
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室と、室内に設置され且つ液晶パネルを有する液晶表示装置と、室内を照らす光源と、
を有し、
　液晶パネルの視認側偏光子の表面側に、１／４波長板が設けられており、１／４波長板
は、その遅相軸が視認側偏光子の吸収軸に対して視認側から見て反時計回りに４５°±５
°または１３５°±５°となるように設けられており、室内を照らす光が左回りまたは右
回りのいずれかの円偏光とされていることを特徴とする液晶表示装置鑑賞室。
【請求項２】
　１／４波長板の表面が、微細な凹凸形状を有する請求項１に記載の液晶表示装置鑑賞室
。
【請求項３】
　１／４波長板が、波長５５０ｎｍに於ける円偏光を直線偏光へと変換する光学特性を有
する請求項１または２に記載の液晶表示装置鑑賞室。
【請求項４】
　光源が、円偏光を発する照明器具である請求項１～３のいずれかに記載の液晶表示装置
鑑賞室。
【請求項５】
　照明器具が、発光部と、発光部から出る自然光から左回り又は右回りのいずれかの円偏
光を透過させる光学部材と、を有する請求項４に記載の液晶表示装置鑑賞室。
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【請求項６】
　光源が、室の開口部から室内へと入り込む室外の自然光であり、室の開口部に、室外の
自然光から左回り又は右回りのいずれかの円偏光を透過させる光学部材が設けられている
請求項１～３のいずれかに記載の液晶表示装置鑑賞室。
【請求項７】
　光学部材が、コレステリック相を示すフィルムを有する請求項５または６に記載の液晶
表示装置鑑賞室。
【請求項８】
　室が、建築物の室である請求項１～７のいずれかに記載の液晶表示装置鑑賞室。
【請求項９】
　室が、乗り物の室である請求項１～７のいずれかに記載の液晶表示装置鑑賞室。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置の表示面に於けるギラツキや内部反射を防止できる液晶表示装
置鑑賞室に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、ノートパソコン、携帯電話、テレビジョン、ホームシアター用大型表
示装置などの用途で広く利用されており、近年、３０インチを越える比較的大型のテレビ
にも多く利用されている。
【０００３】
　かかる液晶表示装置の液晶パネルは、一般に、バックライト側から順に、背面側偏光子
と、一対の液晶セル基板の間に液晶材料の注入された液晶セルと、視認側偏光子と、を少
なくとも備えている。
　ところで、液晶表示装置を明るい環境下で鑑賞する際、液晶パネルの表面に照明器具や
太陽光などの外光が当たって反射し、画面にギラツキや映り込みが生じるという問題点が
ある。
　一般に、上記ギラツキや映り込みを防止するため、液晶パネルの表面には、アンチグレ
ア処理（光拡散処理、防眩処理などとも言われる）が施されている。しかしながら、アン
チグレア処理だけでは、液晶パネルの表面のギラツキや映り込みを十分に防止することが
できない。具体的には、液晶パネルの表面に当たる外光が視認側偏光子を通過し、液晶セ
ル基板などに当たって反射し、再び、液晶パネルの表面から出射することがある。アンチ
グレア処理では、外光が液晶セル内部へ透過した後反射することを防止できない。
【０００４】
　一方、ギラツキ現象を防止するため、コンピュータに使用されるモニターに於いて、コ
ンピュータに内蔵された演算部液で画面へ映りこむ光の強さを算出し、算出された光の強
さから照明器具の明るさを調整する方法が知られている（特許文献１）。また、外光方向
検出部と外光映りこみ判断部を有するコンピューターシステムにより、テレビの看者に対
して外光の映りこみが見えないような位置に、テレビの画面を回転させる方法も知られて
いる（特許文献２）。
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１の方法では、室内の明るさをある程度維持する必要性か
ら、照明器具の明るさの調整にも限界がある。よって、液晶パネルの画面のギラツキ防止
に限界があり、十分な効果を期待できない。また、特許文献２の方法では、テレビの看者
が１人の場合には、少しは効果が期待できるかもしれないが、複数人同時にテレビを見る
場合には全員に対してギラツキ防止効果が期待できない。
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－１２０１０
【特許文献２】特開平８－２２３４４１
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、外光によるギラツキや映り込みを防止して、液晶表示装置の画像を良好に見
ることができる液晶表示装置鑑賞室を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題解決手段として、本発明は、室と、室内に設置され且つ液晶パネルを有する液
晶表示装置と、室内を照らす光源と、を有し、液晶パネルの視認側偏光子の表面側に、１
／４波長板が設けられており、１／４波長板は、その遅相軸が視認側偏光子の吸収軸に対
して視認側から見て反時計回りに４５°±５°または１３５°±５°となるように設けら
れており、室内を照らす光が左回りまたは右回りのいずれかの円偏光とされている液晶表
示装置鑑賞室を提供する。
　ここで、１／４波長板の遅相軸とは、１／４波長板の面内の屈折率が最大となる軸方向
をいう。
【０００９】
　上記液晶表示装置記鑑賞室は、看者が液晶表示装置の液晶パネルの画面を鑑賞する際の
スペースである。かかる鑑賞室は、視認側偏光子の表面側に１／４波長板が設けられた液
晶表示装置が設置され、室内を照らす光が円偏光とされている。かかる室内を照らす円偏
光は、液晶パネルの表面の１／４波長板を透過する際、直線偏光に変換される。１／４波
長板で変換された直線偏光は、視認側偏光子に吸収される。従って、液晶パネルの表面か
ら透過する外部の光は、視認側偏光子を通過せず、且つ視認側偏光子の表面において反射
することもない。よって、本発明によれば、光源によって照らされた明るい状態で、液晶
パネルのギラツキや映り込みを確実に防止して、液晶表示装置の画像を良好に見ることが
できる。
【００１０】
　さらに、本発明の好ましい態様では、上記１／４波長板の表面が、微細な凹凸形状を有
する上記液晶表示装置鑑賞室を提供する。
　また、本発明の好ましい態様では、上記１／４波長板が、波長５５０ｎｍに於ける円偏
光を直線偏光へと変換する光学特性を有する上記液晶表示装置鑑賞室を提供する。
【００１１】
　さらに、本発明の好ましい態様では、上記光源が、円偏光を発する照明器具である上記
液晶表示装置鑑賞室を提供する。
　また、本発明の好ましい態様では、上記照明器具が、発光部と、発光部から出射される
自然光から左回り又は右回りのいずれかの円偏光を透過させる光学部材と、を有する上記
液晶表示装置鑑賞室を提供する。
　さらに、本発明の好ましい態様では、上記光源が、室の開口部から室内へと入射する室
外の自然光であり、室の開口部に、室外の自然光から左回り又は右回りのいずれかの円偏
光を透過させる光学部材が設けられている上記液晶表示装置鑑賞室を提供する。
　また、本発明の好ましい態様では、上記光学部材が、コレステリック相を示すフィルム
を有する上記液晶表示装置鑑賞室を提供する。
【００１２】
　上記室としては、建築物の室または乗り物の室が好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の液晶表示装置鑑賞室によれば、明るい環境下で、液晶パネルのギラツキや映り
込みを確実に防止して、液晶表示装置の画像を良好に見ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明を図面を参照しつつ具体的に説明する。
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　図１は、建築物に設けられた本発明の液晶表示装置鑑賞室１００の概略を示す参考図で
ある。
　液晶表示装置鑑賞室１００（以下、単に「鑑賞室」と省略する場合がある）は、空間を
有する室１０と、前記空間内に設置された液晶表示装置２０と、室内空間を照らす光源と
、を有する。
【００１５】
　室１０は、人が液晶表示装置を見るための空間を有する。室としては、例えば、建築物
の室が挙げられる。建築物の室１０は、例えば、構造躯体である床面１１、壁面１２及び
天井面１３で構成されている。室外光を取り入れるための開口部１４（窓）が、壁面１２
（又は／及び天井面１３）の一部分に設けられている。この開口部１４は、開放状態でも
よいが、一般には、透明なガラスが設けられる。該開口部１４を通じて、室外光が室内に
入射可能となっている。この室外光は、室外に光源を有する光のうち当該室内に入り込む
光であり、室内を照らす光源に相当する。かかる光源としては、例えば、上記室外に存在
する照明器具や、太陽などが挙げられる。該照明器具としては、公知の照明器具、例えば
、蛍光灯などの放電灯、白熱電球やハロゲン電球などの白熱灯、ガス灯などの燃料ランプ
などが挙げられる。
　さらに、上記室外光以外に、室内を照らす光源として、照明器具３０が室内に設けられ
ている。この室内の照明器具３０は、特に限定されず、天井面１３や壁面１２に固定して
設けられる固定式の照明器具の他、床面１１に載置するスタンド型のような可搬式の照明
器具でもよい。また、室内の照明器具の種類についても、特に限定されず、例えば上記に
例示したような放電灯、白熱灯、燃料ランプなどが挙げられる。
【００１６】
　また、室は、人が液晶表示装置を見るための空間を有するものであれば、上記したよう
な建築物の室に限られない。特に図示しないが、例えば、室として、乗り物の室に本発明
を適用することもできる。該乗り物としては、例えば、自動車、電車（列車）、飛行機な
どの各種乗り物が挙げられる。
　自動車の室は、運転者及び搭乗者が乗り込む空間であって、通常、フロントガラスやサ
イドガラスなどのウインドウガラスが車体の開口部（窓部など）に設けられた運転室であ
る。また、自動車の室内には、該室内を照らす室内灯が設けられている。
　電車の室や飛行機の室は、搭乗者が乗り込む空間であって、ウインドウガラスが車体の
開口部（窓部）に設けられた客室である。電車の室内や飛行機の室内も同様に、該室内を
照らす室内灯が設けられている。
　近年の液晶表示装置の普及に伴い、カーナビゲーションシステムなどを搭載した液晶表
示装置が自動車の室内に設置されている。また、電車の室内や飛行機の室内にも、広告や
映画番組などを搭乗者の見せるため、液晶表示装置が設置されている。
【００１７】
　上記室内を照らす光源から発せられる光は、円偏光とされている。
　ここで、一般に、太陽光や白熱灯などの照明器具から発せられる光は、自然光（光の振
動方向が任意の方向に分布している）であるため、そのままでは、円偏光の偏光状態とは
ならない。本発明に於いては、これら光源から発せられる自然光を円偏光とするために、
自然光から円偏光を取り出す光学部材が設けられている。
　この光学部材は、自然光から左回り又は右回りのいずれかの円偏光を透過させる光学特
性を有する。該光学部材は、室内に入り込む室外光を円偏光に変換できるように、室内に
設けられている。例えば、図１に示すように、室外光の入り込む開口部１４を有する室１
０の場合、該開口部１４を覆うように、光学部材４０が設けられている（網掛けで図示し
ている）。例えば、開口部１４に設けられた透明ガラスに、光学部材（例えばコレステリ
ック相を示すフィルムなど）が貼付される。また、開口部１４を開閉する透光性のあるブ
ラインドやカーテンなどが設けられている場合、ブラインドやカーテンなどに光学部材を
貼付する方式などでもよい。該光学部材が開口部１４に設けられていることにより、開口
部１４を通過して室内に入る室外光は、実質的に円偏光のみとなる。
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【００１８】
　なお、乗り物の室の場合（図示せず）、光学部材が、自動車、電車、飛行機などのウイ
ンドウガラスに貼付される。また、円偏光を取り出すことができるガラスを、自動車、電
車、飛行機などのウインドウガラスに用いてもよい。かかるウインドウガラスを通過して
乗り物の室内に入り込む室外光（自然光）は、実質的に円偏光のみとなる。
【００１９】
　また、室内に於ける照明器具にも同様に、自然光から左回り又は右回りのいずれかの円
偏光を透過させる光学特性を有する光学部材が設けられている。この光学部材は、照明器
具の発光部を覆うように設けられている。例えば、図２に示すように、蛍光灯などの発光
部３１と、該発光部３１の上方側に設けられた下方開放型のシェード部３２と、を有する
照明器具３０の場合には、シェード部３２の下方開口部に、光学部材４０が設けられる（
同様に、網掛けで図示している）。このように照明器具３０の光照射部分を覆うように光
学部材４０が設けられていることにより、照明器具３０から出る光は、実質的に円偏光の
みとなる。
　なお、乗り物の室の場合、乗り物の室内灯に、上記光学部材が設けられる。従って、乗
り物の室内灯から出る光は、実質的に円偏光のみとなる。
【００２０】
　以上のように、室内を照らす室外光及び室内の照明器具から出る光は、何れも円偏光と
されているので、該円偏光が、室内に設置された液晶表示装置の表面に当たることとなる
。
【００２１】
　上記光学部材は、円偏光（円偏光を含む）を取り出す機能を有するものであれば特に限
定されず、例えば、コレステリック相を示す液晶フィルムなどが挙げられる。
　該液晶フィルムの形成材料としては、低分子量のコレステリック液晶なども用いること
ができるが、薄膜性などの点から、コレステリック液晶ポリマーを用いることが好ましい
。該液晶フィルムは、単層又は２層以上の積層体でもよい。
　コレステリック液晶ポリマーとしては、特に限定されず、公知のものを使用できる。例
えば、液晶配向性を付与する共役性の直線状原子団（メソゲン）がポリマーの主鎖や側鎖
に導入された主鎖型や側鎖型などの種々のものを用いることができる。
　なお、液晶ポリマーは、取扱い性や実用温度での配向の安定性などの点より、ガラス転
移温度が３０～１５０℃のものが好ましい。
【００２２】
　上記主鎖型の液晶ポリマーの例としては、パラ置換環状化合物等からなるメソゲン基が
結合された構造を有する液晶ポリマー（例えばポリエステル系、ポリアミド系、ポリカー
ボネート系、ポリエステルイミド系などのポリマー）があげられる。また、前記メソゲン
基が、屈曲性を付与するスペーサ部を介して結合されている構造を有する液晶ポリマーで
もよい。
【００２３】
　上記側鎖型の液晶ポリマーの例としては、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポ
リシロキサン、ポリマロネート等を主鎖骨格とし、側鎖としてパラ置換環状化合物等から
なる低分子液晶化合物（メソゲン部）を有する液晶ポリマー；前記主鎖骨格の側鎖として
、共役性の原子団からなるスペーサ部を介して前記低分子液晶化合物（メソゲン部）が結
合した液晶ポリマー；低分子カイラル剤含有のネマチック相液晶ポリマー；キラル成分導
入の液晶ポリマー；ネマチック相とコレステリック相の混合液晶ポリマーなどがあげられ
る。
【００２４】
　また、例えば、ネマチック配向性を付与するパラ置換環状化合物を有するものでも、不
斉炭素を有する化合物等からなる適宜なキラル成分や低分子カイラル剤等を導入する方式
などによって、コレステリック配向性のものとすることができる（特開昭５５－２１４７
９号公報、米国特許明細書第５３３２５２２号等）。前記ネマチック配向性を付与するパ
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ラ置換環状化合物としては、例えばアゾメチン形、アゾ形、アゾキシ形、エステル形、ビ
フェニル形、フェニルシクロヘキサン形、ビシクロヘキサン形のようなパラ置換芳香族単
位又はパラ置換シクロヘキシル環単位などが挙げられる。
【００２５】
　上記パラ置換環状化合物におけるパラ位における末端置換基は、例えばシアノ基やアル
キル基、アルコキシ基などの適宜なものであってよい。
　また、上記スペーサ部は、屈曲性を示すものがよい。該スペーサ部としては、例えばポ
リメチレン鎖－（ＣＨ２ ）ｎ －やポリオキシメチレン鎖－（ＣＨ２ ＣＨ２ Ｏ）ｍ －などが
あげられる。スペーサ部を形成する構造単位の繰返し数は、メソゲン部の化学構造等によ
り適宜に決定される。一般に、ポリメチレン鎖の場合は、上記ｎが０～２０、好ましくは
２～１２である。また、ポリオキシメチレン鎖の場合は、上記ｍが０～１０、好ましくは
１～３である。
【００２６】
　コレステリック相を示す液晶フィルムの形成は、従来の低分子液晶の配向処理に準じた
方法で行うことができる。
　例えば、支持基材上に配向膜を形成し、その上に液晶ポリマーを展開する。配向膜とし
ては、ポリイミド、ポリビニルアルコール、ポリエステル、ポリアリレート、ポリアミド
イミド、ポリエーテルイミド等の膜を支持基材上に形成してレーヨン布等でラビング処理
した配向膜；ＳｉＯ２ の斜方蒸着層；延伸処理による配向膜等が挙げられる。
　この液晶ポリマーをガラス転移温度以上、等方相転移温度未満に加熱し、液晶ポリマー
分子がグランジャン配向した状態でガラス転移温度未満に冷却してガラス状態とし、配向
が固定化された固化層を形成する。
【００２７】
　上記支持基材としては、例えば、トリアセチルセルロース、ポリビニルアルコール、ポ
リイミド、ポリアリレート、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリスルホン、ポリエー
テルスルホン、アモルファスポリオレフィン、変性アクリル系ポリマー、エポキシ系樹脂
などの合成樹脂製の単層若しくは積層フィルム又は延伸フイルム、その他、ガラス板など
の適宜なものを用いることができる。薄型化等の点よりは、合成樹脂フィルムが好ましい
。
【００２８】
　液晶ポリマーの展開は、例えば液晶ポリマーを溶媒に溶解した溶液を、配向膜上に薄層
塗工し、それを必要に応じて乾燥処理することなどにより行うことができる。塗工法は特
に限定されず、例えば、スピンコート法、ロールコート法、フローコート法、プリント法
、ディップコート法、流延成膜法、バーコート法、グラビア印刷法等が挙げられる。
　上記溶媒としては、例えば塩化メチレン、シクロヘキサノン、トリクロロエチレン、テ
トラクロロエタン、Ｎ－メチルピロリドン、テトラヒドロフランなどを用いることができ
る。
【００２９】
　また、溶媒を使用せずに液晶ポリマーを展開してもよい。例えば、液晶ポリマーの加熱
溶融物、好ましくは等方相を呈する状態の加熱溶融物を、上記と同様にして展開し、必要
に応じてその溶融温度を維持しつつ更に薄層に展開して固化させる。
【００３０】
　液晶ポリマーの展開層を配向させるための加熱処理は、液晶ポリマーのガラス転移温度
から等方相転移温度までの温度範囲、すなわち液晶ポリマーが液晶相を呈する温度範囲に
加熱することにより行うことができる。また、配向状態の固定化は、ガラス転移温度未満
に冷却することで行うことができ、その冷却条件については特に限定されない。通常、加
熱処理は３００℃以下で行うことが多いことから、自然冷却方式が一般に採用される。
　なお、コレステリック液晶ポリマーには、安定剤や可塑剤や金属類などの種々の添加剤
を必要に応じて配合することができる。
【００３１】
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　支持基材上に形成する液晶ポリマーの固化層の厚みは、配向の乱れや透過率低下を防止
する点などから、０．５～５０μｍが好ましく、さらに、１～３０μｍがより好ましく、
２～１０μｍが特に好ましい。支持基材上に形成される液晶ポリマーの固化層（液晶フィ
ルム）は、支持基材と一体物として用いてもよいし、支持基材から剥離して用いることも
できる。なお、液晶フィルムが支持基材と一体物として用いられる場合には、その基材を
含めた合計厚みは２～５００μｍが好ましく、さらに、５～３００μｍが好ましく、１０
～２００μｍが特に好ましい。
【００３２】
　次に、液晶表示装置は、液晶セルと、液晶セルの視認側及び背面側にそれぞれ設けられ
た偏光子とを、少なくとも有する液晶パネルを備えている。本発明に於いては、液晶パネ
ルの視認側偏光子の表面側に１／４波長板が設けられていることを条件として、液晶表示
装置の構成は特に限定されない。例えば、ＶＡモード、ＡＳＶモード、ＩＰＳモード、Ｏ
ＣＢモード、ＴＮモード、ＳＴＮモードなどの何れの液晶モードの液晶表示装置でもよい
。また、視野角補償板などの各種位相差板、輝度向上フィルムなどの適宜な光学部材が液
層パネルに具備されている液晶表示装置、反射板などがバックライト側に設けられている
液晶表示装置、などの従来公知の液晶表示装置に本発明を適用することができる。また、
液晶パネルの背面から光を照射して画像を表示する透過型、或いは、液晶パネルの視認側
から光を照射して画面を見る反射型と上記透過型の両方の性質を併せ持つ半透過型などの
液晶表示装置でもよい。
　本発明に用いる液晶表示装置は、液晶テレビ、パソコンモニター、商業店舗用インフオ
メーション用モニターなどの展示機器などの比較的大画面の表示装置であることが好まし
い。
【００３３】
　図３に、液晶パネルの層構成の一例を示す。ただし、図示上、各構成部材の縦、横、厚
みの比率は、実際とは異なっていることに留意されたい。
　液晶パネルの表面は、例えば、正面視長方形に形成されている。
　この液晶パネル１は、液晶セル２と、液晶セル２の視認側及び背面側にそれぞれ設けら
れた偏光子３，４と、液晶セル２と偏光子４の間に設けられた光学補償板５と、視認側偏
光子３の表面に設けられた１／４波長板６と、を有する。尚、視認側偏光子の表面とは、
液晶セルから離れた側の面をいう。また、１／４波長板の表面も同様に、液晶セルから離
れた側の面をいう。
【００３４】
　液晶セル２は、例えば、一対の液晶セル基板２１，２１と、該液晶セル基板２１，２１
の間に介在されたスペーサー２２と、一対の液晶セル基板２１，２１の間に形成される液
晶層２３に注入された液晶材料（図示せず）と、を備え、特に図示しないが、カラーフィ
ルターや液晶材料駆動用のＴＦＴ基板などの電極素子なども具備されている。
　光学補償板５は、この液晶セルの背面側（バックライト側）に粘着剤などを介して接着
されている。光学補償板５は、所定の位相差を示す位相差板で構成されている。
　偏光子３，４は、一対の保護フィルム７，７の間に挟まれている。一対の保護フィルム
７で保護された背面側偏光子４は、粘着剤などを介して、光学補償板５の背面に接着され
ている。一対の保護フィルム７で保護された視認側偏光子３は、粘着剤などを介して、液
晶セル２の表面に接着されている。尚、上記光学補償板５は、視認側偏光子３と液晶セル
２の間に設けられていてもよい。また、光学補償板５が、視認側偏光子３と液晶セル２の
間及び背面側偏光子４と液晶セル２の間の双方に設けられていてもよい。なお、保護フィ
ルム７は、必要に応じて省略できる。
【００３５】
　次に、視認側偏光子３の表面側に設けられた１／４波長板６は、例えば、粘着剤などを
介して、保護フィルム７の表面に接着されている。
　この１／４波長板６は、円偏光（円偏光）を直線偏光に変える光学部材（いわゆる位相
差板）である。すなわち、１／４波長板６の表面から入射した円偏光は、１／４波長板６
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を透過して直線偏光に変換され、１／４波長板６の背面から出射する。
【００３６】
　上記室内を照らす光が、左回りの円偏光とされている場合には、１／４波長板は、図４
Ａに示すように、１／４波長板６の遅相軸Ｘと視認側偏光子３の吸収軸Ａの成す角θが、
視認側から見て反時計回りに４５°±５°、好ましくは４５°±３°となるように、視認
側偏光子３の表面側に設けられている。
　一方、室内を照らす光源の光が、右回りの円偏光とされている場合には、１／４波長板
は、図４Ｂに示すように、１／４波長板６の遅相軸Ｘと視認側偏光子３の吸収軸Ａの成す
角θが、視認側から見て反時計回りに１３５°±５°、好ましくは１３５°±３°となる
ように、視認側偏光子３の表面側に設けられている。
　尚、図４Ａ及び図４Ｂに於いて、２は、液晶セルを示し、２ａは液晶セルの視認側の面
を示す。
【００３７】
　上記１／４波長板の形成材料は特に限定されず、例えば、ポリオレフィン（ポリエチレ
ン、ポリプロピレン、ポリノルボルネン等）、アモルファスポリオレフィン、ポリイミド
、ポリアミドイミド、ポリアミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルエーテルケトン、
ポリエーテルケトン、ポリケトンスルフィド、ポリエーテルスルホン、ポリスルホン、ポ
リフェニレンスルフィド、ポリフェニレンオキサイド、ポリエチレンテレフタレート、ポ
リブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリアセタール、ポリカーボネ
ート、ポリアリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリメタクリレート、ポリアクリレ
ート、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリノルボルネン、セルロース系ポリマー（トリ
アセチルセルロース（ＴＡＣ）等）、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ノルボルネン系樹
脂、ポリエステル樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリカーボネー
ト樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリオレフィン樹脂、アクリル樹脂、ポリノ
ルボルネン樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、
ポリ塩化ビニル樹脂、ポリ塩化ビニリデン樹脂、ポリアクリル樹脂や、これらの混合物等
が挙げられる。これらの材料を製膜し、延伸処理などを行い、適宜厚みを調整することに
より、１／４λの位相差を示す１／４波長板を得ることができる。
【００３８】
　本発明において１／４波長板は面内の遅相軸方向の屈折率をｎｘ、進相軸方向の屈折率
をｎｙ、厚み方向の屈折率をｎｚとした場合、ｎｘ＞ｎｙ＞ｎｚの関係またはｎｘ＞ｎｚ
＞ｎｙの関係を有することが好ましい。前記関係式を有することで液晶表示装置が着色す
ることが防止でき、ニュートラルな視覚特性を得ることができる。
【００３９】
　本発明において、１／４波長板は、温度２３℃（以下同じ）で、波長５５０ｎｍにおけ
る面内位相差（Δｎｄ）が６０～１８０ｎｍであることが好ましく、更に好ましくは８０
～１６０ｎｍであり、最も好ましくは１００～１４０ｎｍである。
　さらに、１／４波長板は、少なくとも波長４００～７００ｎｍに於ける面内位相差が短
波長側ほど小さく、長波長側ほど大きい波長分散を示す（逆波長分散性と呼ばれることが
ある）ものが好ましい。
　また、１／４波長板は、少なくとも波長４００～７００ｎｍに於ける円偏光を直線偏光
へと変換する光学特性を有することが好ましい。
　具体的には、１／４波長板は、少なくとも波長４００～７００ｎｍに於ける面内位相差
Ｒｅ（λ）が、式：１／４×λ（ｎｍ）×０．８≦Ｒｅ（λ）≦１／４×λ（ｎｍ）×１
．２を満たすものが好ましい。
　ただし、Ｒｅ（λ）は、各波長λ（ｎｍ）に於ける面内位相差を示し、Ｒｅ（λ）＝（
ｎｘ－ｎｙ）×ｄで求められる。ｎｘは、１／４波長板の面内に於ける屈折率が最大とな
る方向（Ｘ軸）の屈折率を、ｎｙは、同面内に於けるＸ軸に垂直な方向（Ｙ軸）の屈折率
を、ｄは、１／４波長板の厚み（ｎｍ）を示す。
【００４０】
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　また、上記１／４波長板は、その表面に微細な凹凸形状が形成されていることが好まし
い。表面に微細凹凸形状が形成されている１／４波長板は、該凹凸形状が液晶パネルの最
表面を構成している。なお、円偏光の位相を変えるほどの位相差を有するものでないこと
を条件として、該１／４波長板の表面に、透明な保護フィルムやオーバーコート層などを
形成してもよい。
　上記のように、１／４波長板の表面に微細な凹凸形状が形成されていることにより、該
１／４波長板に当たる円偏光のうち１／４波長板を通過しない光を拡散して、液晶パネル
の表面のギラツキなどを防止することができる。
【００４１】
　１／４波長板の表面に、微細な凹凸形状を形成する手段は、特に限定されないが、例え
ば、１／４波長板の表面自体を凹凸状に形成する方法と、１／４波長板の表面に、微細な
凹凸形状表面を有する透明な層を積層する方法と、が挙げられる。
　１／４波長板の表面自体を凹凸状に形成する方法としては、例えば、１／４波長板の表
面を、サンドブラスト、エンボスロールによる押圧、化学エッチング等の適宜な方式で粗
面化処理する方法などが挙げられる。
　１／４波長板の表面に、微細な凹凸形状表面を有する透明な層を積層する方法としては
、例えば、１／４波長板の表面に別途透明樹脂層を塗工し、この透明樹脂層の表面に、サ
ンドブラスト法、エンボスロールによる押圧、化学エッチング、金型による転写方式等の
適宜な方式で粗面化処理を行う方法や、１／４波長板の表面に微粒子を分散含有された透
明樹脂を塗工し、該透明樹脂層により微細凹凸形状を付与する方法などが挙げられる。
　これら微細凹凸形状の形成方法は、二種以上の方法を組み合わせ、異なる状態の微細凹
凸形状表面を複合させた層として形成してもよい。
【００４２】
　上記形成方法のなかでも、微細凹凸形状表面の形成性等の観点より、１／４波長板の表
面に、微粒子を分散含有する透明樹脂層を設ける方法が好ましい。
　以下、微粒子を分散含有する透明樹脂層を設ける方法について説明する。
　透明樹脂層を形成する樹脂としては、微粒子の分散が可能で、透明樹脂層形成後の皮膜
として十分な強度を持ち、しかも透明性のあるものを特に制限なく使用できる。
　該樹脂としては、熱硬化型樹脂、熱可塑型樹脂、紫外線硬化型樹脂、電子線硬化型樹脂
、二液混合型樹脂などがあげられる。これらのなかでも紫外線照射による処理にて、効率
よく透明樹脂層を形成することができるから、紫外線硬化型樹脂を用いることが好ましい
。
【００４３】
　紫外線硬化型樹脂としては、ポリエステル系、アクリル系、ウレタン系、アミド系、シ
リコーン系、エポキシ系等の各種のものがあげられ、紫外線硬化型のモノマー、オリゴマ
ー、ポリマー等が含まれる。中でも、紫外線硬化型樹脂は、例えば紫外線重合性の官能基
を有するもの、なかでも当該官能基を２個以上、特に３～６個有するアクリル系のモノマ
ーやオリゴマーを成分を含むものが好ましい。
　尚、紫外線硬化型樹脂には、紫外線重合開始剤が配合されている。また、透明樹脂層の
形成には、レベリング剤、チクソトロピー剤、帯電防止剤等の添加剤を含有させることが
できる。透明樹脂層の形成に当たり、チクソトロピー剤（０．１μｍ以下のシリカ、マイ
カ等）を含有させることにより、透明樹脂層の表面において、突出粒子により微細凹凸構
造を容易に形成することができる。
【００４４】
　微粒子としては、各種金属酸化物、ガラス、合成樹脂などの透明性を有するものを適宜
使用できる。微粒子としては、例えば、シリカやアルミナ、チタニアやジルコニア、酸化
カルシウムや酸化錫、酸化インジウムや酸化カドミウム、酸化アンチモン等の無機系微粒
子（この無機系微粒子には導電性を有する微粒子も含まれる）、ポリメチルメタクリレー
ト、ポリスチレン、ポリウレタン、アクリル－スチレン共重合体、ベンゾグアナミン、メ
ラミン、ポリカーボネート等の各種ポリマーからなる架橋又は未架橋の有機系微粒子、シ
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リコーン系微粒子などがあげられる。これら微粒子は、１種または２種以上を適宜に選択
して用いることができるが、少なくとも有機系微粒子を含むものが好ましい。
　微粒子の平均粒子径は、１～１０μｍ、好ましくは２～５μｍである。
【００４５】
　１／４波長板の表面処理方法は特に制限されず、適宜な方式を採用することができる。
たとえば、１／４波長板上に、微粒子を含有する樹脂（たとえば、紫外線硬化型樹脂の塗
工液）を塗工し、乾燥後、硬化処理して表面に凹凸形状を呈するような透明樹脂層を形成
することにより行う。
　なお、塗工液は、ファンテン、ダイコーター、キャスティング、スピンコート、ファン
テンメタリング、グラビア等の適宜な方式で塗工できる。
【００４６】
　形成した透明樹脂層の微細凹凸形状表面のヘイズ値、平均山谷間隔（Ｓｍ）および中心
線平均表面粗さ（Ｒａ）等は、前記塗工液に含まれる微粒子の平均粒子径、その割合や透
明樹脂層の厚さ等を適宜に調整することにより満足させることができる。
【００４７】
　上記塗工液に含まれる微粒子の割合は特に制限されないが、ギラツキを抑える観点から
、樹脂１００重量部に対して、微粒子６～２０重量部配合することが好ましい。
　また、透明樹脂層の厚さは特に制限されないが、３～６μｍ程度、特に４～５μｍとす
るのが好ましい。
　さらに、上記透明樹脂層の微細凹凸形状表面に、反射防止機能を有する低屈折率層を設
けることができる。この低屈折率層の材料は透明樹脂層よりも屈折率の低いものであれば
特に制限されない。低屈折率層の形成法は、特に制限されないが、湿式塗工法は、真空蒸
着法等に比べて簡易な方法であるため好ましい。
【００４８】
　低屈折率層を形成する材料としては、例えば、紫外線硬化型アクリル樹脂等の樹脂系材
料、樹脂中にコロイダルシリカ等の無機微粒子を分散させたハイブリッド系材料、テトラ
エトキシシラン、チタンテトラエトキシド等の金属アルコキシドを用いたゾル－ゲル系材
料等があげられる。
　前記例示した低屈折率材料の形成材料は、重合済みのポリマーであってもよいし、前駆
体となるモノマーまたはオリゴマーであってもよい。
　また、それぞれの材料は、表面の防汚染性付与するためフッ素基含有化合物が用いられ
る。
　耐擦傷性の面からは、無機成分含有量が多い低屈折率層材料が優れる傾向にあり、特に
ゾル－ゲル系材料が好ましい。
【００４９】
　上記フッ素基を含有するゾル－ゲル系材料としては、パーフルオロアルキルアルコキシ
シランを例示できる。パーフルオロアルキルアルコキシシランとしては、たとえば、一般
式（１）：ＣＦ３ －（ＣＦ２ ）ｎ －Ｃ２ Ｈ４ －Ｓｉ（ＯＲ）３ （式（１）中、Ｒは、炭素
数１～５個のアルキル基を示し、ｎは０～１２の整数を示す）で表される化合物があげら
れる。
　具体的には、たとえば、トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、トリフルオロプロ
ピルトリエトキシシラン、トリデカフルオロオクチルトリメトキシシラン、トリデカフル
オロオクチルトリエトキシシラン、ヘプタデカフルオロデシルトリメトキシシラン、ヘプ
タデカフルオロデシルトリエトキシシランなどがあげられる。これらのなかでも前記ｎが
２～６の化合物が好ましい。
　低屈折率層の形成にはシリカ、フッ化マグネシウム等をアルコール溶媒に分散したゾル
などを添加しても良い。その他、金属塩、金属化合物などの添加剤を適宜に配合すること
ができる。低屈折率層の厚さは特に制限されないが、０．０５～０．３μｍ程度、特に０
．１～０．３μｍとするのが好ましい。
【００５０】
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　上記液晶表示装置鑑賞室は、明るい環境下で、看者が液晶表示装置の液晶パネルの画面
を良好に鑑賞できるものである。
　具体的には、室内の照明器具や開口部から入る室外光によって、室内は、明るい環境下
にある。この状態に於いては、室内に設置された液晶表示装置の液晶パネルの表面に、室
内を照らす光が当たっている。本発明の鑑賞室は、液晶パネルの視認側偏光子の視認面側
に１／４波長板が設けられ、室内を照らす光が円偏光とされているので、該室内を照らす
円偏光は、図５に示すように、液晶パネルの表面の１／４波長板６を透過する際、直線偏
光に変換される。そして、１／４波長板６で変換された直線偏光は、視認側偏光子３に吸
収される。従って、液晶パネルの表面から液晶パネル内部へと透過する光（外光）は、視
認側偏光子を通過せず、且つ視認側偏光子の表面にて反射することもない。よって、上記
鑑賞室は、光によって照らされた明るい状態で、液晶パネルのギラツキや映り込みを確実
に防止して、液晶表示装置の画像を良好に見ることができる。また、１／４波長板の表面
に微細な凹凸形状が形成されている場合には、１／４波長板の表面で反射する光によるギ
ラツキや映り込みを防止でき、より一層効果的な鑑賞室を提供できる。
【００５１】
　本発明の液晶表示装置鑑賞室は、例えば、一般家庭に於いてテレビやパソコンのモニタ
ーを見るための部屋として利用できる。また、該鑑賞室は、テレビ、パソコンモニター、
携帯ゲーム機などの携帯機器などの液晶表示装置を有する各種商品の展示販売ルームとし
ても利用できる。さらに、その他の用途として、該鑑賞室は、液晶表示装置を使用するセ
ミナー、上映会、シンポジウムなどの部屋として利用できる。
　また、本発明の液晶表示装置鑑賞室は、建築物だけでなく、乗り物に適用できることか
ら、例えば、カーナビゲーションシステムなどを搭載した液晶表示装置を見るための自動
車の運転室として利用できる。また、該鑑賞室は、宣伝広告や各種番組などを表示する液
晶表示装置を見るための電車又は飛行機の客室として利用できる。
【００５２】
　尚、本発明の液晶表示装置鑑賞室及び鑑賞方法は、上記で例示した様々な態様に限定さ
れず、本発明の意図する範囲で適宜設計変更できるだろう。例えば、上記実施形態では、
１／４波長板は液晶パネルの表面に接着されているが、液晶パネルに対して着脱可能な１
／４波長板を用いることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の液晶表示装置鑑賞室の一実施形態を示す概略図。
【図２】光学部材を具備させた照明器具の一実施形態を示す一部断面を含む斜視図。
【図３】液晶パネルの一実施形態を示す断面図。
【図４】視認側偏光子と１／４波長板の積層向きを示す参考図。
【図５】室内の光が視認側偏光子によって吸収される状態を説明した概念図。
【符号の説明】
【００５４】
　１００…液晶表示装置鑑賞室、１０…室、１４…開口部、２０…液晶表示装置、３０…
照明器具、３１…発光部、４０…円偏光を取り出す光学部材、１…液晶パネル、２…液晶
セル、３…視認側偏光子、６…１／４波長板
【要約】
【課題】　本発明は、外光によるギラツキや映り込みを防止して、液晶表示装置の画像を
良好に見ることができる液晶表示装置鑑賞室を提供する。
【解決手段】　室と、室内に設置され且つ液晶パネルを有する液晶表示装置と、室内を照
らす光源と、を有し、液晶パネル２の視認側偏光子３の表面側に、１／４波長板６が設け
られており、１／４波長板６は、その遅相軸Ｘが視認側偏光子の吸収軸Ａに対して視認側
から見て反時計回りに４５°±５°または１３５°±５°の角θとなるように設けられて
おり、室内を照らす光が左回りまたは右回りのいずれかの円偏光とされている液晶表示装
置鑑賞室。
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【選択図】　図１

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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