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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の灯具ユニットからの光照射により、上端縁にカットオフラインを有する所定の配
光パターンを形成するように構成された車両用前照灯において、
　上記複数の灯具ユニットが、共通のユニット支持部材に支持されており、
　上記各灯具ユニットが、投影レンズと、この投影レンズの後方側焦点よりも後方側に配
置された発光素子と、上記後方側焦点近傍に配置され、上記カットオフラインを形成する
ために上記発光素子からの光の一部の直進を阻止する直進阻止部材とを備えてなり、
　上記投影レンズと上記直進阻止部材とが光制御部材として一体的に形成されており、こ
の光制御部材と上記発光素子とが別々に上記ユニット支持部材に取り付けられており、
　上記ユニット支持部材が、ダイカスト鋳造品で構成されており、かつ、ランプボディに
対して傾動可能に支持されており、
　このユニット支持部材が、鉛直パネル部と、この鉛直パネル部から複数箇所において前
方へ延びるユニット取付部とを備えてなり、
　上記発光素子が、該発光素子の発光チップが鉛直上向きになるように配置された状態で
、上記ユニット支持部材のユニット取付部に取り付けられており、
　この発光素子の上記ユニット取付部への取付けが、該発光素子を支持する金属製の支持
プレートを上記ユニット取付部に形成された光源固定部に固定することにより行われてい
る、ことを特徴とする車両用前照灯。
【請求項２】
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　上記光制御部材が、インサート成形品として構成されている、ことを特徴とする請求項
１記載の車両用前照灯。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、複数の灯具ユニットからの光照射により、上端縁にカットオフラインを有
する所定の配光パターンを形成するように構成された車両用前照灯に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に車両用前照灯は、上端縁にカットオフラインを有するロービーム用配光パターン
を形成し得る構成となっており、これにより対向車ドライバ等にグレアを与えないように
しつつ、自車ドライバの前方視認性をできるだけ確保するように構成されている。
【０００３】
　その際「特許文献１」には、発光素子を光源とする複数の灯具ユニットからの光照射に
より、ロービーム用配光パターンを形成するように構成された車両用前照灯が記載されて
いる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１２３５１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記「特許文献１」に記載された灯具構成を採用することにより、灯具の薄型化を図る
ことが可能となるが、このようにした場合には、複数の灯具ユニットの各々について光軸
調整を行う必要がある。
【０００６】
　これに対し、複数の灯具ユニットが共通のユニット支持部材に支持された構成とすれば
、ユニット支持部材を傾動させることにより、複数の灯具ユニットの光軸調整を一括して
行うことが可能となる。
【０００７】
　しかしながら、このようにした場合には、複数の灯具ユニットが取り付けられたユニッ
ト支持部材が、さらにランプボディ等に取り付けられることとなるので、灯具構成が複雑
なものとなってしまう、という問題がある。
【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、複数の灯具ユニットから
の光照射により、上端縁にカットオフラインを有する所定の配光パターンを形成するよう
に構成された車両用前照灯において、灯具の薄型化を図った上で、灯具構成を複雑化する
ことなく、複数の灯具ユニットの光軸調整を一括して行うことができる車両用前照灯を提
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】
　本願発明は、各灯具ユニットを所定の構成要素に分けて共通のユニット支持部材に取り
付けるように構成することにより、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前照灯は、
　複数の灯具ユニットからの光照射により、上端縁にカットオフラインを有する所定の配
光パターンを形成するように構成された車両用前照灯において、
　上記複数の灯具ユニットが、共通のユニット支持部材に支持されており、
　上記各灯具ユニットが、投影レンズと、この投影レンズの後方側焦点よりも後方側に配
置された発光素子と、上記後方側焦点近傍に配置され、上記カットオフラインを形成する
ために上記発光素子からの光の一部の直進を阻止する直進阻止部材とを備えてなり、



(3) JP 4264335 B2 2009.5.13

10

20

30

40

50

　上記投影レンズと上記直進阻止部材とが光制御部材として一体的に形成されており、こ
の光制御部材と上記発光素子とが別々に上記ユニット支持部材に取り付けられており、
　上記ユニット支持部材が、ダイカスト鋳造品で構成されており、かつ、ランプボディに
対して傾動可能に支持されており、
　このユニット支持部材が、鉛直パネル部と、この鉛直パネル部から複数箇所において前
方へ延びるユニット取付部とを備えてなり、
　上記発光素子が、該発光素子の発光チップが鉛直上向きになるように配置された状態で
、上記ユニット支持部材のユニット取付部に取り付けられており、
　この発光素子の上記ユニット取付部への取付けが、該発光素子を支持する金属製の支持
プレートを上記ユニット取付部に形成された光源固定部に固定することにより行われてい
る、ことを特徴とするものである。
【００１１】
　上記「所定の配光パターン」は、上端縁にカットオフラインを有する配光パターンであ
れば、ロービーム用配光パターンであってもよいし、このロービーム用配光パターンの一
部を構成する配光パターンであってもよい。後者の配光パターンの場合、この配光パター
ンと上記複数の灯具ユニット以外の灯具ユニットからの光照射により形成される配光パタ
ーンとの合成配光パターンとしてロービーム用配光パターンを形成することが可能である
。
【００１２】
　上記「発光素子」とは、略点状に発光する発光部を有する素子状の光源を意味するもの
であって、その種類は特に限定されるものではなく、例えば、発光ダイオードやレーザダ
イオード等が採用可能である。
【００１３】
　上記「直進阻止部材」は、カットオフラインを形成し得る態様で、発光素子からの光の
一部の直進を阻止するように構成されたものであれば、その具体的な構成は特に限定され
るものではなく、例えば、遮光部材や反射部材等でこれを構成することが可能である。こ
こで「発光素子からの光」は、発光素子から直射光であってもよいし、他の光学部材で反
射した光あるいは他の光学部材を透過した光であってもよい。
【００１４】
　上記「光制御部材」は、投影レンズと直進阻止部材とが一体的に形成されたものであれ
ば、一体成形品あるいはインサート成形品等として構成されたものであってもよいし、投
影レンズと直進阻止部材とが溶着（例えばレーザ溶接等）や接着等により一体化されたも
のであってもよい。
【発明の効果】
【００１５】
　上記構成に示すように、本願発明に係る車両用前照灯は、発光素子を光源とする複数の
灯具ユニットからの光照射により、上端縁にカットオフラインを有する所定の配光パター
ンを形成するように構成されているので、灯具の薄型化を図ることができる。
【００１６】
　また、本願発明に係る車両用前照灯においては、複数の灯具ユニットが共通のユニット
支持部材に支持されているので、このユニット支持部材を傾動させることにより、これら
複数の灯具ユニットの光軸調整を一括して行うことができる。
【００１７】
　さらに、本願発明に係る車両用前照灯においては、各灯具ユニットを構成する投影レン
ズと直進阻止部材とが光制御部材として一体的に形成されており、この光制御部材と発光
素子とが別々にユニット支持部材に取り付けられているので、次のような作用効果を得る
ことができる。
【００１８】
　すなわち、投影レンズの後方側焦点近傍に配置された直進阻止部材により、発光素子か
らの光の一部の直進を阻止するように構成された灯具ユニットにおいて、鮮明なカットオ
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フラインを所定位置に精度良く形成するためには、投影レンズと直進阻止部材との位置関
係の精度を確保しておくことが極めて重要であり、一方、これらと発光素子との位置関係
の精度はさほど重要ではない。
【００１９】
　そこで本願発明のように、位置関係の精度が要求される投影レンズと直進阻止部材とを
光制御部材として一体的に形成しておき、この光制御部材と発光素子とを別々にユニット
支持部材に取り付ける構成とすれば、灯具ユニットの配光性能に影響を及ぼすことなく灯
具ユニットを完成させることができる。そして、このように灯具ユニットの構成要素を別
々にユニット支持部材に取り付けるようにすることにより、灯具ユニットを完成状態でユ
ニット支持部材に取り付けるようにした場合に比して灯具構成を簡素化することができる
。
【００２０】
　このように本願発明によれば、複数の灯具ユニットからの光照射により、上端縁にカッ
トオフラインを有する所定の配光パターンを形成するように構成された車両用前照灯にお
いて、灯具の薄型化を図った上で、灯具構成を複雑することなく、複数の灯具ユニットの
光軸調整を一括して行うことができる。
【００２１】
　しかも本願発明においては、ユニット支持部材がダイカスト鋳造品で構成されているの
で、次のような作用効果を得ることができる。
【００２２】
　すなわち、各灯具ユニットの発光素子はその発光に伴って発熱するが、これら各発光素
子はダイカスト鋳造品で構成されたユニット支持部材に取り付けられているので、各発光
素子で発生した熱を熱伝導作用により大きな熱容量を有するユニット支持部材に速やかに
移動させることができ、これにより発光素子の温度上昇を抑制することができる。そして
これにより、発光素子の光源光束が減少したり発光色が変化してしまうのを効果的に抑制
することができる。
【００２３】
　また上記構成において、光制御部材をインサート成形品として構成すれば、次のような
作用効果を得ることができる。
【００２４】
　すなわち、投影レンズをインサートとしてインサート成形を行うようにすれば、予め投
影レンズを単品で成形した上で、この投影レンズと直進阻止部材とをインサート成形によ
り一体化することができる。そしてこれにより、投影レンズの形状精度を十分に確保した
上で、この投影レンズと直進阻止部材との位置関係の精度を高めることができる。
【００２５】
　上記構成において、複数の灯具ユニットのうち少なくとも一部の灯具ユニットの各々を
、発光素子からの光を前方へ向けて投影レンズの後方側焦点近傍へ略収束させるように反
射させるリフレクタを備えた構成とすれば、発光素子からの光に対する光束利用率を高め
ることができる。その際、リフレクタは、光制御部材および発光素子とは別にユニット支
持部材に取り付けるようにしてもよいし、光制御部材あるいは発光素子と共にユニット支
持部材に取り付けるようにしてもよい。
【００２６】
　この場合において、これら少なくとも一部の灯具ユニットの各々の直進阻止部材を、リ
フレクタからの光を反射させるよう、所定の表面形状で投影レンズの後方側焦点近傍から
後方へ延びるように形成された反射面を有する構成とすれば、発光素子からの光に対する
光束利用率を一層高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　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。
【００２８】
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　図１は、本願発明の一実施形態に係る車両用前照灯を示す正面図であり、図２は、図１
のII-II 線断面図であり、図３は、図２のIII-III 線断面図である。
【００２９】
　これらの図に示すように、本実施形態に係る車両用前照灯１０は、車両前端部右側に設
けられる灯具であって、ランプボディ１２とその前端開口部に取り付けられた素通し状の
透光カバー１４とで形成される灯室内に、８つの灯具ユニット３０、５０、７０が４つず
つ上下２段配置で収容された構成となっている。そして、この車両用前照灯１０において
は、これら８つの灯具ユニット３０、５０、７０からの光照射により、ロービーム用配光
パターンを形成するようになっている。
【００３０】
　上記灯室内には、透光カバー１４に沿ってインナパネル１６が設けられており、このイ
ンナパネル１６における各灯具ユニット３０、５０、７０に対応する位置には、これらを
囲む筒状開口部１６ａが各々形成されている。
【００３１】
　８つの灯具ユニット３０、５０、７０は、いずれもプロジェクタ型の灯具ユニットとし
て構成されており、共通のユニット支持部材２０に取り付けられた状態で、エイミング機
構２２を介してランプボディ１２に上下方向および左右方向に傾動可能に支持されている
。
【００３２】
　ユニット支持部材２０は、ダイカスト鋳造品（例えばアルミダイカスト鋳造品等）で構
成されており、鉛直パネル部２０Ａと、この鉛直パネル部２０Ａから複数箇所において前
方へ棚状に延びるユニット取付部２０Ｂと、鉛直パネル部２０Ａから後方へ延びる複数の
放熱フィンからなるヒートシンク部２０Ｃとを備えてなっている。
【００３３】
　ヒートシンク部２０Ｃは、左右２箇所に設けられており、ランプボディ１２の後面壁の
２箇所に形成された円形の開口部１２ａから灯具外部空間へ突出している。これら各開口
部１２ａには、シール用のゴムカバー１８が取り付けられいる。このゴムカバー１８は、
その内周部においてヒートシンク部２０Ｃの外周面基端部に嵌合装着されるとともに、そ
の外周部においてランプボディ１２の開口部１２ａに嵌合装着されている。
【００３４】
　各灯具ユニット３０、５０、７０は、その光軸Ａｘが鉛直パネル部２０Ａと略直交する
方向に互いに平行に延びている。そして、これら各灯具ユニット３０、５０、７０の光軸
Ａｘは、エイミング機構２２による光軸調整が完了した段階では、車両前後方向に対して
０．５～０．６°程度下向きの方向に延びるように設定されている。
【００３５】
　８つの灯具ユニット３０、５０、７０のうち、上段において車幅方向外側寄りに位置す
る３つの灯具ユニット３０は中拡散用灯具ユニットとして構成されており、下段において
車幅方向外側寄りに位置する３つの灯具ユニット５０は集光用灯具ユニットとして構成さ
れており、上下各段において車幅方向内側の端部に位置する２つの灯具ユニット７０は広
拡散用灯具ユニットとして構成されている。
【００３６】
　次に、各灯具ユニット３０、５０、７０の具体的構成について説明する。
【００３７】
　まず、中拡散用灯具ユニット３０の具体的構成について説明する。
【００３８】
　図４は、中拡散用灯具ユニット３０を詳細に示す、図２の要部拡大図であり、図５およ
び６は、その側断面図および平断面図であり、図７は、図４のVII-VII 線断面図である。
また、図８は、中拡散用灯具ユニット３０のユニット支持部材２０への取付構造を説明す
るための分解斜視図である。
【００３９】



(6) JP 4264335 B2 2009.5.13

10

20

30

40

50

　これらの図にも示すように、中拡散用灯具ユニット３０は、光軸Ａｘ上に配置された投
影レンズ３２と、この投影レンズ３２の後方に配置された発光素子３４と、この発光素子
３４を上方側から覆うように配置されたリフレクタ３６と、発光素子３４と投影レンズ３
２との間に配置された直進阻止部材３８とを備えてなっている。
【００４０】
　この中拡散用灯具ユニット３０においては、その投影レンズ３２と直進阻止部材３８と
がインサート成形により光制御部材４０として一体的に形成されている。そして、この中
拡散用灯具ユニット３０は、その発光素子３４とリフレクタ３６および光制御部材４０と
が別々にユニット支持部材２０のユニット取付部２０Ｂに取り付けられることにより、灯
具ユニットとして完成する構成となっている。
【００４１】
　投影レンズ３２は、前方側表面が凸面で後方側表面が平面の平凸レンズとして構成され
た透明樹脂製レンズ（例えばアクリル樹脂製レンズ）であって、その焦点距離ｆ１は比較
的短い値に設定されている。
【００４２】
　発光素子３４は、０．３～１ｍｍ四方程度の大きさの発光チップ３４ａを有する白色発
光ダイオードであって、正六角形の金属製の支持プレート４２に支持されている。そして
、この発光素子３４は、その発光チップ３４ａが光軸Ａｘ上において鉛直上向きになるよ
うに配置された状態で、ユニット支持部材２０のユニット取付部２０Ｂに取り付けられて
いる。
【００４３】
　リフレクタ３６は、発光素子３４からの光を前方へ向けて光軸Ａｘ寄りに反射させて投
影レンズ３２の後方側焦点Ｆ近傍に略収束させるように構成されている。具体的には、こ
のリフレクタ３６の反射面３６ａは、光軸Ａｘを含む断面形状が略楕円形状に設定されて
おり、その離心率が鉛直断面から水平断面へ向けて徐々に大きくなるように設定されてい
る。そして、この反射面３６ａは、発光素子３４からの光を後方側焦点Ｆのやや前方位置
に略収束させるようになっている。
【００４４】
　このリフレクタ３６には左右１対のブラケット３６ｂが形成されている。そして、この
リフレクタ３６は、その周縁下端部をユニット支持部材２０のユニット取付部２０Ｂの上
面に当接させた状態で、両ブラケット３６ｂにおいてユニット支持部材２０にネジ締め固
定されている。
【００４５】
　直進阻止部材３８は、透明樹脂製部材（例えばポリカーボネート樹脂製部材）であって
、その上面３８ａが灯具正面視において略へ字状に形成された本体部３８Ａと、この本体
部３８Ａの前端部から前方へ延長形成されたレンズホルダ部３８Ｂとからなっている。
【００４６】
　本体部３８Ａの上面３８ａは、投影レンズ３２の後方側焦点Ｆから後方へ延びており、
その前端縁３８ａ１は投影レンズ３２の後方側焦点Ｆの焦点面に沿って略円弧状に形成さ
れている。この上面３８ａは、光軸Ａｘよりも左側（灯具正面視では右側）の領域が光軸
Ａｘから左方向へ水平に延びる平面で構成されており、光軸Ａｘよりも右側の領域が光軸
Ａｘから右方向へ斜め下向き（例えば１５°下向き）に延びる平面で構成されている。そ
して、この上面３８ａにはアルミニウム蒸着等による反射面処理が施されており、これに
より該上面３８ａはリフレクタ３６の反射面３６ａからの反射光の一部の直進を阻止して
これを上向きに反射させる反射面として構成されている。
【００４７】
　レンズホルダ部３８Ｂは、本体部３８Ａの前端部から下方へ湾曲するようにして前方へ
延びており、その前端部に形成された半円弧状の位置決め溝３８ｂにおいて投影レンズ３
２を固定支持するようになっている。上述したように、この固定支持は、インサート成形
により投影レンズ３２と直進阻止部材３８とを光制御部材４０として一体的に形成するこ
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とによって行われるが、その際、投影レンズ３２をインサートとして直進阻止部材３８の
射出成形が行われるようになっている。
【００４８】
　直進阻止部材３８には、その本体部３８Ａの後端部に左右１対のブラケット３８ｃが形
成されている。また、直進阻止部材３８における本体部３８Ａの下方には、レンズホルダ
部３８Ｂから後方へ突出する位置決めピン３８ｄが形成されており、この位置決めピン３
８ｄと本体部３８Ａとの間には両者を連結する鉛直リブ３８ｅが形成されている。
【００４９】
　一方、ユニット支持部材２０のユニット取付部２０Ｂは、発光素子３４を固定支持する
光源固定部２０Ｂ１と、この光源固定部２０Ｂ１の左右両側に所定間隔をおいて配置され
た１対のボス部２０Ｂ２と、これら１対のボス部２０Ｂ２の間に配置されたリフレクタ支
持部２０Ｂ３と、光源固定部２０Ｂ１の下方に配置されたピン受け部２０Ｂ４とからなり
、その前端面２０ａは、ユニット支持部材２０の金型抜き方向と直交する、鉛直パネル部
２０Ａと平行な平面で構成されている。
【００５０】
　このユニット取付部２０Ｂのリフレクタ支持部２０Ｂ３は、その上面が、直進阻止部材
３８の上面３８ａと面一となるようにして、灯具正面視において略へ字状に形成されてい
る。
【００５１】
　また、このユニット取付部２０Ｂのピン受け部２０Ｂ４は、直進阻止部材３８の位置決
めピン３８ｄと対向する位置に形成されている。このピン受け部２０Ｂ４と光源固定部２
０Ｂ１との間には両者を連結する鉛直リブ２０ｃが形成されている。
【００５２】
　そして、直進阻止部材３８は、その本体部３８Ａの各ブラケット３８ｃおよび位置決め
ピン３８ｄを、ユニット支持部材２０のユニット取付部２０Ｂの前端面２０ａに対して、
その各ボス部２０Ｂ２およびピン受け部２０Ｂ４の位置で当接させた状態で、両ブラケッ
ト３８ｃにおいてユニット支持部材２０にネジ締め固定されている。
【００５３】
　このネジ締め固定は、直進阻止部材３８とリフレクタ３６とを共締めすることにより行
われている。これを実現するため、リフレクタ３６の各ブラケット３６ｂと直進阻止部材
３８の各ブラケット３８ｃには、ネジ４４を挿通させるためのネジ挿通孔３６ｂ１、３８
ｃ１が同一直線上に形成されており、また、ユニット支持部材２０のユニット取付部２０
Ｂの前端面２０ａには、各ボス部２０Ｂ２の位置にネジ穴２０ｂが形成されている。
【００５４】
　直進阻止部材３８の各ブラケット３８ｃには、その後面におけるネジ挿通孔３８ｃ１の
上方近傍部位に球面状突起部３８ｃ２が形成されている。そしてこれにより、直進阻止部
材３８のネジ締め固定が、ユニット支持部材２０に対して直進阻止部材３８を３箇所で当
接させた状態で行われるようになっている。
【００５５】
　このネジ締め固定時の締付荷重は、図７に示すように、直進阻止部材３８の取付中心Ｐ
、すなわちユニット支持部材２０の左右１対のネジ穴２０ｂの中心を結ぶ線分の中点、に
合力として作用することとなる。この取付中心Ｐは、位置決めピン３８ｄの中心および左
右１対の球面状突起部３８ｃ２の中心を結ぶ線分で形成される三角形の略中央に位置して
いるので、直進阻止部材３８のユニット支持部材２０に対する取付けは、三点支持構造に
より精度良く安定的に行われることとなる。
【００５６】
　上述したように、本実施形態においては投影レンズ３２と直進阻止部材３８とが光制御
部材４０として一体的に形成されているので、直進阻止部材３８をユニット支持部材２０
に取り付けることにより、投影レンズ３２も同時にユニット支持部材２０に取り付けられ
ることとなる。
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【００５７】
　一方、発光素子３４のユニット支持部材２０への固定は、該発光素子３４を支持する支
持プレート４２を、ユニット取付部２０Ｂの光源固定部２０Ｂ１に形成された凹溝部２０
ｄに前方側から圧入することにより行われている。
【００５８】
　次に、集光用灯具ユニット５０の具体的構成について説明する。
【００５９】
　図９は、集光用灯具ユニット５０を詳細に示す平断面図である。
【００６０】
　同図に示すように、この集光用灯具ユニット５０も、その発光素子５４およびリフレク
タ５６の構成については、中拡散用灯具ユニット３０の発光素子３４およびリフレクタ３
６と全く同様であり、光制御部材６０についても、以下の点を除き、中拡散用灯具ユニッ
ト３０の光制御部材４０と全く同様である。
【００６１】
　すなわち、光制御部材６０は、その投影レンズ５２の焦点距離ｆ２が、灯具ユニット３
０の投影レンズ３２の焦点距離ｆ１よりも大きい値に設定されている。これに対応して、
光制御部材６０の直進阻止部材５８は、そのレンズホルダ部５８Ｂの前後長が、灯具ユニ
ット３０のレンズホルダ部３８Ｂよりも大きい値に設定されている。
【００６２】
　この集光用灯具ユニット５０は、中拡散用灯具ユニット３０と同様、その発光素子５４
とリフレクタ５６および光制御部材６０とが別々にユニット支持部材２０のユニット取付
部２０Ｂに取り付けられることにより、灯具ユニットとして完成する構成となっている。
【００６３】
　次に、広拡散用灯具ユニット７０の具体的構成について説明する。
【００６４】
　図１０は、広拡散用灯具ユニット７０を詳細に示す平断面図である。
【００６５】
　同図に示すように、この広拡散用灯具ユニット７０は、その発光素子７４および光制御
部材８０の投影レンズ７２の構成については、中拡散用灯具ユニット３０の発光素子３４
および投影レンズ３２と全く同様であり、リフレクタ７６および光制御部材８０の直進阻
止部材７８についても、以下の点を除き、中拡散用灯具ユニット３０のリフレクタ３６お
よび直進阻止部材３８と全く同様である。
【００６６】
　すなわち、リフレクタ７６の基本的な構成はリフレクタ３６と同様であり、その反射面
７６ａは、光軸Ａｘを含む断面形状が略楕円形状に設定されるとともに、その離心率が鉛
直断面から水平断面へ向けて徐々に大きくなるように設定されているが、その際の離心率
の増加率がリフレクタ３６よりも大きい値に設定されている。これによりリフレクタ７６
はリフレクタ３６よりも横幅が大きいものとなっている。
【００６７】
　また、直進阻止部材７８の基本的な構成は直進阻止部材３８と同様であり、その本体部
７８Ａの上面７８ａが投影レンズ７２の後方側焦点Ｆから後方へ延びており、そして、こ
の上面７８ａには反射面処理が施されているが、この上面７８ａは、その全領域が光軸Ａ
ｘを含む水平面で構成されている。これに伴って、リフレクタ７６の周縁下端部およびユ
ニット支持部材２０のリフレクタ支持部２０Ｂ３の上面も水平面状に形成されている。
【００６８】
　この広拡散用灯具ユニット７０は、中拡散用灯具ユニット３０と同様、その発光素子７
４とリフレクタ７６および光制御部材８０とが別々にユニット支持部材２０のユニット取
付部２０Ｂに取り付けられることにより、灯具ユニットとして完成する構成となっている
。
【００６９】
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　図１１は、本実施形態に係る車両用前照灯１０から前方へ照射される光により灯具前方
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ロービーム用配光パターン
を透視的に示す図である。
【００７０】
　同図に示すように、このロービーム用配光パターンＰＬは、左配光の配光パターンであ
って、上端縁に水平カットオフラインＣＬ１とこの水平カットオフラインＣＬ１から所定
角度（例えば１５°）で立ち上がる斜めカットオフラインＣＬ２とを有しており、両カッ
トオフラインＣＬ１、ＣＬ２の交点であるエルボ点Ｅの位置は、灯具正面方向の消点であ
るＨ－Ｖの０．５～０．６°程度下方の位置に設定されている。そして、このロービーム
用配光パターンＰＬにおいては、エルボ点Ｅを囲むようにして高光度領域であるホットゾ
ーンＨＺＬが形成されている。
【００７１】
　このロービーム用配光パターンＰＬは、３つの中拡散用灯具ユニット３０からの光照射
によって形成される３つの中拡散用配光パターンＰＬ１と、３つの集光用灯具ユニット５
０からの光照射によって形成される３つの集光用配光パターンＰＬ２と、２つの広拡散用
灯具ユニット７０からの光照射によって形成される２つの広拡散用配光パターンＰＬ３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。
【００７２】
　図１２（ａ）に示すように、中拡散用灯具ユニット３０からの光照射によって形成され
る中拡散用配光パターンＰＬ１においては、直進阻止部材３８における本体部３８Ａの上
面３８ａの前端縁３８ａ１の反転投影像として、水平および斜めカットオフラインＣＬ１
、ＣＬ２が形成されるようになっている。その際、この本体部３８Ａの上面３８ａは反射
面として構成されているので、図５において２点鎖線で示すようにリフレクタ３６の反射
面３６ａからの反射光のうち投影レンズ３２から上向きに出射すべき光も、該上面３８ａ
の反射作用により、同図に実線で示すように投影レンズ３２から下向きに出射する光とし
て利用するようになっている。そしてこれにより、発光素子３４からの出射光の光束利用
率を高めるとともに、ホットゾーンＨＺＬ１の形成を行うようになっている。
【００７３】
　また、図１２（ｂ）に示すように、集光用灯具ユニット５０からの光照射によって形成
される集光用配光パターンＰＬ２においては、直進阻止部材５８における本体部５８Ａの
上面５８ａの前端縁５８ａ１の反転投影像として、水平および斜めカットオフラインＣＬ
１、ＣＬ２が形成されるようになっている。その際、この本体部３８Ａの上面５８ａは反
射面として構成されているので、リフレクタ５６の反射面５６ａからの反射光のうち投影
レンズ５２から上向きに出射すべき光も、該上面５８ａの反射作用により、投影レンズ５
２から下向きに出射する光として利用するようになっている。そしてこれにより、発光素
子５４からの出射光の光束利用率を高めるとともに、ホットゾーンＨＺＬ２の形成を行う
ようになっている。
【００７４】
　この集光用配光パターンＰＬ２は、投影レンズ５２の焦点距離ｆ２が投影レンズ３２の
焦点距離ｆ１よりも大きい値に設定されていることから、中拡散用配光パターンＰＬ１に
比して小さく明るいものとなっており、そのホットゾーンＨＺＬ２も中拡散用配光パター
ンＰＬ１のホットゾーンＨＺＬ１に比して小さく明るいものとなっている。
【００７５】
　一方、図１２（ｃ）に示すように、広拡散用灯具ユニット７０からの光照射によって形
成される広拡散用配光パターンＰＬ３においては、直進阻止部材７８における本体部７８
Ａの上面７８ａの前端縁７８ａ１の反転投影像として、水平カットオフラインＣＬ１が形
成されるようになっている。その際、この本体部７８Ａの上面７８ａは反射面として構成
されているので、リフレクタ７６の反射面７６ａからの反射光のうち投影レンズ７２から
上向きに出射すべき光も、該上面７８ａの反射作用により、投影レンズ７２から下向きに
出射する光として利用するようになっている。そしてこれにより、発光素子７４からの出
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射光の光束利用率を高めるとともに、ホットゾーンＨＺＬ３の形成を行うようになってい
る。
【００７６】
　この広拡散用配光パターンＰＬ２は、リフレクタ７６の反射面７６ａの鉛直断面から水
平断面への離心率の変化率がリフレクタ３６よりも大きい値に設定されていることから、
中拡散用配光パターンＰＬ１に比して左右拡散角が大きいものとなっている。なお、この
広拡散用配光パターンＰＬ３の上端縁に水平カットオフラインＣＬ１のみ形成されており
、斜めカットオフラインＣＬ２が形成されていないのは、直進阻止部材７８における本体
部７８Ａの上面７８ａが水平面状に形成されていることによるものである。
【００７７】
　以上詳述したように、本実施形態に係る車両用前照灯１０は、発光素子３４、５４、７
４を光源とする８つの灯具ユニット３０、５０、７０からの光照射により、上端縁に水平
および斜めカットオフラインＣＬ１、ＣＬ２を有するロービーム用配光パターンＰＬを形
成するように構成されているので、灯具の薄型化を図ることができる。
【００７８】
　また、これら８つの灯具ユニット３０、５０、７０は共通のユニット支持部材２０に支
持されているので、このユニット支持部材２０を傾動させることにより、これら８つの灯
具ユニット３０、５０、７０の光軸調整を一括して行うことができる。
【００７９】
　さらに、これら各灯具ユニット３０、５０、７０は、これを構成する投影レンズ３２、
５２、７２と直進阻止部材３８、５８、７８とが光制御部材４０、６０、８０として一体
的に形成されており、この光制御部材４０、６０、８０と発光素子３４、５４、７４とが
別々にユニット支持部材２０に取り付けられているので、次のような作用効果を得ること
ができる。
【００８０】
　すなわち、投影レンズ３２、５２、７２の後方側焦点Ｆ近傍に配置された直進阻止部材
３８、５８、７８により発光素子３４、５４、７４からの光の一部の直進を阻止するよう
に構成された灯具ユニット３０、５０、７０において、鮮明なカットオフラインを所定位
置に精度良く形成するためには、投影レンズ３２、５２、７２と直進阻止部材３８、５８
、７８との位置関係の精度を確保しておくことが極めて重要であり、一方、これらと発光
素子３４、５４、７４との位置関係の精度はさほど重要ではない。
【００８１】
　そこで本実施形態のように、位置関係の精度が要求される投影レンズ３２、５２、７２
と直進阻止部材３８、５８、７８とを光制御部材４０、６０、８０として一体的に形成し
ておき、この光制御部材４０、６０、８０と発光素子３４、５４、７４とを別々にユニッ
ト支持部材２０に取り付ける構成とすれば、灯具ユニット３０、５０、７０の配光性能に
影響を及ぼすことなく灯具ユニット３０、５０、７０を完成させることができる。そして
、このように灯具ユニット３０、５０、７０の構成要素を別々にユニット支持部材２０に
取り付けるようにすることにより、灯具ユニットを完成状態でユニット支持部材２０に取
り付けるようにした場合に比して灯具構成を簡素化することができる。
【００８２】
　このように本実施形態によれば、灯具の薄型化を図った上で、灯具構成を複雑すること
なく、８つの灯具ユニット３０、５０、７０の光軸調整を一括して行うことができる。
【００８３】
　その際、本実施形態においては、８つの灯具ユニット３０、５０、７０が、中拡散用灯
具ユニット３０、集光用灯具ユニット５０および広拡散用灯具ユニット７０の３種類の灯
具ユニットで構成されているので、これらによって形成されるロービーム用配光パターン
ＰＬを、中拡散用配光パターンＰＬ１、集光用配光パターンＰＬ２および広拡散用配光パ
ターンＰＬ３の合成配光パターンとして形成することができ、これによりロービーム用配
光パターンＰＬを配光ムラの少ない滑らかな光度分布を有するものとすることができる。
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【００８４】
　しかも本実施形態においては、ユニット支持部材２０がダイカスト鋳造品で構成されて
いるので、次のような作用効果を得ることができる。
【００８５】
　すなわち、各灯具ユニット３０、５０、７０の発光素子３４、５４、７４はその発光に
伴って発熱するが、これら各発光素子３４、５４、７４はダイカスト鋳造品で構成された
ユニット支持部材２０に取り付けられているので、各発光素子３４、５４、７４で発生し
た熱を熱伝導作用により大きな熱容量を有するユニット支持部材２０に速やかに移動させ
ることができ、これにより発光素子３４、５４、７４の温度上昇を抑制することができる
。そしてこれにより、発光素子３４、５４、７４の光源光束が減少したり発光色が変化し
てしまうのを効果的に抑制することができる。
【００８６】
　また本実施形態においては、光制御部材４０、６０、８０がインサート成形品として構
成されているので、次のような作用効果を得ることができる。
【００８７】
　すなわち、本実施形態のように投影レンズ３２、５２、７２をインサートとしてインサ
ート成形を行うようにすれば、予め投影レンズ３２、５２、７２を単品で成形した上で、
この投影レンズ３２、５２、７２と直進阻止部材３８、５８、７８とをインサート成形に
より一体化することができる。そしてこれにより、投影レンズ３２、５２、７２の形状精
度を十分に確保した上で、この投影レンズ３２、５２、７２と直進阻止部材３８、５８、
７８との位置関係の精度を十分高めることができる。
【００８８】
　本実施形態においては、８つの灯具ユニット３０、５０、７０の各々が、発光素子３４
、５４、７４からの光を前方へ向けて投影レンズ３２、５２、７２の後方側焦点Ｆ近傍へ
略収束させるように反射させるリフレクタ３６、５６、７６を備えているので、発光素子
３４、５４、７４からの光に対する光束利用率を高めることができる。その際、これら各
リフレクタ３６、５６、７６のユニット支持部材２０への取付けは、光制御部材４０、６
０、８０をユニット支持部材２０にネジ締め固定する際に共締めすることにより行われる
ようになっているので、各灯具ユニット３０、５０、７０の組付作業性を高めることがで
きる。
【００８９】
　また本実施形態においては、これら８つの灯具ユニット３０、５０、７０の各々が、リ
フレクタ３６、５６、７６からの光を反射させるよう、所定の表面形状で投影レンズ３２
、５２、７２の後方側焦点Ｆ近傍から後方へ延びるように形成された反射面３８ａ、５８
ａ、７８ａを有する構成となっているので、発光素子３４、５４、７４からの光に対する
光束利用率を一層高めることができる。
【００９０】
　なお、このように各灯具ユニット３０、５０、７０をリフレクタ３６、５６、７６を備
えたプロジェクタ型の灯具ユニットとして構成する代わりに、投影レンズ３２、５２、７
２の後方側焦点Ｆ近傍に、直進阻止部材として、カットオフラインに対応した所定の上端
縁形状を有する遮光部材が配置されるとともに、この遮光部材の後方近傍に発光素子が配
置された構成を採用することも可能である。
【００９１】
　ところで、上記実施形態においては、発光素子３４の発光チップ３４ａが０．３～１ｍ
ｍ四方程度の大きさであるものとして説明したが、これ以外のサイズや外形形状に設定す
ることも可能である。例えば、短辺が１ｍｍで長辺が２ｍｍの長方形、あるいは短辺が１
ｍｍで長辺が４ｍｍの長方形等で構成することが可能である。他の発光素子５４、７４の
発光チップについても同様である。
【００９２】
　また、上記実施形態においては、３つの中拡散用灯具ユニット３０と、３つの集光用灯
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具ユニット５０と、２つの広拡散用灯具ユニット７０とを備えた構成となっているが、こ
れら各灯具ユニットをこれ以外の個数に設定することももちろん可能である。
【００９３】
　なお、上記実施形態に係る車両用前照灯１０は、その灯室内にロービーム用配光パター
ンを形成するための灯具ユニット３０、５０、７０のみが収容された構成となっているが
、ハイビーム用配光パターンを形成するための灯具ユニットについても上記灯室内に収容
された構成とすることももちろん可能である。
【００９４】
　上記実施形態においては、車両前端部右側に設けられる車両用前照灯１０について説明
したが、車両前端部左側に設けられる車両用前照灯についても、上記実施形態と同様の構
成を採用することにより上記実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本願発明の一実施形態に係る車両用前照灯を示す正面図
【図２】図１のII-II 線断面図
【図３】図２のIII-III 線断面図
【図４】上記車両用前照灯の中拡散用灯具ユニットを詳細に示す、図２の要部拡大図
【図５】上記中拡散用灯具ユニットを詳細に示す側断面図
【図６】上記中拡散用灯具ユニットを詳細に示す平断面図
【図７】図４のVII-VII 線断面図
【図８】上記中拡散用灯具ユニットのユニット支持部材への取付構造を説明するための分
解斜視図
【図９】上記車両用前照灯の集光用灯具ユニットを詳細に示す、図６と同様の図
【図１０】上記車両用前照灯の広拡散用灯具ユニットを詳細に示す、図６と同様の図
【図１１】上記車両用前照灯から前方へ照射される光により灯具前方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ロービーム用配光パターンを透視的に示す図
【図１２】上記ロービーム用配光パターンの一部を構成する配光パターンを示す図であっ
て、同図（ａ）は上記中拡散用灯具ユニットからの光照射により形成される配光パターン
を示す図、同図（ｂ）は上記集光用灯具ユニットからの光照射により形成される配光パタ
ーンを示す図、同図（ｃ）は上記広拡散用灯具ユニットからの光照射により形成される配
光パターンを示す図
【符号の説明】
【００９６】
　１０　車両用前照灯
　１２　ランプボディ
　１２ａ　開口部
　１４　透光カバー
　１６　インナパネル
　１６ａ　筒状開口部
　１８　ゴムカバー
　２０　ユニット支持部材
　２０Ａ　鉛直パネル部
　２０Ｂ　ユニット取付部
　２０Ｂ１　光源固定部
　２０Ｂ２　ボス部
　２０Ｂ３　リフレクタ支持部
　２０Ｂ４　ピン受け部
　２０Ｃ　ヒートシンク部
　２０ａ　前端面
　２０ｂ　ネジ穴
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　２０ｃ　鉛直リブ
　２０ｄ　凹溝部
　２２　エイミング機構
　３０　中拡散用灯具ユニット
　３２、５２、７２　投影レンズ
　３４、５４、７４　発光素子
　３４ａ　発光チップ
　３６、５６、７６　リフレクタ
　３６ａ、５６ａ、７６ａ　反射面
　３６ｂ　ブラケット
　３６ｂ１　ネジ挿通孔
　３８、５８、７８　直進阻止部材
　３８Ａ、５８Ａ、７８Ａ　本体部
　３８Ｂ、５８Ｂ、７８Ｂ　レンズホルダ部
　３８ａ、５８ａ、７８ａ　上面
　３８ａ１、５８ａ１、７８ａ１　前端縁
　３８ｂ　位置決め溝
　３８ｃ　ブラケット
　３８ｃ１　ネジ挿通孔
　３８ｃ２　球面状突起部
　３８ｄ　位置決めピン
　３８ｅ　鉛直リブ
　４０、６０、８０　光制御部材
　４２　支持プレート
　４４　ネジ
　５０　集光用灯具ユニット
　７０　広拡散用灯具ユニット
　Ａｘ　光軸
　ＣＬ１　水平カットオフライン
　ＣＬ２　斜めカットオフライン
　Ｅ　エルボ点
　Ｆ　後方側焦点
　ＨＺＬ、ＨＺＬ１、ＨＺＬ２、ＨＺＬ３　ホットゾーン
　Ｐ　取付中心
　ＰＬ　ロービーム用配光パターン
　ＰＬ１、ＰＬ２、ＰＬ３　配光パターン
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