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(57)【要約】
【課題】光源の取付作業が容易で、発光面積を任意に変
更することができ、発光むらの発生を十分に抑制するこ
とができる取付けユニットおよび面状発光装置を提供す
る。
【解決手段】この面状発光装置１０は、複数の光源モジ
ュール１２と、これらの光源モジュール１２が着脱可能
に嵌合される複数の被嵌合部１１２を有する複数の取付
け部材１１０、および２次元状に配列された複数の取付
け部材１１０を光源モジュール１２毎に分離可能に連結
する複数の連結部１１３を有する取付けユニット１１と
を備え、光源モジュール１２は、回路基板と、回路基板
上に搭載されたＬＥＤと、ＬＥＤからの光を底面に入射
して側方に出射する光方向変換素子１２０とを備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の光源モジュールが着脱可能に嵌合される複数の被嵌合部を有する複数の取付け部
材と、
　１次元状または２次元状に配列された前記複数の取付け部材を前記光源モジュール毎に
分離可能に連結する複数の連結部とを備えたことを特徴とする取付けユニット。
【請求項２】
　前記複数の取付け部材および前記複数の連結部は、樹脂材料からなり、
　前記複数の連結部は、１～１.５ｍｍの厚さに形成された請求項１に記載の取付けユニ
ット。
【請求項３】
　前記取付け部材は、前記光源モジュールに接続されたケーブルが係止される係止部を備
えた請求項１に記載の取付けユニット。
【請求項４】
　前記複数の取付け部材は、他の取付けユニットに嵌合によって接続するための複数の接
続部を備えた請求項１に記載の取付けユニット。
【請求項５】
　複数の光源モジュールと、
　前記複数の光源モジュールが着脱可能に嵌合される複数の被嵌合部を有する複数の取付
け部材、および１次元状または２次元状に配列された前記複数の取付け部材を前記光源モ
ジュール毎に分離可能に連結する複数の連結部を有する取付けユニットとを備えたことを
特徴とする面状発光装置。
【請求項６】
　前記光源モジュールは、回路基板と、前記回路基板上に搭載された発光素子と、前記発
光素子からの光を底面に入射して側方に出射する光方向変換素子とを備えた請求項５に記
載の面状発光装置。
【請求項７】
　前記複数の光源モジュールは、ケーブルを介して直列的に接続され、
　前記取付け部材は、前記ケーブルが係止される係止部を備えた請求項５に記載の面状発
光装置。
【請求項８】
　前記光源モジュールは、１つ以上のＬＥＤチップを備えた請求項５に記載の面状発光装
置。
【請求項９】
　回路基板、前記回路基板上に搭載された発光素子、および前記発光素子からの光を底面
に入射して側方、斜め前方および斜め後方に出射する光方向変換素子を有する複数の光源
モジュールと、
　前記複数の光源モジュールが着脱可能に嵌合される複数の被嵌合部を有する複数の取付
け部材、および１次元状または２次元状に配列された前記複数の取付け部材を前記光源モ
ジュール毎に分離可能に連結する複数の連結部を有する取付けユニットと、
　前記複数の光方向変換素子から斜め後方に出射された光を前方に反射する反射面とを備
えたことを特徴とする面状発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源モジュールが取り付けられる取付けユニット、およびそれを用いた面状
発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＬＥＤの光パワーが大きくなり、省エネルギー、環境負荷物質を含まないクリー
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ンな光源として、電球、蛍光灯等の光源で照明されていた看板、液晶テレビ等のバックラ
イト、照明機器等の光源がＬＥＤに置き換わっている。また、小型のＬＥＤを使用するこ
とができるようになったため、設計の自由度が増し、大型かつ薄型の面状光源が市場で要
求されている。薄型になることで、既存の面光源は、省スペースとなり、設置できなかっ
た場所にも設置できるようになる。
【０００３】
　このような照明機器等に適用される従来の面状発光装置として、例えば、配線基板と、
この配線基板の素子搭載面内に並列された複数のＬＥＤと、これらのＬＥＤからの出射光
を照明対象に導くための拡散部付きの導光部材とを備えたものが提案されている（特許文
献１）。この構成によれば、個々のＬＥＤ素子に発光特性のばらつきがあっても、照度の
均一化が図れる。
【特許文献１】特開２００４－１４３６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の面状発光装置によると、ＬＥＤの取り付けを１個ずつ行うものであるた
め、ＬＥＤの個数と同数の取り付けを必要としていた。この結果、発光面積（装置の規模
）が大きくなると、それだけ取付数が嵩み、取付作業を煩雑にするという問題があった。
【０００５】
　従って、本発明の目的は、光源の取付作業が容易で、発光面積を任意に変更することが
でき、発光むらの発生を十分に抑制することができる取付けユニットおよび面状発光装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記目的を達成するため、複数の光源モジュールが着脱可能に嵌合される複
数の被嵌合部を有する複数の取付け部材と、１次元状または２次元状に配列された前記複
数の取付け部材を前記光源モジュール毎に分離可能に連結する複数の連結部とを備えたこ
とを特徴とする取付けユニットを提供する。
【０００７】
　また、本発明は、上記目的を達成するため、複数の光源モジュールと、前記複数の光源
モジュールが着脱可能に嵌合される複数の被嵌合部を有する複数の取付け部材、および１
次元状または２次元状に配列された前記複数の取付け部材を前記光源モジュール毎に分離
可能に連結する複数の連結部を有する取付けユニットとを備えたことを特徴とする面状発
光装置を提供する。
【０００８】
　上記取付けユニットおよび上記面状発光装置によれば、光源モジュールを嵌合により取
付け部材に取り付けることができるので、光源モジュールの取付けが容易となる。また、
取付け部材を連結部から分離し、必要な数の取付け部材を用いることにより、必要な大き
さの発光面積が得られる。さらに、光方向変換素子を用いた場合、光方向変換素子の底面
から入射した光が側方に変換されて出射されることにより、照射範囲が拡大され、発光む
らの発生が抑制される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によると、光源の取付作業が容易で、発光面積を任意に変更することができ、発
光むらの発生を十分に抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１は、本発明の実施の形態に係る面状発光装置を適用した広告看板を示し、（ａ）は
正面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ断面図である。
【００１１】



(4) JP 2008-159394 A 2008.7.10

10

20

30

40

50

　この広告看板１は、開口２ａを有する略箱型の筐体２と、開口２ａに設けられた広告表
示部３と、筐体２の背面板２ｂに取り付けられ、広告表示部３に背面側から照明光を照射
する面状発光装置１０とを備える。
【００１２】
　筐体２は、背面板２ｂと、４つの側面板２ｃとを備え、金属材料またはポリカーボネー
ト等の樹脂材料から形成されており、側面板２ｃの内面には、光の反射効率を高めるため
、アルミニウムシート等の金属シートが貼り付けられている。なお、金属シートの代わり
に、白色塗装を施してもよく、筐体２を白色の樹脂材料から形成してもよい。
【００１３】
　広告表示部３は、例えば、広告板５を保護する透明樹脂、透明ガラス等からなる透明板
４と、広告が印刷された広告板５と、透明樹脂、透明ガラス等からなり、表面または裏面
に微細な凹凸を有して入射光を散乱させる散乱板６とを積層して構成されている。なお、
散乱板６は、散乱材入りの樹脂板を用いてもよい。
【００１４】
　面状発光装置１０は、背面板２ｂに取り付けられる取付けユニット１１と、取付けユニ
ット１１に着脱可能に嵌合される複数の光源モジュール１２と、光源モジュール１２上に
配置された反射板１３とを備える。なお、面状発光装置１０は、筐体２や散乱板６等を更
に含めて構成してもよい。
【００１５】
　反射板１３は、光源モジュール１２から斜め後方に出射された光や、光源モジュール１
２から出射され、広告表示部３で反射した光を広告表示部３側に反射するものである。こ
のような反射板１３として、例えば、ＡＢＳ樹脂等の樹脂材料から形成され、広告表示部
３側の表面に反射面として白色塗装を施したものを用いることができるが、白色の樹脂材
料から形成してもよい。
【００１６】
　図２は、面状発光装置１０の平面図、図３は、図２の状態から反射板１３を取り除いた
状態を示す平面図、図４は、面状発光装置１０の分解斜視図である。
【００１７】
　面状発光装置１０は、図２～図４に示すように、取付けユニット１１に複数の光源ユニ
ット１２が嵌合され、その上から反射板１３が取り付けられる。
【００１８】
　反射板１３は、光源モジュール１２の後述する光方向変換部１２１が挿通する開口１３
ａ、および取付け部材１１０の後述する位置決め凸部１１７が嵌合する位置決め穴１３ｂ
を有する。
【００１９】
＜取付けユニット＞
　取付けユニット１１は、図３、図４に示すように、薄板四角形状（例えば１０×６０×
６０ｍｍ）を有する複数（例えば４×５個）の取付け部材１１０が２次元状に配列され、
これらの取付け部材１１０は、互いに分離可能に連結されている。なお、取付け部材１１
０の数は、上記の数に限定されず、また取付け部材１１０が１次元状に配列されていても
よい。また、取付け部材１１０は、取付けユニット１１を筐体２の背面板２ｂにねじ７で
固定するための開口１１１と、光源モジュール１２が着脱可能に嵌合される被嵌合部１１
２と、取付け部材１１０間を分離可能に連結する連結部１１３とを備える。このような取
付け部材１１０は、例えば、ＡＢＳ樹脂等の樹脂材料から一体的に形成されている。取付
けユニット１１を筐体２の背面板２ｂにねじ７で固定する場合、全ての取付け部材１１０
を固定してもよく、四隅に位置する取付け部材１１のみを固定してもよく、選択したいく
つかの取付け部材１１を固定してもよい。
【００２０】
（取付け部材）
　図５は、１組の取付け部材１１０および光源モジュール１２の平面図、図６（ａ）は、
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取付け部材１１０の斜視図、図６（ｂ）は、図６（ａ）のＦ－Ｆ断面図、図７は図５のＢ
－Ｂ断面図、図８は図５のＣ－Ｃ断面図である。
【００２１】
　取付け部材１１０は、前述したように、開口１１１、被嵌合部１１２および連結部１１
３を備え、さらに、ケーブル１４が係止される係止部１１４と、反射板１３の位置決め穴
１３ｂに嵌合して反射板１３を位置決めする位置決め凸部１１７とを備える。
【００２２】
　そして取付けユニット１１の上端側の横一列、および左端側の縦一列以外の取付け部材
１１０は、図６に示すように、４つの側面に差込凹部１１５がそれぞれ設けられている。
取付けユニット１１の上端側の横一列、および左端側の縦一列に位置する取付け部材１１
０の側面には、図３、図６に示すように、他の取付けユニット１１の差込凹部１１５に差
し込まれる差込凸部１１６が上方または左方に突設されている。従って、左上端に位置す
る取付けユニット１１は、上方および左方に差込凸部１１６が突設されている。これによ
り、取付けユニット１１の差込凸部１１６を他の取付けユニット１１の差込凹部１１５に
差し込むことにより、複数の取付けユニット１１を組み合わせて発光面積を拡大すること
ができる。
【００２３】
　また、取付け部材１１０は、ケーブル１４を収納する薄肉のケーブル収納部１１８Ａ～
１１８Ｄを形成し、ケーブル１４をケーブル収納部１１８Ａ～１１８Ｄに収納したとき、
ケーブル１４が取付け部材１１０の表面から突出しないようにしている。
【００２４】
（取付け部材の分離構造）
　連結部１１３は、図６（ｂ）に示すように、表面と裏面にそれぞれＶ溝１１３ａを形成
し、Ｖ溝１１３ａ間の最小肉厚を０．５～２ｍｍ、好ましくは１～１．５ｍｍとして取付
け部材１１０の分離を容易にしている。
【００２５】
（光源モジュールの嵌合構造）
　被嵌合部１１２は、光源モジュール１２の嵌合部分に対応した形状を有する凹部１１２
ａと、外側に弾性変形可能に形成された複数（例えば４つ）の係止片１１２ｂとから構成
されている。
【００２６】
　光源モジュール１２を凹部１１２ａに押し込むと、光源モジュール１２に設けられた図
７に示す凸部１２２ｇが係止片１１２ｂを外側に弾性変形させる。光源モジュール１２が
凹部１１２ａの底面に当接すると、係止片１１２ｂの変形が復帰して凸部１２２ｇの上面
に係止片１１２ｂが係止し、光源モジュール１２が被嵌合部１２に取り付けられる。光源
モジュール１２の交換等のために光源モジュール１２を取付け部材１１０から取り外すと
きは、マイナスドライバ等により係止片１１２ｂを外側に広げ、光源モジュール１２を持
ち上げることにより、光源モジュール１２を取り外すことができる。
【００２７】
（ケーブルの係止構造）
　ケーブルの係止部１１４は、図８に示すように、光源モジュール１２が嵌合する凹部１
１２ａの周辺の凹部周辺部１１９に傾斜面１１９ａを形成し、傾斜面１１９ａに対向する
ように傾斜面１１４ａを有するケーブル保持片１１４ｂを設けたものである。傾斜面１１
９ａ，１１４ａに導体１４ａを被覆部材１４ｂで被覆したケーブル１４を押し込むと、
ケーブル保持片１１４ｂが弾性変形してケーブル１４を凹部周辺部１１９とケーブル保持
片１１４ｂとの間に収容し、ケーブル保持片１１４ｂが元の位置に復帰してケーブル１４
がケーブル係止部１１４に係止される。
【００２８】
＜光源モジュール＞
　図９（ａ）は、図５のＤ－Ｄ断面図、図９（ｂ）は、図５のＥ－Ｅ断面図、図１０は、
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光方向変換素子を示し、（ａ）は斜視図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は下面図、図１１は、
光方向変換素子の縦断面図である。
【００２９】
　光源モジュール１２は、光方向変換素子１２０と、光方向変換素子１２０に嵌合するホ
ルダ片１２３と、ホルダ片１２３に取り付けられる、ＬＥＤ２０が搭載された回路基板１
２４とを備える。
【００３０】
（光方向変換素子）
　光方向変換素子１２０は、光方向変換部１２１と、ケース部１２２とから構成され、例
えば、ＰＭＭＡ（ポリメタクリル酸メチル）樹脂から一体的に形成されている。なお、光
方向変換素子１２０は、ポリカーボネート及びエポキシ・シリコーン等の透明樹脂や透明
ガラス等、あるいは着色された材料から形成されていてもよい。
【００３１】
　光方向変換素子１２０のケース部１２２は、図９（ａ），（ｂ）及び図１０（ａ）～（
ｃ）に示すように、ホルダ片１２３が嵌合する凹部１２２ａと、ホルダ片１２３側に突出
する２つの第１位置決め用ピン１２２ｂ及び４つの第２位置決め用ピン１２２ｃと、ケー
ブル１４を挿通させる切り欠き１２２ｄと、切り欠き１２２ｄに連通する樹脂充填用の空
間部１２２ｅと、各空間部１２２ｅに連通する基板接続用の空間部１２２ｆと、取り付け
部材１１０の係止片１１２ｂに係止する複数（例えば４つ）の凸部１２２ｇとが設けられ
ている。空間部１２２ｅは、光方向変換素子１２０、回路基板１２４およびホルダ片１２
３を組み立てた後、樹脂が充填されて封止される。
【００３２】
　上記第１位置決め用ピン１２２ｂは、後述する凹部１２１ａの近傍に位置し、回路基板
１２４のピン嵌合孔（図示せず）に嵌合される。上記第２位置決め用ピン１２２ｃは、ケ
ース部１２２の裏面の４隅部に位置し、ホルダ片１２３の段状部１２３ａのピン嵌合孔（
図示せず）に嵌合される。
【００３３】
　光方向変換素子１２０の光方向変換部１２１は、ＬＥＤ２０を収容する凹部１２１ａが
形成されている。凹部１２１ａは、ＬＥＤ２０から出射される光を入射する第１光入射面
（底面）１２１ｂ１と、第２光入射面（底面）１２１ｂ２とからなる。また、光方向変換
部１２１は、第１光入射面１２１ｂ１から入射した光を全反射する光反射面１２１ｃと、
この光反射面１２１ｃで全反射した光を屈折させて側方、斜め前方および斜め後方に出射
する光出射面１２１ｄとを有する。光入射面１２１ｂ、光反射面１２１ｃおよび光出射面
１２１ｄは、鏡面加工されている。
【００３４】
　第１光入射面１２１ｂ１とＬＥＤ２０との間には空隙Ｇ（Ｇ≒０．３ｍｍ）が形成され
る。これにより、光方向変換素子１２０に外力が加わっても、ＬＥＤ２０に力が加わらず
、ＬＥＤ２０の破損を防ぐことができる。また、第２光入射面１２１ｂ２にはＬＥＤ２０
の側面から出射される光が入射する。これにより、第２光入射面１２１ｂ２に入射する光
（例えば黄色光）が拡散され、色むらを抑制することができる。
【００３５】
　光反射面１２１ｃは、図１１に示すように、第１光入射面１２１ｂ１から到達する光を
全反射するように、略円柱体の光出射面１２ｄに向かって漸次広がる漏斗状に形成されて
いる。なお、光反射面１２１ｃは、等価的に回転２次曲面、特に回転放物面あるいは回転
双曲面の一部としてもよい。また、光反射面１２１ｃには、反射効率を高めるために、ア
ルミニウム等の金属膜を形成してもよい。また、光反射面１２１ｃにおいて、一部の光が
透過してもよい。
【００３６】
　光出射面１２１ｄは、図８に示すように、均一の外径を有する円周面で構成されている
。なお、光出射面１２１ｄは、多角柱（三角柱，四角柱，…）の側面で形成してもよい。
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また、光出射面１２１ｄには、光拡散性をもたせるために、粗面加工を施してもよい。こ
の粗面加工を施す代わりに、光方向変換素子１２０に光拡散剤を混入しても光拡散性を高
めることができる。
【００３７】
（ホルダ片）
　ホルダ片１２３は、回路基板１２４を保持する段状部１２３ａが設けられている。段状
部１２３ａには、図１０に示す光方向変換素子１２０の第２位置決め用ピン１２２ｃが挿
通される上下方向に開口した２つのピン挿通孔（図示せず）が設けられている。ホルダ片
１２３は、回路基板１２４を段状部１２３ａに保持した後、光方向変換素子１２０の第２
位置決め用ピン１２２ｃをピン挿通孔に挿通させた後、接着剤及び溶着等によって光方向
変換素子１２０に固定される。
【００３８】
（回路基板）
　回路基板１２４は、図９（ａ）及び（ｂ）に示すように、ＬＥＤ２０の背面に露出する
リードと電気的に接続する配線パターン（図示せず）を有し、図９（ｂ）に示すように、
ツェナーダイオード等の電子部品１２５が搭載され、ケーブル１４によって他の回路基板
１２４や電源に接続される。また、回路基板１２４は、光方向変換素子１２０の第１位置
決め用ピン１２２ｂが挿通される２つのピン挿通孔（図示せず）が設けられている。
【００３９】
（ＬＥＤ）
　図１２は、ＬＥＤ２０の断面図である。ＬＥＤ２０は、白色の樹脂材料から形成され、
リフレクタとなる傾斜面２１ａおよび底面２１ｂからなる凹部２１を有するパッケージ２
２と、凹部２１の底面２１ｂから外側に導出してなる一対のリード２３Ａ，２３Ｂと、一
対のリード２３Ａ，２３Ｂの凹部２１側の端部に電気的に接続された青色光を発する青色
ＬＥＤ素子２４と、凹部２１に充填され、青色ＬＥＤ素子２４から発する青色光で励起さ
れて黄色光を発する蛍光体２５を含有する封止樹脂２６とを備え、リード２３Ａ，２３Ｂ
によって回路基板１２４に実装され、青色ＬＥＤ素子２４から発する青色光と蛍光体２５
から発する黄色光との混合に基づいて白色光を出射するように構成されている。
【００４０】
　青色ＬＥＤ素子２４は、例えば、発光波長領域を４５０ｎｍ～４６０ｎｍとするＧａＮ
系半導体化合物からなるＬＥＤ素子を用いることができる。蛍光体２５は、例えば、珪酸
塩系の蛍光体や、ＹＡＧ(Yttrium Aluminum Garnet)蛍光体等のガーネット系蛍光体を用
いることができる。
【００４１】
　図１３（ａ）、（ｂ）は、それぞれ面状発光装置１０の回路例を示す。図１３（ａ）に
示す回路例は、同図中Ｌで示す青色ＬＥＤ素子２４に青色ＬＥＤ素子２４と極性を逆にし
てツェナーダイオードＺＤを並列に接続し、取付けユニット１１を構成する全ての回路基
板１２４をケーブル１４によって直列的に接続し、先頭の回路基板１２４の入力端子１２
４ａに定電流電源１５Ａを接続し、最後尾の回路基板１２４の出力端子１２４ｂ間を短絡
したものである。この構成によれば、青色ＬＥＤ素子２４の順方向電圧（Ｖｆ）よりも少
し高い電圧で動作するツェナーダイオードを用いることにより、いずれかの青色ＬＥＤ素
子２４がオープン故障しても、対応するツェナーダイオードに電流が供給され、他の青色
ＬＥＤ素子２４にも電流が供給されて点灯させることができる。
【００４２】
　図１３（ｂ）に示す回路例は、並列に接続された抵抗Ｒ１、Ｒ２の一端に同図中Ｌで示
す青色ＬＥＤ素子２４のカソードを接続し、青色ＬＥＤ素子２４のアノードと抵抗Ｒ１、
Ｒ２の他端に電圧を供給するように、取付けユニット１１を構成する全ての回路基板１２
４をケーブル１４によって直列的に接続し、先頭の回路基板１２４の入力端子１２４ａに
直流電源１５Ｂを接続し、最後尾の回路基板１２４の出力端子１２４ｂをオープンにした
ものである。この構成によれば、いずれかの青色ＬＥＤ素子２４がオープン故障しても、
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他の青色ＬＥＤ素子２４に電圧が印加されて点灯させることができる。
【００４３】
（広告看板の動作）
　図１４は、光源モジュール１２から出射される光線を示し、（ａ）は、光方向変換素子
１２０によって方向が変換された光線を示し、（ｂ）は、広告看板１の内部における光線
を示す。
【００４４】
　面状発光装置１０に電源を供給すると、各光源モジュール１２のＬＥＤ２０から白色光
を発光し、その白色光は、図１４（ａ）に示すように、光方向変換素子１２０によって側
方、斜め上方、斜め下方に変換されて出射する。光源モジュール１２から出射された光は
、図１４（ｂ）に示すように、斜め前方に出射された光ａは、直接広告表示部３に到達し
、斜め前方または側方に出射された光ｂは、筐体２の側面板２ｃの内面で反射して広告表
示部３に到達する。また、斜め後方に出射された光ｃは、反射板１３で反射して広告表示
部３に到達し、広告板５の広告内容を表示する。
【００４５】
（発光面積の変更）
　図１５は、発光面積の変更方法を説明するための平面図である。同図は、横１１個、縦
９個の合計９９個の取付け部材（ブロック）１１０を組み合わせた場合を示す。この場合
は、４つの取付けユニット（シート）１１を組み合わせる。まず、図６（ａ）に示したよ
うに、左上に位置する取付けユニット１１の差込凹部１１５に、右上に位置する取付けユ
ニット１１の差込凸部１１６を差し込み、左上に位置する取付けユニット１１の差込凹部
１１５に左下に位置する取付けユニット１１の差込凸部１１６を差し込み、左下および右
上に位置する取付けユニット１１の差込凹部１１５に右下に位置する取付けユニット１１
の差込凸部１１６を差し込む。４つの取付けユニット１１を組み合わせた後、上端側の１
０個の取付け部材１１０を他の取付けユニット１１から分離してその差込凹部１１５に右
上および左上の取付けユニット１１の差込凸部１１６を差し込み、左側の８個の取付け部
材１１０を他の取付けユニット１１から分離してその差込凹部１１５に左上および左下の
取付けユニット１１の差込凸部１１６を差し込み、左上端の取付け部材１１０を他の取付
けユニット１１から分離してその差込凹部１１５に組合せ済みの取付け部材１１０の差込
凸部１１６を差し込むことにより、図１５に示す取付けユニットの組合せが完了する。
【００４６】
＜本実施の形態の面状発光装置の効果＞
　本実施の形態の面状発光装置１０によれば、以下の効果を奏する。
（イ）光源モジュール１２を取付け部材１１０の被嵌合部１１２に着脱可能に取り付ける
ことができるので、光源モジュール１２の取付作業が容易となる。また、ケーブル１４を
係止部１１４に簡単に取り付けることができるので、ケーブル１４の取付作業が容易とな
る。この結果、面状発行装置１０の組立作業が容易となる。
（ロ）差込凹部１１５に差込凸部１１６を差し込んで必要な数の取付けユニット１１を用
い、あるいは取付け部材１１０を連結部１１３から分離して必要な数の取付け部材１１０
を用いることにより、発光面積を任意に変更することができる。
（ハ）光方向変換素子１２０の光入射面１２１ｂに入射した光を側方、斜め前方および斜
め後方に変換して出射するので、１つのＬＥＤ２０が照射する範囲が拡大されるので、発
光むらの発生を十分に抑制することができる。
【００４７】
　なお、本発明は、上記実施の形態に限定されず、発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々
に変形実施が可能である。
【００４８】
　例えば、上記実施の形態では、面状発光装置をバックライトとして広告看板に適用した
場合について説明したが、液晶テレビ等にも適用することができ、また、面状発光装置自
体を画像信号に応じて光源モジュールを点灯または消灯させて画像を表示する画像表示装
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置として用いてもよい。
【００４９】
　また、光源モジュールに複数のＬＥＤ素子を組み込んでもよい。この場合、Ｒ、Ｇ、Ｂ
の３色のＬＥＤ素子を組み込むことにより、カラーの発光光を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の実施の形態に係る面状発光装置を適用した広告看板を示し、（ａ）は正
面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ断面図。
【図２】面状発光装置の平面図。
【図３】図２の状態から反射板を取り除いた状態を示す平面図。
【図４】面状発光装置の分解斜視図。
【図５】１組の取付け部材および光源モジュールの平面図。
【図６】（ａ）は取付け部材の斜視図、（ｂ）は（ａ）のＦ－Ｆ断面図。
【図７】図５のＢ－Ｂ断面図。
【図８】図５のＣ－Ｃ断面図。
【図９】（ａ）は、図５のＤ－Ｄ断面図、（ｂ）は、図５のＥ－Ｅ断面図。
【図１０】光方向変換素子を示し、（ａ）は斜視図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は下面図で
ある。
【図１１】光方向変換素子の断面図。
【図１２】ＬＥＤの断面図。
【図１３】（ａ）、（ｂ）は、それぞれ面状発光装置の回路例を示す図。
【図１４】（ａ）は、光方向変換素子の出射光の様子を示す図、（ｂ）は、面状発光装置
の出射光の様子を示す図。
【図１５】取付けユニットの組合せ例を示す平面図。
【符号の説明】
【００５１】
１　広告看板
２　筐体
２ａ　開口
２ｂ　背面板
２ｃ　側面板
３　広告表示部
４　透明板
５　広告板
６　散乱板
７　ねじ
１０　面状発光装置
１１　取付けユニット
１２　光源モジュール
１３　反射板
１３ａ　開口
１３ｂ　位置決め穴
１４　ケーブル
１４ａ　導体
１４ｂ　被覆部材
１５Ａ　定電流電源
１５Ｂ　直流電源
２０　ＬＥＤ
２１　凹部
２１ａ　傾斜面
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２１ｂ　底面
２２　パッケージ
２３Ａ，２３Ｂ　リード
２４　青色ＬＥＤ素子
２５　蛍光体
２６　封止樹脂
１１０　取付け部材
１１１　開口
１１２　被嵌合部
１１２ａ　凹部
１１２ｂ　係止片
１１３　連結部
１１３ａ　Ｖ溝
１１４　係止部
１１４ａ　傾斜面
１１４ｂ　ケーブル保持片
１１５　差込凹部
１１６　差込凸部
１１７　位置決め凸部
１１８Ａ～１１８Ｄ　ケーブル収容部
１１９　凹部周辺部
１１９ａ　傾斜面
１２０　光方向変換素子
１２１　光方向変換部
１２１ａ　凹部
１２１ｂ　光入射面
１２１ｂ１　第１光入射面
１２１ｂ２　第２光入射面
１２１ｃ　光反射面
１２１ｄ　光出射面
１２２　ケース部
１２２ａ　凹部
１２２ｂ　第１位置決め用ピン
１２２ｃ　第２位置決め用ピン
１２２ｄ　切り欠き
１２２ｅ　空間部
１２２ｆ　空間部
１２２ｇ　凸部
１２３　ホルダ片
１２３ａ　段状部
１２４　回路基板
１２４ａ　入力端子
１２４ｂ　出力端子
１２５　電子部品
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