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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両前後方向に延びる光軸上に配置された投影レンズと、
　前記投影レンズの後方焦点に向かう光を出射する第１光源と、
　前記投影レンズの後方焦点に向かう光を出射する第２光源と、
　前記第１光源から出射した光の一部を遮って第１カットオフラインを有する第１配光パ
ターンを形成できるとともに、前記第２光源から出射した光の一部を遮って第２カットオ
フラインを有する第２配光パターンを形成できるように構成されているシェードと、
　前記第１光源から出射した光を前記投影レンズに向けて光軸寄りに反射する第１リフレ
クタと、
　前記光軸を挟んで前記第１リフレクタの反対側に設けられ、前記第２光源から出射した
光を前記投影レンズに向けて光軸寄りに反射する第２リフレクタと、を備え、
　前記シェードは、
　その先端部が前記後方焦点より後方に位置しており、
　上縁部に前記第１カットオフラインを有するロービーム用配光パターンを形成できると
ともに、下縁部に前記第２カットオフラインを有するハイビーム用配光パターンを形成で
きるように構成されていることを特徴とする車両用灯具。
【請求項２】
　前記シェードは、前記第１カットオフラインおよび前記第２カットオフラインの中央か
らその左右近傍領域まで水平なカットオフラインとなるように構成されていることを特徴
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とする請求項１に記載の車両用灯具。
【請求項３】
　前記シェードは、
　その先端部が前記投影レンズの焦点カーブと対向するように配置されており、
　光軸近傍領域での前記先端部と前記焦点カーブとの距離よりも、光軸から離れた領域で
の前記先端部と前記焦点カーブとの距離が大きい形状であることを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の車両用灯具。
【請求項４】
　前記シェードは、前記第１配光パターンおよび前記第２配光パターンのそれぞれの領域
の一部が重畳するように構成されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項
に記載の車両用灯具。
【請求項５】
　前記シェードは、その先端部が前記後方焦点より上方に位置していることを特徴とする
請求項１乃至４のいずれか１項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、一つの灯具に複数の光源を配置し、各光源の点消灯状態を個別に制御することで
ロービーム用配光とハイビーム用配光パターンとを切り替え可能な車両用灯具が考案され
ている。
【０００３】
　例えば、投影レンズと、投影レンズの後方側焦点よりも後方に配置された第１光源から
の直接光を前方に向けて光軸寄りに反射させるリフレクタと、投影レンズと前記第１光源
との間に配置され、その先端縁が投影レンズの後方側焦点近傍に位置してリフレクタから
の反射光のうち、後方側焦点の下方を通る光の一部を遮蔽することによりロービーム用配
光パターンのカットオフラインを形成するカットオフライン形成部材と、第２光源からの
光を投影レンズの後方側焦点近傍に集光させるための付加リフレクタと、を備え、カット
オフライン形成部材の先端縁と投影レンズの後方側焦点とを相対的に離した状態で第２光
源からの光を投影レンズの後方側焦点近傍に集光させることによりハイビーム用配光パタ
ーンを形成する車両用灯具ユニットが考案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１２３７５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の車両用灯具ユニットでは、ハイビーム用配光パターンを形成する
際に、カットオフライン形成部材は、第１光源や第２光源からの光を遮蔽しない位置に移
動する。そのため、各光源から出射した光により形成される配光パターンは、カットオフ
ラインを有さない。
【０００６】
　また、上述の車両用灯具ユニットにおいて、一つのカットオフライ形成部材を、第１光
源からの光の一部および第２光源からの光の一部のいずれも遮蔽する位置（つまり投影レ
ンズの後方側焦点近傍）に配置したとすると、各配光パターンは、いずれもカットオフラ
インを有することになる。その場合、カットオフライン形性部材の形状によっては、２つ
の配光パターンの間に非照射領域が発生することがある。
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【０００７】
　本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、複数の
光源と一つのシェードで複数の配光パターンを形成できる車両用灯具において、２つの配
光パターンの一部が互いにオーバーラップする車両用灯具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の車両用灯具は、車両前後方向に延びる
光軸上に配置された投影レンズと、投影レンズの後方側焦点に向かう光を出射する第１光
源と、投影レンズの後方側焦点に向かう光を出射する第２光源と、第１光源から出射した
光の一部を遮って第１カットオフラインを有する第１配光パターンを形成できるとともに
、第２光源から出射した光の一部を遮って第２カットオフラインを有する第２配光パター
ンを形成できるように構成されているシェードと、を備える。シェードは、その先端部が
後方側焦点より後方に位置している。
【０００９】
　この態様によると、投影レンズの後方側焦点より前方を通過する光だけでなく、投影レ
ンズの後方側焦点より後方を通過する一部の光も第１の配光パターンや第２の配光パター
ンの形成に寄与する。そのため、第１の配光パターンおよび第２の配光パターンの一部が
互いにオーバーラップし、２つの配光パターンの間の非照射領域の発生が抑制される。
【００１０】
　シェードは、第１カットオフラインおよび第２カットオフラインの中央からその左右近
傍領域まで水平なカットオフラインとなるように構成されていてもよい。これにより、例
えば、二輪用に好適な配光パターンが得られる。
【００１１】
　シェードは、その先端部が投影レンズの焦点カーブと対向するように配置されており、
光軸近傍領域での先端部と焦点カーブとの距離よりも、光軸から離れた領域での先端部と
焦点カーブとの距離が大きい形状であってもよい。これにより、光軸から離れた配光パタ
ーンの両端部のカットオフラインの形状に変化をつけることができる。
【００１２】
　第１光源から出射した光を投影レンズに向けて光軸寄りに反射する第１リフレクタと、
光軸を挟んで第１リフレクタの反対側に設けられ、第２光源から出射した光を投影レンズ
に向けて光軸寄りに反射する第２リフレクタと、を更に備えてもよい。シェードは、上縁
部に第１カットオフラインを有するロービーム用配光パターンを形成できるとともに、下
縁部に第２カットオフラインを有するハイビーム用配光パターンを形成できるように構成
されていてもよい。これにより、各配光パターンにそれぞれ異なるカットオフラインを形
成できる。
【００１３】
　シェードは、第１配光パターンおよび第２配光パターンのそれぞれの領域の一部が重畳
するように構成されていてもよい。これにより、第１配光パターンと第２配光パターンと
が重畳した照射領域の明るさを向上できる。
【００１４】
　シェードは、その先端部が後方焦点より上方に位置していてもよい。これにより、第１
の配光パターンまたは第２の配光パターンの一方を形成する光を減らしつつ、第１の配光
パターンまたは第２の配光パターンの他方を形成する光を増やすことができる。
【００１５】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システムなどの間
で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、２つの配光パターンの一部が互いにオーバーラップする車両用灯具を
提供できる。
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【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】第１の実施の形態に係る車両用灯具の縦断面図である。
【図２】第１の実施の形態に係る車両用灯具を上方から見た場合のシェード形状を説明す
るための模式図である。
【図３】第１の実施の形態に係る車両用灯具が形成する配光パターンの一例を説明するた
めの模式図である。
【図４】図４（ａ）～図４（ｈ）は、投影レンズの後方側焦点Ｆに対するシェード先端の
位置と配光パターンとの関係を説明するための図である。
【図５】第２の実施の形態に係る車両用灯具の概略構成を示す縦断面図である。
【図６】第３の実施の形態に係る車両用灯具の概略構成を示す縦断面図である。
【図７】車両用灯具がロービーム用配光パターン（ＰＬ）およびオーバーヘッドサイン（
ＯＨＳ）を形成している状態の光線図である。
【図８】車両用灯具がハイビーム用配光パターン（ＰＨ）を形成している状態の光線図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明を好適な実施の形態をもとに図面を参照しながら説明する。各図面に示さ
れる同一または同等の構成要素、部材、処理には、同一の符号を付するものとし、適宜重
複した説明は省略する。また、実施の形態は、発明を限定するものではなく例示であって
、実施の形態に記述されるすべての特徴やその組合せは、必ずしも発明の本質的なもので
あるとは限らない。
【００１９】
　（第１の実施の形態）
　図１は、第１の実施の形態に係る車両用灯具の縦断面図である。図２は、第１の実施の
形態に係る車両用灯具を上方から見た場合のシェード形状を説明するための模式図である
。図３は、第１の実施の形態に係る車両用灯具が形成する配光パターンの一例を説明する
ための模式図である。
【００２０】
　本実施の形態に係る車両用灯具１０は、配光パターンの切替えが可能な車両用前照灯と
して用いられる。車両用灯具１０は、車両前後方向に延びる光軸Ａｘ上に配置された投影
レンズ１２と、投影レンズ１２の後方に配置された第１光源及び第２光源としてのＬＥＤ
（発光ダイオード）１４，１６と、投影レンズ１２の後方側焦点Ｆよりも後方に配置され
たＬＥＤ１４から上方へ出射した光を前方に向けて光軸Ａｘ寄りに反射させる第１リフレ
クタ１８と、投影レンズ１２の後方側焦点Ｆよりも後方に配置されたＬＥＤ１６から下方
へ出射した光を前方に向けて光軸Ａｘ寄りに反射させる第２リフレクタ２０と、投影レン
ズ１２と、ＬＥＤ１４，１６との間の領域に先端縁２２ａが位置するシェード２２と、を
備える。
【００２１】
　投影レンズ１２としては、前方側表面が凸曲面で後方側表面が平面の平凸レンズが一般
に用いられる。投影レンズ１２は、第１リフレクタ１８と対向する平面である後端面の上
端と下端とを結ぶ線が鉛直に対して平行に配置される。
【００２２】
　ＬＥＤ１４，１６は、例えば１ｍｍ四方程度の大きさの単一発光チップ、またはチップ
を複数並べた長方形の発光部を有する白色発光ダイオードである。そして、各ＬＥＤ１４
，１６は、基板に実装された状態で共用の基台部２４の上面または下面に固定されている
。そして、ＬＥＤ１４は、投影レンズ１２の後方側焦点Ｆに向かう光を出射し、ＬＥＤ１
６は、投影レンズ１２の後方焦点Ｆに向かう光を出射する。
【００２３】
　また、ＬＥＤ１４は、第１の配光パターンとしてロービーム用配光パターンの形成時に
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点灯されるだけでなく、第２の配光パターンとしてハイビーム用配光パターンの形成時に
も点灯される。一方、ＬＥＤ１６は、ハイビーム用配光パターンの形成時に点灯される。
【００２４】
　第１リフレクタ１８は、光軸Ａｘを中心軸とする略回転楕円面状の反射面１８ａを有し
ている。この反射面１８ａは、光軸Ａｘを含む断面形状が略楕円で形成されている。ＬＥ
Ｄ１４は、この反射面１８ａの光軸Ａｘを含む鉛直断面で形成される楕円の第１焦点Ｆ１
近傍に配置されている。これにより、反射面１８ａは、ＬＥＤ１４からの光を前方へ光軸
Ａｘ寄りに反射させるようになっている。その際、光軸Ａｘを含む鉛直断面内においては
上記楕円の第２焦点Ｆ２に略収束させるようになっている。本実施の形態において、この
第２焦点Ｆ２は、投影レンズ１２の後方側焦点Ｆと略一致する。
【００２５】
　第２リフレクタ２０は、光軸Ａｘを中心軸とする略回転楕円面状の反射面２０ａを有し
ている。この反射面２０ａは、光軸Ａｘを含む断面形状が略楕円で形成されている。ＬＥ
Ｄ１６は、この反射面２０ａの光軸Ａｘを含む鉛直断面で形成される楕円の第１焦点Ｆ１
’近傍に配置されている。これにより、反射面２０ａは、ＬＥＤ１６からの光を前方へ光
軸Ａｘ寄りに反射させるようになっている。その際、光軸Ａｘを含む鉛直断面内において
は上記楕円の第２焦点Ｆ２に略収束させるようになっている。なお、第１リフレクタ１８
および第２リフレクタ２０の反射面の形状は、必要とする配光パターンの形状に応じて適
宜選択、微修正されるものであり、互いの形状が異なっていてもよい。
【００２６】
　カットオフラインを形成するシェード２２は、ＬＥＤ１４から出射され、第１リフレク
タ１８の反射面１８ａにて反射された光を一部遮蔽する遮蔽部材である。シェード２２は
、その先端縁２２ａが後方側焦点Ｆより後方（図１に示す右側）に位置している。そのた
め、図２に示すように、シェード２２の円弧状の先端縁２２ａと、投影レンズ１２の後方
側焦点Ｆを連続的につないだレンズ焦点カーブＦＬとの間には間隔Ｇがある。
【００２７】
　そのため、車両用灯具１０は、投影レンズ１２の後方側焦点Ｆより前方を通過する光だ
けでなく、投影レンズ１２の後方側焦点Ｆより後方を通過する一部の光、つまり、先端縁
２２ａと後方側焦点Ｆ（レンズ焦点カーブＦＬ）との間を通過する光も第１の配光パター
ンや第２の配光パターンの形成に寄与する。また、シェード２２は、前方に投影される配
光パターンに応じた形状の先端縁２２ａを有している。
【００２８】
　本実施の形態に係るシェード２２は、図３に示すように、ＬＥＤ１４から出射した光の
一部を遮って第１カットオフラインＣＬ１を有するロービーム用配光パターンＰＬを形成
できるとともに、ＬＥＤ１６から出射した光の一部を遮って第２カットオフラインＣＬ２
を有するハイビーム用配光パターンＰＨを形成できるように構成されている。そして、図
３に示すように、ロービーム用配光パターンＰＬおよびハイビーム用配光パターンＰＨの
一部が互いにオーバーラップしているため、２つの配光パターンの間の非照射領域の発生
が抑制される。また、ハイビーム用配光パターンＰＨの下端に第２カットオフラインＣＬ
２が形成されるため、車両前方の近傍領域が必要以上に明るく照射されなくなり、視認性
の低下が抑制できる。
【００２９】
　次に、シェード２２の先端縁２２ａを後方側焦点Ｆからずらした場合の作用効果につい
て詳述する。図４（ａ）～図４（ｈ）は、投影レンズの後方側焦点Ｆに対するシェード先
端の位置と配光パターンとの関係を説明するための図である。なお、図４（ａ）、図４（
ｃ）、図４（ｅ）、図４（ｇ）における配光パターンは、図３に示すＨ－Ｈ線とＶ－Ｖ線
との交点を含む中央領域Ｒを拡大したものである。
【００３０】
　図４（ｂ）に示すように、シェード２２がない場合、中央領域Ｒの全部が照射される。
そして、配光パターンＰＬ１のうち、Ｈ－Ｈ線を含む真ん中の領域Ｒ２が明るく、その上
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下にある領域Ｒ１，Ｒ３は領域Ｒ２より暗くなる（図４（ａ）参照）。なお、実際の配光
パターンは、Ｈ－Ｈ線付近が最も明るく、Ｈ－Ｈ線から上方または下方に向かって徐々に
暗くなる。しかし、本件では、便宜的に中央領域ＲをＲ１，Ｒ２，Ｒ３に分け、以下説明
を行う。
【００３１】
　次に、図４（ｄ）に示すように、シェード２２の先端縁２２ａが後方側焦点Ｆとほぼ一
致している場合、中央領域Ｒのうちほぼ下半分が照射されるが、シェード２２に厚みがあ
るため、ロービーム用配光パターンＰＬ２の上端のカットオフラインＣＬ３はＨ－Ｈ線よ
りわずかに下方に形成される。また、ロービーム用配光パターンＰＬ２のうちＨ－Ｈ線よ
り下の領域Ｒ２が明るく、その下にある領域Ｒ３は領域Ｒ２より暗くなる（図４（ｃ）参
照）。そのため、カットオフラインＣＬ３は比較的鮮明になる。なお、図４（ｄ）に示す
シェード２２の配置の場合、ロービーム用配光パターンＰＬ２に加えて、下端にカットオ
フラインＣＬ４を有するハイビーム用配光パターンＰＨ２を形成したとき、Ｈ－Ｈ線近傍
に非照射領域Ｒ’が発生することがある。
【００３２】
　そこで、図４（ｆ）に示すように、シェード２２の先端縁２２ａが後方側焦点Ｆよりも
後方に位置している場合（図１に示す配置と同様）、投影レンズ１２の後方側焦点Ｆより
前方を通過する光だけでなく、後方側焦点Ｆと先端縁２２ａとの間を通過する一部の光も
配光パターンの形成に寄与する。そのため、ロービーム用配光パターンＰＬ３は、図４（
ｃ）に示すロービーム用配光パターンＰＬ２と比較して、カットオフラインＣＬ５が上方
に移動する。同様に、ハイビーム用配光パターンＰＨ３は、図４（ｃ）に示すハイビーム
用配光パターンＰＨ２と比較して、カットオフラインＣＬ６が下方に移動する（図４（ｅ
）参照）。これにより、２つの配光パターンの一部をオーバーラップ（領域Ｒ”参照）さ
せることができる。これにより、図４（ｃ）に示すような非照射領域Ｒ’の発生が確実に
防止される。
【００３３】
　しかしながら、ロービーム用配光パターンＰＬ３の上端のカットオフラインＣＬ５は、
中心（Ｈ－Ｈ線）から離れているため、図４（ｃ）に示す中心近傍のカットオフラインＣ
Ｌ３と比較して暗くなる。また、カットオフラインＣＬ５を中心（Ｈ－Ｈ線）に近付ける
ために灯具を下方に向けると、車両前方の近傍領域が明るくなりすぎるおそれがある。そ
こで、この点を改良するため、図４（ｈ）に示すように、シェード２２の先端縁２２ａを
、投影レンズ１２の後方側焦点Ｆよりも後方かつ上方に配置する。
【００３４】
　このようにシェード２２を配置することで、ロービーム用光源から出射した光のうち配
光パターンの上半分を形成する光の多くが遮蔽されるため、図４（ｇ）に示すロービーム
用配光パターンＰＬ４は、図４（ｅ）に示すロービーム用配光パターンＰＬ２と比較して
、カットオフラインＣＬ７が中心（Ｈ－Ｈ線）近傍まで下がる。ロービーム用配光パター
ンＰＬ４は、図４（ａ）に示す領域Ｒ２と同様、Ｈ－Ｈ線近傍が明るいため、この領域に
カットオフラインが形成されることで、カットオフラインを鮮明にすることができる。
【００３５】
　一方、シェード２２を上方に移動することで、ハイビーム用光源から出射した光のうち
、先端縁２２ａと後方側焦点Ｆとの間を通過する光が多くなり、ハイビーム用配光パター
ンＰＨ４のカットオフラインＣＬ８も下に移動する（図４（ｇ）参照）。そのため、ハイ
ビーム用配光パターンＰＨ４の最も明るくなる領域が、Ｈ－Ｈ線とロービーム用配光パタ
ーンＰＬ４のカットオフラインＣＬ７との間に位置するようにできる。
【００３６】
　上述に加え本実施の形態に係る車両用灯具１０は以下の作用効果を奏する。
【００３７】
　本実施の形態に係るシェード２２は、図３に示すように、第１カットオフラインＣＬ１
および第２カットオフラインＣＬ２の中央からその左右近傍領域まで水平なカットオフラ
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インとなるように構成されている。これにより、例えば、二輪車両に好適な配光パターン
が得られる。二輪車両は、走行中に車体を傾けることが多く、四輪車両と異なり段違いの
カットオフラインの必要性が乏しい。そのため、配光パターンの簡素化、ひいてはシェー
ド２２の形状を簡便にできる。
【００３８】
　シェード２２は、図２に示すように、その先端縁２２ａが投影レンズ１２の焦点カーブ
と対向するように配置されており、光軸Ａｘ近傍領域での先端縁２２ａと焦点カーブＦＬ

との距離Ｇ１よりも、光軸から離れた外側領域での先端縁２２ａと焦点カーブＦＬとの距
離Ｇ２が大きい形状である。これにより、光軸から離れた配光パターンの両端部のカット
オフラインの形状に変化をつけることができる。具体的には、図３に示すように、ロービ
ーム用配光パターンＰＬの第１カットオフラインＣＬ１のうち両端部のカットオフライン
ＣＬ１’がＨ－Ｈ線の上部まで突出するようにできる。これにより、例えば、車両用灯具
１０を搭載した二輪車両において、車体を左右に傾けることで、ロービーム用配光パター
ンＰＬの一方の端部のカットオフラインＣＬ１’が矢印Ａ方向に下がっても、Ｈ－Ｈ線近
傍を照射し続けることができ、前方の視認性が低下しにくい。
【００３９】
　また、車両用灯具１０は、ＬＥＤ１４から出射した光を投影レンズに向けて光軸寄りに
反射する第１リフレクタ１８と、光軸Ａｘを挟んで第１リフレクタ１８の反対側に設けら
れ、ＬＥＤ１６から出射した光を投影レンズ１２に向けて光軸Ａｘ寄りに反射する第２リ
フレクタ２０と、を備えている。そして、シェード２２は、上縁部に第１カットオフライ
ンＣＬ１を有するロービーム用配光パターンＰＬを形成できるとともに、下縁部に第２カ
ットオフラインＣＬ２を有するハイビーム用配光パターンＰＨを形成できるように構成さ
れている。これにより、各配光パターンにそれぞれ異なるカットオフラインを形成できる
。
【００４０】
　また、シェード２２は、ロービーム用配光パターンＰＬおよびハイビーム用配光パター
ンＰＨのそれぞれの領域の一部が重畳するように構成されている。このような構成のシェ
ード２２により、ロービーム用配光パターンＰＬおよびハイビーム用配光パターンＰＨが
重畳した照射領域の明るさを向上できる。
【００４１】
　また、図１に示すように、ハイビーム用配光パターンとロービーム用配光パターンＰＬ
２とを一つのプロジェクタ型灯具ユニットで実現できるため、車両用灯具全体を小型化で
きる。
【００４２】
　（第２の実施の形態）
　図５は、第２の実施の形態に係る車両用灯具３０の概略構成を示す縦断面図である。車
両用灯具３０は、ロービーム用配光パターンとハイビーム用配光パターンとの切替え、お
よびロービーム用配光パターンやハイビーム用配光パターン形成時にオーバーヘッドサイ
ンの形成が可能な車両用前照灯である。オーバーヘッドサインとは、主として頭上標識を
照射するための配光パターンであり、上下方向４°、水平方向２０°程度以上の広がりを
もつ薄い光である。
【００４３】
　車両用灯具３０は、車両前後方向に延びる光軸Ａｘ上に配置された投影レンズ３２と、
投影レンズ３２の後方に配置された第１光源及び第２光源としてのＬＥＤ（発光ダイオー
ド）３４，３６と、投影レンズ３２の後方側焦点Ｆよりも後方に配置されたＬＥＤ３４か
ら上方へ出射した光を前方に向けて光軸Ａｘ寄りに反射させる第１リフレクタ３８と、投
影レンズ３２の後方側焦点Ｆよりも後方に配置されたＬＥＤ３６から下方へ出射した光を
前方に向けて光軸Ａｘ寄りに反射させる第２リフレクタ４０と、投影レンズ３２と、ＬＥ
Ｄ３４，３６との間の領域に先端縁４２ａが位置するシェード４２と、を備える。なお、
投影レンズ３２、ＬＥＤ３４，３６は、第１の実施の形態とほぼ同じ構成である。
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【００４４】
　各ＬＥＤ３４，３６は、基板に実装された状態で共用の基台部４４の上面または下面に
固定されている。基台部４４は、ヒートシンクを兼ねており、放熱性の観点からＬＥＤ３
４の載置部４４ａとＬＥＤ３６の載置部４４ｂとが離れて設けられている。また、ハイビ
ーム用配光パターンの光源であるＬＥＤ３６の載置部４４ｂは、載置部４４ａよりも後方
に設けられている。このように、２つの光源の載置部を離すことで、効率のよい放熱が可
能となり、基台部４４の小型化にも寄与する。
【００４５】
　そして、ＬＥＤ３４は、投影レンズ３２の後方側焦点Ｆに向かう光を出射し、ＬＥＤ３
６は、投影レンズ３２の後方側焦点Ｆの上方に位置する第２リフレクタ４０の第２焦点Ｆ
２’に向かう光を出射する。
【００４６】
　また、ＬＥＤ３４は、第１の配光パターンとしてロービーム用配光パターン（ＰＬ）お
よびオーバーヘッドサイン（ＯＨＳ）の形成時に点灯されるだけでなく、第２の配光パタ
ーンとしてハイビーム用配光パターン（ＰＨ）の形成時にも点灯される。一方、ＬＥＤ３
６は、ハイビーム用配光パターン（ＰＨ）の形成時に点灯される。
【００４７】
　第１リフレクタ３８は、光軸Ａｘを中心軸とする略楕円状の反射面３８ａと、反射面３
８ａより第１リフレクタ３８の前端側に形成され、オーバーヘッドサインを形成するため
の二回反射面の一方を構成する反射面３８ｂと、を有している。
【００４８】
　反射面３８ａは、縦断面形状が略楕円で形成されている。ＬＥＤ３４は、この反射面３
８ａの光軸Ａｘを含む鉛直断面で形成される楕円の第１焦点Ｆ１近傍に配置されている。
これにより、反射面３８ａは、ＬＥＤ３４からの光を前方へ光軸Ａｘ寄りに反射させるよ
うになっている。その際、光軸Ａｘを含む鉛直断面内においては上記楕円の第２焦点Ｆ２
に略収束させるようになっている。本実施の形態において、この第２焦点Ｆ２は、投影レ
ンズ３２の後方側焦点Ｆと略一致する。反射面３８ｂは、ＬＥＤ３４から出射した光の一
部を第２リフレクタ４０に向けて反射するように構成されている。
【００４９】
　第２リフレクタ４０は、光軸Ａｘを中心軸とする略回転楕円面状の反射面４０ａと、反
射面４０ａより第２リフレクタ４０の前端側に形成され、オーバーヘッドサインを形成す
るための二回反射面の他方を構成する反射面４０ｂと、を有している。
【００５０】
　反射面４０ａは、光軸Ａｘを含む断面形状が略楕円で形成されている。ＬＥＤ３６は、
この反射面４０ａの光軸Ａｘを含む鉛直断面で形成される楕円の第１焦点Ｆ１’近傍に配
置されている。これにより、反射面４０ａは、ＬＥＤ３６からの光を前方へ光軸Ａｘ寄り
に反射させるようになっている。その際、光軸Ａｘを含む鉛直断面内においては上記楕円
の第２焦点Ｆ２’に略収束させるようになっている。
【００５１】
　なお、第２リフレクタ４０は、第２焦点Ｆ２’が投影レンズ３２の後方側焦点Ｆの上方
に位置するように、配置されている。そして、回転楕円面を有する第２リフレクタ４０の
長軸は、光軸Ａｘに対して傾いている。また、反射面４０ｂは、反射面３８ｂで反射され
たＬＥＤ３４の光を投影レンズ３２に向けて反射するように構成されている。
【００５２】
　カットオフライン形成するシェード４２は、ＬＥＤ３４から出射され、第１リフレクタ
３８の反射面３８ａにて反射された光を一部遮蔽する遮蔽部材である。シェード４２は、
その先端縁４２ａが後方側焦点Ｆより後方（図５に示す右側）かつ上方に位置している。
そのため、シェード４２の先端縁４２ａと、投影レンズ３２の後方側焦点Ｆを連続的につ
ないだレンズ焦点カーブとの間には間隔がある。
【００５３】
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　そのため、車両用灯具３０は、投影レンズ３２の後方側焦点Ｆより前方を通過する光だ
けでなく、投影レンズ３２の後方側焦点Ｆより後方を通過する一部の光、つまり、先端縁
４２ａと後方側焦点Ｆとの間を通過する光もロービーム用配光パターンやハイビーム用配
光パターンの形成に寄与する。
【００５４】
　したがって、本実施の形態に係る車両用灯具３０も、図３と同様に、ＬＥＤ３４から出
射した光の一部を遮って第１カットオフラインＣＬ１を有するロービーム用配光パターン
ＰＬを形成できるとともに、ＬＥＤ３６から出射した光の一部を遮って第２カットオフラ
インＣＬ２を有するハイビーム用配光パターンＰＨを形成できるように構成されている。
そして、車両用灯具３０においては、図３と同様に、ロービーム用配光パターンＰＬおよ
びハイビーム用配光パターンＰＨの一部が互いにオーバーラップするため、２つの配光パ
ターンの間の非照射領域の発生が抑制される。
【００５５】
　また、車両用灯具３０においては、シェード４２の先端縁４２ａが、投影レンズ３２の
後方側焦点Ｆよりも後方かつ上方に配置されている。これにより、第２リフレクタ４０の
第２焦点Ｆ２’が後方側焦点Ｆより上方となるように第２リフレクタ４０を配置しても、
反射面４０ａから第２焦点Ｆ２’に向かう光とシェード４２との干渉が抑制される。また
、第２リフレクタ４０の第２焦点Ｆ２’を後方側焦点Ｆよりも上方に設定することで、ハ
イビーム用配光パターンＰＨにおける最大光度の位置をＨ－Ｈ線よりも下方に移動できる
。また、前述の図４（ｇ）や図４（ｈ）を参照して説明したように、ロービーム用配光パ
ターンのカットオフラインを鮮明にできる。
【００５６】
　また、車両用灯具３０において、ハイビーム用配光パターンの形成に寄与する第２リフ
レクタ４０は、ロービーム用配光パターンの形成に寄与する第１リフレクタ３８よりも後
方に位置している。このように、回転楕円面を有する第２リフレクタの第１焦点Ｆ１’と
、後方側焦点Ｆ近傍の第２焦点Ｆ２’との距離が大きくなると、２つの焦点により定義さ
れる楕円自体が大きくなるため、距離が小さい場合と比較して、第２リフレクタ４０の反
射面４０ａが大きくなる。そのため、ＬＥＤ３６から出射した光を多く反射できるため、
ハイビーム用配光パターンにおける最大光度を上げることができる。
【００５７】
　また、車両用灯具３０において、仮にシェード４２の先端縁４２ａに、第１リフレクタ
３８の反射面３８ｂで反射したオーバーヘッドサイン用の反射光を再度反射するための反
射部材（反射面４０ｂに相当）を設けたとすると、この反射部材と、第２リフレクタ４０
の反射面４０ａで反射されたハイビーム用配光パターンを形成する一部の光とが干渉し、
所望のハイビーム用配光パターンを形成できない。
【００５８】
　しかしながら、本実施の形態に係る車両用灯具３０は、第１リフレクタ３８の反射面３
８ｂで反射したオーバーヘッドサイン用の反射光を再度反射するための反射面４０ｂを、
第２リフレクタ４０の先端部に設けているため、前述のような干渉の問題は生じない。
【００５９】
　（第３の実施の形態）
　図６は、第３の実施の形態に係る車両用灯具５０の概略構成を示す縦断面図である。図
７は、車両用灯具５０がロービーム用配光パターン（ＰＬ）およびオーバーヘッドサイン
（ＯＨＳ）を形成している状態の光線図である。図８は、車両用灯具５０がハイビーム用
配光パターン（ＰＨ）およびオーバーヘッドサイン（ＯＨＳ）を形成している状態の光線
図である。
【００６０】
　車両用灯具５０は、第２の実施の形態に係る車両用灯具３０と同様に、ロービーム用配
光パターンとハイビーム用配光パターンとの切替え、およびロービーム用配光パターンや
ハイビーム用配光パターン形成時にオーバーヘッドサインの形成が可能な車両用前照灯で
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ある。以下では、第２の実施の形態に係る車両用灯具３０と同様の構成や作用効果につい
ては、同様の符号を付して説明を適宜省略する。
【００６１】
　車両用灯具５０は、車両前後方向に延びる光軸Ａｘ上に配置された投影レンズ３２と、
投影レンズ３２の後方に配置されたＬＥＤ５２，５４と、投影レンズ３２の後方側焦点Ｆ
よりも後方に配置されたＬＥＤ５２から上方へ出射した光を前方に向けて光軸Ａｘ寄りに
反射させる第１リフレクタ５６と、投影レンズ３２の後方側焦点Ｆよりも後方に配置され
たＬＥＤ５４から下方へ出射した光を前方に向けて光軸Ａｘ寄りに反射させる第２リフレ
クタ５８と、投影レンズ３２と、ＬＥＤ５２，５４との間の領域に先端縁６０ａが位置す
るシェード６０と、を備える。なお、ＬＥＤ５２，５４は、第１の実施の形態および第２
の実施の形態とほぼ同じ構成である。
【００６２】
　各ＬＥＤ５２，５４は、基板に実装された状態で共用の基台部６２の上面または下面に
固定されている。基台部６２は、ヒートシンクを兼ねており、放熱性の観点からＬＥＤ５
２の載置部６２ａとＬＥＤ５４の載置部６２ｂとが離れて設けられている。
【００６３】
　そして、ＬＥＤ５２は、投影レンズ３２の後方側焦点Ｆに向かう光を出射し、ＬＥＤ５
４は、投影レンズ３２の後方側焦点Ｆの上方に位置する第２リフレクタ５８の第２焦点Ｆ
２’に向かう光を出射する。
【００６４】
　また、ＬＥＤ５２は、第１の配光パターンとしてロービーム用配光パターン（ＰＬ）お
よびオーバーヘッドサイン（ＯＨＳ）の形成時（図７参照）に点灯されるだけでなく、第
２の配光パターンとしてハイビーム用配光パターン（ＰＨ）の形成時にも点灯される。一
方、ＬＥＤ５４は、ハイビーム用配光パターン（ＰＨ）の形成時に点灯される（図８参照
）。その際、オーバーヘッドサイン（ＯＨＳ）も形成される。
【００６５】
　第１リフレクタ５６は、光軸Ａｘを中心軸とする略楕円形状を基本とする自由曲面で構
成された反射面５６ａと、反射面５６ａより第１リフレクタ５６の前端側に形成され、オ
ーバーヘッドサインを形成するための二回反射面の一方を構成する反射面５６ｂと、を有
している。
【００６６】
　反射面５６ａのうち後方部５６ａ１は、ＬＥＤ５２から出射した光を灯具前方の下方に
向けて反射するような形状で構成されている。また、反射面５６ａの前方部５６ａ２は、
後方部５６ａ１から連続し、かつ灯具前方に向かうにつれて徐々に拡がる形状で構成され
ている。
【００６７】
　ＬＥＤ５２は、この反射面５６ａの後方部５６ａ１の光軸Ａｘを含む鉛直断面で形成さ
れる楕円の第１焦点Ｆ１（図６参照）近傍に配置されている。これにより、図７に示すロ
ービーム用配光パターン形成時においては、反射面５６ａの後方部５６ａ１は、ＬＥＤ５
２からの光を前方へ光軸Ａｘ寄りに反射させるようになっている。その際、光軸Ａｘを含
む鉛直断面内においては上記楕円の第２焦点Ｆ２（図６参照）に略収束させるようになっ
ている。本実施の形態において、この第２焦点Ｆ２は、投影レンズ３２の後方側焦点Ｆ（
図６参照）と略一致する。また、反射面５６ａの前方部５６ａ２で反射された光は、投影
レンズ３２の入射面３２ａの中心近傍にほぼ平行な光として入射する。なお、反射面５６
ｂは、ＬＥＤ５２から出射した光の一部を第２リフレクタ５８に向けて反射するように構
成されている。
【００６８】
　第２リフレクタ５８は、光軸Ａｘを中心軸とする略回転楕円面状の反射面５８ａ，５８
ｃと、反射面５８ａより第２リフレクタ５８の前端側に形成され、オーバーヘッドサイン
を形成するための二回反射面の他方を構成する反射面５８ｂと、を有している。
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【００６９】
　反射面５８ａは、光軸Ａｘを含む断面形状が略楕円で形成されている。ＬＥＤ５４は、
この反射面５８ａの光軸Ａｘを含む鉛直断面で形成される楕円の第１焦点Ｆ１’（図６参
照）近傍に配置されている。これにより、反射面５８ａは、ＬＥＤ５４からの光を前方へ
光軸Ａｘ寄りに反射させるようになっている。その際、光軸Ａｘを含む鉛直断面内におい
ては上記楕円の第２焦点Ｆ２’（図６参照）に略収束させるようになっている。
【００７０】
　なお、第２リフレクタ５８は、第２焦点Ｆ２’が投影レンズ３２の後方側焦点Ｆの上方
に位置するように、配置されている（図６参照）。そして、回転楕円面を有する第２リフ
レクタ５８の長軸は、光軸Ａｘに対して傾いている。また、反射面５８ｂは、反射面５６
ｂで反射されたＬＥＤ５２の光を投影レンズ３２に向けて反射するように構成されている
。
【００７１】
　同様に、反射面５８ｃは、ＬＥＤ５４から出射された光を投影レンズ３２に向けて反射
するように構成されている。なお、反射面５８ｂで反射された反射光は、オーバーヘッド
サイン用の光として用いられる。このように、第２リフレクタ５８は、ＬＥＤ５４から出
射した光を反射してハイビーム用配光パターンＰＨの形成に寄与する反射面５８ａと、Ｌ
ＥＤ５２から出射し、第１リフレクタ５６で反射された光を再反射してオーバーヘッドサ
インの形成に寄与する反射面５８ｂと、が一体で構成されている。
【００７２】
　カットオフライン形成するシェード６０は、ＬＥＤ５２から出射され、第１リフレクタ
５６の反射面５６ａにて反射された光を一部遮蔽する遮蔽部材である。シェード６０は、
その先端縁６０ａが後方側焦点Ｆより後方（図６に示す右側）かつ上方に位置している。
【００７３】
　そのため、車両用灯具５０は、前述の各実施の形態に係る車両用灯具と同様の作用効果
を奏することができる。
【００７４】
　また、第３の実施の形態に係る車両用灯具５０は、主としてロービーム用配光パターン
を形成するＬＥＤ５２が載置される基台部６２の載置部６２ａが、投影レンズ３２の光軸
とほぼ平行となっている。これにより、図７に示すように、ロービーム用配光パターンＰ
Ｌを形成する光は、投影レンズ３２の中央付近を通過するため、投影レンズ３２の周辺領
域を通過する場合（例えば図５のロービーム用配光パターンＰＬ）と比較して色分離が少
なくなり、カットラインが青っぽくなることを抑制できる。なお、ＬＥＤ５４が載置され
る載置部６２ｂと載置部６２ａとが成す角は、１５～１６°程度である。
【００７５】
　また、車両用灯具５０のシェード６０は、後端を下方に折り曲げた折り曲げ部６０ｂを
有する。これにより、シェード６０の強度を向上できる。加えて、第２リフレクタ５８の
反射面５８ａで反射された光が、シェード６０の下面６０ｃで反射されて迷光となること
を防止できる。また、シェード６０は、先端縁６０ａよりも後端（折り曲げ部６０ｂ）側
が下がっている。これにより、ＬＥＤ５２から出射し、第１リフレクタ５６で反射された
光がシェード６０の上面６０ｄで反射された場合であっても、その反射光が投影レンズ３
２に入射しないようにできる。このように、シェード６０による再反射光が投影レンズ３
２に入射しないことで、一つの配光パターン内での明暗境界の発生を抑制し、車両前方の
照射領域に対するドライバの視認性を向上できる。
【００７６】
　また、シェード６０は、後端を上方に折り曲げた折り曲げ部６０ｅを有していてもよい
。この場合は、第１リフレクタ５６の後方部５６ａ１で反射して、シェード６０の上面６
０ｄに水平に近い角度で入射する光を確実に遮光することで、シェード６０の上面６０ｄ
での再反射光が投影レンズ３２に入射することを防止できる。
【００７７】
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　なお、２つの配光パターンの一部が互いにオーバーラップする車両用灯具を実現すると
いう観点からは、シェード６０の下面６０ｃまたは上面６０ｄでの再反射光を投影レンズ
３２に入射させて明るさを向上させてもかまわない。
【００７８】
　以上、本発明を上述の各実施の形態を参照して説明したが、本発明は上述の各実施の形
態に限定されるものではなく、各実施の形態の構成を適宜組み合わせたものや置換したも
のについても本発明に含まれるものである。また、当業者の知識に基づいて各実施の形態
における組合せや処理の順番を適宜組み替えることや各種の設計変更等の変形を各実施の
形態に対して加えることも可能であり、そのような変形が加えられた実施の形態も本発明
の範囲に含まれうる。
【符号の説明】
【００７９】
　ＣＬ１　第１カットオフライン、　ＣＬ２　第２カットオフライン、　１０　車両用灯
具、　１２　投影レンズ、　１４，１６　ＬＥＤ、　１８　第１リフレクタ、　１８ａ　
反射面、　２０　第２リフレクタ、　２０ａ　反射面、　２２　シェード、　２２ａ　先
端縁、　２４　基台部。

【図１】

【図２】

【図３】
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