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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源から入射する光を導光して、光出射面に設定された発光領域から出射させる導光体
であって、
　上記光出射面と対向する対向面における、上記発光領域に対応する領域である反射領域
に配置された複数の反射パターンを備え、
　上記反射領域は、上記光を第１方向へ向けて反射する第１反射領域と、当該第１反射領
域に近接し、上記光を上記第１方向とは異なる第２方向へ向けて反射する第２反射領域と
を少なくとも含み、
　上記第１方向へ向けて反射された光は上記光出射面に表示されるオブジェクトを構成す
る一部の面を形成し、上記第２方向へ向けて反射された光は上記オブジェクトを構成する
他の一部の面を形成し、
　上記各面の境界線を境にして明暗差を生じさせて、上記オブジェクト内に明部と暗部と
を形成することを特徴とする導光体。
【請求項２】
　上記第１反射領域に配置された各反射パターンの反射面は互いに略平行であり、且つ、
上記第２反射領域に配置された各反射パターンの反射面は互いに略平行であることを特徴
とする請求項１に記載の導光体。
【請求項３】
　上記第１反射領域に配置された各反射パターンと、上記第２反射領域に配置された各反
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射パターンとは、上記対向面の面内方向における上記反射面の角度が異なることを特徴と
する請求項２に記載の導光体。
【請求項４】
　上記第１反射領域および上記第２反射領域の少なくとも一方において、当該領域内に配
置された上記反射パターンの配置密度が変化することを特徴とする請求項１から３までの
いずれか一項に記載の導光体。
【請求項５】
　上記第１反射領域および上記第２反射領域は、各領域に対応して個別に設けられた異な
る光源からの光を反射することを特徴とする請求項１から４までのいずれか一項に記載の
導光体。
【請求項６】
　透明な材料からなることを特徴とする請求項１から５までのいずれか一項に記載の導光
体。
【請求項７】
　上記光出射面に垂直な方向から見たときの、当該光出射面全体の投影面積に対する複数
の上記反射パターンの投影面積の割合が１５％以下であることを特徴とする請求項１から
６までのいずれか一項に記載の導光体。
【請求項８】
　上記割合が８％以下であることを特徴とする請求項７に記載の導光体。
【請求項９】
　上記光出射面に複数の上記発光領域が設定されていることを特徴とする請求項１から５
のいずれか１項に記載の導光体。
【請求項１０】
　光源と、
　上記光源から入射する光を導光して光出射面に設定された発光領域から出射させる請求
項１から９までのいずれか一項に記載の導光体とを備えていることを特徴とする発光装置
。
【請求項１１】
　複数の上記光源を備え、
　複数の上記光源は、上記導光体の当該光源からの光が入射する面である光入射面に対し
て、５ｍｍ以上のピッチで配置されていることを特徴とする請求項１０に記載の発光装置
。
【請求項１２】
　請求項１０または１１に記載の発光装置を備えることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源から入射する光を導光して光出射面から出射させる導光体、および当該
導光板を備えた発光装置、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光源から出射された光を導光板の側面から導光板内に入射させ、導光板の裏面側
に設けられた反射パターンで反射させて導光板の表面から出射させる技術が知られている
。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、導光板の裏面における所定の文字に対応する形状の領域に反
射パターンを配置しておくことにより、導光板の表面側における上記文字に対応する領域
を発光させる技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開平１１－８５０７５号公報（１９９９年３月３０日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１の技術では、反射パターンの配置形状に応じた文字を表
示させることはできるものの、この文字内の発光状態は略均一になるので、平面的な文字
表示を行うことしかできない。
【０００６】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、光源から入射する
光を導光し、光出射面に設定された発光領域から出射させる導光体において、当該発光領
域を観察者に立体的に視認させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様に係る導光体は、上記の光源から入射する
光を導光して、光出射面に設定された発光領域から出射させる導光体であって、上記光出
射面と対向する対向面における、上記発光領域に対応する領域である反射領域に配置され
た複数の反射パターンを備え、上記反射領域は、上記光を第１方向へ向けて反射する第１
反射領域と、当該第１反射領域に近接し、上記光を上記第１方向とは異なる第２方向へ向
けて反射する第２反射領域とを少なくとも含むことを特徴としている。
【０００８】
　上記の構成では、第１反射領域で反射された光は第１方向へ向けて光出射面から出射さ
れ、第２反射領域で反射された光は第２方向へ向けて発光領域から出射される。
【０００９】
　そのため、観察者が第１方向から光出射面を観察した場合、第１反射領域に対応する発
光領域の一部の領域が明部として視認され、第２反射領域に対応する発光領域の一部の領
域が暗部として視認される。一方、観察者が第２方向から光出射面を観察した場合、第１
反射領域に対応する発光領域の一部の領域が暗部として視認され、第２反射領域に対応す
る発光領域の一部の領域が明部として視認される。
【００１０】
　このように、上記の構成では、発光領域から出射される光の出射方向が部分的（断続的
）に変化しているため、観察位置に応じて、観察者に到達する光の光量が変化する。その
ため、発光領域において部分的に明部と暗部とを有するように観察者に視認させることが
可能となる。
【００１１】
　したがって、上記の構成によれば、発光領域に明部と暗部とを形成し、それらを組み合
わせることによって、当該発光領域を観察者に立体的に視認させることができる導光体を
実現することができる。
【００１２】
　また、上記の構成によれば、観察者の観察位置によって発光領域における明部と暗部と
の位置が変化するため、立体視における好適な視覚的効果を得ることができる。
【００１３】
　本発明の一態様に係る導光体では、上記第１反射領域に配置された各反射パターンの反
射面は互いに略平行であり、且つ、上記第２反射領域に配置された各反射パターンの反射
面は互いに略平行であってもよい。
【００１４】
　上記の構成では、第１反射領域に配置された各反射パターンの反射面が略平行であるた
め、これらの反射パターンによって光源からの光を第１方向へ向けて反射することができ
る。また、第２反射領域に配置された各反射パターンの反射面が略平行であるため、各反
射パターンによって光源からの光を第２方向へ向けて反射することができる。
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【００１５】
　したがって、上記の構成によれば、第１反射領域および第２反射領域の領域ごとに、所
定の方向に向けて光を好適に反射することができる。
【００１６】
　本発明の一態様に係る導光体では、上記第１反射領域に配置された各反射パターンと、
上記第２反射領域に配置された各反射パターンとは、上記対向面の面内方向における上記
反射面の角度が異なっていてもよい。
【００１７】
　上記の構成によれば、第１反射領域に配置された各反射パターンと、第２反射領域に配
置された各反射パターンとは、対向面の面内方向における反射面の角度（向き）、すなわ
ち、対向面に垂直な方向から見たときの反射面の向きが異なるため、光源からの光を領域
ごとに異なる方向へ向けて好適に反射することができる。
【００１８】
　本発明の一態様に係る導光体では、上記第１反射領域および上記第２反射領域の少なく
とも一方において、当該領域内に配置された上記反射パターンの配置密度が変化してもよ
い。
【００１９】
　上記の構成では、第１反射領域に対応する発光領域の一部の領域内、または第２反射領
域に対応する発光領域の一部の領域内において、観察者に明部と暗部とを有するように視
認させることが可能となる。例えば、第１反射領域に配置された反射パターンの配置密度
を変化させることにより、当該第１反射領域に対応する発光領域の一部の領域内において
、明部と暗部とを有するように観察者に視認させることが可能となる。
【００２０】
　したがって、上記の構成によれば、立体視における視覚的効果を向上させることができ
る。
【００２１】
　本発明の一態様に係る導光体では、上記第１反射領域および上記第２反射領域は、各領
域に対応して個別に設けられた異なる光源からの光を反射してもよい。
【００２２】
　上記の構成では、第１反射領域および第２反射領域は異なる光源からの光をそれぞれ反
射する。そのため、第１反射領域および第２反射領域に配置された各反射パターンは、対
応する個別の光源からの光を所定の方向へ向けて反射するように反射面の傾斜角度および
反射パターンの配置角度（すなわち、対向面に垂直な方向から見たときの反射パターンの
向き）などが調整される。
【００２３】
　したがって、上記の構成によれば、第１反射領域および第２反射領域の各領域に配置さ
れた反射パターンの反射面の傾斜角度および反射パターンの配置角度の調整などが容易に
なり、設計の自由度が向上する。
【００２４】
　また、上記の構成によれば、例えば異なる発光色の光源を用いることにより、発光領域
に異なる色の明部と暗部とを形成することができるため、立体視における視覚的効果をさ
らに向上させることができる。
【００２５】
　本発明の一態様に係る導光体では、透明な材料からなっていてもよい。
【００２６】
　上記の構成によれば、導光体は透明な材料からなるため、いわゆるシースルー型の導光
体を得ることができる。
【００２７】
　本発明の一態様に係る導光体では、上記光出射面に垂直な方向から見たときの、当該光
出射面全体の投影面積に対する複数の上記反射パターンの投影面積の割合が１５％以下で
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あってもよく、若しくは、当該割合が８％以下であってもよい。
【００２８】
　上記の構成によれば、非点灯状態で観察者に反射パターンを認識できなくすることがで
きる。
【００２９】
　本発明の一態様に係る導光体では、上記光出射面に複数の上記発光領域が設定されてい
てもよい。
【００３０】
　上記の構成によれば、明部と暗部とを有する発光領域を複数組み合わせることにより、
より複雑な図形、文字、絵柄などのオブジェクトを立体的に表示することができる。
【００３１】
　本発明の一態様に係る発光装置は、光源と、上記光源から入射する光を導光して光出射
面に設定された発光領域から出射させる上記導光体とを備えていることを特徴としている
。
【００３２】
　上記の構成によれば、発光領域に明部と暗部とを形成し、それらを組み合わせることに
よって、当該発光領域を観察者に立体的に視認させることができる発光装置を実現するこ
とができる。
【００３３】
　本発明の一態様に係る発光装置では、複数の上記光源を備え、複数の上記光源は、上記
導光体の当該光源からの光が入射する面である光入射面に対して、５ｍｍ以上のピッチで
配置されていてもよい。
【００３４】
　上記の構成によれば、光源として、点状光源を好適に用いることができる。
【００３５】
　本発明の一態様に係る遊技機は、上記発光装置を備えていることを特徴としている。
【００３６】
　上記の構成によれば、発光領域に明部と暗部とを形成し、それらを組み合わせることに
よって、当該発光領域を観察者に立体的に視認させることができる遊技機を実現すること
ができる。
【発明の効果】
【００３７】
　以上のように、本発明によれば、発光領域を観察者に立体的に視認させることができる
導光体。発光装置および遊技機を提供することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】図１は、実施形態１に係る導光板を備えた発光装置の概略構成を示す説明図であ
り、図１の（ａ）は上面図、図１の（ｂ）は斜視図である。
【図２】図２は、図１に示される導光板に形成された反射パターンを示す断面図である。
【図３】図３は、図１に示される発光領域を示す上面図である。
【図４】図４は、図３に示される反射パターンの配置角度を説明するための模式図である
。
【図５】図５は、実施形態１に係る導光板の発光状態の変形例を示す説明図である。
【図６】図６の（ａ）～図６の（ｄ）は、反射パターンの変形例を示す断面図である。
【図７】図７は、図３に示される反射領域における反射パターンの配置例を示す斜視図で
ある。
【図８】図８は、反射領域ａにおける反射パターン２１の他の配置例を示す斜視図である
。
【図９】図９は、実施形態２に係る導光板を備えた発光装置の概略構成を示す説明図であ
り、図９の（ａ）は上面図、図９の（ｂ）は斜視図である。
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【図１０】図１０は、図９に示される発光領域を示す上面図である。
【図１１】図１１は、図１０に示される反射パターンの配置角度を説明するための模式図
である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　〔実施形態１〕
　本発明の一実施形態について、図１～図８に基づいて説明すれば以下の通りである。本
実施形態では、本発明に係る導光体を備えた発光装置の一例について説明する。
【００４０】
　＜発光装置１ａの構成＞
　図１は、本実施形態に係る導光板２０を備えた発光装置１ａの概略構成を示す説明図で
あり、図１の（ａ）は発光装置１ａの上面図、図１の（ｂ）は発光装置１ａの斜視図であ
る。発光装置１ａは、導光板２０の表面２０ｂに、図形、文字、絵柄などのオブジェクト
を立体的に表示するものである。
【００４１】
　図１の（ａ）および図１の（ｂ）に示すように、発光装置１ａは、光源１０、および導
光板（導光体）２０を備えている。
【００４２】
　（光源１０）
　光源１０は、導光板２０の側面（光入射面）２０ａへ向けて光を出射する発光素子であ
る。光源１０は導光板２０の側面２０ａ側に配置されており、光源１０から出射された光
は側面２０ａから導光板２０内に入射する。
【００４３】
　本実施形態では、光源１０として、３つの光源１０ａ～１０ｃが配置されている。光源
１０ａ～１０ｃは、互いに異なる色の光（例えば、赤色・青色・緑色など）を同一の光強
度で出射する。各光源１０ａ～１０ｃは、導光板２０の側面２０ａに対する光の入射角度
が互いに異なるように、側面２０ａに沿って配置されている。
【００４４】
　光源１０ａ～１０ｃの種類は特に限定されるものではなく、例えばＬＥＤ（Light Emit
ting Diode）などの指向性を有するものを好適に用いることができる。
【００４５】
　なお、各光源１０ａ～１０ｃが出射する光の色は、特に限定されない。本実施形態のよ
うに互いに異なる色の光を各光源１０ａ～１０ｃから出射してもよく、或いは、各光源１
０ａ～１０ｃから同じ色の光を出射してもよい。
【００４６】
　また、配置される光源１０の数や位置についても特に限定されない。例えば、導光板２
０の側面２０ａに対して１つの光源１０が配置されていてもよい。若しくは、導光板２０
の複数の側面に対して１つまたは２つ以上の光源１０が配置されていてもよい。
【００４７】
　（導光板２０）
　導光板２０は、光源１０から入射する光を導光して、表面（光出射面）２０ｂに設定さ
れた発光領域Ａから出射させる導光部材である。導光板２０は、光を全反射する材料（例
えば、アクリル樹脂など）からなる透明性を有する板状の部材である。
【００４８】
　導光板２０の側面２０ａから入射した光源１０からの光は、導光板２０の表面２０ｂお
よび裏面（対向面）２０ｃで全反射しながら導光板２０内を伝播して、導光板２０の表面
２０ｂに設定された発光領域Ａから出射される。
【００４９】
　なお、導光板２０は平面で構成された形状に限られず、球面または自由曲面を含む形状
であってもよい。また、本実施形態では、導光体として板状の導光板２０を用いているが
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、板状以外の形状、例えば円筒状などであってもよい。
【００５０】
　図２は、導光板２０に形成された反射パターン２１を示す断面図である。図２に示すよ
うに、導光板２０の裏面２０ｃには、発光領域Ａに対応する領域（以下、反射領域と称す
る。）ａに、光源１０から入射して導光板２０内を伝播した光を発光領域Ａへ向けて正反
射させるための反射パターン２１が複数形成されている（図２では１つの反射パターン２
１のみを図示している。）。この反射パターン２１は、導光板２０の側面２０ａから入射
した光源１０からの光を発光領域Ａへ向けて反射する傾斜した反射面を有している。
【００５１】
　本実施形態では、反射パターン２１として、導光板２０の裏面２０ｃに垂直であり、且
つ、光の導光方向に平行な断面の断面形状が略二等辺三角形状（Ｖ字状）を成し、当該断
面に垂直な方向に沿って直線的に延伸するように導光板２０の裏面を切り欠いた溝を形成
している。なお、上述の通り、この導光板２０は透明な材料からなるいわゆるシースルー
型の導光パネルである。そのため、光源１０が非点灯状態の場合、観察者に反射パターン
２１は認識されないようになっている。
【００５２】
　ただし、反射パターン２１は、導光板２０の裏面２０ｃを切り欠くことによって形成さ
れた溝状のパターンに限られず、導光板２０の裏面２０ｃから外側に突出するように形成
されていてもよい。また、反射パターン２１は、導光板２０と一体的に設けられる構成に
限られず、例えば導光板２０の裏面に取り付けられるものであってもよい。
【００５３】
　図３は、図１に示される発光領域Ａを示す上面図である。図３に示すように、発光領域
Ａに対応する反射領域ａは、第１反射領域ａ１、第２反射領域ａ２、および第３反射領域
（第２反射領域）ａ３の３つの領域を含み、これらの各領域は互いに近接している。第１
反射領域ａ１、第２反射領域ａ２、および第３反射領域ａ３は、発光領域Ａに表示する立
方体の図形を構成する３つの面にそれぞれが対応している。
【００５４】
　第１反射領域ａ１は、光源１０ａからの光を第１方向へ向けて反射する矩形の領域であ
る。この第１反射領域ａ１には、光源１０ａからの光を第１方向へ向けて反射するように
反射面の傾斜角度および配置角度が調整された反射パターン２１ａが複数配置されている
。
【００５５】
　第２反射領域ａ２は、光源１０ｂからの光を、第１方向とは異なる第２方向へ向けて反
射する矩形の領域である。この第２反射領域ａ２には、光源１０ｂからの光を第２方向へ
向けて反射するように反射面の傾斜角度および配置角度が調整された反射パターン２１ｂ
が複数配置されている。
【００５６】
　第３反射領域ａ３は、光源１０ｃからの光を、第１方向および第２方向とは異なる第３
方向へ向けて反射する矩形の領域である。この第３反射領域ａ３には、光源１０ｃからの
光を第３方向へ向けて反射するように反射面の傾斜角度および配置角度が調整された反射
パターン２１ｃが複数配置されている。
【００５７】
　図４は、図３に示される反射パターン２１ａ～２１ｃの配置角度を説明するための模式
図である。図４に示すように、第１反射領域ａ１に配置された各反射パターン２１ａは、
反射面の向きを略平行とし、且つ、各反射パターン２１ａの延伸方向が光源１０ａから導
光板２０に入射する光の光軸方向に対して垂直になるように、一定の密度で配置（整列配
置）されている。これにより、各反射パターン２１ａによって光源１０ａからの光を所定
の方向（第１方向）へ向けて好適に反射することができる。
【００５８】
　また、第２反射領域ａ２に配置された各反射パターン２１ｂは、反射面の向きを略平行
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とし、且つ、各反射パターン２１ｂの延伸方向が光源１０ｂから導光板２０に入射する光
の光軸方向に対して垂直になるように、一定の密度で配置（整列配置）されている。これ
により、各反射パターン２１ｂによって光源１０ｂからの光を所定の方向（第２方向）へ
向けて好適に反射することができる。
【００５９】
　さらに、第３反射領域ａ３に配置された各反射パターン２１ｃは、反射面の向きを略平
行とし、且つ、各反射パターン２１ｃの延伸方向が光源１０ｃから導光板２０に入射する
光の光軸方向に対して垂直になるように、一定の密度で配置（整列配置）されている。こ
れにより、各反射パターン２１ｃによって光源１０ｃからの光を所定の方向（第３方向）
へ向けて好適に反射することができる。
【００６０】
　このように、反射領域ａは、互いに異なる方向へ向けて光を反射する、第１反射領域ａ
１、第２反射領域ａ２、および第３反射領域ａ３を含んでおり、これらの各領域には、導
光板２０の裏面２０ｃの面内方向における配置角度が互いに異なるように、反射パターン
２１ａ～２１ｃが整列配置されている。これらの各領域で反射された各光源１０ａ～１０
ｃからの光はそれぞれの指向性を維持しつつ発光領域Ａから出射される。
【００６１】
　したがって、導光板２０の表面２０ｂを観察する観察者の観察位置に応じて、観察者に
到達する各領域で反射された光の光量が変化するため、発光領域にＡおいて部分的に明暗
差が生じるように視認させることが可能となる。
【００６２】
　例えば、観察者が第１方向から導光板２０の表面２０ｂを観察した場合、第１反射領域
ａ１に対応する（第１反射領域ａ１で反射された光を出射する）発光領域Ａの一部の領域
が、第２反射領域ａ２および第３反射領域ａ３に対応する発光領域Ａの他の領域に比べて
相対的に明るく視認される。また、第２反射領域ａ２および第３反射領域ａ３に対応する
発光領域Ａの他の領域においても、観察者の観察位置、並びに、第２方向および第３方向
の角度範囲の設定などに応じて、第２反射領域ａ２に対応する発光領域Ａの一部の領域と
第３反射領域ａ３に対応する発光領域Ａの一部の領域との間で明暗差が生じ得る。
【００６３】
　よって、発光装置１ａでは、観察者の観察位置に応じて、発光領域Ａに表示した立方体
の図形を構成する３つの面において、各面の境界線（稜線）を境にして明暗差を生じさせ
ることができる。そのため、当該立方体を観察者に立体的に視認させることができる。
【００６４】
　また、本実施形態では、互いに異なる発光色の光源１０ａ～１０ｃを用いているため、
立方体の図形を構成する３つの面をそれぞれ異なる色で表示することができる。これによ
り、立体視における視覚的効果をさらに向上させることができる。
【００６５】
　なお、発光領域Ａに含まれる第１反射領域ａ１、第２反射領域ａ２、および第３反射領
域ａ３における光の反射方向（第１方向、第２方向、および第３方向）の角度範囲の設定
は、想定される観察位置（表面２０ｂに対する観察者の距離および角度）、表示するオブ
ジェクトの種類などに応じて適宜変更可能である。例えば、第１方向の角度範囲（第１角
度範囲）、第２方向の角度範囲（第２角度範囲）、および第３方向の角度範囲（第３角度
範囲）は、導光板２０の表面２０ｂに垂直な面で切断したときの断面における光の反射範
囲が互いに重ならず、且つ、第１角度範囲、第２角度範囲および第３角度範囲が連続また
は近接するような角度分布に設定される。
【００６６】
　また、第１反射領域ａ１、第２反射領域ａ２、および第３反射領域ａ３に配置された反
射パターン２１ａ～２１ｃの密度は、当該領域内において変化していてもよい。これによ
り、第１反射領域ａ１、第２反射領域ａ２、および第３反射領域ａ３に対応する発光領域
Ａの一部の領域内において、観察者に明部と暗部とを視認させることが可能となる。例え
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ば、第１反射領域内に配置された反射パターン２１ａの密度を変化させることにより、当
該第１反射領域ａ１に対応する発光領域Ａの一部の領域内において、さらに明部と暗部と
を有するように観察者に視認させることが可能となる。したがって、立体視における視覚
的効果を向上させることができる。
【００６７】
　さらに、導光板２０の表面２０ｂに表示するオブジェクトの形状などは特に限定されず
、図形の他、文字や絵柄などであってもよい。また、直線のみで構成されたオブジェクト
に限られず、曲線を含むオブジェクトであってもよい。
＜発光装置１ａの効果＞
　このように、実施形態に係る発光装置１ａは、光源１０から入射する光を導光して、表
面２０ｂに設定された発光領域Ａから出射させる導光板２０を備えている。この導光板２
０は、表面２０ｂと対向する裏面２０ｃにおける、発光領域Ａに対応する領域である反射
領域ａに配置された複数の反射パターン２１を備え、反射領域ａは、光源１０ａからの光
を第１方向へ向けて反射する複数の反射パターン２１ａが配置された第１反射領域ａ１、
光源１０ｂからの光を第２方向へ向けて反射する複数の反射パターン２１ｂが配置された
第２反射領域ａ２、および光源１０ｃからの光を第３方向へ向けて反射する複数の反射パ
ターン２１ｃが配置された第３反射領域ａ３を含んでいる。
【００６８】
　発光装置１ａでは、第１反射領域ａ１、第２反射領域ａ２、および第３反射領域ａ３で
反射された光源１０ａ～１０ｃからの光は、互いに異なる方向である第１方向、第２方向
、および第３方向へ向けて発光領域Ａからそれぞれ出射される。
【００６９】
　そのため、例えば観察者が第１方向から表面２０ｂを観察した場合、第１反射領域ａ１
に対応する発光領域Ａの一部の領域が明部として視認され、第２反射領域ａ２および第３
反射領域ａ３に対応する発光領域Ａの一部の領域が暗部として視認される。
【００７０】
　このように、発光装置１ａでは、発光領域Ａから出射される光の出射方向が部分的（断
続的）に変化しているため、観察位置に応じて、観察者に到達する光の光量が変化する。
そのため、発光領域Ａにおいて部分的に明部と暗部とを有するように観察者に視認させる
ことが可能となる。
【００７１】
　したがって、本実施形態によれば、発光領域Ａに明部と暗部とを形成し、それらを組み
合わせることによって、当該発光領域Ａを観察者に立体的に視認させることができる導光
板２０および発光装置１ａを実現することができる。
【００７２】
　また、本実施形態によれば、観察者の観察位置によって発光領域Ａにおける明部と暗部
との位置が変化するため、立体視における好適な視覚的効果を得ることができる。
【００７３】
　さらに、本実施形態によれば、複数の光源１０ａ～１０ｃから出射される光の強度を一
定に維持したまま、発光領域Ａにおいて部分的に明部と暗部とを有するように観察者に視
認させることができる。
【００７４】
　＜変形例＞
　（変形例１）
　図５は、本実施形態に係る導光板２０の発光状態の変形例を示す説明図である。上述の
実施形態では、明部と暗部とを有する１つの発光領域Ａを導光板２０の表面２０ｂに設定
した構成について説明した。ただし、本発明は当該構成に限定されない。例えば、導光板
２０の表面２０ｂに複数の発光領域Ａを設定してもよい。
【００７５】
　例えば、図５に示すように、マトリクス状に隣接して配置された多数の発光領域Ａを導
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光板２０の表面２０ｂに設定してもよい。これにより、明部と暗部とを有する各発光領域
Ａを組み合わせたて形成したオブジェクトを観察者に立体的に視認させることができる。
【００７６】
　このように、導光板２０の表面２０ｂに複数の発光領域Ａを設定し、これらの発光領域
Ａを組み合わせることにより、複雑な図形、文字、絵柄などのオブジェクトを立体的に表
示することができる。
【００７７】
　（変形例２）
　図６の（ａ）～図６の（ｄ）は、反射パターン２１の変形例を示す断面図である。図６
の（ａ）～図６の（ｄ）の上段は反射パターン２１の上面図を示し、下段は反射パターン
２１の断面図を示している。
【００７８】
　上述の実施形態では、図６の（ａ）に示すように、反射パターン２１は、断面形状が２
つの傾斜面を有する略二等辺三角形状としている。ただし、反射パターン２１の断面形状
およびパターン形状は、光源１０の配置位置や数、表示するオブジェクトの種類、光を反
射させる方向などに応じて適宜変更可能である。
【００７９】
　例えば、図６の（ｂ）に示すように、反射パターン２１として、断面形状が１つの傾斜
面を有する略直角三角形状である溝を形成してもよい。この場合、反射パターン２１は、
光が入射する方向に傾斜面が位置するように形成される。
【００８０】
　また、図６の（ｃ）および図６の（ｄ）に示すように、反射パターン２１は、直線的な
パターン形状ではなく、曲線的なパターン形状に形成されていてもよい。
【００８１】
　（変形例３）
　図７は、反射領域ａにおける反射パターン２１の配置例を示す斜視図である。上述の実
施形態では、図３に示すように、第１反射領域ａ１、第２反射領域ａ２、および第３反射
領域ａ３の各領域内において、反射パターン２１ａ～２１ｃがそれぞれ整列配置された構
成について説明した。ただし、本発明は当該構成に限定されない。
【００８２】
　例えば、図７に示すように、各領域に配置された各反射パターン２１ａ～２１ｃは、対
応する光源１０ａ～１０ｃおよび当該反射パターンの中心（すなわち、導光板２０の裏面
２０ｃに垂直な方向から見たときの反射面の延伸方向の中心）を結ぶ直線と、当該反射パ
ターン２１ａ～２１ｃの反射面とのなす角度が、当該域内の位置に応じて変化していても
よい。
【００８３】
　このように、第１反射領域ａ１、第２反射領域ａ２、および第３反射領域ａ３に配置さ
れた反射パターン２１ａ～２１ｃの上記角度を変化させることにより、各領域で反射する
光の角度範囲をより精密に制御することができる。
【００８４】
　(変形例４)
　図８は、反射領域ａにおける反射パターン２１の他の配置例を示す斜視図である。上述
の実施形態では、反射領域ａが、第１反射領域ａ１、第２反射領域ａ２、および第３反射
領域ａ３の３つの領域を含む構成について説明した。ただし、本発明は当該構成に限定さ
れない。反射領域ａは、第１反射領域ａ１、第２反射領域ａ２、および第３反射領域ａ３
以外にも、他の領域を含んでいてもよい。
【００８５】
　例えば、図８に示すように、第１反射領域ａ１と第２反射領域ａ２、第１反射領域ａ１
と第３反射領域ａ３、および第２反射領域ａ２と第３反射領域ａ３との境界をなす領域に
、反射パターン２１ｄが線状に配置された線状反射領域（第２発光領域）ａ４を、反射領
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域ａがさらに含んでいてもよい。
【００８６】
　線状反射領域ａ４は、第１方向、第２方向、および第３方向とは異なる第４方向へ向け
て光を反射する線状の領域である。線状反射領域ａ４には、第４方向へ向けて光を反射す
るように反射面の傾斜角度および配置角度が調整された反射パターン２１ｄが線状に配置
されている。本変形例では、この線状反射領域ａ４は、当該線状反射領域ａ４に対応して
設けられた、光源１０ａ～１０ｃとは異なる発光色（例えば、黄色など）の光源（図示省
略）からの光を反射させる。
【００８７】
　これにより、発光領域Ａに表示した立方体の図形を構成する３つの面の境界線部分を、
当該３つの面とは異なる発光色で発光させることができ、この境界線部分を境にして各面
に明暗差を生じさせることができる。
【００８８】
　したがって、本変形例によれば、発光装置１ａの立体視において、さらなる視覚的効果
を付加することができる。
【００８９】
　〔実施形態２〕
　本発明の他の実施形態について、図９～図１１に基づいて説明すれば以下の通りである
。なお、説明の便宜上、実施形態１と同じ機能を有する部材には同じ符号を付し、その説
明を省略する。
【００９０】
　＜発光装置１ｂの構成＞
　図９は、本実施形態に係る導光板２０を備えた発光装置１ｂの概略構成を示す説明図で
あり、図９の（ａ）は上面図、図９の（ｂ）は斜視図である。本実施形態に係る発光装置
１ｂは、３つの光源１０ａ～１０ｃに代えて、１つの光源１１を備えている点において、
上述した実施形態１に係る発光装置１ａと主に異なっている。
【００９１】
　図９の（ａ）および図９の（ｂ）に示すように、発光装置１ｂは、光源１１、および導
光板２０を備えている。
【００９２】
　（光源１１）
　光源１１は、導光板２０の側面２０ａへ向けて光を出射する発光素子である。本実施形
態では、光源１１は導光板２０の側面２０ａに対向して１つの光源１１が配置されている
。この光源１１の種類は特に限定されるものではなく、例えばＬＥＤなどを用いることが
できる。
【００９３】
　光源１１から出射された光は側面２０ａから導光板２０内に入射し、導光板２０の表面
２０ｂおよび裏面２０ｃで全反射しながら導光板２０内を伝播して、導光板２０の表面２
０ｂにおける所定の発光領域Ａから出射される。
【００９４】
　図１０は、図９に示される発光領域Ａを示す上面図である。図１０に示すように、発光
領域Ａに対応する反射領域ａは、第１反射領域ａ１、第２反射領域ａ２、および第３反射
領域ａ３の３つの領域を含んでいる。第１反射領域ａ１、第２反射領域ａ２、および第３
反射領域ａ３は、発光領域Ａに表示する立方体の図形を構成する３つの面にそれぞれが対
応している。
【００９５】
　第１反射領域ａ１は、光源１１からの光を第１方向へ向けて反射する矩形の領域である
。この第１反射領域ａ１には、光源１１からの光を第１方向へ向けて反射するように反射
面の傾斜角度および配置角度が調整された反射パターン２１ａが複数配置されている。
【００９６】
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　第２反射領域ａ２は、光源１１からの光を、第１方向とは異なる第２方向へ向けて反射
する矩形の領域である。この第２反射領域ａ２には、光源１１からの光を第２方向へ向け
て反射するように反射面の傾斜角度および配置角度が調整された反射パターン２１ｂが複
数配置されている。
【００９７】
　第３反射領域ａ３は、光源１１からの光を、第１方向および第２方向とは異なる第３方
向へ向けて反射する矩形の領域である。この第３反射領域ａ３には、光源１１からの光を
第３方向へ向けて反射するように反射面の傾斜角度および配置角度が調整された反射パタ
ーン２１ｃが複数配置されている。
【００９８】
　図１１は、図１０に示される反射パターン２１ａ～２１ｃの配置角度を説明するための
模式図である。図１１に示すように、第１反射領域ａ１に配置された各反射パターン２１
ａは、反射面の向きを略平行とし、且つ、各反射パターン２１ａの延伸方向が光源１１か
ら導光板２０に入射する光の光軸方向に対して垂直になるように配置されている。これに
より、各反射パターン２１ａによって光源１１からの光を所定の方向（第１方向）へ向け
て好適に反射することができる。
【００９９】
　また、第２反射領域ａ２に配置された各反射パターン２１ｂは、反射面の向きを略平行
とし、且つ、各反射パターン２１ｂの延伸方向が光源１１から導光板２０に入射する光の
光軸方向に対して所定の角度を有するように配置されている。これにより、各反射パター
ン２１ｂによって光源１１からの光を所定の方向（第２方向）へ向けて好適に反射するこ
とができる。
【０１００】
　さらに、第３反射領域ａ３に配置された各反射パターン２１ｃは、反射面の向きを略平
行とし、且つ、各反射パターン２１ｃの延伸方向が光源１１から導光板２０に入射する光
の光軸方向に対して所定の角度を有するように配置されている。これにより、各反射パタ
ーン２１ｃによって光源１１からの光を所定の方向（第３方向）へ向けて好適に反射する
ことができる。
【０１０１】
　このように、反射領域ａは、互いに異なる方向へ向けて光を反射する、第１反射領域ａ
１、第２反射領域ａ２、および第３反射領域ａ３を含んでおり、これらの各領域で反射さ
れた光源１１からの光はそれぞれの指向性を維持しつつ発光領域Ａから出射される。
【０１０２】
　よって、発光装置１ｂでは、観察者の観察位置に応じて、発光領域Ａに表示した立方体
の図形を構成する３つの面に明暗差を生じさせることができるので、当該立方体を観察者
に立体的に視認させることができる。
＜発光装置１ｂの効果＞
　このように、実施形態に係る発光装置１ｂは、光源１１から入射する光を導光して、表
面２０ｂに設定された発光領域Ａから出射させる導光板２０を備えている。この導光板２
０は、表面２０ｂと対向する裏面２０ｃにおける、発光領域Ａに対応する領域である反射
領域ａに配置された複数の反射パターン２１を備え、反射領域ａは、光源１１からの光を
第１方向へ向けて反射する複数の反射パターン２１ａが配置された第１反射領域ａ１と、
光源１１からの光を第２方向へ向けて反射する複数の反射パターン２１ｂが配置された第
２反射領域ａ２と、光源１１からの光を第３方向へ向けて反射する複数の反射パターン２
１ｃが配置された第３反射領域ａ３とを含んでいる。
【０１０３】
　発光装置１ｂでは、第１反射領域ａ１、第２反射領域ａ２、および第３反射領域ａ３で
反射された光源１１からの光は、互いに異なる方向である第１方向、第２方向、および第
３方向へ向けて発光領域Ａからそれぞれ出射される。
【０１０４】
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　そのため、発光装置１ｂでは、発光領域Ａから出射される光の出射方向が部分的（断続
的）に変化しているため、観察位置に応じて、観察者に到達する光の光量が変化する。そ
のため、発光領域Ａにおいて部分的に明部と暗部とを有するように観察者に視認させるこ
とが可能となる。
【０１０５】
　したがって、本実施形態によれば、１つの光源１１を用いて、発光領域Ａを観察者に立
体的に視認させることができるため、低コストで発光装置１ｂを実現することができる。
【０１０６】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１０７】
　本発明は、光源から入射する光を導光して光出射面から出射させる導光体、およびそれ
を備えた発光装置に適用でき、例えば、パチンコおよびスロットマシンなどの遊技機に好
適に搭載することがきる。
【符号の説明】
【０１０８】
１ａ，１ｂ　発光装置
１０　光源
１０ａ～１０ｃ　光源
１１　光源
２０　導光板（導光体）
２０ａ　側面
２０ｂ　表面（光出射面）
２０ｃ　裏面（対向面）
２１　反射パターン
２１ａ～２１ｃ　反射パターン
Ａ　発光領域
ａ　反射領域
ａ１　第１反射領域
ａ２　第２反射領域
ａ３　第３反射領域（第２反射領域）
ａ４　線状反射領域（第２反射領域）
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