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(57)【要約】
【課題】
　製造が容易で、且つ分光及び集光の最適な組み合わせ
による高い表示効率の液晶表示装置を提供することであ
る。
【解決手段】
　青色発光の光源光を、第一のマイクロレンズアレイを
用いて蛍光体に集光し、第二のマイクロレンズアレイを
用いて蛍光光を対応する表示色の画素に集光する。青色
発光の光源光を第一のマイクロレンズアレイを用いて蛍
光体に集光し、第二のマイクロレンズアレイを用いて蛍
光光を対応する表示色の画素に集光する液晶表示装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の基板と、第二の基板と、前記第一の基板と第二の基板間に挟持された液晶層と、
を有する液晶パネルと、
　青色光を出射する光源と、
　前記液晶パネルと前記光源間に配置され、複数のレンズが配置された第一のマイクロレ
ンズアレイと、複数のレンズが配置された第二のマイクロレンズアレイと、前記第一のマ
イクロレンズアレイと前記第二のマイクロレンズアレイ間に配置された蛍光体層と、を有
する光変換層と、を有する液晶表示装置。
【請求項２】
　請求項１記載の液晶表示装置において、
　前記光変換層の前記第一のマイクロレンズアレイは、前記光源からの青色光を前記蛍光
体層に集光する機能を有し、
　前記光変換層の前記第二のマイクロレンズアレイは、前記蛍光体層から出射された蛍光
光、または前記光源からの青色光を、前記液晶パネル内の対応する画素に集光する機能を
有する液晶表示装置。
【請求項３】
　請求項２記載の液晶表示装置において、
　前記光源と前記光変換層間に配置され、前記光源からの青色光を前記光変換層へ出射す
る導光体を有する液晶表示装置。
【請求項４】
　請求項２記載の液晶表示装置において、
　前記第一のマイクロレンズアレイの前記複数のレンズの断面形状は、前記光源が配置さ
れた側に対して凸形状であり、
　前記第二のマイクロレンズアレイの前記複数のレンズの断面形状は、前記液晶パネルが
配置された側に対して凸形状である液晶表示装置。
【請求項５】
　請求項２記載の液晶表示装置において、
　前記液晶パネルは、複数の画素と、カラーフィルタとを有し、
　前記蛍光体層は、赤色蛍光体と、緑色蛍光体とを有し、前記複数の画素の各画素に位置
する前記カラーフィルタの色に対応して前記赤色蛍光体、前記緑色蛍光体が配置された液
晶表示装置。
【請求項６】
　請求項２記載の液晶表示装置において、
　前記第一のマイクロレンズアレイと前記第二のマイクロレンズアレイは同一の平面分布
を示す液晶表示装置。
【請求項７】
　請求項３記載の液晶表示装置において、
　前記光源は、青色発光素子を有し、
　前記青色発光素子は、前記導光体の一方側面に配置され、
　前記導光体は、ホログラムまたはブレーズグレーティングが配置され、
　前記ホログラムまたはブレーズグレーティングは、前記青色発光素子の発光を面状光源
に変換して前記液晶パネルの法線方向に向かわせる液晶表示装置。
【請求項８】
　請求項２記載の液晶表示装置において、
　前記蛍光体層は、前記第一のマイクロレンズアレイの焦点位置に配置された液晶表示装
置。
【請求項９】
　請求項２記載の液晶表示装置において、
　前記蛍光体層は、前記第二のマイクロレンズアレイの焦点位置よりも前記第二のマイク
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ロレンズアレイから離れた位置に配置された液晶表示装置。
【請求項１０】
　請求項２記載の液晶表示装置において、
　前記第一のマイクロレンズアレイ及び前記第二のマイクロレンズアレイの前記複数のレ
ンズのレンズ間に平坦部を有し、前記第一のマイクロレンズアレイと前記第二のマイクロ
レンズアレイ間に配置され、前記平坦部に対応する位置に平坦部吸収層若しくは平坦部反
射層を配置した液晶表示装置。
【請求項１１】
　請求項１記載の液晶表示装置において、
　前記光変換層と前記液晶パネルの位置合わせのためのマークを、前記光変換層上及び前
記液晶パネル上に形成した液晶表示装置。
【請求項１２】
　請求項２記載の液晶表示装置において、
　前記光変換層は、第三の基板を有し、
　前記第一のマイクロレンズアレイと前記第二のマイクロレンズアレイは、前記第三の基
板の異なる側に互いに形成され、前記蛍光体層は、前記第三の基板上に形成された液晶表
示装置。
【請求項１３】
　請求項２記載の液晶表示装置において、
　前記液晶パネルは、複数の画素を有し、前記画素内は、櫛歯状またはスリット状の画素
電極と、前記画素全面にわたって形成されたべた状の共通電極を有する液晶表示装置。
【請求項１４】
　請求項２記載の液晶表示装置において、
　前記液晶パネルは、複数の画素を有し、前記複数の各画素は、透過表示部と反射表示部
を有する液晶表示装置。
【請求項１５】
　第一の基板と、第二の基板と、前記第一の基板と第二の基板間に挟持された液晶層と、
を有する液晶パネルと、
　前記液晶パネルを挟持する一対の偏光板と、
　青色光を出射する光源と、
　前記液晶パネルと前記光源間に配置された導光体と、
　前記液晶パネルと前記導光体間に配置され、複数のレンズが配置された第一のマイクロ
レンズアレイと、複数のレンズが配置された第二のマイクロレンズアレイと、前記第一の
マイクロレンズアレイと前記導光体間に配置された蛍光体層と、を有する光変換層と、
　前記導光体と前記蛍光体層間に蛍光体光反射層と、を有し、
　前記一対の偏光板の一方の偏光板は、前記第一のマイクロレンズアレイと前記第二のマ
イクロレンズアレイ間に配置された液晶表示装置。
【請求項１６】
　請求項１５記載の液晶表示装置において、
　前記光変換層の前記第一のマイクロレンズアレイは、前記光源から前記導光体を介して
青色光を前記蛍光体層に集光する機能を有し、
　前記光変換層の前記第二のマイクロレンズアレイは、前記蛍光体層から前記一方の偏光
板を介して出射された蛍光光、または前記光源からの青色光を、前記液晶パネル内の対応
する画素に集光する機能を有する液晶表示装置。
【請求項１７】
　請求項１５記載の液晶表示装置において、
　前記第一のマイクロレンズアレイの前記複数のレンズの断面形状は、前記液晶パネルが
配置された側に対して凸形状であり、
　前記第二のマイクロレンズアレイの前記複数のレンズの断面形状は、前記光源が配置さ
れた側に対して凸形状である液晶表示装置。
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【請求項１８】
　請求項１５記載の液晶表示装置において、
　前記導光体は、ブレーズグレーティングを有する液晶表示装置。
【請求項１９】
　請求項１５記載の液晶表示装置において、
　前記液晶パネルは、複数の画素を有し、前記画素内は、櫛歯状またはスリット状の画素
電極と、前記画素全面にわたって形成されたべた状の共通電極を有する液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示効率の良い液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話に代表される携帯型情報機器は通信速度を高速化しながら多機能化，高機能化
していくことが予想され、大容量の画像情報に対応する必要があることから、高画質であ
ること、高精細表示が可能であることが要求される。高画質に関してより具体的には、高
コントラスト，高色再現性，広視野角，屋外視認性が挙げられる。また、限られた重量と
容積に多種のデバイスを組み込むことから、薄型，軽量，低消費電力も要求される。
【０００３】
　携帯型情報機器は多様な環境下で用いられるが、明るい環境の極限として真夏の直射日
光下が、暗い環境の極限として暗室が挙げられる。これら多様な環境の全般において比較
的良好な表示を得るために、１画素内に透過領域と反射領域を有する半透過型液晶表示装
置が用いられることが多い。
【０００４】
　液晶表示装置の光源には白色発光ダイオードが用いられており、これは青色発光ダイオ
ードの発光を黄色発光の蛍光体に通し、両者の発光の混色により白色としたものである。
また、液晶表示装置の液晶パネル内部には光吸収性のカラーフィルタを備え、光シャッタ
ーである液晶表示装置と組み合わせてカラー表示を行う。
【０００５】
　また液晶表示装置には光吸収性の部材が用いられており、液晶表示装置の表示効率低下
の要因になっている。光吸収性の部材のなかでも偏光板とカラーフィルタの光吸収率がと
りわけ高いが、いずれも液晶表示装置の表示原理の根幹を成すものである。
【０００６】
　液晶表示装置の表示効率を向上するため、各種の光学素子が考案されている。先ほどの
半透過液晶表示装置との関連では、マイクロレンズの使用が考えられている。即ち、半透
過液晶では一画素中の面積分割された一部分が透過表示部であり、主に反射表示部からな
る他の部分に入射した光は大部分が利用されない。マイクロレンズを用いて光源光を透過
表示部に集光すれば、原理上は光源光の大部分を有効利用できるはずである。
【０００７】
　あるいはまた、蛍光体による色変換の使用が考えられている。即ち、光源光を紫外光も
しくは青色光にし、蛍光体を用いて赤色光，緑色光，青色光に変換する。その後に対応す
るカラーフィルタに入射すれば、原理上はカラーフィルタによる光吸収を低減できるはず
である。蛍光体のほかにも、例えばホログラムを用いて白色光源を赤色光，緑色光，青色
光に分光して、対応するカラーフィルタに入射しても原理上同様の効果が得られるはずで
ある。
【０００８】
　マイクロレンズとホログラムを用いた液晶表示装置の表示効率向上は、例えば、特許文
献１，特許文献２に記載されている。また、側面に配置された発光ダイオードの青色光を
、蛍光体を用いて赤色光，緑色光，青色光に変換する効率向上については、特許文献３に
記載されている。
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【０００９】
【特許文献１】特開２００３－１５１２１号公報
【特許文献２】特開２００３－１５１２２号公報
【特許文献３】特開２００５－３５３６５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記従来技術のようにマイクロレンズとホログラムを用いる場合、マイクロレンズは光
源光のコリメート性が高くなければ十分な集光ができなく、且つホログラム，マイクロレ
ンズ，液晶パネルの３者の位置合わせが必要であり、製造が困難である。また蛍光体を用
いる場合、蛍光体は光源光を吸収して発光する過程で偏光を解消し、かつ光を散乱する性
質を有する。これらの性質を考慮した上で、光源から液晶パネルまでを含む全体設計をし
なければ、所望の表示効率向上の効果が得られない。
【００１１】
　本発明の目的は、このような課題に鑑み、分光及び集光の最適な組み合わせによる高い
表示効率の液晶表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明では、上記目的を解決するために、第一の基板と、第二の基板と、第一の基板と
第二の基板間に挟持された液晶層と、を有する液晶パネルと、青色光を出射する光源と、
液晶パネルと光源間に配置され、複数のレンズが配置された第一のマイクロレンズアレイ
と、複数のレンズが配置された第二のマイクロレンズアレイと、第一のマイクロレンズア
レイと第二のマイクロレンズアレイ間に配置された蛍光体層と、を有する光変換層と、を
有する構成とする。
【００１３】
　また、光変換層の第一のマイクロレンズアレイは、光源からの青色光を蛍光体層に集光
する機能を有し、光変換層の第二のマイクロレンズアレイは、蛍光体層から出射された蛍
光光、または光源からの青色光を、液晶パネル内の対応する画素に集光する機能を有する
構成とする。
【００１４】
　また、第一のマイクロレンズアレイの複数のレンズの断面形状は、光源が配置された側
に対して凸形状であり、第二のマイクロレンズアレイの複数のレンズの断面形状は、液晶
パネルが配置された側に対して凸形状である構成とする。
【００１５】
　また、光源は、青色発光素子を有し、その青色発光素子は、導光体の一方側面に配置さ
れ、導光体は、ホログラムまたはブレーズグレーティングが配置され、ホログラムまたは
ブレーズグレーティングは、青色発光素子の発光を面状光源に変換して液晶パネルの法線
方向に向かわせる構成とする。
【００１６】
　また、第一の基板と、第二の基板と、第一の基板と第二の基板間に挟持された液晶層と
、を有する液晶パネルと、液晶パネルを挟持する一対の偏光板と、青色光を出射する光源
と、液晶パネルと光源間に配置された導光体と、液晶パネルと導光体間に配置され、複数
のレンズが配置された第一のマイクロレンズと、複数のレンズが配置された第二のマイク
ロレンズアレイと、第一のマイクロレンズアレイと導光体間に配置された蛍光体層と、を
有する光変換層と、導光体と蛍光体層間に蛍光体光反射層と、を有し、一対の偏光板の一
方の偏光板は、第一のマイクロレンズアレイと第二のマイクロレンズアレイ間に配置され
た構成とする。
【００１７】
　また、第一のマイクロレンズアレイの複数のレンズの断面形状は、液晶パネルが配置さ
れた側に対して凸形状であり、第二のマイクロレンズアレイの複数のレンズの断面形状は
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、光源が配置された側に対して凸形状である構成とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、分光及び集光の最適な組み合わせによる高い表示効率の液晶表示装置
が提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下図面を用いて各実施例を説明する。
【実施例１】
【００２０】
　本発明の液晶表示装置の主要な構成部材とその機能を、図１に模式的に示す。
【００２１】
　図１に記載の液晶表示装置は、導光体３２，光変換層，液晶表示パネルが順次積層され
ており、導光体３２の側面には青色光を出射する光源３１が配置されている。光源３１は
青色発光素子（青色ＬＥＤ）であり、可視光域の中でも短波長域の青色光を発光する。導
光体３２はホログラムやブレーズグレーティング（回折格子）などの分散素子を備え、そ
の反射作用や回折作用により一方側面に配置された光源３１からの青色光を液晶表示パネ
ルの基板法線方向に向ける作用を有する。
【００２２】
　図１中では、青色の光の光路を実線で、緑色の光の光路を一点鎖線で、赤色の光の光路
を破線で示した。光変換層は、青色の光源光の一部を緑色光，赤色光に変換する。液晶表
示パネルは複数の画素を有し、それぞれ青色表示，赤色表示，緑色表示を行うが、光変換
層は各表示色の画素に対応する色の光を集光する作用を有する。
【００２３】
　なお本実施例では、光変換層は、複数のレンズが配置された第一のマイクロレンズアレ
イ１２ａと、第三の基板１１ｃと、蛍光体層(緑色の蛍光体１６ｇ，赤色の蛍光体１６ｒ)
と、複数のレンズが配置された第二のマイクロレンズアレイ１２ｂとが順次積層されて形
成された構成である。また液晶パネルは、一対の基板（第一の基板１１ａ，第二の基板
１１ｂ）と、その一対の基板で挟持された液晶層１０と、一対の基板を挟持する一対の偏
光板（第一の偏光板１５ａ，第二の偏光板１５ｂ）と、カラーフィルタ（青のカラーフィ
ルタ１３ｂ，緑のカラーフィルタ１３ｇ，赤のカラーフィルタ１３ｒ）と、ブラックマト
リクス１４とを有する構成とする。
【００２４】
　図２に液晶表示パネルの１画素の断面図の一例を示す。液晶表示パネルは第一の基板
１１ａと第二の基板１１ｂと液晶層１０からなり、第一の基板１１ａと第二の基板１１ｂ
は液晶層１０を挟持する。第一の基板１１ａと第二の基板１１ｂは液晶層１０に近接する
面上に液晶層１０の封入された液晶分子１０′の配向状態を安定化するための一対の配向
膜（第一の配向膜１７ａ，第二の配向膜１７ｂ）を備える。また、第一の基板１１ａと第
二の基板１１ｂの一方もしくは両方に液晶層１０に電圧を印加するための手段を備える。
【００２５】
　第一の基板１１ａは透明性に優れ、かつイオン性不純物の含有が少ないホウケイサンガ
ラス製であり、厚さは約４００ｎｍである。第一の基板１１ａは液晶層１０に近接する側
より第一の配向膜１７ａ，平坦化膜，カラーフィルタ１３，ブラックマトリクス１４が積
層されている。第一の配向膜１７ａはポリイミド系の有機高分子膜であり、ラビング方法
により配向処理されており、液晶層１０に約２度のプレチルト角を付与する所謂水平配向
膜である。カラーフィルタ１３は赤色，緑色，青色を呈するストライプ状の各部分が繰り
返し配列された平面構造を有する。ブラックマトリクス１４は黒色レジストからなり、画
素境界部に対応するように格子状の平面分布構造を有する。
【００２６】
　第二の基板１１ｂは第一の基板１１ａ同様ホウケイサンガラス製であり、厚さは約400
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μｍである。第一の基板１１ａは液晶層１０に近接する側より順に、主に第二の配向膜
１７ｂ，画素電極１９，層間絶縁膜，共通電極１８，走査配線，信号配線，アクティブ素
子２０、を備える。第二の配向膜１７ｂは、第一の配向膜１７ａと同様にポリイミド系の
有機高分子膜である。画素電極１９と共通電極１８はいずれも透明性と導電性を兼ね備え
たインジウム錫酸化物（Indium Tin Oxide、ＩＴＯ）であり、層厚は１００ｎｍである。
両者は窒化珪素（ＳｉＮ）製の層間絶縁膜によって隔たれており、層間絶縁膜の層厚は
５００ｎｍである。画素電極１９の平面形状は櫛歯状であるのに対し、共通電極１８は各
画素の全面に渡って分布しており、電圧印加時に画素電極１９と共通電極１８の間にはア
ーチ状の電界が形成される。アーチ状の電界は液晶層１０に平行な成分を有する所謂横電
界であり、電界は近接する液晶層中にはみ出して分布することにより、液晶層１０の液晶
分子の配向状態を変形するＩＰＳ（In Plane Switching）方式液晶表示パネルである。
ＩＰＳ方式液晶表示パネルでは電圧印加に伴う液晶層のチルト角増大が少ないため、視角
方向での階調表示特性に優れた広視野角の表示が得られる。画素電極１９と共通電極１８
が重畳する部分は液晶層１０に対して並列に結合しているため、保持容量として機能する
。
【００２７】
　信号配線と走査配線は互いに交差し、信号配線と走査配線の交差部の近傍にはそれぞれ
アクティブ素子２０を有し、画素電極１９と１対１に対応している。画素電極１９にはコ
ンタクトホール２１によりアクティブ素子２０を介して信号配線より電位が付与され、ア
クティブ素子２０の動作は走査配線により制御される。アクティブ素子２０は薄膜トラン
ジスタであり、そのチャネル部は電子移動度の比較的高いポリシリコン層から成る。ポリ
シリコン層はＣＶＤ(Chemical Vapor Deposition) 法で形成したアモルファスシリコン層
をレーザー光線で加熱焼成して形成される。各画素電極は互いに独立制御され、図３に示
したように長方形状であり、かつ第二の基板１１ｂ上に格子状に配置されている。
【００２８】
　液晶層１０は室温を含む広い温度範囲でネマチック相を示し、液晶分子の配向方向の誘
電率がその垂直方向よりも大きい正の誘電率異方性を示す。なおかつ、液晶層１０は高抵
抗を示すので、アクティブ素子２０がオフとなる保持期間中においても電圧低下が十分に
少ない。第一の配向膜１７ａと第二の配向膜１７ｂのラビング処理方向を反平行としたこ
とにより、液晶層１０をホモジニアス配向とする。その配向方向は信号電極（櫛歯状）の
櫛歯方向に対して１５度を成し、電圧印加時に発生する横電界に対して７５度をなす。
【００２９】
　第一の基板１１ａと第二の基板１１ｂの外側には第一の偏光板１５ａと第二の偏光板
１５ｂを配置し、一対の基板を挟持しており、第一の偏光板１５ａと第二の偏光板１５ｂ
はヨウ素系色素を含み、その２色性で自然光を直線偏光に変換する。ヨウ素系色素の配向
方向が吸収軸であり、第一の偏光板１５ａと第二の偏光板１５ｂの吸収軸は互いに直交し
、かつ第一の偏光板１５ａの吸収軸は液晶配向方向に平行である。
【００３０】
　光変換層は、図１に示したように導光体３２に近接する側より第一のマイクロレンズア
レイ１２ａ，第三の基板１１ｃ，蛍光体１６，第二のマイクロレンズアレイ１２ｂが順次
積層された構造である。第一のマイクロレンズアレイ１２ｂは第三の基板１１ｃ上にスト
ライプ状に分布しており、押し型加工，印刷法、もしくはフォトリソグラフィーにより形
成する。押し型加工では第三の基板１１ｃ上に樹脂層を形成，過熱して軟化させた状態で
金型を押し当てて、凸状断面を形成する。印刷法では、溶融状態にある樹脂もしくは樹脂
溶液を滴下して形成する。フォトリソグラフィーではレジストをストライプ状に加工した
後、これを加熱溶融させ、メニスカスを形成した状態で焼成して固化する。このうち、金
型を用いた押し型加工は最も加工精度が高いとう特徴を有し、集光性に優れたマイクロレ
ンズを作成可能である。また、印刷法は最も低コストであり、多品種対応が可能である。
【００３１】
　蛍光体１６は、第一のマイクロレンズアレイ１２ａの焦点を中心とした領域に形成する
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。具体的には、第一のマイクロレンズアレイ１２ａはその焦点が第二のマイクロレンズア
レイ１２ｂが近接する第三の基板１１ｃの平面上に位置するように設計する。すなわち、
第三の基板１１ｃ法線に平行な方向から第一のマイクロレンズアレイ１２ａに単色の平行
光を入射した場合、理想的には第二のマイクロレンズアレイ１２ｂが近接する第三の基板
１１ｃの平面上に集光する。この時、第二のマイクロレンズアレイ１２ｂが近接する第三
の基板１１ｃの平面上の、光源からの青色光が集光する部分を中心とした領域に蛍光体を
形成する。
【００３２】
　蛍光体層は光源３１である青色光を吸収して蛍光を発光する必要があり、青色光を吸収
する有機蛍光体，無機蛍光体がそれぞれ開発されている。青色吸収の緑色発光無機蛍光体
には、例えば(Ｙ，Ｇｄ)3(Ａｉ，Ｇａ)5Ｏ12：Ｔｂ3+が利用可能である。青色吸収の赤色
発光無機蛍光体には、例えば(Ｃａ，Ｓｒ，Ｚｎ)Ｓ：Ｅｕ3+，(Ｙ，Ｇｄ)2Ｏ2Ｓ：Ｅｕ3+

が利用可能である。青色吸収の緑色発光有機蛍光体には、例えばクマリン系色素やナフタ
ルイミド系色素が利用可能である。青色吸収の赤色発光有機蛍光体には、例えばピリミジ
ン系色素，ローダミン系色素，オキサジン系色素が利用可能である。現状では有機蛍光体
の方が高い発光効率を示す傾向にあるが、耐候性では無機蛍光体の方が優れている。
【００３３】
　青色表示には青色発光の光源光をそのまま用いることができるので、青色表示画素に相
当する第一のマイクロレンズアレイ１２ａの焦点上には蛍光体を配置しなくても良い。こ
の場合、蛍光体層は赤色の蛍光体１６ｒと緑色の蛍光体１６ｇだけで構成する。あるいは
また、青色表示の色調を変えるために、青色表示画素に相当する第一のマイクロレンズア
レイ１２ａの焦点上に青色のカラーフィルタを配置しても良い。
【００３４】
　蛍光体層の上面に平坦化膜を形成した後に第二のマイクロレンズアレイ１２ｂを形成す
る。図３（ａ）に示した様に、蛍光体１６の位置が第二のマイクロレンズアレイ１２ｂの
焦点と一致すれば、蛍光体層の光は第二のマイクロレンズアレイ１２ｂにより平行光に変
換される。図３（ｂ）に示した様に、蛍光体１６の位置がその焦点よりも第二のマイクロ
レンズアレイ１２ｂから離れていれば、蛍光体層の光は第二のマイクロレンズアレイ12ｂ
により収束光に変換される。あるいはまた、図３（ｃ）に示した様に、蛍光体１６の位置
がその焦点よりも第二のマイクロレンズアレイ１２ｂに近ければ、蛍光体層の光は第二の
マイクロレンズアレイ１２ｂにより発散光に変換される。
【００３５】
　つまり、対応する画素の中心部に蛍光光を集光するためには、図３（ｂ）に示した様に
蛍光体層は第二のマイクロレンズアレイ１２ｂの焦点位置よりも第二のマイクロレンズア
レイ１２ｂから離れた位置に配置する方がより好ましい。第一のマイクロレンズアレイ
１２ｂの平面分布をストライプ状にしたため、これに対応する第二のマイクロレンズアレ
イ１２ｂの平面分布もストライプ状とした。
【００３６】
　第一のマイクロレンズアレイ１２ａと、蛍光体層と、第二のマイクロレンズアレイ12ｂ
と、第二の基板１１ｂ上の画素と、第一の基板１１ａ上のカラーフィルタの対応関係を図
４，図５に示す。
【００３７】
　図４，図５中に示した画素１９′は、走査配線と信号配線の形成する格子状（マトリク
ス）構造に対応し、かつ共通電極と画素電極が形成する電界の影響が及ぶ範囲の概略を示
している。図４，図５中の破線は、図４，図５に示した液晶表示パネルの表示領域内の左
下端部にある緑色画素の一つに注目し、その上部に配置されたカラーフィルタと、下部に
配置された第二のマイクロレンズアレイ１２ｂ等との対応関係を示している。図５は、カ
ラーフィルタ（青のカラーフィルタ１３ｂ，緑のカラーフィルタ１３ｇ，赤のカラーフィ
ルタ１３ｒ）と蛍光体層（赤色の蛍光体１６ｒ，緑色の蛍光体１６ｇ）は各画素の長辺に
平行なストライプ構造をなし、第一のマイクロレンズアレイ１２ａと第二のマイクロレン
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ズアレイ１２ｂは各画素の短辺に平行なストライプ構造をなす様に配置した例である。図
４はカラーフィルタ（青のカラーフィルタ１３ｂ，緑のカラーフィルタ１３ｇ，赤のカラ
ーフィルタ１３ｒ）は各画素の長辺に平行なストライプ構造をなし、蛍光体層（赤色の蛍
光体１６ｒ，緑色の蛍光体１６ｇ）を四角形のドット状に配置した例である。尚、図４，
図５では青色画素に対応する蛍光体層は配置せず、光源の青色光がそのまま入射するよう
にしている。
【００３８】
　導光体３２に入射した光源光である青色光を、光変換層に向かう平行度の高い平面光源
に変換するために、例えば導光体自体を体積ホログラムとしても良い。即ち、導光体を感
光性部材で形成し、二方向から互いに可干渉なレーザー光線を入射して導光体内部に干渉
を生じさせ、光が強めあう部分で光反応が進行して屈折率が増大する。これにより、導光
体の内部に格子ベクトルｋh で特徴付けられる屈折率の周期的変化を形成する。光源光の
波数ベクトルをｋs とすると、光変換層に向かう出射光の波数ベクトルｋe は、ｋe＝ｋs

＋ｋh を満足する。光源光は側面から導光体に入射し、出射光は導光体の法線方向に向か
うことからｋe とｋs は直交するので、ｋe とｋs とｋh の関係を図示すると図６（ｃ）
に示した様になる。図６（ａ）に示した様に、互いに可干渉なレーザー光線は、同一レー
ザー光源３３からのレーザー光線をハーフミラー３４，ミラー３５等で分岐して参照光
３６と物体光３７を作成し、両者を導光体３２内部で交差させる。一般にレーザー光は径
が小さいため、交差部をスキャンすれば導光体の全面に体積ホログラムを作成可能である
。図６（ｂ）に示した様に、光変換層に向かう出射光を再生光３８，光源光を参照光３６
とみなすことが可能であり、この点において図６（ａ），（ｂ）は一般的なホログラムの
作成方法と同様である。
【００３９】
　ｋe ，ｋs は波長を含んでおり、体積ホログラムの回折角度は波長に依存する。そのた
め、白色光が体積ホログラムに入射すれば波長に応じて角度の異なる光路に分離されるが
、青色発光ＬＥＤは発光スペクトルの半値幅が５０ｎｍ程度と狭く単色光に近いため、全
発光の光路がほぼ同一方向に変換される。
【００４０】
　青色発光素子を有する光源３１を導光体３２側面のある一点に集中して配置すれば、導
光体３２側面に点光源が１つある状態に近似することが可能であり、導光体３２の任意の
点に入射する光源光の方向が一義的に定まる。これを効率的に液晶パネル法線方向に反射
するため、導光体３２にブレーズグレーティングを配置しても良い。図７に示した様に、
ブレーズグレーティング４８を導光体３２底部に配置する場合には、アルミなどの高反射
率の金属層３９を蒸着し、液晶表示パネル法線方向に対して正反射条件を満足する角度に
設定すれば、各ブレーズグレーティング４８から法線方向に光源光が反射されるため、コ
リメート性に優れた平面光源が得られる。このように単色光に近い青色光をホログラムや
ブレーズグレーティングにより光路変換するため、平行度の良好な平面光源が得られる。
そのため、マイクロレンズの集光効果を十分に利用できる。
【００４１】
　以上のように一対のマイクロレンズアレイの間に蛍光体を配置したことにより、蛍光体
を用いながらその光散乱による光路の拡散を防止することができ、なおかつ対応する液晶
パネル上の画素内に集光できる。また青色発光を蛍光体で緑色，赤色に変換し、マイクロ
レンズで対応する表示色の画素に集光することが可能になる。従来の主流な液晶表示装置
では青色発光を黄色蛍光体で一部を黄色の蛍光に変換し、これを赤，青，緑のカラーフィ
ルタで吸収して色表示を行っていた。このうち、特に後者の過程において生じるカラーフ
ィルタの吸収による光損失が大きく、効率低下の原因になっていた。本発明の蛍光体の発
光効率はカラーフィルタの透過効率に比較して高いため、より高効率の表示が得られる。
【実施例２】
【００４２】
　蛍光体層の蛍光は、蛍光体層を中心にして等方的に広がる性質を有する。蛍光体層が発
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した蛍光の典型的な光路のいくつかを図８（ａ）に示す。
【００４３】
　第二のマイクロレンズアレイ１２ｂのある前面に向かう蛍光成分の他にも、第一のマイ
クロレンズアレイ１２ａ側のある後方に向かう蛍光成分も存在する。あるいはまた側面に
向かう蛍光成分も存在し、光変換層の内部で多重反射を繰り返す。これら側面、後方に向
かう蛍光成分は効率低下の原因となり、その他にも迷光となって自らの色と対応しない画
素に入射すれば色純度低下の原因になることもある。
【００４４】
　本実施例では、効率低下と迷光の発生を防ぐために、蛍光体１６の周辺に高反射率の金
属層からなる蛍光体光反射層２２を配置した。側面に向かう蛍光成分が蛍光体光反射層
２２に入射するように、蛍光体１６の側面に蛍光体光反射層２２を配置する。また、後方
からは光源光が入射するが、これを妨げず、かつ後方に向かう蛍光成分がなるだけ多く蛍
光体光反射層２２に入射するように、後方にも部分的に蛍光体光反射層２２を配置する。
【００４５】
　具体的には、図８（ｂ）に示したように、第三の基板１１ｃ平面に対して約４５度の傾
斜を有する蛍光体光反射層２２を、各蛍光体層の周囲に配置する。蛍光体光反射層２２は
高反射率の金属膜で形成する。側面に向かう蛍光成分は蛍光体光反射層２２で反射されて
蛍光体層に戻されるため、側面に向かう光は発生しない。また、後方に向かう光の大部分
も蛍光体光反射層２２で反射されて蛍光体層に戻されるため、効率向上と迷光防止の効果
が得られる。
【実施例３】
【００４６】
　実施例１では、蛍光体層は赤色の蛍光体１６ｒと緑色の蛍光体１６ｇだけで構成した。
あるいはまた図９（ａ）に示した様に、青色表示画素に相当する第一のマイクロレンズア
レイ１２ａの焦点上に青のカラーフィルタ１３ｂを配置した。この場合、赤色光と緑色光
は蛍光であり、蛍光体層を中心に等方的に発光するのに対し、青色光は蛍光体による拡散
を受けない。そのため、液晶パネル通過後における青色光の角度分布が、赤色光や緑色光
と異なる角度分布になることもある。この場合、光源自体が色調の角度変化を有すること
になり、視角変化による表示の色調変化が増大するため好ましくない。
【００４７】
　本実施例では、青色光の角度分布を他の色と一致させるため、図９（ｂ）に示した様に
青色表示画素に相当する第一のマイクロレンズアレイ１２ａの焦点上に光散乱層２３を配
置した。光散乱層２３には、例えば透明微粒子を含有する透明レジストを用いることがで
きる。この場合、フォトリソグラフィーでパターンニングが可能になり、青色表示画素に
相当する第一のマイクロレンズアレイの焦点上に光散乱層２３を選択的に形成できる。
【００４８】
　一般に透明微粒子と透明レジストの屈折率は異なるため、両者の界面で屈折が生じる。
光散乱層２３内の透明微粒子の分散密度や透明微粒子の屈折率，透明レジストの厚さを適
宜調節すれば、光散乱層２３に蛍光体１６と同じ拡散作用を付与することができる。
【００４９】
　以上により、赤色光，緑色光，青色光の角度分布を互いに等しくし、視角変化による表
示の色調変化を低減できる。
【実施例４】
【００５０】
　本発明の液晶表示装置では、各画素の表示色に対応した色の光を入射するため、第一の
基板１１ａ上のカラーフィルタを除いてもカラー表示が可能になる。この場合、第一の基
板の作成プロセスが減少するため、第一の基板１１ａの作成が容易になる。
【００５１】
　印刷法やフォトリソグラフィーで第一のマイクロレンズアレイ１２ａ並びに第二のマイ
クロレンズアレイ１２ｂを作成する場合、複数のレンズの個々のレンズの間に平坦部を形
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成しなければならない。即ち、印刷法では溶融状態若しくは溶液状態の樹脂がメニスカス
を形成してマイクロレンズアレイとなるが、その際近接するメニスカス間に間隙が無けれ
ば２つのメニスカスが表面張力により一つに合体し、個々の画素に対応するマイクロレン
ズアレイが作成できないからである。
【００５２】
　平坦部に入射した青色発光は、蛍光体に入射せずに青色のまま液晶パネルに入射するが
、本実施例のようにカラーフィルタを除いた液晶表示パネルの赤色表示画素，緑色表示画
素に入射すると色純度を低下させる。これを防ぐため、例えば図１０（ａ）に示した様に
、マイクロレンズ間の平坦部にブラックマトリクス等の平坦部吸収層２４を形成する。平
坦部に入射した青色発光はブラックマトリクスにより吸収されるため、青色発光の直接入
射による色再現範囲低下を防ぐことができる。
【００５３】
　あるいはまた、図１０（ｂ）に示した様に平坦部に平坦部反射層２５を形成しても良い
。この場合には、平坦部に入射した青色発光は平坦部反射層２５で反射されるので、青色
発光の直接入射による色再現範囲低下を防ぐことができる。実施例１では迷光の発生を防
ぐため蛍光体光反射層２２を配置したが、蛍光体光反射層２２を平坦部にまで延長して分
布させ、平坦部反射層２５と兼用しても良い。
【００５４】
　液晶表示パネルと光変換層は、対応する画素とマイクロレンズアレイが一致するように
位置合わせして組み合わせる必要があるが、その際には両者に位置合わせマークが必要に
なる。位置合わせマークはより光吸収率の高い層で形成すれば鮮明に観察されて好都合で
あるが、ブラックマトリクス１４に用いる黒色レジストは全可視波長で光吸収するためこ
れに最適である。ブラックマトリクス１４に用いる黒色レジストを利用して、光変換層の
端部に位置合わせマークを形成しても良い。図１１（ｂ）は光変換層の第三の基板１１ｃ
の端部の２箇所に位置合わせマーク４０ｂを形成した例であり、図１１（ａ）はこれに対
応する液晶パネル側の第二の基板１１ｂの端部の２箇所に位置合わせマーク４０ａを形成
した例である。位置合わせ精度を向上するためには二つの位置合わせマークは互いに離れ
ていれば良く、図１１（ａ），（ｂ）では位置合わせマークは概略長方形をした光変換層
および液晶表示パネルの対角線上に離れて配置している。尚、図１１（ａ），（ｂ）では
実際よりも位置合わせマークを大きく描いてある。
【００５５】
　以上のように、本実施例では液晶パネルのカラーフィルタを省略して構造を簡略化した
上で、実施例１と同様の高色純度の表示特性が得られる。
【実施例５】
【００５６】
　実施例１の液晶表示装置において、液晶表示パネルは透過型であったが、本実施例では
これを半透過型液晶表示パネルとした。半透過型液晶表示パネルは一画素内に反射表示部
と透過表示部を有するが、その断面の一例を図１２（ａ）に示す。
【００５７】
　第二の基板１１ｂについては、反射表示部に相当する部分の共通電極１８に、アルミか
らなる反射共通電極１８′を重畳して配置する変更を加えた。第一の基板１１ａについて
は、反射表示部に相当する部分に位相差板２６と段差形成層２７を配置した。位相差板
２６はジアクリル系液晶を光重合して形成する。位相差板２６のリタデーションを３１０
ｎｍにし、段差形成層２７で反射表示部の液晶層１０のリタデーションを１６０ｎｍにし
た。これに加えて、位相差板２６の遅相軸が液晶配向方向となす角を６７.５度 とするこ
とにより、電圧無印加時に反射共通電極１８′に入射する光の偏光状態を円偏光にでき、
反射表示，透過表示ともノーマリクローズ表示にすることができる。
【００５８】
　一画素内を反射表示部と透過表示部に面積分割したことにより、透過表示部の面積が減
少する。しかし、本発明では光変換層で透過表示部に光源光を集光するので、実施例１の
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液晶表示装置に比較して輝度の低下はほとんど無く、その上反射表示が得られるという効
果がある。
【００５９】
　反射表示部では光がカラーフィルタ１３を２回通過するのに対し、透過表示部では１回
だけ通過する。透過表示部と反射表示部の色再現範囲を等しくするためには、反射表示部
と透過表示部のカラーフィルタ１３の吸収率を変えなければならない。具体的には、図
１２（ａ）に示した様に、反射表示部の一部にカラーフィルタ１３の存在しないカラーフ
ィルタ開口部１３ｈを配置することにより、反射表示部の面積平均した吸収率を低下して
いる。しかし、カラーフィルタ開口部１３ｈの面積が設計値から外れた場合に、反射表示
のカラーバランスが崩れるなどの困難があった。
【００６０】
　本発明では、透過表示部の色表示は光源光の着色で決定されるため、原理的には透過表
示部にカラーフィルタ１３を必要としない。そのため、反射表示向けに吸収率を最適化し
た反射表示用カラーフィルタ１３′を、図１２（ｂ）に示した様に反射表示部と透過表示
部を含む画素内の全面に均一に配置することが可能になる。
【００６１】
　反射表示用の低吸収率のカラーフィルタでは、各画素の表示色と異なる色の迷光が入射
した場合に充分に吸収しきれず、色再現範囲の低下を生じる。この場合には、実施例３と
同様にブラックマトリクスを配置した色変換層を用いることにより、迷光による色再現範
囲の低下を防ぐことができる。
【００６２】
　反射表示部に位相差板２６を内蔵したことにより、液晶表示パネルの第一の基板１１ａ
および第二の基板１１ｂに貼り付ける光学部材は第一の偏光板１５ａと、第二の偏光板
１５ｂのみとなる。液晶表示装置全体を薄型化できるという長所を有する。
【００６３】
　反射表示部は周囲から入射する光を反射して表示を行うため、コントラスト比は明るさ
によらず一定である。透過表示ではバックライト光に比較して周囲から入射する光が強い
場合には界面反射によりコントラスト比が低下するが、反射表示ではこの様な場合でもコ
ントラスト比の低下が生じない。そのため、日中の屋外など明るい環境下では透過表示よ
りも良好な表示が得られる。
【００６４】
　以上のように、本実施例では液晶表示パネルを半透過型としたことにより、実施例１と
同様の透過表示輝度を確保した上で、明所における視認性を向上できる。
【実施例６】
【００６５】
　本実施例では他の実施例とは構造が異なる光変換層の一例を示す。実施例１では液晶表
示パネルを構成する第一の基板１１ａと第二の基板１１ｂの他に、光変換層に別途第三の
基板１１ｃを用いた。本実施例では第三の基板１１ｃを用いずに、第一のマイクロレンズ
アレイ１２ａと蛍光体層を導光体上に形成し、第二のマイクロレンズアレイ１２ｂを第二
の基板１１ｂ上に形成した。
【００６６】
　本実施例の液晶表示装置の一構成例を図１３（ａ）に示す。蛍光体層と蛍光体光反射層
２２を導光体上面に配置しており、蛍光体層の上層に液晶パネルが配置された側に対して
断面が凸形状のレンズを有する第一のマイクロレンズアレイ１２ａを配置している。導光
体３２側面の光源３１を発した青色光は、導光体３２の内部を多重反射するうちに蛍光体
層に入射して蛍光となる。蛍光は蛍光体層を中心に等方的に広がるが、蛍光体層は第一の
マイクロレンズアレイ１２ａの焦点に位置しており、蛍光のうち前方に向かう成分は第一
のマイクロレンズアレイ１２ａに入射して、これにより平行光に変換される。後方に向か
う成分の一部と側面に向かう成分は蛍光体光反射層２２によって反射されて前方に向かい
、その後第一のマイクロレンズアレイ１２ａに入射して平行光に変換される。蛍光は第二
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の偏光板１５ｂを通過してその後、導光体３２が配置された側に対して断面が凸形状のレ
ンズを有する第二のマイクロレンズアレイ１２ｂに入射する。ここで第二のマイクロレン
ズアレイ１２ｂによる集光作用を受け、対応する画素の中央部に集光される。この場合、
第二のマイクロレンズアレイ１２ｂはほぼ平行光となって入射した蛍光を、第二の基板
１１ｂを介して存在する画素中心近傍に集光する。そのため、第二のマイクロレンズアレ
イ１２ｂの焦点距離は第一のマイクロレンズアレイ１２ａに比較して著しく長いことが特
徴である。
【００６７】
　この場合、液晶表示パネルと導光体３２の位置合わせが必要になるので、導光体３２の
端部と液晶表示パネルの端部に位置合わせマークを形成しても良い。これは上述した図
１１（ａ）（ｂ）と同様である。
【００６８】
　光源３１からの青色光の蛍光体層への入射効率を向上するためには、図１３（ｂ）に示
した様に蛍光体層の下面にブレーズグレーティング４８を配置する。実施例１にて説明し
たように、ブレーズグレーティング４８は光源光を導光体３２の法線方向に反射する様に
設計可能である。ブレーズグレーティング４８の直上に蛍光体層が有れば、ブレーズグレ
ーティング４８で反射した光源光が蛍光体層に直接入射することになる。
【００６９】
　図１３（ａ），（ｂ）では青色表示画素に対応する光変換層には上述した光散乱層を配
置していないが、実施例３で説明したのと同様の理由により、光源自体が色調の角度変化
を示す場合がある。本実施例の構成においても、青色表示画素に対応する光変換層に光散
乱層を配置すれば、同様にして光源自体が色調の角度変化を解消できる。
【００７０】
　本実施例では第二のマイクロレンズアレイ１２ｂの外側に光学フィルムを貼り付けるが
、凹凸面上に貼り付けるため、粘着力不足になる場合がある。第二の偏光板１５ｂをグリ
ッドワイア偏光板として液晶パネルの内側に配置すれば、第二のマイクロレンズアレイ
１２ｂ上に光学部材を貼り付ける必要がなくなる。グリッドワイア偏光板は光の波長以下
のピッチでスリットを形成した金属膜であり、スリットの垂直方向には金属膜の自由電子
が動けないことから、スリット方向の直線偏光成分を反射し、スリット垂直方向の直線偏
光成分を通過する性質を示す。
【００７１】
　以上の様に、第三の基板１１ｃを用いないより薄型軽量な構造にて、実施例１と同様に
高効率の液晶表示装置を実現した。
【実施例７】
【００７２】
　実施例１では第一のマイクロレンズアレイ１２ａと第二のマイクロレンズアレイ１２ｂ
をストライプ状に形成したが、マイクロレンズアレイの形状はこれに限定されず、例えば
個々のマイクロレンズを球面にしてハニカム状に配列しても良い。
【００７３】
　図１４は第一のマイクロレンズアレイ１２ａと蛍光体層と第二のマイクロレンズアレイ
１２ｂと画素とカラーフィルタの分布を法線方向から観察した図である。第一のマイクロ
レンズアレイ１２ａと第二のマイクロレンズアレイ１２ｂの形状はいずれも円状とし、第
一のマイクロレンズアレイ１２ａの中心と、これより小さい正方形ドット状の蛍光体層の
分布の中心と、第二のマイクロレンズアレイ１２ｂの中心が法線方向から見て一致するよ
うに積層した。一方で、画素とカラーフィルタはストライプ配列である。この場合にも、
図１４に示した様にマイクロレンズアレイの繰り返し周期を画素短辺の長さの２倍にすれ
ば組み合わせることが可能である。各画素内において蛍光および光源光が集光される部分
は画素中心からずれることになるが、マイクロレンズアレイの集光作用が充分であれば、
各色の蛍光および光源光を対応する表示色の画素に集光できる。
【００７４】
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　ストライプ配列の長方形画素に円形ハニカム配列のマイクロレンズアレイを組み合わせ
、かつ各画素を半透過型とすることも考えられる。この場合には、各画素内において蛍光
および光源光が集光される部分に透過表示部を配置すべきであり、図１５に示した様に透
過部画素電極１９ｔを画素中心からずらした位置に互い違いに配置した。これにより、一
画素の一定割合を反射型表示とした半透過型液晶でありながらも、全透過型と同様の透過
表示効率を得ることができる。
【００７５】
　図１４，図１５に示したストライプ配列画素の他にも、各画素の形状を正方形にしてか
つデルタ配列にした場合には、ハニカム配列の方が一画素に集められる光量が増大して効
率が向上するためより好ましい。
【実施例８】
【００７６】
　実施例１では液晶表示パネルを互いに異なる層に形成された櫛歯状の画素電極１９と平
面ベタ状の共通電極１８間に電界を印加するＩＰＳ方式液晶表示パネルとした。これ以外
にも、櫛歯状の画素電極と櫛歯状の共通電極の間に横電界を形成するＩＰＳ方式液晶表示
パネルとしても良い。この場合にも、実施例１と同様に視角方向での階調表示特性に優れ
た広視野角の表示が得られる。
【００７７】
　あるいはまた、共通電極１８を第一の基板１１ａの液晶層１０に近接する面上に形成し
、共通電極１８と画素電極１９をいずれも平面状とし、第一の基板１１ａ並びに第二の基
板１１ｂの法線方向に電界を印加する所謂縦電界方式としても良い。液晶層１０はツイス
ト角が９０度のツイステッドネマチック方式でも良く、ホモジニアス配向の電界複屈折方
式にしても良い。ＩＰＳ方式のような微細な電極加工が不必要なため、量産性に優れてい
る。縦電界方式を半透過表示とするには、第一の基板１１ａと第一の偏光板１５ａ、並び
に第二の偏光板１５ｂと第二の基板１１ｂの間に複数の位相差板を配置して、かつ暗表示
時に反射電極に到達する光の偏光状態が円偏光になるように遅相軸角度とΔｎｄを設定す
れば良い。これにより、液晶表示パネルの内側に位相差層を形成せずに半透過表示が得ら
れるという利点がある。
【００７８】
　各色の蛍光並びに光源光を対応する表示色の画素に選択的に入射することにより、これ
らの液晶表示パネルとの組み合わせにおいてもより高効率の表示が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】第三の基板を用いて光変換層を構成した際の主要な構成部材とその機能を示す断
面図である。
【図２】実施例１における透過型液晶表示パネルの１画素の断面図である。
【図３】第二のマイクロレンズアレイの焦点と蛍光層の位置関係を変えた時の光路の変化
を示す図である。
【図４】第一のマイクロレンズアレイと、蛍光体層と、第二のマイクロレンズアレイと、
第二の基板上の画素と、第一の基板上のカラーフィルタの対応関係を示す図である。
【図５】第一のマイクロレンズアレイと、蛍光体層と、第二のマイクロレンズアレイと、
第二の基板上の画素と、第一の基板上のカラーフィルタの対応関係を示す図である。
【図６】導光体を体積ホログラムとした際の作成方法と光路を示す図である。
【図７】ブレーズグレーティングを導光体底部に配置した状態とその作用を示す図である
。
【図８】蛍光体層を発した光の光路と蛍光体反射層の作用を示す図である。
【図９】青色表示画素に相当する第一のマイクロレンズアレイの焦点上に青色のカラーフ
ィルタもしくは光散乱層を配置した光変換層の断面図である。
【図１０】平坦部吸収層，平坦部反射層を形成した光変換層の構成を示す断面図である。
【図１１】液晶表示パネルと光変換層に位置合わせマークを配置した例を示す平面図であ
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る。
【図１２】半透過型液晶表示パネルの１画素の断面図である。
【図１３】第三の基板を用いないで光変換層を構成した際の主要な構成部材とその機能を
示す断面図である。
【図１４】円形のマイクロレンズアレイをハニカム配列した際の画素との組み合わせを示
す図である。
【図１５】円形のマイクロレンズアレイをハニカム配列した際の半透過画素との組み合わ
せを示す図である。
【符号の説明】
【００８０】
１０　液晶層
１０′　液晶分子
１１ａ　第一の基板
１１ｂ　第二の基板
１２ａ　第一のマイクロレンズアレイ
１２ｂ　第二のマイクロレンズアレイ
１３　カラーフィルタ
１３ｒ　赤のカラーフィルタ
１３ｇ　緑のカラーフィルタ
１３ｂ　青のカラーフィルタ
１３ｈ　カラーフィルタ開口部
１３′　反射表示用カラーフィルタ
１４　ブラックマトリクス
１５ａ　第一の偏光板
１５ｂ　第二の偏光板
１６　蛍光体
１６ｒ　赤色の蛍光体
１６ｇ　緑色の蛍光体
１７ａ　第一の配向膜
１７ｂ　第二の配向膜
１８　共通電極
１８′　反射共通電極
１９　画素電極
１９ｔ　透過部画素電極
２０　アクティブ素子
２１　コンタクトホール
２２　蛍光体光反射層
２３　光散乱層
２４　平坦部吸収層
２５　平坦部反射層
２６　位相差板
２７　段差形成層
３１　光源
３２　導光体
３３　レーザー光源
３４　ハーフミラー
３５　ミラー
３６　参照光
３７　物体光
３８　再生光
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３９　金属層
４０ａ，４０ｂ　位置合わせマーク
４８　ブレーズグレーティング

【図１】
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