
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右の両端部が後方に向けて延出する平面視略コの字形に形成された単一の樹脂成形品
からなるボディに、左右の対応する前方照射用のメインバルブからの光を前方に向けて反
射する左右のリフレクタと、前記メインバルブ及び前記リフレクタからの光を前方に向け
て透過させるレンズとを備えて構成された作業機用の前照灯であって、
　前記レンズを、対応する前記リフレクタに面する左右のレンズ部と、それらのレンズ部
の内側端同士にわたる前壁部と、前記左右のレンズ部の外側端から屈曲して後方に向けて
延出する側壁部とを有する平面視コの字形の単一部材で構成し、

前記ボディに、前記左右の両リフレクタ
を前方から覆う状態に接合してある作業機用の前照灯。
【請求項２】
　前記前壁部に左右向きのリブを形成してある請求項１又は２記載の作業機用の前照灯。
【請求項３】
　前記レンズを、前記前壁部の上下幅が前記左右のレンズ部の上下幅よりも狭くなるよう
に形成し、前記ボディを、前記前壁部に対する上下の縁部が、前記レンズ部に対する上下
の縁部よりも上下幅が広くなるように形成してある請求項１～３のいずれか一つに記載の
作業機用の前照灯。
【請求項４】
　前記左右の各リフレクタを独立形成してある請求項１～４のいずれか一つに記載の作業
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機用の前照灯。
【請求項５】
　前記左右の各リフレクタの反射面を、所定の集配光パターンを得るための複数の反射素
子を有する多面形に形成し、前記左右のレンズ部を、集配光用のレンズ素子を持たないク
リアレンズに形成してある請求項１～５のいずれか一つに記載の作業機用の前照灯。
【請求項６】
　前記ボディを、その前記左右両端部に、対応する側方照射用のサブバルブからの光を側
方に向けて反射する左右のサブリフレクタを有するように形成し、前記レンズを、その左
右の前記側壁部が、前記サブバルブ及び前記サブリフレクタからの光を側方に向けて透過
させるように形成してある請求項１～６のいずれか一つに記載の作業機用の前照灯。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、左右の両端部が後方に向けて延出する平面視略コの字形に形成された単一の
樹脂成形品からなるボディに、左右の対応する前方照射用のメインバルブからの光を前方
に向けて反射する左右のリフレクタと、前記メインバルブ及び前記リフレクタからの光を
前方に向けて透過させるレンズとを備えて構成された作業機用の前照灯に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、上記のような作業機用の前照灯においては、走行機体に連結されるボディとして
成形の面での自由度が高い樹脂成形品を採用し、そのボディに、左右一対のレンズを、左
右の対応するリフレクタを前方から覆う状態に接合させることで、前照灯としての外観の
向上を図るようにしていた。尚、レンズには、硬くて透明度の高いアクリル樹脂製ものを
採用することが一般的に行われている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら上記の従来技術によると、前照灯全体としての強度をボディのみが担うよ
うになっており、そのため、前照灯全体として高い強度を確保するには、ボディ自体を高
い強度を有する複雑な形状に成形する、あるいは、ボディに補強用の別部材を付加する、
などの補強を行う必要があることから、ボディ形状の複雑化や新たな補強部材の付加に起
因した製造コストの高騰や構成の複雑化を招くようになっていた。
【０００４】
　本発明の目的は、製造コストの高騰や構成の複雑化を招くことなく、前照灯全体として
高い強度を確保できるようにすることにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
〔構成〕
　上記目的を達成するため、本発明のうちの請求項１記載の発明では、左右の両端部が後
方に向けて延出する平面視略コの字形に形成された単一の樹脂成形品からなるボディに、
左右の対応する前方照射用のメインバルブからの光を前方に向けて反射する左右のリフレ
クタと、前記メインバルブ及び前記リフレクタからの光を前方に向けて透過させるレンズ
とを備えて構成された作業機用の前照灯において、前記レンズを、対応する前記リフレク
タに面する左右のレンズ部と、それらのレンズ部の内側端同士にわたる前壁部と、前記左
右のレンズ部の外側端から屈曲して後方に向けて延出する側壁部とを有する平面視コの字
形の単一部材で構成し、

前記ボディに、前記左右の両リフレクタを前方から覆う状態に接合した。
【０００６】
〔作用〕
　上記請求項１記載の発明によると、平面視略コの字形のボディに平面視コの字形のレン
ズを左右の両リフレクタを前方から覆う状態に接合することから、ボディの全体がレンズ
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によって補強されるようになる。つまり、ボディの形状を複雑にする、あるいは、ボディ
に補強部材を新たに付加する、といったことを行わなくても、本来よりボディに備えられ
ているレンズを有効利用することでボディを補強することができ、もって、製造コストの
高騰や構成の複雑化を招くことなく、前照灯全体として高い強度を確保することができる
ようになる。
【０００７】
　又、レンズを、左右の両リフレクタを前方から覆う単一部材で構成することによって、
左右の対応するリフレクタを前方から覆う左右一対の部材で分割構成する場合に比較して
部品点数を削減することができるようになり、もって、部品管理の容易化、構成の簡素化
、及び製造コストの削減を図れるようになる。
【０００８】
　 各側壁部の屈曲部分に形成した左右向きのリブによって、レンズの各側壁部での
補強を図れるとともに、平面視コの字形に形成したレンズのスプリングバックを防止する
ことができ、このレンズをボディに接合することで、ボディの補強をより効果的に行える
とともに、ボディの変形を防止することができるようになる。
【０００９】
〔効果〕
　従って、部品管理の容易化、構成の簡素化、並びに製造コストの削減を図りながら、前
照灯全体として高い強度を確保することができるようになった。
【００１０】
　 、前照灯全体としての強度及び保形性の向上を図れるようになった。
【００１１】
【００１２】
〔構成〕
　本発明のうちの 記載の発明では、上記請 記載の発明において、前記前壁
部に左右向きのリブを形成した。
【００１３】
〔作用〕
　上記 記載の発明によると、前壁部に形成した左右向きのリブによって、レンズ
の前壁部での補強を図れるとともに、レンズの前壁部での反りを防止することができ、こ
のレンズをボディに接合することで、ボディの補強を更に行えるとともに、ボディの変形
をより効果的に防止することができるようになる。
【００１４】
〔効果〕
　従って、前照灯全体としての強度及び保形性の向上をより効果的に図れるようになった
。
【００１５】
〔構成〕
　本発明のうちの 記載の発明では、上記請求項 記載の発明において、
前記レンズを、前記前壁部の上下幅が前記左右のレンズ部の上下幅よりも狭くなるように
形成し、前記ボディを、前記前壁部に対する上下の縁部が、前記レンズ部に対する上下の
縁部よりも上下幅が広くなるように形成した。
【００１６】
〔作用〕
　上記 記載の発明によると、レンズの上下幅を、前壁部やレンズ部にかかわらず
一定に形成し、ボディにおける上下の各縁部の上下幅を、前壁部に対する箇所やレンズ部
に対する箇所にかかわらず一定に形成する場合に比較して、ボディ及びレンズの形状に変
化を持たせることができて外観の向上を図れるようになり、又、ボディにおける前壁部に
対する上下の各縁部の断面係数を大きくすることができてボディ自体の強度を高めること
ができるようになる。
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【００１７】
〔効果〕
　従って、外観の向上を図りながら前照灯全体としての強度の向上を更に図れるようにな
った。
【００１８】
〔構成〕
　本発明のうちの 記載の発明では、上記請求項 のいずれか一つに記載の発
明において、前記左右の各リフレクタを独立形成した。
【００１９】
〔作用〕
　上記 記載の発明によると、左右の各リフレクタを独立形成していることから、
それらの素材に単にアルミニウム蒸着などを施すことで反射面を形成することができるよ
うになる。これに対し、左右の各リフレクタをボディに一体形成した場合には、リフレク
タ形成箇所のみに反射面を形成するために、リフレクタ形成箇所以外の部分をマスキング
する必要が生じることから、反射面を形成する上においてマスキングのための手間やコス
トがかかるようになる。つまり、上記 記載の発明によると、左右の各リフレクタ
をボディに一体形成する場合に比較して、構成の簡素化や製造コストの削減を図れるよう
になる。
【００２０】
　又、左右の各リフレクタを独立形成したことによって、各リフレクタに形状の異なるボ
ディやレンズを組み合わせることで、リフレクタを共通部品としながらも前照灯のデザイ
ンを変更することができるようになる。
【００２１】
〔効果〕
　従って、構成の簡素化や製造コストの削減をより効果的に図りながらも、前照灯として
汎用性を持たせることができるようになった。
【００２２】
〔構成〕
　本発明のうちの 記載の発明では、上記請求項 のいずれか一つに記載の発
明において、前記左右の各リフレクタの反射面を、所定の集配光パターンを得るための複
数の反射素子を有する多面形に形成し、前記左右のレンズ部を、集配光用のレンズ素子を
持たないクリアレンズに形成した。
【００２３】
〔作用〕
　上記 記載の発明によると、左右のレンズ部にレンズ素子を形成しなくて良いこ
とから、レンズを容易かつ安価に成形することができるようになる。
【００２４】
　又、左右の各リフレクタを独立形成するものにおいては、その独立形成される左右の各
リフレクタの反射面を多面形に形成することから、ボディに一体形成される左右の各リフ
レクタの反射面を多面形に形成する場合に比較して、左右の各リフレクタの形成を容易に
することができるようになる。
【００２５】
〔効果〕
　従って、前照灯を構成する部品の形成を容易かつ安価にできることから、前照灯として
の構成の簡素化や製造コストの削減を更に図れるようになった。
【００２６】
〔構成〕
　本発明のうちの 記載の発明では、上記請求項 のいずれか一つに記載の発
明において、前記ボディを、その前記左右両端部に、対応する側方照射用のサブバルブか
らの光を側方に向けて反射する左右のサブリフレクタを有するように形成し、前記レンズ
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を、その左右の前記側壁部が、前記サブバルブ及び前記サブリフレクタからの光を側方に
向けて透過させるように形成した。
【００２７】
〔作用〕
　上記 記載の発明によると、夜間走行での旋回時に、旋回方向を前もって照明す
ることができるので、旋回方向の路面状態や障害物の有無などを容易に視認することがで
きるようになる。又、機体の左右方向を照明できることによって、電灯のない納屋などに
機体を収納する際に、その収納箇所の状態などを容易に視認することができるようになる
。
【００２８】
　しかも、平面視略コの字状のボディにおける左右両端部を側方照射用のサブリフレクタ
に、又、平面視コの字状のレンズにおける左右の各側壁部を側方照射用のサブレンズ部に
それぞれ有効利用することから、サブリフレクタやサブレンズ部を別部材で構成する場合
に比較して部品点数の削減を図れるようになり、その分、部品管理の容易化、構成の簡素
化、及び製造コストの削減を図れるようになる。
【００２９】
〔効果〕
　従って、部品管理の容易化、構成の簡素化、及び製造コストの削減を図りながら、暗所
での旋回走行時や機体収納走行時などにおける視認性の向上を図れるようになった。
【００３０】
【発明の実施の形態】
　図１には、作業機の一例であるトラクタの全体側面が示されており、このトラクタは、
左右一対の前輪１と後輪２との間に搭乗運転部３が形成された乗用形の走行機体４の後部
に、作業装置連結用のリンク機構５を駆動昇降可能に装備して構成されている。
【００３１】
　搭乗運転部３は、左右の前輪１に連係されるステアリングホイール６、左右の後輪２の
間に配置される運転座席７、及び、前輪１と後輪２との間に配置される搭乗ステップ８、
などを備えて形成されている。
【００３２】
　走行機体４の前部には、吸気用のフロントグリル９、排気用のサイドグリル１０を備え
た左右一対のサイドパネル１１、及び、開閉可能なボンネット１２、などによってエンジ
ンルームが形成され、そのエンジンルーム内にエンジン１３やラジエータ１４などが配設
されている。
【００３３】
　図１～１１に示すように、フロントグリル９の上部には前照灯１５が装備されており、
この前照灯１５は、ＡＳＡ樹脂製の成形品からなる単一のボディ１６に、ＰＰ樹脂製の成
形品からなる左右のリフレクタ１７とアクリル樹脂製の成形品からなる単一のレンズ１８
とを備えて構成されている。
【００３４】
　ボディ１６は、前方に面する中央部１９と後方に向けて延出する左右の両端部２０とを
有する平面視略コの字形で、中央部１９の左右に、リフレクタ１７を取り付けるための開
口２１が形成されている。各開口２１の周縁には、リフレクタ１７に係合する係合縁２２
とリフレクタ１７に係止する係止爪２３とが形成されている。ボディ１６における中央部
１９と左右の両端部２０の各下縁からは、フロントグリル９に対する連結用のフランジ部
２４が機体内方に向けて延出形成され、これらのフランジ部２４がフロントグリル９にボ
ルト連結されるようになっている。
【００３５】
　左右の各リフレクタ１７は、その中央部に前方照射用のメインバルブ２５を後方から着
脱自在に取り付けるためのバルブ取付部２６が形成された略お椀形で、その表面にアルミ
ニウム蒸着処理を施すことで、メインバルブ２５からの光を前方に向けて反射させる反射
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面２７が形成されている。反射面２７は、所定の集配光パターンを得るための複数の反射
素子２８を有する多面形に形成されている。各リフレクタ１７の前縁には、ボディ１６の
係合縁２２が係合される係合溝２９とボディ１６の係止爪２３に係止される被係止部３０
とが形成されている。
【００３６】
　ボディ１６に対する各リフレクタ１７の取り付けは、リフレクタ１７の係合溝２９に接
着剤３１を充填した状態で、リフレクタ１７の係合溝２９にボディ１６の係合縁２２を係
合するとともに、リフレクタ１７の被係止部３０にボディ１６の係止爪２３を係止するこ
とで行えるようになっている。
【００３７】
　つまり、上述したように左右の各リフレクタ１７を独立形成していることから、左右の
各リフレクタ１７をボディ１６に一体形成する場合に比較して、左右の各リフレクタ１７
を複数の反射素子２８を有する多面形に形成することが容易になり、又、塗装やメッキに
よって反射面２７を形成する場合に比較して、光の反射性能の向上を図れるとともに高級
感を持たせることのできるアルミニウム蒸着を、左右の各リフレクタ１７をボディ１６に
一体形成した場合に必要となる、リフレクタ形成箇所以外の部分をマスキングする手間や
コストを要することなく、リフレクタ１７のみに施すことができるようになり、もって、
構成の簡素化や製造コストの削減を図りながらも、光の反射性能が高く高級感のあるリフ
レクタ１７を形成できるようになっている。
【００３８】
　レンズ１８は、対応するリフレクタ１７に面して対応するメインバルブ２５及びリフレ
クタ１７からの光を前方に向けて透過させる左右のレンズ部３２、それらのレンズ部３２
の内側端同士にわたる前壁部３３、及び、左右のレンズ部３２の外側端から屈曲して後方
に向けて延出する側壁部３４などを有する平面視コの字形に形成されている。
【００３９】
　左右の各レンズ部３２は、集配光用のレンズ素子を形成するためのレンズカット加工が
施されていないクリアレンズに形成されており、その分、レンズ１８の成形を容易かつ安
価に行えるようになっている。前壁部３３の裏面には、後方に向けて膨出する複数の左右
向きのリブ３５が上下方向に並列形成されており、これによって、レンズ１８の前壁部３
３での補強を図れるとともに、前壁部３３での反りの発生を防止できるようになっている
。左右の各側壁部３４における屈曲部分の裏面には、後方に向けて膨出する複数の左右向
きのリブ３６が上下方向に並列形成されており、これによって、レンズ１８の各側壁部３
４での補強を図れるとともに、平面視コの字形に形成したレンズ１８のスプリングバック
を防止することができるようになっている。
【００４０】
　レンズ１８の周縁には、ボディ１６に係合する係合縁３７とボディ１６に係止する係止
爪３８とが形成されている。ボディ１６の表面には、レンズ１８を取り付けるための凹部
３９が形成され、その凹部３９の周縁には、レンズ１８の係合縁３７が係合される係合溝
４０とレンズ１８の係止爪３８に係止される被係止部４１とが形成されている。
【００４１】
　ボディ１６に対するレンズ１８の取り付けは、ボディ１６の係合溝４０に接着剤３１を
充填した状態で、ボディ１６の係合溝４０にレンズ１８の係合縁３７を係合するとともに
、ボディ１６の被係止部４１にレンズ１８の係止爪３８を係止することで行えるようにな
っている。そして、この取り付けによって、レンズ１８は、左右の両リフレクタ１７を前
方から覆う状態でボディ１６の凹部３９に接合装着されるようになっている。
【００４２】
　つまり、レンズ１８を、左右の両リフレクタ１７を前方から覆う平面視コの字形の単一
部材で構成することで、左右の対応する側のリフレクタ１７を前方から覆う左右一対の部
材で分割構成する場合に比較して、部品管理の容易化、構成の簡素化、及び製造コストの
削減を図れるようにしながらも、この平面視コの字形のレンズ１８を平面視略コの字形の
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ボディ１６に左右の両リフレクタ１７を前方から覆う状態に接合することで、ボディ１６
の形状を複雑にする、あるいは、ボディ１６に補強部材を新たに付加する、といったこと
を行わなくても、ボディ１６の全体をレンズ１８によって補強することができるようにな
っており、もって、製造コストの高騰や構成の複雑化を招くことなく、前照灯１５として
高い強度を確保することができるようになっている。
【００４３】
　又、前述したように左右の各リフレクタ１７を独立形成していることから、各リフレク
タ１７に形状の異なるボディ１６やレンズ１８を組み合わせることで、リフレクタ１７を
共通部品としながらも前照灯１５としてのデザインを変更することができ、もって、製造
コストの高騰を招くことなく、前照灯１５として汎用性を持たせることができるようにな
っている。
【００４４】
　レンズ１８は、その前壁部３３の上下幅Ｌ１が左右のレンズ部３２の上下幅Ｌ２よりも
狭くなるように形成されている。一方、ボディ１６は、レンズ１８の前壁部３３に対する
上下の縁部４２，４３の上下幅Ｌ３，Ｌ４が、レンズ部３２に対する上下の縁部４４，４
５の上下幅Ｌ５，Ｌ６よりも広くなるように形成されている。これによって、ボディ１６
及びレンズ１８の上下幅を一定に形成する場合に比較して、ボディ１６及びレンズ１８の
形状に変化を持たせることができて外観の向上を図れるとともに、ボディ１６を、その左
右中央部における上下の各縁部４２，４３の断面係数を大きくすることができて、ボディ
１６自体の強度を高めることができるようになっている。
【００４５】
　尚、前照灯１５は、搭乗運転部３に装備された図外のスイッチによってオンオフ操作さ
れるようになっている。
【００４６】
　　〔別実施形態〕
　以下、本発明の別実施形態を列記する。
（１）作業機としては、乗用形田植機や乗用形芝刈機などであってもよい。
【００４７】
（２）左右のリフレクタ１７を共通にして、部品管理の容易化、構成の簡素化、及び、製
造コストの削減を更に図るようにしてもよい。
【００４８】
（３）図１２～１４に示すように、ボディ１６の左右両端部２０における下部側部分に、
側方照射用のサブバルブ４６を後方から着脱自在に取り付けるためのバルブ取付部４７を
備えるとともにサブバルブ４６からの光を側方に向けて反射するサブリフレクタ４８を装
着し、かつ、ボディ１６の左右両端部２０における上部側部分に、方向指示用のサブバル
ブ４９を後方から着脱自在に取り付けるためのバルブ取付部５０を備えるとともにサブバ
ルブ４９からの光を前方及び側方に向けて反射するサブリフレクタ５１を装着する一方で
、レンズ１８を、その左右の各側壁部３４における下部側部分が、側方照射用のサブバル
ブ４６及びサブリフレクタ４８からの光を側方に向けて透過させるサブレンズ部５２とし
て機能し、かつ、その左右の各側壁部３４における上部側部分が、方向指示用のサブバル
ブ４９及びサブリフレクタ５１からの光を前方及び側方に向けて透過させるサブレンズ部
５３として機能するように形成して、前照灯１５に左右の側方灯５４と方向指示器５５と
を備えるようにしてもよい。
【００４９】
　この構成によると、左右の側方灯５４を前照灯１５と別構成する場合に比較して、部品
管理の容易化、構成の簡素化、及び製造コストの削減を図りながらも、夜間走行での旋回
時や電灯のない納屋などに機体を収納する際に、旋回方向や収納箇所などを照明すること
ができて、旋回方向の路面状態や収納箇所の状態などを容易に視認することができるよう
になり、又、左右の側方灯５４に加えて左右の方向指示器５５をも前照灯１５に一体形成
することから、部品管理の容易化、構成の簡素化、及び製造コストの削減をより効果的に
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図れるようになる。
【００５０】
　尚、左右の側方灯５４は、搭乗運転部３に装備された図外のスイッチによってオンオフ
操作されるように構成してもよく、又、左右の方向指示器５５のオンオフ操作に連動して
対応する側の側方灯５４がオンオフ操作されるように構成してもよい。
【００５１】
（４）ボディ１６に、左右の各サブリフレクタ４８，５１を一体形成するようにしてもよ
い。
【図面の簡単な説明】
【図１】　トラクタの全体側面図
【図２】　前照灯の構成を示す分解斜視図
【図３】　前照灯の正面図
【図４】　前照灯の平面図
【図５】　前照灯の底面図
【図６】　前照灯の側面図
【図７】　前照灯の要部の背面図
【図８】　前照灯における左右中央部の縦断側面図
【図９】　前照灯におけるリフレクタ部の縦断側面図
【図１０】　レンズにおける側壁部の縦断側面図
【図１１】　前照灯の要部の横断面図
【図１２】　前照灯に側方灯と方向指示器を一体装備した別実施形態を示す前照灯の正面
図
【図１３】　前照灯に側方灯と方向指示器を一体装備した別実施形態を示す前照灯の要部
の平面図
【図１４】　前照灯に側方灯と方向指示器を一体装備した別実施形態を示す前照灯下部側
の要部の横断平面図
【符号の説明】
　１６　ボディ
　１７　リフレクタ
　１８　レンズ
　２０　端部
　２５　メインバルブ
　２７　反射面
　２８　反射素子
　３２　レンズ部
　３３　前壁部
　３４　側壁部
　３５　リブ
　３６　リブ
　４２　縁部
　４３　縁部
　４４　縁部
　４５　縁部
　４６　サブバルブ
　４８　サブリフレクタ
　４９　サブバルブ
　５１　サブリフレクタ
　Ｌ１　上下幅
　Ｌ２　上下幅
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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