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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前後方向に対して斜めに傾斜した配列方向に沿って配列され、当該配列方向と略直交す
る方向であって前後方向とは異なる直交方向へ個別に光を出射させる複数のＬＥＤと、
　前記複数のＬＥＤに対応して前記配列方向に沿って並設されつつ当該複数のＬＥＤの前
記直交方向に配置され、当該複数のＬＥＤから出射された光を前方へ個別に反射させる複
数の反射面と、
　前記複数の反射面のうち最も後方に位置する一の反射面に隣接して配置された他の反射
面と、
　前記複数の反射面及び前記他の反射面の前方に配置され、前記配列方向に沿って延在す
る長尺なレンズと、
を備え、
　前記レンズは、
　前後方向及び前記配列方向の何れとも直交する第二直交方向の両側の２つの側板部と、
当該２つの側板部の前端を連結する前板部とを有するとともに、
　前記前板部の後面が、前記複数の反射面及び前記他の反射面で反射された光を拡散させ
つつ前方へ透過させる拡散面となっており、
　前記複数の反射面は、
　前後方向及び前記直交方向の何れにも沿った側壁と各反射面とが前記配列方向に交互に
連なることで、階段状に連結されており、
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　各反射面が、当該反射面に対応するＬＥＤから出射された光を、前記第二直交方向と直
交する断面では、前記レンズに入射する手前において前後方向及び前記第二直交方向の何
れとも直交する第三直交方向に交差させつつ、前方へ反射させ、
　前記他の反射面は、前記複数の反射面のうち最も後方であって前記第三直交方向の一方
に位置する一の反射面よりも前記第三直交方向の一方側に配置され、当該一の反射面に対
応するＬＥＤから出射された光の一部を前方へ反射させることを特徴とする車両用灯具。
【請求項２】
　前記レンズは、前記一の反射面よりも前記第三直交方向の一方側にまで亘って設けられ
ていることを特徴とする請求項１に記載の車両用灯具。
【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、車両に搭載される各種の車両用灯具として、ＬＥＤ（発光ダイオード）から出射
した光をリフレクタ（反射面）で反射させた後にレンズに透過させて、前方へ照射するも
のが知られている（例えば、特許文献１参照）。この種の車両用灯具において、発光面を
長尺なライン状に発光させようとした場合、複数のＬＥＤと、これに対応する複数の反射
面とをそれぞれライン状に配列し、複数の反射面の前方に配置した長尺なレンズを発光さ
せるように構成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１４６９７７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、ＬＥＤから出射される光は指向性が強いため、各反射面で反射された当
該光を単純にレンズに透過させただけでは、このレンズのうち、各反射面の前方に位置す
る部分が、隣り合う２つの反射面の間の前方に位置する部分よりも強く光ってしまい、輝
度ムラのない均一な発光態様を実現することが困難であった。
【０００５】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、従来に比べ、より輝度ムラが少なく均一
なライン状の発光態様を実現することができる車両用灯具の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は、車両用灯具であって、
　前後方向に対して斜めに傾斜した配列方向に沿って配列され、当該配列方向と略直交す
る方向であって前後方向とは異なる直交方向へ個別に光を出射させる複数のＬＥＤと、
　前記複数のＬＥＤに対応して前記配列方向に沿って並設されつつ当該複数のＬＥＤの前
記直交方向に配置され、当該複数のＬＥＤから出射された光を前方へ個別に反射させる複
数の反射面と、
　前記複数の反射面のうち最も後方に位置する一の反射面に隣接して配置された他の反射
面と、
　前記複数の反射面及び前記他の反射面の前方に配置され、前記配列方向に沿って延在す
る長尺なレンズと、
を備え、
　前記レンズは、
　前後方向及び前記配列方向の何れとも直交する第二直交方向の両側の２つの側板部と、
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当該２つの側板部の前端を連結する前板部とを有するとともに、
　前記前板部の後面が、前記複数の反射面及び前記他の反射面で反射された光を拡散させ
つつ前方へ透過させる拡散面となっており、
　前記複数の反射面は、
　前後方向及び前記直交方向の何れにも沿った側壁と各反射面とが前記配列方向に交互に
連なることで、階段状に連結されており、
　各反射面が、当該反射面に対応するＬＥＤから出射された光を、前記第二直交方向と直
交する断面では、前記レンズに入射する手前において前後方向及び前記第二直交方向の何
れとも直交する第三直交方向に交差させつつ、前方へ反射させ、
　前記他の反射面は、前記複数の反射面のうち最も後方であって前記第三直交方向の一方
に位置する一の反射面よりも前記第三直交方向の一方側に配置され、当該一の反射面に対
応するＬＥＤから出射された光の一部を前方へ反射させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、複数のＬＥＤから出射された光が、当該複数のＬＥＤに対応する複数
の反射面で前方へ個別に反射された後に、レンズの前板部を透過して前方へ照射される。
このとき、複数の反射面で反射された光がレンズの前板部の後面によって拡散されつつ前
方へ透過されるので、反射面からの反射光を単純にレンズに透過させていた従来に比べ、
より輝度ムラの少ない発光態様で長尺なレンズの前板部を発光させることができる。した
がって、従来に比べ、より輝度ムラが少なく均一なライン状の発光態様を実現することが
できる。
【０００８】
　また、レンズの前板部の後面が拡散面となっているので、発光時の当該前板部を前方か
ら見たときに、より奥側が光って見える見栄えとなる。したがって、点灯時の見栄えを奥
行き感（立体感）のあるものとすることができる。
　更に、レンズが、第二直交方向の両側の２つの側板部と、当該２つの側板部の前端を連
結する前板部とを有する前方への凸状に形成されているので、非点灯時の見栄えも奥行き
感（立体感）のあるものとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態における車両用灯具の正面図である。
【図２】図１のII－II線での断面図である。
【図３】図１のIII－III線での断面図である。
【図４】実施形態における車両用灯具の変形例を示す横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
　図１は、本実施形態における車両用灯具１の正面図であり、図２及び図３は、図１のII
－II線及びIII－III線での断面図である。
　なお、以下の説明では、「前」「後」「左」「右」「上」「下」との記載は、特に断り
のない限り、車両用灯具１から見た方向を意味するものとする。
【００１１】
　図１～図３に示すように、車両用灯具１は、図示しない車両の前部に搭載されたヘッド
ランプであり、前面が開口した図示しないハウジングと、当該ハウジングの前面開口を覆
う素通しのアウターレンズ２とを備えている。アウターレンズ２は左方に向かって斜め後
方へ傾斜した形状に形成されており、車両用灯具１のうち、当該アウターレンズ２に前方
を覆われた灯室の内部には、複数のＬＥＤ（発光ダイオード）３，…と、リフレクタ４と
、インナーレンズ５とが収容されている。
【００１２】
　複数のＬＥＤ３，…は、アウターレンズ２に倣って、左方に向かって斜め後方へ傾斜し
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た方向（以下、配列方向という。）Ｘに略沿って配列されている。この複数のＬＥＤ３，
…は、下方へ個別に光を出射させるように各発光面を下方へ向けた状態で、上下方向の高
さ位置が揃えられており、共通の基板３１の下面に実装されている。
【００１３】
　リフレクタ４は、複数のＬＥＤ３，…の下方に配置されており、当該複数のＬＥＤ３，
…から下方へ出射された光を前方へ反射させる。具体的には、リフレクタ４は、上下方向
と略直交する平板状の上板部４０を有している。この上板部４０には、複数のＬＥＤ３，
…に対応して、上下方向に貫通する複数の貫通孔４０ａ，…が当該複数のＬＥＤ３，…の
直下に形成されるとともに、この複数の貫通孔４０ａ，…の下方を覆うように当該上板部
４０の下面後部から下斜め前方へ延出する湾曲板状の複数の反射部４１，…が設けられて
いる。
【００１４】
　複数の反射部４１，…は、複数のＬＥＤ３，…に対応して配列方向Ｘに略沿って並設さ
れており、左右方向と略直交する平板状の側壁部４２と当該各反射部４１とが配列方向Ｘ
に交互に連なることで、右側のものほど段階的に前方に位置する階段状に連結されている
。この複数の反射部４１，…は、それぞれが対応するＬＥＤ３の下方に配置されて当該Ｌ
ＥＤ３の下方を覆うように上斜め前方へ開口する凹板状にそれぞれ形成されており、その
各開口内面（前面）が、対応するＬＥＤ３から出射された光を前方へ反射させる反射面４
１０となっている。
【００１５】
　また、複数の反射部４１，…は、最も後方に位置する１つを除く複数の第一反射部４１
ａ，…と、最も後方に位置する第二反射部４１ｂとから構成されている。
　このうち、複数の第一反射部４１ａ，…は、それぞれの開口内面（前面）が第一反射面
４１０ａとなっている。この第一反射面４１０ａは、左右方向と直交する縦断面形状が、
対応するＬＥＤ３の近傍位置を焦点とする放物面状に形成されている一方で、上下方向と
直交する横断面形状が、対応するＬＥＤ３の近傍位置を第一焦点とするとともに当該第一
焦点の前方の所定位置を第二焦点ｆ２とする楕円面状に形成されている。そのため、この
第一反射面４１０ａは、対応するＬＥＤ３から出射された光を、縦断面では略平行光とし
つつ前方へ反射させ、横断面では第二焦点ｆ２に集光させることで左右方向に交差させつ
つ前方へ反射させる。ここで、第一反射面４１０ａが横断面において左右方向に交差させ
つつ前方へ光を反射させるのは、当該第一反射面４１０ａの右端に連なる側壁部４２に反
射光が遮られないようにするためである。
【００１６】
　一方、第二反射部４１ｂは、第一反射部４１ａよりも左右方向にやや大きく形成されて
おり、その開口内面（前面）が第二反射面４１０ｂとなっている。この第二反射面４１０
ｂは、縦断面では、第一反射面４１０ａと同様に、対応するＬＥＤ３の近傍位置を焦点と
する放物面状に形成されており、当該ＬＥＤ３から出射された光を略平行光としつつ前方
へ反射させる。一方、横断面では、第二反射面４１０ｂは、対応するＬＥＤ３から出射さ
れた光を左右方向に広く拡散させつつ左斜め前方へ反射させる。第二反射面４１０ｂには
、縦断面に沿った蒲鉾状のフルートカット（図示せず）が左右方向に複数並設されており
、このフルートカットが光を左右方向に広く拡散させる。但し、この第二反射面４１０ｂ
においても、第一反射面４１０ａと同様に、当該第二反射面４１０ｂの右端に連なる側壁
部４２に反射光が遮られないようにするために、横断面では当該光を左右方向に交差させ
つつ前方へ反射させる。
【００１７】
　インナーレンズ５は、配列方向Ｘに沿って延在する長尺な形状に形成され、リフレクタ
４の複数の反射部４１，…の前方に配置されている。但し、インナーレンズ５は、第二反
射部４１ｂ（第二反射面４１０ａ）で左斜め前方へ反射された光をも透過可能なように、
第二反射面４１０ａよりも左側にまで亘って設けられている。当該インナーレンズ５は、
上下方向の両側の上側板部５１及び下側板部５２と、これら上側板部５１及び下側板部５



(5) JP 6082225 B2 2017.2.15

10

20

30

40

50

２の前端を連結する前板部５３とを有する前方への凸状に形成されており、このうちの前
板部５３が複数の反射面４１０，…（すなわち、複数の第一反射面４１０ａ，…及び第二
反射面４１０ｂ）の前方に位置している。より詳しくは、前板部５３は、複数の第一反射
面４１０ａ，…の横断面における第二焦点ｆ２よりも前側に位置している。また、前板部
５３の後面５３ａは、シボ加工が施されたシボ面（拡散面）となっており、複数の反射面
４１０，…で反射された光を左右方向及び上下方向に拡散させつつ前方へ透過させる。
【００１８】
　以上のように、本実施形態の車両用灯具１によれば、複数のＬＥＤ３，…から出射され
た光が、当該複数のＬＥＤ３，…に対応する複数の反射面４１０，…で前方へ個別に反射
された後に、インナーレンズ５の前板部５３を透過して前方へ照射される。このとき、複
数の反射面４１０，…で反射された光がインナーレンズ５の前板部５３の後面５３ａによ
って拡散されつつ前方へ透過されるので、反射面からの反射光を単純にレンズに透過させ
ていた従来に比べ、より輝度ムラの少ない発光態様で長尺なインナーレンズ５の前板部５
３を発光させることができる。したがって、従来に比べ、より輝度ムラが少なく均一なラ
イン状の発光態様を実現することができる。
【００１９】
　また、インナーレンズ５の前板部５３の後面５３ａがシボ面（拡散面）となっているの
で、発光時の当該前板部５３を前方から見たときに、より奥側が光って見える見栄えとな
る。したがって、点灯時の見栄えを奥行き感（立体感）のあるものとすることができる。
　更に、インナーレンズ５が、上下方向の両側の上側板部５１及び下側板部５２と、当該
上側板部５１及び下側板部５２の前端を連結する前板部５３とを有する前方への凸状に形
成されているので、非点灯時の見栄えも奥行き感（立体感）のあるものとすることができ
る。
【００２０】
　また、各反射面４１０は、当該反射面４１０に対応するＬＥＤ３から出射された光を、
横断面では左右方向に交差させつつ前方へ反射させるので、当該反射面４１０から直接に
左右方向へ広がるように光を反射させる場合と異なり、各反射面４１０の右端に連なる側
壁部４２に反射光が遮られることなく、当該光を左右方向へ広がるように反射させること
ができる。
【００２１】
　また、複数の反射面４１０，…のうち、最も後方且つ左方に位置する第二反射面４１０
ｂは、当該第二反射面４１０ｂに対応するＬＥＤ３から出射された光を、横断面では左斜
め前方へ反射させるので、インナーレンズ５の前板部５３のうち、後方に反射面４１０が
設けられていない左端部（後端部）まで広く発光させることができる。すなわち、インナ
ーレンズ５をより長尺なライン状に発光させることができる。
【００２２】
　なお、本発明を適用可能な実施形態は、上述した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で適宜変更可能である。
【００２３】
　例えば、上記実施形態では、本発明に係る車両用灯具として、ヘッドランプである車両
用灯具１を例に挙げて説明したが、本発明は、ヘッドランプ以外の車両用灯具にも好適に
適用可能である。
【００２４】
　また、複数のＬＥＤ３，…の配列方向Ｘが左方に向かって斜め後方へ傾斜した方向であ
ることとしたが、この配列方向Ｘは、前後方向と交差する方向であれば特に限定されない
。更に、この配列方向Ｘに応じて、各ＬＥＤ３が光を出射させる方向は当該配列方向Ｘと
略直交する方向であって前後方向とは異なる直交方向であればよく、その他の構成につい
ても、例えば以下のようなものとしてよい。
　リフレクタ４の側壁部４２は、左右方向と略直交するものでなくともよく、前後方向及
び上記直交方向の何れにも沿うように設けられていればよい。
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　インナーレンズ５の上側板部５１及び下側板部５２は、上下方向の両側のものでなくと
もよく、前後方向及び上記配列方向Ｘの何れとも直交する第二直交方向の両側のものであ
ればよい。
　各反射面４１０は、対応するＬＥＤ３から出射された光を、横断面において左右方向に
交差させつつ前方へ反射させるものでなくともよく、上記第二直交方向と直交する断面に
おいて、前後方向及び上記第二直交方向の何れとも直交する第三直交方向に交差させつつ
前方へ反射させるものであればよい。
　第二反射面４１０ｂは、複数の反射面４１０，…のうち、最も後方であって上記第三直
交方向の一方に位置するものである場合に、対応するＬＥＤ３から出射された光を、上記
第二直交方向と直交する断面において、上記第三直交方向の一方側の斜め前方へ反射させ
るものであればよい。このとき、インナーレンズ５は、第二反射面４１０ｂよりも上記第
三直交方向の一方側にまで亘って設けられていればよい。
【００２５】
　また、最も後方に位置する第二反射面４１０ｂが光を左斜め前方へ反射させることで、
インナーレンズ５が左端部まで広く発光することとしたが、当該第二反射面４１０ｂを第
一反射面４１０ａと同様の構成（前方へ光を反射させる構成）とした場合でも、他の部品
を利用することによってインナーレンズ５を左端部まで発光させることは可能である。
　具体的には、図４に示すように、この場合には、第二反射部４１ｂよりも左側であって
インナーレンズ５の左端部の後方にエクステンション６が設けられており、このエクステ
ンション６の前面が、第二反射面４１０ｂに対応するＬＥＤ３の近傍位置を焦点とする放
物面状の反射面６ａとされて、当該ＬＥＤ３からの光を前方へ反射させる。また、第二反
射部４１ｂ（第二反射面４１０ｂ）は、対応するＬＥＤ３からエクステンション６の反射
面６ａへの光路を遮らないように、左端部が取り除かれている。
　このような構成によれば、第二反射面４１０ｂを第一反射面４１０ａと同様の構成（前
方へ光を反射させる構成）とした場合でも、第二反射面４１０ｂに対応するＬＥＤ３から
出射された光の一部を、エクステンション６の反射面６ａで前方へ反射させて、インナー
レンズ５の前板部５３のうち、後方に反射面４１０が設けられていない左端部を発光させ
ることができる。
【符号の説明】
【００２６】
１　　　　　　車両用灯具
３　　　　　　ＬＥＤ
　Ｘ　　　　　配列方向
４　　　　　　リフレクタ
　４１　　　　反射部
　　４１０　　反射面
　　　４１０ａ　第一反射面
　　　４１０ｂ　第二反射面（一の反射面）
　４２　　　　側壁部（側壁）
５　　　　　　インナーレンズ（レンズ）
　５１　　　　上側板部
　５２　　　　下側板部
　５３　　　　前板部
　　５３ａ　　後面
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