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(57)【要約】
　異形ディスプレイ及び表示装置であって、前記異形デ
ィスプレイは、有効表示領域の範囲を画定する輪郭線（
１０１）を有する。前記異形ディスプレイは、繰り返し
て配列されている複数の第１の発光ユニット（１０２）
と繰り返して配列される複数の第２の発光ユニット（１
０３）とを含む。前記第１の発光ユニット（１０２）に
含まれる副画素の数は前記第２の発光ユニット（１０３
）に含まれる副画素の数以上である。異なる構成を有す
る第１の発光ユニット（１０２）と第２の発光ユニット
（１０３）とは、互いに組み合わされて、有効表示領域
の範囲を画定する輪郭線（１０１）を有する異形ディス
プレイの全体に配置されており、且つ第１の発光ユニッ
ト（１０２）と第２の発光ユニット（１０３）の異なる
形状により異形ディスプレイの輪郭線（１０１）に適合
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有効表示領域の範囲を画定する輪郭線を有し、
　複数の副画素を有し、繰り返して配列されている複数の第１の発光ユニットと、複数の
副画素を有し、繰り返して配列されている複数の第２の発光ユニットと、を含み、
　前記第１の発光ユニットに含まれる副画素の数は前記第２の発光ユニットに含まれる副
画素の数以上であることを特徴とする、異形ディスプレイ。
【請求項２】
　前記第１の発光ユニットは連続的に配置され、前記有効表示領域においてメイン表示領
域を形成し、
　少なくとも一つの前記第２の発光ユニットは孤立状態で配置され前記有効表示領域にお
いてエッジ表示領域を形成することを特徴とする、請求項１に記載の異形ディスプレイ。
【請求項３】
　前記第１の発光ユニットは、二つの第１の副画素、二つの第２の副画素、及び二つの第
３の副画素を含むことを特徴とする、請求項１又は２に記載の異形ディスプレイ。
【請求項４】
　前記第２の発光ユニットは、一つの第１の副画素、一つの第２の副画素、及び一つの第
３の副画素を含むことを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の異形ディスプ
レイ。
【請求項５】
　前記第２の発光ユニットに属する一つの第１の副画素、一つの第２の副画素、及び一つ
の第３の副画素は、三角形を成すように配列され、又は直線に沿って配置されていること
を特徴とする、請求項４に記載の異形ディスプレイ。
【請求項６】
　前記第２の発光ユニットは、
　二つの第１の副画素、二つの第２の副画素、一つの第３の副画素を含み、又は
　二つの第１の副画素、一つの第２の副画素、一つの第３の副画素を含み、又は
　一つの第１の副画素、一つの第２の副画素、及び一つの第３の副画素のうちいずれか二
つの副画素を含み、又は
　一つの第１の副画素、一つの第２の副画素、及び一つの第３の副画素のうちいずれか一
つの副画素を含むことを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の異形ディスプ
レイ。
【請求項７】
　前記第１の発光ユニットは、
　二つの第１の副画素、二つの第２の副画素、及び一つの第３の副画素を含み、又は
　二つの第１の副画素、一つの第２の副画素、及び一つの第３の副画素を含み、又は
　一つの第１の副画素、一つの第２の副画素、又は一つの第３の副画素、を含むことを特
徴とする、請求項１又は２に記載の異形ディスプレイ。
【請求項８】
　前記第１の発光ユニットに含まれる副画素の数と前記第２の発光ユニットに含まれる副
画素の数とが等しい場合、第１の方向において、前記第１の発光ユニット及び前記第２の
発光ユニットはそれぞれ連続的に配置されており、前記第１の方向と交差する第２の方向
において、前記第１の発光ユニットと前記第２の発光ユニットとは交互に配置されている
ことを特徴とする、請求項１に記載の異形ディスプレイ。
【請求項９】
　前記第２の発光ユニットにおける副画素の配置形態と前記第１の発光ユニットにおける
副画素の配置形態とは、前記第１の方向において鏡像対称となっていることを特徴とする
、請求項８に記載の異形ディスプレイ。
【請求項１０】
　前記第１の副画素、前記第２の副画素及び前記第３の副画素のうち一つの副画素の発光
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面積は残りの二つの副画素の発光面積と異なっていることを特徴とする、請求項３～７の
いずれか一項に記載の異形ディスプレイ。
【請求項１１】
　有効表示領域の範囲を画定する輪郭線を有し、
　繰り返して配列されている複数の第１の発光ユニットと繰り返して配列されている複数
の第２の発光ユニットとを含み、
　前記第１の発光ユニットが配置されている表面の曲率半径は前記第２の発光ユニットが
配置されている表面の曲率半径よりも大きいことを特徴とする、異形ディスプレイ。
【請求項１２】
　前記第１の発光ユニットは連続的に配置され前記有効表示領域においてメイン表示領域
を形成し、
少なくとも一つの前記第２の発光ユニットは孤立状態で配置され前記有効表示領域におい
てエッジ表示領域を形成する
ことを特徴とする、請求項１１に記載の異形ディスプレイ。
【請求項１３】
　有効表示領域の範囲を画定する輪郭線を有し、繰り返して配列されている複数の第１の
発光ユニットと繰り返して配列されている複数の第２の発光ユニットとを含み、前記第１
の発光ユニットに含まれる副画素の数が前記第２の発光ユニットに含まれる副画素の数以
上であり、又は前記第１の発光ユニットが配置されている表面の曲率半径が前記第２の発
光ユニットが配置されている表面の曲率半径よりも大きい、異形ディスプレイと、
　前記ディスプレイに給電する電源モジュールと、
　メディア情報を記憶する記憶モジュールと、
　前記ディスプレイ、前記電源モジュール及び前記記憶モジュールと電気的に接続されて
、前記電源モジュールの給電を制御し、且つメディア情報を前記異形ディスプレイに表示
させる処理モジュールと、
ことを特徴とする、表示装置。
【請求項１４】
　前記第１の発光ユニットに含まれる副画素の数と前記第２の発光ユニットに含まれる副
画素の数とが等しい場合、第１の方向において、前記第１の発光ユニット及び前記第２の
発光ユニットはそれぞれ連続的に配置されており、前記第１の方向と交差する第２の方向
において、前記第１の発光ユニットと前記第２の発光ユニットとは交互に配置されている
ことを特徴とする、請求項１３に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願とのクロスリファレンス
本願は、「異形ディスプレイ及び表示装置」を主題とした中国特許出願第２０１７１１０
４８７０８.４号（出願日２０１７年１０月３１日）を優先権の基礎とし、同出願の全記
載内容を引用し本書に組み込む。
【０００２】
　本発明は表示分野に関し、特に異形ディスプレイ及び表示装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来の技術では、ディスプレイは、少なくとも緑色副画素、青色副画素、赤色副画素か
らなる画素ユニットを含む。複数の画素ユニットにより、画素アレイが構成され画像が表
示される。ディスプレイの多様な用途の開発に伴い、ディスプレイの形状が具体的な用途
に応じて調整される必要がある。即ち、従来の方形板状のディスプレイとは異なる「異形
ディスプレイ」、例えば、球状ディスプレイ、多面体状ディスプレイ等の設計が必要とな
る。
【０００４】
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　発明者は、従来の技術を実現する際に下記のような問題を発見した。
画素ユニットは一定の空間寸法を有し、言い換えれば、微視的構造では、画素ユニットは
所定の径方向寸法を有する点又は粒子と見なされることができる。異形ディスプレイの輪
郭線は平面上の滑らかな曲線又は空間内の滑らかな曲線であり、且つ、微視的に観察する
と、異形ディスプレイの輪郭線に沿って分布する画素ユニットは、ギザギザ感又は粒状感
が目立つため、表示品質が劣化してしまう。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明で開示される各実施例により、異形ディスプレイが提供される。前記異形ディス
プレイは、有効表示領域の範囲を画定する輪郭線を有し、複数の副画素を有し、繰り返し
て配列されている複数の第１の発光ユニットと、複数の副画素を有し、繰り返して配列さ
れている複数の第２の発光ユニットと、を含み、前記第１の発光ユニットに含まれる副画
素の数が前記第２の発光ユニットに含まれる副画素の数以上である。
【０００６】
　一実施例において、前記第１の発光ユニットは連続的に配置され前記有効表示領域にお
いてメイン表示領域を形成し、少なくとも一つの前記第２の発光ユニットは孤立状態で配
置され前記有効表示領域においてエッジ表示領域を形成する。
【０００７】
　一実施例において、前記第１の発光ユニットは、二つの第１の副画素、二つの第２の副
画素、及び二つの第３の副画素を含む。
【０００８】
　一実施例において、前記第２の発光ユニットは、一つの第１の副画素、一つの第２の副
画素、及び一つの第３の副画素を含む。
【０００９】
　一実施例において、前記第２の発光ユニットに属する一つの第１の副画素、一つの第２
の副画素、及び一つの第３の副画素は三角形を成すように配置され、又は直線に沿って配
置されている。
【００１０】
　一実施例において、前記第２の発光ユニットは、二つの第１の副画素、二つの第２の副
画素、一つの第３の副画素を含み、又は二つの第１の副画素、一つの第２の副画素、一つ
の第３の副画素を含み、又は一つの第１の副画素、一つの第２の副画素、及び一つの第３
の副画素のうちいずれか二つの副画素を含み、又は、一つの第１の副画素、一つの第２の
副画素、及び一つの第３の副画素のうちいずれか一つの副画素を含む。
【００１１】
　一実施例において、前記第１の発光ユニットは、二つの第１の副画素、二つの第２の副
画素、及び一つの第３の副画素を含み、又は二つの第１の副画素、一つの第２の副画素、
及び一つの第３の副画素を含み、又は一つの第１の副画素、一つの第２の副画素、及び一
つの第３の副画素を含む。
【００１２】
　本発明はさらに、前記第１の発光ユニットに含まれる副画素の数と前記第２の発光ユニ
ットに含まれる副画素の数とが等しい場合、第１の方向において、前記第１の発光ユニッ
ト及び前記第２の発光ユニットがそれぞれ連続的に配置されており、前記第１の方向と交
差する第２の方向において、前記第１の発光ユニットと前記第２の発光ユニットとが交互
に配置されている、異形ディスプレイを提供する。
【００１３】
　一実施例において、前記第２の発光ユニットにおける副画素の配置形態と前記第１の発
光ユニットにける副画素の配置形態とは前記第１の方向において鏡像対称となっている。
【００１４】
　一実施例において、前記第２の発光ユニットは、一つの第１の副画素、一つの第２の副
画素、及び一つの第３の副画素を含む。前記第２の発光ユニットに属する一つの第１の副
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画素、一つの第２の副画素及び一つの第３の副画素は三角形を成すように配置されている
。
【００１５】
　一実施例において、前記三角形は鋭角三角形又は直角三角形である。
【００１６】
　一実施例において、前記第１の副画素、前記第２の副画素及び前記第３の副画素のうち
一つの副画素の発光面積は残りの二つの副画素の発光面積と異なっている。
【００１７】
　本発明はさらに、有効表示領域の範囲を画定する輪郭線を有し、繰り返して配列されて
いる複数の第１の発光ユニットと、繰り返して配列されている複数の第２の発光ユニット
とを含み、前記第１の発光ユニットが配置されている表面の曲率半径が、前記第２の発光
ユニットが配置されている表面の曲率半径よりも大きい、異形ディスプレイを提供してい
る。
【００１８】
　一実施例において、前記第１の発光ユニットは連続的に配置され前記有効表示領域にお
いてメイン表示領域を形成し、少なくとも一つの前記第２の発光ユニットは孤立状態で配
置され前記有効表示領域においてエッジ表示領域を形成する。
【００１９】
　本発明で開示される各実施例により、表示装置が提供される。当該表示装置は、有効表
示領域の範囲を画定する輪郭線を有し、繰り返して配列されている複数の第１の発光ユニ
ットと、繰り返して配列されている複数の第２の発光ユニットとを含み、前記第１の発光
ユニットに含まれる副画素の数が前記第２の発光ユニットに含まれる副画素の数以上であ
り、又は前記第１の発光ユニットが配置されている表面の曲率半径が、前記第２の発光ユ
ニットが配置されている表面の曲率半径よりも大きい、異形ディスプレイと、前記ディス
プレイに給電する電源モジュールと、メディア情報を記憶する記憶モジュールと、前記デ
ィスプレイ、前記電源モジュール及前記記憶モジュールと電気的に接続されて、前記電源
モジュールの給電を制御し、且つメディア情報を前記異形ディスプレイに表示させる処理
モジュールと、を含む。
【００２０】
　一実施例において、前記第１の発光ユニットに含まれる副画素の数と前記第２の発光ユ
ニットに含まれる副画素とが等しい場合、第１の方向において、前記第１の発光ユニット
及び前記第２の発光ユニットはそれぞれ連続的に配置されており、前記第１の方向と交差
する第２の方向において、前記第１の発光ユニットと前記第２の発光ユニットとは交互に
配置されている。
【００２１】
　本発明は少なくとも以下の有益な効果を挙げている。異なる構成を有する第１の発光ユ
ニットと第２の発光ユニットとは互いに組み合わされて異形ディスプレイの全体に配置さ
れている。前記異なる構成とは、副画素の数が異なってもよく、発光ユニットの平面寸法
の曲率半径が異なってもよく、鏡像構造等であってもよい。有効表示領域のメイン表示領
域及びエッジ表示領域に、異なる構成を有する第１の発光ユニット及び第２の発光ユニッ
トを設けることにより、微視的に観察するときのエッジ表示領域のギザギザ感又は粒状感
を目立たないように低減させて、異形ディスプレイの表示品質を向上させる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施例に係る異形ディスプレイの局所の微視的構造を示す模式図である
。
【図２】本発明の実施例に係る別の異形ディスプレイの局所の微視的構造を示す模式図で
ある。
【図３】本発明の実施例に係るまた別の異形ディスプレイの局所の微視的構造を示す模式
図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明の目的、技術案及び利点をより明確させるために、以下、本発明の具体的な実施
例及び図面を参照して本発明の技術案を明確かつ完全に説明する。以下に説明される実施
例が本発明の一部の実施例に過ぎず、すべての実施例でないことは言うまでもない。当業
者にとって、創造的努力を必要とせずに本明細書の実施例に基づいて得られる他の実施例
も、本発明の保護範囲に含まれる。
【００２４】
　異形ディスプレイは、従来のディスプレイを基に発展してできた、特殊な形状を有する
ディスプレイである。異形ディスプレイの形状は矩形又は平板状等の従来のディスプレイ
の形状と異なっている。異形ディスプレイの空間構造は、大体、球体から切り取られた一
部、又は円柱体から切り取られた一部、又は直方体から切り取られた一部に相当する。異
形ディスプレイの表示面は、球体又は円柱体に対応する三次元空間曲面であり、又は少な
くとも一部の曲線輪郭を有する二次元平面である。これに応じて、異形ディスプレイの表
示面のエッジ輪郭線は空間曲線又は平面曲線である。
【００２５】
　図１は、本発明の一実施例に係る異形ディスプレイの局所の微視的構造を示している。
【００２６】
　異形ディスプレイは有効表示領域の範囲を画定する輪郭線１０１を有する。有効表示領
域は、画像又は動的な画面を表示することができる。有効表示領域にはタッチセンサーが
設けられている場合、操作者の操作を感知して応答することもできる。具体的な応用にお
いて、異形ディスプレイはテレビの曲面スクリーンであってもよく、又は携帯電話の曲面
スクリーンであってもよい。
【００２７】
　異形ディスプレイは、繰り返して配列されている複数の第１の発光ユニット１０２と繰
り返して配列されている複数の第２の発光ユニット１０３とを含む。
【００２８】
　第１の発光ユニット１０２に含まれる副画素の数は第２の発光ユニット１０３に含まれ
る副画素の数よりも多い。
【００２９】
　前記第１の発光ユニットは連続的に配置され前記有効表示領域においてメイン表示領域
を形成する。
【００３０】
　少なくとも一つの前記第２の発光ユニットは孤立状態で配置され前記有効表示領域にお
いてエッジ表示領域を形成する。
【００３１】
　前記第１の発光ユニット１０２は少なくとも一つの画素ユニットを含む。前記第２の発
光ユニット１０３は少なくとも一つの副画素を含む。
【００３２】
　以下、第１の発光ユニット１０２が二つの画素ユニットを含み、第２の発光ユニット１
０３が一つの画素ユニットを含むものを例として具体的に説明する。一つの画素ユニット
は一つの赤色副画素、一つの緑色副画素及び一つの青色副画素を含む。図１に示すように
、第１の発光ユニット１０２は、二つの第１の副画素、二つの第２の副画素、及び二つの
第３の副画素を含む。
【００３３】
　第１の副画素、第２の副画素、第３の副画素はそれぞれ異なる色の光を発することがで
きる。第１の副画素、第２の副画素、及び第３の副画素は、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青
色（Ｂ）のうちいずれか一つの色の光を発することができるが、第１の副画素、第２の副
画素、第３の副画素は同じ色の光を発することができない。第１の発光ユニット１０２で
表示される色は該発光ユニットに含まれる第１の副画素、第２の副画素、第３の副画素の
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種類に依存する。
【００３４】
　構造については、三種類の副画素は二つずつ配置されて六種類の第１の発光ユニット１
０２を構成することができる。本実施例において、そのうち一種を選択してよい。本願で
選択された第１の発光ユニット１０２の画素の配置はＢ－Ｒ／Ｒ－Ｇ／Ｇ－Ｂである。横
方向（図１の左右方向）において、１行目にある青色副画素の中心と赤色副画素の中心と
を結ぶ線は水平線に対して傾斜している。２行目にある赤色副画素の中心と緑色副画素の
中心とを結ぶ線は、１行目にある青色副画素の中心と赤色副画素の中心とを結ぶ線に平行
する。３行目にある緑色副画素の中心と青色副画素の中心とを結ぶ線は、１行目にある青
色副画素の中心と赤色副画素の中心とを結ぶ線に平行する。縦方向（図１の上下方向）に
おいて、１列目にあるＢ－Ｒ－Ｇ副画素の中心は同一直線上にあり、２列目にあるＲ－Ｇ
－Ｂ副画素の中心も同一直線上にある。このように構成される第１の発光ユニット１０２
の形状は異形ディスプレイの輪郭線１０１の形状に適合しやすい。
【００３５】
　第１の発光ユニット１０２の副画素は、他の形に配置されてもよく、例えば、二つの第
１の副画素、二つの第２の副画素及び二つの第３の副画素は、二行三列又は三行二列等の
ように配置されてもよい。第１の発光ユニット１０２における副画素の配置方法は、上記
に限定されず、ディスプレイの色彩表示の需要を満たせばよい。第２の発光ユニット１０
３は一つの第１の副画素、一つの第２の副画素及び一つの第３の副画素を含む。
【００３６】
　同様に、第１の副画素、第２の副画素、第３の副画素は異なる色の光を発することがで
き、例えばそれぞれ赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）の三つの色の光を発することが
できる。三つの副画素によって発される光の色は互いに異なる。この三つの副画素からな
る第２の発光ユニット１０３は第１の発光ユニット１０２の発色原理と同様であり、ここ
で説明を省略する。
【００３７】
　構造については、第２の発光ユニット１０３に属する一つの第１の副画素、一つの第２
の副画素及び一つの第３の副画素は三角形を成すに配置されている。第２の発光ユニット
１０３と第１の発光ユニット１０２とは互いに組み合わされることで異形ディスプレイの
輪郭線１０１に適合することができる。
【００３８】
　第２の発光ユニット１０３に属する第１の副画素、第２の副画素、第３の副画素は他の
形に配置されてもよく、例えば、第１の副画素、第２の副画素、第３の副画素の中心は同
一直線上にあってもよい。前記副画素の配列順序は、上記に限定されず、ディスプレイの
色彩表示の需要を満たせばよい。
【００３９】
　図３に示すように、第１の発光ユニット１０２は標準的なＲＧＢ配列に構成されている
二つの画素ユニットからなるものである。具体的には、図３において、１行目にあるもの
は赤色（Ｒ）副画素、緑色（Ｇ）副画素、青色（Ｂ）副画素からなる一つの画素ユニット
であり、第２行にあるものも赤色（Ｒ）副画素、緑色（Ｇ）副画素、青色（Ｂ）副画素か
らなる一つの画素ユニットである。二つの画素ユニットは、列方向（図３の上下方向）に
積層設置されている。列方向に沿って見ると、赤色（Ｒ）副画素が一列を構成し、緑色（
Ｇ）副画素が一列を構成し、青色（Ｂ）副画素が一列を構成する。ただし、ここでの列は
行に変更してもよい。
【００４０】
　第２の発光ユニット１０３は、一行に配列される赤色（Ｒ）副画素、緑色（Ｇ）副画素
、青色（Ｂ）副画素を含む。即ち、第１の副画素は赤色（Ｒ）副画素であり、第２の副画
素は緑色（Ｇ）副画素であり、第３の副画素は青色（Ｂ）副画素である。ここでの第１の
副画素、第２の副画素及び第３の副画素の配列順序は具体的な状況に応じて調整されても
よいことは言うまでもない。
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【００４１】
　第２の発光ユニット１０３の副画素の数は他の数であってもよく、第２の発光ユニット
１０３の副画素の数が第１の発光ユニット１０２の副画素の数よりも少なければ本発明の
目的を達することができる。具体的には、第１の発光ユニット１０２が二つの第１の副画
素、二つの第２の副画素及び二つの第３の副画素を含む場合、第２の発光ユニットは、二
つの第１の副画素、二つの第２の副画素、一つの第３の副画素を含んでもよく、又は二つ
の第１の副画素、一つの第２の副画素、一つの第３の副画素を含んでもよく、又は一つの
第１の副画素、一つの第２の副画素、一つの第３の副画素を含んでもよく、又は一つの第
１の副画素、一つの第２の副画素、一つの第３の副画素のうちいずれか二つの副画素を含
んでもよく、又は一つの第１の副画素、一つの第２の副画素及び一つの第３の副画素のう
ちいずれか一つの副画素を含んでもよい。
【００４２】
　これに応じて、第１の発光ユニット１０２に含まれる副画素の数が減少した場合、第２
の発光ユニット１０３に含まれる副画素の数は従って減少してよい。例えば、第１の発光
ユニット１０２は、二つの第１の副画素、二つの第２の副画素、一つの第３の副画素を含
んでもよく、二つの第１の副画素、一つの第２の副画素、一つの第３の副画素を含んでも
よく、一つの第１の副画素、一つの第２の副画素、一つの第３の副画素を含んでもよい。
【００４３】
　特に説明すべきであるが、ここで、第１の副画素は赤色（Ｒ）副画素であり、第２の副
画素は緑色（Ｇ）副画素であり、第３の副画素は青色（Ｂ）副画素であるが、これは一例
に過ぎなく、第１の副画素、第２の副画素、第３の副画素のうち少なくとも一つの副画素
は赤、緑、青の三つの原色以外の色であってもよい。
【００４４】
　本発明の別の実施例に係る異形ディスプレイは、有効表示領域の範囲を画定する輪郭線
を有する。
【００４５】
　前記異形ディスプレイは、繰り返して配列されている複数の第１の発光ユニットと、繰
り返して配列されている複数の第２の発光ユニットと、を含む。
【００４６】
　前記第１の発光ユニットが配置されている表面の曲率半径は前記第２の発光ユニットが
配置されている表面の曲率半径よりも大きい。
【００４７】
　前記第１の発光ユニットは連続的に配置され前記有効表示領域においてメイン表示領域
を形成する。
【００４８】
　少なくとも一つの前記第２の発光ユニットは孤立状態で配置され前記有効表示領域にお
いてエッジ表示領域を形成する。
【００４９】
　前記メイン表示領域の第１の発光ユニットが配置されている表面の曲率半径が前記エッ
ジ表示領域の第２の発光ユニットが配置されている表面の曲率半径よりも大きいため、エ
ッジ表示領域の輝度はメイン表示領域の輝度よりも低くなり、これにより、微視的に観察
するときにエッジ表示領域のギザギザ感又は粒状感が目立たないように低減させられ、異
形ディスプレイの表示品質が向上する。
【００５０】
　さらに、本発明で提供される実施例において、第１の発光ユニット１０２は有効表示領
域内に規則的に繰り返して配列されメイン表示領域１０４を構成する。第２の発光ユニッ
ト１０３は孤立状態で配置され有効表示領域内にエッジ表示領域１０５を形成する。
【００５１】
　エッジ表示領域１０５の第２の発光ユニット１０３は、第２の発光ユニット１０３の中
心から輪郭線１０１までの法線上距離が予め設定される距離閾値を超えないという条件を
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満たす。予め設定される距離閾値は、某発光ユニットがエッジ表示領域１０５に位置する
か否かを判定するために、統計データに基づいて設定されることができる。例えば、統計
データによって、特定寸法の発光ユニットが輪郭線１０１から内側へ３ｍｍずれればメイ
ン表示領域１０４に入ってしまうと判った場合、当該３ｍｍを予め設定される距離閾値と
してよい。勿論、ここで、予め設定される距離閾値として３ｍｍは一例に過ぎず、予め設
定される具体的な距離閾値の範囲は輪郭線１０１の曲率及び発光ユニットの寸法によって
異なる。
【００５２】
　第２の発光ユニット１０３に含まれる副画素の数が第１の発光ユニット１０２に含まれ
る副画素の数よりも少ないため、第２の発光ユニット１０３の発光面積は第１の発光ユニ
ット１０２の発光面積よりも小さい。第２の発光ユニット１０３が異形ディスプレイの輪
郭線１０１に近接するエッジ表示領域１０５に位置し、且つ異なる形状を有する第１の発
光ユニット１０２と第２の発光ユニット１０３とが異形ディスプレイの輪郭線１０１に適
合するように互いに組み合わされて配列されるため、微視的に観察するときの表示のギザ
ギザ感が低減する。
【００５３】
　説明すべきであるが、第１の発光ユニットに含まれる副画素の数は第２の発光ユニット
に含まれる副画素の数よりも多い。ここでの第１の発光ユニット１０２は二つの赤色（Ｒ
）副画素、二つの緑色（Ｇ）副画素、二つの青色（Ｂ）副画素を含む。ここでの第１の発
光ユニット１０２では、第１の発光ユニットに含まれる副画素の数が第２の発光ユニット
に含まれる副画素の数よりも多ければよく、いずれかの副画素が共用される場合があって
もよい。例えば、第１の発光ユニット１０２は一つの赤色（Ｒ）副画素、二つの緑色（Ｇ
）副画素及び二つの青色（Ｂ）副画素を含み、うち、赤色（Ｒ）副画素が共用される。又
は、第１の発光ユニット１０２は一つの赤色（Ｒ）副画素、一つの緑色（Ｇ）副画素及び
二つの青色（Ｂ）副画素を含み、うち、赤色（Ｒ）副画素及び緑色（Ｇ）副画素が共用さ
れてもよい。
【００５４】
　図２は、本発明の実施例に係る別の異形ディスプレイの局所の微視的構造を示している
。
【００５５】
　当該異形ディスプレイは有効表示領域の範囲を画定する輪郭線２０１を有する。有効表
示領域の作用は図１を参照して記載した実施例と同様であり、ここで説明を省略する。
【００５６】
　異形ディスプレイは、繰り返して配列されている複数の第１の発光ユニット２０２と繰
り返して配列されている複数の第２の発光ユニット２０３とを含む。
【００５７】
　前記第１の発光ユニットに含まれる副画素の数と前記第２の発光ユニットに含まれる副
画素の数とは等しい。
【００５８】
　第１の方向（図２の左右方向）において、前記第１の発光ユニット及び前記第２の発光
ユニットはそれぞれ連続的に配置されている。
【００５９】
　第２の方向（図２の上下方向）において、前記第１の発光ユニットと前記第２の発光ユ
ニットとは交互に配置されている。
【００６０】
　第１の発光ユニット２０２は、一つの第１の副画素、一つの第２の副画素、及び一つの
第３の副画素を含む。三種類の副画素はそれぞれ異なる色の光を発することができる。本
実施例において、三つの副画素によって発される光の色はそれぞれ赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ
）、青色（Ｂ）であってよい。
【００６１】
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　第１の発光ユニット２０２に属する三つの副画素は三角形を成すように配列されている
。三つの副画素が均等に発光する場合、第１の発光ユニット２０２はホワイトバランスに
達する。
【００６２】
　さらに、本発明に係るまた別の実施例において、前記三角形は鋭角三角形又は直角三角
形である。
【００６３】
　鋭角三角形の場合、隣接する二行又は二列の副画素間の距離は副画素の寸法の半分であ
り、このように、最大限度に異形ディスプレイの輪郭線に近似することができる。これに
より、異形ディスプレイのギザギザ感又は粒状感が低減する。
【００６４】
　直角三角形の場合、副画素を積層させるとき、直角辺によって副画素を積層させること
ができ、これにより利便性を提供する。
【００６５】
　さらに、前記第１の副画素、前記第２の副画素及び前記第３の副画素のうち一つの副画
素の発光面積は残りの二つの副画素の発光面積と異なっている。例えば、第１の副画素を
赤色副画素とし、第２の副画素を緑色副画素とし、第３の副画素を青色副画素とし、青色
光材料の発光効率が低いため、第３の副画素の発光面積を第１の副画素や第２の副画素の
発光面積よりも大きいものとしてよい。勿論、これは一例に過ぎず、発光面積は他の関係
にあってもよい。
【００６６】
　第１の発光ユニット２０２の構成は、これに限定されず、ディスプレイの色彩表示の需
要を満たせば、三つの副画素の中心が同一直線上にある構成であってもよく、或いは他の
数の副画素を含み、例えば二つ、四つ又は他の数の副画素を含む構成であってもよい。
【００６７】
　第２の発光ユニット２０３は一つの第１の副画素、一つの第２の副画素及び一つの第３
の副画素を含む。三つの副画素はそれぞれ異なる色の光を発することができ、具体的に、
例えば、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）の光を発することができる。
【００６８】
　第２の発光ユニット２０３に属する三つの副画素は三角形を成すように配列されており
、第２の発光ユニット２０３の構成は第１の発光ユニット２０２と鏡像対称にされている
。
【００６９】
　第２の画素ユニットの構成は、これに限定されず、ディスプレイの色彩表示の需要を満
たせば、三つの副画素の中心が同一直線上にある構成であってもよく、また、第２の発光
ユニット２０３に含まれる副画素の数が他の数、例えば、二つ、四つ又は他の数である構
成であってもよい。
【００７０】
　第１の方向即ち横方向において、第１の発光ユニット２０２は連続的に配置されており
、第２の発光ユニット２０３も連続的に配置されている。第２の方向即ち縦方向において
、第１の発光ユニット２０２と第２の発光ユニット２０３とは交互に配置されている。デ
ィスプレイのエッジでは、異なる構成を有する第１の発光ユニット２０２と第２の発光ユ
ニット２０３とは互いに組み合わされて交互に配置されており、これにより、異形ディス
プレイの輪郭線２０１の形状に適合することができ、エッジで表示される画面は異形ディ
スプレイの輪郭線２０１にマッチしながら近接する。微視的に観察するときに表示のギザ
ギザ感を低減できる。
【００７１】
　説明すべきであるが、ここでの第１の発光ユニット２０２は前例の第１の発光ユニット
１０２と異なるものである。ここでの第１の発光ユニット２０２は三つの副画素を含むが
、前例の第１の発光ユニット１０２は六つの副画素を含む。
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【００７２】
　本発明の実施例に係る表示装置は、前記異形ディスプレイと、ディスプレイに給電する
電源モジュールと、メディア情報を記憶する記憶モジュールと、異形ディスプレイ、電源
モジュール及び記憶モジュールと電気的に接続されて、電源モジュールの給電を制御し、
且つメディア情報を異形ディスプレイに表示させる処理モジュールと、を含む。
【００７３】
　異形ディスプレイは、入出力設備であり、送信設備を介して電子情報を画像としてスク
リーンに表示させることができる。ディスプレイはＬＣＤ、ＣＲＴ、ＰＤＰ、ＯＬＥＤ等
であってよく、表示する色が多いほど表示する画像が複雑になり、画面のグラデーション
もより繊細になる。
【００７４】
　電源モジュールは、プリント回路板に直接的に貼り付け可能な給電ステーションであり
、異形ディスプレイの駆動回路、情報記憶モジュール、画像処理モジュールに給電する。
電源モジュールは、商用電源の電圧２２０ｖを異形ディスプレイの作動電圧に変換する、
商用電源に接続可能な電源アダプタ又は電圧変換装置であってもよい。
【００７５】
　記憶モジュールは副画素の駆動信号を記憶又はキャッシュするためのものである。コン
ピュータ分野では、各画素は２４ビットで表され、三つの原色即ち赤、緑、青にはそれぞ
れ８ビットが割り当てられる。各原色の強度は８ビットの最高値の２８によって２５６個
の値に分けられる。
【００７６】
　画素ユニットの駆動信号は三つの原色の強度を指す。処理モジュールは異形ディスプレ
イ、電源モジュール及び記憶モジュールと電気的に接続されている。処理モジュールは、
電源モジュールから他のモジュールへの給電を制御する。電源モジュールから給電される
と、処理モジュールは画像データを即時処理し、画像データによって駆動信号を生成して
異形ディスプレイに入力し、これにより、異形ディスプレイの副画素の発光を制御する。
隣接する副画素によって発される光は混合されて、最終的に、人の目で認識される画像を
表示する。
【００７７】
　本発明に係る異形ディスプレイ、及び当該異形ディスプレイを統合した表示装置では、
異なる構成を有する第１の発光ユニットと第２の発光ユニットとを互いに組み合わせて異
形ディスプレイの全体に配置する。前記異なる構成とは、副画素の数が異なってもよく、
発光ユニットが配置される表面の曲率半径が異なってもよく、鏡像構造等であってもよい
。有効表示領域のメイン表示領域及びエッジ表示領域に異なる構成を有する第１の発光ユ
ニットと第２の発光ユニットを設けることにより、微視的に観察するときにエッジ表示領
域のギザギザ感又は粒状感を目立たないように低減させて、異形ディスプレイの表示品質
を向上させる。
【００７８】
　次に、本発明の具体的な応用を説明する。
【００７９】
　設計済の異形ディスプレイの構成については、異形ディスプレイの輪郭線は決まってい
る。曲面スクリーンを有するテレビ又は曲面スクリーンを有する携帯端末装置（例えば携
帯電話）については、異形ディスプレイの機能を実現するために、画素ユニットを配置す
る必要がある。しかしながら、画素ユニットが所定寸法で所定形状を有する物理的実体で
あることを考慮すると、通常、輪郭線が滑らかな曲線であるため、画素ユニットは輪郭線
に沿って配置されるときには完全に一致することでなく、ある程度のギザギザ感が出てく
る。画素ユニットが輪郭線に適合するように配置されることによる表示時のギザギザ感を
低減させるために、下記の方法が考えられる。
【００８０】
　本発明の一実施例において、六つの副画素を含む第１の発光ユニットと、三つの副画素
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め、局所のホワイトバランス性能に優れる。第１の発光ユニットと輪郭線との間に三つの
副画素からなる第２の発光ユニットを配置することにより、表示時のギザギザ感を効果的
に低減させることができる。
【００８１】
　三つの副画素について、第１の画素、第２の画素及び第３の画素は三角形を成すように
配置されてもよく、直線に沿って配置されてもよい。
【００８２】
　本発明の別の実施例において、三つの副画素を有する第１の発光ユニットと、三つの副
画素を有する他の構成による第２の発光ユニットとを使用する。第１の発光ユニットは第
１の方向において連続的に配列されている。同様に、第２の発光ユニットも第１の方向に
連続的に配列されている。第１の方向と交差する第２の方向においては、第１の発光ユニ
ットと第２の発光ユニットとは交互に配列されている。第１の発光ユニットと第２の発光
ユニットのこのような配置も、表示時のギザギザ感を効果的に低減させることができる。
【００８３】
　以上を纏めると、本発明では、表示時のギザギザ感を解消する手段として、一つの手段
は、サイズの異なる発光ユニット同士を組み合わせ、即ち、面積の割合大きい発光ユニッ
トによってディスプレイの大部分の領域（メイン表示領域）を構成し、面積の割合大きい
発光ユニットを完全に収容することができない領域（エッジ表示領域）内には面積の割合
小さい発光ユニットを配置する。もう一つの手段は、副画素の異なる配列により、面積の
割合小さい発光ユニットを少なくとも二種類形成し、面積の割合小さい発光ユニットを互
いにずれるように配列することでディスプレイの全発光領域を構成しても良い。
【００８４】
　以上、前記実施例は本発明のいくつかの実施形態を具体的且つ詳細に説明したものに過
ぎないが、本発明の特許範囲を限定するものではない。当業者にとっては、本発明の精神
を逸脱しないかぎり、いくつかの変形や改良も本発明の保護範囲に含まれる。よって、本
発明の保護範囲は、特許請求の範囲を基準とする。
【符号の説明】
【００８５】
　１０１　輪郭線、１０２　第１の発光ユニット、１０３　第２の発光ユニット、１０４
　メイン表示領域、１０５　エッジ表示領域、２０１　輪郭線、２０２　第１の発光ユニ
ット、２０３　第２の発光ユニット。
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【図１】

【図２】

【図３】

【手続補正書】
【提出日】令和1年12月11日(2019.12.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有効表示領域の範囲を画定する輪郭線を有し、
　繰り返して配列されている複数の第１の発光ユニットと、繰り返して配列されている複
数の第２の発光ユニットとを含み、
　前記複数の第１の発光ユニットはそれぞれ、一又は複数の副画素を有し、また、前記複
数の第２の発光ユニットはそれぞれ、一又は複数の副画素を有し、
　前記第１の発光ユニットに含まれる副画素の数は前記第２の発光ユニットに含まれる副
画素の数以上であることを特徴とする、異形ディスプレイ。
【請求項２】
　前記第１の発光ユニットは連続的に配置され、前記有効表示領域においてメイン表示領
域を形成し、
　少なくとも一つの前記第２の発光ユニットは孤立状態で配置され前記有効表示領域にお
いてエッジ表示領域を形成することを特徴とする、請求項１に記載の異形ディスプレイ。
【請求項３】
　前記第１の発光ユニットは、
　二つの第１の副画素、二つの第２の副画素、及び二つの第３の副画素を含み、又は二つ
の第１の副画素、二つの第２の副画素、及び一つの第３の副画素を含み、又は二つの第１
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の副画素、一つの第２の副画素、及び一つの第３の副画素を含み、又は一つの第１の副画
素、一つの第２の副画素、又は一つの第３の副画素、を含むことを特徴とする、請求項１
又は２に記載の異形ディスプレイ。
【請求項４】
　前記第２の発光ユニットは、一つの第１の副画素、一つの第２の副画素、及び一つの第
３の副画素を含み、前記第２の発光ユニットに属する一つの第１の副画素、一つの第２の
副画素、及び一つの第３の副画素は、三角形を成すように配列され、又は直線に沿って配
置されていることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の異形ディスプレイ
。
【請求項５】
　前記第１の発光ユニットが二つの第１の副画素、二つの第２の副画素、及び二つの第３
の副画素を含む場合、
　前記第２の発光ユニットは、
　二つの第１の副画素、二つの第２の副画素、一つの第３の副画素を含み、又は
　二つの第１の副画素、一つの第２の副画素、一つの第３の副画素を含み、又は
　一つの第１の副画素、一つの第２の副画素、及び一つの第３の副画素のうちいずれか二
つの副画素を含み、又は
　一つの第１の副画素、一つの第２の副画素、及び一つの第３の副画素のうちいずれか一
つの副画素を含むことを特徴とする、請求項３に記載の異形ディスプレイ。
【請求項６】
　前記第１の発光ユニットに含まれる副画素の数と前記第２の発光ユニットに含まれる副
画素の数とが等しい場合、第１の方向において、前記第１の発光ユニット及び前記第２の
発光ユニットはそれぞれ連続的に配置されており、前記第１の方向と交差する第２の方向
において、前記第１の発光ユニットと前記第２の発光ユニットとは交互に配置されている
ことを特徴とする、請求項１に記載の異形ディスプレイ。
【請求項７】
　前記第２の発光ユニットにおける副画素の配置形態と前記第１の発光ユニットにおける
副画素の配置形態とは、前記第１の方向において鏡像対称となっていることを特徴とする
、請求項６に記載の異形ディスプレイ。
【請求項８】
　有効表示領域の範囲を画定する輪郭線を有し、
　繰り返して配列されている複数の第１の発光ユニットと繰り返して配列されている複数
の第２の発光ユニットとを含み、
　前記第１の発光ユニットが配置されている表面の曲率半径は前記第２の発光ユニットが
配置されている表面の曲率半径よりも大きいことを特徴とする、異形ディスプレイ。
【請求項９】
　前記第１の発光ユニットは連続的に配置され前記有効表示領域においてメイン表示領域
を形成し、
　少なくとも一つの前記第２の発光ユニットは孤立状態で配置され前記有効表示領域にお
いてエッジ表示領域を形成することを特徴とする、請求項８に記載の異形ディスプレイ。
【請求項１０】
　有効表示領域の範囲を画定する輪郭線を有し、繰り返して配列されている複数の第１の
発光ユニットと繰り返して配列されている複数の第２の発光ユニットとを含み、前記第１
の発光ユニットに含まれる副画素の数が前記第２の発光ユニットに含まれる副画素の数以
上であり、又は前記第１の発光ユニットが配置されている表面の曲率半径が前記第２の発
光ユニットが配置されている表面の曲率半径よりも大きい、異形ディスプレイと、
　前記ディスプレイに給電する電源モジュールと、
　メディア情報を記憶する記憶モジュールと、
　前記ディスプレイ、前記電源モジュール及び前記記憶モジュールと電気的に接続されて
、前記電源モジュールの給電を制御し、且つメディア情報を前記異形ディスプレイに表示



(15) JP 2020-523639 A 2020.8.6

させる処理モジュールと、ことを特徴とする、表示装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明で開示される各実施例により、異形ディスプレイが提供される。前記異形ディス
プレイは、有効表示領域の範囲を画定する輪郭線を有し、繰り返して配列されている複数
の第１の発光ユニットと、繰り返して配列されている複数の第２の発光ユニットとを含み
、前記複数の第１の発光ユニットはそれぞれ、一又は複数の副画素を有し、また、前記複
数の第２の発光ユニットはそれぞれ、一又は複数の副画素を有し、前記第１の発光ユニッ
トに含まれる副画素の数が前記第２の発光ユニットに含まれる副画素の数以上である。
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