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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の光源から出射された光を導光する導光体と、
　前記導光体の裏面に設けられ、前記導光体が導光する前記光を拡散する光拡散部と、
　前記導光体を両面から挟んで設けられる、前記導光体よりも光の屈折率が低い低屈折率
部と、
　前記導光体の表面側に設けられ、意匠を表示する意匠表示部と、を備え、
　前記低屈折率部は、前記導光体の表面に設けられ、前記光拡散部から拡散された光が透
過する位置に貫通孔が形成された第１の低屈折率部と、前記導光体の裏面に設けられ、且
つ、前記光拡散部を覆うように設けられた第２の低屈折率部と、を有し、
　前記意匠表示部は、前記光拡散部により拡散される光を透過して出射する第１の光透過
出射部を有する、
　ことを特徴とする表示部材。
【請求項２】
　前記光拡散部の少なくとも一部は、前記第１の光透過出射部と重なっている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示部材。
【請求項３】
　前記光拡散部は、前記第１の光透過出射部よりも大きい、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の表示部材。
【請求項４】
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　前記光拡散部は、前記導光体よりも光の屈折率が高い高屈折率部を備え、
　前記高屈折率部は、前記導光体の面に接して設けられる、
　ことを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の表示部材。
【請求項５】
　前記光拡散部は、前記第１の光透過出射部と略同じ形状に形成される、
　ことを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の表示部材。
【請求項６】
　前記光拡散部は、前記第１の光透過出射部に対応して設けられる、
　ことを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の表示部材。
【請求項７】
　前記意匠表示部は、遮光性を有する意匠部を有する、
　ことを特徴とする請求項１乃至６の何れか１項に記載の表示部材。
【請求項８】
　前記意匠表示部は、前記光拡散部と対応していない領域に、第２の光源から出射されて
前記導光体の裏面側から前記導光体を透過した光を透過して出射する第２の光透過出射部
をさらに備える、
　ことを特徴とする請求項１乃至７の何れか１項に記載の表示部材。
【請求項９】
　第１の光源と、
　前記第１の光源から出射された光を導光する導光体と、
　前記導光体の裏面に設けられ、前記導光体が導光する前記光を拡散する光拡散部と、
　前記導光体を両面から挟んで設けられる、前記導光体よりも光の屈折率が低い低屈折率
部と、
　前記導光体の表面側に設けられ、意匠を表示する意匠表示部と、を備え、
　前記低屈折率部は、前記導光体の表面に設けられ、前記光拡散部から拡散された光が透
過する位置に貫通孔が形成された第１の低屈折率部と、前記導光体の裏面に設けられ、且
つ、前記光拡散部を覆うように設けられた第２の低屈折率部と、を有し、
　前記意匠表示部は、前記光拡散部により拡散される光を透過して出射する第１の光透過
出射部を有する、
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
　第２の光源と、
　前記意匠表示部の前記光拡散部と対応していない領域に設けられ、前記第２の光源から
出射されて前記導光体の裏面側から前記導光体を透過した光を透過して出射する第２の光
透過出射部と、をさらに備え、
　前記第２の光源は、前記導光体の裏面側であって、前記第２の光透過出射部に対向して
設けられる、
　ことを特徴とする請求項９に記載の表示装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示部材及び表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の技術として、例えば、特許文献１乃至３には、可撓性及び透光性を有するシー
ト状のシート状部材と、そのシート状部材の両面に配置された、シート状部材よりも光の
屈折率が低い低屈折率部とを備えた導光体が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】



(3) JP 5732744 B2 2015.6.10

10

20

30

40

50

【０００３】
【特許文献１】特開昭５１－７３４４５号公報
【特許文献２】特開昭５２－８７０４６号公報
【特許文献３】特開平４－２３２９０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１乃至３に開示されている導光体では、導光体が導光して
出射する光が照光する意匠を考慮していないため、この導光体を用いて所定の意匠を照光
する場合に、効率良く意匠を照光することができない、という問題があった。
【０００５】
　本発明は、上述のような問題を解決するためになされたものであり、効率良く意匠を照
光できる、表示部材及び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】
　本発明の第１の観点に係る表示部材は、
　第１の光源から出射された光を導光する導光体と、
　前記導光体の裏面に設けられ、前記導光体が導光する前記光を拡散する光拡散部と、
　前記導光体を両面から挟んで設けられる、前記導光体よりも光の屈折率が低い低屈折率
部と、
　前記導光体の表面側に設けられ、意匠を表示する意匠表示部と、を備え、
　前記低屈折率部は、前記導光体の表面に設けられ、前記光拡散部から拡散された光が透
過する位置に貫通孔が形成された第１の低屈折率部と、前記導光体の裏面に設けられ、且
つ、前記光拡散部を覆うように設けられた第２の低屈折率部と、を有し、
　前記意匠表示部は、前記光拡散部により拡散される光を透過して出射する第１の光透過
出射部を有する。
 
【０００７】
　また、本発明の第２の観点に係る表示装置は、
　第１の光源と、
　前記第１の光源から出射された光を導光する導光体と、
　前記導光体の裏面に設けられ、前記導光体が導光する前記光を拡散する光拡散部と、
　前記導光体を両面から挟んで設けられる、前記導光体よりも光の屈折率が低い低屈折率
部と、
　前記導光体の表面側に設けられ、意匠を表示する意匠表示部と、を備え、
　前記低屈折率部は、前記導光体の表面に設けられ、前記光拡散部から拡散された光が透
過する位置に貫通孔が形成された第１の低屈折率部と、前記導光体の裏面に設けられ、且
つ、前記光拡散部を覆うように設けられた第２の低屈折率部と、を有し、
　前記意匠表示部は、前記光拡散部により拡散される光を透過して出射する第１の光透過
出射部を有する。
 
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る表示部材及び表示装置によれば、意匠表示部は、光拡散部により拡散され
る光を透過する第１の光透過出射部を備え、光拡散部は、第１の光透過出射部に対応する
領域に配置されているので、導光体における余計な部分から光が出射することが防止又は
低減され、意匠表示部が表示する意匠を効率良く照光できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示装置の分解斜視図である。
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【図２】本発明の一実施形態に係る意匠表示部を正面から見た平面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る光拡散部を正面から見た平面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る表示部材の概略断面図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る意匠表示部の第１の光透過出射部から光が出射される
様子を示した図である。
【図６】（ａ）は、本発明の変形例に係る表示部材であって、意匠部を含む領域に対応す
る領域に光拡散部を配置した表示部材の概略断面図、（ｂ）は、本発明の他の変形例に係
る表示部材であって、意匠部を含まない（意匠部以外の）領域に対応する領域に光拡散部
を配置した表示部材の概略断面図である。
【図７】（ａ）は、図６（ａ）に示した意匠表示部の第１の光透過出射部から光が出射さ
れる様子を示した図、（ｂ）は、図６（ｂ）に示した意匠表示部の第１の光透過出射部か
ら光が出射される様子を示した図である。
【図８】（ａ）は、本発明の他の変形例に係る表示部材であって、導光体の表面に光拡散
部を配置した表示部材の概略断面図、（ｂ）は、本発明の他の変形例に係る表示部材であ
って、導光体の両面に光拡散部を配置した表示部材の概略断面図である。
【図９】本発明の他の変形例に係る表示部材であって、第１の光透過出射部よりも大きい
光拡散部を配置した表示部材の概略断面図である。
【図１０】本発明の他の変形例に係る表示部材であって、（ａ）は、高屈折率部を備えた
光拡散部の一例を示した図であり、（ｂ）は、高屈折率部を備えた光拡散部の他の例を示
した図である。
【図１１】本発明の他の変形例に係る表示部材であって、導光体に直接形成した光拡散部
を有する表示部材の概略断面図である。
【図１２】本発明の他の変形例に係る表示部材であって、第１の光透過出射部以外の領域
に対応する領域に低屈折率部を配置した表示部材の概略断面図である。
【図１３】本発明の他の変形例に係る表示部材であって、光透過出射部の領域に透光性を
有する意匠部を配置した表示部材の概略断面図である。
【図１４】本発明の他の変形例に係る表示部材であって、導光部材の両面側に意匠表示部
を設けた表示部材の概略断面図である。
【図１５】図１４に示した意匠表示部の第１の光透過出射部から光が出射される様子を示
した図である。
【図１６】本発明の他の変形例に係る表示部材であって、立体的に成型された表示部材の
概略断面図である。
【図１７】本発明の他の変形例に係る表示装置であって、携帯電話の操作ボタンである表
示部材を備えた表示装置の分解斜視図である。
【図１８】図１７に示した表示装置の概略断面図である。
【図１９】本発明の他の変形例に係る表示装置であって、第２の光透過出射部が形成され
た意匠表示部を備えた表示装置の分解斜視図である。
【図２０】図１９に示す表示装置において、第１の光源と第２の光源とからそれぞれ出射
される光の光路を説明するための模式図である。
【図２１】図１９に示す表示装置において、意匠表示部の第１の光透過出射部及び第２の
光透過出射部から光が出射される様子を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の一実施形態に係る表示部材及び表示装置を、図１乃至図３に基づいて説
明する。
【００１１】
　表示装置１００は、所定の意匠を表示する表示部材１０と、光を出射する第１の光源２
０とから構成される。表示装置１００は、第１の光源２０が出射した光を、表示部材１０
の端部で受光し、表示部材１０の所定の領域から出射するものである。具体的に、表示装
置１００は、例えば、車両用計器、携帯電話、表示ディスプレイ等に用いられる。本実施
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形態では、表示装置１００が、車両用計器のものである。
【００１２】
　第１の光源２０は、光を直線状に出射する棒状の光源であり、出射する光を表示部材１
０（後述の導光体１１）の内部に入射させる位置に設けられる。具体的には、例えば、第
１の光源２０における光の出射部が、表示部材１０（後述の導光部材１１）の側面に対向
するように、第１の光源２０は設けられる。第１の光源２０から出射された光は、後述の
導光体１１の側面から、導光体１１内部に入射する。第１の光源２０は、例えば、冷陰極
管、発光ダイオード、有機ＥＬ素子などの発光素子によって構成される。
【００１３】
　表示部材１０は、導光体１１と、意匠表示部１２と、光拡散部１３と、第１低屈折率部
１４ａと、第２の低屈折率部１４ｂと、を備える。
【００１４】
　導光体１１は、第１の光源２０が出射した光を導光する。導光体１１は、ここでは、透
明又は半透明の透光性（半透光性を含む）を有する平板状の合成樹脂製の部材（例えばポ
リカーボネート板等）である。具体的に、導光体１１は、ポリカーボネート系樹脂（光の
屈折率は約１．６）、アクリル系樹脂（光の屈折率は約１．４９）、シリコン系樹脂（光
の屈折率は約１．５）等を用いて形成される。導光体１１は、第１の光源２０が出射した
光を側面（第１の光源２０に対向する面）で受光し、受光した光（側面から内部に入射し
た光）を導光する。
【００１５】
　意匠表示部１２は、導光体１１の表面１１１側に設けられる。意匠表示部１２は、例え
ば、インク等を用いて、印刷、塗装等によって形成され、意匠を表示する表示層である。
意匠表示部１２は、文字、絵、図形、記号等を表現する意匠を表す意匠部１２１を備える
。さらに、意匠表示部１２は、後述の光拡散部１３で拡散された光を透過して出射する第
１の光透過出射部１２２を、その一部に備える。意匠表示部１２は、照光された場合に、
意匠部１２１及び第１の光透過出射部１２２によって、所定の意匠を表示する。意匠部１
２１は、非透光性（遮光性）を有する層を用いて、「車両用計器（速度計）の指標部」の
部分を切り抜いた意匠を形成する。意匠表示部１２は、意匠部１２１の配置や、意匠部１
２１に用いられる材料等によって、その一部に、光を透過可能な領域を備え、その領域の
うち実際に光を透過する領域として第１の光透過出射部１２２がその領域の少なくとも一
部に設けられる。つまり、意匠表示部１２においては、実際に光を出射する領域と出射し
ない領域とに分けられる。光を出射する領域は、意匠表示部１２の一部の領域に設けられ
た第１の光透過出射部１２２のみである。一方、光を出射しない領域（光不出射領域）は
、遮光性を有する意匠部１２１が設けられた領域、又は、光を透過可能な領域のうち光拡
散部１３で拡散された光が届かない等によって出射されない領域等に相当する。これによ
り、導光体１１において導光体１１における余計な部分から光が出射することが防止又は
低減され、意匠表示部１２が表示する意匠を効率良く照光できる。図１及び図２において
、第１の光透過出射部１２２は、速度計の指標部の部分において形成された貫通孔（適宜
、切り欠きに変更できる。以下、貫通孔について同じ。）である。ここでは、第１の光透
過出射部１２２は、抜き絵印刷等によって形成される。また、第１の光透過出射部１２２
は、光拡散部１３で拡散された光を透過するものであれば良いので、例えば、透光性を有
する白色印刷等によって形成されても良い。
【００１６】
　光拡散部１３は、導光体１１の裏面１１２に設けられる。光拡散部１３は、導光体１１
が導光した光を拡散する。光拡散部１３で拡散された光は、第１の光透過出射部１２２を
透過し、この第１の光透過出射部１２２から出射する。光拡散部１３は、光拡散性を有す
る材料を用いて、印刷、塗装等によって導光体１１の裏面１１２上に形成される。光拡散
部１３は、意匠表示部１２の第１の光透過出射部１２２に対応する領域に設けられる。例
えば、光拡散部１３は、その少なくとも一部（ここでは、全部）が、意匠表示部１２の表
面上の法線方向（つまり、ここでは、光拡散部１３の面に対する法線方向）から見て（図
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４において向かって上から見て）、第１の光透過出射部１２２の全てと重なるように設け
られる。
【００１７】
　光拡散部１３は、ここでは、光拡散性を有するフィルム（シート）状の部材であり、こ
れが導光体１１の裏面１１２の第１の光透過出射部１２２に対応して設けられる。また、
光拡散部１３は、第１の光透過出射部１２２と略同じ位置、及び、略同じ形状によって設
けられる。このような構成によって、複雑な設計を必要とせずに光拡散部１３を設けるこ
とができる。なお、ここでいう拡散とは、乱反射、散乱、屈折、反射等によって、光の進
路が変更されることを適宜含む。
【００１８】
　また、光拡散部１３は、その拡散の性質が、第１の光透過出射部１２２、導光体１１と
の位置関係に応じて、適宜変更される。例えば、図４に示すように、意匠表示部１２が導
光体１１の表面１１１側にあり、光拡散部１３が導光体１１の裏面１１２に形成されてい
る場合には、光拡散部１３は、主に、反射、乱反射、散乱等によって、光を拡散する。ま
た、例えば、図８（ａ）に示すように、意匠表示部１２が導光体１１の表面１１１側にあ
り、光拡散部１３が導光体１１の表面１１１に形成されている場合には、光拡散部１３は
、主に、散乱、屈折等によって、光を拡散する。このように、光拡散部１３の拡散の性質
は、拡散する光を、表裏の何れの方向（又は両方向を含む）に進ませるかによって、変更
される。なお、拡散する光を、表裏の両方向に光を進ませる場合、光拡散部１３は、乱反
射、散乱、屈折、反射等を適宜行わせる。
【００１９】
　第１の低屈折率部１４ａ及び第２の低屈折率部１４ｂは、導光体１１を挟んで、導光体
１１の両面１１１，１１２全体に亘って、その両面（適宜、光拡散部１３を含む）を覆う
ように設けられる。第１の低屈折率部１４ａ及び第２の低屈折率部１４ｂは、透明又は半
透明の透光性（半透光性を含む）を有し、導光体１１よりも光の屈折率が低い。第１の低
屈折率部１４ａ及び第２の低屈折率部１４ｂは、例えば、導光体１１よりも光の屈折率が
低い合成樹脂を用いて、印刷、塗装等によって形成される。第１の低屈折率部１４ａ及び
第２の低屈折率部１４ｂは、透光性を有する平板状の合成樹脂製の部材（例えばアクリル
板等）によって設けられても良い。
【００２０】
　具体的に、第１の低屈折率部１４ａ及び第２の低屈折率部１４ｂは、アクリル系樹脂（
光の屈折率は約１．４９）、シリコン系樹脂（光の屈折率は約１．５）、テトラフルオロ
エチレンやポリテトラフルオロエチレン（ポリエチレンの一種、光の屈折率は約１．３５
）等によって形成されている。なお、第１の低屈折率部１４ａと第２の低屈折率部１４ｂ
とは、それぞれ異なる材料により形成されても良い。
【００２１】
　第１の低屈折率部１４ａと導光体１１との界面、又は第２の低屈折率部１４ｂと導光体
１１との界面で、導光体１１によって導光された光は全反射する。全反射は、屈折率が大
きい媒質（導光体１１）から小さい媒質（低屈折率部１４ａ，１４ｂ）に光が入射しよう
とするときに、入射しようとする光が界面を透過せず、その全て（略全てを適宜含む。）
が反射する現象をいう。全反射は、光の入射角が、隣り合う媒質（ここでは導光体１１と
、第１の低屈折率部１４ａ及び第２の低屈折率部１４ｂ）の各屈折率により決まる角度（
臨界角）よりも大きい場合に起こる。導光体１１の側面から入射される光は、その殆どが
、臨界角よりも大きい入射角で第１の低屈折率部１４ａ又は第２の低屈折率部１４ｂに到
達するので、導光体１１と低屈折率部１４との界面に到達した光は、全反射する。
【００２２】
　このように構成された表示装置１００においては、図４に示すように、第１の光源２０
から出射された光は、表示部材１０の導光体１１の側面に入射する。導光体１１に入射し
た光は、導光体１１と第１の低屈折率部１４ａ、又は導光体１１と第２の低屈折率部１４
ｂとの界面で全反射を繰り返し、導光体１１の内部を進む。これによって、導光体１１は
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、第１の光源２０から出射された光を導光する。なお、図４に示す直線矢印は、導光体１
１内部を進む光の方向を表す。導光体１１の内部を進む光の一部は、光拡散部１３に到達
する。光拡散部１３に到達した光は、その光拡散部１３で拡散される。なお、図４に示す
点線矢印は、光拡散部１３で拡散された光の進む方向を表す。光拡散部１３によって拡散
された光のうち、導光体１１の表面１１１への入射角が臨界角よりも小さい光は、全反射
せず、第１の低屈折率部１４ａを介して意匠表示部１２の第１の光透過出射部１２２（こ
こでは、貫通孔）を透過する。これにより、意匠表示部１２は、図５に示すように、貫通
孔で形成された第１の光透過出射部１２２（ここでは、速度計の指標部の部分）から光が
出射される。これによって、意匠部１２１は暗く見え、第１の光透過出射部１２２は光っ
て見える。
【００２３】
　以上、本実施形態に係る表示部材１０及び表示装置１００は、意匠表示部１２において
実際に光を透過する領域として設けられた第１の光透過出射部１２２に対応する領域に光
拡散部１３が設けられるので、光拡散部１３で拡散された光は、第１の光透過出射部１２
２を透過して出射する。これにより、導光体１１において導光体１１における余計な部分
から光が出射することが防止又は低減され、意匠表示部１２が表示する意匠を効率良く照
光できる。特に、導光体の表面の略全面から光が出射する従来の表示部材を用いた場合よ
りも、第１の光透過出射部１２２から出射する光の輝度（光っている部分の輝度）が高く
なり、意匠表示部１２が表示する意匠を効率良く照光できる。
【００２４】
　また、上記実施形態では、意匠表示部１２において同じ意匠部１２１が設けられていて
も、第１の光透過出射部１２２を変更し、これに対応する領域に光拡散部１３を設けるこ
とによって、意匠表示部１２が照光された場合に、表示装置１００を見る人に異なる印象
を与えることができる。例えば、図６（ａ）及び（ｂ）に示すように、意匠表示部１２に
は、同じ意匠部１２１が設けられているが、第１の光透過出射部１２２をそれぞれ異なる
領域とし、それぞれ対応する領域に光拡散部１３を設けることにより、図７（ａ）及び（
ｂ）に示すように（図７（ａ）及び（ｂ）では、同じ意匠部１２１が形成されており、光
拡散部１３の位置だけが異なる。）、意匠表示部１２が照光された場合に、表示装置１０
０を見る人に異なる印象を与えることができる。
【００２５】
　また、上記実施形態では、意匠表示部１２は、第１の低屈折率部１４ａを介して導光体
１１の表面側に設けられている。これにより、導光体１１が導光する光は、導光体１１と
第１の低屈折率部１４ａとの界面で全反射され、意匠表示部１２に吸収等されることが防
止される。これにより、導光体１１の導光効率が確保されている。つまり、導光体１１の
表面１１１又は裏面１１２に意匠表示部１２を設ける場合には、第１の低屈折率部１４ａ
又は第２の低屈折率部１４ｂを介することが望ましい。
【００２６】
　なお、導光体１１の両面に第１の低屈折率部１４ａ及び第２の低屈折率部１４ｂが設け
られていなくても、導光体１１よりも空気の方が、光の屈折率が低いので、導光体１１と
空気との界面では導光体１１に導光された光が全反射する。しかし、例えば、導光体１１
の面に導光体１１よりも屈折率が高い媒質（例えばゴミ等）が付着等した場合や、導光体
１１の面に傷が付いた場合等に、その部分で光が透過、吸収等されてしまい、その結果、
導光体１１の導光効率が悪くなる。つまり、第１の低屈折率部１４ａ及び第２の低屈折率
部１４ｂを導光体１１の両面にそれぞれ設けることにより、第１の低屈折率部１４ａと導
光体１１又は第２の低屈折率部１４ｂと導光体１１との界面で、光を略全反射することが
でき、これらを設けない場合と比べて導光効率を向上させることができる。
【００２７】
　また、上記実施形態では、光拡散部１３は、導光体１１に接して設けられ、その上（図
４において向かって下位置）に第２の低屈折率部１４ｂが設けられている。これにより、
導光された光が光拡散部１３によって拡散されることになる。
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【００２８】
　上記実施形態で説明した内容は、本発明に係る技術を具体化するために例示するもので
あり、本発明の技術的範囲を限定するものではない。本発明に係る技術内容は、特許請求
の範囲に記載された範囲内において、種々の変更を加えることが可能である。以下、本実
施形態の変形例について、図６乃至図２１を参照して説明する。なお、上記の技術的事項
や下記の変形例における技術的事項は、適宜組み合わされても良い。
【００２９】
　上記実施形態では、光拡散部１３は、導光体１１の裏面１１２に設けられているが、光
拡散部１３は、第１の光透過出射部１２２に対応する領域に配置されていれば良く、図８
（ａ）に示すように、導光体１１の表面１１１、又は、図８（ｂ）に示すように、導光体
１１の両面１１１，１１２に設けられても良い。なお、上記のように、光拡散部１３の性
質は、その位置によって変更することができる。
【００３０】
　また、光拡散部１３は、第１の光透過出射部１２２よりも大きいものであっても良い。
例えば、光拡散部１３は、第１の光透過出射部１２２よりも幅広いい形状であっても良い
。また、光拡散部１３は、第１の光透過出射部１２２よりも大きい相似形であっても良い
。これにより、第１の光透過出射部１２２とずれた位置（つまり、第１の光透過出射部１
２２と対応する領域から外れた位置）に、光拡散部１３が設けられても、第１の光透過出
射部１２２に向けて光を拡散することができ、第１の光透過出射部１２２は、光拡散部１
３で拡散された光を効率的に出射することができる。また、第１の光透過出射部１２２（
光る部分）の視野角が広くなる。
【００３１】
　また、光拡散部１３には、導光体１１よりも光の屈折率が高い高屈折率部１３１を備え
ても良い。高屈折率部１３１は、図１０（ａ）に示すように、光拡散部１３の面に対する
法線方向から見た場合（図１０において上から見た場合）に、光拡散部１３の少なくとも
一部の領域に、又は、図１０（ｂ）に示すように、光拡散部１３の一面に設けられる。ま
た、高屈折率部１３１は、導光体１１の面に接するように設けられる。これにより、光拡
散部１３に到達した光は、導光体１１と高屈折率部１３１との界面で透過（屈折）するの
で、光拡散部１３で拡散する光の量を増やすことができる。また、第１の光透過出射部１
２２から出射する光の輝度（光っている部分の輝度）は、高屈折率部１３１を備えていな
い光拡散部１３よりも高くなり、意匠表示部１２が表示する意匠をより効率良く照光でき
る。具体的に、高屈折率部１３１は、ポリカーボネート系樹脂（光の屈折率は約１．６）
、ポリウレタン系樹脂（光の屈折率は約１．６）等を用いて形成される。
【００３２】
　また、光拡散部１３は、光拡散性を有する構成であれば良い。例えば、光拡散部１３は
、図１０に示すように、導光体１１の面に直接、凹凸部等からなるドットパターン等を、
マイクロドット、インプリント、エッチング等で成型したものであってもよい。また、光
拡散部１３は、透光性を有する導光体１１の面に、光拡散性を有する気泡を設けたもので
あってもよい。これらの場合、光拡散部１３は、導光体１１と同じ材料で設けられてもよ
い。その他、透光性を有するガラス内に、光拡散性を有する金粉等を混入して、導光体１
１と光拡散部１３とを構成しても良い。
【００３３】
　また、上記実施形態では、第１の低屈折率部１４ａ及び第２の低屈折率部１４ｂは、導
光体１１の両面１１１，１１２の全体に亘って設けられているが、図１２に示すように、
第１の低屈折率部１４ａにおいて、光拡散部１３から拡散された光が通過する位置に貫通
孔１４１を形成しても良い。このようにして、第１の低屈折率部１４ａ及び第２の低屈折
率部１４ｂは、第１の光透過出射部１２２に対応する位置が貫通孔になっている形状に設
けられても良い。
【００３４】
　また、上記実施形態では、意匠表示部１２に形成される意匠部１２１は、非透光性（遮
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光性）を有する層であるが、透光性（半透光性を含む）を有する層であっても良い。さら
に、透光性を有する層を用いて形成される意匠部１２１は、図１３に示すように、第１の
光透過出射部１２２を覆うように設けられても良い。このような場合、意匠表示部１２に
おいて、光拡散部１３で拡散された光が透過する部分が第１の光透過出射部１２２になる
（図１３に示す矢印参照）。つまり、第１の光透過出射部１２２は、光拡散部１３の形状
等によって規定されることがある。なお、この場合において設けられる第１の光透過出射
部１２２の範囲は、光拡散部１３で拡散された光が届き透過する範囲となるので、上記実
施形態において示した遮光性を有する意匠部１２１が設けられた場合（図５参照）と比べ
て、広くなる。
【００３５】
　また、意匠表示部１２は、図１４及び図１５に示すように、導光体１１の両面１１１，
１１２側（表示部材１０の両面）に設けても良く、また、複数の意匠部１２１ａ，１２１
ｂを形成することにより意匠を表示しても良い。また、意匠表示部１２に設けられた第１
の光透過出射部１２２に対応する領域に配置された光拡散部１３により拡散される光の、
第１の光透過出射部１２２における透過量を、意匠表示部１２に形成される意匠部１２１
ａにより調節等して、意匠表示部１２に形成される意匠を表示することもできる。例えば
、意匠部１２１ａにグラデーション等を持たせ、第１の光透過出射部１２２の、光の透過
量を調節する。このようにすることによって、斬新な意匠を表示できる（図１５参照）。
【００３６】
　さらに、上記実施形態において、表示部材１０は、平板状のものを説明したが、図１６
に示すように、立体的な形状に設けられても良い。例えば、表示部材１０は、圧空成型や
絞り成型等で立体的な形状に加工することもできる。なお、立体状の導光体１１を用いて
も良く、これに意匠表示部１２、光拡散部１３、低屈折率部１４等を積層することにより
、立体的な形状の表示部材１０を構成しても良い。また、例えば、図１７及び図１８に示
すように、表示部材１０の一部を携帯電話の操作ボタンの形状とし、これを、第１の光源
２０、回路基板４０とともにケース体３０内部に収納した表示装置１００（ここでは、携
帯電話）とすることもできる。回路基板４０上の、表示部材１０の操作ボタンを形成する
意匠部１２に対応する位置には、スイッチ部４１が設けられる。意匠部１２が押圧される
ことにより、この部分で変形する表示部材１０の一部がスイッチ部６１に接触し、回路基
板４０に接続された第１の光源２０に通電されて第１の光源２０から光が出射される。上
記と同様にして、第１の光源２０から出射された光は、導光体１１を進み、表示部材１０
に設けられた光拡散部１３で拡散し、意匠表示部１２に設けられた第１の光透過出射部１
２２から出射する。これによって、意匠（操作ボタン上の意匠）を効率的に照光すること
ができる。
【００３７】
　また、上記実施形態において示した表示装置１００の構成に加えて、図１９及び図２０
に示すように、意匠表示部１２において、意匠部１２１により「警告部」の部分を切り抜
いた第２の光透過出射部１２２ｂ（警告部）を設けても良い。また、第１の光源２０以外
の別の光源５０（第２の光源５０）を、導光体１１の裏面１１１側（表示部材１０の裏面
）であって、第２の光透過出射部１２２ｂに対向して設けても良い。第２の光源５０は、
第２の光透過出射部１２２ｂが設けられた領域の表面の法線方向から見て、第２の光透過
出射部１２２ｂと重なる領域に配置される。なお、第１の低屈折率部１４ａには、第２の
切り欠き部１４１ｂが形成されているが、形成されていなくでも良い。
【００３８】
　このように構成された表示装置１００においては、図２０に示すように、第２の光源５
０から出射された光は、第２の低屈折率部１４ｂ、導光体１１、第２の貫通孔１４１ｂを
透過し、意匠表示部１２の第２の光透過出射部１２２ｂを透過する。これにより、意匠表
示部１２は、図２１に示すように、光拡散部１３から拡散された光を光透過出射部１２２
ａから出射する以外に、第２の光源５０から出射される光を光透過出射部１２２ｂ（警告
部）で透過する。光透過出射部１２２ｂから出射する光は、第２の光源５０から直接出射
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された光であり、拡散や反射等がされないので、光透過出射部１２２ｂから輝度の高い光
を出射することができる。これによって、光透過出射部１２２ｂは明るく光るので、ユー
ザの目を引くことができる。
【符号の説明】
【００３９】
１０　　　表示部材
１１　　　導光体
１２　　　意匠表示部
１３　　　光拡散部
１４ａ　　第１の低屈折率部
１４ｂ　　第２の低屈折率部
２０　　　第１の光源
５０　　　第２の光源
１００　　表示装置
１１１　　導光体の表面
１１２　　導光体の裏面
１２１　　意匠部
１２２，１２２ａ　第１の光透過出射部
１２２ｂ　第２の光透過出射部
１３１　　高屈折率部
１４１　　貫通孔
１４１ａ　第１の貫通孔
１４１ｂ　第２の貫通孔

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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