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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両用表示装置であって、車両情報を表示する表示板と、
　前記表示板に隣接して発光する導光体と、
　前記導光体の端部から光を前記導光体内に照射する光源と、を備え、
　前記導光体は、互いに分離した複数のセグメント状の光反射部を内部に有し、前記光反
射部は前記導光体の長手方向に沿って互いにずれて配置されており、かつ前記導光体を視
認する運転者の視線に沿う前後方向に対してもずれて配置され、各々の前記光反射部は、
前記光源からの光を前記運転者の方向である前方に向けて反射し、かつ前記光源に近い位
置に配置された前記光反射部の後方を通過した前記光源からの光が前記光源から遠い位置
に配置された前記光反射部において、前記前方に反射されることを特徴とする車両用表示
装置。
【請求項２】
　前記光反射部は、前記導光体に設けられた空隙部から構成されていることを特徴とする
請求項１に記載の車両用表示装置。
【請求項３】
　前記空隙部は、凹凸部を内面に有することを特徴とする請求項２に記載の車両用表示装
置。
【請求項４】
前記光反射部は、前記長手方向に対して傾斜して設けられていることを特徴とする請求項
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１ないし３のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
【請求項５】
　前記光反射部は、前記光源からの光が入射する前記端部から離れる程、前記運転者から
離れる後方に配置されていることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか一項に記載の
車両用表示装置。
【請求項６】
　前記光源からの光が入射する前記導光体の両端部から離れた前記導光体の中央部程、前
記光反射部が前記運転者から離れる後方に配置されていることを特徴とする請求項１ない
し４のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
【請求項７】
　前記導光体は、前記導光体の前記前方に向けて前記光源からの光を反射する山形の中央
傾斜面を、前記中央部の前記後方に有することを特徴とする請求項６に記載の車両用表示
装置。
【請求項８】
　前記導光体は、該導光体を前記長手方向に二分する仮想面を有し、該仮想面の両側にお
いて、一対の光反射部が前記前後方向にずれて配置されていることを特徴とする請求項６
または７に記載の車両用表示装置。
【請求項９】
　前記導光体は、複数の導光片が積層されて形成されており、各導光片に、前記光反射部
が配置されていることを特徴とする請求項１ないし８のいずれか一項に記載の車両用表示
装置。
【請求項１０】
　前記光反射部は、複数の前記導光片相互間の境界面に設けられていることを特徴とする
請求項９に記載の車両用表示装置。
【請求項１１】
　前記光源は複数設けられ、
　複数の前記導光片は、それぞれ異なる前記光源からの光により、前記導光片の各々が照
射されることを特徴とする請求項９または１０に記載の車両用表示装置。
【請求項１２】
　前記導光体は、前記表示板と平行な面に、前記導光体内の光を前記前方に放射する放射
面を有し、
　該放射面の後方に底面を有し、該底面の長手方向と交差する側面を有し、前記底面と前
記側面との少なくともいずれか一方に、前記導光体内の光を吸収する色調部を有すること
を特徴とする請求項１ないし１１のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
【請求項１３】
　前記導光体は、前記表示板の前記後方または前記前方に設けられていることを特徴とす
る請求項１ないし１２のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
【請求項１４】
　前記導光体は、前記表示板を貫通して設けられていることを特徴とする請求項１ないし
１２のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
【請求項１５】
　前記光反射部は、前後方向に複数重ねられて、前記長手方向に沿って線状に並んでいる
ことを特徴とする請求項１ないし１４のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
【請求項１６】
　前記導光体は、計器部を囲む円弧状に形成されていることを特徴とする請求項１ないし
１５のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導光体内に該導光体の端面から光を照射し、導光体内部で光を反射させてか
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ら、導光体外部に光を放射するエッジライト照明を利用した車両用表示装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１に記載の面発光装置が知られている。これは馬蹄形の平板状の導光体
の両端面から平面方向と平行に、光を導光平板内に照射して、導光平板を平面状の均一な
発光体として発光させるものである。
【０００３】
　更に具体的には、特許文献１においては、拡散板を用いることなく、広範囲にわたる射
出面の明暗を抑制して均一な照明を可能とするために、次の構成を有する。馬蹄形の平板
状の導光体の両端面に光源が設けられている。光源からの光が両端面から導光体本体内に
入射される。
【０００４】
　導光体本体の光射出側（表側）に突出して形成され、且つ導光体本体内を導光した光を
射出する複数の突条部を有する。導光体本体の裏側の、導光体本体の光射出側に対向する
対向面に、導光方向と交わるように複数並んだ溝状に形成され且つ光を突条部に向けて反
射する複数の反射部を有する。
【０００５】
　表側の突条部が、導光体端面の近傍領域に形成された第１突条部と、近傍領域よりも端
面から離れた遠方領域に形成された第２突条部とを有する。第２突条部に相対向する裏側
の反射部の数が近傍領域の第１突条部に相対向する反射部の数よりも多くされている。こ
れにより、遠方領域の第２突条部から射出される光量を、近傍領域の第１突条部から射出
される光量よりも多くするようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－４０３５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献１の技術によると、均一な面発光体が得られるが、発光部は平面状にある
ように見えてしまう。従って、奥行き方向にスペースをとらないで、奥行き方向に立体感
のある斬新な見栄えのある車両用表示装置が望まれる。
【０００８】
　このような、導光体の端面（エッジ面）から光を照射して、導光体を発光させるエッジ
ライト照明を利用した車両用表示装置として本発明の開発過程で案出した構造について図
１４、図１５を用いて説明する。
【０００９】
　図１４は、本発明の開発過程で案出された車両用表示装置の一部正面図である。また、
図１５は、図１４の矢印Ｚ１５－Ｚ１５線に沿う方向から見た車両用表示装置４の一部断
面図である。
【００１０】
　図１５の脚部８ｋを持つ逆Ｕ字状の導光体８内に該導光体８の両端面のそれぞれから光
を照射し、導光体８内部で光を反射させて、導光体８の前面の表示板２１を介して、ある
いは表示板２１を貫通する導光体８の前面から外部に光を放射している。光源１０、１３
の色は図１３の左側の光源１０が緑色、右側の光源１３が青色とされている。
【００１１】
　これにより、図１４の一部正面図では、ライン状に発光する導光体８の左端部分５が緑
色に発光し、右端部分６が青色に発光する。それぞれの色の光が図１５の矢印Ｙ１５１、
Ｙ１５２のように進行して、導光体８の中央部７では、赤色と青色とが混色して弱く発光
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している。
【００１２】
　このようにして、発光色の変化により、奥行き方向（図１４の紙面奥方向）に立体感の
ある車両用表示装置４が開発過程において案出された。しかし、このように光の強弱と混
色により立体感を表現するものでは、充分な立体感が得られない。
【００１３】
　本発明は、このような従来の技術に存在する問題点に着目して成されたものであり、そ
の目的は、奥行き方向に立体感のある斬新な見栄えのある車両用表示装置を提供すること
にある。
【００１４】
　従来技術として列挙された特許文献の記載内容は、この明細書に記載された技術的要素
の説明として、参照によって導入ないし援用することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
本発明は上記目的を達成するために、下記の技術的手段を採用する。すなわち、請求項１
に記載の発明では、車両用表示装置であって、車両情報を表示する表示板と、表示板に隣
接して発光する導光体と、導光体の端部から光を導光体内に照射する光源と、を備え、導
光体は、互いに分離した複数のセグメント状の光反射部を内部に有し、光反射部は導光体
の長手方向に沿って互いにずれて配置されており、かつ導光体を視認する運転者の視線に
沿う前後方向に対してもずれて配置され、各々の光反射部は、光源からの光を運転者の方
向である前方に向けて反射し、かつ光源に近い位置に配置された光反射部の後方を通過し
た光源からの光が光源から遠い位置に配置された光反射部において、前方に反射されるこ
とを特徴としている。
【００１６】
　この発明によれば、導光体内において長手方向に沿ってずれ、かつ前後に対してずれて
配置され、光源からの光を反射する光反射部を有するから、光反射部にて反射した光が、
導光体の前側に放射されることにより、表示板平面のＸＹ軸方向に対してＺ軸方向に厚み
を持った発光表示部分を構成できるため、省スペースで立体感があり、斬新な見栄えのあ
る車両用表示装置を得ることができる。
【００１７】
　請求項２に記載の発明では、光反射部は、導光体に設けられた空隙部から構成されてい
ることを特徴としている。
【００１８】
　この発明によれば、光反射部は空隙部からなるから、特別な部材を要することなく光反
射部を構成することができる。
【００１９】
　請求項３に記載の発明では、空隙部は、凹凸部を内面に有することを特徴としている。
【００２０】
　この発明によれば、空隙部の内面に凹凸部を有するから、光源からの光が導光体内で凹
凸部に乱反射して、一層見栄えがする車両用表示装置を得ることができる。
【００２１】
　請求項４に記載の発明では、光反射部は、長手方向に対して傾斜して設けられているこ
とを特徴としている。
【００２２】
　この発明によれば、光反射部は、表示板の平面に沿って延び、かつ傾斜しているから、
光源からの光が導光体内の光反射部で反射して、容易に立体感のある車両用表示装置を得
ることができる。
【００２３】
　請求項５に記載の発明では、光反射部は、光源からの光が入射する端部から離れる程、
運転者から離れる後方に配置されていることを特徴としている。
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【００２４】
　この発明によれば、光反射部は、光源に近い導光体の端部から離れる程、光反射部が後
方に配置されているから、光源から離れた導光体内部における反射が、光源に近い導光体
内部における反射より後側にて行われ、明確に立体感のある車両用表示装置を得ることが
できる。
【００２５】
　請求項６に記載の発明では、光源からの光が入射する導光体の両端部から離れた導光体
の中央部程、光反射部が運転者から離れる後方に配置されていることを特徴としている。
【００２６】
　この発明によれば、光反射部は、光源に近い導光体の両端部から離れる程、光反射部が
後方に配置されているから、導光体の中央部における光反射部による反射が、導光体の両
端部における光反射部による反射より後方にて行われ、中央部から手前に拡がりながら接
近する立体感のある車両用表示装置を得ることができる。
【００２７】
　請求項７に記載の発明では、導光体は、導光体の前面に向けて光源からの光を反射する
山形の中央傾斜面を、中央部の後方に有することを特徴としている。
【００２８】
　この発明によれば、中央傾斜面を有するから、導光体の両端部からのそれぞれの光を中
央傾斜面で前面方向に反射させることができる。
【００２９】
　請求項８に記載の発明では、導光体は、導光体を長手方向に二分する仮想面を有し、該
仮想面の両側において、一対の光反射部が前後方向にずれて配置されていることを特徴と
している。
【００３０】
　この発明によれば、光反射部は、仮想面に対して両側において、前後方向に対してずれ
て配置されているから、光反射部が反射した光を再反射させることができ、反射光を多様
なものにすることができる。
【００３１】
　請求項９に記載の発明では、導光体は、複数の導光片が積層されて形成されており、各
導光片に、光反射部が配置されていることを特徴としている。
【００３２】
　この発明によれば、複数の導光片を積層することにより、導光体が形成されているから
、光源からの光を導光片ごとに個別に反射させることができる。よって、導光体の厚さ、
形状および光源の導光片に対する位置を変えることで、光反射部による発光を、導光片ご
とに変えることができる。
【００３３】
　請求項１０に記載の発明では、光反射部は、複数の導光片相互間の境界面に設けられて
いることを特徴としている。
【００３４】
　この発明によれば、光反射部は、複数の導光片を積層した境界面に形成されているから
、導光片の積層体である導光体内に光反射部を容易に設けることができる。
【００３５】
　請求項１１に記載の発明では、光源は複数設けられ、複数の前記導光片は、それぞれ異
なる前記光源からの光により、前記導光片が照射されることを特徴としている。
【００３６】
　この発明によれば、積層された各導光片は、異なる光源からの光が導光されるから、層
毎に異なる発光形態を有する導光体を構成できる。
【００３７】
　請求項１２に記載の発明では、前記導光体は、前記表示板と平行な面に、導光体内の光
を前方に放射する放射面を有し、該放射面の後方に底面を有し、該底面の長手方向と交差
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する側面を有し、底面と側面との少なくともいずれか一方に、導光体内の光を吸収する色
調部を有することを特徴としている。
【００３８】
　この発明によれば、導光体の底面と側面との少なくともいずれか一方に、導光体内の光
を吸収する明度の低い色調部を形成したから、色調部によって導光体内からの光を吸収で
き、光を反射して発光する光反射部の導光体内での浮遊感を向上させることができる。
【００３９】
　請求項１３に記載の発明では、導光体は、表示板の後方または前方に設けられているこ
とを特徴としている。
【００４０】
　この発明によれば、導光体が表示板の後方に設けられることにより、表示板の奥側に立
体感のある車両用表示装置を得ることができ、一方、表示板の前方に設けられることによ
り表示板の前方に立体感のある車両用表示装置を得ることができる。
【００４１】
　請求項１４に記載の発明では、導光体は、表示板を貫通して設けられていることを特徴
としている。
【００４２】
　この発明によれば、導光板の前方から後方にかけて立体感のある車両用表示装置を得る
ことができる。
【００４３】
　請求項１５に記載の発明では、光反射部は、前後方向に複数重ねられて、長手方向に沿
って線状に並んでいることを特徴としている。
【００４４】
　この発明によれば、光反射部は、前後方向に複数重ねて配置されているから、奥行きの
ある線状の車両用表示装置を得ることができる。
【００４５】
　請求項１６に記載の発明では、導光体は、円弧状に形成されていることを特徴としてい
る。
【００４６】
　この発明によれば、導光体は、円弧状に形成されているから、奥行きのある円弧状の車
両用表示装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の第１実施形態を示す車両用表示装置となる、車速表示装置の正面図であ
る。
【図２】図１の車両用表示装置内の車両用表示装置の拡大図である。
【図３】図２の矢印Ｚ３－Ｚ３線に沿う車両用表示装置の断面図である。
【図４】図２の矢印Ｚ４－Ｚ４線に沿う車両用表示装置の断面図である。
【図５】図５は、図１に示した導光体と表示板の断面部分の説明図である。
【図６】本発明の第２実施形態を示し、図２の矢印Ｚ３－Ｚ３線に沿う部分に相当する、
車両用表示装置の断面図である。
【図７】本発明の第３実施形態を示し、図２の矢印Ｚ３－Ｚ３線に沿う部分に相当する、
車両用表示装置の断面図である。
【図８】本発明の第４実施形態を示し、図２の矢印Ｚ３－Ｚ３線に沿う部分に相当する、
車両用表示装置の断面図である。
【図９】本発明の第５実施形態を示し、図２の矢印Ｚ３－Ｚ３線に沿う部分に相当する、
車両用表示装置の断面図である。
【図１０】本発明の第６実施形態を示し、図２の矢印Ｚ３－Ｚ３線に沿う部分に相当する
、車両用表示装置の断面図である。
【図１１】本発明のその他の実施形態をなす、アーチ形の指標を指し示す指針が回転する
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車両用表示装置となる車両用計器の正面図である。
【図１２】本発明のその他の実施形態をなす、円弧形の指標を指し示す指針が回転する車
両用表示装置となる車両用計器の正面図である。
【図１３】更にその他の実施形態における導光体の表示板に対するレイアウトの変形例を
示す模式図である。
【図１４】本発明の開発過程で案出された車両用表示装置の一部正面図である。
【図１５】図１４の矢印Ｚ１５－Ｚ１５線に沿う方向から見た車両用表示装置の一部断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　以下に、図面を参照しながら本発明を実施するための複数の形態を説明する。各形態に
おいて先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付して重複する
説明を省略する場合がある。各形態において構成の一部のみを説明している場合は、構成
の他の部分については先行して説明した他の形態を適用することができる。
【００４９】
　各実施形態で具体的に組合せが可能であることを明示している部分同士の組合せばかり
ではなく、特に組合せに支障が生じなければ、明示していなくても実施形態同士を部分的
に組合せることも可能である。
【００５０】
　（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態について図１ないし図５を用いて詳細に説明する。図１は
、本発明の第１実施形態を示す車両用表示装置となる、特に車速表示装置の正面図である
。図２は、図１の車両用表示装置の拡大図である。
【００５１】
　図１において、車両用表示装置１は、車速表示部２と、方向指示表示部３を有する。４
は、エッジライト照明による車両用表示装置である。この車両用表示装置４は、手前から
奥側にかけて青色の発光部分が段階的に立体感を伴って表示されている。左右端部５、６
の明るい青色部分は、手前側に近づいて視認され、中央部７は奥側に視認される。
【００５２】
　図２は図１の車両用表示装置４の拡大正面図である。図３は、図２の矢印Ｚ３－Ｚ３線
に沿う車両用表示装置の断面図である。また、図４は、図２の矢印Ｚ４－Ｚ４線に沿う車
両用表示装置の断面図である。
【００５３】
　図３に示すように、車両用表示装置４は、左右に長い透光性のある合成樹脂（ポリカー
ボネイト）で射出成型された導光体８を有する。この導光体８の左右端部５、６のエッジ
部５ａ、６ａには、複数の光源（発光ダイオード：ＬＥＤ）１０、１１、１２、１３が設
けられている。
【００５４】
　この光源１０～１３は、導光体８に対して、エッジライト照明の光源として機能する。
また、光源１０～１３のうち、外側の光源１０、１２は、この第１実施形態では緑色の発
光ダイオードを使用している。また、内側の光源１１、１３は、青色の発光ダイオードを
使用している。しかし、これら光源１０～１３は、その他の発光色を採用しても良い。
【００５５】
　光源１０～１３は、プリント基板１５上に実装されている。プリント基板１５と導光体
８の間には、光を透過しない遮光シート１６が設けられている。車両用表示装置１のメー
タケース２０内に表示板２１が取り付けられ、この表示板２１の裏側である図３の下側に
導光体８が設けられている。
【００５６】
　図３の導光体８は、左右に反射面となる光源用傾斜面１７、１８を有している。光源１
０～１３からの光が導光体８のエッジ部５ａ、５ｂから導光体８内に導入される。導入さ
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れた光を左右方向、つまり導光体の長手方向に、光源用傾斜面１７、１８で反射させてい
る。
【００５７】
　また、表示板２１が、メータケース２０に、導光体８と共に取り付けられている。表示
板２１上には、図示しない液晶表示装置による車速表示部２（図１）を有し、車速がデジ
タル表示される。
【００５８】
　表示板２１の平面に対して直交する方向（図３上下方向）に、所定長さの奥行きを導光
体８が持っている。この奥行きは１０ｍｍ以上に設定される。また、光源１０～１３から
の光は、光源用傾斜面１７、１８で反射して、導光体８内において表示板２１の平面と平
行方向に光が照射される。
【００５９】
　導光体８内において、互いに奥行き方向に離間して配置され、光源１０～１３からの光
を表示板２１の平面と交差する前面方向（図３上方）に反射する複数の光反射部を構成す
る空隙部２５ａ１、２５ｂ１、２５ｃ１、２５ｄ１、２５ａ２、２５ｂ２、２５ｃ２、２
５ｄ２（総称して空隙部２５）が直線状に並んで設けられている。
【００６０】
　この空隙部２５は、導光体８の長手方向に対して傾斜して設けられている。かつ、空隙
部２５の内周面に空隙凹凸部２７をそれぞれ有する。空隙部２５は、互いに分離されたセ
グメント状に形成されている。
【００６１】
　各々の空隙部２５が、反射部分２５ｈ１、２５ｈ２（総称して２５ｈ）を持っている。
空隙凹凸部２７は、反射部分２５ｈ１、２５ｈ２における光の散乱を助長するが、省略す
ることも可能である。
【００６２】
　空隙部２５は、表示板２１の平面と平行な方向（図３紙面左右方向）が長いスリットか
らなり、この空隙部２５は、表示板２１と平行な方向（図３紙面左右方向）に対して傾斜
して配置されている。この空隙部２５の傾斜面に上記空隙凹凸部２７をそれぞれ有する。
【００６３】
　また、空隙部２５は、矢印Ｙ３方向（運転者の視線方向）に沿う奥行き方向に、複数重
ねて配置されている。また、複数の光源１０～１３は、導光体８の両端から光を導光体８
内に導入するために、導光体８の異なるエッジ部５ａ、５ｂ側にそれぞれ配置されている
。
【００６４】
　導光体８は射出成型品であり、空隙部２５は、図３の紙面と直角方向に成形型を抜くこ
とにより形成できる。導光体８は、中央部に山形の中央傾斜面２８を有し、導光体８の左
右端部（両端部）５、６からの光を中央傾斜面２８で反射させている。この中央傾斜面２
８には、ミクロン単位の凹凸部からなるシボが形成されている。
【００６５】
　図４は、図２の矢印Ｚ４－Ｚ４線に沿う方向から見た車両用表示装置の断面図である。
図４において、表示板２１の裏側に接するように導光体８が設けられている。空隙部２５
は、導光体８の側面同士を結ぶように導光体８を貫通して形成されている。ＬＥＤから成
る光源１１は、導光体８の端面に隣接するようにプリント基板１５上に実装されている。
２０はメータケースであり、プリント基板１５と表示板２１を保持している。
【００６６】
　図５は、図１に示した導光体８と表示板２１の断面部分の説明図である。図５の（ａ）
における領域Ｒ５の拡大図を図５の（ｂ）部分に示している。また、図５の領域Ｒ５の変
形例の拡大図を図５の（ｃ）部分に示している。
【００６７】
　図５のように、スリットからなる空隙部２５には、光源１０～１３（図３）からの光を
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乱反射させる０．１ｍｍから０．５ｍｍの範囲の深さを有する空隙凹凸部２７が形成され
ている。この空隙凹凸部２７は、図５の（ｃ）に示すように、深さを２０μ程度としたシ
ボ２７ａ、２７ｂで形成されていても良い。
【００６８】
　上記構成から成る第１実施形態の作用効果について説明する。図３のように、導光体８
内において互いに矢印Ｙ３方向（奥行き方向）に離間して配置され、光源１０～１３から
の光を反射する複数の光反射部を構成する空隙部２５を有する。
【００６９】
　このため、奥行き方向に離間して配置された空隙部２５にて反射した光が、導光体８の
外部に放射されることにより、奥行き方向に立体感のある車両用表示装置４を得ることが
できる。
【００７０】
　この場合において、スリットからなる空隙部２５の内面に、空隙凹凸部２７（図５）を
有するから、光源１０～１３からの光が、導光体８内で空隙凹凸部２７で乱反射して、奥
行きのある見栄えの良い車両用表示装置４を得ることができる。
【００７１】
　空隙部２５は、奥行き方向に複数重ねて配置されているから、奥行きのある段階的に積
みあがった発光する空隙部２５を持つ車両用表示装置４を得ることができる。また、空隙
部２５は、左右に存在する光源１０～１３の少なくともいずれかからの光を反射する。よ
って、空隙部２５にて反射される光の状態を、空隙部２５の形および配置を変えることで
任意に設定することができる。
【００７２】
　図３においては、左右対称に空隙部２５を配置し、光源１０～１３からの光が、両端部
となる光源用反射面１７、１８に近いほど、導光体８の表側に位置する表示板２１近くで
反射するように構成されている。逆に、光源１０～１３からの光が、中央部７に位置する
中央傾斜面２８に近いほど、表示板２１から離れた位置で反射するように構成されている
。
【００７３】
　また、空隙部２５は、図３の紙面に垂直な方向に延在し、導光体８の側面相互間を貫通
する四角形の形状を有する。これにより運転者が車両用表示装置４を視認する方向である
矢印Ｙ３方向から見た場合に、図２に示すように、複数の空隙部２５で反射された光の帯
が中央に行くほど奥深い位置で発光して視認される。これにより、立体感のある車両用表
示装置４が得られる。
【００７４】
　更に、導光体８は、中央部７に山形の中央傾斜面２８（図３）を有する。これにより、
導光体８の左右端部（両端部）５、６からの光を中央傾斜面２８で反射させることができ
る。この中央傾斜面２８にも、図５の（ｂ）、（ｃ）部分に示すような凹凸部またはシボ
が形成されているため、中央傾斜面２８は、空隙部２５と同様の作用を成す。
【００７５】
　以上のように、車両用表示装置４の照明構造において、運転者の視線方向に一定以上（
１０ｍｍ以上）の厚みを持った導光体８を有し、この導光体８内で、上記視線方向に段差
を持ったスリットから成る空隙部２５を設けている。
【００７６】
　従って、空隙部２５が、エッジライト照明構造で導光された光で発光することで、立体
感（奥行き感）を向上させ、斬新な見栄えを提供することができる。なお、空隙部２５の
位置、空隙部２５表面の表面処理、光源１０～１３の発光色を変化させることで、様々な
見え方を表現することが可能である。
【００７７】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。なお、以降の各実施形態においては、
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上述した第１実施形態と同一の構成要素には同一の符号を付して説明を省略し、異なる構
成および特徴について説明する。図６は、本発明の第２実施形態を示し、図２の矢印Ｚ３
－Ｚ３線に沿う部分に相当する、車両用表示装置の断面図である。
【００７８】
　図６において、断面が直角三角形の空隙部２５を有する。この空隙部２５は、導光体８
の両端部から中央にいたるほど、表示板２１から離れた位置に形成されている。また、空
隙部２５内の直角三角形の傾斜面が反射部分２５ｈを形成し、各光源１０～１３からの反
射光を受けるように配置されている。直角三角形の空隙部２５の位置および空隙部２５の
傾きを調整することで、光源１０～１３からの光を任意の方向に反射するように設定でき
る。
【００７９】
　（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。上述した実施形態と異なる特徴部分を
説明する。図７は、本発明の第３実施形態を示し、図２の矢印Ｚ３－Ｚ３線に沿う部分に
相当する、車両用表示装置の断面図である。
【００８０】
　図７おいて、空隙部２５は、二等辺三角形の断面形状を有する。これにより、空隙部２
５は、導光体８の異なる端面部にそれぞれ配置された複数の光源１０～１３からの光を反
射する相対向する傾斜面を持っている。
【００８１】
　このように断面が二等辺三角形の空隙部２５は、複数の光源１０～１３からの光を反射
する一対の反射部分２５ｈ１、２５ｈ２をなす傾斜面を持つから、空隙部２５が反射した
光を、お互いに矢印Ｙ７１、Ｙ７２、Ｙ７３、Ｙ７４のように再反射させることができる
。つまり、図７の右側のみ説明すると、右側の光源１２、１３から導光体８内に入射した
光は、右側の複数の空隙部２５で反射して導光体８の外部に矢印Ｙ７５、Ｙ７６のように
放射される。
【００８２】
　また、入射された光の一部は、導光体８の左側に矢印Ｙ７１、Ｙ７２のように進み、左
側の空隙部２５の傾斜面で反射して、反射した光は、矢印Ｙ７７、Ｙ７８のように外部に
放射されると共に、矢印Ｙ７３、Ｙ７４のように右側の空隙部２５に戻る。このようにし
て、左右の空隙部２５相互間を往復する光によって、他の実施形態とは異なる光の反射パ
ターンが得られる。
【００８３】
　換言すれば、導光体８は、平面方向と直交する仮想面を有し、該仮想面に対して両側に
おいて、光反射部が前後方向に対してずれて配置されている。これによれば、光反射部は
、仮想面に対して両側において、前後方向に対してずれて配置された光反射部が反射した
光を再反射させることができ、反射光を多様なものにすることができる。
【００８４】
　（第４実施形態）
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。上述した実施形態と異なる特徴部分を
説明する。図８は、本発明の第４実施形態を示し、図２の矢印Ｚ３－Ｚ３線に沿う部分に
相当する、車両用表示装置の断面図である。図８おいて、空隙部２５は、三角形の断面形
状を有するものと円形の断面形状を有するものが用いられている。
【００８５】
　また、空隙部２５は、導光体８の異なる端面にそれぞれ配置された複数の光源１０～１
３からの光を導光体８内のランダムな反射部分２５ｈの位置にて反射するように配置され
ている。
【００８６】
　これによれば、空隙部２５は、光源１０～１３からの光をランダムに反射することがで
きるから、反射光を多様なものにすることができる。なお、中央部７付近の空隙部２５の
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数は、両端部付近の空隙部２５の数よりも少なくされている。
【００８７】
　（第５実施形態）
　次に、本発明の第５実施形態について説明する。上述した実施形態と異なる特徴部分を
説明する。図９は、本発明の第５実施形態を示し、図２の矢印Ｚ３－Ｚ３線に沿う部分に
相当する、車両用表示装置の断面図である。なお、図９においては断面を示すハッチング
は、図を見易くするため、一部省略した。
【００８８】
　図９おいて、導光体８は、複数の導光片８１、８２、８３、８４を積層して形成されて
いる。各導光片８１、８２、８３、８４内に、スリットからなる空隙部２５が配置されて
いる。
【００８９】
　これによれば、複数の導光片８１、８２、８３、８４を積層することにより、導光体８
が形成されているから、光源１０～１３からの光を、導光片８１、８２、８３、８４毎に
個別に反射させることができる。
【００９０】
　なお、複数の光源１０～１３の各々の位置ずれにより、各導光片８１、８２、８３、８
４に入る夫々の光源からの光の量を調整することができる。また、導光片８１、８２、８
３、８４の図９上下方向の厚さによっても、各導光片８１、８２、８３、８４からなる層
内に入る光の量と質（複数の色の異なる光源からの光の割合により決まる発光色）を変え
ることが可能である。
【００９１】
　導光片８１、８２、８３、８４の各層相互間の境界面に接して光反射部をなす空隙部２
５ａ１、２５ｂ１、２５ｃ１、２５ｄ１、２５ａ２、２５ｂ２、２５ｃ２、２５ｄ２（総
称して空隙部２５）が設けられている。
【００９２】
　これにより、空隙部２５を形成するための成形型（抜き型）は、図９の紙面に垂直方向
に抜く以外に、境界面と交差する方向に抜くことも可能になる。また、各々の空隙部２５
は、前面側に反射部分２５ｈを持っている。
【００９３】
　このようにして成形された導光片８１、８２、８３、８４が、複数積層されることで、
導光体８が完成される。なお、積層時に、導光片８１、８２、８３、８４相互間の密着性
をよくするために、導光片８１、８２、８３、８４を加熱しながら加圧しても良いし、あ
えて密着性を悪くして層間を光学的に分離しても良い。
【００９４】
　（第６実施形態）
　次に、本発明の第６実施形態について説明する。上述した実施形態と異なる特徴部分を
説明する。図１０は、本発明の第６実施形態を示し、図２の矢印Ｚ３－Ｚ３線に沿う部分
に相当する、車両用表示装置の断面図である。なお、図１０においては断面を示すハッチ
ングは、図を見易くするため、一部省略した。
【００９５】
　図１０おいて、導光体８は、複数の導光片８１、８２、８３、８４を積層して形成され
ている。また、各導光片８１、８２、８３、８４内に、空隙部２５ａ１、２５ｂ１、２５
ｃ１、２５ｄ１、２５ａ２、２５ｂ２、２５ｃ２、２５ｄ２（総称して空隙部２５）が配
置されている。
【００９６】
　これによれば、複数の導光片８１、８２、８３、８４を積層することにより、導光体８
が形成されているから、光源１０～１３からの光を導光片８１、８２、８３、８４毎に反
射させることができる。
【００９７】
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　また、空隙部２５は、複数の導光片８１、８２、８３、８４を積層した境界面に形成さ
れた凹部からなる。これによって、導光片８１、８２、８３、８４相互間の境界部は、表
示板２１の平面と平行でない部分を持つことになるが、境界面に凹部からなる空隙部２５
が露出するから、成形型で空隙部２５を持った導光片８を成型し易くなる。
【００９８】
　なお、上記第５実施形態および第６実施形態のように、積層した導光片８１、８２、８
３、８４で導光体８を構成するものにおいては、複数の各導光片８１、８２、８３、８４
の内部が、それぞれ異なる光源１０～１３からの光により照射されるようにしても良い。
【００９９】
　この場合、光源１０～１３の色を互いに異ならせてもよい。これによれば、積層された
各導光片８１、８２、８３、８４は、異なる光源１０～１３からの光で発光するから、層
毎に異なる発光形態を有する導光体８を構成できる。
【０１００】
　（その他の実施形態）
　本発明は上述した実施形態にのみ限定されるものではなく、次のように変形または拡張
することができる。例えば、上述の図１の第１実施形態では、車両用表示装置１の下側に
バー状の車両用表示装置４を形成したが、車両用表示装置１として、指針を持った車両用
計器を採用して、本発明を適用することもできる。以下、これについて図１１および図１
２を用いて説明する。
【０１０１】
　図１１は、本発明のその他の実施形態をなす、アーチ形の指標を指し示す指針３２が回
転する車両用表示装置１となる車両用計器の正面図である。図１１において、車両用計器
は、車速表示部２と方向指示表示部３を有する。また、車速表示部２の下部に、エッジラ
イト照明による車両用表示装置４を有する。
【０１０２】
　この車両用表示装置４は、手前から奥側にかけて青色の発光部分が段階的に立体感を伴
って表示されている。左右端部（両端部）５、６の明るい青色部分は手前側に近づいて視
認され、中央部７は奥側に視認される。
【０１０３】
　次に、図１２は、本発明のその他の実施形態をなす、円弧形の指標を指し示す指針が回
転する車両用表示装置１となる車両用計器の正面図である。図１２において、車両用表示
装置１となる車両用計器は、表示板２１に印刷された数字３０と目盛３１からなる指標３
０、３１を有する。
【０１０４】
　この指標３０、３１を指し示す指針３２が回転する。表示板２１の裏面には図示しない
光源となるＬＥＤが配設されており、このＬＥＤの光が、指針３２内に導光されて周知の
ように発光する。また、複数の目盛３１の外周側に、円弧状の導光体８が配設されている
。
【０１０５】
　この円弧状の導光体８内には、上記各実施形態で説明したように、表示板２１の裏面の
光源からの光を反射する空隙部（２５）となるスリットが、指針３２の中心軸部３２ａを
中心として、放射状に配設されている。目盛３１の一部は、レッドゾーン３３で構成され
ている。よって、円弧状の導光体８内に空隙部（２５）からなる光反射部が曲線状（円弧
状）に並んで設けられている。

　更に、円弧状（馬蹄形）の導光体８は、図１２の紙面に垂直方向に突出して形成されて
いる。この突出長さは少なくとも１０ｍｍ以上であり、図１２の例では、紙面と垂直に導
光体８が円弧状ケース部３４と共に筒状に突出している。この突出量は５０ｍｍである。
光源１０～１３をなすＬＥＤは、導光体８の左右端部（両端部）５、６に光が導入される
ように、円弧状ケース部３４の端部内にそれぞれ設けられている。



(13) JP 5556708 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

【０１０６】
　導光体８内部に存在する空隙部（２５）の導光体８の付け根（紙面奥底）からの高さは
、左右端部５、６にいたる程、図示しない空隙部（２５）が手前側に配置されるように設
定されている。従って、両端部から最も遠い図１２の上部の中央部７の空隙部（２５）に
よる発光が最も遠方に配置されて立体感をかもしだしている。
【０１０７】
　図１３は、更にその他の実施形態における、導光体８の表示板２１に対するレイアウト
の変形例（Ｍ１からＭ８）を示す模式図である。図１１において、変形例Ｍ１は、表示板
２１の裏側に導光体８が位置する点は第１実施形態の図４と同様であり、光源１１の導光
体８に対する配置も同様である。
【０１０８】
　ただ、空隙部２５の形状が断面三角形であり、三角形の空隙部２５における傾斜面が導
光体８の奥行き方向（図１３左右方向）に対向して配置されている。２０はメータケース
である。
【０１０９】
　変形例Ｍ２は、変形例Ｍ１に対して、空隙部２５の形状が矩形であり、導光体８の一方
の側面に沿う凹部として形成されている。変形例Ｍ３は、表示板２１の表面を突き抜けて
導光体８が配置され、導光体８の前面先端は鋭角状に尖っている。なお、空隙部（２５）
の詳細は省略されている。
【０１１０】
　変形例Ｍ４は、表示板２１の表側に導光体８が配置されている。なお、空隙部（２５）
の詳細は省略されている。また、光源（１１）は、プリント基板１５上に配置されている
が、図示を省略している。
【０１１１】
　変形例Ｍ４において、導光体８に対しては、プリント基板１５上の光源（１１）まで、
図示しない導光体８の脚部（図１５の脚部８ｋと同様の部位）を延長している。２０はメ
ータケースである。
【０１１２】
　変形例Ｍ５は、表示板２１の表裏を導光体８が貫いている。なお、空隙部（２５）の詳
細は省略されている。また、光源１１は、プリント基板１５上に配置されており、導光体
８に最奥部に隣接して配置されている。
【０１１３】
　変形例Ｍ６も、変形例Ｍ５と同様に、表示板２１の表裏を導光体８が貫いている。なお
、空隙部（２５）の詳細は省略されている。また、光源１１は、プリント基板１５上に配
置されており、導光体８の最奥部に隣接して配置されている。また、導光体８の表側先端
面に面取りが施されている。
【０１１４】
　変形例Ｍ７も変形例Ｍ６と同様に、表示板２１の表裏を導光体８が貫いている。なお、
空隙部（２５）の詳細は省略されている。また、光源１１は、プリント基板１５上に配置
されており、導光体８に最奥部に隣接して配置されている。また、導光体８の表側先端面
が曲面に成型されている。
【０１１５】
　変形例Ｍ８は、表示板２１の表裏を導光体８が貫いている。導光体８の最奥部は、メー
タケース２０に支持されている。空隙部（２５）の詳細は省略されている。また、図示し
ない光源（１１）は、プリント基板１５上に配置されている。また、プリント基板１５上
の光源（１１）まで、図示しない導光体８の脚部が延長されて、導光体８内に光源（１１
）の光を導入している。
【０１１６】
　以上の図１３に示した変形例のうち、変形例Ｍ３からＭ８のように、導光体８の表面を
表示板２１より前面、つまり運転者側に導光体８を出すことで、導光体８の厚みを充分に
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確保することができ、より立体感を向上させることが可能である。
【０１１７】
　次に、第１実施形態を説明する図３においては、導光体８の側面の光源用反射面１７、
１８および遮光シート１６と対面する底面は、透明の側面および底面が露出するようにし
ているが、この側面と底面とに導光体内の光を吸収する色をつけても良い。以下、これに
ついて説明する。
【０１１８】
　図３を援用して説明する。導光体８の表示板２１と平行な面に、導光体８内の光を前面
に放射する光放射面８ａを有する。この光放射面８ａに対向する位置に導光体の底面８ｂ
を有する。底面８ｂの裏面に遮光シート１６を有する。また、この底面８ｂの両側に導光
体の側面８ｃ、８ｄとなる光源用反射面１７、１８を有する。この光源用反射面１７、１
８からなる側面８ｃ、８ｄは、互いに相対向して形成されている。
【０１１９】
　これらの底面８ｂと側面８ｃ、８ｄの少なくともいずれか一方に、導光体８内からの光
を吸収する色調部（カラー部）を形成しても良い。この色調部の一つを図３の破線部８ｅ
にて仮想的に示している。色調部８ｅは、できるだけ暗い色調の塗装膜を形成するとか、
カラーフィルムを貼ることで構成することができる。
【０１２０】
　これによれば、導光体８の底面８ｂおよび導光体８の側面８ｃ、８ｄの少なくともいず
れか一方に、明度の低い色調部８ｅを形成したから、光を反射して発光する空隙部２５の
導光体８内での浮遊感を向上させることができる。また、明度の低い色調を持つ遮光シー
ト１６を底面８ｂに密着させても良い。また、光源１０～１３の発光色は、単一色でも良
いが、多色にして、発光色を切り替え制御しても良い。
【０１２１】
　次に、上記各実施形態では、光反射部を空隙部２５で構成したが、輝く反射部分を持つ
金属薄板、金属パイプ、プラスチックシート、プラスチック薄片、プラスチックのビーズ
等で構成しても良い。この場合は、これらの物体が導光体を成す樹脂中にモールド成型さ
れる。また、導光片が積層されて導光体が形成される場合は、導光片の境界面に、上記物
体が挟持される。
【０１２２】
　このように、空隙部やスリット以外の物体で光反射部を形成する場合は、セグメント状
に導光体内にばらばらに配置された光反射部同士を導光体の側面等で連結して一体化して
も良い。
【０１２３】
　例えば、図１０を援用すると、図１０の複数の空隙部２５の代わりにプラスチック薄片
からなる光反射部を複数設け、これらの光反射部相互間を、導光体８の側壁面（図１０の
紙面と平行な面）に配置した連結片で連結して一体成型品としても良い。これによれば、
光反射部は、櫛歯状の一体成型品からなり、取り扱いや製造が容易になる。
【０１２４】
　更に、車両の運転者の視線方向と略一致するＺ方向で一定以上の厚みを持った導光体に
、Ｚ方向で段差を持った光反射面部（スリット等）を設けることで、少ないスペースで立
体感が得られる。
【０１２５】
　また、導光体の光反射部に、エッジライト照明構造で導光させた光が届き発光する構造
とすることで、一般的に立体感の乏しかったエッジライト照明による車両用表示装置に画
期的な構造が提供できるが、導光体内部でＬＥＤ等の発光素子を発光させても良い。
【０１２６】
　なお、光源の光は、単色、または複数の色で発光させてもよく、複数の場合は、左右で
色を変えた構造とするも可能である。そして、光反射部の角度、間隔を変えることで、左
右からの光の反射量をコントロールし、さまざまな立体感（奥行き感）を向上させた構造
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【０１２７】
　更に、導光体は、直線状に形成しても良いが、計器部を囲むように円弧形状としたこと
で計器部に外来光が直射するのを遮るバイザー（VISOR）としての円弧状立ち壁に沿った
形状とすることができる。
【０１２８】
　また、走行中の異常を知らせるインジケータが作動した場合と連動して、導光体に入射
する光源の光の色を切り替えることで、自動車の走行状態を運転者に報知することも可能
である。
【０１２９】
　また、表示板の裏に液晶表示装置を設けた実施形態を説明したが、蛍光表示管を設けた
ものを使用しても良い。
【符号の説明】
【０１３０】
　１　車両用表示装置
　４　車両用表示装置
　５ａ、５ｂ　エッジ部
　５、６　導光体の左右端部（両端部）
　７　導光体の中央部
　８　導光体
　８ａ　導光体の光放射面
　８ｂ　導光体の底面
　８ｃ、８ｄ　導光体の側面
　８ｅ　色調部
　１０～１３　光源
　１５　プリント板
　１６　遮光シート
　１７、１８　光源用反射面
　２０　メータケース
　２１　表示板
　２５　空隙部（スリット）（光反射部）
　２５ｈ　反射部分
　２７　空隙凹凸部
　２８　山形の中央傾斜面
　８１、８２、８３、８４　複数の導光片
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