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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数のＬＥＤ集合ランプと駆動回路、電源回路、伝送線路がルーバー構造モジュールに
内蔵されたルーバー構造モジュールであって、
　ルーバー構造モジュールは、多数の羽板部材が複数の支柱により一定の隙間をあけて平
行に組み合わされて一体化され、
　各羽板部材の間の隙間は、各羽板部材の厚み寸法程度であり、
　ルーバー構造モジュールは、各羽板部材の隙間を通して前後に透視可能であり、
　ルーバー構造モジュールは、支柱の端部に外部接続用の電源端子部および信号端子部を
備え、
　多数のＬＥＤ集合ランプは、各羽板部材の一方の側部に一定間隔で配設され、ドットマ
トリクス型ディスプレイの画面を構成し、
　各羽板部材は、前記ＬＥＤ集合ランプが配設される側を前面として、当該前面から背面
に向けて厚さが徐々に薄くなっており、
　各ＬＥＤ集合ランプの駆動回路は、各羽板部材に内蔵され、
　電源回路は、ルーバー構造モジュールに内蔵され、電源端子部に外部から供給される電
力を受けて各駆動回路に電力を供給し、
　伝送線路は、ルーバー構造モジュールに内蔵され、信号端子部に外部から供給される表
示データ信号および制御信号を各駆動回路に供給する
　ルーバー構造モジュール。
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【請求項２】
　請求項１において、前記支柱は、各羽板部材の一方の端部を連結する第１の支柱と、各
羽板部材の他方の端部を連結する第２の支柱からなることを特徴とするルーバー構造モジ
ュール。
【請求項３】
　請求項１または２において、前記ＬＥＤ集合ランプの光軸を上下方向に適宜に可変設定
するための光軸角度可変機構を備えていることを特徴とするルーバー構造モジュール。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は巨大ディスプレイを構成するモジュールの構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
都会のビル街には実にさまざまな形態・意匠の表示装置があふれており、商品情報やサー
ビス情報あるいはニュース情報などのさまざまな宣伝広告に利用されている。誰でもが実
感するように、情報の伝達力や訴求力の面では大画面の表示装置が優れている。固定的な
情報を伝えるだけならば大型看板と照明で済むが、さまざまに変化する情報を伝えるため
には文字情報や動画などを自由に表示できるドットマトリクス式のテレビ画面型の表示装
置が使用されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
最近では、高輝度ＬＥＤ集合ランプを縦横に多数配設した表示パネルが普及しており、ご
く小型のものから大型画面のものまである。いずれにしてもこの種の表示パネルは、相当
の厚みのあるソリッドなパネル構造体になっている。多数のＬＥＤランプが配設されたパ
ネルの裏面側にはそれらランプを駆動する電子回路が実装されている。当然ながら、この
表示パネルを透かしてパネル裏面側から正面側を見えるようにするとか、パネル正面側か
ら裏面側の灯りが見えるようにするなどといった発想はまったくなかった。
【０００４】
ところが、ある種の商業ビルやイベントホールなどを新設計するにあたり、ビルの外壁を
カーテンウオール構造とし、透明なカーテンウオール越しに内外の視界を保ちながら、そ
のカーテンウオール外面に向けて超大型画面のドットマトリクス式の表示を行いたいとい
うデザイン要求が発生した。しかし従来の技術ではこの要求に応え得るドットマトリクス
式の超大型画面の表示パネルを実現できなかった。
【０００５】
本発明者らは、平成９年３月２１日付けの出願（特願平９－６８４５７）により、上述の
ような要求に応えるような透視型の分割表示パネルを提案した。これを中層や高層の建築
物に適用することは可能ではあり、分割表示制御のための開示は本願発明の実施にあたっ
ても大いに利用できるが、画面が大型になりまた建物が高層になるにつれ、表示装置の施
工性・メンテナンス性が問題となる。さらに、画素数や表示面積に応じて様々な大きさの
ディスプレイを揃えなければならず、汎用性に欠ける。そこで、多数のモジュールを縦横
に並べて組み合わせることで巨大ディスプレイを構築すれば表示装置の施工性・メンテナ
ンス性および汎用性を向上させることが可能となる。
【０００６】
したがって、本発明は、容易に施工・メンテナンスでき、しかも汎用性に富む大型の表示
装置を構成することができるルーバー構造モジュールを提供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　この発明に係るルーバー構造モジュールは、分説すると、つぎの事項（１）～（10）に
より特定されるものである。
（１）多数のＬＥＤ集合ランプと駆動回路、電源回路、伝送線路がルーバー構造モジュー
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ルに内蔵されたルーバー構造モジュールであること
（２）ルーバー構造モジュールは、多数の羽板部材が複数の支柱により一定の隙間をあけ
て平行に組み合わされて一体化されていること
（３）各羽板部材の間の隙間は、各羽板部材の厚み寸法程度であること
（４）ルーバー構造モジュールは、各羽板部材の隙間を通して前後に透視可能であること
（５）ルーバー構造モジュールは、支柱の端部に外部接続用の電源端子部および信号端子
部を備えること
（６）多数のＬＥＤ集合ランプは、各羽板部材の一方の側部に一定間隔で配設され、ドッ
トマトリクス型ディスプレイの画面を構成すること
（７）各羽板部材は、前記ＬＥＤ集合ランプが配設される側を前面として、当該前面から
背面に向けて厚さが徐々に薄くなっていること
（８）各ＬＥＤ集合ランプの駆動回路は、各羽板部材に内蔵されていること
（９）電源回路は、ルーバー構造モジュールに内蔵され、電源端子部に外部から供給され
る電力を受けて各駆動回路に電力を供給すること
（10）伝送線路は、ルーバー構造モジュールに内蔵され、信号端子部に外部から供給され
る表示データ信号および制御信号を各駆動回路に供給すること
【０００８】
　上記の発明特定事項（１）～（10）において、前記支柱は、各羽板部材の一方の端部を
連結する第１の支柱と、各羽板部材の他方の端部を連結する第２の支柱とを備える構成を
採用することができる。
【０００９】
　上記の発明特定事項（１）～（10）において、前記ＬＥＤ集合ランプの光軸を上下方向
に適宜に可変設定するための光軸角度可変機構を設けることができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
＝＝＝ルーバー構造モジュールの概要＝＝＝
図１～３に本発明の実施例におけるルーバー構造モジュール（以下、モジュール）の概要
を示している。図１は左斜め前方からの斜視図であり、図２はこのモジュール１の左側段
面図である。また、図３はモジュール１の一部を左後方からの斜視図として示している。
モジュール１は、８本の水平な羽板１１を左右の支柱１２に掛け渡し一定間隔で平行に組
み合わせて一体化した構造体である。各羽板１１の前面パネル１５には１６個のＬＥＤ集
合ランプ１３が配設されている。１６個のＬＥＤ集合ランプ１３の配列ピッチは一定であ
り、１６本の羽板１１の配設ピッチにほぼ等しい。つまり、１個のルーバー構造モジュー
ル１には、１６×８＝１２８個のＬＥＤ集合ランプ１３が縦横にほぼ等しいピッチで配列
されている。モジュール１における羽板１１の間隔部分には約３２ミリの隙間１４があい
ている。モジュール１からある程度離れてこれを見ると、羽板１１間の隙間１４を通して
モジュール１の向こう側の視界が確保される。また、本実施例では、羽板の厚さが前面（
ＬＥＤ集合ランプ側が配設されている側）から背面に向かって段階的に徐々に薄くなって
いる。これによって、モジュール１の背面から隙間１４を通してモジュール１の向こう側
を見るとき、羽板と視線とが平行でなくても十分な視界が得られるようになっている。
【００１２】
支柱１２は中空の矩形筒形状をなし、支柱１２には羽板１１の両端を形成するエンドユニ
ット１８が支柱に取り付けられている。エンドユニット１８は支柱１２の断面形状に合致
したコの字型の取付けガイド部１７と、行の両端にあるＬＥＤ集合ランプ１３が配設する
とともに羽板１１の中央部分と連結して羽板を支柱１１間に掛け渡すための羽板接続部１
６とが一体的に形成されたものである。
【００１３】
各モジュール１における各ＬＥＤ集合ランプ１３はＲＧＢ各色のＬＥＤを適当な数ずつ含
み、全部で２０個のＬＥＤで構成されている。この２０個のＬＥＤがディスプレイの１画
素に相当する。また、２０個のＬＥＤは、画素形状が長方形となるように配置されるとと
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もに、３原色のいずれかを単色表示したときにもこの画素形状が崩れないように適宜に配
置されている。さらに、ＲＧＢ各色のＬＥＤ数の内訳は、白色を表示したときの色バラン
スを考えて適宜に設定されている。なお、本実施例では各ＬＥＤ集合ランプ１３はそれぞ
れに点灯用駆動回路が対応している。
【００１４】
また本実施例において、羽板１１の前面パネル１５はその下縁部分を軸として上下に回転
可能であり、これによってＬＥＤ集合ランプ１３の光軸を調整することができる。図４（
Ａ）（Ｂ）に羽板１１の内部構造の概略を示した。（Ａ）は羽板１１の断面図であり、（
Ｂ）は羽板１１の拡大斜視図である。羽板１１は概して中空の部材であり、ＬＥＤ集合ラ
ンプ１３の駆動回路基板６１などが収納されている。前面パネル１５は、下端が羽板の下
側部分前端はヒンジ６５によって結合されている。これを回転軸として回転させることに
より前面パネル１５の角度が調整される。また、羽板１１の上側部分前端は円弧状の湾曲
プレート部（羽板側湾曲プレート部）６３を形成し、前面パネル１５の上側も後側に張り
出した湾曲プレート部（パネル側湾曲プレート部）６２が一体的に形成されている。パネ
ル側湾曲プレート部６２を羽板側湾曲プレート部６３の上側に沿って摺動するとともに、
パネル側湾曲プレート部６２に穿設された円弧方向に延在する孔６５の上からボルト６４
を通して、このボルト６４を羽板側湾曲プレート部６３の前端部に設けられたナット部６
６に締結する。それによって、前面パネル１５が適宜な角度に調整された状態で固定され
る。
【００１５】
なお、通常の光軸方向は水平方向よりも１５度下向きとなるように設定されているが、プ
ラスマイナス１５度（すなわち、水平方向から下向きに０度から３０度まで）まで角度調
整することが可能である。もちろん、この角度に限定されるものではない。また、角度調
整の機構についても、異なる角度を有する前面パネルを複数用意しておき、ディスプレイ
の設置位置に応じて適宜な角度を有する前面パネルを使用することとしてもよい。
【００１６】
＝＝＝モジュール内の回路システムとモジュール間の接続＝＝＝
図５は、モジュール１内の回路システムにおける配線構造を示している。各羽板１１の内
部は概して中空である。この羽板１１内に複数の信号線２１や電源ライン２２からなる行
信号伝送線路２０が配設されるとともに各ＬＥＤ集合ランプ１３の駆動回路２３を実装し
た回路基板６１がを長手方向に延長して設置されている。なお、駆動回路２３は基板６１
上の行信号伝送線路２０により直列に接続されている。
【００１７】
左右の支柱１２も中空構造を有し、このいずれかの支柱１２（本実施例では左側の支柱）
内に長手方向に沿って複数の信号線３１や電源ライン３３からなる列信号伝送線路３０が
配設されている。また、列信号伝送線路３０が配設されている支柱１２の上端および下端
には同一構成の別のモジュールの信号線３１や外部電源からの電源ライン３３を接続する
ためのコネクタ２５ａ、２５ｂを備えている。コネクタ２５ａ、２５ｂの形状は、支柱１
２の上端と下端で雄型と雌型のはめ合い構造になっていて、別のモジュール１を上下に連
結するとともに電気的に接続することができる。本実施例では上端側が入力コネクタ２５
ａであり、下端側が出力コネクタ２５ｂである。そして、入力コネクタ２５ａ（前段モジ
ュール）側から入力された信号は波形成形やタイミング再生などを経て出力コネクタ２５
ｂを介して後段のモジュール１へ出力される。
【００１８】
コネクタ２５ａ、２５ｂの電源ライン３２用の端子は、モジュール１内の適宜位置（本実
施例では支柱内）にあるスイッチング・レギュレータ２４に接続されている。スイッチン
グ・レギュレータ２４は外部から供給される電源３２を受けて、モジュール１内の各部の
駆動回路２３およびＬＥＤ集合ランプ１３を駆動するための安定な電源をつくる。したが
って、列信号伝送線路３０はこのレギュレータ２４がつくった電源を供給するための電源
ライン３３と複数の信号線３１と外部電源ライン３２とを含んでいる。外部電源ライン３
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２はスイッチング・レギュレータ２４を「パス」して出力コネクタ２５ｂに直結される。
【００１９】
列信号伝送線路３０の信号線３１と電源ライン３３には、各羽板１１の行信号伝送線路２
１が並列に接続されている。それによって、前段のモジュール１から中継／入力されてく
る各種データ信号（後述する）と、駆動回路２３用およびＬＥＤ集合ランプ１３用の電源
とが各駆動回路２３に分配される。なお、各羽板１１と支柱１２との接合部には羽板１１
内の中空部と支柱１２内の中空部とは連絡口によって連通されており、列信号伝送線路３
０と行信号伝送線路２０とはこの連絡口を介して結線されている。
【００２０】
以上がモジュール１の回路システム構成であった。このモジュール１によって実際のディ
スプレイ画面を構成する場合は、複数のモジュール１のそれぞれのコネクタ２５ａ、２５
ｂを接続することで、列方向に複数のモジュール１が連結されたモジュール列を構成する
。このモジュール列を複数本横方向に並べると、建築物の外壁などに設置される巨大なド
ットマトリクス画面が構成される。なお、実際に巨大画面ディスプレイを設置する場合、
コネクタ２５ａ、２５ｂのはめ合い構造だけによる連結では設置強度が得られないことが
考えられる。上下の支柱１２にはめ合い構造をもたせても不十分であろう。そのため、建
築物に強固に固定された溝付きの垂直レールなどを用い、このレールの溝に沿って各モジ
ュール列を支持／固定するなどして設置することになる。また、上部から吊す場合には各
モジュール１を垂設されたワイヤに固定するなどして各モジュール１を支えてもよい。
【００２１】
＝＝＝巨大画面ディスプレイのシステム構成＝＝＝
図６は、多数のモジュールによって構成される巨大画面ディスプレイ（以下、ディスプレ
イ）を含む表示システムの１例を構成図として示した。ディスプレイ５０は、縦方向の５
０個のモジュールを回路的にシリアル接続してなるモジュール列Ｌ１～Ｌ１９を横方向に
１９本並べることで、９５０個のモジュールＭ１～Ｍ９５０による縦（８×５０）＝４０
０画素、横（１６×１９）＝３０４画素の画面を構成している。
【００２２】
主制御装置１００はこのディスプレイ５０での表示制御の中枢であり、一般的なパソコン
などを用いる。主制御装置１００は、表示しようとする静止画あるいは動画の画像データ
を所定のファイル形式でハードディスク装置などに蓄積してあり、プログラムに従って所
定の画像データを表示パネルの回路システムに分配する制御を行う。各モジュール列Ｌ１
～Ｌ１９の上端のモジュールにはデータ分配回路Ｓ１～Ｓ１９がそれぞれ接続されている
。１９個のデータ分配回路Ｓ１～Ｓ１９はシリアルに接続されて主制御装置１００に結合
されている。
【００２３】
表示画面の画素構成は４００×３０４であり、１画素の表示制御データはＲＧＢ各８ビッ
トの計２４ビットのカラーデータである。従って、１フレーム分の画像データは４００×
３０４×２４ビットである。主制御装置１００は、１フレーム分の画像データを１画素分
＝２４ビットの並列データとして高速に直列出力する。もちろんデータ転送にクロック信
号やフレーム同期信号なども同時に出力する。
【００２４】
１つのモジュール列Ｌｉには５０個のモジュールがあり、１つのモジュールには１６×８
＝１２８画素分のＬＥＤ集合ランプがある。従って、１つのモジュール列は５０×１２８
画素分の画像データが必要である。各モジュール列に対応する各データ分配回路Ｓｉ（ｉ
は１～１９の整数）は、主制御装置１００から出力される１フレーム分の画像データのう
ち、各列に必要な１２８×５０＝６４０画素分のデータを受け取り、それを対応したモジ
ュール列Ｌｉに向けて転送する。
【００２５】
各データ分配回路Ｓｉから該当のモジュール行Ｌｉに送り出される１モジュール列分のデ
ータは、５０個の各モジュールに向けて送出される。また、前述したように、モジュール
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の支柱の上端部および下端部にコネクタがあり、信号の流れに従って、上端部のコネクタ
に入力されたカラーデータが下端部のコネクタへ中継／出力される。各モジュールにおい
て、各羽板内に実装された各ＬＥＤ集合ランプの駆動回路は、１２８×５０画素分の画像
データのうち、自分向けの２４ビットのカラーデータを受け取って一時記憶し、そのデー
タによりＬＥＤ集合ランプを制御駆動する。
【００２６】
＝＝＝駆動回路の構成＝＝＝
駆動回路２３の概略構成を図８に示している。前述のように、駆動回路２３は各ＬＥＤ集
合ランプ１３に対応して基板６１に実装され、１画素を構成するＲＧＢ各色のＬＥＤに接
続されている。列信号伝送線路３０から並列に枝分かれした行信号伝送線路２０がその行
の駆動回路２３を直列に接続している。各駆動回路２３に入力された各種信号は入力バッ
ファ４２を介してデータセレクタ４３に入力される。データセレクタ４３は、自分向けの
２４ビットのカラーデータを選択抽出して表示回路に受け渡すとともに、必要なクロック
や同期信号を表示回路５０に与える。また、入力した各種信号の波形整形やタイミング再
生を行い、出力バッファ４４を介して同じ行に属する後段の駆動回路にむけて出力する。
また、行信号伝送線路２０中の電源ラインはその用途（駆動回路用、ＬＥＤ集合ランプ用
）に従って適宜に供給される。
【００２７】
表示回路５０の概略構成を図５に示している。データセレクタ４３から入力された２４ビ
ットのカラーデータは、データメモリ５１に一時記憶される。コントローラ５２は、セレ
クタ４３から与えられるクロックや同期信号に従ってこのデータメモリ５１やＬＥＤドラ
イバ５３を制御する。ＬＥＤドライバ５３はデータメモリ５１から受け取ったカラーデー
タを各色毎の階調データとして取得するとともに、この階調データに従ってパルス幅変調
した駆動信号を発生する。そして、各色のＬＥＤを各色の駆動信号で点灯させることでパ
ルス幅に応じた階調が再現される。
【００２８】
＝＝＝その他、補足など＝＝＝
上記実施例において、モジュールは２本の支柱間に羽板を掛け渡した構造になっているが
、支柱間の距離が長いときなどは３本以上の支柱に羽板を掛け渡してもよい。それによっ
て、モジュール自体の剛性や取付け強度などを増加させることができる。
【００２９】
また、上記実施例ではディスプレイの設置時に、支柱を垂直方向に延長させて水平方向に
羽板を掛け渡した状態となっているが、支柱を水平方向とした連結部材とし、その連結部
剤間に垂直方向に羽板を掛け渡すようにしてもよい。もちろん、斜めであってもいっこう
に構わない。
【００３０】
スイッチングレギュレータは各モジュールに１つずつあり、このレギュレータからの電源
ラインをそのモジュール内の全ての駆動回路やＬＥＤ集合ランプに分配しているが、各羽
板毎にレギュレータを設けてもよい。この場合、外部電源ラインをモジュールの支柱内に
通さず、ディスプレイを設置する建物側に各モジュール列の支柱に沿って設けてもよい。
そして、各モジュールの支柱と羽板との接合部分にこの外部電源ラインと羽板毎のレギュ
レータとを接続するための接点を備えさせてもよい。モジュール間を接続するコネクタを
接触式とせず、光通信用コネクタなどを用いて非接触式とすることも可能である。
【００３１】
【発明の効果】
この発明によれば、モジュールを横方向および高さ方向に多数並べることにより巨大ディ
スプレイを構成することができる。このモジュールによって構成した巨大ディスプレイを
建築物の透明ガラス外壁の内側に設置しても、モジュールは羽板と支柱の部分を除いて前
後に透視可能であるため、この巨大ディスプレイ自体が前後の視界を著しく遮断する障害
物になることはなく、また透明ガラス外壁を経由した外光の取り入れを著しく妨げること
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面の観客に対しては、極めて巨大な画面により多彩な映像表現を見せることが可能となる
。
【００３２】
また、小型のモジュールを搬入して組み合わせることによりディスプレイ全体を施工でき
るので、コンサート会場で臨時の巨大画面ディスプレイを設置するときなどは、速やかな
設置と撤収が可能となる。建築物などに恒久的に設置する場合であっても当初の建築・配
線作業やメンテナンスが容易となることは言うまでもない。またリニューアル時において
は、改良したモジュールと取り替えれば、ディスプレイの表示性能向上も可能なので、デ
ィスプレイを設置するためのレール部材などは移動なしで利用し続けることができ、省資
源の効果が大きく、また作業コストや工期も有利である。
【００３３】
さらに、ＬＥＤの光軸を上下に可変とすることで、巨大ディスプレイ自体の高さや設置す
る高さに応じて最適な視角方向に調整できる。また、列信号伝送経路の一端の信号端子（
コネクタ）を入力側とし他方を出力側とすることで、モジュールを連結するだけで配線が
完了する。そのため、設置時や保守時の配線作業が必要ない。したがって、設置や保守に
関わるコストを削減できる。
【００３４】
羽板部材の厚さをＬＥＤ集合ランプが配設されている面（前面）から背面に向かって徐々
に薄くしていくことで、モジュール後方からモジュールを通して向こう側を見る視角を拡
大することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例におけるモジュールの左前方上側からの斜視図である。
【図２】上記モジュールの左側断面図である。
【図３】上記モジュールの一部を拡大してみたときの分解斜視図である。
【図４】上記モジュールにおける羽板の断面図（Ａ）と拡大斜視図（Ｂ）である。
【図５】上記モジュール内における回路システムの概略構成図である。
【図６】上記モジュールによって構成される巨大画面ディスプレイの１例における構成図
である。
【図７】上記モジュールにおける駆動回路の構成図である。
【図８】上記駆動回路における表示回路部の構成図である。
【符号の説明】
１　モジュール
１１　羽板
１２　支柱
１３　ＬＥＤ集合ランプ
１５　前面パネル
２０　行信号伝送線路
２３　駆動回路
３０　列信号電動線路
５０　巨大画面ディスプレイ
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