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(57) 要約 イル ミ ネーシ(B) ン装置 は、透明なガラス板
3 と、このガラス板 3 の表面
に、光を乱反射させる傾斜面
8 を有する傾斜溝 7 A を彫 り
込んだ装飾 I5 7 と、このガラ

ス板 の周囲に配置され、この傾斜溝 7 Aの傾斜面 に所望の色彩の光を投光する投光 1 O とを備えて構成され
る。投光 1 Oは、各種の色 赤
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イルミネーション装置

技術分野

０００1 本発明は、ィルミネーション装置に関し、特に、彫り込まれた装飾面を有する透明ガ

ラスを用いたィルミネーション装置に関するものである。

背景技術

０００2 従来、ィルミネーション装置として、透明なアクリル樹脂板の底側に彫り込みェッジ

を形成し、このアクリル樹脂板の傾斜した底面を曇りガラスのょぅにざらついたシボ処

理を 、竹 、アクリル樹脂板の上方から蛍光灯の光を当て、ェッジラィト効果にょり、彫

り込みェッジ部分をシボ処理された底面ょり明るく光らせて立体表示する遊技機が知

られている (特許文献 参照)。

特許文献1 特開平9 ０6424号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 解決しょぅとする問題点は、上記従来のィルミネーション装置では、彫り込み部とシ

ボ処理された反射部とを設けなければならず、立体的な発光表示を得るのにコストが

かかるれづ点である。また、多彩な色彩を出すには蛍光色素を利用するため、制約

があるれづ点である。

０００4 本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、簡素な構成でしかも多彩な

色彩表示と立体的な発光表示とを同時に行ぅことができるィルミネーション装置を提

供することを目的とするものである。

課題を解決するための手段

０００5 請求項 に記載した発明は、透明な透光体と、この透光体の表面に、光を乱反射さ

せる傾斜面を有する傾斜溝を彫り込んだ装飾部と、この透光体の周囲に配置され、こ

の傾斜溝の傾斜面に所望の色彩の光を投光する投光部とを備えたことを特徴とする

ものである。

０００6 請求項 に記載した本発明では、透明な透光体と、この透光体の表面に、光を乱反



射させる傾斜面を有する傾斜溝を彫り込んだ装飾部と、この透光体の周囲に配置さ

れ、この傾斜溝の傾斜面に所望の色彩の光を投光する投光部とを備えたので、灯光

部から所望の色彩の光を投光すると、光は透光体内部を通過して傾斜溝の傾斜面

に当たって乱反射する。

０００7 また、請求項2に記載した発明は、透光体を透明ガラスで、投光部を発光ダイオー

ドでそれぞれ構成したことを特徴とするものである。

０００8 請求項2に記載した発明では、透光体を透明ガラスとすることにより光度の減衰を

抑え効率的に装飾部に光を導くことができる。また、投光部を発光ダイオードで構成

したことにより低電力で大きい光量を得ることができる。

０００9 請求項3に記載した発明は、発光ダイオードの電源に太陽電池を用いることを特徴

とするものである。

００1０ 請求項3に記載した発明では、発光ダイオードの電源に太陽電池を用いることによ

り、商用電源が確保しにくい場所、例えば、山奥の道路などでも用いることができる。

発明の効果

００11 本発明に係るイルミネーション装置は、透明な透光体と、この透光体の表面に、光

を乱反射させる傾斜面を有する傾斜溝を彫り込んだ装飾部と、この透光体の周囲に

配置され、この傾斜溝の傾斜面に所望の色彩の光を投光する投光部とを備えたこと

により、立体的でかつ多彩な色彩で装飾面を演出することができる。

００12 図 本発明の一実施例に係るイルミネーション装置を示す正面図である。(実施例

図2 図 のイルミネーション装置の背面図である。

図3 ( ) ( ) はそれぞれ図 のイルミネーション装置の要部を示す説明図である。

図4 ガラス板と発光ダイオードの配置を示す説明図である。

図5 ガラス板の彫り込み溝を示す断面図である。

符号の説明

００13 2 イルミネーション装置

3 ガラス板 (透光体)



り込み溝 (傾斜溝)

8 傾斜面

０投光部

発明を実施するための最良の形態

００14 簡素な構成でしかも多様な色彩に富んだ装飾を得るれづ目的を、透光体に形成さ

れた傾斜溝に投光部から所望の色彩の光を投光する構成とすることにより実現した。

実施例 1

００15 以下、図面に示す実施の形態により本発明を説明する。図 および図2はそれぞれ

本発明の一実施例に係るイルミネーション装置の正面図および背面図である。本実

施の形態に係るイルミネーション装置2は、図 に示すよぅに、透明なガラス板 (透光

体) 3とこのガラス板3を保持する枠体としての額縁4とを備えている。額縁4にガラス

板3が入れられると、図2に示すよぅに、光を遮断する裏蓋5で蓋をし、蓋止め6で裏

蓋5を保持するよぅになっている。

００16 ガラス板3の表面には、装飾部7が形成される。装飾部7は、模様、絵、文字、記号

、広告等のデザインを彫り込んだ彫り込み溝 (傾斜溝) 7 (図5参照) により形成され

る。この彫り込み溝7 はほぼ 字状に彫り込まれ、彫り込まれた傾斜面8はざらつい
た曇りガラスのよぅに細かい凹凸面となっており、乱反射するよぅになっている。

００17 額縁4には、図3に示すよぅに、裏蓋5を取り外すと、左右両側に投光部 ０が設けら

れる。この投光部 ０は、各種の色 (赤 、緑 G、黄 )を投光する発光ダイオード

を交互に一列に並べ、発光方向をガラス板3の側面に直角に向けて配置される (図

4参照)。これら発光ダイオード 、各種の色に応じた回路のリード線 2を介して

裏蓋5に取り付けられたバッテリ 3とス不ソチ 4とに電気的に接続される。スイ、ソチ 4

は発光ダイオード皿の発光色の種類毎 、G、 に自在にオン・オフを行ぅよぅになっ
ている。発光ダイオード 、例えば、赤が発光色の発光ダイオード がス不ソチ

4によりオンされると、赤の入射光はガラス板3の内部を直進し、彫り込み溝7 の傾

斜面8に当たって乱反射し、装飾部7を赤く染めるよぅになっている。色彩は各種の発

光ダイオードの組み合わせにより多様な色彩を出すことができるよぅになっている。

００18 次に、上記実施例に係るイルミネーション装置の作用について説明する。この実施



例に係るイルミネーション装置2は、スイ、ソチ 4により、所望の種類の色彩の発光ダイ

オード皿をオンさせると、装飾部7はその色彩に染まる。また、複数の種類の発光ダ

イオード皿をオンすると、組み合わせに応じて多様な色彩を出すことができる。投光

部 ０の光源に発光ダイオード皿を使用しているので、消費電力が少なく、小型のバ

、ソテリーで長時間使用することができる。

００19 なお、上記実施例では、投光部 ０は額縁4に固定してもよいし、取り外し自在とし

てもよい。また、投光部 ０は額縁4の左右側だけでなく、上下に設けてもよい。投光

部 ０の光源に発光ダイオード皿を使用しているがこれに限られるものではなく、有

機性発光体でもよいし、ネオンライトや豆電球のような光源を使用してもよい。また、

上記実施例では、ガラス板3と発光ダイオード皿を別体に構成しているがこれに限ら

れるものではなく、一体に設けてもよいことはいうまでもない。さらに、上記実施例では

、透光体として透明なガラス板3を用いているがこれに限られるものではなく、透明な

アクリル樹脂、鏡等であってもよい。本実施例でガラス板3を用いたのは、彫り込みに

シヤ一プさが得られ像が明確になるためであるが、用途に応じて透明な合成樹脂で

あってもよいことはレづまでもない。さらに上記実施例では、スイ、ソチ 4を手動としてい
るがこれに限られるものではなく、自動的に回路が切り替わる自動スイ、ソチとしてもよ

い。また、上記実施例では、ガラス板3を平面ガラスとしているがこれに限られるもの

ではなく、曲面ガラスであってもよい。さらに、上記実施例では、発光ダイオードは、3

色を挙げているがこれに限られるものではなく、さらに多種の色を用いてもよい。

００2０ なお、上記実施例では、発光ダイオード の電源に小型のバソテリーを用いている

が、これに限られるものではなく、商用電源を用いてもよいし、イルミネーション装置毎

に独立したソーラーバッテリー (太陽電池)を設けるようにしてもよい。特に、イルミネ、

一ション装置を交通標識に用いる際には、ソーラーバッテリーを設けることが好ま 、

産業上の利用可能，性

００2 1 上記実施例では額縁に適用した例を示したが、これに限られるものではなく、仏壇

の背景、ショーウインドウ、電飾看板、ビルの壁面ガラス、お店のディスプレー、展覧

会のディスプレー、ランプ、電気スタンド、道標、標札、地番標札、非常口の案内、各



種の天然石や人造石および陶製品、器、船名等の用途にも適用できる。特に、酊

場所や濃霧などの悪天候時に有効である。



請求の範囲

透明な透光体と、この透光体の表面に、光を乱反射させる傾斜面を有する傾斜溝

を彫り込んだ装飾部と、この透光体の周囲に配置され、この傾斜溝の傾斜面に所望

の色彩の光を投光する投光部とを備えたことを特徴とするイルミネーション装置。

2 透光体を透明ガラスで、投光部を発光ダイオードでそれぞれ構成したことを特徴と

する請求項 に記載のイルミネーション装置。

3 発光ダイオードの電源に太陽電池を用いることを特徴とする請求項2に記載のイル
ミネーション装置。
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