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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　灯具前方へ向けて配置されたＬＥＤ光源と、このＬＥＤ光源からの光を入射させるよう
に配置された透光部材と、この透光部材を透過した上記ＬＥＤ光源からの光を灯具前方へ
反射させるように配置されたリフレクタと、を備えてなる車両用灯具において、
　上記透光部材の表面に、上記ＬＥＤ光源の光軸に対して小角度で該透光部材に入射した
小角度入射光を上記光軸と略直交する方向へ内面反射させる内面反射部と、上記光軸に対
して大角度で該透光部材に入射した大角度入射光を上記光軸と略直交する方向へ屈折させ
る屈折部とが形成されており、
　上記内面反射部が、上記光軸を中心とする略ロート状の回転曲面で構成されており、上
記屈折部が、上記光軸を中心とする略円環ドーム状の回転曲面で構成されており、
　上記内面反射部の前端縁が、上記屈折部の前端縁よりも、上記光軸に関して径方向外側
に位置しており、
　上記内面反射部と上記屈折部との間に、上記屈折部の前端縁から上記光軸と直交する平
面に沿って延びる環状平面部が形成されている、ことを特徴とする車両用灯具。
【請求項２】
　上記リフレクタの反射面が、上記透光部材を透過した上記ＬＥＤ光源からの光を灯具前
方へ反射させる複数の反射素子からなり、これら反射素子が、上記光軸と略直交する方向
に延びる段差部を介して階段状に配置されている、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３】
　上記リフレクタの反射面の少なくとも一部が、上記透光部材を透過した上記ＬＥＤ光源
からの光を、内面反射により灯具前方へ反射させるように構成されている、ことを特徴と
する請求項１または２記載の車両用灯具。
【請求項４】
　上記透光部材の表面に、上記小角度入射光のうち上記光軸の近傍領域に入射した光を前
方へ透過させる直射部が形成されている、ことを特徴とする請求項１～３いずれか記載の
車両用灯具。
【請求項５】
　上記ＬＥＤ光源、透光部材およびリフレクタを、複数組備えてなる、ことを特徴とする
請求項１～４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（発光ダイオード）光源を備え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、「特許文献１」に
は、灯具前方へ向けて配置されたＬＥＤ光源からの光を透光部材に入射させ、この透光部
材を透過したＬＥＤ光源からの光を、該透光部材と一体的に形成されたリフレクタにより
灯具前方へ反射させるように構成された車両用灯具が記載されている。
【０００３】
このような灯具構成を採用することにより、ＬＥＤ光源からの光をリフレクタ反射光とし
て効率良く利用することが可能となる。
【０００４】
【特許文献１】
実開昭６１－１５３２０１号公報
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記「特許文献１」記載の車両用灯具においては、リフレクタの反射面へ
の入射光の向きが反射面の各部位において異なったものとなる。このため、リフレクタを
灯具前方から観察したとき、その反射面が全域にわたって光って見えるように反射面を形
成することが容易でなく、また、これを実現するためにはリフレクタの奥行き寸法をある
程度大きくする必要がある、という問題がある。
【０００５】
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光源を備えた車両用
灯具において、リフレクタの薄型化を図った上で、その反射面全域が光って見えるように
す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。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本願発明は、透光部材の形状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。
　すなわち、本願発明に係る車両用灯具は、
　灯具前方へ向けて配置されたＬＥＤ光源と、このＬＥＤ光源からの光を入射させるよう
に配置された透光部材と、この透光部材を透過した上記ＬＥＤ光源からの光を灯具前方へ
反射させるように配置されたリフレクタと、を備えてなる車両用灯具において、
　上記透光部材の表面に、上記ＬＥＤ光源の光軸に対して小角度で該透光部材に入射した
小角度入射光を上記光軸と略直交する方向へ内面反射させる内面反射部と、上記光軸に対
して大角度で該透光部材に入射した大角度入射光を上記光軸と略直交する方向へ屈折させ
る屈折部とが形成されており、
　上記内面反射部が、上記光軸を中心とする略ロート状の回転曲面で構成されており、上
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記屈折部が、上記光軸を中心とする略円環ドーム状の回転曲面で構成されており、
　上記内面反射部の前端縁が、上記屈折部の前端縁よりも、上記光軸に関して径方向外側
に位置しており、
　上記内面反射部と上記屈折部との間に、上記屈折部の前端縁から上記光軸と直交する平
面に沿って延びる環状平面部が形成されている、ことを特徴とするものである。
【０００７】
上記「車両用灯具」は、特定種類の車両用灯具に限定されるものではなく、例えば、テー
ルランプ、ストップランプ等が採用可能である。
【０００８】
上記「透光部材」は、透光性を有する部材であれば、その材質は特に限定されるものでは
なく、例えば、透明な合成樹脂で構成されたものやガラスで構成されたもの等が採用可能
である。また、この透光部材の「内面反射部」および「屈折部」の具体的形状についても
特に限定されるものではない。
【０００９】
上記「リフレクタ」は、透光部材を透過したＬＥＤ光源からの光を灯具前方へ反射させる
ように配置されたものであれば、その具体的な反射面形状等は特に限定されるものではな
い。また、この「リフレクタ」は、その外表面においてＬＥＤ光源からの光を反射させる
ように構成された通常のリフレクタであってもよいし、あるいは、透明な部材で構成され
たリフレクタであって該リフレクタを透過したＬＥＤ光源からの光を内面反射させるよう
に構成されたものであってもよい。後者の場合、リフレクタは、透光部材と別体で構成し
てもよいし、該リフレクタの一部を透光部材と一体で構成してもよい。
【００１０】
【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、灯具前方へ向けて配置されたＬＥ
Ｄ光源からの光を透光部材に入射させ、この透光部材を透過したＬＥＤ光源からの光を、
リフレクタにより灯具前方へ反射させるように構成されているが、透光部材の表面には、
ＬＥＤ光源の光軸に対して小角度で該透光部材に入射した小角度入射光を上記光軸と略直
交する方向へ内面反射させる内面反射部と、上記光軸に対して大角度で該透光部材に入射
した大角度入射光を上記光軸と略直交する方向へ屈折させる屈折部とが形成されているの
で、ＬＥＤ光源からの光を上記光軸と略直交する方向へ向かう略平行光としてリフレクタ
の反射面に入射させることができる。
【００１１】
このため、リフレクタの奥行き寸法を大きくすることなく、その反射面の周縁部にまでＬ
ＥＤ光源からの光を入射させることができる。また、ＬＥＤ光源からの光が略平行光とし
てリフレクタの反射面に入射するので、リフレクタによる反射制御を容易に行うことが可
能となる。
【００１２】
したがって本願発明によれば、ＬＥＤ光源を備えた車両用灯具において、リフレクタの薄
型化を図った上で、その反射面全域が光って見えるようにすることができる。そしてこれ
により灯具の見映えを向上させることができる。
【００１３】
上記構成において、透光部材の内面反射部を、上記光軸を中心とする略ロート状の回転曲
面で構成するとともに、透光部材の屈折部を、上記光軸を中心とする略円環ドーム状の回
転曲面で構成するようにすれば、次のような作用効果を得ることができる。
【００１４】
すなわち、ＬＥＤ光源からの光を、上記光軸の全周にわたって該光軸と略直交する方向へ
向かう略平行光としてリフレクタの反射面に入射させることができるので、１つのＬＥＤ
光源で広い発光面積を確保することができる。しかも、ＬＥＤ光源を灯具中央に配置する
ことができるので、灯具の外形形状を自由に設定することができる。
【００１５】
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また上記構成において、リフレクタの反射面を、透光部材を透過したＬＥＤ光源からの光
を灯具前方へ反射させる複数の反射素子からなる構成とし、そして、これら反射素子を上
記光軸と略直交する方向に延びる段差部を介して階段状に配置すれば、灯具を一層薄型化
することができ、しかも、リフレクタの反射面をその全域にわたって略均一に散点的に光
って見えるようにすることができる。この場合において、各「反射素子」は、ＬＥＤ光源
からの光を単に灯具前方へ偏向させるように反射させる面形状で構成してもよいし、ＬＥ
Ｄ光源からの光を灯具前方へ偏向させると共に拡散させるように反射させる面形状で構成
してもよい。
【００１６】
さらに上記構成において、リフレクタの反射面の少なくとも一部を、透光部材を透過した
ＬＥＤ光源からの光を内面反射により灯具前方へ反射させる構成とすれば、リフレクタの
肉厚分だけ灯具をよりコンパクトに構成することができる。
【００１７】
また上記構成において、透光部材の表面に、上記小角度入射光のうち光軸の近傍領域に入
射した光を前方へ透過させる直射部が形成された構成とすれば、リフレクタの反射面のみ
ならず、透光部材の直射部も光って見えるようにすることができ、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。
【００１８】
ところで本願発明に係る車両用灯具は、ＬＥＤ光源、透光部材およびリフレクタを１組だ
け備えた構成としてもよいが、これらＬＥＤ光源、透光部材およびリフレクタを複数組備
えた構成としてもよい。後者の構成を採用した場合には、車両用灯具の明るさを一層増大
させることができる。その際、本願発明においては、リフレクタの外形形状を自由に設定
することが可能であるので、これら複数組のＬＥＤ光源、透光部材およびリフレクタを灯
具形状等に応じて自由に配列することも可能となる。
【００１９】
【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。
【００２０】
図１は、本実施形態に係る車両用灯具を示す正面図であり、図２は、図１のII-II 線断面
図であり、図３は、図２の要部詳細図である。
【００２１】
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
テールランプであって、ＬＥＤ光源１２と、透光部材１４と、リフレクタ１６と、透光カ
バー１８とを備えてなっている。
【００２２】
ＬＥＤ光源１２は、その光軸Ａｘを車両前後方向に延びる灯具中心軸に一致させるように
して灯具前方（車両としては「後方」、以下同様）へ向けて配置されている。このＬＥＤ
光源１２は、ＬＥＤ本体（ＬＥＤチップ）１２Ａと、このＬＥＤ本体１２Ａの発光中心Ｏ
を略半球状に覆う封止樹脂１２Ｂとからなり、基板２０を介して基板支持部材２２に固定
されている。
【００２３】
透光部材１４は、ＬＥＤ光源１２を前方側から覆うように配置された透明な合成樹脂成形
品からなり、その後面部において基板支持部材２２に固定されている。
【００２４】
この透光部材１４の後面部には、ＬＥＤ光源１２からの光（以下「ＬＥＤ出射光」ともい
う）を入射させる光入射用凹部１４Ａが形成されている。この光入射用凹部１４Ａは、発
光中心Ｏを球面状に囲む球状部１４Ａ１と、光軸Ａｘを円筒面状に囲む円筒部１４Ａ２と
からなっている。そして、ＬＥＤ出射光のうち、光軸Ａｘに対して小角度（具体的には例
えば４０°程度以下の角度）で出射される光は、球状部１４Ａ１に対して垂直に入射した
後、透光部材１４内をそのまま直進し、一方、光軸Ａｘに対して大角度（具体的には例え
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ば４０°程度を超える角度）で出射される光は、円筒部１４Ａ２に対して斜めに入射した
後、透光部材１４内を該透光部材１４の外周側へ屈折して進む。
【００２５】
この透光部材１４の表面には、光軸Ａｘに対して小角度で該透光部材１４に入射した小角
度入射光（球状部１４Ａ１への入射光）を、光軸Ａｘと略直交する方向へ内面反射させる
内面反射部１４Ｂと、光軸Ａｘに対して大角度で該透光部材１４に入射した大角度入射光
（円筒部１４Ａ２への入射光）を、光軸Ａｘと略直交する方向へ屈折させる屈折部１４Ｃ
とが形成されている。
【００２６】
内面反射部１４Ｂは、透光部材１４の前面部において、光軸Ａｘを中心とする略ロート状
の回転曲面で構成されている。一方、屈折部１４Ｃは、内面反射部１４Ｂの後方側におい
て、光軸Ａｘを中心とする略円環ドーム状の回転曲面で構成されている。
【００２７】
透光部材１４の表面における内面反射部１４Ｂの外周側に位置する部分は、光軸Ａｘを中
心とする円筒面からなる円筒状外周部１４Ｄとして形成されている。そしてこれにより、
内面反射部１４Ｂで内面反射して光軸Ａｘと略直交する方向へ向かうＬＥＤ出射光を、該
円筒状外周部１４Ｄから透光部材１４外へそのまま直進させるようになっている。この円
筒状外周部１４Ｄの後端部は、光軸Ａｘと直交する平面からなる環状平面部１４Ｅとして
形成されている。そしてこれにより、内面反射部１４Ｂで内面反射したＬＥＤ出射光およ
び屈折部１４Ｃで屈折したＬＥＤ出射光が、環状平面部１４Ｅによって遮られてしまうこ
とがないようにしている。
【００２８】
リフレクタ１６は、透光部材１４を透過したＬＥＤ出射光を灯具前方へ反射させるように
配置されている。このリフレクタ１６は、偏平な円錐面形状に形成された合成樹脂成形品
の前面に反射面処理が施されてなり、灯具正面視において円形の外形形状を有している。
【００２９】
このリフレクタ１６の反射面１６ａは、透光部材１４を透過したＬＥＤ出射光を灯具前方
へ反射させる複数の反射素子１６ｓからなっている。これら反射素子１６ｓは、反射面１
６ａを放射状に区分けするとともに同心状に区分けするようにして配置されている。その
際、これら反射素子１６ｓは、径方向に関しては光軸Ａｘと略直交する平面に沿って延び
る段差部１６ｇを介して等間隔で階段状に配置されている。
【００３０】
これら各反射素子１６ｓは、光軸Ａｘを中心軸とする頂角９０°の円錐面を基準面として
、光軸Ａｘに関して径方向および円周方向に所定の曲率を有する凸曲面状に形成されてお
り、これにより透光部材１４からのＬＥＤ出射光を光軸Ａｘに関して径方向および円周方
向に拡散反射させるようになっている。
【００３１】
透光カバー１８は、透明な合成樹脂成形品で構成された素通し状のカバーであって、灯具
正面視において円形の外形形状を有している。そして、この透光カバー１８は、その外周
縁部においてリフレクタ１６に固定されている。
図４は、本実施形態に係る車両用灯具１０を、そのＬＥＤ光源１２を点灯させた状態で示
す正面図である。
【００３２】
図示のように、車両用灯具１０を正面方向から観察したとき、そのリフレクタ１６の反射
面１６ａを構成する複数の反射素子１６ｓが同時に散点的に光って見える。その際、各反
射素子１６ｓは、上述したように光軸Ａｘを中心軸とする頂角９０°の円錐面を基準面と
して凸曲面状に形成されており、かつ、これら各反射素子１６ｓにはＬＥＤ出射光が略平
行光として入射するので、その中央部分が光輝部Ｂとして明るく光って見える。
【００３３】
灯具正面方向から視点を多少ずらした場合においても、各反射素子１６ｓにはＬＥＤ出射
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光が略平行光として入射しているので、各反射素子１６ｓは視点移動量に応じてその中央
部分からずれた部分が光輝部Ｂとして明るく光って見える。
【００３４】
以上詳述したように、本実施形態に係る車両用灯具１０は、灯具前方へ向けて配置された
ＬＥＤ光源１２からの光を透光部材１４に入射させ、この透光部材１４を透過したＬＥＤ
出射光を、リフレクタ１６により灯具前方へ反射させるように構成されているが、透光部
材１４の表面には、ＬＥＤ光源１２の光軸Ａｘに対して小角度で該透光部材１４に入射し
た小角度入射光を、光軸Ａｘと略直交する方向へ内面反射させる内面反射部１４Ｂと、光
軸Ａｘに対して大角度で該透光部材１４に入射した大角度入射光を、光軸Ａｘと略直交す
る方向へ屈折させる屈折部１４Ｃとが形成されているので、ＬＥＤ出射光を光軸Ａｘと略
直交する方向へ向かう略平行光としてリフレクタ１６の反射面１６ａに入射させることが
できる。
【００３５】
このため、リフレクタ１６の奥行き寸法を大きくすることなく、その反射面１６ａの周縁
部にまでＬＥＤ出射光を入射させることができる。また、ＬＥＤ出射光が略平行光として
リフレクタ１６の反射面１６ａに入射するので、リフレクタ１６による反射制御を容易に
行うことが可能となる。
【００３６】
したがって本実施形態によれば、リフレクタ１６の薄型化を図った上で、その反射面１６
ａの全域が光って見えるようにすることができる。そしてこれにより灯具の見映えを向上
させることができる。
【００３７】
特に本実施形態においては、透光部材１４の内面反射部１４Ｂが、光軸Ａｘを中心とする
略ロート状の回転曲面で構成されるとともに、透光部材１４の屈折部１４Ｃが、光軸Ａｘ
を中心とする略円環ドーム状の回転曲面で構成されているので、次のような作用効果を得
ることができる。
【００３８】
すなわち、ＬＥＤ出射光を光軸Ａｘの全周にわたって該光軸Ａｘと略直交する方向へ向か
う略平行光としてリフレクタ１６の反射面１６ａに入射させることができるので、１つの
ＬＥＤ光源１２で広い発光面積を確保することができる。しかも、ＬＥＤ光源１２を灯具
中央に配置することができるので、灯具の外形形状を自由に設定することができる。
【００３９】
また本実施形態においては、リフレクタ１６の反射面１６ａが、透光部材１４を透過した
ＬＥＤ出射光を灯具前方へ反射させる複数の反射素子１６ｓからなり、そして、これら反
射素子１６ｓが、光軸Ａｘと略直交する方向に延びる段差部１６ｇを介して階段状に配置
されているので、灯具を一層薄型化することができ、しかも、リフレクタ１６の反射面１
６ａをその全域にわたって略均一に散点的に光って見えるようにすることができる。
【００４０】
なお本実施形態においては、各反射素子１６ｓが、透光部材１４からのＬＥＤ出射光を光
軸Ａｘに関して径方向および円周方向に拡散反射させる面形状で構成されているが、この
ようにする代わりに、各反射素子１６ｓを透光部材１４からのＬＥＤ出射光を単に灯具前
方へ偏向させるように反射させる面形状で構成し、透光カバー１８等に拡散機能を持たせ
るようにすることも可能である。
次に、上記実施形態の第１変形例について説明する。
図５は、本変形例に係るリフレクタ２６を示す、図３と同様の図である。
【００４１】
図示のように、このリフレクタ２６は、透光部材１４の屈折部１４ＣからのＬＥＤ出射光
が入射する内周寄りの部分は通常リフレクタ部２６Ａとして構成されているが、透光部材
１４の内面反射部１４ＢからのＬＥＤ出射光が入射する外周寄りの部分は内面反射リフレ
クタ部２６Ｂとして構成されている。
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【００４２】
通常リフレクタ部２６Ａは、上記実施形態のリフレクタ１６における内周寄りの部分と同
様の構成となっている。すなわち、このリフレクタ２６の反射面２６Ａａは、複数の反射
素子２６Ａｓからなり、段差部２６Ａｇを介して等間隔で階段状に配置されている。
【００４３】
一方、内面反射リフレクタ部２６Ｂは、透光部材１４を透過したＬＥＤ出射光を内面反射
により灯具前方へ反射させるように構成されている。すなわち、この内面反射リフレクタ
部２６Ｂは、透光部材１４をその円筒状外周部１４Ｄ（図３参照）から外周方向へ延長さ
せるようにして該透光部材１４と一体で構成されており、その外周端面に反射面２６Ｂａ
が形成されている。この反射面２６Ｂａは、複数の反射素子２６Ｂｓからなり、段差部２
６Ｂｇを介して等間隔で階段状に配置されている。
【００４４】
本変形例の構成を採用した場合においても、上記実施形態の場合と同様、リフレクタ２６
の薄型化を図った上で、その反射面２６Ａａ、２６Ｂａの全域が光って見えるようにする
ことができる。
【００４５】
しかも本変形例の構成を採用した場合には、内面反射リフレクタ部２６Ｂが、上記実施形
態のリフレクタ１６において透光部材１４の内面反射部１４ＢからのＬＥＤ出射光が入射
する外周寄りの部分に比して、該リフレクタ１６の肉厚分だけ小さくなるので、灯具をコ
ンパクトに構成することができる。
【００４６】
さらに本変形例においては、内面反射リフレクタ部２６Ｂが透明な部材で構成されている
ので、特にＬＥＤ光源１２の非点灯時における見映えに関して透明感（クリスタル感）を
演出することができる。
次に、上記実施形態の第２変形例について説明する。
図６は、本変形例に係るリフレクタ３６を示す、図３と同様の図である。
【００４７】
図示のように、このリフレクタ３６は、透光部材１４の内面反射部１４ＢからのＬＥＤ出
射光が入射する外周寄りの部分については、第１変形例に係るリフレクタ２６の内面反射
リフレクタ部２６Ｂと同様の内面反射リフレクタ部３６Ｂとして構成されている。すなわ
ち、この内面反射リフレクタ部３６Ｂの反射面３６Ｂａは、複数の反射素子３６Ｂｓから
なり、段差部３６Ｂｇを介して等間隔で階段状に配置されている。
【００４８】
一方、本変形例のリフレクタ３６において、透光部材１４の屈折部１４ＣからのＬＥＤ出
射光が入射する内周寄りの部分は、内面反射リフレクタ部３６Ａとして構成されている。
この内面反射リフレクタ部３６Ａは、透光部材１４とは別体の透明な合成樹脂成形品で構
成されており、その反射面３６Ａａは、複数の反射素子３６Ａｓからなり、段差部３６Ａ
ｇを介して等間隔で階段状に配置されている。
【００４９】
本変形例の構成を採用した場合においても、上記実施形態の場合と同様、リフレクタ３６
の薄型化を図った上で、その反射面３６Ａａ、３６Ｂａの全域が光って見えるようにする
ことができる。
【００５０】
しかも本変形例の構成を採用した場合には、リフレクタ３６が、上記実施形態のリフレク
タ１６に比して該リフレクタ１６の肉厚分だけ小さくなるので、灯具を一層コンパクトに
構成することができる。
【００５１】
さらに本変形例においては、リフレクタ３６全体が透明な部材で構成されているので、特
にＬＥＤ光源１２の非点灯時における見映えに関して一層の透明感（クリスタル感）を演
出することができる。
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次に、上記実施形態の第３変形例について説明する。
図７は、本変形例に係る透光部材２４を示す、図３と同様の図である。
【００５２】
図示のように、この透光部材２４は、その光入射用凹部２４Ａの構成が上記実施形態の透
光部材１４の光入射用凹部１４Ａと異なっている。
【００５３】
すなわち、この透光部材２４の光入射用凹部２４Ａは、ＬＥＤ光源１２の封止樹脂１２Ｂ
に近接した位置で発光中心Ｏを球面状に囲む第１球状部２４Ａ１と、この第１球状部２４
Ａ１の周囲において、該第１球状部２４Ａ１よりも大きい半径で発光中心Ｏを球面状に囲
む第２球状部２４Ａ２とからなっている。そして、ＬＥＤ出射光のうち、光軸Ａｘに対し
て小角度で出射される光は、第１球状部２４Ａ１に対して垂直に入射した後、透光部材２
４内をそのまま直進し、一方、光軸Ａｘに対して大角度で出射される光も、第２球状部２
４Ａ２に対して垂直に入射した後、透光部材２４内をそのまま直進する。
【００５４】
この透光部材２４の表面には、上記実施形態と同様、内面反射部２４Ｂと、屈折部２４Ｃ
と、円筒状外周部２４Ｄと、環状平面部２４Ｅとが形成されている。これらのうち、内面
反射部２４Ｂ、円筒状外周部２４Ｄおよび環状平面部２４Ｅについては、上記実施形態の
構成と全く同様であるが、屈折部２４Ｃは、発光中心Ｏから放射状に透光部材２４内を直
進するＬＥＤ出射光を光軸Ａｘと略直交する方向へ屈折させる必要上、その前端部が上記
実施形態の屈折部１４Ｃに比してやや光軸Ａｘ寄りに食い込むように形成されている。
【００５５】
本変形例の構成を採用した場合においても、上記実施形態の場合と同様、ＬＥＤ出射光を
光軸Ａｘと略直交する方向へ向かう略平行光としてリフレクタ１６の反射面１６ａに入射
させることができる。
【００５６】
しかも本変形例の構成を採用した場合には、ＬＥＤ出射光が透光部材２４内を放射状に直
進するので、屈折部２４Ｃの曲面形状を設定する際の光学計算を容易に行うことが可能と
なる。
次に、上記実施形態の第４変形例について説明する。
図８は、本変形例に係る透光部材３４を示す、図３と同様の図である。
【００５７】
図示のように、この透光部材３４は、その光入射用凹部３４Ａの構成が上記実施形態の透
光部材１４の光入射用凹部１４Ａと異なっている。
【００５８】
すなわち、この透光部材３４の光入射用凹部３４Ａは、有底円筒状に形成されている。そ
して、この光入射用凹部３４ＡとＬＥＤ光源１２の封止樹脂１２Ｂとの間には、透明な充
填剤４０が充填されている。この充填剤４０は、透光部材３４と屈折率が略等しい合成樹
脂材料からなっている。この透光部材３４においては、ＬＥＤ出射光が充填剤４０を介し
て該透光部材３４内をＬＥＤ光源１２の発光中心Ｏから放射状に直進することとなる。
【００５９】
この透光部材３４の内面反射部３４Ｂ、屈折部３４Ｃ、円筒状外周部３４Ｄおよび環状平
面部３４Ｅは、第３変形例の透光部材２４と全く同じ形状に設定されている。
本変形例の構成を採用した場合においても、上記第３変形例と同様の作用効果を得ること
ができる。
【００６０】
しかも本変形例においては、光入射用凹部３４ＡとＬＥＤ光源１２の封止樹脂１２Ｂとの
間に透光部材３４と屈折率が略等しい充填剤４０が充填されているので、充填剤４０と透
光部材３４との間の界面でほとんど屈折することがなく、したがって透光部材３４の光入
射用凹部３４Ａの形状を任意に設定することが可能となる。なお本変形例においては、光
入射用凹部３４Ａが有底円筒状という単純な形状に設定されているが、これ以外の形状に
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設定することももちろん可能である。
次に、上記実施形態の第５変形例について説明する。
図９は、本変形例に係る透光部材４４を示す、図３と同様の図である。
【００６１】
図示のように、この透光部材４４は、その光入射用凹部４４Ａの構成が上記実施形態の透
光部材１４の光入射用凹部１４Ａと異なっている。
【００６２】
すなわち、この透光部材４４は、その光入射用凹部４４ＡがＬＥＤ光源１２の封止樹脂１
２Ｂと密着するように形成されている。この透光部材４４においては、ＬＥＤ出射光が該
透光部材４４内をＬＥＤ光源１２の発光中心Ｏから放射状に直進することとなる。
【００６３】
この透光部材４４の内面反射部４４Ｂ、屈折部４４Ｃ、円筒状外周部４４Ｄおよび環状平
面部４４Ｅは、第３変形例の透光部材２４と全く同じ形状に設定されている。
本変形例の構成を採用した場合においても、上記第３変形例と同様の作用効果を得ること
ができる。
【００６４】
しかも本変形例においては、透光部材４４の光入射用凹部４４ＡがＬＥＤ光源１２の封止
樹脂１２Ｂと密着するように形成されているので、透光部材４４をインサート成形等によ
り容易に形成することができ、しかも透光部材４４の位置精度を高めることができる。
次に、上記実施形態の第６変形例について説明する。
図１０は、本変形例に係る透光部材５４を示す、図３と同様の図である。
【００６５】
図示のように、この透光部材５４は、ＬＥＤ光源１２のＬＥＤ本体１２Ａを封止するよう
に形成されており、これによりＬＥＤ光源１２の封止樹脂１２Ｂ（図３参照）としての機
能も果たすようになっている。そして、この透光部材５４には、上記実施形態の透光部材
１４のような光入射用凹部１４Ａ（図３参照）は形成されていない。この透光部材５４に
おいては、ＬＥＤ出射光が該透光部材５４内をＬＥＤ光源１２の発光中心Ｏから放射状に
直進することとなる。
【００６６】
この透光部材５４の内面反射部５４Ｂ、屈折部５４Ｃ、円筒状外周部５４Ｄおよび環状平
面部５４Ｅは、第３変形例の透光部材２４と全く同じ形状に設定されている。
本変形例の構成を採用した場合においても、上記第３変形例と同様の作用効果を得ること
ができる。
【００６７】
しかも本変形例においては、透光部材５４がＬＥＤ光源１２のＬＥＤ本体１２Ａを封止す
るように形成されているので、部品点数を削減することができるとともに、透光部材５４
の位置精度を高めることができる。
次に、上記実施形態の第７および第８変形例について説明する。
【００６８】
図１１および１２は、これら各変形例に係るリフレクタ４６、５６を示す、図４と同様の
図である。
【００６９】
これらの図に示すように、第７および第８変形例に係るリフレクタ４６、５６は、その反
射面４６ａ、５６ａに形成された複数の反射素子４６ｓ、５６ｓの配列が上記実施形態の
リフレクタ１６と異なっている。
【００７０】
すなわち、これら各リフレクタ４６、５６は、上記実施形態のリフレクタ１６と同様、反
射面４６ａ、５６ａが放射状および同心状に区分けされており、その各々に反射素子４６
ｓ、５６ｓおよび段差部４６ｇ、５６ｇが割り付けられているが、その際、第４変形例に
おいては各反射素子４６ｓの位置が径方向１ピッチおきに周方向に半ピッチずれており、
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一方、第５変形例においては各反射素子５６ｓの位置が周方向１ピッチおきに径方向に半
ピッチずれている。
【００７１】
なお、これら各反射素子４６ｓ、５６ｓが、光軸Ａｘに関して径方向および円周方向に所
定の曲率を有する凸曲面状に形成されている点については、上記実施形態と同様である。
【００７２】
ＬＥＤ光源１２を点灯させた状態でリフレクタ５４、６４を正面方向から観察したとき、
その反射面４６ａ、５６ａを構成する各反射素子４６ｓ、５６ｓの略中央部分が光輝部Ｂ
として明るく光って見えるが、これら各反射素子４６ｓ、５６ｓの配列は上記実施形態と
異なっているので、これら各変形例においては上記実施形態とは趣の異なる見え方をそれ
ぞれ実現することができる。
次に、上記実施形態の第９変形例について説明する。
図１３および１４は、本変形例に係る透光部材８４を示す、図１および３と同様の図であ
る。
【００７３】
これらの図に示すように、この透光部材８４は、その表面に直射部８４Ｆが形成されてい
る点で、上記実施形態の透光部材１４と異なっている。
【００７４】
この直射部８４Ｆは、光軸Ａｘを中心とする小径領域に形成されており、透光部材８４に
入射した小角度入射光のうち光軸Ａｘの近傍領域に入射した光を前方へ透過させるように
なっている。この直射部８４Ｆは球面状に形成されており、その曲率は光入射用凹部８４
Ａの球状部８４Ａ１と略同じ値に設定されている。そしてこれにより、この直射部８４Ｆ
に対して発散光として入射するＬＥＤ出射光を光軸Ａｘ寄りにやや集光させるようにして
所定の拡散角度で出射させるようになっている。この拡散角度は、リフレクタ１６の反射
面１６ａの各反射素子１６ｓの拡散角度と略同じ値に設定されている。
【００７５】
この直射部８４Ｆが形成されたことに伴って、透光部材８４は上記実施形態の透光部材１
４よりも幾分大径で形成されており、内面反射部８４Ｂおよび屈折部８４Ｃの形状も多少
変更されている。そしてこれにより、ＬＥＤ出射光を略平行光としてリフレクタ１６の反
射面１６ａの全領域に入射させるという内面反射部８４Ｂおよび屈折部８４Ｃとしての機
能を維持するようになっている。
なお、この透光部材８４の光入射用凹部８４Ａ、円筒状外周部８４Ｄおよび環状平面部８
４Ｅについては、上記実施形態の構成と略同様である。
【００７６】
図１５は、本変形例に係る透光部材８４を備えた車両用灯具を、そのＬＥＤ光源１２を点
灯させた状態で示す正面図である。
【００７７】
図示のように、この車両用灯具を正面方向から観察したとき、リフレクタ１６の反射面１
６ａのみならず、透光部材８４の直射部８４Ｆも光輝部Ｂとして光って見える。その際、
直射部８４Ｆの中央部分と反射面１６ａを構成する各反射素子１６ｓの中央部分とが同時
に散点的に光って見える。そして、灯具正面方向から視点を多少ずらした場合においても
、直射部８４Ｆおよび各反射素子１６ｓは視点移動量に応じてその中央部分からずれた部
分が光輝部Ｂとして光って見える。
次に、上記実施形態の第１０変形例について説明する。
図１６は、本変形例に係る車両用灯具６０を示す正面図である。
【００７８】
この車両用灯具６０は、ランプボディ６２と、素通し状の透光カバー６４とで構成される
灯室内に、複数（６個）のリフレクタユニット６６が収容されてなっている。
【００７９】
これら各リフレクタユニット６６は、ＬＥＤ光源７２と、透光部材７４と、リフレクタ７
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６とを備えてなっている。これらＬＥＤ光源７２、透光部材７４およびリフレクタ７６は
、上記実施形態に係る車両用灯具１０のＬＥＤ光源１２、透光部材１４およびリフレクタ
１６と同様の構成となっているが、リフレクタ７６の外形形状は、横長略矩形状に設定さ
れている。
そして、これら複数のリフレクタユニット６６は、灯具正面視においてリフレクタ７６の
外周縁部を重複させるようにして上下２段で配置されている。
【００８０】
本変形例の灯具構成を採用した場合には、車両用灯具６０の明るさを十分に確保すること
ができる。
【００８１】
なお、各リフレクタユニット６６のリフレクタ７６の外形形状は、図示のような横長略矩
形状以外の形状を採用することも可能であり、これによりリフレクタユニット６６の配列
を灯具形状等に応じて自由に設定することが可能である。
【００８２】
上記実施形態および各変形例においては、車両用灯具１０、６０がテールランプである場
合について説明したが、これ以外の車両用灯具（例えば、ストップランプ、テール＆スト
ップランプ、クリアランスランプ、ターンシグナルランプ等）である場合においても、上
記実施形態および各変形例と同様の構成を採用することにより、これらと同様の作用効果
を得ることができる。
【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】図１のII-II 線断面図
【図３】図２の要部詳細図
【図４】上記車両用灯具を点灯状態で示す正面図
【図５】上記実施形態の第１変形例に係るリフレクタを示す、図３と同様の図
【図６】上記実施形態の第２変形例に係るリフレクタを示す、図３と同様の図
【図７】上記実施形態の第３変形例に係る透光部材を示す、図３と同様の図
【図８】上記実施形態の第４変形例に係る透光部材を示す、図３と同様の図
【図９】上記実施形態の第５変形例に係る透光部材を示す、図３と同様の図
【図１０】上記実施形態の第６変形例に係る透光部材を示す、図３と同様の図
【図１１】上記実施形態の第７変形例に係るリフレクタを示す、図４と同様の図
【図１２】上記実施形態の第８変形例に係るリフレクタを示す、図４と同様の図
【図１３】上記実施形態の第９変形例に係る透光部材を示す、図１と同様の図
【図１４】上記第９変形例に係る透光部材を示す、図３と同様の図
【図１５】上記第９変形例に係る透光部材を示す、図４と同様の図
【図１６】上記実施形態の第１０変形例に係る車両用灯具を示す正面図
【符号の説明】
１０　車両用灯具
１２　ＬＥＤ光源
１２Ａ　ＬＥＤ本体
１２Ｂ　封止樹脂
１４　透光部材
１４Ａ　光入射用凹部
１４Ａ１　球状部
１４Ａ２　円筒部
１４Ｂ　内面反射部
１４Ｃ　屈折部
１４Ｄ　円筒状外周部
１４Ｅ　環状平面部
１６　リフレクタ
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１６ａ　反射面
１６ｇ　段差部
１６ｓ　反射素子
１８　透光カバー
２０　基板
２２　基板支持部材
２４、３４、４４、５４、８４　透光部材
２４Ａ、３４Ａ、４４Ａ、８４Ａ　光入射用凹部
２４Ａ１　第１球状部
２４Ａ２　第２球状部
２４Ｂ、３４Ｂ、４４Ｂ、５４Ｂ、８４Ｂ　内面反射部
２４Ｃ、３４Ｃ、４４Ｃ、５４Ｃ、８４Ｃ　屈折部
２４Ｄ、３４Ｄ、４４Ｄ、５４Ｄ、８４Ｄ　円筒状外周部
２４Ｅ、３４Ｅ、４４Ｅ、５４Ｅ、８４Ｅ　環状平面部
２６、３６　リフレクタ
２６Ａ　通常リフレクタ部
２６Ａａ、２６Ｂａ、３６Ａａ、３６Ｂａ　反射面
２６Ａｇ、２６Ｂｇ、３６Ａｇ、３６Ｂｇ　段差部
２６Ａｓ、２６Ｂｓ、３６Ａｓ、３６Ｂｓ　反射素子
２６Ｂ、３６Ａ、３６Ｂ　内面反射リフレクタ部
４０　充填剤
４６、５６　リフレクタ
４６ａ、５６ａ　反射面
４６ｇ、５６ｇ　段差部
４６ｓ、５６ｓ　反射素子
６０　車両用灯具
６２　ランプボディ
６４　透光カバー
６６　リフレクタユニット
７２　ＬＥＤ光源
７４　透光部材
７６　リフレクタ
８４Ａ１　球状部
８４Ａ２　円筒部
８４Ｆ　直射部
Ａｘ　光軸
Ｂ　光輝部
Ｏ　発光中心
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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