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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の灯室を閉塞する透光カバーと、
　前記灯室内に設置される複数の光源と、
　前記灯室内における前記複数の光源の前方に設置され、前方に向けられた出射面を持つ
複数の出射部、及び、前記複数の出射部と一体に形成され且つ前記複数の光源からの光を
内部に導入して前記複数の出射部に導く複数の導光部を有する導光体と、
　を備えた車両用灯具において、
　前記透光カバーは、前記出射部に対向し前方に対して傾く傾斜壁を有し、
　前記導光体は、正面視で前記透光カバーに沿ってライン状に延在し、
　前記複数の出射部の各々は複数の出射部分から構成され、
　前記複数の出射部分は、前記導光部を介して前記傾斜壁の傾斜方向に沿って並設され、
　隣り合う２つの出射部分は前記傾斜壁の傾斜に倣って前後方向に互いに段差を持って配
置されており、
　前記複数の導光部の各々は、前記光源からの光を入射させる入射部と、前記入射部から
入射した光を２つに分岐する分岐部と、前記分岐部で分岐された光を個別に反射させて前
記隣り合う２つの出射部分に導く２つの反射面とを備え、
　前記入射部は、後方に向けて開口する円錐状穴が頭部に形成された裁頭円錐状に構成さ
れるとともに、前記円錐状穴の底部に、後方に向けて膨出し回転対称軸を有する形状の凸
面が形成され、前記光源からの光を前記回転対称軸に沿った平行光としつつ前記導光体内
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に入射させ、
　前記複数の光源は、前記複数の導光部に対応するとともに、当該複数の導光部の前記入
射部の前記回転対称軸上に位置しつつ当該入射部の後方に対向配置され、
　前記隣り合う２つの出射部分は、前記入射部及び前記分岐部よりも前方に位置し、
　隣り合う２つの導光部は、一方の導光部からの光が出射される他方の導光部側の出射部
分と、他方の導光部からの光が出射される一方の導光部側の出射部分とが一体に形成され
ることによって、互いに連結している、
　ことを特徴とする車両用灯具。
【請求項２】
　前記複数の出射部分の各々は、前面が光を拡散させつつ出射させる形状に形成されてい
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】
　前記導光部は、前記２つの反射面の間に、前記入射部から入射した光を前記２つの反射
面を介することなく出射させる他の出射部を備えていることを特徴とする請求項２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、車両用灯具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両に形成された灯室に、光源を設けるとともに、この光源の前方に導光体を設
け、光源からの光を導光体内に導き分岐させて複数の出射部から出射させるように構成さ
れた車両用灯具が知られている（例えば、特許文献１）。
　この車両用灯具によれば、導光体を用い、光源からの光を複数の出射部から出射させて
いるため、入射部の位置によらずに任意の場所から広範囲で光を出射する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４２９０６０１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、上記特許文献１の車両用灯具においては、複数の出射部の出射面が同一
面上に設けられている。そのため、出射部を被覆する透光カバーが複数の出射部の出射面
に対して傾斜している場合、各出射部と透光カバーとの距離が異なることから、正面側か
ら透光カバーを通して見た場合、各出射部の見え方が異なってしまうことになる。
　例えば、車両用灯具を点灯させない状態では、正面側から透光カバーを通して見ると、
透光カバーに近接した出射部は明確に視認できるが、透光カバーから離れた出射部は見え
にくく、デザイン上好ましいものとはいえない。
　また、車両用灯具を点灯させた状態では、正面側から見ると、透光カバーに近接した出
射部の発光面は鮮明となるが、透光カバーから離れた出射部の発光面はぼやけてしまい、
発光ムラが生じてしまう。
【０００５】
　本発明の課題は、出射部に対して傾く透光カバーを備える車両用灯具において、正面側
から透光カバーを通した見たときに出射部が透光カバーの傾き方向で一様に見えるように
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、
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　車両の灯室を閉塞する透光カバーと、
　前記灯室内に設置される複数の光源と、
　前記灯室内における前記複数の光源の前方に設置され、前方に向けられた出射面を持つ
複数の出射部、及び、前記複数の出射部と一体に形成され且つ前記複数の光源からの光を
内部に導入して前記複数の出射部に導く複数の導光部を有する導光体と、
　を備えた車両用灯具において、
　前記透光カバーは、前記出射部に対向し前方に対して傾く傾斜壁を有し、
　前記導光体は、正面視で前記透光カバーに沿ってライン状に延在し、
　前記複数の出射部の各々は複数の出射部分から構成され、
　前記複数の出射部分は、前記導光部を介して前記傾斜壁の傾斜方向に沿って並設され、
　隣り合う２つの出射部分は前記傾斜壁の傾斜に倣って前後方向に互いに段差を持って配
置されており、
　前記複数の導光部の各々は、前記光源からの光を入射させる入射部と、前記入射部から
入射した光を２つに分岐する分岐部と、前記分岐部で分岐された光を個別に反射させて前
記隣り合う２つの出射部分に導く２つの反射面とを備え、
　前記入射部は、後方に向けて開口する円錐状穴が頭部に形成された裁頭円錐状に構成さ
れるとともに、前記円錐状穴の底部に、後方に向けて膨出し回転対称軸を有する形状の凸
面が形成され、前記光源からの光を前記回転対称軸に沿った平行光としつつ前記導光体内
に入射させ、
　前記複数の光源は、前記複数の導光部に対応するとともに、当該複数の導光部の前記入
射部の前記回転対称軸上に位置しつつ当該入射部の後方に対向配置され、
　前記隣り合う２つの出射部分は、前記入射部及び前記分岐部よりも前方に位置し、
　隣り合う２つの導光部は、一方の導光部からの光が出射される他方の導光部側の出射部
分と、他方の導光部からの光が出射される一方の導光部側の出射部分とが一体に形成され
ることによって、互いに連結している、
　ことを特徴とする車両用灯具である。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の車両用灯具において、前記複数の出射部分
の各々は、前面が光を拡散させつつ出射させる形状に形成されていることを特徴とする。
【０００８】
　請求項３の発明は、請求項２に記載の車両用灯具において、前記導光部は、前記２つの
反射面の間に、前記入射部から入射した光を前記２つの反射面を介することなく出射させ
る他の出射部を備えていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、導光体の出射部は、透光カバーの傾斜壁の傾斜方向にその傾斜に倣っ
た段差を持つ複数の出射部分から構成されているので、例えば、車両用灯具を点灯させな
い状態では、透光カバーの傾斜壁と各出射部分との距離が一様となるので、正面側から透
光カバーを通して見た場合、各出射部を一様に視認できることになるとともに、車両用灯
具を点灯させた状態では、正面側から見た場合、各出射部の発光面の発光度合いが一様に
鮮明なものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】車体の後部左側に設置されるコンビネーションランプの正面図である。
【図２】図１に示されたII-II線に沿った面の矢視断面図である。
【図３】図１に示されたIII-III線に沿った面の矢視断面図である。
【図４】テールランプの正面側斜視図である。
【図５】導光体ユニットの背面側斜視図である。
【図６】導光体モジュールの断面図である。
【図７】導光体モジュール内の光路を示す概略図である。
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【図８】第２の実施形態における導光体モジュールの概略図である。
【図９】第３の実施形態における導光体モジュールの概略図である。
【図１０】第４の実施形態におけるテールランプの断面図である。
【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。ただし、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
るが、発明の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】
　＜第１の実施形態＞
　まず、図１～７を参照して本発明の第１の実施形態について説明する。
　図１は車体の後部左側に設置されるコンビネーションランプ１の正面図、図２は図１に
示されたII-II線に沿った面の矢視断面図、図３は図１に示されたIII-III線に沿った面の
矢視断面図である。
　コンビネーションランプは車体の後部左右にそれぞれ設置されるものであるが、左右の
コンビネーションランプは左右で線対称構造となっているため、以下の説明では、車体の
後部左側に設置されるコンビネーションランプ１のみを説明し、車体の後部右側に設置さ
れるコンビネーションランプの図示及び説明は省略する。
　また、車体の後部左側に設置されるコンビネーションランプ１は、正面を車体の後方に
向けて設置されるものであるから、以下の説明では、特に断らない限り、「前（前面）」
、「後（背面）」、「右」、「左」の語は車体の後方から見た場合の「前（前面）」、「
後（後面）」、「右」、「左」を意味するものとする。
【００１３】
　実施形態のコンビネーションランプ１は、図１及び図３に示すように、灯室に設置され
るテールランプ２及びターンシグナルランプ３を備えている。このコンビネーションラン
プ１のテールランプ２及びターンシグナルランプ３は、灯室の開口を閉塞する透光カバー
４によって被覆されている。
【００１４】
　透光カバー４は、車体に装着された状態では、図２に示すように平面視で、右側部分が
左側部分よりも前方に突出するように傾斜するとともに、図３に示すように右側面視で、
下側部分が上側部分よりも前方に突出するように傾斜した形状を有している。
　テールランプ２は、図１に示すように正面視で、透光カバー４の３辺（上辺、右辺及び
下辺）のそれぞれに沿ってライン状に延在している。
　ターンシグナルランプ３は、図１に示すように正面視で、テールランプ２によって３方
（上、右、下）を取り囲まれた位置に設置されている。このターンシグナルランプ３は、
正面視で、透光カバー４の外形とほぼ相似形に形成されている。
【００１５】
　ターンシグナルランプ３は、図３に示すように、ＬＥＤ等の発光素子３１、リフレクタ
３２、透明カバー３３及び拡散板３４を備え、発光素子３１からの光がリフレクタ３２で
全反射され、透明カバー３３を通して拡散板３４に導かれ、この拡散板３４で十分に拡散
された後に透光カバー４から外部に放射されるように構成されている。
【００１６】
　図４はテールランプ２の正面側斜視図、図５は導光体の背面側斜視図である。
　テールランプ２は、複数の基板８、各基板８に取り付けられる発光素子（光源）９、各
発光素子９からの光を内部に導入して前方へ向けて出射する導光体７、これらを支持する
支持部材６を備えている。
【００１７】
　導光体７は上部導光体７ａ、右部導光体７ｂ及び下部導光体７ｃから構成されている。
上部導光体７ａ、右部導光体７ｂ及び下部導光体７ｃの各々は、複数の出射部（出射部分
）７３を有している。この各出射部７３は、正面視で、矩形を呈している。
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【００１８】
　上部導光体７ａは、正面視で、透光カバー４の上辺に沿ってライン状に延在している。
この上部導光体７ａは、透光カバー４の対向部分の傾斜に倣って階段状に形成されている
。すなわち、左右で隣り合う任意の２つの出射部７３，７３において、右側の出射部は左
側の出射部よりも前方に位置している。
【００１９】
　右部導光体７ｂは、正面視で、透光カバー４の右辺に沿ってライン状に延在している。
この右部導光体７ｂは、透光カバー４の対向する傾斜に倣って階段状に形成されている。
すなわち、上下で隣り合う任意の２つの出射部７３，７３においては、下側の出射部は上
側の出射部よりも前方に位置している。
【００２０】
　下部導光体７ｃは、正面視で、透光カバー４の下辺に沿ってライン状に延在している。
この下部導光体７ｃは、透光カバー４の対向部分の傾斜に倣って階段状に形成されている
。すなわち、左右で隣り合う任意の２つの出射部７３，７３においては、右側の出射部は
左側の出射部よりも前方に位置している。
【００２１】
　上部導光体７ａ、右部導光体７ｂ及び下部導光体７ｃの各々は、複数の出射部７３の他
に、発光素子９からの光を内部に入射させ出射部７３に導く導光部７２を備えている。上
部導光体７ａ、右部導光体７ｂ及び下部導光体７ｃのそれぞれにおいては、導光部７２は
出射部７３と一体的に形成され、隣り合う２つの出射部７３，７３の間に導光部７２が位
置している。導光部７２は隣り合う２つの出射部７３，７３の後方まで突出し、その後端
部は、後方に向けて狭窄し光軸Ａｘ（後に定義する。）を回転対称軸とする裁頭円錐部７
２ａとなっている。
　導光部７２は、図６に示すように、発光素子９からの光を導光体内部に入射させる入射
部７２１と、入射部７２１から入射させた光を２つに分岐させる分岐部７２２と、分岐部
７２２で２つに分岐された光を個別に隣り合う出射部７３，７３に向けて反射させる反射
部７２３とを備えている。
　このうち入射部７２１は図５に示すように裁頭円錐部７２ａに構成されている。この裁
頭円錐部７２ａの頭部には、後方に向けて開口する円錐状穴７２ｂが形成されている。円
錐状穴７２ｂは、光軸Ａｘ（後に定義する。）を回転対称軸とした形状に形成されている
。この円錐状穴７２ｂの底部には、後方に向けて膨出し回転対称軸を有する形状の凸面（
非球面）７２ｃが形成されている。この凸面７２ｃの回転対称軸を光軸Ａｘと定義する。
【００２２】
　図６には、１つの光源（発光素子９）と、この１つの光源によって発光する導光体モジ
ュールとが示されている。
　導光体モジュール７０は、第１出射部７３１及び第２出射部７３２と、発光素子９から
の光を第１出射部７３１及び第２出射部７３２に導く導光部７２０とを備えている。
　このうち第１出射部７３１は、上記導光体７の隣り合う２つの出射部７３，７３の中の
一方の出射部の半部を構成し、第２出射部７３２は他方の出射部の半部を構成している。
また、導光体モジュール７０の導光部７２０は上記導光体７の導光部７２と同一に相当す
るものである。
　この導光体モジュール７０を複数ライン状に一体結合させることによって上部導光体７
ａ、右部導光体７ｂ及び下部導光体７ｃの各々が構成されている。
　したがって、図７を参照しつつ、この導光体モジュール７０を用いて、上記導光体７に
おける導光部７２及び出射部７３の詳細を説明する。
【００２３】
　まず、導光部７２における入射部７２１について説明する。
　入射部７２１に形成された凸面７２ｃは第１入射面７２１ａを構成している。また、円
錐状穴７２ｂの壁面は第２入射面７２１ｂを構成し、裁頭円錐部７２ａの壁面は反射面７
２１ｃを構成している。そして、第１入射面７２１ａ及び第２入射面７２１ｂで囲まれた
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領域に、第１入射面７２１ａの焦点位置に合致するように発光素子９が前向きに設置され
ている。
　この入射部７２１は、図７に示すように、発光素子９から第１入射面７２１ａに入射し
た光を光軸Ａｘ方向に向かう平行光とし、また、第２入射面７２１ｂから入射した光を反
射面７２１ｃで全反射させて光軸Ａｘ方向に向かう平行光とする働きをする。
【００２４】
　分岐部７２２は二股部分で構成され、第１入射面７２１ａ及び反射面７２１ｃからの光
を二股部分の股間で２つに分岐させる。
【００２５】
　反射部７２３は、分岐部７２２によって分岐された光を個別に第１出射部７３１及び第
２出射部７３２に向けて反射させる第１反射面７２３ａ及び第２反射面７２３ｂによって
構成されている。この第１反射面７２３ａ及び第２反射面７２３ｂは、第１出射部７３１
及び第２出射部７３２の段差に対応するように光軸Ａｘ方向に段差を持って形成されてい
る。この第１反射面７２３ａ及び第２反射面７２３ｂは、光軸Ａｘに対して４５度の角度
を持つように傾斜して形成されている。
　この第１反射面７２３ａ及び第２反射面７２３ｂは、図７に示すように、分岐部７２２
で２つに分岐された光を個別に反射させて第１出射部７３１及び第２出射部７３２に導く
働きをする。
　なお、この第１反射面７２３ａ及び第２反射面７２３ｂは平面でなく、放物面であって
もよい。
【００２６】
　第１出射部７３１は、第１反射面７２３ａからの光を前方に向けて反射させる複数の反
射面７３１ａを後部に備える。
　すなわち、第１出射部７３１の後面は階段状となっている。階段状の後面の各段面７３
１ｂは、光軸Ａｘに直交する面となっていて、光軸Ａｘから離れるに連れて段階的に前方
に位置するように形成されている。反射面７３１ａは、隣り合う２つの段面７３１ｂ，７
３１ｂの間にそれぞれ位置し、各反射面７３１ａは第１反射面７２３ａに平行に形成され
ている。
　また、第１出射部７３１の前面は、全体として、光軸Ａｘと直交する方向に母線を持ち
前方に向けて膨らむ大きなシリンドリカル面となっている。そして、第１出射部７３１の
前面には、該前面のシリンドリカル面よりも小さな複数のシリンドリカル面７３１ｃが光
軸Ａｘから離れる方向に並設されている。
　この第１出射部７３１は、図７に示すように、光を拡散させて出射させる働きをする。
　なお、反射面７３１ａは必ずしも複数形成されていなくてもよく、第１反射面７２３ａ
と平行な１つの反射面として形成されていてもよい。また、複数のシリンドリカル面７３
１ｃの代わりに、光を拡散するための小さなレンズ面を格子状に多数形成してもよい。
【００２７】
　第２出射部７３２は、第１反射面７２３ｂからの光を前方に向けて反射させる複数の反
射面７３２ａを後部に備える。
　すなわち、第２出射部７３２の後面は階段状となっている。階段状の後面の各段面７３
２ｂは、光軸Ａｘに直交する面となっていて、光軸Ａｘから離れるに連れて段階的に前方
に位置するように形成されている。反射面７３２ａは、隣り合う２つの段面７３２ｂ，７
３２ｂの間にそれぞれ位置し、各反射面７３２ｂは第１反射面７２３ｂに平行に形成され
ている。
　また、第２出射部７３２の前面は、全体として、例えば、光軸Ａｘと直交する方向に母
線を持ち前方に向けて膨らむ大きなシリンドリカル面となっている。そして、第２出射部
７３２の前面には、該前面のシリンドリカル面よりも小さな複数のシリンドリカル面７３
２ｃが光軸Ａｘから離れる方向に並設されている。
　この第２出射部７３２は、図７に示すように、光を拡散させて出射させる働きをする。
　なお、反射面７３２ａは必ずしも複数形成されていなくてもよく、第２反射面７２３ｂ
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と平行な１つの反射面として形成されていてもよい。また、複数のシリンドリカル面７３
２ｃの代わりに、光を拡散するための小さなレンズ面（プリズム面）を格子状に多数形成
してもよい。
【００２８】
　次に、支持部材６について図２～図４を用いて説明する。
　支持部材６は、正面視で、透光カバー４の３辺（上辺、右辺及び下辺）に沿って延在す
る上部支持板６ａ、右部支持板６ｂ及び下部支持板６ｃによって構成され、上部支持板６
ａの左端部と下部支持板６ｃの左端部との間に補強板６ｄが掛け渡された構造を有してい
る。
【００２９】
　上部支持板６ａは上部導光体７ａを支持するためのものである。上部支持板６ａは、正
面視で、上部導光体７ａと同様に透光カバー４の上辺に沿ってライン状に延在している。
この上部支持板６ａは、上部導光体７ａと同様に階段状に屈曲形成されている。すなわち
、上部支持板６ａは、複数の段板を有しており、左右で隣り合う任意の２つの段板におい
て右側の段板が左側の段板よりも前方に位置するように形成されている。
　そして、上部支持板６ａには段板に基板８及び発光素子９が取り付けられるとともに、
発光素子９の前方に導光部７２が位置するように上部導光体７ａが取り付けられている。
【００３０】
　右部支持板６ｂは右部導光体７ｂを支持するためのものである。この右部支持板６ｂは
、正面視で、右部導光体７ｂと同様に透光カバー４の右辺に沿ってライン状に延在してい
る。また、この右部支持板６ｂは、右部導光体７ｂと同様に階段状に屈曲形成されている
。すなわち、右部支持板６ｂは、複数の段板を有しており、上下で隣り合う任意の２つの
段板において下側の段板が上側の段板よりも前方に位置するように形成されている。
　そして、右部支持板６ｂには段板に基板８及び発光素子９が取り付けられるとともに、
発光素子９の前方に導光部７２が位置するように右部導光体７ｂが取り付けられている。
【００３１】
　下部支持板６ｃは下部導光体７ｃを支持するためのものである。この下部支持板６ｃは
、正面視で、下部導光体７ｃと同様に透光カバー４の下辺に沿ってライン状に延在してい
る。また、この下部支持板６ｃは、下部導光体７ｃと同様に階段状に屈曲形成されている
。すなわち、下部支持板６ｃは、複数の段板を有しており、左右で隣り合う任意の２つの
段板において右側の段板が左側の段板よりも前方に位置するように形成されている。
　そして、下部支持板６ｃには段板に基板８及び発光素子９が取り付けられるとともに、
発光素子９の前方に導光部７２が位置するように下部導光体７ｃが取り付けられている。
【００３２】
　以上のように構成された第１の実施形態によれば、導光体４の出射部は、透光カバー４
の傾斜壁の傾斜方向にその傾斜に倣った段差を持つ複数の出射部（出射部分）７３から構
成されている。したがって、例えば、車両用灯具を点灯させない状態では、透光カバー４
の傾斜壁と各出射部７３との距離が一様となるので、正面側から透光カバー４を通して見
た場合、各出射部７３を一様に視認できることになる。また、車両用灯具を点灯させた状
態では、正面側から見た場合、各出射部７３の発光面の発光度合いが一様に鮮明なものと
となる。
【００３３】
　＜第２の実施形態＞
　図８は第２の実施形態における導光体モジュールの概略図である。この第２の実施形態
は、第１の実施形態の導光体モジュール７０の代わりに図８の導光体モジュール７０Ａを
ライン状に一体結合させることによって第１の実施形態の導光体７と同様の構成としたも
のである。なお、導光体モジュール７０Ａを結合してなる導光体全体は図には表示しない
。
　この第２の実施形態の導光体モジュール７０Ａは、第１出射部７３１と第２出射部７３
２の大きさを異ならしめるとともに、第１出射部７３１に導入される光量と第２出射部７
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３２に導入される光量とを異ならしめている点で第１の実施形態の導光体モジュール７０
とは異なっている。すなわち、この導光体モジュール７０Ａでは、第２出射部７３２を第
１出射部７３１よりも大きくし、第２出射部７３２に導入される光量を第１出射部７３１
に導入される光量よりも大きくしている。
　なお、図８において第１の実施形態と同じ構成部分については同一符号が付してある。
したがって、その構成部分の説明は省略する。
【００３４】
　この第２の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果が得られるとともに、本実
施形態により車両用灯具のデザイン性の自由度を高めることができる。
【００３５】
＜第３の実施の形態＞
　図９は第３の実施形態における導光体モジュールの概略図である。この第３の実施形態
は、第１の実施形態の導光体モジュール７０の代わりに図９の導光体モジュール７０Ｂを
ライン状に一体結合させることによって第１の実施形態の導光体７と同様の構成としたも
のである。なお、導光体モジュール７０Ｂを結合してなる導光体全体は図には表示しない
。
　この第３の実施形態における導光体モジュール７０Ｂは、分岐部７２２を構成する二股
部の股間に出射部７９が形成されている点で第１の実施形態の導光体モジュール７０とは
異なっている。この出射部７９は、光軸Ａｘ上に設けられ、第１出射部７３１及び第２出
射部７３２と同じ方向を向き、前面が凸面状となっている。ただし、出射部７９の前面は
凹面状や平面状であってもよい。
　なお、図９において第１の実施形態と同じ構成部分については同一符号が付してある。
したがって、その構成部分の説明は省略する。
【００３６】
　この第３の実施形態によれば、第１出射部７３１と第２出射部７３２の間からも光を出
射することができ、第１出射部７３１と第２出射部７３２との間のダーク部分を低減させ
ることができる。
【００３７】
＜第４の実施の形態＞
　図１０は、第４の実施形態におけるテールランプ２Ｂの横断面図である。
　この第４の実施形態において、テールランプ２Ｂの支持部材６は上部導光体７ａの光軸
Ａｘに対して直交する平面となっている。この支持部材６には、基板８及び発光素子９が
この支持部材６の前面に一定間隔おきに配置されている。また、支持部材６に取り付けら
れる上部導光体７ａにおいては、導光部７２の長さが右側に位置するほど長くなっている
。図１０には、テールランプの上部導光体７ａだけが示されているが、右部導光体７ｂ及
び下部導光体７ｃも同様の構成となっている。以上の点で、第４の実施形態は第１の実施
形態と異なっている。
　なお、図１０において第１の実施形態と同じ構成部分については同一符号が付してある
。したがって、その構成部分の説明は省略する。
【００３８】
　この第４の実施形態によれば、支持部材６が平面となっているので、支持部材６の灯室
内への取付けが容易であるとともに、既存のテールランプとの交換も用意である。
【００３９】
＜変形例＞
　なお、本発明は、上記各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
囲において、種々の変形が可能である。
【００４０】
　例えば、上記各実施形態では、本発明をコンビネーションランプ１のテールランプ２に
適用しているが、本発明をターンシグナルランプ３、図示しないストップランプ及びバッ
クアップランプに適用してもよい。更に、本発明をターンシグナルランプ３、ストップラ
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、サイドターンランプ等に適用してもよい。
【００４１】
　また、上記各実施形態では、光源としてＬＥＤ等の発光素子９を用いているが、発光素
子として、無機エレクトロルミネッセンス素子、有機エレクトロルミネッセンス素子その
他の半導体発光素子を用いてもよい。また、光源として、発光素子９の代わりにバルブ（
電球）を用いてもよい。
【００４２】
　また、上記第１～第３の実施形態では、同じ形の導光体モジュールを複数結合させる場
合について述べたが、異なる形の導光体モジュールを適宜に組み合わせることも可能であ
る。また、導光体モジュールは、１つで用いることも可能である。
【符号の説明】
【００４３】
１　コンビネーションランプ
２　テールランプ
３　ターンシグナルランプ
４　透光カバー
６　支持部材
７　導光体
８　基板
９　発光素子（光源）
７０，７０Ａ，７０Ｂ　導光体モジュール
７２　導光部
７３　出射部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(11) JP 5553643 B2 2014.7.16

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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