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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素区域を備え、各画素区域は、異なる色の光線光を出射する第一サブ画素区域
と、第二サブ画素区域と、第三サブ画素区域と、を備え、
　基板と、前記基板上に設置され且つ互いに平行して位置する複数のスキャンニング線と
、互いに対して平行し前記スキャンニング線と垂直に位置する複数のデータ線と、複数の
第一電極と、有機発光層と、第二電極と、を備え、複数の前記スキャンニング線と複数の
前記データ線とは交差して、複数の前記サブ画素区域を形成し、前記第一電極は前記サブ
画素区域内に独立して形成され、前記第一電極、前記有機発光層及び前記第二電極は、有
機ＥＬ発光ユニットを構成し、
　色転換層を更に備え、前記色転換層は、遮断層と、前記画素区域とそれぞれ対応する複
数の色転換ユニットと、を備え、前記遮断層は、第一ブラックマトリクス及び第二ブラッ
クマトリクスから構成され、前記各色転換ユニットは、量子ドット膜と、カラーフィルタ
層と、を備え、前記色転換ユニットは、入射した単色光の光線を受けて、カラー表示用の
原色光線に転換した後出射し、前記各色転換ユニットは、複数の区域を備え、前記各区域
は、一つの原色光線に対応し、
　前記量子ドット膜は前記単色光を白光に転換し、
　前記量子ドット膜は、前記第二ブラックマトリクスにより前記複数の区域に分断され、
　前記各サブ画素区域は、一つの原色光線の区域に対応することを特徴とする有機ＥＬ発
光表示パネル。
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【請求項２】
　前記色転換層は、前記有機ＥＬ発光ユニットの外部に設置され、前記第二電極上に設置
されることを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬ発光表示パネル。
【請求項３】
　前記色転換層は、前記有機ＥＬ発光ユニットの内部に設置されることを特徴とする請求
項１に記載の有機ＥＬ発光表示パネル。
【請求項４】
　前記有機ＥＬ発光ユニットは、前記第一電極と前記有機発光層との間に設置される正孔
注入層又は正孔輸送層を備えることを特徴とする請求項３に記載の有機ＥＬ発光表示パネ
ル。
【請求項５】
　前記有機ＥＬ発光ユニットは、前記第二電極と前記有機発光層との間に設置される電子
注入層又は電子輸送層を備えることを特徴とする請求項４に記載の有機ＥＬ発光表示パネ
ル。
【請求項６】
　前記色転換層は、前記第一電極、前記正孔注入層、前記正孔輸送層、前記有機発光層、
前記電子輸送層、前記電子注入層及び前記第二電極の中の任意の隣接する２つの層の間に
設置されることを特徴とする請求項５に記載の有機ＥＬ発光表示パネル。
【請求項７】
　前記色転換ユニットは、前記遮断層により複数の前記区域に分断されることを特徴とす
る請求項１に記載の有機ＥＬ発光表示パネル。
【請求項８】
　前記単色光は、青光であり、前記カラーフィルタ層は、前記量子ドット膜に重なり、前
記量子ドット膜が入射された青光を白光に転換し出射した後、前記白光は、前記カラーフ
ィルタ層に濾過されて、カラー表示用の原色光線を出射されることを特徴とする請求項１
又は７に記載の有機ＥＬ発光表示パネル。
【請求項９】
　前記量子ドット膜内には、出射スペクトルが赤色の赤色量子ドット及び出射スペクトル
が緑色である緑色量子ドットが分散され、前記量子ドット膜は、入射した一部の青光を、
緑色光及び赤色光に転換し、前記転換された緑色光、赤色光及び残部の青光は混じり合っ
た後、白光が量子ドット膜から出射されることを特徴とする請求項８に記載の有機ＥＬ発
光表示パネル。
【請求項１０】
　前記カラーフィルタ層は、前記第一ブラックマトリクス及び着色層を備え、前記着色層
は、赤色着色ユニットと、緑色着色ユニットと、青色着色ユニットと、を備え、前記第一
ブラックマトリクスは、着色ユニットを分断することを特徴とする請求項９に記載の有機
ＥＬ発光表示パネル。
【請求項１１】
　前記第二ブラックマトリクスは、前記第一ブラックマトリクスと対向して設置されたこ
とを特徴とする請求項１０に記載の有機ＥＬ発光表示パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、色転換層、色転換層を有する有機ＥＬ発光表示パネル及び液晶表示パネルに
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術においては、有機エレクトロルミネッセンス（有機ＥＬ）発光表示パネルを
製造する時、基板上において、原色の発光材料を蒸着して、様々な色の発光ユニットを形
成する。発光ユニットは、それぞれ独立して発光し、対応するカラーを表示する。しかし
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、各原色の発光ユニットの輝度及び輝度の衰える幅は異なるため、表示パネルの色彩の飽
和度に影響を与える。表示パネルの色彩の飽和度を向上させるには、表示中に、各種類の
回路を利用してカラー表示の輝度及び色を補償しなければならない。これにより、回路が
複雑になる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、前記問題を解決し、色彩飽和度の高い色転換層、色転換層を有する有
機ＥＬ発光表示パネル及び液晶発光表示パネルを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記目的を達成するために、本発明に係る色転換層は、有機ＥＬ表示パネル又は液晶パ
ネルの複数の画素区域とそれぞれ対応する複数の色転換ユニットを備え、各色転換ユニッ
トは、量子ドット膜を備え、色転換ユニットは、入射した単色光の光線を受けてカラー表
示用の原色光線に転換して出射し、各色転換ユニットは、複数の区域を備え、各区域は、
一つの原色光線に対応する。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明に係る色転換層は、量子ドット膜を備え、受信した光線を転換し、カラー表示用
の原色光線を出射するので、発光表示パネルは高い色彩飽和度を有する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明の第一実施形態に係る有機ＥＬ発光表示パネルの平面図である。
【図２】図１に示す有機ＥＬ発光表示パネルのＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図である。
【図３】図１に示す有機ＥＬ発光表示パネルの色転換層の平面図である。
【図４】本発明の第二実施形態に係る有機ＥＬ発光表示パネルの色転換層の平面図である
。
【図５】本発明の第三実施形態に係る有機ＥＬ発光表示パネルの色転換層の平面図である
。
【図６】本発明の第四実施形態に係る有機ＥＬ発光表示パネルの色転換層の平面図である
。
【図７】本発明の第五実施形態に係る有機ＥＬ発光表示パネルの色転換層の平面図である
。
【図８】本発明の実施形態に係る液晶発光表示パネルの平面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　図１及び図２に示したように、本発明の第一実施形態に係る有機ＥＬ発光表示パネル１
は、全色彩画面を表示するために使用され、複数の画素区域１００を備える。各画素区域
１００は、異なる色の光を出射する第一サブ画素区域１０２と、第二サブ画素区域１０３
と、第三サブ画素区域１０４と、を備える。
【０００８】
　有機ＥＬ発光表示パネル１は、基板１１と、基板１１上に設置され且つ互いに平行して
位置する複数のスキャンニング線１１２と、互いに平行して位置するがスキャンニング線
１１２に対しては垂直に位置する複数のデータ線１１４と、を備える。複数のスキャンニ
ング線１１２は、複数のデータ線１１４と交差して、複数のサブ画素区域を形成する。各
サブ画素区域内には、透明導電材料から製造され且つ独立している第一電極１３１が形成
されている。
【０００９】
　独立した複数の第一電極１３１の間には、絶縁膜１３２が形成されている。第一電極１
３１及び絶縁膜１３２の上方には、正孔注入層１３３と、正孔輸送層１３４と、有機発光
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層１３５と、電子輸送層１３６と、電子注入層１３７と、第二電極１３８とが、下から上
へと順に設置されている。各第一電極１３１と、その上方にある正孔注入層１３３、正孔
輸送層１３４、有機発光層１３５、電子輸送層１３６、電子注入層１３７、第二電極１３
８と、は組み合わさって、有機ＥＬ発光ユニット１３が形成される。各有機ＥＬ発光ユニ
ット１３は、一つのサブ画素区域と対応する。有機ＥＬ発光ユニット１３は、単色光線を
出射する。第一電極１３１は、有機ＥＬ発光ユニット１３の正極とされ、第二電極１３８
は、有機ＥＬ発光ユニット１３の負極とされる。有機ＥＬ発光ユニット１３は、少なくと
も、第一電極１３１、第二電極１３８、及び第一電極１３１と第二電極１３８との間に設
置される有機発光層１３５を備えてさえいれば、正孔注入層１３３、正孔輸送層１３４、
電子輸送層１３６及び電子注入層１３７は省略できる。外部から、第一電極１３１と第二
電極１３８との間に電圧を加えると、第一電極１３１と第二電極１３８との間にある有機
発光層１３５が発光する。本実施形態において、有機ＥＬ発光ユニット１３は、青光を出
射する。
【００１０】
　有機ＥＬ発光表示パネル１は、色転換層１４を更に備え、色転換層１４は、有機ＥＬ発
光ユニット１３から出射された青光を受けてカラー表示用の原色光線に転換した後、該カ
ラー表示用の原色光線を出射する。色転換層１４は、有機ＥＬ発光ユニット１３の内部、
即ち、第一電極１３１と第二電極１３８との間に設置されるが、第一電極１３１、正孔注
入層１３３、正孔輸送層１３４、有機発光層１３５、電子輸送層１３６、電子注入層１３
７、第二電極１３８の中の任意の隣接する２つの層の間に設置しても良い。本実施形態に
おいて、色転換層１４は、有機発光層１５と、電子転送層１３６との間に設置される。
【００１１】
　色転換層１４は、有機ＥＬ発光ユニット１３の外部、即ち、第二電極１３８の外部に設
置しても良い。
【００１２】
　色転換層１４は、複数の色転換ユニット１４０を備え、各色転換ユニット１４０は、一
つの単独画素区域に対応する。図２は、一つの画素区域を示している。
【００１３】
　本実施形態において、有機ＥＬ発光表示パネル１は、赤、緑、青の三原色表示モデルを
採用する。赤、緑、青の光線は、各画素区域１００の第一サブ画素区域１０２、第二サブ
画素区域１０３、第三サブ画素区域１０４にそれぞれ対応して出射される。
【００１４】
　図３に示したように、色転換ユニット１４０は、遮断層１４２により、複数の区域に分
断されている。各区域は、一つの画素区域１００の一つのサブ画素区域に対応する。色転
換ユニット１４０は、順に積層して設置された量子ドット膜１５及びカラーフィルタ層１
６と、を備える。量子ドット膜１５は、基板１１の一側に隣接して設置される。
【００１５】
　カラーフィルタ層１６は、第一ブラックマトリクス１６１及び着色層１６２を備える。
着色層１６２は、赤色着色ユニット１６５と、緑色着色ユニット１６６と、青色着色ユニ
ット１６７と、を備える。第一ブラックマトリクス１６１は、赤色着色ユニット１６５と
緑色着色ユニット１６６との間、及び緑色着色ユニット１６６と青色着色ユニット１６７
との間にそれぞれ設置され、着色ユニットを分断する。
【００１６】
　量子ドット膜１５は、第一ブラックマトリクス１６１と対応して設置された第二ブラッ
クマトリクス１５１により、複数の区域に分断されている。第一ブラックマトリクス１６
１及び第二ブラックマトリクス１５１は、遮断層１４２を構成する。出射スペクトルが赤
色である赤色量子ドット１５２及び出射スペクトルが緑色である緑色量子ドット１５３は
、量子ドット膜１５内に分散している。量子ドット膜１５は、入射した一部の青光を、緑
色光及び赤色光に転換する。この際、転換された緑色光、赤色光及び残りの青光が混じり
あった後、白光は量子ドット膜１５から出射される。量子ドット膜１５から出射された白
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光は、カラーフィルタ層１６によって濾過された後、カラー表示用の赤色、緑色、青色と
いう三原色の光線によって出射される。
【００１７】
　本発明は、一つの色、つまり青色の有機ＥＬ発光ユニット１３を使用するので、輝度は
統一され、異なる有機ＥＬ発光ユニットの輝度及び輝度の衰え幅が異なることはない。さ
らに、別に回路を設計しなくとも、色彩飽和度は高いので、回路設計を簡単にできる。
【００１８】
　色転換層１４は、量子ドット膜１５を備え、量子ドットは優れた安定性を有し、その蛍
光の寿命も長い。また、量子ドットのサイズを変更し、量子ドットの出射スペクトルを制
御することにより、多色量子ドットを取得できる。量子ドットは、広い励起スペクトルと
狭い出射スペクトルとを備え、同じ励起源で、異なる粒径の量子ドットを励起できる。量
子ドットは、狭いながら対称の蛍光発光ピークを有し、その色彩飽和度も高い。よって、
本発明においては、量子ドット膜１５を備える色転換層１４が、受信した光線をカラー表
示用の原色光線に転換して、該カラー表示用の原色光線を出射するので、有機ＥＬ発光表
示パネル１は高い色彩飽和度を有する。
【００１９】
　図４は、本発明の第二実施形態に係る有機ＥＬ発光表示パネル２を示す図である。有機
ＥＬ発光表示パネル２と有機ＥＬ発光表示パネル１との異なる点は、有機ＥＬ発光表示パ
ネル２の色転換層の色転換ユニット２４０が、有機ＥＬ発光表示パネル１の色転換ユニッ
ト１４０と異なる点である。つまり、有機ＥＬ発光表示パネル２は、赤色、緑色、青色の
三原色を使用する三原色表示モデルであり、赤色、緑色、青色の光線は、各画素区域２０
０の第一サブ画素区域２０２、第二サブ画素区域２０３、第三サブ画素区域２０４にそれ
ぞれ対応して出射される。
【００２０】
　各色転換ユニット２４０は、１つの単独画素区域に対応する。色転換ユニット２４０は
、１つの遮断層により、複数の区域に分断され、各区域は、一つの画素区域２００の一つ
のサブ画素区域に対応する。色転換ユニット２４０は、積層して設置された量子ドット膜
２５及びカラーフィルタ層２６を備える。量子ドット膜２５は、基板１１に隣接して設置
されている。
【００２１】
　カラーフィルタ層２６は、第一ブラックマトリクス２６１及び着色層２６２を備える。
着色層２６２は、赤色着色ユニット２６５と、緑色着色ユニット２６６と、青色着色ユニ
ット２６７と、を備える。第一ブラックマトリクス２６１は、赤色着色ユニット２６５と
緑色着色ユニット２６６との間、及び緑色着色ユニット２６６と青色着色ユニット２６７
との間に設置され、着色ユニットを分断する。本実施形態において、第一ブラックマトリ
クス２６１は、色転換ユニット２４０の遮断層を構成する。
【００２２】
　出射スペクトルが赤色である赤色量子ドット２５２及び出射スペクトルが緑色である緑
色量子ドット２５３は、量子ドット膜２５内に分散されている。量子ドット膜２５は、入
射した一部の青光を、緑色光及び赤色光に転換する。この際、転換された緑色光、赤色光
及び残りの青光は混じり合った後、白光が量子ドット膜２５から出射される。量子ドット
膜２５から出射された白光がカラーフィルタ層２６に濾過された後、カラー表示用の赤色
、緑色、青色という三原色の光線が出射される。
【００２３】
　図５は、本発明の第三実施形態に係る有機ＥＬ発光表示パネル３を示す図である。有機
ＥＬ発光表示パネル３と有機ＥＬ発光表示パネル１との異なる点は、有機ＥＬ発光表示パ
ネル３の色転換層の色転換ユニット３４０が、有機ＥＬ発光表示パネル１の色転換ユニッ
ト１４０と異なる点である。つまり、有機ＥＬ発光表示パネル３は、赤色、緑色、青色の
三原色を使用する三原色表示モデルであり、赤色、緑色、青色の光線は、各画素区域３０
０の第一サブ画素区域３０２、第二サブ画素区域３０３、第三サブ画素区域３０４にそれ
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ぞれ対応して出射される。
【００２４】
　各色転換ユニット３４０は、１つの単独画素区域３００に対応する。色転換ユニット３
４０は、遮断層により、複数の区域に分断される。各区域は、一つの画素区域３００の一
つのサブ画素区域に対応する。色転換ユニット３４０は、量子ドット膜３５のみを備える
。
【００２５】
　量子ドット膜３５は、第二ブラックマトリクス３５１により、複数の区域に分断される
。第二ブラックマトリクス３５１は、色転換ユニット３４０の遮断層を構成する。第一サ
ブ画素区域３０２と対応する量子ドット膜３５の区域内には、出射スペクトルが赤色であ
る赤色量子ドット３５２が分散されている。第二サブ画素区域３０３と対応する量子ドッ
ト膜３５の区域には、出射スペクトルが緑色である緑色量子ドット３５３が分散されてい
る。第三サブ画素区域３０４と対応する量子ドット膜３５の区域は、第一透明区域３５４
である。第一サブ画素区域３０２と対応する青光は、量子ドット膜３５により赤い原色光
線に転換された後出射される。第二サブ画素区域３０３と対応する青光は、量子ドット膜
３５により緑色の光線に転換された後出射される。第三サブ画素区域３０４と対応される
青光は、第一透明区域３５４を通過して、青い光線を出射される。
【００２６】
　図６に示したのは、本発明の第三実施形態に係る有機ＥＬ発光表示パネル４を示す図で
ある。有機ＥＬ発光表示パネル４と有機ＥＬ発光表示パネル１と異なる点は、有機ＥＬ発
光表示パネル４の色転換層の色転換ユニット４４０が、有機ＥＬ発光表示パネル１の色転
換ユニット１４０と異なる点である。つまり、有機ＥＬ発光表示パネル４は、赤色、緑色
、青色の三原色を使用する三原色表示モデルであり、赤色、緑色、青色の光線は、各画素
区域４００の第一サブ画素区域４０２、第二サブ画素区域４０３、第三サブ画素区域４０
４にそれぞれ対応して出射される。
【００２７】
　各色転換ユニット４４０は、１つの単独画素区域４００に対応する。色転換ユニット４
４０は、１つの遮断層４４２により複数の区域に分断され、各区域は、一つの画素区域４
００の一つのサブ画素区域に対応する。色転換ユニット４４０は、積層して設置された量
子ドット膜４５及びカラーフィルタ層４６を備える。量子ドット膜４５は、基板１１に隣
接して設置されている。
【００２８】
　カラーフィルタ層４６は、第一ブラックマトリクス４６１及び着色層４６２を備える。
着色層４６２は、赤色着色ユニット４６５と、緑色着色ユニット４６６と、第二透明区域
４６７と、を備える。第一ブラックマトリクス４６１は、赤色着色ユニット４６５と緑色
着色ユニット４６６との間、及び緑色着色ユニット４６６と第二透明区域４６７との間に
設置される。赤色着色ユニット４６５は、第一サブ画素区域４０２に対応し、緑色着色ユ
ニット４６６は、第二サブ画素区域４０３に対応し、第二透明区域４６７は、第三サブ画
素区域４０４に対応する。
【００２９】
　量子ドット膜４５は、第一ブラックマトリクス４６１と対応して設置された第二ブラッ
クマトリクス４５１により、複数の区域に分断される。第一ブラックマトリクス４６１及
び第二ブラックマトリクス４５１は、遮断層４４２を構成する。第一サブ画素区域４０２
と対応する量子ドット膜４５内の区域には、出射スペクトルが赤色である赤色量子ドット
４５２が分散されている。第二サブ画素区域４０３と対応する量子ドット膜４５内の区域
には、出射スペクトルが緑色である緑色量子ドット４５３が分散されている。第三サブ画
素区域４０４と対応する量子ドット膜４５内の区域は、第一透明区域４５４である。第一
サブ画素区域４０２と対応する青光は、量子ドット膜４５により、赤い原色光線に転換さ
れた後出射される。第二サブ画素区域４０３と対応する青光は、量子ドット膜４５により
緑色の光線に転換された後出射される。第三サブ画素区域４０４と対応する青光は、第一
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透明区域４５４及び第二透明区域４６７を通過して、青い光線のまま出射される。
【００３０】
　図７は、本発明の第五実施形態に係る有機ＥＬ発光表示パネル５を示す図である。有機
ＥＬ発光表示パネル５と有機ＥＬ発光表示パネル１と異なる点は、有機ＥＬ発光表示パネ
ル５の色転換層の色転換ユニットが、有機ＥＬ発光表示パネル１の色転換ユニット１４０
と異なる点である。つまり、有機ＥＬ発光表示パネル５は、赤色、緑色、青色の三原色を
使用する三原色表示モデルであり、赤色、緑色、青色の光線は、各画素区域５００の第一
サブ画素区域５０２、第二サブ画素区域５０３、第三サブ画素区域５０４にそれぞれ対応
しえ出射される。
【００３１】
　各色転換ユニットは、１つの単独画素区域５００に対応する。色転換ユニットは、遮断
層により、複数の区域に分断される。各区域は、一つの画素区域５００の一つのサブ画素
区域に対応する。色転換ユニットは、量子ドット膜５５のみを備える。
【００３２】
　量子ドット膜５５は、第二ブラックマトリクス５５１により、複数の区域に分断される
。第二ブラックマトリクス５５１は、色転換ユニットの遮断層を構成する。第一サブ画素
区域５０２と対応する量子ドット膜５５内の区域には、出射スペクトルが赤色である赤色
量子ドット５５２が分散されている。第二サブ画素区域５０３と対応する量子ドット膜５
５内の区域には、出射スペクトルが緑色である緑色量子ドット５５３が分散されている。
第三サブ画素区域５０４と対応する量子ドット膜５５内の区域は、青色着色層５５４であ
る。第一サブ画素区域５０２と対応する青光は、量子ドット膜５５により、赤い原色光線
に転換された後出射される。第二サブ画素区域５０３と対応する青光は、量子ドット膜５
５により緑色の光線に転換された後出射される。第三サブ画素区域５０４と対応する青光
は、青色着色層５５４を通過して、青い光線のまま出射される。
【００３３】
　図８に示したように、他の実施形態において、有機ＥＬ発光表示パネルではなく、液晶
表示パネル６を使用しても良い。液晶表示パネル６は、青光源のバックライトモジュール
６０により、平面光が提供される。液晶表示パネル６は、従来のカラーフィルタ層の代わ
りに、上述第一から第五までの任意の実施形態に使用される色転換層を使用する。図８を
参照すると、液晶表示パネル６は、第五実施形態に使用された色転換層５４を使用する。
液晶表示パネル６は、対向して設置された第一板体６１、第二板体６２、及び第一板体６
１と第二板体６２との間に設置された液晶層６９を備える。第一板体６１は、アレイ基板
である。色転換層５４は、第二板体６２と液晶層６９との間に設置されている。これによ
り、バックライトモジュール６０は、青い発光ダイオードという光源を使用するため、コ
ストを低減できる。青光は、液晶表示パネル６に入射された後、色転換層５４で転換され
、カラー表示用の赤色、緑色、青色の三原色の光線が出射される。
【符号の説明】
【００３４】
　１、２、３、４、５　有機ＥＬ表示パネル
　１１　基板
　１１２　スキャンニング線
　１１４　データ線
　１００、２００、３００、４００、５００　画素区域
　１０２、２０２、３０２、４０２、５０２　第一サブ画素区域
　１０３、２０３、３０３、４０３、５０３　第二サブ画素区域
　１０４、２０４、３０４、４０４、５０４　第三サブ画素区域
　１３　有機ＥＬ発光ユニット
　１３１　第一電極
　１３２　絶縁膜
　１３３　正孔注入層
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　１３４　正孔輸送層
　１３５　有機発光層
　１３６　電子輸送層
　１３７　電子注入層
　１４、５４　色転換層
　１４０、２４０、３４０、４４０　色転換ユニット
　１４２、４４２　遮断層
　１５、２５、３５、４５、５５　量子ドット膜
　１５１、２５１、３５１、４５１、５５１　第二ブラックマトリクス
　１５２、２５２、３５２、４５２、５５２　赤色量子ドット
　１５３、２５３、３５３、４５３、５５３　緑色量子ドット
　１６、２６、４６　カラーフィルタ層
　１６１、２６１、４６１　第一ブラックマトリクス
　１６２、２６２、４６２　着色層
　１６５、２６５、４６５　赤色着色ユニット
　１６６、２６６、４６６　緑色着色ユニット
　１６７、２６７、５５４　青色着色ユニット
　３５４、４５４、５５４　第一透明区域
　４６７　第二透明区域
　６　液晶表示パネル
　６０　バックライトモジュール
　６１　第一板体
　６２　第二板体
　６９　液晶層

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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