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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源として半導体型光源を使用するプロジェクタタイプの車両用前照灯において、
　半導体型光源と、
　前記半導体型光源からの光を反射させるリフレクタと、
　前記リフレクタからの反射光の一部を遮蔽して残りの反射光でカットオフラインを有す
る配光パターンを形成するシェードと、
　前記半導体型光源からの光を入射して導いてオーバーヘッドサイン用配光パターンとし
て出射させる導光体と、
　前記カットオフラインを有する前記配光パターンと前記オーバーヘッドサイン用配光パ
ターンとを前方に投影する投影レンズと、
　を備え、
　前記導光体は、入射面と、導光部と、出射面と、から構成されていて、
　前記入射面は、前記半導体型光源に対向して設けられていて、前記半導体型光源からの
光のうち、前記リフレクタに入射しない光の一部を入射するものであり、
　前記導光部は、前記入射面から入射した光を前記出射面まで導くものであり、
　前記出射面は、前記導光部により導かれた光を前記オーバーヘッドサイン用配光パター
ンとして前記投影レンズ側に出射させるものである、
　ことを特徴とする車両用前照灯。　
【請求項２】
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　前記導光体の前記出射面は、前記シェードの前記カットオフラインを形成するエッジの
近傍に設けられている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の車両用前照灯。
【請求項３】
　前記導光体は、前記リフレクタおよび前記シェードおよび前記投影レンズを保持する保
持部材と兼用である、
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の車両用前照灯。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、光源としてたとえばＬＥＤなどの半導体型光源を使用するプロジェクタタ
イプの車両用前照灯に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の車両用前照灯は、従来からある（たとえば、特許文献１）。以下、この従来の
車両用前照灯について説明する。従来の車両用前照灯は、光源と、光源からの光を第１照
射領域に反射させる第１反射面と、第１反射面からの反射光の一部を遮蔽する遮光部材と
、光源からの光を反射させる第２反射面と、第２反射面からの反射光を第２照射領域に反
射させる第３反射面と、を備えるものである。以下、従来の車両用前照灯の作用について
説明する。光源を点灯すると、光源からの光が第１反射面で反射して、第１反射面からの
反射光の一部が遮光部材で遮蔽されて、残りの反射光でカットオフラインを有するすれ違
い用配光パターンが形成されて第１照射領域に照射される。一方、光源からの光が第２反
射面で反射して、第２反射面からの反射光が第３反射面で反射してオーバーヘッドサイン
用配光パターンとして第２照射領域に照射される。
【０００３】
　ところが、従来の車両用前照灯は、光源からの光を第２反射面および第３反射面で反射
させてオーバーヘッドサイン用配光パターンを形成するものである。すなわち、従来の車
両用前照灯は、第２反射面および第３反射面により、オーバーヘッドサイン用配光パター
ンの配光が制御されるものである。このために、従来の車両用前照灯は、オーバーヘッド
サイン用配光パターンの配光制御が第２反射面および第３反射面の設計製造に左右される
という課題がある。
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－４１２７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この発明が解決しようとする問題点は、従来の車両用前照灯では、オーバーヘッドサイ
ン用配光パターンの配光制御において課題があるという点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明（請求項１にかかる発明）は、半導体型光源からの光を入射して導いてオーバ
ーヘッドサイン用配光パターンとして出射させる導光体を備え、この導光体が、入射面と
、導光部と、出射面と、から構成されていて、入射面が、半導体型光源に対向して設けら
れていて半導体型光源からの光のうち、リフレクタに入射しない光の一部を入射するもの
であり、導光部が、入射面から入射した光を出射面まで導くものであり、出射面が、導光
部により導かれた光をオーバーヘッドサイン用配光パターンとして投影レンズ側に出射さ
せるものである、ことを特徴とする。
【０００７】
　また、この発明（請求項２にかかる発明）は、導光体の出射面がシェードのエッジの近
傍に設けられている、ことを特徴とする。
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【０００８】
　さらに、この発明（請求項３にかかる発明）は、導光体がリフレクタおよびシェードお
よび投影レンズを保持する保持部材と兼用である、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明（請求項１にかかる発明）の車両用前照灯は、導光体により、半導体型光源か
らの光を入射面で入射して、入射面から入射した光を導光部で出射面まで導き、導光部で
導かれた光を出射面からオーバーヘッドサイン用配光パターンとして投影レンズ側に出射
させることができる。この結果、この発明（請求項１にかかる発明）の車両用前照灯は、
設計製造が第２反射面および第３反射面よりも簡単である導光体の入射面および導光部お
よび出射面により、オーバーヘッドサイン用配光パターンの配光が制御されるものである
。これにより、この発明（請求項１にかかる発明）の車両用前照灯は、第２反射面および
第３反射面によりオーバーヘッドサイン用配光パターンの配光を制御する従来の車両用前
照灯と比較して、オーバーヘッドサイン用配光パターンの配光を簡単に制御することがで
きる。
【００１０】
　また、この発明（請求項２にかかる発明）の車両用前照灯は、導光体の出射面がシェー
ドのエッジの近傍に設けられているので、すれ違い用の配光パターンのカットオフライン
とオーバーヘッドサイン用配光パターンとを近接させることができる。この結果、この発
明（請求項２にかかる発明）の車両用前照灯は、すれ違い用の配光パターンのカットオフ
ラインとオーバーヘッドサイン用配光パターンとの間の光抜けによる暗部を無くすことが
できるので、視認性が向上して、交通安全に貢献することができる。
【００１１】
　さらに、この発明（請求項３にかかる発明）の車両用前照灯は、導光体がリフレクタお
よびシェードおよび投影レンズを保持する保持部材と兼用であるから、部品点数を軽減す
ることができ、その分、製造コストを安価にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に、この発明にかかる車両用前照灯の実施例のうちの５例を図面に基づいて詳細に
説明する。なお、この実施例によりこの発明が限定されるものではない。
【実施例１】
【００１３】
　図１～図５は、この発明にかかる車両用前照灯の実施例１を示す。以下、この実施例１
における車両用前照灯の構成について説明する。図１において、符号１は、この実施例１
における車両用前照灯である。前記車両用前照灯１は、プロジェクタタイプであって、ユ
ニット構造をなす。前記車両用前照灯１は、半導体型光源２と、リフレクタ３と、シェー
ド４と、導光体５と、投影レンズ６と、ヒートシンク部材７と、フレーム部材８と、図示
しない自動車用前照灯のランプハウジングおよびランプレンズ（たとえば、素通しのアウ
ターレンズなど）と、から構成されている。
【００１４】
　前記半導体型光源２および前記リフレクタ３および前記シェード４および前記導光体５
および前記投影レンズ６および前記ヒートシンク部材７および前記フレーム部材８は、ラ
ンプユニットを構成する。１個もしくは複数個の前記ランプユニットは、自動車用前照灯
の前記ランプハウジングおよび前記ランプレンズにより区画されている灯室内に、たとえ
ば光軸調整機構を介して配置されている。
【００１５】
　前記半導体型光源２は、たとえば、ＬＥＤ、ＥＬ（有機ＥＬ）などの自発光半導体型光
源（この実施例１ではＬＥＤ）を使用する。前記半導体型光源２は、図１、図２、図５に
示すように、四角形の基板９と、前記基板９の一面に固定された微小な直方体形状の光源
チップ（半導体チップ）の発光体１０と、前記発光体１０を覆う半球形状の光透過部材（
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レンズ）１１と、から構成されている。前記半導体型光源２は、保持部材と兼用である前
記導光体５に固定されている。
【００１６】
　前記リフレクタ３は、光不透過性の樹脂部材などから構成されている。また、前記リフ
レクタ３は、図１に示すように、前側部分が半円形に開口し、かつ、下側部分が開口し、
一方、前側部分から中央部分（上側部分）を経て後側部分までが閉塞している。前記リフ
レクタ３は、保持部材と兼用である前記導光体５に固定されている。前記リフレクタ３の
閉塞部の凹内面には、アルミ蒸着もしくは銀塗装などが施されていて反射面１２が設けら
れている。
【００１７】
　前記反射面１２は、収束型の楕円反射面である。すなわち、前記反射面１２は、楕円を
基本（基準、基調）とする自由曲面（ＮＵＲＢＳ曲面）の反射面である。前記の楕円を基
本とする自由曲面（ＮＵＲＢＳ曲面）の反射面とは、図１の垂直断面が楕円をなし、かつ
、図示しない水平断面が放物線ないし変形放物線をなす反射面からなるものである。前記
反射面１２は、第１焦点（図示せず）と、第２焦点（図示せず）と、光軸（図示せず）と
、を有する。前記第２焦点は、水平断面上の焦線、すなわち、上（平面）から見て両端が
前側に位置し中央が後側に位置するような湾曲した焦線となる。前記反射面１２の自由曲
面（ＮＵＲＢＳ曲面）は、「Mathematical Elements for Computer Graphics」（Devid F
. Rogers、J Alan Adams）に記載されているＮＵＲＢＳの自由曲面（Non-Uniform Ration
al B-Spline Surface）である。前記リフレクタ３の前記反射面１２の第１焦点もしくは
その近傍には、前記半導体型光源２の前記発光体１０が位置する。なお、前記反射面１２
は、第１焦点と第２焦点と光軸とを有する単なる回転楕円面からなる反射面であっても良
い。この場合、第２焦点は、焦線ではなく焦点となる。前記リフレクタ３の前記反射面１
２は、前記半導体型光源２からの光を反射させるものである。
【００１８】
　前記シェード４は、光不透過性の部材、ととえば、樹脂板や薄鋼板などから構成されて
いる。図１、図２、図３、図５に示すように、前記シェード４の上縁には、上水平エッジ
１３、斜めエッジ１４、下水平エッジ１５がそれぞれ設けられている。前記シェード４の
上部のうち、前記エッジ１３、１４、１５の近傍には、開口部１６が設けられている。前
記開口部１６の上縁には、前記シェード４のエッジ１３、１４、１５と対向しかつ対応し
かつ近接して上水平エッジ１７、斜めエッジ１８、下水平エッジ１９がそれぞれ設けられ
ている。前記シェード４は、保持部材と兼用である前記導光体５に固定されている。前記
シェード４のエッジ１３、１４、１５は、前記リフレクタ３の前記反射面１２の第２焦点
もしくはその近傍に位置する。
【００１９】
　前記シェード４は、前記半導体型光源２からの光であって、前記リフレクタ３の前記反
射面１２からの反射光の一部を遮蔽して、残りの反射光でカットオフラインＣＬ１、ＣＬ
２、ＣＬ３を有する配光パターン、たとえば、すれ違い用配光パターンＬＰを形成するも
のである。前記シェード４の上水平エッジ１３、斜めエッジ１４、下水平エッジ１５は、
前記すれ違い用配光パターンＬＰの下水平カットオフラインＣＬ１、斜めカットオフライ
ンＣＬ２、上水平カットオフラインＣＬ３をそれぞれ形成するものである。
【００２０】
　前記投影レンズ６は、図１、図２に示すように、前記フレーム部材８を介して保持部材
と兼用である前記導光体５に固定されている。前記投影レンズ６は、非球面レンズの凸レ
ンズである。前記投影レンズ６の前方側（外部側）は、凸非球面をなし、前記投影レンズ
６の後方側（前記半導体型光源２側）は、平非球面（平面）をなすものである。なお、前
記投影レンズ６の前方側は、曲率が大きい（曲率半径が小さい）凸非球面をなし、前記投
影レンズ６の後方側は、曲率が小さい（曲率半径が大きい）凸非球面をなすものであって
もよい。このような投影レンズ６を使用することにより、前記投影レンズ６の焦点距離が
小さくなるので、その分、この実施例１における車両用前照灯１の前記投影レンズ６の光
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軸方向の寸法がコンパクトとなる。
【００２１】
　前記投影レンズ６は、前側焦点（前記半導体型光源２側の焦点）および後側焦点（外部
側の焦点）と、前記前側焦点と前記後側焦点とを結ぶ光軸とを有する。前記リフレクタ３
の前記反射面１２の光軸と前記投影レンズ６の光軸とは、一致（ほぼ一致も含む）する。
前記投影レンズ６の前側焦点は、レンズ焦点（物空間側の焦点面であるメリジオナル像面
）である。前記投影レンズ６の前記レンズ焦点は、前記リフレクタ３の前記反射面１２の
第２焦点もしくはその近傍に位置する。なお、前記半導体型光源２からの光は、高い熱を
持たないので、前記投影レンズ６として樹脂製のレンズを使用することができる。前記投
影レンズ６は、この例ではアクリルを使用する。前記投影レンズ６は、前記カットオフラ
インＣＬ１、ＣＬ２、ＣＬ３を有する前記すれ違い用配光パターンＬＰと、前記導光体５
から出射するオーバーヘッドサイン用配光パターンＯＰと、を前方（車両の前方）に投影
（照射）するものである。
【００２２】
　前記導光体５は、たとえば、アクリル（ＰＭＭＡ）などからなる。前記導光体５は、前
記半導体型光源２からの光を入射して導いて前記オーバーヘッドサイン用配光パターンＯ
Ｐとして出射させるものである。前記導光体５は、図１、図２、図３、図５に示すように
、入射面２０と、導光部２１と、出射面２２と、第１固定部２３と、第２固定部２４と、
から構成されている。
【００２３】
　前記入射面２０は、ほぼ垂直面をなし、前記導光部２１と前記第１固定部２３との間に
、前記半導体型光源２に対向して設けられている。前記入射面２０は、前記半導体型光源
２からの光のうち、前記リフレクタ３の反射面１２に入射しない光の一部を前記導光部２
１中に入射するものである。
【００２４】
　前記導光部２１は、前記入射面２０から前記出射面２２との間、すなわち、前記半導体
型光源２と前記シェード４との間に設けられている。前記導光部２１は、前記入射面２０
から入射した光を全反射で前記出射面２２まで導くものである。前記導光部２１の上下両
面は、前記入射面２０および前記半導体型光源２側から前記出射面２２および前記シェー
ド４側にかけて下り勾配の傾斜面をなす。なお、前記導光部２１の上下両面、もしくは、
前記導光部２１の上下左右４側面には、反射面（たとえば、アルミ蒸着や銀塗装）を施し
ても良い。
【００２５】
　前記出射面２２は、垂直面をなし、前記導光部２１と前記第２固定部２４との間に、前
記シェード４の前記開口部１６に対向して設けられている。前記出射面２２は、前記導光
部２１により導かれた光を前記オーバーヘッドサイン用配光パターンＯＰとして前記投影
レンズ６側に出射させるものである。前記出射面２２は、前記導光体５の前記シェード４
が固定する垂直面のうち、前記シェード４の前記開口部１６に対応する部分の面からなる
。前記出射面２２は、前記シェード４の前記エッジ１３、１４、１５の近傍に設けられて
いる。なお、前記導光体５のうち少なくとも前記入射面２０および前記出射面２２には、
反射面が施されていない。
【００２６】
　前記導光体５の第１固定部２３には、前記リフレクタ３が固定されている。また、前記
導光体５の前記第２固定部２４には、前記シェード４と前記フレーム部材８とが固定され
ている。さらに、前記導光体５の第１固定部２３と前記第２固定部２４とには、前記ヒー
トシンク部材７が固定されている。前記導光体５は、前記リフレクタ３および前記シェー
ド４および前記投影レンズ６および前記ヒートシンク部材７を保持する保持部材と兼用で
ある。図５に示すように、前記導光体５の第１固定部２３には、上から見て四角形の孔３
２が設けられている。
【００２７】
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　前記ヒートシンク部材７は、たとえば、フィン形状をなす。図５に示すように、前記ヒ
ートシンク部材７には、上から見て四角形の凸部３３が一体に設けられている。前記ヒー
トシンク部材７の前記凸部３３は、前記導光体５の前記孔３２に位置する。前記ヒートシ
ンク部材７の前記凸部３３の上面には、前記半導体型光源２の前記基板９の他面が固定さ
れている。前記ヒートシンク部材７は、前記半導体型光源２において発生する熱を前記凸
部３３を介して外部に放出（放散）するものである。
【００２８】
　この実施例１における車両用前照灯１は、以上のごとき構成からなり、以下、その作用
について説明する。
【００２９】
　まず、車両用前照灯１の半導体型光源２の発光体を点灯発光させる。すると、半導体型
光源２の発光体１０から光が放射される。半導体型光源２からの光の一部（図１中、実線
矢印で示す光）は、リフレクタ３の反射面１２で反射される。この反射光は、反射面１２
の第２焦点に収束（集中）する。第２焦点に収束する反射光の一部は、シェード４により
カットオフされる。シェード４によりカットオフされなかった反射光は、カットオフライ
ンＣＬ１、ＣＬ２、ＣＬ３を有するすれ違い用配光パターンＬＰを形成して、投影レンズ
６側に進む。
【００３０】
　また、半導体型光源２からの光の他の一部であって、リフレクタ３の反射面１２に入射
しない光の一部（図１中、破線矢印で示す光）は、導光体５の入射面２０から導光部２１
中に入射する。導光部２１中に入射した光は、導光部２１中を全反射を繰り返して入射面
２０から出射面２２まで導かれる。出射面２２まで導かれた光は、シェード４の開口部１
６と同一形状をなす出射面２２から投影レンズ６側に出射されて、カットオフラインＣＬ
４、ＣＬ５、ＣＬ６を有するオーバーヘッドサイン用配光パターンＯＰを形成する。
【００３１】
　カットオフラインＣＬ１、ＣＬ２、ＣＬ３を有するすれ違い用配光パターンＬＰと、カ
ットオフラインＣＬ４、ＣＬ５、ＣＬ６を有するオーバーヘッドサイン用配光パターンＯ
Ｐとは、図４に示すように、投影レンズ６を透過して、投影レンズ６から自動車(車両)前
方に投影（照射）されて路面などを照明する。
【００３２】
　この実施例１における車両用前照灯１は、以上のごとき構成および作用からなり、以下
、その効果について説明する。
【００３３】
　この実施例１における車両用前照灯１は、導光体５により、半導体型光源２からの光を
入射面２０で入射して、入射面２０から入射した光を導光部２１で出射面２２まで導き、
導光部２１で導かれた光を出射面２２からオーバーヘッドサイン用配光パターンＯＰとし
て投影レンズ６側に出射させることができる。この結果、この実施例１における車両用前
照灯１は、設計製造が第２反射面および第３反射面よりも簡単である導光体５の入射面２
０および導光部２１および出射面２２により、オーバーヘッドサイン用配光パターンＯＰ
の配光が制御されるものである。これにより、この実施例１における車両用前照灯１は、
第２反射面および第３反射面によりオーバーヘッドサイン用配光パターンの配光を制御す
る従来の車両用前照灯と比較して、オーバーヘッドサイン用配光パターンＯＰの配光を簡
単に制御することができる。
【００３４】
　また、この実施例１における車両用前照灯１は、導光体５の出射面２２がシェード４の
エッジ１３、１４、１５の近傍に設けられているので、すれ違い用の配光パターンＬＰの
カットオフラインＣＬ１、ＣＬ２、ＣＬ３とオーバーヘッドサイン用配光パターンＯＰと
を近接させることができる。この結果、この実施例１における車両用前照灯１は、すれ違
い用の配光パターンＬＰのカットオフラインＣＬ１、ＣＬ２、ＣＬ３とオーバーヘッドサ
イン用配光パターンＯＰとの間の光抜けによる暗部を無くすことができるので、視認性が
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向上して、交通安全に貢献することができる。
【００３５】
　特に、この実施例１における車両用前照灯１は、シェード４の開口部１６の上縁、すな
わち、導光体５の出射面２２の上縁には、シェード４の上水平エッジ１３、斜めエッジ１
４、下水平エッジ１５と対向しかつ対応しかつ近接して上水平エッジ１７、斜めエッジ１
８、下水平エッジ１９がそれぞれ設けられている。このために、この実施例１における車
両用前照灯１は、オーバーヘッドサイン用配光パターンＯＰのカットオフラインＣＬ４、
ＣＬ５、ＣＬ６がすれ違い用の配光パターンＬＰのカットオフラインＣＬ１、ＣＬ２、Ｃ
Ｌ３に倣って近接するので、すれ違い用の配光パターンＬＰのカットオフラインＣＬ１、
ＣＬ２、ＣＬ３とオーバーヘッドサイン用配光パターンＯＰのカットオフラインＣＬ４、
ＣＬ５、ＣＬ６との間の光抜けによる暗部をさらに無くすことができるので、視認性がさ
らに向上して、交通安全にさらに貢献することができる。
【００３６】
　さらに、この実施例１における車両用前照灯１は、導光体５がリフレクタ３およびシェ
ード４および投影レンズ６およびヒートシンク部材７およびフレーム部材８を保持する保
持部材と兼用であるから、部品点数を軽減することができ、その分、製造コストを安価に
することができる。
【００３７】
　さらにまた、この実施例１における車両用前照灯１は、半導体型光源２からの光のうち
、リフレクタ３の反射面１２に入射しない光の一部を利用してオーバーヘッドサイン用配
光パターンＯＰを形成するので、すれ違い用の配光パターンＬＰの光が低減されるような
ことがない。
【００３８】
　さらにまた、この実施例１における車両用前照灯１は、ヒートシンク部材７に一体に設
けられている凸部３３に半導体型光源２の基板９を直接固定するものであるから、半導体
型光源２において発生した熱を凸部３３を介してヒートシンク部材７から効率良く放出す
ることができ、放熱効果が向上される。
【実施例２】
【００３９】
　図６は、この発明にかかる車両用前照灯の実施例２を示す。図中、図１～図５と同符号
は、同一のものを示す。以下、この実施例２における車両用前照灯１Ａについて説明する
。
【００４０】
　この実施例２における車両用前照灯１Ａは、前記の実施例１における車両用前照灯１の
変形例である。すなわち、前記の実施例１における車両用前照灯１は、導光体５がリフレ
クタ３およびシェード４および投影レンズ６およびヒートシンク部材７およびフレーム部
材８を保持する保持部材と兼用である。これに対して、この実施例２における車両用前照
灯１Ａは、導光体５Ａと、保持部材とが別個の部材からなるものである。
【００４１】
　すなわち、この実施例２における車両用前照灯１Ａの導光体５Ａは、入射面２０と、導
光部２１と、出射面２２と、から構成されているものである。一方、保持部材は、前記ヒ
ートシンク部材７に一体に設けられている第１固定部２５と、前記フレーム部材８に一体
に設けられている第２固定部２６と、からなるものである。前記第１固定部２５側の前記
ヒートシンク部材７と、前記第２固定部２６側の前記フレーム部材８とは、相互に固定さ
れている。また、前記第１固定部２５には、前記半導体型光源２と前記リフレクタ３とが
固定されている。さらに、前記第２固定部２６には、前記シェード４が固定されている。
さらにまた、前記第１固定部２５と前記第２固定部２６とには、前記導光体５が固定され
ている。
【００４２】
　この実施例２における車両用前照灯１Ａは、以上のごとき構成からなるので、前記の実
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施例１における車両用前照灯１とほぼ同様の作用効果を達成することができる。特に、こ
の実施例２における車両用前照灯１Ａは、導光体５Ａと、保持部材とが別個の部材からな
るものであるから、導光体５Ａの構造が簡単となる。この結果、この実施例２における車
両用前照灯１Ａは、構造が簡単である導光体５Ａの設計製造がさらに簡単であるから、オ
ーバーヘッドサイン用配光パターンＯＰの配光をさらに簡単に制御することができる。
【００４３】
　また、この実施例２における車両用前照灯１Ａは、ヒートシンク部材７に一体に設けら
れている第１固定部２５に半導体型光源２を直接固定するものであるから、半導体型光源
２において発生した熱を第１固定部２５を介してヒートシンク部材７から効率良く放出す
ることができ、放熱効果が向上される。
【００４４】
　さらに、この実施例２における車両用前照灯１Ａは、ヒートシンク部材７に第１固定部
２５を一体に設け、フレーム部材８に第２固定部２６を一体に設けたものであるから、導
光体５Ａと保持部材とを別個としても、部品点数を増やすことがないので、安価な製造コ
ストを維持することができる。
【実施例３】
【００４５】
　図７～図１０は、この発明にかかる車両用前照灯の実施例３を示す。図中、図１～図６
と同符号は、同一のものを示す。以下、この実施例３における車両用前照灯１Ｂについて
説明する。
【００４６】
　この実施例３における車両用前照灯１Ｂは、前記の実施例１、２における車両用前照灯
１、１Ａの変形例である。すなわち、前記の実施例１における車両用前照灯１は、導光体
５が半導体型光源２およびリフレクタ３およびシェード４および投影レンズ６およびヒー
トシンク部材７およびフレーム部材８を保持する保持部材と兼用である。これに対して、
この実施例３における車両用前照灯１Ｂは、導光体５Ｂと、保持部材２７とが別個の部材
からなるものである。
【００４７】
　すなわち、この実施例３における車両用前照灯１Ｂの導光体５Ｂは、入射面２０と、導
光部２１と、出射面２２と、から構成されているものである。一方、前記保持部材２７は
、フレーム部材８と一体構造をなすものである。前記保持部材２７には、前記半導体型光
源２および前記リフレクタ３および前記シェード４Ｂおよび前記導光体５Ｂおよび前記投
影レンズ６および前記ヒートシンク部材７がそれぞれ固定されている。
【００４８】
　前記保持部材２７の前半分側部分の上面の中央部には、凹部３１が設けられている。前
記凹部３１の底面は、前記導光体５Ｂの上下両面の下り勾配の傾斜面に倣って、後側（前
記保持部材２７のほぼ中間）から前側（前記保持部材２７の前部）にかけて下り勾配の傾
斜面をなす。前記保持部材２７の凹部３１には、前記導光体５Ｂが固定されている。
【００４９】
　また、前記の実施例１、２における車両用前照灯１、１Ａは、シェード４、４Ａが板形
状をなしていて、かつ、開口部１６が設けられているものである。これに対して、この実
施例３における車両用前照灯１Ｂは、シェード４Ｂが帯形状をなすものである。
【００５０】
　すなわち、前記シェード４Ｂは、帯形状の光不透過性の部材、ととえば、樹脂や金属や
印刷膜や塗料などから構成されている。前記シェード４Ｂは、前記導光体５Ｂの上面（上
縁）および前記保持部材２７の上面（上縁）に固定されている。前記導光体５Ｂの上面（
上縁）および前記保持部材２７の上面（上縁）には、前記シェード４Ｂのエッジ１３、１
４、１５と対向しかつ対応しかつ近接して上水平エッジ２８、斜めエッジ２９、下水平エ
ッジ３０がそれぞれ設けられている。
【００５１】
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　この実施例３における車両用前照灯１Ｂは、以上のごとき構成からなるので、前記の実
施例１、２における車両用前照灯１、１Ａとほぼ同様の作用効果を達成することができる
。特に、この実施例３における車両用前照灯１Ｂは、導光体５Ｂと、保持部材２７とが別
個の部材からなるものであるから、導光体５Ｂの構造が簡単となる。この結果、この実施
例３における車両用前照灯１Ｂは、構造が簡単である導光体５Ｂの設計製造がさらに簡単
であるから、オーバーヘッドサイン用配光パターンＯＰの配光をさらに簡単に制御するこ
とができる。
【００５２】
　また、この実施例３における車両用前照灯１Ｂは、保持部材２７とフレーム部材８とを
一体構造としたものであるから、導光体５Ｂと保持部材２７とを別個としても、部品点数
を増やすことがないので、安価な製造コストを維持することができる。
【実施例４】
【００５３】
　図１１は、この発明にかかる車両用前照灯の実施例４を示す。図中、図１～図１０と同
符号は、同一のものを示す。以下、この実施例４における車両用前照灯１Ｃについて説明
する。
【００５４】
　この実施例４における車両用前照灯１Ｃは、前記の実施例１、２、３における車両用前
照灯１、１Ａ、１Ｂの変形例である。すなわち、前記の実施例１、２、３における車両用
前照灯１、１Ａ、１Ｂは、導光体５、５Ａ、５Ｂの導光部２１が直方体形状をなすもので
ある。これに対して、この実施例４における車両用前照灯１Ｃは、導光体５Ｃの導光部２
１が扇形状をなすものである。
【００５５】
　すなわち、前記導光体５Ｃの入射面２０は、ある点を中心とする凹円弧形状をなし、一
方、前記導光体５Ｃの出射面２２は、同一点を中心とする凸円弧形状をなす。そして、前
記同国体５Ｃの導光部２１の左右両側面が入射面２０から出射面２２にかけて末広がりに
傾斜している。なお、シェード５Ｃは、前記の実施例３における車両用前照灯１Ｂのシェ
ード５Ｂと同様に、帯形状をなすものである。
【００５６】
　この実施例４における車両用前照灯１Ｃは、以上のごとき構成からなるので、前記の実
施例１、２、３における車両用前照灯１、１Ａ、１Ｂとほぼ同様の作用効果を達成するこ
とができる。特に、この実施例４における車両用前照灯１Ｃは、導光体５Ｃの導光部２１
が扇形状をなすものであるから、上下幅が狭く、かつ、左右幅が広いオーバーヘッドサイ
ン用配光パターンＯＰを形成するのに適している。
【実施例５】
【００５７】
　図１２は、この発明にかかる車両用前照灯の実施例５を示す。図中、図１～図１１と同
符号は、同一のものを示す。以下、この実施例５における車両用前照灯について説明する
。
【００５８】
　この実施例５における車両用前照灯は、前記の実施例１、２、３、４における車両用前
照灯１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃの変形例である。すなわち、前記の実施例１、２、３、４にお
ける車両用前照灯１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃは、半導体型光源２の垂直軸と車両用前照灯１、
１Ａ、１Ｂ、１Ｃの垂直軸とが一致するものである。これに対して、この実施例５におけ
る車両用前照灯は、半導体型光源２の垂直軸ＶＯ－ＶＯが車両用前照灯の垂直軸Ｖ－Ｖお
よび水平軸Ｈ－Ｈに対して傾斜しているものである。
【００５９】
　この実施例５における車両用前照灯は、以上のごとき構成からなるので、前記の実施例
１、２、３、４における車両用前照灯１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃとほぼ同様の作用効果を達成
することができる。特に、この実施例５における車両用前照灯は、半導体型光源２から放
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射される光の強度が最大である半導体型光源２の垂直軸ＶＯ－ＶＯを車両用前照灯の垂直
軸Ｖ－Ｖおよび水平軸Ｈ－Ｈに対して傾斜させるものである。このために、この実施例５
における車両用前照灯は、半導体型光源２の垂直軸ＶＯ－ＶＯの傾斜を調整することによ
り、オーバーヘッドサイン用配光パターンＯＰの光の強さ（光度、照度、光量）を調整す
ることができる。
【００６０】
　以下、前記の実施例１、２、３、４、５以外の例について説明する。前記の実施例１、
２、３、４、５においては、カットオフラインＣＬ１、ＣＬ２、ＣＬ３を有する配光パタ
ーンとしてすれ違い用配光パターンＬＰである。ところが、この発明においては、カット
オフラインを有する配光パターンとして高速道路用配光パターンとしても良い。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】この発明にかかる車両用前照灯の実施例１を示すランプユニットの縦断面図（垂
直断面図）であって、図２におけるＩ－Ｉ線断面図である。
【図２】同じく、ランプユニットを示す平面図であって、図１におけるＩＩ矢視図である
。
【図３】同じく、図２におけるＩＩＩ矢視図である。
【図４】同じく、ランプユニットから照射されるすれ違い用配光パターンとオーバーヘッ
ドサイン用配光パターンとを示す説明図である。
【図５】同じく、要部を示す一部拡大断面図である。
【図６】この発明にかかる車両用前照灯の実施例２を示すランプユニットの要部の一部拡
大断面図である。
【図７】この発明にかかる車両用前照灯の実施例３を示すランプユニットの縦断面図（垂
直断面図）であって、図８におけるＶＩＩ－ＶＩＩ線断面図である。
【図８】同じく、ランプユニットを示す平面図であって、図７におけるＶＩＩＩ矢視図で
ある。
【図９】同じく、図７におけるＩＸ－ＩＸ線断面図である。
【図１０】同じく、要部を示す一部拡大断面図である。
【図１１】この発明にかかる車両用前照灯の実施例４を示すランプユニットの平面図であ
る。
【図１２】この発明にかかる車両用前照灯の実施例５を示す半導体型光源の説明図である
。
【符号の説明】
【００６２】
　１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ　車両用前照灯
　２　半導体型光源
　３　リフレクタ
　４、４Ｂ、４Ｃ　シェード
　５、５Ａ、５Ｂ、５Ｃ　導光体
　６　投影レンズ
　７　ヒートシンク部材
　８　フレーム部材
　９　基板
　１０　発光体
　１１　光透過部材
　１２　反射面
　１３　上水平エッジ
　１４　斜めエッジ
　１５　下水平エッジ
　１６　開口部
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　１７　上水平エッジ
　１８　斜めエッジ
　１９　下水平エッジ
　２０　入射面
　２１　導光部
　２２　出射面
　２３　第１固定部
　２４　第２固定部
　２５　第１固定部
　２６　第２固定部
　２７　保持部材
　２８　上水平エッジ
　２９　斜めエッジ
　３０　下水平エッジ
　３１　凹部
　３２　孔
　３３　凸部
　ＣＬ１　下水平カットオフライン
　ＣＬ２　斜めカットオフライン
　ＣＬ３　上水平カットオフライン
　ＣＬ４　下水平カットオフライン
　ＣＬ５　斜めカットオフライン
　ＣＬ６　上水平カットオフライン
　ＬＰ　すれ違い用配光パターン
　ＯＰ　オーバーヘッドサイン用配光パターン
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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