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(57)【要約】
【課題】見る方向にかかわらず輝度や色合いを均一にす
ることを目的とする。
【解決手段】表示装置は、複数の発光領域５８及び複数
の着色領域６０は、それぞれ、０°以上３６０°未満の
回転では元の形状に重ならないように回転対称性を有し
ない所定の平面形状になっており、回転角度が複数種類
に異なるように配列されている。複数の着色領域６０は
、相互に異なる色からなる一群の着色領域６０ごとにま
とまって、複数のフルカラー画素６２を構成する。複数
のフルカラー画素６２は、同じ色の着色領域６０の回転
角度が複数種類に異なるように配列される。同じ種類の
フルカラー画素６２では、同じ色の着色領域６０が同じ
回転角度にある。異なる種類のフルカラー画素６２では
、同じ色の着色領域６０が異なる回転角度にある。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の薄膜トランジスタを含む回路層と、
　画像を構成する複数の単位画素それぞれに対応するように設けられた複数の画素電極と
、
　前記複数の画素電極をそれぞれ内側に含む複数の開口を有して前記複数の画素電極の周
縁部に載るように設けられた絶縁層と、
　前記複数の開口が複数の発光領域となるように前記複数の画素電極に接触して前記絶縁
層に積層する自発光素子層と、
　前記複数の画素電極の上方で前記自発光素子層に接触するように積層する共通電極と、
　遮光領域を構成するブラックマトリクスを有し、前記複数の発光領域に対応する複数の
着色領域をそれぞれ構成する複数の着色層を有するカラーフィルタ層と、
　を有し、
　前記複数の発光領域及び前記複数の着色領域は、それぞれ、０°以上３６０°未満の回
転では元の形状に重ならないように回転対称性を有しない所定の平面形状になっており、
回転角度が複数種類に異なるように配列され、
　前記複数の着色領域は、相互に異なる色からなる一群の前記着色領域ごとにまとまって
、複数のフルカラー画素を構成し、
　前記複数のフルカラー画素は、同じ色の前記着色領域の前記回転角度が複数種類に異な
るように配列され、
　同じ種類の前記フルカラー画素では、同じ色の前記着色領域が同じ前記回転角度にあり
、
　異なる種類の前記フルカラー画素では、同じ色の前記着色領域が異なる前記回転角度に
あることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載された表示装置において、
　前記同じ色の前記着色領域が配置される前記回転角度の種類数は、前記複数色の数に等
しいことを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　請求項１に記載された表示装置において、
　前記同じ色の前記着色領域が配置される前記回転角度の種類数は、前記複数色の数を２
以上の自然数で割った数であることを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載された表示装置において、
　いずれの前記フルカラー画素を構成する前記一群の前記着色領域においても、同じ色の
前記着色領域が他の色の前記着色領域に対して同じ相対的位置にくるように配列されるこ
とを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載された表示装置において、
　前記複数のフルカラー画素のそれぞれを構成する前記一群の前記着色領域は、前記回転
角度が複数種類に異なるように配列されることを特徴とする表示装置。
【請求項６】
　請求項５に記載された表示装置において、
　前記複数のフルカラー画素のそれぞれを構成する前記一群の前記着色領域は、前記回転
角度が全て相互に異なるように配列されることを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　請求項１から４のいずれか１項に記載された表示装置において、
　前記複数のフルカラー画素のそれぞれを構成する前記一群の前記着色領域は、前記回転
角度が全て同じになるように配列されることを特徴とする表示装置。
【請求項８】
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　請求項１から７のいずれか１項に記載された表示装置において、
　それぞれの前記着色領域は、前記ブラックマトリクスの前記遮光領域によって、複数の
部分に分割されていることを特徴とする表示装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載された表示装置において、
　前記複数の発光領域及び前記複数の着色領域の前記平面形状は、それぞれ、Ｌ字状であ
ることを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
　請求項１から８のいずれか１項に記載された表示装置において、
　前記複数の発光領域及び前記複数の着色領域の前記平面形状は、それぞれ、矩形の１つ
の角を直線で切断した形状であることを特徴とする表示装置。
【請求項１１】
　複数の薄膜トランジスタを含む回路層と、
　前記回路層に接続するための複数のコンタクトホールを有して上面に平坦な領域を有す
るように前記回路層を覆う平坦化層と、
　画像を構成する複数の単位画素それぞれに対応するように設けられて前記複数のコンタ
クトホールそれぞれを介して前記回路層に接続するように前記平坦化層に設けられた複数
の画素電極と、
　前記複数の画素電極をそれぞれ内側に含む複数の開口を有して前記複数の画素電極の周
縁部に載るように設けられた絶縁層と、
　前記複数の開口が複数の発光領域となるように前記複数の画素電極に接触して前記絶縁
層に積層する自発光素子層と、
　前記複数の画素電極の上方で前記自発光素子層に接触するように積層する共通電極と、
　遮光領域を構成するブラックマトリクスを有し、前記複数の発光領域に対応する複数の
着色領域をそれぞれ構成する複数の着色層を有するカラーフィルタ層と、
　を有し、
　前記複数の発光領域及び前記複数の着色領域は、それぞれ、直交する二軸の一方におい
て広い幅を有し、前記二軸の他方において狭い幅を有する形状であり、対応する前記コン
タクトホールが前記狭い幅に沿った一方向において前記発光領域の隣にあり、前記一方向
が複数種類に異なるように配列され、
　前記複数の着色領域は、相互に異なる色からなる一群の前記着色領域ごとにまとまって
、複数のフルカラー画素を構成し、
　前記複数のフルカラー画素は、同じ色の前記着色領域からの前記一方向が複数種類に異
なるように配列され、
　同じ種類の前記フルカラー画素では、同じ色の前記着色領域からの前記一方向が同じで
あり、
　異なる種類の前記フルカラー画素では、同じ色の前記着色領域からの前記一方向が異な
ることを特徴とする表示装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載された表示装置において、
　前記複数のフルカラー画素のそれぞれを構成する前記一群の前記着色領域は、それぞれ
、前記着色領域から前記コンタクトホールに向かう前記一方向が同じになるように配列さ
れることを特徴とする表示装置。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２に記載された表示装置において、
　前記同じ色の前記着色領域からの前記一方向の種類数は、前記複数色の数に等しいこと
を特徴とする表示装置。
【請求項１４】
　請求項１１又は１２に記載された表示装置において、
　前記同じ色の前記着色領域からの前記一方向の種類数は、前記複数色の数を２以上の自
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然数で割った数であ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】
　有機ＥＬ（Electro Luminescence）素子などの自発光素子を使用した表示装置は、自発
光素子を薄膜トランジスタで制御している。また、自発光素子の光が白色であり、カラー
フィルタでフルカラー表示を行うことが知られている（特許文献１）。カラーフィルタは
、ブラックマトリクスを備えることが一般的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００８－５１１１００号公報
【特許文献２】特開２０１５－１０８７５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　自発光素子の画素電極は、コンタクトホールでその下の薄膜トランジスタに接続されて
いる。コンタクトホールは、凹状になっているので、その上に自発光素子を形成すること
ができない。したがって、発光領域は、コンタクトホールを避ける形状、例えば、矩形の
一部を切り欠いた形状であることが多い。その場合、発光領域には、長辺と短辺があり、
全ての発光領域を同じ向きに配置すると、光の強い長辺がそろってしまうので、表示特性
を低下させる。特許文献２には、複数の発光領域を向きが異なるように配列することが開
示されている。
【０００５】
　自発光素子は、複数層で構成されており、金属からなる層であればその表面で、あるい
は、隣同士の層の界面で外光が反射する。これらの反射面が傾斜している場合又は凹凸に
なっている場合、斜めから画面を見ると反射光が見えてしまう。自発光素子の発光領域が
、縦横の長さが異なる形状である場合、見る方向によって、反射光の強さが異なる。光領
域とブラックマトリクスの開口にずれがある場合、見る方向によって、ブラックマトリク
スによる発光領域の遮光部分が大きくなる方向と、小さくなる方向がある。発光素子に入
射した外光は、コンタクトホールで反射するが、発光領域に対するコンタクトホールの位
置によって、反射光が強く見える方向が異なる。
【０００６】
　特に、色ごとに向きが異なる発光領域では、色ごとに反射光の強さが異なることになり
、見る方向によって輝度や色合いが異なって見えるという問題があった。
【０００７】
　本発明は、見る方向にかかわらず輝度や色合いを均一にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る表示装置は、複数の薄膜トランジスタを含む回路層と、画像を構成する複
数の単位画素それぞれに対応するように設けられた複数の画素電極と、前記複数の画素電
極をそれぞれ内側に含む複数の開口を有して前記複数の画素電極の周縁部に載るように設
けられた絶縁層と、前記複数の開口が複数の発光領域となるように前記複数の画素電極に
接触して前記絶縁層に積層する自発光素子層と、前記複数の画素電極の上方で前記自発光
素子層に接触するように積層する共通電極と、遮光領域を構成するブラックマトリクスを
有し、前記複数の発光領域に対応する複数の着色領域をそれぞれ構成する複数の着色層を
有するカラーフィルタ層と、を有し、前記複数の発光領域及び前記複数の着色領域は、そ
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れぞれ、０°以上３６０°未満の回転では元の形状に重ならないように回転対称性を有し
ない所定の平面形状になっており、回転角度が複数種類に異なるように配列され、前記複
数の着色領域は、相互に異なる色からなる一群の前記着色領域ごとにまとまって、複数の
フルカラー画素を構成し、前記複数のフルカラー画素は、同じ色の前記着色領域の前記回
転角度が複数種類に異なるように配列され、同じ種類の前記フルカラー画素では、同じ色
の前記着色領域が同じ前記回転角度にあり、異なる種類の前記フルカラー画素では、同じ
色の前記着色領域が異なる前記回転角度にあることを特徴とする。
【０００９】
　本発明によれば、複数の発光領域及び複数の着色領域は、それぞれ、０°以上３６０°
未満の回転では元の形状に重ならないように回転対称性を有しない所定の平面形状になっ
ている。したがって、見る方向によって輝度や色合いが異なって見える。しかし、異なる
種類のフルカラー画素では、同じ色の着色領域が異なる回転角度にあるので、輝度や色合
いの違いが分散して均一化される。
【００１０】
　本発明に係る表示装置は、複数の薄膜トランジスタを含む回路層と、前記回路層に接続
するための複数のコンタクトホールを有して上面に平坦な領域を有するように前記回路層
を覆う平坦化層と、画像を構成する複数の単位画素それぞれに対応するように設けられて
前記複数のコンタクトホールそれぞれを介して前記回路層に接続するように前記平坦化層
に設けられた複数の画素電極と、前記複数の画素電極をそれぞれ内側に含む複数の開口を
有して前記複数の画素電極の周縁部に載るように設けられた絶縁層と、前記複数の開口が
複数の発光領域となるように前記複数の画素電極に接触して前記絶縁層に積層する自発光
素子層と、前記複数の画素電極の上方で前記自発光素子層に接触するように積層する共通
電極と、遮光領域を構成するブラックマトリクスを有し、前記複数の発光領域に対応する
複数の着色領域をそれぞれ構成する複数の着色層を有するカラーフィルタ層と、を有し、
前記複数の発光領域及び前記複数の着色領域は、それぞれ、直交する二軸の一方において
広い幅を有し、前記二軸の他方において狭い幅を有する形状であり、対応する前記コンタ
クトホールが前記狭い幅に沿った一方向において前記発光領域の隣りにあり、前記一方向
が複数種類に異なるように配列され、前記複数の着色領域は、相互に異なる色からなる一
群の前記着色領域ごとにまとまって、複数のフルカラー画素を構成し、前記複数のフルカ
ラー画素は、同じ色の前記着色領域からの前記一方向が複数種類に異なるように配列され
、同じ種類の前記フルカラー画素では、同じ色の前記着色領域からの前記一方向が同じで
あり、異なる種類の前記フルカラー画素では、同じ色の前記着色領域からの前記一方向が
異なることを特徴とする。
【００１１】
　本発明によれば、複数の発光領域及び複数の着色領域は、それぞれ、着色領域からコン
タクトホールへの方向が複数種類に異なるように配列されている。したがって、コンタク
トホールに入射して反射する光が与える影響が見る方向によって異なる。これにより、輝
度や色合いが見る方向によって異なる。しかし、異なる種類のフルカラー画素では、同じ
色の着色領域からコンタクトホールへの方向が異なるので、輝度や色合いの違いが分散し
て均一化される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る表示装置を示す断面図である。
【図２】図１に示す表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。
【図３】本実施形態が達成する効果について説明する図である。
【図４】第２の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。
【図５】第３の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。
【図６】第４の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。
【図７】第５の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。
【図８】第６の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。
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【図９】第７の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。
【図１０】第８の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。
【図１１】第９の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。
【図１２】第１０の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。
【図１３】第１１の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１４】
［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る表示装置を示す断面図である。表示装置として
、有機エレクトロルミネッセンス表示装置を例に挙げる。表示装置は、回路基板１０を有
する。回路基板１０には、半導体層１２が形成されている。半導体層１２の上にソース電
極１４及びドレイン電極１６が設けられている。半導体層１２を覆ってゲート絶縁膜１８
が形成され、ゲート絶縁膜１８の上にはゲート電極２０が形成されている。ゲート電極２
０を覆って層間絶縁膜２２が形成されている。ソース電極１４及びドレイン電極１６は、
ゲート絶縁膜１８及び層間絶縁膜２２を貫通している。半導体層１２、ソース電極１４、
ドレイン電極１６及びゲート電極２０によって薄膜トランジスタ２４が構成される。薄膜
トランジスタ２４を覆うようにパッシベーション膜２６が設けられている。表示装置は、
複数の薄膜トランジスタ２４を含む回路層２８を有する。
【００１５】
　パッシベーション膜２６の上には、回路層２８を覆うように、平坦化層３０が設けられ
ている。平坦化層３０の上には、複数の画素電極３２が設けられている。平坦化層３０は
、少なくとも画素電極３２が設けられる面が平坦になるように形成される。画素電極３２
は、例えば光を反射する下層と光を透過する上層からなり、光を反射するようになってい
る。画素電極３２は、平坦化層３０、パッシベーション膜２６及び層間絶縁膜２２を貫通
するコンタクトホール３４によって、半導体層１２上のソース電極１４及びドレイン電極
１６の一方に電気的に接続している。コンタクトホール３４は回路層２８に接続する。
【００１６】
　平坦化層３０及び画素電極３２上に、絶縁層３６が形成されている。絶縁層３６は、複
数の画素電極３２をそれぞれ内側に含む複数の開口を有する。絶縁層３６は、複数の画素
電極３２の周縁部に載るように設けられる。絶縁層３６によって、画素電極３２の一部を
囲むバンクが形成される。
【００１７】
　画素電極３２上に接触して自発光素子層３８が設けられている。自発光素子層３８は、
複数の画素電極３２に連続的に載り、絶縁層３６にも載るようになっている。変形例とし
て、画素電極３２ごとに別々に（分離して）、自発光素子層３８を設けてもよい。自発光
素子層３８は、少なくとも発光層を含み、さらに、電子輸送層、正孔輸送層、電子注入層
及び正孔注入層のうち少なくとも一層を含んでもよい。
【００１８】
　自発光素子層３８の上には、複数の画素電極３２の上方で自発光素子層３８に接触する
ように、共通電極４０（例えば陰極）が設けられている。共通電極４０は、バンクとなる
絶縁層３６の上方に載るように形成する。自発光素子層３８は、画素電極３２及び共通電
極４０に挟まれ、両者間を流れる電流によって輝度が制御されて発光する。自発光素子層
３８は、複数の画素電極３２に連続して重なっており、単一色（例えば白色）の光を発す
るようになっている。
【００１９】
　自発光素子層３８は、自発光素子層３８を封止するように共通電極４０に積層する封止
層４２によって封止されて、水分から遮断されている。封止層４２の上方には、充填層４
４を介して、対向基板４６が設けられている。対向基板４６には、カラーフィルタ層４８
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が設けられている。カラーフィルタ層４８は、遮光領域を構成するブラックマトリクス５
０を有する。カラーフィルタ層４８は、複数の着色層５２を有する。なお、対向基板４６
は、タッチパネルであってもよいし、偏光板や位相差板を備えてもよい。
【００２０】
　図２は、図１に示す表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。対向基板４６は、
表示領域５４を有し、表示領域５４には、光からなる複数の単位画素５６で構成される画
像が表示される。複数の画素電極３２は、画像を構成する複数の単位画素５６それぞれに
対応するように設けられる。
【００２１】
　絶縁層３６の複数の開口は、それぞれ、複数の発光領域５８となる。複数の発光領域５
８の発光色は同じ（例えば白色）である。発光領域５８は、１回転未満（０°以上３６０
°未満）の回転では元の形状に重ならないように回転対称性を有しない平面形状になって
いる。この平面形状は、Ｌ字状である。複数の発光領域５８は、それぞれ、回転角度（回
転位置）が複数種類（４パターン）に異なるように配列されている。
【００２２】
　複数の着色層５２は、複数の発光領域５８に対応する複数の着色領域６０をそれぞれ構
成する。着色領域６０は、ブラックマトリクス５０の開口に相当する。着色領域６０は、
それぞれ、１回転未満（０°以上３６０°未満）の回転では元の形状に重ならないように
回転対称性を有しない平面形状になっている。この平面形状は、Ｌ字状である。複数の着
色領域６０は、それぞれ、回転角度（回転位置）が複数種類（４パターン）に異なるよう
に配列されている。複数の着色領域６０は、複数色（図２の例では４色）で相互に異なる
色の一群の着色領域６０ごとにまとまって、複数のフルカラー画素６２を構成する。図２
では、赤着色領域６０Ｒ、緑着色領域６０Ｇ、青着色領域６０Ｂ及び白着色領域６０Ｗで
、１つのフルカラー画素６２が構成されている。それぞれのフルカラー画素６２を構成す
る着色領域６０は、それぞれ、回転角度（回転位置）が複数種類（４パターン）に異なる
ように配列されている。着色領域６０は、Ｌ字状になっているため、Ｌの角を形成する長
辺と、Ｌの両端にある短辺を有している。隣同士の着色領域６０は、長辺同士が隣り合わ
ず、短辺同士が隣り合わないようになっている。
【００２３】
　図２には、第１のフルカラー画素６２Ａ、第２のフルカラー画素６２Ｂ、第３のフルカ
ラー画素６２Ｃ及び第４のフルカラー画素６２Ｄが示され、それぞれが、第１方向Ｄ１に
隣り合う２つの着色領域６０と、第１方向Ｄ１に直交する第２方向Ｄ２に隣り合う２つの
着色領域６０と、からなる４つの着色領域６０を含む。言い換えると、４つの着色領域６
０は、時計回りに配列されている。同様に、第１のフルカラー画素６２Ａ、第２のフルカ
ラー画素６２Ｂ、第３のフルカラー画素６２Ｃ及び第４のフルカラー画素６２Ｄも、時計
回りに配列されている。
【００２４】
　複数のフルカラー画素６２のそれぞれを構成する一群の着色領域６０は、回転角度（回
転位置）が複数種類に異なる（例えば全て相互に異なる）ように配列される。図２の左上
にある第１のフルカラー画素６２Ａでは、相互に時計回りに隣の着色領域６０は、相互に
時計回りの回転角度（回転位置）にある。例えば、「Ｌ」の回転角度（回転位置）にある
青着色領域６０Ｂから時計回りに隣の白着色領域６０Ｗは、青着色領域６０Ｂに対して９
０°時計回りの回転角度（回転位置）にある。
【００２５】
　第１のフルカラー画素６２Ａに対して時計回りに隣の第２のフルカラー画素６２Ｂでは
、時計回りに隣の着色領域６０は、半時計回りの回転角度（回転位置）にある。例えば、
「Ｌ」の回転角度（回転位置）にある白着色領域６０Ｗから時計回りに隣の赤着色領域６
０Ｒは、白着色領域６０Ｗに対して９０°反時計回りの回転角度（回転位置）にある。
【００２６】
　第２のフルカラー画素６２Ｂに対して時計周りに隣の第３のフルカラー画素６２Ｃでは
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、時計回りに隣の着色領域６０は、時計回りの回転角度（回転位置）にある。例えば、「
Ｌ」の回転角度（回転位置）にある赤着色領域６０Ｒから時計回りに隣の緑着色領域６０
Ｇは、赤着色領域６０Ｒに対して９０°時計回りの回転角度（回転位置）にある。
【００２７】
　第３のフルカラー画素６２Ｃに対して時計回りに隣の第４のフルカラー画素６２Ｄでは
、時計回りに隣の着色領域６０は、半時計回りの回転角度（回転位置）にある。例えば、
「Ｌ」の回転角度（回転位置）にある緑着色領域６０Ｇから時計回りに隣の青着色領域６
０Ｂは、緑着色領域６０Ｇに対して９０°反時計回りの回転角度（回転位置）にある。
【００２８】
　本実施形態では、いずれのフルカラー画素６２を構成する一群の着色領域６０において
も、同じ色の着色領域６０が他の色の着色領域６０に対して同じ相対的位置にくるように
配列される。例えば、それぞれのフルカラー画素６２において、赤着色領域６０Ｒは左上
にある。
【００２９】
　複数のフルカラー画素６２は、同じ色の着色領域６０の回転角度（回転位置）が複数種
類に異なるように配列されている。例えば、青着色領域６０Ｂは、第１のフルカラー画素
６２Ａでは「Ｌ」の回転角度（回転位置）にあり、第２のフルカラー画素６２Ｂでは９０
°時計回りの回転角度（回転位置）にあり、第３のフルカラー画素６２Ｃではさらに９０
°時計回りの回転角度（回転位置）にあり、第４のフルカラー画素６２Ｄではさらに９０
°時計回りの回転角度（回転位置）にある。同じ色の着色領域６０が配置される回転角度
（回転位置）の種類数（この例では４）は、複数色の数（この例では４）に等しい。同じ
種類のフルカラー画素６２（例えば第１のフルカラー画素６２Ａ同士）では、同じ色の着
色領域６０が同じ回転角度（回転位置）にある。異なる種類のフルカラー画素６２（例え
ば第１のフルカラー画素６２Ａと第２のフルカラー画素６２Ｂ）では、同じ色の着色領域
６０が異なる回転角度（回転位置）にある。
【００３０】
　図３は、本実施形態が達成する効果について説明する図である。図３には、カラーフィ
ルタ層４８の位置ずれによって、着色領域６０と発光領域５８がずれた状態を示している
。本実施形態によれば、複数の発光領域５８及び複数の着色領域６０は、それぞれ、１回
転未満（０°以上３６０°未満）の回転では元の形状に重ならないように回転対称性を有
しない所定の平面形状になっている。したがって、見る方向によって輝度や色合いが異な
って見える。しかし、異なる種類のフルカラー画素６２では、同じ色の着色領域６０が異
なる回転角度（回転位置）にあるので、輝度や色合いの違いが分散して均一化される。
【００３１】
［第２の実施形態］
　図４は、第２の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。本実施
形態では、それぞれのフルカラー画素２６２を構成する着色領域２６０の回転角度（回転
位置）において、第１の実施形態と異なる。
【００３２】
　第１のフルカラー画素２６２Ａでは、第１方向Ｄ１に隣り合う着色領域２６０は長辺同
士が隣り合い、第１方向Ｄ１に直交する第２方向Ｄ２に隣り合う着色領域２６０は短辺同
士が隣り合う。例えば、赤着色領域２６０Ｒと緑着色領域２６０Ｇは長辺同士が隣り合い
、白着色領域２６０Ｗと青着色領域２６０Ｂは長辺同士が隣り合う。赤着色領域２６０Ｒ
と白着色領域２６０Ｗは短辺同士が隣り合い、緑着色領域２６０Ｇと青着色領域２６０Ｂ
は短辺同士が隣り合う。
【００３３】
　第２のフルカラー画素２６２Ｂでは、全ての着色領域２６０が相互に短辺が隣り合うよ
うに配列されている。
【００３４】
　第３のフルカラー画素２６２Ｃでは、第１方向Ｄ１に隣り合う着色領域２６０は短辺同
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士が隣り合い、第１方向Ｄ１に直交する第２方向Ｄ２に隣り合う着色領域２６０は長辺同
士が隣り合う。例えば、赤着色領域２６０Ｒと緑着着色領域２６０は短辺同士が隣り合い
、白着色領域２６０Ｗと青着色領域２６０Ｂは短辺同士が隣り合う。赤着色領域２６０Ｒ
と白着色領域２６０Ｗは長辺同士が隣り合い、緑着色領域２６０Ｇと青着色領域２６０Ｂ
は長辺同士が隣り合う。
【００３５】
　第４のフルカラー画素２６２Ｄでは、全ての着色領域２６０が相互に長辺が隣り合うよ
うに配列されている。
【００３６】
［第３の実施形態］
　図５は、第３の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。本実施
形態では、それぞれのフルカラー画素３６２を構成する着色領域３６０の回転角度（回転
位置）において、第１の実施形態と異なる。
【００３７】
　第１のフルカラー画素３６２Ａでは、第１方向Ｄ１に隣り合う着色領域３６０は長辺同
士が隣り合い、第１方向Ｄ１に直交する第２方向Ｄ２に隣り合う着色領域３６０は短辺同
士が隣り合う。例えば、赤着色領域３６０Ｒと緑着色領域３６０Ｇは長辺同士が隣り合い
、白着色領域３６０Ｗと青着色領域３６０Ｂは長辺同士が隣り合う。赤着色領域３６０Ｒ
と白着色領域３６０Ｗは短辺同士が隣り合い、緑着色領域３６０Ｇと青着色領域３６０Ｂ
は短辺同士が隣り合う。第１のフルカラー画素３６２Ａは、第２の実施形態の第１のフル
カラー画素２６２Ａと同じ構成である。
【００３８】
　第２のフルカラー画素３６２Ｂでは、第１方向Ｄ１に隣り合う着色領域３６０は長辺と
短辺が隣り合い、第１方向Ｄ１に直交する第２方向Ｄ２に隣り合う着色領域３６０も長辺
と短辺が隣り合う。例えば、赤着色領域３６０Ｒと緑着色領域３６０Ｇは長辺と短辺が隣
り合い、白着色領域３６０Ｗと青着色領域３６０Ｂは短辺と長辺が隣り合う。赤着色領域
３６０Ｒと白着色領域３６０Ｗは長辺と短辺が隣り合い、緑着色領域３６０Ｇと青着色領
域３６０Ｂは短辺と長辺が隣り合う。第２のフルカラー画素３６２Ｂは、第１の実施形態
の第２のフルカラー画素６２Ｂと同じ構成である。
【００３９】
　第３のフルカラー画素３６２Ｃでは、第１方向Ｄ１に隣り合う着色領域３６０は短辺同
士が隣り合い、第１方向Ｄ１に直交する第２方向Ｄ２に隣り合う着色領域３６０は長辺同
士が隣り合う。例えば、赤着色領域３６０Ｒと緑着色領域３６０Ｇは短辺同士が隣り合い
、白着色領域３６０Ｗと青着色領域３６０Ｂは短辺同士が隣り合う。赤着色領域３６０Ｒ
と白着色領域３６０Ｗは長辺同士が隣り合い、緑着色領域３６０Ｇと青着色領域３６０Ｂ
は長辺同士が隣り合う。第３のフルカラー画素３６２Ｃは、第２の実施形態の第３のフル
カラー画素２６２Ｃと同じ構成である。
【００４０】
　第４のフルカラー画素３６２Ｄでは、第１方向Ｄ１に隣り合う着色領域３６０は長辺と
短辺が隣り合い、第１方向Ｄ１に直交する第２方向Ｄ２に隣り合う着色領域３６０も長辺
と短辺が隣り合う。例えば、赤着色領域３６０Ｒと緑着色領域３６０Ｇは短辺と長辺が隣
り合い、白着色領域３６０Ｗと青着色領域３６０Ｂは長辺と短辺が隣り合う。赤着色領域
３６０Ｒと白着色領域３６０Ｗは短辺と長辺が隣り合い、緑着色領域３６０Ｇと青着色領
域３６０Ｂは長辺と短辺が隣り合う。第４のフルカラー画素３６２Ｄは、第１の実施形態
の第４のフルカラー画素６２Ｄと同じ構成である。
【００４１】
［第４の実施形態］
　図６は、第４の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。本実施
形態では、同じ色の着色領域４６０が配置される回転角度（回転位置）の種類数は、複数
色の数（この例では４）を２以上の自然数で割った数（この例では２）である点で、第１
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の実施形態と異なる。
【００４２】
　例えば、第１のフルカラー画素４６２Ａ及び第３のフルカラー画素４６２Ｃにおいて、
赤着色領域４６０Ｒの回転角度（回転位置）は同じである。第２のフルカラー画素４６２
Ｂ及び第４のフルカラー画素４６２Ｄにおいて、赤着色領域４６０Ｒの回転角度（回転位
置）は同じである。つまり、赤着色領域４６０Ｒの回転角度（回転位置）は、９０°時計
回りにずれている２種類ある。
【００４３】
　それぞれのフルカラー画素４６２において、第１方向Ｄ１に隣り合う着色領域４６０は
短辺同士が隣り合うか又は長辺同士が隣り合うようになっている。第１方向Ｄ１に直交す
る第２方向Ｄ２に隣り合う着色領域４６０は長辺同士が隣り合うか又は短辺同士が隣り合
うようになっている。その他の構成は、上述したいずれかの実施形態で説明した内容が該
当する。
【００４４】
［第５の実施形態］
　図７は、第５の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。本実施
形態では、同じ色の着色領域５６０が配置される回転角度（回転位置）の種類数は、複数
色の数（この例では４）を２以上の自然数で割った数（この例では２）である点で、第１
の実施形態と異なる。
【００４５】
　例えば、第１のフルカラー画素５６２Ａ及び第３のフルカラー画素５６２Ｃにおいて、
赤着色領域５６０Ｒの回転角度（回転位置）は同じである。第２のフルカラー画素５６２
Ｂ及び第４のフルカラー画素５６２Ｄにおいて、赤着色領域５６０Ｒの回転角度（回転位
置）は同じである。つまり、赤着色領域５６０Ｒの回転角度（回転位置）は、９０°時計
回りにずれている２種類ある。
【００４６】
　それぞれのフルカラー画素５６２において、第１方向Ｄ１及び第２方向Ｄ２にそれぞれ
隣り合う着色領域５６０は、短辺と長辺が隣り合う。その他の構成は、上述したいずれか
の実施形態で説明した内容が該当する。
【００４７】
［第６の実施形態］
　図８は、第６の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。本実施
形態では、それぞれの着色領域６６０は、ブラックマトリクス６５０の遮光領域によって
、複数の部分に分割されている。なお、発光領域６５８は、図２に示す発光領域５８と同
じである。その他の構成は、第１の実施形態で説明した内容が該当する。
【００４８】
［第７の実施形態］
　図９は、第７の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。本実施
形態では、それぞれの着色領域７６０は、ブラックマトリクス７５０の遮光領域によって
、複数の部分に分割されている。なお、発光領域７５８は、図８に示す発光領域６５８と
同じである。その他の構成は、第１の実施形態で説明した内容が該当する。
【００４９】
［第８の実施形態］
　図１０は、第８の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。本実
施形態では、複数の発光領域８５８及び複数の着色領域８６０の平面形状は、それぞれ、
矩形の１つの角を直線で切断した形状（例えば五角形）である。切り欠き辺に隣り合うよ
うにコンタクトホール８３４が位置する。同じ色の着色領域８６０が配置される回転角度
（回転位置）の種類数は、複数色の数を２以上の自然数で割った数である。
【００５０】
　それぞれのフルカラー画素８６２を構成する一群の着色領域８６０は、回転角度（回転
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位置）が全て同じになるように配列されている。例えば、第１のフルカラー画素８６２Ａ
では、全ての着色領域８６０が、切り欠き辺が右上にくる回転角度（回転位置）に配列さ
れている。第１のフルカラー画素８６２Ａに第１方向Ｄ１に隣り合う第２のフルカラー画
素８６２Ｂでは、全ての着色領域８６０が、切り欠き辺が右下にくる回転角度（回転位置
）に配列されている。
【００５１】
　第１方向Ｄ１に直交する第２方向Ｄ２に隣り合う第１のフルカラー画素８６２Ａ及び第
４のフルカラー画素８６２Ｄは、全ての着色領域８６０が同じ回転角度（回転位置）にな
るように配列されている。同様に、第２方向Ｄ２に隣り合う第２のフルカラー画素８６２
Ｂ及び第３のフルカラー画素８６２Ｃも、全ての着色領域８６０が同じ回転角度（回転位
置）になるように配列されている。
【００５２】
［第９の実施形態］
　図１１は、第９の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。本実
施形態では、複数のフルカラー画素９６２のそれぞれを構成する一群の着色領域９６０は
、回転角度（回転位置）が全て相互に異なるように配列されている点で、第８の実施形態
と異なる。
【００５３】
［第１０の実施形態］
　図１２は、第１０の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。本
実施形態では、発光領域１０５８は、直交する二軸の一方において広い幅を有し、二軸の
他方において狭い幅を有する形状（例えば長方形）である。コンタクトホール１０３４は
、発光領域１０５８から、狭い幅に沿った方向の隣にある。発光領域１０５８からコンタ
クトホール１０３４への方向が複数種類（この例では２種類）に異なるように、複数の発
光領域１０５８は配列されている。
【００５４】
　着色領域１０６０は、直交する二軸の一方において広い幅を有し、二軸の他方において
狭い幅を有する形状（例えば長方形）である。コンタクトホール１０３４は、着色領域１
０６０から、狭い幅に沿った方向の隣にある。着色領域１０６０からコンタクトホール１
０３４への方向が複数種類（この例では２種類）に異なるように、着色領域１０６０は配
列されている。
【００５５】
　複数の着色領域１０６０は、相互に異なる色からなる一群の着色領域１０６０ごとにま
とまって、複数のフルカラー画素１０６２を構成する。複数のフルカラー画素１０６２の
それぞれを構成する一群の着色領域１０６０は、それぞれ、着色領域１０６０からコンタ
クトホール１０３４に向かう方向が同じになるように配列される。
【００５６】
　複数のフルカラー画素１０６２は、同じ色の着色領域１０６０からの方向が複数種類に
異なるように配列されている。例えば、第１のフルカラー画素１０６２Ａでは赤着色領域
１０６０Ｒからコンタクトホール１０３４への方向は、図１２の下方向である。第１のフ
ルカラー画素１０６２Ａから第１方向Ｄ１に隣り合う第２のフルカラー画素１０６２Ｂで
は、赤着色領域１０６０Ｒからコンタクトホール１０３４への方向は、図１２の上方向で
ある。同じ色の着色領域１０６０からの一方向の種類数は、複数色の数（この例では４）
を２以上の自然数で割った数（この例では２）である。
【００５７】
　第１のフルカラー画素１０６２Ａ及び第４のフルカラー画素１０６２Ｄ（あるいは第２
のフルカラー画素１０６２Ｂ及び第３のフルカラー画素１０６２Ｃ）は、同じ種類のフル
カラー画素１０６２であって、赤着色領域１０６０Ｒからコンタクトホール１０３４への
方向が同じである。つまり、同じ種類のフルカラー画素１０６２では、同じ色の着色領域
１０６０からコンタクトホール１０３４への方向が同じである。



(12) JP 2017-116598 A 2017.6.29

10

20

30

40

50

【００５８】
　第１のフルカラー画素１０６２Ａ及び第２のフルカラー画素１０６２Ｂ（あるいは第３
のフルカラー画素１０６２Ｃ及び第４のフルカラー画素１０６２Ｄ）は、異なる種類のフ
ルカラー画素１０６２であって、赤着色領域１０６０Ｒからコンタクトホール１０３４へ
の方向が異なる。つまり、異なる種類のフルカラー画素１０６２では、同じ色の着色領域
１０６０からコンタクトホール１０３４への一方向が異なる。その他の内容は、第１の実
施形態で説明した内容が該当する。
【００５９】
　本実施形態によれば、複数の発光領域１０５８及び複数の着色領域１０６０は、それぞ
れ、着色領域１０６０からコンタクトホール１０３４への方向が複数種類に異なるように
配列されている。したがって、コンタクトホール１０３４に入射して反射する光が与える
影響が見る方向によって異なる。これにより、輝度や色合いが見る方向によって異なる。
しかし、異なる種類のフルカラー画素１０６２では、同じ色の着色領域１０６０からコン
タクトホール１０３４への方向が異なるので、輝度や色合いは、違いが分散して、全体的
に均一化される。
【００６０】
［第１１の実施形態］
　図１３は、第１１の実施形態に係る表示装置の平面の一部を拡大して示す図である。本
実施形態では、それぞれのフルカラー画素１１６２を構成する一群の着色領域１１６０は
、着色領域１１６０からコンタクトホール１１３４に向かう一方向が同じになるように配
列される。
【００６１】
　例えば、第１のフルカラー画素１１６２Ａでは、全ての着色領域１１６０からコンタク
トホール１１３４への方向が、図１３で下方向である。第２のフルカラー画素１１６２Ｂ
では、全ての着色領域１１６０からコンタクトホール１１３４への方向が、図１３で左方
向である。第３のフルカラー画素１１６２Ｃでは、全ての着色領域１１６０からコンタク
トホール１１３４への方向が、図１３で上方向である。第４のフルカラー画素１１６２Ｄ
では、全ての着色領域１１６０からコンタクトホール１１３４への方向が、図１３で右方
向である。したがって、同じ色の着色領域１１６０からコンタクトホール１１３４への方
向の種類数が複数色の数（この例では４）に等しい点で、第１０の実施形態と相違する。
【００６２】
　なお、表示装置は、有機エレクトロルミネッセンス表示装置には限定されず、量子ドッ
ト発光素子（ＱＬＥＤ：Quantum‐Dot Light Emitting Diode）のような自発光素子を各
画素に備えた表示装置であってもよい。
【００６３】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく種々の変形が可能である。例え
ば、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で置き換えることができる。
【符号の説明】
【００６４】
　１０　回路基板、１２　半導体層、１４　ソース電極、１６　ドレイン電極、１８　ゲ
ート絶縁膜、２０　ゲート電極、２２　層間絶縁膜、２４　薄膜トランジスタ、２６　パ
ッシベーション膜、２８　回路層、３０　平坦化層、３２　画素電極、３４　コンタクト
ホール、３６　絶縁層、３８　自発光素子層、４０　共通電極、４２　封止層、４４　充
填層、４６　対向基板、４８　カラーフィルタ層、５０　ブラックマトリクス、５２　着
色層、５４　表示領域、５６　単位画素、５８　発光領域、６０　着色領域、６０Ｒ　赤
着色領域、６０Ｇ　緑着色領域、６０Ｂ　青着色領域、６０Ｗ　白着色領域、６２　フル
カラー画素、６２Ａ　第１のフルカラー画素、６２Ｂ　第２のフルカラー画素、６２Ｃ　
第３のフルカラー画素、６２Ｄ　第４のフルカラー画素、２６０　着色領域、２６０Ｒ　
赤着色領域、２６０Ｇ　緑着着色領域、２６０Ｗ　白着色領域、２６０Ｂ　青着色領域、
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２６２　フルカラー画素、２６２Ａ　第１のフルカラー画素、２６２Ｂ　第２のフルカラ
ー画素、２６２Ｃ　第３のフルカラー画素、２６２Ｄ　第４のフルカラー画素、３６０　
着色領域、３６０Ｒ　赤着色領域、３６０Ｇ　緑着着色領域、３６０Ｗ　白着色領域、３
６０Ｂ　青着色領域、３６２　フルカラー画素、３６２Ａ　第１のフルカラー画素、３６
２Ｂ　第２のフルカラー画素、３６２Ｃ　第３のフルカラー画素、３６２Ｄ　第４のフル
カラー画素、４６０　着色領域、４６０Ｒ　赤着色領域、４６２Ａ　第１のフルカラー画
素、４６２Ｂ　第２のフルカラー画素、４６２Ｃ　第３のフルカラー画素、４６２Ｄ　第
４のフルカラー画素、４６２　フルカラー画素、５６０　着色領域、５６０Ｒ　赤着色領
域、５６２Ａ　第１のフルカラー画素、５６２Ｂ　第２のフルカラー画素、５６２Ｃ　第
３のフルカラー画素、５６２Ｄ　第４のフルカラー画素、５６２　フルカラー画素、６５
０　ブラックマトリクス、６５８　発光領域、６６０　着色領域、７５０　ブラックマト
リクス、７５８　発光領域、７６０　着色領域、８３４　コンタクトホール、８５８　発
光領域、８６０　着色領域、８６２　フルカラー画素、８６２Ａ　第１のフルカラー画素
、８６２Ｂ　第２のフルカラー画素、８６２Ｃ　第３のフルカラー画素、８６２Ｄ　第４
のフルカラー画素、９６０　着色領域、９６２　フルカラー画素、１０３４　コンタクト
ホール、１０５８　発光領域、１０６０　着色領域、１０６０Ｒ　赤着色領域、１０６２
　フルカラー画素、１０６２Ａ　第１のフルカラー画素、１０６２Ｂ　第２のフルカラー
画素、１０６２Ｃ　第３のフルカラー画素、１０６２Ｄ　第４のフルカラー画素、１１３
４　コンタクトホール、１１６０　着色領域、１１６２　フルカラー画素、１１６２Ａ　
第１のフルカラー画素、１１６２Ｂ　第２のフルカラー画素、１１６２Ｃ　第３のフルカ
ラー画素、１１６２Ｄ　第４のフルカラー画素。

【図１】 【図２】
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【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】
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