
JP 2014-132319 A 2014.7.17

10

(57)【要約】
【課題】不良を低減し、信頼性を向上することができる
表示パネルを提供する。
【解決手段】表示パネル１０は、複数の画素が形成され
た多角形状の表示領域１と、表示領域１の外側に隣接し
て位置する非表示領域３と、第１の辺２ａおよび第２の
辺２ｂを含む複数の辺を境界として、非表示領域３の外
側に隣接して位置する引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、
４ｄとを含み、引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄは
、非表示領域３との境界近傍で表示領域１の表示側と逆
の方向に折り曲げられ、非表示領域３は、第１の辺２ａ
および第２の辺２ｂの間に位置し、第１の辺２ａの延長
線と第２の辺２ｂの延長線との交点よりも表示領域側に
形成された切り欠き部５ａを有する。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素が形成された多角形状の表示領域と、
　前記表示領域の外側に隣接して位置する非表示領域と、
　隣り合う第１の辺および第２の辺を含む複数の辺を境界として、前記非表示領域の外側
に隣接して位置する引き出し領域とを含み、
　前記引き出し領域は、前記非表示領域との境界近傍で前記表示領域の表示側と逆の方向
に折り曲げられ、
　前記非表示領域は、前記第１の辺および前記第２の辺の間に位置し、前記第１の辺の延
長線と前記第２の辺の延長線との交点よりも前記表示領域側に形成された切り欠き部を有
する、
　表示パネル。
【請求項２】
　前記第１の辺の延長線と前記第２の辺の延長線との交点から前記表示領域の複数の角の
うち前記交点に最も近い角までの直線上において、前記切り欠き部が形成された範囲は、
前記切り欠き部が形成されていない範囲よりも短い、
　請求項１に記載の表示パネル。
【請求項３】
　前記表示パネルは、
　前記表示領域、前記非表示領域および前記引き出し領域に設けられ、前記表示領域の表
示側である光取り出し側に位置する第１の基板と、
　前記表示領域、前記非表示領域および前記引き出し領域に設けられ、前記第１の基板に
対向して位置する第２の基板と、
　前記表示領域に設けられ、前記第１の基板と前記第２の基板とに挟持された電気光学層
とを備える、
　請求項１または２に記載の表示パネル。
【請求項４】
　前記切り欠き部は、
　前記第１の基板に形成された第１の基板切り欠き部と、
　前記第２の基板に形成された第２の基板切り欠き部とを有し、
　前記第２の基板切り欠き部の面積よりも前記第１の基板切り欠き部の面積が大きい、
　請求項３に記載の表示パネル。
【請求項５】
　前記第１の基板は、前記非表示領域および前記引き出し領域において前記第２の基板よ
りも面積が小さく、かつ、前記第２の基板切り欠き部が形成されていない領域に形成され
ている、
　請求項４に記載の表示パネル。
【請求項６】
　前記引き出し領域は、湾曲形状に折り曲げられており、
　前記湾曲形状の湾曲開始位置は、前記第１の辺および前記第２の辺に接する、
　請求項１から５のいずれか１項に記載の表示パネル。
【請求項７】
　前記表示領域は四角形の形状であり、
　前記非表示領域は、前記表示領域を囲み、前記第１の辺および前記第２の辺を含む四辺
および前記切り欠き部によって囲まれる、
　請求項１から６のいずれか１項に記載の表示パネル。
【請求項８】
　前記四辺は、前記第１の辺と、前記第２の辺と、前記第２の辺に隣り合う第３の辺と、
前記第１の辺および前記第３の辺に隣り合う第４の辺とを含み、
　前記表示パネルは、前記第２の辺および前記第３の辺の間と、前記第３の辺および前記
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第４の辺の間と、前記第４の辺および前記第１の辺の間とにおいて、それぞれ、前記第２
の辺の延長線と前記第３の辺の延長線との交点よりも前記表示領域側、前記第３の辺の延
長線と前記第４の辺の延長線との交点よりも前記表示領域側、前記第４の辺の延長線と前
記第１の辺の延長線との交点よりも前記表示領域側に切り欠きが形成され、
　前記引き出し領域は、前記第１から第４の辺を境界として、前記非表示領域の外側に隣
接して位置する互いに独立の４つの領域からなる、
　請求項７に記載の表示パネル。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれかに１項に記載の表示パネルと、前記表示パネルが固定される
支持部材と、を備え、前記表示パネルは、前記表示領域の表示側と逆の方向に折り曲げら
れて前記支持部材に固定される、
　表示装置。
【請求項１０】
　前記支持部材は、前記表示パネルの前記表示領域および前記非表示領域からなる領域と
略同一の形状をした表面と、前記表面の周囲に位置する側面とを有し、
　前記表示パネルの前記表示領域および前記非表示領域は、前記支持部材の前記表面上に
配置され、前記表示パネルの前記引き出し領域は、前記支持部材の前記側面上に配置され
る、
　請求項９に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示パネルに関し、特に、この表示パネルが固定された表示装置を複数配列
することで、より大きい画面の表示領域を構成可能な表示パネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ディスプレイ装置や照明装置などの表示装置は、益々大型化する傾向がある。こ
うした大型化においては、製造や運搬、メンテナンスの観点から、単一の大型表示パネル
で大面積の表示領域を構成するよりも、小型の表示パネルを継ぎ合わせて大型化する方が
利点が大きいと考えられている。
【０００３】
　特許文献１においては、表示パネルの端部を後方に折曲し、この後方折曲部に信号用コ
ネクタを配置した表示ユニットが開示されている。このような表示ユニットを複数継ぎ合
わせることにより、表示装置の大型化を実現することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭６１－２２３８７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１のように、表示パネルを折り曲げて表示ユニットを構成する
場合、表示パネルを折り曲げる際に、表示パネルの折り曲げ辺と折り曲げ辺とが交差する
隅部において、強い応力がかかることによって歪みが生じ、表示パネルが破断するといっ
た課題が発生する。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、不良を低減し、信頼性を向上するこ
とができる表示パネル等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　上記課題を解決するために、本発明に係る表示パネルは、複数の画素が形成された多角
形状の表示領域と、前記表示領域の外側に隣接して位置する非表示領域と、隣り合う第１
の辺および第２の辺を含む複数の辺を境界として、前記非表示領域の外側に隣接して位置
する引き出し領域とを含み、前記引き出し領域は、前記非表示領域との境界近傍で前記表
示領域の表示側と逆の方向に折り曲げられ、前記非表示領域は、前記第１の辺および前記
第２の辺の間に位置し、前記第１の辺の延長線と前記第２の辺の延長線との交点よりも前
記表示領域側に形成された切り欠き部を有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る表示パネルによれば、不良を低減し、信頼性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】実施の形態に係る表示パネルの概略構成を模式的に示す図である。
【図１Ｂ】実施の形態に係る表示パネルの切り欠き部の拡大図である。
【図２】切り欠き部の他の一例を示す図である。
【図３】実施の形態に係る表示パネルの一画素の構成を示す断面図である。
【図４】図４の（ａ）は、実施の形態に係る表示装置の構成を示す上面図であり、図４の
（ｂ）は、（ａ）のａ－ａ線における表示装置の側断面図である。
【図５】実施の形態に係る表示装置の角部の拡大図である。
【図６】複数個の表示装置を組み合わせることによって構成されるディスプレイの概略構
成を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る表示パネルは、複数の画素が形成さ
れた多角形状の表示領域と、前記表示領域の外側に隣接して位置する非表示領域と、隣り
合う第１の辺および第２の辺を含む複数の辺を境界として、前記非表示領域の外側に隣接
して位置する引き出し領域とを含み、前記引き出し領域は、前記非表示領域との境界近傍
で前記表示領域の表示側と逆の方向に折り曲げられ、前記非表示領域は、前記第１の辺お
よび前記第２の辺の間に位置し、前記第１の辺の延長線と前記第２の辺の延長線との交点
よりも前記表示領域側に形成された切り欠き部を有する。
【００１１】
　これにより、第１の辺および第２の辺の間に位置する切り欠き部近傍にかかる応力を緩
和することができるので、応力による表示パネルの破断を抑制できる。したがって、不良
を低減し、信頼性を向上させることができる。
【００１２】
　また、例えば、前記第１の辺の延長線と前記第２の辺の延長線との交点から前記表示領
域の複数の角のうち前記交点に最も近い角までの直線上において、前記切り欠き部が形成
された範囲は、前記切り欠き部が形成されていない範囲よりも短くてもよい。
【００１３】
　これにより、表示パネルの端面から表示領域までの距離を確保できるので、切り欠き部
から表示領域への水分の浸入による画素の発光不良を抑制できる。
【００１４】
　また、例えば、前記表示パネルは、前記表示領域、前記非表示領域および前記引き出し
領域に設けられ、前記表示領域の表示側である光取り出し側に位置する第１の基板と、前
記表示領域、前記非表示領域および前記引き出し領域に設けられ、前記第１の基板に対向
して位置する第２の基板と、前記表示領域に設けられ、前記第１の基板と前記第２の基板
とに挟持された電気光学層とを備えてもよい。
【００１５】
　また、例えば、前記切り欠き部は、前記第１の基板に形成された第１の基板切り欠き部
と、前記第２の基板に形成された第２の基板切り欠き部とを有し、前記第２の基板切り欠
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き部の面積よりも前記第１の基板切り欠き部の面積が大きくてもよい。
【００１６】
　これにより、第１の辺および第２の辺の間に位置する切り欠き部近傍にかかる応力を更
に緩和することができる。具体的には、表示パネルを折り曲げる際には、第１の基板にか
かる応力が第２の基板にかかる応力よりも大きい。よって、このように第２の基板切り欠
き部の面積よりも第１の基板切り欠き部の面積を大きくすることにより、第１の基板にか
かる応力をより大きく緩和することができる。したがって、第１の基板切り欠き部の面積
と第２の基板切り欠き部の面積とが同じである場合と比較して、切り欠き部近傍にかかる
応力を更に緩和することができる。
【００１７】
　また、例えば、前記第１の基板は、前記非表示領域および前記引き出し領域において前
記第２の基板よりも面積が小さく、かつ、前記第２の基板切り欠き部が形成されていない
領域に形成されていてもよい。
【００１８】
　これにより、第１の基板切り欠き部の端部と第２の基板切り欠き部の端部とが重ならな
い、すなわち第１の基板の輪郭と第２の基板の輪郭とが重ならないので、切り欠き部近傍
にかかる応力を更に緩和することができる。
【００１９】
　また、例えば、前記引き出し領域は、湾曲形状に折り曲げられており、前記湾曲形状の
湾曲開始位置は、前記第１の辺および前記第２の辺に接していてもよい。
【００２０】
　このように、引き出し領域が湾曲状に折り曲げられることにより、引き出し領域が湾曲
せずに折り曲げられる場合（例えば直角に折り曲げられる場合）と比較して、表示パネル
にかかる応力を緩和することができる。また、湾曲開始位置が第１の辺および第２の辺に
接することにより、表示パネルを表示側から平面視した場合に観察される引き出し領域を
小さくできる。つまり、表示パネルを複数個用いてタイリングした際のつなぎ目を目立ち
にくくできる。
【００２１】
　また、例えば、前記表示領域は四角形の形状であり、前記非表示領域は、前記表示領域
を囲み、前記第１の辺および前記第２の辺を含む四辺および前記切り欠き部によって囲ま
れていてもよい。
【００２２】
　また、例えば、前記四辺は、前記第１の辺と、前記第２の辺と、前記第２の辺に隣り合
う第３の辺と、前記第１の辺および前記第３の辺に隣り合う第４の辺とを含み、前記表示
パネルは、前記第２の辺および前記第３の辺の間と、前記第３の辺および前記第４の辺の
間と、前記第４の辺および前記第１の辺の間とにおいて、それぞれ、前記第２の辺の延長
線と前記第３の辺の延長線との交点よりも前記表示領域側、前記第３の辺の延長線と前記
第４の辺の延長線との交点よりも前記表示領域側、前記第４の辺の延長線と前記第１の辺
の延長線との交点よりも前記表示領域側に切り欠きが形成され、前記引き出し領域は、前
記第１から第４の辺を境界として、前記非表示領域の外側に隣接して位置する互いに独立
の４つの領域からなってもよい。
【００２３】
　また、本発明の一態様に係る表示装置は上記表示パネルを備える。具体的には、本発明
の一態様に係る表示装置は、上記の表示パネルと、前記表示パネルが固定される支持部材
と、を備え、前記表示パネルは、前記表示領域の表示側と逆の方向に折り曲げられて前記
支持部材に固定される。
【００２４】
　また、例えば、前記支持部材は、前記表示パネルの前記表示領域および前記非表示領域
からなる領域と略同一の形状をした表面と、前記表面の周囲に位置する側面とを有し、前
記表示パネルの前記表示領域および前記非表示領域は、前記支持部材の前記表面上に配置
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され、前記表示パネルの前記引き出し領域は、前記支持部材の前記側面上に配置されてい
てもよい。
【００２５】
　（実施の形態）
　以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照しながら説明するが、当然な
がら本発明はこれらの形式に限定されるものでなく、以下の実施の形態で示される数値、
形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置および接続形態、工程、工程の順序などは、
一例であり、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に
記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
【００２６】
　なお、各図において、実質的に同一の構成部材については、同一の符号を付す。また、
各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示したものではない。
【００２７】
　[表示パネル]
　本発明の実施の形態に係る表示パネルについて、図１Ａおよび図１Ｂを用いて説明する
。図１Ａは、本発明の実施の形態に係る表示パネルの概略構成を模式的に示す図であり、
折り曲げられる前の平面状の表示パネルの状態を示している。
【００２８】
　図１Ａに示すように、表示パネル１０は、表示領域１と、表示領域１の外側に位置し、
第１の辺２ａ、第２の辺２ｂ、第３の辺２ｃ、第４の辺２ｄと各辺（第１の辺２ａ、第２
の辺２ｂ、第３の辺２ｃ、第４の辺２ｄ）の延長線とで囲まれた非表示領域３と、各辺を
境界として非表示領域３の外側に張り出した引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄとを含
む。この表示パネル１０は、引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄが表示領域１の表示側
と逆の方向に折り曲げられることによって、タイリング方式に好適な形状を実現する。
【００２９】
　表示領域１には、例えば、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）の各色画素が周期的に
配置されており、各画素が出射する表示光によりフルカラーの画像が表示される。なお、
表示パネル１０は、カラー表示を行う表示パネルに限定するものではなく、モノクロ表示
を行う表示パネルであっても良い。
【００３０】
　非表示領域３は、表示領域１を囲むように表示領域１の四辺に対応して額縁状に形成さ
れ、例えば、表示領域１に配置された各色画素に電源および各種の制御信号を供給するた
めの配線等が形成されている。表示パネル１０は、表示領域１及び非表示領域３において
、略同一面を形成する。
【００３１】
　引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄは、第１の辺２ａ、第２の辺２ｂ、第３の辺２ｃ
、第４の辺２ｄを境界として、非表示領域３の外側に隣接して位置し、例えば、非表示領
域３の配線に対して表示パネル１０の外部から電源および各種の制御信号を供給するため
の配線等が形成されている。この引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄは、第１の辺２ａ
近傍、第２の辺２ｂ近傍、第３の辺２ｃ近傍、第４の辺２ｄ近傍で、表示領域１の表示側
と逆の方向に折り曲げられる。
【００３２】
　本実施の形態において、各引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄの平面視形状は、表示
パネル１０を折り曲げた際に引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄ同士の重なりが生じな
いようにするために、略台形としている。なお、引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄの
形状としては、略台形に限らず、例えば、第１の辺２ａ、第２の辺２ｂ、第３の辺２ｃ、
第４の辺２ｄを１辺とする長方形の引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄとしてもよい。
【００３３】
　また、この表示パネル１０は、第１の辺２ａおよび第２の辺２ｂの間に形成された切り
欠き部５ａと、第２の辺２ｂおよび第３の辺２ｃの間に形成された切り欠き部５ｂと、第
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３の辺２ｃおよび第４の辺２ｄの間に形成された切り欠き部５ｃと、第４の辺２ｄおよび
第１の辺２ａの間に形成された切り欠き部５ｄとを有する。つまり、非表示領域３は、第
１の辺２ａ、第２の辺２ｂ、第３の辺２ｃ、および、第４の辺２ｄを含む四辺と、切り欠
き部５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄとによって囲まれる。
【００３４】
　表示パネル１０の詳細な断面構造については後述するが、図３を用いて簡単に説明する
。
【００３５】
　表示パネル１０は、表示領域１の表示側である光取り出し側に位置する第１の基板１１
と、第１の基板１１に対向する第２の基板１２とを備え、第１の基板１１と第２の基板１
２との間に有機ＥＬ層１４（電気光学層）が挟持された構成となっている。具体的には、
第１の基板１１は、表示領域１、非表示領域３、および、引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ
、４ｄに設けられ、表示領域１の表示側である光取り出し側に位置する。第２の基板１２
は、表示領域１、非表示領域３、および、引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄに設けら
れ、第１の基板１１に対向して位置する。有機ＥＬ層１４は、表示領域１に設けられ、第
１の基板１１と第２の基板１２とに挟持されている。
【００３６】
　次に、上述の切り欠き部５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄの構造について具体的に説明する。
【００３７】
　図１Ｂは、図１Ａの、表示パネル１０の第１の辺２ａの延長線と第２の辺２ｂの延長線
とが交わる部分の拡大図である。
【００３８】
　図１Ｂに示すように、非表示領域３は第１の辺２ａおよび第２の辺２ｂの間に位置する
第１の隅において、第１の辺２ａおよび第２の辺２ｂの延長線上よりも表示領域１側に位
置する切り欠き部５ａを有している。言い換えると、第１の辺２ａと第２の辺２ｂとは、
切り欠き部５ａを介して隣り合っている。
【００３９】
　すなわち、非表示領域３は、第１の辺２ａおよび第２の辺２ｂの間に位置し、第１の辺
２ａの延長線と第２の辺２ｂの延長線との交点Ｐ１よりも表示領域１側に形成された切り
欠き部５ａを有する。
【００４０】
　これにより、表示パネル１０を折り曲げる際に、第１の辺２ａおよび第２の辺２ｂの間
に位置する第１の隅にかかる応力を緩和させることができる。なお、第１の隅とは、第１
の辺２ａの延長線と第２の辺２ｂの延長線とからなる角の周辺に相当する。すなわち、切
り欠き部５ａが形成されていない状態における非表示領域３の隅である。つまり、切り欠
き部５ａが形成された状態における切り欠き部５ａ近傍である。
【００４１】
　具体的には、本実施の形態に係る表示パネル１０は、切り欠き部５ａを設けずに第１の
辺２ａと第２の辺２ｂとが接している場合と比較して、第１の辺２ａと第２の辺２ｂとの
間に切り欠き部５ａが形成されていることにより、第１の辺２ａの第２の辺２ｂ側の端部
、および、第２の辺２ｂの第１の辺２ａ側の端部にかかる応力を緩和させることができる
。つまり、切り欠き部５ａ近傍にかかる応力を緩和することができる。その結果、強い応
力がかかることによって表示パネル１０に歪みが生じ、その結果表示パネル１０が破断す
るといった不良を低減し、信頼性を向上することができる。
【００４２】
　なお、ここでは切り欠き部５ａについて説明したが、他の切り欠き部５ｂ、５ｃ、５ｄ
についても同様の構造である。具体的には、表示パネル１０は、上述したように、第２の
辺２ｂと第３の辺２ｃ、第３の辺２ｃと第４の辺２ｄ、第４の辺２ｄと第１の辺２ａのそ
れぞれの辺の間に位置する各隅において形成された切り欠き部５ｂ、５ｃ、５ｄを有する
。すなわち、切り欠き部５ｂは、第２の辺２ｂの延長線と第３の辺２ｃの延長線との交点
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よりも表示領域１側に形成され、切り欠き部５ｃは、第３の辺２ｃの延長線と第４の辺２
ｄの延長線との交点よりも表示領域１側に形成され、切り欠き部５ｄは、第４の辺２ｄの
延長線と第１の辺２ａの延長線との交点よりも表示領域１側に形成されている。
【００４３】
　また、切り欠き部５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄの形状としては、各辺と辺との間に位置する
隅にかかる応力を緩和することができる形状であれば、特にこれに限ったものではなく、
例えば、切り欠き部５ａの形状は図２に示すような形状であってもよい。
【００４４】
　また、切り欠き部５ａの構造としては、第１の辺２ａの延長線と第２の辺２ｂの延長線
との交点Ｐ１から表示領域１の最も近い角Ｐ２までの直線上において、非表示領域３内の
切り欠き部５ａが存在する部分は、切り欠き部５ａが存在しない部分よりも短く、切り欠
き部５ａが存在しない部分は、横からの水分浸入による有機ＥＬ層１４の劣化を引き起こ
さない長さを確保することとする。
【００４５】
　すなわち、第１の辺２ａの延長線と第２の辺２ｂの延長線との交点Ｐ１から表示領域の
複数の角のうち交点Ｐ１に最も近い角Ｐ２までの直線（以下、線分Ｐ１－Ｐ２と記載）上
において、切り欠き部５ａが形成された範囲は、切り欠き部５ａが形成されていない範囲
よりも短い。つまり、線分Ｐ１－Ｐ２において、切り欠き部５ａが形成された範囲の長さ
をＷ１、切り欠き部５ａが形成されていない範囲の長さをＷ２とした場合、Ｗ１＜Ｗ２を
満たす。
【００４６】
　これにより、表示パネル１０の端面から表示領域１までの距離を確保でき、切り欠き部
５ａから表示領域１への水分の浸入を抑制できる。
【００４７】
　また、線分Ｐ１－Ｐ２において切り欠き部５ａが形成された範囲の長さＷ１は、表示パ
ネル１０の構成材料によって異なる。例えば、表示パネル１０の構成材料の可撓性が低い
ほど、引き出し領域４ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄを折り曲げた際に応力が加わりやすい。よっ
て、応力による表示パネル１０の破断等を低減するために、線分Ｐ１－Ｐ２において切り
欠き部５ａが形成される範囲の長さＷ１を大きくする必要がある。
【００４８】
　例えば、表示領域１と各引き出し領域（引き出し領域４ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄ）との間
の非表示領域３の幅が２５０μｍの場合、線分Ｐ１－Ｐ２において切り欠き部５ａが形成
される範囲の長さＷ１を、線分Ｐ１－Ｐ２の長さＷ１＋Ｗ２に対して次のようにする。例
えば、第１の基板１１が厚さ３０μｍのポリイミドの場合、Ｗ１／（Ｗ１＋Ｗ２）を２０
％とし、第１の基板１１が厚さ７０μｍのポリエチレンナフタレートの場合、Ｗ１／（Ｗ
１＋Ｗ２）を５０％とする。
【００４９】
　また、後に詳細に述べるが、表示パネル１０として有機ＥＬパネルを用いた場合、図３
に示すように有機ＥＬ層１４を水分から保護するための封止層１６が形成されるが、封止
層１６の材料の封止性能に応じて、線分Ｐ１－Ｐ２において切り欠き部５ａが形成される
範囲の長さＷ１を変えてもよい。具体的には、封止層１６の封止性能が高いほど、線分Ｐ
１－Ｐ２において切り欠き部５ａが形成される範囲の長さＷ１を短くしてもよい。
【００５０】
　また、図１Ｂに示すように、切り欠き部５ａは、第１の基板１１に形成された切り欠き
部５１（第１の基板切り欠き部）と、第２の基板１２に形成された切り欠き部５２（第２
の基板切り欠き部）とを有し、第２の基板１２に形成された切り欠き部５２よりも第１の
基板１１に形成された切り欠き部５１の面積が大きい。
【００５１】
　これにより、表示パネル１０を折り曲げる際に、第１の辺２ａおよび第２の辺２ｂの間
に位置する第１の隅にかかる応力を更に緩和させることができる。具体的には、表示パネ
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ル１０を折り曲げる際には、第１の基板１１にかかる応力が第２の基板１２にかかる応力
よりも大きい。よって、切り欠き部５２の面積よりも切り欠き部５１の面積を大きくする
ことにより、第１の基板１１にかかる応力をより緩和することができる。その結果、切り
欠き部５１の面積と切り欠き部５２の面積とが同じである場合と比較して、第１の隅（切
り欠き部５ａ近傍）、第２の隅（切り欠き部５ｂ近傍）、第３の隅（切り欠き部５ｃ近傍
）および第４の隅（切り欠き部５ｄ近傍）にかかる応力を更に緩和することができる。
【００５２】
　ここで、第１の基板１１に形成された切り欠き部５１の面積とは、表示パネル１０を折
り曲げる前の状態で平面視した場合に、切り欠き部５ａにおいて、第１の辺２ａの延長線
と第２の辺２ｂの延長線と第１の基板１１の輪郭線とで囲まれる面積である。また、第２
の基板１２に形成された切り欠き部５２の面積とは、表示パネル１０を折り曲げる前の状
態で平面視した場合に、切り欠き部５ａにおいて、第１の辺２ａの延長線と第２の辺２ｂ
の延長線と第２の基板１２の輪郭線とで囲まれる面積である。
【００５３】
　また、図１Ｂに示すように、第１の基板１１は、非表示領域３および引き出し領域４ａ
、４ｂにおいて第２の基板１２よりも面積が小さく、かつ、切り欠き部５２が形成されて
いない領域に形成されている。つまり、表示パネル１０を折り曲げる前の状態で表示領域
１の表示側から平面視した場合、切り欠き部５ａの近傍では、第１の基板１１の周縁から
第２の基板１２が視認される。言い換えると、第１の基板１１の輪郭と第２の基板１２の
輪郭とが重ならない。なお、図１Ｂでは切り欠き部５ａについて説明したが、他の切り欠
き部５ｂ、５ｃ、５ｄについても同様である。
【００５４】
　これにより、第１の基板１１に形成されている切り欠きの端部と、第２の基板１２に形
成されている切り欠きの端部とが重ならないので、切り欠き部５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄ近
傍（第１～第４の隅）にかかる応力を更に緩和することができる。
【００５５】
　以上のように、本実施の形態に係る表示パネル１０は、複数の画素が形成された四角形
の表示領域１と、表示領域１の外側に隣接して位置する非表示領域３と、第１の辺２ａ、
第２の辺２ｂ、第３の辺２ｃ、第４の辺２ｄを境界として、非表示領域３の外側に隣接し
て位置する引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄとを含み、引き出し領域４ａ、４ｂ、４
ｃ、４ｄは、非表示領域３との境界近傍で表示領域１の表示側と逆の方向に折り曲げられ
、非表示領域３は切り欠き部５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄを有する。
【００５６】
　これにより、表示パネル１０は、引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄを折り曲げる際
に、第１の辺２ａおよび第２の辺２ｂの間に位置する第１の隅、第２の辺２ｂおよび第３
の辺２ｃの間に位置する第２の隅、第３の辺２ｃおよび第４の辺２ｄの間に位置する第３
の隅、第４の辺２ｄおよび第１の辺２ａの間に位置する第４の隅にかかる応力を緩和する
ことができる。その結果、各隅（第１の隅、第２の隅、第３の隅、第４の隅）における表
示パネル１０の破断を抑制することができる。よって、表示パネル１０は、不良を低減し
、信頼性を向上することができる。
【００５７】
　なお、本実施の形態では、表示領域１の形状は四角形（例えば、略正方形）としたが、
例えば三角形、あるいは六角形などの多角形であってもよい。つまり、表示領域１の形状
は、引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄが折り曲げられた状態で表示パネル１０を隣り
合わせて並べたときに、表示パネル１０同士の間に隙間が生じない形状であれば、その他
の形状のものを用いることができる。
【００５８】
　また、上記説明で、切り欠き部５ａの形状は図１Ｂに示す形状に限らず、例えば図２に
示す形状でもよいと説明したが、表示パネル１０を平面視した状態において、表示パネル
１０の切り欠き部５ａを形成する辺のそれぞれと、線分Ｐ１－Ｐ２とが成す角は９０°未



(10) JP 2014-132319 A 2014.7.17

10

20

30

40

50

満であることが望ましい。具体的には、図２に示すように、第１の基板１１の切り欠き部
５１を形成する辺のそれぞれと線分Ｐ１－Ｐ２とが成す角θ１、および、第２の基板１２
の切り欠き部５２を形成する辺のそれぞれと線分Ｐ１－Ｐ２とが成す角θ２は、９０°未
満であることが望ましい。
【００５９】
　これにより、表示領域１の端部から表示パネル１０の端部までの距離を確保することが
でき、切り欠き部５ａから有機ＥＬ層１４へ水分が浸入してしまうことによる有機ＥＬ層
１４の劣化を、より確実に抑制できる。
【００６０】
　次に表示パネル１０の各構成要素について、図３を用いて詳細に説明する。なお、本実
施の形態では、表示パネル１０の一例として、パッシブマトリクス駆動方式でトップエミ
ッション型の有機ＥＬパネルで説明するが、これに限定されるものではない。
【００６１】
　図３に示すように、表示パネル１０は、フレキシブル素材からなる第２の基板１２と、
第２の基板１２上に形成された光不透過性を有する電極配線１３と、電極配線１３上に形
成され、発光層を含む電気光学層である有機ＥＬ層１４と、有機ＥＬ層１４上に形成され
た電極配線１５とを有し、電極配線１３、有機ＥＬ層１４および電極配線１５からなる有
機ＥＬ素子１８が封止層１６および第１の基板１１によって封止されて構成されている。
なお、表示領域１の表示側である光取り出し側の基板である第１の基板１１も、フレキシ
ブル素材によって構成されている。
【００６２】
　第１の基板１１および第２の基板１２としては、可撓性を有する基板であればよく、例
えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレートもしくはポリブチレンテ
レフタレートなどのポリエステル、トリアセチルセルロースもしくはジアセチルセルロー
スなどのセルロース樹脂、ポリエチレン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリスル
フォン、ポリエーテルスルフォン、ポリエーテルイミド、ポリイミド、ポリオレフィン、
または、ポリメタクリル酸メチルなどのアクリル樹脂、などを用いることができる。また
、第１の基板１１および第２の基板１２としては、その他の透明樹脂からなる透明樹脂基
板を用いることができる。
【００６３】
　上述のとおり、有機ＥＬパネルである表示パネル１０は、図３に示すように、第２の基
板１２の一面に、電極配線１３、有機ＥＬ層１４、電極配線１５が順に積層された構成で
あり、有機ＥＬ層１４および電極配線１５を覆うように封止層１６を形成して封止してい
る。
【００６４】
　電極配線１３は、例えばアノードとして機能し、図示はしていないが、表示領域１にお
いて列方向に複数本形成されている。また、電極配線１５は、例えばカソードとして機能
し、表示領域１において行方向に複数本形成されている。すなわち、電極配線１３と電極
配線１５とは直交して形成されている。
【００６５】
　また、電極配線１３および電極配線１５のそれぞれの一方の端部は、表示領域１を超え
て非表示領域３、さらには引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄにまで延設されており、
延設された端部にて露出した部分がそれぞれ電極端子として機能する。但し、これに限定
されることはなく、４つの引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄのいずれかのパネル端部
に電極端子が形成されていればよい。
【００６６】
　電極配線１３は、仕事関数の低い材料で形成されているとよく、例えば、Ａｌ、Ｃａ、
Ｍｇなどの金属またはその化合物、あるいはそれらを含む合金などを用いることができる
。また、トップエミッション型の有機ＥＬパネルでは、上部電極である電極配線１５を通
して光を取り出す必要があるので、電極配線１５は、有機ＥＬ素子１８からの光に対して
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透明であることが好ましい。また、電極配線１５としては、仕事関数の高い材料で形成さ
れているとよく、例えばＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＺＯ（Ｉｎｄ
ｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＺｎＯ（酸化亜鉛）、ＳｎＯ（酸化錫）などの導電性
酸化金属からなる透明電極、または、例えばＣｒ、Ｍｏ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ａｕなどの金属ま
たはその化合物、あるいはそれらを含む合金からなる細線状の電極を用いることができる
。
【００６７】
　有機ＥＬ層１４は、一般的な方法により形成することができる。有機ＥＬ層１４は、複
数の層によって形成されることが多く、例えば、下層から、電子注入層、電子輸送層、発
光層、ホール輸送層などが形成される。なお、ホール輸送層と上部電極である電極配線１
５との間にホール注入層を設ける場合もある。有機ＥＬ層１４の上には、電極配線１５が
形成される。
【００６８】
　有機ＥＬ層１４の各層の材料も一般的な材料を用いることができ、例えば、以下の材料
を用いることができる。
【００６９】
　電子輸送層としては、電子輸送性を示し、アルカリ金属と共蒸着することにより電荷移
動錯体化しやすいものを用いることができ、例えばトリス（８－キノリノラート）アルミ
ニウム、トリス（４－メチル－８－キノリノラート）アルミニウム、ビス（２－メチル－
８－キノリノラート）－４－フェニルフェノラート－アルミニウム、ビス（２－（２－ヒ
ドロキシフェニル）ベンゾオキサゾラート）亜鉛などの金属錯体や２－（４－ビフェニリ
ル）－５－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキシジアゾール、１，３
－ビス（５－（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキシジアゾール－２－
イル）ベンゼンなどを用いることができる。
【００７０】
　電子注入層としては、電子輸送層に用いた物質に対して電子供与性を示す材料を共蒸着
して形成することができる。電子供与性を示す材料は、例えば、リチウム、セシウムなど
のアルカリ金属、マグネシウム、カルシウムなどのアルカリ土類金属、さらには希土類金
属などの金属類、あるいはそれらの酸化物、ハロゲン化合物、炭酸化物などから選択でき
る。
【００７１】
　ホール輸送層としては、例えば、テトラアリールベンジシン化合物（トリフェニルジア
ミン：ＴＰＤ）、芳香族三級アミン、ヒドラゾン誘導体、カルバゾール誘導体、トリアゾ
ール誘導体、イミダゾール誘導体、アミノ基を有するオキサジアゾール誘導体、ポリチオ
フェン誘導体、銅フタロシアニン誘導体などを用いることができる。
【００７２】
　発光層の材料としては、電子やホールの輸送能力を有するホスト材料に、それらの再結
合により蛍光もしくはりん光を発するドーパントを添加したものを用いればよく、例えば
、ホストとしてはトリス（８－キノリノラト）アルミニウム、ビス（８－ニノリノラト）
マグネシウム、ビス（ベンゾ｛ｆ｝－８－キノリノラト）亜鉛、ビス（２－メチル－８キ
ノリノラト）アルミニウムオキシド、トリス（８－キノリノラト）インジウム、トリス（
５－メチル－８－キノリノラト）アルミニウム、８－キノリノラトリチウム、トリス（５
－クロロ－８－キノリノラト）ガリウム、ビス（５－クロロ－８－キノリノラト）カルシ
ウム、５，７－ジクロル－８－キノリノラトアルミニウム、トリス（５，７－ジブロモ－
８－ヒドロキシキノリノラト）アルミニウム、ポリ（亜鉛（ＩＩ）－ビス（８－ヒドロキ
シ－５－キノリニル）メタン）のような錯体、アントラセン誘導体、カルバゾール誘導体
、などを用いることができる。
【００７３】
　また、ドーパントとしては、ホスト中で電子とホールを捉えて再結合させ発光するもの
であって、例えば赤色に対応する発光層では、ピラン誘導体、緑色に対応する発光層では



(12) JP 2014-132319 A 2014.7.17

10

20

30

40

50

クマリン誘導体、青色に対応する発光層は、アントラセン誘導体などの蛍光を発光する物
質やもしくはイリジウム錯体、ピリジナート誘導体などりん光を発する物質であってもよ
い。
【００７４】
　なお、有機ＥＬ層１４が端部において段切れによって破壊することを起こりにくくする
ために、画素（サブピクセル）と画素（サブピクセル）との間には、バンク１７が形成さ
れる。バンク１７は有機材料で形成する場合もあるし、ＳｉＮのような無機材料で形成す
る場合もある。バンク１７の材料として有機材料を用いる場合、一般にはアクリル樹脂に
よって形成される。
【００７５】
　電極配線１５は、有機ＥＬ層１４の上およびバンク１７の上などに、蒸着あるいはスパ
ッタリングなどによって形成される。また、有機ＥＬ層１４に水分が存在すると発光効率
が低下するので、有機ＥＬ層１４を水分から保護するために封止層１６が形成される。封
止層１６は、一例として、窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）、窒化酸化ケイ素（ＳｉＯｘＮｙ）、
酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）、窒化アルミニウム（ＡｌＮｘ）などの無機材料や、ポリ
パラキシリレンのような比較的防湿性の高い有機材料を用いて薄膜状に形成される。
【００７６】
　このように構成される表示パネル１０は、例えば、次のようにして製造することができ
る。
【００７７】
　まず、第２の基板１２の上に、電極配線１３の材料となる導電性薄膜を成膜し、フォト
リソグラフィーおよびエッチングなどによって導電性薄膜をパターニングすることによっ
て、所定形状の複数本の電極配線１３を形成する。
【００７８】
　次に、電極配線１３の上面に、例えば、蒸着法を用いて、電子注入層、電子輸送層、発
光層、ホール輸送層などの複数の薄膜を順に積層して、有機ＥＬ層１４を形成する。その
後、さらに蒸着法を用いて、複数本の電極配線１５を形成した後、プラズマＣＶＤ法など
を用いて封止層１６を全面に成膜して封止する。
【００７９】
　なお、本実施の形態では、表示パネル１０として、パッシブマトリクス駆動方式の有機
ＥＬパネルを用いたが、これに限らない。例えば、表示パネル１０として、アクティブマ
トリクス駆動方式の有機ＥＬパネルを用いることもできる。この場合、第２の基板１２と
電極配線１３との間に、画素を選択するためのスイッチング用のＴＦＴを画素ごとに設け
る。この場合、さらにＴＦＴを保護するためにパッシベーション膜を形成してもよい。な
お、ＴＦＴを設けなくても、有機ＥＬ層１４が形成される面を平坦化するためにパッシベ
ーション膜を形成してもよい。
【００８０】
　以上、本実施の形態における表示パネル１０によれば、非表示領域３を囲む各辺と辺の
間に位置する隅において、当該各辺と辺の延長線上よりも表示領域１側に位置する切り欠
き部５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄを有する。これにより、引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４
ｄを非表示領域３との境界近傍で、表示領域１の光取り出し側と逆の方向に折り曲げる際
に、非表示領域３を囲む各辺と辺の間に位置する隅にかかる応力を緩和できるので、各隅
で発生する第１の基板１１および封止層１６の割れを起こりにくくすることができる。そ
の結果、第１の基板１１および封止層１６の割れ部からの水分浸入による有機ＥＬ素子１
８の劣化を抑制し、信頼性を向上させることができる。
【００８１】
　[表示装置]
　次に、上記の表示パネル１０を用いた本発明の実施の形態に係る表示装置について、図
４を用いて説明する。図４の（ａ）は、本発明の実施の形態に係る表示装置の構成を示す
平面図であり、図４の（ｂ）は、図４の（ａ）のａ－ａ線における表示装置の側断面図で



(13) JP 2014-132319 A 2014.7.17

10

20

30

40

50

ある。
【００８２】
　図４の（ａ）に示すように、表示装置２０の外形は、平面視において、表示領域１の四
角形と略同じ態様となっている。具体的には、表示領域１を囲むように表示領域１の四辺
に対応して非表示領域３が視認される。また、切り欠き部５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄと共に
非表示領域３を囲む第１の辺２ａ、第２の辺２ｂ、第３の辺２ｃ、第４の辺２ｄを境界と
して、非表示領域の外側に隣接して位置する引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄが視認
される。ここで、非表示領域３および引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄの幅はわずか
であるため、表示装置２０の外形は、平面視において、表示領域１の四角形と略同様に観
察されている。これは、図４の（ｂ）に示すように、引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４
ｄを、非表示領域３との境界近傍で、表示領域１の表示側と逆の方向に折り曲げたことに
より実現している。
【００８３】
　また、図４の（ｂ）に示すように、引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄは、非表示領
域３との境界近傍で表示領域１の表示側とは逆の方向に向かって、湾曲形状に折り曲げら
れている。これにより、引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄが湾曲せずに折り曲げられ
る場合（例えば直角に折り曲げられる場合）と比較して、表示パネル１０にかかる応力を
緩和することができる。
【００８４】
　図４の（ａ）および（ｂ）に示すように、本発明の実施の形態に係る表示装置２０は、
先述した表示パネル１０と、表示パネル１０を固定（支持）するための支持部材２１ａ、
２１ｂとを備える。支持部材２１ａはネジ２２を備えており、支持部材２１ｂにはネジ２
２を挿通させるための貫通孔が設けられている。詳しくは、まず、表示パネル１０の引き
出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄの各々は、非表示領域３との境界近傍で、表示領域１の
光取り出し側と逆の方向に支持部材２１ａ全体を覆うように折り曲げられ、支持部材２１
ａに備えられたネジ２２に支持部材２１ｂの貫通孔を通し、表示パネル１０を押さえてナ
ット２３で止めることにより挟持されている。なお、ネジ２２の頭は、表示パネル１０へ
の悪影響を避けるために、支持部材２１ａの内部に埋め込んでおくことが望ましい。また
、ネジ２２の位置は、表示パネル１０の封止部材の幅や各電極の配置関係を考慮すること
が好ましい。
【００８５】
　なお、本発明の実施の形態では、上述したような方法で表示パネル１０を支持部材２１
ａ、２１ｂに固定したが、これに限ったものではない。
【００８６】
　また、支持部材２１ａの平面領域の形状は、表示パネル１０の表示領域１および非表示
領域３からなる領域と略同一形状である。また、この支持部材２１ａは、表面の周辺に位
置する側面を有する。
【００８７】
　図５は表示装置２０の角部の拡大図である。図５に示すように、本発明の実施の形態に
係る表示装置２０は、表示パネル１０における非表示領域３を囲む各辺と辺との間に位置
する隅において、各辺と辺の延長線上よりも表示領域１側に位置する切り欠き部５ａ、５
ｂ、５ｃ、５ｄを有する。これにより、表示パネル１０を折り曲げて支持部材２１ａに固
定する際に、支持部材２１ａの四隅上に切り欠き部５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄが存在するこ
とになる。したがって、表示パネル１０の各隅にかかる応力を緩和することにより、第１
の基板１１および封止層１６の割れを起こりにくくすることができる。その結果、第１の
基板１１および封止層１６の割れ部からの水分浸入による有機ＥＬ素子１８の劣化を抑制
し、信頼性を向上させることができる。
【００８８】
　本実施の形態では、支持部材２１ａの裏の面に位置する引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ
、４ｄの端部が支持部材２１ｂによって支持部材２１ａ側に押し付けられている。これに
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より、折り曲げによる表示パネル１０の復元力が支持部材２１ｂの対向端部において均等
に加わることになるので、表示パネル１０を容易に保持することが可能となる。したがっ
て、表示パネル１０は、折り曲げられた状態で、支持部材２１ａと２１ｂとによって強固
に支持固定される。なお、表示パネル１０において、折り曲げた状態とは、表示パネル１
０の略平面である表示領域１に対して０度よりも大きい角度で外側の方向へ膨らむ凸部を
有し、少なくとも１箇所以上曲げることを意味する。
【００８９】
　本実施の形態において、支持部材２１ａの厚みは、支持部材２１ｂの厚みよりも厚くし
ている。なお、支持部材２１ａそのものの厚みが薄すぎると、支持部材２１ａの背面にま
で表示パネル１０を折り曲げたときに、表示パネル１０が破断してしまうおそれがある。
支持部材２１ａの厚みは、少なくとも表示パネル１０が折り曲げに耐えうる曲率半径の２
倍以上とする。また、支持部材２１ａ、２１ｂの材質は特に限定されるものではないが、
一例として、アクリルなどの樹脂やアルミなどの金属などを用いることができる。
【００９０】
　さらに、表示パネル１０と支持部材２１ａとの固定をサポートするために、表示領域１
における表示パネル１０の非光取り出し側と支持部材２１ａの表示パネル側との間に接着
剤や滑り止めシートを貼り付けてもよい。
【００９１】
　また、本発明の実施の形態では、支持部材２１ａの角部は、断面の輪郭線が所定の曲率
半径を有している。支持部材２１ａの角部は所定の曲率半径を有することによって、表示
パネル１０の引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄを支持部材２１ａの角部に沿わせて折
り曲げることで、表示パネル１０の折り曲げ部分の曲率半径を規定することができる。さ
らに、表示装置２０を表示側から平面視した場合に観察される引き出し領域４ａ、４ｂ、
４ｃ、４ｄの幅を制御することができる。また、曲率半径を表示パネル１０の折り曲げ可
能な値に設定することによって、表示パネル１０における基板（第１の基板１１、第２の
基板１２）や電極配線の破損などを起こりにくくすることができる。
【００９２】
　以上のように、本実施の形態に係る表示装置２０は、表示パネル１０と、表示パネル１
０が固定される支持部材２１ａとを備え、表示パネル１０は、表示領域１の表示側と逆の
方向に折り曲げられて支持部材２１ａに固定される。また、支持部材２１ａは、表示パネ
ル１０の表示領域１および非表示領域３からなる領域と略同一の形状をした表面と、表面
の周囲に位置する側面とを有し、表示パネル１０の表示領域１および非表示領域３は、支
持部材２１ａの表面上に配置され、表示パネル１０の引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４
ｄは、支持部材２１ａの側面上に配置されている。
【００９３】
　なお、上記構成では引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄは、非表示領域３との境界近
傍で折り曲げられるとしたが、湾曲形状に折り曲げられた引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ
、４ｄの湾曲開始位置Ｒｓは、第１の辺２ａ、第２の辺２ｂ、第３の辺２ｃ、および、第
４の辺２ｄに接していてもよい。
【００９４】
　これにより、表示パネル１０を表示側から平面視した場合に観察される引き出し領域４
ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄを最も小さくできる。つまり、表示パネル１０を複数個用いてタイ
リングした際のつなぎ目を更に目立ちにくくできる。
【００９５】
　また、上記説明では、引き出し領域４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄは、非表示領域３との境界
近傍から湾曲形状に折り曲げられるとしたが、境界近傍とは境界自身、すなわち第１の辺
２ａ、第２の辺２ｂ、第３の辺２ｃ、第４の辺２ｄを含む。また、境界近傍とは、境界か
ら表示パネル１０の厚さ、第１の基板１１の厚さ、および、第２の基板１２の厚さ等だけ
離れていてもよい。
【００９６】
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　以上、本発明に係る表示パネルおよび表示装置について、実施の形態に基づいて説明し
たが、本発明は、上記の実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しな
い限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものも、本発明の範囲内に含
まれる。
【００９７】
　また、上述したような表示装置２０を複数個行列状に組み合わせ、これら複数個の表示
装置２０を筐体３０に固定することによって、図６に示すような１つの大きな表示画面を
有するディスプレイ１００を構成することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００９８】
　以上のように本発明による表示パネルは、ディスプレイ装置や照明装置などの表示装置
に適用することができる。特に、小型の表示パネルを継ぎ合わせて大型化ディスプレイを
実現するのに有用である。
【符号の説明】
【００９９】
　　　　１　　表示領域
　　　　２ａ　　第１の辺
　　　　２ｂ　　第２の辺
　　　　２ｃ　　第３の辺
　　　　２ｄ　　第４の辺
　　　　３　　非表示領域
　　　　４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄ　　引き出し領域
　　　　５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄ、５１、５２　　切り欠き部
　　　１０　　表示パネル
　　　１１　　第１の基板
　　　１２　　第２の基板
　　　１３　　電極配線
　　　１４　　有機ＥＬ層
　　　１５　　電極配線
　　　１６　　封止層
　　　１７　　バンク
　　　１８　　有機ＥＬ素子
　　　２０　　表示装置
　　　２１ａ、２１ｂ　　支持部材
　　　２２　　ネジ
　　　２３　　ナット
　　　１００　　ディスプレイ
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