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(57)【要約】
【課題】内照表示板用に演色性の高いＬＥＤモジュール
を提供すること。
【解決手段】
　可視光を透過させ、複数の色相による部分で構成され
る表示パネル１１と、白色の光を発光する白色ＬＥＤ２
１を少なくとも有し、表示パネル１１を透過させる光を
表示パネル１１の裏側から照射するＬＥＤモジュール２
０と、を備える内照表示装置１００において、ＬＥＤモ
ジュール２０は、照射する表示パネル２０の部分の色相
に応じて、表示パネル１１の色相と同色若しくは同系統
の色相で発光する有色ＬＥＤ２２を備え、表示パネル１
１を鮮明に発色させる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可視光を透過させ、複数の色相による部分で構成される表示パネルと、
　白色の光を発光する白色ＬＥＤを少なくとも有し、前記表示パネルを透過させる光を表
示パネルの裏側から照射するＬＥＤモジュールと、
を備える内照表示装置において、
　前記ＬＥＤモジュールは、照射する前記表示パネルの部分の色相に応じて、表示パネル
の前記色相と同色若しくは同系統の色相で発光する有色ＬＥＤを備えることを特徴とする
内照表示装置。
【請求項２】
　前記表示パネルは無色又は白色ともう一色との二系統の色相で構成され、
　前記ＬＥＤモジュールには、白色ＬＥＤと、前記もう一色と同色若しくは同系統の色相
で発光する有色ＬＥＤとを備えることを特徴とする請求項１に記載の内照表示装置。
【請求項３】
　前記表示パネルの無色又は白色に対応する部分の前記ＬＥＤモジュールは、白色ＬＥＤ
のみからなることを特徴とする請求項１又は２に記載の内照表示装置。
【請求項４】
　前記ＬＥＤモジュールにおいて、
　前記有色ＬＥＤの数は、前記白色ＬＥＤの数よりも少ないことを特徴とする請求項１か
ら３のいずれか一に記載の内照表示装置。
【請求項５】
　前記ＬＥＤモジュールにおいて、
　前記有色ＬＥＤの輝度は、前記白色ＬＥＤの輝度よりも低いことを特徴とする請求項１
から４のいずれか一に記載の内照表示装置。
【請求項６】
　前記ＬＥＤモジュールにおいて、
　前記有色ＬＥＤに印加する電流は、前記白色ＬＥＤに印加する電流よりも小さいことを
特徴とする請求項１から５のいずれか一に記載の内照表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源としてＬＥＤ（ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ：発光ダイ
オード）を用いる内照表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内照看板に代表される内照表示装置の光源として、蛍光灯や蛍光管に替えて
消費電力が小さく寿命の長いＬＥＤを用いることが知られている。看板には、白と赤、白
と青といった２色による配色のものが多く、赤色、青色、等の単色のＬＥＤモジュールや
、白色ＬＥＤを使ったＬＥＤモジュールが用いられている。
【０００３】
　特許文献１には、カラーシートを透過する白色ＬＥＤの光によって様々な色の表示が可
能な内照看板が開示されている。
【特許文献１】特開２００３－１８６４２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、白色ＬＥＤは青色ＬＥＤチップと黄色蛍光体の組み合わせ等による疑似
白色ＬＥＤが主流であり、ある特定の波長が欠落していることから演色性が悪く、特に白
色を表示するときにくすんだように見えることが問題だった。また、赤色、緑色、及び青
色ＬＥＤからなる白色ＬＥＤを用いた場合には、三原色全ての波長は存するものの白色Ｌ
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ＥＤの個体差によって色合いが異なって見えることが問題だった。
【０００５】
　そこで、本発明では演色性の高いＬＥＤモジュールによって鮮明に表示できる内照表示
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】
【０００６】
　本発明は、可視光を透過させ、複数の色相による部分で構成される表示パネルと、白色
の光を発光する白色ＬＥＤを少なくとも有し、前記表示パネルを透過させる光を表示パネ
ルの裏側から照射するＬＥＤモジュールと、を備える内照表示装置において、前記ＬＥＤ
モジュールは、照射する前記表示パネルの部分の色相に応じて、表示パネルの前記色相と
同色若しくは同系統の色相で発光する有色ＬＥＤを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、表示パネルの色相に応じて有色ＬＥＤがその色相若しくは近い色相の
光を発して、表示パネルの有色部を鮮明に発光させるために必要な波長の光を補うため、
ＬＥＤモジュールは演色性の高い光を発し、表示パネルを鮮明に表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態に係る内照表示装置１００について説明する
。
【０００９】
　図１は、本発明の実施の形態に係る内照表示装置１００の正面図である。内照表示装置
１００はシンボルマークやロゴ等の情報を表示する表示部１０と、表示部１０を保持する
支柱１２とを備える。
【００１０】
　支柱１２は表示部１０を支えるために設けられ、本実施形態のように２本の場合もあれ
ば１本の場合等もある。また、店舗の壁に取り付ける場合のように実施の形態によっては
支柱１２を設けなくてもよい。支柱１２の内部は中空であり、その内部には表示部１０に
電力を供給するための図示しない配線が設けられる。
【００１１】
　図２（ａ）は表示部１０の正面図、図２（ｂ）は表示部１０の側面を断面図で示したも
のである。図２（ａ）は内部の構造を説明するために表示パネル１１を取り外した状態で
示している。
【００１２】
　表示部１０は、内部に内照表示装置１００の内側から外側へ向けて光を発するＬＥＤモ
ジュール２０を多数マトリックス状に並べて構成されるＬＥＤアセンブリ１２０を備え、
その外側には可視光の一部を透過させてシンボルマークやロゴ等を表示する表示パネル１
１を備える。表示部１０はケース１３によってひとつの剛体としての形状を保ち、ケース
１３を介して支柱１２に固定される。
【００１３】
　ケース１３は四方向を囲まれた箱枠型であり、残りの対向する二面は開口している。内
部にはＬＥＤアセンブリ１２０を開口面から光を放つ向きで固定する。また、ケース１３
の開口面にはＬＥＤアセンブリ１２０全体を覆うように、ＬＥＤアセンブリ１２０とほぼ
同じ大きさの表示パネル１１が、ＬＥＤアセンブリ１２０と所定の間隔をあけて設けられ
る。ここで所定の間隔をあけるのは、表示パネル１１に反射してはね返った光を利用して
、後で詳しく説明する面発光の状態を作り出すためである。またＬＥＤアセンブリ１２０
は動作中に発熱することからも、表示パネル１１を保護するために又はＬＥＤアセンブリ
１２０の過熱を防止するために、ＬＥＤアセンブリ１２０と表示パネル１１との間には間
隔が必要である。
【００１４】
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　図１に示すように、表示パネル１１は半透明のアクリル板等の可視光を透過させる材質
で形成され、無色又は白色ともう一色との二色でシンボルマークやロゴ等を形成する。ア
クリル板以外にも、ガラス板や樹脂板など可視光の一部を透過するものであればよく、同
様の機能を発揮できるものであればフィルム状のものや布、紙等でもよい。
【００１５】
　表示パネル１１は、有色部１１ａ及び白色部１１ｂからなる二色構成である。有色部１
１ａ及び白色部１１ｂは、表示パネル１１に直接着色しても良いが、フィルム等を貼り付
けて構成したり、色相の異なるアクリル板を組み合わせて形成してもよい。
【００１６】
　ここで、白色部１１ｂを白色でなく無色にした場合にも、ＬＥＤアセンブリ１２０は全
体として白色に発光するため、無色部は白色の場合と同様に白色に発光することとなる。
その際、表示パネル１１を透明のアクリル板等で構成するほか、表示パネル１１に穴を設
けて無色部を設けることも可能である。
【００１７】
　図２（ｂ）に示すように、表示パネル１１及びＬＥＤアセンブリ１２０は内照表示装置
１００の表裏両面に備えられる。しかし内照表示装置１００の片面が店舗の壁と接するよ
うな場合には、壁と接しない側の片面のみに表示パネル１１を備える構成でもよい。その
場合には、内部のＬＥＤアセンブリ１２０も表裏両面に向けて備える必要はなく、表示パ
ネル１１を設ける側の片面のみに設ければよい。
【００１８】
　図３は、本発明の実施の形態に係る一つのＬＥＤモジュール２０の正面図である。
【００１９】
　ＬＥＤモジュール２０は、基板２３上に四個の白色ＬＥＤ２１が矩形に配置され、有色
ＬＥＤ２２としての赤色ＬＥＤを四個の白色ＬＥＤ２１の中央に一個備える。本実施形態
では、表示パネル１１の有色部１１ａが赤色であることから、有色ＬＥＤ２２には同じ色
相に発光する赤色ＬＥＤを使用している。
【００２０】
　有色ＬＥＤ２２は、表示パネル１１の対応する位置の色相によってその色相が異なるも
のが使用される。例えば表示パネル１１の対応する位置の色が赤である場合には赤色ＬＥ
Ｄ、表示パネル１１の対応する位置の色が緑である場合には緑色ＬＥＤ、表示パネル１１
の対応する位置の色が橙である場合には橙色ＬＥＤを使用する。ここで、表示パネル１１
の有色部が中間色等で、それと同一の色相のＬＥＤがないような場合には同系統の色相の
ＬＥＤを用いることで対応が可能である。
【００２１】
　白色ＬＥＤ２１は、青色ＬＥＤに黄色のＹＡＧ蛍光体（イットリウム・アルミニウム・
ガーネット蛍光体）を塗布して白色に発光させる擬似白色発光ダイオードであり、表示パ
ネル１１を透過させる白色の光を発する。白色に発光できればよいので、他に紫外線発光
ダイオードとＲＧＢ蛍光体によって白色に発光するものや、赤色・緑色・青色の三個のＬ
ＥＤを備える白色ＬＥＤを用いてもよい。
【００２２】
　図１に示したような図柄の表示パネル１１の場合には、有色部の割合が比較的大きいた
め、ＬＥＤアセンブリ１２０を構成する全てのＬＥＤモジュール２０に有色ＬＥＤ２２を
備える。しかし、縁取り部及び“Ａ”の文字が赤色であるため、縁取り部及び“Ａ”の文
字の裏側に配置されたＬＥＤモジュール２０のみに赤色ＬＥＤを備えて、白色部１１ｂの
裏側に配置されたＬＥＤモジュール２０には赤色ＬＥＤを備えない構成にしてもよい。そ
の際、有色ＬＥＤ２２を実装しなかった部分には、輝度を確保するため白色ＬＥＤ２１を
更に配置してもよい。
【００２３】
　図４は、表示パネルの変形例を示した図である。
【００２４】
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　図４（ａ）に示す表示パネル４１は、白色部４１ａと緑色部４１ｂとからなる二色構成
である。表示部１０に表示パネル４１を取り付ける場合、緑色部４１ｂの裏側に位置する
ＬＥＤモジュール２０は、白色ＬＥＤ２１及び有色ＬＥＤ２２としての緑色ＬＥＤを備え
る。これによって緑色部４１ｂを演色性豊かに発光させられる。
【００２５】
　ここでも、表示パネル４１には白色部４１ａが少なく、その殆どが緑色部４１ｂである
ため、表示部１０内にマトリックス状に並べられた全てのＬＥＤモジュール２０に有色Ｌ
ＥＤ２２を備えてもよい。
【００２６】
　図４（ｂ）に示す表示パネル４２は、白色部４２ａと橙色部４２ｂと青色部４２ｃとか
らなる三色構成である。表示部１０に表示パネル４２を取り付ける場合、橙色部４２ｂの
裏側に位置するＬＥＤモジュール２０には、白色ＬＥＤ２１及び有色ＬＥＤ２２としての
橙色ＬＥＤを備える。また、青色部４２ｃの裏側に位置するＬＥＤモジュール２０には、
白色ＬＥＤ２１及び有色ＬＥＤ２２としての青色ＬＥＤを備える。これによって、橙色部
４２ｂと青色部４２ｃとはそれぞれ演色性豊かに発光させられる。
【００２７】
　また、ひとつの表示パネルの中に無色又は白色の他に３種類以上の色相の部分が混在す
るような場合には、それぞれの色相に対応する部分のＬＥＤモジュール２０に、それぞれ
の対応する色相で発光する有色ＬＥＤ２２を備えるように構成する。このように構成する
ことで、表示パネル１１が複数の色からなる複雑な図柄の場合であっても、それに対応し
てそれぞれの色相の演色性を高めることが可能である。
【００２８】
　以下では、図１に示す内照表示装置１００が動作している場合について説明する。
【００２９】
　図示しない電源装置から電力が供給されると、ＬＥＤモジュール２０の白色ＬＥＤ２１
及び有色ＬＥＤ２２としての赤色ＬＥＤは点灯し発光する。
【００３０】
　白色ＬＥＤ２１及び赤色ＬＥＤが発した光は、表示パネル１１の裏側から表側へ向けて
照射され表示パネル１１自体を発光させる。表示パネル１１における可視光線の透過率は
その色や厚さ等によって様々であるが、例えば透過率が７０％であれば残りの３０％の光
は透過せずに反射することとなる。
【００３１】
　表示パネル１１の内側では表示パネル１１の裏側で反射した光が内部のあらゆる部分で
反射を繰り返し、白色ＬＥＤ２１若しくは赤色ＬＥＤのいずれもが直接的に照射しない部
分をも発光させる、いわゆる面発光の状態となる。これは、外照表示装置のように外側か
ら照射する形式で表示パネルを照射する構成では奏することのない内照表示装置独自の効
果である。
【００３２】
　よって、白色ＬＥＤ２１が発する白色の光と赤色ＬＥＤが発する赤色の光とが一体とな
って、不足していた波長の補われた演色性の高い白色光を構成し、内照表示装置１００を
面発光させる。つまり、白色ＬＥＤ２１及び有色ＬＥＤ２２のひとつひとつが細かいドッ
トのように見えることが防止され、内照表示装置１００はその表示パネル１１自体が発光
しているように見える。
【００３３】
　ここで、有色ＬＥＤ２２の輝度は白色ＬＥＤ２１の輝度よりも低く設定し、表示パネル
１１の白色部１１ｂを照射し白色に発光させる妨げにならないことが必要である。有色Ｌ
ＥＤ２２の影響で白色部１１ｂまでも有色ＬＥＤ２２の色相で発光することを防止するた
めである。ここでは白色ＬＥＤ２１と有色ＬＥＤ２２とを４：１の個数で、白色ＬＥＤ２
１の方が多く配置することでそれを担保している。
【００３４】
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　図５、図６、及び図７はＬＥＤモジュールの変形例を示した図である。
【００３５】
　図５には、白色ＬＥＤ２１の個数と有色ＬＥＤ２２の個数とを２：１で配置した場合の
ＬＥＤモジュール５０を示す。
【００３６】
　ＬＥＤモジュール５０は、基板５３上に白色ＬＥＤ２１を二個並べ、その間に有色ＬＥ
Ｄ２２を配置して構成される。他にも白色ＬＥＤ２１の個数と有色ＬＥＤ２２の個数とを
３：１や５：１等で配置することが考えられるが、どの場合においても有色ＬＥＤ２２に
よる光が白色ＬＥＤ２１の発する白色の光に影響を及ぼさないようにすることが必要であ
る。
【００３７】
　図６及び図７には、白色ＬＥＤ２１と比して輝度の小さな有色ＬＥＤ２２を配置した場
合のＬＥＤモジュール６０，７０を示す。
【００３８】
　ＬＥＤモジュール６０は、基板６３上に白色ＬＥＤ２１を四個矩形に配置し、その中央
に白色ＬＥＤ２１よりも輝度の小さな有色ＬＥＤ６２を一個備える。ＬＥＤモジュール７
０は、基板７３上に白色ＬＥＤ２１を二個並べ、その間に白色ＬＥＤ２１よりも輝度の小
さな有色ＬＥＤ７２を一個備える。
【００３９】
　このように、輝度の小さな有色ＬＥＤを用いる場合にも、白色ＬＥＤ２１の個数と有色
ＬＥＤの個数とを様々な比率で配置することが考えられるが、どの場合においても有色Ｌ
ＥＤによる光が白色ＬＥＤ２１の発する白色の光に影響を及ぼさないようにすることが必
要である。
【００４０】
　また、発光ダイオードは印加する電流の大きさによってその輝度が変化するため、白色
ＬＥＤ２１に印加する電流と比して有色ＬＥＤ２２に印加する電流を小さくしてもよい。
その場合にも、有色ＬＥＤ２２の輝度を低く調整することで有色ＬＥＤ２２による光が白
色ＬＥＤ２１の発する白色の光に影響を及ぼさないようにできるという同様の優れた効果
を奏することができる。
【００４１】
　以上の実施の形態によれば、次のような効果を奏する。
【００４２】
　内照表示装置１００において、特に赤色部等の有色部１１ａと白色部１１ｂとからなる
二色構成の表示パネル１１のような場合に、その有色部を発光させるのに有効な同色若し
くは同系統の色相の光を有色ＬＥＤ２２によって照射することで有色部の演色性を高める
ことができる。また、有色ＬＥＤ２２の光が白色ＬＥＤ２１の発する白色の光に影響を及
ぼさない輝度に調節することによって、表示パネル１１の白色部１１ｂについても綺麗な
白色に発光させることができる。
【００４３】
　本発明は上記の実施の形態に限定されずに、その技術的な思想の範囲内において種々の
変更がなしうることは明白である。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明に係る内照表示装置は、情報が表示された表示パネルを内側から照射して発光さ
せる内照看板等に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の実施の形態に係る内照看板の正面図である。
【図２】表示部の正面図及び側面の断面図である。
【図３】本発明の実施の形態に係るＬＥＤモジュールの正面図である。
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【図４】表示パネルの構成例を示した図である。
【図５】ＬＥＤモジュールの変形例を示した図である。
【図６】ＬＥＤモジュールの変形例を示した図である。
【図７】ＬＥＤモジュールの変形例を示した図である。
【符号の説明】
【００４６】
１００　内照表示装置
１０　　表示部
１１　　表示パネル
１１ａ　有色部
１１ｂ　白色部
１２　　支柱
１３　　ケース
２０　　ＬＥＤモジュール
２１　　白色ＬＥＤ
２２　　有色ＬＥＤ
２３　　基板
４１　　表示パネル
４１ａ　白色部
４１ｂ　緑色部
４２　　表示パネル
４２ａ　白色部
４２ｂ　橙色部
４２ｃ　青色部
５０　　ＬＥＤモジュール
６０　　ＬＥＤモジュール
６２　　有色ＬＥＤ
７０　　ＬＥＤモジュール
７２　　有色ＬＥＤ
１２０　ＬＥＤアセンブリ
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