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(57)【要約】
【課題】本発明は、表示面の情報の変更が従来技術より
簡単であり、かつ変更された表示面の情報に合わせて領
域毎に発光して人の注意を誘引する電光看板、及び電光
看板を備える電光看板装置を提供することを目的とする
。

【解決手段】フィルムは、例えば極弱い粘着性の糊で発
光面に貼り付けられるため、張り替え可能である。ユー
ザは、中心領域と重なるフィルムの印刷領域に自由に図
形及び文字を印刷する。すなわち、表示面の情報は、簡
単に変更可能である。無機ＥＬ素子からの光は、フィル
ムに印刷された図形等の形状及び色彩に応じて透過する
。従って、発光面は、中心領域において、表示面の情報
に合わせて領域毎に発光する。本発明の電光看板は、表
示面の情報が簡単に変更されて、かつ、変更された表示
面の情報に合わせて領域毎に発光して人の注意を誘引す
ることができる。

【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれに発光する中心領域及び周辺領域を有する発光面と、
　透光性を有し、かつ前記発光面に張り替えされるフィルムと、
　両面側にそれぞれ面電極を備え、前記中心領域を発光させる無機ＥＬ素子と、
　を備え、
　前記無機ＥＬ素子の一方面の面電極は、複数の電極に分割され、
　前記フィルムは、法線方向から視て前記中心領域と重なる領域が印刷領域である、
　電光看板。
【請求項２】
　前記周辺領域は、前記無機ＥＬ素子により発光する、
　請求項１に記載の電光看板。
【請求項３】
　前記フィルムは、法線方向から視て前記周辺領域と重なる領域に、所定図形または所定
文字が印刷されている、
　請求項１又は２に記載の電光看板。
【請求項４】
　前記所定図形又は前記所定文字は、印刷の下地が濃い、
　請求項３に記載の電光看板。
【請求項５】
　前記フィルムは、所定の規格に適合する形状である、
　請求項１乃至３のいずれかに記載の電光看板。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の電光看板と、
　前記無機ＥＬ素子の複数の電極にそれぞれ駆動電圧を印加して前記中心領域の発光パタ
ーンを制御する制御部と、
　前記中心領域の発光パターン情報を設定する設定部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記設定部が設定した発光パターン情報に従って前記無機ＥＬ素子の複
数の電極にそれぞれ駆動電圧を印加する、
　電光看板装置。
【請求項７】
　前記発光パターン情報は、駆動電圧の印加時間の情報及び駆動電圧の電圧値の情報の組
み合わせからなる、
　請求項６に記載の電光看板装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記無機ＥＬ素子の複数の電極のうち、隣り合う電極に同じ駆動電圧を
印加する、
　請求項６又は７に記載の電光看板装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バックライトとして無機ＥＬ（；Ｅｌｅｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ
）素子が表示面を照らす電光看板、及び当該電光看板を備える電光看板装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、シート形状の無機ＥＬ素子をバックライトとして用いる電光看板が盛んに使用さ
れてきた。無機ＥＬ素子は、バックライトとして、発光面に貼り付けられた広告及びポス
ター（表示面）を照らす。これにより、電光看板は、表示面の情報（文字及び図形からな
る。）に対する人の注意をより誘引するようになる。



(3) JP 2015-132668 A 2015.7.23

10

20

30

40

50

【０００３】
　また、このような電光看板において、無機ＥＬ素子の発光面全面を発光させるに限らず
、表示面の図形及び文字の形状に応じて発光面を複数の領域に分割して、当該発光面を領
域毎に発光させたり、各領域を順次発光させたりして、表示面の情報に視覚的な動きを与
えて、人の注意をさらに誘引する工夫もなされている。
【０００４】
　例えば、特許文献１に記載のＥＬ素子は、背面電極が分割され、分割された背面電極毎
に異なる駆動電圧が印加されている。これにより、特許文献１に示すＥＬ素子は、領域毎
に発光するバックライトとなる。
【０００５】
　また、非特許文献１及び非特許文献２には、図形の形状に合わせて領域毎に発光する電
光看板が開示されている。非特許文献１及び非特許文献２に示す電光看板は、ＥＬ素子の
電極が図形の形状に合わせて形成され、各電極に該図形が直接印刷されることにより、製
造されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０８－０４５６６２号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】ＥＬフラッシュポスター、[online]、[平成２５年１２月１８日検索]、
インターネット（URL:http://www.make-bright.com/ｅｌフラッシュポスター/）
【非特許文献２】インサイトＥＬサイン、[online]、[平成２５年１２月１８日検索]、イ
ンターネット（URL:http://www.insightj.co.jp/propo/samples.html）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載のＥＬ素子は、背面電極が分割されることにより発光
領域が複数の領域に分割されているため、発光領域が固定されている。換言すれば、特許
文献１に示すＥＬ素子では、発光領域の変更は不可能である。
【０００９】
　非特許文献１及び非特許文献２に示す電光看板は、表示面の図形を変更する場合、ＥＬ
素子の電極を形成し直す必要があり、表示面の図形の変更について汎用性がない。
【００１０】
　そこで、本発明は、表示面の情報の変更が従来技術より簡単であり、かつ変更された表
示面の情報に合わせて領域毎に発光して人の注意を誘引する電光看板、及び電光看板を備
える電光看板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】
【００１１】
　本発明の電光看板は、それぞれに発光する中心領域及び周辺領域を有する発光面と、透
光性を有し、かつ前記発光面に張り替えされるフィルムと、両面側にそれぞれ面電極を備
え、前記中心領域を発光させる無機ＥＬ素子と、を備え、前記無機ＥＬ素子の一方面の面
電極は、複数の電極に分割され、前記フィルムは、法線方向から視て前記中心領域と重な
る領域が印刷領域である。
【００１２】
　周辺領域は、例えば、電光看板の外周に沿って配置されたＬＥＤにより発光する。これ
により、周辺領域は、様々な色のＬＥＤが点滅すると人の注意を強く誘引する。
【００１３】
　無機ＥＬ素子は、発光面側に透明面電極を備え、発光面と対向する側に背面電極を備え
る。無機ＥＬ素子は、いずれかの電極が分割されて電極毎に駆動電圧が印加されると、電
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極の領域毎に発光する。これにより、発光面の中心領域は領域毎に発光する。
【００１４】
　本発明の電光看板の構成では、フィルムの一方面が表示面となり、印刷領域に印刷され
た図形及び文字が表示面の情報となる。
【００１５】
　フィルムは、例えば極弱い粘着性の糊で発光面に貼り付けられるため、張り替え可能で
ある。ユーザは、中心領域と重なるフィルムの印刷領域に自由に図形及び文字を印刷する
。すなわち、表示面の情報は、変更が簡単である。
【００１６】
　無機ＥＬ素子からの光は、フィルムに印刷された図形等の形状及び色彩に応じて透過す
る。従って、発光面は、中心領域において、表示面の情報に合わせて領域毎に発光する。
【００１７】
　以上のように、本発明の電光看板は、表示面の情報の変更が簡単であり、かつ、変更さ
れた表示面の情報に合わせて領域毎に発光して人の注意を誘引することができる。
【００１８】
　また、周辺領域は、無機ＥＬ素子により発光する態様であっても構わない。これにより
、電光看板のバックライトは、１つの無機ＥＬ素子だけで済むようになる。
【００１９】
　また、前記フィルムは、法線方向から視て前記周辺領域と重なる領域に、所定図形又は
所定文字が印刷されていてもよい。
【００２０】
　フィルムは、発光面に貼り付けられるため、周辺領域にも重ねられる。電光看板は、フ
ィルムのうち周辺領域と重なる領域においても、表示面の情報の変更が簡単である。周辺
領域の図形及び文字は、人の注意を誘引するものが望ましい。
【００２１】
　また、前記所定図形又は前記所定文字は、印刷の下地が濃いことが望ましい。これによ
り、電光看板は、電極の分割された部分が知覚されにくくなり、異なる図形が印刷された
フィルムに張り替えられると、発光領域の形状が変更されたと人に知覚させる効果を得る
ことができる。
【００２２】
　また、前記フィルムは、所定の規格に適合する形状であることが望ましい。所定の規格
に適合する形状とは、例えば紙の形状に関するＩＳＯ規格のＡ４サイズである。これによ
り、ユーザは、汎用的な形状のフィルムを用いて、表示面の情報をより簡単に変更するこ
とができる。
【００２３】
　また、本発明は、電光看板に限らず、上述の電光看板と、前記無機ＥＬ素子の複数の電
極にそれぞれ駆動電圧を印加して前記中心領域の発光パターンを制御する制御部と、前記
中心領域の発光パターン情報を設定する設定部と、を備えた電光看板装置であってもよい
。
【００２４】
　そして、前記制御部は、前記設定部が設定した発光パターン情報に従って前記無機ＥＬ
素子の複数の電極にそれぞれ駆動電圧を印加することを特徴とする。
【００２５】
　これにより、電光看板装置は、ユーザがフィルムに印刷することにより形成した表示面
の情報に合わせて、発光面を領域毎に発光制御することができる。
【００２６】
　この発光パターン情報は、駆動電圧の印加時間の情報及び駆動電圧の電圧値の情報の組
み合わせからなってもよい。例えば、発光面は、駆動電圧の電圧値が制御されることによ
り、明るさを変更しながら発光する。これにより、表示面の情報に対する注意誘因効果は
、より高まる。
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【００２７】
　また、前記制御部は、前記無機ＥＬ素子の複数の電極のうち、隣り合う電極に同じ駆動
電圧を印加してもよい。
【００２８】
　例えば、電光看板装置の無機ＥＬ素子の電極が４つに分割されている場合、隣り合う２
つの電極に同じ駆動電圧を印加すると、当該隣り合う２つの電極は同じ発光パターンで発
光する。これにより、ユーザは、隣り合う２つの電極が連結した１つの電極の領域で発光
しているように知覚する。このように、隣り合う２つの電極の発光パターンを制御すれば
、無機ＥＬ素子の電極が４つに分割されていても、中心領域を４つの領域のまま使用した
り、１乃至３つの領域で使用したりすることが可能になり、表示面の情報に合わせてより
自由に発光させることが可能である。
【発明の効果】
【００２９】
　この発明によると、電光看板及び電光看板装置は、印刷したフィルムの張り替えだけで
表示面の情報が変更され、かつ、変更された表示面の情報に合わせて領域毎に発光して人
の注意を誘引することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本実施形態に係る電光看板装置の外観斜視図である。
【図２】表示面の平面図である。
【図３】電光看板の平面図である。
【図４】電光看板のＡ－Ａ断面図である。
【図５】背面電極層の平面図である。
【図６】制御装置の構成の一部を示すブロック図である。
【図７】印刷前の透明フィルムの平面図である。
【図８】電光看板の発光パターンの例を示す図である。
【図９】変形例に係る電光看板の表示面の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　図１に示すように、本実施形態に係る電光看板装置１００は、電光看板１及び制御装置
４を備える。電光看板１は、制御装置４に接続され、制御装置４の制御に従って発光する
ものである。
【００３２】
　電光看板１は、例えば主面がＸ、－Ｘ方向に長い矩形状である。電光看板１は、一方の
主面である表示面３から発光する。表示面３は、面上に形成された文字及び図形の形状及
び色彩に合わせて領域毎に発光し、文字及び図形に対する人の注意を誘引するものである
。
【００３３】
　図２に示すように、より具体的には、表示面３は、中心領域３０（図２の一転破線に示
す。）と周辺領域３５（図２の点線に示す。）とからなる。周辺領域３５は、表示面３の
外周に沿った領域である。
【００３４】
　中心領域３０は、前景領域２１乃至前景領域２４を含む。前景領域２１乃至前景領域２
４は、それぞれ形状が文字及び図形の形状である。前景領域２１は、中心領域３０におい
て－Ｘ方向かつＹ方向に位置している。前景領域２２は、中心領域３０においてＸ方向か
つＹ方向に位置している。前景領域２３は、中心領域３０において－Ｘ方向かつ－Ｙ方向
に位置している。前景領域２４は、中心領域３０においてＸ方向かつ－Ｙ方向に位置して
いる。ただし、前景領域２１乃至前景領域２４は、表示面３の法線方向から視て、後述す
る背面電極層１５の電極１５１乃至電極１５４の領域内に含まれるように、それぞれ形状
及び位置が設定されている。
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【００３５】
　周辺領域３５は、複数の前景領域２５、及び複数の前景領域２６を含む。各前景領域２
５及び各前景領域２６は、例えば、表示面３の外周に沿って、交互に並んで配置されてい
る。ただし、図２に示す例では、周辺領域３５のうち、－Ｙ側、かつＸ、－Ｘ方向の中心
部には、前景領域２５及び前景領域２６は、配置されていない。
【００３６】
　例えば、各前景領域２５及び各前景領域２６は、それぞれ形状が矢印の形状であり、矢
印の示す方向が表示面３の外周に沿うようにそれぞれ配置されている。ただし、各矢印の
示す方向は、中心領域３０を向く方向であってもかまわない。また、前景領域２５及び前
景領域２６は、それぞれ形状が矢印の形状に限らず、人の注意を誘引させる形状であれば
形状が文字でも図形でも何でもよい。
【００３７】
　背景領域２９は、表示面３の全領域内に含まれ、前景領域２１乃至前景領域２６以外の
領域である。
【００３８】
　前景領域２１乃至前景領域２４、複数の前景領域２５、並びに複数の前景領域２６は、
背景領域２９に比べてそれぞれ光を透過させやすい色彩である。例えば、前景領域２１、
２３、２４、及び２５は、それぞれ色彩が透明色である。前景領域２２及び２６は、それ
ぞれ他の前景領域に比べて色彩の明度が若干低い。背景領域２９は、例えば色彩が黒色で
あり、光を透過させにくい。ただし、前景領域の色彩を黒色とし、背景領域の色彩を透明
色とする態様であっても構わない。
【００３９】
　前景領域２１乃至前景領域２６は、それぞれ表示面３の情報（図形及び文字）である。
前景領域２１乃至前景領域２４は、例えばそれぞれ広告内容及び掲示内容を示す情報であ
る。各前景領域２５及び各前景領域２６は、それぞれ識別されやすい図形又は文字である
。前景領域２１乃至前景領域２６は、以下のようにそれぞれ形成される。
【００４０】
　図３及び図４に示すように、電光看板１は、透明フィルム２００及び無機ＥＬシート１
０が積層されてなる。透明フィルム２００は、表示面３側の最外層として配置されている
。表示面３は、透明フィルム２００に塗膜が形成されることにより形成されている。透明
フィルム２００は、透光性を有し、かつ例えばインクジェット方式で印刷が可能な素材か
らなる。透明フィルム２００の形状は、例えばＩＳＯ２１６規格のＡ４サイズに適合する
。透明フィルム２００は、耐熱性が比較的高いポリエチレンテレフタレートからなること
が望ましい。ただし、電光看板１は、透光性を有する着色フィルムを透明フィルム２００
の代わりに用いてもよい。
【００４１】
　透明フィルム２００に印刷がされると印刷色の塗膜が透明フィルム２００上に形成され
る。図４に示すように、透明フィルム２００は、黒色の印刷塗膜２０２が形成されると、
印刷塗膜２０２が形成された領域が背景領域２９となる。同様に、透明フィルム２００は
、明度が高い色彩からなる印刷塗膜２０１が形成されると、印刷塗膜２０１が形成された
領域が前景領域２２及び前景領域２６となる。透明フィルム２００は、何も印刷されない
領域が前景領域２１、２３、２４、及び２５となる。ただし、インクジェット方式に限ら
ず、電子写真方式で印刷して透明フィルム２００上にトナーからなる膜を形成してもよい
。
【００４２】
　透明フィルム２００は、例えばスプレー糊で無機ＥＬシート１０に印刷面と反対側の面
で貼り付けられている。接着力が比較的弱いスプレー糊を用いることにより、無機ＥＬシ
ート１０から透明フィルム２００を簡単に剥がすことが可能となる。
【００４３】
　無機ＥＬシート１０は、電光看板１のバックライトとして用いられている。無機ＥＬシ
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ート１０は、主面が透明フィルム２００と略同じ形状である。無機ＥＬシート１０は、絶
縁フィルム１１、透明面電極１２、発光層１３、誘電体層１４、背面電極層１５、及び保
護フィルム１６を備える。保護フィルム１６、背面電極層１５、誘電体層１４、発光層１
３、透明面電極１２、及び絶縁フィルム１１は、Ｚ方向に順に積層されている。絶縁フィ
ルム１１のＺ側の面（透明フィルム２００に当接する面）は、電光看板１の発光面である
。なお、無機ＥＬシート１０は、最外層の保護フィルム１６（背面電極層１５に当接する
。）に加えて、さらにもう１枚の保護フィルム１６を絶縁フィルム１１と透明フィルム２
００との間に備えてもよい。
【００４４】
　絶縁フィルム１１は、絶縁性及び透光性を有する樹脂フィルムである。樹脂フィルムと
しては、耐熱性が比較的高いポリエチレンテレフタレートが望ましい。透明面電極１２は
、ＩＴＯ、ＺｎＯ、ポリチオフェンを主成分とする有機電極、ポリアニリンを主成分とす
る有機電極、銀ナノワイヤ電極、カーボンナノチューブ電極のいずれかで形成されている
ため、透光性を有する。
【００４５】
　発光層１３は、層内部に蛍光体粒子が分散されてなる。蛍光体粒子は、銅（Ｃｕ）をド
ープした硫化亜鉛（ＺｎＳ）の粒子からなる。例えば、発光層１３は、発光色を白くする
ために、さらにピンク色系蛍光顔料を含んでもよい。
【００４６】
　誘電体層１４は、絶縁性を有し、誘電体粒子が分散されてなる。誘電体粒子としては、
例えば、チタン酸バリウム粒子が好適に使用される。誘電体層１４は、誘電体粒子が光を
反射させるため、発光層１３からの光を発光面側に反射させる。
【００４７】
　背面電極層１５は、例えば銅からなる面電極が中心部電極と、周辺部電極とに分割され
、さらに中心部電極及び周辺部電極が複数の電極に分割されてなる。中心部電極の領域は
、表示面３を法線方向から視ると、表示面３の中心領域３０と略一致する。周辺部電極の
領域は、表示面３を法線方向から視ると、表示面３の周辺領域３５と略一致する。
【００４８】
　図５に示すように、電極１５１乃至電極１５４は、それぞれ背面電極層１５の中心部電
極が分割されてなる。例えば、電極１５１乃至電極１５４は、それぞれ主面が矩形状であ
る。電極１５１乃至電極１５４は、配線引き回しのための空隙１５８を介してそれぞれ配
置されている。電極１５１は、分割された中心部電極のうち、－Ｘ方向かつＹ方向に位置
している。電極１５２は、分割された中心部電極のうち、Ｘ方向かつＹ方向に位置してい
る。電極１５３は、分割された中心部電極のうち、－Ｘ方向かつ－Ｙ方向に位置している
。電極１５４は、分割された中心部電極のうち、Ｘ方向かつ－Ｙ方向に位置している。
【００４９】
　表示面３を法線方向から視ると、電極１５１の領域は前景領域２１を含み、電極１５２
の領域は前景領域２２を含み、電極１５３の領域は前景領域２３を含み、電極１５４の領
域は前景領域２４を含む。
【００５０】
　図５に示すように、複数の電極１５５及び複数の電極１５６は、それぞれ背面電極層１
５の周辺部電極が分割されてなる。例えば、複数の電極１５５及び複数の電極１５６は、
それぞれ主面が矩形状である。複数の電極１５５及び複数の電極１５６は、長手方向が背
面電極層１５の主面の外周に沿うようにそれぞれ配置される。各電極１５５及び各電極１
５６は、配線引き回しのための空隙１５９を介して交互に並んで配置されている。図５に
示す例では、背面電極層１５のうち、－Ｙ側、かつＸ、－Ｘ方向の中心部には、電極１５
５及び電極１５６は、配置されていない。これにより、当該中心部から配線を電光看板１
の外側に引き出すことが簡単になる。
【００５１】
　表示面３を法線方向から視ると、各電極１５５の領域は各前景領域２５を含み、各電極
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１５６の領域は各前景領域２６を含む。
【００５２】
　ただし、電極１５１乃至電極１５６は、それぞれ主面が矩形状に限らず、後述する発光
領域の部分領域が所望の形状となるように設定されればよい。また、図５では、空隙１５
８を説明のために実際よりも幅広く示しているが、実際の空隙１５８は、各電極を絶縁す
るための幅の長ささえあればよい。
【００５３】
　保護フィルム１６は、絶縁性を有するフィルムであり、無機ＥＬシート１０の形状を保
持する。実際の電光看板１は、さらに無機ＥＬシート１０の形状を保持する枠体が備えら
れるが、枠体の説明は省略する。
【００５４】
　図６に示すように、制御装置４は、制御部４００、交流電源４０１乃至交流電源４０６
、並びに設定部４０７を備える。ただし、図６では、点線が制御部４００からの制御信号
線を示し、実線が交流電源４０１乃至交流電源４０６からの電源供給線を示している。
【００５５】
　制御部４００は、制御装置４の各機能部を統括的に制御する。制御部４００は、交流電
源４０１乃至交流電源４０６による電源供給のオンオフを切り替える。
【００５６】
　交流電源４０１乃至交流電源４０６は、例えば、周波数１ｋＨｚで電圧値１００Ｖの正
弦波信号をそれぞれ出力して電源を供給する。交流電源４０１は、背面電極層１５の電極
１５１に接続されている。交流電源４０２は、背面電極層１５の電極１５２に接続されて
いる。交流電源４０３は、背面電極層１５の電極１５３に接続されている。交流電源４０
４は、背面電極層１５の電極１５４に接続されている。交流電源４０５は、背面電極層１
５の各電極１５５に接続されている。交流電源４０６は、背面電極層１５の各電極１５６
に接続されている。なお、透明面電極１２は交流電源４０１乃至交流電源４０６の共通グ
ランドに接続されている。
【００５７】
　例えば、制御部４００の制御により交流電源４０１が電源を供給すると、電極１５１と
透明面電極１２との間に電界が発生する。すなわち、制御装置４は、電極１５１と透明面
電極１２との間に駆動電圧を印加して電界を発生させる。これにより、電界は、発光層１
３全体ではなく、発光層１３で部分的に発生する。発生した電界は、発光層１３に含まれ
る蛍光体を励起して発光させる。発光層１３の光は、透明面電極１２及び絶縁フィルム１
１を順にＺ方向に透過する。これにより、無機ＥＬシート１０は、発光面の法線方向から
視ると、電極１５１の領域で発光する。同様に、制御部４００が交流電源４０２乃至交流
電源４０６を制御すると、無機ＥＬシート１０は、発光面の法線方向から視ると、電極１
５２乃至電極１５６の領域で発光する。このように、無機ＥＬシート１０は、発光面が領
域毎に発光する。
【００５８】
　無機ＥＬシート１０の発光面からの光は、表示面３の前景領域２１乃至前景領域２６を
透過する。前景領域２２及び前景領域２６からの光は、印刷塗膜２０１の色彩に応じた色
となる。無機ＥＬシート１０の発光面からの光は、背景領域２９を透過しにくい。
【００５９】
　制御部４００が交流電源４０１乃至交流電源４０６を独立に制御することにより、前景
領域２１乃至前景領域２６は、それぞれ独立に発光する。
【００６０】
　例えば、制御部４００は、交流電源４０１乃至交流電源４０４を制御して、順に電源を
供給させる。すると、前景領域２１乃至前景領域２４は、順に発光する。また、制御部４
００は、交流電源４０１及び交流電源４０４の組と、交流電源４０２及び交流電源４０３
の組とに対して、交互に電源を供給させる。すると、前景領域２１及び前景領域２４の組
と、前景領域２２及び前景領域２３の組とは、交互に発光する。制御装置４は、このよう
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な発光パターンで電光看板１を発光させることにより、表示面３の情報に対する人の注意
を誘引する。
【００６１】
　また、例えば、制御部４００は、交流電源４０５及び交流電源４０６が出力する正弦波
信号の電圧値を、交流電源４０１乃至交流電源４０４が出力する正弦波信号の電圧値より
高くする。すると、前景領域２５及び前景領域２６は、それぞれ前景領域２１乃至前景領
域２４よりも明るく発光して、表示面３に対する人の注意を誘引する。また、制御部４０
０は、交流電源４０５及び交流電源４０６に交互に電源を供給させる。すると、各前景領
域２５及び各前景領域２６は、交互に発光する。このような発光パターンにより、前景領
域２５及び前景領域２６の矢印形状が示す方向に光が動いているような視覚効果が得られ
、表示面３の情報に対する注意誘因効果がさらに高まる。
【００６２】
　これら発光パターンの情報は、設定部４０７により設定されている。設定部４０７は、
不揮発性メモリを備え、不揮発性メモリには、設定された発光パターン情報が記憶されて
いる。発光パターン情報は、交流電源４０１乃至交流電源４０６毎に設定される。発光パ
ターン情報は、例えば、電源供給をオンとするタイミング情報、電源供給オンが継続する
時間情報、及び正弦波信号の電圧値の情報からなる。
【００６３】
　また、設定部４０７は、外部装置から発光パターン情報を受け取る通信Ｉ／Ｆ（Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ）４０７Ａを備える。これにより、ユーザは、例えば外部の情報処理装置（
例えばＰＣ）で発光パターンに関する操作入力を行い、発光パターン情報を制御装置４に
送ることにより、表示面３の発光パターンを変更できる。
【００６４】
　上述のように、中心領域３０の前景領域２１乃至前景領域２４は、印刷で塗膜を透明フ
ィルム２００上に形成することにより形成されている。従って、ユーザは、透明フィルム
２００上に印刷で前景領域２１乃至前景領域２４を自由に形成して、印刷した透明フィル
ム２００を無機ＥＬシート１０の発光面に張り替えるだけで、表示面３の情報を簡単に変
更することができる。
【００６５】
　図７に示すように、周辺領域３５において前景領域２５、前景領域２６及び背景領域２
９を形成した透明フィルム２００を予め準備しておけば、ユーザは、中心領域３０に印刷
を行って、印刷した透明フィルム２００を張り替えるだけで、電光看板１の表示面３の情
報を変更することができる。
【００６６】
　さらに、周辺領域３５の各前景領域２５及び各前景領域２６も印刷で形成されるため、
ユーザは、透明フィルム２００の全面に印刷するだけで前景領域２５及び前景領域２６を
前景領域２１乃至前景領域２４と同時に形成することができる。
【００６７】
　また、透明フィルム２００は、形状がＩＳＯ２１６規格に適合するため、一般的に入手
しやすく、かつ印刷サイズとしても汎用性が高い。
【００６８】
　以上のように、電光看板１は、印刷された透明フィルム２００が張り替えられるだけで
表示面３の情報が簡単に変更されて、かつ、変更された表示面３の情報に合わせて前景領
域２１乃至前景領域２６毎に発光して人の注意を誘引することができる。
【００６９】
　また、印刷された透明フィルム２００は、背景領域２９の色彩が黒色であり、下地が濃
い。これにより、前景領域２１乃至前景領域２６からの発光色のコントラストが高くなっ
て、表示面３の情報は鮮明に表示される。さらに、背面電極層１５における電極の分割部
（発光しない空隙１５８，１５９）が知覚されにくくなり、無機ＥＬシート１０の発光面
の分割形状（各発光領域）が認識されにくくなる。その結果、電光看板１は、印刷パター
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ンを変更した透明フィルム２００に張り替えられると、発光領域の形状があたかも変更さ
れたと人に知覚させる効果を得ることができる。
【００７０】
　また、上述の例では、表示面３の周辺領域３５は、無機ＥＬシート１０により発光して
いるが、他の光源によって発光しても構わない。例えば、無機ＥＬシート１０の主面を表
示面３より小さくして、小さくした無機ＥＬシート１０の外周に沿ってＬＥＤを複数配置
して周辺領域３５を照らす態様であっても構わない。
【００７１】
　また、上述の例では、背面電極層１５の面電極が分割されていたが、背面電極層１５を
面電極のままとし、透明面電極１２を分割してもよい。このように無機ＥＬシート１０の
内部の層の電極を分割しても、分割した電極間に空隙１５８が存在することにより、配線
の引き回しが阻害されることがない。
【００７２】
　図８に示すように、交流電源４０３及び交流電源４０４が同じ正弦波信号を出力するよ
うに制御されると、電極１５３及び電極１５４の各領域の発光パターンは同じになる。こ
れにより、ユーザは、電極１５３及び電極１５４が連結した１つの電極の領域上で前景領
域２３Ａが発光しているように知覚する。このように、電極１５１乃至電極のうち、隣り
合う２つ以上の電極に同じ駆動電圧を印加することにより、電光看板１は、発光する領域
の数を変更することができる。
【００７３】
　図９に示すように、周辺領域３５Ａを表示面３の外周全てに沿った領域とせず、表示面
３のＹ側及び－Ｙ側の辺に沿った領域のみに設定してもよい。
【００７４】
　また、電光看板１は、表示面３が矩形状に限らない。例えば、電光看板１の表示面が円
形の場合、発光領域は、同心円に沿った領域毎に発光してもよい。
【００７５】
　上述の実施形態の説明は、すべての点で例示であって、制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上述の実施形態ではなく、特許請求の範囲によって示
される。さらに、本発明の範囲には、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべ
ての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００７６】
１…電光看板
３…表示面
４…制御装置
１０…無機ＥＬシート
１１…絶縁フィルム
１２…透明面電極
１３…発光層
１４…誘電体層
１５…背面電極層
１６…保護フィルム
２１～２６，２３Ａ…前景領域
２９…背景領域
３０…中心領域
３５，３５Ａ…周辺領域
１００…電光看板装置
１５１～１５６…電極
１５８，１５９…空隙
２００…透明フィルム
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２０１，２０２…印刷塗膜
４００…制御部
４０１～４０６…交流電源
４０７…設定部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】

【図９】



(14) JP 2015-132668 A 2015.7.23

フロントページの続き

(72)発明者  今井　健二
            岡山県井原市木之子町６１８６番地　タツモ株式会社内
(72)発明者  川上　和志
            岡山県井原市木之子町６１８６番地　タツモ株式会社内
Ｆターム(参考) 3K107 AA05  BB06  CC45  DD31  EE08  EE09  GG07 
　　　　 　　  5C096 AA25  BA01  BB34  CA02  CA14  CA28  CC06  CC07  CC26  DC06 
　　　　 　　        DC19  DC21  DC29  DD01  EA06  FA02 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

