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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示領域に複数の画素が配置された基板と、
　前記基板の一面に設けられた複数の接続パッドと、
　前記画素と前記接続パッドとをそれぞれ接続する配線と、
　を備え、
　前記基板は、
　前記表示領域及び前記表示領域の外側にある非表示領域を含むパネル部と、
　前記複数の接続パッドが並列して配置される端子部と、
　を有し、
　前記端子部は、
　前記パネル部から第１の方向に連続して延びる第１の部分と、
　前記第１の方向に直交する第２の方向に、前記パネル部の縁を超えて、前記第１の部分
から連続して延び、前記第１の部分に重なるように折り曲げられて配置された第２の部分
と、
　を有し、
　前記第１の部分及び前記第２の部分は、それぞれ、前記第１の方向に前記パネル部とは
反対側に、側端面を有し、
　前記第２の部分が折り曲げられることにより、前記第１の部分及び第２の部分の前記側
端面は、平面視で重なり、
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　前記第１の部分と前記第２の部分に、前記第２の方向に連続して並ぶように、前記複数
の接続パッドが配置される、
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示装置であって、
　前記第１の部分の前記第２の方向の幅と前記第２の部分の前記第２の方向の幅との和が
、
　前記パネル部の前記第２の方向の幅よりも大きい、
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の表示装置であって、
　前記第２の部分が、第１のサブ部と第２のサブ部とを有し、
　前記第１のサブ部は前記第１の部分の一方側の端に接続し、
　前記第２のサブ部は、前記第１の部分の他方側の端に接続し、
　前記第１のサブ部の前記第２の方向の先端部が、前記第２のサブ部の前記第２の方向の
先端部と向き合う、
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の表示装置であって、
　前記端子部に、前記複数の接続パッドに接続するドライバＩＣが、前記第１の部分と前
記第２の部分の境界を避けて配置されている、
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の表示装置であって、
　前記第１の部分及び前記第２の部分が、前記複数の接続パッドが設けられた前記一面と
は反対側の面同士で、補強材を介して固定されている、
　ことを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　薄型で軽量な発光源として、基板上にマトリクス状に配置された画素回路を有する表示
装置が開発されている。
【０００３】
　このような表示装置としては、例えば特許文献１において、パネル部と端子部を有する
可撓性基板上に、各有機エレクトロルミネッセンス発光素子に接続する配線と、各配線に
接続する接続パッドとが設けられた構成が開示されている。有機エレクトロルミネッセン
ス発光素子は可撓性基板のパネル部に配置され、配線と接続パッドは可撓性基板の端子部
に配置される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２２０６３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の構成によれば、表示装置が高精細になり画素回路の数が増えるほど
配線の数も多く必要となる。しかし、接続パッドの幅は配線の幅よりも大きいため、配線
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の数が多くなると、端子部に接続パッドを全て配置することが困難となる。また、接続パ
ッドを全て配置するために端子部の幅を大きくすると、パネル部の幅も大きくなり、表示
装置の小型化を実現することが困難となる。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、高精細で、かつ、小型の表
示装置を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本出願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下の
通りである。
【０００８】
　（１）本発明の表示装置は、表示領域に複数の画素が配置された基板と、前記基板の一
面に設けられた複数の接続パッドと、前記画素と前記接続パッドとをそれぞれ接続する配
線と、を備え、前記基板は、前記画素が配置されるパネル部と、前記接続パッドが配置さ
れる端子部と、を有し、前記端子部は、前記パネル部の第１の方向側に連続する第１の部
分と、前記端子部の一部が折り曲げられて形成された、前記第１の部分に対向する第２の
部分と、を有し、前記第１の部分と前記第２の部分に接続パッドが配置されることを特徴
とする。
【０００９】
　（２）本発明の表示装置は、（１）において、前記第１の部分の、前記第１の方向に直
交する方向である第２の方向の幅と前記第２の部分の前記第２の方向の幅との和が、前記
パネル部の前記第２の方向の幅よりも大きくてもよい。
【００１０】
　（３）本発明の表示装置は、（１）または（２）において、前記第１の部分の前記第１
の方向側の側面と前記第２の部分の前記第１の方向側の側面とが平面視で重なっていても
よい。
【００１１】
　（４）本発明の表示装置は、（１）乃至（３）のいずれか一項において、前記第２の部
分が、第１のサブ部と第２のサブ部とを有し、前記第１のサブ部は前記第１の部分の一方
側の端に接続し、前記第２のサブ部は、前記第１の部分の他方側の端に接続し、前記第１
のサブ部の前記第２の方向側の端部が、前記他方の第２のサブ部の前記第２の方向側の端
部と向き合ってもよい。
【００１２】
　（５）本本発明の表示装置は、（１）乃至（４）のいずれか一項において、前記端子部
に、複数の前記接続パッドに接続するドライバＩＣが前記境界を避けて配置されていても
よい。
【００１３】
　（６）本発明の表示装置は（１）乃至（５）のいずれか一項において、前記第１の部分
及び前記第２の部分の前記一面と反対側の面同士が、補強材を介して固定されていてもよ
い。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、本構成を有さない表示装置と比べ、端子部に多くの接続パッドを配置
することができるため、高精細で、かつ、小型の表示装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の第一の実施形態に係る表示装置が端子部を展開させた状態を示
す概略平面図である。
【図２】図２は、図１に示す表示装置のＩＩ－ＩＩ切断線における概略断面図である。
【図３】図３は、図１に示す表示装置を第１の方向側からの視野において示す概略側面図
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である。
【図４】図４は、図１に示す表示装置が端子部の一部を折り曲げた状態を示す概略平面図
である。
【図５】図５は、図４に示す表示装置が外部機器に接続された状態を図２と同様の視野に
おいて示す概略側面図である。
【図６】図６は、図４に示す表示装置が外部機器に接続された状態を図３と同様の視野に
おいて示す概略側面図である。
【図７】図７は、本発明の第二の実施形態に係る表示装置が端子部を展開させた状態を示
す概略平面図である。
【図８】図８は、図７に示す表示装置が端子部の一部を折り曲げた状態を示す概略平面図
である。
【図９】図９は、図７に示す表示装置を図２と同様の視野において示す概略断面図である
。
【図１０】図１０は、図７に示す表示装置を図３と同様の視野において示す概略側面図で
ある。
【図１１】図１１は、本発明の第三の実施形態に係る表示装置が端子部を展開させた状態
を示す概略平面図である。
【図１２】図１２は、図１１に示す表示装置が端子部の一部を折り曲げた状態を示す概略
平面図である。
【図１３】図１３は、図１１に示す表示装置を図３と同様の視野において示す概略側面図
である。
【図１４】図１４は、本実施形態に係る表示装置の変形例を図３と同様の視野において示
す概略側面図である。
【図１５】図１５は、本実施形態に係る表示装置の変形例を図３と同様の視野において示
す概略側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、第１の実施形態に係る表示装置について、有機エレクトロルミネッセンス表示装
置１ａ（以下、表示装置１ａとする）を例として図面に基づいて説明する。なお、以下の
説明において参照する図面は、特徴をわかりやすくするために便宜上特徴となる部分を拡
大して示している場合があり、各構成要素の寸法比率などは実際と同じであるとは限らな
い。また、以下の説明において例示される材料等は一例であって、各構成要素はそれらと
異なっていてもよく、その要旨を変更しない範囲で変更して実施することが可能である。
【００１７】
　図１は、本発明の第一の実施形態に係る表示装置１ａが端子部３０を展開させた状態を
示す概略平面図であり、図２は、図１に示す表示装置１ａのＩＩ－ＩＩ切断線における概
略断面図である。表示装置１ａは、基板１０と、基板１０の上面（一面）１０ａに設けら
れた複数の接続パッドＣと、画素Ｐと接続パッドＣとをそれぞれ接続する配線Ｗと、を有
している。
【００１８】
　基板１０は、その一面１０ａに複数の画素Ｐがマトリクス状に配置される部材である。
基板１０のうち、その一面１０ａに画素Ｐが配置される部分をパネル部２０とし、接続パ
ッドＣが配置される部分を端子部３０とする。基板１０の上面１０ａには複数の配線Ｗが
設けられており、これら配線Ｗはそれぞれ、マトリクス状に並んだ画素Ｐの列のいずれか
に対応している。
【００１９】
　基板１０の端子部３０は、折り曲げ可能な材料からなる。折り曲げ可能な基板１０とし
ては、例えば、防湿処理の施された、ポリイミドやポリエチレンテレフタレートなどの、
可撓性を有するプラスチック樹脂基板が挙げられる。また、基板１０の材料は樹脂基板に
限られず、絶縁処理の施された、可塑性を有するステンレスや銅などの金属薄板であって
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もよい。
【００２０】
　パネル部２０のうち、画像が表示される領域を表示領域Ｄとし、表示領域Ｄの外側の、
画像が表示されない領域を非表示領域Ｅとする。表示領域Ｄにおいては、画素Ｐが配置さ
れて、図示しない絶縁層、薄膜トランジスタを有する回路層、及び有機エレクトロルミネ
ッセンス素子等が形成されている。また、各画素Ｐ同士はデータ線２１により互いに接続
されている。
【００２１】
　非表示領域Ｅにおいては、走査線駆動回路２２と、走査線２３と、電源線２４と、カソ
ード接続パッド２５とが配置されている。走査線駆動回路２２は、画素Ｐに走査信号を出
力する回路であり、走査線２３を介して画素Ｐに接続されている。電源線２４は、画素Ｐ
に設けられた図示しない有機エレクトロルミネッセンス素子に電流を供給するための配線
であり、接続パッドＣに接続されている。カソード接続パッド２５は、接続パッドＣが外
部機器に接続されることにより、図示しない外部機器から電子が流れ込む電極である。
【００２２】
　図２に示すように、パネル部２０の一面１０ａは、保護膜４０によって覆われている。
保護膜４０は、画素Ｐを保護するための絶縁材料からなる、可撓性を有する膜である。な
お、保護膜４０は、一面１０ａの表示領域Ｄ上を覆うものであれば、膜構造に限られず、
封止剤を介して配置された、可撓性を有する透明性樹脂基板であってもよい。
【００２３】
　図１，２に示すように、端子部３０の一面１０ａにおいては第１の方向側（Ｙ１方向側
）に接続パッドＣが配置されている。接続パッドＣは、図示しない外部機器に表示装置１
ａを接続させるための接続端子である。
【００２４】
　端子部３０における接続パッドＣは、基板１０の一面１０ａに設けられた配線Ｗによっ
て、パネル部２０における各画素Ｐに接続されている。配線Ｗは、図示しない外部機器か
ら接続パッドＣを介して各画素Ｐに走査信号やデータ信号及び電源を供給するための配線
である。
【００２５】
　次いで、端子部３０の構成についてその詳細を説明する。図３は、図１に示す表示装置
１ａを第１の方向側からの視野において示す概略側面図である。なお、本実施形態におけ
る「第１の方向側」とは、図１に示すＹ１の方向側である。
【００２６】
　図１、３に示すように、端子部３０は、パネル部２０の第１の方向側（Ｙ１方向側）に
連続する第１の部分３２と、第１の部分３２の例えば第２の方向（Ｘ１方向）側に連続す
る第２の部分３４と、を有している。なお、本実施形態における第２の方向（Ｘ１方向）
とは、第１の方向（Ｙ１方向）に直交する方向である。また、第１の部分３２と第２の部
分３４のＹ１方向側の端部にはそれぞれ、接続パッドＣが、第１の部分３２と第２の部分
３２の境界Ｂ１を避けて配置されている。
【００２７】
　また、第１の部分３２の第１の方向側（Ｙ１方向側）の側面を側面３２ａとし、第２の
部分３４の第１の方向側の側面を側面３４ａとすると、側面３２ａと側面３４ａは、平面
視で連続した直線形状となる。
【００２８】
　図１に示すように、第１の部分３２の第２の方向（Ｘ１方向）の幅ｄ２と、第２の部分
３４の第２の方向の幅ｄ３との和は、パネル部２０の第２の方向の幅ｄ１よりも大きい。
本実施形態における第１の部分３２の幅ｄ２は、パネル部２０の幅ｄ１と同じ大きさであ
るが、第１の部分３２の幅ｄ２は、パネル部２０の幅ｄ１と以下であればよい。
【００２９】
　第２の部分３４は、境界Ｂ１において第１の部分３２から折り曲げ可能に形成されてい
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る。図４は、図１に示す表示装置１ａが端子部３０の一部（第２の部分３４）を折り曲げ
た状態を示す概略平面図である。第２の部分３４が境界Ｂ１において折り曲げられること
により、パネル部２０の第２の方向の幅ｄ１と、端子部３０の平面視形状の第２の方向の
幅ｄ２は等しくなる。
【００３０】
　なお、第２の部分３４が折り曲げられることにより、第１の部分３２の側面３２ａと第
２の部分３４の側面３４ａとは、平面視で重なることが好ましい。第２の部分３４を折り
曲げた状態の端子部３０が、外部機器に接続されやすくなるためである。
【００３１】
　図５は、図４に示す表示装置１ａが外部機器（コネクタ２００）に接続された状態を図
２と同様の視野において示す概略側面図であり、図６は、図４に示す表示装置１ａが外部
機器に接続された状態を図３と同様の視野において示す概略側面図である。
【００３２】
　コネクタ２００の内側には、折り曲げられた状態の端子部３０の形状と接続パッドＣと
の位置に合わせて、複数のコネクタピン２０２が配置されている。端子部３０は、その一
部（第２の部分３４）が折り曲げられた状態でコネクタ２００に接続されることにより、
コネクタピン２０２と接続パッドＣとがそれぞれ電気的に接続する。
【００３３】
　図５，６に示すように、端子部３０の折り曲げられた第２の部分３４は、第１の部分３
２に対向している。具体的には、基板１０の一面１０ａの反対側の面である、第１の部分
３２の他面３２ｂが、第２の部分３４の他面３４ｂが対向した構成となるように、第２の
部分３４が折り曲げられている。
【００３４】
　本実施形態における表示装置１ａは、端子部３０の一部（第２の部分３４）が折り曲げ
られて形成されて、第１の部分３２と第２の部分３４の両方に接続パッドＣが配置される
ことにより、本構成を有さない表示装置と比べて、第２の方向の幅を拡大することなく端
子部３０に多くの接続パッドＣが配置される。このため、高精細で、かつ、小型の表示装
置を実現することができる。
【００３５】
　また、本実施形態における表示装置１ａは、本構成を有さない表示装置と比べて端子部
３０に多くの接続パッドＣが配置されても、端子部３０の第２の方向の幅を拡大すること
がないため、コネクタ２００などの外部機器のサイズの拡大も防止することができる。
【００３６】
　また、本実施形態における表示装置１ａは、端子部３０が展開した状態であれば、本構
成を有さない表示装置よりも端子部３０の第２の方向の幅が大きいため、端子部３０にお
ける接続パッドＣや配線Ｗなどの配置のバリエーションを増やすことができる。このため
、画素Ｐの駆動方法の選択肢を増やすことができ、表示装置１ａの品質の向上を実現する
ことができる。
【００３７】
　また、本実施形態における表示装置１ａは、第１の部分３２の第２の方向の幅ｄ２と第
２の部分３４の第２の方向の幅ｄ３との和が、パネル部２０の第２の方向の幅ｄ１よりも
大きいため、端子部の第２の方向の幅がパネル部の第２の方向の幅と等しい表示装置と比
べ、多くの接続パッドＣを配置することができる。
【００３８】
　また、本実施形態における表示装置１ａは、第１の部分３２の第１の方向側の側面３２
ａと第２の部分３４の第１の方向側の側面３４ａとが平面視で重なっていることにより、
本構成を有さない表示装置と比べ、第２の部分３４を折り曲げた状態の端子部３０を、コ
ネクタ２００などの外部機器に容易に接続することができる。
【００３９】
　次いで、第２の実施形態に係る表示装置（有機エレクトロルミネッセンス表示装置）１
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ｂについて説明する。図７は、本発明の第二の実施形態に係る表示装置１ｂが端子部３０
を展開させた状態を示す概略平面図である。
【００４０】
　第２の実施形態に係る表示装置１ｂは、第２の部分３４が、第１のサブ部１３４と、第
２のサブ部２３４と、を有する点が第一の実施形態に係る表示装置１ａと異なっている。
以下、第１のサブ部１３４と第２のサブ部２３４に関する構成について説明し、第１の実
施形態に係る表示装置１ａと同様の構成についてはその説明を省略する。
【００４１】
　図７に示すように、第１のサブ部１３４は、第１の部分３２の一方側（Ｘ１方向側）の
端３２ｃに接続し、第２のサブ部２３４は、第１の部分３２の他方側（Ｘ２方向側）の端
３２ｄに接続している。また、第１のサブ部１３４の第２の方向の一方側（Ｘ１方向側）
の端部を端部１３４ｃとし、第２のサブ部２３４の第２の方向の他方側（Ｘ２方向側）の
端部を端部２３４ｃとする。
【００４２】
　第１のサブ部１３４と第１の部分３２の境界を境界Ｂ２とし、第２のサブ部２３４と第
１の部分３２の境界を境界Ｂ３とする。端子部３０においては、第１の部分３２と第１の
サブ部１３４と第２のサブ部２３４のＹ１方向側の端部にそれぞれ、境界Ｂ２と境界Ｂ３

を避けて接続パッドＣが配置されている。
【００４３】
　また、第１のサブ部１３４の第１の方向側（Ｙ１方向側）の側面を側面１３４ａとし、
第２のサブ部２３４の第１の方向側の側面を側面２３４ａとすると、第１の部分の側面３
２ａと側面１３４ａと側面２３４ａは、平面視で連続した直線形状となる。
【００４４】
　また、図７に示すように、第１の部分３２の第２の方向（Ｘ１方向）の幅ｄ２と、第１
のサブ部１３４の第２の方向の幅ｄ４と、第２のサブ部２３４の第２の方向の幅ｄ５の和
は、パネル部２０の第２の方向の幅ｄ１よりも大きい。
【００４５】
　第１のサブ部１３４と第２のサブ部２３４は、それぞれ境界Ｂ２と境界Ｂ３において第
１の部分３２から折り曲げ可能に形成されている。図８は、図７に示す表示装置１ｂが端
子部３０の一部を折り曲げた状態を示す概略平面図である。第１のサブ部１３４が境界Ｂ

２において折り曲げられ、第２のサブ部２３４が境界Ｂ３において折り曲げられることに
より、パネル部２０の第２の方向の幅ｄ１と、端子部３０の平面視形状の第２の方向の幅
ｄ２は等しくなる。
【００４６】
　また、第１のサブ部１３４と第２のサブ部２３４は、それぞれが折り曲げられることに
より、第１の部分の側面３２ａと第１のサブ部１３４の側面１３４ａが平面視で重なり、
かつ、第１の部分の側面３２ａと第２の部分２３４の側面２３４ａが平面視で重なること
が好ましい。
【００４７】
　図９は、図７に示す表示装置１ｂを図２と同様の視野において示す概略断面図であり、
図１０は、図７に示す表示装置１ｂを図３と同様の視野において示す概略側面図である。
なお、説明の便宜上、図９、１０においてはコネクタ２００の図示を省略する。
【００４８】
　図９，１０に示すように、端子部３０の第１のサブ部１３４と第２のサブ部２３４は、
は、折り曲げられることにより第１の部分３２に対向している。具体的には、第１のサブ
部１３４の他面１３４ｂと第２のサブ部２３４の他面２３４ｂはそれぞれ、第１の部分３
２の他面３２ｂに対向するように折り曲げられている。
【００４９】
　このような構成を有することにより、図１０に示すように、第１のサブ部１３４の第２
の方向側の端部１３４ｃは、第２のサブ部２３４の第２の方向側の端部２３４ｃと向き合
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っている。なお、端部１３４ｃは端部２３４ｃから離間していてもよい。
【００５０】
　本実施形態における表示装置１ｂは、第１のサブ部１３４が第１の部分３２の一方側（
Ｘ１方向側）に位置し、第２のサブ部２３４が第１の部分３２を挟んで第１のサブ部１３
４と反対側（Ｘ２方向側）に位置することにより、本構成を有さない表示装置と比べて、
表示装置１ｂの第２の方向の幅を拡大することなく、端子部３０に多くの接続パッドＣが
配置される。このため、高精細で、かつ、小型の表示装置を実現することができる。
【００５１】
　また、本実施形態における表示装置１ｂは、第１のサブ部１３４の第２の方向側の端部
１３４ｃが、第２のサブ部２３４の第２の方向側の端部２３４ｃと対向することにより、
本構成を有さない表示装置と比べ、第１の部分３２と第２の部分３４との境界（Ｂ２、Ｂ

３）から、第２の部分の端部それぞれ（１３４ｃ、２３４ｃ）までの距離が短くなる。こ
のため、第２の部分３４の側面（１３４ａ、２３４ａ）が第１の部分３２の側面３２ａと
平面視でずれることが防がれる。これにより、接続パッドＣの配置領域を確保しつつ、端
子部３０の不良を防ぐことができる。
【００５２】
　また、本実施形態における表示装置１ｂは、第２の部分３４が第１の部分３２の一方側
とその反対側との両方に位置するため、端子部３０のみならず、パネル部２０における配
線Ｗなどの配置のバリエーションを増やすことができる。具体的には、図７に示すように
、パネル部２０の表示領域Ｄの一方側（Ｘ１方向側）に走査線駆動回路２２を配置し、そ
の反対側（Ｘ２方向側）にタッチパネル制御回路２６を配置することができる。
【００５３】
　次いで、第３の実施形態に係る表示装置（有機エレクトロルミネッセンス表示装置）１
ｃについて説明する。図１１は、本発明の第三の実施形態に係る表示装置１ｃが端子部３
０を展開させた状態を示す概略平面図である。
【００５４】
　第３の実施形態に係る表示装置１ｃは、端子部３０に、複数の接続パッドＣに接続する
ドライバＩＣ５０が配置されている点が第一の実施形態に係る表示装置１ａと異なってい
る。以下、ドライバＩＣ５０に関する構成について説明し、第１の実施形態に係る表示装
置１ａと同様の構成についてはその説明を省略する。
【００５５】
　図１１に示すように、表示装置１ｃの端子部３０は、第１の部分３２のＸ１方向側に連
続する第２の部分３４（３３４）を有している。第２の部分３３４のＸ１方向の幅ｄ６は
、第１の部分３２のＸ１方向の幅ｄ２以下であればよい。
【００５６】
　第１の部分３２と第２の部分３３４には、それぞれドライバＩＣ５０が搭載されている
。ドライバＩＣ５０は、表示装置１ｃの外部から、接続パッドＣを介して画像データを供
給される、基板１０の端子部３０上に配置されたＩＣである。ドライバＩＣ５０は、画像
データが供給されることにより、図示しないデータ線を介して各画素Ｐに印加する電圧信
号を供給する。
【００５７】
　本実施形態においては、第１の部分３２に搭載されたドライバＩＣ５０を第１のドライ
バＩＣ５２とし、第２の部分３３４に搭載されたドライバＩＣ５０を第２のドライバＩＣ
５４とする。第１の部分３２と第２の部分３３４の境界を境界Ｂ４とすると、第１のドラ
イバＩＣ５２と第２のドライバＩＣ５４は、境界Ｂ４を避けて配置されている。
【００５８】
　また、第２の部分３３４の第１の方向側（Ｙ１方向側）の側面を側面３３４ａとすると
、第１の部分の側面３２ａと側面１３４ａと第２の部分３３４の側面３３４ａは、平面視
で連続した直線形状となる。
【００５９】
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　図１２は、図１１に示す表示装置が端子部３０の一部を折り曲げた状態を示す概略平面
図である。第２の部分３３４が境界Ｂ４において折り曲げられることにより、パネル部２
０の第２の方向の幅ｄ１と、端子部３０の平面視形状の第２の方向の幅ｄ２は等しくなる
。また、第２の部分３３４は、折り曲げられることにより、第１の部分の側面３２ａと第
２の部分３３４の側面３３４ａが平面視で重なることが好ましい。
【００６０】
　図１３は、図１１に示す表示装置１ｃを図２と同様の視野において示す概略側面図であ
る。なお、説明の便宜上、図１１においてはコネクタ２００の図示を省略する。図１１に
示すように、端子部３０の第２の部分３３４は、折り曲げられることにより第１の部分３
２に対向している。具体的には、第２の部分３３４の他面３３４ｂは、第１の部分３２の
他面３２ｂに対向するように折り曲げられている。
【００６１】
　また、第１のドライバＩＣ５２と第２のドライバＩＣ５４は、境界Ｂ４を避けて配置さ
れているため、第２の部分３３４が折り曲げられることにより、第１の部分３２と第２の
部分３３４を挟んで互いに対向する。
【００６２】
　本実施形態における表示装置１ｃは、端子部３０の一部（第２の部分３３４）が折り曲
げられて形成されて、かつ、端子部３０に複数のドライバＩＣ５０（第１のドライバＩＣ
５２、第２のドライバＩＣ５４）が境界Ｂ４を避けて配置されることにより、接続パッド
Ｃや配線Ｗのレイアウトを、より効率的なものとすることができる。
【００６３】
　このため、本構成を有さない表示装置と比べて接続パッドＣが多く配置された構成であ
ったとしても、ドライバＩＣ５０を接続パッドＣの数に合わせて複数配置することができ
る。
【００６４】
　以上、本発明の実施形態を説明してきたが、本発明は、上述した実施形態には限られな
い。例えば、上述した実施形態で説明した構成は、実質的に同一の構成、同一の作用効果
を奏する構成、又は同一の目的を達成することができる構成により置き換えてもよい。
【００６５】
　例えば、本実施形態に係る表示装置は、端子部３０の一部が折り曲げられて形成される
ものであれば、有機エレクトロルミネッセンス表示装置に限られない。
【００６６】
　また、本実施形態に係る表示装置は、第２の部分３４が第１の部分３２に対向する構成
であれば、第１の部分３２の他面３２ｂと第２の部分３４の他面３４ｂが直接接していな
くてもよい。図１４は、本実施形態に係る表示装置１ｃの変形例（１０１ｃ）を図２と同
様の視野において示す概略側面図である。なお、図１４においては説明の便宜上、接続パ
ッドＣとドライバＩＣ５０の記載を省略する。
【００６７】
　具体的には、図１４に示すように、第１の部分３２の他面３２ｂと第２の部分３４の他
面３４ｂの間に、補強材６０が配置されていてもよい。補強材６０の素材は特に限定され
ず、樹脂や金属からなる板状の部材や、硬化性の接着剤や両面テープであってもよい。
【００６８】
　本実施形態における表示装置１０１ｃは、第１の部分３２の他面３２ｂと第２の部分３
４の他面３４ｂ同士が補強材６０を介して固定されることにより、本構成を有さない表示
装置と比べて、端子部３０の変形や、第１の部分３２と第２の部分３４の位置ずれによる
接続不良などを防ぐことができる。
【００６９】
　また、本実施形態に係る表示装置は、第２の部分３４のＸ１方向側の長さが、第１の部
分３２のＸ１方向側の長さと同じであってもよい。図１５は、本実施形態に係る表示装置
１ｂの変形例（１０１ｂ）を図２と同様の視野において示す概略側面図である。なお、図
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１５においては説明の便宜上、接続パッドＣとドライバＩＣ５０の記載を省略する。
【００７０】
　具体的には、図１５に示すように、第１のサブ部１３４の端部１３４ｃと、第２のサブ
部２３４の端部２３４ｃが、第２の部分３４（１３４、２３４）がそれぞれ折り曲げられ
ることにより、互いに接していてもよい。
【００７１】
　また、第３の実施形態においては、２つのドライバＩＣ５０が端子部３０に搭載されて
いる例について説明したが、ドライバＩＣの数は、第１の部分３２と第２の部分３４の境
界を避けて配置されるのであれば、２以上であってもよい。
【符号の説明】
【００７２】
　１ａ,１ｂ,１ｃ　表示装置、１０　基板、１０ａ　上面、２０　パネル部、３０　端子
部、３２　第１の部分、３２ａ　側面、３２ｂ　他面、３４　第２の部分、３４ａ　側面
、３４ｂ　他面、４０　保護膜、５０　ドライバＩＣ、５２　第１のドライバＩＣ、５４
　第２のドライバＩＣ、６０　補強材、１３４　第１のサブ部、１３４ａ　側面、１３４
ｂ　他面、１３４ｃ　端部、２００　コネクタ、２３４　第２のサブ部、２３４ａ　側面
、２３４ｂ　他面、２３４ｃ　端部　Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３　境界、Ｃ　接続パッド　ｄ１,ｄ
２,ｄ３　幅、Ｄ　表示領域、Ｅ　非表示領域、Ｐ　画素、Ｗ　配線。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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