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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の基板組立体と、二種以上の用途の異なる複数のプラグとを備える装置であって、
　前記複数の基板組立体の夫々は、複数の配線部が形成された基板と、該基板に搭載され
た電気・電子部品と、前記配線部によって前記電気・電子部品と接続されるように前記基
板に取り付けられた２個以上のソケットとを備えるものであり、
　すべての前記基板組立体に含まれている前記ソケットは、互いに同一の形状・構造を有
しており、
　前記ソケットの形状は、前記二種以上のプラグのいずれもが着脱可能な形状であり、
　前記ソケットは、上面に少なくとも２つの凹部が形成された絶縁性の主部と、少なくと
も２つの端子とを備えており、
　前記凹部は、前記ソケットの中心を挟むようにして設けられており、
　前記端子は、一部が前記凹部内に位置するように前記主部に保持される一方、当該ソケ
ットが取り付けられた前記基板の前記配線部に接続されており、
　前記二種以上のプラグには、夫々、前記凹部に嵌め込まれる凸部が形成されている
装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置であって、
　夫々の前記ソケットの前記２つの端子は、前記ソケットの中心に対して点対称となるよ
うに配置されており、互いに別個の前記配線部に接続されている
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装置。
【請求項３】
　請求項２記載の装置であって、
　夫々の前記ソケットは、前記２つの端子に加えて、該２つの端子と同様に前記ソケット
の中心に対して点対称となるように配置された２つの補助端子を備えており、
　１つの前記端子と１つの前記補助端子とは、１つの前記配線部に共通に接続され、
　他の前記端子と他の前記補助端子とは、他の前記配線部に共通に接続されている
装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の装置であって、
　前記二種以上のプラグには、給電用の給電プラグと、２つの前記基板組立体の接続用に
用いられる接続プラグと、１つの前記基板組立体上において２つの電気的経路を短絡する
ための短絡プラグとが少なくとも含まれている、
装置。
【請求項５】
　請求項４記載の装置であって、
　前記給電プラグは、給電用のワイヤー及び該ワイヤーに接続されたプラグコンタクトと
、前記ワイヤー及び前記プラグコンタクトを保持するプラグボディと、前記ソケットに嵌
合される給電キャップとを備えており、
　前記給電キャップは、少なくとも２つの前記凸部を有し且つ前記ソケットの上面をカバ
ーする給電カバーと、該給電カバーに保持された複数の給電コンタクトであって前記プラ
グコンタクトと接続される複数の給電コンタクトとを有しており、
　前記給電コンタクトは、前記凸部の上にも亘っており、当該給電キャップが前記ソケッ
トに取り付けられた際に前記凹部内に位置している前記端子と接続する
装置。
【請求項６】
　請求項５記載の装置であって、
　前記給電コンタクトは、前記給電カバーの主面と直交する方向に延びるピン部を有して
おり、
　前記基板には、当該基板を貫通する取付孔が設けられており、
　前記ソケットの前記主部は、前記取付孔に嵌め込まれるようにして、前記基板に取り付
けられており、
　前記ソケットの前記主部には、当該主部を貫通する受容孔が設けられており、
　前記給電キャップは、前記プラグボディが該受容孔に前記ソケットの下面側から挿入さ
れた状態において前記給電コンタクトの前記ピン部を前記プラグコンタクトに対して接続
させるようにして、前記ソケットの上面側から該ソケットに対して取り付けられている
装置。
【請求項７】
　請求項５記載の装置であって、
　前記給電コンタクトは、前記給電カバーの主面と平行な方向に延びるピン部を有してお
り、
　前記給電コンタクトの前記ピン部を前記プラグボディに保持された前記プラグコンタク
トと接続させるようにして、前記給電キャップに対して前記プラグボディを取り付け、そ
の後、前記給電キャップを前記ソケットの上面に対して取り付けてなる
装置。
【請求項８】
　請求項４乃至請求項７のいずれかに記載の装置であって、
　前記接続プラグは、２つの前記基板組立体の夫々の前記基板のエッジを所定方向におい
て対向させるようにして前記基板組立体を並置した状態で前記基板組立体の夫々に設けら
れた前記ソケット同士をブリッジするようにして接続するためのものであり、
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　前記接続プラグは、接続対象となる２つの前記ソケットの夫々に対して少なくとも２つ
の前記凸部を有し且つ前記接続対象の前記ソケットの上面をカバーする接続カバーと、該
接続カバーに保持された複数の接続コンタクトであって前記接続対象の前記ソケットの前
記端子に接続される複数の接続コンタクトとを備えており、
　前記接続コンタクトの夫々は、前記接続対象の一方の前記ソケットに対応する前記凸部
上から前記接続対象の他方の前記ソケットに対応する前記凸部上まで亘っており、当該接
続プラグを前記接続対象である前記ソケットに取り付けた際に前記所定方向に延びた状態
で前記接続対象の一方の前記ソケットの前記凹部内に位置している前記端子を前記接続対
象の他方の前記ソケットの前記凹部内に位置している前記端子と接続する
装置。
【請求項９】
　請求項４乃至請求項８のいずれかに記載の装置であって、
　前記短絡プラグは、少なくとも２つの前記凸部を有し且つ前記ソケットの上面をカバー
する短絡カバーと、該短絡カバーに保持された短絡コンタクトとを備えており、
　前記短絡コンタクトは、前記２つの凸部のうちの一方の前記凸部上から他方の前記凸部
上にまで亘っており、当該短絡プラグが前記ソケットに取り付けられた際に当該ソケット
に設けられている２つの前記凹部内に位置している２つの前記端子同士を短絡する
装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれかに記載の装置であって、
　前記プラグの上面は、前記電気・電子部品よりも低い位置に位置している
装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれかに記載の装置であって、すべての前記基板組立体は
互いに同一の形状・構造を有している、装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至請求項１０のいずれかに記載の装置であって、前記基板組立体に含まれる
前記基板は少なくとも２種類以上ある、装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至請求項１２のいずれかに記載の装置であって、前記電気・電子部品はＬＥ
Ｄ部品である、装置。
【請求項１４】
　請求項１３記載の装置であって、少なくとも一部の前記プラグの上面部分は光乱反射抑
制効果の高い材料からなる、装置。
【請求項１５】
　請求項１３記載の装置であって、少なくとも一部の前記プラグの上面部分は光反射効果
の高い材料からなる、装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数種のプラグに共通するソケットを基板に取り付けてなる基板組立体に関
し、また、かかる基板組立体を複数個接続してなる装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ソケットやコネクタは接続対象物の種別を特定・限定して構成される。例えば
、特許文献１に記載のコネクタは、ＬＥＤ部品を保持し且つＬＥＤ部品に対して給電する
ものとして構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００７－２００６９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、ＬＥＤ部品のような電子部品を基板上に搭載して基板組立体を構成し、更に
、その基板組立体を複数組み合わせてバックライトのような装置を構成することを念頭に
した場合に適したソケットと、そのソケットを備えた基板組立体、並びに、当該基板組立
体を複数備えた装置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】
【０００５】
　本発明によれば、第１の装置として、
　複数の基板組立体と、二種以上の用途の異なる複数のプラグとを備える装置であって、
　前記複数の基板組立体の夫々は、複数の配線部が形成された基板と、該基板に搭載され
た電気・電子部品と、前記配線部によって前記電気・電子部品と接続されるように前記基
板に取り付けられた２個以上のソケットとを備えるものであり、
　すべての前記基板組立体に含まれている前記ソケットは、互いに同一の形状・構造を有
しており、
　前記ソケットの形状は、前記二種以上のプラグのいずれもが着脱可能な形状である
装置が得られる。
【０００６】
　また、本発明によれば、第２の装置として、第１の装置であって、
　前記ソケットは、上面に少なくとも２つの凹部が形成された絶縁性の主部と、
少なくとも２つの端子とを備えており、
　前記凹部は、前記ソケットの中心を挟むようにして設けられており、
　前記端子は、一部が前記凹部内に位置するように前記主部に保持される一方、当該ソケ
ットが取り付けられた前記基板の前記配線部に接続されており、
　前記二種以上のプラグには、夫々、前記凹部に嵌め込まれる凸部が形成されている
装置が得られる。
【０００７】
　また、本発明によれば、第３の装置として、第２の装置であって、
　夫々の前記ソケットの前記２つの端子は、前記ソケットの中心に対して点対称となるよ
うに配置されており、互いに別個の前記配線部に接続されている
装置が得られる。
【０００８】
　また、本発明によれば、第４の装置として、第３の装置であって、
　夫々の前記ソケットは、前記２つの端子に加えて、該２つの端子と同様に前記ソケット
の中心に対して点対称となるように配置された２つの補助端子を備えており、
　１つの前記端子と１つの前記補助端子とは、１つの前記配線部に共通に接続され、
　他の前記端子と他の前記補助端子とは、他の前記配線部に共通に接続されている
装置が得られる。
【０００９】
　また、本発明によれば、第５の装置として、第２乃至第４の装置のいずれかであって、
　前記二種以上のプラグには、給電用の給電プラグと、２つの前記基板組立体の接続用に
用いられる接続プラグと、１つの前記基板組立体上において２つの電気的経路を短絡する
ための短絡プラグとが少なくとも含まれている、
装置が得られる。
【００１０】
　また、本発明によれば、第６の装置として、第５の装置であって、
　前記給電プラグは、給電用のワイヤー及び該ワイヤーに接続されたプラグコンタクトと
、前記ワイヤー及び前記プラグコンタクトを保持するプラグボディと、前記ソケットに嵌
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合される給電キャップとを備えており、
　前記給電キャップは、少なくとも２つの前記凸部を有し且つ前記ソケットの上面をカバ
ーする給電カバーと、該給電カバーに保持された複数の給電コンタクトであって前記プラ
グコンタクトと接続される複数の給電コンタクトとを有しており、
　前記給電コンタクトは、前記凸部の上にも亘っており、当該給電キャップが前記ソケッ
トに取り付けられた際に前記凹部内に位置している前記端子と接続する
装置が得られる。
【００１１】
　また、本発明によれば、第７の装置として、第６の装置であって、
　前記給電コンタクトは、前記給電カバーの主面と直交する方向に延びるピン部を有して
おり、
　前記基板には、当該基板を貫通する取付孔が設けられており、
　前記ソケットの前記主部は、前記取付孔に嵌め込まれるようにして、前記基板に取り付
けられており、
　前記ソケットの前記主部には、当該主部を貫通する受容孔が設けられており、
　前記給電キャップは、前記プラグボディが該受容孔に前記ソケットの下面側から挿入さ
れた状態において前記給電コンタクトの前記ピン部を前記プラグコンタクトに対して接続
させるようにして、前記ソケットの上面側から該ソケットに対して取り付けられている
装置が得られる。
【００１２】
　また、本発明によれば、第８の装置として、第６の装置であって、
　前記給電コンタクトは、前記給電カバーの主面と平行な方向に延びるピン部を有してお
り、
　前記給電コンタクトの前記ピン部を前記プラグボディに保持された前記プラグコンタク
トと接続させるようにして、前記給電キャップに対して前記プラグボディを取り付け、そ
の後、前記給電キャップを前記ソケットの上面に対して取り付けてなる
装置が得られる。
【００１３】
　また、本発明によれば、第９の装置として、第５乃至第８の装置のいずれかであって、
　前記接続プラグは、２つの前記基板組立体の夫々の前記基板のエッジを所定方向におい
て対向させるようにして前記基板組立体を並置した状態で前記基板組立体の夫々に設けら
れた前記ソケット同士をブリッジするようにして接続するためのものであり、
　前記接続プラグは、接続対象となる２つの前記ソケットの夫々に対して少なくとも２つ
の前記凸部を有し且つ前記接続対象の前記ソケットの上面をカバーする接続カバーと、該
接続カバーに保持された複数の接続コンタクトであって前記接続対象の前記ソケットの前
記端子に接続される複数の接続コンタクトとを備えており、
　前記接続コンタクトの夫々は、前記接続対象の一方の前記ソケットに対応する前記凸部
上から前記接続対象の他方の前記ソケットに対応する前記凸部上まで亘っており、当該接
続プラグを前記接続対象である前記ソケットに取り付けた際に前記所定方向に延びた状態
で前記接続対象の一方の前記ソケットの前記凹部内に位置している前記端子を前記接続対
象の他方の前記ソケットの前記凹部内に位置している前記端子と接続する
装置が得られる。
【００１４】
　また、本発明によれば、第１０の装置として、第５乃至第９の装置のいずれかであって
、
　前記短絡プラグは、少なくとも２つの前記凸部を有し且つ前記ソケットの上面をカバー
する短絡カバーと、該短絡カバーに保持された短絡コンタクトとを備えており、
　前記短絡コンタクトは、前記２つの凸部のうちの一方の前記凸部上から他方の前記凸部
上にまで亘っており、当該短絡プラグが前記ソケットに取り付けられた際に当該ソケット
に設けられている２つの前記凹部内に位置している２つの前記端子同士を短絡する
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装置が得られる。
【００１５】
　また、本発明によれば、第１１の装置として、第１乃至第１０の装置のいずれかであっ
て、
　前記プラグの上面は、前記電気・電子部品よりも低い位置に位置している
装置が得られる。
【００１６】
　また、本発明によれば、第１２の装置として、第１乃至第１１の装置のいずれかであっ
て、すべての前記基板組立体は互いに同一の形状・構造を有している、装置が得られる。
【００１７】
　また、本発明によれば、第１３の装置として、第１乃至第１１の装置のいずれかであっ
て、前記基板組立体に含まれる前記基板は少なくとも２種類以上にグループ化される、装
置が得られる。
【００１８】
　また、本発明によれば、第１４の装置として、第１乃至第１３の装置のいずれかであっ
て、前記電気・電子部品はＬＥＤ部品である、装置が得られる。
【００１９】
　また、本発明によれば、第１５の装置として、第１４の装置であって、少なくとも一部
の前記プラグの上面部分は光乱反射抑制効果の高い材料からなる、装置が得られる。
【００２０】
　また、本発明によれば、第１６の装置として、第１４の装置であって、少なくとも一部
の前記プラグの上面部分は光反射効果の高い材料からなる、装置が得られる。
【００２１】
　また、本発明によれば、２個以上の同形のソケットであって夫々二種以上のプラグが着
脱可能であるソケットと、当該ソケットが搭載された基板とを備える基板組立体が得られ
る。
【００２２】
　また、本発明によれば、二種以上のプラグが着脱可能であるソケットが得られる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、ソケットの形状及び構造を二種以上のプラグに共通のものとすること
により、ソケットという部品の一般化・共通化を図ることができる。即ち、本発明によれ
ば、例えばＬＥＤ部品を搭載した基板組立体を複数組み合わせてバックライトのような装
置を構成する場合に当該装置に用いられる部品の種別が減ることとなり、それによって、
装置全体のコストの低減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第１の実施の形態による装置の概略を示す分解斜視図である。
【図２】図１に示される装置に含まれる基板組立体を示す斜視図である。
【図３】図２の基板組立体に含まれるソケットを示す斜視図である。
【図４】図３のソケットを示す上面図である。
【図５】図２の基板組立体に含まれる基板の端部とソケットとを示す分解斜視図である。
【図６】給電プラグと図２の基板組立体とを示す分解斜視図である。
【図７】図６の給電プラグと基板組立体とを示す斜視図である。
【図８】図６の給電プラグに含まれるワイヤーハーネスを示す斜視図である。
【図９】図６の給電プラグに含まれる給電キャップを下面側から見た場合を示す斜視図で
ある。
【図１０】図９の給電キャップを図３のソケットに嵌合した状態を下面側から見た場合を
示す斜視図である。
【図１１】接続プラグと図２の基板組立体とを示す分解斜視図である。
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【図１２】図１１の接続プラグと基板組立体とを示す斜視図である。
【図１３】図１１の接続プラグを下面側から見た場合を示す斜視図である。
【図１４】短絡プラグと図２の基板組立体とを示す分解斜視図である。
【図１５】図１４の短絡プラグと基板組立体とを示す斜視図である。
【図１６】図１４の短絡プラグを下面側から見た場合を示す斜視図である。
【図１７】基板組立体、接続プラグ、給電プラグ、短絡プラグを組み合わせる前の状態の
等価回路を示す図である。
【図１８】図１７の基板組立体、接続プラグ、給電プラグ、短絡プラグを組み合わせた状
態の等価回路を示す図である。
【図１９】給電プラグの変形例における給電キャップを下面側から見た場合の斜視図であ
る。
【図２０】図１９の給電キャップを用いた給電プラグを下面側から見た場合の斜視図であ
る。
【図２１】図２０の給電プラグを上面側から見た場合の斜視図である。なお、ワイヤーハ
ーネスのうちワイヤーについては省略されている。
【図２２】図３のソケットの変形例を示す斜視図である。
【図２３】図２２のソケットを示す上面図である。
【図２４】本発明の第２の実施の形態による装置の概略を示す分解斜視図である。なお、
各種プラグについては省略されている。
【図２５】図２４の装置に含まれる基板組立体の一例を示す斜視図である。
【図２６】図２５の基板組立体の角部周辺を示す斜視図である。
【図２７】図２６の基板組立体と図６の給電プラグとを示す分解斜視図である。
【図２８】図２４の装置に含まれる横方向において隣接する２つの基板組立体の角部周辺
を示す斜視図である。
【図２９】図２８の基板組立体と図１１の接続プラグとを示す斜視図である。
【図３０】図２４の装置に含まれる縦方向において隣接する２つの基板組立体の角部周辺
を示す斜視図である。
【図３１】図３０の基板組立体と図１１の接続プラグとを示す斜視図である。
【図３２】基板組立体、接続プラグ、給電プラグ、短絡プラグを組み合わせる前の状態の
等価回路を示す図である。
【図３３】図３２の基板組立体、接続プラグ、給電プラグ、短絡プラグを組み合わせた状
態の等価回路を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　（第１の実施の形態）
　図１に示されるように、本発明の第１の実施の形態による装置１００は、複数の基板組
立体２００と複数のプラグ（給電プラグ５００、接続プラグ６００、短絡プラグ７００）
とを備えるものである。図から明らかなように、給電プラグ５００、接続プラグ６００、
短絡プラグ７００は、互いに用途・形状の異なるプラグである。
【００２６】
　図２に示されるように、本実施の形態における基板組立体２００は、互いに同一の構造
を有するものであり、複数の配線部３１０，３１０′が形成された基板３００と、基板３
００上に搭載されたＬＥＤ部品（電気・電子部品）３２０と、基板３００上に取り付けら
れた２個のソケット４００とを備えている。図５に示されるように、本実施の形態による
基板３００には、基板３００を貫通する取付孔３０２が形成されている。取付孔３０２は
、ソケット４００を取り付けるためのものであり、基板３００の長手方向の両端のエッジ
付近に位置している。
【００２７】
　図２に示されるように、ソケット４００は、互いに同一の形状・構造を有するものであ
り、夫々、配線部３１０，３１０′によってＬＥＤ部品３２０と接続されている。後に詳
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述するように、このソケット４００は、給電プラグ５００、接続プラグ６００及び短絡プ
ラグ７００のいずれもが着脱可能な形状を有している（図１参照）。
【００２８】
　詳しくは、図３及び図４に示されるように、ソケット４００は、絶縁体からなる主部４
１０と、導電性の４つの端子４２２，４２４，４２６，４２８とを備えている。主部４１
０には、下面４１０ｂ側に形成された被取付部４１２と、主部４１０の上面４１０ａから
下面４１０ｂまで貫通する受容孔４１４と、上面４１０ａ上から下側に向かって凹んだ２
つの凹部４１６，４１８とが形成されている。被取付部４１２は、基板３００の取付孔３
０２に嵌め込まれる部位である。受容孔４１４は、後述するように、給電プラグ５００の
一部を受容する部位である。本実施の形態における受容孔４１４は、円形ではなく、図４
の上下方向に長手方向を有している。凹部４１６，４１８は、受容孔４１４の長手方向と
直交する方向において、ソケット４００の中心を挟むようにして設けられている。
【００２９】
　図３及び図４に示されるように、端子４２２，４２４，４２６，４２８の夫々は、受容
孔４１４の長手方向に対して直交する方向に延びている。詳しくは、端子４２２と端子４
２６は受容孔４１４から紙面左側に向かって延びており、端子４２４と端子４２８は受容
孔４１４の紙面右側に向かって延びている。即ち、端子４２２と端子４２６の向かう方向
は、端子４２４と端子４２８の向かう方向の逆方向である。また、本実施の形態において
、端子４２２と端子４２４とはペアをなしており、端子４２６と端子４２８とはペアをな
している。図４から明らかなように、ペアをなす端子４２２と端子４２４は、ソケット４
００の中心に対して点対称となるように配置されている。同様に、ペアをなす端子４２６
と端子４２８は、ソケット４００の中心に対して点対称となるように配置されている。本
実施の形態においては、端子４２２と端子４２６は、それらの一部が凹部４１６内に位置
するように、主部４１０に保持されている。同様に、端子４２４と端子４２８は、それら
の一部が凹部４１８内に位置するように、主部４１０に保持されている。本実施の形態に
おいて、凹部４１６は、受容孔４１４の長手方向において凹部４１８と異なる位置に位置
しており（ズレており）、それによって、端子４２２及び端子４２６は、受容孔４１４の
長手方向において端子４２４及び端子４２８と異なる位置に配置されている。更に、本実
施の形態においては、図５から理解されるように、端子４２２と端子４２６とは、一つの
配線部３１０に共通に接続されており、端子４２４と端子４２８とは、他の一つの配線部
３１０′に共通に接続されている。なお、端子４２２と端子４２６とは他の一つの配線部
３１０′に、端子４２４と端子４２８とは一つの配線部３１０に共通に接続されても良い
。また、その際、受容孔４１４の長手方向は、基板３００の長手方向と直交する方向に延
びている。後述するように、本実施の形態における基板３００（基板組立体２００）の長
手方向とは、基板３００（基板組立体２００）を接続する方向であるので、受容孔４１４
の長手方向は、基板３００（基板組立体２００）間の接続方向と直交していることとなっ
ている。
【００３０】
　図１、図６及び図７に示されるように、給電プラグ５００は、基板組立体２００に給電
するためのものであり、給電用のワイヤーハーネス５１０と、ソケット４００に嵌合され
る給電キャップ５３０とを備えている。
【００３１】
　図８に示されるように、本実施の形態によるワイヤーハーネス５１０は、給電用のワイ
ヤー５１２，５１４と、ワイヤー５１２，５１４に接続されたプラグコンタクト５１６，
５１８と、ワイヤー５１２，５１４及びプラグコンタクト５１６，５１８を保持する絶縁
性のプラグボディ５２０とを備えている。プラグボディ５２０には、孔５２２，５２４が
形成されており、それらの孔５２２，５２４はプラグコンタクト５１６，５１８まで達し
ている。なお、本実施の形態におけるプラグボディ５２０は、ソケット４００の主部４１
０に形成された受容孔４１４に対応する形状を有しており、その受容孔４１４に挿入可能
なものである。



(9) JP 5366688 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

【００３２】
　図９に示されるように、本実施の形態における給電キャップ５３０は、絶縁性の給電カ
バー５４０と、導電性の２本の給電コンタクト５５２，５５４とを備えている。給電カバ
ー５４０は、ソケット４００の主部４１０の上面４１０ａをカバーするものであり、主面
（下面）５４２上に形成された２つの凸部５４６，５４８を備えている。これらの凸部５
４６，５４８は、夫々、ソケット４００の主部４１０に形成された凹部４１６，４１８に
嵌め込み可能な形状を有している。給電コンタクト５５２，５５４は、夫々、凸部５４６
，５４８上に亘るようにして、給電カバー５４０に保持されている。この保持状態におい
て、給電コンタクト５５２，５５４の夫々が有するピン部５５６，５５８は、給電カバー
５４０の主面５４２と直交する方向に延びている。図１０に示されるように、これらピン
部５５６，５５８の位置は、受容孔４１４に対応している。詳しくは、ピン部５５６，５
５８は、給電キャップ５３０をソケット４００の上面側から取り付けた際に、受容孔４１
４内を通ってソケット４００の主部４１０の下面４１０ｂから下側に向かって突出してい
る。従って、図６及び図７から理解されるように、ワイヤーハーネス５１０を基板組立体
２００の裏面（下面）側からソケット４００の受容孔４１４に挿入する一方で、給電コン
タクト５５２，５５４のピン部５５６，５５８をプラグボディ５２０の孔５２２，５２４
に挿入して、ピン部５５６，５５８とプラグコンタクト５１６，５１８との接続を図り、
それによって、給電プラグ５００をソケット４００に取り付けることができる。
【００３３】
　図１、図１１及び図１２に示されるように、本実施の形態による接続プラグ６００は、
２つの基板組立体２００の夫々の基板３００の長手方向の両端のエッジをその長手方向に
おいて対向させるようにして基板組立体２００を並置した状態で基板組立体２００の夫々
に設けられたソケット４００同士をブリッジするようにして接続するためのものである。
【００３４】
　図３及び図１３に示されるように、接続プラグ６００は、絶縁性の接続カバー６１０と
、導電性の接続コンタクト６３２，６３４とを備えている。接続カバー６１０は、２つの
ソケット４００をブリッジするようにしてカバーするものであり、その主面（下面）６１
２上には４つの凸部６２２，６２４，６２６，６２８が形成されている。このうち、凸部
６２２，６２４は、接続対象となっている２つのソケット４００のうちの一方に設けられ
た凹部４１６，４１８に対応するものである。同様に、凸部６２６，６２８は、接続対象
となっている２つのソケット４００のうちの他方に設けられた凹部４１６，４１８に対応
するものである。接続コンタクト６３２，６３４は、夫々、接続カバー６１０の長手方向
に延びるように接続カバー６１０に保持されている。即ち、接続コンタクト６３２，６３
４は、互いに略平行に延びている。図示された接続コンタクト６３２，６３４は、互いに
等しい長さを有している。詳しくは、接続コンタクト６３２は、一方のソケット４００に
対応した凸部６２２の上から他方のソケット４００に対応した凸部６２６の上まで亘って
おり、同様に、接続コンタクト６３４は、一方のソケット４００に対応した凸部６２４の
上から他方のソケット４００に対応した凸部６２８の上まで亘っている。これにより、接
続プラグ６００が２つのソケット４００に跨るように取り付けられたときに、接続コンタ
クト６３２は、一方のソケット４００の凹部４１６内にある端子４２２，４２６と他方の
ソケット４００の凹部４１６内にある端子４２２，４２６とを接続し、接続コンタクト６
３４は、他方のソケット４００の凹部４１８内にある端子４２４，４２８と他方のソケッ
ト４００の凹部４１８内にある端子４２４，４２８とを接続する。本実施の形態において
は、上述したように、接続コンタクト６３２の長さは接続コンタクト６３４の長さと等し
い。即ち、接続コンタクト６３２によって接続される２組の端子４２２，４２６間の距離
は、接続コンタクト６３４によって接続される２組の端子４２４，４２８間の距離に等し
い。これにより、接続プラグ６００は、その中心に対して、点対称に構成することができ
る。このように自己の中心に対して点対称となるような構造を有する接続プラグは、１８
０度回転させたとしても同様に２つのソケット４００間を接続することができる。
【００３５】
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　図１、図１４及び図１５に示されるように、短絡プラグ７００は、１つの基板組立体２
００上において２つの配線部（電気的経路）３１０，３１０′を短絡するためのものであ
り、特に、本実施の形態による短絡プラグ７００は、一つのソケット４００と対応するも
のであり、そのソケット４００に嵌合された状態で、２つの配線部３１０，３１０′を短
絡するように構成されている。
【００３６】
　図３及び図１６に示されるように、短絡プラグ７００は、絶縁性の短絡カバー７１０と
導電性の短絡コンタクト７２２，７２４とを備えている。短絡カバー７１０は、ソケット
４００の上面をカバーするものであり、その主面（下面）７１２上にはソケット４００の
凹部４１６，４１８に夫々対応した凸部７１６，７１８が形成されている。短絡コンタク
ト７２２，７２４は、２本あり、互いに平行に配置されている。各短絡コンタクト７２２
，７２４は、一方の凸部７１６上から他方の凸部７１８上にまで亘っている。従って、短
絡プラグ７００をソケット４００に取り付けた際に、そのソケット４００の凹部４１６内
に位置する端子４２２，４２６と凹部４１８内に位置する端子４２４，４２８とを互いに
接続することができる。なお、本実施の形態によれば、端子４２２，４２６を一つの配線
部３１０に共通接続し、他の端子４２４，４２８を他の一つの配線部３１０に共通接続す
ることとしているため、本実施の形態のような短絡コンタクト７２２，７２４に変えて、
２本のコンタクトをタスキ掛けにするようにして配置してもよいし、幅広のコンタクト１
本のみで構成してもよい。
【００３７】
　上述した構成を備える基板組立体２００、給電プラグ５００、接続プラグ６００、短絡
プラグ７００は、互いに組み合わせる前は、図１７に示されるように、電気・電子回路と
して機能しないものであるが、それらを組み合わせることで、図１８に示されるような電
気・電子回路（装置）を構成することができる。
【００３８】
　特に、上記の電気・電子回路を構成するに用いられた部品のうち、従来は各種プラグ用
として夫々別個に用意されていたソケット４００をそれらのプラグのいずれにも対応する
部品としたことから、部品種別数を減らすことができるため、コストの低減を図ることが
できる。
【００３９】
　ソケット４００の基板３００上への取り付けはリフロー工程により行われるが、給電プ
ラグ５００、接続プラグ６００、短絡プラグ７００のソケット４００への取り付けはリフ
ロー工程の際に行われてなければならないわけではなく、リフロー工程後に行うことがで
きる。そのため、給電プラグ５００（特に、給電キャップ５３０）の給電カバー５４０、
接続プラグ６００の接続カバー６１０、短絡プラグ７００の短絡カバー７１０を構成する
材質の選択に際しては、リフロー時の熱を考慮する必要がない。即ち、本実施の形態によ
れば、各種プラグの最上面部を構成する給電カバー５４０、接続カバー６１０、短絡カバ
ー７１０の材料は、耐熱性の考慮を要することなく、想定される用途を考慮して選択する
ことができる。そのため、給電カバー５４０、接続カバー６１０、短絡カバー７１０の材
料として光乱反射抑制効果の高い材料を選択してもよいし、光反射効果の高い材料を選択
してもよい。更には、各種カバーの主剤は一般的なものとし、その表面にだけ光乱反射抑
制効果の高いシートや光反射効果の高いシートを貼付することとしてもよい。また、各種
カバーの形状も想定される用途を考慮して決定することができる。例えば本実施の形態に
よる各種カバーは、図示されたように、光が当たりそうな部分には角部が存在しないよう
に、いたるところにＲをつけてある。
【００４０】
　更に、図５を参照して上述したように、本実施の形態においては、基板３００にソケッ
ト４００の主部４１０取付用の取付孔３０２を形成したことから、ソケット４００の基板
３００面からの高さを低くすることができる。これにより、給電プラグ５００、接続プラ
グ６００及び短絡プラグ７００の各種プラグの上面をＬＥＤ部品３２０よりも低くするこ
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とができ、それにより、各種プラグがＬＥＤ部品３２０の発光特性を低めることを防ぐこ
とができる。なお、基板３００に貫通孔ではなく、貫通しない穴からなる取付部を設ける
こととしても、取付部が無い場合と比較して、各種プラグの上面の位置を低くすることが
できる。従って、かかる構成もＬＥＤ部品３２０の発光特性に関して有益である。また、
ソケット４００の低背化を図ることができた場合には、特に特定の取付部を設けずとも各
種プラグの上面の位置よりも低くすることができる可能性がある。そのような場合もＬＥ
Ｄ部品３２０の発光特性に関して有効である。
【００４１】
　但し、取付孔３０２やそれに相当するような孔が基板３００に開いていない場合には、
ソケット４００の受容孔４１４に対して基板３００の裏面側からワイヤーハーネス５１０
を受容させることができない。このような場合、前述したような給電プラグ５００に代え
て、図１９乃至図２１に示されるような給電プラグ５００′を用いればよい。
【００４２】
　図１９乃至図２１を参照すると、給電プラグ５００′は、図６～図１０を用いて説明し
た給電プラグ５００と比較して、給電キャップ５６０に特徴を有するものであり、ワイヤ
ーハーネス５１０に関しては同構成を備えている。
【００４３】
　図３及び図１９に示されるように、給電キャップ５６０は、給電キャップ５３０とは異
なり略円形ではなく、略円形と略方形を足したような特定形状を有している。詳しくは、
給電キャップ５６０は、特定形状を有する給電カバー５７０と、給電コンタクト５８２，
５８４を備えている。給電カバー５７０は、主面（下面）５７２上に形成された２つの凸
部５７６，５７８に加えて、同様に突出した当接部５７４を備えている。凸部５７６，５
７８は、ソケット４００の凹部４１６，４１８に夫々対応するものであり、当接部５７４
は、後述するように、給電キャップ５６０とワイヤーハーネス５１０との位置決めを図る
ためのものである。給電コンタクト５８２は、凸部５７６上に亘るように延びており、給
電コンタクト５８４は、凸部５７８上に亘るように延びている。これにより、給電プラグ
５００′をソケット４００に取り付けた際に、凹部４１６内の端子４２２，４２６と給電
コンタクト５８２とを接続させる一方で、凹部４１８内の端子４２４，４２８と給電コン
タクト５８４とを接続させることができる。また、給電コンタクト５８２は、給電カバー
５７０の主面５７２と平行な方向に向かって且つ当接部５７４を超えるようにして延びる
ピン部５８６を有しており、一方、給電コンタクト５８４は、給電カバー５７０の主面５
７２と平行な方向に向かって且つ当接部５７４を超えるようにして延びるピン部５８８を
有している。これらのピン部５８６，５８８をワイヤーハーネス５１０のプラグボディ５
２０の孔５２２，５２４に挿入してプラグコンタクト５１６，５１８に接続させることに
より、図２０及び図２１に示されるように、給電キャップ５６０に対してワイヤーハーネ
ス５１０を水平方向から取り付けることができる。この際、当接部５７４は、水平方向に
取り付けられたワイヤーハーネス５１０のプラグボディ５２０と当接し、プラグボディ５
２０の位置決めをする役割を果たす。
【００４４】
　上述した本実施の形態においては、４つの端子４２２，４２４，４２６，４２８を有す
るソケット４００を例に挙げて説明してきたが（図３及び図４参照）、図２２及び図２３
に示されるように端子を２つのみ有するものであってもよい。図２２及び図２３に示され
るソケット４００′の主部４１０′には、２つの端子４２６，４２８しか設けられておら
ず、また、それらを収容する凹部４１６′，４１８′も小さくなっている。この場合にお
いても、端子４２６，４２８は、ソケット４００の中心に対して点対称となるように配置
されている。前述した給電プラグ５００及び接続プラグ６００をかかるソケット４００′
に対応させるためには、給電プラグ５００及び接続プラグ６００の凸部５４６，５４８，
６２２，６２４，６２６，６２８の形状を凹部４１６′４１８′に併せて変更すればよく
、また、前述した短絡プラグ７００を上述したソケット４００′に対応させるためには、
凸部７１６，７１８の形状を凹部４１６′４１８′に併せて変更すると共に、短絡コンタ
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クト７２２，７２４を一本のみとして、その短絡コンタクトを変更された凸部（７１６，
７１８）の両方に亘るように配置すればよい。加えて、本発明はこれに限定されるもので
はなく、更に多数の端子をソケットに備えさせることとしてもよい。
【００４５】
　（第２の実施の形態）
　上述した第１の実施の形態による装置は、基板組立体２００を一方向に（一次元的に）
組み合わせて構成したものであったが、図２４及び図２５に示されるように、本発明の第
２の実施の形態による装置１００′は、基板組立体２００′などを二方向に（二次元的に
）組み合わせて構成したものである。以下、第１の実施の形態と同様の構成要素について
は、図面において同一の参照符号を用いることとして、説明を省略することとする。
【００４６】
　本実施の形態による基板組立体は、どの方向において他の基板組立体と接続するかによ
って構成要素の配置等に若干の差異があるが、基本的には、図２５に示されるような構成
を備えている。即ち、図２５を参照すると、基板組立体２００′は、基板３００′上にＬ
ＥＤ装置３２０の列を４列並列接続してなる回路を有しており、基板３００′のコーナー
近傍にはソケット４００が配置されている。なお、図示された例において一列を構成する
ＬＥＤ装置３２０の数は、５個である。ソケット４００は、第１の実施の形態によるもの
と同じ構成を備えており、従って、第１の実施の形態による給電プラグ５００、接続プラ
グ６００及び短絡プラグ７００を同様に使用可能である。例えば、給電プラグ５００に関
しては、図２６及び図２７に示されるように、ソケット４００に取り付けられた給電キャ
ップ５３０に対して基板組立体２００′の底面側（装置の背面側から）ワイヤーハーネス
５１０を組み合わせればよい。なお、本実施の形態においては、第１の実施の形態と同じ
接続プラグ６００を用いて基板組立体間の接続を行うこととするが、接続方向は、第１の
実施の形態の場合と異なり、横方向のみならず縦方向の場合もある。しかしながら、この
場合であって、ソケット４００の配置の仕方を変え、それに合わせて基板上の配線部のレ
イアウトを若干変更するだけで、ソケット４００や接続プラグ６００などについて種類の
異なるものを用意する必要がない。図２８及び図２９は横方向の接続の場合に関するもの
であり、図３０及び図３１は縦方向の接続に関するものであるが、これらを比較すると理
解されるように、横方向の接続の場合と縦方向の接続の場合とでは、ソケット４００の配
置関係が異なっている。具体的には、横方向の接続の場合にはソケット４００の受容孔４
１４の長手方向は縦方向となっており、逆に、縦方向の接続の場合にはソケット４００の
受容孔４１４の長手方向は横方向となっている。即ち、いずれの接続の場合も接続プラグ
６００も凸部（６２２，６２４，６２６，６２８）とソケットの凹部（４１６，４１８）
とが対応するように配置されている。これにより、いずれの接続に対しても同一形状の接
続プラグ６００を使用することができる。なお、かかる接続を可能とするために配線部３
１０の形状が異なる基板３００″を用意してもよいが、ソケット４００近傍の配線部３１
０の形状をＬ字状にしておけば、図２６及び図３０に示されるようにソケット４００を９
０度回転させて配置したとしても同一の配線部３１０，３１０′に接続できるようにして
おけば、接続方向毎に配線部３１０，３１０′の形状を変更する必要はなくなり、基板の
種類数の増加を防ぐことができる。
【００４７】
　このようにして構成される装置１００′の一部について図３２及び図３３を用いて等価
回路的観点から言及する。図３２に示されるように、それぞれの基板組立体２００′，２
００″を給電プラグ５００や接続プラグ６００で接続することによって、図３３に示され
るような等価回路で示される装置を得ることができる。即ち、本実施の形態によれば、複
数の基板組立体等の部品を組み合わせることでサイズの異なる様々な装置を自由に構成す
ることができる。しかも、その装置作成に使用される部品の種類は部品の共通化によって
最小限に抑えられていることから、部品コストを削減することができ、ひいては装置の製
造コストを低減することができる。
【符号の説明】
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　　１００，１００′　　　　装置
　　２００，２００′，２００″　　　　基板組立体
　　３００　　　　基板
　　３０２　　　　取付孔
　　３１０，３１０′　　　　配線部
　　３２０　　　　ＬＥＤ部品（電気・電子部品）
　　４００，４００′　　　　ソケット
　　４１０，４１０′　　　　主部
　　４１０ａ　　　上面
　　４１０ｂ　　　下面
　　４１２　　　　被取付部
　　４１４　　　　受容孔
　　４１６，４１６′，４１８，４１８′　　　　凹部
　　４２２，４２４，４２６，４２８　　　　端子
　　５００，５００′　　　　給電プラグ
　　５１０　　　　ワイヤーハーネス
　　５１２，５１４　　　　ワイヤー
　　５１６，５１８　　　　プラグコンタクト
　　５２０　　　　プラグボディ
　　５２２，５２４　　　　孔
　　５３０　　　　給電キャップ
　　５４０　　　　給電カバー
　　５４２　　　　主面
　　５４６，５４８　　　　凸部
　　５５２，５５４　　　　給電コンタクト
　　５５６，５５８　　　　ピン部
　　５６０　　　　給電キャップ
　　５７０　　　　給電カバー
　　５７２　　　　主面
　　５７４　　　　当接部
　　５７６，５７８　　　　凸部
　　５８２，５８４　　　　給電コンタクト
　　５８６，５８８　　　　ピン部
　　６００　　　　接続プラグ
　　６１０　　　　接続カバー
　　６１２　　　　主面
　　６２２，６２４，６２６，６２８　　　　凸部
　　６３２，６３４　　　　接続コンタクト
　　７００　　　　短絡プラグ
　　７１０　　　　短絡カバー
　　７１２　　　　主面
　　７１６，７１８　　　　凸部
　　７２２，７２４　　　　短絡コンタクト
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