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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示領域と、前記表示領域を取り囲む周辺領域とに分けられるフレキシブル基板を含む
アレイ基板であって、
　前記表示領域における前記フレキシブル基板に順次形成されたアレイ層及び第一膜層と
、
　前記周辺領域における前記フレキシブル基板に形成された複数の集積回路素子及びフレ
キシブル回路基板インタフェースと、
　前記周辺領域と前記第一膜層との境界部と、前記周辺領域における前記集積回路素子及
び前記フレキシブル回路基板インタフェースを除く前記フレキシブル基板とに形成された
フレキシブル保護膜層と、を含み、
　前記フレキシブル保護膜層が、前記周辺領域内に配され、
　前記フレキシブル保護膜層が、前記境界部において前記第一膜層の側面に接続される、
アレイ基板。
【請求項２】
　前記フレキシブル保護膜層の材料が、エポキシ樹脂系接着剤、シリカゲル系接着剤また
は紫外線硬化接着剤である、請求項１に記載されたアレイ基板。
【請求項３】
　前記フレキシブル保護膜層の粘度範囲が４０～５０Ｐａ・ｓであり、前記フレキシブル
保護膜層の硬化後の剪断強さが２５～３５ＭＰａであり、前記フレキシブル保護膜層の硬
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化後の剥離力強さが９～１２ＫＮ／ｍである、請求項２に記載されたアレイ基板。
【請求項４】
　前記フレキシブル保護膜層の厚さが５～１５ミクロンである、請求項２に記載されたア
レイ基板。
【請求項５】
　前記第一膜層がバリアフィルム層であり、前記バリアフィルム層が、ケイ素に富む窒化
ケイ素又は一酸化ケイ素をドーピングしたポリエチレンナフタレート、ポリエチレンテレ
フタレート薄膜及びポリイミド薄膜から選ばれる１種又は２種以上の組合せからなる複合
フィルム層である、請求項１に記載されたアレイ基板。
【請求項６】
　前記アレイ層と前記バリアフィルム層との間に設けられた有機エレクトロルミネセンス
膜層をさらに含む、請求項５に記載されたアレイ基板。
【請求項７】
　前記第一膜層が電子インク表示膜層である、請求項１に記載されたアレイ基板。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一項に記載されたアレイ基板を含むフレキシブル表示パネル
。
【請求項９】
　請求項８に記載されたフレキシブル表示パネルを含む表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アレイ基板及びその製造方法、フレキシブル表示パネルと表示装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　フレキシブル表示装置は、表示技術の重要な発展方向であり、屈曲可能、破損しにくく
、超軽量且つ超薄型、低消費電力、携帯しやすいなどの特徴を持つため、電子書籍、移動
通信、ノートパソコン、テレビ、公共情報などの分野において幅広い応用の将来性と良好
な発展期待を有する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　フレキシブル表示装置に必要とされるフレキシブルアレイ基板を製造する際に、通常、
フレキシブル基板を剛性である支持基板に貼り付け、フレキシブル基板において表示装置
を製造し、最後に機械的またはレーザ照射の方法によってフレキシブル基板と支持基板を
分離させる。フレキシブル基板は、表示領域と、表示領域を取り囲む周辺領域とに分けら
れる。フレキシブル基板の周辺領域には、集積回路素子（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅ　Ｃｉｒｃ
ｕｉｔ，ＩＣ）、フレキシブル回路基板（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃ
ｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ，ＦＰＣ）のインタフェース、及び集積回路素子とフレキシブル回路
基板とを接続するための回路が形成される。図１は理想的な状況でフレキシブル基板が変
形しないことを示す図面であり、フレキシブル基板１に、集積回路素子２及び集積回路素
子２とフレキシブル基板１とを接続する異方導電性接着剤３が形成される。図２はフレキ
シブル基板１が支持基板から剥離された後に応力変形が発生したことを示す図面であり、
集積回路素子２とフレキシブル基板１との接続点に亀裂が起こり、一部の異方導電性接着
剤３は失効する。図２に示めされた不具合が発生する原因は、周辺領域の膜層の数量は表
示領域の膜層の数量より少なく、且つ集積回路素子または各種回路は硬質材であるため応
力の分布に影響を及ぼすことが考えられる。そのため、フレキシブル基板と支持基板とが
分離するときに、フレキシブル基板において瞬間に開放する応力が不均一であり、周辺領
域の回路が断裂しやすくなり、製品の良品率が低下する。
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【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明により、アレイ基板を提供する。前記アレイ基板は、表示領域と前記表示領域を
取り囲む周辺領域とに分けられるフレキシブル基板を含む。前記アレイ基板は、さらに、
前記表示領域における前記フレキシブル基板に順次形成されたアレイ層及び第一膜層と、
前記周辺領域における前記フレキシブル基板に形成された複数の集積回路素子及びフレキ
シブル回路基板インタフェースと、前記周辺領域と前記第一膜層との境界部、並びに前記
周辺領域における前記集積回路素子及び前記フレキシブル回路基板インタフェースを除く
前記フレキシブル基板に形成されたフレキシブル保護膜層と、を含む。
【０００５】
　例えば、前記フレキシブル保護膜層の材料はエポキシ樹脂系接着剤、シリカゲル系接着
剤または紫外線硬化性接着剤である。
【０００６】
　例えば、前記フレキシブル保護膜層の粘度範囲が４０～５０Ｐａ・ｓであり、前記フレ
キシブル保護膜層の硬化した後の剪断強さが２５～３５ＭＰａであり、前記フレキシブル
保護膜層の硬化した後の剥離力強さが９～１２ＫＮ／ｍである。
【０００７】
　例えば、前記フレキシブル保護膜層の厚さが５～１５ミクロンである。
【０００８】
　例えば、前記第一膜層はバリアフィルム層であり、前記バリアフィルム層は、ケイ素に
富む窒化ケイ素又は一酸化ケイ素をドーピングしたポリエチレンナフタレート、ポリエチ
レンテレフタレート薄膜及びポリイミド薄膜から選ばれる１種又は２種以上の組合せから
なる複合フィルム層である。
【０００９】
　例えば、前記アレイ基板は、前記アレイ層と前記バリアフィルム層との間に設けられる
有機エレクトロルミネセンス膜層を含む。
【００１０】
　例えば、前記第一膜層は電子インク表示膜層である。
【００１１】
　本発明により、フレキシブル表示パネルを提供する。前記フレキシブル表示パネルは前
記アレイ基板を含む。
【００１２】
　本発明により、表示装置を提供する。前記表示装置は前記表示パネルを含む。
【００１３】
　本発明により、アレイ基板の製造方法を提供する。前記製造方法は、表示領域と前記表
示領域を取り囲む周辺領域とに分けられるフレキシブル基板を提供するステップと、前記
表示領域における前記フレキシブル基板にアレイ層及び第一膜層を順次形成するステップ
と、前記周辺領域における前記フレキシブル基板に複数の集積回路素子及びフレキシブル
回路基板インタフェースを形成するステップと、前記周辺領域と前記第一膜層との境界部
、並びに前記周辺領域における前記集積回路素子及び前記フレキシブル回路基板インタフ
ェースを除く前記フレキシブル基板にフレキシブル保護膜層を形成するステップと、を含
む。
【００１４】
　例えば、前記周辺領域と前記第一膜層との境界部、並びに前記周辺領域における前記集
積回路素子及び前記フレキシブル回路基板インタフェースを除く前記フレキシブル基板に
フレキシブル保護膜層を形成するステップは、前記周辺領域と前記第一膜層との境界部、
並びに前記周辺領域における前記集積回路素子及び前記フレキシブル回路基板インタフェ
ースを除く前記フレキシブル基板に、エポキシ樹脂系接着剤材料またはシリカゲル系接着
剤材料を被覆し、室温の状態において硬化させて前記フレキシブル保護膜層を形成するス
テップを含む。または、前記周辺領域と前記第一膜層との境界部、並びに前記周辺領域に
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おける前記集積回路素子及び前記フレキシブル回路基板インタフェースを除く前記フレキ
シブル基板に紫外線硬化接着剤材料を被覆し、紫外線硬化によって前記フレキシブル保護
膜層を形成するステップを含む。
【００１５】
　例えば、前記フレキシブル保護膜層の粘度範囲が４０～５０Ｐａ・ｓであり、前記フレ
キシブル保護膜層の硬化した後の剪断強さが２５～３５ＭＰａであり、前記フレキシブル
保護膜層の硬化した後の剥離力強さが９～１２ＫＮ／ｍである。
【００１６】
　例えば、前記フレキシブル保護膜層の厚さが５～１５ミクロンである。
【００１７】
　例えば、前記第一膜層はバリアフィルム層であり、前記バリアフィルム層は、ケイ素に
富む窒化ケイ素又は一酸化ケイ素をドーピングしたポリエチレンナフタレート、ポリエチ
レンテレフタレート薄膜及びポリイミド薄膜から選ばれる１種又は２種以上の組合せから
なる複合フィルム層である。
【００１８】
　例えば、前記製造方法は、前記アレイ層と前記バリアフィルム層との間に有機エレクト
ロルミネセンス膜層を形成するステップを含む。
【００１９】
　例えば、前記第一膜層は電子インク表示膜層である。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　本発明の技術的解決手段をより明確に説明するために、以下には実施例の図面に対して
簡単な説明を行う。以下に説明した図面は本発明の一部の実施例であり、本発明に対する
制限ではないことは明らかである。
【００２１】
【図１】理想的な状況でフレキシブル基板が変形しないことを示す図面である。
【図２】フレキシブル基板が支持基板から剥離された後に応力変形が発生したことを示す
図面である。
【図３】本発明の実施例により提供されたアレイ基板の上面図である。
【図４】表示領域と周辺領域とを含むフレキシブル基板を示す図である。
【図５】本発明の実施例により提供されたアレイ基板の製造方法のフローチャートである
。
【図６】本発明の実施例において周辺領域と第一膜層との境界部を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の実施例の目的、技術案と利点をより明確にするため、図面を参照しながら、本
発明の実施例の技術案に対して明確的に、完全に説明する。説明される実施例は本発明の
一部の実施例であり、すべての実施例ではないことが明らかである。また、説明される実
施例に基づき、当業者が創造的な労働が必要としない前提で得られた全ての他の実施例は
、本発明の技術的範囲に属する。
【００２３】
（実施例１）
　図３と図４に示すように、本発明の実施例は、表示領域１１と周辺領域１２とに分けら
れるフレキシブル基板１を含むアレイ基板を提供する。周辺領域１２は表示領域１１を取
り囲む。当該アレイ基板は、さらに、表示領域１１におけるフレキシブル基板１に順次形
成されたアレイ層（図示しない）及び第一膜層４と、周辺領域１２におけるフレキシブル
基板１に形成された複数の集積回路素子２及びフレキシブル回路基板インタフェース５と
、周辺領域１２と第一膜層４との境界部、並びに周辺領域１２における集積回路素子２及
びフレキシブル回路基板インタフェース５を除くフレキシブル基板１に形成されたフレキ
シブル保護膜層６とを含む。例えば、第一膜層４は表示領域１１の全体に位置する。
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【００２４】
　なお、図６に示すように、当該境界部は第一膜層４のフレキシブル基板１への垂直投影
４１と周辺領域１２との境界線４２である。第一膜層４及びその下方に位置するアレイ層
は非常に薄いため、第一膜層４及び周辺領域１２は同一平面にあるとみなすことができる
。境界線４２は、第一膜層４の周縁と周辺領域１２とが接触する境界線とみなされても良
い。また、境界線４２は、第一膜層４の周縁が周辺領域１２に接触する境界線と、第一膜
層４の周縁上方の側面の総和とみなされてもよい。そのため、フレキシブル保護膜層６は
境界線４２をカバーし、第一膜層４と周辺領域１２の間を緊密に接続させ、第一膜層とそ
の下の各部分の周縁との間の隙間を密封し、内部の酸化と腐食を防止できる。
【００２５】
　表示領域１１のフレキシブル基板１において、アレイ基板が適用される表示パネルによ
って、いろいろな素子または膜層が形成され、通常、上記アレイ層を含む。表示領域１１
は多層構造を有するため、表示領域１１は周辺領域１２に比べてより高い強度を有する。
周辺領域１２には、剛性である集積回路素子２と、フレキシブル回路基板インタフェース
５及び金属回路の他、通常その他の膜層を設けないため、周辺領域１２のフレキシブル基
板１及び表示領域１１のフレキシブル基板１の強度に大きな差がある。本実施例において
、周辺領域１２と第一膜層４との境界部、並びに周辺領域１２における集積回路素子及び
フレキシブル回路基板インタフェースを除くフレキシブル基板１に形成されたフレキシブ
ル保護膜層６により、フレキシブル保護膜層６（主に周辺領域１２内にある）と、それに
結合するフレキシブル基板１とは複合の積層構造に形成し、周辺領域１２におけるフレキ
シブル基板１の強度を向上させる。
【００２６】
　例えば、フレキシブル保護膜層６の材料はエポキシ樹脂系接着剤、シリカゲル系接着剤
または紫外線硬化接着剤である。
【００２７】
　フレキシブル保護膜層６が設けられたフレキシブル基板１に十分な強度があり、且つ支
持基板と分離するときに均一に力を受けられることを確保するため、例えばフレキシブル
保護膜層６に対して以下の特性が求められる。即ち、フレキシブル保護膜層６の粘度範囲
が４０～５０Ｐａ・ｓであり、フレキシブル保護膜層６の硬化後の剪断強さが２５～３５
ＭＰａであり、フレキシブル保護膜層６の硬化後の剥離力強さが９～１２ＫＮ／ｍである
。
【００２８】
　例えば、フレキシブル保護膜層６の厚さが５～１５ミクロンである。
【００２９】
　例えば、第一膜層はバリアフィルム層である。バリアフィルム層は、ケイ素に富む窒化
ケイ素又は一酸化ケイ素をドーピングしたポリエチレンナフタレート、ポリエチレンテレ
フタレート薄膜及びポリイミド薄膜から選ばれる１種又は２種以上の組合せからなる複合
フィルム層である。
【００３０】
　当該アレイ基板がＯＬＥＤ表示パネルに適用されるとき、アレイ基板はアレイ層（図示
しない）と第一膜層４との間に設けられる有機エレクトロルミネセンスＯＬＥＤ膜層（図
示しない）を含む。
【００３１】
　当該アレイ基板が電気泳動表示パネルに適用されるとき、第一膜層４は電子インク表示
膜層である。
【００３２】
　本発明は、下記の有益な効果を有する。即ち、周辺領域と第一膜層との境界部、並びに
周辺領域における集積回路素子及びフレキシブル回路基板インタフェースを除くフレキシ
ブル基板にフレキシブル保護膜層を形成することにより、周辺領域のフレキシブル基板の
強度が向上し、フレキシブル基板は支持基板から分離するときに均一に力を受けられるこ
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とができ、周辺領域の回路の断裂を避け、製品の良品率を向上させる。
【００３３】
（実施例２）
　本発明の実施例は、上記実施例により提供されたアレイ基板を含むフレキシブル表示パ
ネルを提供する。
【００３４】
　本発明の実施例は、下記の有益な効果を有する。即ち、周辺領域と第一膜層との境界部
、並びに周辺領域における集積回路素子及びフレキシブル回路基板インタフェースを除く
フレキシブル基板にフレキシブル保護膜層を形成することにより、周辺領域のフレキシブ
ル基板の強度が向上し、フレキシブル基板が支持基板から分離するときに均一に力を受け
られることができ、周辺領域の回路の断裂を避け、製品の良品率を向上させる。
【００３５】
（実施例３）
　本発明の実施例は、上記実施例により提供されたフレキシブル表示パネルを含む表示装
置を提供する。
【００３６】
　本発明の実施例は、下記の有益な効果を有する。即ち、周辺領域と第一膜層との境界部
、並びに周辺領域における集積回路素子及びフレキシブル回路基板インタフェースを除く
フレキシブル基板にフレキシブル保護膜層を形成することにより、周辺領域のフレキシブ
ル基板の強度が向上し、フレキシブル基板が支持基板から分離するときに均一に力を受け
られることができ、周辺領域の回路の断裂を避け、製品の良品率を向上させる。
【００３７】
（実施例４）
　図５に示すように、本発明の実施例はアレイ基板の製造方法を提供する。この製造方法
は、下記のステップを含む。
【００３８】
　ステップ５０１：表示領域と表示領域を取り囲む周辺領域とに分けられるフレキシブル
基板を提供する。
【００３９】
　ステップ５０２：表示領域のフレキシブル基板にアレイ層及び第一膜層を順次形成する
。
【００４０】
　ステップ５０３：周辺領域のフレキシブル基板に複数の集積回路素子及びフレキシブル
回路基板インタフェースを形成する。
【００４１】
　ステップ５０４：周辺領域と第一膜層との境界部、及び周辺領域の集積回路素子及びフ
レキシブル回路基板インタフェースを除くフレキシブル基板にフレキシブル保護膜層を形
成する。
【００４２】
　本実施例において、ステップ５０４は、周辺領域と第一膜層との境界部、並びに周辺領
域における集積回路素子及びフレキシブル回路基板インタフェースを除くフレキシブル基
板に、厚さが５～１５ミクロンであるエポキシ樹脂系接着剤材料またはシリカゲル系接着
剤材料を被覆し、室温の状態において６０分間硬化させてフレキシブル保護膜層を形成す
るステップを含む。または、周辺領域と第一膜層との境界部、並びに周辺領域における集
積回路素子及びフレキシブル回路基板インタフェースを除くフレキシブル基板に、厚さが
５～１５ミクロンである紫外線硬化接着剤材料を被覆し、紫外線硬化によってフレキシブ
ル保護膜層を形成するステップを含む。
【００４３】
　当然ながら、異なる表示パネルに適用するアレイ基板について、異なる素子または膜層
を製造する必要がある。例えば、ＯＬＥＤ表示パネルに対して、表示領域のフレキシブル
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基板にアレイ層及び第一膜層を順次形成するときに、アレイ層と第一膜層との間にＯＬＥ
Ｄ膜層を形成するステップを含む。ＯＬＥＤ膜層は、蒸着ＯＬＥＤ材料により形成し、第
一膜層は水酸素の透過を防止するバリアフィルム層である。例えば、バリアフィルム層は
、ケイ素に富む窒化ケイ素又は一酸化ケイ素をドーピングしたポリエチレンナフタレート
、ポリエチレンテレフタレート薄膜及びポリイミド薄膜から選ばれる１種又は２種以上の
組合せからなる複合フィルム層である。ここでは詳細な説明を省略する。
【００４４】
　例えば、電気泳動表示パネルに対して、第一膜層は電子インク表示膜層である。電子イ
ンク表示膜層は貼付により製造することができる。
【００４５】
　また、当然ながら、本実施例において、ステップ５０４の後に、フレキシブル基板を支
持基板から剥離するステップも含む。レーザによりフレキシブル基板の背面を照射し、フ
レキシブル基板と剛性である支持基板とを分離することができる。
【００４６】
　本発明の実施例は、下記の有益な効果を有する。即ち、周辺領域と第一膜層との境界部
、並びに周辺領域の集積回路素子及びフレキシブル回路基板インタフェースを除くフレキ
シブル基板にフレキシブル保護膜層を形成することにより、周辺領域のフレキシブル基板
の強度が向上し、フレキシブル基板が支持基板から分離するときに均一に力を受けられる
ことができ、周辺領域の回路の断裂を避け、製品の良品率を向上させる。
【００４７】
　上記は本発明の最良な実施形態であり、本発明の技術的範囲を制限するものではない。
本発明の技術的範囲は、特許請求の範囲によって画定される。
【００４８】
　また、本出願は、２０１４年１０月２２日に出願した第２０１４１０５６７４７１．０
号の中国特許出願の優先権を主張し、ここで上記中国特許出願が開示された内容をすべて
引用し本出願の一部とする。
【符号の説明】
【００４９】
　１　フレキシブル基板
　２　集積回路素子
　３　異方導電性接着剤
　４　第一膜層
　５　インタフェース
　６　フレキシブル基板
　１１　表示領域
　１２　周辺領域
　４１　垂直投影
　４２　境界線
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