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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投影レンズと、この投影レンズの後側焦点よりも後方側に配置された発光ダイオードと
、この発光ダイオードからの光を上記投影レンズへ向けて反射させるリフレクタと、を備
えた車両用灯具において、
　上記発光ダイオードは、上記投影レンズの光軸に対して左側に配置された第１発光チッ
プと右側に配置された第２発光チップとを備えており、
　上記リフレクタは、該リフレクタの反射面として、上記第１および第２発光チップより
も後方側において上記光軸の左側に位置する左後方エリアおよび上記光軸の右側に位置す
る右後方エリアと、上記第１および第２発光チップよりも前方側において上記光軸の左側
に位置する左前方エリアおよび上記光軸の右側に位置する右前方エリアとを備えており、
　上記左後方エリアおよび上記右前方エリアは、上記第１発光チップからの出射光を上記
第２発光チップからの出射光よりも上記投影レンズの後側焦点への収束度合いが高くなる
ように反射させる反射面形状を有しており、
　上記右後方エリアおよび上記左前方エリアは、上記第２発光チップからの出射光を上記
第１発光チップからの出射光よりも上記投影レンズの後側焦点への収束度合いが高くなる
ように反射させる反射面形状を有している、ことを特徴とする車両用灯具。
【請求項２】
　上記左後方エリアおよび上記右前方エリアは、上記第１発光チップの発光中心を第１焦
点とするとともに上記投影レンズの後側焦点を第２焦点とする楕円面と略同一の反射面形
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状を有しており、
　上記右後方エリアおよび上記左前方エリアは、上記第２発光チップの発光中心を第１焦
点とするとともに上記投影レンズの後側焦点を第２焦点とする楕円面と略同一の反射面形
状を有している、ことを特徴とする請求項１記載の車両用灯具。
【請求項３】
　上記リフレクタの反射面は、上記左後方エリアと上記左前方エリアとが連続的に形成さ
れるとともに、上記右後方エリアと上記右前方エリアとが連続的に形成されている、こと
を特徴とする請求項１または２記載の車両用灯具。
【請求項４】
　上記発光ダイオードは、上記第１および第２発光チップの左右両側に少なくとも１つの
発光チップがそれぞれ追加配置された構成となっている、ことを特徴とする請求項１～３
いずれか記載の車両用灯具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、リフレクタを備えたプロジェクタ型の車両用灯具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、プロジェクタ型の車両用灯具として、投影レンズの後側焦点よりも後方側に
配置された光源からの光をリフレクタによって投影レンズへ向けて反射させるように構成
されたものが知られている。
【０００３】
　「特許文献１」には、このような車両用灯具において、その光源として横長矩形状の発
光面を有する発光ダイオードを備えたものが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－２０３５１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記「特許文献１」に記載された車両用灯具は、発光ダイオードが横長矩形状の発光面
を有しているので、横長の配光パターンを形成することが容易に可能である。
【０００６】
　しかしながら、このような車両用灯具において、遠方視認性を高めるために横長のスポ
ット状の配光パターンを形成するようにした場合には、次のような問題がある。
【０００７】
　すなわち、発光ダイオードの構成として、横長矩形状の発光面を形成するために左右１
対の発光チップを備えた構成とした場合には、両発光チップの間に隙間が形成されてしま
うので、この隙間によって横長のスポット状の配光パターンにはその左右方向の中心位置
に暗部が形成されてしまう。しかも、各発光チップはその外周縁部において急激に輝度が
低下する輝度分布を有しているので、このことによっても横長のスポット状の配光パター
ンはその左右方向の中心領域が暗いものとなってしまう。したがって遠方視認性を高める
ことができなくなってしまう。
【０００８】
　本願発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、リフレクタを備えたプロ
ジェクタ型の車両用灯具において、遠方視認性に優れた横長のスポット状の配光パターン
を形成することができる車両用灯具を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　本願発明は、リフレクタの構成に工夫を施すことにより、上記目的達成を図るようにし
たものである。
【００１０】
　すなわち、本願発明に係る車両用灯具は、
　投影レンズと、この投影レンズの後側焦点よりも後方側に配置された発光ダイオードと
、この発光ダイオードからの光を上記投影レンズへ向けて反射させるリフレクタと、を備
えた車両用灯具において、
　上記発光ダイオードは、上記投影レンズの光軸に対して左側に配置された第１発光チッ
プと右側に配置された第２発光チップとを備えており、
　上記リフレクタは、該リフレクタの反射面として、上記第１および第２発光チップより
も後方側において上記光軸の左側に位置する左後方エリアおよび上記光軸の右側に位置す
る右後方エリアと、上記第１および第２発光チップよりも前方側において上記光軸の左側
に位置する左前方エリアおよび上記光軸の右側に位置する右前方エリアとを備えており、
　上記左後方エリアおよび上記右前方エリアは、上記第１発光チップからの出射光を上記
第２発光チップからの出射光よりも上記投影レンズの後側焦点への収束度合いが高くなる
ように反射させる反射面形状を有しており、
　上記右後方エリアおよび上記左前方エリアは、上記第２発光チップからの出射光を上記
第１発光チップからの出射光よりも上記投影レンズの後側焦点への収束度合いが高くなる
ように反射させる反射面形状を有している、ことを特徴とするものである。
【００１１】
　上記「発光ダイオード」は、投影レンズの後側焦点よりも後方側に配置されていれば、
その第１および第２発光チップの発光面の形状や向き等の具体的な構成は特に限定される
ものではない。
【００１２】
　上記「左後方エリア」および「右後方エリア」は、第１および第２発光チップよりも後
方側に位置していれば、その具体的な形成範囲は特に限定されるものではない。
【００１３】
　上記「左前方エリア」および「右前方エリア」は、第１および第２発光チップよりも前
方側に位置していれば、その具体的な形成範囲は特に限定されるものではない。
【００１４】
　上記「左後方エリア」および「右前方エリア」は、第１発光チップからの出射光を第２
発光チップからの出射光よりも投影レンズの後側焦点への収束度合いが高くなるように反
射させる反射面形状を有していれば、その具体的な反射面形状は特に限定されるものでは
ない。
【００１５】
　上記「右後方エリア」および「左前方エリア」は、第２発光チップからの出射光を第１
発光チップからの出射光よりも投影レンズの後側焦点への収束度合いが高くなるように反
射させる反射面形状を有していれば、その具体的な反射面形状は特に限定されるものでは
ない。
【発明の効果】
【００１６】
　本願発明に係る車両用灯具は、左右１対の第１および第２発光チップを有する発光ダイ
オードおよびリフレクタを備えたプロジェクタ型の車両用灯具として構成されているので
、横長のスポット状の配光パターンを形成することが容易に可能となる。
【００１７】
　その上で、上記リフレクタは、その反射面として第１および第２発光チップよりも後方
側に位置する左後方エリアおよび右後方エリアとその前方側に位置する左前方エリアおよ
び右前方エリアとを備えており、その際、左後方エリアおよび右前方エリアは、左側に位
置する第１発光チップからの出射光を右側に位置する第２発光チップからの出射光よりも
投影レンズの後側焦点への収束度合いが高くなるように反射させる反射面形状を有してお
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り、また、右後方エリアおよび左前方エリアは、第２発光チップからの出射光を第１発光
チップからの出射光よりも投影レンズの後側焦点への収束度合いが高くなるように反射さ
せる反射面形状を有しているので、次のような作用効果を得ることができる。
【００１８】
　すなわち、左後方エリアおよび右前方エリアからの反射光によって第１発光チップの投
影像が灯具正面方向の位置に形成されるとともに、右後方エリアおよび左前方エリアから
の反射光によって第２発光チップの投影像が灯具正面方向の位置に形成されるので、横長
のスポット状の配光パターンをその左右方向の中心位置が明るい配光パターンとして形成
することができる。そしてこれにより遠方視認性を高めることができる。
【００１９】
　一方、左後方エリアからの反射光によって第２発光チップの投影像が該反射光による第
１発光チップの投影像の右側に形成され、右前方エリアからの反射光によって第２発光チ
ップの投影像が該反射光による第１発光チップの投影像の左側に形成され、右後方エリア
からの反射光によって第１発光チップの投影像が該反射光による第２発光チップの投影像
の左側に形成され、左前方エリアからの反射光によって第１発光チップの投影像が該反射
光による第２発光チップの投影像の右側に形成されるので、横長のスポット状の配光パタ
ーンをその中心位置から左右両側へ向けて徐々に明るさが減少する配光パターンとして形
成することができる。
【００２０】
　このように本願発明によれば、リフレクタを備えたプロジェクタ型の車両用灯具におい
て、遠方視認性に優れた横長のスポット状の配光パターンを形成することができる。
【００２１】
　上記構成において、左後方エリアおよび右前方エリアとして、第１発光チップの発光中
心を第１焦点とするとともに投影レンズの後側焦点を第２焦点とする楕円面と略同一の反
射面形状を有する構成とし、右後方エリアおよび左前方エリアとして、第２発光チップの
発光中心を第１焦点とするとともに投影レンズの後側焦点を第２焦点とする楕円面と略同
一の反射面形状を有する構成とすれば、横長のスポット状の配光パターンを、その左右方
向の中心位置が極めて明るい配光パターンとして形成することができ、これにより遠方視
認性をさらに高めることができる。
【００２２】
　上記構成において、リフレクタの反射面として、左後方エリアと左前方エリアとが連続
的に形成されるとともに右後方エリアと右前方エリアとが連続的に形成された構成とすれ
ば、第１および第２発光チップからの出射光に対する利用効率を高めることができる。
【００２３】
　上記構成において、発光ダイオードとして、第１および第２発光チップの左右両側に少
なくとも１つの発光チップがそれぞれ追加配置された構成とすれば、横長のスポット状の
配光パターンをさらに左右両側に拡げた形状を有するとともに滑らかな光度分布を有する
横長の配光パターンを形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本願発明の一実施形態に係る車両用灯具を示す側断面図
【図２】図１のII－II線断面図
【図３】（ａ）は上記車両用灯具の発光ダイオードを示す平面図、（ｂ）は上記発光ダイ
オードを構成する第１および第２発光チップの輝度分布を示す図
【図４】（ａ）は上記車両用灯具からの照射光により形成される配光パターンを透視的に
示す図、（ｂ）は従来の車両用灯具からの照射光により形成される配光パターンを示す図
【図５】上記車両用灯具からの照射光により形成される配光パターンをリフレクタの４つ
の反射エリア毎に分解して示す図
【図６】上記実施形態の変形例を示す、図２と同様の図
【図７】上記変形例の作用を示す、図４（ａ）と同様の図
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【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を用いて、本願発明の実施の形態について説明する。
【００２６】
　図１は、本願発明の一実施形態に係る車両用灯具１０を示す側断面図であり、図２は、
そのII－II線断面図である。
【００２７】
　これらの図に示すように、本実施形態に係る車両用灯具１０は、ヘッドランプの一部と
して組み込まれた状態で用いられるプロジェクタ型の灯具ユニットであって、ハイビーム
用配光パターンの一部として横長のスポット状の配光パターンを形成するように構成され
ている。
【００２８】
　すなわち、この車両用灯具１０は、投影レンズ１２と、この投影レンズ１２の後側焦点
Ｆよりも後方側に配置された発光ダイオード１４と、この発光ダイオード１４を上方側か
ら覆うように配置され、該発光ダイオード１４からの光を投影レンズ１２へ向けて反射さ
せるリフレクタ１６とを備えた構成となっている。
【００２９】
　その際、発光ダイオード１４は、基板２２を介してヒートシンクとしての機能を有する
ベース部材２０に支持されており、投影レンズ１２は、レンズホルダ１８を介してベース
部材２０に支持されており、リフレクタ１６は、その下端縁においてベース部材２０に支
持されている。
【００３０】
　投影レンズ１２は、前面が凸面で後面が平面の平凸非球面レンズであって、その外周フ
ランジ部においてレンズホルダ１８に支持されている。その際、この投影レンズ１２は、
その光軸Ａｘが灯具前後方向に延びるように配置された状態でレンズホルダ１８に支持さ
れている。
【００３１】
　発光ダイオード１４は、白色発光ダイオードであって、左右方向に互いに隣接して配置
された第１および第２発光チップ１４ａ１、１４ａ２を備えており、これら第１および第
２発光チップ１４ａ１、１４ａ２によって全体として横長矩形状の発光面を形成するよう
になっている。
【００３２】
　図３（ａ）は、発光ダイオード１４を取り出して示す平面図である。
【００３３】
　図３（ａ）に示すように、発光ダイオード１４を構成する左右１対の第１および第２発
光チップ１４ａ１、１４ａ２は、いずれも同一サイズの正方形に近い横長矩形状の発光面
を有している。これら第１および第２発光チップ１４ａ１、１４ａ２は、投影レンズ１２
の光軸Ａｘに関して左右対称の位置関係で、互いに間隔をおいて配置されている。
【００３４】
　そして、発光ダイオード１４は、第１および第２発光チップ１４ａ１、１４ａ２を光軸
Ａｘと略同じ高さの位置において上向きにした状態で配置されている。
【００３５】
　図３（ｂ）は、第１および第２発光チップ１４ａ１、１４ａ２の輝度分布を、図３（ａ
）のIII－III線断面の位置において示す図である。その際、このIII－III線断面の位置は
、図中２点鎖線で示すように、第１および第２発光チップ１４ａ１、１４ａ２の発光中心
Ａ１、Ａ２を含む光軸Ａｘと直交する鉛直面（以下「基準鉛直面ＲＰ」という）の位置に
設定されている。
【００３６】
　図３（ｂ）に示すように、第１および第２発光チップ１４ａ１、１４ａ２の輝度分布は
、いずれもその発光中心Ａ１、Ａ２から左右方向に離れるに従って輝度Ｌｖが低下し、そ
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の左右両縁部において輝度Ｌｖが急激に低下する特性を有している。
【００３７】
　図１に示すように、リフレクタ１６の反射面１６ａは、その光軸Ａｘを含む鉛直断面形
状が、発光ダイオード１４の発光面全体としての発光中心（すなわち図３（ａ）において
両発光中心Ａ１、Ａ２の中点として光軸Ａｘ上に位置する点）Ａを第１焦点とするととも
に、投影レンズ１２の後側焦点Ｆを第２焦点とする楕円形状に設定されている。
【００３８】
　一方、図２に示すように、リフレクタ１６の反射面１６ａは、平面視において４つの反
射エリアに区分けされている。
【００３９】
　すなわち、この反射面１６ａは、第１および第２発光チップ１４ａ１、１４ａ２よりも
後方側において光軸Ａｘの左側に位置する左後方エリア１６ａ１Ｒおよび光軸Ａｘの右側
に位置する右後方エリア１６ａ２Ｒと、第１および第２発光チップ１４ａ１、１４ａ２よ
りも前方側において光軸Ａｘの左側に位置する左前方エリア１６ａ１Ｆおよび光軸Ａｘの
右側に位置する右前方エリア１６ａ２Ｆとに区分けされている。
【００４０】
　その際、左後方エリア１６ａ１Ｒおよび右前方エリア１６ａ２Ｆは、第１発光チップ１
４ａ１からの出射光を第２発光チップ１４ａ２からの出射光よりも投影レンズ１２の後側
焦点Ｆへの収束度合いが高くなるように反射させる反射面形状を有している。一方、右後
方エリア１６ａ２Ｒおよび左前方エリア１６ａ１Ｆは、第２発光チップ１４ａ２からの出
射光を第１発光チップ１４ａ１からの出射光よりも投影レンズ１２の後側焦点Ｆへの収束
度合いが高くなるように反射させる反射面形状を有している。
【００４１】
　具体的には、左後方エリア１６ａ１Ｒおよび右前方エリア１６ａ２Ｆは、第１発光チッ
プ１４ａ１の発光中心Ａ１を第１焦点とするとともに投影レンズ１２の後側焦点Ｆを第２
焦点とする楕円面と略同一の反射面形状を有している。一方、右後方エリア１６ａ２Ｒお
よび左前方エリア１６ａ１Ｆは、第２発光チップ１４ａ２の発光中心Ａ２を第１焦点とす
るとともに投影レンズ１２の後側焦点Ｆを第２焦点とする楕円面と略同一の反射面形状を
有している。
【００４２】
　リフレクタ１６の反射面１６ａは、左後方エリア１６ａ１Ｒおよび右後方エリア１６ａ
２Ｒが基準鉛直面ＲＰの位置まで前方側へ延長形成されており、また、左前方エリア１６
ａ１Ｆおよび右前方エリア１６ａ２Ｆが基準鉛直面ＲＰの位置まで後方側へ延長形成され
ている。そして、この反射面１６ａは、左後方エリア１６ａ１Ｒと左前方エリア１６ａ１
Ｆとが基準鉛直面ＲＰの位置において連続的に形成されており、また、右後方エリア１６
ａ２Ｒと右前方エリア１６ａ２Ｆとが基準鉛直面ＲＰの位置において連続的に形成されて
いる。
【００４３】
　さらに、この反射面１６ａは、左後方エリア１６ａ１Ｒと右後方エリア１６ａ２Ｒとが
光軸Ａｘを含む鉛直面の位置において連続的に形成されており、また、左前方エリア１６
ａ１Ｆと右前方エリア１６ａ２Ｆとが光軸Ａｘを含む鉛直面の位置において連続的に形成
されている。
【００４４】
　図４（ａ）は、車両用灯具１０から前方へ照射される光により、車両前方２５ｍの位置
に配置された仮想鉛直スクリーン上に形成される配光パターンＰＳを透視的に示す図であ
る。
【００４５】
　この配光パターンＰＳは、図中２点鎖線で示すハイビーム用配光パターンＰＨ１の一部
として形成されるスポット状の配光パターンであって、灯具正面方向の消点であるＨ－Ｖ
を中心として横長に延びるように形成されている。
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【００４６】
　なお、ハイビーム用配光パターンＰＨ１は、配光パターンＰＳと、図示しない他の車両
用灯具からの照射光によって形成される配光パターンとの合成配光パターンとして形成さ
れるようになっている。
【００４７】
　配光パターンＰＳは、リフレクタ１６で反射した発光ダイオード１４からの光によって
投影レンズ１２の後側焦点面上に形成された発光ダイオード１４の光源像を、投影レンズ
１２により上記仮想鉛直スクリーン上に反転投影像として投影することにより形成される
が、発光ダイオード１４の発光面は、第１および第２発光チップ１４ａ１、１４ａ２で構
成されているので、配光パターンＰＳは第１および第２発光チップ１４ａ１、１４ａ２の
投影像によって形成される。
【００４８】
　その際、リフレクタ１６の反射面１６ａは４つの反射エリアに区分けされているので、
第１および第２発光チップ１４ａ１、１４ａ２の投影像は各反射エリア毎に形成される。
【００４９】
　図５は、配光パターンＰＳを４つの反射エリア毎に分解して示す図である。
【００５０】
　図５（ａ２）は、図５（ａ１）に示す左後方エリア１６ａ１Ｒからの反射光によって形
成される配光パターンＰａ１Ｒ、Ｐｂ１Ｒを示す図である。
【００５１】
　配光パターンＰａ１Ｒは、第１発光チップ１４ａ１の投影像として形成される配光パタ
ーンである。
【００５２】
　左後方エリア１６ａ１Ｒは、第１発光チップ１４ａ１の発光中心Ａ１を第１焦点とする
とともに投影レンズ１２の後側焦点Ｆを第２焦点とする楕円面と略同一の反射面形状を有
しているので、第１発光チップ１４ａ１から出射して左後方エリア１６ａ１Ｒで反射した
光は、投影レンズ１２の後側焦点Ｆの近傍を通る。したがって、配光パターンＰａ１Ｒは
、Ｈ－Ｖを中心とした小さくて明るい配光パターンとして形成される。
【００５３】
　一方、配光パターンＰｂ１Ｒは、第２発光チップ１４ａ２の投影像として形成される配
光パターンである。
【００５４】
　第２発光チップ１４ａ２から出射して左後方エリア１６ａ１Ｒで反射した光は、投影レ
ンズ１２の後側焦点Ｆの左側を通る。したがって、配光パターンＰｂ１Ｒは、Ｈ－Ｖから
右側にずれた位置において配光パターンＰａ１Ｒよりも大きくて明るさが減少した配光パ
ターンとして形成され、その左端部が配光パターンＰａ１Ｒの右端部と重複している。
【００５５】
　図５（ｂ２）は、図５（ｂ１）に示す右後方エリア１６ａ２Ｒからの反射光によって形
成される配光パターンＰａ２Ｒ、Ｐｂ２Ｒを示す図である。
【００５６】
　配光パターンＰａ２Ｒは、第２発光チップ１４ａ２の投影像として形成される配光パタ
ーンであり、配光パターンＰｂ２Ｒは、第１発光チップ１４ａ１の投影像として形成され
る配光パターンである。
【００５７】
　第１および第２発光チップ１４ａ１、１４ａ２は、光軸Ａｘに関して左右対称の位置関
係で配置されており、また、右後方エリア１６ａ２Ｒは、光軸Ａｘに関して左後方エリア
１６ａ１Ｒと左右対称の位置関係で配置されているので、配光パターンＰａ２Ｒ、Ｐｂ２
Ｒは、Ｈ－Ｖを通る鉛直線であるＶ－Ｖ線に関して配光パターンＰａ１Ｒ、Ｐｂ１Ｒと左
右対称の位置関係で形成される。
【００５８】
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　図５（ｃ２）は、図５（ｃ１）に示す左前方エリア１６ａ１Ｆからの反射光によって形
成される配光パターンＰａ１Ｆ、Ｐｂ１Ｆを示す図である。
【００５９】
　配光パターンＰａ１Ｆは、第２発光チップ１４ａ２の投影像として形成される配光パタ
ーンである。
【００６０】
　左前方エリア１６ａ１Ｆは、第２発光チップ１４ａ２の発光中心Ａ２を第１焦点とする
とともに投影レンズ１２の後側焦点Ｆを第２焦点とする楕円面と略同一の反射面形状を有
しているので、第２発光チップ１４ａ２から出射して左前方エリア１６ａ１Ｆで反射した
光は、投影レンズ１２の後側焦点Ｆの近傍を通る。したがって、配光パターンＰａ１Ｆは
、Ｈ－Ｖを中心とした小さくて明るい配光パターンとして形成される。
【００６１】
　その際、第２発光チップ１４ａ２から左前方エリア１６ａ１Ｆまでの距離は、第１発光
チップ１４ａ１から左後方エリア１６ａ１Ｒまでの距離よりも長いので、配光パターンＰ
ａ１Ｆは、図５（ａ２）に示す配光パターンＰａ１Ｒよりもやや小さくて明るい配光パタ
ーンとして形成される。
【００６２】
　一方、配光パターンＰｂ１Ｆは、第１発光チップ１４ａ１の投影像として形成される配
光パターンである。
【００６３】
　第１発光チップ１４ａ１から出射して左前方エリア１６ａ１Ｆで反射した光は、投影レ
ンズ１２の後側焦点Ｆの左側を通る。したがって、配光パターンＰｂ１Ｆは、Ｈ－Ｖから
右側にずれた位置において配光パターンＰａ１Ｆよりも大きくて明るさが減少した配光パ
ターンとして形成され、その左端部が配光パターンＰａ１Ｆの右端部と重複している。
【００６４】
　配光パターンＰｂ１Ｆは、図５（ａ２）に示す配光パターンＰｂ１Ｒよりもやや小さく
て明るい配光パターンとして形成される。
【００６５】
　図５（ｄ２）は、図５（ｄ１）に示す右前方エリア１６ａ２Ｆからの反射光によって形
成される配光パターンＰａ２Ｆ、Ｐｂ２Ｆを示す図である。
【００６６】
　配光パターンＰａ２Ｆは、第１発光チップ１４ａ１の投影像として形成される配光パタ
ーンであり、配光パターンＰｂ２Ｆは、第２発光チップ１４ａ２の投影像として形成され
る配光パターンである。
【００６７】
　第１および第２発光チップ１４ａ１、１４ａ２は、光軸Ａｘに関して左右対称の位置関
係で配置されており、また、右前方エリア１６ａ２Ｆは、光軸Ａｘに関して左前方エリア
１６ａ１Ｆと左右対称の位置関係で配置されているので、配光パターンＰａ２Ｆ、Ｐｂ２
Ｆは、Ｖ－Ｖ線に関して配光パターンＰａ１Ｆ、Ｐｂ１Ｆと左右対称の位置関係で形成さ
れる。
【００６８】
　図４（ａ）に示すように、配光パターンＰＳは、４つの小さくて明るい配光パターンＰ
ａ１Ｒ、Ｐｂ２Ｒ、Ｐａ１Ｆ、Ｐｂ２ＦがＨ－Ｖを中心にして形成されるとともに、その
左右両側にこれらよりも大きくて明るさが減少した配光パターンＰａ２Ｒ、Ｐｂ２Ｆおよ
びＰｂ１Ｒ、Ｐｂ１Ｆが部分的に重複した状態で形成されるので、全体として横長のスポ
ット状の配光パターンとして形成され、かつ、その中心位置から左右両側へ向けて徐々に
明るさが減少する配光パターンとして形成される。
【００６９】
　しかも、配光パターンＰａ１Ｆ、Ｐｂ２Ｆは、配光パターンＰａ１Ｒ、Ｐｂ２Ｒよりも
やや小さくて明るい配光パターンとして形成され、また、配光パターンＰｂ２Ｆ、Ｐｂ１
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Ｆは、配光パターンＰａ２Ｒ、Ｐｂ１Ｒよりもやや小さくて明るい配光パターンとして形
成されるので、配光パターンＰＳは配光ムラの少ない配光パターンとして形成される。
【００７０】
　なお、図４（ｂ）は、仮にリフレクタ１６の反射面１６ａが、本実施形態のように４つ
の反射エリアに区分けされておらず、発光ダイオード１４の発光面全体としての発光中心
Ａを第１焦点とするとともに投影レンズ１２の後側焦点Ｆを第２焦点とする単一の楕円形
状に設定されているとした場合に形成される配光パターンＰＳ´を示す図である。
【００７１】
　この配光パターンＰＳ´は、横長のスポット状の配光パターンとして形成されるが、左
右１対の発光チップ１４ａ１、１４ａ２の投影像としての配光パターンＰ１´、Ｐ２´が
Ｖ－Ｖ線の両側に形成されたものとなり、Ｖ－Ｖ線の近傍に暗部が形成されてしまう。
【００７２】
　次に本実施形態の作用効果について説明する。
【００７３】
　本実施形態に係る車両用灯具１０は、左右１対の第１および第２発光チップ１４ａ１、
１４ａ２を有する発光ダイオード１４およびリフレクタ１６を備えたプロジェクタ型の車
両用灯具１０として構成されているので、横長のスポット状の配光パターンＰＳを形成す
ることが容易に可能となる。
【００７４】
　その上で、リフレクタ１６は、その反射面１６ａとして第１および第２発光チップ１４
ａ１、１４ａ２よりも後方側に位置する左後方エリア１６ａ１Ｒおよび右後方エリア１６
ａ２Ｒとその前方側に位置する左前方エリア１６ａ１Ｆおよび右前方エリア１６ａ２Ｆと
を備えており、その際、左後方エリア１６ａ１Ｒおよび右前方エリア１６ａ２Ｆは、左側
に位置する第１発光チップ１４ａ１からの出射光を右側に位置する第２発光チップ１４ａ
２からの出射光よりも投影レンズ１２の後側焦点Ｆへの収束度合いが高くなるように反射
させる反射面形状を有しており、また、右後方エリア１６ａ２Ｒおよび左前方エリア１６
ａ１Ｆは、第２発光チップ１４ａ２からの出射光を第１発光チップ１４ａ１からの出射光
よりも投影レンズ１２の後側焦点Ｆへの収束度合いが高くなるように反射させる反射面形
状を有しているので、次のような作用効果を得ることができる。
【００７５】
　すなわち、左後方エリア１６ａ１Ｒおよび右前方エリア１６ａ２Ｆからの反射光によっ
て第１発光チップ１４ａ１の投影像としての配光パターンＰａ１Ｒ、Ｐａ２Ｆが灯具正面
方向の位置に形成されるとともに、右後方エリア１６ａ２Ｒおよび左前方エリア１６ａ１
Ｆからの反射光によって第２発光チップ１４ａ２の投影像としての配光パターンＰａ２Ｒ
、Ｐａ１Ｆが灯具正面方向の位置に形成されるので、横長のスポット状の配光パターンＰ
Ｓをその左右方向の中心位置が明るい配光パターンとして形成することができる。そして
これにより遠方視認性を高めることができる。
【００７６】
　一方、左後方エリア１６ａ１Ｒからの反射光によって第２発光チップ１４ａ２の投影像
としての配光パターンＰｂ１Ｒが配光パターンＰａ１Ｒの右側に形成され、右前方エリア
１６ａ２Ｆからの反射光によって第２発光チップ１４ａ２の投影像としての配光パターン
Ｐｂ２Ｆが配光パターンＰａ２Ｆの左側に形成され、右後方エリア１６ａ２Ｒからの反射
光によって第１発光チップ１４ａ１の投影像としての配光パターンＰｂ２Ｒが配光パター
ンＰａ２Ｒの左側に形成され、左前方エリア１６ａ１Ｆからの反射光によって第１発光チ
ップ１４ａ１の投影像としての配光パターンＰｂ１Ｆが配光パターンＰａ１Ｆの右側に形
成されるので、横長のスポット状の配光パターンＰＳをその中心位置から左右両側へ向け
て徐々に明るさが減少する配光パターンとして形成することができる。
【００７７】
　このように実施形態によれば、リフレクタ１６を備えたプロジェクタ型の車両用灯具１
０において、遠方視認性に優れた横長のスポット状の配光パターンＰＳを形成することが
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できる。
【００７８】
　その際、実施形態においては、左後方エリア１６ａ１Ｒおよび右前方エリア１６ａ２Ｆ
が、第１発光チップ１４ａ１の発光中心Ａ１を第１焦点とするとともに投影レンズ１２の
後側焦点Ｆを第２焦点とする楕円面と略同一の反射面形状を有する構成となっており、右
後方エリア１６ａ２Ｒおよび左前方エリア１６ａ１Ｆが、第２発光チップ１４ａ２の発光
中心Ａ２を第１焦点とするとともに投影レンズ１２の後側焦点Ｆを第２焦点とする楕円面
と略同一の反射面形状を有する構成となっているので、横長のスポット状の配光パターン
ＰＳを、その左右方向の中心位置が極めて明るい配光パターンとして形成することができ
、これにより遠方視認性をさらに高めることができる。
【００７９】
　しかも実施形態においては、基準鉛直面ＲＰの位置において左後方エリア１６ａ１Ｒと
左前方エリア１６ａ１Ｆとが連続的に形成されるとともに右後方エリア１６ａ２Ｒと右前
方エリア１６ａ２Ｆとが連続的に形成されているので、第１および第２発光チップ１４ａ
１、１４ａ２からの出射光に対する利用効率を高めることができる。
【００８０】
　上記実施形態においては、左後方エリア１６ａ１Ｒおよび右後方エリア１６ａ２Ｒが基
準鉛直面ＲＰの位置まで前方側へ延長形成されており、また、左前方エリア１６ａ１Ｆお
よび右前方エリア１６ａ２Ｆが基準鉛直面ＲＰの位置まで後方側へ延長形成されているも
のとして説明したが、左後方エリア１６ａ１Ｒおよび右後方エリア１６ａ２Ｒと前方側に
位置する左前方エリア１６ａ１Ｆおよび右前方エリア１６ａ２Ｆとが、第１および第２発
光チップ１４ａ１、１４ａ２の前後両側に互いに離れた位置に形成された構成とすること
も可能である。
【００８１】
　上記実施形態においては、第１および第２発光チップ１４ａ１、１４ａ２が光軸Ａｘに
関して左右対称の位置関係で配置されているものとして説明したが、光軸Ａｘに関して左
右非対称の位置関係で配置された構成とすることも可能である。
【００８２】
　上記実施形態においては、左後方エリア１６ａ１Ｒおよび左前方エリア１６ａ１Ｆと右
後方エリア１６ａ２Ｒおよび左前方エリア１６ａ１Ｆとが光軸Ａｘに関して左右対称の反
射面形状を有しているものとして説明したが、光軸Ａｘに関して左右非対称の反射面形状
を有する構成とすることも可能である。
【００８３】
　次に、上記実施形態の変形例について説明する。
【００８４】
　図６は、本変形例に係る車両用灯具１１０を示す、図２と同様の図である。
【００８５】
　同図に示すように、本変形例に係る車両用灯具１１０は、その基本的な構成については
上記実施形態の場合と同様であるが、発光ダイオード１１４の構成が上記実施形態の場合
と異なっている。
【００８６】
　すなわち、本変形例の発光ダイオード１１４は、上記実施形態の発光ダイオード１４と
同様の構成を有する第１および第２発光チップ１１４ａ１、１１４ａ２を備えているが、
その左右両側に第３および第４発光チップ１１４ａ３、１１４ａ４が追加配置された構成
となっている。
【００８７】
　第３および第４発光チップ１１４ａ３、１１４ａ４は、第１および第２発光チップ１１
４ａ１、１１４ａ２と同様の構成を有しており、第１および第２発光チップ１１４ａ１、
１１４ａ２と等間隔で配置されている。
【００８８】
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　なお、これに伴って、本変形例においては、発光ダイオード１１４を支持する基板１２
２およびベース部材１２０の構成が上記実施形態の場合と一部異なっている。
【００８９】
　図７は、車両用灯具１１０から前方へ照射される光により上記仮想鉛直スクリーン上に
形成されるハイビーム用配光パターンＰＨ２を透視的に示す図である。
【００９０】
　このハイビーム用配光パターンＰＨ２は、上記実施形態で形成される配光パターンＰＳ
に対して、８つの配光パターンＰｄ１Ｆ、Ｐｄ２Ｆ、Ｐｃ２Ｒ、Ｐｃ１Ｒ、Ｐｃ１Ｆ、Ｐ
ｃ２Ｆ、Ｐｄ２Ｒ、Ｐｄ１Ｒが、配光パターンＰＳよりも大きい横長の配光パターンとし
て重畳されることにより形成されている。
【００９１】
　配光パターンＰｄ１Ｆは、第４発光チップ１４ａ４から出射して左前方エリア１６ａ１
Ｆで反射した光によって形成される配光パターンであり、配光パターンＰｃ１Ｆは、第３
発光チップ１４ａ３から出射して右前方エリア１６ａ２Ｆで反射した光によって形成され
る配光パターンである。
【００９２】
　配光パターンＰｄ２Ｆは、第４発光チップ１４ａ４から出射して右前方エリア１６ａ２
Ｆで反射した光によって形成される配光パターンであり、配光パターンＰｃ２Ｆは、第３
発光チップ１４ａ３から出射して左前方エリア１６ａ１Ｆで反射した光によって形成され
る配光パターンである。
【００９３】
　配光パターンＰｃ２Ｒは、第３発光チップ１４ａ３から出射して左後方エリア１６ａ１
Ｒで反射した光によって形成される配光パターンであり、配光パターンＰｄ２Ｒは、第４
発光チップ１４ａ４から出射して右後方エリア１６ａ２Ｒで反射した光によって形成され
る配光パターンである。
【００９４】
　配光パターンＰｃ１Ｒは、第３発光チップ１４ａ３から出射して右後方エリア１６ａ２
Ｒで反射した光によって形成される配光パターンであり、配光パターンＰｄ１Ｒは、第４
発光チップ１４ａ４から出射して左後方エリア１６ａ１Ｒで反射した光によって形成され
る配光パターンである。
【００９５】
　８つの配光パターンＰｄ１Ｆ、Ｐｄ２Ｆ、Ｐｃ２Ｒ、Ｐｃ１Ｒ、Ｐｃ１Ｆ、Ｐｃ２Ｆ、
Ｐｄ２Ｒ、Ｐｄ１Ｒは、４つの配光パターンＰｄ１Ｆ、Ｐｄ２Ｆ、Ｐｃ２Ｒ、Ｐｃ１Ｒが
Ｖ－Ｖ線の左側に形成され、４つの配光パターンＰｃ１Ｆ、Ｐｃ２Ｆ、Ｐｄ２Ｒ、Ｐｄ１
ＲがＶ－Ｖ線の右側に形成される。
【００９６】
　その際、４つの配光パターンＰｄ１Ｆ、Ｐｄ２Ｆ、Ｐｃ２Ｒ、Ｐｃ１Ｒは、この順番で
Ｖ－Ｖ線から順次左側に離れるようにして互いに部分的に重複した状態で形成される。ま
た、４つの配光パターンＰｃ１Ｆ、Ｐｃ２Ｆ、Ｐｄ２Ｒ、Ｐｄ１Ｒは、この順番でＶ－Ｖ
線から順次右側に離れるようにして互いに部分的に重複した状態で形成される。そして、
配光パターンＰｄ１Ｆと配光パターンＰｃ１ＦとがＶ－Ｖ線の位置で部分的に重複した状
態で形成される。
【００９７】
　本変形例の構成を採用することにより、上記実施形態における横長のスポット状の配光
パターンＰＳをさらに左右両側に拡げた形状を有するとともに滑らかな光度分布を有する
横長の配光パターンとして、ハイビーム用配光パターンＰＨ２を形成することができる。
【００９８】
　なお、このハイビーム用配光パターンＰＨ２を、ハイビーム用配光パターン自体として
ではなく、その一部として形成することも可能である。
【００９９】



(12) JP 6712204 B2 2020.6.17

10

20

30

　また、本変形例の発光ダイオード１１４の代わりに、その第３および第４発光チップ１
１４ａ３、１１４ａ４の左右両側にさらに他の発光チップが追加配置された発光ダイオー
ドを備えた構成とすることも可能である。このような構成とすることにより、ハイビーム
用配光パターンＰＨ２よりもさらに左右両側に大きく拡がるハイビーム用配光パターンを
形成することができる。
【０１００】
　なお、上記実施形態およびその変形例において諸元として示した数値は一例にすぎず、
これらを適宜異なる値に設定してもよいことはもちろんである。
【０１０１】
　また、本願発明は、上記実施形態およびその変形例に記載された構成に限定されるもの
ではなく、これ以外の種々の変更を加えた構成が採用可能である。
【符号の説明】
【０１０２】
　１０、１１０　車両用灯具
　１２　投影レンズ
　１４、１１４　発光ダイオード
　１４ａ１、１１４ａ１　第１発光チップ
　１４ａ２、１１４ａ２　第２発光チップ
　１６　リフレクタ
　１６ａ　反射面
　１６ａ１Ｆ　左前方エリア
　１６ａ１Ｒ　左後方エリア
　１６ａ２Ｆ　右前方エリア
　１６ａ２Ｒ　右後方エリア
　１８　レンズホルダ
　２０、１２０　ベース部材
　２２、１２２　基板
　１１４ａ３　第３発光チップ
　１１４ａ４　第４発光チップ
　Ａ、Ａ１、Ａ２　発光中心
　Ａｘ　光軸
　Ｆ　後側焦点
　Ｌｖ　輝度
　Ｐａ１Ｆ、Ｐａ１Ｒ、Ｐａ２Ｆ、Ｐａ２Ｒ、Ｐｂ１Ｆ、Ｐｂ１Ｒ、Ｐｂ２Ｆ、Ｐｂ２Ｒ
、Ｐｃ１Ｆ、Ｐｃ１Ｒ、Ｐｃ２Ｆ、Ｐｃ２Ｒ、Ｐｄ１Ｆ、Ｐｄ１Ｒ、Ｐｄ２Ｆ、Ｐｄ２Ｒ
　配光パターン
　ＰＨ１、ＰＨ２　ハイビーム用配光パターン
　ＰＳ　配光パターン（横長のスポット状の配光パターン）
　ＲＰ　基準鉛直面
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