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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】投射した光線を均一にして良好な照明効果を達
成し、ＬＥＤ灯が発した熱源を即座に放熱フィンに伝え
、良好に温度を下げてヘッドライトの使用寿命を延ばす
ヘッドライトの構造を提供する。
【解決手段】反射カバー２、仕切板２２、固定遮蔽板３
、駆動装置４及び固定台５から構成され、反射カバー２
は下カバー体２０と上カバー体２１から構成され、仕切
板は下カバー体と上カバー体の間に設置し、仕切板の最
上、底面上にはどちらにも回路板２２２を設置し、回路
板上にはＬＥＤ灯２２３を設置する。仕切板上には複数
片の放熱フィン２２１を設置し、該放熱フィンは該反射
カバーの外部に位置し、固定遮蔽板は下カバー体の前方
に設置し、駆動装置は固定遮蔽板上に設置する。固定台
は反射カバー前方に設置し、固定台にはレンズ５３を設
置し、仕切板の最上、底面上に設置したＬＥＤ灯はそれ
ぞれ光源を反射カバーの上カバー体と下カバー体の反射
面上に均一に投射した後屈折する。
【選択図】図３
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッドライトの構造において、
　下カバー体及び上カバー体から構成され、該下カバー体と該上カバー体は相互に組み合
わさり、該下カバー体と該上カバー体の間には仕切板を設置し、該下カバー体と該上カバ
ー体の相対する内面はアーチ型の反射面であり、該仕切板の後部には複数片の放熱フィン
を設置し、該仕切板上の放熱フィンは該下カバー体と該上カバー体の外部に位置し、該仕
切板の最上面と底面はそれぞれ回路板を設置し、該回路板上にはＬＥＤ灯を設置する反射
カバーと、
　該反射カバーの下カバー体前方に設置し、切欠き口を設置する固定遮蔽板と、
該固定遮蔽板上に設置し、可動遮蔽片を設置し、該固定遮蔽板の切欠き口を遮蔽させる駆
動装置と、
　該反射カバーの前方に設置し、レンズを設置する固定台を含むことを特徴とするヘッド
ライトの構造。
【請求項２】
　前記反射カバーの下カバー体と上カバー体の前辺縁は、定位凸縁を設置し、該定位凸縁
には複数個の穿孔を穿設し、該固定遮蔽板には複数個の穿孔を穿設し、該固定遮蔽板の穿
孔は該下カバー体の定位凸縁上の各穿孔に対応し、該固定台上には複数個の定位凸耳を設
置し、該定位凸耳には穿孔を穿設し、該定位凸耳の穿孔は該下カバー体と該上カバー体の
定位凸縁上の穿孔に対応し、該定位凸耳、固定遮蔽板と該定位凸縁上の相互に対応する穿
孔内にネジ部品を挿入設置することを特徴とする請求項１記載のヘッドライトの構造。
【請求項３】
　前記駆動装置は、電磁バルブを設置し、該電磁バルブ上には作動桿を設置し，バネは該
作動桿上に嵌入し、該作動桿上には連動部品を設置し、該連動部品は可動遮蔽片に連動し
、該可動遮蔽片は該固定遮蔽板に枢設し、該可動遮蔽片は該固定遮蔽板の切欠き口を遮蔽
することを特徴とする請求項１記載のヘッドライトの構造。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、ヘッドライトの構造に関するもので、反射カバーは下カバー体と上カバー体
から構成され、下カバー体と上カバー体の間は仕切板を設置し、仕切板の最上、底面には
どちらにもＬＥＤ灯を設置する。仕切板の最上、底面に設置したＬＥＤ灯によって光源が
均一に投射し反射カバーの上カバー体と下カバー体の反射面上で屈折し、且つ投射した光
線は極めて均一となり、良好な照明効果を達成する。更に仕切板の設置によってＬＥＤ灯
が発した熱源は即座に放熱フィンに伝わり、良好に温度を下げて放熱効果を達成し，ヘッ
ドライトの使用寿命を延ばす。
【背景技術】
【０００２】
　一般車両を運転する時、異なる道路状況、及び、見える距離の求めによって、車両のヘ
ッドライトの遠距離ライトと近距離ライトを切り替えて使用する。
　一般車両のヘッドライト１は、図１、２に示すとおり、ライトカバー１０を設置する。
該ライトカバー１０内には納置空間１００を形成し、該納置空間１００の壁面はアーチ型
の反射面１０１である。該納置空間１００内には発光体１１を設置し、該発光体１１はタ
ングステン電球もしくはキセノンライト管もしくはＬＥＤ灯とする。該ライトカバー１０
の前方には定位板１２を設置し、該定位板１２上には透光孔１２０を穿設し、該定位板１
２の前方には連接台１３を設置し、該連接台１３内には遮光組部品１４を設置する。該遮
光組部品１４は電磁バルブ１４０及び遮光板１４１を設置し、該連接台１３の前方には透
光カバー１５を設置する。
　該透光カバー１５は固定フレーム１６によって連接台１３で固定する。そして発光体１
１の発光によって、光源１７がライトカバー１０の納置空間１００内の反射面１０１で反
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射した後、透光カバー１５から外に向けて照射される。遮光組部品１４の設置によって、
光源１７の投射の範囲及び角度が制御され、近距離ライトと遠距離ライトが切り替えられ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３１９３１７１号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　解決しようとする問題点は、公知のヘッドライト１の光源１７はライトカバー１０内の
反射面１０１を経て反射した後、再び外向きに投射する。投射した照明光線は散乱し、均
一でなく、且つ輝度が低い。
　公知ヘッドライト１のタングステン電球、キセノンライト管もしくはＬＥＤ灯の発光体
１１は、ライトカバー１０の納置空間１００内に設置し、またライトカバー１０内もしく
はライト台では放熱できない構造になっている。
　故に、発光体１１が発光した事による高温は放熱できず、ライトカバー１０内が高温に
なり、発光体１１及び回路設備は壊れやすくなり、ヘッドライト１の使用寿命に影響する
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本考案は、主に反射カバー、仕切板、固定遮蔽板、駆動装置及び固定台から構成される
。該反射カバーは、下カバー体と上カバー体から構成される。該仕切板は、該下カバー体
と該上カバー体の間に設置し、該仕切板の最上、底面上にはどちらにも回路板を設置し、
該回路板上にはＬＥＤ灯を設置する。
　該仕切板上には複数片の放熱フィンを設置し、該放熱フィンは該反射カバーの外部に位
置する。該固定遮蔽板は該下カバー体の前方に設置し、該駆動装置は該固定遮蔽板上に設
置する。
　該固定台は該反射カバー前方に設置し、該固定台にはレンズを設置し、該仕切板の最上
、底面上に設置したＬＥＤ灯はそれぞれ光源を該反射カバーの上カバー体と下カバー体の
反射面上に均一に投射した後屈折することを最も主要な特徴とする。
【考案の効果】
【０００６】
　本考案のヘッドライトの構造は、投射した光線を均一にして良好な照明効果を達成し、
また該仕切板の設置によってＬＥＤ灯が発した熱源を即座に放熱フィンに伝え、良好に温
度を下げて放熱効果を達成し、ヘッドライトの使用寿命を延ばすという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】公知のヘッドライトの近距離ライト投射の指示図である。
【図２】公知のヘッドライトの遠距離ライト投射の指示図である。
【図３】本考案の実施例の立体分解図である。
【図４】本考案の実施例の立体組立図である。
【図５】本考案の実施例の近距離ライト投射の指示図である。
【図６】本考案の実施例の遠距離ライト投射の指示図である。
【考案を実施するための形態】
【０００８】
　光源投射の時に光が散乱し、輝度が低く、光が不均衡で且つライト台が放熱しにくく、
高温になりやすい等の欠点が存在する公知ヘッドライトの構造を有効に解決する事を本考
案の主な目的とする。
【０００９】
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　本考案のヘッドライトの構造は以下を含む。
【００１０】
　反射カバーは、下カバー体及び上カバー体から構成される。該下カバー体と該上カバー
体は相互に組み合わさり，該下カバー体と該上カバー体の間には仕切板を設置し，該下カ
バー体と該上カバー体の相対する内面はアーチ型の反射面であり，該仕切板の後部には複
数片の放熱フィンを設置する。該仕切板上の放熱フィンは該下カバー体と該上カバー体の
外部に位置し，該仕切板の最上面と底面はそれぞれ回路板を設置し，該回路板上にはＬＥ
Ｄ灯を設置する。
【００１１】
　固定遮蔽板は、該反射カバーの下カバー体前方に設置し，該固定遮蔽板上には切欠き口
を設置する。
【００１２】
　駆動装置は、該固定遮蔽板上に設置し，該駆動装置は可動遮蔽片を設置し，該可動遮蔽
片は該固定遮蔽板の切欠き口を遮蔽する。
【００１３】
　固定台は、該反射カバーの前方に設置し，該固定台上にはレンズを設置する。
【００１４】
　本考案のヘッドライトの構造に於いて、そのうち、該反射カバーの下カバー体と上カバ
ー体の前辺縁に定位凸縁を設置し，該定位凸縁には複数個の穿孔を穿設する。
　該固定遮蔽板には複数個の穿孔を穿設し，該固定遮蔽板の穿孔は該下カバー体の定位凸
縁上の各穿孔に対応し，該固定台上には複数個の定位凸耳を設置し，該定位凸耳には穿孔
を穿設する。
　該定位凸耳の穿孔は該下カバー体と該上カバー体の定位凸縁上の穿孔に対応し，該定位
凸耳、固定遮蔽板と該定位凸縁上の相互に対応する穿孔内にネジ部品を挿入設置する。該
ネジ部品で該固定台を該下カバー体と該上カバー体上に固定する。
【００１５】
　本考案のヘッドライトの構造に於いて、そのうち、該反射カバーの下カバー体と上カバ
ー体の向かい合う各辺縁は固定凸縁を設置する。該固定凸縁上には複数個の穿孔を穿設し
、該仕切板の該固定縁上の穿孔に対応する位置に穿孔を穿設し、該固定凸縁と該仕切板上
の穿孔内にはネジ部品を挿入して設置する。該ネジ部品で該下カバー体、該仕切板と該上
カバー体を一体に組み立てる。
【００１６】
　本考案のヘッドライトの構造に於いて、そのうち、該駆動装置は電磁バルブを設置し，
該電磁バルブ上には作動桿を設置し，バネは該作動桿上に嵌入する。該作動桿上には連動
部品を設置し，該連動部品は可動遮蔽片に連動し，該可動遮蔽片は該固定遮蔽板に枢設し
，該可動遮蔽片は該固定遮蔽板の切欠き口を遮蔽する。
【００１７】
　本考案のヘッドライトの構造の長所として、仕切板の最上、底面上に設置したＬＥＤ灯
は各々の光源を反射カバーの上カバー体と下カバー体の反射面上で均一にして投射した後
屈折し、且つ投射した光線は非常に均一化していて極めて良好な照明効果を達成する。更
に、仕切板の設置によって、ＬＥＤ灯が発生した熱源は即座に放熱フィン上に伝えること
で、良好に温度を下げて放熱効果を達成し，ヘッドライトの使用寿命を延ばす。
【実施例１】
【００１８】
　本考案は上述の使用目的と効果のため、採用の技術手段を実施可能な実施例を挙げなが
ら、図式とともに以下に詳細に説明する。
【００１９】
　本考案の実施例は、図３、５に示すとおり、主に反射カバー２を設置する。該反射カバ
ー２は、下カバー体２０、上カバー体２１によって構成される。該下カバー体２０と該上
カバー体２１は相対して組み合わさる。該下カバー体２０と該上カバー体２１の間には、
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仕切板２２を設置する。
　該下カバー体２０と該上カバー体２１の相対する内面は、アーチ型の反射面２００、２
１０で、該下カバー体２０と該上カバー体２１の前辺縁には定位凸縁２０１、２１１を設
置する。該定位凸縁２０１、２１１上には複数個の穿孔２０２、２１２を穿設し、該下カ
バー体２０と該上カバー体２１の向かい合う各辺縁は固定凸縁２０３、２１３を設置する
。該固定凸縁２０３、２１３上には複数個の穿孔２０４、２１４を設置する。該穿孔２０
４、２１４内には、ネジ部品２３を挿入して設置し、該仕切板２２上の該下カバー体２０
と該上カバー体２１の穿孔２０４、２１４に対応する位置に穿孔２２０を穿設する。
　該仕切板２２の後部には複数片の放熱フィン２２１を設置し、該仕切板２２上の放熱フ
ィン２２１は、該下カバー体２０と該上カバー体２１の外部に位置し、該仕切板２２の最
上面と底面の相対する箇所には各々回路板２２２を設置する。該回路板２２２上には複数
個のＬＥＤ灯２２３を設置する。固定遮蔽板３は、該下カバー体２０の前方に設置し、該
固定遮蔽板３上には切欠き口３０を形成し、該固定遮蔽板３上には複数個の穿孔３１を穿
設する。
　駆動装置４は、該固定遮蔽板３上に設置し、該駆動装置４は電磁バルブ４０を設置し、
該電磁バルブ４０上には作動桿４１を設置する。バネ４２は、該作動桿４１上に嵌入し、
該作動桿４１上には連動部品４３を設置する。該連動部品４３は可動遮蔽片４４を連動し
、該可動遮蔽片４４は該固定遮蔽板３上に枢設し、該可動遮蔽片４４は該固定遮蔽板３の
切欠き口３０を遮蔽する。固定台５は、該反射カバー２の前方に設置し、該固定台５上に
は複数個の定位凸耳５０を設置し、該定位凸耳５０には穿孔５１を穿設し、該穿孔５１内
にはネジ部品５２を挿入して設置し、該固定台５にはレンズ５３を設置する。このように
して、ヘッドライト１の構造が完成する。
【００２０】
　組み立て時、図３から図５に示すとおり、仕切板２２を下カバー体２０上に設置し、仕
切板２２上の各穿孔２２０を下カバー体２０の固定凸縁２０３上の各穿孔２０４にそれぞ
れ合わせ、次に上カバー体２１を仕切板２２上に設置し、上カバー体２１の固定凸縁２１
３上の各穿孔２１４を仕切板２２上の各穿孔２２０にそれぞれ合わせる。
　そして複数個のネジ部品２３を上カバー体２１、仕切板２２と下カバー体２０に相対す
る各穿孔２１４、２２０、２０４内にそれぞれ差し込んで設置する。そして該ネジ部品２
３によって、上カバー体２１、仕切板２２と下カバー体２０を固定して一体にする。
　次に、固定遮蔽板３を下カバー体２０の前方に設置し、固定遮蔽板３の各穿孔３１を下
カバー体２０の定位凸縁２０１上の各穿孔２０２にそれぞれ合わせる。固定台５を反射カ
バー２の前方に設置して、固定台５の各定位凸耳５０上の穿孔５１を上カバー体２１の定
位凸縁２０１上の穿孔２０２と固定遮蔽板３上の穿孔３１にそれぞれ合わせ、ネジ部品５
２を相互に対応する各穿孔５１、３１、２０２もしくは５１、２１２内に挿入して設置し
、固定台５及び固定遮蔽板３を反射カバー２の前方に固定することで、ヘッドライトの組
立が完成する。
【００２１】
　ヘッドライトの遠距離ライトと近距離ライトの切換操作を行う時、図５、６に示すとお
り、電磁バルブ４０が電気を受けた時、電磁バルブ４０の磁力吸着に拠って、作動桿４１
が下向きに移動して内部に収まる。
　そして連動部品４３と共に下へ移動し、更にバネ４２を圧縮する。連動部品４３が下へ
移動した時、可動遮蔽片４４を伴い傾倒移動し、可動遮蔽片４４が下へ傾倒移動すると、
固定遮蔽板３上の切欠き口３０（図６参照）を遮蔽せず、仕切板２２最上面と底面に設置
したＬＥＤ灯２２３から上カバー体２１と下カバー体２０内の反射面２１０、２００上に
投射された反射光線が完全に投射され、遠距離ライト照明を形成する。
　また、近距離ライト照明に切り換えたい時、電磁バルブ４０の電源を切ると、バネ４２
の弾性が回復し、作動桿４１と連動部品４３が上向きに持ち上がり、可動遮蔽片４４を連
動して上向きに引き上がって復位し、（図５参照）、可動遮蔽片４４が固定遮蔽板３上の
切欠き口３０を遮蔽する。
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　仕切板２２底面のＬＥＤ灯２２３から屈折した光線は可動遮蔽片４４によって遮蔽され
て投射できなくなり、仕切板２２最上面のＬＥＤ灯２２３から折射された光線だけが投射
され、比較的小さな光源の投射範囲を形成するため、近距離ライト照明に切り替わる。
　このようにして、本考案は仕切板２２の最上、底面上に設置したＬＥＤ灯２２３は、そ
の光源を反射カバー２の上カバー体２１と下カバー体２０の反射面２１０、２００上で光
源均一に投射し、次に屈折して投射し、且つ投射した光線を均一化して極めて良好な照明
効果を達成する。更に、仕切板２２の設置によって、ＬＥＤ灯２２３が発した熱源を即座
に放熱フィン２２１上に伝えて良好に温度を下げて放熱効果を達成し，ヘッドライトの使
用寿命を延ばす。
【００２２】
　上述のとおり、本考案は確実に予定の使用目的と効果を達成し、且つ公知と比較して理
想的であり、実用的である。上述の実施例は本考案の良好な実施例について具体的に説明
しただけである。該実施例は本考案の請求範囲を限定するものではなく、本考案提示の技
術手段から逸脱しない変化と修飾は、本考案の請求範囲に含まれるものとする。
【符号の説明】
【００２３】
１　　　　ヘッドライト
１０　　　　ライトカバー
１００　　　　納置空間
１０１　　　　反射面
１１　　　　発光体
１２　　　　定位板
１２０　　　　透光孔
１３　　　　連接台
１４　　　　遮光組部品
１４０　　　　電磁バルブ
１４１　　　　遮光板
１５　　　　透光カバー
１６　　　　固定フレーム
１７　　　　光源
２　　　　反射カバー
２０　　　　下カバー体
２００　　　　反射面
２０１　　　　定位凸縁
２０２　　　　穿孔
２０３　　　　固定凸縁
２０４　　　　穿孔
２１　　　　上カバー体
２１０　　　　反射面
２１１　　　　定位凸縁
２１２　　　　穿孔
２１３　　　　固定凸縁
２１４　　　　穿孔
２２　　　　仕切板
２２０　　　　穿孔
２２１　　　　放熱フィン
２２２　　　　回路板
２２３　　　　ＬＥＤ灯
２３　　　　ネジ部品
３　　　　固定遮蔽板
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３０　　　　切欠き口
３１　　　　穿孔
４　　　　駆動装置
４０　　　　電磁バルブ
４１　　　　作動桿
４２　　　　バネ
４３　　　　連動部品
４４　　　　可動遮蔽片
５　　　　固定台
５０　　　　定位凸耳
５１　　　　穿孔
５２　　　　ネジ部品
５３　　　　レンズ

【図１】

【図２】

【図３】
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