(19)日本国特許庁（ＪＰ）

(12)

公開特許公報（Ａ）

(11)特許出願公開番号

特開2003−91009
(43)公開日
(51)Int.Cl.
G02F

７

1/1337

識別記号

ＦＩ

505

G02F

1/1343

（Ｐ２００３−９１００９Ａ）
平成15年３月28日(2003.3.28)
テーマコート゛ (参考)

1/1337

505

1/1343

2H092

審査請求 有
(21)出願番号

特願2001−285342(Ｐ2001−285342)

(22)出願日

平成13年９月19日(2001.9.19)

(71)出願人

2H090

請求項の数３

ＯＬ （全６頁）

391012279
富山大学長
富山県富山市五福3190番地

(72)発明者

岡田 裕之
富山県富山市長江本町18−１−14

(72)発明者

大野 洋
富山県富山市五福１区5685−２ ラナーズ
五福202

(72)発明者

女川 博義
富山県富山市有沢77−２

(74)代理人

100058479
弁理士

鈴江 武彦 （外５名）
最終頁に続く

(54)【発明の名称】液晶表示素子
(57)【要約】
【課題】視野角特性の偏りを改善する一方でしきい特性
を制御可能にする。
【解決手段】液晶表示素子はネマチック液晶材料を含む
液晶層と、このネマチック液晶材料の液晶分子を略垂直
に配向させて挟持する光透過性電極基板１１，１２と、
電極基板１１，１２上にそれぞれ形成され液晶分子の配
列を制御する電場を液晶層１３に印加する円形電極ＥＬ
１，ＥＬ２とを備える。特に、円形電極ＥＬ１，ＥＬ２
はこの電場において液晶層１３を複数のドメインに分割
しこれら複数のドメイン相互間で液晶分子のチルト方向
を互いに異ならせるように対向する放射状および同心円
状の遮光性電極線をそれぞれ含む。
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【特許請求の範囲】

となる従来のラビング配向処理を垂直配向処理の採用に

【請求項１】

より不要にできることから近年注目されている。さら

ネマチック液晶材料を含む液晶層と、前

記ネマチック液晶材料の液晶分子を所定方向に配向させ

に、ＶＡＮ型配向モードは視野角の補償設計が容易であ

て挟持する第１および第２光透過性基板と、前記第１お

り、液晶分子のチルト方向が互いに異なる複数のドメイ

よび第２光透過性基板上にそれぞれ形成され前記液晶分

ンに各画素の液晶層を分割するマルチドメイン形式にす

子の配列を制御する電場を前記液晶層に印加する第１お

ることにより視野角を広げることができる。

よび第２円形電極とを備え、前記第１および第２円形電

【０００５】

極は前記電場において前記液晶層を複数のドメインに分

【発明が解決しようとする課題】上述のマルチドメイン

割しこれら複数のドメイン相互間で前記液晶分子のチル
ト方向を互いに異ならせるように対向する放射状および

形式では、例えば液晶層に電場を印加する電極の一部ま
10

たは周囲に電場の揺らぎをつくり、この揺らぎにより液

同心円状の遮光性電極線をそれぞれ含むことを特徴とす

晶材料の誘電率異方性に対応させてチルト方向を一律に

る液晶表示素子。

規定することにより複数のドメインが得られる。しかし

【請求項２】

前記第１および第２光透過性基板は前記

ながら、従来においては電極形状に起因して電場の揺ら

第１および第２円形電極をそれぞれ覆い前記液晶分子を

ぎに十分な多方向成分を持たせることができずに視野角

基板平面に対して略垂直および略水平のいずれかに配向

特性の偏りを生じている。また、透過率変化の開始点で

させる配向膜をそれぞれ含むことを特徴とする請求項１

あるしきい特性を制御することも難しかった。

に記載の液晶表示素子。

【０００６】本発明の目的は、電極形状に起因する視野

【請求項３】

角特性の偏りを改善する一方でしきい特性を制御可能な

一対の偏光板が偏光軸を互いに直交させ

て前記第１および第２光透過性基板上にそれぞれ配置さ
れることを特徴とする請求項２に記載の液晶表示素子。

液晶表示素子を提供することにある。
20

【０００７】

【発明の詳細な説明】

【課題を解決するための手段】本発明によれば、ネマチ

【０００１】

ック液晶材料を含む液晶層と、ネマチック液晶材料の液

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶層が一対の電

晶分子を所定方向に配向させて挟持する第１および第２

極基板間に挟持される液晶表示素子に関し、特に液晶分

光透過性基板と、第１および第２光透過性基板上にそれ

子のチルト方向が互いに異なる複数のドメインに分割さ

ぞれ形成され液晶分子の配列を制御する電場を液晶層に

れる液晶層を持つ液晶表示素子に関する。

印加する第１および第２円形電極とを備え、第１および

【０００２】

第２円形電極は電場において液晶層を複数のドメインに

【従来の技術】液晶表示パネルは、軽量、薄型、低消費

分割しこれら複数のドメイン相互間で液晶分子のチルト

電力という特性からＯＡ機器、情報端末、時計、テレビ

方向を互いに異ならせるように対向する放射状および同

のような様々な分野で応用されている。特にアクティブ

30

心円状の遮光性電極線をそれぞれ含む液晶表示素子が提

マトリクス型液晶表示パネルは、薄膜トランジスタ(Thi

供される。

n Film Transistor）を用いて画素のスイッチングを行

【０００８】この液晶表示素子では、電場が放射状の遮

うことにより優れた応答性を得ることができるため、多

光性電極線および同心円状の遮光性電極線から液晶層に

くの画像情報を表示しなくてはならない携帯テレビある

印加され、この電場において液晶分子のチルト方向が互

いはコンピュータの表示モニタとして利用されている。

いに異なる複数のドメインに液晶層を分割する。この構

【０００３】近年では、液晶表示パネルの精細度および

成では、複数のドメインが円形電極の中心に対して対称

表示速度の向上が情報量の増大に伴って要求され始めて

的になることにより視野角特性の偏りを改善すると共

いる。精細度の向上はＴＦＴアレイ構造を微細化して画

に、ドメインサイズを円形電極の中心から外周へ向かう

素数を増大することにより行われる。この場合、画素数
の増大に伴って液晶分子の配列をより短い時間内に遷移

半径方向において順次変化させることによりしきい特
40

性、すなわち透過率変化の開始点を制御することが可能

させるために、現在の２倍から数十倍という液晶分子の

である。また、円形電極の範囲を画素として画像を表示

応答速度を得られるような液晶表示モードが必要とな

した場合には、この表示画像の曲線性劣化も防止でき

る。この液晶表示モードとしては、例えばネマチック液

る。

晶を用いたＯＣＢ型、ＶＡＮ型、ＨＡＮ型、π配列型、

【０００９】

スメチック液晶を用いた界面安定型強誘電性液晶(Surfa

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態に係る

ce Stabilized Ferroelectric Liquid Crystal)型、あ

アクティブマトリクス型液晶表示パネルについて図面を

るいは反強誘電性液晶型が利用できる。

参照して説明する。

【０００４】特にＶＡＮ型配向モードは、従来のツイス

【００１０】図１は液晶表示パネルの平面構造を示し、

トネマチック型(ＴＮ)型配向モードよりも速い応答速度

図２はこの液晶表示パネルの画素の断面構造を示す。液

が得られることや、静電気破壊のような不良発生の原因

50

晶表示パネルはマルチドメイン形式のＶＡＮ型配向モー
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ドで動作するもので、光透過性電極基板１１および１

り付けられる。

２、およびこれら電極基板１１および１２間に挟持され

【００１４】複数の画素電極ＥＬ１および複数の対向電

ネマチック液晶材料を含む液晶層１３を備える。

極ＥＬ２は図３に示すような円形電極であり、これらに

【００１１】電極基板１１は略マトリクス状に配置され

よって規定される円形の画素を構成する液晶分子の配列

る複数の画素電極ＥＬ１、複数の画素電極ＥＬ１の行に

を制御する電場を液晶層１３に印加する。これら画素電

沿って配置される複数の走査線Ｙ(Ｙ１〜Ｙｍ）、複数

極ＥＬ１および対向電極ＥＬ２はそれぞれ略マトリクス

の画素電極ＥＬ１の列に沿って配置される複数の信号線

状の配置であるが、実際には画素間に無駄な領域を作ら

Ｘ（Ｘ１〜Ｘｎ）、複数の走査線Ｙおよび複数の信号線

ないために図３に示すように若干ずれた配置となってい

Ｘの交差位置近傍にそれぞれ配置される複数のスイッチ
ング素子ＳＷ、複数の走査線Ｙを駆動する走査線駆動回

る。各画素電極ＥＬ１は図４に示すように画素領域にお
10

いて放射状に形成される遮光性電極線ＣＭ１により構成

路ＹＤ、および複数の信号線Ｘを駆動する信号線駆動回

され、各対向電極ＥＬ２は図５に示すように画素領域の

路ＸＤを有する。複数の画素電極ＥＬ１は、図２に示す

中心に対して同心円状に形成された遮光性電極線ＣＭ２

絶縁基板Ｇ１上に配置され、電圧無印加状態で液晶層１

により構成される。尚、遮光性電極線ＣＭ１は例えば画

３の液晶分子を電極基板１１平面に対して略垂直に配向

素領域の端部に沿って配置されるブリッジ細線ＢＲに接

する配向膜１４により覆われる。複数のスイッチング素

続される。また、これら遮光性電極線ＣＭ２は例えば画

子ＳＷ、走査線駆動回路ＹＤ、および信号線駆動回路Ｙ

素領域の中心を通って縦および横に伸びるように配置さ

Ｄは、例えばアモルファスシリコンあるいはポリシリコ

れる十字のブリッジ細線ＢＲに接続される。これら遮光

ン薄膜トランジスタにより構成される。各スイッチング

性電極線ＣＭ１，ＣＭ２は電場を印加した画素に対応す

素子ＳＷは対応走査線Ｙを介して駆動されたときに対応

る領域において液晶層１３を図６に示す複数のドメイン

信号線Ｘを対応画素電極ＥＬ１に電気的に接続する。

20

ＤＭに分割しこれら複数のドメインＤＭ相互間で前記液

尚、図２では省略されるが、複数の走査線Ｙ、複数の信

晶分子のチルト方向を互いに異ならせるように対向す

号線Ｘ、複数のスイッチング素子ＳＷ、走査線駆動回路

る。上述の構造では、電極線ＣＭ１，ＣＭ２の対称性か

ＹＤ、および信号線駆動回路ＹＤも絶縁基板Ｇ１上に配

らこれら電極線ＣＭ１およびＣＭ２に隣接する液晶分子

置される。

の挙動は実質的に無いはずであるが、電界分布により発

【００１２】電極基板１２は、絶縁基板Ｇ１上に形成さ

生するディスクリネーションラインでの光漏れについて

れるカラーフィルタ１５、複数の画素電極ＥＬ１に対向

は防止する必要がある。このため、電極線ＣＭ１，ＣＭ

するようカラーフィルタ１５上に形成される複数の対向

２はこのディスクリネーションラインでの光漏れを防止

電極ＥＬ２、これら対向電極ＥＬ２を覆って形成され電

するために遮光性の材料で構成される。ここで、電極Ｅ

圧無印加状態で液晶層１３の液晶分子を電極基板Ｇ２平

Ｌ１，ＥＬ２は例えば半径６０μｍに設定され、電極線

面に対して略垂直に配向する配向膜１６を含む。カラー

30

ＣＭ１およびＣＭ２はそれぞれ線幅２μｍ、３μｍに設

フィルタ１５は複数の電極ＥＬ１，ＥＬ２によって規定

定される。

される画素領域に配置される赤（Ｒ），緑（Ｇ），青

【００１５】実際の製造において、電極形成のためのス

（Ｂ）という３色の着色層および複数の電極ＥＬ１，Ｅ

テッパの精度は現在の技術水準で１．５μｍ程度であ

Ｌ２によって規定される画素領域の周囲に配置される遮

り、電極基板１１および１２を貼り合わせるときの位置

光層を含む。

合せ精度は現在の技術水準で２μｍ程度である。このよ

【００１３】絶縁基板Ｇ１，Ｇ２はガラス、ポリシリコ

うなステッパの精度および位置合せ精度があれば、各画

ンカーボネート、シクロオレフィン系樹脂など、透明で

素について液晶層１３を１０μｍ程度の間隔で正確に分

あることに加えて低吸湿性、耐熱性、低複屈折性、高寸

割して図６に示すような複数のドメインＤＭを得ること

法安定性というような性質を持つ材料で構成されること
が好ましい。電極基板Ｇ１，Ｇ２、および液晶層１３は

ができる。
40

【００１６】以下に、サンプルとして実際に製造された

電極基板１１，１２間で液晶層１３を取り囲む周辺シー

液晶表示パネルについて説明する。この液晶表示パネル

ル材により一体化される。液晶層１３のセル厚は電極基

では、電極ＥＬ１，ＥＬ２が上述のように半径６０μｍ

板１１，１２に接触して画素領域の中央および画素領域

に設定された。放射状の電極線ＣＭ１は電極ＥＬ１を円

の外部に配置される柱状スペーサＳＰによりほぼ一定に

周方向に１６等分するような線幅２μｍのパターンに設

維持される。配向膜１４，１６による液晶分子のプレチ

定され、同心円状の電極線ＣＭ２は電極ＥＬ２を中心か

ルト角は９０度であることが好ましい。さらにこの液晶

ら半径方向に１０，２０，３０，４０，５０，６０μｍ

表示パネルは液晶層１３に対して反対側となる電極基板

の距離だけ離れた位置で分割するような線幅３μｍのパ

１１，１２の表面を覆う偏光板ＰＬ１，ＰＬ２を備え

ターンに設定された。この結果として、ドメイン数は８

る。これら偏光板ＰＬ１，ＰＬ２は偏光軸がクロスニコ

０個に設定される。液晶層１３は誘電率異方性Δε＝１

ルとなるような向きで電極基板Ｇ１，Ｇ２にそれぞれ貼

50

７．３，屈折率異方性Δｎ＝０．２８６の液晶材料を用
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いて構成され、配向膜１４，１６は全面塗布されたシラ

極ＥＬ１が走査線駆動回路ＹＤ、信号線駆動回路ＸＤ、

ンカップリング材を垂直配向処理することにより構成さ

およびスイッチング素子ＳＷと共に電極基板１１側に設

れた。

けられ、複数の対向電極ＥＬ２がこれら画素電極ＥＬ１

【００１７】図７は実際に製造された液晶表示パネルの

に対向して電極基板１２側に設けられているが、液晶層

電圧−透過率特性を示す。透過率は２Ｖ程度のしきい値

１３の透過率は画素電極ＥＬ１および対向電極ＥＬ２の

で緩やかに立ち上り、コントラスト比は２１０：１であ

電位差によって制御されることから、画素電極ＥＬ１お

った。画素電極ＥＬ１および対向電極ＥＬ２間に電圧を

よび対向電極ＥＬ２の構造は可逆的である。すなわち、

印加して液晶配向を偏光顕微鏡によって観察したとこ

画素電極ＥＬ１が同心円状の遮光性電極線ＣＭ２で構成

ろ、放射状の電極線ＣＭ１および同心円状の電極線ＣＭ
２によって区切られた範囲で液晶配向が変化するマルチ

され、対向電極ＥＬ２が放射状の遮光性電極線ＣＭ１で
10

構成されてもよい。

ドメイン構造が確認された。

【００２３】

【００１８】図８はこの液晶表示パネルの視野角特性を

【発明の効果】以上のように本発明によれば、電極形状

示す。この視野角特性は、正面での透過率がそれぞれ１

に起因する視野角特性の偏りを改善する一方でしきい特

００，８０，６０，４０，２０，０％となる電圧をそれ

性を制御可能な液晶表示素子を提供することができる。

ぞれ印加した場合に得られた測定結果である。この測定

【図面の簡単な説明】

結果によれば、画素は円周方向で２２．５度単位に分割

【図１】本発明の一実施形態に係る液晶表示パネルの平

されているものの、透過率の変化が全方位の視野角につ

面構造を示す図である。

いてほぼ対称的となることが確認された。

【図２】図１に示す液晶表示パネルの画素の断面構造を

【００１９】本実施形態の液晶表示パネルでは、電場が

示す図である。

放射状の遮光性電極線ＣＭ１および同心円状の遮光性電
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【図３】図２に示す液晶表示パネルにおいて対向する画

極線ＣＭ２から液晶層１３に印加され、この電場におい

素電極および対向電極の配置を示す図である。

て液晶分子のチルト方向が互いに異なる複数のドメイン

【図４】図３に示す画素電極の平面構造を示す図であ

ＤＭに液晶層１３を分割する。この構成では、複数のド

る。

メインＤＭが電極ＥＬ１，ＥＬ２の中心に対して対称的

【図５】図３に示す対向電極の平面構造を示す図であ

になることにより視野角特性の偏りを改善すると共に、

る。

ドメインサイズを電極ＥＬ１，ＥＬ２の中心から外周へ

【図６】図４に示す画素電極と図５に示す対向電極との

向かう半径方向において順次変化させることによりしき

位置合せにより得られる複数のドメインを示す図であ

い特性、すなわち透過率変化の開始点を制御することが

る。

可能である。また、電極ＥＬ１，ＥＬ２の範囲を画素と

【図７】図６に示すマルチドメイン構造で実際に製造さ

して画像を表示した場合には、この表示画像の曲線性劣

30

れた液晶表示パネルの電圧−透過率特性を示す図であ

化も防止できる。

る。

【００２０】尚、本発明は上述の実施形態に限定され

【図８】図６に示すマルチドメイン構造で実際に製造さ

ず、その要旨を逸脱しない範囲で様々に変形可能であ

れた液晶表示パネルの視野角特性を示す図である。

る。

【符号の説明】

【００２１】上述の実施形態では、配向膜１４，１６が

１１，１２…光透過性電極基板

電圧無印加状態で液晶層１３の液晶分子を電極基板１

１３…液晶層

１，１２平面に対して略垂直に配向するように配向処理

１４，１６…配向膜

されているが、電圧無印加状態で液晶層１３の液晶分子

ＥＬ１…画素電極

を電極基板１１，１２平面に対して略水平に配向するよ
うに配向処理されてもよい。この場合には、配向膜１

ＥＬ２…対向電極
40

ＣＭ１…放射状電極線

４，１６による液晶分子のプレチルト角は０度であるこ

ＣＭ２…同心円状電極線

とが好ましい。

ＰＬ１，ＰＬ２…偏光板

【００２２】また、上述の実施形態では、複数の画素電

( 5 )
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