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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　横方向に延びるように配設された線状光源と、上記線状光源からの光を前方に向かって
反射させるように配設された反射部材と、から成る車両用前照灯における線状光源であっ
て、
　基板上にて線状に構成された線状発光部と、その上に配置された回転面から成るレンズ
と、を含んでおり、
　上記線状発光部の長手方向に延びる発光領域の一側縁が、上記レンズの中心に沿って配
置されていると共に上記基板上方に配置された上記反射部材の焦点に沿って配置されてい
ることを特徴とする、車両用前照灯用線状光源。
【請求項２】
　上記線状発光部が、直線状に配置された複数個の発光素子から成ることを特徴とする、
請求項１に記載の車両用前照灯用線状光源。
【請求項３】
　上記線状発光部が、ＬＥＤアレイであることを特徴とする、請求項２に記載の車両用前
照灯用線状光源。
【請求項４】
　上記線状発光部が、線状に形成された面発光素子であることを特徴とする、請求項１に
記載の車両用前照灯用線状光源。
【請求項５】
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　上記線状発光部の発光面側に、線状発光部を覆うように波長変換材料層が形成されてお
り、
　この波長変換材料層の長手方向に延びる一側縁が、発光領域の一側縁として、上記レン
ズの中心に配置されていることを特徴とする、請求項１から４の何れかに記載の車両用前
照灯用線状光源。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば自動車の前部に設けられた前照灯または補助前照灯として使用される車
両用灯具あるいは各種照明灯等の灯具で使用される線状光源に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、例えば自動車の前照灯は、光源と、光源からの光を前方に向かって反射させる例え
ば回転放物面から成る主反射面と、拡散レンズカットと、から構成されており、光源から
の光を主反射面によりほぼ平行光に変換して、前方に向かって照明光を照射するようにな
っている。
そして、上記光源は、例えばハロゲンバルブ，放電灯バルブ等のバルブが使用されている
。
ここで、このようなバルブは、発光部がミクロ的には線状あるいは矩形状に形成されてい
るが、マクロ的には点光源として扱われる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、線状光源を使用した車両用灯具は、例えばＬＥＤアレイを所謂ハイマウントス
トップランプとして使用するものが知られている。しかしながら、このようなハイマウン
トストップランプは、ＬＥＤアレイをそのまま自動車の後部に配置しただけの構成であり
、配光パターンを制御して利用するようには構成されていない。このため、線状光源であ
るＬＥＤアレイからの光は、やや拡散する傾向にある。
さらに、自動車の前照灯だけでなく、自動車の補助前照灯やテールランプ，ドライビング
ランプ，バックアップランプ等の信号灯や、各種照明灯等においても、線状光源を利用し
た灯具は実際に使用されていない。
【０００４】
本発明は、以上の点から、簡単な構成により、線状光源前方に配置したスクリーン上にお
いて、光源前方に照射部と非照射部の境界が明確に現われるような配光パターンを有する
線状光源を提供することを目的とし、特に部分的に照射エリアを制限したい光源、例えば
車両用灯具におけるすれ違い配光用の前照灯に最適な線状光源を提供することを目的とし
ている。
【０００５】
　上記目的は、本発明の第一の構成によれば、横方向に延びるように配設された線状光源
と、上記線状光源からの光を前方に向かって反射させるように配設された反射部材と、か
ら成る車両用前照灯における線状光源であって、基板上にて線状に構成された線状発光部
と、その上に配置された回転面から成るレンズと、を含んでおり、上記線状発光部の長手
方向に延びる発光領域の一側縁が、上記レンズの中心に沿って配置されていると共に上記
基板上方に配置された上記反射部材の焦点に沿って配置されていることを特徴とする、車
両用前照灯用線状光源により、達成される。
【０００６】
　本発明による車両用前照灯用線状光源は、好ましくは、上記線状発光部が、直線状に配
置された複数個の発光素子から成る。
【０００７】
　本発明による車両用前照灯用線状光源は、好ましくは、上記線状発光部が、ＬＥＤアレ
イである。
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【０００８】
　本発明による車両用前照灯用線状光源は、好ましくは、上記線状発光部が、線状に形成
された面発光素子である。
【０００９】
　本発明による車両用前照灯用線状光源は、好ましくは、上記線状発光部の発光面側に、
線状発光部を覆うように波長変換材料層が形成されており、この波長変換材料層の長手方
向に延びる一側縁が、発光領域の一側縁として、上記レンズの中心に配置されている。
【００１０】
本発明による灯具用線状光源は、好ましくは、上記レンズが、半円筒状に形成されている
。
【００１１】
本発明による灯具用線状光源は、好ましくは、上記レンズが、樹脂材料により構成されて
いる。
【００１２】
また、上記目的は、本発明の第二の構成によれば、横方向に延びるように配設された線状
光源と、上記線状光源からの光を前方に向かって反射させるように、線状光源の後方に配
設された反射部材と、から成る灯具における線状光源であって、基板上にて直線状に配置
された複数個の発光素子から成る線状発光部と、その上に配置され且つ各発光素子の一側
縁を中心とする半円球状のレンズと、を含んでいることを特徴とする、灯具用線状光源に
より、達成される。
【００１３】
上記第一の構成によれば、線状発光部、好ましくは直線状に配置された複数個の発光素子
、例えばＬＥＤアレイまたは線状に形成された面発光素子から成る線状発光部から出射し
た光は、レンズ、好ましくは半円筒状の樹脂材料から成るレンズを介して、レンズの外側
に出射する。
【００１４】
その際、線状発光部の発光領域の一側縁から出射した光は、レンズの中心から半径方向外
側に向かって出射することになるので、レンズによる屈折作用を受けることなく、直進し
てレンズの外側に出射することになる。
従って、反射部材により反射され前方に向かって照射される際に、線状発光部の発光領域
の境界線により形成される光の配光パターンの照射領域と非照射領域との境界のコントラ
ストが良好となる。
【００１５】
上記線状発光部の発光面側に、線状発光部を覆うように波長変換材料層が形成されており
、この波長変換材料層の長手方向に延びる一側縁が、発光領域の一側縁として、上記レン
ズの中心に配置されている場合には、線状発光部から出射した光により波長変換材料層が
励起されて、この波長変換材料層から異なる波長の光が出射する。そして波長変換材料層
から出射した光は、同様にしてレンズの外側に出射する。
【００１６】
その際、発光領域としての波長変換材料層の一側縁から出射した光は、レンズの中心から
半径方向外側に向かって出射することになるので、レンズによる屈折作用を受けることな
く、直進してレンズの外側に出射することになる。
従って、反射部材により反射され前方に向かって照射される際に、波長変換材料層の境界
線により形成される光の配光パターンの照射領域と非照射領域との境界のコントラストが
良好となる。
【００１７】
また、上記第二の構成によれば、線状発光部の各発光素子から出射した光は、それぞれ対
応する半円球状のレンズを介して、レンズの外側に出射する。
その際、各発光素子の一側縁から出射した光は、それぞれ対応するレンズの中心から半径
方向外側に向かって出射することになるので、レンズによる屈折作用を受けることなく、
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直進してレンズの外側に出射することになる。
従って、反射部材により反射され前方に向かって照射される際に、線状発光部の各発光素
子の境界線により形成される光の配光パターンの照射領域と非照射領域との境界のコント
ラストが良好となる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の好適な実施形態を図１乃至図１０を参照しながら、詳細に説明する。
尚、以下に述べる実施形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々
の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨
の記載がない限り、これらの態様に限られるものではない。
【００１９】
図１は、本発明による灯具用線状光源の第一の実施形態を車両用灯具に適用した構成を示
している。
図１において、車両用灯具１０は、所謂すれ違いビーム用の自動車の前照灯の水平拡散配
光を形成するものであって、線状光源１１と、線状光源１１の後側に配設された反射部材
２０と、から構成されている。
【００２０】
上記線状光源１１は、図に示すように、線状発光部を設けた基台１２と、レンズ１３と、
から構成されている。
基台１２は、ＬＥＤアレイモジュール１４から成る線状発光部を長手方向に沿って、基板
１５に設けた凹部１５ａに設置することにより、構成されている。
ここで、ＬＥＤアレイモジュール１４は、図２に示すように、基板１５の凹部１５ａ内に
て長手方向に並んで実装された複数個、例えば５乃至１０個（図示の場合、５個）のＬＥ
Ｄチップ１６と、ＬＥＤチップ１６を覆うように配置された波長変換材料層としての蛍光
体層１７と、から構成されている。
【００２１】
上記ＬＥＤチップ１６は、例えば一辺の長さＤ（＝１．０ｍｍ）のチップサイズの青色Ｌ
ＥＤとして構成されており、凹部１５ａの壁面１５ｂにその一辺を当接させることにより
、各ＬＥＤチップ１６が基板１５の長手方向の中心から距離Ｄ／２だけ側方にずれて例え
ば間隔ｄ（＝１．３ｍｍ）で配置されることによって、その長手方向の一側縁１６ａが、
基板１５の長手方向の中心に沿って配置されている。
【００２２】
上記蛍光体層１７は、例えばＹＡＧ蛍光体から構成されており、ＬＥＤチップ１６からの
照射光により励起されて白色光を出射するようになっている。
さらに、上記蛍光体層１７は、その一側縁１７ａが、ＬＥＤチップ１６の一側縁１６ａと
一致するように、凹部１５ａ内に形成されている。
【００２３】
また、ＬＥＤアレイモジュール１４上には、基板１５の表面のほぼ全体を覆うように、透
明な中間部材１８が形成され、ＬＥＤアレイモジュール１４とレンズ１３との間の隙間の
発生を防止して、光の取出し効率が低下しないようになっている。
この中間部材１８は、レンズ１３の屈折率に近い屈折率を有する材料またはレンズ１３と
ＬＥＤチップ１６の中間の屈折率を有する材料が光取出し効率上好ましく、例えばシリコ
ンゲル，液体状ポリマー等の柔軟な材料が使用される。
【００２４】
さらに、上記レンズ１３は、上記基台１２の各ＬＥＤアレイモジュール１４の基板１５の
表面全体を覆うように、例えば透明な樹脂材料から形成されている。
そして、上記レンズ１３は、長手方向に延びる半円筒状の外形を有しており、その中心軸
が、上記各ＬＥＤチップ１６の一側縁１６ａとほぼ一致するように形成されている。
ここで、レンズ１３の半円筒状の半径をＲ，ＬＥＤチップ１６の一辺の長さをＤ，臨界角
をαとすると、以下の式
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Ｒ≧√２・Ｄ／ｓｉｎα
に従って、半径Ｒを決定することにより、ＬＥＤチップ１６から出射する光に関して、レ
ンズ１３の内面における全反射を低減することができる。例えば半径Ｒを２．１ｍｍに設
定した場合、Ｄ＝１．０ｍｍ，α＝４２．５度とすると、計算上、約８０．０％の取出し
効率で有効光を取り出すことができる。
【００２５】
このようにして、上記レンズ１３の中心軸に一致する位置に、発光部の中心ではなく、一
側縁が位置するように、ＬＥＤチップ１６から成る発光部をシフトさせて配置することに
より、屈折光が出射され、線状光源１１の指向特性は、図３に示すように、ＬＥＤチップ
１６をシフトさせた側とは反対方向（図３にて左方）に傾斜した指向特性を示すものとな
る。尚、図３において、法線方向を０度とし、左方をマイナス方向，右方をプラス方向と
する。
そして、後述する第一反射面２１は、この傾斜した指向特性の中心軸の光を反射するよう
に、照射方向即ち図面左方に配置する。ここで、線状光源１１から出射する光の利用効率
を高く、且つ上記線状光源１１を使用する灯具１０全体を小型にするためには、実用的に
は中心軸を２０乃至５０度の範囲で傾斜させることが望ましい。
【００２６】
上記反射部材２０は、例えば線状光源１１からの光を反射して、前方に向かって反射させ
るように、前方に向かって凹状の第一の反射面２１と、第一の反射面２１の両側に設けら
れた第二の反射面２２と、を有している。
【００２７】
上記第一の反射面２１は、線状光源１１の長手方向に対して垂直な断面にて、楕円反射面
として形成されている。
ここで、楕円反射面は、楕円面や、楕円面に近似可能な反射面を含むものである。以後の
説明においては、理解し易いように楕円面を基に説明するが、断面形状が二次の有理Ｂｅ
ｚｉｅｒ曲線（＝円錐曲線）を用いているもの及びＮＵＲＢＳ（鳥谷浩志著；３次元ＣＡ
Ｄの基礎と応用；共立出版（株）発行）のような自由曲線により円錐曲線を近似した曲線
のものであってもよい。
また、上記第一の反射面２１は、線状光源１１の基台１２の面を０度としたとき、レンズ
１３側に０乃至１２０度の範囲内となるように、形成されている。
尚、図１において、第一の反射面２１は、何れの断面位置でも同じ形状を有するように、
所謂かまぼこ型に形成されているが、これに限らず、長手方向に関して曲率を有するよう
に形成されていてもよい。
【００２８】
そして、第一の反射面２１は、図４に示すように、その第一の焦点位置２１ａが上向きに
配置された線状光源１１のレンズ１３の中心付近に位置するように、また第二の焦点位置
２１ｂが第一の焦点位置２１ａの例えば約２５ｍ前方のスクリーン上の約０．５度下方に
位置するように、配設されており、前照灯としての法規を満足するようにしている。
ここで、上記線状光源１１は、図４に示すように、そのＬＥＤチップ１６の一側縁１６ａ
が、第一の反射面２１の第一の焦点位置２１ａと一致し、且つＬＥＤモジュール１４全体
が第一の焦点位置２１ａより前方に位置するように、配置されている。
【００２９】
これにより、線状光源１１の各ＬＥＤチップ１６の一側縁１６ａそして蛍光体層１７の一
側縁１７ａが、レンズ１３の中心に沿って且つ第一の反射面２１の第一の焦点位置２１ａ
付近に位置しており、各ＬＥＤチップ１６全体そして蛍光体層１７全体がこの第一の焦点
位置２１ａから前方に配置されていることから、各ＬＥＤチップ１６の一側縁１６ａそし
て蛍光体層１７の一側縁から出射した光Ｌ１は、レンズ１３の長手方向に垂直な断面にお
いては屈折作用を受けずに、第一の反射面２１により反射され、第二の焦点位置２１ｂに
向かって進み、この例では水平よりやや下向きに進むことになる。
【００３０】
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また、各ＬＥＤチップ１６の全体は一側縁１６ａよりも前方に位置するように配置されて
いるので、各ＬＥＤチップ１６の他の側縁から出射した光Ｌ２は、レンズ１３により屈折
された後、第一の反射面２１により反射され光Ｌ１よりも下方に向かって進むことになる
。
従って、ＬＥＤチップ１６そして蛍光体層１７から出射して第一の反射面２１で反射され
た光は、前方に向かって水平線より下側の、第二の焦点位置２１ｂよりも下方に向かって
照射されると共に、ＬＥＤチップ１６の一側縁１６ａそして蛍光体層１７の一側縁から出
射した光Ｌ１はレンズ１３の長手方向に対して垂直な断面における屈折作用を受けないの
で、第一の反射面２１で反射され前方に向かって水平線以下に照射される光の水平方向に
おける照射領域と非照射領域との境界のコントラストが良好となる。
【００３１】
これに対して、反射部材２０の第二の反射面２２は、図５に示すように、長手方向及び光
軸方向に垂直な断面にて、複数の放物線となる複合放物反射面として形成されている。
ここで、この放物反射面は、放物面や、放物面に近似可能な反射面を含むものである。
上記放物反射面は、例えば第一の反射面２１の両側にて（図５では一側のみが示されてい
る）、線状光源１１の反対側の端縁１１ａから出射して第一の反射面２１により反射され
た最大拡散角θ（例えば４５度）の光を反射させ、スクリーン上の所定配光を得るための
目標点Ａに向かって照射し得るように、目標点Ａを焦点位置とし、目標点Ａから中心軸に
対して角度θだけ傾斜した軸Ｂを軸とし、さらに第一の反射面２１の一側の端部２１ａを
始点とする放物線Ｃから構成されている。
【００３２】
そして、上記放物反射面の終点２２ａは、線状光源１１の反対側の端縁から出射して第一
の反射面２１により反射された最大拡散角θの光が入射する位置とする。
このような目標点Ａを、複合放物反射面の各面毎に設定することにより、所定の配光を得
ることができる。
【００３３】
本発明実施形態による車両用灯具１０は、以上のように構成されており、線状光源１１の
各ＬＥＤチップ１６が図示しない駆動回路により給電されて発光することにより、線状光
源１１の各ＬＥＤチップ１６から出射した光は、反射部材２０の第一の反射面２１及び第
二の反射面２２で反射されることにより、前方に向かって照射される。
【００３４】
ここで、線状光源１１から出射した光は、図６に示すように、反射部材の第一の反射面２
１により反射される際に、第一の反射面２１の形状に基づいて垂直方向に関して制御され
ることにより、水平線Ｈより僅かに下方に向かって照射されると共に、第二の反射面２２
により反射される際に、第二の反射面２２の各複合反射面の目標点に基づいて水平方向に
関して制御されることにより、最大拡散角θに制限される。これにより、図７に示すよう
な所謂すれ違いビームにおける下向き配光に適した配光パターンが得られることになる。
【００３５】
また、灯具用線状光源１１については、その線状発光部としての基台１２の各ＬＥＤチッ
プ１６の一側縁が、レンズ１３の中心に沿って位置している。これにより、基台１２の発
光領域である各ＬＥＤチップ１６の一側縁１６ａから出射した光は、レンズ１３の中心か
ら半径方向外側に向かって出射することになるので、レンズ１３による屈折作用を受ける
ことなく、直進してレンズ１３の外側に出射し、反射部材２０に入射する。
従って、反射部材２０により反射され前方に向かって照射される配光パターンに関して、
線状発光部である基台１２の発光領域である各ＬＥＤチップ１６の境界線としての一側縁
１６ａにより形成される配光パターンの照射領域と非照射領域との境界のコントラストが
良好となる。これにより、従来のバルブを使用した灯具のようなカットオフのためのシャ
ッタ部材を使用することなく、すれ違いビーム用のカットオフを得ることができる。
【００３６】
尚、上述した車両用灯具１０においては、線状光源１１は、光軸Ｏ上にてＬＥＤチップ１
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６が基板１５の上面に、即ち上向きに配置され、反射部材２０が光軸Ｏの上側に配置され
ているが、これに限らず、図８に示すように、線状光源１１が光軸Ｏ上にて下向きに配置
され、反射部材２０が光軸Ｏの下側に配置されるようにしてもよい。
この場合、線状光源１１は、そのＬＥＤチップ１６の一側縁１６ａ及び蛍光体層１７の一
側縁１７ａが、第一の反射面２１の第一の焦点位置２１ａと一致し、且つ全体が第一の焦
点位置２１ａより後方に位置するように、配置されている。
これにより、図４に示した配置の場合と同様に、線状光源１１から出射した光が、反射部
材２０の第一の反射面２１により反射されることにより、光軸Ｏより僅かに下方に向かっ
て照射されることになる。
【００３７】
図９は、本発明による灯具用線状光源の第二の実施形態の構成を示している。
図９において、灯具用線状光源３０は、線状発光部としてのＬＥＤアレイ３１と、レンズ
３２と、から構成されている。
ＬＥＤアレイ３１は、基板３３上にて長手方向に並んで実装された複数個のＬＥＤチップ
３４から構成されている。
尚、この場合、蛍光体層及び中間部材は、図示が省略されているが、実際には図２に示し
た線状光源１１における基台１２と同様に設けられている。
【００３８】
上記ＬＥＤチップ３４は、例えば一辺の長さＤ（＝１．０ｍｍ）のチップサイズの青色Ｌ
ＥＤとして構成されており、各ＬＥＤチップ３４が基板３３の長手方向の中心から距離Ｄ
／２だけ側方にずれて例えば間隔ｄ（＝３．６ｍｍ）で配置されることによって、その長
手方向の一側縁３４ａが、基板３３の長手方向の中心に沿って配置されている。
【００３９】
また、上記レンズ３２は、上記ＬＥＤアレイ３１の各ＬＥＤチップ３４をそれぞれ覆うよ
うに形成されている。
そして、上記レンズ３２は、半円球状の外形を有しており、その中心が、上記各ＬＥＤチ
ップ３４の一側縁３４ａとほぼ一致するように形成されている。
ここで、レンズ３２の半円球状の半径をＲ，ＬＥＤチップ３４の一辺の長さをＤ，臨界角
をαとすると、以下の式
Ｒ≧√５・Ｄ／２ｓｉｎα
に従って、半径Ｒを決定することにより、ＬＥＤチップ３４から出射する光に関して、レ
ンズ３２の内面における全反射を低減することができる。例えばＤ＝１．０ｍｍ，α＝４
２．５度，半径Ｒ＝２．１ｍｍに設定した場合、計算上、約９７．８％の取出し効率で有
効光を取り出すことができる。
【００４０】
このような構成の灯具用線状光源３０によれば、前述した灯具用線状光源１１と同様にし
て、線状光源３０から出射した光は、反射部材２０の第一の反射面２１及び第二の反射面
２２により反射され、前方に向かって照射されることにより、図７に示すと同様の水平線
Ｈより僅かに下方の配光パターンを形成する。
【００４１】
図１０は、本発明による灯具用線状光源の第三の実施形態を示している。
図１０において、灯具用線状光源４０は、図９に示した灯具用線状光源３０とほぼ同様の
構成であるので、同じ構成部品には同じ符号を付して、その説明を省略する。
灯具用線状光源４０は、図９の灯具用線状光源３０とは、ＬＥＤチップ３４の間隔が例え
ばｄ（＝２．４ｍｍ）と短く、且つレンズ３２が互いに重なりあった形状に形成されてい
る点でのみ異なる構成になっている。
【００４２】
このような構成の灯具用線状光源４０によれば、図９に示した灯具用線状光源３０と同様
の効果が得られると共に、ＬＥＤチップ３４がより密に配置されていることにより、明る
い光源が得られることになる。
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尚、この場合、レンズ３２の半径Ｒを２．１ｍｍとしたとき、計算上、約９２．６ｍｍの
取出し効率で有効光を取り出すことができる。
【００４３】
上述した実施形態においては、自動車のすれ違いビーム用の前照灯における水平拡散配光
としての車両用灯具１０に使用する灯具用線状光源１１，３０について説明したが、これ
らの実施形態による配光パターンに、さらに右または左斜め上方１５度の領域を照射する
配光の照射光を重ねることにより、すれ違いビーム用の前照灯の規格に適した配光の灯具
を得ることができる。
【００４４】
さらに、上述した実施形態においては、複数のＬＥＤチップを並設したＬＥＤアレイとし
ての基台を使用したが、長手方向に延びて形成したＥＬ（エレクトロルミネセンス素子）
等の面発光素子を光源として使用してもよい。
また、自動車のすれ違いビーム用の前照灯としての車両用灯具１０に使用する灯具用線状
光源１１，３０について説明したが、これに限らず、本発明は、自動車の走行ビーム用の
前照灯、あるいは自動車用補助灯（フォグランプ，ドライビングランプ，バックアップラ
ンプ等）や自動車用信号灯（テールランプ，ターンランプ，ストップランプ等）、あるい
は自動車用以外の例えば交通標識灯，交通信号灯，一般照明灯，作業灯，一般表示灯，一
般信号灯等の各種灯具に使用するための灯具用線状光源に対して本発明を適用し得ること
は明らかである。
【００４５】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明によれば、線状発光部、好ましくは直線状に配置された複数個
の発光素子、例えばＬＥＤアレイまたは線状に形成された面発光素子から成る線状発光部
の発光領域の一側縁から出射した光は、レンズの中心から半径方向外側に向かって出射す
ることになるので、レンズ断面における屈折作用を受けることなく、直進してレンズの外
側に出射することになる。
従って、反射部材により反射され前方に向かって照射される際に、線状発光部の発光領域
の境界線により形成される光の配光パターンの照射領域と非照射領域との境界のコントラ
ストが良好となる。
【００４６】
このようにして、本発明によれば、簡単な構成により、配光パターンの照射領域と非照射
領域との境界の良好なコントラストを実現できるようにした、灯具特に車両用灯具に最適
な線状光源が提供され得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による灯具用線状光源の第一の実施形態を組み込んだ車両用灯具を示す概
略斜視図である。
【図２】図１の車両用灯具における線状光源の構成を示す（Ａ）斜視図，（Ｂ）平面図及
び（Ｃ）側面図である。
【図３】図１の車両用灯具における線状光源の指向特性を示すグラフである。
【図４】図１の車両用灯具を示す概略側面図である。
【図５】図１の車両用灯具を示す概略平面図である。
【図６】図１の車両用灯具の動作を示す概略斜視図である。
【図７】図１の車両用灯具による配光パターンを示す概略図である。
【図８】図１の車両用灯具の変形例を示す概略側面図である。
【図９】本発明による灯具用線状光源の第二の実施形態を示す（Ａ）概略斜視図，（Ｂ）
断面図及び（Ｃ）部分平面図である。
【図１０】本発明による灯具用線状光源の第三の実施形態を示す（Ａ）概略斜視図，（Ｂ
）断面図及び（Ｃ）部分平面図である。
【符号の説明】
１０　　車両用灯具
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１１　　線状光源
１２　　基台
１３　　レンズ
１４　　ＬＥＤアレイモジュール
１５　　基板
１６　　ＬＥＤチップ
１６ａ　一側縁
１７　　蛍光体層（波長変換材料層）
１７ａ　一側縁
１８　　シリコンゲル
２０　　反射部材
２１　　第一の反射面
２２　　第二の反射面
３０，４０　　灯具用線状光源
３１　　ＬＥＤアレイ
３２　　レンズ
３３　　基板
３４　　ＬＥＤアレイ
３４ａ　一側縁

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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