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(57)【要約】
　外光による誤認を生じ難く、また存在感を主張しすぎ
ない発光装置を提供することを課題とする。
　発光装置１は、発光体４の周囲にハーフミラー処理が
されたインナーレンズ２を有する。インナーレンズ２は
筒状体であり、その外周面に金属皮膜が施されてハーフ
ミラーを形成している。インナーレンズ２は、発光体４
を内包し、その下部がケース５で保持されている。イン
ナーレンズ２の上部には係止カバー６が装着されており
、インナーレンズ２のアウターカバー３への固定と共に
、インナーレンズ２内への外光の入射を防いでいる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、光源の光が照射されるインナーレンズとを有する発光装置において、
前記インナーレンズがハーフミラーであることを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記インナーレンズの外側には、ハーフミラーの保護または発光装置の信頼性を確保す
るためのアウターカバーが設けられていることを特徴とする請求項１記載の発光装置。
【請求項３】
　前記ハーフミラーは、光特性の異なる複数のハーフミラーを含むことを特徴とする請求
項１または２記載の発光装置。
【請求項４】
　前記ハーフミラーは、色彩の異なる複数のハーフミラーを含むことを特徴とする請求項
１乃至３のいずれかに記載の発光装置。
【請求項５】
　前記ハーフミラーは、インナーレンズの一部分に形成されていることを特徴とする請求
項１記載の発光装置。
【請求項６】
　前記光源は基板に実装されており、当該基板表面には光拡散処理が施されていることを
特徴とする請求項１記載の発光装置。
【請求項７】
　前記ハーフミラーは、収容された光源の位置、照射方向に応じ、非透光部分または反射
率の高いハーフミラーにより複数に区画していることを特徴とする請求項１記載の発光装
置。
【請求項８】
前記インナーレンズは前記光源を内包する筒状体であることを特徴とする請求項１記載の
発光装置。
【請求項９】
　前記インナーレンズが装着されるケース部を有し、当該ケース部は筒状のインナーレン
ズの下部を自立状態で保持すると共に、インナーレンズ内部への外光入射を防止する灯体
保持部を有することを特徴とする請求項８記載の発光装置。
【請求項１０】
　前記インナーレンズの外側にはアウターカバーが設けられ、前記インナーレンズの上部
には係止カバーが装着されており、この係止カバーは前記アウターカバーの内面上部と弾
性的に係止されていることを特徴とする請求項１記載の発光装置。
【請求項１１】
　前記インナーレンズの一部が前記アウターカバーより外側に現れていることを特徴とす
る請求項２または１０記載の発光装置。
【請求項１２】
　前記インナーレンズは、前記アウターカバーと一体的に形成されていることを特徴とす
る請求項２記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光装置、特にそれを使用した信号表示灯は、その内部にＬＥＤ等の光源が１または複
数個配置され、その光を反射するための反射部材が設けられている。また、光源、反射部
材等を覆う透明なグローブが設けられており、グローブの表面には、透光する光を拡散す
る拡散レンズが形成されている。さらに光源が複数色の発光を行うこともある。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
　特許文献１：特開２０００－３５３４０１
　しかし、特許文献１の信号表示灯では、外光が透明グローブに当たると、透明グローブ
を通して反射部材に照射される。するとその照射された光がグローブ外へ反射され、内部
光源が発光していなくてもあたかも光源が点灯しているように誤認を生じさせる怖れがあ
った。また、設置対象の設備機械等に取付けたときには、報知が必要な時に点灯や点滅が
確認できればよく、報知が不要なときには、信号表示灯は存在感を主張しないことが要望
される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで、この発明の目的は、外光による誤認を生じ難い発光装置を提供することである
。またこの発明は、存在感を主張しすぎない発光装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、光源と、光源の光が照射されるインナーレンズとを有する発光装置において
、前記インナーレンズがハーフミラーであることを特徴とする。本発明によれば、光源が
点灯しないとき、ハーフミラーによって光源を含む内部が透けて見えない。また、インナ
ーレンズ表面で外光が反射し、内部に外光が入りにくくできる。従って、インナーレンズ
内側に反射鏡を設けていたとしても外光による反射をしないから、不点灯状態において点
灯しているとの誤認を生じる怖れを軽減できる。さらに、ハーフミラーの内部に光源を設
けたことから、報知が不要なとき、すなわち不点灯状態においては、内部が透けて見えな
いから発光装置の外観をすっきりさせることができる。また、メタリック調デザインの設
備機械等に設置したときには、ハーフミラーと相まることで、不点灯状態における発光装
置の存在感を抑制できる。
【０００６】
　また、本発明において、インナーレンズの外側には、ハーフミラーの保護または発光装
置の信頼性を確保するためのアウターカバーが設けられていてもよい。このとき、インナ
ーレンズ表面への損傷防止や、発光装置の防水性、防塵性等の耐信頼性を向上できる。
　さらに、本発明において、ハーフミラーを光特性の異なる複数のハーフミラーで形成し
てもよい。収容される光源特性に応じ反射率、透過率や色彩といったハーフミラーの光特
性を選択できるから、存在感を抑えながらも発光装置の存在をハーフミラーの光特性の変
化により伝達できることができる。
【０００７】
　本発明において、ハーフミラーを色彩の異なる複数のハーフミラーで形成してもよい。
このとき、光源の発光色毎にハーフミラーの色彩を選択することができ、存在感を抑えな
がらもより発光装置の存在をハーフミラー色で表現することができる。
　本発明において、ハーフミラーをインナーレンズの一部分に形成してもよい。壁面設置
タイプの発光装置等、全周囲に信号報知を行う必要がないときには、その不要部分を別部
材で形成することで発光装置を安価に提供し易くなる。また、前述したような効果も得ら
れる。
【０００８】
　本発明において、光源は基板に実装されており、その基板表面に光拡散処理が施されて
いてもよい。このとき、ハーフミラーで内側に反射された光を拡散させる拡散材を設けた
ことで、点灯状態においてもインナーレンズ内の光源および基板表面の両者が光ることで
、内部の基板が透けて見えづらいから、信号表示灯の機能を確保しつつ存在感の抑制を行
うことができる。
【０００９】
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　収容された光源の位置、照射方向に応じ、非透光部分または反射率の高いハーフミラー
により複数に区画していてもよい。このとき、光源の点灯、点滅時のコントラストを向上
することができる。
　また、本発明において、インナーレンズを、光源を内包する筒状体としてもよい。この
とき、発光装置を容易に組立てできる。また、ハーフミラーで囲覆された空間である外光
が入りにくい空間を作ることができる。つまり、点灯状態と消灯状態でコントラストを形
成できるから、外光による点灯誤認をより生じ難くすることができる。
【００１０】
　本発明において、インナーレンズを装着するケース部を設け、ケース部は筒状のインナ
ーレンズの下部を自立状態で保持すると共に、インナーレンズ内部への外光入射を防止す
る灯体保持部を有する構成としてもよい。このとき、発光装置を容易に組立てできる。ま
た、ハーフミラーで囲覆された空間である外光が入りにくい空間を作ることができる。つ
まり、点灯状態と消灯状態でコントラストを形成できるから、外光による点灯誤認をより
生じ難くすることができる。
【００１１】
　本発明において、インナーレンズの外側にアウターカバーが設けられ、インナーレンズ
の上部に係止カバーを装着しており、係止カバーはアウターカバーの内面上部と弾性的に
係止する構成としてもよい。このとき、インナーレンズを安定的にアウターカバー内に保
持することができるから、発光装置、特に信号表示灯の報知機能を安定的に提供すること
ができる。また、係止カバーをアウターレンズの上面で形成してもよい。
【００１２】
　本発明において、インナーレンズの一部がアウターカバーより外側に現れていてもよい
。このとき、光源光を外部に放射し易くなるほか、アウターカバーをインナーレンズと同
色或いは類似色にすれば全体での一体感が増す上に、設置する設備機械の外観色に合わせ
ればより設備機械との一体感が増すことにより発光装置の存在感の主張を抑制することが
できる。
【００１３】
　本発明において、インナーレンズとアウターカバーを一体的に形成してもよい。このと
き、使用環境に応じアウターカバーにインナーレンズの役割をさせることができれば、発
光装置を安価に提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第一の実施形態の発光装置の正面図である。
【図２】本発明の第一の実施形態の発光装置の上側から見た分解斜視図である。
【図３】本発明の第一の実施形態の発光装置の下側から見た分解斜視図である。
【図４】図１の発光装置のＳ１－Ｓ１に沿った縦断面図である。
【図５】本発明の第二の実施形態の発光装置の上側から見た分解斜視図である。
【図６】本発明の第三の実施形態の発光装置を示す正面図（a）、底面図（b）および右側
面図（c）である。
【図７】本発明の第三の実施形態の発光装置の分解側面図である。
【図８】本発明の第四の実施形態の発光装置の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下では、本発明の実施形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明の第一の実施形態の発光装置１の正面図である。図１を参照して、発光
装置１は、一方向に長い柱形状をなしていて、その長手方向を例えば上下方向Ｚ（上向き
をＺ１、下向きをＺ２の矢印で示す）に沿わせた状態で設置対象、例えば設備機械７の上
面に設置され、信号表示灯として機能する。
【００１６】
　なお、この発明の発光装置は、信号表示灯に限らず、照明装置、回転警告灯、道路標識
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などの表示装置、その他に適用することができる。この実施形態では、信号表示灯を例に
本発明を説明する。
　発光装置１は、設備機械７に設置するためのケース５と、ケース５に支持される発光体
４と、発光体４の周囲にあるインナーレンズ２と、インナーレンズ２を囲覆するアウター
カバー３と、インナーレンズ２の上部をアウターカバー３に係止する係止カバー６と、設
備機械７からの信号供給や電源供給を受ける配線ケーブル１１とを有している。なお、発
光装置１の長手方向を上下方向以外の方向に沿わせて、発光装置１を設置してもよい。本
実施形態では、長手方向を上下方向Ｚに沿わせて設置する場合に即して説明する。
【００１７】
　光源としての発光体４は、複数のＬＥＤ４２（ＬＥＤ４２１、４２２、４２３、４２４
、４２５）と、それらを実装した基板４１とを有する。基板４１は上下方向Ｚに沿った状
態で直立している。複数のＬＥＤ４２は、単色発光タイプであっても多色発光タイプであ
ってもよい。また、各ＬＥＤ４２の点灯、点滅制御は、プログラムや外部からの制御信号
により、各々単独制御方式、グループ制御方式などで行える。例えば、ＬＥＤ４２１とＬ
ＥＤ４２２とを同期させ、残りのＬＥＤ４２３、４２４、４２５を別の周期で同期させる
点滅制御をすることができる。また、本実施形態では発光装置１の基板４１の上側より、
赤色系のＬＥＤ４２１、黄色系のＬＥＤ４２２、緑色系のＬＥＤ４２３、青色系のＬＥＤ
４２４、白色系のＬＥＤ４２５を使用している。なお、本実施形態では直立した基板４１
上に複数のＬＥＤを実装した発光体４を用いて説明するが、発光装置４には、ＬＥＤに加
え、ＬＥＤの発する光を反射する反射部材が備えられていてもよい。また、発光体４は、
ＬＥＤ以外の光源を用いた発光体４であってもよい。
【００１８】
　ケース５は、設備機械７に設置するための下ケース５２と、下ケース５２の上側に装着
される上ケース５１とを有する。下ケース５２は、底面側に配線ケーブル１１を通すこと
ができる。上ケース５１は、上側に発光体４、インナーレンズ２およびアウターカバー３
を支持する。なお、実施例では、ケース５にアウターカバー３を載置しているが、アウタ
ーカバー３内にケース５を収容してもよい。このときは、設備機械７への装着方法を変更
し、アウターカバー３を除く発光装置１を設備機械７に装着した後、アウターカバー３を
装着すればよい。
【００１９】
　インナーレンズ２は、発光体４からの光を拡散する光拡散材料からなる透光性の筒体を
母体とし、その外周面に金属皮膜を施したハーフミラー２３（ハーフミラー２３１、２３
２、２３３、２３４、２３５）（図２参照）の構造を呈している。本実施形態では、光拡
散材料からなる透光性の筒体を母体としたが、母体は単に透明な材質で形成され、その周
面に金属皮膜を施したハーフミラー２３の構造であってもよい。なお、本実施形態ではポ
リカーボネイト樹脂やアクリル樹脂またはガラスからなる母体にアルミからなる金属皮膜
を塗布してハーフミラーの特性を持つインナーレンズ２を形成している。
【００２０】
　係止カバー６は、シリコンゴム、エラストマーなどの弾性材料からなり、インナーレン
ズ２の内面上方に装着される。係止カバー６はインナーレンズ２内への上方からの余分な
入光を防ぎ、インナーレンズ２によるハーフミラーの効果を向上する。また係止カバー６
は、アウターカバー３により押圧される形で係止されている。
　アウターカバー３は、透明なポリカーボネイトやアクリル樹脂等からなり、発光装置１
の外観をなす。アウターカバー３は、その下端内面が上ケース５１に外嵌して係止される
。その係止の際、係止カバー６を介してインナーレンズ２の移動を抑制するように、イン
ナーレンズ２を係止する。また、アウターカバー３は、発光装置１の防水、防塵、耐油面
での信頼性を確保する目的でも用いられている。それらの使用目的が必要ないときには、
アウターカバー３は用いなくてもよい。その場合は、インナーレンズ２がアウターカバー
３の役割も果たすように形成すればよい。なお、アウターカバー３の上面部分を別部品と
して形成し、係止カバー６の代わりにその別部品にてインナーレンズ２を係止するように
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してもよい。
【００２１】
　図２は、本発明の一実施形態の発光装置の分解斜視図であって、上方からみたものであ
る。図３は、本発明の一実施形態の発光装置の分解斜視図であって、下方からみたもので
ある。
　図２および図３を参照して、下ケース５２は、設備機械７から延び出して来る配線ケー
ブル１１を挿通する配線挿通孔５７、および、設備機械７とねじ止めするための穿通孔５
８が設けられた底面１４と、上側外周面に形成された上ケース５１とバヨネット方式で接
続するための上ケース取付部５６とを有する。配線挿通孔５７には、配線ケーブル１１と
、配線ケーブル１１の先端に設けられた外部側コネクタ１３を挿通することができる。な
お、外部側コネクタ１３は、配線挿通孔５７を配線ケーブル１１の先端が下から上に通過
した後に、上から配線ケーブル１１の先端に装着してもよい。この外部コネクタ１３は、
下ケース５２の略中央底面に設けられた配線挿通孔５７に挿通した後、内部側コネクタ１
２と電気的機械的に接続され、互いに防水状態となる。なお、本実施形態では、動作信号
や電源を配線ケーブル１１にて供給する方法で説明するが、動作信号については無線式で
供給されてもよく、また電源はバッテリー方式で供給されてもよい。
【００２２】
　上ケース５１には、下ケース５２とバヨネット方式で接続するための下ケース取付部５
５が下側内周面に設けられ、上下方向中央付近の外周面にはアウターカバー３をバヨネッ
ト方式で接続するためのアウターカバー取付部５４が設けられている。下ケース取付部５
５およびアウターカバー取付部５４は、各々下ケース５２およびアウターカバー３と回転
係止させて固定するバヨネット方式で互いを係止するため、その内周面および外周面に係
止突起を有している。底面１４は下ケース５２の底面であって、発光装置１の底面となる
部分である。
【００２３】
　また、上ケース５１は、インナーレンズ２や発光体４を保持するための灯体保持部５３
を有する。灯体保持部５３は、一対の基板挟持片５３４と、インナーレンズ２を保持する
内部保持壁５３１および外部保持壁５３２と、アウターカバー取付部５４の上端から内側
に向かって延設される周縁部５３５と、後述するインナーレンズ支持台５３３とを有する
。
【００２４】
　一対の基板挟持片５３４は各々板状に形成され、略中央付近に設けた切り欠き部に挿入
される基板４１の下端部を挟持する。内部保持壁５３１は、略円筒形をしたインナーレン
ズ２の下端内周面と接するような円柱の周面形状を含む曲成された板状体であり、インナ
ーレンズ２の装着時の移動抑制を行う。また、内部保持壁５３１は、インナーレンズ２や
基板４１を保持したときの機械強度を得るため、基板挟持片５３４と連設されている。し
かし、他の方法で基板狭持片５３４の機械強度を得ることができれば、内部保持壁５３１
を用いる必要はない。さらに、基板挟持片５３４は、基板４１の下端を挟持しているが、
基板を保持できるのであればその他の基板保持手段を使用してもよい。
【００２５】
　外部保持壁５３２は、内部保持壁５３１と同様、インナーレンズ２の装着時の移動抑制
を行うほか、外光がインナーレンズ２の下部からインナーレンズの内部に侵入するのを防
ぐ役割もしている。また、外部保持壁５３２は、外光侵入防止を行いながらも発光体４か
らの放射光の放射面積を大きくするため、高さが低く抑えられている。なお、内部保持壁
５３１は、円柱の側面形状を含む曲成された板状と説明したが、板状に限らず複数の棒状
形状のものにしてもよい。さらに振動等の影響を受けにくい場所で使用される装置では、
インナーレンズ２を内部保持壁５３１で保持しなくても、外部保持壁５３２のみで保持で
きるので、内部保持壁５３１を省略した構成でもよい。また、逆に、例えばインナーレン
ズ２の底面にシール部材を設けるなど、外光のインナーレンズ２内への侵入を防ぐ構成と
し、インナーレンズ２の支持が内部保持壁５３１のみで行えるときには、外部保持壁５３
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２を省略した構成としてもよい。周縁部５３５は、アウターカバー取付部５４、外部保持
壁５３２およびインナーレンズ支持台５３３と一体的に形成され、各々を接続している。
【００２６】
　発光体４は、基板４１の下端付近の切り欠き部分が基板挟持片５３４に挿入されること
で挟持され、内部側コネクタ１２を介して得られる信号および電力により、実装されたＬ
ＥＤ４２が点灯や点滅の動作を行う。基板４１上の実装面以外のところは、比較的光を反
射しやすい白色等にされたり、拡散材料が施されるなどの光拡散処理が施されている。こ
のような処理が施されている理由は、インナーレンズ２のハーフミラー２３は、ＬＥＤ４
２の照射光の一部を基板４１側に反射する。従って、発光装置１の性能を向上するため、
そのハーフミラーからの反射光を再度インナーレンズ２側に反射しやすくするためである
。
【００２７】
　なお、本実施形態では、細長い両面基板上に複数のＬＥＤ４２を、その光軸が水平方向
になるように実装した発光体４を説明している。しかし、この構成に限らない。例えば、
内部保持壁５３１と基板挟持片５３４で囲まれる空間内に、光軸が垂直方向となるように
ＬＥＤを設け、その照射光をアルミ蒸着された反射部材やレンズ部品で外方に反射させる
ようにした発光体４としてもよい。
【００２８】
　インナーレンズ２には、外周面にハーフミラー２３の処理が施してある。さらに説明す
ると、ハーフミラー２３は、内包するＬＥＤ４２１、ＬＥＤ４２２、ＬＥＤ４２３、ＬＥ
Ｄ４２４、ＬＥＤ４２５の発光色に合わせ、対応する位置のハーフミラー２３が、赤色系
のハーフミラー２３１、黄色系のハーフミラー２３２、緑色系のハーフミラー２３３、青
色系のハーフミラー２３４、白色系（銀色系）のハーフミラー２３５とされている。なお
、本実施形態では、各ハーフミラー２３１、２３２、２３３、２３４、２３４の面積が略
同一とされているが、使用目的などに応じ、面積比率が異なっていてもよい。また、白色
系（銀色系）のみのハーフミラー２３としてもよい。さらに同一色系統のハーフミラーで
あっても、光透過率／光反射率が異なるものを組み合わせてもよい。
【００２９】
　インナーレンズ２の下端は、上ケース５１に装着するための上ケース取付部２２を有す
る。上ケース取付部２２は、インナーレンズ２の本体部分と略同一の筒体であって、上ケ
ース５１への装着時、内部保持壁５３１、外部保持壁５３２およびインナーレンズ支持台
５３３（後述する）で囲まれる空間に挿入される。挿入されたインナーレンズ２は、その
保持壁５３１、５３２により、水平方向（回転方向除く）の移動が制限される。インナー
レンズ２の上端は、係止カバー６が装着される係止カバー装着部２１を有する。係止カバ
ー装着部２１は、インナーレンズ２の本体部分と略同一の筒体である。また、インナーレ
ンズ２の内面に基板４１の案内溝（非図示）を設けることで、基板４１をインナーレンズ
２内に挿入するときに摺動させることができるから、発光装置１の生産性を高めることが
できる。この案内溝や、回転抑止突起等を設けたときには、インナーレンズ２の回転方向
の移動を抑制ができ、より発光装置１の生産性の向上に寄与する。
【００３０】
　係止カバー６は、アウターカバー３の内部上壁と係止される係止突起６１と、係止カバ
ー装着部２１の内面と略同一サイズの保持壁６２と、基板４１を上方から支持する一対の
基板挟持板６４とそれらを保持する本体６３とを有する。保持壁６２は、本体６３から下
方に円筒形状で突設されており、その外周面には軸方向に延びる弾性突起６２１が等間隔
で多数設けられている。係止カバー６は、弾性突起６２１を設けたことで、インナーレン
ズ２への装着が容易になるとともに、インナーレンズ２から抜け落ちしにくくなっている
。一対の基板挟持片６４は、挿入される基板４１の上端の切り欠き部分を挟持する。この
とき、一対の基板挟持片６４は、装着するインナーレンズ２の案内溝に沿うように挿入す
る。なお、この係止カバー６はアウターカバー３の上面の一部と一体化させてもよく、そ
のときにはアウターカバー３の上面は外光がインナーレンズ２内に侵入しないよう、遮光
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性部材である方がよい。
【００３１】
　上ケース５１、発光体４、インナーレンズ２および係止カバー６の組み立てについて説
明する。まず、係止カバー６をインナーレンズ２に装着する。このとき、係止カバー６の
基板挟持板６４とインナーレンズ２の案内溝（非図示）が沿うようにする。次に、発光体
４（基板４１）をインナーレンズ２の内面の案内溝に沿って下側から挿入し、基板挟持片
６４に挿入して係止させる。次に発光体４（基板４１）と係止カバー６が装着されたイン
ナーレンズ２を、上ケース５１の灯体保持部５３に挿入する。このようにして灯体部分を
上ケース５１に組み合わせる。組み合わせた後、それらを上から囲覆するようにアウター
カバー３を被せ、アウターカバー３の下端に設けたケース取付部３２をアウターカバー取
付部５４に固定する。
【００３２】
　図４は、発光装置１の要部の断面図であり、図１のＳ１－Ｓ１に沿った縦断面を示す。
図４ならびに図２、図３を参照して、アウターカバー３の内面上部には、係止カバー６の
係止突起６１を案内して受ける突起受け部３１がアウターカバー３本体と一体に形成され
ている。突起受け部３１は、断面視逆Ｍ字形状の凹状体である。係止突起６１は、係止カ
バー６の本体中央から上方に三角状に突出した形状であって、突起受け部３１の凹状と係
合する形状をなす。係止突起６１は、アウターレンズ３をケース５に装着する際、突起受
け部３１と接触し、その後下方に押圧される。このとき、インナーレンズ２の下端がイン
ナーレンズ支持台５３３に接触する。また、係止カバー６が比較的柔軟性のある材料で形
成されているため、基板４１の上端切り欠き部は基板挟持部６４の穿設溝に奥深くまで挿
入された状態で係止される。一方、基板４１の下端切り欠き部は、上ケース５１が比較的
硬い材料で形成されているため、基盤挟持片５３４の穿設溝の途中まで挿入された状態で
係止される。なお、この基板４１の係止時に加える力は、基板４１の長さに応じてインナ
ーレンズ２長さを調整すればよい。
【００３３】
　上ケース５１のインナーレンズ支持台５３３の中央には穿通孔５９が設けられており、
内部側コネクタ１２はこの穿通孔５９に差し込まれて、上ケース５１で挟持されている。
アウターカバー３とアウターカバー取付部５４の間、上ケース５１の下ケース取付部５５
と下ケースの上ケース取付部５６の間はシール部材などで防水処理がなされる。また、設
備機械７への設置状態においては、発光装置１の底面１４と設備機械７の間にも防水処理
が施される。これらにより、発光装置１の防水処理ができる。
【００３４】
　次に、第二の実施形態の発光装置１Ａを説明する。以下の説明では、上述の実施形態と
異なる点を中心に説明し、同様の構成については対応部分に同じ符号を付して説明を省略
する。また、後述するほかの実施形態や変形例についても同様とする。図５は、本発明の
第二の実施形態の発光装置の上側から見た分解斜視図である。
　第二の実施形態の発光装置１Ａは、インナーレンズ２に代えたインナーレンズ２Ａを使
用しているほかは、第一実施形態の発光装置１と同様の構成をしている。
【００３５】
　インナーレンズ２Ａは、発光体４からの光を拡散する光拡散材料からなる筒体を母体と
し、その外周面に金属皮膜を施したハーフミラー２３Ａ（ハーフミラー２３１Ａ、２３２
Ａ、２３３Ａ、２３４Ａ、２３５Ａ）と、区切り部２４（２４１、２４２、２４３、２４
４、２４５）とを有している。このハーフミラー２３Ａは第一の実施形態のハーフミラー
２３（２３１，２３２，２３３，２３４，２３５）と同様の構成である。
【００３６】
　区切り部２４は、ハーフミラー２３Ａより高い反射率のハーフミラーまたは非透光部材
より形成される。区切り部２４が前者のときは、ハーフミラー２３Ａと同様の製法で作る
ことができる。区切り部２４が後者のときは、ハーフミラー２３Aと同様の製法またはホ
ットスタンプ等で作ることができる。
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　区切り部２４は、各ハーフミラー２３１Ａ、２３２Ａ、２３３Ａ、２３４Ａ、２３５Ａ
の各間に配置された区切り部２４１、２４２、２４３、２４４と、ハーフミラー２３５Ａ
の下に設けられた区切り部２４５とを有している。この区切り部２４は、看者がインナー
レンズ２Ａを通過してきた発光体４の照射光を認識しやすいように設けている。特に複数
の発光体４が発光しているときにはより効果を奏する。なお、この区切り部２４の使用と
合わせて、各発光体４の照射光が他の発光体４の照射光と混在しないようにインナーレン
ズ２Ａ内に仕切り板などを設けてもよい。
【００３７】
　次に、第三の実施形態の発光装置１Ｂを説明する。図６は、第三の実施形態の発光装置
を示す図である。図７は、第三の実施形態の発光装置の分解側面図である。
　図６を参照して、発光装置１Ｂは壁面に取り付けられる信号表示灯である。発光装置１
Ｂは、半円形状のアウターカバー３Ａと、アウターカバー３Ａに内包されるインナーレン
ズ２Ｂと、ＬＥＤ４２Ａ（４２１Ａ、４２２Ａ、４２３Ａ）を実装した基板４Ａと、配線
１１Ａとを有する。アウターカバー３Ａは、インナーレンンズ２Ｂのハーフミラー部２３
Ｂ（２３１Ｂ、２３２Ｂ、２３３Ｂ）の間に嵌る区切り部２４Ａ（２４１Ａ、２４２Ａ）
を有する。この区切り部２４Ａは、アウターカバー３Ａの表面と一体的に形成されている
。本実施形態ではアウターカバー３Ａの表面は鏡面処理が施されている。従って、発光装
置１Ｂ全体をメタリック調（同一系統の色彩）にすることができるから、設置する設備機
械の外観色と調和しやすくなり、不点灯状態における発光装置の存在感の主張を抑制でき
る。当然ながら、点灯状態においては、ハーフミラー２３Ｂを介しＬＥＤ４２の照射光が
放射されるから、発光装置１Ｂとしての信号表示灯の報知器機能等は維持できる。
【００３８】
　図６および図７を参照して、アウターカバー３Ａは、インナーレンズ２Ｂのハーフミラ
ー部２３Ｂ（２３１Ｂ、２３２Ｂ、２３３Ｂ）に対応する位置に窓部３３（３３１、３３
２、３３３）を有する。また、ハーフミラー部２３Ｂは、インナーレンズ２Ｂの本体部分
より突出して形成されている。なお、インナーレンズ２Ｂのハーフミラー部２３Ｂにのみ
ハーフミラー処理が行われておればよい。発光体４Ａは基板４１Ａ上に複数のＬＥＤ４２
Ａ（４２１Ａ、４２２Ａ、４２３Ａ）が実装されている。ケース５Ａは、発光体４Ａを支
持しているほか、螺子等を介して、インナーレンズ２Ｂやアウターカバー１Ｂを設備機械
７Ａの側面に装着保持する。
【００３９】
　第三の実施形態においては、アウターカバー３Ａを発光装置１Ｂの一部として説明した
が、アウターカバー３Ａを除く発光装置１Ｂを設備機械７Ａに埋め込み、アウターカバー
３Ａを設備機械の表面パネル等で形成してもかまわない。また、防水防滴性能が不要な発
光装置であればアウターカバー３Ａを設けなくてもよい。このとき、発光装置１Ｂの外観
を設置する設備機械７Ａに同化させることができるから、より一層設備機械との一体感が
増し、不点灯状態における発光装置１Ｂの存在感の主張を抑制することができる、
　次に、第四の実施形態の発光装置１Ｃを説明する。図８は、第四の実施形態の発光装置
を示す図である。発光装置１Ｃは、ケース５Ｂにハーフミラー２３Ｃ（２３１Ｃ、２３２
Ｃ、２３３Ｃ）のインナーレンズ２Ｃを載置している。第四の実施形態では、アウターカ
バー３Ｂはインナーレンズ２Ｃと一体成型されており、発光装置１Ｃの上方からインナー
レンズ２Ｃ内に外光が侵入することを防止している。ケース５Ｂをメタリック調にすれば
、ハーフミラー２３Ｃの色彩と合わせ易くなり、発光装置の存在感の主張を抑制すること
ができる。
この発明は、以上の実施形態の内容に限定されるものではなく、請求項記載の範囲内にお
いて種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【００４０】
１　発光装置（信号表示灯）
２；２Ａ　インナーレンズ
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２３；２３Ａ；２３Ｂ；２３Ｃ　ハーフミラー
２３１Ｂ、２３２Ｂ、２３３Ｂ　ハーフミラー
２３１Ｃ、２３２Ｃ、２３３Ｃ　ハーフミラー
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