
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

上下に延びる グローブ
光源を配する表示灯において、

　上記光源は、
　
　

　
　
　 ことを特
徴とする表示灯。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示灯において、
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非表示部と表示部とを備え、非表示部は板状の後ケースを含み、表示部は後ケースの前
面を包囲し 樋状をなす を含み、後ケースとグローブとの間に区画さ
れる空間に

一対の端部ＬＥＤと、中央ＬＥＤとを含み、
中央ＬＥＤは、後ケースの前面の左右方向の中央部に配置され、
一対の端部ＬＥＤは、後ケースの前面の左端部に配置されるかまたは左端部に近接した

位置に配置される左端部ＬＥＤと、後ケースの前面の右端部に配置されるかまたは右端部
に近接した位置に配置される右端部ＬＥＤとを含み、

左端部ＬＥＤの投光軸に沿う光が、グローブの右端部に直接照射され、
右端部ＬＥＤの投光軸に沿う光が、グローブの左端部に直接照射され、
中央ＬＥＤの投光軸に沿う光がグローブの左右方向の中央部に直接照射される

上記後ケースと組み合わされてグローブを支持する前ケースを備え、
上記グローブは、左右方向の中央部を挟んで配置される左側の領域および右側の領域を

含み、
左端部ＬＥＤからの光の一部をグローブの左側の領域に向けて反射させるための反射手



ことを特徴とする表示灯。
【請求項３】
　請求項２に記載の表示灯において、 こと
を特徴とする表示灯。
【請求項４】
　請求項３に記載の表示灯において、上記

ことを特徴とする表示灯。
【請求項５】
　請求項 記載の表示灯において、
　

ことを特徴とする表示灯。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光源にＬＥＤを採用し、表示部となるグローブ内部から効率よく拡散放光でき
るようにした表示灯に関する。
【０００２】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】
従来より、信号報知表示灯等の表示灯として、光源にＬＥＤを採用したものは、従来の白
熱電球光源のように頻繁な電球交換を要しないことと、振動等の要因にも強いことから普
及し、特に、工場での生産ライン、注意喚起を要する各種の出入口や、工事現場などに多
く使用されている。
【０００３】
この種の表示灯として、壁面に設置されて壁面の前方および斜め前方に向けて光を放光す
るような表示部を有するタイプがある。
例えば、図１３に示す表示灯９０では、壁面に取り付けられるケースの平板状の後板９１
の前方を、断面円弧状のグローブ９２で覆っており、後板９１に平行に取り付けられた基
板９３に多数のＬＥＤ９４を並べて配置している。各ＬＥＤ９４はそれぞれグローブ９２
の真っ直ぐ前方の領域に向けて光を照射する。
【０００４】
一方、図１４に示す表示灯９０では、グローブ９２に相似形の湾曲状の基板９３を用いて
おり、各ＬＥＤ９４はそれぞれグローブ９２の法線方向に向けて放射状に、すなわちグロ
ーブ９２の直近の領域に向けて光を照射する。
図１３および図１４の表示灯９０はいずれも各ＬＥＤ９４と各ＬＥＤ９４により照明され
るグローブ９２の領域との距離（各ＬＥＤ９４がクローブ９２を照射するまでの光路長に
相当）が短くなる。特に、図１４の場合は、基板９３とグローブ９２との距離自体が近く
なるので、上述の光路長が一層短くなる。
【０００５】
このように光路長が短いと、ＬＥＤ９４からの光がグローブ９２に到達するまでに十分に
拡散することができないので、各ＬＥＤ９４によって照明されるグローブ９２の領域が狭
くなる。このため、グローブ９２全体に光を照射して視認性を良くするためには、多数の
ＬＥＤ９４を用いる必要があった。
そこで、本発明の目的は、上述の技術的課題を解決し、ＬＥＤからの光を効率よく活用し
て、視認性を確保しつつＬＥＤを少なくできるＬＥＤ表示灯を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の表示灯は、

上下に延びる グローブ
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段と、右端部ＬＥＤからの光の一部をグローブの右側の領域に向けて反射させるための反
射手段とを前ケースに設けた

上記反射手段は前ケースの一部の表面からなる

前ケースはグローブの上下の端部を保持する一
対の端部材と、これら一対の端部材同士を接続する柱状部を含み、この柱状部の表面に上
記反射手段を設けている

１から４の何れか一つに
上記グローブは、右端部ＬＥＤの右方に配置される部分と、左端部ＬＥＤの左方に配置

される部分とを含む

非表示部と表示部とを備え、非表示部は板状の後ケースを
含み、表示部は後ケースの前面を包囲し 樋状をなす を含み、後ケー



光源を配する表示灯において、上記光源は、

ことを特徴とする。
【０００７】
　この構成によれば、

結果として、少ないＬＥＤでグローブ全体を照明することが可能となる。
【０００８】
　 端部ＬＥＤからの光は、概ね、グローブの周縁部に向けられるので、グローブの
中央部へ照射される光量が不足する場合がある。これに対して、請求項 の構成によれば
、中央ＬＥＤによってグローブの中央部とその近傍に光を十分に照射することができる。

【００１０】
　 に記載の表示灯は、 記載の表示灯において、

端部ＬＥＤからの光の一部をグ
ローブの の領域に向けて反射させる 反射手段 を 設けたことを特徴
とするものである。
　この構成によれば、 ＬＥＤからの光は、反対側 の領域に加え
て同側 の領域へも照射される。また、反射により光路を曲げることができるの
で、十分に光を拡散することのできる光路長を確保できる結果、同側の領域へ照射する場
合であっても、その照射面積を広くできる。その結果、一のＬＥＤからの光が照射される
面積をより一層広くすることができる。
【００１１】
　 に記載の表示灯は、 に記載の表示灯において、上記反射手段は ケー
スの一部の表面からなることを特徴とする。この構成によれば、反射手段と ケースの一
部との一体化により表示灯の構造を簡素化できる。また、反射手段および ケースを互い
に組み付ける手間を省くことができるので、組立が容易になる。
【００１２】
　 に記載の表示灯は、 に記載の表示灯において、上記 ケースはグロー
ブの上下 端部を保持する一対の端部材と、これら一対の端部材同士を接続する柱状部を
含み、この柱状部の表面に上記反射手段を設けていることを特徴とする。この構成によれ
ば、柱状部によって端部材同士の接続を補強することができ、さらに、柱状部の表面に反
射手段を設けることで、構造を簡素化することができる。
　

【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の信号表示装置を詳細に説明する。図１は、本発明の第１の実施形態を示す
信号表示装置の正面図である。図２は、図１に示す信号表示装置の断面平面図である。ま
た、各図には、左右方向を示す矢印Ｘ、前後方向を示す矢印Ｙ、および上下方向を示す矢
印Ｚとが必要に応じて図示されている。
【００１４】
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スとグローブとの間に区画される空間に 一対
の端部ＬＥＤと、中央ＬＥＤとを含み、中央ＬＥＤは、後ケースの前面の左右方向の中央
部に配置され、一対の端部ＬＥＤは、後ケースの前面の左端部に配置されるかまたは左端
部に近接した位置に配置される左端部ＬＥＤと、後ケースの前面の右端部に配置されるか
または右端部に近接した位置に配置される右端部ＬＥＤとを含み、左端部ＬＥＤの投光軸
に沿う光が、グローブの右端部に直接照射され、右端部ＬＥＤの投光軸に沿う光が、グロ
ーブの左端部に直接照射され、中央ＬＥＤの投光軸に沿う光がグローブの左右方向の中央
部に直接照射される

各端部ＬＥＤからの光の拡散に必要な距離を最大限長く確保するこ
とができる。

また、
１

グローブに直接光が照射されるので、光が減衰し易い反射光が照射される場合に比べて、
高い視認性が得られる。

請求項２ 請求項１に 上記後ケースと組み合
わされてグローブを支持する前ケースを備え、上記グローブは、左右方向の中央部を挟ん
で配置される左側の領域および右側の領域を含み、左端部ＬＥＤからの光の一部をグロー
ブの左側の領域に向けて反射させるための反射手段と、右

右側 ための と 前ケースに

例えば、右端部 である左側
である右側

請求項３ 請求項２ 前
前

前

請求項４ 請求項３ 前
の

請求項５に記載の表示灯は、請求項１から４の何れか一つに記載の表示灯において、上
記グローブは、右端部ＬＥＤの右方に配置される部分と、左端部ＬＥＤの左方に配置され
る部分とを含むことを特徴とする。



　信号表示装置１は、図１に示すように、その外形を形成するケース３を有し、このケー
ス３には、発光して信号を表示する表示灯２が複数個、例えば、３個上下方向に積層して
設けられている。
　各表示灯２は、図２に示すように、

前面 を包囲
する表示部２ｂ 有している。表示部２ｂと とで囲まれる内部に、複数の発
光ダイオード（ＬＥＤ）を含む光源４が配置されている。上述の表示部２ｂは、光源４か
らの光を外部へ透過させる透光性のグローブ５により形成され 後ケース３１に基板６
を介して光源４が取り付けられている。
【００１５】
　各表示灯２では、光源４の発光色がそれぞれ異ならせてある。所望の表示灯２の光源４
を発光させると、その光源４の色に応じた異なる色の信号光を発することができる。
　本発明では、各表示灯２の光源４は、非表示部２ａ の前面

の左右方向の中央部を挟んだ両側に配置される左右少なくとも一対の ＬＥＤ４
２，４３を含み、これら各 ＬＥＤ４２，４３は光をグローブ５の左右方向の中央
部を挟んで反対側の領域へそれぞれ照射するようにされている。これにより、ＬＥＤ一つ
あたりの光のグローブ５に対する照射面積を広くして、十分な視認性を確保しつつ、表示
灯全体としてのＬＥＤを少なくすることができる。
【００１６】
　以下、詳細に説明する。光源４は、上述の左右一対の 端部ＬＥＤ４２，４３と、非
表示部２ａ の前面 の左右方向の中央部に配置された中央Ｌ
ＥＤ４１とからなる。
　中央ＬＥＤ４１は、図１に示すように正面視でグローブ５のほぼ中央となるように配置
されている。また、中央ＬＥＤ４１は、図２に示すように平面視で表示灯２の内部の後方
寄りに配置され、前方にあるグローブ５の内面との間に所定距離をあけて配置されている
。中央ＬＥＤ４１は、その投光軸４１ａを基板６と直交して取り付けられ、前方に向けて
光を発することにより、グローブ５の左右方向の中央部およびその近傍に光を照射する。
ここで、投光軸は、ＬＥＤからの光が最も強くなる方向であり、ＬＥＤに応じて定まって
いる。
【００１７】
　 端部ＬＥＤ４２，４３は、非表示部２ａ の左右端部に近接
した位置に配置されている。また、 端部ＬＥＤ４２，４３は、非表示部２ａ

の上下方向のほぼ中央部に配置されている。また、 端部ＬＥＤ４２，
４３の投光軸４２ａ，４３ａは、水平方向に延び、且つ平面視で左右方向に対して所定角
度で前向きに傾いて基板６に取り付けられている。 端部ＬＥＤ４２，４３の投光軸４
２ａ，４３ａは、最も距離を隔てて対向するグローブ５の左右端部５２，５３を通るよう
にされている。また、 端部ＬＥＤ４２，４３の投光軸の角度を精度よく実現するため
に、ＬＥＤを所定の姿勢で基板６に保持する姿勢保持部材７を基板６に設けてもよい。
【００１８】
グローブ５は、メタクリル樹脂、ガラス等の透光性部材からなり、着色または無色の透明
である。グローブ５を着色する場合には、ＬＥＤの光の色に合わせることで、ＬＥＤから
の光を強調することができる。例えば、ＬＥＤからの光が赤色の場合、グローブ５も赤色
とする。
グローブ５は、横断面が円弧状をなして上下方向に延びる樋状をしており、左右方向の中
央部５１で最も前方に張り出している。グローブ５は、その周面を通して、光を前方およ
び斜め前方に向けて（前向き略１８０度に近い角度範囲で）透過させる。また、グローブ
５は、正面視で左右方向に長い長方形状に形成されている。グローブ５の内周面５ａには
、上下方向に延びる縦リブ形状の多数の拡散レンズが形成され、また、グローブ５の外周
面５ｂには、周リブ形状の多数の拡散レンズが形成されている（図３参照）。
【００１９】
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非表示部２ａを備える。非表示部２ａは、前ケース
３２と、平板状の後ケース３１とを含む。表示灯２は、後ケース３１の ３１ａ

を 後ケース３１

る。

に含まれる後ケース３１ ３１
ａ 左右端部

左右端部

左右
に含まれる後ケース３１ ３１ａ

左右 に含まれる後ケース３１
左右 に含まれ

る後ケース３１ 左右

左右

左右



　基板６は、図１に示すように非表示部２ａ の前面 のほぼ
全体を覆う大きさに形成されている。基板６は、各表示灯毎に設けられている。基板６に
は、一対のコネクタ６１を介してリード線６２が接続され（図３参照）、給電および点灯
や消灯のための信号伝達が行われる。なお、基板６は、複数の表示灯２で一体のものを用
いてもよく、この場合には、組み立て易くできる。
【００２０】
　ケース３は、図３に示すように、前面に基板６が取り付けられ 板状の後ケース３１と
、後ケース３１の前面に取り付けられる枠状の前ケース３２とで構成されている。前ケー
ス３２および後ケース３１は、非透光性部材でそれぞれ形成されてい

後ケース３１は、その前面３１ａにおいて各表示灯２に対応する部分に、
基板６の四隅と当接する位置決め部３１ｂと、基板６の周縁部と引っ掛かる一対のフック
部３１ｃとを有している。基板６の四隅を位置決め部３１ｂに嵌め込み、基板６の周縁部
をフック部３１ｃに引っ掛けることで、基板６を後ケース３１の所定位置に、容易、且つ
確実に位置決め固定することができる。なお、基板６の後ケース３１への取り付けに、ビ
ス締め等の公知の他の方法を利用してもよい。また、後ケース３１の上部には、リード線
６２を通すための孔３１ｅが開けられている。この孔３１ｅは、後ケース３１の下部に設
けられてもよい。
【００２１】
前ケース３２は、上下端部およびその中間に配置された複数、例えば、４つの端部材とし
ての仕切板３２ａと、これらの仕切板３２ａの左右端部同士を接続する３組各一対の柱状
部３２ｂとを有している。相隣接する仕切板３２ａ内にグローブ５を嵌め合わせることに
より、一の表示灯２を構成するための光源４等を収容する空間を形成している。上述の空
間は、後方に開放しており、この開放された開口部は、後ケース３１および基板６により
覆われる。仕切板３２ａは、グローブ５の横断面形状と同じ形状、例えば、半円形に形成
されており、互いに隣接する一対の仕切板３２ａの前端縁がその間に配置されるグローブ
５の上下端部を保持する。また、グローブ５の周縁部は、シール部材（図示せず）により
防水を施されている。
【００２２】
　次に、表示灯２の動作を説明する。
　中央ＬＥＤ４１からの光は、図２に示すように、グローブ５の中央部５１およびその近
傍に、その直後方から直接に照射される。左側にある 端部ＬＥＤ４２からの光は、表示
灯２の内部で広がって、グローブ５の右側端部５２およびその近傍部分に直接に照射され
る。同様に、右側にある 端部ＬＥＤ４３からの光は、グローブ５の左側端部５３および
その近傍部分に直接に照射される。グローブ５には直接光が照射されるので、光が減衰し
易い反射光が照射される場合に比べて、高い視認性が得られる。
【００２３】
また、各ＬＥＤ４１～４３からの光は、図２に示すように平面視で広がりを有するととも
に、図１に示すように上下方向にも広がる。また、このように広がる光の周縁部が、グロ
ーブ５の中央部５１と左右端部５２，５３との間にある部分にも照射される。このように
して、グローブ５のほぼ全周面に光がまんべんなく照射される。そして、光は、グローブ
５の拡散レンズで拡散されて全方向にまんべんなく放光される。
【００２４】
　このように本実施の形態によれば、図２に示すように、各 端部ＬＥＤ４２，４３か
ら左右方向の反対側にあるグローブ５の領域へ光を照射するので、光の拡散に必要な距離
を長く確保できる結果、各 端部ＬＥＤ４２，４３が光を照射するグローブ５の面積を
広くできる。従って、視認性を確保しつつ、グローブ５全体を照明するのに必要なＬＥＤ
の数を少なくすることができる。
【００２５】
　特に、一対の 端部ＬＥＤ４２，４３は非表示部２ａ の前面

の左右端部に近接して配置され、最も距離を隔てて対向するグローブ５の左右端部
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５２，５３に向けてそれぞれ光を照射するようにしている。これにより、各 端部ＬＥ
Ｄ４２，４３からの光の拡散に必要な距離をほぼ最大限に長く確保できるので、ＬＥＤ一
つ当たりで光が照射される面積をほぼ最大にすることができる。ここで、一対の 端部
ＬＥＤ４２，４３を非表示部２ａ の前面 の左右端部に配置
すればより好ましい。
【００２６】
　ところで、 端部ＬＥＤ４２，４３からの光は、概ね、グローブ５の左右端部５２、
５３に向けられるので、中央部５１へ照射される光量が不足する場合がある。これに対し
て本実施の形態では、中央ＬＥＤ４１がグローブ５の中央部５１およびその近傍に光を十
分に照射できるので、中央部５１ひいてはグローブ５全体の視認性を確実に確保すること
ができる。
【００２７】
　次に、本発明の第２の実施形態を説明する。なお、以下では、すでに説明した部分につ
いては、同じ符号を付して説明を省略する。図４を参照する。
　第２の実施形態では、第１の実施形態の表示灯２に、 端部ＬＥＤ４２，４３からの
光を反射する反射手段８１が非表示部２ａに配置され、非表示部２ａ 後ケース
３１に取り付けられる前ケース３２の後部に形成されている。
【００２８】
前ケース３２は、上述の各仕切板３２ａおよび各柱状部３２ｂに加えて、隣接する仕切板
３２ａの後部同士を接続する上下に延びる柱状部３２ｃ（図１および図３にも一点鎖線で
図示した。）を有している。この柱状部３２ｃは、各仕切板３２ａ同士の接続を補強して
いる。また、柱状部３２ｃは、左右方向の端部と中央部とのほぼ中間となる両側の位置に
一対で配置されている。
【００２９】
　各柱状部３２ｃは、基板６の前面に沿うように配置され、柱状部３２ｃの最前部が
端部ＬＥＤ４２，４３の投光軸４２ａ，４３ａを回避して、 端部ＬＥＤ４２，４３か
らグローブ５の左右端部５２，５３への光の照射を妨げないようにされている。
　柱状部３２ｃは、断面三角形状に形成されており、 端部ＬＥＤ寄りにあり、一面が
左右方向および前後方向に対して斜めになる傾斜面３２ｄを成している。左側の柱状部３
２ｃは傾斜面３２ｄを左側に有し、右側の柱状部３２ｃは傾斜面３２ｄを右側に有してい
る。
【００３０】
　反射手段８１は、一対の柱状部３２ｃの傾斜面３２ｄからなり、各傾斜面３２ｄには、
アルミニウム蒸着被膜等の反射性部材が設けられている。例えば、左側の傾斜面３２ｄは
、 端部ＬＥＤ４２からの光の一部、例えば、基板６に向かう光を受けて、その光を、
端部ＬＥＤ４２と左右方向の同側にあるグローブ５の部分、例えば、左端部５３と中央部
５１との間にある部分に向けて反射する。
【００３１】
　第２の実施形態によれば、第１の実施形態の作用効果に加えて、 端部ＬＥＤ４２，
４３からの光は、グローブ５の左右方向の反対側の領域への光の照射面積をほぼそのまま
に維持しつつ、その反対側の領域に加えて、同側の領域へも反射手段８１により照射され
る。また、同側の領域へ照射する場合であっても、反射により光路を曲げられるので、光
路長を光の拡散に必要な十分な長さで確保できる結果、ＬＥＤ一つ当たりの光が照射され
る面積をより一層広くすることができる。従って、光量の不足が想定されるグローブ５の
部分への光の照射を十分にできる結果、視認性を確実に確保することができる。
【００３２】
　また、反射手段８１は 端部ＬＥＤ４２，４３の斜め後方に配置されているので、斜
め後方にある非表示部２ａに向かう無駄になる光を反射して有効利用することができる。
また、反射手段８１とケース３との一体化により表示灯２の構造を簡素化できる。また、
反射手段８１およびケース３を互いに組み付ける手間を省くことができるので、組立が容
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易になる。
【００３３】
　特に、反射手段８１をケース３の柱状部３２ｃに設ける場合には、柱状部３２ｃが補強
用部材と反射手段８１とを兼用できるので、構造をより一層簡素化することができる。
　次に、第３の実施形態を図５および図６を参照して説明する。第３の実施形態では、第
１の実施形態において、中央ＬＥＤ４１に代えて、 端部ＬＥＤ４２，４３からの光を
グローブ５の中央部５１に向けて反射する反射手段８２が、非表示部２ａに配置され、非
表示部２ａ 後ケース３１に取り付けられる前ケース３２の後部に形成されてい
る。
【００３４】
　前ケース３２は、隣接する上述の仕切板３２ａの後部同士を接続する上下に延びる柱状
部３２ｅを有している。この柱状部３２ｅは、仕切板３２ａ同士の接続を補強する。また
、柱状部３２ｅは、左右方向の中央部に配置され、前面の左右に並ぶ一対の傾斜面３２ｆ
を有している。
　反射手段８２は、柱状部３２ｅの前面左右にある一対の傾斜面３２ｆからなる。傾斜面
３２ｆには、反射性部材が設けられている。左側の傾斜面３２ｆは、左側の 端部ＬＥＤ
４２からの光の一部、例えば、ほぼ左右方向に平行に照射される光を受けて、グローブ５
の中央部５１およびその近傍部分に向けて、その直後方から前方に向けて反射する。同様
に、右側の 端部ＬＥＤ４３からの光の一部も、右側の傾斜面３２ｆで反射されて、グロ
ーブ５の中央部５１およびその近傍部分に照射される。
【００３５】
　このように第３の実施形態によれば、一対の 端部ＬＥＤ４２，４３からの光を反射
手段８２により反射して、グローブ５の中央部５１およびその近傍を十分に照射すること
ができる。
　また、反射手段８２を設けることにより、各 端部ＬＥＤ４２，４３と中央部５１と
の光路を屈曲させて、その光路長を長く確保できるので、中央部５１へ照射する場合であ
っても、光の照射面積を広くできる。その結果、 端部ＬＥＤ４２，４３を、左右の領
域と中央部５１との光の照射に兼用することができる。
【００３６】
　従って、視認性を確実に確保しつつ、中央ＬＥＤ４１を廃止できるので、表示灯全体で
ＬＥＤをより一層少なくでき、例えば、ＬＥＤは左右に並ぶ２個だけ設けられている。
　また、反射手段８２は 端部ＬＥＤ４２，４３の斜め後方に配置される部分を含むの
で、斜め後方の非表示部２ａに向かう無駄になる光をも反射して有効利用することができ
る。
【００３７】
　また、上述の作用効果に加えて、中央ＬＥＤ４１によるものを除いて第１の実施の形態
での作用効果も得ることができる。さらに、第２の実施の形態と同様に、反射手段８１と
柱状部３２ｅ等のケース３との一体化による、組立を容易にして、構造を簡素化できる効
果も得られる。
　また、図７に示す第４の実施形態のように、第３の実施形態に反射手段８１を設けても
よい。この場合、中央部にある柱状部３２ｅは、左右両側にある柱状部３２ｃ（図５にも
二点鎖線で図示）よりも、前方に突出している。 端部ＬＥＤ４２，４３からの光のう
ちで、斜め後方に向かう光は、反射手段８１の傾斜面３２ｄで反射され、左右方向にほぼ
平行な光は、柱状部３２ｃを越えて反射手段８２の傾斜面３２ｆで反射される。
【００３８】
第４の実施形態によれば、第２および第３の実施形態での各作用効果をともに得られるの
で、視認性をより一層確実に確保することができる。
また、図８に示す第５の実施形態のように、信号表示装置１を、単一の表示灯２で構成し
てもよい。
また、この表示灯２のグローブ５は、後ケース３１と組み合わせた横断面形状が、３角形
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に形成されている。このように、グローブ５の断面形状は、円弧形状の他、グローブ５と
ケース３とを組み合わせたときに多角形状となるようにしてもよく、この多角形状は４角
形以上のものでもよい。
【００３９】
また、光源４は、非表示部の前面の左右方向の中央部を挟んだ両側に配置される左右２対
のＬＥＤ群４４，４５を含み、各ＬＥＤ群４４，４５は、上下方向に並ぶ複数のＬＥＤか
らなり、上下に長い基板６に取り付けられている。
各基板６は、後ケース３１の前面に形成された傾斜面に取り付けられ、この傾斜面の角度
は各ＬＥＤ群で異なっている（図１０参照）。各基板６には、その表面に対して各ＬＥＤ
の投光軸が直交するようにして各ＬＥＤが固定されている。このように基板６を傾けるこ
とで、ＬＥＤを確実に所定の向きに傾斜させることができる。各ＬＥＤ群４４，４５は、
左右方向の中央部を挟んだ両側に、左右方向の中央部と左右端部とのほぼ中間に配置され
ている。
【００４０】
また、左右方向の外側にある一対のＬＥＤ群４５は、左右方向の反対側にあるグローブ５
の領域であって、中央部寄りの部分に光を照射する。左右方向の内側にある一対のＬＥＤ
群４４は、左右方向の反対側にあるグローブ５の領域であって、左右の端部寄りの部分に
光を照射する（図９参照）。
また、図１１に示す第６の実施形態では、左右方向の外側にある一対のＬＥＤ群４５は、
左右方向の反対側にあるグローブ５の領域であって、左右端部寄りの部分に光を照射する
。左右方向の内側にある一対のＬＥＤ群４４は、左右方向の反対側にあるグローブ５の領
域であって、中央部寄りの部分に光を照射する。また、基板６は、後ケース３１に設けら
れた階段状の凹部内の傾斜面に取り付けられている（図１２参照）。このように、階段状
の凹部に各ＬＥＤを配置しているので、多数のＬＥＤを設ける場合に互いに邪魔になり難
い。
【００４１】
なお、上述の実施の形態では、表示灯２の上下方向を、そのままの姿勢で設置していたが
、設置の姿勢は必要に応じて変更してもよい。例えば、上述の上下方向を左右方向として
もよいし、上述の前面を上方または下方に向けて設置してもよい。
また、上述の各実施の形態の表示灯２は、信号表示装置の他、看板や照明灯に適用しても
よい。
【００４２】
その他、本発明の要旨を変更しない範囲で種々の設計変更を施すことが可能である。
【００４３】
【発明の効果】
請求項１に記載の発明によれば、各端部ＬＥＤからの光の拡散に必要な距離を最長にでき
るので、光が照射される面積を最大にすることができる

【００４４】
　 光量が不足する場合があるグローブの中央部およびその近傍の視認性を中央ＬＥ
Ｄによって確実に確保することができる。

【００４５】
　 に記載の発明によれば、反対側の領域に加えて、同側の領域へも光を照射でき
、さらに、同側の領域であっても反射により光路長を長く確保して、光の照射面積を広く
できる。その結果、ＬＥＤ一つあたりで光を照射する面積をより一層広くすることができ
る。
　 に記載の発明によれば、 ケースと反射手段と一体にして、構造を簡素化でき
、また、組立も容易になる。
【００４６】
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　 に記載の発明によれば、柱状部は、補強用部材と反射手段とを兼用しているの
で、構造を簡素化することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態を示す信号表示装置の正面図である。
【図２】図１に示す信号表示装置の平面断面図である。
【図３】図１に示す信号表示装置の分解斜視図である。
【図４】本発明の第２の実施形態を示す信号表示装置の要部を拡大した平面断面図である
。
【図５】本発明の第３の実施の形態を示す信号表示装置の正面図である。
【図６】図５に示す信号表示装置の平面断面図である。
【図７】本発明の第４の実施形態を示す信号表示装置の要部を拡大した平面断面図である
。
【図８】本発明の第５の実施形態を示す信号表示装置の一部断面斜視図である。
【図９】図８に示す信号表示装置の平面図である。
【図１０】図９に示す要部Ａの拡大平面図である。
【図１１】本発明の第６の実施形態を示す信号表示装置の平面図である。
【図１２】図１１に示す要部Ｂの拡大平面図である。
【図１３】従来の表示灯の断面平面図である。
【図１４】従来の他の表示灯の断面平面図である。
【符号の説明】
２表示灯
２ａ非表示部
２ｂ表示部
２ｃ前面
４光源
５グローブ

３２ａ端部材

４１中央ＬＥＤ

５１中央部
５２，５３端部（グローブの ）
８１反射手段
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請求項４

３１後ケース
３２前ケース

３２ｃ柱状部（前ケースの一部）
３２ｄ傾斜面（前ケースの一部の表面）

４１ａ投光軸
４２端部ＬＥＤ（左端部ＬＥＤ）
４３端部ＬＥＤ（右端部ＬＥＤ）
４２ａ，４３ａ投光軸

左右端部



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

(11) JP 3644482 B2 2005.4.27



【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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