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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のパネルユニットで構成されるディスプレイ装置であって、
　前記複数のパネルユニットのそれぞれは、
　複数の画素が形成された表示領域及び前記表示領域から第１の方向に電極配線が引き出
された引出領域を有する表示パネルと、
　前記表示パネルを支持する支持基板とを備え、
　前記支持基板は、前記表示パネルの前記表示領域が配置される第１の面と、前記表示パ
ネルの前記引出領域が配置される第２の面と、前記第２の面と平行であり、かつ、前記第
２の面の反対側に位置する第３の面とを有し、
　前記複数のパネルユニットのうち前記第１の方向に並んで配置される第１のパネルユニ
ット及び第２のパネルユニットにおいて、前記第１のパネルユニット及び前記第２のパネ
ルユニットの各々の前記第１の面が１つの平面をなし、前記第１のパネルユニットの前記
第２の面と前記第２のパネルユニットの前記第３の面とが互いに対向して重なり合い、前
記第１のパネルユニットが備える前記表示パネルの前記引出領域が当該第１のパネルユニ
ットの前記第２の面と前記第２のパネルユニットの前記第３の面とに挟まれている
　ディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記第２の面は、前記第１の面に対して鈍角をなすように傾斜している
　請求項１に記載のディスプレイ装置。
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【請求項３】
　前記第１の面と前記第２の面との境界部分は、前記表示パネルの耐曲率半径よりも大き
な曲率半径を有するように湾曲している
　請求項１又は２に記載のディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記第１のパネルユニットの前記第２の面と前記第２のパネルユニットの前記第３の面
との境界部分は、前記表示パネルの耐曲率半径よりも大きな曲率半径を有するように湾曲
している
　請求項１～３のいずれか１項に記載のディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記第１のパネルユニット及び前記第２のパネルユニットはそれぞれ、保持板を備え、
　前記保持板は、前記支持基板における前記第１の面の裏側の第４の面側に位置するよう
に配置されており、
　前記表示パネルの前記引出領域は、前記支持基板の前記第４の面に対向する位置まで折
り曲げられて前記保持板に保持されている
　請求項１～４のいずれか１項に記載のディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記保持板は、前記表示パネルの前記表示領域と平行に配置されている
　請求項５に記載のディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記第１のパネルユニット及び前記第２のパネルユニットはそれぞれ、前記電極配線と
電気的に接続される回路基板を備え、
　前記回路基板は、前記支持基板の前記第４の面側において、前記表示パネルの前記表示
領域と平行に配置されている
　請求項６に記載のディスプレイ装置。
【請求項８】
　前記第１のパネルユニット及び前記第２のパネルユニットはそれぞれ、前記表示パネル
の前記引出領域に接続されたフレキシブル基板を備え、
　前記フレキシブル基板には、ドライバＩＣが設けられており、
　前記フレキシブル基板は、前記保持板に接触している
　請求項７に記載のディスプレイ装置。
【請求項９】
　前記保持板は、熱伝導率が高い材質である
　請求項８に記載のディスプレイ装置。
【請求項１０】
　前記回路基板は、前記支持基板と前記保持板の間に設置されている
　請求項７～９のいずれか１項に記載のディスプレイ装置。
【請求項１１】
　前記回路基板は、前記支持基板に覆われるように配置されている
　請求項７～１０のいずれか１項に記載のディスプレイ装置。
【請求項１２】
　前記保持板は、前記表示パネルの前記引出領域を挟持するように当該引出領域を保持す
る
　請求項５～１１のいずれか１項に記載のディスプレイ装置。
【請求項１３】
　前記表示パネルの前記引出領域のうち、前記支持基板から前記保持板に保持されている
部分にかけて折り曲げられた部分は、前記表示パネルの耐曲率半径よりも大きな曲率半径
を有するよう湾曲している
　請求項５～１２のいずれか１項に記載のディスプレイ装置。
【請求項１４】
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　前記第２の面及び第３面は、平面である
　請求項１～１３のいずれか１項に記載のディスプレイ装置。
【請求項１５】
　前記第２の面及び第３の面は、互いに嵌め合う湾曲面である
　請求項１～１３のいずれか１項に記載のディスプレイ装置。
【請求項１６】
　前記表示パネルは、前記支持基板の表面上に配された粘着層によって固定されている
　請求項１～１５のいずれか１項に記載のディスプレイ装置。
【請求項１７】
　前記表示パネルは、フレキシブル素材からなる基板を用いて構成される
　請求項１～１６のいずれか１項に記載のディスプレイ装置。
【請求項１８】
　複数個並べられることでディスプレイ装置を構成するパネルユニットであって、
　前記パネルユニットは、
　複数の画素が形成された表示領域及び前記表示領域から第１の方向に電極配線が引き出
された引出領域を有する表示パネルと、
　前記表示パネルを支持する支持基板とを備え、
　前記支持基板は、前記表示パネルの前記表示領域に対応する部分が配置される第１の面
と、前記表示パネルの前記引出領域に対応する部分が配置される第２の面と、前記第２の
面と平行であり、かつ、前記第２の面の反対側に位置する第３の面とを有する
　パネルユニット。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイ装置及びパネルユニットに関し、特に、表示パネルを備えるパ
ネルユニットをタイル状に複数配列することで、より大きい表示画面を得るタイリングデ
ィスプレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ディスプレイ装置は、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パネルユニットとして複数個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】
　例えば、特許文献１には、表示素子基板の端部を後方に折曲するとともにこの後方に屈
曲させた部分に信号用コネクタを配置してなる表示ユニットを複数継ぎ合わせることによ
り、継ぎ目の目立たない大型スクリーンが得られることが記載されている。
【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、近年のディスプレイ装置の高精細化に伴い、パネルユニット間の継ぎ目
をさらに目立たなくすることが課題となっている。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、パネルユニット間の継ぎ目が目立た
ず、かつ、高精細な大型のディスプレイ装置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】
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【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明に係るディスプレイ装置の一態様は、複数のパネル
ユニットで構成されるディスプレイ装置であって、前記複数のパネルユニットのそれぞれ
は、複数の画素が形成された表示領域及び前記表示領域から第１の方向に電極配線が引き
出された引出領域を有する表示パネルと、前記表示パネルを支持する支持基板とを備え、
前記支持基板は、前記表示パネルの前記表示領域が配置される第１の面と、前記表示パネ
ルの前記引出領域が配置される第２の面と、前記第２の面の反対側に位置する第３の面と
を有し、前記複数のパネルユニットのうち前記第１の方向に並んで配置される第１のパネ
ルユニット及び第２のパネルユニットにおいて、前記第１のパネルユニット及び前記第２
のパネルユニットの各々の前記第１の面が１つの平面をなし、前記第１のパネルユニット
の前記第２の面と前記第２のパネルユニットの前記第３の面とが互いに対向して重なり合
い、前記第１のパネルユニットが備える前記表示パネルの前記引出領域が当該第１のパネ
ルユニットの前記第２の面と前記第２のパネルユニットの前記第３の面とに挟まれている
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　パネルユニット間の継ぎ目の幅を狭くすることができるので、パネルユニット間の継ぎ
目の目立たない高精細な大型のディスプレイ装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】（ａ）は、実施の形態１に係るパネルユニットの構成を示す平面図であり、（ｂ
）は（ａ）のＡ－Ａ’線における同パネルユニットの側断面図であり、（ｃ）は、（ａ）
のＢ－Ｂ’線における同パネルユニットの側断面図である。
【図２】実施の形態１に係るパネルユニットにおける表示パネルとフレキシブル基板とフ
レキシブルケーブルとを示す平面図である。
【図３】実施の形態１に係るパネルユニットにおける表示パネルの一素子の構成を示す断
面図である。
【図４Ａ】実施の形態１に係るパネルユニットにおける支持基板の斜視図である。
【図４Ｂ】実施の形態１に係るパネルユニットにおける支持基板の側断面図である。
【図５】実施の形態１に係るディスプレイ装置の要部断面図である。
【図６】実施の形態１に係るディスプレイ装置の要部斜視図である。
【図７】実施の形態２に係るパネルユニット及びディスプレイ装置に用いられる支持基板
の側断面図である。
【図８】実施の形態３に係るパネルユニット及びディスプレイ装置に用いられる支持基板
の側断面図である。
【図９】従来のタイリングディスプレイの概略構成を示す斜視図である。
【図１０】従来のタイリングディスプレイに用いられるパネルユニット（単位パネル）に
おける表示パネルの展開図である。
【図１１】従来のタイリングディスプレイの継ぎ目部分の拡大平面図及び拡大断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（本発明の一態様に至った経緯）
　従来のタイリングディスプレイ１０００の構成について、図９及び図１０を用いて説明
する。図９は、従来のタイリングディスプレイの概略構成を示す斜視図である。また、図
１０は、従来のタイリングディスプレイに用いられるパネルユニット（単位パネル）にお
ける表示パネルの展開図である。つまり、図１０は、引出領域を折り曲げる前の状態の表
示パネルを示している。
【００１１】
　図９に示すように、従来のタイリングディスプレイ１０００では、複数のパネルユニッ
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ト１００１をタイル状に継ぎ合わせることによって、１つの大きな表示画面を構成してい
る。
【００１２】
　また、図１０に示すように、各パネルユニット１００１に用いられる表示パネル１０１
０は、複数の画素が形成された矩形状の表示領域１０１０ａと、表示領域１０１０ａの各
辺から張り出した４つの張り出し領域１０１０ｂ（非表示領域）とを有する。表示パネル
１０１０は、４つの張り出し領域１０１０ｂのうちの２つは引出領域となっている。この
２つの張り出し領域１０１０ｂは、表示領域１０１０ａから第１の方向に第１の電極配線
が引き出された第１引出領域と、表示領域１０１０ａから第１の方向に垂直な第２の方向
に第２の電極配線が引き出された第２引出領域とを有する。
【００１３】
　このように構成される表示パネル１０１０は、一対のフレキシブル基板によって構成さ
れているので、折り曲げることが可能である。パネルユニット１００１は、図１０に示す
ように、表示パネル１０１０の４つの張り出し領域１０１０ｂの各々を表示領域１０１０
ａの背面に折り曲げることによって構成される。
【００１４】
　しかしながら、このようなパネルユニット１００１を継ぎ合わせたタイリングディスプ
レイ１０００では、高精細化した場合に、パネルユニット１００１間の継ぎ目を目立たな
くすることが難しい。この点について、図１１を用いて説明する。図１１は、従来のタイ
リングディスプレイの継ぎ目部分の拡大平面図及び拡大断面図である。
【００１５】
　上述のように、図１０に示す従来の表示パネル１０１０では４辺の張り出し領域１０１
０ｂの各々が折り曲げられているので、タイリングディスプレイ１０００の縦方向及び横
方向に隣接する２つのパネルユニット１００１間では、図１１に示すように、互いの表示
パネル１０１０の張り出し領域１０１０ｂが重なることになる。つまり、隣接する２つの
パネルユニット１００１間には、２つの張り出し領域１０１０ｂが存在することになる。
この場合、パネルユニット間の継ぎ目の間隔（目地幅）は、各パネルユニットの最端画素
ＰＸ同士の間隔（距離）となり、この目地幅Ｗは、以下の式で表される。
【００１６】
　Ｗ＝（封止幅Ｈ＋パネル厚ｔ＋曲げ幅Ｒ）×２＋パネルユニット間間隙Ｇ
【００１７】
　例えば、封止幅Ｈ＝２００μｍ、パネル厚ｔ＝８０μｍ、曲げ幅Ｒ＝５００μｍ、パネ
ルユニット間間隙Ｇ＝２０μｍとすると、目地幅は、Ｗ＝（２００＋８０+５００）×２
＋２０＝１５８０μｍとなり、非発光間隔（画素ピッチ）よりも非常に大きくなってしま
う。
【００１８】
　この場合、継ぎ目を目立たなくするために目地幅を狭幅にしようとすると、隣接する２
つのパネルユニット１００１同士の継ぎ合わせ部における表示パネル１０１０の基板の厚
みなどを考慮すると、基板の折り曲げ部分に要求される曲率半径値は小さくなる。このた
め、基板が割れたり基板に形成した薄膜や電極が剥離したり割れたりするといった課題が
発生する。
【００１９】
　このように、従来のタイリングディスプレイ１０００の構成では、高精細化した場合に
、パネルユニット１００１間の継ぎ目が目立たない程度の目地幅を実現することが困難で
ある。
【００２０】
　本発明は、このような知見に基づいてなされたものであり、高精細化してもパネルユニ
ット間の継ぎ目を目立たなくすることができるディスプレイ装置を提供することを目的と
する。
【００２１】
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　上記目的を達成するために、本発明に係るディスプレイ装置の一態様は、複数のパネル
ユニットで構成されるディスプレイ装置であって、前記複数のパネルユニットのそれぞれ
は、複数の画素が形成された表示領域及び前記表示領域から第１の方向に電極配線が引き
出された引出領域を有する表示パネルと、前記表示パネルを支持する支持基板とを備え、
前記支持基板は、前記表示パネルの前記表示領域が配置される第１の面と、前記表示パネ
ルの前記引出領域が配置される第２の面と、前記第２の面の反対側に位置する第３の面と
を有し、前記複数のパネルユニットのうち前記第１の方向に並んで配置される第１のパネ
ルユニット及び第２のパネルユニットにおいて、前記第１のパネルユニット及び前記第２
のパネルユニットの各々の前記第１の面が１つの平面をなし、前記第１のパネルユニット
の前記第２の面と前記第２のパネルユニットの前記第３の面とが互いに対向して重なり合
い、前記第１のパネルユニットが備える前記表示パネルの前記引出領域が当該第１のパネ
ルユニットの前記第２の面と前記第２のパネルユニットの前記第３の面とに挟まれている
。
【００２２】
　本態様によれば、第１の方向に隣接する第１のパネルユニット及び第２のパネルユニッ
トにおいては、第１のパネルユニットの支持基板における第２の面と第２のパネルユニッ
トの支持基板における第３の面とが互いに対向して重なり合っており、かつ、第１のパネ
ルユニットが備える表示パネルの引出領域が、第１のパネルユニットの支持基板における
第２の面と第２のパネルユニットの支持基板における第３の面とに挟まれている。
【００２３】
　これにより、第１のパネルユニットと第２のパネルユニットとの継ぎ目の幅を狭くする
ことができるので、パネルユニット間の継ぎ目が目立たず、かつ、高精細な大型のディス
プレイ装置を実現できる。
【００２４】
　また、本発明に係るディスプレイ装置の一態様において、前記第２の面は、前記第１の
面に対して鈍角をなすように傾斜している、としてもよい。
【００２５】
　これにより、第１の面と第２の面との境界部分で表示パネルの引出領域を折り曲げたと
しても、表示パネルの基板が割れたり電極配線が剥離又は破損したりすることを容易に回
避することができる。
【００２６】
　また、本発明に係るディスプレイ装置の一態様において、前記第３の面は、前記第２の
面と平行な面である、としてもよい。
【００２７】
　これにより、複数のパネルユニットを並べる場合に、第１の方向に隣り合うパネルユニ
ットにおいて、互いの支持基板の第１の面を容易に１つの平面に配置することができる。
【００２８】
　また、本発明に係るディスプレイ装置の一態様において、前記第１の面と前記第２の面
との境界部分は、前記表示パネルの耐曲率半径よりも大きな曲率半径を有するように湾曲
している、としてもよい。
【００２９】
　これにより、表示パネルの基板に亀裂が生じたり電極配線が剥離又は破損することを防
止できる。
【００３０】
　また、本発明に係るディスプレイ装置の一態様において、前記第２の面と前記第３の面
との境界部分は、前記表示パネルの耐曲率半径よりも大きな曲率半径を有するように湾曲
している、としてもよい。
【００３１】
　これにより、表示パネルの基板に亀裂が生じたり電極配線が剥離又は破損することを防
止できる。
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【００３２】
　また、本発明に係るディスプレイ装置の一態様において、前記第１のパネルユニット及
び前記第２のパネルユニットはそれぞれ、保持板を備え、前記保持板は、前記支持基板に
おける前記第１の面に対向する第４の面側に位置するように配置されており、前記表示パ
ネルの前記引出領域は、前記支持基板の前記第４の面に対向する位置まで折り曲げられて
前記保持板に保持されている、としてもよい。
【００３３】
　これにより、表示パネルの引出領域が支持基板の第４の面（裏面）側にまで折り曲げら
れて保持されるので、パネルユニット間の継ぎ目の幅を容易に狭くすることができる。
【００３４】
　また、本発明に係るディスプレイ装置の一態様において、前記保持板は、前記表示パネ
ルの前記表示領域と平行に配置されている、としてもよい。
【００３５】
　これにより、引出領域と表示領域とが平行になるので、表示パネルの引出領域の折り曲
げ部分の曲率半径が表示パネルの耐曲率半径を超えることを抑制できる。したがって、表
示パネルの基板に亀裂が生じたり電極配線が剥離又は破損することを防止できる。
【００３６】
　また、本発明に係るディスプレイ装置の一態様において、前記第１のパネルユニット及
び前記第２のパネルユニットはそれぞれ、前記電極配線と電気的に接続される回路基板を
備え、前記回路基板は、前記支持基板の前記第４の面側において、前記表示パネルの前記
表示領域と平行に配置されている、としてもよい。
【００３７】
　これにより、パネルユニットが回路基板を備えていても、回路基板によってパネルユニ
ットが大型化することを抑制できるので、小型で薄型のパネルユニットを実現することが
できる。
【００３８】
　また、本発明に係るディスプレイ装置の一態様において、前記第１のパネルユニット及
び前記第２のパネルユニットはそれぞれ、前記表示パネルの前記引出領域に接続されたフ
レキシブル基板を備え、前記フレキシブル基板には、ドライバＩＣが設けられており、前
記フレキシブル基板は、前記保持板に接触している、としてもよい。
【００３９】
　これにより、ドライバＩＣで発生する熱を保持板を介して放熱させることができるので
、ドライバＩＣの熱破壊を抑制できる。
【００４０】
　また、本発明に係るディスプレイ装置の一態様において、前記保持板は、熱伝導率が高
い材質である、としてもよい。
【００４１】
　これにより、ドライバＩＣで発生する熱をさらに効果的に放熱させることができるので
、ドライバＩＣの熱破壊を一層抑制できる。
【００４２】
　また、本発明に係るディスプレイ装置の一態様において、前記回路基板は、前記支持基
板と前記保持板の間に設置されている、としてもよい。
【００４３】
　これにより、表示パネルの引出領域を折り曲げることによって生じる支持基板と保持板
との間のスペースに回路基板が配置されるので、パネルユニットが個々に回路基板を有し
ていても、薄型のパネルユニットを実現できる。
【００４４】
　また、本発明に係るディスプレイ装置の一態様において、前記回路基板は、前記支持基
板に覆われるように配置されている、としてもよい。
【００４５】
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　これにより、パネルユニットが個々に回路基板を有していても、複数のパネルユニット
を平面状に配列する際に、回路基板が邪魔になることがない。
【００４６】
　また、本発明に係るディスプレイ装置の一態様において、前記保持板は、前記表示パネ
ルの前記引出領域を挟持するように当該引出領域を保持する、としてもよい。
【００４７】
　これにより、表示パネルの引出領域を安定して保持することができる。
【００４８】
　また、本発明に係るディスプレイ装置の一態様において、前記表示パネルの前記引出領
域のうち、前記支持基板から前記保持板に保持されている部分にかけて折り曲げられた部
分は、前記表示パネルの耐曲率半径よりも大きな曲率半径を有するよう湾曲している、と
してもよい。
【００４９】
　これにより、表示パネルの基板に亀裂が生じたり電極配線が剥離又は破損することを防
止できる。
【００５０】
　また、本発明に係るディスプレイ装置の一態様において、前記第２の面及び第３面は、
平面である、としてもよい。
【００５１】
　これにより、第２の面と第３の面とで挟まれる表示パネルの引出領域に均一に力を加え
ることができる。したがって、引出領域を安定して保持することができるとともに、引出
領域に亀裂等が発生することを抑制できる。
【００５２】
　また、本発明に係るディスプレイ装置の一態様において、前記第２の面及び第３の面は
、互いに嵌め合う湾曲面である、としてもよい。
【００５３】
　これにより、第２の面に沿って表示パネルの引出領域を折り曲げることで、表示パネル
の引出領域における折り曲げ部分の曲率半径を規定することができる。
【００５４】
　また、本発明に係るディスプレイ装置の一態様において、前記表示パネルは、前記支持
基板の表面上に配された粘着層によって固定されている、としてもよい。
【００５５】
　これにより、表示パネルの表示領域を支持基板の第１の面に接着固定することができる
。
【００５６】
　また、本発明に係るディスプレイ装置の一態様において、前記表示パネルは、フレキシ
ブル素材からなる基板を用いて構成される、としてもよい。
【００５７】
　これにより、表示パネルの引出領域を容易に折り曲げることができる。
【００５８】
　また、本発明に係るパネルユニットの一態様は、複数個並べられることでディスプレイ
装置を構成するパネルユニットであって、前記パネルユニットは、複数の画素が形成され
た表示領域及び前記表示領域から第１の方向に電極配線が引き出された引出領域を有する
表示パネルと、前記表示パネルを支持する支持基板とを備え、前記支持基板は、前記表示
パネルの前記表示領域に対応する部分が配置される第１の面と、前記表示パネルの前記引
出領域に対応する部分が配置される第２の面と、前記第２の面の反対側に位置する第３の
面とを有する。
【００５９】
　これにより、本態様によれば、第１の方向に隣接する第１のパネルユニット及び第２の
パネルユニットにおいては、第１のパネルユニットの支持基板における第２の面と第２の
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パネルユニットの支持基板における第３の面とが互いに対向して重なり合っており、かつ
、第１のパネルユニットが備える表示パネルの引出領域が、第１のパネルユニットの支持
基板における第２の面と第２のパネルユニットの支持基板における第３の面とに挟まれて
いる。
【００６０】
　これにより、当該パネルユニットを複数個タイル状（行列状）に並べることで１つの大
きな表示画面を有するディスプレイ装置を構成した場合に、第１の方向に隣接するパネル
ユニット間の継ぎ目の幅を狭くすることができる。
【００６１】
　（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及び接続形態、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。
【００６２】
　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。
【００６３】
　（実施の形態１）
　まず、実施の形態１に係るパネルユニット１の構成について、図１を用いて説明する。
図１は、実施の形態１に係るパネルユニットの構成を示す図であり、（ａ）は平面図、（
ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ’線における同パネルユニットの側断面図、（ｃ）は（ａ）のＢ－
Ｂ’線における同パネルユニットの側断面図である。
【００６４】
　図１の（ａ）～（ｃ）に示すように、パネルユニット１は、画像を表示する表示パネル
１０と、表示パネル１０を支持する支持基板２０とを備える。表示パネル１０は、その一
部が折り曲げられて支持基板２０に支持されている。
【００６５】
　パネルユニット１は、さらに、表示パネル１０の折り曲げた部分を保持する保持板３０
と、表示パネル１０に接続されたフレキシブル基板４０と、フレキシブル基板４０に接続
されたフレキシブルケーブル５０と、フレキシブルケーブル５０に接続された回路基板６
０とを備える。
【００６６】
　本実施の形態におけるパネルユニット１は、大型のディスプレイ装置の単位構成となる
単位パネルユニットである。つまり、複数のパネルユニット１をタイル状（行列状）に並
べることによって、１つの大きな表示画面を有するディスプレイ装置（タイリングディス
プレイ）が構成される。
【００６７】
　以下、パネルユニット１の各構成部材について、図１を参照しながら、図２、図３、図
４Ａ及び図４Ｂを用いて説明する。
【００６８】
　図２は、実施の形態１に係るパネルユニットにおける表示パネルとフレキシブル基板と
フレキシブルケーブルとを示す平面図である。なお、図２は、折り曲げる前の平面状の表
示パネル１０の状態を示している。また、図３は、実施の形態１に係るパネルユニットに
おける表示パネルの一素子の構成を示す断面図である。また、図４Ａは、実施の形態１に
係るパネルユニットにおける支持基板の斜視図であり、図４Ｂは、同支持基板の側断面図
である。
【００６９】
　［表示パネル］
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　図２に示すように、表示パネル１０は、複数の画素が形成された表示領域１０ａと、表
示領域１０ａから所定の第１の方向に電極配線が引き出された引出領域１０ｂと、表示領
域１０ａの周辺に位置する周辺領域１０ｃとで構成されている。
【００７０】
　表示領域１０ａは、画像が表示される領域である。本実施の形態において、表示領域１
０ａの平面視形状は、正方形又は長方形の矩形状である。一方、引出領域１０ｂ及び周辺
領域１０ｃは、画像が表示されない非表示領域である。
【００７１】
　引出領域１０ｂは、矩形状の表示領域１０ａから表示領域１０ａの外側に張り出すよう
に形成された張り出し領域である。本実施の形態において、引出領域１０ｂは、表示領域
１０ａの四辺のうちの一辺のみから張り出すように形成されている。
【００７２】
　なお、表示領域１０ａの平面視形状は、矩形状に限らず、三角形や六角形などの多角形
であってもよい。また、引出領域１０ｂの平面視形状は、図２に示すような形状としても
よいし、略台形としてもよいし、引出領域１０ｂが張り出した方向（第１の方向）に長手
方向をなす長方形としてもよい。
【００７３】
　図３は、表示パネル１０に形成された一素子（一サブ画素）の構成の断面を示している
。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
の有機ＥＬパネルで説明するが、アクティブマトリクス駆動方式の有機ＥＬパネルであっ
てもよく、これに限定されるものではない。
【００７４】
　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１の基板１１と、
第１の基板１１上に形成された第１の電極配線１２と、第１の電極配線１２上に形成され
た平坦化層１３と、平坦化層１３の上に形成された第２の電極配線１４と、第２の電極配
線１４上に形成され、発光層を含む電気光学層である有機ＥＬ層１５と、有機ＥＬ層１５
上に形成された第３の電極配線１６と、第３の電極配線１６の上に形成された封止層１７
と、封止層１７の上に形成された第２の基板１８とを有する。
【００７５】
　第２の電極配線１４、有機ＥＬ層１５及び第３の電極配線１６によって有機ＥＬ素子１
０ＥＬが構成される。有機ＥＬ素子１０ＥＬは、バンク１９によって隣接する有機ＥＬ素
子１０ＥＬと区画されている。有機ＥＬ素子１０ＥＬは、封止層１７及び第２の基板１８
によって封止される。なお、光取り出し側の基板である第２の基板１８も、第１の基板１
１と同様に、フレキシブル素材によって構成されている。
【００７６】
　このように構成される表示パネル１０は、フレキシブル有機ＥＬパネルであり、一対の
フレキシブル基板である第１の基板１１と第２の基板１８との間に有機ＥＬ素子１０ＥＬ
が挟持された構成となっている。また、表示パネル１０は、基板に亀裂が生じたり電極配
線の剥離や破損などが生じたりしない程度の耐曲率半径をもって曲げることが可能な可撓
性を有している。
【００７７】
　なお、表示パネル１０は、第２の基板１８から光が出射されるトップエミッション型と
したが、第１の基板１１から光が出射されるボトムエミッション型であってもよい。
【００７８】
　次に、表示パネル１０の各構成部材について、さらに詳細に説明する。
【００７９】
　第１の基板１１及び第２の基板１８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
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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、又
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
基板１１及び第２基板１８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。
【００８０】
　第１の電極配線１２は、表示領域１０ａ内に形成される第２の電極配線１４及び第３の
電極配線１６を引出領域１０ｂに引き出す引き出し配線として機能し、表示パネル１０に
おいて、行方向に沿って複数本形成されている。具体的には、図示していないが、第２の
電極配線１４及び第３の電極配線１６の各々は、それぞれコンタクトホールを介して、複
数の第１の電極配線１２の各々に接続されている。
【００８１】
　つまり、第１の電極配線１２は、列方向に延設される第２の電極配線１４を行方向に引
き出すための複数の第１の引出配線と、行方向に延設される第３の電極配線１６を引出領
域１０ｂに引き出すための複数の第２の引出配線とによって構成されている。第１の電極
配線１２の第１の引出配線は、再度コンタクトホールを介して、引出領域１０ｂに行方向
に形成された第２の電極に接続され、端部にて露出した部分が電極端子として機能する。
【００８２】
　また、第１の電極配線１２の第２の引出配線は、表示領域１０ａを超えて引出領域１０
ｂ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電極端子として機能する。
なお、本実施の形態では、表示領域１０ａから第１の方向に第２の電極配線１４及び第３
の電極配線１６を引き出すための方法として、このような構成を用いたが、これに限定さ
れるものではない。
【００８３】
　第１の電極配線１２の材料としては、例えば、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、モ
リブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）などの金属又はこれらの金属の化合物、あるいは
、これらの金属を含む合金などを用いることができる。
【００８４】
　平坦化層１３は、ポリイミド系樹脂又はアクリル系樹脂などの絶縁材料からなり、第１
の電極配線１２の上面の段差を平坦化している。
【００８５】
　第２の電極配線１４は、例えばアノードとして機能し、表示領域１０ａにおいて列方向
に、引き出し領域１０ｂにおいて行方向に複数本形成されている。第２の電極配線１４の
材料としては、例えば、銀（Ａｇ）、アルミニウム（Ａｌ）、モリブデン（Ｍｏ）、タン
グステン（Ｗ）などの金属又はこれらの金属の化合物、あるいは、これらの金属を含む合
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本実施の形態に係る表示パ
ネル１０は、トップエミッション型であるので、下部電極である第２の電極配線１４は反
射電極であり、その表面部は高い反射性を有することが好ましい。
【００８６】
　有機ＥＬ層１５は、一般的な方法により形成することができる。有機ＥＬ層１５は、複
数の層によって形成されることが多く、例えば、第２の電極配線１４側から順に、正孔注
入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層などが形成される。
【００８７】
　有機ＥＬ層１５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。
【００８８】
　正孔注入層は、例えば、銀（Ａｇ）、モリブデン（Ｍｏ）、クロム（Ｃｒ）、バナジウ
ム（Ｖ）、タングステン（Ｗ）、ニッケル（Ｎｉ）、イリジウム（Ｉｒ）などの酸化物、
或いは、ＰＥＤＯＴ（ポリエチレンジオキシチオフェン）などの導電性ポリマー材料を用
いることができる。
【００８９】
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　正孔輸送層は、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：Ｔ
ＰＤ）、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。
【００９０】
　発光層の材料としては、例えば、オキシノイド化合物、ペリレン化合物、クマリン化合
物、アザクマリン化合物、オキサゾール化合物、オキサジアゾール化合物、ペリノン化合
物、ピロロピロール化合物、ナフタレン化合物、アントラセン化合物、フルオレン化合物
、フルオランテン化合物、テトラセン化合物、ピレン化合物、コロネン化合物、キノロン
化合物及びアザキノロン化合物、ピラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体、ローダミン化
合物、クリセン化合物、フェナントレン化合物、シクロペンタジエン化合物、スチルペン
化合物、ジフェニルキノン化合物、スチリル化合物、ブタジエン化合物、ジシアノメチレ
ンピラン化合物、ジシアノメチレンチオピラン化合物、フルオレセイン化合物、ピリリウ
ム化合物、チアピリリウム化合物、セレナピリリウム化合物、テルロピリリウム化合物、
芳香族アルダジエン化合物、オリゴフェニレン化合物、チオキサンテン化合物、シアニン
化合物、アクリジン化合物、８－ヒドロキシキノリン化合物の金属錯体、２－ビピリジン
化合物の金属錯体、シッフ塩と会ＩＩＩ族金属との錯体、オキシン金属錯体、希土類錯体
などの蛍光物質などを用いることができる。
【００９１】
　電子輸送層は、電子輸送性を示し、例えば、オキサジアゾール誘導体（ＯＸＤ）、トリ
アゾール誘導体（ＴＡＺ）、フェナンスロリン誘導体（ＢＣＰ、Ｂｐｈｅｎ）などを用い
ることができる。
【００９２】
　第３の電極配線１６は、例えばカソードとして機能し、表示領域１０ａにおいて行方向
に複数本形成されている。すなわち、第２の電極配線１４と第３の電極配線１６とは直交
して形成されている。第３の電極配線１６は、例えば、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　
Ｏｘｉｄｅ）、又は、ＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）などの導電性酸化
金属からなる透明電極を用いることができる。また、本実施の形態に係る表示パネル１０
は、トップエミッション型であるので、上部電極である第３の電極配線１６を通して光を
取り出す必要がある。このため、第３の電極配線１６は、有機ＥＬ素子１０ＥＬからの光
に対して透明であることが好ましい。
【００９３】
　封止層１７は、表示領域１０ａを被覆して封止し、有機ＥＬ層素子１０ＥＬが水分や空
気などに触れるのを防止するための層である。封止層１７は、例えば、窒化ケイ素（Ｓｉ
Ｎ）、酸窒化酸化ケイ素（ＳｉＯＮ）などの光透過性材料からなり、第３の電極配線１６
上に形成される。
【００９４】
　バンク１９は、例えば、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂又はノボラック型フェノー
ル樹脂などの絶縁性の有機材料からなり、第２の電極配線１４が形成された領域を避けて
形成されている。なお、バンク１９は、無機材料を用いて形成してもよい。
【００９５】
　以上のように説明した表示パネル１０の積層構造に関して、電子輸送層と第３の電極配
線１６との間に電子注入層を設けてもよい。
【００９６】
　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。
【００９７】
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　なお、本実施の形態では、表示パネル１０を任意形状に切断する方法として、ＹＡＧ第
３高調波レーザを用いて、表示領域１０ａ内の画素端より外側を画素ピッチ以下の幅で切
断を行ったが、有機ＥＬ素子１０ＥＬにダメージなく切断を行えるならば、この方法に限
ったものではない。
【００９８】
　［支持基板］
　図１の（ｂ）及び（ｃ）に示すように、支持基板２０は、表示パネル１０を保持するた
めの基台である。表示パネル１０は、支持基板２０に固定される。支持基板２０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又はアルミニウムな
どの金属などを用いることができる。また、支持基板２０の厚みは、一例として、５ｍｍ
である。
【００９９】
　本実施の形態における支持基板２０は、図４Ａ及び図４Ｂに示すように、平面視形状が
矩形状で断面形状が略平行四辺形の板状の基板であり、第１の面２０ａと、第２の面２０
ｂと、第３の面２０ｃと、第４の面２０ｄとを有する。
【０１００】
　第１の面２０ａは、表示パネル１０の表示領域１０ａが配置される面である。第１の面
２０ａは、平面状であって、支持基板２０の表側の主面（表側面）である。本実施の形態
において、第１の面２０ａの平面領域の形状は、表示パネル１０における表示領域１０ａ
と周辺領域１０ｃとを合わせた領域の形状と略同一である。
【０１０１】
　第２の面２０ｂは、第１の面２０ａ及び第４の面２０ｄと連続する面であって、表示パ
ネル１０の引出領域１０ｂが配置される面である。本実施の形態において、第２の面２０
ｂは、第１の面２０ａ及び第４の面２０ｄに対して傾斜する平面状の傾斜面である。
【０１０２】
　なお、第２の面２０ｂは、第１の面２０ａとは鈍角をなすように傾斜しており、第４の
面２０ｄとは鋭角をなすように傾斜している。第２の面２０ｂと第１の面２０ａとが鈍角
をなすように構成することで、第２の面２０ｂと第１の面２０ａとの境界部分で表示パネ
ル１０の引出領域１０ｂを折り曲げたとしても、表示パネル１０の基板が割れたり電極配
線が剥離又は破損したりすることを容易に回避することができる。
【０１０３】
　また、第１の面２０ａと第２の面２０ｂとの境界部分及び第４の面２０ｄと第２の面２
０ｂとの境界部分は、表示パネル１０の基板に亀裂が生じたり電極配線が剥離又は破損し
たりしないように、表示パネル１０の耐曲率半径よりも大きな曲率半径を有するように湾
曲しているとよい。つまり、当該境界部分にはアールをつけるとよい。
【０１０４】
　第３の面２０ｃは、第１の面２０ａ及び第４の面２０ｄと連続する面であって、第２の
面２０ｂの反対側に位置する面である。つまり、第３の面２０ｃは、第２の面２０ｂと対
向する面であり、本実施の形態において、第２の面２０ｂと平行な面となっている。これ
により、複数のパネルユニット１を並べる場合に、第１の方向に隣り合うパネルユニット
１において、互いの支持基板２０の第１の面２０ａを容易に１つの平面（同一平面）に配
置することができる。本実施の形態において、第３の面２０ｃは、第１の面２０ａ及び第
４の面２０ｄに対して傾斜する平面上の傾斜面である。
【０１０５】
　なお、第３の面２０ｃは、第１の面２０ａとは鋭角をなすように傾斜しており、第４の
面２０ｄとは鈍角をなすように傾斜している。また、第１の面２０ａと第３の面２０ｃと
の境界部分及び第４の面２０ｄと第３の面２０ｃとの境界部分は、隣り合うパネルユニッ
ト１の表示パネル１０の基板に悪影響を及ぼさないように、湾曲しているとよい。つまり
、当該境界部分にはアールをつけるとよい。
【０１０６】
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　第４の面２０ｄは、第２の面２０ｂ及び第３の面２０ｃと連続する面であって、第１の
面２０ａの反対側に位置する面である。第４の面２０ｄは、平面状であって、支持基板２
０の裏側の主面（裏側面）である。
【０１０７】
　また、支持基板２０には、ネジ７０を挿通するための挿通孔２１が設けられている。挿
通孔２１は、支持基板２０の厚み方向に貫通するように設けられている。本実施の形態で
は４本のネジ７０が用いられるので、挿通孔２１は支持基板２０の４箇所に設けられてい
る。
【０１０８】
　なお、ネジ７０のネジ頭が支持基板２０から飛び出していると表示パネル１０に悪影響
を及ぼす可能性がある。これを避けるために、ネジ７０のネジ頭は、支持基板２０の内部
に埋め込んでおくことが望ましく、例えば、図４Ａ及び図４Ｂに示すように、挿通孔２１
に、ネジ７０のネジ頭を収納するためのザグリ部（凹部）を設けておくとよい。また、ネ
ジ７０の位置は、表示パネル１０の封止層の幅や各電極の配置関係を考慮して決定すると
よい。
【０１０９】
　［保持板］
　図１の（ｂ）及び（ｃ）に示すように、保持板３０は、支持基板２０の裏側（第４の面
２０ｄ側）に位置するように配置されている。本実施の形態において、保持板３０は、表
示パネル１０の表示領域１０ａと平行に配置されている。つまり、保持板３０は、支持基
板２０の第１の面２０ａ及び第４の面２０ｄと平行に配置されている。これにより、表示
パネル１０の引出領域１０ｂと表示領域１０ａとが平行になるので、表示パネル１０の引
出領域１０ｂの折り曲げ部分の曲率半径が表示パネル１０の耐曲率半径を超えることを抑
制できる。
【０１１０】
　保持板３０には、ネジ７０を挿通するための挿通孔３１が設けられている。挿通孔３１
は、保持板３０の厚み方向に貫通するように設けられている。
【０１１１】
　また、保持板３０は、支持基板２０の裏側（第４の面２０ｄ側）の位置で表示パネル１
０の引出領域１０ｂを保持する。すなわち、表示パネル１０の引出領域１０ｂは、支持基
板２０の第４の面２０ｄに対向する位置まで折り曲げられて保持板３０に保持される。具
体的には、保持板３０は２枚の矩形基板からなり、表示パネル１０の引出領域１０ｂを挟
持するようにして引出領域１０ｂを保持する。
【０１１２】
　保持板３０は、さらに、フレキシブル基板４０及びフレキシブルケーブル５０も保持し
ている。具体的には、２枚の保持板３０は、表示パネル１０とフレキシブル基板４０との
重なり部分及びフレキシブルケーブル５０とフレキシブル基板４０との重なり部分を挟持
するようにして、フレキシブル基板４０とフレキシブルケーブル５０とを保持している。
【０１１３】
　保持板３０としては、フレキシブル基板４０に実装されるドライバＩＣ４１で発生する
熱を効率良く放熱させるために、熱伝導率が高い材質を用いるとよい。つまり、保持板３
０は、保持機能だけではなく、放熱機能も兼ね備えるように構成するとよい。
【０１１４】
　ドライバＩＣ４１は、電流が流れることによって発熱して高温になると壊れることがあ
るが、保持板３０に放熱機能を持たせることで、ドライバＩＣ４１での発熱を抑制するこ
とができる。これにより、電源電圧を高く保持することが可能となるので、表示パネル１
０に所望の画像を容易に表示することができる。なお、本実施の形態では、保持板３０と
して、安価で加工性が良く、かつ、熱伝導率が比較的高いアルミニウムからなるアルミ板
を用いた。
【０１１５】
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　また、フレキシブル基板４０の放熱性を向上させるために、フレキシブル基板４０は、
保持板３０に接触させるとよい。なお、放熱面積を大きく確保して高い放熱効果を得るた
めに、例えば、図１の（ｂ）及び（ｃ）に示すように、フレキシブル基板４０と保持板３
０とは面接触させるとよい。
【０１１６】
　さらに、ドライバＩＣ４１と保持板３０との間の空間に、熱伝導率の良い放熱シリコー
ンを塗布するとよい。これにより、放熱効果を向上させることができるので、ドライバＩ
Ｃ４１の発熱を一層抑制することができる。
【０１１７】
　なお、ドライバＩＣ４１で発生する熱を放熱させる方法は、本実施の形態の方法に限っ
たものではない。
【０１１８】
　また、本実施の形態では、同一形状の保持板３０を２枚用いたが、互いに形状の異なる
保持板３０を２枚用いて表示パネル１０の引出領域１０ｂを保持してもよいし、１枚の保
持板３０を用いて表示パネル１０の引出領域１０ｂを保持してもよい。
【０１１９】
　また、表示パネル１０の引出領域１０ｂへの悪影響を避けるために、保持板３０の角部
（エッジ）にアールをつけてもよい。
【０１２０】
　［フレキシブル基板］
　フレキシブル基板４０は、ＣＯＦ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｆｉｌｍ）又はＴＣＰ（Ｔａｐｅ
　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐａｃｋａｇｅ）であって、例えばポリイミドからなるフィルム状の
基材に銅箔等の金属配線が形成された可撓性を有するフレキシブルプリント配線基板にド
ライバＩＣ（ＬＳＩチップ）４１が直接実装されたものである。
【０１２１】
　図２に示すように、フレキシブル基板４０は、表示パネル１０の引出領域１０ｂの端部
に接続される。例えば、ＡＣＦ（Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　Ｃｏｎｄａｃｔｉｖｅ　Ｆｉ
ｌｍ）を用いて熱圧着によって接続することができる。
【０１２２】
　また、図１の（ｂ）及び（ｃ）に示すように、フレキシブル基板４０は、２枚の保持板
３０に挟持されて保持される。
【０１２３】
　［フレキシブルケーブル］
　フレキシブルケーブル５０は、ＦＰＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃ
ｕｉｔｓ）であって、例えばポリイミドからなるフィルム状の基材に銅箔等の金属配線が
形成された可撓性を有するフレキシブルプリント配線基板である。
【０１２４】
　図２に示すように、フレキシブルケーブル５０の一端は、フレキシブル基板４０に接続
される。また、図１の（ｂ）及び（ｃ）に示すように、フレキシブルケーブル５０の他端
は、回路基板６０に接続されている。
【０１２５】
　［回路基板］
　回路基板６０は、フレキシブル基板４０及びフレキシブルケーブル５０を介して、表示
パネル１０の各種配線と電気的に接続される。回路基板６０は、例えば、配線が形成され
たプリント基板と、プリント基板上に実装された複数の回路素子によって構成されている
。
【０１２６】
　図１の（ｂ）及び（ｃ）に示すように、回路基板６０は、支持基板２０の裏面側（第４
の面２０ｄ側）において、表示パネル１０の表示領域１０ａと平行に配置されている。つ
まり、回路基板６０は、支持基板２０の第１の面２０ａ及び第４の面２０ｄと平行に配置
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されている。
【０１２７】
　また、回路基板６０は、支持基板２０と保持板３０との間に設置されている。つまり、
回路基板６０は、引出領域１０ｂを折り曲げることによって生じる支持基板２０と保持板
３０との間のスペースを利用して配置される。これにより、パネルユニット１が個々に回
路基板６０を有していても、薄型のパネルユニットを実現できる。
【０１２８】
　さらに、回路基板６０は、支持基板２０に覆われるように配置されている。つまり、図
１の（ａ）に示すように、平面視したときに、回路基板６０は、支持基板２０からはみ出
さないように構成されている。これにより、パネルユニット１が個々に回路基板６０を有
していても、複数のパネルユニット１をタイル状に並べる際に、回路基板６０が邪魔にな
ることがない。
【０１２９】
　また、回路基板６０には、ネジ７０を挿通するための挿通孔６１が設けられている。挿
通孔６１は、回路基板６０の厚み方向に貫通するように設けられている。
【０１３０】
　［組み立て後のパネルユニットの構成］
　次に、組み立て後のパネルユニット１の詳細な構成について、図１を用いて説明する。
【０１３１】
　図１の（ａ）～（ｃ）に示すように、表示パネル１０の表示領域１０ａは、支持基板２
０の第１の面２０ａに固定される。本実施の形態では、表示パネル１０の表示領域１０ａ
は、支持基板２０の第１の面２０ａの表面上に配された粘着層によって支持基板２０に固
定されている。例えば、表示パネル１０の表示領域１０ａにおける表示パネル１０の背面
（非光取り出し側面）と支持基板２０の第１の面２０ａとの間に、粘着剤や接着剤、滑り
止めシートなどを貼り付けてることで、表示パネル１０と支持基板２０とを固定すること
ができる。
【０１３２】
　また、表示パネル１０の引出領域１０ｂは、周辺領域１０ｃとの境界近傍（つまり、支
持基板２０の第１の面２０ａと第２の面２０ｂとの境界部分）において、支持基板２０の
第２の面２０ｂに沿って折り曲げられている。さらに、引出領域１０ｂのうち第２の面２
０ｂからはみ出した部分の引出領域１０ｂは、支持基板２０の裏面（第４の面２０ｄ側の
面）に折り返すよう湾曲させて折り曲げられている。
【０１３３】
　支持基板２０の裏面にまで折り曲げられた表示パネル１０の引出領域１０ｂは、支持基
板２０の裏面側に配置された保持板３０に挟持されて保持される。この場合、支持基板２
０の挿通孔２１に挿通させたネジ７０によって保持板３０は支持基板２０に固定される。
より具体的には、支持基板２０に挿入したネジ７０を保持板３０の挿通孔３１に挿通させ
て、ネジ７０に装着したナット７１によって、保持板３０を支持基板２０に固定すること
ができる。これにより、折り曲げによって表示パネル１０の引出領域１０ｂに復元力（ス
プリングバック）が発生していても、折り曲げ状態が変わることなく表示パネル１０を一
定の形状で保持し続けることができる。
【０１３４】
　このように、表示パネル１０の引出領域１０ｂは、湾曲するように折り曲げられた状態
で支持基板２０に保持されている。この場合、表示パネル１０の引出領域１０ｂのうち、
支持基板２０から保持板３０に保持されている部分にかけて折り曲げられた部分は、表示
パネル１０の耐曲率半径よりも大きな曲率半径を有するよう湾曲している。これにより、
表示パネル１０の基板に亀裂が生じたり電極配線が剥離又は破損したりすることを防止で
きる。
【０１３５】
　なお、本実施の形態における表示パネル１０では、引出領域１０ｂが表示領域１０ａの
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一辺のみから張り出しており、当該一辺に対向する辺には引出領域１０ｂが形成されてい
ない。したがって、支持基板２０の第３の面２０ｃには、表示パネル１０が存在しない。
【０１３６】
　また、保持板３０は、上述のとおり、フレキシブル基板４０も保持している。フレキシ
ブル基板４０からはフレキシブルケーブル５０が導出されており、フレキシブルケーブル
５０は回路基板６０に接続されている。
【０１３７】
　回路基板６０は、支持基板２０と保持板３０との間に挿入するように配置されており、
回路基板６０には、保持板３０にネジ７０を挿入する前にネジ７０が挿入されて支持基板
２０に固定される。
【０１３８】
　また、保持板３０が挿入されないネジ７０にはスペーサー８０が装着されている。これ
により、パネルユニット１を板状の固体部材（不図示）に固定したときに、パネルユニッ
ト１の表面を固体部材の主面に対して傾かないようにすることができる。
【０１３９】
　なお、本実施の形態では、上述のような方法で表示パネル１０を支持基板２０に固定し
たが、表示パネル１０の支持基板２０への固定方法は、これに限ったものではない。
【０１４０】
　［ディスプレイ装置］
　次に、実施の形態１に係るディスプレイ装置１００について、図５及び図６を用いて説
明する。図５は、実施の形態１に係るディスプレイ装置の要部断面図である。図６は、実
施の形態１に係るディスプレイ装置の要部斜視図である。
【０１４１】
　図５及び図６に示すように、実施の形態１に係るディスプレイ装置１００は、上述のパ
ネルユニット１（タイリングパネルユニット）を単位パネルとして、当該パネルユニット
１を複数個タイル状に並べることで１つの大きな表示画面を有するタイリングディスプレ
イである。
【０１４２】
　具体的には、ディスプレイ装置１００は、各々が表示画面を有する複数のパネルユニッ
ト１と、パネルユニット１を固定するための固定部材２とを備える。なお、ディスプレイ
装置は、固定部材２に固定された複数のパネルユニット１を収納するための筐体をさらに
備えていてもよい。
【０１４３】
　固定部材２は、全体基板であって、ディスプレイ装置１００を構成する全てのパネルユ
ニット１をまとめて固定する。本実施の形態では、複数のパネルユニット１は、各パネル
ユニット１のネジ７０を利用して固定部材２に固定されている。具体的には、ネジ７０を
固定部材２に設けられた挿通孔に挿通して、ナット７２によって締め付け固定している。
固定部材２は、例えば、アルミプレート又はアルミシャーシ等である。
【０１４４】
　複数のパネルユニット１は、互いに隣接させて行列状に継ぎ合わせるように配列される
。例えば、全体として矩形状となるように複数のパネルユニット１を行列状に配列する。
【０１４５】
　この場合、複数のパネルユニット１のうち第１の方向（引出領域１０ｂが引き出された
方向）に並んで配置される第１のパネルユニット１ａ及び第２のパネルユニット１ｂにお
いては、第１のパネルユニット１ａ及び第２のパネルユニット１ｂの各々の支持基板２０
における第１の面２０ａが互いに１つの平面（同一平面）をなしている。これにより、第
１のパネルユニット１ａ及び第２のパネルユニット１ｂの各々の表示パネル１０は、同一
平面をなす２つの支持基板２０の各々に配置されるので、１つの表示面（同一の表示面）
を構成する。
【０１４６】
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　さらに、隣接する第１のパネルユニット１ａ及び第２のパネルユニット１ｂにおいては
、第１のパネルユニット１ａの支持基板２０における第２の面２０ｂと第２のパネルユニ
ット１ｂの支持基板２０における第３の面２０ｃとが互いに対向して重なり合っており、
かつ、第１のパネルユニット１ａが備える表示パネル１０の引出領域１０ｂが、第１のパ
ネルユニット１ａの支持基板２０における第２の面２０ｂと第２のパネルユニット１ｂの
支持基板２０における第３の面２０ｃとに挟まれている。
【０１４７】
　つまり、本実施の形態では、図２に示すように、パネルユニット１における表示パネル
１０の引出領域１０ｂが表示領域１０ａの一辺のみからしか張り出していないので、第１
のパネルユニット１ａの支持基板２０における第２の面２０ｂと第２のパネルユニット１
ｂの支持基板２０における第３の面２０ｃとの間には、第１のパネルユニット１ａにおけ
る表示パネル１０の引出領域１０ｂしか存在しない。
【０１４８】
　このように、本実施の形態におけるディスプレイ装置１００では、複数のパネルユニッ
ト１を行列状に配列する際、第１の方向（引出領域１０ｂが引き出された方向）に隣り合
う第１のパネルユニット１ａ及び第２のパネルユニット１ｂについては、互いの支持基板
２０の第１の面２０ａが１つの平面をなすように配列するとともに、第１のパネルユニッ
ト１ａの支持基板２０の第２の面２０ｂと第２のパネルユニット１ｂの支持基板２０の第
３の面２０ｃとが対向して重なり合うように配列している。
【０１４９】
　このように配列することによって、第１の方向（引出領域１０ｂが引き出された方向）
に並んで配置される第１のパネルユニット１ａと第２のパネルユニット１ｂとの境界部分
においては、第１のパネルユニット１ａの支持基板２０の第２の面２０ｂに配置された表
示パネル１０の引出領域１０ｂ上に、第２のパネルユニット１ｂの表示パネル１０の表示
領域１０ａが重なり合うことになる。
【０１５０】
　これにより、図６に示すように、第１のパネルユニット１ａと第２のパネルユニット１
ｂとの間の継ぎ目の間隔（目地幅）Ｗを、図１１の場合と比べて、狭くすることができる
。つまり、第１のパネルユニット１ａの表示領域１０ａにおける最端の画素ＰＸと第２の
パネルユニット１ｂの表示領域１０ａの最端の画素ＰＸとの間隔（距離）を画素ピッチに
近づけるように狭くすることができる。なお、画素ＰＸは、赤色発光用サブ画素Ｒと、緑
色発光用サブ画素Ｇと、青色発光用サブ画素Ｂとで構成されている。
【０１５１】
　以上、本実施の形態におけるディスプレイ装置１００によれば、第１のパネルユニット
１ａと第２のパネルユニット１ｂとの継ぎ目の幅を狭くすることができるので、複数のパ
ネルユニット１を並べたとしても、継ぎ目が目立たない。したがって、高精細化してもパ
ネルユニット間の継ぎ目を目立たなくすることができるディスプレイ装置を実現すること
ができる。
【０１５２】
　さらに、本実施の形態におけるディスプレイ装置１００では、パネルユニット１におけ
る表示パネル１が、第１の方向に張り出した引出領域１０ｂを第１の面２０ａと鈍角をな
す傾斜面である第２の面２０ｂに配置して折り曲げられており、かつ、第１の方向におけ
る引出領域１０ｂが形成された側とは反対側には折り曲げていない。
【０１５３】
　これにより、表示パネル１０の基板が割れたり電極配線が剥離又は破損したりすること
を回避することができる。
【０１５４】
　また、本実施の形態におけるディスプレイ装置１００では、表示パネル１０の引出領域
１０ｂと反対側に位置する周辺領域１０ｃを、支持基板２０の第１の面２０ａよりもはみ
出すように構成し、隣接するパネルユニット１の表示パネル１０の引出領域１０ｂ及び引
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出領域１０ｂ側の周辺領域１０ｃに重ね合わせて配置している。
【０１５５】
　これにより、パネルユニット１同士の継ぎ目の幅を一層低減することができるので、継
ぎ目をさらに目立たなくすることができる。
【０１５６】
　また、本実施の形態におけるパネルユニット１では、支持基板２０の第１の面２０ａと
第２の面２０ｂとの境界部分が所定の曲率半径を有するように構成されている。
【０１５７】
　これにより、表示パネル１０の引出領域１０ｂを、支持基板２０の第１の面２０ａと第
２の面２０ｂとの境界部分（角部）に沿わせて折り曲げることによって、表示パネル１０
の引出領域１０ｂにおける折り曲げ部分の曲率半径を規定することができるとともに、周
辺領域１０ｃの幅を制御することができる。また、引出領域１０ｂの折り曲げ部分の曲率
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の基
板に亀裂が生じたり電極配線が剥離又は破損したりすること防ぐことができる。
【０１５８】
　また、本実施の形態におけるパネルユニット１では、回路基板６０が支持基板２０と保
持板３０との間において、支持基板２０に覆われるように、かつ、支持基板２０及び保持
板３０と平行に配置されて固定されている。
【０１５９】
　これにより、回路基板６０は、隣接するパネルユニット１に接触することがない。また
、個々のパネルユニット１は、コンパクトであり、かつ個別で取り扱ったり駆動したり制
御したりすることが可能となる。
【０１６０】
　また、本実施の形態におけるパネルユニット１における支持基板２０については、対面
する第２の面２０ｂと第３の面２０ｃとを平面にしている。
【０１６１】
　これにより、第１の方向に隣接する２つのパネルユニット１において、一方のパネルユ
ニット１の支持基板２０の第２の面２０ｂと他方のパネルユニット１の支持基板２０の第
３の面２０ｃとによって表示パネル１０の引出領域１０ｂを挟持する際に、挟持される引
出領域１０ｂの部分に均一に力を加えることができる。したがって、引出領域１０ｂを安
定して保持することができるとともに、引出領域１０ｂに亀裂等が発生することを抑制で
きる。
【０１６２】
　（実施の形態２）
　次に、実施の形態２について、図７を用いて説明する。図７は、実施の形態２に係るパ
ネルユニット及びディスプレイ装置に用いられる支持基板の側断面図である。なお、本実
施の形態では、支持基板を除いて、実施の形態１とすべて同様の構成である。
【０１６３】
　図７に示すように、本実施の形態における支持基板２０Ａは、平面視形状及び断面形状
が矩形状の基板であり、第１の面２０ａと、第２の面２０ｂと、第３の面２０ｃと、第４
の面２０ｄとを有する。第１の面２０ａ及び第４の面２０ｄは、実施の形態１と同じであ
るが、本実施の形態では、第２の面２０ｂ及び第３の面２０ｃが第１の面２０ａ及び第４
の面２０ｄに対して傾斜しておらず、第１の面２０ａ及び第４の面２０ｄに対して略垂直
となっている。
【０１６４】
　また、第１の面２０ａと第２の面２０ｂの境界部分、第２の面２０ｂと第４の面２０ｄ
との境界部分、第４の面２０ｄと第３の面２０ｃとの境界部分、及び、第３の面２０ｃと
第１の面２０ａとの境界部分は、所定の曲率半径を有するように湾曲している。つまり、
支持基板２０Ａの４つの角部には、アールがつけられている。
【０１６５】
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　これにより、図２に示す表示パネル１０の引出領域１０ｂを支持基板２０Ａの角部に沿
わせて折り曲げることで、表示パネル１０の引出領域１０ｂの折り曲げ部分の曲率半径を
規定することができるとともに、表示パネル１０の周辺領域１０ｃの幅を制御することが
できる。
【０１６６】
　さらに、支持基板２０Ａの４つの角部（各面同士の境界部分）の曲率半径は、表示パネ
ル１０の耐曲率半径よりも大きくなっており、表示パネル１０の折り曲げ可能な値に設定
されている。
【０１６７】
　これにより、表示パネル１０の基板が割れたり電極配線の剥離又は破損したりすること
を防ぐことができる。特に、支持基板２０Ａの第１の面２０ａと第２の面２０ｂとの境界
部分及び支持基板２０Ａの第２の面２０ｂと第４の面２０ｄとの境界部分にアールをつけ
ることによって、表示パネル１０の引出領域１０ｂにおける基板の割れ等を防止できる。
【０１６８】
　本実施の形態においても、支持基板２０Ａを用いたパネルユニットを、実施の形態１の
ようにタイル状に並べることでディスプレイ装置を構成することができる。
【０１６９】
　具体的には、第１の方向（引出領域１０ｂが引き出された方向）に隣接する２つのパネ
ルユニットにおいて、各々の支持基板２０Ａにおける第１の面２０ａが互いに１つの平面
をなしており、かつ、一方のパネルユニットの支持基板２０Ａにおける第２の面２０ｂと
他方のパネルユニットの支持基板２０Ａにおける第３の面２０ｃとが互いに対向して重な
り合っており、かつ、一方のパネルユニットが備える表示パネル１０の引出領域１０ｂが
、当該一方のパネルユニットの支持基板２０Ａにおける第２の面２０ｂと他方のパネルユ
ニットの支持基板２０Ａにおける第３の面２０ｃとに挟まれている。
【０１７０】
　これにより、本実施の形態におけるディスプレイ装置でも、実施の形態１と同様の効果
を得ることができる。例えば、隣接するパネルユニット間の継ぎ目の幅を狭くすることが
できるので、継ぎ目の目立たない大型のディスプレイ装置を実現することができる。
【０１７１】
　また、本実施の形態でも、表示パネル１０の引出領域１０ｂと反対側に位置する周辺領
域１０ｃを、支持基板２０Ａの第１の面２０ａよりもはみ出すように構成し、隣接するパ
ネルユニットの表示パネル１０の引出領域１０ｂ及び引出領域１０ｂ側の周辺領域１０ｃ
に重ね合わせて配置するとよい。
【０１７２】
　これにより、パネルユニット同士の継ぎ目の幅を一層低減することができるので、継ぎ
目をさらに目立たなくすることができる。
【０１７３】
　また、支持基板２０Ａを用いた本実施の形態におけるパネルユニットによれば、複数の
パネルユニットを並べてディスプレイ装置として構成した後でも、１つのパネルユニット
だけを取り外すことが可能である。
【０１７４】
　これにより、故障等によりディスプレイ装置における１つのパネルユニットを交換する
必要が生じた場合に、並べられた複数のパネルユニットの中から交換対象のパネルユニッ
トだけを容易に取り外すことができる。
【０１７５】
　（実施の形態３）
　次に、実施の形態３について、図８を用いて説明する。図８は、実施の形態３に係るパ
ネルユニット及びディスプレイ装置に用いられる支持基板の側断面図である。なお、本実
施の形態では、支持基板を除いて、実施の形態１とすべて同様の構成である。
【０１７６】
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　図８に示すように、本実施の形態における支持基板２０Ｂは、第１の面２０ａと、第２
の面２０ｂと、第３の面２０ｃと、第４の面２０ｄとを有する。第１の面２０ａ及び第４
の面２０ｄは、実施の形態１と同じであるが、本実施の形態では、第２の面２０ｂ及び第
３の面２０ｃは、所定の曲率半径を有する湾曲面であり、互いに嵌め合うように構成され
ている。
【０１７７】
　これにより、図２に示す表示パネル１０の引出領域１０ｂを支持基板２０Ｂの第２の面
２０ｂに沿わせて折り曲げることで、表示パネル１０の引出領域１０ｂの折り曲げ部分の
曲率半径を規定することができるとともに、表示パネル１０の周辺領域１０ｃの幅を制御
することができる。
【０１７８】
　また、第１の面２０ａと第２の面２０ｂとの境界部分及び第２の面２０ｂと第４の面２
０ｄとの境界部分の曲率半径は、表示パネル１０の耐曲率半径よりも大きくなっており、
表示パネル１０の折り曲げ可能な値に設定されているとよい。具体的には、これらの境界
部分には、表示パネル１０の耐曲率半径よりも大きな曲率半径を有するようにアールがつ
いているとよい。
【０１７９】
　これにより、表示パネル１０の基板が割れたり電極配線の剥離又は破損したりすること
を防ぐことができる。特に、表示パネル１０の引出領域１０ｂにおける基板の割れ等を防
止できる。
【０１８０】
　本実施の形態においても、支持基板２０Ｂを用いたパネルユニットを、実施の形態１の
ようにタイル状に並べることでディスプレイ装置を構成することができる。
【０１８１】
　具体的には、第１の方向（引出領域１０ｂが引き出された方向）に隣接する２つのパネ
ルユニットにおいて、各々の支持基板２０Ｂにおける第１の面２０ａが互いに１つの平面
をなしており、かつ、一方のパネルユニットの支持基板２０Ｂにおける第２の面２０ｂと
他方のパネルユニットの支持基板２０Ｂにおける第３の面２０ｃとが互いに対向して重な
り合っており、かつ、一方のパネルユニットが備える表示パネル１０の引出領域１０ｂが
、当該一方のパネルユニットの支持基板２０Ｂにおける第２の面２０ｂと他方のパネルユ
ニットの支持基板２０Ｂにおける第３の面２０ｃとに挟まれている。
【０１８２】
　これにより、本実施の形態におけるディスプレイ装置でも、実施の形態１と同様の効果
を得ることができる。例えば、隣接するパネルユニット間の継ぎ目の幅を狭くすることが
できるので、継ぎ目の目立たない大型のディスプレイ装置を実現することができる。
【０１８３】
　なお、本実施の形態において、支持基板２０Ｂの第２の面２０ｂの曲面形状を半円形状
としたが、これに限らない。例えば、支持基板２０Ｂの第２の面２０ｂの曲面形状は、１
／４円形状などであっても構わない。また、この場合であっても、支持基板２０Ｂの第１
の面２０ａと第２の面２０ｂとの境界部分には、表示パネル１０の耐曲率半径よりも大き
な曲率半径を有するようにアールがついているとよい。
【産業上の利用可能性】
【０１８４】
　本発明は、パネルユニット又はディスプレイ装置に適用することができる。特に、小型
のパネルユニットを複数個継ぎ合わせて構成される大型のディスプレイ装置として有用で
ある。
【符号の説明】
【０１８５】
　１、１００１　パネルユニット
　１ａ　第１のパネルユニット
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　１ｂ　第２のパネルユニット
　２　固定部材
　１０、１０１０　表示パネル
　１０ａ、１０１０ａ　表示領域
　１０ｂ　引出領域
　１０ｃ　周辺領域
　１０ＥＬ　有機ＥＬ素子
　１１　第１の基板
　１２　第１の電極配線
　１３　平坦化層
　１４　第２の電極配線
　１５　有機ＥＬ層
　１６　第３の電極配線
　１７　封止層
　１８　第２の基板
　１９　バンク
　２０、２０Ａ、２０Ｂ　支持基板
　２０ａ　第１の面
　２０ｂ　第２の面
　２０ｃ　第３の面
　２０ｄ　第４の面
　２１、３１、６１　挿通孔
　３０　保持板
　４０　フレキシブル基板
　４１　ドライバＩＣ
　５０　フレキシブルケーブル
　６０　回路基板
　７０　ネジ
　７１、７２　ナット
　８０　スペーサー
　１００　ディスプレイ装置
　１０００　タイリングディスプレイ
　１０１０ｂ　張り出し領域
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