
JP 2013-20181 A 2013.1.31

10

(57)【要約】
【課題】従来と比べてより狭額縁化を図ることが可能な
表示装置等を提供する。
【解決手段】表示装置は、有効表示領域と、この有効表
示領域の外縁に位置する額縁領域とを有する表示パネル
と、この表示パネルの観察面側に配設され、少なくとも
周縁領域の一部分にレンズ機能部を有するレンズ部材と
を備えている。レンズ部材におけるレンズ機能部側の外
形線が、表示パネルにおける額縁領域の外形線よりも外
側に配置されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有効表示領域と、この有効表示領域の外縁に位置する額縁領域とを有する表示パネルと
、
　前記表示パネルの観察面側に配設され、少なくとも周縁領域の一部分にレンズ機能部を
有するレンズ部材と
　を備え、
　前記レンズ部材における前記レンズ機能部側の外形線が、前記表示パネルにおける前記
額縁領域の外形線よりも外側に配置されている
　表示装置。
【請求項２】
　前記表示パネルの周囲に外装部材が配設され、
　前記レンズ機能部の外端領域において、前記レンズ部材が前記外装部材によって支持さ
れている
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記表示パネルとしての液晶表示パネルと、
　前記液晶表示パネルの背面側に配設された光源部と
　を備え、
　前記外装部材が、前記光源部に接続されている
　請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記表示パネルが有機ＥＬ表示パネルであり、
　前記有機ＥＬ表示パネルは、前記外装部材に収容されている
　請求項２に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記表示パネルが、一対の基板と、前記一対の基板間に挿設された液晶層と、入射側偏
光板とを有する液晶表示パネルであり、
　前記レンズ部材における前記液晶表示パネル側に、出射側偏光板が貼設されている
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記レンズ部材が、液晶レンズを用いて構成されている
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記レンズ機能部が、前記レンズ部材における周縁領域全体に形成されている
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項８】
　表示装置を備え、
　前記表示装置は、
　有効表示領域と、この有効表示領域の外縁に位置する額縁領域とを有する表示パネルと
、
　前記表示パネルの観察面側に配設され、少なくとも周縁領域の一部分にレンズ機能部を
有するレンズ部材と
　を備え、
　前記レンズ部材における前記レンズ機能部側の外形線が、前記表示パネルにおける前記
額縁領域の外形線よりも外側に配置されている
　電子機器。
【請求項９】
　有効表示領域と、この有効表示領域の外縁に位置する額縁領域とを有する表示パネルを
形成する工程と、
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　前記表示パネルの観察面側に、少なくとも周縁領域の一部分にレンズ機能部を有するレ
ンズ部材を形成する工程と
　を含み、
　前記レンズ部材における前記レンズ機能部側の外形線を、前記表示パネルにおける前記
額縁領域の外形線よりも外側に配置する
　表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、表示パネルの観察面側にレンズ部材を有する表示装置およびその製造方法、
ならびにそのような表示装置を備えた電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今の電子機器のトレンドでは、小型化が一層と進んでいる。これに対してディスプレ
イ（表示装置）の大型化の要求は強いことから、電子機器における小型化のトレンドに応
えるためには、表示装置（表示パネル）自体の狭額縁化が必要となってきている。しかし
ながら、表示パネルにおける額縁幅については、既に１ｍｍを下回るものも開発されてき
ており、物理的な狭額縁化については限界が近いと考えられている。
【０００３】
　そこで、上記の問題に対する解決策の１つとして、表示パネルの観察面側にレンズ部材
を配置し、擬似的な狭額縁化を実現する手法が提案されている（例えば、特許文献１参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１５０９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１の手法を用いることにより、ある程度の狭額縁化（擬似的な狭額縁化）
が図られる。しかしながら、上記した昨今のトレンドを考慮すると、更なる狭額縁化を実
現する手法の提案が望まれる。
【０００６】
　本開示はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、従来と比べてより狭額縁
化を図ることが可能な表示装置およびその製造方法ならびに電子機器を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の表示装置は、有効表示領域と、この有効表示領域の外縁に位置する額縁領域と
を有する表示パネルと、この表示パネルの観察面側に配設され、少なくとも周縁領域の一
部分にレンズ機能部を有するレンズ部材とを備えている。レンズ部材におけるレンズ機能
部側の外形線が、表示パネルにおける額縁領域の外形線よりも外側に配置されている。
【０００８】
　本開示の表示装置の製造方法は、有効表示領域と、この有効表示領域の外縁に位置する
額縁領域とを有する表示パネルを形成する工程と、この表示パネルの観察面側に、少なく
とも周縁領域の一部分にレンズ機能部を有するレンズ部材を形成する工程とを含み、レン
ズ部材におけるレンズ機能部側の外形線を、表示パネルにおける額縁領域の外形線よりも
外側に配置するようにしたものである。
【０００９】
　本開示の電子機器は、上記本開示の表示装置を備えたものである。
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【００１０】
　本開示の表示装置およびその製造方法ならびに電子機器では、有効表示領域から出射さ
れた表示光が、レンズ部材におけるレンズ機能部によって光路変換されたのちに外部に出
射される（擬似的な狭額縁化作用）。ここで、レンズ部材におけるレンズ機能部側の外形
線が、表示パネルにおける額縁領域の外形線よりも外側に配置される。これにより、有効
表示領域内の額縁領域側から出射された表示光が、レンズ機能部によって観察者側に光路
変換され易くなる。すなわち、レンズ部材（レンズ機能部）において光路変換された表示
光が、有効表示領域内の出射元の領域によらず、全体として観察者側に到達し易くなる。
【発明の効果】
【００１１】
　本開示の表示装置およびその製造方法ならびに電子機器によれば、レンズ部材における
レンズ機能部側の外形線を、表示パネルにおける額縁領域の外形線よりも外側に配置する
ようにしたので、有効表示領域から出射された表示光を、全体として観察者側に到達し易
くすることができる。よって、レンズ機能部による擬似的な狭額縁化作用を強めることが
でき、従来と比べてより狭額縁化を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本開示の一実施の形態に係る表示装置の外観構成例を表す斜視図である。
【図２】図１に示した表示装置の詳細構成例を表す断面図である。
【図３】比較例に係る表示装置の構成例を表す断面図である。
【図４】変形例１に係る表示装置の構成例を表す断面図である。
【図５】変形例２に係る表示装置の外観構成例を表す斜視図である。
【図６】図５に示した表示装置の詳細構成例を表す断面図である。
【図７】変形例３に係る表示装置の構成例を表す断面図である。
【図８】図７に示したレンズ部材の詳細構成例を模式的に表す断面図である。
【図９】変形例４に係る表示装置の構成例を表す断面図である。
【図１０】変形例５に係る表示装置の構成例を表す断面図である。
【図１１】変形例６に係る表示装置の構成例を表す断面図である。
【図１２】変形例７に係る表示装置の外観構成例を表す斜視図である。
【図１３】実施の形態および各変形例に係る表示装置の適用例１における（Ａ）表側から
見た外観、（Ｂ）裏側から見た外観を表す斜視図である。
【図１４】（Ａ）は適用例２の表側から見た外観を表す斜視図であり、（Ｂ）は裏側から
見た外観を表す斜視図である。
【図１５】適用例３の外観を表す斜視図である。
【図１６】適用例４の外観を表す斜視図である。
【図１７】（Ａ）は適用例５の開いた状態の正面図、（Ｂ）はその側面図、（Ｃ）は閉じ
た状態の正面図、（Ｄ）は左側面図、（Ｅ）は右側面図、（Ｆ）は上面図、（Ｇ）は下面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以
下の順序で行う。

１．実施の形態（液晶表示装置の場合の例１）
２．変形例
　　　変形例１（液晶表示装置の場合の例２：レンズ部材側に出射側偏光板を設けた例）
　　　変形例２（液晶表示装置の場合の例３：レンズ部材を外装部材で支持する例）
　　　変形例３（液晶表示装置の場合の例４：レンズ部材が液晶レンズからなる例１）
　　　変形例４（液晶表示装置の場合の例５：レンズ部材が液晶レンズからなる例２）
　　　変形例５（有機ＥＬ（Electro Luminescence）表示装置の場合の例１）
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　　　変形例６（有機ＥＬ表示装置の場合の例２：レンズ部材が液晶レンズからなる例）
　　　変形例７（レンズ部材の全ての端辺側にレンズ機能部を設けた例）
３．適用例（表示装置の電子機器への適用例）
４．その他の変形例
【００１４】
＜実施の形態＞
［液晶表示装置１の構成］
　図１は、本開示の一実施の形態に係る表示装置（液晶表示装置１）の外観構成を斜視図
で模式的に表したものである。また、図２は、この液晶表示装置１における断面構成例（
図１中におけるＩＩ－ＩＩ線に沿った矢視断面構成例）を表したものである。
【００１５】
　図１に示したように、液晶表示装置１は、背面（裏面）側から観察面（表示面，前面）
側に向かって、バックライト１０、液晶表示パネル１１およびレンズ部材１２をこの順に
備えている。液晶表示装置１はまた、図２に示したように、液晶表示パネル１１とレンズ
部材１２との間に、樹脂層１３を備えている。
【００１６】
　バックライト１０は、液晶表示パネル１１の背面側に配設されており、液晶表示パネル
１１に向けて光を照射する光源部である。このようなバックライト１０は、例えば、ＣＣ
ＦＬ（Cold Cathode Fluorescent Lamp：冷陰極蛍光ランプ）やＬＥＤ（Light Emitting 
Diode：発光ダイオード）等の光源と、各種の光学シートとを含んで構成されている（い
ずれも図示せず）。
【００１７】
（液晶表示パネル１１）
　液晶表示パネル１１は、液晶素子を用いて構成された表示パネルであり、図１に示した
ように、複数の画素（図示せず）を含む有効表示領域１１ａと、この有効表示領域１１ａ
の外縁（周縁）に位置する額縁領域（非表示領域）１１ｂとを有している。この液晶表示
パネル１１はまた、背面側（バックライト１０側）から観察面側（レンズ部材１２側）に
向かって、偏光板１１１Ａ（入射側偏光板）と、基板１１０Ａと、液晶層１１２ａおよび
遮光膜１１２ｂと、基板１１０Ｂと、偏光板１１１Ｂ（出射側偏光板）とを有する積層構
造となっている（図２参照）。
【００１８】
　基板１１０Ａ，１１０Ｂ（一対の基板）はそれぞれ、光透過性を有する基板であり、例
えばガラス基板等を用いて構成されている。基板１１０Ａは、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ
：Thin Film Transistor）等の素子や配線（いずれも図示せず）が形成されたＴＦＴ基板
として機能する。一方、基板１１０Ｂは、カラーフィルタ（ＣＦ：Color Filter）やブラ
ックマトリクス（ＢＭ）が形成されたＣＦ基板として機能する。
【００１９】
　偏光板１１１Ａ，１１１Ｂはそれぞれ、入射光のうちの特定の偏光成分を選択的に透過
させると共に他の偏光成分を吸収する機能を有する光学素子である。これらの偏光板１１
１Ａ，１１１Ｂは、互いの透過軸同士が直交するように配置される（クロスニコル配置）
か、あるいは、互いの透過軸同士が平行となるように配置される（パラレルニコル配置）
。
【００２０】
　液晶層１１２ａは、基板１１０Ａ，１１０Ｂ間に挿設されており、有効表示領域１１ａ
において液晶素子を構成するようになっている。遮光膜１１２ｂは、額縁領域１１ｂに配
設されている。なお、この額縁領域１１ｂには、例えば各種の周辺回路（駆動回路等）が
形成されている。
【００２１】
　樹脂層１３は、液晶表示パネル１１とレンズ部材１２とを互いに貼り合わせるための接
着層として機能するものであり、例えばアクリル等の樹脂材料からなる。なお、このよう
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な樹脂層１３の代わりに、液晶表示パネル１１とレンズ部材１２との間に空気層（ギャッ
プ層）を設けるようにしてもよく、以下同様である。
【００２２】
（レンズ部材１２）
　レンズ部材１２は、液晶表示パネル１１の観察面側に配設されており、少なくとも周縁
領域（外端領域）の一部分にレンズ機能部１２ａを有している。具体的には、本実施の形
態では、レンズ部材１２における４つの端辺のうちの１つの端辺側に、凸レンズとして機
能するレンズ機能部１２ａが形成されている（図１参照）。このレンズ部材１２は、例え
ば、ＢＫ７等の光学ガラス材料や、アクリル，ポリカーボネートなどの樹脂材料により構
成されている。
【００２３】
　また、本実施の形態では、レンズ部材１２におけるレンズ機能部１２ａ側の外形線が、
液晶表示パネル１１における額縁領域１１ｂの外形線よりも外側に配置されている（図２
参照）。換言すると、レンズ部材１２におけるレンズ機能部１２ａ側の外端が、液晶表示
パネル１１全体（有効表示領域１１ａおよびと額縁領域１１ｂの双方）の外端（外形）よ
りも外側に位置するように、レンズ部材１２が配置されている。
【００２４】
［液晶表示装置１の製造方法］
　この液晶表示装置１は、例えば次のようにして製造することができる。すなわち、まず
、前述した有効表示領域１１ａおよび額縁領域１１ｂを有する液晶表示パネル１１を形成
する。具体的には、ガラス基板等を用いて、ＴＦＴ基板としての基板１１０ＡおよびＣＦ
基板としての基板１１０Ｂをそれぞれ形成したのち、これらの基板１１０Ａ，１１０Ｂ間
に液晶を注入することにより、液晶層１１２ａを形成する。また、基板１１０Ａ，１１０
Ｂ間における額縁領域１１ｂに、遮光膜１１２ｂを形成する。このようにして、液晶表示
パネル１１が形成される。
【００２５】
　次いで、液晶表示パネル１１の背面側にバックライト１０を配置すると共に、液晶表示
パネル１１の観察面側に、レンズ機能部１２ａを有するレンズ部材１２を形成する。具体
的には、そのようなレンズ部材１２を、例えばアクリル等を用いて形成したのち、樹脂層
１３を介してこのレンズ部材１２と液晶表示パネル１１とを互いに貼り合わせる。その際
、前述したように、レンズ部材１２におけるレンズ機能部１２ａ側の外形線を、液晶表示
パネル１１における額縁領域１１ｂの外形線よりも外側に配置するようにする。以上によ
り、図１および図２に示した液晶表示装置１が完成する。
【００２６】
［液晶表示装置１の作用・効果］
（基本動作）
　この液晶表示装置１では、図１および図２に示したように、バックライト１０から出射
された光（例えば、照明光Ｌ１０，Ｌ２０）が、駆動回路（図示せず）による制御に従っ
て、液晶表示パネル１１において画素ごとに変調される。これにより、液晶表示パネル１
１における観察面側から表示光Ｌ１（例えば、表示光Ｌ１１，Ｌ１２）が出射され、レン
ズ部材１２へ入射する。そして、この表示光Ｌ２（Ｌ１１，Ｌ１２）は、レンズ部材１２
から表示光Ｌ２（例えば、表示光Ｌ１２，Ｌ２２）として外部へ出射される。このように
して、液晶表示装置１において映像表示がなされる。
【００２７】
　この際、図２に示したように、有効表示領域１１ａのうちの額縁領域１１ｂ側から出射
された表示光Ｌ１１，Ｌ２１は、レンズ部材１２におけるレンズ機能部１２ａによって光
路変換されたのち、表示光Ｌ１２，Ｌ２２として外部に出射される。具体的には、レンズ
部材１２における外側方向に向かってレンズ部材１２へ斜方入射した表示光Ｌ１１，Ｌ２
１が、レンズ機能部１２ａにおいて屈折されることにより、液晶表示装置１の厚み方向（
垂直方向）に光路変換され、観察者側に出射される。このようにして、観察者にとっては
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、額縁領域１１ｂにおいても表示光が出射されるように見えるため、擬似的な狭額縁化作
用がなされる。
【００２８】
（比較例）
　ここで、図３は、比較例に係る表示装置（液晶表示装置１０１）の断面構成を模式的に
表したものである。この比較例の液晶表示装置１０１は、本実施の形態の液晶表示装置１
と同様に、背面側から観察面側に向かって、バックライト１０、液晶表示パネル１１、樹
脂層１３およびレンズ部材１２をこの順に備えている。
【００２９】
　ただし、この液晶表示装置１０１では液晶表示装置１とは異なり、レンズ部材１２にお
けるレンズ機能部１２ａ側の外形線が、液晶表示パネル１１における額縁領域１１ｂ上に
位置するように、レンズ部材１２が配置されている。換言すると、レンズ部材１２におけ
るレンズ機能部１２ａ側の外形線が、液晶表示パネル１１における有効表示領域１１ａの
外形線よりは外側に配置されているものの、額縁領域１１ｂの外形線よりは内側に配置さ
れている。
【００３０】
　このため、液晶表示装置１０１では、レンズ部材１２における外側方向に向かってレン
ズ部材１２へ斜方入射した表示光の一部（例えば、図３中に示した表示光Ｌ２１）が、レ
ンズ部材１２におけるレンズ機能部１２ａではなく、レンズ部材１２の側面側で屈折され
てしまう。これにより、有効表示領域１２ａ内の額縁領域１２ｂ側から出射された表示光
の一部（例えば表示光Ｌ２１）が、液晶表示装置１の厚み方向（垂直方向）には光路変換
されず、液晶表示装置１０１の外側に向かって出射されることになる。すなわち、レンズ
部材１２（レンズ機能部１２ａ）において光路変換された表示光が、有効表示領域１１ａ
内の出射元の領域によっては、観察者側に到達しにくくなる。その結果、観察者にとって
は、額縁領域１１ｂの一部（外縁側の一部）の領域（ここでは、図３中に示した領域１０
１ｂ）が、暗く見える領域となってしまう。つまり、この液晶表示装置１０１では、レン
ズ部材１２（レンズ機能部１２ａ）を用いた擬似的な狭額縁化の効果が、不十分となって
しまう。
【００３１】
（本実施の形態の作用）
　これに対して本実施の形態の液晶表示装置１では、図２に示したように、レンズ部材１
２におけるレンズ機能部１２ａ側の外形線が、液晶表示パネル１１における額縁領域１１
ｂの外形線よりも外側に配置されている。換言すると、レンズ部材１２におけるレンズ機
能部１２ａ側の外端が、液晶表示パネル１１全体（有効表示領域１１ａおよびと額縁領域
１１ｂの双方）の外端よりも外側に位置するように、レンズ部材１２が配置されている。
【００３２】
　これにより、有効表示領域１１ａ内の額縁領域１１ｂ側から出射された表示光（ここで
は表示光Ｌ１１，Ｌ２１）が、レンズ機能部１２ａによって観察者側に光路変換され易く
なる。すなわち、上記比較例とは異なり、レンズ部材１２（レンズ機能部１２ａ）におい
て光路変換された表示光が、有効表示領域１１ａ内の出射元の領域によらず、全体として
観察者側に到達し易くなる。このため、本実施の形態では、表示光の一部（例えば表示光
Ｌ２１）が観察者側に到達しにくい比較例と比べ、レンズ機能部１２ａによる擬似的な狭
額縁化作用が強まることになる（額縁領域１１ｂ内に暗く見える領域が存在しにくくなる
）。
【００３３】
　以上のように本実施の形態では、レンズ部材１２におけるレンズ機能部１２ａ側の外形
線を、表示パネル１１における額縁領域１１ｂの外形線よりも外側に配置するようにした
ので、有効表示領域１１ａから出射された表示光を、全体として観察者側に到達し易くす
ることができる。よって、レンズ機能部１２ａによる擬似的な狭額縁化作用を強めること
ができ、従来と比べてより狭額縁化を図ることが可能となる。
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【００３４】
　また、例えば、液晶表示装置１内に複数の液晶表示パネル１１を並設して用いる場合な
どにも、隣接する液晶表示パネル１１間での繋ぎ目（液晶表示パネル１１間の額縁領域）
を見えにくくすることができ、その場合には高画質化を図ることも可能となる。
【００３５】
＜変形例＞
　続いて、上記実施の形態の変形例（変形例１～７）について説明する。なお、上記実施
の形態と同一の構成要素については同一符号を付し、その説明を適宜省略する。
【００３６】
［変形例１］
　図４は、変形例１に係る表示装置（液晶表示装置１Ａ）の断面構成例を模式的に表した
ものである。本変形例の液晶表示装置１Ａは、背面側から観察面側に向かって、バックラ
イト１０、液晶表示パネル１１Ａ、樹脂層１３、偏光板１１１Ｂおよびレンズ部材１２を
この順に備えている。また、液晶表示パネル１１Ａは、背面側から観察面側に向かって、
偏光板１１１Ａと、基板１１０Ａと、液晶層１１ａおよび遮光層１１ｂと、基板１１０Ｂ
とを有している。
【００３７】
　すなわち、この液晶表示装置１Ａは、上記実施の形態の液晶表示装置１において、出射
側の偏光板１１１Ｂを、液晶表示パネル１１内（基板１１０Ｂと樹脂層１３との間）の代
わりに、樹脂層１３とレンズ部材１２との間に配設させたものであり、他の構成は同様と
なっている。具体的には、ここでは偏光板１１１Ｂは、レンズ部材１２の背面側（液晶表
示パネル１１側）に貼設（接合）されている。
【００３８】
　このような構成により本変形例の液晶表示装置１Ａでは、上記実施の形態における効果
に加え、以下の効果を得ることが可能となる。すなわち、本変形例では、偏光板１１１Ｂ
がレンズ部材１２の背面側に貼設されることにより、偏光板１１１Ｂの外形線が液晶表示
パネル１１Ａの外形線よりも外側に位置することになる。このため、本変形例では上記実
施の形態と比べ、偏光板１１１Ｂを配置する際の位置ずれの許容度を大きくすることがで
き、この偏光板１１１Ｂの貼り合わせ公差分、更に狭額縁化を図ることが可能となる。
【００３９】
［変形例２］
　図５は、変形例２に係る表示装置（液晶表示装置１Ｂ）の外観構成を斜視図で模式的に
表したものである。また、図６（Ａ），（Ｂ）はそれぞれ、この液晶表示装置１Ｂにおけ
る断面構成例（図５中におけるＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った矢視断面構成例）を表したもの
である。
【００４０】
　本変形例の液晶表示装置１Ｂは、図５に示したように、上記実施の形態の液晶表示装置
１または上記変形例１の液晶表示装置１Ａにおいて、液晶表示パネル１１または液晶表示
パネル１１Ａの周囲の少なくとも一部に、外装部材（筺体，枠体）１４を更に設けたもの
となっている。なお、このような外装部材１４は、例えばアルミニウムやステンレス等の
金属材料などにより構成されている。
【００４１】
　具体的には、図６（Ａ）に示した液晶表示装置１Ｂの例では、その背面側から観察面側
に向かって、バックライト１０、液晶表示パネル１１、樹脂層１３およびレンズ部材１２
がこの順に設けられている。また、バックライト１０の外端領域上の一部に、外装部材１
４が配設（立設）されている。換言すると、外装部材１４はバックライト１０に対して物
理的に接続（連結）されている。そして、レンズ機能部１２ａの外端領域において、レン
ズ部材１２が外装部材１４によって支持されている。すなわち、図６（Ａ）に示した液晶
表示装置１Ｂは、液晶表示装置１において外装部材１４を更に設けたものに対応している
。
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【００４２】
　また、図６（Ｂ）に示した液晶表示装置１Ｂの例では、その背面側から観察面側に向か
って、バックライト１０、液晶表示パネル１１Ａ、樹脂層１３、偏光板１１１Ｂおよびレ
ンズ部材１２がこの順に設けられている。そして、図６（Ａ）の例と同様に、レンズ機能
部１２ａの外端領域において、レンズ部材１２が外装部材１４によって支持されている。
すなわち、図６（Ｂ）に示した液晶表示装置１Ｂは、液晶表示装置１Ａにおいて外装部材
１４を更に設けたものに対応している。
【００４３】
　このようにして本変形例の液晶表示装置１Ｂでは、レンズ機能部１２ａの外端領域にお
いて、レンズ部材１２が外装部材１４によって支持されているようにしたので、液晶表示
装置１，１Ａにおける効果に加え、以下の効果を得ることが可能となる。すなわち、額縁
領域１１ｂに亘ってレンズ部材１２を配置すると、物理的な狭額縁化の観点からは、レン
ズ部材１２を支持するスペースを確保しにくくなるため、液晶表示装置における機械的な
強度が低下してしまうおそれがある。具体的には、液晶表示パネル１１が撓んだときなど
に、実用上の強度低下の問題が生じ易くなる。したがって、元々設けられている外装部材
１４をレンズ部材１２の支持部材としても機能させることによって、専用の支持部材を別
途設けることなく（部材コストを増加させることなく）、液晶表示装置１Ｂにおける機械
的な強度を向上させることが可能となる。
【００４４】
［変形例３］
　図７（Ａ），（Ｂ）はそれぞれ、変形例３に係る表示装置（液晶表示装置１Ｃ）の断面
構成例を模式的に表したものである。本変形例の液晶表示装置１Ｃは、上記実施の形態の
液晶表示装置１または上記変形例１の液晶表示装置１Ａにおいて、光学ガラス等を用いて
構成されたレンズ部材１２の代わりに、液晶レンズを用いて構成されたレンズ部材１２Ｃ
を設けたものに対応し、他の構成は同様となっている。
【００４５】
　具体的には、図７（Ａ）に示した液晶表示装置１Ｃの例では、その背面側から観察面側
に向かって、バックライト１０、液晶表示パネル１１、樹脂層１３およびレンズ部材１２
Ｃがこの順に設けられている。すなわち、図７（Ａ）に示した液晶表示装置１Ｃは、液晶
表示装置１においてレンズ部材１２の代わりにレンズ部材１２Ｃを設けたものに対応して
いる。
【００４６】
　一方、図７（Ｂ）に示した液晶表示装置１Ｃの例では、その背面側から観察面側に向か
って、バックライト１０、液晶表示パネル１１Ａ、樹脂層１３、偏光板１１１Ｂおよびレ
ンズ部材１２Ｃがこの順に設けられている。すなわち、図７（Ｂ）に示した液晶表示装置
１Ｃは、液晶表示装置１Ａにおいてレンズ部材１２の代わりにレンズ部材１２Ｃを設けた
ものに対応している。
【００４７】
（レンズ部材１２Ｃ）
　レンズ部材１２Ｃは、上記したように液晶レンズ（例えば、後述する紫外線硬化型の液
晶レンズ）を用いて構成されており、その背面側から観察面側に向かって、基板１２０Ａ
、液晶層１２１および基板１２０Ｂをこの順に有している。換言すると、レンズ部材１２
Ｃは、一対の基板１２０Ａ，１２０Ｂ間に液晶層１２１を挟持した構成となっている。
【００４８】
　基板１２０Ａ，１２０Ｂはそれぞれ、光透過性を有する基板であり、例えばガラス基板
等からなる。液晶層１２１は、所定の方向に配向された液晶分子を含んで構成されており
、例えば紫外線硬化型の液晶レンズの場合、紫外線硬化型のポリマーが、液晶分子ととも
に設けられている。
【００４９】
　このような構成のレンズ部材１２Ｃは、例えば紫外線硬化型の液晶レンズの場合、以下
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のようにして製造することが可能である。すなわち、まず、基板１２０Ａ，１２０Ｂ上に
それぞれ配設された電極（図示せず）間に所定の電圧を印加することにより、液晶層１２
１内の各液晶分子を所定の方向に配向させる。次いで、その状態において、液晶層１２１
に対して紫外線を照射することにより、液晶層１２１内の各ポリマーを硬化させ、各液晶
分子の配向方向を固定させる（上記電極間に電圧を印加しない状態においても、各液晶分
子の配向状態が変化しなくなる）。以上により、紫外線硬化型の液晶レンズを用いたレン
ズ部材１２Ｃが製造される。
【００５０】
　ここで、例えば図８（Ａ）中の左側に示したレンズ部材１２Ｃでは、レンズ部材１２Ｃ
の外端側から内部方向に向かって、液晶分子ＬＣが垂直配向から水平配向へと徐々に変化
する配向構造となっている。このような配向構造の場合、図８（Ａ）中の右側に示したよ
うに、レンズ部材１２Ｃが凸レンズとして機能する。
【００５１】
　一方、例えば図８（Ｂ）中の左側に示したレンズ部材１２Ｃでは、レンズ部材１２Ｃの
外端側から内部方向に向かって、液晶分子ＬＣが水平配向から垂直配向へと徐々に変化す
る配向構造となっている。このような配向構造の場合、図８（Ｂ）中の右側に示したよう
に、レンズ部材１２Ｃが凹レンズとして機能する。
【００５２】
　このような構成のレンズ部材１２Ｃが設けられた本変形例の液晶表示装置１Ｃにおいて
も、レンズ部材１２Ｃにおけるレンズ機能部１２ａ側の外形線が、表示パネル１１におけ
る額縁領域１１ｂの外形線よりも外側に配置されている。したがって、上記実施の形態ま
たは変形例１と同様の作用により、同様の効果を得ることが可能である。
【００５３】
［変形例４］
　図９（Ａ），（Ｂ）はそれぞれ、変形例４に係る表示装置（液晶表示装置１Ｄ）の断面
構成例を模式的に表したものである。本変形例の液晶表示装置１Ｄは、上記変形例３の液
晶表示装置１Ｃにおいて、上記変形例２で説明した外装部材１４を更に設けたものに対応
し、他の構成は同様となっている。
【００５４】
　具体的には、図９（Ａ）に示した液晶表示装置１Ｄの例では、その背面側から観察面側
に向かって、バックライト１０、液晶表示パネル１１、樹脂層１３およびレンズ部材１２
Ｃがこの順に設けられている。そして、レンズ機能部１２ａの外端領域において、レンズ
部材１２Ｃが外装部材１４によって支持されている。すなわち、図９（Ａ）に示した液晶
表示装置１Ｄは、図７（Ａ）に示した液晶表示装置１Ｃにおいて外装部材１４を更に設け
たものに対応している。
【００５５】
　また、図９（Ｂ）に示した液晶表示装置１Ｄの例では、その背面側から観察面側に向か
って、バックライト１０、液晶表示パネル１１Ａ、樹脂層１３、偏光板１１１Ｂおよびレ
ンズ部材１２Ｃがこの順に設けられている。そして、図９（Ａ）の例と同様に、レンズ機
能部１２ａの外端領域において、レンズ部材１２Ｃが外装部材１４によって支持されてい
る。すなわち、図９（Ｂ）に示した液晶表示装置１Ｄは、図７（Ｂ）に示した液晶表示装
置１Ｃにおいて外装部材１４を更に設けたものに対応している。
【００５６】
　このようにして本変形例の液晶表示装置１Ｄでは、レンズ機能部１２ａの外端領域にお
いて、レンズ部材１２Ｃが外装部材１４によって支持されているようにしたので、上記変
形例２と同様の作用により同様の効果を得ることが可能となる。
【００５７】
［変形例５］
（有機ＥＬ表示装置２の構成）
　図１０（Ａ），（Ｂ）はそれぞれ、変形例５に係る表示装置（有機ＥＬ表示装置２）の



(11) JP 2013-20181 A 2013.1.31

10

20

30

40

50

断面構成例を模式的に表したものである。本変形例では、これまで説明した液晶表示装置
の代わりに、表示装置の一例として有機ＥＬ表示装置が用いられている。
【００５８】
　具体的には、図１０（Ａ）に示した有機ＥＬ表示装置２の例では、その背面側から観察
面側に向かって、外装部材２４、有機ＥＬ表示パネル２１、樹脂層１３およびレンズ部材
１２がこの順に設けられている。そして、レンズ機能部１２ａの外端領域において、レン
ズ部材１２が外装部材１４によって支持されている。すなわち、図１０（Ａ）に示した有
機ＥＬ表示装置２は、図６（Ａ）に示した液晶表示装置１Ｂにおいて、液晶表示パネル１
１の代わりに有機ＥＬ表示パネル２１を設けたものに対応している。
【００５９】
　外装部材２４は、有機ＥＬ表示パネル２１の背面側に配設されており、この外装部材２
４の外縁領域と接続（連結）するように、外装部材１４が配設（立設）されている。この
ような構成により、有機ＥＬ表示パネル２１が、外装部材１４および外装部材２４によっ
て収容されるようになっている。すなわち、ここでは、外装部材１４および外装部材２４
が、有機ＥＬ表示パネル２１の筺体として機能している。なお、このような外装部材２４
もまた、例えばアルミニウムやステンレス等の金属材料などにより構成されている。
【００６０】
　有機ＥＬ表示パネル２１は、有機ＥＬ素子を用いて構成された表示パネルであり、液晶
表示パネル１１と同様に、複数の画素（図示せず）を含む有効表示領域１１ａと、この有
効表示領域１１ａの外縁に位置する額縁領域１１ｂとを有している。この有機ＥＬ表示パ
ネル２１はまた、背面側（外装部材２４側）から観察面側（レンズ部材１２側）に向かっ
て、基板２１０Ａと、有機ＥＬ層２１２ａおよび遮光膜１１２ｂと、基板１１０Ｂと、偏
光板１１１Ｂとを有する積層構造となっている。なお、偏光板１１１Ｂは、ここでは外光
反射を抑制するために用いられており、場合によっては設けられていなくてもよい。
【００６１】
　基板２１０Ａは、ここでは光反射性を有する基板（ＴＦＴ基板）であり、例えば半導体
基板やガラス基板等を用いて構成されている。有機ＥＬ層２１２ａは、基板２１０Ａ，１
１０Ｂ間に挿設されており、有効表示領域１１ａにおいて有機ＥＬ素子を構成するように
なっている。具体的には、有機ＥＬ層２１２ａは、発光層を含む有機層（例えば、正孔入
入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層および電子注入層からなる複数の有機層の積層構
造）からなる。
【００６２】
　一方、図１０（Ｂ）に示した有機ＥＬ表示装置２の例では、その背面側から観察面側に
向かって、外装部材２４、有機ＥＬ表示パネル２１Ｃ、樹脂層１３、偏光板１１１Ｂおよ
びレンズ部材１２がこの順に設けられている。そして、図１０（Ａ）の例と同様に、レン
ズ機能部１２ａの外端領域において、レンズ部材１２が外装部材１４によって支持されて
いる。すなわち、図１０（Ｂ）に示した有機ＥＬ表示装置２は、図６（Ｂ）に示した液晶
表示装置１Ｂにおいて、液晶表示パネル１１Ａの代わりに有機ＥＬ表示パネル２１Ｃを設
けたものに対応している。
【００６３】
　有機ＥＬ表示パネル２１Ｃは、上記した有機ＥＬ表示パネル１２において、偏光板１１
１Ｂを設けないようにした構成に対応している。これは上記したように、樹脂層１３とレ
ンズ部材１２との間に偏光板１１１Ｂが配設されているためである。すなわち、ここでは
偏光板１１１Ｂは、レンズ部材１２の背面側（有機ＥＬ表示パネル２１Ｃ側）に貼設され
ている。
【００６４】
（有機ＥＬ表示装置２の製造方法）
　ここで、このような構成の有機ＥＬ表示装置２は、例えば以下のようにして製造するこ
とが可能である。すなわち、まず、前述した有効表示領域１１ａおよび額縁領域１１ｂを
有する、有機ＥＬ表示パネル２１または有機ＥＬ表示パネル２１Ｃを形成する。次いで、
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この有機ＥＬ表示パネル２１または有機ＥＬ表示パネル２１Ｃを、外装部材１４および外
装部材２１によって収容させると共に、有機ＥＬ表示パネル２１または有機ＥＬ表示パネ
ル２１Ｃの観察面側に、レンズ機能部１２ａを有するレンズ部材１２を形成する。その際
、本変形例においても、レンズ部材１２におけるレンズ機能部１２ａ側の外形線を、有機
ＥＬ表示パネル２１，２１Ｃにおける額縁領域１１ｂの外形線よりも外側に配置するよう
にする。以上により、図１０（Ａ），（Ｂ）に示した有機ＥＬ表示装置２が完成する。
【００６５】
（有機ＥＬ表示装置２の作用・効果）
　本変形例の有機ＥＬ表示装置２では、駆動回路（図示せず）による制御に従って、有機
ＥＬ表示パネル２１または有機ＥＬ表示パネル２１Ｃにおける観察面側から発光光（例え
ば、表示光Ｌ１１，Ｌ２１）が出射され、レンズ部材１２へ入射する。そして、この表示
光Ｌ１１，Ｌ１２は、レンズ部材１２から表示光Ｌ１２，Ｌ２２として外部へ出射される
。このようにして、有機ＥＬ表示装置２において映像表示がなされる。
【００６６】
　ここで、本変形例においても上記実施の形態等と同様に、レンズ部材１２におけるレン
ズ機能部１２ａ側の外形線を、有機ＥＬ表示パネル２１，２１Ｃにおける額縁領域１１ｂ
の外形線よりも外側に配置するようにしたので、同様の作用により同様の効果を得ること
が可能となる。
【００６７】
　また、本変形例においても、レンズ機能部１２ａの外端領域において、レンズ部材１２
が外装部材１４によって支持されているようにしたので、上記実施の形態等と同様の作用
により同様の効果を得ることが可能となる。
【００６８】
　なお、本変形例では外装部材１４が設けられている場合について説明したが、上記実施
の形態と同様に、そのような外装部材１４が設けられていないようにしてもよい。
【００６９】
［変形例６］
　図１１（Ａ），（Ｂ）はそれぞれ、変形例６に係る表示装置（有機ＥＬ表示装置２Ａ）
の断面構成例を模式的に表したものである。本変形例の有機ＥＬ表示装置２Ａは、上記変
形例５の有機ＥＬ表示装置２において、レンズ部材１２の代わりに上記変形例３で説明し
たレンズ部材１２Ｃを設けたものに対応し、他の構成は同様となっている。
【００７０】
　具体的には、図１１（Ａ）に示した有機ＥＬ表示装置２Ａの例では、その背面側から観
察面側に向かって、外装部材２４、有機ＥＬ表示パネル２１、樹脂層１３およびレンズ部
材１２Ｃがこの順に設けられている。レンズ機能部１２ａの外端領域において、レンズ部
材１２Ｃが外装部材１４によって支持されている。すなわち、図１１（Ａ）に示した有機
ＥＬ表示装置２Ａは、図１０（Ａ）に示した有機ＥＬ表示装置２において、レンズ部材１
２の代わりにレンズ部材１２Ｃを設けたものに対応している。
【００７１】
　一方、図１１（Ｂ）に示した有機ＥＬ表示装置２Ａの例では、その背面側から観察面側
に向かって、外装部材２４、有機ＥＬ表示パネル２１Ｃ、樹脂層１３、偏光板１１１Ｂお
よびレンズ部材１２Ｃがこの順に設けられている。そして、レンズ機能部１２ａの外端領
域において、レンズ部材１２Ｃが外装部材１４によって支持されている。すなわち、図１
１（Ｂ）に示した有機ＥＬ表示装置２Ａは、図１０（Ｂ）に示した有機ＥＬ表示装置２に
おいて、レンズ部材１２の代わりにレンズ部材１２Ｃを設けたものに対応している。
【００７２】
　このような構成のレンズ部材１２Ｃが設けられた本変形例の有機ＥＬ表示装置２Ａにお
いても、上記変形例５と同様の作用により同様の効果を得ることが可能である。
【００７３】
　なお、本変形例においても外装部材１４が設けられている場合について説明したが、上
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記実施の形態と同様に、そのような外装部材１４が設けられていないようにしてもよい。
【００７４】
［変形例７］
　図１２は、変形例７に係る表示装置（液晶表示装置または有機ＥＬ表示装置）の外観構
成を斜視図で模式的に表したものである。本変形例の表示装置は、上記実施の形態または
変形例１～６で説明した液晶表示装置１（１Ａ～１Ｄ）または有機ＥＬ表示装置２（２Ａ
）において、レンズ部材１２またはレンズ部材１２Ｃの形状を変更したものとなっている
。具体的には、本変形例では、レンズ部材１２，１２Ｃにおける周縁領域全体（レンズ部
材１２，１２Ｃの全ての端辺側）に、レンズ機能部１２ａが形成されている。
【００７５】
　このように、レンズ部材１２における少なくとも周縁領域（外端領域）の一部分であれ
ば、レンズ機能部１２ａが形成される領域は特に限定されない。具体的には、例えば、レ
ンズ部材１２における４つの端辺のうちの２つあるいは３つの端辺側に、レンズ機能部１
２ａが形成されているようにしてもよい。
【００７６】
　なお、本変形例では、外装部材１４が設けられていない場合について説明したが、その
ような外装部材１４が設けられているようにしてもよい。
【００７７】
＜適用例＞
　次に、図１３～図１７を参照して、上記実施の形態および各変形例（変形例１～７）に
係る表示装置の適用例について説明する。上記実施の形態等に係る表示装置は、テレビジ
ョン装置，デジタルカメラ，ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末装
置あるいはビデオカメラなどのあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。言
い換えると、この表示装置は、外部から入力された映像信号あるいは内部で生成した映像
信号を、画像あるいは映像として表示するあらゆる分野の電子機器に適用することが可能
である。
【００７８】
（適用例１）
　図１３は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるテレビジョン装置の外観を表した
ものである。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル５１１およびフィルター
ガラス５１２を含む映像表示画面部５１０を有しており、この映像表示画面部５１０が上
記実施の形態等の表示装置により構成されている。
【００７９】
（適用例２）
　図１４は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるデジタルカメラの外観を表したも
のである。このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部５２１、表示部５２２
、メニュースイッチ５２３およびシャッターボタン５２４を有しており、その表示部５２
２が上記実施の形態等の表示装置により構成されている。
【００８０】
（適用例３）
　図１５は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるノート型パーソナルコンピュータ
の外観を表したものである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体５３
１，文字等の入力操作のためのキーボード５３２および画像を表示する表示部５３３を有
しており、その表示部５３３が上記実施の形態等の表示装置により構成されている。
【００８１】
（適用例４）
　図１６は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるビデオカメラの外観を表したもの
である。このビデオカメラは、例えば、本体部５４１，この本体部５４１の前方側面に設
けられた被写体撮影用のレンズ５４２，撮影時のスタート／ストップスイッチ５４３およ
び表示部５４４を有している。そして、その表示部５４４が上記実施の形態等の表示装置
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により構成されている。
【００８２】
（適用例５）
　図１７は、上記実施の形態等の表示装置が適用される携帯電話機の外観を表したもので
ある。この携帯電話機は、例えば、上側筐体７１０と下側筐体７２０とを連結部（ヒンジ
部）７３０で連結したものであり、ディスプレイ７４０，サブディスプレイ７５０，ピク
チャーライト７６０およびカメラ７７０を有している。そのディスプレイ７４０またはサ
ブディスプレイ７５０が、上記実施の形態等の表示装置により構成されている。
【００８３】
＜その他の変形例＞
　以上、実施の形態および変形例を挙げて本開示の技術を説明したが、本技術はこれらの
実施の形態等に限定されず、種々の変形が可能である。
【００８４】
　例えば、上記実施の形態等では、レンズ部材におけるレンズ機能部が、主に凸レンズと
して機能する場合について説明したが、これには限られず、例えばレンズ機能部が凹レン
ズとして機能するようにしてもよい。
【００８５】
　また、上記実施の形態等では、表示パネルの一例として液晶表示パネルまたは有機ＥＬ
表示パネルを有する表示装置（液晶表示装置または有機ＥＬ表示装置）を例に挙げて説明
したが、これには限られない。すなわち、本技術は、他の方式の表示パネル（例えば、無
機ＥＬパネルやＰＤＰ（Plasma Display Panel）など）を有する表示装置にも適用するこ
とが可能である。
【００８６】
　なお、本技術は以下のような構成を取ることも可能である。
（１）
　有効表示領域と、この有効表示領域の外縁に位置する額縁領域とを有する表示パネルと
、
　前記表示パネルの観察面側に配設され、少なくとも周縁領域の一部分にレンズ機能部を
有するレンズ部材と
　を備え、
　前記レンズ部材における前記レンズ機能部側の外形線が、前記表示パネルにおける前記
額縁領域の外形線よりも外側に配置されている
　表示装置。
（２）
　前記表示パネルの周囲に外装部材が配設され、
　前記レンズ機能部の外端領域において、前記レンズ部材が前記外装部材によって支持さ
れている
　上記（１）に記載の表示装置。
（３）
　前記表示パネルとしての液晶表示パネルと、
　前記液晶表示パネルの背面側に配設された光源部と
　を備え、
　前記外装部材が、前記光源部に接続されている
　上記（２）に記載の表示装置。
（４）
　前記表示パネルが有機ＥＬ表示パネルであり、
　前記有機ＥＬ表示パネルは、前記外装部材に収容されている
　上記（２）に記載の表示装置。
（５）
　前記表示パネルが、一対の基板と、前記一対の基板間に挿設された液晶層と、入射側偏
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　前記レンズ部材における前記液晶表示パネル側に、出射側偏光板が貼設されている
　上記（１）ないし（４）のいずれかに記載の表示装置。
（６）
　前記レンズ部材が、液晶レンズを用いて構成されている
　上記（１）ないし（５）のいずれかに記載の表示装置。
（７）
　前記レンズ機能部が、前記レンズ部材における周縁領域全体に形成されている
　上記（１）ないし（６）のいずれかに記載の表示装置。
（８）
　表示装置を備え、
　前記表示装置は、
　有効表示領域と、この有効表示領域の外縁に位置する額縁領域とを有する表示パネルと
、
　前記表示パネルの観察面側に配設され、少なくとも周縁領域の一部分にレンズ機能部を
有するレンズ部材と
　を備え、
　前記レンズ部材における前記レンズ機能部側の外形線が、前記表示パネルにおける前記
額縁領域の外形線よりも外側に配置されている
　電子機器。
（９）
　有効表示領域と、この有効表示領域の外縁に位置する額縁領域とを有する表示パネルを
形成する工程と、
　前記表示パネルの観察面側に、少なくとも周縁領域の一部分にレンズ機能部を有するレ
ンズ部材を形成する工程と
　を含み、
　前記レンズ部材における前記レンズ機能部側の外形線を、前記表示パネルにおける前記
額縁領域の外形線よりも外側に配置する
　表示装置の製造方法。
【符号の説明】
【００８７】
　１，１Ａ～１Ｄ…液晶表示装置、１０…バックライト、１１，１１Ａ…液晶表示パネル
、１１ａ…有効表示領域、１１ｂ…額縁領域、１１０Ａ，１１０Ｂ…基板、１１１Ａ，１
１１Ｂ…偏光板、１１２ａ…液晶層、１１２ｂ…遮光膜、１２，１２Ｃ…レンズ部材、１
２ａ…レンズ機能部、１２０Ａ，１２０Ｂ…基板、１２１…液晶層、１３…樹脂層、１４
…外装部材、２，２Ａ…有機ＥＬ表示装置、２１，２１Ｃ…有機ＥＬ表示パネル、２１０
Ａ…基板、２１２ａ…有機ＥＬ層、２４…外装部材、ＬＣ…液晶分子。
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