
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤ光源と、このＬＥＤ光源からの光を平行光にするレンズと、この平行光を灯具前
方へ向けて反射させるリフレクタと、このリフレクタの灯具前方側に設けられた透光カバ
ーと、を備えてなる車両用灯具において、
　上記リフレクタの反射面が、上記平行光の照射方向に関して略等間隔で複数のセグメン
トに区分けされるとともに、これら各セグメントに反射素子と段差部とが各々割り付けら
れることにより、階段状に形成されており、
　

　上記各反射素子の灯具前後方向の幅が、
広くなるように設定されて

いる、ことを特徴とする車両用灯具。
【請求項２】
　上記各反射素子の灯具前後方向の幅が、該反射素子への上記平行光の入射光束が互いに
略等しくなる広さに設定されている、ことを特徴とする請求項 記載の車両用灯具。
【請求項３】
　上記各反射素子が、上記平行光を上下方向および左右方向に拡散反射させる曲面で構成
されている、ことを特徴とする請求項１ 記載の車両用灯具。
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【請求項４】
　上記レンズが、上記ＬＥＤ光源側の表面に複数のフレネルレンズ素子が形成されたフレ
ネルレンズからなり、
　このフレネルレンズの上記リフレクタ側の表面に、上記平行光を上記フレネルレンズの
光軸に対して所定角度傾斜した方向に向けて出射させる複数の偏向レンズ素子が形成され
ている、ことを特徴とする請求項１～ いずれか記載の車両用灯具。
【請求項５】
　上記ＬＥＤ光源および上記レンズの灯具前方側に、所定の灯具ユニットが設けられてい
る、ことを特徴とする請求項１～ いずれか記載の車両用灯具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本願発明は、ＬＥＤ光源を備えた車両用灯具に関するものであり、特に間接照明により光
照射を行うように構成された車両用灯具に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ＬＥＤ光源を備えた車両用灯具が多く採用されている。その際、特開平１１－３０
６８１０号公報に記載されているように、ＬＥＤ光源を灯具前方から見えないように配置
することにより灯具を間接照明効果で柔和な感じに光らせる工夫もなされている。さらに
、この間接照明型の車両用灯具において、ＬＥＤ光源と共にフレネルレンズを備えたもの
も知られている。
【０００３】
すなわち、この車両用灯具は、図１０に示すように、上向きに配置されたＬＥＤ光源１０
２からの光を、その上方近傍に設けられたフレネルレンズ１０４により上向きの平行光に
し、このフレネルレンズ１０４からの平行光をリフレクタ１０６により灯具前方へ向けて
拡散反射させることにより、光源光束を有効に活用し得る構成となっている。そして、こ
の車両用灯具のリフレクタ１０６は、その反射面１０６ａが、鉛直方向（フレネルレンズ
１０４の光軸Ａｘ´方向）に関して等間隔Ｈ´で複数のセグメントに区分けされており、
これら各セグメントに上記平行光を灯具前方へ向けて拡散反射させる反射素子１０６ｓと
鉛直方向に延びる段差部１０６ｒとが各々割り付けられることにより、階段状に形成され
ている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来の車両用灯具においては、リフレクタ１０６が光軸Ａｘ´方向に対して所定角度
傾斜した方向に平板状に延びており、各反射素子１０６ｓの灯具前後方向の幅はすべて同
じ広さｗ´（鉛直方向の幅はすべて同じ広さｈ´）に設定されているので、次のような問
題がある。
【０００５】
すなわち、ＬＥＤ光源１０２から出射される光の配光は、図１０において２点鎖線で示す
ように、該ＬＥＤ光源１０２の正面方向が最大光度で正面方向からの角度が大きくなるに
従って光度が減少する光度分布Ｉを有しているので、フレネルレンズ１０４の単位面積当
たりに入射する光束は、光軸Ａｘ´近傍領域において多く周辺領域においては少なくなる
。しかも、ＬＥＤ光源１０２に対するフレネルレンズ１０４の単位面積当たりの立体角は
、光軸Ａｘ近傍領域において大きく周辺領域においては小さくなる（θａ´＞θｂ´＞θ
ｃ´＞θｄ´）。
【０００６】
したがって、フレネルレンズ１０４からリフレクタ１０６の反射面１０６ａへ入射する平
行光の単位面積あたりの光束は、該反射面１０６ａにおける光軸Ａｘ´との交点Ｃ´近傍
に位置する中心領域を構成する反射素子１０６ｓよりも、その上下両側に位置する周辺領
域を構成する反射素子１０６ｓの方が小さい値となる（φａ´＞φｂ´＞φｃ´＞φｄ´
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）。
【０００７】
このため、灯具点灯時にリフレクタ１０６の反射面１０６ａを灯具前方から観察したとき
、その中心領域を構成する反射素子１０６ｓは明るく見えるのに対して、その上下両側に
位置する周辺領域を構成する反射素子１０６ｓは暗く見えてしまい、灯具の見映えがあま
り良くないという問題がある。
【０００８】
本願発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、ＬＥＤ光源を用いて間接照
明により光照射を行うように構成された車両用灯具において、灯具点灯時の見映えを向上
させることができる車両用灯具を提供することを目的とするものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本願発明は、リフレクタの反射面を構成する各反射素子の大きさに工夫を施すことにより
、上記目的達成を図るようにしたものである。
【００１０】
　すなわち、本願発明に係る車両用灯具は、
　ＬＥＤ光源と、このＬＥＤ光源からの光を平行光にするレンズと、この平行光を灯具前
方へ向けて反射させるリフレクタと、このリフレクタの灯具前方側に設けられた透光カバ
ーと、を備えてなる車両用灯具において、
　上記リフレクタの反射面が、上記平行光の照射方向に関して略等間隔で複数のセグメン
トに区分けされるとともに、これら各セグメントに反射素子と段差部とが各々割り付けら
れることにより、階段状に形成されており、
　

　上記各反射素子の灯具前後方向の幅が、
広くなるように設定されて

いる、ことを特徴とするものである。
【００１１】
上記「レンズ」は、ＬＥＤ光源からの光を平行光にすることができるものであれば、その
具体的構成は特に限定されるものではなく、例えば単一の球面レンズ、組合せレンズ、フ
レネルレンズ等が採用可能である。
【００１２】
上記「レンズ」の光軸の方向は、灯具前後方向と交差する方向であれば特定の方向に限定
されるものではなく、例えば灯具前後方向と直交させるようにして上向きあるいは横向き
に設定することが可能である。
【００１３】
上記「平行光の中心軸」は、基本的にはレンズの光軸と同軸に設定されることとなるが、
レンズの光軸に対して多少傾斜した方向に設定されたものとしてもよい。後者の設定は、
例えば、ＬＥＤ光源をレンズの光軸から外れた位置に配置すること、あるいは、レンズの
リフレクタ側近傍に光偏向手段を設けること、等により実現することが可能である。
【００１４】
【発明の作用効果】
上記構成に示すように、本願発明に係る車両用灯具は、レンズにより平行光にされたＬＥ
Ｄ光源からの光を灯具前方へ向けて反射させるリフレクタの反射面が、平行光照射方向に
関して略等間隔で複数のセグメントに区分けされるとともにこれら各セグメントに反射素
子と段差部とが各々割り付けられることにより階段状に形成されているが、各反射素子の
灯具前後方向の幅は、反射面における平行光の中心軸との交点近傍に位置する中心領域を
構成する反射素子よりも該中心領域に対して平行光の照射方向両側に位置する周辺領域を
構成する反射素子の方が広くなるように設定されているので、次のような作用効果を得る
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ことができる。
【００１５】
すなわち、上述したように、レンズからリフレクタの反射面へ入射する平行光の単位面積
あたりの光束は、反射面の中心領域よりも周辺領域の方が小さい値となるので、灯具点灯
時にリフレクタの反射面を灯具前方から観察したとき、一般には、中心領域を構成する反
射素子は明るく見えるのに対して周辺領域を構成する反射素子は暗く見えてしまう。これ
に対し、本願発明においては、各反射素子の灯具前後方向の幅が、中心領域を構成する反
射素子よりも周辺領域を構成する反射素子の方が広くなるように設定されているので、中
心領域を構成する反射素子と周辺領域を構成する反射素子との明るさの差を小さくするこ
とができる。
【００１６】
したがって本願発明によれば、ＬＥＤ光源を用いて間接照明により光照射を行うように構
成された車両用灯具において、灯具点灯時の見映えを向上させることができる。
【００１７】
　 、各反射素子の灯具前後方向の幅 、該反射素子の形成位置
が反射面における平行光の中心軸との交点から照射方向両側へ離れるに従って徐々に広く
なるように設定 、中心領域を構成する反射素子と周辺領域を構成する反射
素子との明るさの差を一層小さくすることができる。
【００１８】
その際、各反射素子の灯具前後方向の幅を、該反射素子への平行光の入射光束が互いに略
等しくなる広さに設定すれば、各反射素子の明るさを反射面全域にわたって均一化するこ
とができる。
【００１９】
また上記構成において、各反射素子をレンズからの平行光を上下方向および左右方向に拡
散反射させる曲面で構成すれば、透光カバーを素通し状に形成しても、所要の灯具配光性
能を確保することができる。その際、これら各反射素子による拡散反射角度を略同一の値
に設定すれば、灯具正面方向に対して斜め方向から観察したとき、同一角度範囲まで各反
射素子が略同じ明るさで見えるようにすることができる。
【００２０】
なお、このようにする代わりに、各反射素子を平面で構成してレンズからの平行光を灯具
前方へ向けて平行光のまま反射させ、透光カバー等に拡散レンズ素子を形成することによ
り上下方向および左右方向の光拡散を行うようにすることも可能である。あるいは、各反
射素子を一方向にのみ曲率を有する曲面で構成してレンズからの平行光を灯具前方へ向け
て一方向にのみ拡散反射させ、透光カバー等に拡散レンズ素子を形成することにより上記
一方向と直交する方向の光拡散を行うようにすることも可能である。
【００２１】
さらに上記構成において、レンズを、そのＬＥＤ光源側の表面に複数のフレネルレンズ素
子が形成されたフレネルレンズで構成し、このフレネルレンズのリフレクタ側の表面に、
該フレネルレンズを透過した平行光を該フレネルレンズの光軸に対して所定角度傾斜した
方向に向けて出射させる複数の偏向レンズ素子を形成すれば、次のような作用効果を得る
ことができる。
【００２２】
すなわち、灯具レイアウト上の制約等により、リフレクタの反射面をレンズの光軸方向の
正面位置に配置することが困難な場合があるが、フレネルレンズの光軸に対して所定角度
傾斜した方向に向けて平行光を出射させるようにすれば、リフレクタの反射面がレンズの
光軸方向正面から多少ずれた位置に配置されている場合であっても、該反射面が配置され
ている方向へ平行光を照射することが可能となる。そしてこれにより、反射面の中心領域
を構成する反射素子と周辺領域を構成する反射素子との明るさの差を小さくするという作
用効果を維持したまま、リフレクタの形状自由度を高めることができる。しかも、このよ
うな作用効果を１枚のフレネルレンズで達成することができる。
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【００２３】
ところで、本願発明に係る車両用灯具は、ＬＥＤ光源からの光をレンズ、リフレクタおよ
び透光カバーを介して照射するだけの構成としてもよいが、さらに所定の灯具ユニットを
付加的に設けるようにしてもよい。その際、この灯具ユニットをＬＥＤ光源およびレンズ
の灯具前方側に設けるようにすれば、灯具前方側からＬＥＤ光源およびレンズが見えない
ようにすることができ、これにより灯具の見映えを向上させることができる。この場合に
おいて「所定の灯具ユニット」の種類、形状等の具体的構成は特に限定されるものではな
い。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、図面を用いて、本願発明の一実施形態について説明する。
【００２５】
図１および２は、本実施形態に係る車両用灯具を示す正面図および側断面図である。
【００２６】
これらの図に示すように、本実施形態に係る車両用灯具１０は、車両後端部に設けられる
リヤコンビネーションランプであって、ランプボディ１２と素通し状の透光カバー１４と
で構成される灯室内に、テール＆ストップランプ用の灯具ユニット１６とターンシグナル
ランプ用の灯具ユニット１８とが収容されてなっている。
【００２７】
灯具ユニット１６は、光源ユニット２２とリフレクタ２４とからなる複数のＬＥＤユニッ
ト２０が左右方向に密着するようにして配列されてなり、灯室内における上部後方部位（
ここで「後方」とは灯具としての後方であって車両としては「前方」。以下同様）に設け
られている。
【００２８】
一方、灯具ユニット１８は、単一の光源バルブ２６とリフレクタ２８とからなり、灯室内
における下部前方部位に設けられている。この灯具ユニット１８のリフレクタ２８の前端
上部には、斜め上後方へ延びるエクステンション部２８ａが形成されている。このエクス
テンション部２８ａは、灯具ユニット１６における光源ユニット２２の上端面よりも僅か
に上方位置まで延びており、これにより灯具正面方向から光源ユニット２２が見えないよ
うにしている。
【００２９】
図３、４および５は、灯具ユニット１６を構成する複数のＬＥＤユニット２０のうちの１
つを切り出して示す正面図、側断面図および斜視図である。
【００３０】
これらの図にも示すように、各ＬＥＤユニット２０の光源ユニット２２は、上向きに配置
されたＬＥＤ光源３０と、このＬＥＤ光源３０からの光を平行光にするフレネルレンズ３
２（レンズ）と、ＬＥＤ光源３０を支持するプリント基板３４と、このプリント基板３４
とフレネルレンズ３２を支持するハウジング３６とからなっている。フレネルレンズ３２
は、ＬＥＤ光源３０の中心位置を通るようにして鉛直方向に延びる光軸Ａｘを有しており
、その下側表面にフレネルレンズ部３２ａが形成されている。プリント基板３４およびハ
ウジング３６は、灯具ユニット１６の全幅にわたって左右方向に延びるように形成されて
いる。
【００３１】
各ＬＥＤユニット２０のリフレクタ２４は、光源ユニット２２の後端部から斜め上前方へ
延びるように形成されており、フレネルレンズ３２から上向きに照射される平行光を灯具
前方へ向けて略直角に反射させるようになっている。なお、このリフレクタ２４も灯具ユ
ニット１６の全幅にわたって左右方向に延びるように形成されている。
【００３２】
リフレクタ２４の反射面２４ａは、鉛直方向に関して等間隔Ｈで複数のセグメント（２４
個のセグメント）に区分けされており、これら各セグメントに反射素子２４ｓと段差部２
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４ｒとが各々割り付けられることにより、階段状に形成されている。そして、この反射面
２４ａは、各反射素子２４ｓにおいてフレネルレンズ３２からの平行光を灯具前方へ向け
て拡散反射させるようになっており、各段差部２４ｒはフレネルレンズ３２からの平行光
が入射しないよう鉛直面として形成されている。
【００３３】
各反射素子２４ｓの灯具前後方向の幅は、反射面２４ａにおけるフレネルレンズ３２の光
軸Ａｘ（上記平行光の中心軸でもある）との交点Ｃ近傍に位置する中心領域２４ａＣを構
成する反射素子２４ｓよりも、その上下両側に位置する周辺領域２４ａＵ、２４ａＬを構
成する反射素子２４ｓの方が広くなるように設定されている（これについては後述する）
。なお、反射面２４ａは、水平方向に関しても等間隔で複数のセグメント（４個のセグメ
ント）に区分けされるとともに、これら各セグメントに反射素子２４ｓと段差部２４ｒと
が各々割り付けられているが、これら各セグメントを構成する反射素子２４ｓおよび段差
部２４ｒは、鉛直方向の同一段においてはいずれも同一形状で形成されている。
【００３４】
図６は、図５の VI部詳細図である。
図示のように、各反射素子２４ｓは、フレネルレンズ３２からの平行光を、灯具前方正面
方向を中心にして上下方向および左右方向に各々所定拡散角度で拡散反射させるよう、略
球面状の曲面で構成されている。これら各反射素子２４ｓの上下方向および左右方向の拡
散角度は、各反射素子２４ｓ間において互いに同じ値に設定されている。また、各段差部
２４ｒは、上下に隣接する各反射素子２４ｓを接続するようシリンドリカル曲面で構成さ
れている。
【００３５】
図７は、図４の部分詳細図である。
図示のように、反射面２４ａにおける光軸Ａｘとの交点Ｃよりも下方側の領域においては
、各反射素子２４ｓの灯具前後方向の幅は、該反射素子２４ｓの形成位置が交点Ｃから下
方向に離れるに従って徐々に広くなるように設定されている（ｗａ＜ｗｂ＜ｗｃ＜ｗｄ）
。このとき、各反射素子２４ｓは、フレネルレンズ３２からの平行光を灯具前方へ向けて
反射させる必要上、鉛直方向に対して４５°傾斜した平面を基準面とする曲面として形成
されるので、その鉛直方向の幅は、灯具前後方向の幅と等しい値（すなわちｈａ＝ｗａ、
ｈｂ＝ｗｂ、ｈｃ＝ｗｃ、ｈｄ＝ｗｄ）となる。したがって、鉛直方向の幅についても、
各反射素子２４ｓの形成位置が交点Ｃから下方向に離れるに従って徐々に広くなるように
設定されることとなる（ｈａ＜ｈｂ＜ｈｃ＜ｈｄ）。
【００３６】
その際、各反射素子２４ｓの灯具前後方向の幅（鉛直方向の幅も同様）は、該反射素子２
４ｓへの上記平行光の入射光束φが互いに略等しくなる広さに設定されている。これを実
現するためには、各反射素子２４ｓの灯具前後方向の幅を、ＬＥＤ光源３０からの光が各
反射素子２４ｓのフレネルレンズ３２への鉛直方向投影面に対して互いに略等しい光束で
入射するような広さに設定すればよいのであるが、ＬＥＤ光源３０から出射される光の配
光は、図中２点鎖線で示すように、該ＬＥＤ光源３０の正面方向が最大光度で正面方向か
らの角度が大きくなるに従って光度が減少する光度分布Ｉを有しているので、フレネルレ
ンズ３２の単位面積当たりに入射する光束は光軸Ａｘから離れるに従って減少する。した
がって、その減少分だけ、ＬＥＤ光源３０の位置を基準とする立体角を、光軸Ａｘから離
れた位置の鉛直投影面ほど大きくなるように設定すればよい（θａ＜θｂ＜θｃ＜θｄ）
。
【００３７】
なお、このようにして反射面２４ａを形成したとき、該反射面２４ａを形成する際の基準
面は、図中２点鎖線で示すように僅かに凸面状になる。
【００３８】
反射面２４ａにおける光軸Ａｘとの交点Ｃよりも上方側の領域においても、各反射素子２
４ｓの灯具前後方向の幅（鉛直方向の幅も同様）は、該反射素子２４ｓの形成位置が交点
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Ｃから上方向に離れるに従って徐々に広くなるように設定されている。なお、このように
して反射面２４ａを形成したとき、該反射面２４ａを形成する際の基準面は、図４におい
て２点鎖線で示すように僅かに凹面状になる。
【００３９】
次に、本実施形態の作用について説明する。
【００４０】
フレネルレンズ３２からリフレクタ２４の反射面２４ａへ入射する平行光の単位面積あた
りの光束は、反射面２４ａの中心領域２４ａＣよりも周辺領域２４ａＵ、２４ａＬの方が
小さい値となるので、仮に、反射面２４ａを鉛直方向に関して等間隔で複数のセグメント
に区分けして各セグメントに同一形状の反射素子２４ｓを割り付けるようにした場合には
、灯具点灯時にリフレクタの反射面２４ａを灯具前方から観察したとき、中心領域２４ａ
Ｃを構成する反射素子２４ｓは明るく見えるのに対して周辺領域２４ａＵ、２４ａＬを構
成する反射素子２４ｓは暗く見えてしまう。
【００４１】
これに対し、本実施形態においては、各反射素子２４ｓの灯具前後方向の幅が、反射面２
４ａの中心領域２４ａＣを構成する反射素子２４ｓよりも周辺領域２４ａＵ、２４ａＬを
構成する反射素子２４ｓの方が広くなるように設定されているので、中心領域２４ａＣを
構成する反射素子２４ｓと周辺領域２４ａＵ、２４ａＬを構成する反射素子２４ｓとの明
るさの差を小さくすることができる。
【００４２】
したがって本実施形態によれば、ＬＥＤ光源３０を用いて間接照明により光照射を行うよ
うに構成された車両用灯具１０において、灯具点灯時の見映えを向上させることができる
。
【００４３】
しかも本実施形態においては、各反射素子２４ｓの灯具前後方向の幅が、該反射素子２４
ｓの形成位置が反射面２４ａにおけるフレネルレンズ３２の光軸Ａｘとの交点Ｃから上下
両側へ離れるに従って徐々に広くなるように設定されているので、反射面２４ａの中心領
域２４ａＣを構成する反射素子２４ｓと周辺領域２４ａＵ、２４ａＬを構成する反射素子
２４ｓとの明るさの差を一層小さくすることができる。
【００４４】
その際、各反射素子２４ｓの灯具前後方向の幅は、該反射素子２４ｓへの平行光の入射光
束φが互いに略等しくなる広さに設定されているので、各反射素子２４ｓの明るさを反射
面２４ａの全域にわたって均一化することができる。
【００４５】
また本実施形態においては、各反射素子２４ｓがフレネルレンズ３２からの平行光を上下
方向および左右方向に拡散反射させる曲面で構成されているので、透光カバー１４を素通
し状に形成しても所要の灯具配光性能を確保することができ、また、次のような作用効果
を得ることができる。
【００４６】
すなわち、図３に示すように、点灯状態にあるＬＥＤユニット２０を灯具前方正面から観
察したとき、反射面２４ａは各反射素子２４ｓ毎に散点的に光って見える。同図において
Ｂで示す部分が光って見える光輝部であって、この光輝部Ｂは各反射素子２４ｓの中央に
位置している。その際、これら各反射素子２４ｓへの平行光の入射光束は略等しいので、
各反射素子２４ｓの明るさを反射面２４ａの全域にわたって均一化することができる。
【００４７】
また、灯具前方正面から視点を上下左右にずらすと、光輝部Ｂの位置も各反射素子２４ｓ
内において上下左右に移動するが、各反射素子２４ｓの拡散角度は、各反射素子２４ｓ間
において互いに同じ値に設定されているので、この拡散角度位置まではすべての反射素子
２４ｓが略同じ明るさで見える一方、この拡散角度を超えたときにはすべての反射素子２
４ｓが一斉に暗くなる。このため、視点移動させたときの見え方にメリハリを持たせるこ

10

20

30

40

50

(7) JP 3986779 B2 2007.10.3



とができ、これにより灯具の見映えを一層向上させることができる。
【００４８】
なお、本実施形態のように、各反射素子２４ｓを略球面状の曲面で構成する代わりに、各
反射素子２４ｓを平面で構成してフレネルレンズ３２からの平行光を灯具前方へ向けて平
行光のまま反射させ、透光カバー１４に（あるいはインナレンズを設けて該インナレンズ
に）拡散レンズ素子を形成することにより上下方向および左右方向の光拡散を行うように
することも可能である。あるいは、各反射素子２４ｓを一方向にのみ曲率を有する曲面で
構成してフレネルレンズ３２からの平行光を灯具前方へ向けて一方向にのみ拡散反射させ
、透光カバー１４等に拡散レンズ素子を形成することにより上記一方向と直交する方向の
光拡散を行うようにすることも可能である。
【００４９】
ところで本実施形態に係る車両用灯具１０は、ランプボディ１２と素通し状の透光カバー
１４とで構成される灯室内に、テール＆ストップランプ用の灯具ユニット１６とターンシ
グナルランプ用の灯具ユニット１８とが収容されているが、灯具ユニット１８が灯具ユニ
ット１６の光源ユニット２２の灯具前方側に設けられているので、灯具前方側から光源ユ
ニット２２が見えないようにすることができ、これにより灯具の見映えを向上させること
ができる。
【００５０】
上記実施形態においては、各ＬＥＤユニット２０におけるリフレクタ２４の反射面２４ａ
が、水平方向に関して等間隔で複数のセグメント（４個のセグメント）に区分けされると
ともに、これら各セグメントに反射素子２４ｓと段差部２４ｒとが各々割り付けられてい
るが、これら各セグメントを構成する反射素子２４ｓおよび段差部２４ｒが各段において
いずれも同一形状で形成されているので、各段を構成する４個のセグメントは厳密には同
一の明るさとはならない。これを同一の明るさにより近づける必要がある場合には、各Ｌ
ＥＤユニット２０のリフレクタ２４の左右幅を狭くすればよい。
【００５１】
また上記実施形態においては、灯具ユニット１６がテール＆ストップランプ用の灯具ユニ
ットである場合について説明したが、これ以外の灯具ユニット（例えばクリアランスラン
プ等の灯具ユニット等）である場合においても、上記実施形態と同様の構成を採用するこ
とにより該実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
【００５２】
図８および９は、上記実施形態におけるＬＥＤユニット２０の変形例を示す、図４と同様
の図である。
図８に示すＬＥＤユニット２０Ａは、フレネルレンズ３２の上側表面に、該フレネルレン
ズ３２を透過した平行光を、鉛直方向に延びる光軸Ａｘに対して灯具後方側へ５°傾斜し
た方向に向けて出射させるプリズム状の複数の偏向レンズ素子３２ｂが形成されている。
そして、このＬＥＤユニット２０Ａのリフレクタ２４Ａは、上記実施形態のＬＥＤユニッ
ト２０のリフレクタ２４（２点鎖線で示す）に対して灯具後方側へ傾斜するようにして配
置されており、フレネルレンズ３２から灯具後方側へ５°傾斜した方向に向けて上向きに
出射した平行光を灯具前方へ向けて拡散反射させるようになっている。その際、リフレク
タ２４Ａの反射面２４ａは、平行光の照射方向に関して等間隔Ｈで複数のセグメントに区
分けされており、これら各セグメントに反射素子２４ｓと段差部２４ｒとが各々割り付け
られることにより、階段状に形成されている。そして、この反射面２４ａは、各反射素子
２４ｓにおいてフレネルレンズ３２からの平行光を灯具前方へ向けて拡散反射させるよう
になっており、各段差部２４ｒはフレネルレンズ３２からの平行光が入射しないよう平行
光の照射方向に延びる面として形成されている。各反射素子２４ｓの灯具前後方向の幅は
、反射面２４ａにおける上記平行光の中心軸Ａｘ１との交点Ｃ１近傍に位置する中心領域
２４ａＣを構成する反射素子２４ｓよりも、その上下両側に位置する周辺領域２４ａＵ、
２４ａＬを構成する反射素子２４ｓの方が広くなるように設定されている。
【００５３】
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一方、図９に示すＬＥＤユニット２０Ｂは、フレネルレンズ３２の上側表面に、該フレネ
ルレンズ３２を透過した平行光を、鉛直方向に延びる光軸Ａｘに対して灯具前方側へ５°
傾斜した方向に向けて出射させるプリズム状の複数の偏向レンズ素子３２ｃが形成されて
いる。そして、このＬＥＤユニット２０Ｂのリフレクタ２４Ｂは、上記実施形態のＬＥＤ
ユニット２０のリフレクタ２４（２点鎖線で示す）に対して灯具前方側へ傾斜するように
して配置されており、フレネルレンズ３２から灯具前方側へ５°傾斜した方向に向けて上
向きに出射した平行光を灯具前方へ向けて拡散反射させるようになっている。その際、リ
フレクタ２４Ａの反射面２４ａは、平行光の照射方向に関して等間隔Ｈで複数のセグメン
トに区分けされており、これら各セグメントに反射素子２４ｓと段差部２４ｒとが各々割
り付けられることにより、階段状に形成されている。そして、この反射面２４ａは、各反
射素子２４ｓにおいてフレネルレンズ３２からの平行光を灯具前方へ向けて拡散反射させ
るようになっており、各段差部２４ｒはフレネルレンズ３２からの平行光が入射しないよ
う平行光の照射方向に延びる面として形成されている。各反射素子２４ｓの灯具前後方向
の幅は、反射面２４ａにおける上記平行光の中心軸Ａｘ２との交点Ｃ２近傍に位置する中
心領域２４ａＣを構成する反射素子２４ｓよりも、その上下両側に位置する周辺領域２４
ａＵ、２４ａＬを構成する反射素子２４ｓの方が広くなるように設定されている。
【００５４】
これらの変形例に示すように、フレネルレンズ３２の上側表面に複数の偏向レンズ素子３
２ｂ、３２ｃを形成することにより、フレネルレンズ３２の光軸Ａｘに対して傾斜した方
向に向けて平行光を出射させることができるので、リフレクタ２４Ａ、２４Ｂの反射面２
４ａが光軸Ａｘ方向正面から多少ずれた位置に配置されているにもかかわらず、該反射面
２４ａが配置されている方向へ平行光を照射することができる。そしてこれにより、反射
面２４ａの中心領域２４ａＣを構成する反射素子２４ｓと周辺領域２４ａＵ、２４ａＬを
構成する反射素子２４ｓとの明るさの差を小さくするという上記実施形態の作用効果を維
持したまま、リフレクタの形状自由度を高めることができる。しかも、このような作用効
果を１枚のフレネルレンズ３２で達成することができる。
【００５５】
なお、これらの変形例においては、フレネルレンズ３２からの平行光を、その光軸Ａｘに
対して灯具後方側または灯具前方側へ傾斜した方向に向けて出射させる場合について説明
したが、その光軸Ａｘに対して左側または右側へ傾斜した方向に向けて出射させるように
することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本願発明の一実施形態に係る車両用灯具を示す正面図
【図２】上記車両用灯具を示す側断面図
【図３】上記車両用灯具の灯具ユニットを構成する複数のＬＥＤユニットのうちの１つを
切り出して示す正面図
【図４】上記ＬＥＤユニットを示す側断面図
【図５】上記ＬＥＤユニットを示す斜視図
【図６】図５の VI部詳細図
【図７】図４の部分詳細図
【図８】上記ＬＥＤユニットの変形例を示す、図４と同様の図
【図９】上記ＬＥＤユニットの他の変形例を示す、図４と同様の図
【図１０】従来例を示す、図７と同様の図
【符号の説明】
１０　車両用灯具
１２　ランプボディ
１４　透光カバー
１６、１８　灯具ユニット
２０、２０Ａ、２０Ｂ　ＬＥＤユニット
２２　光源ユニット
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２４、２８　リフレクタ
２４ａ　反射面
２４ａＣ　中心領域
２４ａＵ、２４ａＬ　周辺領域
２４ｒ　段差部
２４ｓ　反射素子
２６　光源バルブ
２８ａ　エクステンション部
３０　ＬＥＤ光源
３２　フレネルレンズ（レンズ）
３２ａ　フレネルレンズ部
３２ｂ、３２ｃ　偏向レンズ素子
３４　プリント基板
３６　ハウジング
Ａｘ　フレネルレンズの光軸
Ａｘ１、Ａｘ２　平行光の中心軸
Ｂ　光輝部
Ｃ　反射面におけるフレネルレンズの光軸（平行光の中心軸）との交点
Ｃ１、Ｃ２　反射面における平行光の中心軸との交点
Ｈ　セグメントの鉛直方向の幅
ｈａ、ｈｂ、ｈｃ、ｈｄ　各反射素子の鉛直方向の幅
Ｉ　ＬＥＤ光源からの出射光の配光を示す光度分布
ｗａ、ｗｂ、ｗｃ、ｗｄ　各反射素子の灯具前後方向の幅
θａ、θｂ、θｃ、θｄ　ＬＥＤ光源の位置を基準とする立体角
φ　各反射素子への平行光の入射光束
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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