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(57)【要約】
【課題】　　ローラブルディスプレイ装置を提供する。
【解決手段】ローラブルディスプレイ装置は、軟性表示
パネル、軟性表示パネルが巻かれるメインローラ及び軟
性表示パネルを動かせるためのリンク駆動部を含む本体
、及びリンク駆動部と軟性表示パネルとを連結する２つ
のリンク組立体を含むことができる。それぞれのリンク
組立体は、上部リンクフレーム、下部リンクフレーム、
中央リンク連結部、及び弾性プレートを含むことができ
る。上部リンクフレームと下部リンクフレームは独立し
て中央リンク連結部に結合されてもよい。弾性プレート
は、下部リンクフレームが上部リンクフレームよりも相
対的に遅く動作するようにすることができる。
【選択図】　図２Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メインローラ及びリンク駆動部を含む本体と、
　前記メインローラに下端部が結合され、前記メインローラに巻かれる軟性表示パネルと
、
　前記軟性表示パネルの上端部に上端部が連結される上部リンクフレーム、前記リンク駆
動部に下端部が連結される下部リンクフレーム、前記上部リンクフレームの下端部及び前
記下部リンクフレームの上端部が独立して結合される中央リンク連結部、及び前記下部リ
ンクフレームに固定される弾性プレートを含む２つのリンク組立体と、
を含む、ローラブルディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記弾性プレートは、前記２つのリンク組立体のそれぞれの前記リンク駆動部によって
前記下部リンクフレームが回転する第１方向と反対である第２方向に向く前記下部リンク
フレームの表面上に位置し、
　前記軟性表示パネルが完全に広げられた時、前記弾性プレートの最上端は前記中央リン
ク連結部の最下端より高い、請求項１に記載のローラブルディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記軟性表示パネルが完全に広げられた時、前記中央リンク連結部の前記第２方向に向
く表面は前記弾性プレートと直接接触する、請求項１に記載のローラブルディスプレイ装
置。
【請求項４】
　前記軟性表示パネルが完全に広げられた時、前記弾性プレート最上端は、前記上部リン
クフレームの最下端より低い、請求項１に記載のローラブルディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記中央リンク連結部は、前記軟性表示パネルの近くに位置する第１連結プレート、及
び前記第１連結プレートと平行に位置する第２連結プレートを含み、
　前記上部リンクフレームの下端部及び前記下部リンクフレームの上端部は、前記第１連
結プレートと前記第２連結プレートとの間に位置する、請求項１に記載のローラブルディ
スプレイ装置。
【請求項６】
　前記第１連結プレートと前記第２連結プレートとの間において前記上部リンクフレーム
の下端部及び前記下部リンクフレームの上端部は、相対的に幅が狭い、請求項５に記載の
ローラブルディスプレイ装置。
【請求項７】
　それぞれのリンク組立体は、前記上部リンクフレームと平行に位置する上部補強フレー
ム、前記下部リンクフレームと平行に位置する下部補強フレーム、及び前記上部補強フレ
ームの下端部と前記下部補強フレームの上端部が独立して結合される中央リンク補強部を
さらに含む、請求項１に記載のローラブルディスプレイ装置。
【請求項８】
　前記中央リンク補強部は前記中央リンク連結部と結合される、請求項７に記載のローラ
ブルディスプレイ装置。
【請求項９】
　前記軟性表示パネルの上端部と前記上部リンクフレームの上端部との間に位置する上部
据付台、及び前記上部据付台に上端部が結合されるバックカバーをさらに含み、
　前記２つのリンク組立体は前記軟性表示パネルと前記バックカバーとの間に位置する、
請求項１に記載のローラブルディスプレイ装置。
【請求項１０】
　前記本体は、前記バックカバーが巻かれるカバーローラをさらに含む、請求項９に記載
のローラブルディスプレイ装置。
【請求項１１】
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　前記上部据付台の下端部に位置する第１位置整列部材と、
　前記上部リンクフレーム上に位置する第２位置整列部材と、をさらに含み、
　前記軟性表示パネルが完全に巻かれた時、前記第２位置整列部材は前記第１位置整列部
材と噛み合う、請求項９に記載のローラブルディスプレイ装置。
【請求項１２】
　前記第１位置整列部材が前記第２位置整列部材と噛み合うと、前記第１位置整列部材は
前記軟性表示パネルと前記第２位置整列部材との間に位置する、請求項１１に記載のロー
ラブルディスプレイ装置。
【請求項１３】
　前記弾性プレートは、板ばねを含む、請求項１に記載のローラブルディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、必要によって軟性表示パネルが広げられたり巻かれるローラブルディスプレ
イ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ディスプレイ装置は、映像を具現するための機器を意味する。例えば、上記デ
ィスプレイ装置は、液晶表示装置、プラズマ表示装置及び有機電界発光表示装置を含むこ
とができる。
【０００３】
　携帯性及び空間活用性を改善するために、上記ディスプレイ装置は、柔軟性を有する軟
性表示パネルを含むことができる。ユーザの映像具現要請に応じて、ローラなどに巻かれ
ている軟性表示パネルが広げられるディスプレイ装置を、ローラブルディスプレイ装置と
定義することができる。例えば、上記ローラブルディスプレイ装置は、メインローラを含
む本体、上記メインローラに巻き取られている軟性表示パネル、及び上記軟性表示パネル
を広げるための２つのリンク組立体を含むことができる。上記２つのリンク組立体は上記
軟性表示パネルの左側及び右側に位置し得る。
【０００４】
　しかしながら、上記ローラブルディスプレイ装置において上記２つのリンク組立体が同
一に動作しないと、広げられたり巻かれていた軟性表示パネルが瞬間的に傾くことがある
。広げられる動作中に又は巻かれる動作中に上記軟性表示パネルが傾くと、上記軟性表示
パネルの縁が、上記軟性表示パネルの収納されている本体に当たり、上記軟性表示パネル
の損傷及び／又は上記本体の破損につながる問題点があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、軟性表示パネルを動かせるための２つのリンク組立
体の動作のバランスを保つことができるローラブルディスプレイ装置を提供することであ
る。
【０００６】
　本発明が解決しようとする他の課題は、広げられる動作中に又は巻かれる動作中に軟性
表示パネルが傾かないようにすることができるローラブルディスプレイ装置を提供するこ
とである。
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、上に言及した課題に限定されない。ここで言及しな
い課題は、以下の記載から、通常の技術者にとって明確に理解されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の発明が解決しようとする課題を達成するための本発明の技術的思想によるローラ
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ブルディスプレイ装置は、メインローラ及びリンク駆動部を含む本体と、前記メインロー
ラに下端部が結合され、前記メインローラに巻かれる軟性表示パネルと、前記軟性表示パ
ネルの上端部に上端部が連結される上部リンクフレーム、前記リンク駆動部に下端部が連
結される下部リンクフレーム、前記上部リンクフレームの下端部及び前記下部リンクフレ
ームの上端部が独立して結合される中央リンク連結部及び前記下部リンクフレームに固定
される弾性プレートを含む２つのリンク組立体と、を含む。前記弾性プレートは、前記リ
ンク駆動部によって前記下部リンクフレームが回転する第１方向と反対である第２方向に
向く前記下部リンクフレームの表面上に位置する。前記軟性表示パネルが完全に広げられ
た時、前記弾性プレートの最上端は、前記中央リンク連結部の最下端より高い。
【０００９】
　前記弾性プレートは板ばねを含んでもよい。
【００１０】
　前記軟性表示パネルが完全に広げられた時、前記中央リンク連結部の前記第２方向に向
く表面は、前記弾性プレートと直接接触してもよい。
【００１１】
　前記軟性表示パネルが完全に広げられた時、前記弾性プレートの最上端は、前記上部リ
ンクフレームの最下端より低くてもよい。
【００１２】
　前記中央リンク連結部は前記軟性表示パネルの近くに位置する第１連結プレート、及び
前記第１連結プレートと平行に位置する第２連結プレートを含むことができる。前記上部
リンクフレームの下端部及び前記下部リンクフレームの上端部は、前記第１連結プレート
と前記第２連結プレートとの間に位置してもよい。
【００１３】
　前記第１連結プレートと前記第２連結プレートとの間で前記上部リンクフレームの下端
部及び前記下部リンクフレームの上端部は相対的に幅が狭くてもよい。
【００１４】
　それぞれのリンク組立体は、前記上部リンクフレームと平行に位置する上部補強フレー
ム、前記下部リンクフレームと平行に位置する下部補強フレーム、及び前記上部補強フレ
ームの下端部と前記下部補強フレームの上端部が独立して結合される中央リンク補強部を
さらに含んでもよい。
【００１５】
　前記中央リンク補強部は前記中央リンク連結部と結合されてもよい。
【００１６】
　前記ローラブルディスプレイ装置は、前記軟性表示パネルの上端部と前記上部リンクフ
レームの上端部との間に位置する上部据付台及び前記上部据付台に上端部が結合されるバ
ックカバーをさらに含んでもよい。前記２つのリンク組立体は、前記軟性表示パネルと前
記バックカバーとの間に位置してもよい。
【００１７】
　前記本体は、前記バックカバーが巻かれるカバーローラをさらに含んでもよい。
【００１８】
　前記ローラブルディスプレイ装置は、前記上部据付台の下端部に位置する第１位置整列
部材と、前記上部リンクフレーム上に位置する第２位置整列部材と、をさらに含んでもよ
い。前記軟性表示パネルが完全に巻かれた時、前記第２位置整列部材は前記第１位置整列
部材と噛み合ってもよい。
【００１９】
　前記第１位置整列部材と前記第２位置整列部材とが噛み合った状態で、前記第１位置整
列部材は前記軟性表示パネルと前記第２位置整列部材との間に位置してもよい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の技術的思想によるローラブルディスプレイ装置は、軟性表示パネルを広げたり
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巻くための２つのリンク組立体の動作がバランスを保つことができる。これによって、本
発明の技術的思想によるローラブルディスプレイ装置では、広げられたり巻かれる途中に
軟性表示パネルが傾くことを防止することができる。したがって、本発明の技術的思想に
よるローラブルディスプレイ装置では安全性及び製品寿命を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１Ａ】本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置を示す図である。
【図１Ｂ】本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置の軟性表示パネルの断面を
概略的に示す図である。
【図２Ａ】本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置のバックカバーが除去され
た背面を示す図である。
【図２Ｂ】軟性表示パネルが完全に広げられた時、本発明の実施例に係るローラブルディ
スプレイ装置のリンク組立体を示す図である。
【図３Ａ】本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置の軟性表示パネルの上端部
と上部リンクフレームとの連結状態を示す図である。
【図３Ｂ】本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置の軟性表示パネルの上端部
と上部リンクフレームとの連結状態を示す図である。
【図４Ａ】図２に示すＰ領域を分離した図である。
【図４Ｂ】図２に示すＰ領域を、リンク組立体が回転する方向の反対方向から見た図であ
る。
【図５Ａ】本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置において軟性表示パネルが
完全に広げられた状態で巻かれる時、リンク組立体の動作を順に示す図である。
【図５Ｂ】本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置において軟性表示パネルが
完全に広げられた状態で巻かれる時、リンク組立体の動作を順に示す図である。
【図５Ｃ】本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置において軟性表示パネルが
完全に広げられた状態で巻かれる時、リンク組立体の動作を順に示す図である。
【図６】本発明の他の実施例に係るローラブルディスプレイ装置のリンク組立体を示す図
である。
【図７】本発明の更に他の実施例に係るローラブルディスプレイ装置を示す図である。
【図８】本発明の更に他の実施例に係るローラブルディスプレイ装置を示す図である。
【図９Ａ】本発明の更に他の実施例に係るローラブルディスプレイ装置の動作を順に示す
図である。
【図９Ｂ】本発明の更に他の実施例に係るローラブルディスプレイ装置の動作を順に示す
図である。
【図９Ｃ】本発明の更に他の実施例に係るローラブルディスプレイ装置の動作を順に示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の上記目的と技術的構成及びそれによる作用効果に関する詳細な事項は、本発明
の実施例を示している図面を参照した以下の詳細な説明からさらに明確になるであろう。
ここで、本発明の実施例は、当業者に本発明の技術的思想を十分に伝達し得るように提供
されるものであるから、本発明は、以下に説明される実施例に限定されず、他の形態とし
て具体化してもよい。
【００２３】
　また、明細書の全体にわたって同一の参照番号で表示された部分は同一の構成要素を意
味し、図面において層又は領域の長さ及び厚さは便宜のために誇張して表現されてもよい
。なお、第１構成要素が第２構成要素“上”にあると記載される場合、上記第１構成要素
が上記第２構成要素と直接接触する上側に位置する場合だけでなく、上記第１構成要素と
上記第２構成要素との間に第３構成要素が位置する場合も含む。
【００２４】



(6) JP 2017-198970 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

　ここで、上記第１、第２などの用語は様々な構成要素を説明するためのものであり、一
つの構成要素を他の構成要素から区別する目的で使用する。ただし、本発明の技術的思想
から逸脱しない範囲では第１構成要素と第２構成要素を当業者の便宜によって任意に命名
してもよい。
【００２５】
　本発明の明細書で使用する用語は、単に特定の実施例を説明するために使われるもので
あり、本発明を限定する意図で使われるものではない。例えば、単数で表現された構成要
素は、文脈上で明白に単数のみを意味しない限り、複数の構成要素も含む。また、本発明
の明細書において、“含む”又は“有する”などの用語は、明細書上に記載された特徴、
数字、段階、動作、構成要素、部分品又はそれらを組み合わせたものが存在することを示
すためのもので、一つ又はそれ以上の他の特徴、数字、段階、動作、構成要素、部分品又
はそれらを組み合わせた物の存在又は付加の可能性をあらかじめ排除するためのものでは
ないと理解すべきである。
【００２６】
　なお、特別に定義しない限り、技術的又は科学的な用語を含めて、ここで使われる全て
の用語は、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者にとって一般的に理
解されるのと同じ意味を有する。一般的に使われる辞書に定義されているような用語は、
関連技術の文脈上で有する意味と一致する意味で解釈しなければならず、本発明の明細書
で明白に定義しない限り、理想的に又は過度に形式的な意味で解釈してはならない。
【００２７】
　（実施例）
【００２８】
　図１Ａは、本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置を示す図である。図１Ｂ
は、本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置の軟性表示パネル（ｆｌｅｘｉｂ
ｌｅ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｐａｎｅｌ）の断面を概略的に示す図である。
【００２９】
　図１Ａ及び図１Ｂを参照すると、本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置は
、本体１００、軟性表示パネル２００、リンク組立体３００及びバックカバー６００を含
むことができる。
【００３０】
　上記本体１００は、上記軟性表示パネル２００及び上記リンク組立体３００を収納可能
な空間を提供することができる。例えば、上記本体１００は、上記軟性表示パネル２００
が巻かれるメインローラ１１０、及び上記リンク組立体３００を駆動するためのリンク駆
動部１２０を含むことができる。上記本体１００は、上記軟性表示パネル２００に映像を
具現するための信号を供給するセットパワーボードボックス（ｓｅｔｐｏｗｅｒ　ｂｏａ
ｒｄ　ｂｏｘ）１３０をさらに含んでもよい。上記セットパワーボードボックス１３０は
上記本体１００の背面に位置してもよい。
【００３１】
　上記メインローラ１１０は円筒形であってもよい。上記軟性表示パネル２００は上記メ
インローラ１１０の外面に沿って巻かれ得る。例えば、上記軟性表示パネル２００の下端
部は上記メインローラ１１０と結合してもよい。上記メインローラ１１０は、上記軟性表
示パネル２００が広げられたり巻かれたりする途中に損傷することを防止することができ
る。例えば、上記本体１００は、上記軟性表示パネル２００が完全に巻かれた状態で上記
メインローラ１１０を回転させるための弾性部材をさらに含んでもよい。上記弾性部材は
ばねを含んでもよい。
【００３２】
　上記本体１００は、上記軟性表示パネル２００の移動を補助するための補助ローラ１４
０，１５０をさらに含んでもよい。例えば、上記メインローラ１１０に巻かれる上記軟性
表示パネル２００の前面は前面補助ローラ１４０と接触し、上記軟性表示パネル２００の
背面は背面補助ローラ１５０と接触し得る。上記前面補助ローラ１４０及び上記背面補助
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ローラ１５０は上記メーンローラ１１０と相対的位置が異なってもよい。例えば、上記前
面補助ローラ１４０と上記背面補助ローラ１５０は、異なる高さに位置してもよい。
【００３３】
　上記リンク駆動部１２０は、上記リンク組立体３００を回転／移動させて上記軟性表示
パネル２００の上端部を上昇又は下降させることができる。上記メインローラ１１０に巻
かれた上記軟性表示パネル２００は、上記リンク駆動部１２０によって完全に広げられ得
る。完全に広げられていた上記軟性表示パネル２００は、上記リンク駆動部１２０によっ
て上記メインローラ１１０の方に移動し得る。上記リンク駆動部１２０によって上記メイ
ンローラ１１０の方に移動する上記軟性表示パネル２００は、上記メインローラ１１０の
回転によって上記メインローラ１１０の外面に沿って巻かれ得る。
【００３４】
　上記本体１００は、上記リンク駆動部１２０を制御するためのコントロールパネル１６
０をさらに含んでもよい。上記コントロールパネル１６０は上記本体１００の背面に位置
してもよい。
【００３５】
　上記軟性表示パネル２００は映像を具現するものであって、柔軟性を有する表示パネル
であってもよい。例えば、上記軟性表示パネル２００は、第１フレキシブル基板２０１、
及び該第１フレキシブル基板２０１と接着している第２フレキシブル基板２０２を含むこ
とができる。上記第１フレキシブル基板２０１と上記第２フレキシブル基板２０２との間
には薄膜トランジスター２０３及び発光素子２０４が位置してもよい。上記発光素子２０
４は、下部発光電極２０４ａ、有機発光層２０４ｂ及び上部発光電極２０４ｃを含むこと
ができる。例えば、上記軟性表示パネル２００は、有機発光層を有するＯＬＥＤパネルで
あってもよい。上記軟性表示パネル２００は、上記薄膜トランジスター２０３と上記発光
素子２０４との間に位置するオーバーコート層２０５、上記下部発光電極２０４ａの縁を
覆うバンク絶縁膜２０６、上記発光素子２０４上に位置する上部保護膜２０７、及び上記
第２フレキシブル基板２０２と上記上部保護膜２０７との間に位置する接着層２０８をさ
らに含むことができる。
【００３６】
　上記リンク組立体３００は上記リンク駆動部１２０と連結されてもよい。上記リンク組
立体３００は上記リンク駆動部１２０によって回転／移動して上記軟性表示パネル２００
の上端部を上昇又は下降させることができる。例えば、上記リンク組立体３００は、上記
リンク駆動部１２０と上記軟性表示パネル２００の上端部とを連結することができる。
【００３７】
　上記リンク組立体３００は上記軟性表示パネル２００の背面に位置してもよい。本発明
の実施例に係るローラブルディスプレイ装置は、上記リンク組立体３００の動作を隠すた
めのバックカバー６００をさらに含んでもよい。上記リンク組立体３００は上記軟性表示
パネル２００と上記バックカバー６００との間で動作することができる。
【００３８】
　上記バックカバー６００は、上記軟性表示パネル２００と同様に、上記メインローラ１
１０に巻かれ得る軟性物質（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｍａｔｅｒｉａｌ）であってもよい。上
記バックカバー６００は上記軟性表示パネル２００の背面を覆い隠すことができる。例え
ば、上記リンク組立体３００は上記バックカバー６００で覆われてもよい。
【００３９】
　図２Ａは、本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置のバックカバー６００が
除去された背面を示す図である。図２Ｂは、軟性表示パネルが完全に広げられた時、本発
明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置の第１リンク組立体３００Ｒを示す図であ
る。
【００４０】
　図１Ａ、図１Ｂ、図２Ａ及び図２Ｂを参照すると、本発明の実施例に係るローラブルデ
ィスプレイ装置のリンク組立体３００は、第１リンク組立体３００Ｒ及び第２リンク組立
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体３００Ｌを含むことができる。
【００４１】
　上記第１リンク組立体３００Ｒ及び上記第２リンク組立体３００Ｌは、上記軟性表示パ
ネル２００の相対向する側面の近くに位置してもよい。例えば、図１Ｂに示すように、上
記第１リンク組立体３００Ｒは上記軟性表示パネル２００の背面左側の縁の近くに配置さ
れ、上記第２リンク組立体３００Ｌは、上記軟性表示パネル２００の背面右側の縁の近く
に配置されている。
【００４２】
　上記軟性表示パネル２００が完全に広げられたとき、上記リンク組立体３００はＩ字状
であってもよい。例えば、上記軟性表示パネル２００が完全に広げられると、上記リンク
組立体３００は、上記軟性表示パネル２００と上記バックカバー６００との間の空間を完
全に満たすことができる。上記軟性表示パネル２００が完全に広げられると、上記軟性表
示パネル２００、上記リンク組立体３００及び上記バックカバー６００の間には空間が生
成されてもよい。
【００４３】
　本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置は、軟性表示パネル２００が完全に
広げられる時、Ｉ字状になるリンク組立体３００を含む。これによって、本発明の実施例
に係るローラブルディスプレイ装置では、特別な側面の仕上げをしなくて済む。したがっ
て、本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置では側面部をスリム化することが
できる。
【００４４】
　上記第１リンク組立体３００Ｒは、上部リンクフレーム３１０、下部リンクフレーム３
２０、中央リンク連結部３３０及び弾性プレート３４０を含むことができる。上記第２リ
ンク組立体３００Ｌは上記第１リンク組立体３００Ｒと同じ構成を有することができる。
例えば、上記第２リンク組立体３００Ｌは上記第１リンク組立体３００Ｒと対称であって
もよい。
【００４５】
　本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置は、上記第１リンク組立体３００Ｒ
及び上記第２リンク組立体３００Ｌが対称であるとして説明される。しかし、本発明の他
の実施例に係るローラブルディスプレイ装置は、上記第２リンク組立体３００Ｌが上記第
１リンク組立体３００Ｒと同じ形態であってもよい。例えば、本発明の他の実施例に係る
ローラブルディスプレイ装置は、リンク駆動部２３０によって上記第１リンク組立体３０
０Ｒ及び上記第２リンク組立体３００Ｌが同一方向に回転してもよい。
【００４６】
　上記下部リンクフレーム３２０は上記リンク駆動部１２０及び上記中央リンク連結部３
３０と連結され得る。上記下部リンクフレーム３２０は、上記リンク駆動部１２０と連結
される下端部を有することができる。例えば、上記下部リンクフレーム３２０は、上記リ
ンク駆動部１２０と連結されるための下端リンクブラケット３２５を含むことができる。
【００４７】
　上記下部リンクフレーム３２０は上記リンク駆動部１２０によって回転してもよい。上
記リンク駆動部１２０は、上記下端リンクブラケット３２５を介して上記下部リンクフレ
ーム３２０を上記軟性表示パネル２００の背面上で回転させることができる。例えば、完
全に広げられた上記軟性表示パネル２００を巻く時、上記リンク駆動部１２０によって上
記下部リンクフレーム３２０の上端部は上記軟性表示パネル２００の中心部の方に移動し
得る。
【００４８】
　上記上部リンクフレーム３１０は、上記軟性表示パネル２００の上端部と上記中央リン
ク連結部３３０とを連結させることができる。例えば、上記上部リンクフレーム３１０は
、上記軟性表示パネル２００の上端部と連結されるための上端リンクブラケット３１５を
含むことができる。
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【００４９】
　図３Ａ及び図３Ｂは、本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置の軟性表示パ
ネル２００の上端部と上部リンクフレーム３１０との連結関係を示す図である。
【００５０】
　図１Ａ、図２Ａ、図２Ｂ、図３Ａ及び図３Ｂを参照すると、本発明の実施例に係るロー
ラブルディスプレイ装置は、軟性表示パネル２００の背面の上端部に位置する上部据付台
５１０、及び上記上部据付台５１０と上記上部リンクフレーム３１０との間に位置する据
付ブラケット４１０をさらに含むことができる。
【００５１】
　上記据付ブラケット４１０は据付固定ピン４１０ｃによって上記上部据付台５１０に固
定されてもよい。上記バックカバー６００は上記据付ブラケット４１０を覆うことができ
る。例えば、上記バックカバー６００の上端部はカバー固定ピン６００ｃによって上記上
部据付台５１０に結合されてもよい。
【００５２】
　上記バックカバー６００は上記軟性表示パネル２００と共に上昇又は下降し得る。上記
バックカバー６００は上記本体１００内に収納されてもよい。例えば、上記本体１００は
、上記バックカバー６００が巻かれるカバーローラ１７０、及び上記カバーローラ１７０
を回転させるための弾性部材をさらに含むことができる。
【００５３】
　上記軟性表示パネル２００の上端部は、上記上部据付台５１０と共に上昇又は下降し得
る。例えば、上記軟性表示パネル２００は、表示領域に駆動信号及び電源信号を伝達する
ための回路基板２１０と連結される軟性印刷回路基板（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅ
ｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ；ＦＰＣＥ）又はテープキャリアパッケージ（Ｔａｐｅ
　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐａｃｋａｇｅ；ＴＣＰ）などのような連結部材２２０を介して上記
上部据付台５１０に据え付けられてもよい。本発明の実施例に係るローラブルディスプレ
イ装置は、上記連結部材２２０及び上記上部据付台５１０を覆うための上部キャップ５２
０をさらに含むことができる。
【００５４】
　本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置は、バックカバー６００が据付ブラ
ケット４１０に固定されるとして説明される。しかし、本発明の他の実施例に係るローラ
ブルディスプレイ装置では、上記バックカバー６００が上記上部据付台５１０又は上記上
部キャップ５２０に固定されてもよい。
【００５５】
　上記上部リンクフレーム３１０の上記上端リンクブラケット３１５は、上端固定ピン３
１０ｃによって上記据付ブラケット４１０と結合してもよい。上記上部リンクフレーム３
１０の下端は、上記上端固定ピン３１０ｃを中心に上記軟性表示パネル２００の中心の方
に回転し得る。
【００５６】
　図４Ａは、図２Ｂに示すＰ領域を分離した図である。図４Ｂは、図２Ｂに示したＰ領域
を軟性表示パネル２００の中心部から見た図である。
【００５７】
　図２Ｂ、図４Ａ及び図４Ｂを参照すると、本発明の実施例に係るローラブルディスプレ
イ装置の中央リンク連結部３３０は、上記上部リンクフレーム３１０の下端部及び上記下
部リンクフレーム３２０の上端部とそれぞれ結合することができる。例えば、上記上部リ
ンクフレーム３１０の下端部は、上部連結ボルト３５１ｖ及び上部連結ナット３５１ｎに
よって上記中央リンク連結部３００に結合することができる。上記下部リンクフレーム３
２０の上端部は、下部連結ボルト３５２ｖ及び下部連結ナット３５２ｎによって上記中央
リンク連結部３００に結合することができる。上記下部連結ボルト３５２ｖ及び上記下部
連結ナット３５２ｎは上記上部連結ボルト３５１ｖ及び上記上部連結ナット３５１ｎより
も下に位置し得る。
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【００５８】
　本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置は、上部リンクフレーム３１０と下
部リンクフレーム３２０が中央リンク連結部３３０に独立して結合することができる。し
たがって、本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置では、軟性表示パネル２０
０が完全に広げられた時、第１リンク組立体３００Ｒ及び第２リンク組立体３００Ｌが垂
直方向に延長されるＩ字状になってもよい。
【００５９】
　上記中央リンク連結部３３０は、平行に位置する第１連結プレート３３１及び第２連結
プレート３３２を含むことができる。上記第１連結プレート３３１及び上記第２連結プレ
ート３３２は、上記上部リンクフレーム３１０及び上記下部リンクフレーム３２０が回転
する方向と平行であってもよい。例えば、上記第２連結プレート３３２は、上記軟性表示
パネル２００と上記第１連結プレート３３１との間に位置してもよい。
【００６０】
　上記上部リンクフレーム３１０の下端部及び上記下部リンクフレーム３２０の上端部は
、上記第１連結プレート３３１と上記第２連結プレート３３２との間に位置し得る。上記
第１連結プレート３３１と上記第２連結プレート３３２との間において上記上部リンクフ
レーム３１０の下端部及び上記下部リンクフレーム３２０の上端部は相対的に狭い幅を有
してもよい。例えば、上記第１連結プレート３３１及び上記第２連結プレート３３２の外
側面は、上記上部リンクフレーム３１０の側面及び上記下部リンクフレーム３２０の側面
と垂直整列されてもよい。
【００６１】
　本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置は、中央リンク連結部３３０の第１
連結プレート３３１と第２連結プレート３３２との間で、上部リンクフレーム３１０の下
端部及び下部リンクフレーム３２０の上端部が相対的に狭い幅を有する。これによって、
本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置では、リンク組立体３００の動作に必
要な空間を最小化することができる。したがって、本発明の実施例に係るローラブルディ
スプレイ装置では側面部をスリム化することができる。
【００６２】
　上記弾性プレート３４０は、プレート固定ピン３４０ｃによって上記下部リンクフレー
ム３２０上に固定されてもよい。上記下部リンクフレーム３２０は、回転動作する間に、
上記中央リンク連結部３３０と上記下部リンクフレーム３２０との相対的回転によって移
動してもよい。上記弾性プレート３４０は、上記下部リンクフレーム３２０が回転する第
１方向と反対である第２方向に向く上記下部リンクフレーム３２０の表面上に位置しても
よい。例えば、上記弾性プレート３４０は、上記下部リンクフレーム３２０の、上記軟性
表示パネル２００の中央に向く表面上に固定されてもよい。
【００６３】
　上記弾性プレート３４０は、上記下部リンクフレーム３２０の上端部の方に延長しても
よい。例えば、上記軟性表示パネル２００が完全に広げられた時、上記弾性プレート３４
０の最上端は、上記第１連結プレート３３１及び上記第２連結プレート３３２の上記第２
方向に向く表面上に位置し得る。上記軟性表示パネル２００が完全に広げられた時、上記
弾性プレート３４０の最上端は上記中央リンク連結部３３０の最下端より高くてもよい。
上記軟性表示パネル２００が完全に広げられた時、上記弾性プレート３４０の最上端は上
記上部リンクフレーム３１０の最下端より低くてもよい。
【００６４】
　上記弾性プレート３４０は上記下部リンクフレーム３２０の表面と直接接触してもよい
。上記軟性表示パネル２００が完全に広げられた時、上記弾性プレート３４０は上記中央
リンク連結部３３０の表面と直接接触してもよい。例えば、上記軟性表示パネル２００が
完全に広げられた時、上記弾性プレート３４０は上記第１連結プレート３３１及び上記第
２連結プレート３３２と直接接触する第１領域３４０ｒ１、及び上記下部リンクフレーム
３２０と直接接触する第２領域３４０ｒ２を含むことができる。
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【００６５】
　上記弾性プレート３４０は弾性物質を含むことができる。例えば、上記弾性プレート３
４０は板ばねを含むことができる。
【００６６】
　図５Ａ乃至図５Ｃは、本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置で軟性表示パ
ネル２００が完全に広げられた状態で巻かれる時、上部リンクフレーム３１０及び下部リ
ンクフレーム３２０の動作を順に示す図である。
【００６７】
　図１Ａ、図２Ａ及び図５Ａに示すように、上記軟性表示パネル２００が完全に広げられ
た状態で上部リンクフレーム３１０は下部リンクフレーム３２０と垂直整列され得る。こ
の状態で上記中央リンク連結部３３０は、上記上部リンクフレーム３１０と上記下部リン
クフレーム３２０との間に位置し得る。
【００６８】
　図５Ｂに示すように、上記軟性表示パネル２００が巻かれる段階は、リンク駆動部１２
０によって下部リンクフレーム３２０の上端部が回転する段階を含むことができる。上記
下部リンクフレーム３２０の上端部は、下部連結ボルト及び下部連結ナットを含む下部連
結部材３５２によって、上記中央リンク連結部３３０に結合され得る。上記下部リンクフ
レーム３２０に固定された上記弾性プレート３４０は、上記回転動作の方向と反対方向で
上記中央リンク連結部３３０と接触し得る。これによって、下部連結部材３５２を中心と
する上記中央リンク連結部３３０の回転を上記弾性プレート３４０によって抑制すること
ができる。すなわち、上記弾性プレート３４０は復原力によって、下部連結部材３５２を
中心とする上記中央リンク連結部３３０の回転を阻止することができる。本発明の実施例
に係るローラブルディスプレイ装置は第１リンク組立体３００Ｒ及び第２リンク組立体３
００Ｌで常に、上部連結ボルト及び上部連結ナットを含む上部連結部材３５１を中心とす
る中央リンク連結部３３０の回転が、下部連結部材３５２を中心とする中央リンク連結部
３３０の回転より先に進行され得る。すなわち、上記上部連結部材３５１を中心とする上
記中央リンク連結部３３０の回転が完了した後、上記下部連結部材３５２を中心とする上
記中央リンク連結部３３０の回転が進行され得る。
【００６９】
　したがって、本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置では、第１リンク組立
体３００Ｒ及び第２リンク組立体３００Ｌのバランスを保つことができる。例えば、本発
明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置では、上記第１リンク組立体３００Ｒ及び
上記第２リンク組立体３００Ｌにおいて個別の連結部材３５１，３５２を中心とする上記
中央リンク連結部３３０の回転が進行されずに済む。
【００７０】
　結果として、本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置では、第１リンク組立
体３００Ｒと第２リンク組立体３００Ｌとの動作アンバラスによる上記軟性表示パネル２
００の傾きを防止することができる。
【００７１】
　図５Ｃに示すように、上記軟性表示パネル２００が完全に巻かれると、上記上部リンク
フレーム３１０と上記下部リンクフレーム３２０が並んで位置し得る。この状態で上記中
央リンク連結部３３０は上記上部リンクフレーム３１０及び上記下部リンクフレーム３２
０と直角をなし得る。これによって、本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置
では、上記軟性表示パネル２００が完全に巻かれた時、保管に必要な空間を最小化するこ
とができる。
【００７２】
　上記リンク組立体３００が一定に動作せず、ローラブルディスプレイ装置の巻かれたり
広げられたりする途中に軟性表示パネル２００内の画素に損傷が発生し得る。本発明の実
施例に係るローラブルディスプレイ装置は、弾性プレート３４０を用いてリンク組立体３
００の動作アンバランスを防止することによって、軟性表示パネル２００の損傷及び上記
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軟性表示パネル２００を収納する本体１００の破損を防止することができる。
【００７３】
　本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置は、本体１００、軟性表示パネル２
００及びリンク組立体３００を含むとして説明される。しかし、図６に示すように、本発
明の他の実施例に係るローラブルディスプレイ装置は、補強組立体７００をさらに含んで
もよい。上記補強組立体７００は、上部補強フレーム７１０、下部補強フレーム７２０及
び中央補強連結部７３０をさらに含むことができる。上記上部補強フレーム７１０は、上
記上部リンクフレーム３１０と平行であってもよい。上記下部補強フレーム７２０は、上
記下部リンクフレーム３２０と平行であってもよい。上記中央補強連結部７３０には、上
記上部補強フレーム７１０の下端部と上記下部補強フレーム７２０の上端部がそれぞれ独
立して結合されてもよい。上記中央補強連結部７３０は上記中央リンク連結部３３０と結
合されてもよい。これによって、本発明の他の実施例に係るローラブルディスプレイ装置
は、リンク組立体の動作アンバランスによる軟性表示パネルの傾きを防止すると同時に、
外部から加えられる力によるリンク組立体の変形を防止することができる。
【００７４】
　本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置は、弾性プレート３４０が下部リン
クフレーム３２０に固定されるとして説明される。しかし、本発明の他の実施例に係るロ
ーラブルディスプレイ装置は、上部リンクフレーム３１０に固定された弾性プレート３４
０を含んでもよい。これによって、本発明の他の実施例に係るローラブルディスプレイ装
置では、軟性表示パネル２００が回転動作する間に、中央リンク連結部３３０が、下部リ
ンクフレーム３２０を中心とする回転が完了した後、上部リンクフレーム３１０を中心に
回転し得る。
【００７５】
　本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置は、軟性表示パネル２００の中心に
向く上部リンクフレーム３１０の側面が、上部据付台５１０と離隔されるとして説明され
る。しかし、図７及び図８に示すように、本発明の他の実施例に係るローラブルディスプ
レイ装置は、上部据付台５１０が据付位置整列部材５１１Ｒ，５１１Ｌを含み、上部リン
クフレーム３１０がリンク位置整列部材３１０ＲＰ，３１０ＬＰを含んでもよい。
【００７６】
　上記リンク位置整列部材３１０ＲＰ，３０１ＬＰは、軟性表示パネル２００が完全に巻
かれた時、上記据付位置整列部材５１１Ｒ，５１１Ｌと噛み合う形状であってもよい。例
えば、上記据付位置整列部材５１１Ｒ，５１１Ｌは、上記上部据付台５１０に近い領域か
ら下方に突出した突出部を含み、上記リンク位置整列部材３１０ＲＰ，３１０ＬＰは、上
記軟性表示パネル２００と遠い領域から、上記軟性表示パネル２００の中心に向かって突
出した突出部を含んでもよい。上記リンク位置整列部材３１０ＲＰ，３１０ＬＰと上記据
付位置整列部材５１１Ｒ，５１１Ｌとが噛み合った時、上記据付位置整列部材５１１Ｒ，
５１１Ｌは、上記軟性表示パネル２００と該当のリンク位置整列部材３１０ＲＰとの間に
位置し得る。
【００７７】
　図９Ａ乃至図９Ｃは、図７及び図８に示すローラブルディスプレイ装置で軟性表示パネ
ル２００が完全に広げられた状態で巻かれる時、据付位置整列部材５１１Ｒとリンク位置
整列部材３１０ＲＰの位置を順に示す図である。
【００７８】
　図９Ａに示すように、軟性表示パネル２００が完全に広げられた状態では据付位置整列
部材５１１Ｒとリンク位置整列部材３１０ＲＰとが完全に離隔し得る。
【００７９】
　図９Ｂに示すように、上部リンクフレーム３１０が回転して上記軟性表示パネル２００
が巻かれると、上記上部リンクフレーム３１０の上記リンク位置整列部材３１０ＲＰが据
付位置整列部材５１１Ｒの方に移動し得る。上記据付位置整列部材５１１Ｒは上記軟性表
示パネル２００と上記リンク位置整列部材３１０ＲＰとの間に移動し得る。
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【００８０】
　図９Ｃに示すように、上記軟性表示パネル２００が完全に巻かれると、上記リンク位置
整列部材３１０ＲＰと上記据付位置整列部材５１１Ｒとが平行に位置し得る。すなわち、
本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置では、上記軟性表示パネル２００が巻
かれるにつれて、上記リンク位置整列部材３１０ＲＰと上記据付位置整列部材５１１Ｒと
が噛み合う面積が増加し得る。噛み合った上記リンク位置整列部材３１０ＲＰ及び上記据
付位置整列部材５１１Ｒは、上記軟性表示パネル２００が巻かれる時、復元力によって上
記軟性表示パネル２００が背面の方に曲がることを防止することができる。
【００８１】
　結果として、本発明の実施例に係るローラブルディスプレイ装置では、互いに噛み合う
形状のリンク位置整列部材３１０ＲＰ及び上記据付位置整列部材５１１Ｒを用いて、軟性
表示パネル２００が巻かれる際に背面方向に曲がることを防止することによって、上記軟
性表示パネル２００を円滑に巻くことができる。
【符号の説明】
【００８２】
　　１００　　本体
　　１１０　　メインローラ
　　１２０　　リンク駆動部
　　２００　　軟性表示パネル
　　３００　　リンク組立体
　　３１０　　上部リンクフレーム
　　３２０　　下部リンクフレーム
　　３３０　　中央リンク連結部
　　３４０　　弾性プレート

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】
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【図８】

【図９Ａ】
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