子を表示電極に配置し光吸収層
を形成することによって、第１電極、第２電極に形成された赤粒子、青粒子のそれぞれの
吸収層を通過するため減法混色によって黒色となる。中間調表示の場合は、黒表示時の一
部分の粒子だけを表示電極に配置すればよい。これによって、該単位セルは赤・青の有彩
色間での色相の変調、および白・黒・中間調の表示による明度の変調を行うことができる
。
【０１７７】
　よって、こういった構成を使用することによって、単位画素を複数の副画素に分割し、
そのうち前記複数の副画素の少なくとも一つは、前記色相変化に基づく変調領域を用いた
カラー表示を行う事ができる第１の副画素と、カラーフィルタ層を有した第２の副画素か
らなることによって、上記詳述した液晶素子と全く同様にして、優れた特性を有する表示
素子が実現可能となる。例えばこの構成では最も視感度特性の高い緑色表示において上記
の単純な基本構成をとることが出来るために、表示安定性、特に階調表示安定性が高く、
多色表示可能でかつ明るい粒子移動型表示素子を得ることが可能となる。
【０１７８】
　本発明ではＥＣＢ効果に基づく着色現象を利用する画素をサブピクセルに分割すること
でデジタル階調を表示可能としている。一方、こうしたサブピクセルに分割しない場合に
は、表示可能な階調数は明暗の２値のみに限定されるものの、従来のＲＧＢカラーフィル
タ方式を用いる場合と比較して１つの画素に必要な副画素数が３つから２つに減らすこと
が可能となる。
【０１７９】
　これにより、ドライバＩＣの数が同一であったときには有効画素数を１．５倍にし、高
解像度な表示が得られる。もしくは同一の画素数を得るためには、必要なドライバＩＣ数
を減らすことが出来るために、低コストなパネルを得ることが可能となる。なお前記階調
数の問題に対しては、ディザなどの画像処理を用いるとよい。これにより若干の粒状感は
残存するかもしれないが階調表現可能となる。またこの粒状感は今後画素密度が高精細化
するにつれ視認されづらくなるものと考えられる。
【実施例】
【０１８０】
　以下、実施例を用いて本発明を詳細に説明する。
【０１８１】
　（共通素子構成）
　実施例に用いる共通の素子構造として下記のものを用いた。
【０１８２】
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　液晶層の構造として、基本的な構成は図３に示す構成と同様なものとし、垂直配向処理
を施した２枚のガラス基板を重ね合わせセル化し、液晶材料として誘電率異方性Δεが負
である液晶材料（メルク社製、型名ＭＬＣ－６６０８）を注入した。なおこのとき実施例
に応じてリタデーションが最適となるようにセル厚を変化させた。
【０１８３】
　用いる基板構造として、一方の基板にＴＦＴが配置されたアクティブマトリクス基板を
用い、もう一方の基板にはカラーフィルタが配置された基板を用いた。このときの画素形
状やカラーフィルタ構成は実施例に応じて変化させた。
【０１８４】
　ＴＦＴ側の画素電極にはアルミ電極を用い、反射型の構成とした。なおこのとき実施例
に応じてＴＦＴ側の画素電極にＩＴＯ電極を用いた透過型の画素を併用した半透過型の構
成も用いた。
【０１８５】
　また上基板（カラーフィルタ基板）と偏光板との間には位相補償板として広帯域λ／４
板（可視光領域で１／４波長条件をほぼ満たすことができる位相補償板）を配置した。こ
れにより反射型での表示の際に電圧無印加時には暗状態となり、電圧印加時には明状態と
なるようなノーマリブラック構成とした。
【０１８６】
　（比較例）
比較のために，対角１２インチ、画素数６００×８００のＥＣＢ型アクティブマトリクス
液晶表示パネルを用いた。この画素ピッチは約３００μｍである。各画素は３分割されて
、それぞれに赤・緑・青のカラーフィルタが配置されている。液晶層は、±５Ｖ電圧印加
時の反射分光特性の中心波長が５５０ｎｍ、及びリタデーション量が１３８ｎｍとなるよ
う、厚さを３ミクロンに調整した。
【０１８７】
　セル構造は図３に示されたものと同じである。電極４，６の表面に垂直配向膜（不図示
）を塗布し，電圧印加時の液晶分子の傾斜方向が偏光板１の吸収軸に対して４５度となる
ように、垂直配向膜には基板法線から１度程度のプレチルト角をその方向に付与した。上
下の基板３と７を張り合わせてセルを作り、液晶材料として誘電率異方性Δεが負である
液晶材料（メルク社製、型名ＭＬＣ－６６０８）を注入したところ、電圧を印加しないと
きは液晶５が基板表面に垂直に配向した。
【０１８８】
　このような液晶表示素子について、電圧を様々に変化させることによって画像を表示さ
せたところ、ＲＧＢそれぞれの画素について印加電圧に応じた連続階調色が得られ、それ
によってフルカラー表示可能であるが、反射率は、１６％であった。
【０１８９】
　（実施例１）
　アクティブマトリクス基板として、上記比較例と同じ対角１２インチ、画素数６００×
８００のアクティブマトリクス基板を用いる。
【０１９０】
　各画素は３つの副画素に分割され，カラーフィルタとしては緑だけを用いて、残る副画
素である２つの画素はリタデーションによる着色表示を利用するためにカラーフィルタを
配さず透明のままとする。またこの残る２画素については、面積階調を行うために、面積
比を１：２とした。
【０１９１】
　液晶層のリタデーションは、反射型なので図１の半分の値であればよい。赤表示と青表
示ができるように、透明画素の±５Ｖ電圧印加時のリタデーション量が３００ｎｍとなる
よう、セル厚を５ミクロンに調整した。緑画素の条件については比較例と同様とした。
【０１９２】
　このような液晶表示素子について、電圧を変化させることによって画像を表示させると
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、緑のカラーフィルタを有する画素に関しては、印加電圧値に応じた透過率変化を示し連
続階調特性が得られる。
【０１９３】
　一方緑のカラーフィルタを有さない他の画素に関しては、５Ｖ印加時には青色、３．８
Ｖ印加時には赤色表示となり、したがって本実施例の液晶パネルが三原色表示である。さ
らに３Ｖ以下の領域では印加電圧の大きさに応じた連続階調を表示する。
【０１９４】
　さらに赤と青に関しては、表示させる副画素を変化させることによって面積階調が実現
できる。しかしながら、その階調量が４階調しかないために自然画を表示させた際に若干
ざらつき感の残る画像となっていた。
【０１９５】
　なおこの素子の反射率は３３％であり、比較例と比較して２倍の値となり、かなり明る
い白表示である。
【０１９６】
　（実施例２）
　アクティブマトリクス基板として、画素数６００×８００で、対角７インチと対角３．
５インチの基板を用い、実施例１と同じ副画素構成のＥＣＢ型液晶表示素子を作製した。
画素ピッチは対角７インチの方が、約１８０μｍ、対角３インチの方が、約９０μｍであ
った。
【０１９７】
　この場合も、カラー表示能については実施例１と同様に良好な特性が得られる。さらに
本実施例では画素ピッチがかなり細かくなり、高精細化したことによって自然画を表示さ
せた場合でも目視では全くざらつき感を感じない連続階調を表現できる。
【０１９８】
　またこの素子の反射率は３３％であり、比較例と比較してかなり明るい白表示となる。
【０１９９】
　（実施例３）
　実施例２と同じ基板で，透明画素のかわりに、図５に示す透過分光特性を示すカラーフ
ィルタ（富士フィルムアーチ社製、型名ＣＭ－Ｓ５７１）を設けた画素構造を採用した。
【０２００】
　ＥＣＢ効果に基づく着色現象を利用した場合、リタデーション色特有の色純度の低さが
問題となるが、緑と補色関係にあるカラーフィルタと組み合わせた場合、赤と青の発色ス
ペクトルのテール部分をカットできるので、色純度が増す効果が有る。この素子の、緑と
補色関係にあるカラーフィルタを設けた画素に対して電圧を印加したときに実施例１と同
様に、５Ｖ印加時には青色、３．８Ｖ印加時には赤色表示となり、本実施例の液晶パネル
が三原色表示可能であることが確認できる。
【０２０１】
　さらに３Ｖ以下の領域では印加電圧の大きさに応じたマゼンタの連続階調表示ができる
。また実施例２と同様に自然画を表示させた場合でも、目視では全くざらつき感を感じな
い連続階調を表現できる。
【０２０２】
　またこの素子の反射率は２８％であり、実施例２と比較すると若干劣るものの、比較例
と比較するとかなり明るい白表示となる。またこの実施例におけるカラー表示では、色度
座標上において実施例２と比べて大きく色再現範囲が広がっている。
【０２０３】
　（実施例４）
　実施例２の構成とセル厚以外を同じ構成とした液晶セルを用いた。このとき、マスクラ
ビングを用いてプレチルト角を変化させ、異なるダイレクタ方向を持つ２つの配向領域を
形成し、またそのセル厚は透明画素、緑画素ともに５ミクロンとした。
【０２０４】
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　このときも、表示品質は実施例３と同様に明るい表示と滑らかな階調性が得られる。ま
た広い視野角特性が得られている。ただし、緑画素のギャップが厚くなったために、応答
速度が遅くなってしまい、動画表示時の表示ボケが多く感じられた。これによりカラーフ
ィルタを用いる緑画素のセル厚を、レタデーションを用いる画素のギャップよりも薄くし
た方が、動画表示特性が良くなることがわかる。
【０２０５】
　（実施例５）
　下基板として反射板のないガラス板を用い，実施例１と同じアクティブマトリクス基板
を作って液晶表示パネルを作成した。
【０２０６】
　電極は，６００本の行ライン（走査ライン）のうち、奇数行目をアルミ電極とし、３つ
のサブピクセルを緑カラーフィルタを有するサブピクセルとカラーフィルタを有さない２
つのサブピクセルとに割り当て、カラーフィルタを有さない２つのサブピクセルの面積比
を１：２とする。
【０２０７】
　一方、偶数行目はＩＴＯによる透明電極とし、３つのサブピクセルの面積は同一とする
。またこの３つサブピクセルには赤・緑・青のカラーフィルタを配設した。この画素構成
の略図を図８に示す。同図において、８４～８６は奇数行目の反射モード用画素、８１～
８３は偶数行目の透過モード用画素、８７、８８がそれぞれソースラインとゲートライン
、８９が薄膜トランジスタによるスイッチング素子である。なお、パネルの背面には、上
基板に配置した偏光板とクロスニコルの関係になるように偏光板を配設し、さらにその背
面にはバックライトを配置し点灯させた。
【０２０８】
　こうした構成のパネルに画像を表示させると、前述の実施例で確認された反射モードの
特性と、通常の液晶パネルと同等の表示品位を持つ透過モードの特性を両立しうる。つま
り、全画素が同一のセル厚に設定した場合においても、高い反射率を有する反射モードと
、良好な色再現性能を有する透過モードを両立した半透過型液晶表示素子を実現できる。
【０２０９】
　（実施例６）
　実施例５と同様の基板を用い、実施例５において面積比を１：２としたカラーフィルタ
を有さなかった２つの副画素上には、図５に示す分光特性を持つマゼンタ色のカラーフィ
ルタを配置した以外は、実施例５と同じ構成の液晶表示素子を形成する。これによって、
反射モードにおいても赤と青のリタデーションの色純度が向上し、色再現範囲が広がった
半透過型液晶表示素子を実現する。
【０２１０】
　（実施例７）
　アクティブマトリクス基板として、上記比較例と同じ基板を用いる。このとき比較例で
は３画素１組で６００×８００画素（ＳＶＧＡ）の表示としていたが、本実施例では４つ
の副画素を１組として６００×６００画素の表示とする。
【０２１１】
　カラーフィルタとしては緑だけを用いて、残る副画素である３つの画素にはリタデーシ
ョンによる着色表示を利用するために透明とする。またこの残る３画素については、面積
階調を行うために、面積比を１：２：４とした。
【０２１２】
　液晶層のリタデーションについては、赤表示と青表示ができるように、透明画素の±５
Ｖ電圧印加時のリタデーション量が３００ｎｍとなるよう、セル厚を５ミクロンに調整し
た。緑画素の条件については実施例１と同様とした。
【０２１３】
　このような液晶素子について、電圧を変化させることによって画像を表示させると、緑
のカラーフィルタを有する画素に関しては、印加電圧値に応じた透過率変化を示しており
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、完全な連続階調特性が得られる。
【０２１４】
　一方緑のカラーフィルタを有さない他の画素に関しては、５Ｖ印加時には青色、３．８
Ｖ印加時には赤色表示となり、本実施例の液晶パネルが三原色表示可能であることを確認
できる。３Ｖ以下の領域では印加電圧の大きさに応じて連続的に明度（階調）変化してい
る。
【０２１５】
　赤と青に関しては、表示させる副画素を変化させることによって面積階調が実現できる
。また赤と青の階調量が８階調となったことから、実施例１と比較して表示のざらつき感
は大幅に緩和される。なおこの素子の反射率は３３％であり、比較例と比較して２倍の値
となり、かなり明るい白表示が得られる。
【０２１６】
　（実施例８）
　実施例７の素子を用いて評価を行った。このとき緑のカラーフィルタを有さない他の画
素に対して印加する電圧を、３Ｖから５Ｖまで連続的に変化させた。その結果、黄色（約
３．２Ｖ）→オレンジ（約３．６Ｖ）→赤（約３．８Ｖ）→赤紫（４．０Ｖ）→紫（４．
４Ｖ）→青紫（４．６Ｖ）→青（５．０Ｖ）と連続的に変化する様子が確認できた。また
、それぞれの色を表示する電圧印加条件にて、表示させる副画素を適宜変化させることに
よって、さまざまな表示色が８階調有する。
【０２１７】
　（実施例９）
　実施例７とカラーフィルタ以外を同様の構成とした液晶表示素子を用いた。このときカ
ラーフィルタとしては実施例７における透明画素のかわりに、実施例３に用いたものと同
様のマゼンタ色のカラーフィルタ（富士フィルムアーチ社製、型名ＣＭ－Ｓ５７１）を設
けた画素構造を採用する。このマゼンタカラーフィルタ画素については、面積階調を行う
ために、面積比を１：２：４とした。
【０２１８】
　この場合も、実施例３と同様に５Ｖ印加時には青色、３．８Ｖ印加時には赤色表示とな
り、本実施例の液晶パネルが三原色表示可能である。３Ｖ以下の領域では印加電圧の大き
さに応じたマゼンタの連続階調表示ができる。すなわち既述した図１４で述べたＲＢ平面
において、矢印線上の任意の表示色が表示されている。
【０２１９】
　（実施例１０）
　アクティブマトリクス基板として、上記実施例７と同じ基板を用いた。ただし、実施例
７では４画素１組で６００×６００画素の表示としていたが、本実施例では６つの副画素
を１組として６００×４００画素の表示とする。
【０２２０】
　この６つの副画素のうち４つは、うちひとつに緑のカラーフィルタ、他の３つに緑と補
色関係にあるマゼンタカラーフィルタを配置し、後者は１：２：４の面積比とした。残り
の２画素にはそれぞれ赤と青のカラーフィルタを設ける。これら赤と青のカラーフィルタ
の面積は、３つあるマゼンタカラーフィルタのうちの最小画素と同一の面積とした。また
緑画素の面積は６副画素の合計面積の３分の１になるように調整する。
【０２２１】
　このときの画素構成を図２０に示す。同図において、２０２は緑カラーフィルタ画素、
２０１、２０３、２０４はそれぞれ面積分割されたマゼンタカラーフィルタ画素、２０５
は赤カラーフィルタ画素、２０６は青カラーフィルタ画素である。
【０２２２】
　この構成を用いることによって、３Ｖ以下の領域でのマゼンタの連続階調、ＥＣＢ効果
に基づく着色現象と面積分割との組み合わせによる赤および青の８階調、そしてそれを補
間する赤および青の連続階調ができる。またこれらを組み合わせることによって、ＲＢ平
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面の全てを埋め尽くすことが可能である。さらにこれと緑の連続階調表示とを組み合わせ
ることによって、完全なフルカラーが実現できる。
【０２２３】
　またこのときの反射率は２５％と実施例８と比較すると若干劣るものの、比較例と比較
するとかなり明るい白表示が得られていた。またこの実施例におけるカラー表示において
も、マゼンタカラーフィルタの効果によって色度座標上において実施例２と比べて大きく
色再現範囲が広がっている。
【０２２４】
　（実施例１１）
　アクティブマトリクス基板として、上記実施例７と同じ基板を用いた。実施例１０では
６画素１組で６００×４００画素の表示としていたが、本実施例では８つの副画素を１組
として４５０×４００画素の表示とする。
【０２２５】
　この８つの副画素のうち３つは、それぞれ緑、赤、青のカラーフィルタを設けた。残り
の５つには緑と補色関係にあるマゼンタカラーフィルタを用い、１：２：４：８：１６の
面積比にした。このとき、赤と青のカラーフィルタの面積は、５つあるマゼンタカラーフ
ィルタのうちの最小画素と同一の面積とする。また緑画素の面積は８副画素の合計面積の
３分の１になるように調整する。
【０２２６】
　この構成を用いることによって、３Ｖ以下の領域でのマゼンタの連続階調、ＥＣＢ効果
に基づく着色現象と面積分割との組み合わせによる赤および青の３２階調、そしてそれを
補間する赤および青の連続階調ができる。またこれらを組み合わせることによって、ＲＢ
平面の全てを埋め尽くすことが可能である。さらにこれと緑の連続階調表示とを組み合わ
せることによって、完全なフルカラーが実現できる。
【０２２７】
　またこのときの反射率は２７％と実施例８と比較すると若干劣るものの、実施例１１と
比較すると明るい白表示が得られており、赤と青のカラーフィルタ面積を相対的に減らす
ことによって、これらカラーフィルタによる光損失を最小限に抑えることができる。
【０２２８】
　（実施例１２）
　アクティブマトリクス基板として、上記実施例１０と同様に６つの副画素を１組として
６００×４００画素の表示とする。
【０２２９】
　この６つの副画素のうち、ひとつを緑のカラーフィルタ、４つを緑と補色関係にあるマ
ゼンタカラーフィルタを用い、１：２：４：８の面積比にて画素分割する。残りの１画素
には赤のカラーフィルタを設ける。この赤のカラーフィルタの面積は、４つあるマゼンタ
カラーフィルタのうちの最小画素と同一の面積とする。また緑画素の面積は６副画素の合
計面積の３分の１になるように調整する。
【０２３０】
　このときの画素構成を図２１に示す。同図において、２１２は緑カラーフィルタ画素、
２１１、２１３、２１４、２１５はそれぞれ面積分割されたマゼンタカラーフィルタ画素
、２１６は赤カラーフィルタ画素である。
【０２３１】
　この構成を用いることによって、３Ｖ以下の領域でのマゼンタの連続階調、ＥＣＢ効果
に基づく着色現象と面積分割との組み合わせによる赤および青の１６階調、そしてそれを
補間する赤の連続階調ができる。またこれらを組み合わせることによって、ＲＢ平面上に
一部欠落はあるものの、実施の形態中で説明したようにほとんど全てを埋め尽くすことが
可能である。さらにこれと緑の連続階調表示とを組み合わせることによって、一部不連続
はあるもののほぼ完全に自然画を再現できる。
【０２３２】
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　またこのときの反射率は２７％と実施例７と比較すると若干劣るものの、比較例と比較
するとかなり明るい白表示が得られる。またこの実施例におけるカラー表示においても、
マゼンタカラーフィルタの効果によって色度座標上において実施例２と比べて大きく色再
現範囲が広がっている。
【０２３３】
　（実施例１３）
　実施例１２の素子を用いて、既述した図１５で説明した手法を用いて、黒基準位置をず
らして表示させると、コントラストは若干低下するものの、白の反射率は実施例１２と同
等のものが得られ、かつフルカラー表示できる。
【０２３４】
　（実施例１４）
　アクティブマトリクス基板として、上記実施例７と同じ基板を用いた。このとき実施例
１１では６画素１組で６００×４００画素の表示としていたが、本実施例では既述した図
１８と同様の構成となるように、９画素を１組とした４００×４００画素の表示とする。
このときセル厚は全ての画素で５ミクロンに統一する。また９画素中６画素にはアルミの
反射電極を用い、画素構成は実施例１０と同一とした。残りの３画素は上下基板ともにＩ
ＴＯ電極を用いて光透過性の画素とした。
【０２３５】
　パネルの背面には、上基板に配置した偏光板とクロスニコルの関係になるように偏光板
を配設し、さらにその背面にはバックライトを配置し点灯させる。
【０２３６】
　こうした構成のパネルにそれぞれの画素に独立に所望の電圧を印加して画像を表示させ
ると、前述の実施例における反射モードの特性と、通常の液晶パネルと同等の表示品位を
持つ透過モードの特性を両立しうる。
【０２３７】
　これにより、全画素が同一のセル厚に設定した場合においても、本構成を用いることに
よって高い反射率を有するフルカラー反射モードと、良好な色再現性能を有する透過モー
ドを両立した半透過型液晶表示素子を実現できる。
【０２３８】
　（実施例１５）
　実施例１４の素子を用いて評価を行った。このとき、既述した図１８で述べた１８１と
１８９、１８３と１８８に対して全く同じ電圧を印加する。このとき反射型表示に最適な
画像情報信号電圧の印加条件をＣ（Ｒ）、透過型表示に最適な画像情報信号電圧の印加条
件をＣ（Ｔ）として、環境照度の異なる場所にて画像の評価を行った。
まず暗所にてバックライトを点灯させながら画像表示させると、Ｃ（Ｒ）条件の画像では
本来表示させるべき画像が得られないのに対し、Ｃ（Ｔ）条件では所望の画像が表示され
る。
【０２３９】
　暗所にてバックライトを消灯させる場合は、いずれの条件でも画像が暗く評価すること
ができないが、屋外の明所にてバックライトを点灯させながら画像表示さると、Ｃ（Ｒ）
条件では所望の画像が表示され、一方Ｃ（Ｔ）条件でも、微妙に違和感はあるものの、ほ
ぼ所望の画像が表示される。
【０２４０】
　屋外の明所にてバックライトを消灯させて画像表示させるときＣ（Ｒ）条件では所望の
画像が表示され、一方Ｃ（Ｔ）条件でも、微妙に違和感はあるものの、ほぼ所望の画像が
表示される。
【０２４１】
　以上から、微妙な違和感はあるものの総じてバックライト点灯時にはＣ（Ｔ）の電圧印
加条件、バックライト消灯時にはＣ（Ｒ）の電圧印加条件にて画像表示させればよい。ま
た、明所ではバックライトを消灯させるのが一般的なので、明所にてバックライトを消灯
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させるように設定すれば、常に所望の画像が得られることがわかる。
【０２４２】
また、これによって１８１と１８９、１８３と１８８に対して全く同じ電圧を印加すれば
実用は十分な特性が得られることから、本構成にて必要なＴＦＴ数を１画素あたり９個か
ら７個に減らせることがわかる。
【０２４３】
　以上述べたように、本実施例によって明るい反射型液晶表示素子や半透過型液晶表示素
子を実現可能となる。なお、本実施例中では直視型の反射型液晶表示素子および直視型の
半透過型液晶表示素子を中心に述べたが、これを直視型の透過型液晶表示素子や投射型の
液晶表示素子、拡大光学系を用いたビューファインダなど液晶表示素子に応用することが
できる。
【０２４４】
　さらに本実施例では駆動基板としてＴＦＴを用いているが、その替わりにＭＩＭを用い
たり、半導体基板上に形成したスイッチング素子を用いるといった基板構成の変更や、単
純マトリクス駆動やプラズマアドレッシング駆動にしたりといった駆動方法の変形は自明
になしえる。
【０２４５】
　また本実施例では垂直配向モードを中心に述べたが、既述したように平行配向モード、
ＨＡＮ型モード、ＯＣＢモードなど電圧印加によるリタデーション変化を利用するモード
であればいずれのモードにも適用することが可能である。またＳＴＮモードなどのねじれ
配向状態となっている液晶モードにも適用することが可能である。
【０２４６】
　また、ＥＣＢ効果を有する液晶素子の替わりに機械的な変調によって干渉層の媒体とし
ての空気の厚さである空隙距離を変化させるモードを用いる場合でも本実施例と同様の効
果が得られる。また、表示装置として、実施の形態中で述べた構成に基づく媒体である複
数の粒子を電圧印加によって移動させる粒子移動型表示素子を用いる場合でも本実施例と
同様の効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【０２４７】
【図１】リタデーション量が変化したときの色度図上の変化を表す図。
【図２】本発明の実施の形態に係る液晶表示素子の１画素の画素構造を表す図。
【図３】本発明の液晶表示素子に用いる層構成の説明図。
【図４】本発明の液晶表示素子の配向分割の説明図。
【図５】本発明の液晶表示素子に用いたマゼンタカラーフィルタの分光スペクトルを示す
図。
【図６】本発明の液晶表示素子の他の画素構成を示す図。
【図７】本発明の液晶表示素子の他の画素構成を示す図。
【図８】本発明の液晶表示素子の他の画素構成を示す図。
【図９】本発明の液晶表示素子においてリタデーション量が変化したときの色度図上の変
化を表す図。
【図１０】本発明の液晶表示素子において、緑色と補色関係にあるカラーフィルタを設け
た場合におけるリタデーション量が変化したときの色度図上の変化を表す図。
【図１１】本発明の液晶表示素子におけるフルカラーの表示範囲を表す概念図。
【図１２】本発明の液晶表示素子において表現できる赤・青平面上での表示色を説明する
図。
【図１３】本発明の液晶表示素子の他の構成において表現できる赤・青平面上での表示色
を説明する図。
【図１４】本発明の液晶表示素子の他の構成において表現できる赤・青平面上での表示色
を説明する図。
【図１５】本発明の液晶表示素子の他の構成において表現できる赤・青平面上での表示色
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を説明する図。
【図１６】本発明の液晶表示素子の他の構成において表現できる赤・青平面上での表示色
を説明する図。
【図１７】本発明の液晶表示素子の他の構成において表現できる赤・青平面上での表示色
を説明する図。
【図１８】本発明の液晶表示素子の一例である半透過型液晶表示素子の画素構成を示す図
。
【図１９】本発明の液晶表示素子の一例である半透過型液晶表示素子の他の画素構成を示
す図。
【図２０】本発明の液晶表示素子の一例である半透過型液晶表示素子の他の画素構成を示
す図。
【図２１】本発明の液晶表示素子の一例である半透過型液晶表示素子の他の画素構成を示
す図。
【符号の説明】
【０２４８】
１　　　　　偏光板
２　　　　　位相補償フィルム
３　　　　　ガラス
４　　　　　透明電極
５　　　　　液晶
６　　　　　透明電極
７　　　　　反射板
８　　　　　偏光軸
９　　　　　位相補償フィルムの光軸
１０　　　　液晶分子
１１　　　　液晶分子の回転面
５０　　　　画素
５１　　　　副画素１
５２　　　　副画素２
６１～６３　透明電極
６４～６６　反射電極
７１～７８　サブピクセル
８１～８３　透過モード用画素
８４～８６　反射モード用画素
８９　　　　スイッチング素子
１８１～１８３　透過型の表示を行う画素
１８４～１８９　反射型の表示を行う画素
１９１～１９３　透過型表示画素
１９４～１９９　反射型表示画素
ｄ１ 　  　　　副画素１におけるセル厚
ｄ２ 　  　　　副画素２におけるセル厚
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】
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