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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光部と、発光面を画定するよう前記発光部を囲う枠体と、を有し、前記発光面から発
せられる光で、前記発光面の形状を利用した像を投影する光学部材を介してロービーム用
配光パターンの少なくとも一部を形成する発光モジュールを備え、
　前記枠体は、光が照射されたときの拡散反射光による像が前記ロービーム用配光パター
ンのカットオフラインより上方に投影される第１の表面が、光が照射されたときの拡散反
射光による像が前記カットオフラインより下方に投影される第２の表面よりも反射率が低
くなるよう設けられており、
　前記発光部は半導体発光素子および蛍光体を有し、該蛍光体は、露出する面が前記枠体
の第１の表面と同一平面となるように形成される
　ことを特徴とする車両用前照灯。
【請求項２】
　前記枠体は、前記発光面を画定する一部の内縁が前記カットオフラインの少なくとも一
部を画定するよう設けられ、前記第１の表面は、前記一部の内縁を含むことを特徴とする
請求項１に記載の車両用前照灯。
【請求項３】
　前記第１の表面は、前記一部の内縁から前記枠体の外縁に向かうにしたがって前記光学
部材から遠ざかるよう傾斜していることを特徴とする請求項２に記載の車両用前照灯。
【請求項４】
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　発光部と、
　発光面を画定するよう前記発光部を囲う枠体と、
を備え、
　前記発光部は、前記発光面が発する光で、前記発光面の形状を利用した像を投影する光
学部材を介してロービーム用配光パターンの少なくとも一部を形成するよう設けられ、
　前記枠体は、光が照射されたときの拡散反射光による像が前記ロービーム用配光パター
ンのカットオフラインより上方に投影される第１の表面が、光が照射されたときの拡散反
射光による像が前記カットオフラインより下方に投影される第２の表面よりも反射率が低
くなるよう設けられており、
　前記発光部は半導体発光素子および蛍光体を有し、該蛍光体は、露出する面が前記枠体
の第１の表面と同一平面となるように形成される
　ことを特徴とする車両用前照灯用の発光モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用前照灯および車両用前照灯用の発光モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、省エネルギーや高信頼性などへの要求から、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）な
どの半導体発光素子の用途が急激に拡大している。ここで、ＬＥＤを用いてロービーム用
配光パターンを形成する車両用前照灯が従来より提案されている（例えば、特許文献１参
照）。このように発光素子による発光面の投影像をロービーム用配光パターンの一部に利
用することにより、簡素な構成でロービーム用光源を設けることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１０８５５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　発光面から発せられた光の多くは、投影レンズに直接入射した後、灯具前方に出射する
。しかし、車両用前照灯の灯室内には、発光面から発せられた光が灯室内の様々な部材を
反射して灯室内を照らす内部反射光もわずかに存在する。このため、例えば上述の特許文
献に記載されるようにシェードを用いることなく発光面の投影像をロービーム用配光パタ
ーンの一部に利用する場合、発光面周辺に部材あると、その部材からの拡散反射光がカッ
トオフラインよりも上方に投影される可能性がある。このようにカットオフラインよりも
上方に光が投影されると、前走車の運転者や前方歩行者にグレアを与えるおそれがあるた
め、上記特許文献はこの点で改善の余地がある。
【０００５】
　そこで、本発明は上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的は、ロ
ービーム用配光パターンのカットオフラインよりも上方へ照射される光を抑制することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の車両用前照灯は、発光部と、発光面を
画定するよう発光部を囲う枠体と、を有し、発光面から発せられる光で、発光面の形状を
利用した像を投影する光学部材を介してロービーム用配光パターンの少なくとも一部を形
成する発光モジュールを備える。枠体は、光が照射されたときの拡散反射光による像がロ
ービーム用配光パターンのカットオフラインより上方に投影される第１の表面が、光が照
射されたときの拡散反射光による像がカットオフラインより下方に投影される第２の表面
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よりも反射率が低くなるよう設けられている。
【０００７】
　この態様によれば、枠体からの拡散反射光によってカットオフラインより上方に照射さ
れる光を抑制することができる。このため、ロービーム用配光パターンを形成したときに
車両前方にいる者に与えるグレアを抑制することができる。なお、光学部材は、後方焦点
面の被投影像を投影する投影レンズであってもよく、発光部が発した光を反射するリフレ
クタであってもよい。
【０００８】
　枠体は、発光面を画定する一部の内縁がカットオフラインの少なくとも一部を画定する
よう設けられ、第１の表面は、その一部の内縁を含んでもよい。
【０００９】
　この態様によれば、カットオフラインを画定する内縁を境に拡散反射光を低減させるこ
とができる。このため、カットオフラインをより明確に投影することが可能となる。
【００１０】
　第１の表面は、一部の内縁から枠体の外縁に向かうにしたがって投影レンズから遠ざか
るよう傾斜していてもよい。
【００１１】
　この態様によれば、第１の表面からの拡散反射光のうち、投影レンズに入射する光を低
減させることができる。このため、ロービーム用配光パターンを形成したときに車両前方
にいる者に与えるグレアをより適切に抑制することができる。
【００１２】
　本発明の別の態様は、車両用前照灯用の発光モジュールである。この車両用前照灯用の
発光モジュールは、発光部と、発光面を画定するよう発光部を囲う枠体と、を備える。発
光部は、発光面が発する光で、発光面の形状を利用した像を投影する光学部材を介してロ
ービーム用配光パターンの少なくとも一部を形成するよう設けられている。枠体は、光が
照射されたときの拡散反射光による像がロービーム用配光パターンのカットオフラインよ
り上方に投影される第１の表面が、光が照射されたときの拡散反射光による像がカットオ
フラインより下方に投影される第２の表面よりも反射率が低くなるよう設けられている。
【００１３】
　この態様によれば、枠体からの拡散反射光によってカットオフラインより上方に照射さ
れる光を抑制することができる。このため、ロービーム用配光パターンを形成したときに
車両前方にいる者に与えるグレアを抑制することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ロービーム用配光パターンのカットオフラインよりも上方へ照射され
る光を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１の実施形態係る車両用前照灯の構成を示す断面図である。
【図２】第１の実施形態係る車両用前照灯の正面図である。
【図３】（ａ）は、第１の実施形態に係る発光モジュールの正面図であり、（ｂ）は、（
ａ）のＱ－Ｑ断面図である。
【図４】第１光学ユニットによって仮想鉛直スクリーン上に形成されるホットゾーン用配
光パターンＰＡを示す図である。
【図５】第２光学ユニットによって仮想鉛直スクリーン上に形成される広域用配光パター
ンＰＢを示す図である。
【図６】（ａ）は、第２の実施形態に係る発光モジュールの正面図であり、（ｂ）は、図
６（ａ）のＲ－Ｒ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
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　以下、図面を参照して本発明の実施の形態（以下、実施形態という）について詳細に説
明する。
【００１７】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態係る車両用前照灯１０の構成を示す断面図である。図２は、第
１の実施形態係る車両用前照灯１０の正面図である。以下、図１および図２に関連して車
両用前照灯１０の構成について説明する。
【００１８】
　車両用前照灯１０は、ハウジング１２、アウターカバー１４、および灯具ユニット１６
を有する。以下、図１において矢印Ｘが向く方向を灯具前方として説明する。また、灯具
前方にみて右側を灯具右側、左側を灯具左側という。図１は、灯具ユニット１６の後述す
る第１光軸Ｘ１を含む鉛直平面によって切断された車両用前照灯１０を灯具左側から見た
断面を示している。なお、車両用前照灯１０が車両に装着される場合、車両には互いに左
右対称に形成された車両用前照灯１０が車両左前方および右前方のそれぞれに設けられる
。図１は、左右いずれかの車両用前照灯１０の構成を示している。
【００１９】
　ハウジング１２は開口を有する箱状に形成される。アウターカバー１４は透光性を有す
る樹脂またはガラスによって椀状に形成される。アウターカバー１４は、縁部がハウジン
グ１２の開口部に取り付けられる。こうして、ハウジング１２とアウターカバー１４とに
よって覆われる領域に灯室が形成される。
【００２０】
　灯室内には、灯具ユニット１６が設けられる。灯具ユニット１６は、ともに灯具前方に
光を照射するよう灯室内に配置される。灯具ユニット１６は、第１光学ユニット２２およ
び第２光学ユニット２４を有する。第１光学ユニット２２は、投影レンズ３０、支持部材
３２、支持プレート３４、および第１発光モジュール３６Ａを有する。第２光学ユニット
２４は、第２発光モジュール３６Ｂおよびリフレクタユニット３８を有する。第１発光モ
ジュール３６Ａおよび第２発光モジュール３６Ｂは同様に構成され、以下、これらを必要
に応じて「発光モジュール３６」と総称する。灯具ユニット１６は、第１光学ユニット２
２および第２光学ユニット２４によってロービーム用配光パターンを形成するロービーム
用光源として用いられる。
【００２１】
　支持プレート３４は、コーナー部の各々がエイミングスクリュー１８によってハウジン
グ１２に固定される。第１発光モジュール３６Ａおよび支持部材３２は、この支持プレー
ト３４の前方側の面に固定される。放熱フィン４０は、支持プレート３４の後方側の面に
取り付けられ、主に第１発光モジュール３６Ａおよび第２発光モジュール３６Ｂが発した
熱を放熱する。冷却ファン４２は、放熱フィン４０に取り付けられ、放熱フィン４０にエ
アを吹き付けることにより放熱フィン４０による放熱を促す。
【００２２】
　支持部材３２は、投影レンズ３０を支持する。投影レンズ３０は、灯具前方側表面が凸
面で後方側表面が平面の平凸非球面レンズからなり、その後方焦点面上に形成される光源
像を反転像として灯具前方に投影する。投影レンズ３０は、第１発光モジュール３６Ａが
発した光を灯具前方に向けて集光する光学部材として機能する。
【００２３】
　第２発光モジュール３６Ｂは、その光軸が鉛直下方に向くよう支持部材３２の下面に取
り付けられる。リフレクタユニット３８は、第２発光モジュール３６Ｂの下方に配置され
、支持プレート３４に固定される。リフレクタユニット３８は、第２発光モジュール３６
Ｂが発した光を第２光軸Ｘ２と略平行に前方に反射して集光する光学部材として機能する
。
【００２４】
　下方のエイミングスクリュー１８は、レベリングアクチュエータ２０が作動することに
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より回転するよう構成されている。このため、レベリングアクチュエータ２０を作動させ
ることで、灯具ユニット１６の光軸を上下方向に移動することが可能となっている。
【００２５】
　図２は、図１の視点Ｐから灯具ユニット１６を見た図である。第１発光モジュール３６
Ａは、基板５０、枠体５２、および発光部５４を有する。基板５０は矩形に形成され、投
影レンズ３０の第１光軸Ｘ１に対し垂直に配置される。枠体５２および発光部５４は、基
板５０の投影レンズ３０へ対向する面上に固定されている。
【００２６】
　枠体５２は、矩形の枠状に形成され、中央に正方形状の開口部が設けられている。発光
部５４は、この開口部内に配置され、露出した前面が発光面５４ａとなる。枠体５２は、
発光面５４ａを画定するよう発光部５４を囲う。発光部５４は、発光面５４ａが発する光
で投影レンズ３０を通じてロービーム用配光パターンの一部を形成するよう設けられてい
る。なお、発光部５４は、発光面５４ａが発する光で投影レンズ３０を通じてロービーム
用配光パターンの一部を形成するよう設けられていてもよい。第１発光モジュール３６Ａ
は、発光面５４ａが第１光軸Ｘ１を含む鉛直面に対し対称となるよう配置される。また、
第１発光モジュール３６Ａは、発光面５４ａが投影レンズ３０の後方焦点面上に位置する
よう配置される。
【００２７】
　第２発光モジュール３６Ｂは、発光面の中心が第１光軸Ｘ１の鉛直下方に位置するよう
支持部材３２の下面に固定される。リフレクタユニット３８は、第１リフレクタ４４、第
２リフレクタ４６、および第３リフレクタ４８を有する。第１リフレクタ４４と第３リフ
レクタ４８とは、第１光軸Ｘ１を含む鉛直平面を基準に対称に形成される。第１リフレク
タ４４および第３リフレクタ４８は、略放物柱状の反射面を有し、焦点郡からの光を、鉛
直方向については略平行に進み、水平方向については拡散させるよう反射する。
【００２８】
　第２リフレクタ４６は、第１リフレクタ４４と第３リフレクタ４８との間に配置される
。第２リフレクタ４６は、放物線を回転させた形状を基調とした自由曲面の反射面を有し
、正方形状の発光面５４ａの形状をわずかに横長に拡張し且つわずかに回転させる。リフ
レクタユニット３８は、視点Ｐから見て左から第１リフレクタ４４、第２リフレクタ４６
、第３リフレクタ４８の順に水平方向に並ぶよう配置される。
【００２９】
　第２発光モジュール３６Ｂは、発光面５４ａよりも後方に低反射層５６が位置するよう
、支持部材３２に取り付けられる。また、第２発光モジュール３６Ｂは、この低反射層５
６の略中央に第１リフレクタ４４および第３リフレクタ４８の楕円焦点が位置するよう配
置される。これにより、第１リフレクタ４４および第３リフレクタ４８の各々の反射光で
、発光面５４ａの投影像を水平方向に並べて重畳させた横長の配光パターンを形成するこ
とができる。
【００３０】
　このように、投影レンズ３０は、第１発光モジュール３６Ａの発光面５４ａから発せら
れる光で、発光面５４ａの形状を利用した像を投影する光学部材として機能する。また、
リフレクタユニット３８は、第２発光モジュール３６Ｂの発光面５４ａから発せられる光
で、発光面５４ａの形状を利用した像を投影する光学部材として機能する。第１発光モジ
ュール３６Ａおよび第２発光モジュール３６Ｂは、それぞれ投影レンズ３０およびリフレ
クタユニット３８を介してロービーム用配光パターンの一部を形成する。
【００３１】
　なお、第１光学ユニット２２と第２光学ユニット２４のいずれか一方のみが設けられて
いてもよい。この場合、第１発光モジュール３６Ａが投影レンズ３０を介してロービーム
用配光パターンの全てを形成してもよく、第２発光モジュール３６Ｂがリフレクタユニッ
ト３８を介してロービーム用配光パターンの全てを形成してもよい。
【００３２】
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　図３（ａ）は、第１の実施形態に係る発光モジュール３６の正面図であり、図３（ｂ）
は、図３（ａ）のＱ－Ｑ断面図である。発光部５４は、半導体発光素子６０および蛍光体
６２を有する。半導体発光素子６０は、基板５０に実装されている。枠体５２は、中央の
矩形の開口部５２ｃの中心に半導体発光素子６０が位置するよう基板５０に取り付けられ
る。蛍光体６２は、基板５０に取り付けられた枠体５２の開口部５２ｃに充填され、露出
する面が枠体５２の表面と同一平面となるよう成形される。この蛍光体６２の充填後の露
出面が発光面５４ａとなる。
【００３３】
　第１の実施形態では、半導体発光素子６０には、主として青色光を発する青色ＬＥＤ（
Light Emitting Diode）が採用されている。また、蛍光体６２は、青色光を黄色光に波長
変換するものが採用されている。半導体発光素子６０が発光すると、発光部５４は、半導
体発光素子６０が発する青色光と、蛍光体６２によって波長変換された黄色光とが加法混
色され、発光面５４ａから白色光を発する。このように半導体発光素子６０および蛍光体
６２は公知であるため、詳細についての説明は省略する。
【００３４】
　なお、発光部５４が白色光を発するものに限定されないことは勿論であり、薄い黄色光
や薄い青色光など他の色を発するものであってもよい。また、半導体発光素子６０は、例
えば紫外光など青色以外の他の波長の光を主として発するものであってもよい。
【００３５】
　発光モジュール３６は、発光面５４ａが投影レンズ３０の後方焦点面上に位置するよう
配置される。また、図３（ａ）において、ラインＬ１は、仮想鉛直スクリーン上において
カットオフラインを含む直線として投影される、枠体５２の表面上のラインを示す。発光
モジュール３６は、開口部５２ｃの下方縁部がラインＬ１と重なるよう配置される。以下
、枠体５２の表面のうち、ラインＬ１より下方の表面を第１表面５２ａといい、ラインＬ
１より上方の表面を第２表面５２ｂという。
【００３６】
　第２表面５２ｂは、光が照射されたときの拡散反射光によって、カットオフラインより
下方に投影像を形成する。しかし、第１表面５２ａは、光が照射されたときの拡散反射光
によって、後述するカットオフラインより上方に投影像を形成する。このように拡散反射
光がカットオフラインより上方に投影されると、前走車の運転者などにグレアを与える可
能性がある。
【００３７】
　このため、第１表面５２ａには、その前面を覆うように低反射層５６が取り付けられて
いる。第１の実施形態では、低反射層５６は２００℃以上の耐熱性を有する高耐熱部材に
よって形成される。具体的には、低反射層５６として、表面に非反射層が形成された薄い
板状の金属材料が採用されている。非反射層は、表面の光の反射率が一般的な樹脂表面な
どよりも低い層であり、例えば低反射率材料を塗布することなどによって形成することが
できる。このような低反射層の形成方法は公知であるため詳細な説明は省略する。低反射
層５６は、カシメなどの機械的締結や接着などによって第１表面５２ａに固定される。こ
のときに低反射層５６の表面を第１表面５６ａという。
【００３８】
　低反射層５６の第１表面５６ａは、枠体５２の第２表面５２ｂよりも反射率が低くなる
よう設けられている。このため、第１表面５６ａの拡散反射光によってカットオフライン
より上方に投影される光を抑制することができ、前走車の運転者などに与えるグレアを抑
制することができる。なお、低反射層５６を第１表面５２ａに取り付けるのではなく、第
１表面５２ａに低反射層を直接形成してもよい。
【００３９】
　さらに、低反射層５６の上縁部５６ｂは、枠体５２の開口部５２ｃの内縁の一部を構成
する。したがって上縁部５６ｂは、発光面５４ａの一部を画定する。また、低反射層５６
は、上縁部５６ｂがラインＬ１と重なるよう配置されている。このため上縁部５６ｂは、
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カットオフラインを画定する。なお、上縁部５６ｂは、カットオフラインの全部ではなく
一部を画定するよう設けられてもよい。
【００４０】
　このように上縁部５６ｂでカットオフラインを画定することによって、カットオフライ
ンを境にカットオフラインより上方を急激に暗くすることができる。このため、カットオ
フラインを明確に表すことができる。
【００４１】
　図４は、第１光学ユニット２２によって仮想鉛直スクリーン上に形成されるホットゾー
ン用配光パターンＰＡを示す図である。ホットゾーン用配光パターンＰＡは、第１光学ユ
ニット２２と第２光学ユニット２４とによって形成すべきロービーム用配光パターンＰＬ
のうち、照度を高くする必要があるホットゾーンに形成される。ロービーム用配光パター
ンＰＬは、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を有する。第
１カットオフラインＣＬ１は、消点から上下方向に伸びる鉛直線（Ｖ－Ｖ線）よりも右側
において、消点から水平方向に伸びる水平線（Ｈ－Ｈ線）よりもわずかに下方に水平方向
に延在する。第２カットオフラインＣＬ２は、Ｖ－Ｖ線よりも左側において、第１カット
オフラインＣＬ１とＶ－Ｖ線との交点から左に進むほど高くなるよう傾斜して延在する。
【００４２】
　ホットゾーン用配光パターンＰＡは、第１発光モジュール３６Ａにおいて発光面５４ａ
のうち低反射層５６の上縁部５６ｂに接する部分の投影像が第１カットオフラインＣＬ１
に重なるよう形成される。このため、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より上方へ漏れ出る光を抑制することができ、特に第１カットオフラインＣ
Ｌ１が明確に形成されるロービーム用配光パターンＰＬを実現できる。
【００４３】
　図５は、第２光学ユニット２４によって仮想鉛直スクリーン上に形成される広域用配光
パターンＰＢを示す図である。形成すべきロービーム用配光パターンＰＬは、この広域用
配光パターンＰＢと、上述のホットゾーン用配光パターンＰＡとが重ね合わされて形成さ
れる。
【００４４】
　第１リフレクタ４４は、第２発光モジュール３６Ｂが発する光を反射して、広域用配光
パターンＰＢのうち略中央から右側において略矩形の配光パターンを形成する。このとき
第２発光モジュール３６Ｂと第１リフレクタ４４は、第１カットオフラインＣＬ１を形成
する。第２リフレクタ４６は、広域用配光パターンＰＢのうち、第２カットオフラインＣ
Ｌ２を形成するよう矩形をわずかに回転させた配光パターンを形成する。第３リフレクタ
４８は、第２発光モジュール３６Ｂが発する光を反射して、広域用配光パターンＰＢのう
ち略中央から左側において略矩形の配光パターンを形成する。
【００４５】
　図５に示す投影像Ｐ１－Ｐ３は、図２に示す点Ａ１－Ａ３の各々における反射光によっ
て形成される投影像を示している。第１リフレクタ４４の左端部近傍の点Ａ１の反射光に
よる投影像Ｐ１は、上縁部が第１カットオフラインＣＬ１に接し且つ広域用配光パターン
ＰＢの右端部近傍に矩形に形成される。第１リフレクタ４４の略中央の点Ａ２の反射光に
よる投影像Ｐ２は、上縁部が第１カットオフラインＣＬ１に接し、且つ広域用配光パター
ンＰＢの右半分のうち略中央において矩形に形成される。第１リフレクタ４４の右側、す
なわち点Ａ１、点Ａ２よりも第２リフレクタ４６に近い側の点Ａ３の反射光による投影像
Ｐ３は、上縁部が第１カットオフラインＣＬ１に接し、且つ広域用配光パターンＰＢの中
央に近い位置において矩形に形成される。
【００４６】
　なお、投影像Ｐ３は投影像Ｐ２より大きく、投影像Ｐ２は投影像Ｐ１より大きく形成さ
れる。したがって、広域用配光パターンＰＢの中央に近づくほど大きな投影像が重畳され
て広域用配光パターンＰＢが形成される。また、第３リフレクタ４８の反射光によって形
成される配光パターンは、第１リフレクタ４４の反射光によって形成される上述の配光パ
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ターンと、第２発光モジュール３６Ｂの光軸をふくむ鉛直面を基準に対称に形成される。
【００４７】
　第１発光モジュール３６Ａにおいて、低反射層５６は発光面５４ａよりも下方に配置さ
れる。したがって、ホットゾーン用配光パターンＰＡが形成されるとき、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よりも上方には低反射層５６の第１表面
５６ａの反射光が照射されることになる。このため、発光面５４ａを囲う枠体の拡散反射
光によって第１カットオフラインＣＬ１および第２カットオフラインＣＬ２よりも上方に
照射される光を抑制することができる。
【００４８】
　図５に示す投影像Ｐ４－Ｐ６は、図２に示す点Ａ４－Ａ６の各々における反射光によっ
て形成される投影像を示している。第２リフレクタ４６の下方端部近傍の点Ａ４の反射光
による投影像Ｐ４は、発光面５４ａの投影像を横長にしつつ、上縁部が第２カットオフラ
インＣＬ２に接するようわずかに回転させた形状に形成される。第２リフレクタ４６の略
中央の点Ａ５の反射光による投影像Ｐ５は、発光面５４ａの投影像を横長且つ投影像Ｐ４
よりも大きく形成しつつ、上縁部が第２カットオフラインＣＬ２に接するようわずかに回
転させた形状に形成される。第２リフレクタ４６の上端部近傍の点Ａ６の反射光による投
影像Ｐ６は、発光面５４ａの投影像を横長且つ投影像Ｐ５よりも大きく形成しつつ、上縁
部が第２カットオフラインＣＬ２に接するようわずかに回転させた形状に形成される。
【００４９】
　第２発光モジュール３６Ｂにおいて、低反射層５６は発光面５４ａよりも後方に配置さ
れる。したがって、広域用配光パターンＰＢが形成されるとき、第１カットオフラインＣ
Ｌ１および第２カットオフラインＣＬ２よりも上方には低反射層５６の第１表面５６ａの
反射光が照射されることになる。このため、発光面５４ａを囲う枠体の拡散反射光によっ
て第１カットオフラインＣＬ１および第２カットオフラインＣＬ２よりも上方に照射され
る光を抑制することができる。
【００５０】
（第２の実施形態）
　図６（ａ）は、第２の実施形態に係る発光モジュール８０の正面図であり、図６（ｂ）
は、図６（ａ）のＲ－Ｒ断面図である。以下、第１の実施形態と同様の個所については同
一の符号を付して説明を省略する。
【００５１】
　発光モジュール８０は、枠体５２に代えて枠体８２が設けられた以外は、第１の実施形
態に係る発光モジュール３６と同様に構成される。第２の実施形態においても、発光モジ
ュール８０は、開口部８２ｃのうち下方縁部がラインＬ１と重なるように配置される。以
下、枠体８２の表面のうち、ラインＬ１より下方の表面を第１表面８２ａといい、ライン
Ｌ１より上方の表面を第２表面８２ｂという。
【００５２】
　枠体８２は、第１表面８２ａが開口部８２ｃの内縁から枠体８２の外縁に向かうにした
がって投影レンズ３０から遠ざかるよう傾斜している点以外は、第１の実施形態に係る枠
体５２と同様に形成される。この傾斜した第１表面８２ａ上に、低反射層８４が取り付け
られている。低反射層８４の材質や表面に設けられた非反射層などは、第１の実施形態に
係る低反射層５６と同様である。以下、低反射層８４の表面を第１表面８４ａという。
【００５３】
　このように第２の実施形態では、低反射層８４の第１表面８４ａが、第１表面８４ａが
、第１カットオフラインＣＬ１または第２カットオフラインＣＬ２を画定する上縁部８４
ｂから枠体８２の外縁に向かうにしたがって投影レンズ３０またはリフレクタユニット３
８から遠ざかるように傾斜している。このように低反射層８４の第１表面８４ａが枠体８
２の第２表面８２ｂよりも反射率が低くなるよう設けられているだけでなく傾斜している
ことから、第１表面８４ａが第２表面８２ｂと平行な場合に比べ、第１表面８４ａの拡散
反射光によって第１カットオフラインＣＬ１または第２カットオフラインＣＬ２のすぐ上
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に照射される光を抑制することができる。このため、前走車の運転者などに与えるグレア
をより低減させることができる。
【００５４】
　本発明は上述の各実施形態に限定されるものではなく、各実施形態の各要素を適宜組み
合わせたものも、本発明の実施形態として有効である。また、当業者の知識に基づいて各
種の設計変更等の変形を各実施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
加えられた実施形態も本発明の範囲に含まれうる。
【符号の説明】
【００５５】
　１０　車両用前照灯、　１６　灯具ユニット、　２２　第１光学ユニット、　２４　第
２光学ユニット、　３０　投影レンズ、　３６　発光モジュール、　３６ａ　第１発光モ
ジュール、　３６ｂ　第２発光モジュール、　４４　第１リフレクタ、　４６　第２リフ
レクタ、　４８　第３リフレクタ、　５２　枠体、　５２ａ　第１表面、　５２ｂ　第２
表面、　５２ｃ　開口部、　５４　発光部、　５４ａ　発光面、　５６　低反射層、　５
６ａ　第１表面、　５６ｂ　上縁部、　８０　発光モジュール、　８２　枠体。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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