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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車のヘッドライト用の照明装置であって、
　複数の光源(1)と、複数の導光路(3)を備える導光ユニット(2)と、焦点面(E)を備える複
数の下流投影レンズと、を有し、各前記導光路(3)は光デカップリング面(4)を備え、
　a)少なくとも二つの隣接する前記導光路(3)の複数の前記デカップリング面(4)は、前記
焦点面(E)に対して互いにずらして配され、及び／又は、
　b)少なくとも二つの前記隣接導光路(3)は、接触領域(12)で延長部分に沿って互いに接
触するよう隣接して配され、各前記延長部分(b,b')は、前記焦点面(E)に対して、互いに
ずらして配され、
　前記光デカップリング面(4)は、第１および少なくとも一つの第２光デカップリング面(
10,11)の一部であり、個々の前記複数の光デカップリング面(4)は互いに隣接して配され
、前記第１および第２光デカップリング面(10,11)は、前記焦点面(E)に対して互いにずら
して配され、
　前記複数の導光路(3)は、少なくとも二列に互いに重なって配置され、
　最上列の前記複数の導光路(3)の前記複数の光デカップリング面(4)は、主照射方向に関
連して、定められた距離分、前記焦点面(E)からずらして配される、
　ことを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　少なくとも部分的に互いに重なって配置された少なくとも二つの前記導光路(3)の前記
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複数の光デカップリング面(4)は、前記焦点面(E)に対して互いにずらして配される、こと
を特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　ある列の全ての前記光デカップリング面(4a)は、下列の前記複数の光デカップリング面
(4b)に対して、前記焦点面(E)からずらして配される、ことを特徴とする請求項１又は２
に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記複数の導光路(3)は、まさしく三列に互いに積層して配されることを特徴とする、
請求項１～３のいずれか一に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記第１光デカップリング面(10)および少なくとも一つの第２光デカップリング面(11)
が、前記焦点面(E)に対して互いにずらして配され、
　前記第２光デカップリング面は、主照射方向と反対側に前記焦点面(E)に対してオフセ
ットして配される、
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか一に記載の照明装置。
【請求項６】
　水平方向に散乱する光学系が前記複数の光デカップリング面(4)上に直接的に設けられ
る、ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記光学系は、専ら水平方向の散乱光学系である、ことを特徴とする請求項６に記載の
照明装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の光源、複数の導光路を有する導光ユニット、および焦点面を備える複
数の下流投影レンズを有し、各光源は、光デカップリング面を有するヘッドライト用照明
装置に関し、特に車両用ヘッドライトに関する。
【背景技術】
【０００２】
　このタイプの照明装置は、車両構造において常用されており、例えば、通常は、複数の
人工光源から出力されて、対応する複数の隣接配置された導光路によって出射方向に束ね
られるグレアフリーなメインビーム光の投射用に用いられる。複数の導光路は比較的小さ
な断面を有するため、導光路をそれぞれ備える個々の光源からの光は、かなり集光された
状態で出射方向に出力される。この点に関して、AT 510 437 A4は、光トンネルと称され
る光導体路状に構成される導光路、および複数の光源を有する光モジュールを開示してい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】AT 510 437 A4
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一方では、複数の導光路による集中照射が、例えば車両ヘッドライトの（すれ違い）減
光ビームの明暗線に関する法的ガイドラインを充たすために望まれる。他方ではこれによ
って、均一な照明が望まれる照射エリア、例えば車両ヘッドライトの前方で、干渉の原因
となる不均一性が発生する。このため、このような不均一性を減少させるための手段が設
けられている。
【０００５】
　それゆえ通常、複数の光源は、また複数の導光路も同様に、互いに可及的に近接して配
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置されることができ、これによって、より低い照射形態強度で照射される部分を最小化す
る。しかしながら、複数の光源および導光路は、複数の技術的理由により、自由には、互
いに近接して配置することができない。よって、配光の均一性を増加させるためには、更
なる手段を講じることが必要である。
【０００６】
　ここで既知の方法には、光像のぼやかし「(“Verwaschen”, “growing together”)」
がある。例えば、集中照射をぼかす光学レンズが使われ、それに伴って、導光ユニット全
体は光学レンズの焦点面外へ移動される。光学レンズについては、光を散乱（拡散）可能
なμｍレンジの特殊構造を備えるものも知られており、通常の光学レンズにおいて発生す
る色の歪みという不利益が防止される。
【０００７】
　上記二つの特殊な手段、すなわち、ピンぼけにする手段、および光を散乱させたりする
手段は、ヘッドライトの照射光像ないし状態(Lichtbild)に作用するという共通の特徴を
共有している。したがって、より均一な配向による有利な効果は、全ての導光路がよりぼ
やけた照射光像を形成することによって、強調される。しかしながら、これによって、例
えば自動車用ヘッドライトのすれ違いビームの明暗線に関するガイドラインが遵守できな
かったり、均一又は散乱した照射と集中した照射との間で不利益な干渉が生じたりする。
【０００８】
　かくして本発明の目的は、局所的な、例えば前方には、均一配光が可能であり、また同
時に、要求及び／又は必要に応じて、これらのエリアに複数の導光路から集中した投射を
することも可能である、ヘッドライト用照明装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的は、下記によって達成される：
（第１の視点）
a)少なくとも二つの隣接する導光路の複数のデカップリング面は、焦点面に対して互いに
ずらして配され、及び／又は、
b)少なくとも二つの前記隣接導光路は、接触領域で延長部分(Erstreckung)に沿って互い
に接触するよう隣接して配され、各前記延長部分は、前記焦点面に対して、互いにずらし
て配される。
　さらに、光デカップリング面は、第１および少なくとも一つの第２光デカップリング面
の一部であり、個々の前記複数の光デカップリング面は互いに隣接して配され、前記第１
および第２光デカップリング面は、前記焦点面に対して互いにずらして配される。
　前記複数の導光路は、少なくとも二列に互いに（上下）重なって配置される。
　最上列の前記複数の導光路の前記複数の光デカップリング面は、主照射方向に関連して
、定められた距離分、前記焦点面(E)からずらして配される。
　なお、特許請求の範囲に付記した図面参照符号は専ら理解を助けるためのものであり、
図示の態様に限定することを意図するものではない。
【発明の効果】
【００１０】
　これは、効率的で、低コストで、頑健で、個々の複数のデカップリング面又はそれらに
割り当てられた（関連する）導光路のよりぼやけた局所的な投射（ないし照射）を可能と
する。これによって、均一な照射形態（Lichtbild）を所望のエリアに簡単な方法で提供
することができる。例えば、このようなエリアは、ヘッドライト前方（直前）エリアの水
平方向（横方向）部分に位置される。これに対して、遠方（主）ビームエリアの投射照明
は、例えば反対方向に走行している車両を選択的に減光（マスク）するため、可及的に集
中的にかつ指向的になされる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明において、以下の形態が可能である。
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（形態１）第１の視点のとおり。
（形態２）少なくとも部分的に互いに（上下）重なって配置された少なくとも二つの前記
導光路の前記複数の光デカップリング面は、前記焦点面に対して互いにずらして配される
、ことが好ましい。
（形態３）前記複数の導光路は、少なくとも二列に互いに（上下）重なって配置される、
ことが好ましい。
（形態４）ある列の全ての前記光デカップリング面は、下列の前記複数の光デカップリン
グ面に対して、前記焦点面からずらして配される、ことが好ましい。
（形態５）前記複数の導光路は、まさしく三列に互いに積層して配される、ことが好まし
い。
（形態６）最上列の前記複数の導光路の前記複数の光デカップリング面は、主照射方向に
関連して、定められた距離分、前記焦点面からずらして配される、ことが好ましい。
（形態７）各前記複数のデカップリング面は、関連する前記導光路の放射側の平面的な端
部領域によって形成され、前記端部領域は、前記導光路を画成する壁の照射側の端部によ
って形成される、ことが好ましい。
（形態８）各前記壁は、横断面で直角をなす、二つの実質的に垂直方向の壁部と二つの実
質的に水平方向の壁部から構成される、ことが好ましい。
（形態９）互いに（上下）重なって配置された前記複数の導光路は、互いに隣接すると共
に、共通の水平壁部を有する、ことが好ましい。
（形態１０）少なくとも一つの前記導光路の前記複数の垂直壁部は、少なくとも一つの前
記導光路の少なくとも一つの水平壁部に対して、所定長さ分、ステップ状にずらして配さ
れる、ことが好ましい。
（形態１１）少なくとも一つの前記導光路の前記複数の垂直壁部は、少なくとも一つの前
記導光路の少なくとも一つの水平壁部に対して、所定長さ分、ステップ状にずらして配さ
れる、ことが好ましい。
（形態１２）前記複数の光デカップリング面は、少なくとも一つの光デカップリング面の
一部であり、個々の前記複数の光デカップリング面は、互いに隣接して配される、ことが
好ましい。
（形態１３）前記複数の光デカップリング面は、第１および少なくとも一つの第２光デカ
ップリング面の一部であり、個々の前記複数の光デカップリング面は互いに隣接して配さ
れ、前記第１および第２光デカップリング面は、前記焦点面に対して互いにずらして配さ
れる、ことが好ましい。
（形態１４）
　前記第１光デカップリング面および少なくとも一つの第２光デカップリング面が、前記
焦点面に対して互いにずらして配され、前記第２光デカップリング面は、主照射方向と反
対側に前記焦点面に対して所定長さ分オフセットして配される、ことが好ましい。
（形態１５）好ましくは専ら水平方向に散乱する光学系が前記複数の光デカップリング面
上に直接的に設けられる。
　本発明による特に簡単な一実施形態において、少なくとも部分的に、上下に重なって配
置された少なくとも二つの導光路の複数の光デカップリング面は、焦点面に対して、互い
にずらして配される（オフセットされる）。
【００１２】
　可及的に遠方へ届きかつ均一な照射光を達成するため、有利な実施形態では、複数の導
光路が、上下に重なって配置された二列に設けられる。ここで、複数の導光路は互いに可
及的に互いに近接して配置されるべきであり、これによって照射形態の不均一性は低下さ
れる。
【００１３】
　照射形態の局所的な不均一性をさらに減少させるため、好ましい変形例では、ある列の
全ての光デカップリング面は、焦点面に対して、下列の複数の光デカップリング面に対し
てオフセットされる。複数の光デカップリング面は、入射光路を反転する投影レンズに後
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置（下流配置）されるため、上列のオフセットは、“より下の（低い）”照射形態部分（
ダウンライト部分）、すなわち通常はヘッドライトの前方エリアにおける照射の均一性を
もたらす。例えば、これによって、ヘッドライトの前方（直前）エリアのより均一な照明
が達成できる。ここでの全ての位置表示は、特段の別記がない限り、搭載状態、特に車両
に搭載されて水平に位置されるヘッドライトおよびその部品に関する。
【００１４】
　経験的には、本発明によるヘッドライト構造は、複数の導光路がまさしく三列に互いに
（上下）積層される場合に、特に効果的である。このような配置によれば、例えば上列が
ヘッドライトの前方エリアを照らすことができ、中列を明暗線（明暗境界）のエリアの照
明に用いることができ、下列をヘッドライトの遠方（主）ビームエリア（アップライトエ
リア）の照明に用いることができる。
【００１５】
　本発明によれば、ヘッドライトの前方エリアで所定の局所的な照射形態の均一化を達成
するため、複数の導光路の最上列の複数の光デカップリング面は、本発明の知見にしたが
って、主照射方向に対向する焦点面に対し、定められた距離分、オフセットして配される
。あるいは、例えば上二列が前方エリアの照明に使用される場合、上二列が一緒にオフセ
ットされてもよい。通常、所望の照射形態の均一化を図るどのような変形例も選択可能で
ある。主ビームの生成に関わる、いずれの列又はいずれの所定数の光デカップリング面を
オフセットさせてもよい。主ビーム照射方向は、通常、各光デカップリング面からの照射
光の強さ（輝度）が最大となる方向である。これは、通常、後置（下流）投影レンズの焦
点面の法線方向である。
【００１６】
　複数の導光路の効率的で単純な照射を確保するため、有利な一実施形態において。各光
デカップリング面（光分割面）は、導光路に関連する放射側の端部領域に形成され、この
端部領域は、導光路を区切る壁の放射側の端部に形成される。ここで、複数の導光路は、
中空で、反射的にコーティングされ、特にアルミニウムめっきされたリフレクタである。
【００１７】
　詳細に説明すると、各壁は、横断面で直角（矩形）をなす、二つの実質的に垂直方向の
壁部と、二つの実質的に水平方向の壁部とから構成される。これによって、特に低コスト
でかつ効率的な複数の導光路が実現される。
【００１８】
　本発明の一実施形態によれば、互いに上下に重なって配置された複数の導光路は、互い
に隣接し、共通の水平壁部を有する。これによって、特に導光ユニットのコンパクト化を
達成することができる。
【００１９】
　局所的な均一性を特に簡単に提供するため、有利な一変形例では、少なくとも一つの導
光路の複数の垂直壁部が、少なくとも一つの導光路の少なくとも一つの水平壁部に対して
、長さa分、ステップ状（階段状）にオフセットされる。
【００２０】
　本発明のさらなる実施形態では、一定の局所的均一性を達成するため、少なくとも一つ
の導光路の複数の垂直壁部は、一つの導光路の正に一つの水平壁部に対して、長さa分、
ステップ状にオフセットされる。
【００２１】
　例えば0.5mmとされる長さaの値は、既に十分に均一化を達成することができる。ここで
、個々の光デカップリング面の投影像の重なりは既に発生している。均一性をさらに高め
ようとするならば、長さaを増加させればよい。長さaの増加は、例えば1/10 mmピッチで
行うことができる。均一性を低下させる場合には、長さaを同様に減じさせればよい。長
さaの正確な値は、達成したい均一性、並びに関連する全体の光学系（光源、導光路、光
デカップリング面、投影レンズ）に応じて、定められる。本発明の別の一変形例によると
、複数の導光路は光導体路として形成される。本開示において、光導体路とは、入射光を
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複数の壁での総反射により光導体路の延在方向に沿って反射する構造を意味するものと理
解すべきである。複数の光導体路は固体として形成される。ここで、好ましくは、複数の
光導体路は、透明プラスチックから製造される。あるいは、ガラス、又は導光に適したそ
の他の材料、例えばシリコンから製造される。ここで有利には、複数の光デカップリング
面が少なくとも一つの光デカップリング面の一部であり、個々の複数の光デカップリング
面は互いに隣接する。このように提供される本発明による照明ユニット（照明装置）の特
に簡単な技術的構造は、低コストで製造することができる。
【００２２】
　本発明の別の一変形例によれば、複数の光デカップリング面は、第１および少なくとも
一つの第２デカップリング面の一部であり、個々の光デカップリング面の一部は互いに隣
接し、第１および第２デカップリング面は焦点面に対して互いにオフセットされる。
【００２３】
　ここで、特に有利には、第１光デカップリング面および正に一つの第２デカップリング
面が焦点面に対して互いにオフセットされる。ここに、第２光デカップリング面は、焦点
面に対して長さc分、主照射方向と反対側に、オフセットして配される。
【００２４】
　例えば0.5mmとされる長さcの値によっても、すでに十分な均一性が達成できる。ここで
は、個々の複数の光デカップリング面の投影像の重なりが、既に生じている。均一性をさ
らに高めるには、長さcを増加させればよい。長さcの増加は、例えば1/10 mmピッチで行
うことができる。均一性を低下させる場合には、長さcを同様な方式で低下させていけば
よい。長さcの正確な値は、達成したい均一性、および関連する全体の光学系に応じて、
定められる。さらなる局所的（好ましくは水平方向）な均一化が、請求項１の上記特定要
件(b)によって達成できる。長さb,b’の正確な値は、達成したい均一性、および関連する
全体の光学系に応じて、定められる。
【００２５】
　また、光散乱器（光学系）を、個々の光導体路の複数の光デカップリング面上に直接設
けてもよい。これによって、さらに局所的な均一性を追加付与することができる。用語“
直接”とは、本開示において、複数の光散乱器が複数の光デカップリング面に直接接触し
たり、又は僅かしか離れずに配置されたりする(例えばアセンブリの都合上)配置を意味す
るものと解釈される。ここで、重要なことは、複数の光散乱器は、それが提供される個々
の光デカップリング面だけに専ら作用することである。複数の散乱器は、複数の入射光ビ
ームのぼやけた投影を可能とする当業者に知られたいずれの光学的要素から形成されても
よい。複数の円筒状レンズ(Zylinderlinsen)がこのために好適に使用される。これらは、
複数の入射光ビームを水平方向に散乱させることができるからである。あるいは、複数の
投影レンズと各リフレクタのデカップリング面4との間に配置され、光ビームの対応する
追加の散乱を発生させる追加の光学器を、リフレクタとして形成される複数の導光路と共
に設けることができる。
【００２６】
　さらなる利点を含む本発明の形態を、図示する例示的で非制限的な実施例を参照しなが
ら、より詳細に後述する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明による導光ユニットの第１実施例を斜視方向からみた図である。
【図２】図１の詳細を説明する斜視図である。
【図３】図１に示した導光ユニットの縦断面を斜視方向からみた図である。
【図４】本発明の導光ユニットによる照射形態の一例を示す。
【図５】本発明による導光ユニットの第２実施例を後方斜めからみた図である。
【図６】図５に示した導光ユニットの縦断面を斜視方向からみた図である。
【図７】図６中の断面101に沿った水平方向の平面断面図における光路を示す。
【図８】図６中の断面100に沿った水平方向の平面断面図における光路を示す。
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【図９】本発明による導光ユニットの第３実施例を示す縦断面図である。
【実施例１】
【００２８】
　図１は、本発明による導光ユニット2を有する照明ユニット（照明装置）の第１実施例
を示し、複数の導光路3が隣接して配置されている。複数の導光路3は、この場合ではリフ
レクタ（複数）として形成され、複数の光デカップリング面（光分割面）4を備え、複数
のロービーム用投影レンズ（不図示）の方向に光を照射するよう構成される。ここで、複
数の導光路3は、実質的に、複数の投影レンズに関連する光軸ｘの方向に配向され、複数
の光デカップリング面（上列を形成する複数の光デカップリング面を除く）は、複数の投
影レンズの焦点面E(図3に示す)に位置している。これによって、複数の投影レンズに関連
する焦点Fは、光デカップリング面4上に直接的に位置する。この場合、焦点面Eは、視野
曲面にしたがって、垂直および水平方向にわずかに湾曲する。この場合、複数の導光路3
は三列に心合わせされて(zentriert)互いに重なって配され、それらの複数の光デカップ
リング面4は複数の導光路3を区切る壁9によって互いに分離される。
【００２９】
　図２は、図１の詳細図である。二つの例示的な光デカップリング面4a,4bが図示され、
光デカップリング面4a,4bは、周囲の複数の光デカップリング面4から区画され、特に光デ
カップリング面4aは、二つの垂直壁部6',6''および水平壁部7によって区画される。ここ
で、光デカップリング面4の垂直壁部6',6''は、下方に配置された水平壁部7に対して、後
方へ向かって、すなわち主出射方向と反対側に長さa分、ステップ状にオフセットして（
ずらして配されて）いる。或いは、次のような変形例でもよい：垂直壁部6',6''はオフセ
ット寸法を変化してオフセットされる、又はオフセットは垂直壁部6',6''の延長部分(Ers
treckung)に沿って変化する。図１で見ることができる最上列の光デカップリング面4およ
び複数の光デカップリング面4は、下方に配置された水平壁部7に対して、同じ長さa分、
ステップ状にオフセットしている。これによって、出射面4aを含み列状に配置される複数
の出射面4は、焦点面E (図３参照)に対して一様にオフセットされる。この結果、水平方
向について均一化された光ビームが均等に出射される。このようにして、水平方向の照射
光のぼかし(“Verwaschen”,“growing together”)が提供される。この構成で留意すべ
きことは、或いは、垂直方向の散乱が複数の水平壁部7のオフセットによって達成できる
ことである。双方の複数の垂直壁部6', 6''および水平壁部7の両方をオフセットすること
もできる。これによって、散乱が垂直方向および水平方向に生じる。
【００３０】
　図３は、導光ユニット2、導光ユニット2の後方に配置された対応する複数の光源1、お
よびその反対側に配置された複数の投影レンズ(不図示)の第１実施例に係る縦断面を示す
斜視図である。複数の光源1から放射された光ビームは、複数の導光路3によって案内され
て、導光ユニット2から複数の光デカップリング面4を通じて出射され、複数の投影レンズ
によって例えば車両の前方領域に投射される。本発明で好ましくは、光源は発光ダイオー
ド(LED(s))であり、発光ダイオードは、小さな全体サイズで、強い光を出力することを特
徴とする。特定の応用のため、市販の発光ダイオードを、ミリメートル級の端長を有し、
マトリックス状に、すなわちグループ化されて直接隣接するよう、共通回路基板上に配置
することができる。このマトリックス配列又はこれらグループの外形は、好ましくは照射
すなわち投射に対応している。複数の導光路3も同様に、互いに上下に重なって（通常隣
接して）直接的に配置され、個々の導光路3間の複数の壁9は、個々の光源1の所定サイズ
に応じた均一な照射光が得られるよう、可及的にきわめて薄くされる。この場合、複数の
光デカップリング面4は、詳細には、導光路3を区画する壁9の出射側端部によって形成さ
れた複数の放射側端部領域5a,5b,5c等によって形成される。
【００３１】
　図４は、本発明による導光ユニット2のいずれの実施例によっても得ることができる照
射像（ないし形態）の一例を示す。この場合、水平軸Hおよび垂直軸V周りにマトリックス
状に配置された複数のフィールドを見ることができ、複数のフィールド内の複数のエリア
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は光照射に対応し、複数のフィールド間の複数のエリアはより照射形態がより暗いエリア
に対応する。複数のフィールドは三列に配置され、上二列の複数のフィールドは、延長部
分a’のより暗いエリアによって、水平方向に互いに離間して図示されている。本発明の
照射ユニットによる効果は、下列において明らかにできる。即ち、互いに隣接配置された
複数のフィールドは、延長部分（寸法）a’’に沿って、互いに接触又は重なり合って配
置され、これらのエリアでは望まれない不均一性が解消されることを意味する。
【００３２】
　図５は、本発明による導光ユニット2の第２実施例を示す斜視図である。第１実施例と
対比すると、本例の複数の導光路3はリフレクタではなく、光導体路として形成され、導
入部で述べたように、プラスチック、ガラス又は他の導光に適したあらゆる材料から形成
することができる。本例の複数の光導体路は固体として形成され、光導体路は、単独の、
一貫した光媒質を有し、および光はこの媒質内を案内される。第１実施例と同様に、複数
の導光路3は三列に積み重ねられている。複数の導光路3又は光導体路は、同じ前端プレー
ト14に向かって出射側に延在し、出射側で光デカップリング面10（図７および８参照）に
よって画成される。
【００３３】
　図６は、図５に示した第２実施例の縦断面図を示す。前端プレート14の出射側の面は（
視野曲面に応じて）湾曲し、焦点面Eは、前端プレート14内に配置されている。この場合
、複数の光導体路から形成される複数の導光路3を備える導光ユニット2が図示され、上記
複数の導光路3は、共通の前端プレート14で出射側に合流し、前方側で第１光デカップリ
ング面10に開口している。ここで、光デカップリング面10は、各列内のそれぞれ直接的に
隣接して配置された複数の光導体路(図７および８参照、なお実質的には図１と同様）に
関連する個々の複数の光デカップリング面4から構成される。均一化は、本発明による各
実施例で、少なくとも二つの互いに隣接する導光路3が、接触領域12内で、延長部分（延
長寸法、導光路3の延長（に相当する）部分）b,b’(図７および８参照)に沿って、接触す
ることによって達成される。但し、各延長部分b,b’は、（焦点面Eに対して測って）互い
にずれて（オフセットして）いる。図６からわかるように、複数の光導体路は三列に配置
され、上列に隣接配置された複数の光導体路は、前端プレート14の前で既に互いに接触し
ている。これによって、光は、下方の配列よりも早期に混合（合流）される。複数の各光
源1（図６では不図示）から出射される光は、光入射面13を通じて、光導体路に入射する
。
【００３４】
　図７および８は、図６による複数の光導体路の中間列と上列をそれぞれ示す断面図であ
る。図７は、複数の光導体路の中間列を通る断面を示し、複数の光導体路は、（焦点面E
に対して測った）延長部分（寸法）bに沿って互いに接触している。図７は、さらに複数
の光入射面13から出る複数の光路を例示し、二つの例示的な光ビームは、前面からその出
口の前で、第１角度αを成す。図８は、図６による複数の光導体路の上列を通る断面を示
す。ここで明らかなように、複数の光導体路間の接触領域は、図７からわかるものよりも
、より大きい延長部分（寸法）b’を有する。したがって、複数の光導体路によって案内
された複数の光ビームはより早期に混合され、前面又は光デカップリング面10を通過した
複数の光ビームは、拡がっていく。よって、図８に例示される複数の光ビームが成す角度
α’は、上述の角度αよりも大きく、複数の光ビームは、焦点面に向かう延長部分（寸法
）a’’(図４参照)に沿って互いに重なりあう。これによって、上側光導体路列が出射す
る光の水平方向の局所的な均一性が提供される（この結果、図４に示すように、さらに照
射光の均一性も生成することができる）。
【００３５】
　図９は、本発明による導光ユニット2の第３実施例を示す。複数の導光路3又は光導体路
も、共通の前端プレートに向かって放射側へ延在し、放射側でデカップリング面10,11に
よって達成されている。前端プレート14の放射側の面は（視野曲面に応じて）湾曲してい
る。ここで、前端プレート14は、厚みzを有する。第２実施例と対比すると、焦点面に対
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して長さc分、互いにオフセットされた二つの光デカップリング面、特に第１および第２
光デカップリング面10,11がある。ここで、第１光デカップリング面10は、焦点面E内にあ
る。両方の光デカップリング面10,11は、各列で直接的に隣接して配置された複数の光導
体路に関連する個々の複数の光デカップリング面4から構成されている。各光デカップリ
ング面4は、第１および第２光デカップリング面10,11のいずれかに関連している。光デカ
ップリング面11に関連する全ての光デカップリング面4は、焦点面Eに対して同じ間隔を有
している。一変形例としては、任意の複数の光デカップリング面を、均一化されるべき複
数の照射光エリアに応じて、備えることもできる。
【００３６】
　本開示で留意すべきことは、この分野で、“オブジェクトA,Bは、互いの関係において
（又は互いから）、所定長さ（又は距離）分、焦点面E”に対して、ずらして配される（
オフセットされる）”という表現は、焦点面EからのオブジェクトA,Bの法線距離が、所定
長さ（又は距離）分、相違している、という意味に解釈するべきである。
【００３７】
　三つの例示した実施例の様々な組み合わせも可能である。例えば、第２実施例を第３実
施例と単純に組み合わせて、両方の変形例に係る光導体路を用いることができる。個々の
複数の光デカップリング面4又は隣接する複数の光デカップリング面4の長さa,cに関連す
る延長部分bはずれていてもよく、あるいは個々の複数の光デカップリング面4において局
所的に変化されてもよい。
【００３８】
　さらに、光散乱器が、追加で、いずれの実施例の複数の光デカップリング面4上に提供
されてもよく、この光散乱器（例えば専ら水平方向の散乱を生じさせる円筒状光学機器）
は、光ビームの水平方向の散乱を生じさせる。これによって、光の均一性がさらに高めら
れる。これは、特に光導体路に基づく複数の実施例に容易に追加することができる。
【符号の説明】
【００３９】
　1　光源
　2　導光ユニット
　3　導光路、光導体路、光導波路
　4　光デカップリング面
　5(5a,5b,5c)　放射側端部領域
　6’,6’’　垂直壁部、垂直方向壁部
　7　水平壁部、水平方向壁部
　8　反射壁
　9　壁
　10　第１デカップリング面
　11　第２デカップリング面
　12　接触領域
　13　光入射面
　14　前端プレート
　100　切断線
　101　切断線
　a　長さ
　a’　延長部分（寸法）
　a’’　延長部分（寸法）
　b　延長部分（寸法）
　b’　延長部分（寸法）
　c　長さ
　E　焦点面
　F　焦点
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　H　水平軸
　V　垂直軸
　x　光軸
　z　前端プレートの厚さ
　α　第１角度
　α’　第２角度

【図１－２】 【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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