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(57)【要約】
【課題】光源からの光を確実に導光体内に入射させるこ
とで、光源光の利用効率の向上を図ることができる車両
用灯具を提供する。
【解決手段】板状部材４０の環状反射部４７は、ＬＥＤ
光源１７側に形成された第１反射部４８と、ライトガイ
ド２０側に形成され、第１反射部４８より大径で且つ緩
斜面の第２反射部４９との２つの不連続面によって形成
されている。ＬＥＤ光源１７の疑似光源Ｐから出射され
、ライトガイド２０の入射部２１に直接入射できない出
射角の大きい光α１は、ＬＥＤ光源１７のドーム部への
反射を避けるように、第１反射部４８で反射してから入
射部２１の中心軸２６寄りに入射する。また、光α１よ
りも出射角の小さい光α２は、第２反射部４９で反射し
てから入射部２１の外周側寄りに入射する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ランプボディと前面カバーとで形成される灯室内に、光源と、
　該光源近傍の端部に入射部を有し、該入射部を介して入った前記光源からの入射光を導
光させ、前面側の出射部から照射する柱状導光体と、
　該入射部の前記光源側の近傍に配置され、該光源から前記入射部に直接入射できない出
射角の大きい光を前記入射部へ向けて反射させる環状反射部と、を備え、
　該環状反射部の中心軸上に前記光源が配置されることを特徴とする車両用灯具。
【請求項２】
　前記環状反射部は、板状部材に形成した貫通孔の周面に形成され、
　該板状部材の前記柱状導光体側の前記貫通孔周辺に、前記柱状導光体を固定する複数の
取付リブが該環状反射部の中心軸に沿って一体形成されていることを特徴とする請求項１
に記載の車両用灯具。
【請求項３】
　前記環状反射部は、円柱曲面または前記光源側から前記柱状導光体側に向けて拡径する
略円錐台状空間を形成する斜面を含み、
　前記柱状導光体は、前記光源が配置された位置から見た前記入射部の正面視形状が円形
であり、その外径が前記入射部から延出方向に向って徐々に減少するように形成されてい
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の車両用灯具。
【請求項４】
　前記光源および前記環状反射部は、前記ランプボディに取り付けられた放熱部材に固定
されることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の車両用灯具。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車等の車両用灯具に関し、特にＬＥＤ光源の光を近傍に配置した導光体
に入射させ、該導光体から照射方向に向けて出射させる車両用灯具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ランプボディと前面カバーで画成された灯室内に、前面カバーに沿って配置され
た柱状の導光体と、該導光体の近傍に配置されたＬＥＤ光源とにより所定配光を形成する
車両用灯具が知られている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　通常、導光体は、前面カバーと共に車体形状に沿って車体中央側から側方又は上方へ行
くに従ってスラントして配置されており、後面側に拡散ステップを有する反射面を備えて
いる。そして、ＬＥＤ光源からの入射光を拡散ステップで反射させて、前面側の出射面か
ら照射方向に出射させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３６７４０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記従来の車両用灯具においては、ＬＥＤ光源から出射される出射光の内、出
射角の大きい光を導光体内に入射させることができず、ＬＥＤ光源の利用効率を高めるこ
とが難しかった。
【０００６】
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　本発明の目的は、上記課題を解決するためになされたものであり、光源からの光を確実
に導光体内に入射させることで、光源光の利用効率の向上を図ることができる車両用灯具
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る上記目的は、ランプボディと前面カバーとで形成される灯室内に、光源と
、該光源近傍の端部に入射部を有し、該入射部を介して入った前記光源からの入射光を導
光させ、前面側の出射部から照射する柱状導光体と、該入射部の前記光源側の近傍に配置
され、該光源から前記入射部に直接入射できない出射角の大きい光を前記入射部へ向けて
反射させる環状反射部と、を備え、該環状反射部の中心軸上に前記光源が配置されること
を特徴とする車両用灯具により達成される。
【０００８】
　上記構成の車両用灯具によれば、入射部の光源側の近傍に配置され、光源から入射部に
直接入射できない出射角の大きい光を入射部へ向けて反射させる環状反射部を備えている
ので、光源からの出射角の大きい光を環状反射部で反射させて、入射部から導光体内に入
射させることができる。これにより、光源光の利用効率の向上を図ることができる。
【０００９】
　また、上記構成の車両用灯具において、前記環状反射部は、板状部材に形成した貫通孔
の周面に形成され、該板状部材の前記柱状導光体側の前記貫通孔周辺に、前記柱状導光体
を固定する複数の取付リブが該環状反射部の中心軸に沿って一体形成されていることが望
ましい。
【００１０】
　このような構成の車両用灯具によれば、環状反射部を有する板状部材の所定位置に柱状
導光体が位置決めされるので、柱状導光体の入射部の位置決め精度の向上を図ることがで
きる。
【００１１】
　また、上記構成の車両用灯具において、前記環状反射部は、円柱曲面または前記光源側
から前記柱状導光体側に向けて拡径する略円錐台状空間を形成する斜面を含み、前記柱状
導光体は、前記光源が配置された位置から見た前記入射部の正面視形状が円形であり、そ
の外径が前記入射部から延出方向に向って徐々に減少するように形成されていることが望
ましい。
【００１２】
　このような構成の車両用灯具によれば、導光体端部の入射部の外径を大きく取ることが
できるので、導光体の入射面積を大きく取ることができ、光源光の利用効率を一層向上さ
せることができる。
【００１３】
　また、上記構成の車両用灯具において、前記光源および前記環状反射部は、前記ランプ
ボディに取り付けられた放熱部材に固定されることが望ましい。
【００１４】
　このような構成の車両用灯具によれば、光源近傍に配置される放熱部材に光源および環
状反射部が固定されるので、光源の位置決め精度の向上を図ることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る車両用灯具によれば、光源から入射部に直接入射できない出射角の大きい
光を入射部へ向けて反射させる環状反射部を備えているので、光源からの出射角の大きい
光を環状反射部で反射させて、入射部から導光体内に入射させることができる。これによ
り、光源光の利用効率の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る一実施形態を示す車両用灯具の正面図である。
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【図２】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】図１の要部の分解斜視図である。
【図４】図３の板状部材を放熱部材に固定した状態を示す斜視図である。
【図５】図４の柱状導光体の固定状態を示すＢ－Ｂ線断面図である。
【図６】図５の要部拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明に係る車両用灯具の一実施形態を図１～図６に基づいて説明する。
【００１８】
　図１及び図２に示すように、本発明の一実施形態である車両用灯具１０は、車両前方側
が開口された形状で車体側に固定される樹脂製のランプボディ１１と、ランプボディ１１
の開口部に取り付けられた無色透明の前面カバー１２とを備えているヘッドランプの標識
灯に適用したものである。
【００１９】
　車両用灯具１０は、ランプボディ１１と前面カバー１２とで画成された灯室内に、中心
部にヘッドランプ用に配置されたバルブ１４を備えている。前面カバー１２は、車体中央
側の前方から車体側方側の後方に向かってスラントして配置されており、この前面カバー
１２に沿って湾曲した円柱状の導光体であるライトガイド２０が配置されている。また、
ライトガイド２０の後面側の近傍には、ライトガイド２０と所定間隔を保つように湾曲し
た反射部材３０が配置されている。
【００２０】
　ライトガイド２０の両端近傍には、放熱部材（ヒートシンク）１６が取り付けられてお
り、この放熱部材１６の側面部にＬＥＤ光源１７，１８とライトガイド２０の端部が後述
する板状部材４０を介して固定されている。このＬＥＤ光源１７とライトガイド２０によ
り、例えばポジションランプ配光を形成している。また、ランプボディ１１の開口部周辺
には、エクステンション１９が配置されている。
【００２１】
　図３に示すように、放熱部材１６は、アルミダイカスト製であり、上部に放熱用の複数
の放熱フィン３２，３３を備え、中央側部には一対の取付片３７，３７間に形成されたＬ
ＥＤ光源１７を取り付ける取付凹部３６を備えている。また、ＬＥＤ光源１７は矩形状の
固定用基板１５に装着されている。この固定用基板１５は、コ字状の板バネＳによって取
付凹部３６側に付勢される。この板バネＳは、ＬＥＤ光源１７を固定用基板１５を介して
取付凹部３６に圧着させる押さえ用突起Ｓ１を備えている。
【００２２】
　板状部材４０は、正面視で円形の貫通孔４３を中央に有する平板部４１と、取付孔４４
を有する取付部４２とからなる断面コ字状の取付部品である。この板状部材４０は、貫通
孔４３の周縁に該貫通孔４３の中心軸５０を中心に十字状に配置され、ライトガイド２０
の先端部を挟持する４つの取付リブ４５と、隣接する取付リブ４５，４５間に各々配置さ
れた４つのボス４６とが突設されている。
【００２３】
　組み立ては、放熱部材１６の取付凹部３６に固定用基板１５を装着して、その上から板
バネＳで付勢する。そして、その上から取付孔４４が放熱部材１６側のネジ孔３５に合う
ように板状部材４０を取付凹部３６部分に装着して、ネジ３４で締め付けることで放熱部
材１６に固定される（図４参照）。
【００２４】
　図５に示すように、ライトガイド２０は、ＬＥＤ光源１７の光が入射する平面状の入射
部２１と、大径の先端部２２と、小径の導光部２４と、先端部２２から導光部２４に向か
って徐々に小径化する先細状のテーパ部２３とから構成されている。この導光部２４の延
出軸を通る後面側には、ＬＥＤ光源１７の光を車両前方へ内面反射させる三角状の拡散ス
テップ２５が導光部２４に沿って帯状に形成されている。
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【００２５】
　板状部材４０の貫通孔４３の内周面４７は、円柱曲面またはＬＥＤ光源１７側からライ
トガイド２０側に向けて拡径する略円錐台状空間を形成する斜面である。この内周面４７
上に、例えば、アルミニウム蒸着面を形成することで、環状の反射部とすることができる
。
【００２６】
　ライトガイド２０の先端部２２は、貫通孔４３の周縁近傍に十字状に配置された取付リ
ブ４５，４５間に挿入することで、環状反射部４７の中心軸５０を中心に配置された４つ
の取付リブ４５の内周縁部分によって先端部２２の４箇所が挟持される。このとき、ライ
トガイド２０の入射部２１が取付リブ４５，４５間に突設されたボス４６に当接する。こ
れにより、ＬＥＤ光源１７の光軸Ａｘは、入射部２１の中心軸２６と一致するとともに、
環状反射部４７の中心軸５０と一致するように位置決めされる。なお、環状反射部４７の
中心軸５０上にＬＥＤ光源１７が配置されれば良く、必ずしもＬＥＤ光源１７の光軸Ａｘ
および入射部２１の中心軸２６が環状反射部４７の中心軸５０と一致する必要はない。
【００２７】
　図６に示すように、板状部材４０の貫通孔４３の内周面である環状反射部４７は、ＬＥ
Ｄ光源１７側に形成された円錐台面の形状を成す第１反射部４８と、ライトガイド２０側
に形成され、第１反射部４８より大径で且つ頂角の小さい円錐台面の形状を成す第２反射
部４９との２つの不連続面によって形成されている。なお、この環状反射部４７は、必ず
しも不連続面である必要はなく、単純な円柱曲面や、ＬＥＤ光源から遠ざかるに従って拡
径する曲面とすることも可能である。
【００２８】
　ＬＥＤ光源１７の疑似光源Ｐから出射され、ライトガイド２０の入射部２１に直接入射
できない出射角の大きい光α１は、ＬＥＤ光源１７のドーム部への反射を避けるように、
第１反射部４８で反射してから入射部２１の中心軸２６寄りに入射する。また、同様に直
接入射部２１に入射できなく且つ光α１よりも出射角の小さい光α２は、第２反射部４９
で反射してから入射部２１の外周側寄りに入射する。また、光α２よりもさらに出射角の
小さい光α３は、入射部２１に直接入射してから内面反射して延出方向に導光されて行く
。
　このように、ライトガイド２０に入射できなかった出射角の大きい光を確実に入射部２
１に入射させることができるとともに、環状反射部４７のＬＥＤ光源１７側に第２反射部
４９よりも頂角が大きい円錐台面の第１反射部４８を設けることで、光α１が第１反射部
４８で反射した後、ＬＥＤ光源１７のドーム部へ入射するのを防ぎ、ＬＥＤ光源１７の光
利用効率を高めている。
【００２９】
　上述した本実施形態の車両用灯具１０によれば、入射部２１のＬＥＤ光源１７側の近傍
に配置され、ＬＥＤ光源１７から入射部２１に直接入射できない出射角の大きい光α１，
α２を入射部２１へ向けて反射させる環状反射部４７を備えている。これにより、ＬＥＤ
光源１７からの出射角の大きい光α１，α２を環状反射部４７で反射させて、入射部２１
からライトガイド２０内に入射させることができるので、ＬＥＤ光源１７の光の利用効率
の向上を図ることができる。
【００３０】
　また、板状部材４０のライトガイド２０側の貫通孔４３周辺に、ライトガイド２０を固
定する複数の取付リブ４５が環状反射部４７の中心軸５０に沿って一体形成されている。
　これにより、環状反射部４７を有する板状部材４０の所定位置にライトガイド２０を位
置決めできるので、ライトガイド２０の入射部２１の位置決め精度の向上を図ることがで
きる。
【００３１】
　また、環状反射部４７は、ＬＥＤ光源１７側からライトガイド２０側に向けて拡径する
略円錐台状空間を形成する斜面を含んでいる。また、ライトガイド２０は、ＬＥＤ光源１
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７が配置された位置から見た入射部２１の正面視形状が円形であり、その外径が入射部２
１から延出方向に向って徐々に減少するように形成されている。これにより、ライトガイ
ド２０端部の入射部２１の外径を大きく取ることができ、ライトガイド２０の入射面積を
大きく取ることができるので、ＬＥＤ光源１７の光の利用効率を一層向上させることがで
きる。
【００３２】
　また、ＬＥＤ光源１７および環状反射部４７は、ランプボディ１１に取り付けられた放
熱部材１６に固定されるので、ＬＥＤ光源１７の位置決め精度の向上を図ることができる
。
【００３３】
　なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、適宜、変形、改良等が
自在である。その他、上述した実施形態における各構成要素の材質、形状、寸法、数値、
形態、数、配置場所、等は本発明を達成できるものであれば任意であり、限定されない。
【符号の説明】
【００３４】
　１０…車両用灯具
　１２…前面カバー
　１６…放熱部材
　１７…ＬＥＤ光源
　２０…ライトガイド（柱状導光体）
　２１…入射部
　４０…板状部材
　４３…貫通孔
　４５…取付リブ
　４７…環状反射部
　４８…第１反射部
　４９…第２反射部
　５０…環状反射部の中心軸
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