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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を出射する発光素子と、
　前記発光素子と対向して一側面側に形成され且つ前記発光素子からの前記光を入射する
光入射面と、この光入射面に対して所定の距離を隔てた他側面側に前記発光素子の光軸と
直交する方向に長尺に幅狭く形成され且つ入射した前記光を出射することにより照光表示
する光出射面とを有する導光板と、を備えたインジケータ装置であって、
　前記導光板は、前記発光素子からの前記光の一部を反射させるための三角状凹部が前記
光入射面側と前記光出射面側との間で前記一側面と直交する２面の平板状面のうちの一方
の平板状面に所定の凹部深さで凹んで形成されており、更に、前記三角状凹部は前記発光
素子の光軸上で一の頂点となる凹部先端が他の頂点よりも前記光入射面に接近した位置と
なるよう設けられ、且つ、前記凹部先端からこの凹部先端と光出射側に位置する対向辺に
向かって前記凹部深さが徐々に浅く形成されていることを特徴とするインジケータ装置。
【請求項２】
　前記三角状凹部は、前記凹部先端と前記対向辺との間を２辺の凹部側壁で結び、且つ、
前記２辺の凹部側壁が前記凹部先端から前記対向辺に向かって前記凹部深さが徐々に小さ
くなるようにそれぞれ三角状に形成されていることを特徴とする請求項１記載のインジケ
ータ装置。
【請求項３】
　前記光出射面は、前記光入射面に対して前記所定の距離を隔てた前記他側面側を略Ｌ字
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状に屈曲させた屈曲部の端部に形成したことを特徴とする請求項１又は請求項２記載のイ
ンジケータ装置。
【請求項４】
　前記光出射面は、長手方向に沿って平坦に形成した平坦面、前記長手方向に沿って所定
の曲率で凸状に形成した凸曲面、又は、前記長手方向に沿って所定の曲率で凹状に形成し
た凹曲面のいずれか一つであることを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか１項記載
のインジケータ装置。
【請求項５】
　前記三角状凹部は、前記発光素子からの前記光を前記光軸に近いほど多く遮ると共に、
前記光出射面に向けて反射導光する光の量を、前記光出射面における前記光軸から遠い部
位へ反射導光する光ほど多い光量で反射することを特徴とする請求項１～請求項４のいず
れか１項記載のインジケータ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子から出射した光を導光板の一側面側に形成した光入射面から入射さ
せて、この光を導光板内に導いて光入射面に対して所定の距離を隔てた他側面側に幅狭く
長尺に形成した光出射面から出射させることにより光出射面を明瞭に照光表示する際に、
光出射面内で光の輝度の均一性を確保できるインジケータ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、インジケータ装置や照明装置は、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　
Ｄｉｏｄｅ：発光ダイオード），ランプなどを用いた発光素子と、透明なアクリル樹脂，
ポリカーボネイト樹脂などを用いた導光板とから構成されており、発光素子から出射され
た光を導光板の光入射面から入射させて、この光を導光板内に導いて光出射面から外部に
出射させることで、照光表示用や照明用として用いられている。
【０００３】
　この種のインジケータ装置として、電子機器のフロントパネルに取り付けられて機器の
操作状態を照光表示するものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、この種の照明装置として、液晶表示パネルのバックライトとして用いられる面照
明装置がある（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００７－１８４１９１号公報
【特許文献２】特開２０００－１４９６３５号公報
【０００５】
　図１１は従来例１のインジケータ装置を示した側面図、
図１２（ａ），（ｂ）は従来例２の面照明装置を示した上面図，縦断面図である。
【０００６】
　まず、図１１に示した従来例１のインジケータ装置１１０は、上記した特許文献１（特
開２００７－１８４１９１号公報）に開示されているものであり、ここでは特許文献１を
参照して簡略に説明する。
【０００７】
　図１１に示した如く、従来例１のインジケータ装置１１０は、電子機器のフロントパネ
ル１１１に取り付けられて機器の操作状態を照光表示するものである。
【０００８】
　上記した従来例１のインジケータ装置１１０では、配線基板１１２上にＬＥＤ１１３が
搭載され、このＬＥＤ１１３が塩化ビニル樹脂などの可撓性材料を用いて略Ｌ字状に屈曲
し、且つ、断面が多角形状又は円形状に形成された導光レンズ１１４の一端側の光入射面
１１４ａに対向していると共に、光入射面１１４ａに対して所定の距離Ｄを隔てた他端側
に反射面１１４ｂが形成され、且つ、この他端側を略Ｌ字に屈曲させてこの端部に形成し
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た光出射面１１４ｃがフロントパネル１１１の表示窓１１１ａに臨んでいる。
【０００９】
　また、ＬＥＤ１１３と導光レンズ１１４とが連結部材１１５によって連結されていると
共に、導光レンズ１１４の光出射面１１４ｃ側がフロントパネル１１１のボス部１１１ｂ
に溶着した板状の固体部１１６に支持されている。
【００１０】
　この際、導光レンズ１１４に透明な可撓性材料を用いることで、導光レンズ１１４の光
入射面１１４ａの位置をＬＥＤ１１３に対して相対変位可能とすることで、フロントパネ
ル１１１の表示窓１１１ａでの光度を十分に高く保つことができる旨が開示されている。
【００１１】
　次に、図１２（ａ），（ｂ）に示した従来例２の面照明装置１２０は、上記した特許文
献２（特開２０００－１４９６３５号公報）に開示されているものであり、ここでは特許
文献２を参照して簡略に説明する。
【００１２】
　図１２（ａ），（ｂ）に示した如く、従来例２の面照明装置１２０は、液晶表示パネル
のバックライトとして用いられている。
【００１３】
　上記した従来例２の面照明装置１２０では、ホルダー１２１内の下方にＬＥＤ光源１２
２がポリカーボネイト樹脂やアクリル樹脂などの高透明材料からなる導光板１２３の側面
１２３ａ側に設けられ、且つ、導光板１２３の下面１２３ｂに反射シート１２４が取り付
けられていると共に、導光板１２３の上面１２３ｃに拡散シート１２５が取り付けられて
おり、更に、拡散シート１２５上に液晶表示パネル１２６が取り付けられている。
【００１４】
　また、導光板１２３の側面１２３ａよりも内側でＬＥＤ光源１２２の光軸Ｋ上に貫通孔
又は凹状孔よりなる光拡散孔１２３ｄが設けられており、ＬＥＤ光源１２２から出射され
た光が、導光板１２３内に設けた光拡散孔１２３ｄの周面により全反射される光と、この
光拡散孔１２３ｄの中央部付近を貫通する光とに分離され、この導光板１２３内に取り込
んだ光が幅方向に広がりを有したものとすることにより輝度分布の均一化を図ることで、
導光板１２３内を通過した光や反射シート１２４で反射された光が拡散シート１２５から
出射されて液晶表示パネル１２６を均一に照明できる旨が開示されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　ところで、上記した従来例１のインジケータ装置１１０では、ＬＥＤ１１３から出射し
た光を略Ｌ字状に屈曲した導光レンズ１１４の光入射面１１４ａから入射させて、この光
を導光レンズ１１４内に導いて反射面１１４ｂを経由して光出射面１１４ｃから出射させ
ることで、導光レンズ１１４の光出射面１１４ｃから出射した光をこの光出射面１１４ｃ
の断面形状に応じて多角形状又は円形状にフロントパネル１１１の表示窓１１１ａに照光
表示できるものの、フロントパネル１１１へのデザイン的な面から導光レンズ１１４の光
出射面１１４ｃの形状を上記とは異なって幅狭く長尺に形成したい場合が生じており、こ
のような場合に従来例１では導光レンズ１１４が可撓性材料を用いて形成されているため
に、この可撓性材料を用いて幅狭く長尺な照光表示面を形成するには強度的に不具合が生
じてしまう。
【００１６】
　そこで、下記の図１３（ａ），（ｂ）又は図１４に示したように幅狭く長尺な照光表示
面を有するインジケータ装置が要求されている。
【００１７】
　図１３（ａ），（ｂ）は従来例３のインジケータ装置を示した斜視図、
図１４は従来例４のインジケータ装置を示した斜視図、
図１５は一般的なＬＥＤの出射強度特性を示した図である。
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【００１８】
　図１３（ａ），（ｂ）に示した従来例３のインジケータ装置１３０は、ＬＥＤ１３１と
、透明なアクリル樹脂などを用いて平板状に形成した導光板１３２とで構成されており、
ＬＥＤ１３１から出射した光を導光板１３２の一側面側に半円形状に形成した光入射面１
３２ａから入射させて、この光を導光板１３２内に導いて光入射面１３２ａに対して所定
の距離Ｄを隔てた他側面側に幅狭く長尺に形成した光出射面１３２ｂから出射させること
で、この導光板１３２の光出射面１３２ｂを不図示の電子機器のフロントパネルに取り付
けたときにデザイン的に良好な照光表示を行なうように図られている。
【００１９】
　しかしながら、この従来例３のインジケータ装置１３０において、ＬＥＤ１３１の出射
強度特性は、一般的に図１５に示したように、略楕円球状の特性を有しているために、Ｌ
ＥＤ１３１から出射した光が導光板１３２内でＬＥＤ１３１の光軸Ｋを中心にして点線で
示したように略楕円状に広がるために、平板状に形成した導光板１３２中で幅狭く長尺に
形成した光出射面１３２ｂの長手方向の中心近傍は明るく照光表示されるが、光出射面１
３２ｂの長手方向の両端近傍は暗く照光表示されてしまう。
【００２０】
　この際、図１３中では、導光板１３２に形成した光出射面１３２ｂの光出射状態を、明
るい部位と、暗い部位とに境界線を介して便宜的に分けて明確に示しているが、通常、明
るさは徐々に変化するものである。
【００２１】
　一方、図１４に示した従来例４のインジケータ装置１４０は、ＬＥＤ１４１と、透明な
アクリル樹脂などを用いて略Ｌ字状に屈曲させて形成した導光板１４２とで構成されてお
り、ＬＥＤ１４１から出射した光を導光板１４２の一側面側に半円形状に形成した光入射
面１４２ａから入射させて、この光を導光板１４２内に導いて光入射面１４２ａに対して
所定の距離Ｄを隔てて他側面側に形成した反射面１４２ｂで反射させた後に、他側面側を
略Ｌ字状に屈曲させてこの端部に幅狭く長尺に形成した光出射面１４２ｃから出射させる
ことで、この導光板１４２の光出射面１４２ｃを不図示の電子機器のフロントパネルに取
り付けたときにデザイン的に良好な照光表示を行なうように図られている。
【００２２】
　しかしながら、この従来例４のインジケータ装置１４０においても、上記と同様に、Ｌ
ＥＤ１４１の出射強度特性が略楕円球状の特性を有しているために、ＬＥＤ１４１から出
射した光が導光板１４２内でＬＥＤ１４１の光軸Ｋを中心にして点線で示したように略楕
円状に広がるために、略Ｌ字状に屈曲された導光板１４２中で幅狭く長尺に形成した光出
射面１４２ｃの長手方向の中心近傍は明るく照光表示されるが、光出射面１４２ｃの長手
方向の両端近傍は暗く照光表示されてしまう。
【００２３】
　この際、図１４中では、導光板１４２に形成した光出射面１４２ｃの光出射状態を、明
るい部位と、暗い部位とに境界線を介して便宜的に分けて明確に示しているが、通常、明
るさは徐々に変化するものである。
【００２４】
　上記した従来例３のインジケータ装置１３０又は従来例４のインジケータ装置１４０に
おいて生じる問題点を解決するにあたって、先に図１２（ａ），（ｂ）を用いて説明した
従来例２の照明装置１２０の技術的思想を適用して、導光板１３２，１４２内でＬＥＤ１
３１，１４１の各光軸Ｋ上に貫通孔又は凹状孔よりなる光拡散孔（図示せず）を設ける方
法が考えられるが、ＬＥＤ１３１，１４１から出射した各光が上記した光拡散孔（図示せ
ず）によって反射される程度や遮られる程度が全く不明であることから、導光板１３２，
１４２中で幅狭く長尺に形成した光出射面１３２ｂ，１４２ｂの長手方向の両端近傍を長
手方向の中心近傍と略同じ明るさで均一に照光表示するには不確実であるので、照光表示
品質が良好なインジケータ装置１３０，１４０を得ることができない。
【００２５】
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　そこで、発光素子から出射した光を導光板の一側面側に形成した光入射面から入射させ
て、この光を導光板内に導いて光入射面に対して所定の距離を隔てた他側面側に幅狭く長
尺に形成した光出射面から出射させることにより光出射面を明瞭に照光表示する際に、光
出射面内で光の輝度の均一性を確保できるインジケータ装置が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、第１の発明は、光を出射する発光素子
と、
　前記発光素子と対向して一側面側に形成され且つ前記発光素子からの前記光を入射する
光入射面と、この光入射面に対して所定の距離を隔てた他側面側に前記発光素子の光軸と
直交する方向に長尺に幅狭く形成され且つ入射した前記光を出射することにより照光表示
する光出射面とを有する導光板と、を備えたインジケータ装置であって、
　前記導光板は、前記発光素子からの前記光の一部を反射させるための三角状凹部が前記
光入射面側と前記光出射面側との間で前記一側面と直交する２面の平板状面のうちの一方
の平板状面に所定の凹部深さで凹んで形成されており、更に、前記三角状凹部は前記発光
素子の光軸上で一の頂点となる凹部先端が他の頂点よりも前記光入射面に接近した位置と
なるよう設けられ、且つ、前記凹部先端からこの凹部先端と光出射側に位置する対向辺に
向かって前記凹部深さが徐々に浅く形成されていることを特徴とするインジケータ装置で
ある。
【００２７】
　また、第２の発明は、上記した第１の発明のインジケータ装置において、
　前記三角状凹部は、前記凹部先端と前記対向辺との間を２辺の凹部側壁で結び、且つ、
前記２辺の凹部側壁が前記凹部先端から前記対向辺に向かって前記凹部深さが徐々に小さ
くなるようにそれぞれ三角状に形成されていることを特徴とするインジケータ装置である
。
【００２８】
　また、第３の発明は、上記した第１又は第２の発明のインジケータ装置において、
　前記光出射面は、前記光入射面に対して前記所定の距離を隔てた前記他側面側を略Ｌ字
状に屈曲させた屈曲部の端部に形成したことを特徴とするインジケータ装置である。
【００２９】
　また、第４の発明は、上記した第１～第３のいずれかの発明のインジケータ装置におい
て、
　前記光出射面は、長手方向に沿って平坦に形成した平坦面、前記長手方向に沿って所定
の曲率で凸状に形成した凸曲面、又は、前記長手方向に沿って所定の曲率で凹状に形成し
た凹曲面のいずれか一つであることを特徴とするインジケータ装置である。
【００３０】
　更に、第５の発明は、上記した第１～第４のいずれかの発明のインジケータ装置におい
て、
　前記三角状凹部は、前記発光素子からの前記光を前記光軸に近いほど多く遮ると共に、
前記光出射面に向けて反射導光する光の量を、前記光出射面における前記光軸から遠い部
位へ反射導光する光ほど多い光量で反射することを特徴とするインジケータ装置である。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明に係るインジケータ装置によると、発光素子から出射した光を導光板の一側面側
に形成した光入射面から入射させて、この光を導光板内に導いて光入射面に対して所定の
距離を隔てた他側面側に幅狭く長尺に形成した光出射面から出射させることにより光出射
面を明瞭に照光表示する際に、とくに、導光板は、発光素子からの光の一部を反射させる
ための三角状凹部が光入射面側と光出射面側との間で一側面と直交する２面の平板状面の
うちの一方の平板状面に所定の凹部深さで凹んで形成されており、更に、三角状凹部は発
光素子の光軸上で一の頂点となる凹部先端が他の頂点よりも光入射面に接近した位置とな
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るよう設けられ、且つ、凹部先端からこの凹部先端と光出射側に位置する対向辺に向かっ
て凹部深さが徐々に浅く形成され、また、三角状凹部は、凹部先端と対向辺との間を２辺
の凹部側壁で結び、且つ、２辺の凹部側壁が凹部先端から対向辺に向かって凹部深さが徐
々に小さくなるようにそれぞれ三角状に形成されているので、この結果、発光素子からの
光の一部が導光板内に形成した三角状凹部により遮られて反射されることにより、光出射
面の長手方向の各位置に亘って略均一の輝度で光ムラなく光って光出射面を明瞭に照光表
示できるために、光出射面の長手方向の両端近傍が暗くなる現象を防止することができ、
即ち、光出射面内で光の輝度の均一性を確保できると共に、デザイン的にも照光表示品質
が良好なインジケータ装置を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下に本発明に係るインジケータ装置の一実施例について図１～図１０を参照して、実
施例１，実施例２の順に詳細に説明する。
【実施例１】
【００３３】
　図１（ａ），（ｂ）は本発明に係る実施例１のインジケータ装置を適用した電子機器を
示した上面図，正面図、
図２は本発明に係る実施例１のインジケータ装置を説明するための図であり、（ａ）は光
軸断面図，（ｂ）は左側面図，（ｃ）は正面図，（ｄ）はＸ断面図、
図３は本発明に係る実施例１のインジケータ装置において、実施例１の要部となる導光板
を示した斜視図であり、（ａ）は上面側から見た図，（ｂ）は下面側から見た図である。
【００３４】
　図１（ａ），（ｂ）に示した如く、本発明に係る実施例１のインジケータ装置１０は、
ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：発光ダイオード）を用いた発光素
子（以下、ＬＥＤと記す）１１と、このＬＥＤ１１から出射された光を内部に導くために
透明なアクリル樹脂又はポリカーボネイト樹脂などを用いて平板状に形成した導光板１２
とを有して構成されている。この際、ＬＥＤ１１は、光源として一つにみなされるもので
あれば良く、複数のＬＥＤがまとめられて配置された例えば多色ＬＥＤであっても良い。
【００３５】
　そして、上記した実施例１のインジケータ装置１０は、例えばＡＶ機器などの電子機器
１の筐体２の前面２ａに取り付けたフロンパネル３上で機器の操作状態をデザイン的に良
好に照光表示するために適用されているものである。
【００３６】
　尚、実施例１のインジケータ装置１０は、ＡＶ機器などの電子機器１のみに適用を限定
されるものではなく、各種の電子機器の操作パネルとか、自動車内のメータパネルなどに
も適用可能である。
【００３７】
　上記したＡＶ機器などの電子機器１では、筐体２の前面２ａに取り付けたフロントパネ
ル３上に、電源釦４，ボリューム５，各種の操作釦６，光ディスク挿入口７，液晶パネル
８などが設けられていると共に、電源釦４のオン状態を照光表示するために実施例１のイ
ンジケータ装置１０がフロントパネル３上で電源釦４の近傍に取り付けられている。尚、
９は筐体２の背面２ｂに取り付けた電源コードである。
【００３８】
　また、上記した実施例１のインジケータ装置１０は、ＬＥＤ１１が導光板１２の一側面
側に形成した光入射面１２ａに対向していると共に、図１（ｂ）に示すように、この光入
射面１２ａに対して所定の距離を隔てた他側面側に上下方向に向かって幅狭く長尺に形成
した光出射面１２ｂがフロントパネル３上に略垂直に露出するように導光板１２が筐体２
内でフロントパネル３の裏面に対して略直角に取り付けられている。
【００３９】
　この際、フロントパネル３上に略垂直に露出した導光板１２の光出射面１２ｂは、幅Ｔ
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２が狭く形成されていると共に、高さＨがフロントパル３の高さと略同じ寸法で長尺に形
成されている。
【００４０】
　そして、電源釦４がオン状態のときに、ＬＥＤ１１から出射した例えば赤色の光を導光
板１２の光入射面１２ａから入射させて、この光を導光板１２内に導いて光入射面１２ａ
に対して所定の距離を隔てて幅狭く長尺に形成した光出射面１２ｂから出射させることに
より光出射面１２ｂを明瞭に照光表示する際に、照光表示面となる光出射面１２ｂがデザ
イン的に目立つと共に、後述するように光出射面１２ｂ内で光の輝度の均一性が確保でき
るように図られている。
【００４１】
　ここで、実施例１のインジケータ装置１０の構成について、図２（ａ）～（ｄ）を用い
て具体的に説明する。
【００４２】
　まず、ＬＥＤ１１は、電源釦４（図１）がオン状態の時に、例えば赤色の光を先に図１
５に示した出射強度特性に基づいて略楕円球状に出射するように駆動されている。
【００４３】
　次に、実施例１の要部となる導光板１２は、例えばアクリル樹脂を用いて平板状の多角
形に形成されているが、概略的には三角板状に形成されている。
【００４４】
　また、図２において、導光板１２の右側面（一側面）側に光入射面１２ａが半円状に凹
んで形成され、且つ、この光入射面１２ａに対向してＬＥＤ１１が設けられていると共に
、ＬＥＤ１１の光軸Ｋは導光板１２の上下方向の中央に設定されて光出射面１２ｂと直交
している。
【００４５】
　また、導光板１２の右側面（一側面）側に形成した光入射面１２ａに対して所定の距離
Ｄを隔てた左側面（他側面）側に光出射面１２ｂがＬＥＤ１１の光軸Ｋと直交する上下方
向に向かって幅狭く長尺な平坦面に形成されており、この際、上記した所定の距離ＤはＬ
ＥＤ１１から出射した光が導光板１２内で拡散可能な値に設定されており、所定の距離Ｄ
は例えば４２ｍｍ程度に設定されている。
【００４６】
　また、導光板１２の左側面（他側面）側に形成した光出射面１２ｂの厚みＴ２は、導光
板１２の右側面（一側面）側に形成した光入射面１２ａの厚みＴ１よりも薄く設定されて
いるので、ＬＥＤ１１から出射した光が導光板１２の光入射面１２ａに入射して光出射面
１２ｂから出射するときに、導光板１２内で光の光束を絞り込んで明るく照光表示できる
ようになっている。
【００４７】
　この際、光入射面１２ａの厚みＴ１は例えば３．７ｍｍに設定され、一方、光出射面１
２ｂの厚みＴ２は例えば３．５ｍｍに設定されて、この光出射面１２ｂの厚みＴ２がフロ
ントパル３（図１）上での導光板１２による照光表示面の幅となっている。
【００４８】
　また、導光板１２の高さＨはフロントパル３（図１）の高さと略同じ寸法で例えば８２
ｍｍに設定されている。
【００４９】
　また、導光板１２の上下の傾斜側面１２ｃ，１２ｄは、ＬＥＤ１１の光軸Ｋを挟んで上
下対称に形成されており、且つ、光入射面１２ａから光出射面１２ｂに向かって高さ方向
の寸法が徐々に広がるように傾斜角αで二等辺三角形状に傾斜した平坦な傾斜面になって
いる。この際、ＬＥＤ１１の光軸Ｋに対する導光板１２の上下の傾斜側面１２ｃ，１２ｄ
の各傾斜角αはＬＥＤ１１の出射強度特性のうちで光強度が概ね半分になる外側の出射角
に略合わせて例えば４５°程度に設定されている。
【００５０】
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　また、導光板１２の右側面（一側面）及び左側面（他側面）と直交する２面からなる上
面１２ｅ及び下面１２ｆは共に平坦な平板状面に形成されている。
【００５１】
　また、導光板１２内には、ＬＥＤ１１の出射強度特性（図１５）と、ＬＥＤ１１からの
光を光出射面１２ｂ側に出射させる方向とに応じて、ＬＥＤ１１からの光の一部を遮り反
射させるための三角状凹部１２ｇが、光入射面１２ａ側と光出射面１２ｂ側との間で上記
した２面のうちで一の平板状面となる例えば下面１２ｆに２面１２ｅ，１２ｆ間の厚み以
内の凹部深さで凹んで形成されており、且つ、この三角状凹部１２ｇはＬＥＤ１１の光軸
Ｋ上で光入射面１２ａに接近して設けられている。
【００５２】
　この際、導光板１２の下面１２ｆに凹んで形成した三角状凹部１２ｇは、光入射面１２
ａから入射したＬＥＤ１１の光の一部を遮り反射させることで、光出射面１２ｂから出射
される光に対して輝度の均一性を確保するために実施例１の要部として形成したものであ
る。
【００５３】
　ここで、導光板１２の光入射面１２ａから入射したＬＥＤ１１の光の一部が三角状凹部
１２ｇ内を通過する割合は無視できる程度に小さい。
【００５４】
　また、導光板１２の下面１２ｆに凹んで形成した三角状凹部１２ｇは、ＬＥＤ１１の光
軸Ｋを中心に上下方向が対称に形成されているので二等辺三角状凹部となっている。
【００５５】
　そして、三角状凹部１２ｇの一の頂点となる凹部先端１２ｇ１が、図２（ａ），（ｃ）
に示したように、ＬＥＤ１１の光軸Ｋ上で他の頂点よりも光入射面１２ａに接近した位置
となるよう設けられて、この凹部先端１２ｇ１が凹部深さｔ１で形成されていると共に、
凹部先端１２ｇ１からこの凹部先端１２ｇ１と間隔を隔てて対向して光出射側に設定した
一の対向辺１２ｇ２に向かって凹部深さが徐々に浅く形成されて、一の対向辺１２ｇ２で
深さｔ２が零になっている。即ち、三角状凹部１２ｇは、凹部先端１２ｇ１と一の対向辺
１２ｇ２との間の内部底面が光軸方向に対して傾斜して凹んで形成されている。
【００５６】
　この際、三角状凹部１２ｇの凹部先端１２ｇ１の凹部深さｔ１は、ＬＥＤ１１の光軸Ｋ
上で凹部先端１２ｇ１に入射するＬＥＤ１１からの光の光量を半減させる値に予め設定さ
れている。具体的には、凹部先端１２ｇ１の凹部深さｔ１が光入射面１２ａの厚みＴ１の
略半分の値に予め設定されている。
【００５７】
　従って、導光板１２の下面１２ｆに凹んで形成した三角状凹部１２ｇは、導光板１２の
厚みＴに対する凹部深さｔの比率（＝ｔ／Ｔ）が光入射面１２ａ側から光出射面１２ｂ側
に向かって徐々に小さくなっている。
【００５８】
　また、三角状凹部１２ｇは、図２（ｃ）に示すように、凹部先端１２ｇ１と一の対向辺
１２ｇ２との間を上下２辺の凹部側壁１２ｇ３，１２ｇ４で結んでおり、且つ、上下の凹
部側壁１２ｇ３，１２ｇ４は、図２（ａ），（ｃ）に示したように、凹部深さｔ１を有す
る凹部先端１２ｇ１からこれと間隔を離して対向して凹部深さｔ２が零に形成された一の
対向辺１２ｇ２に向かって光反射率が凹部深さに比例して徐々に小さくなるようにそれぞ
れ三角状に形成されている。
【００５９】
　更に、三角状凹部１２ｇは、図２（ｄ）のＸ断面図に示したように、この内部でＬＥＤ
１１の光軸Ｋ上の任意の位置における凹部深さｔｋが、これと対応した両側の凹部側壁１
２ｇ３，１２ｇ４の各凹部深さｔｓよりも僅かに深くなるように内部底面が円弧状に凹ん
で形成されており、これにより上下の凹部側壁１２ｇ３，１２ｇ４の光反射率の値が下記
するような値に調整可能になっているが、これに限ることなく、上記した凹部深さｔｋと
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上記した凹部深さｔｓとを同じに設定することも可能である。
【００６０】
　即ち、上下の凹部側壁１２ｇ３，１２ｇ４は、凹部先端１２ｇ１の近傍部位の両側にお
ける各凹部深さが、凹部先端１２ｇ１さよりも浅いものの略最大となっているので最大光
反射率が得られており、この実施例１では最大光反射率を例えば４５％程度に設定してい
るので、このときの凹部深さは光入射面１２ａの厚みＴ１に対して０．４５Ｔ１程度に設
定されていると共に、一の対向辺１２ｇ２に向かって光反射率が徐々に小さくなっている
。
【００６１】
　そして、上記のように形成した導光板１２は、上面１２ｅ側から見ると図３（ａ）に示
した如くとなり、一方、下面１２ｆ側から見ると図３（ｂ）に示した如くとなっている。
【００６２】
　再び図２に戻り、上記のように構成した実施例１のインジケータ装置１０の動作につい
て述べる。
【００６３】
　まず、ＬＥＤ１１から出射した光のうちで、ＬＥＤ１１の光軸Ｋ上を通る光線Ｌ４は、
先に図１５を用いて示した出射強度特性から明らかなように、最も光強度が大きい光であ
り、この光線Ｌ４が導光板１２の光入射面１２ａから三角状凹部１２ｇの凹部先端１２ｇ
１に入射したときに、最大光強度を有する光線Ｌ４の一部は凹部先端１２ｇ１を通過する
ことなくこの凹部先端１２ｇ１で光量を半減させられると共に、半減された後の残りの光
線Ｌ４（凹部先端１２ｇ１に当たらなかった光）はＬＥＤ１１の光軸Ｋに沿いながら三角
状凹部１２ｇの裏側の上面１２ｅ側を通過して光出射面１２ｂの長手方向の中心となる「
ニ」の位置に照射される。
【００６４】
　また、ＬＥＤ１１から出射した光のうちで、上下対称な外側の光線Ｌ１，Ｌ７は三角状
凹部１２ｇの上下の凹部側壁１２ｇ３，１２ｇ４のうちで光反射率が例えば４５％に予め
設定された位置でそれぞれ反射されて上下の傾斜側面１２ｃ，１２ｄに向かい、且つ、こ
の傾斜側面１２ｃ，１２ｄで光出射面１２ｂ側に反射されて、光出射面１２ｂの長手方向
の両端近傍の「イ」，「ト」の位置にそれぞれ照射される。
【００６５】
　また、ＬＥＤ１１から出射した光のうちで、上下対称な外側の光線Ｌ１，Ｌ７よりも内
側の光線Ｌ２，Ｌ６は三角状凹部１２ｇの上下の凹部側壁１２ｇ３，１２ｇ４のうちで光
反射率が例えば３０％に予め設定された位置でそれぞれ反射された後に光出射面１２ｂの
うちで「イ」，「ト」の位置よりも内側の「ロ」，「へ」の位置にそれぞれ照射される。
【００６６】
　更に、ＬＥＤ１１から出射した光のうちで、光線Ｌ２，Ｌ６よりも内側の光線Ｌ３，Ｌ
５は三角状凹部１２ｇ内を通過することなく三角状凹部１２ｇの裏側の上面１２ｅ側を通
過して光出射面１２ｂのうちで「ロ」，「ヘ」の位置よりも内側の「ハ」，「ホ」の位置
にそれぞれ照射される。
【００６７】
　この際、ＬＥＤ１１から出射した各光線Ｌ１～Ｌ７は、先に図１５を用いて示した出射
強度特性に応じており、この出射強度特性に伴って各光線Ｌ１～Ｌ７のいずれかが導光板
１２内に形成した三角状凹部１２ｇにより遮られて反射されることにより、光出射面１２
ｂの長手方向の各位置「イ」～「ト」に亘って略均一の輝度で光ムラなく光って光出射面
１２ｂを明瞭に照光表示できるために、先に図１３，図１４を用いて説明した従来例３，
４において生じたような光出射面の長手方向の両端近傍が暗くなる現象を防止することが
でき、即ち、光出射面１２ｂ内で光の輝度の均一性を確保できると共に、デザイン的に照
光表示品質が良好な実施例１のインジケータ装置１０を得ることができる。
【００６８】
　次に、実施例１を一部変形させた変形例１，２について図４及び図５を用いて簡略に説
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明する。
【００６９】
　図４は実施例１を一部変形させた変形例１のインジケータ装置を説明するための正面図
、
図５は実施例１を一部変形させた変形例２のインジケータ装置を説明するための正面図で
ある。
【００７０】
　まず、図４に示した如く、実施例１を一部変形させた変形例１のインジケータ装置１０
’は、ＬＥＤ１１と、このＬＥＤ１１から出射された光を内部に導くために透明なアクリ
ル樹脂又はポリカーボネイト樹脂などを用いて平板状に形成した導光板１２’とで構成さ
れており、この変形例１では、導光板１２’の光出射面１２ｂ’の形状が長手方向に沿っ
て所定の曲率で凸状に形成した凸曲面である点のみが実施例１に対して異なっている。こ
の際、凸曲面の中心は、導光板１２’の長手方向の中心線上に設定されている。
【００７１】
　次に、図５に示した如く、実施例１を一部変形させた変形例２のインジケータ装置１０
’’は、ＬＥＤ１１と、このＬＥＤ１１から出射された光を内部に導くために透明なアク
リル樹脂又はポリカーボネイト樹脂などを用いて平板状に形成した導光板１２’’とで構
成されており、この変形例２では、導光板１２’’の光出射面１２ｂ’’の形状が長手方
向に沿って所定の曲率で凹状に形成した凹曲面である点のみが実施例１に対して異なって
いる。この際、凹曲面の中心は、導光板１２’’の長手方向の中心線上に設定されている
。
【００７２】
　そして、実施例１を一部変形させた変形例１のインジケータ装置１０’又は変形例２の
インジケータ装置１０’’でも実施例１と同様な動作により、導光板１２’中で凸曲面に
形成された光出射面１２ｂ’内又は導光板１２’’中で凹曲面に形成された光出射面１２
ｂ’’内で光の輝度の均一性を確保できる。
【実施例２】
【００７３】
　図６（ａ），（ｂ）は本発明に係る実施例２のインジケータ装置を適用した電子機器を
示した上面図，正面図、
図７は本発明に係る実施例２のインジケータ装置を説明するための図であり、（ａ）は光
軸断面図，（ｂ）は正面図，（ｃ）はＸ断面図、
図８は本発明に係る実施例２のインジケータ装置において、実施例２の要部となる導光板
を示した斜視図であり、（ａ）は上面側から見た図，（ｂ）は下面側から見た図である。
【００７４】
　図６（ａ），（ｂ）に示した如く、本発明に係る実施例２のインジケータ装置２０は、
ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：発光ダイオード）を用いた発光素
子（以下、ＬＥＤと記す）２１と、このＬＥＤ２１から出射された光を内部に導くために
透明なアクリル樹脂又はポリカーボネイト樹脂などを用いて略Ｌ字状に屈曲させて形成し
た導光板２２とを有して構成されている。この際、ＬＥＤ２１は、光源として一つにみな
されるものであれば良く、複数のＬＥＤがまとめられて配置された例えば多色ＬＥＤであ
っても良い。
【００７５】
　そして、上記した実施例２のインジケータ装置２０も、実施例１と同様に、例えばＡＶ
機器などの電子機器１の筐体２の前面２ａに取り付けたフロンパネル３上で機器の操作状
態をデザイン的に良好に照光表示するために適用されているものである。
【００７６】
　尚、実施例２のインジケータ装置２０も、ＡＶ機器などの電子機器１のみに適用を限定
されるものではなく、各種の電子機器の操作パネルとか、自動車内のメータパネルなどに
も適用可能である。
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【００７７】
　上記したＡＶ機器などの電子機器１において、実施例１と同様に、筐体２の前面２ａに
取り付けたフロントパネル３上に、電源釦４，ボリューム５，各種の操作釦６，光ディス
ク挿入口７，液晶パネル８などが設けられていると共に、実施例１とは異なって、電源釦
４のオン状態を照光表示するために実施例２のインジケータ装置２０がフロントパネル３
上で電源釦４の近傍に取り付けられている。尚、９は筐体２の背面２ｂに取り付けた電源
コードである。
【００７８】
　また、上記した実施例２のインジケータ装置２０は、ＬＥＤ２１が導光板２２の一側面
側に形成した光入射面２２ａに対向していると共に、図６（ｂ）に示すように、この光入
射面２２ａに対して所定の距離を隔てた他側面側に反射面２２ｂが形成され、且つ、この
他側面側を略Ｌ字状に屈曲させてこの端部に上下方向に向かって幅狭く長尺に形成した光
出射面２２ｃがフロントパネル３上に略垂直に露出するように導光板２２が筐体２内でフ
ロントパネル３の裏面に対してボリューム５側に向かって略Ｌ字状に取り付けられている
。
【００７９】
　この際、フロントパネル３上に略垂直に露出した導光板２２の光出射面２２ｃは、幅Ｔ
２が狭く形成されていると共に、高さＨがフロントパル３の高さと略同じ寸法で長尺に形
成されている。
【００８０】
　そして、電源釦４がオン状態のときに、ＬＥＤ２１から出射した例えば赤色の光を導光
板２２の一側面側に形成した光入射面２２ａから入射させて、この光を導光板２２内に導
いて光入射面２２ａに対して所定の距離を隔てて他側面側に形成した反射面２２ｂで反射
させた後に、他側面側を略Ｌ字状に屈曲させてこの端部に幅狭く長尺に形成した光出射面
２２ｃから出射させることにより光出射面２２ｃを明瞭に照光表示する際に、照光表示面
となる光出射面２２ｃがデザイン的に目立つと共に、後述するように光出射面２２ｃ内で
光の輝度の均一性が確保できるように図られている。
【００８１】
　ここで、実施例２のインジケータ装置２０の構成について、図７（ａ）～（ｃ）を用い
て具体的に説明する。
【００８２】
　まず、ＬＥＤ２１は、電源釦４（図６）がオン状態の時に、例えば赤色の光を先に図１
５に示した出射強度特性に基づいて略楕円球状に出射するように駆動されている。
【００８３】
　次に、実施例２の要部となる導光板２２は、例えばアクリル樹脂を用いて光入射面２２
ａを有する平板状部位と、光出射面２２ｃを有するＬ字状屈曲部位との間に反射面２２ｂ
を介在させて略Ｌ字状に屈曲されており、光入射面２２ａを有する平板状部位が多角形に
形成されているが、この平板状部位は概略的に三角板状に形成されている。
【００８４】
　また、図７において、導光板２２の右側面（一側面）側に光入射面２２ａが半円状に凹
んで形成され、且つ、この光入射面２２ａに対向してＬＥＤ２１が設けられていると共に
、ＬＥＤ２１の光軸Ｋは導光板２２の上下方向の中央から寸法ｈだけ上方側にオフセット
されて光出射面２２ｃと直交しているので、導光板２２はＬＥＤ２１の光軸Ｋに対して上
下方向が非対称に形成されている。
【００８５】
　この際、導光板２２内でＬＥＤ２１の光軸Ｋを上方側にオフセットさせた理由は、ＬＥ
Ｄ２１及び導光板２２がフロントパネル３（図６）に取り付けたボリューム５（図６）に
対して接触しないように配慮を図っているためである。
【００８６】
　尚、フロントパネル３（図６）への部品取り付け配置によっては、ＬＥＤ２１の光軸Ｋ
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を実施例１と同様に、導光板２２の上下方向の中央に設定することも可能である。
【００８７】
　また、導光板２２の光入射面２２ａに対して所定の距離Ｄを隔てた左側面（他側面）側
に４５°傾斜した反射面２２ｂがＬＥＤ２１の光軸Ｋと直交する上下方向に向かって形成
されていると共に、左側面（他側面）側から上方に向かって略Ｌ字状に屈曲させてこの端
部に光出射面２２ｃがＬＥＤ２１の光軸Ｋと直交する上下方向に向かって幅狭く長尺な平
坦面に形成されている。
【００８８】
　この際、上記した所定の距離ＤはＬＥＤ２１から出射した光が導光板２２内で拡散可能
な値に設定されており、所定の距離Ｄは例えば４２ｍｍ程度に設定されている。
【００８９】
　また、導光板２２の光出射面２２ｃの厚みＴ３は、導光板２２の左側面（他側面）側の
厚みＴ２よりも薄く設定され、更に、導光板２２の左側面（他側面）側の厚みＴ２は、導
光板２２の右側面（一側面）側に形成した光入射面２２ａの厚みＴ１よりも薄く設定され
ているので、ＬＥＤ２１から出射した光が導光板２２の光入射面２２ａに入射して光出射
面２２ｃから出射するときに、導光板２２内で光の光束を絞り込んで明るく照光表示でき
るようになっている。
【００９０】
　この際に、光入射面２２ａの厚みＴ１は例えば３．７ｍｍに設定され、また、左側面（
他側面）側の厚みＴ２は例えば３．５ｍｍに設定され、更に、光出射面２２ｃの厚みＴ３
が例えば３．１ｍｍに設定されて、この光出射面２２ｃの厚みＴ３がフロントパル３（図
６）上での導光板２２による照光表示面の幅となっている。
【００９１】
　また、導光板２２の高さＨはフロントパル３（図６）の高さと略同じ寸法で例えば８２
ｍｍに設定されている。
【００９２】
　また、導光板２２は、ＬＥＤの光軸Ｋよりも上側に、光軸Ｋに対して傾斜角αで光出射
面２２ｃに向かって高さ方向の寸法が徐々に広がるように傾斜した平坦な上側の傾斜側面
２２ｄと、この傾斜側面２２ｄに連接して光出射面２２ｃと直交する水平な側面２２ｅと
が形成され、一方、ＬＥＤの光軸Ｋよりも下側に、光軸Ｋに対して傾斜角βで光出射面２
２ｃに向かって高さ方向の寸法が徐々に広がるように傾斜した平坦な下側の傾斜側面２２
ｆが光出射面２２ｃに接するように形成されている。
【００９３】
　この際、ＬＥＤ２１の光軸Ｋに対する導光板２２の上下の傾斜側面２２ｄ，２２ｆの各
傾斜角α，βは、ＬＥＤ２１の出射強度特性のうちで光強度が概ね半分になる外側の出射
角と、ＬＥＤ２１の光軸Ｋのオフセット寸法ｈとに対応させて例えば４５°，５０°程度
にそれぞれ設定されている。
【００９４】
　また、導光板２２の右側面（一側面）及び左側面（他側面）と直交する２面からなる上
面２２ｇ及び下面２２ｈは共に平坦な平板状面に形成されている。
【００９５】
　また、導光板２２内には、ＬＥＤ２１の出射強度特性（図１５）と、ＬＥＤ２１からの
光を光出射面２２ｃ側に出射させる方向とに応じて、ＬＥＤ２１からの光の一部を遮り反
射させるための三角状凹部２２ｉが、光入射面２２ａ側と光出射面２２ｃ側との間で上記
した２面のうちで一の平板状面となる例えば下面２２ｈに２面２２ｇ，２２ｈ間の厚み以
内の凹部深さで凹んで形成されており、且つ、この三角状凹部２２ｉはＬＥＤ２１の光軸
Ｋ上で光入射面２２ａに接近して設けられている。
【００９６】
　この際、導光板２２の下面２２ｈに凹んで形成した三角状凹部２２ｉは、光入射面２２
ａから入射したＬＥＤ２１の光の一部を遮り反射させることで、光出射面２２ｃから出射
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される光に対して輝度の均一性を確保するために実施例２の要部として形成したものであ
る。
【００９７】
　ここで、導光板２２の光入射面２２ａから入射したＬＥＤ２１の光の一部が三角状凹部
２２ｉ内を通過する割合は無視できる程度に小さい。
【００９８】
　また、導光板２２の下面２２ｈに凹んで形成した三角状凹部２２ｉは、ＬＥＤ２１の光
軸Ｋを中心に上下方向が対称に形成されているので二等辺三角状凹部となっている。
【００９９】
　そして、三角状凹部２２ｉの一の頂点となる凹部先端２２ｉ１が、図７（ａ），（ｂ）
に示したように、ＬＥＤ２１の光軸Ｋ上で他の頂点よりも光入射面２２ａに接近した位置
となるよう設けられて、この凹部先端２２ｉ１が凹部深さｔ１で形成されていると共に、
凹部先端２２ｉ１からこの凹部先端２２ｉ１と間隔を隔てて対向して光出射側に設定した
一の対向辺２２ｉ２に向かって凹部深さが徐々に浅く形成されて、一の対向辺２２ｉ２で
凹部深さｔ２が零になっている。即ち、三角状凹部２２ｉは、凹部先端２２ｉ１と一の対
向辺２２ｉ２との間の内部底面が光軸方向に対して傾斜して凹んで形成されている。
【０１００】
　この際、三角状凹部２２ｉの凹部先端２２ｉ１の凹部深さｔ１は、ＬＥＤ２１の光軸Ｋ
上で凹部先端２２ｉ１に入射するＬＥＤ２１からの光の光量を半減させる値に予め設定さ
れている。具体的には、凹部先端２２ｉ１の凹部深さｔ１が光入射面２２ａの厚みＴ１の
略半分の値に予め設定されている。
【０１０１】
　従って、導光板２２の下面２２ｈに凹んで形成した三角状凹部２２ｉは、導光板２２の
厚みＴに対する凹部深さｔの比率（＝ｔ／Ｔ）が光入射面２２ａ側から反射面２２ｂ及び
光出射面２２ｃ側に向かって徐々に小さくなっている。
【０１０２】
　また、三角状凹部２２ｉは、図７（ｂ）に示すように、凹部先端２２ｉ１と一の対向辺
２２ｉ２との間を上下２辺の凹部側壁２２ｉ３，２２ｉ４で結んでおり、且つ、上下の凹
部側壁２２ｉ３，２２ｉ４は、図７（ａ），（ｂ）に示したように、凹部深さｔ１を有す
る凹部先端２２ｉ１からこれと間隔を離して対向して凹部深さｔ２が零に形成された一の
対向辺２２ｉ２に向かって光反射率が凹部深さに比例して徐々に小さくなるようにそれぞ
れ三角状に形成されている。
【０１０３】
　更に、三角状凹部２２ｉは、図７（ｃ）のＸ断面図に示したように、この内部でＬＥＤ
２１の光軸Ｋ上の任意の位置における凹部深さｔｋが、これと対応した両側の凹部側壁２
２ｉ３，２２ｉ４の各凹部深さｔｓよりも僅かに深くなるように内部底面が円弧状に凹ん
で形成されており、これにより上下の凹部側壁２２ｉ３，２２ｉ４の光反射率の値が下記
するような値に調整可能になっているが、これに限ることなく、上記した凹部深さｔｋと
上記した凹部深さｔｓとを同じに設定することも可能である。
【０１０４】
　即ち、上下の凹部側壁２２ｉ３，２２ｉ４は、凹部先端２２ｉ１の近傍部位の両側にお
ける各凹部深さが、凹部先端２２ｉ１さよりも浅いものの略最大となっているので最大光
反射率が得られており、この実施例２では最大光反射率を例えば４５％程度に設定してい
るので、このときの凹部深さは光入射面２２ａの厚みＴ１に対して０．４５Ｔ１程度に設
定されていると共に、一の対向辺２２ｉ２に向かって光反射率が徐々に小さくなっている
。
【０１０５】
　そして、上記のように形成した導光板２２は、上面２２ｇ側から見ると図８（ａ）に示
した如くとなり、一方、下面２２ｈ側から見ると図８（ｂ）に示した如くとなっている。
【０１０６】
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　再び図７に戻り、上記のように構成した実施例２のインジケータ装置２０の動作につい
て述べる。
【０１０７】
　まず、ＬＥＤ２１から出射した光のうちで、ＬＥＤ２１の光軸Ｋ上を通る光線Ｌ３は、
先に図１５を用いて示した出射強度特性から明らかなように、最も光強度が大きい光であ
り、この光線Ｌ３が導光板２２の光入射面２２ａから三角状凹部２２ｉの凹部先端２２ｉ
１に入射したときに、最大光強度を有する光線Ｌ３の一部は凹部先端２２ｉ１を通過する
ことなくこの凹部先端２２ｉ１で光量を半減させられると共に、半減された後の残りの光
線Ｌ３（凹部先端２２ｉ１に当たらなかった光）はＬＥＤ２１の光軸Ｋに沿いながら三角
状凹部２２ｉの裏側の上面２２ｇ側を通過して光出射面２２ｃの長手方向の上方側の「ハ
」の位置に照射される。
【０１０８】
　また、ＬＥＤ２１から出射した光のうちで、上外側の光線Ｌ１は三角状凹部２２ｉの上
側の凹部側壁２２ｉ３のうちで光反射率が例えば４５％に予め設定された位置で反射され
て上側の傾斜側面２２ｄに向かい、且つ、この傾斜側面２２ｄで光出射面２２ｃ側に反射
されて、光出射面２２ｃの長手方向の上端近傍の「イ」の位置に照射される。
【０１０９】
　また、ＬＥＤ２１から出射した光のうちで、上外側の光線Ｌ１よりも内側の光線Ｌ２は
、三角状凹部２２ｉ内を通過することなく三角状凹部２２ｉの裏側の上面２２ｇ側を通過
して光出射面２２ｃのうちで「イ」の位置よりも内側の「ロ」の位置に照射される。
【０１１０】
　また、ＬＥＤ２１から出射した光のうちで、ＬＥＤ２１の光軸Ｋよりも下方の光線Ｌ４
，Ｌ５も、三角状凹部２２ｉ内を通過することなく三角状凹部２２ｉの裏側の上面２２ｇ
側を通過して光出射面２２ｃのうちでＬＥＤ２１の光軸Ｋよりも下方の「ニ」，「ホ」の
位置にそれぞれ照射される。
【０１１１】
　また、ＬＥＤ２１から出射した光のうちで、光線Ｌ５よりも下方の光線Ｌ６は、三角状
凹部２２ｉの下側の凹部側壁２２ｉ４よりも下方をそのまま通過する直接光となって光出
射面２２ｃのうちで「ホ」の位置よりも下方の「ヘ」の位置に照射される。
【０１１２】
　また、ＬＥＤ２１から出射した光のうちで、光線Ｌ６よりも下方の光線Ｌ７は、三角状
凹部２２ｉの下側の凹部側壁２２ｉ４のうちで光反射率が例えば３０％に予め設定された
位置で反射された後に光出射面２２ｃのうちで「へ」の位置よりも下方の「ト」の位置に
照射されると共に、この「ト」の位置に導光板２２内を直進する直接光の光線Ｌ８も照射
される。
【０１１３】
　更に、ＬＥＤ２１から出射した光のうちで、光線Ｌ８よりも下方で直接光の光線Ｌ９は
光出射面２２ｃのうちで「ト」の位置よりも下方で長手方向の下端近傍の「チ」位置に照
射されると共に、この「チ」の位置に下外側の光線Ｌ１０が三角状凹部２２ｉの下側の凹
部側壁２２ｉ４のうちで光反射率が例えば４５％に予め設定された位置で反射されて下側
の傾斜側面２２ｆに向かい、且つ、この傾斜側面２２ｆで光出射面２２ｃ側に反射された
後に照射される。
【０１１４】
　この際、ＬＥＤ２１から出射した各光線Ｌ１～Ｌ１０は、先に図１５を用いて示した出
射強度特性に応じており、この出射強度特性に伴って各光線Ｌ１～Ｌ１０のいずれかが導
光板２２内に形成した三角状凹部２２ｉにより遮られて反射されることにより、導光板２
２の光出射面２２ｃの長手方向の各位置「イ」～「チ」に亘って略均一の輝度で光ムラな
く光って光出射面２２ｃを明瞭に照光表示できるために、先に図１３，図１４を用いて説
明した従来例３，４において生じたような光出射面の長手方向の両端近傍が暗くなる現象
を防止することができ、即ち、光出射面２２ｃ内で光の輝度の均一性を確保できると共に
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、デザイン的にも照光表示品質が良好な実施例２のインジケータ装置２０を得ることがで
きる。
【０１１５】
　次に、実施例２を一部変形させた変形例１，２について図９（ａ），（ｂ）及び図１０
（ａ），（ｂ）を用いて簡略に説明する。
【０１１６】
　図９（ａ），（ｂ）は実施例２を一部変形させた変形例１のインジケータ装置を説明す
るための左側面図，正面図、
図１０（ａ），（ｂ）は実施例２を一部変形させた変形例２のインジケータ装置を説明す
るための左側面図，正面図である。
【０１１７】
　まず、図９（ａ），（ｂ）に示した如く、実施例２を一部変形させた変形例１のインジ
ケータ装置２０’は、ＬＥＤ２１と、このＬＥＤ２１から出射された光を内部に導くため
に透明なアクリル樹脂又はポリカーボネイト樹脂などを用いて略Ｌ字状に屈曲させて形成
した導光板２２’とで構成されており、この変形例１では、導光板２２’の光出射面２２
ｃ’の形状が長手方向に沿って所定の曲率で凸状に形成した凸曲面である点のみが実施例
２に対して異なっている。この際、凸曲面の中心は、導光板２２’の長手方向の中心線上
に設定されている。
【０１１８】
　次に、図１０（ａ），（ｂ）に示した如く、実施例２を一部変形させた変形例２のイン
ジケータ装置２０’’は、ＬＥＤ２１と、このＬＥＤ２１から出射された光を内部に導く
ために透明なアクリル樹脂又はポリカーボネイト樹脂などを用いて略Ｌ字状に屈曲させて
形成した導光板２２’’とで構成されており、この変形例２では、導光板２２’’の光出
射面２２ｃ’’の形状が長手方向に沿って所定の曲率で凹状に形成した凹曲面である点の
みが実施例２に対して異なっている。この際、凹曲面の中心は、導光板２２’’の長手方
向の中心線上に設定されている。
【０１１９】
　そして、実施例２を一部変形させた変形例１のインジケータ装置２０’又は変形例２の
インジケータ装置２０’’でも実施例２と同様な動作により、導光板２２’中で凸曲面に
形成された光出射面２２ｃ’内又は導光板２２’’中で凹曲面に形成された光出射面２２
ｃ’’内で光の輝度の均一性を確保できる。
【０１２０】
　上述した各実施例とその変形例によれば、三角状凹部｛（１２ｇ）又は（２２ｉ）｝の
２つの凹部側壁｛（１２ｇ３，１２ｇ４）又は（２２ｉ３，２２ｉ４）｝の厚さ方向深さ
が光源となるＬＥＤ｛（１１）又は（２１）｝から離れるに従って小さく（浅く）なって
おり、これにより、２つの凹部側壁で反射する光の量が光源から離れる程少なくなってい
る。
【０１２１】
　即ち、光出射面｛（１２ｂ）又は（２２ｃ）｝において、光量がより低下する光軸Ｋか
ら遠い部位に対してその低下分を相殺する光量を導光するために、光源の光軸上の光量を
半減させると共に、光源に近い側の反射量を多くしている。
【０１２２】
　また、反射させた分だけ、三角状凹部に遮られずに光出射面に直接到達する光の光量も
光軸Ｋに近い程低下するので、光出射面は、光軸からの距離によらずに発光光量が極めて
良好に平均化され、輝度が均一になる。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】（ａ），（ｂ）は本発明に係る実施例１のインジケータ装置を適用した電子機器
を示した上面図，正面図である。
【図２】本発明に係る実施例１のインジケータ装置を説明するための図であり、（ａ）は
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光軸断面図，（ｂ）は左側面図，（ｃ）は正面図，（ｄ）はＸ断面図である。
【図３】本発明に係る実施例１のインジケータ装置において、実施例１の要部となる導光
板を示した斜視図であり、（ａ）は上面側から見た図，（ｂ）は下面側から見た図である
。
【図４】実施例１を一部変形させた変形例１のインジケータ装置を説明するための正面図
である。
【図５】実施例１を一部変形させた変形例２のインジケータ装置を説明するための正面図
である。
【図６】（ａ），（ｂ）は本発明に係る実施例２のインジケータ装置を適用した電子機器
を示した上面図，正面図である。
【図７】本発明に係る実施例２のインジケータ装置を説明するための図であり、（ａ）は
光軸断面図，（ｂ）は正面図，（ｃ）はＸ断面図である。
【図８】本発明に係る実施例２のインジケータ装置において、実施例２の要部となる導光
板を示した斜視図であり、（ａ）は上面側から見た図，（ｂ）は下面側から見た図である
。
【図９】（ａ），（ｂ）は実施例２を一部変形させた変形例１のインジケータ装置を説明
するための左側面図，正面図である。
【図１０】（ａ），（ｂ）は実施例２を一部変形させた変形例２のインジケータ装置を説
明するための左側面図，正面図である。
【図１１】従来例１のインジケータ装置を示した側面図である。
【図１２】（ａ），（ｂ）は従来例２の面照明装置を示した上面図，縦断面図である。
【図１３】（ａ），（ｂ）は従来例３のインジケータ装置を示した斜視図である。
【図１４】従来例４のインジケータ装置を示した斜視図である。
【図１５】一般的なＬＥＤの出射強度特性を示した図である。
【符号の説明】
【０１２４】
　１…電子機器、２…筐体、３…フロントパネル、４…電源釦、５…ボリューム、
　１０…実施例１のインジケータ装置、
　１０’…実施例１を一部変形させた変形例１のインジケータ装置、
　１０’’…実施例１を一部変形させた変形例２のインジケータ装置、
　１１…発光素子（ＬＥＤ）、
　１２…導光板、
　１２ａ…光入射面、１２ｂ，１２ｂ’，１２ｂ’’…光出射面、
　１２ｃ，１２ｄ…上下の傾斜側面、１２ｅ…上面、１２ｆ…下面、
　１２ｇ…三角状凹部、１２ｇ１…凹部先端、１２ｇ２…凹部先端と対向する一の対向辺
、
　１２ｇ３，１２ｇ４…上下の凹部側壁、
　２０…実施例２のインジケータ装置、
　２０’…実施例２を一部変形させた変形例１のインジケータ装置、
　２０’’…実施例２を一部変形させた変形例２のインジケータ装置、
　２１…発光素子（ＬＥＤ）、
　２２…導光板、
　２２ａ…光入射面、２２ｂ…反射面、２２ｃ，２２ｃ’，２２ｃ’’…光出射面、
　２２ｄ…上側の傾斜側面、２２ｅ…上側の水平な側面、２２ｄ…下側の傾斜側面、
　２２ｇ…上面、２２ｈ…下面、
　２２ｉ…三角状凹部、２２ｉ１…凹部先端、２２ｉ２…凹部先端と対向する一の対向辺
、
　２２ｉ３，２２ｉ４…上下の凹部側壁、
　Ｄ…光入射面と光出射面との間の所定の距離、Ｈ…光出射面の高さ、Ｋ…ＬＥＤの光軸
、
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　Ｔ１…導光板の一側面側に形成した光入射面の厚み、
　Ｔ２…導光板の他側面側に形成した光出射面の厚み、又は、導光板の他側面側の厚み、
　Ｔ３…導光板のＬ字状屈曲部位に形成した光出射面の厚み、
　ｔ１…三角状凹部の凹部先端の凹部深さ、
　ｔ２…凹部先端と対向する一の対向辺の凹部深さ、
　ｔｋ…三角状凹部内の光軸上の任意の位置における凹部深さ、
　ｔｓ…三角状凹部内で光軸上の任意の位置における上下の凹部側壁の各凹部深さ。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１５】
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