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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤ光源および前記ＬＥＤ光源に熱的に接続された放熱部材を有する光源ユニットを
収容した、アウターレンズとハウジングで形成された灯室と、
　前記灯室から灯室外に延長されて再度前記灯室に至る通気路と、によって密閉構造の空
気循環路が形成されてなる車両用ＬＥＤ灯具であって、
　前記通気路に、前記空気循環路に空気を循環させるためのファンを有した空気循環手段
が設けられており、
　前記アウターレンズには、前記空気循環手段と気密に連通するように貫通孔が設けられ
、
　前記空気循環手段は、前記灯室外の下方前部に前記アウターレンズを介して取り付けら
れており、
　前記通気路の少なくとも一部は前記ハウジングを気密に連通するように前記灯室内まで
延設されたダクトであり、
　前記灯室内に位置する前記ダクトに設けられた吹出口から噴出する空気が直接前記放熱
部材に当てられることで、該放熱部材が冷却されて前記ＬＥＤ光源の点灯時の温度上昇が
抑制されることを特徴とする車両用ＬＥＤ灯具。
【請求項２】
　前記灯室内に温度センサが設けられると共に前記灯室外に前記温度センサによる検知温
度が設定温度以上になると前記空気循環手段を作動させる空気循環手段制御回路を有して
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いることを特徴とする請求項１に記載の車両用ＬＥＤ灯具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＬＥＤを光源とする車両用ＬＥＤ灯具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体発光素子、例えばＬＥＤ素子（チップ）は、周囲温度や駆動（発光）時の自己発
熱により温度が上昇すると、それに起因して発光効率が低下して発光量が減少すると共に
劣化が促進されて寿命が短くなるといった、使用上不利に働く素子特性を有している。そ
こで、ＬＥＤ素子を良好な発光効率を維持しながら長期に亘って安定して駆動できるよう
にするためには、ＬＥＤ素子に何らかの放熱手段を設けて特に駆動時の温度上昇を抑制す
る必要がある。
【０００３】
　その一方、ＬＥＤ（ＬＥＤ素子を発光源とするＬＥＤランプ）は各種ランプに比較して
一般的に小型、低消費電力、長寿命等の利点を有しており、従来この利点を利用してハイ
マウントストップランプ、ストップアンドテールランプ、方向指示灯等の車両用灯具の光
源として使用されており、ＬＥＤを光源とする車両用前照灯も実現されている。
【０００４】
　車両用ＬＥＤ灯具は一般的にアウターレンズとハウジングとによって灯室が形成され、
その灯室内に光源となるＬＥＤが配置される。そしてＬＥＤに電力を給電することにより
発光と同時に熱も発生し、その自己発熱によってＬＥＤ自体の温度が上昇する。その結果
、ＬＥＤの発光効率が低下して灯具の照射光量が低減すると共に、配光性能の悪化によっ
て極端な場合には灯具に要求される配光規格を満足しなくなる可能性もある。
【０００５】
　そこで、上記問題の発生を防止する手段として、放熱構造を有する車両用ＬＥＤ灯具の
提案がなされている。それは図６に示すように、アウターレンズ５０とハウジング５１に
より形成された灯室５２内の所定の位置に半導体発光素子を発光源とする光源ユニット５
３がユニット支持体５３ａを介してハウジング５１に支持されると共に灯室５２外にハウ
ジング５１に沿う導風ダクト５４を備えた構造を有している。
【０００６】
　そして、半導体発光素子と熱的に接続されたヒートシンク６０の下方に、一方が灯室５
２内に位置する放熱用ファン６１と他方が導風ダクト５４内に位置する駆動用ファン６２
とからなる一対のファンが、ハウジング５１に回転可能に貫通支持された回転軸６３を介
して連動保持されている。
【０００７】
　このような空冷機構６４において、半導体発光素子の駆動時の発熱はヒートシンク６０
に伝導され、ヒートシンク６０に伝導された熱は、導風ダクト５４内に導かれた車両走行
風による駆動用ファン６２の回転が回転軸６３を介して伝達された放熱用ファン６１の回
転で生じる空気流により灯室５２内に放散され、これにより半導体発光素子の自己発熱に
よる温度上昇が抑制される。
【０００８】
　その結果、半導体発光素子の発光効率の低下による発光量の減少が抑えられると共に、
半導体発光素子の劣化による寿命の短縮を抑制することができる、というものである（例
えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００７－３５３３５号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、上記構成の車両用ＬＥＤ灯具においては、ヒートシンクが有する熱は密閉空
間とされる灯室内に放散されるために放散熱によって灯室内の温度が徐々に上昇し、それ
に伴ってヒートシンクによる放熱効果が徐々に低下する。そのため、半導体発光素子の駆
動時の温度上昇を十分に抑制することが難しく、半導体発光素子の温度上昇に起因する発
光効率の低下による発光量の減少、半導体発光素子の劣化による寿命の短縮等の問題はい
ずれも残る。また、灯室内の温度上昇による高温環境は該灯室内に位置する放熱用ファン
の寿命を低下させ、信頼性を損なう恐れもある。
【００１１】
　更に、放熱用ファンが灯室内に位置することによって不具合あるいは寿命に際しての修
理や交換作業が煩雑になり、作業に必要な時間が長くなる。
【００１２】
　そこで、本発明は上記問題に鑑みて創案なされたもので、その目的とするところは、信
頼性が高く放熱効率が良好で万一の不具合に対する対処方法が簡易な放熱手段を有し、そ
れによって半導体発光素子の駆動（点灯）時の自己発熱を効率よく放熱することにより該
半導体発光素子の温度上昇を抑制し、よって半導体発光素子の温度上昇に起因する半導体
発光素子の発光効率の低減による発光光量の減少を抑えると共に、同様に半導体発光素子
の温度上昇に起因する半導体発光素子の劣化による寿命の短縮を抑制することが可能な車
両用ＬＥＤ灯具を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載された発明は、ＬＥＤ光源および
前記ＬＥＤ光源に熱的に接続された放熱部材を有する光源ユニットを収容した、アウター
レンズとハウジングで形成された灯室と、前記灯室から灯室外に延長されて再度前記灯室
に至る通気路と、によって密閉構造の空気循環路が形成されてなる車両用ＬＥＤ灯具であ
って、前記通気路に、前記空気循環路に空気を循環させるためのファンを有した空気循環
手段が設けられており、前記アウターレンズには、前記空気循環手段と気密に連通するよ
うに貫通孔が設けられ、前記空気循環手段は、前記灯室外の下方前部に前記アウターレン
ズを介して取り付けられており、前記通気路の少なくとも一部は前記ハウジングを気密に
連通するように前記灯室内まで延設されたダクトであり、前記灯室内に位置する前記ダク
トに設けられた吹出口から噴出する空気が直接前記放熱部材に当てられることで、該放熱
部材が冷却されて前記ＬＥＤ光源の点灯時の温度上昇が抑制されることを特徴とするもの
である。
【００１６】
　また、本発明の請求項２に記載された発明は、請求項１において、前記灯室内に温度セ
ンサが設けられると共に前記灯室外に前記温度センサによる検知温度が設定温度以上にな
ると前記空気循環手段を作動させる空気循環手段制御回路を有していることを特徴とする
ものである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の車両用ＬＥＤ灯具は、ＬＥＤ光源およびＬＥＤ光源に熱的に接続された放熱部
材を有する光源ユニットを収容した灯室と、灯室から灯室外に延長されて再度灯室に至る
通気路とによって密閉構造の空気循環路を設け、通気路に設けられた空気循環手段により
空気循環路を循環する空気によって放熱部材を冷却してＬＥＤ光源の点灯時の温度上昇を
抑制するようにした。
【００１８】
　その結果、信頼性が高く放熱効率が良好で万一の不具合に対する対処方法が簡易な放熱
手段を有し、それによって半導体発光素子の駆動（点灯）時の自己発熱を効率よく放熱す
ることにより該半導体発光素子の温度上昇を抑制し、よって半導体発光素子の温度上昇に
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起因する半導体発光素子の発光効率の低減による発光光量の減少を抑えると共に、同様に
半導体発光素子の温度上昇に起因する半導体発光素子の劣化による寿命の短縮を抑制する
ことが可能な車両用ＬＥＤ灯具を実現することができた。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態に係る説明図である。
【図２】本発明の実施形態に係る部分説明図である。
【図３】本発明の実施形態に係る光学系の説明図である。
【図４】本発明の実施形態に係る放熱系の説明図である。
【図５】本発明の実施形態に係る部分説明図である。
【図６】従来例の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、この発明の好適な実施形態を図１～図５を参照しながら、詳細に説明する（同一
部分については同じ符号を付す）。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、これらの実施形態に限られるもの
ではない。
【００２１】
　図１は本発明に係る実施形態の説明図である。本実施形態の車両用ＬＥＤ灯具４０は灯
具部１と循環ファンモジュール部２０とを備えており、それらは互いに連通する密閉空間
を形成している。
【００２２】
　灯具部１はアウターレンズ２とハウジング３により形成された灯室４内の所定の位置に
光源ユニット５が支持された構成とされ、光源ユニット５の光学系の機能構造は、半導体
発光素子（本実施例ではＬＥＤ素子）を発光源とするＬＥＤ光源６と、ＬＥＤ光源６が実
装されたマウントプレート７と、マウントプレート７に連接されてＬＥＤ光源６を包囲す
る反射面を有すると共に一端を開口とするリフレクタ８と、リフレクタ８の開口前方に位
置する投影レンズ９と、投影レンズ９を支持するレンズホルダ１０を備えている。これに
より所望の配光パターンが形成される。このような光学系の機能構造は、上述の従来例の
車両用ＬＥＤ灯具と同様である。
【００２３】
　また、放熱系の機能構造は、ＬＥＤ光源６が実装されたマウントプレート７にヒートシ
ンク１１が接触固定された構造となっており、このヒートシンク１１を放熱する放熱手段
が灯具部１と循環ファンモジュール部２０とで構成されている。
【００２４】
　循環ファンモジュール部２０は、循環ファンケース２１で囲まれた空間が循環ファン２
２で仕切られて吸入側空間２３と排出側空間２４の２つの空間に分離され、循環ファン２
２を正回転させたときに吸気側となる吸入側空間２３側の循環ファンケース２１に該循環
ファンケース２１を貫通する吸入口１２が設けられ、同じく、循環ファン２２を正回転さ
せたときに送風側となる排出側空間２４側の循環ファンケース２１に該循環ファンケース
２１を貫通する排出口１３が設けられている。
【００２５】
　そこで、灯具部１と循環ファンモジュール部２０とによるヒートシンク１１の具体的な
放熱手段は、灯具部１の下前部に位置するアウターレンズ２に貫通孔１４が設けられ、該
貫通孔１４と循環ファンケース２１の吸入口１２が気密に連通するように循環ファンモジ
ュール部２０を灯具部１の下方前部にアウターレンズ２を介して取付けられている。
【００２６】
　循環ファンモジュール部２０の排出口１３は通気ダクト３０の一方の開口端部３０ａに
気密に接続され、通気ダクト３０の他方の端部３０ｂ側は灯具部１の下部に沿って延設さ
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れて灯具部１の下後部に位置するハウジング３に設けられた貫通孔１５に気密に挿通され
、灯室４内においてヒートシンク１１の近傍に該ヒートシンク１１に沿って配設されてい
る。
【００２７】
　このとき、図２のように、灯室４内において通気ダクト３０のヒートシンク１１に沿う
部分には、ヒートシンク１１に対向する側に複数の吹出口３１が設けられている。また、
図１に戻って、灯室４内の所定の位置に温度センサ１６が配置され、該温度センサ１６の
検知温度が設定温度以上になると循環ファン２２を駆動する循環ファン駆動制御回路（図
示せず）に接続されている。
【００２８】
　次に、光学系における光の様態および放熱系における熱の様態について説明する。
【００２９】
　まず、光学系においては、図３に示すようにＬＥＤ光源６に電力が給電されて点灯する
と、ＬＥＤ光源６からリフレクタ８に向かう光はリフレクタ８で反射されて前方の投影レ
ンズ９方向に向かい、レンズホルダ１０内を導光されて投影レンズ９に至り、投影レンズ
９で所望の配光に制御されてアウターレンズ２を介して車両用ＬＥＤ灯具４０の前方に照
射される。
【００３０】
　次に、放熱系においては、図４示すように放熱系は熱伝導系と空気循環系で構成されて
おり、ＬＥＤ光源６が点灯するとＬＥＤ光源６は光を発すると共に熱も発生し、ＬＥＤ光
源６で発生した熱（自己発熱）は熱伝導によってＬＥＤ光源６が実装されたマウントプレ
ート７に移動し、同様に熱伝導によってマウントプレート７からヒートシンク１１に移動
する。
【００３１】
　一方、空気循環系は、灯室４内に配置された温度センサ１６が常時連続的あるいは断続
的に灯室４内の温度を検出しており、検知された温度が循環ファン駆動制御回路に設定さ
れた温度以上になると該循環ファン駆動制御回路により循環ファン２２が駆動される。
【００３２】
　すると、灯室４内の空気が灯具部１の貫通孔１４及び循環ファンモジュール部２０の吸
入口１２を通して循環ファンモジュール部２０の吸入側空間２３内に吸気され、循環ファ
ン２２の回転によって反対側の排出側空間２４に送られる。
【００３３】
　そして、排出側空間２４に送られた空気は、一方の開口端部３０ａが循環ファンモジュ
ール部２０の排出口１３に気密に接続され、他方の端部３０ｂ側が灯具部１の貫通孔１５
に気密に挿通されて灯室４内においてヒートシンク１１の近傍に該ヒートシンク１１に沿
って配設された通気ダクト３０に送られ、吹出口３１から灯室４内に噴出される（図２参
照）。
【００３４】
　つまり、車両用ＬＥＤ灯具４０には、灯室４、循環ファンモジュール部２０の吸入側空
間２３、排出側空間２４、通気ダクト３０及び灯室４を順次循環する空気の密閉流路が形
成されている。
【００３５】
　このような熱伝導系と空気循環系とによる放熱系において、ＬＥＤ光源６の点灯時に発
生して熱伝導によってヒートシンク１１に移動した熱は、通気ダクト３０の、ヒートシン
ク１１に沿う部分に設けられた複数の吹出口３１から噴出してヒートシンク１１の表面に
吹き付けられた冷風に熱伝達によって移動し、ヒートシンク１１は強制空冷による放熱で
熱を奪われて冷却され、マウントプレート７を介してＬＥＤ光源６の温度上昇が抑制され
る。
【００３６】
　そして、ヒートシンク１１の表面で受熱した熱風は、循環ファン２２により灯室４内を
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経て循環ファンモジュール部２０の吸入側空間２３に吸引される。
【００３７】
　このとき、車両用ＬＥＤ灯具４０の周囲環境は、前部側が大気側（Ａ）に位置するため
低温環境領域（ａ）にあり、後部側がエンジンルーム側（Ｂ）に位置するため高温環境領
域（ｂ）にある。そして、循環ファンモジュール部２０は車両用ＬＥＤ灯具４０の前部側
に位置するためその周囲環境は低温環境領域（ａ）にある。
【００３８】
　そのため、灯室４内から循環ファンモジュール部２０の吸入側空間２３に吸引された熱
風は、該吸入側空間２３から循環ファン２２を介して排出側空間２４に送られて通気ダク
ト３０に送出されるまでの間、つまり、循環ファンモジュール部２０の吸入側空間２３内
と排出側空間２４内にある間に周囲の低温環境領域（ａ）にある冷気との間で熱交換が行
われ、冷気に熱が奪われて温度が低下する。
【００３９】
　そして、循環ファンモジュール部２０で低温化された冷風は通気ダクト３０を通じてヒ
ートシンク１１に沿う部分に送られ、複数の吹出口３１から噴出してヒートシンク１１の
表面に吹き付けられてヒートシンク１１が強制空冷で冷却される。
【００４０】
　このように、ＬＥＤ光源６及びＬＥＤ光源６にマウントプレート７介して熱的に接続さ
れたヒートシンク１１を備えた光源ユニット５は密閉空間である灯室４内に位置するにも
かかわらず、灯室４、循環ファンモジュール部２０の吸入側空間２３、排出側空間２４、
及び通気ダクト３０で形成される循環流路を循環する空気によりヒートシンク１１が効率
よく冷却され、それによってＬＥＤ光源６の温度上昇の抑制効果が効果的に発揮され、Ｌ
ＥＤ素子の温度上昇に起因するＬＥＤ素子の発光効率の低減による発光量の減少が抑えら
れると共に、同様にＬＥＤ素子の温度上昇に起因するＬＥＤ素子の劣化による寿命の短縮
を抑制することが可能となる。
【００４１】
　また、ヒートシンク１１の強制空冷用の循環ファン２２が低温環境領域（ａ）にあるた
めに温度上昇が抑制され、寿命の低下が防止されて信頼性を損なうことがない。
【００４２】
　万一、循環ファン２２が何らかの原因により不具合を生じた場合でも、循環ファン２２
を有する循環ファンモジュール部２０が灯具部１とは別体に配設されているために灯具部
１に係ることなく循環ファンモジュール部２０のみの修理、交換等の修復作業が可能であ
り、灯室４内の気密を維持したまま不具合の解消に向けて迅速な対処を行うことができる
。
【００４３】
　なお、図２のように、本実施形態では灯室４内においてヒートシンク１１の近傍に該ヒ
ートシンク１１に沿う通気ダクト３０は複数に分離された状態で並設されているが、必ず
しもこの状態に限られるものではなく、例えば、図５に示すように、灯室４内においてヒ
ートシンク１１の近傍に該ヒートシンク１１に沿うように環状に配設することも可能であ
る。
【００４４】
　この場合も、ヒートシンク１１に沿う部分には、ヒートシンク１１に対向する側に複数
の吹出口３１が設けられ、該吹出口３１から噴出した冷風がヒートシンク１１の表面に吹
き付けられてヒートシンク１１が強制空冷で冷却される。いずれにしても、灯室４内にお
ける通気ダクト３０の配設形状に関わりなくヒートシンク１１の強制空冷が効率的に行わ
れる状態にあればよい。
【符号の説明】
【００４５】
　　１　灯具部
　　２　アウターレンズ
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　　３　ハウジング
　　４　灯室
　　５　光源ユニット
　　６　ＬＥＤ光源
　　７　マウントプレート
　　８　リフレクタ
　　９　投影レンズ
　１０　レンズホルダ
　１１　ヒートシンク
　１２　吸入口
　１３　排出口
　１４　貫通孔
　１５　貫通孔
　１６　温度センサ
　２０　循環ファンモジュール部
　２１　循環ファンケース
　２２　循環ファン
　２３　吸入側空間
　２４　排出側空間
　３０　通気ダクト
　　３０ａ　開口端部
　　３０ｂ　端部
　３１　吹出口
　４０　車両用ＬＥＤ灯具

【図１】 【図２】

【図３】
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