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(57)【要約】
　電子デバイスは、曲げエッジ（５８）を含むフレキシ
ブル基板（６０）を有するディスプレイを備えることが
できる。フレキシブル基板は、有機発光ダイオードのよ
うな発光素子のアレイと関連する制御ラインとを含む平
坦なアクティブ領域（５４）を有することができる。フ
レキシブル基板はまた、アクティブ領域の外部に位置す
る非アクティブ領域を有することができる。曲げエッジ
は、非アクティブ領域においてフレキシブル基板の一部
から形成することができる。アクティブ領域において制
御信号を制御ラインに配信するためのトレース（６２）
は、非アクティブ領域に形成することができる。コーナ
開口は、非アクティブ領域のフレキシブル基板の曲げに
対応するためフレキシブル基板のコーナ部に形成するこ
とができる。ジャンパー（７６）又はコーナ開口の外部
に位置するフレキシブル基板の一部は、隣接する非アク
ティブ領域上のトレース間に信号を伝送するのに用いる
ことができる。
【選択図】図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイであって、発光素子のアレイを含むアクティブ領域と、非アクティブ領域
とを有する層を備え、
　該非アクティブ領域が前記層の曲げエッジ部分を含む、ディスプレイ。
【請求項２】
　前記層が、少なくとも１つのポリマーシートを含む、請求項１に記載のディスプレイ。
【請求項３】
　前記層が、コーナ開口を備えた実質的に矩形形状を有する、請求項２に記載のディスプ
レイ。
【請求項４】
　層のコーナ開口が、ノッチを含む、請求項３に記載のディスプレイ。
【請求項５】
　層のコーナ開口が、層内の孔を含む、請求項３に記載のディスプレイ。
【請求項６】
　前記孔が、アクティブ領域と非アクティブ領域の一部との間に配置され、前記ディスプ
レイが更に、前記非アクティブ領域の一部上にトレースを備える、請求項５に記載のディ
スプレイ。
【請求項７】
　前記層がポリマー層を含み、前記発光素子が有機発光ダイオードを含む、請求項１に記
載のディスプレイ。
【請求項８】
　前記曲げエッジ部分が、前記層の４つの曲げエッジを含む、請求項１に記載のディスプ
レイ。
【請求項９】
　前記曲げエッジのうちの１つの上のトレースを前記曲げエッジのうちの別のエッジの上
のトレースに接続する導電ラインを有するジャンパーを更に備える、請求項１に記載のデ
ィスプレイ。
【請求項１０】
　電子デバイスであって、
　ハウジングと、
　前記ハウジングに搭載されたディスプレイと、
を備え、前記ディスプレイが、平面内に位置する発光素子のアレイを備えた矩形のアクテ
ィブ領域を有するフレキシブル基板層を含み、該フレキシブル基板は、平面外に曲げられ
る非アクティブエッジ領域を含む、電子デバイス。
【請求項１１】
　前記フレキシブル基板層が、該フレキシブル基板層の２つのそれぞれのコーナ部に少な
くとも２つの開口を含む、請求項１０に記載の電子デバイス。
【請求項１２】
　前記開口が前記フレキシブル基板のコーナ部にノッチを含む、請求項１１に記載の電子
デバイス。
【請求項１３】
　前記開口が前記フレキシブル基板のコーナ部に孔を含む、請求項１１に記載の電子デバ
イス。
【請求項１４】
　前記非アクティブエッジ領域が、曲げ軸線の周りで平面外に曲げられ、前記フレキシブ
ル基板が更に、前記曲げ軸線に隣接した前記フレキシブル基板領域に沿って形成された接
着ビードを含む、請求項１１に記載の電子デバイス。
【請求項１５】
　前記ハウジングが金属を含み、前記電子デバイスが更に、前記ディスプレイを覆って前
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記ハウジング内に搭載されるカバーガラス層を含み、前記ディスプレイが、容量性タッチ
センサ電極を含む、請求項１１に記載の電子デバイス。
【請求項１６】
　４つのコーナ部を備えたアクティブ領域を有する可撓性層を備えたディスプレイであっ
て、前記アクティブ領域が平面内に位置し、前記可撓性層が、前記コーナ部の２つ又はそ
れ以上にて開口を有し、前記可撓性層が、平面外に曲げられる少なくとも２つの非アクテ
ィブエッジを有する、ディスプレイ。
【請求項１７】
　前記可撓性層がポリマーシートを含み、前記非アクティブエッジが各々、前記アクティ
ブ領域のエッジに平行に延びるそれぞれの曲げ軸線に沿って平面外に曲げられる、請求項
１６に記載のディスプレイ。
【請求項１８】
　前記アクティブ領域が、有機発光ダイオードのアレイと、制御ラインとを含む、請求項
１６に記載のディスプレイ。
【請求項１９】
　前記制御ラインの少なくとも一部が、前記非アクティブエッジの少なくとも１つ上に形
成される、請求項１８に記載のディスプレイ。
【請求項２０】
　前記開口が、前記非アクティブエッジの一部によって完全に各々が囲まれる孔を含む、
請求項１９に記載のディスプレイ。
【請求項２１】
　前記非アクティブエッジが、前記曲げ軸線に沿って平面外に曲げられ、前記制御ライン
が、該制御ラインが前記曲げ軸線と重なり合う場所に拡大幅を有する、請求項１９に記載
のディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１１年２月２８日に出願された米国特許出願第１３／０３６，９４４号
に対して優先権を主張し、該特許出願は、引用により全体が本明細書に組み入れられる。
　本出願は、全体的に電子デバイスに関し、より詳細には電子デバイス用のディスプレイ
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子デバイスは、ディスプレイを含むことが多い。有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）デ
ィスプレイのようなディスプレイは、別個のバックライトユニットを用いることなく照明
を発生するピクセルを含む。典型的な有機発光ディスプレイでは、アクティブな画像ピク
セルのアレイが直交する制御ラインのパターンを用いて制御される。
【０００３】
　アクティブな画像ピクセルは、ディスプレイ中心において矩形のアクティブ領域を形成
する。ディスプレイ中心におけるアクティブ領域は、非アクティブな境界領域により囲ま
れる。非アクティブな境界領域は、ドライバ回路の信号ケーブルが取り付けられる中心位
置から制御ラインを扇形展開させるためのスペースを含む。信号ケーブルを確実に取り付
けて、アクティブ領域の縁部に沿って制御ラインを扇形展開させるのに十分な領域を確保
するためには、かなりの非アクティブ境界領域の量が必要となる可能性がある。非アクテ
ィブ境界の幅が最大でセンチメートル又はそれ以上の幅になるのは珍しいことではない。
このタイプの幅広の非アクティブ領域は、ディスプレイが大型になる傾向があり、幅広の
ベゼルの電子デバイスハウジングを使用する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　従って、ディスプレイの非アクティブ領域の幅を最小限にして、小型で見た目が美しい
電子デバイス及びディスプレイに対する消費者要求を満たすことができることが望ましい
ことになる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　曲げエッジを有する可撓性発光ダイオード層から形成されたディスプレイを有する電子
デバイスを提供することができる。可撓性発光ダイオード層は、可撓性ポリマーシート又
は他のフレキシブル基板から形成されたキャリアを含むことができる。有機発光ダイオー
ドのような発光ダイオードのアレイは、フレキシブル基板上に平坦なアクティブ領域を形
成することができる。
【０００６】
　光を放出しない信号トレース及び他の回路は、フレキシブル基板の非アクティブエッジ
部分に配置することができる。
【０００７】
　フレキシブル基板は、コーナ部に開口を有し、縁部の曲げに対応することができる。開
口は、ノッチとすることができ、或いは、フレキシブル基板の一部により囲まれて制御ラ
イントレースに対応する孔とすることができる。
【０００８】
　フレキシブル基板の非アクティブエッジ部分は、曲げ軸線の周りのアクティブ領域の平
面から離れて撓むことができる。非アクティブ領域におけるトレースの部分は、曲げ軸線
に重なり合い、曲げの間にトレースの完全性が維持されるのを確保するように拡大するこ
とができる。接着を用いて、ディスプレイの周辺部の周りに延びる曲げ軸線歪み緩和構造
を形成することができる。
【０００９】
　バイアを有するディスプレイ構成を用いて、フレキシブル基板の非アクティブ縁部を撓
ませることなく前側及び後側制御ラインを相互接続することができる。
【００１０】
　本発明の更なる特徴、性質及び種々の利点は、添付図面及び好ましい実施形態に関する
以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の１つの実施形態による、ディスプレイを備えたラップトップコンピュー
タのような例示の電子デバイスの斜視図である。
【図２】本発明の１つの実施形態による、ディスプレイを備えたハンドヘルド電子デバイ
スのような例示の電子デバイスの斜視図である。
【図３】本発明の１つの実施形態による、ディスプレイを備えたタブレットコンピュータ
のような例示の電子デバイスの斜視図である。
【図４】本発明の１つの実施形態によるディスプレイ上のピクセルアレイの一部の回路図
である。
【図５】従来の有機発光ダイオードディスプレイの概略図である。
【図６】本発明の１つの実施形態による、曲げに対応するためコーナノッチのような開口
を備えた矩形基板から形成される例示的なディスプレイの斜視図である。
【図７】本発明の１つの実施形態による、エッジが曲げられた後の図６の例示的なディス
プレイの斜視図である。
【図８】本発明の１つの実施形態によるディスプレイ上の曲げラインの近傍に制御ライン
が拡大領域をどのように備えることができるかを示した、ディスプレイの一部の上面図で
ある。
【図９】本発明の１つの実施形態によるディスプレイのエッジの曲げの後の図８に示すデ
ィスプレイの一部の斜視図である。
【図１０】本発明の１つの実施形態によるディスプレイのエッジの曲げに対応するためデ



(5) JP 2014-512556 A 2014.5.22

10

20

30

40

50

ィスプレイのコーナ部にて孔をどのように形成できるかを示したディスプレイの上面図で
ある。
【図１１】本発明の１つの実施形態による、ディスプレイエッジの曲げの後の図１０のデ
ィスプレイのコーナ部の斜視図である。
【図１２】本発明の１つの実施形態による、それぞれの曲げディスプレイエッジの間のギ
ャップをブリッジするのに、フレックス回路から形成されたジャンパー又は他のケーブル
構造をどのように用いることができるかを示した、折り曲げエッジを備えたディスプレイ
のコーナ部分の斜視図である。
【図１３】本発明の１つの実施形態による、例示的な有機発光ダイオードディスプレイの
側断面図である。
【図１４】本発明の１つの実施形態による、電子デバイスハウジング内に曲げエッジを有
するディスプレイをどのように搭載できるかを示した電子デバイスの一部の側断面図であ
る。
【図１５】本発明の１つの実施形態による、裏面コンタクトを形成できるようにするバイ
アを有するディスプレイの一部の側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　電子デバイスは、ディスプレイを含むことができる。ディスプレイは、テキスト及び画
像のような視覚情報をユーザに表示するのに用いることができる。
【００１３】
　ディスプレイを備えることができる例示の電子デバイスが、図１、２、及び３に示され
ている。図１は、上側ハウジング１２Ａと、キーボード１６及びタッチパッド１８のよう
な構成要素を備えた下側ハウジング１２Ｂと、を有するラップトップ型コンピュータの形
状を有することができる電子デバイス１０を示している。図２は、携帯電話、音楽プレー
ヤ、ゲーム機器、ナビゲーションユニット、又は他の小型デバイスなどのハンドヘルドデ
バイスとすることができる電子デバイス１０を示している。図３は、タブレットコンピュ
ータとすることができる電子デバイス１０を示している。これらは単に例示的な実施例に
過ぎない。図１、２、及び３の例示の電子デバイス１０のような電子デバイスは、ラップ
トップコンピュータ、コンピュータが埋め込まれたコンピュータモニタ、タブレットコン
ピュータ、携帯電話、メディアプレーヤ、他のハンドヘルド及びポータブル電子デバイス
、腕時計デバイス、ペンダントデバイス、ヘッドフォン及びイヤフォンデバイスのような
より小型のデバイス、他のウェアラブル及び小型デバイス、又は他の電子機器とすること
ができる。
【００１４】
　デバイス１０は、ハウジング１０のようなハウジングを有することができる。ケースと
呼ばれることもあるハウジング１２は、プラスチック、ガラス、セラミック、炭素繊維複
合材及び他の複合材、金属、他の材料、或いはこれらの材料の組み合わせのような材料か
ら形成することができる。デバイス１０は、単一構造を用いて形成することができ、これ
は、ハウジング１２のほとんど又は全てが単一構造要素（例えば、機械加工された金属の
１つの要素、又は成型プラスチックの１つの要素）から形成され、或いは、複数のハウジ
ング構造（例えば、内部フレーム要素又は他の内部ハウジング構造に装着された外側ハウ
ジング構造）から形成されてもよい。
【００１５】
　デバイス１０は、ディスプレイ１４のような１つ又はそれ以上のディスプレイを有する
ことができる。ディスプレイ１４は、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイ又は
他の好適なディスプレイとすることができる。ディスプレイ１４は、必要であれば、容量
性タッチセンサアレイ又は他のタッチセンサ構造のための容量性タッチセンサ電極を含む
ことができる（すなわち、ディスプレイ１４は、タッチスクリーンとすることができる）
。タッチセンサ電極は、有機発光ダイオードディスプレイ層と透明カバー層（例えば、カ
バーガラス層）との間に配置されたタッチパネル層上に設けることができ、又はカバー層
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の下に形成することができ、或いは、ディスプレイ１４内に組み込むこともできる。
【００１６】
　有機発光ダイオード層（ダイオード層、ディスプレイ層、ディスプレイ、又は画像ピク
セル層と呼ばれる場合もある）は、中心に平坦な矩形のアクティブ領域を有することがで
きる。矩形のアクティブ領域は、発光ダイオードピクセルのアレイを含む。有機発光ダイ
オード層のエッジは、中心アクティブ領域を囲み、矩形周辺リングを形成する。この境界
領域は、光を放出せず、従って、ディスプレイの非アクティブ部分と呼ばれる回路を含む
。ディスプレイの非アクティブ部分は、図１、２、及び３において非アクティブ境界領域
２０として図示されている。
【００１７】
　デバイスの見た目の美しさを向上させるために、ディスプレイの正面から見える非アク
ティブ境界領域２０の幅は、有機発光ダイオード層の部分をアクティブ領域と非アクティ
ブ領域との間の境界に沿って曲げることにより最小限にすることができる。例えば、有機
発光ダイオードアレイのエッジは、アクティブ領域の平面に垂直の位置にあるように折り
曲げることができる。このタイプの構成が使用される場合、ディスプレイ１４の正面から
見える図１、２、及び３のデバイス１０の非アクティブ境界領域２０の幅が最小にされる
。目に見えたままのディスプレイ１４の最小エッジ部分は、ベゼル、又は黒色インク（例
として）のような不透明マスク層で裏面がコーティングされたディスプレイカバー層の一
部で覆うことができる。ベゼルは、例えば、ハウジングに装着される単独のベゼル構造か
ら、又はハウジング１２の一部（例えば、ハウジング１２の側壁の一部）から、或いは、
他の好適な構造を用いて形成することができる。
【００１８】
　ディスプレイ１４のアクティブ領域の一部が、図４に示されている。図４に示すように
、アクティブ領域は、アレイ２２のような発光ディスプレイピクセル２４のアレイを含む
ことができる。ピクセル２４は、アレイ２４において横列と縦列に配列することができ、
直交する制御ラインのパターンを用いて制御することができる。ピクセルアレイ２２にお
ける制御ラインは、ゲートライン２８及びデータライン２６を含むことができる。例えば
、ピクセル２４の各横列の間に配置されたゲートライン２８と、画像ピクセルの各縦列の
間に配置されたデータラインとのペアが存在することができる。各ピクセルは、有機発光
ダイオード３２のような発光素子と、関連する制御回路３０とを含むことができる。制御
回路３０は、ドライバ回路から制御信号を受け取ることができるように、データライン及
びゲートラインに結合することができる。ドライバ回路は、ディスプレイの非アクティブ
部分内に形成された低温ポリシリコントランジスタを用いて実施されるゲートラインドラ
イバのような、オンディスプレイドライバ回路を含むことができる。ドライバ回路はまた
、ドライバ集積回路（例えば、非アクティブ領域に搭載されるドライバ集積回路、又は外
部プリント回路上に搭載され、フレックス回路ベースのケーブルのようなケーブルを用い
て非アクティブ領域内のパッドに結合されるドライバ集積回路）を含むことができる。
【００１９】
　従来の有機発光ダイオード集積回路の上面図が図５に示されている。図５に示すように
、ディスプレイ４８は、基板３４のような基板を含むことができ、該基板は、矩形のアク
ティブ領域３６内に有機発光ダイオードのアレイと制御回路とを含む。アクティブ領域３
６の外部に位置する基板３４の部分は、非アクティブ境界領域を形成する。ゲートライン
３８及びデータライン４２を用いて、ディスプレイピクセルに対し制御信号を分配するこ
とができる。ゲートラインドライバ回路４０は、ディスプレイ４８上で非アクティブ領域
内に形成することができる。ドライバ集積回路５３は、フレックス回路ケーブル４６を用
いてディスプレイ４８に制御信号を供給することができる。フレックス回路ケーブル４６
は、領域４４において導電性パッドを用いて基板３４に取り付けられる。下側エッジ領域
５０において、制御ラインは、領域４４から扇形に展開されたパターンで編成される。
【００２０】
　フレックス回路ケーブルを取り付けるための導電性パッドに対応し、エッジ５０に沿っ
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た制御ラインの扇形展開パターンに対応するため、エッジ５０（すなわち、図５の非アク
ティブ領域の下側部分）の幅Ｗは、約５～１５ｍｍであることが必要となる場合がある。
左、右、及び上側の非アクティブ領域もまた、少なくとも数ミリメートルから１センチメ
ートル幅であることが必要となる場合がある。非アクティブ境界領域をユーザの視界から
隠すために、従来のディスプレイの非アクティブ境界領域は通常、プラスチックベゼル、
又はディスプレイカバーガラス層の裏面にプリントされた不透明インクの境界部のような
トリム要素によって覆われる。大きな境界部幅は、従来のディスプレイを含むデバイスが
望ましい大きさよりも大型になる傾向があり、審美的魅力に欠ける場合がある。
【００２１】
　ベゼル、不透明インク境界部、又はデバイス１０のディスプレイ１４における非アクテ
ィブ境界領域のような他の部分の幅を最小にするため、ディスプレイ１４は、非アクティ
ブ領域の曲げエッジを有する有機発光ダイオード層から形成することができる。ディスプ
レイの非アクティブ領域のエッジ部分を曲げることにより、非アクティブ領域のエッジ部
分がアクティブ領域の境界部を過ぎて横方向に延びる量を最小にすることができる（例え
ば、３ｍｍ以下、２ｍｍ以下、１ｍｍ以下、その他）。
【００２２】
　非アクティブ領域を曲げる前のディスプレイ１４の有機発光ダイオード層の斜視図が図
６に示される。図６に示すように、発光層５２は、基板６０から形成することができる。
場合によってはキャリアと呼ばれることがある基板６０は、ポリマー（例えば、ポリエチ
レンテレフタレート、ポリイミド、又は薄い可撓性シート内に設けることができる他の材
料）のシートのような、可撓性材料の１つ又はそれ以上の層から形成することができる。
必要に応じて、可撓性偏光層を基板６０の上部に形成することができる。図４のアレイ４
４のような有機発光ダイオードのピクセル２４のアレイは、基板６０の表面上に形成する
ことができる。
【００２３】
　基板６０のアクティブ領域の境界部は、図６の実施例のライン５４で示されている。ラ
イン５４により境界付けられた矩形内部に位置する基板６０の部分は、ディスプレイ１４
のアクティブ領域を形成する。ライン５４により境界付けられた矩形外部にある基板６０
の部分は、ディスプレイ１４の非アクティブ領域を形成する。
【００２４】
　制御ライン６２のような制御ラインの導電性トレースは、基板６０の表面上に形成する
ことができる。制御ライン６２の一部分は、アクティブ領域５４におけるピクセルアレイ
のゲートライン及びデータラインを形成する。制御ライン６２の他の部分は、基板６０の
非アクティブ領域に位置する（アクティブ領域の外部）。例えば、制御ライン６２の一部
は、アレイ２２状のゲートライン及びデータラインにコンタクト６４を接続させる際に使
用される。コンタクト６４は、領域６６においてアレイパターンで配列することができる
。フレックス回路ケーブルは、領域６６においてコンタクトに取り付けることができる（
例えば、異方性導電フィルム、他の導電接着剤、はんだ、その他を用いて）。フレックス
回路は、作動中にアレイ２２に信号を供給するドライバ集積回路（例えば、図５のドライ
バ集積回路のようなドライバ集積回路）に接続することができる。必要であれば、ドライ
バ集積回路は、領域６６において基板６０に装着することができる。ドライバ集積回路（
例えば、基板６０上で低温ポリシリコントランジスタから形成されたゲートラインドライ
バ、又は他の好適なドライバ回路）はまた、非アクティブ領域内で基板６０上に形成する
ことができる。
【００２５】
　基板６０は、コーナ部に開口を備えた矩形形状を有することができる。開口は、ノッチ
、スリット、孔、その他とすることができる。図６の例示的な実施例において、矩形切り
欠き部６８（ノッチ）は、基板６０の４つのコーナ部の各々に形成されている。基板６０
のコーナ部の各々で基板６０の一部を除去することにより、有機発光ダイオード層５２に
おいて基板６０の４つのエッジをアクティブ領域５４の平面外に曲げることが可能となる
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。例えば、基板６０のエッジ５８の各々は、コーナ部にて過剰材料の折り曲げ部を生成す
ることなく、曲げ線（折り線）５６に沿って方向７０で下向きに折り曲げ又は曲げること
ができる。
【００２６】
　アクティブ領域５４の外周と曲げ線（軸線）５６の位置との間の横方向離隔距離ＧＰは
、図５に示すタイプの従来のディスプレイにおける非アクティブ領域の従来幅よりも遙か
に小さくすることができる。例えば、距離ＧＰは、約０．２～２ｍｍ（一例として）とす
ることができる。
【００２７】
　基板６０の非アクティブ領域（すなわち、エッジ５８）を曲げた後、有機発光ダイオー
ド層５２は、図７に示すようなタイプの形状を有することができる。図７に示すように、
エッジ５８は、例えば、下向きに曲げられて、アクティブ領域５４の平面に垂直な平面に
位置するようにすることができる。必要に応じて、層５２に対して他の形状を形成するこ
とができる（例えば、図７に示すよりもより多く又はより少なく基板６９のエッジ５８を
曲げることにより）。図７に示すようにエッジ５８を少なくとも８０又は９０度曲げる利
点は、これによりディスプレイの横方向寸法Ｘ及びＹを最小にするのに役立つことである
。
【００２８】
　必要に応じて、トレース６２は、曲げ軸線５６の近傍で拡大（例えば、幅広化及び／又
は肥厚化）することができる。例えば、トレースは、トレースが曲げ軸線５６に重なり合
うように、トレースの長手方向軸線に垂直な寸法を拡大することができる。このタイプの
構成が図８に示されている。図８の実施例において、各トレース（制御ライン）６２は、
エッジ５８上の制御ライン扇形展開領域においてラインを形成する際に使用される公称幅
ＷＤを有し、また、曲げ軸線（折り線）５６と交差する線の部分の拡大幅ＷＤ’を有する
。トレース６２は、基板６０の曲げエッジ５８用に使用できる十分な余地を確保するため
、トレース６２とアクティブ領域５４の外周との間に約０．２ｍｍ～３ｍｍの幅Ｋがある
ように構成することができる。
【００２９】
　エッジ５８が、アクティブ領域５４の平面から離れて曲げられると、図８の基板６０は
、図９に示す形状を有することができる。曲げ軸線５６に重なり合うトレース６２のセグ
メントにおけるトレース６２の拡大寸法は、基板６０の非アクティブエッジ５８がアクテ
ィブ領域５４から下向きに曲げられたときに亀裂又は他の損傷を確実に生じないようにす
るのを助けることができる。
【００３０】
　必要に応じて、基板６０のコーナ部における開口６８は、基板６０のコーナ部における
孔から形成することができる。孔は、基板６０の一部により完全に囲まれる。図１０の例
示的な実施例において、基板６０は、４つのコーナ部の各々に実質的に矩形の孔６８を備
えている。開口６８は、他の好適な形状（例えば、長円形、円形、三角形、湾曲及び直線
状の辺の組み合わせを有する形状、或いは他の好適な形状）の孔を用いて形成することが
できる。図１０の実施例における矩形孔の使用は、単に例証に過ぎない。
【００３１】
　図１０の孔６８のような孔を備えた基板の折り曲げ後の有機発光ダイオード層５２のコ
ーナ部の斜視図が図１１に示されている。図１１に示すように、孔６８の使用により、ト
レース６２に対応するため孔の外側エッジに沿って追加のスペースが提供される。詳細に
は、材料５８’を用いてトレース６２’に対応することができ、他の場合であれば、トレ
ース６２’は、アクティブ領域５４と孔６８との間の領域（図１１の領域７０として示さ
れる）を通り抜けることはできない。トレース６２’のようなトレースを用いて、領域６
６（図６）のような領域をドライバ回路５２０（例えば、ピクセルアレイのゲートライン
上に信号を駆動するゲートラインドライバ回路を実装するのに使用される低温ポリシリコ
ントランジスタ）に接続することができる。
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【００３２】
　図６及び７の構成のような構成において、開口６８は、ノッチの形状で形成することが
でき、よって、ライン６２’を通す開口６８の外寄りで利用可能な基板６０の部分が存在
しない。結果として、図６及び７に示すタイプの構成においては、アクティブ領域５４の
周辺部と開口６８の最内エッジとの間の領域にライン６２’を通す（例えば、アクティブ
領域５４の周辺部に開口６８が近接し過ぎないのを保証することによって）ことが好まし
いとすることができる。
【００３３】
　ディスプレイのコーナ部においてライン６２を通すための別の例示的な技術が図１２に
示される。図１２に示すように、信号経路は、バス構造７６によって形成することができ
る。構造７６は、基板６０のエッジ５８Ａ及び５８Ｂ上で制御ライントレース６２Ａ及び
６２Ｂの対応する部分と組み合わせるための信号トレース７４のような信号トレースを含
むことができる。構造７６は、トレース６２Ａのようなエッジ５８Ａ上のトレースをエッ
ジ５８Ｂ上のトレース６２Ｂのような対応するトレースに電気的に接続するジャンパーと
して機能することができる。このタイプのジャンパー構成を用いて、折り曲げ基板のコー
ナ部６８０にて基板６０におけるあらゆる表面凹凸又はギャップをブリッジすることがで
きる。
【００３４】
　有機発光ダイオード層５２を形成する際に用いることができる例示的な構成の側断面図
が、図１３に示されている。図１３に示すように、層５２は、キャリア（基板６０）のよ
うなキャリア層を含むことができる。基板６０は、材料の１つ又はそれ以上の可撓性ポリ
マーシート又は他の曲げ可能な層から形成することができる。例えば、基板層６０は、約
０．０８～０．１６ｍｍ（一例として）の合計厚みを有して、ポリイミドの層、及び／又
はポリエチレンテレフタレートの層、及び／又は他のポリマー層を含むことができる。有
機発光素子及び回路７８（約０．０１ｍｍ厚みとすることができる）は、制御ライントレ
ース６２のようなトレース、ドライバ回路（非アクティブディスプレイ領域）、制御回路
３０（図４）、有機発光ダイオード３２、及び他の構造を含むことができる。約０．１３
～０．２１ｍｍの厚みを有することができる円形偏光子８０は、トレース６２からの反射
を抑制するのに用いることができる。偏光子８０は、層５２の全ての上に形成することが
でき、図１３に示すように、アクティブ領域５４のみに重なり合うことができる。必要に
応じて、他のタイプの発光層をディスプレイ１４において用いることができる。図１３の
実施例は、単に例証に過ぎない。
【００３５】
　図１４は、ディスプレイ１４をデバイスハウジング１２内にどのように搭載できるかを
示した、デバイス１０の一部の側断面図である。図１４に示すように、ディスプレイ１４
は、カバー層８４のようなカバーガラス層又は他の好適なカバー層を有することができる
。必要に応じて、ディスプレイ１４は、タッチセンサ８６のようなタッチセンサを備える
ことができる。タッチセンサ８６は、電極９０（例えば、インジウムスズ酸化物電極、又
は他の好適な透明電極）のような容量性タッチセンサ電極を含むことができ、或いは、他
のタッチ技術（例えば、抵抗式タッチ技術、音響タッチ技術、光センサ、力センサ、その
他を用いたタッチセンサ構成）を用いて形成することができる。図１４の実施例において
、タッチセンサ８６は、別個のタッチパネルとして実施されている。これは単に例証に過
ぎない。タッチセンサ電極９０は、必要に応じて、カバーガラス層８４の裏面（内側）上
に形成することができ、或いは、他の好適なディスプレイ構造上に形成することができる
。
【００３６】
　ディスプレイ１４の層は、必要に応じて、接着剤（例えば、光学的に透明な接着剤９２
）を用いて共に積層することができる。アクティブ領域５４において、有機発光ダイオー
ド層５２は、平坦とすることができ、矩形平坦構造を形成することができる。層５２の非
アクティブ部分５８（例えば、図６、７、１０、及び１１の基板６０のエッジ５８を参照
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）は、曲げ軸線５６の周りでアクティブ領域５４の平面外に曲げることができる。曲げた
後、エッジ５８は、平坦な形状、湾曲した形状、又はエッジ５８が横方向寸法Ｘ及びＹ（
例えば、図７を参照）でアクティブ領域５４の縁部を過度に過ぎて確実に突出しないよう
な他の好適な形状を有することができる。曲げプロセス中に層５２が損傷を受けないのを
保証するため、許容可能な曲げ半径Ｒまで曲げを制限する曲げ作業を実施することができ
る。Ｒの値は、例えば、曲げ材料の厚みの約３～５倍とすることができる（例えば、曲げ
半径Ｒは約０．２～０．５ｍｍとすることができる）。接着剤８８は、層５２の歪み緩和
特徴要素として機能することができ、曲げ軸線５６に隣接してディスプレイ１４の外周の
周りに延びるビード内に形成することができる。偏光層８０がディスプレイの非アクティ
ブ領域内に有意に延びない構成において、接着剤８８は、図１４に示すように偏光層８０
のエッジ８１を覆うことができる。歪み緩和接着剤８８を形成する際に使用できる材料の
実施例は、透明な紫外光硬化接着剤及びシリコン（実施例として）を含む。
【００３７】
　必要に応じて、有機発光ダイオード層５２にバイアを設けることができる。このタイプ
の構成は、図１５に示されている。図１５に示すように、層５２は、バイア９４のような
バイアを含むことができる。バイア９４は、層５２の表側上の制御ライントレース６２を
、層５２の裏側上のトレース６２’のような別のトレースに相互接続することができる。
トレース６２’は、層５２上のドライバ回路からの制御信号及び／又はドライバ電気回路
に接続されたフレックス回路又は他の通信経路構造からの制御信号を配信するのに用いる
ことができる。導電材料９６（例えば、はんだ、導電接着剤、その他）を用いて、プリン
ト回路基板１００上でトレース６２’をトレース９８に接続することができる。接着剤１
０２は、層５２を回路基板１００又は他の好適に支持構造に搭載する際に用いることがで
きる。このタイプのレイアウトを用いることにより、アクティブ領域５４のエッジとディ
スプレイの非アクティブ部分のエッジとの間の距離ＧＰ’は、曲げ層５２なしで最小にす
ることができる。
【００３８】
　１つの実施形態によれば、発光素子のアレイを含むアクティブ領域と、非アクティブ領
域とを備えた層を有するディスプレイが提供され、非アクティブ領域は、層の曲げエッジ
部分を含む。
【００３９】
　別の実施形態によれば、層は、少なくとも１つのポリマーシートを含む。
【００４０】
　別の実施形態によれば、層は、コーナ開口を備えた実質的に矩形形状を有する。
【００４１】
　別の実施形態によれば、層のコーナ開口は、ノッチを含む。
【００４２】
　別の実施形態によれば、層のコーナ開口は、層内の孔を含む。
【００４３】
　別の実施形態によれば、孔は、アクティブ領域と非アクティブ領域の一部との間に配置
され、ディスプレイは更に、非アクティブ領域の一部上にトレースを含む。
【００４４】
　別の実施形態によれば、層は、ポリマー層を含み、発光素子は、有機発光ダイオードを
含む。
【００４５】
　別の実施形態によれば、曲げエッジ部分は、層の４つの曲げエッジを含む。
【００４６】
　別の実施形態によれば、ディスプレイは更に、曲げエッジのうちの１つの上のトレース
を曲げエッジのうちの別のエッジの上のトレースに接続する導電ラインを有するジャンパ
ーを含む。
【００４７】
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　別の実施形態によれば、ハウジングと、該ハウジングに搭載されたディスプレイとを含
む電子デバイスが提供され、ここでディスプレイは、平面内に位置する発光素子のアレイ
を備えた矩形のアクティブ領域を有するフレキシブル基板層を含み、フレキシブル基板は
、平面外に曲げられる非アクティブエッジ領域を含む。
【００４８】
　別の実施形態によれば、フレキシブル基板層は、該フレキシブル基板層の２つのそれぞ
れのコーナ部に少なくとも２つの開口を含む。
【００４９】
　別の実施形態によれば、開口は、フレキシブル基板のコーナ部にノッチを含む。
【００５０】
　別の実施形態によれば、開口は、フレキシブル基板のコーナ部に孔を含む。
【００５１】
　別の実施形態によれば、非アクティブエッジ領域は、曲げ軸線の周りで平面外に曲げら
れ、フレキシブル基板は更に、曲げ軸線に隣接したフレキシブル基板領域に沿って形成さ
れた接着ビードを含む。
【００５２】
　別の実施形態によれば、ハウジングは、金属を含み、電子デバイスは更に、ディスプレ
イを覆ってハウジング内に搭載されるカバーガラス層を含み、ディスプレイは、容量性タ
ッチセンサ電極を含む。
【００５３】
　別の実施形態によれば、４つのコーナ部を備えたアクティブ領域を有する可撓性層を含
むディスプレイが提供され、ここでアクティブ領域は、平面内に位置し、可撓性層は、コ
ーナ部の２つ又はそれ以上にて開口を有し、該可撓性層は、平面外に曲げられる少なくと
も２つの非アクティブエッジを有する。
【００５４】
　別の実施形態によれば、可撓性層は、ポリマーシートを含み、非アクティブエッジは各
々、アクティブ領域のエッジに平行に延びるそれぞれの曲げ軸線に沿って平面外に曲げら
れる。
【００５５】
　別の実施形態によれば、アクティブ領域は、有機発光ダイオードのアレイと、制御ライ
ンとを含む。
【００５６】
　別の実施形態によれば、制御ラインの少なくとも一部は、非アクティブエッジの少なく
とも１つ上に形成される。
【００５７】
　別の実施形態によれば、開口は、非アクティブエッジの一部によって完全に各々が囲ま
れる孔を含む。
【００５８】
　別の実施形態によれば、非アクティブエッジは、曲げ軸線に沿って平面外に曲げられ、
制御ラインは、制御ラインが曲げ軸線と重なり合う場所に拡大幅を有する。
【００５９】
　上記のことは、本発明の原理の単に例証に過ぎず、当業者であれば、本発明の範囲及び
精神から逸脱することなく、様々な修正を行うことができる。
【符号の説明】
【００６０】
１０　デバイス
１２　デバイスハウジング
１４　ディスプレイ
５２　有機発光ダイオード層
５４　アクティブ領域
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５６　曲げ線（折り線）
５８　エッジ
６０　基板
８０　偏光子
８１　エッジ
８４　カバー層
８６　タッチセンサ
８８　歪み緩和接着剤
９０　電極
９２　接着剤

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】



(15) JP 2014-512556 A 2014.5.22

【手続補正書】
【提出日】平成25年8月12日(2013.8.12)
【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】
　ディスプレイであって、発光素子のアレイを含むアクティブ領域と、非アクティブ領域
とを有する層を備え、
　該非アクティブ領域が前記層の曲げエッジ部分を含む、ディスプレイ。
【請求項２】
　前記層が、少なくとも１つのポリマーシートを含む、請求項１に記載のディスプレイ。
【請求項３】
　前記層が、コーナ開口を備えた実質的に矩形形状を有する、請求項２に記載のディスプ
レイ。
【請求項４】
　層のコーナ開口が、ノッチを含む、請求項３に記載のディスプレイ。
【請求項５】
　層のコーナ開口が、層内の孔を含む、請求項３に記載のディスプレイ。
【請求項６】
　前記孔が、アクティブ領域と非アクティブ領域の一部との間に配置され、前記ディスプ
レイが更に、前記非アクティブ領域の一部上にトレースを備える、請求項５に記載のディ
スプレイ。
【請求項７】
　前記層がポリマー層を含み、前記発光素子が有機発光ダイオードを含む、請求項１に記
載のディスプレイ。
【請求項８】
　前記曲げエッジ部分が、前記層の４つの曲げエッジを含む、請求項１に記載のディスプ
レイ。
【請求項９】
　前記曲げエッジのうちの１つの上のトレースを前記曲げエッジのうちの別のエッジの上
のトレースに接続する導電ラインを有するジャンパーを更に備える、請求項１に記載のデ
ィスプレイ。
【請求項１０】
　電子デバイスであって、
　ハウジングと、
　前記ハウジングに搭載されたディスプレイと、
を備え、前記ディスプレイが、平面内に位置する発光素子のアレイを備えた矩形のアクテ
ィブ領域を有するフレキシブル基板層を含み、該フレキシブル基板は、平面外に曲げられ
る非アクティブエッジ領域を含む、電子デバイス。
【請求項１１】
　前記フレキシブル基板層が、該フレキシブル基板層の２つのそれぞれのコーナ部に少な
くとも２つの開口を含む、請求項１０に記載の電子デバイス。
【請求項１２】
　前記開口が前記フレキシブル基板のコーナ部にノッチを含む、請求項１１に記載の電子
デバイス。
【請求項１３】
　前記開口が前記フレキシブル基板のコーナ部に孔を含む、請求項１１に記載の電子デバ
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イス。
【請求項１４】
　前記非アクティブエッジ領域が、曲げ軸線の周りで平面外に曲げられ、前記フレキシブ
ル基板が更に、前記曲げ軸線に隣接した前記フレキシブル基板領域に沿って形成された接
着ビードを含む、請求項１１に記載の電子デバイス。
【請求項１５】
　前記ハウジングが金属を含み、前記電子デバイスが更に、前記ディスプレイを覆って前
記ハウジング内に搭載されるカバーガラス層を含み、前記ディスプレイが、容量性タッチ
センサ電極を含む、請求項１１に記載の電子デバイス。
【請求項１６】
　４つのコーナ部を備えたアクティブ領域を有する可撓性層を備えたディスプレイであっ
て、前記アクティブ領域が平面内に位置し、前記可撓性層が、前記コーナ部の２つ又はそ
れ以上にて開口を有し、前記可撓性層が、平面外に曲げられる少なくとも２つの非アクテ
ィブエッジを有する、ディスプレイ。
【請求項１７】
　前記可撓性層がポリマーシートを含み、前記非アクティブエッジが各々、前記アクティ
ブ領域のエッジに平行に延びるそれぞれの曲げ軸線に沿って平面外に曲げられる、請求項
１６に記載のディスプレイ。
【請求項１８】
　前記アクティブ領域が、有機発光ダイオードのアレイと、制御ラインとを含む、請求項
１６に記載のディスプレイ。
【請求項１９】
　前記制御ラインの少なくとも一部が、前記非アクティブエッジの少なくとも１つ上に形
成される、請求項１８に記載のディスプレイ。
【請求項２０】
　前記開口が、前記非アクティブエッジの一部によって完全に各々が囲まれる孔を含む、
請求項１９に記載のディスプレイ。
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