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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ＬＥＤ素子の熱を効率的に放熱でき、該ＬＥＤ
素子の出射する光をロス無く集光して大光量を得られる
照明装置を提供する。
【解決手段】回転放物面形状の反射面１１ａを有する反
射部１と、前記反射面１１ａの回転中心軸Ｚを面内に含
む平板状の伝熱部材である基板２と、出射光軸３ｘが前
記回転中心軸Ｚと直交する状態で、前記回転放物面の焦
点位置又はその近傍にて前記基板２に支持されるＬＥＤ
素子３とを具備し、前記基板２の側端部２ｙを反射部本
体１１及びフィン支持部１２２に接続した。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置全体の照射光軸を含む面内に配される平板状の伝熱部材と、
　前記面と直交する断面の形状が放物線形状又は楕円形状の反射面を有する反射部と、
　素子の出射光軸が前記照射光軸と直交する状態で、前記放物線の焦点位置若しくはその
近傍又は前記楕円の一方の焦点位置若しくはその近傍にて前記伝熱部材に支持されるＬＥ
Ｄ素子とを具備し、
　前記伝熱部材の側端部を、前記反射面に接続している照明装置。
【請求項２】
　前記反射面が、回転放物面形状又は回転楕円面形状である請求項１記載の照明装置。
【請求項３】
　前記伝熱部材の表面及び裏面で、前記ＬＥＤ素子をそれぞれ支持している請求項１又は
２記載の照明装置。
【請求項４】
　前記伝熱部材が、前記ＬＥＤ素子の電極を兼ねている請求項１乃至３いずれか記載の照
明装置。
【請求項５】
　前記反射部は、前記反射面で反射させた光を外部へ導出する開口を有し、
　前記側端部は、前記伝熱部材の前記開口に臨む端部以外の全ての端部である請求項１乃
至４いずれか記載の照明装置。
【請求項６】
　前記反射部は、内部に前記反射面を形成した反射部本体と、この反射部本体に連続して
設けた放熱フィンとを具備している請求項１乃至５いずれか記載の照明装置。
【請求項７】
　光導入端を、前記楕円の他方の焦点に臨ませたライトガイドを具備している請求項１乃
至６いずれか記載の照明装置。
【請求項８】
　光導入端を、前記反射面で反射させた光を外部へ導出する前記反射部の開口に望ませた
ライトガイドを具備し、
　前記反射部の開口径と前記光導入端の径とを略等しくしている請求項１乃至６いずれか
記載の照明装置。
【請求項９】
　前記伝熱部材の表裏各面において、それぞれ複数のＬＥＤ素子を互いの出射光軸の向き
を異ならせて集合配置している請求項１乃至８いずれか記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記複数のＬＥＤ素子が、ブロック体上に配置され、そのブロック体を前記伝熱部材に
支持させている請求項９記載の照明装置。
【請求項１１】
　装置全体の照射光軸を含む面内に配される平板状の伝熱部材と、
　前記面と直交する断面の輪郭形状が放物線形状の反射面を有する反射部と、
　素子の出射光軸が前記照射光軸と直交する状態で、前記放物線の焦点位置若しくはその
近傍にて前記伝熱部材に支持されるＬＥＤ素子とを具備し、
　前記伝熱部材の側端部を、前記反射面に接続している車両用ヘッドライト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ素子の熱を効率的に放熱でき、該ＬＥＤ素子の出射する光をロス無く
集光して大光量を得られる照明装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、複数のＬＥＤ素子が出射する光を反射・集光して大光量を得られるようにした照
明装置が知られている。
【０００３】
　具体的にこの種の照明装置は、楕円曲面の一方の焦点に配設され、外方向に光をそれぞ
れ出射するようにした複数のＬＥＤ素子と、これらＬＥＤ素子を環状を成すように支持す
る略円筒形状の基板と、前記楕円曲面を前記基板の中心軸回りに３６０度回転することで
得られる反射面とを具備し、各ＬＥＤ素子が出射する光の一部（光軸を中心とした所定範
囲の立体角に含まれる光）を、前記反射面で確実に反射し、その反射光がＬＥＤ素子自身
や基板により遮られることなく、照射目的点である前記他方の焦点に集束して大光量を得
られるように構成されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－４６４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところがこのような従来の構成では、複数のＬＥＤ素子は、それぞれ異なる楕円曲面の
一方の焦点に配されているため、各ＬＥＤ素子が出射する光のうち、一部の光しか照射目
的点に集束できず、大光量を得られない。また、ＬＥＤ素子が発する熱を効率よく放熱す
ることに関して、なんらかの特別な工夫が行われているといったものでもない。
【０００５】
　本発明は、このような課題に着目してなされたものであって、主たる目的は、ＬＥＤ素
子の熱を効率的に放熱でき、該ＬＥＤ素子の出射する光をロス無く集光して大光量を得ら
れる照明装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　すなわち本発明にかかる照明装置は、装置全体の照射光軸を含む面内に配される平板状
の伝熱部材と、前記面と直交する断面の形状が放物線形状又は楕円形状の反射面を有する
反射部と、素子の出射光軸が前記照射光軸と直交する状態で、前記放物線の焦点位置若し
くはその近傍又は前記楕円の一方の焦点位置若しくはその近傍にて前記伝熱部材に支持さ
れるＬＥＤ素子とを具備し、前記伝熱部材の側端部を、前記反射面に接続していることを
特徴とする。
【０００７】
　ここで、「平板状」とは、必ずしも「板」である必要はなく、例えば、平らに張られた
膜状のものも含む概念である。
【０００８】
　このようなものであれば、ＬＥＤ素子の熱は、伝熱部材の側端部全体から反射面に伝達
されて反射部で放熱されるため、高い放熱効果を得られる。このとき、伝熱部材は平板状
であるため、熱は厚み方向よりも面方向に伝熱しやすいといった熱の性質を有効に利用し
て、ＬＥＤ素子から伝熱部材に伝わった熱を、その面方向に速やかに伝わらせ、例えば放
熱フィンで放熱することができ、より高い放熱効果を得られる。また、ＬＥＤ素子を、そ
の出射光軸が装置全体の照射光軸と直交する状態で、前記放物線の焦点位置若しくはその
近傍又は前記楕円の一方の焦点位置若しくはその近傍にて前記伝熱部材に支持されるよう
にしているため、ＬＥＤ素子が前記反射面の放物線部分又は楕円部分に向けて出射する全
ての光（反射面で反射された光を含む。以下同様）は、伝熱部材によって遮られることは
ない。しかして、反射面が放物線形状である場合にはＬＥＤ素子が出射する全ての光を効
率よく平行光として照射することができ、反射面が楕円形状である場合には、ＬＥＤ素子
が出射する殆ど全ての光を、該楕円の他方の焦点に集光することができる。
【０００９】
　すなわち、ＬＥＤ素子の熱を効率的に放熱しながら該ＬＥＤ素子の出射する光をロス無
く集光して大光量を得られる照明装置を提供することができる。
【００１０】



(4) JP 2009-99470 A 2009.5.7

10

20

30

40

50

　前記反射面が、回転放物面形状又は回転楕円面形状であれば、比較的容易に反射面の設
計を行うことができる。
【００１１】
　シンプルな構成でありながら、大きな光量を取り出せるようにするには、前記伝熱部材
の表面及び裏面で、前記ＬＥＤ素子をそれぞれ支持していることが好ましい。
【００１２】
　前記伝熱部材が、前記ＬＥＤ素子の電極を兼ねているのであれば、この伝熱部材を、例
えばガラスエポキシ樹脂及び銅を用いて構成できるなど、比較的安価なものとすることが
できる。
【００１３】
　本発明の望ましい態様としては、前記反射部は、前記反射面で反射させた光を外部へ導
出する開口を有し、前記側端部は、前記伝熱部材の前記開口に臨む端部以外の全ての端部
であるものが挙げられる。
【００１４】
　より効率的な放熱効果を得るには、前記反射部が、内部に前記反射面を形成した反射部
本体と、この反射部本体に連続して設けた放熱フィンとを具備していることが好ましい。
【００１５】
　本発明の望ましい態様としては、光導入端を前記楕円面の他方の焦点に臨ませたライト
ガイドを具備しているものが挙げられる。ここで、「ライトガイド」の具体的な態様とし
ては、例えば、光ファイバ、光ファイバを接続可能なロッドレンズ、フレネルレンズ等の
集光レンズ等が挙げられる。例えば前記光導出端に、光ファイバを直接接続又はロッドレ
ンズを介して間接的に接続すれば、光ファイバを利用した大光量による製品検査を好適に
行うことができる。
【００１６】
　伝熱部材の各面にそれぞれ単一のＬＥＤ素子のみを搭載すると、その出射光軸方向の光
が強くなって、縦長の光となる場合がある。この現象を緩和して、より円形に近いムラの
ない光を照射するためには、前記伝熱部材の表裏各面において、複数のＬＥＤ素子を互い
の出射光軸の向きを異ならせて集合配置しているものが望ましい。
【００１７】
　より具体的には、前記複数のＬＥＤ素子を、ブロック体上に配置し、そのブロック体を
前記伝熱部材に支持させればよい。このような構造であれば、ブロック体にＬＥＤ素子を
調整配置した後、ブロック体を伝熱部材に搭載するなどの方法により、簡単に製造するこ
とができるようになる。
【００１８】
　ところで、ＬＥＤ素子３の配置位置に誤差があったり、ＬＥＤ素子３が点光源とはみな
せないようなものであったりすると、反射面が放物線形状のときには、ＬＥＤ素子が出射
する全ての光を、開口で平行光として照射することができず、また、反射面が楕円形状の
ときには、その全ての光を、該楕円の他方の焦点に集光することができない。そこで、光
導入端を、前記反射面で反射させた光を外部へ導出する前記反射部の開口に望ませたライ
トガイドを具備し、前記反射部の開口径と前記光導入端の径とを略等しくする構成を採る
ことにより、その開口に望ませ且つその開口径と略等しい径の光導入端を有するライトガ
イドによって、ＬＥＤ素子が出射する全ての光を利用することができる。
【００１９】
　本発明の車両用ヘッドライトの望ましい態様としては、装置全体の照射光軸を含む面内
に配される平板状の伝熱部材と、前記面と直交する断面の輪郭形状が放物線形状の反射面
を有する反射部と、素子の出射光軸が前記照射光軸と直交する状態で、前記放物線の焦点
位置若しくはその近傍にて前記伝熱部材に支持されるＬＥＤ素子とを具備し、前記伝熱部
材の側端部を、前記反射面に接続しているものが挙げられる。
【発明の効果】
【００２０】
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　このように本発明に係る照明装置は、ＬＥＤ素子が発する熱の高い放熱効果と、照射目
的点で大光量を得ることとを同時に実現できる照明装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。
【００２２】
　本実施形態に係る照明装置Ａは、例えば車両用ヘッドライトとして使用されるものであ
って、図１、図２、図３、図４に示すように、内部に回転放物面形状の反射面１１ａを有
する反射部１と、この反射部１の内部に配設した伝熱部材である基板２と、この基板２の
表面及び裏面のそれぞれの焦点位置又はその近傍に配設したＬＥＤ素子３と、を具備する
ものである。以下、各部を具体的に説明する。
【００２３】
　反射部１は、金属製のものであって、外観視略円柱形状で内部に前記反射面１１ａを形
成した反射部本体１１と、この反射部本体１１の基端側に連続して設けた放熱部１２とを
具備している。
【００２４】
　反射部本体１１は、図３、図４に示す軸Ｚを装置全体の照射光軸である回転中心軸とし
且つ後述する２つのＬＥＤ素子３を配設する共通の位置を焦点Ｓ１とする回転放物面（す
なわち、軸Ｚを含めて切った任意の断面の形状が放物面形状を有している。）で構成され
た反射面１１ａを有するものであって、該反射面１１ａで反射させた光を、正面視略円形
状の開口１１ｚから外部へ導出できるようにしている。
【００２５】
　放熱部１２は、略円板状の複数の放熱フィンｆと、これら各放熱フィンｆを所定間隔離
間させながらそれぞれの中心部分を支持する略平板状のフィン支持部１２２とを備えるも
のである。
【００２６】
　なお、本実施形態では、この反射部１を、基板２の取り付け等のために、照射方向と直
交する方向に二分割できるようにしている。
【００２７】
　基板２は、平面視略矩形状をなすものであって、反射部本体１１の開口１１ｚに臨む端
部２ｘを、その開口１１ｚから内側へオフセットさせるとともに、前記端部２ｘ以外の全
ての端部である側端部２ｙを、反射部本体１１及びフィン支持部１２２に接続している。
より具体的には、側端部２ｙが、当該装置の組立後に、反射部本体１１及びフィン支持部
１２２のそれぞれに挟まれた状態となるようにしている（図７参照）。このように、基板
２の側端部２ｙを反射部本体１１及びフィン支持部１２２が押さえるため、基板２を可及
的に薄くしても、ＬＥＤ素子３を好適に支持することができる。
【００２８】
　そして、本実施形態では、この基板２を、図５、図６、図７などに示すように、配線パ
ターン２２を表面に設けた２つの基板本体２１を備えるものとし、その裏面同士を貼り合
せて形成している。
【００２９】
　基板本体２１は、ガラスエポキシ製で板状のものである。
【００３０】
　配線パターン２２は銅箔からなる比較的厚肉のもので、本実施形態では、正極の配線パ
ターン２２ａ及び負極の配線パターン２２ｂを有している。
【００３１】
　ＬＥＤ素子３は、例えば２００ｍＡ以上の電流を流すことが可能ないわゆるパワーＬＥ
Ｄと称される面実装タイプのものであり、図３、図４、図５に示すように、出射光軸３ｘ
が前記回転中心軸Ｚと直交する状態で、前記回転放物面の焦点Ｓ１位置にて基板２に支持
されるようにしている。そして、本実施形態では、Ｎ層を負極の配線パターン２２ｂに載
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置する一方、Ｐ層と正極の配線パターン２２ａとをワイヤＷによって接続している。
【００３２】
　以上のように構成される車両用ヘッドライトについて、その動作の一例を以下に述べる
。
【００３３】
　各ＬＥＤ素子３に電力を供給すると、各ＬＥＤ素子３はそれぞれ光を出射する。ここで
、各ＬＥＤ素子３は、それぞれの出射光軸３ｘが前記回転中心軸Ｚと直交する状態で、回
転放物面の焦点Ｓ１位置にて基板２に支持されるようにしているため、ＬＥＤ素子３が出
射する全ての光は、回転放物面形状を有する反射面１１ａで反射され、基板２によって遮
られること無く、図８に示すように平行光となって反射部１の開口１１ｚから外方に向け
て照射される。なお、図８では図面が煩雑になるのを避けるため代表的な光路のみを記載
しているが、記載した光路以外にも多数の光路が有ることは当然である。また、ＬＥＤ素
子３なども図示することを適宜省略している。
【００３４】
　また、ＬＥＤ素子３で発生する熱は、基板２の面方向に急速に広がって、側端部２ｙに
伝熱される。この側端部２ｙは、反射部本体１１及びフィン支持部１２２に接続されてい
るため、該側端部２ｙに伝わった熱は、その反射部本体１１及びフィン支持部１２２を経
て、放熱フィンｆへとさらに伝達される。しかしてＬＥＤ素子３で発生する熱は、放熱フ
ィンｆなどでも放熱されるため、高い放熱効果を得られる。
【００３５】
　また、基板２の側端部２ｙを、反射部本体１１及びフィン支持部１２２で支持している
ため、基板２を可及的に薄くしても、ＬＥＤ素子３を焦点位置又はその近傍に確実に支持
することができ、しかも、基板２の厚みが大きいものと比べて大光量を得られる。
【００３６】
　なお、本実施形態では、基板２の表面及び裏面にそれぞれ配したＬＥＤ素子３の両方か
ら光を照射するようにしているが、例えば、各ＬＥＤ素子３に供給する電力のＯＮ・ＯＦ
Ｆ切り替えにより、表面又は裏面に配したＬＥＤ素子３のみから、光を照射するように構
成することもできる。このような構成を採用することによって、いわゆる「ハイビーム」
及び「ロービーム」と呼ばれる照射態様を実現することができ、車両用ヘッドライトとし
て好適に用いることができる。
【００３７】
　このように本実施形態にかかる照明装置Ａによれば、ＬＥＤ素子３の熱を、側端部２ｙ
全体を利用して効率的に放熱でき、該ＬＥＤ素子３の出射する光をロス無く大光量の平行
光を得られ、車両用ヘッドライトとして好適に使用することができる。
【００３８】
　なお、本発明は前記実施形態に限られるものではない。
【００３９】
　例えば、前記実施形態の照明装置Ａは、車両用ヘッドライトとしてだけでなく、例えば
、劇場用のスポットライトや、手術用のスポットライトとしても用いることができる。
【００４０】
　また、基板２の側端部２ｙを、反射部本体１１及びフィン支持部１２２のそれぞれに挟
まれた状態とせず、単に、側端部２ｙを反射面１１ａに接続するようにしてもよい。かか
る構成としても、上記実施形態と同様の放熱効果を得られる。
【００４１】
　開口１１ｚに臨ませて図示しない光ファイバを接続可能なロッドレンズの光導入端を配
してもよい。このとき、ロッドレンズの光導入端の径と開口１１ｚの径とを略等しくすれ
ば、例えば、ＬＥＤ素子３の配置位置に多少のずれがあっても、そのＬＥＤ素子３が出射
する全ての光を利用することができる。
【００４２】
　反射面１１ａの形状を、図８に示す点Ｓ２ｂと２つのＬＥＤ素子３を配設する共通の位
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置である点Ｓ２ａとをそれぞれ楕円の焦点とし、これら焦点Ｓ２ｂとＳ２ａとを結ぶ楕円
の長軸Ｚを回転中心軸として、その楕円を回転して形成できる回転楕円面形状としても構
わない。
【００４３】
　かかる構成によれば、図９に示すように、ＬＥＤ素子３が出射する殆どの光を、回転楕
円面の他方の焦点Ｓ２ｂに集光することができる。
【００４４】
　ここで、ＬＥＤ素子３が出射する光は光軸３ｚを中心に立体角状に広がるが、広がった
光は、回転楕円面形状を有する反射面１１ａによって、焦点Ｓ２ｂにおける集光角度は前
記立体角より小さくなるため、入射角度が大きいと良好な性能を得られない光ファイバに
好適に用いることができる。
【００４５】
　したがって、光導入端４１を回転楕円面の他方の焦点Ｓ２ｂに臨ませた例えばプラステ
ィック製の光ファイバ（図示せず）を接続可能なロッドレンズ４（本発明の「ライトガイ
ド」に相当）を設ければ、大光量の光を光導出端に導くことができ、大光量の光を利用し
た製品検査などに好適に用いることができるようになる。なお、ロッドレンズを介さずに
、光ファイバ（図示せず）を焦点Ｓ２ｂに直接臨ませてもよい。
【００４６】
　また、反射面１１ａを、回転放物面形状又は回転楕円面形状とすることで、該反射面１
１ａを照射光軸Ｚ方向から見たときの開口１１ｚの形状が略円形状を有するようにしてい
るが、その開口形状を、例えば楕円形状や矩形形状とすることもできる。
【００４７】
　また、反射面１１ａの断面形状は、放物線形状（二次曲線定数ｋ＝－１）又は楕円形状
（－１＜ｋ＜０）に限らず、例えば、双曲線形状（ｋ＜－１且つｋ≒－１）等とすること
もできる。
【００４８】
　また、図１１、図１２に示すように、放熱フィンｆを、反射部本体１１に設けることが
できる。このように、放熱フィンｆを、反射部本体１１及び放熱部１２の両方に設けるこ
とで、より高い放熱効果を得られる。
【００４９】
　また、図１３に示すように、反射部１を、照射軸方向Ｚから見たときに略放射状に配さ
れる複数の板状の放熱フィンｆと、これら各放熱フィンｆ間に形成される通風路ｇとを備
えるものとすることができる。このような構成によれば、例えば、放熱フィンｆの開口１
１ｚ側から空気を当てると、その空気は、放熱フィンｆから熱を奪い取りながら通風路ｇ
を通過し、反開口側から排出されるため、非常に高い放熱効果を得られる。したがって、
走行中等に開口１１ｚ側から空気が当たる車両用ヘッドライト等に好適に用いることがで
きる。
【００５０】
　また、図１４に示すように、開口１１ｚの径と略同一の径を有する光導入端ＦＬ１を備
えたフレネルレンズＦＬを、その開口１１ｚに臨ませて設けることもできる。このような
構成によれば、例えば、ＬＥＤ素子３の配置位置に誤差があったり、ＬＥＤ素子３が点光
源とはみなせないようなものであったりしても、ＬＥＤ素子３が出射する全ての光を、フ
レネルレンズＦＬの焦点に集光させて利用することができる。なお、フレネルレンズ以外
のレンズや、光ファイバを接続可能なロッドレンズを設けることもできる。
【００５１】
　また、反射部１を、外観視略円柱形状としているが、例えば外観形状を、略矩形ブロッ
ク体形状（図示せず）とすることもできる。
【００５２】
　ＬＥＤ素子３に、面実装タイプのものを用いているが、例えば、半球型のものを用いる
こともできる。半球型であれば、出射光軸方向に出射される光と側方に出射される光とが
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略等しいため、面実装タイプのものよりも大光量を得られる。
【００５３】
　また、図１５、図１６に示すように、基板２の各面に、複数のＬＥＤ素子３（ａ）、３
（ｂ）、３（ｃ）を互いに光軸の向きが異なるように集合させて搭載しても構わない。同
図では、照射軸方向Ｚから見て台形状をなすブロック体ＢＬを基板２上に載置し、そのブ
ロック体ＢＬの斜面及び頂面に、それぞれＬＥＤ素子３（ａ）、３（ｂ）、３（ｃ）を搭
載している。このようにすることで、ＬＥＤ素子３（ａ）は、その光軸が照射軸方向Ｚと
垂直な面上であって基板２に垂直な角度になり、ＬＥＤ素子３（ｂ）は、その光軸が、照
射軸方向Ｚと垂直な面上であって基板２に対して６０°傾斜した角度になり、ＬＥＤ素子
３（ｃ）は、その光軸が、同じく照射軸方向Ｚと垂直な面上であって基板２に対して－６
０°傾斜した角度になる。
【００５４】
　そして、このことにより、開口１１ｚでの照度ムラ、ひいては光照射対象面での照度ム
ラを軽減することができる。これは、以下の理由による。すなわち、前記実施形態のよう
に、基板２に搭載されるＬＥＤ素子の搭載角度が単一であると、その光軸方向の光が強く
なって、この場合であれば、照射軸方向Ｚからみて縦長の光となる（図１７の符号ｓ１が
、その場合の光の断面形状のイメージを表す）。これに対して、光軸方向が異なる（ここ
では光軸方向が等間隔となるようにしている）複数のＬＥＤ素子３（ａ）、３（ｂ）、３
（ｃ）を設けることで、各ＬＥＤ素子３（ａ）、３（ｂ）、３（ｃ）からの光が重合し、
円形状に近い、ムラの少ない光を照射することができるようになる（図１７の符号ｓ２が
、その光の断面形状のイメージを表す）。もちろん、ＬＥＤ素子の数は３つに限られず、
２つ又は４つ以上でも構わないし、それらＬＥＤ素子を搭載するブロック体は、台形状の
みならず、多角形状をなすものや、球形状のものでもよい。
【００５５】
　また、反射面１１ａを、反射部本体１１から着脱可能に構成することもできる。この場
合、反射面１１ａは、反射部本体１１と異なる材質（例えば樹脂製）とすることもできる
。
【００５６】
　また、反射面１１ａにＲＧＢ蛍光体を塗布しておき、ＬＥＤ素子３から、例えば、波長
が４０５ｎｍの光を出射して白色光を得られるようにすることもできる。
【００５７】
　その他、各部の具体的構成についても上記実施形態に限られるものではなく、本発明の
趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の実施形態における照明装置を示す全体斜視図。
【図２】同実施形態における照明装置の正面図。
【図３】図２におけるｄ１－ｄ１断面図。
【図４】同実施形態における照明装置の平面図。
【図５】同実施形態におけるＬＥＤ素子の取付態様を示す要部拡大平面図。
【図６】同実施形態におけるＬＥＤ素子の取付部分を示す要部拡大断面図（図５における
ｄ２－ｄ２断面図）。
【図７】同実施形態におけるＬＥＤ素子の取付部分近傍を示す要部拡大断面図（図５にお
けるｄ３－ｄ３断面）。
【図８】同実施形態における照明装置の作用説明図。
【図９】本発明の他の実施形態における照明装置の断面図。
【図１０】同実施形態における照明装置の作用説明図。
【図１１】本発明のさらに他の実施形態における照明装置の全体斜視図。
【図１２】同実施形態における照明装置の断面図。
【図１３】本発明のさらに他の実施形態における照明装置の全体斜視図。
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【図１４】本発明のさらに他の実施形態における照明装置の作用説明図。
【図１５】本発明のさらに他の実施形態における照明装置の全体斜視図。
【図１６】同実施形態におけるＬＥＤ素子の搭載態様を示す部分拡大図。
【図１７】同実施形態における光の照射態様を示すイメージ図。
【符号の説明】
【００５９】
１・・・・・反射部
２・・・・・伝熱部材（基板）
３・・・・・ＬＥＤ素子
３ｘ・・・・出射光軸
４・・・・・ライトガイド（ロッドレンズ）
１１・・・・反射部本体
１１ａ・・・反射面
１１ｚ・・・開口
４１・・・・光導入端
ｆ・・・・・放熱フィン
Ａ・・・・・照明装置（車両用ヘッドライト）
ＦＬ・・・・ライトガイド（フレネルレンズ）
Ｚ・・・・・装置全体の照射光軸（反射面１１ａの回転中心軸）
Ｓ１・・・・放物線（回転放物面）の焦点
Ｓ２ａ・・・楕円（回転楕円面）の一方の焦点
Ｓ２ｂ・・・楕円（回転楕円面）の他方の焦点
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