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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　帯板状に形成された導光部と、
　前記導光部の幅方向の一方の端面に沿って配列され、前記一方の端面に光を入射させる
複数の光源と、を備え、
　前記導光部が前記光源の光を前記一方の端面から前記導光部の幅方向の他方の端面へガ
イドし、前記一方の端面及び前記他方の端面が光拡散加工され、前記導光部の幅方向の長
さが前記導光部の厚み方向の長さよりも長く、
　前記導光部は、
　横帯板状導光部と、縦帯板状導光部と、前記横帯板状導光部の長手方向の一端に連なる
とともに前記横帯板状導光部及び前記縦帯板状導光部を連結する捩れ帯板状導光部とを有
し、
　前記横帯板状導光部と前記縦帯板状導光部とが前記横帯板状導光部の長手方向に沿った
軸回りに互いの主面の向きを異ならせるように、前記捩れ帯板状導光部が前記横帯板状導
光部の長手方向に沿った軸回りに捩られた帯板状であり、
　前記複数の光源は、前記導光部のうち、前記横帯板状導光部と前記縦帯板状導光部と前
記捩れ帯板状導光部とに亘って配列されている
ことを特徴とする灯具。
【請求項２】
　前記導光部の厚み方向の長さが前記一方の端面から前記他方の端面に向かって漸減する
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ことを特徴とする請求項１に記載の灯具。
【請求項３】
　前記導光部の厚み方向の一方の面のうち前記他方の端面側の領域が光拡散加工され、前
記一方の端面側の領域が平滑に形成されている
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の灯具。
【請求項４】
　前記導光部の厚み方向の他方の面に複数の溝が前記導光部の長手方向に延びるよう形成
され、その溝の内面が光拡散加工されている
ことを特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の灯具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、灯具に関し、特に帯板状の導光部を利用した技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、次のような車両用灯具が開示されている。即ち、複数のＬＥＤが下に
向けられているとともに、これらＬＥＤが間隔をおいて左右に配列され、これらＬＥＤの
それぞれの下に複数のリフレクタが設けられ、これらリフレクタが複数のＬＥＤの配列方
向に配列され、これらリフレクタの前方には透明な帯板状の前板部が配置されている。こ
の前板部は立てられた状態で左右方向に延在し、前板部の前後の厚みが前板部の上下の幅
よりも薄い。前板部の後面がシボ加工されている。これらＬＥＤが発光すると、前板部を
前から見ると、前板部が帯状に光って見える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－８６２０２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、ＬＥＤによって発せられる光は指向性が高いため、前板部のうち各リフ
レクタの前方に位置する部分が、隣り合う２つのリフレクタの間の前方に位置する部分よ
りも強く光ってしまい、前板部には輝度ムラが発生してしまう。つまり、前板部の見え方
は、明るい部分と暗い部分が左右方向に交互に配列されているような見え方である。
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、輝度ムラが少なく均一な帯状の発光態様を
実現することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以上の課題を解決するために、請求項１に係る発明は、帯板状に形成された導光部と、
前記導光部の幅方向の一方の端面に沿って配列され、前記一方の端面に光を入射させる複
数の光源と、を備え、前記導光部が前記光源の光を前記一方の端面から前記導光部の幅方
向の他方の端面へガイドし、前記一方の端面及び前記他方の端面が光拡散加工され、前記
導光部の幅方向の長さが前記導光部の厚み方向の長さよりも長く、前記導光部は、横帯板
状導光部と、縦帯板状導光部と、前記横帯板状導光部の長手方向の一端に連なるとともに
前記横帯板状導光部及び前記縦帯板状導光部を連結する捩れ帯板状導光部とを有し、前記
横帯板状導光部と前記縦帯板状導光部とが前記横帯板状導光部の長手方向に沿った軸回り
に互いの主面の向きを異ならせるように、前記捩れ帯板状導光部が前記横帯板状導光部の
長手方向に沿った軸回りに捩られた帯板状であり、前記複数の光源は、前記導光部のうち
、前記横帯板状導光部と前記縦帯板状導光部と前記捩れ帯板状導光部とに亘って配列され
ていることを特徴とする灯具である。
【０００６】
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　請求項２に係る発明は、前記導光部の厚み方向の長さが前記一方の端面から前記他方の
端面に向かって漸減することを特徴とする請求項１に記載の灯具である。
【０００７】
　請求項３に係る発明は、前記導光部の厚み方向の一方の面のうち前記他方の端面側の領
域が光拡散加工され、前記一方の端面側の領域が平滑に形成されていることを特徴とする
請求項１又は２に記載の灯具である。
【０００８】
　請求項４に係る発明は、前記導光部の厚み方向の他方の面に複数の溝が前記導光部の長
手方向に延びるよう形成され、その溝の内面が光拡散加工されていることを特徴とする請
求項１から３の何れか一項に記載の灯具である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、複数の光源によって発せられた光が帯板状の導光部の幅方向の一方の
端面に入射して、その導光部の内部に取り込まれる。その導光部の内部に取り込まれた光
は導光部によって一方の端面から他方の端面にガイドされ、その光が他方の端面から導光
部の外部に出射する。そのため、導光部の幅方向の他方の端面が帯状の明部として光って
見える。導光体の幅方向の一方の端面及び他方の端面が光拡散加工されたものであるため
、導光部の幅方向の他方の端面の輝度の均一性が向上する。特に、導光部の幅方向の長さ
が厚み方向の長さよりも長いので、導光部の幅方向の一方の端面における光拡散効果が高
い。つまり、ある光源の光によって導光部の幅方向の他方の端面で発光する領域と、隣り
の光源によって導光部の幅方向の他方の端面で発光する領域との重なり合いが広くなり、
導光部の幅方向の他方の端面の輝度の均一性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】灯具に用いられる導光体の正面図である。
【図２】その導光体の上面図である。
【図３】その導光体の背面図である。
【図４】図１のIV－IV線に沿った面の断面図である。
【図５】図１のV－V線に沿った面の断面図である。
【図６】前記灯具に用いられる発光装置の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。但し、以下に述
べる実施形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい種々の限定が付されている
。そのため、本発明の技術的範囲を以下の実施形態及び図示例に限定するものではない。
【００１２】
　図１～図５を参照して、車両用の灯具１について説明する。図１は灯具１に用いられる
導光体１０の正面図であり、図２はその導光体１０の上面図であり、図３は導光体１０の
背面図である。図４は図１に示すIV－IVに沿った面を矢印方向に向かって見て示した灯具
１の断面図であり、図５は図１に示すV－Vに沿った面を矢印方向に向かって見て示した灯
具１の断面図である。以下の説明における「前」、「後」、「左」、「右」、「上」及び
「下」は灯具１が取り付けられる車両についての「前」、「後」、「左」、「右」、「上
」及び「下」のことをいう。
【００１３】
　この灯具１が左前のコンビネーションヘッドランプに組み込まれた車幅灯であり、灯具
１のほかに走行用前照灯及びすれ違い用前照灯等がコンビネーションヘッドランプに内蔵
されている。なお、右前のコンビネーションヘッドランプに組み込まれた車幅灯は灯具１
を左右反転させたものであり、左前の車幅灯（灯具１）と右前の車幅灯は鏡像の関係にあ
る。
【００１４】
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　図４及び図５に示すように、灯具１が組み込まれるコンビネーションヘッドランプはハ
ウジング、アウターレンズ２及びエクステンション３を有する。アウターレンズ２は光を
素通しする透明なカバーであり、ハウジングが中空を有し、そのハウジングの前面が開口
し、そのハウジングの前面開口がアウターレンズ２によって塞がれ、そのアウターレンズ
２がハウジングに固定されている。こうして、ハウジング及びアウターレンズ２によって
囲われた灯室４がハウジング及びアウターレンズ２の内側に形成され、灯具１、走行用前
照灯、すれ違い前照灯及びエクステンション３がその灯室４内に取り付けられている。コ
ンビネーションヘッドランプを前から見ると、灯具１、走行用前照灯及びすれ違い前照灯
の周囲の隙間がエクステンション３によって埋められている。
　なお、灯具１が車幅灯以外の車両用信号灯（例えば尾灯、制動灯、方向指示灯及び後退
灯）に用いられてもよい。また、灯具１の用途は車両用以外（例えば、一般照明具、非常
灯、家庭用照明具、業務用照明具、装飾灯）であってもよい。
【００１５】
　灯具１は導光体１０を備える。
　エクステンション３が導光体１０の上下左右を囲うようにして、その導光体１０がエク
ステンション３に取り付けられている。導光体１０は、右前から左後ろに延びた透明な帯
状の板材をその長手方向に沿った軸回りに捩った形状に設けられている。ここで、導光体
１０の長手方向とは、右前から左後ろに向かう向き及びその逆に向かう向きをいう。
【００１６】
　導光体１０が横帯板状導光部２０、捩れ帯板状導光部３０及び縦帯板状導光部４０を有
する。横帯板状導光部２０は、右前から左後ろに延びた帯板状に形成されているとともに
、伏せた状態に設けられている。捩れ帯板状導光部３０が横帯板状導光部２０の左後ろに
続いて、捩れ帯板状導光部３０と横帯板状導光部２０が一体に形成されている。縦帯板状
導光部４０は、捩れ帯板状導光部３０の上に続いているとともに、捩れ帯板状導光部３０
から上に延びた帯板状に形成されている。縦帯板状導光部４０と捩れ帯板状導光部３０が
一体に形成されている。横帯板状導光部２０と縦帯板状導光部４０が横帯板状導光部２０
の長手方向（導光体１０の長手方向）に沿った軸回りに９０°ずれるように、捩れ帯板状
導光部３０が横帯板状導光部２０の長手方向に沿った軸回りに捩られた帯板状に形成され
ている。縦帯板状導光部４０が横帯板状導光部２０に対して立てられた状態に設けられて
いる。
【００１７】
　横帯板状導光部２０の幅方向の長さＷ１が横帯板状導光部２０の厚み方向の長さＴ１よ
りも長い。横帯板状導光部２０の幅方向とは、左前から右後ろに向かう向き及びその逆に
向かう向きをいい、横帯板状導光部２０の厚み方向とは、上下方向をいう。
　縦帯板状導光部４０の幅方向の長さＷ２が縦帯板状導光部４０の厚み方向の長さＴ２よ
りも長い。縦帯板状導光部４０の幅方向とは、右前から左後ろに向かう向き及びその逆に
向かう向きをいい、縦帯板状導光部４０の厚み方向とは、左前から右後ろに向かう向き及
びその逆に向かう向きをいう。
【００１８】
　横帯板状導光部２０の後面（幅方向の一方の端面）には入射面２１が形成されている。
この入射面２１は、シボ加工された光拡散透過面である。
　また、入射面２１は階段状に形成されている（図４参照）。つまり、入射面２１は、交
互に配列された複数の立設面２１ａ，…及び複数の段面２１ｂ，…からなる。立設面２１
ａ，…は、横帯板状導光部２０の長手方向に沿って帯状に延びるとともに、右後ろの方に
向いている。段面２１ｂ，…は、横帯板状導光部２０の長手方向に沿って帯状に延びると
ともに、下の方に向いている。
【００１９】
　横帯板状導光部２０の上面２２が下面２３に対して前下りに傾斜し、横帯板状導光部２
０の厚み方向の長さＴ１が右後ろから左前に向かって漸減する。
　横帯板状導光部２０の上面２２のうち後側（幅方向の一方側）の部位には、平滑な反射
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面２２ａが形成されており、残りの前側（幅方向の他方側）の部位には、シボ加工された
光拡散面２２ｂが形成されている。反射面２２ａ及び光拡散面２２ｂは横帯板状導光部２
０の長手方向に沿って帯状に延びている。
【００２０】
　横帯板状導光部２０の下面２３には、断面三角形状の複数の溝２３ａ，…が形成されて
いる。これら溝２３ａ，…は横帯板状導光部２０の長手方向に沿って延びている。これら
溝２３ａ，…の内面はシボ加工されている。横帯板状導光部２０の下面２３のうち溝２３
ａ，…の内面以外は平滑に形成されている。
　横帯板状導光部２０の前面（幅方向の他方の端面）には出射面２４が形成されている。
この出射面２４はシボ加工された光拡散透過面である。
【００２１】
　捩れ帯板状導光部３０が横帯板状導光部２０の左後ろに続いて捩られ、縦帯板状導光部
４０が捩れ帯板状導光部３０の上に続いている。そのため、捩れ帯板状導光部３０の内側
の面３２が横帯板状導光部２０の上面２２の左後ろに続いて右向きに捩られており、縦帯
板状導光部４０の右側の側面４２が捩れ帯板状導光部３０の内側の面から上に続く。また
、捩れ帯板状導光部３０の外側の面３３が横帯板状導光部２０の下面２３の左後ろに続い
て左向きに捩られており、縦帯板状導光部４０の左側の側面４３が捩れ帯板状導光部３０
の外側の面３３から上に続く。また、捩れ帯板状導光部３０の幅方向一方の端面３１が横
帯板状導光部２０の入射面２１の左後ろに続いて後ろ下向きに捩られ、縦帯板状導光部４
０の後面（幅方向一方の端面）４１が捩れ帯板状導光部３０の幅方向一方の端面３１から
上に続く。捩れ帯板状導光部３０の幅方向他方の端面３４が横帯板状導光部２０の出射面
２４の左後ろに続いて前上向きに捩られ、縦帯板状導光部４０の前面（幅方向他方の端面
）４４が捩れ帯板状導光部３０の幅方向他方の端面３４から上に続く。
【００２２】
　また、捩れ帯板状導光部３０が捩られているので、捩れ帯板状導光部３０の内側の面３
２がシリンドリカル凹面状に設けられ、捩れ帯板状導光部３０の外側の面３３がシリンド
リカル凸面状に形成されている。
【００２３】
　捩れ帯板状導光部３０の幅方向一方の端面３１はシボ加工された入射面である。この端
面３１は横帯板状導光部２０の入射面２１と同様に階段状に形成されており、その端面３
１は入射面２１の立設面２１ａ，…の左後ろに続いた複数の立設面と、複数の段面２１ｂ
，…の左後ろに続いた複数の段面とからなる。
【００２４】
　捩れ帯板状導光部３０の内側の面３２は、帯板状導光部２０の上面２２と同様に、後側
の滑らかな反射面３２ａと、残りの前側の光拡散面３２ｂとからなる。
【００２５】
　捩れ帯板状導光部３０の外側の面３３には、横帯板状導光部２０の下面２３に形成され
た溝２３ａ，…にそれぞれ続く複数の溝が形成されている。そして、それら溝の内面もシ
ボ加工されており、捩れ帯板状導光部３０の外側の面３３のうちそれら溝の内面以外は平
滑に形成されている。
　捩れ帯板状導光部３０の幅方向他方の端面３４はシボ加工された出射面である。
【００２６】
　縦帯板状導光部４０の幅方向の長さＷ２は下から上に向かうにつれて漸増する。
　縦帯板状導光部４０の後面４１には入射面が形成されている。この入射面（後面４１）
は下に傾いて、後ろ下の方に向いている。この入射面（後面４１）はシボ加工された光拡
散透過面である。この入射面（後面４１）は横帯板状導光部２０の入射面２１及び捩れ帯
板状導光部３０の端面３１と同様に階段状に形成されており（図５参照）、その入射面（
後面４１）は捩れ帯板状導光部３０の端面３１の複数の立設面の上に続いた複数の立設面
４１ａ，…と、捩れ帯板状導光部３０の端面３１の複数の段面…の上に続いた複数の段面
４１ｂ，…とからなる。
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【００２７】
　縦帯板状導光部４０の右側の側面４２は後ろに傾いて、後ろ右の方に向いている。この
側面４２は、帯板状導光部２０の上面２２と同様に、後側の滑らかな反射面４２ａと、残
りの前側の光拡散面４２ｂとからなる。
【００２８】
　縦帯板状導光部４０の左側の側面４３は前に傾いて、前左の方に向いている。その側面
４３には、捩れ帯板状導光部３０の外側の面３３に形成された複数の溝にそれぞれ続く複
数の溝４３ａ，…が形成されている。そして、それら溝４３ａ，…の内面もシボ加工され
ており、縦帯板状導光部４０の左側の側面４３のうちそれら溝４３ａ，…の内面以外は平
滑に形成されている。
【００２９】
　縦帯板状導光部４０の前面４４には出射面が形成されている。この出射面（前面４４）
は上且つ左に傾いて、左前上の方に向いている。この出射面（前面４４）はシボ加工され
た光拡散透過面である。
【００３０】
　縦帯板状導光部４０の上端部４５が楔状に形作られており、その稜線４５ｃが右前から
左前へ延び、その稜線４５ｃよりも左前の傾斜面４５ａが左前に向かって下るように傾斜
し、その稜線４５ｃよりも右後ろの傾斜面４５ｂが右後ろに向かって下るように傾斜する
。傾斜面４５ａが出射面（前面４４）の上端から稜線４５ｃに沿って帯状に延び、傾斜面
４５ａと出射面（前面４４）が続いている。傾斜面４５ｂが光拡散面２２ｂの上端から稜
線４５ｃに沿って帯状に延び、傾斜面４５ｂと光拡散面２２ｂが続いている。傾斜面４５
ａはシボ加工された出射面であり、傾斜面４５ｂはシボ加工された光拡散面である。
【００３１】
　導光体１０がアウターレンズ２の後ろに配置されているので、アウターレンズ２の前か
ら見ると、導光体１０が見える。その導光体１０が捩られた形状であるため、導光体１０
の曲面美によって灯具１のデザイン性が向上する。
　捩れた形状の導光体１０の表面には以上のような溝やシボ加工が施されているため、導
光体１０を見る角度が変化すると、導光体１０の見え方も変化する。そのため、灯具１の
デザイン上の意外性が高くなる。
【００３２】
　以上のように構成された導光体１０の後ろには、図６の正面図に示す発光装置６０が配
置されている。この導光体１０は、発光装置６０によって発せられた光を取り込んで、取
り込んだ光をガイドして、ガイドした光を前方及び左斜め前方に照射することによってそ
の光を配光（空間的に配分）するものである。
【００３３】
　発光装置６０はリフレクタアレイ７０及び光源アレイを有し、光源アレイは複数の光源
８１，…、光源８２及び複数の光源８３，…を有する。光源８１，…、光源８２及び光源
８３，…は半導体発光素子（例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ）、有機発光ダイオード（
ＯＬＥＤ））である。なお、半導体発光素子の代わりに電球又は放電灯を光源８１，…、
光源８２及び光源８３，…に用いてもよい。
【００３４】
　図４及び図６に示すように、光源８１，…は、横帯板状導光部２０の長手方向に沿って
配列されている。つまり、光源８１，…は、横帯板状導光部２０の後面（入射面２１）の
後ろ下においてその後面に沿って配列されている。光源８１，…の隣同士の間には間隔が
ある。光源８１，…は基板８５（図４参照）に表面実装されている。この基板８５は、光
源８１，…が実装された面が上に向けられた状態でリフレクタアレイ７０に取り付けられ
ている。光源８１，…が上に向けて発光し、光源８１，…の光軸が左へ延びる。光源８１
の光軸とは、その光源８１によって発せられた光の空間的光度分布（配光）のうち最大光
度の向きにその光源８１から延びる仮想的な線をいう。光源８２，８３の光軸についても
同様である。
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【００３５】
　光源８２は、捩れ帯板状導光部３０の幅方向一方の端面（入射面）３１の後ろ右上に配
置されている。この光源８２が基板に表面実装され、その基板がリフレクタアレイ７０に
取り付けられている。そして、この光源８２が左下に向けられ、光源８２の光軸が光源８
２から左下に延びる。
【００３６】
　図５及び図６に示すように、光源８３，…は、縦帯板状導光部４０の後面（入射面）４
１の後ろ右においてその後面４１に沿って配列されている。光源８３，…の隣同士の間に
は間隔がある。光源８３，…が基板８６に表面実装され、その基板８６がリフレクタアレ
イ７０に取り付けられている。この光源８３，…が左に向けられ、光源８３，…の光軸が
光源８３，…から左に延びる。
【００３７】
　リフレクタアレイ７０が樹脂成形品であり、リフレクタアレイ７０の表面には蒸着、ス
パッタリング又はメッキにより形成された金属光沢膜が成膜されている。リフレクタアレ
イ７０が複数のリフレクタ７１，…、リフレクタ７２及び複数のリフレクタ７３，…を有
し、これらリフレクタ７１，…、リフレクタ７２及びリフレクタ７３，…が一体に成形さ
れている。
【００３８】
　図４及び図６に示すように、リフレクタ７１，…は、横帯板状導光部２０の後面（入射
面２１）の後ろにおいてその後面に沿って配列されている。リフレクタ７１，…は放物面
系リフレクタである。つまり、リフレクタ７１，…の前面が凹面鏡であり、それら凹面鏡
の形状が回転放物面であるか、回転放物面を基調とした自由曲面である。リフレクタ７１
，…の焦点が光源８１，…にそれぞれ設定されている。
【００３９】
　リフレクタ７２が捩れ帯板状導光部３０の幅方向一方の端面３１の後ろに配置されてい
る。リフレクタ７２の前面が凹面鏡であり、それら凹面鏡の形状が回転放物面であるか、
回転放物面を基調とした自由曲面であり、リフレクタ７２の焦点が光源８２に設定されて
いる。
【００４０】
　図５及び図６に示すように、リフレクタ７３，…が縦帯板状導光部４０の後面（入射面
）４１の後ろにおいてその後面４１に沿って配列されている。リフレクタ７３，…の前面
が凹面鏡であり、それら凹面鏡の形状が回転放物面であるか、回転放物面を基調とした自
由曲面であり、リフレクタ７３，…の焦点が光源８３，…にそれぞれ設定されている。
【００４１】
　光源８１，…によって発せられた光がリフレクタ７１，…によって前方へ反射され、そ
の反射光が横帯板状導光部２０の入射面２１に入射して、横帯板状導光部２０の内部に取
り込まれる。入射面２１がシボ加工されているため、反射光が入射面２１を通過する際に
入射面２１によって拡散される。横帯板状導光部２０の内部に取り込まれた光は横帯板状
導光部２０によって光拡散面２２ｂ及び出射面２４に向けて導光される。導光された光は
光拡散面２２ｂ及び出射面２４から横帯板状導光部２０の外部に出射する。光拡散面２２
ｂ及び出射面２４がシボ加工されているため、光が光拡散面２２ｂ及び出射面２４を通過
する際に拡散される。
【００４２】
　以上のように光源８１，…が発光すると、主に光拡散面２２ｂ及び出射面２４が光って
見える。そのため、横帯板状導光部２０を前から見ると、光拡散面２２ｂ及び出射面２４
に沿った帯状の明部が形成されているように見える。リフレクタ７１，…によって反射さ
れた光が入射面２１を通過して拡散されるので、帯状の明部の輝度の均一性が向上する。
特に、横帯板状導光部２０が帯板状に形成されており、幅方向の長さＷ１が長いために、
入射面２１から光拡散面２２ｂ及び出射面２４に向かう光がより拡散しやすいので、帯状
の明部の輝度の均一性が向上する。更に、光拡散面２２ｂ及び出射面２４によっても光が
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拡散されるため、帯状の明部の均一性が更に向上する。つまり、リフレクタ７１によって
反射された光による明部と隣りのリフレクタ７１によって反射された光による明部とが重
なる範囲は左右に広くなり、帯状の明部が均一な輝度になる。
【００４３】
　また、横帯板状導光部２０の下面２３に複数の溝２３ａ，…が形成されているため、光
拡散面２２ｂ及び出射面２４に沿った帯状の明部に筋（横縞模様）があるように見える。
光源８１，…が発光していない場合でも、光拡散面２２ｂ及び出射面２４越しに縞模様が
あるように見える。よって、灯具１のデザイン性が向上する。
【００４４】
　また、横帯板状導光部２０の上面２２が前下がりに傾斜し、横帯板状導光部２０の入射
面２１がシボ加工されているため、横帯板状導光部２０を前から見ると、入射面２１が上
面２２のうち反射面２２ａ越しに光って見え、入射面２１に沿った帯状の明部が形成され
ているように見える。反射面２２ａが平滑に形成されているため、横帯板状導光部２０の
内部の光が反射面２２ａによって全反射されやすく、反射面２２ａを通過する光の強度が
低い。そのため、反射面２２ａ越しに見える帯状の明部は光拡散面２２ｂ及び出射面２４
に沿った帯状の明部よりも輝度が低く、それら帯状の明部に明暗差がある。よって、灯具
１のデザイン性が向上する。
【００４５】
　入射面２１が階段状に形成されているため、反射面２２ａ越しに見える帯状の明部に筋
（横縞模様）があるように見える。光源８１，…が発光していない場合でも、反射面２２
ａ越しに縞模様があるように見える。よって、灯具１のデザイン性が向上する。
【００４６】
　光源８２によって発せられた光がリフレクタ７２によって前方へ反射され、その反射光
が捩れ帯板状導光部３０の幅方向一方の端面３１に入射して、捩れ帯板状導光部３０の内
部に取り込まれる。その端面３１がシボ加工されているため、反射光が端面３１を通過す
る際に端面３１によって拡散される。捩れ帯板状導光部３０の内部に取り込まれた光は捩
れ帯板状導光部３０によって光拡散面３２ｂ及び反対側の端面３４に向けて導光される。
導光された光は光拡散面３２ｂ及び端面３４から捩れ帯板状導光部３０の外部に出射する
。光拡散面３２ｂ及び端面３４がシボ加工されているため、光が光拡散面３２ｂ及び端面
３４を通過する際に拡散される。また、捩れ帯板状導光部３０の内部を導光された光の一
部が光拡散面３２ｂによって反射され、その光が捩れ帯板状導光部３０の外側の面３３（
面３３のうち主に前部）から捩れ帯板状導光部３０の外部へ出射する。また、捩れ帯板状
導光部３０の内部を導光された光の一部が捩れ帯板状導光部３０の外側の面３３の溝の内
面を拡散透過する。
【００４７】
　以上のように光源８２が発光して、捩れ帯板状導光部３０を前から見ると、捩れ帯板状
導光部３０の端面３４及び外側の面３３の溝が光って見える。捩れ帯板状導光部３０を右
前から見ると、捩れ帯板状導光部３０の端面３４及び光拡散面３２ｂが光って見えるとと
もに、反射面３２ａ越しに捩れ帯板状導光部３０の外側の面３３の溝が光って見える。捩
れ帯板状導光部３０を左前から見ると、捩れ帯板状導光部３０の端面３４及び外側の面３
３の溝が光って見えるとともに、外側の面３３越しに光拡散面３２ｂが光って見える。よ
って、捩れ帯板状導光部３０を見る角度が変化すると、捩れ帯板状導光部３０の見え方が
変化し、灯具１のデザイン上の意外性が高くなる。光源８２が発光していない場合でも同
様である。
【００４８】
　また、リフレクタ７２によって反射された光が捩れ帯板状導光部３０の端面３１、光拡
散面３２ｂ及び端面３４によって拡散され、一方、上述のようにリフレクタ７１，…によ
って反射された光も上述のように拡散される。よって、捩れ帯板状導光部３０の明部と横
帯板状導光部２０の明部の明暗差が低く、これらの明部の連続性が向上する。
【００４９】
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　光源８３，…によって発せられた光がリフレクタ７３によって前方へ反射され、その反
射光が縦帯板状導光部４０の後面４１に入射して、縦帯板状導光部４０の内部に取り込ま
れる。その後面４１がシボ加工されているため、反射光が縦帯板状導光部４０の後面４１
を通過する際にその後面４１によって拡散される。縦帯板状導光部４０の内部に取り込ま
れた光は縦帯板状導光部４０によって光拡散面４２ｂ、前面４４、傾斜面４５ａ及び傾斜
面４５ｂに向けて導光される。導光された光は光拡散面４２ｂ、前面４４、傾斜面４５ａ
及び傾斜面４５ｂから縦帯板状導光部４０の外部に出射する。光拡散面４２ｂ、前面４４
、傾斜面４５ａ及び傾斜面４５ｂがシボ加工されているため、光が光拡散面４２ｂ、前面
４４、傾斜面４５ａ及び傾斜面４５ｂを通過する際に拡散される。また、縦帯板状導光部
４０の内部を導光された光の一部が光拡散面４２ｂ及び傾斜面４５ｂによって反射され、
その光が縦帯板状導光部４０の左側の側面４３（側面４３のうち光拡散面４２ｂ及び傾斜
面４５ｂの対向部）から縦帯板状導光部４０の外部へ出射する。また、縦帯板状導光部４
０の内部を導光された光の一部が縦帯板状導光部４０の側面４３の溝４３ａ，…の内面を
拡散透過する。
【００５０】
　以上のように光源８３，…が発光して、縦帯板状導光部４０を前や左から見ると、縦帯
板状導光部４０の前面４４、溝４３ａ，…及び傾斜面４５ａが光って見えるとともに、側
面４３越しに光拡散面４２ｂ及び傾斜面４５ｂが光って見える。光が後面４１、前面４４
及び傾斜面４５aを通過する際に拡散されるので、前面４４及び傾斜面４５ａの明部の輝
度の均一性が向上する。
【００５１】
　また、縦帯板状導光部４０を右前から見ると、縦帯板状導光部４０の前面４４、光拡散
面４２ｂ及び傾斜面４５ｂが光って見えるとともに、反射面４２ａ越しに溝４３ａ，…が
光って見える。同様に、その光って見える部分の輝度の均一性が高い。
【００５２】
　本発明を適用可能な実施形態は上述した実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨
を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
　例えば、リフレクタアレイ７０を省略し、光源８１，…、光源８２及び光源８３，…に
よって発せられた光が直接導光体１０に入射してもよい。この場合、光源８１，…を横帯
板状導光部２０の入射面２１に対向配置し、これら光源８１，…を入射面２１に沿って配
列する。更に、光源８２を捩れ帯板状導光部３０の端面３１に対向配置する。更に、光源
８３，…を縦帯板状導光部４０の後面４１に対向配置し、これら光源８３，…をその後面
４１に沿って配列する。
【符号の説明】
【００５３】
　２０　横帯板状導光部（導光部）
　２１　入射面（幅方向の一方の端面）
　２２　上面（厚み方向の一方の面）
　２２ａ　反射面（一方の端面側の領域）
　２２ｂ　光拡散面（他方の端面側の領域）
　２３　下面（厚み方向の他方の端面）
　２３ａ　溝
　２４　出射面（幅方向の一方の端面）
　８１　光源
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