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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　入射した光を灯具前方に投影する投影光学部材と、
　前記投影光学部材の光軸上に配置され、前記光源から出射した光を前記投影光学部材外
に反射させる第１状態と、前記投影光学部材に向けて反射させる第２状態と、を個別に切
り替え可能な複数の光学素子が配列されてなる、傾いて配置された光偏向装置と、
　を備え、
　前記光偏向装置が傾いて配置されていることにより、
　前記第１状態にあるときの各光学素子の中心部における法線と前記第２状態にあるとき
の各光学素子の中心部における法線とがなす各角度の二等分線は、互いに平行で、かつ、
前記投影光学部材の光軸に対して前記光源側向きの成分を有し、
　前記第１状態にあるときの各光学素子の中心部における法線と前記投影光学部材の光軸
との間の角度が、前記第２状態にあるときの各光学素子の中心部における法線と前記光軸
との間の角度よりも小さい
　ことを特徴とする車両用前照灯。
【請求項２】
　前記第１状態と前記第２状態を切り替えるときに前記光学素子による反射光が移動する
方向における前記投影光学部材の長さが、該方向と直交する方向における前記投影光学部
材の長さよりも小さいことを特徴とする請求項１に記載の車両用前照灯。
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【請求項３】
　前記光源が、前記投影光学部材の光軸よりも下方に配置されることを特徴とする請求項
１または２に記載の車両用前照灯。
【請求項４】
　前記投影光学部材の光軸よりも下方に配置され、前記光源から出射した光を前記光偏向
装置に向けて反射する反射光学部材をさらに備え、
　前記反射光学部材が、前記投影光学部材の前記光偏向装置に近い側に配置されることを
特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の車両用前照灯。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光偏向装置を使用する車両用前照灯に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多数個の微小ミラー素子がそれぞれ傾倒可能に配置されており、微小ミラー素子の傾倒
角度を第１傾倒角度と第２傾倒角度とにデジタル的に切り替えて、光源からの光の反射方
向をＯＮの第１反射方向とＯＦＦの第２反射方向とに適宜変化させることができる、光偏
向装置が知られている。
【０００３】
　特許文献１には、少なくとも一つの光源により反射された光の光路中に配置される反射
性の光偏向装置を有し、光偏向装置に当たる光が、照明装置から出射する光束を形成する
ように反射可能である車両用照明装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０９－１０４２８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般的に、上記のような光偏向装置を使用する灯具では、ミラー素子をＯＮにしたとき
の光の反射方向が投影光学部材の光軸よりも上向きとなるため、投影光学部材の光軸近傍
に入射する光束が少なくなり、配光パターンの中心光度が不足するという問題がある。
【０００６】
　本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、光偏向装置を使用す
る車両用前照灯において、光偏向装置による反射光の向きを調整して、投影光学部材から
投影される配光パターンの中心光度を高める技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のある態様は、光源と、入射した光を灯具前方に投影する投影光学部材と、投影
光学部材の光軸上に配置され、光源から出射した光を投影光学部材外に反射させる第１状
態と、投影光学部材に向けて反射させる第２状態と、を個別に切り替え可能な複数の光学
素子が配列されてなる光偏向装置と、を備える車両用前照灯である。第１状態にあるとき
の各光学素子の中心部における法線と投影光学部材の光軸との間の角度は、第２状態にあ
るときの各光学素子の中心部における法線と光軸との間の角度よりも小さい。
【０００８】
　この態様によると、光偏向装置の各光学素子を上記のように配置することによって、光
偏向装置が第２状態にあるとき、投影光学部材の光軸近傍に入射する光束を増やすことが
できる。この結果、投影光学部材から投影される配光パターンの中心光度を高めることが
でき、車両用前照灯でハイビームを形成したり、ＡＤＢ（Adaptive Driving Beam）を実
行したりするときに有利となる。
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【０００９】
　第１状態と第２状態を切り替えるときに光学素子による反射光が移動する方向における
投影光学部材の長さが、この方向と直交する方向における投影光学部材の長さよりも小さ
くてもよい。これによると、投影光学部材の左右方向の幅を大きくして、投影光学部材か
ら投影される配光パターンの中心光度を高めることができる。
【００１０】
　光源が、投影光学部材の光軸よりも下方に配置されてもよい。
【００１１】
　投影光学部材の光軸よりも下方に配置され、光源から出射した光を光偏向装置に向けて
反射する反射光学部材をさらに備え、反射光学部材が、投影光学部材の光偏向装置に近い
側に配置されてもよい。このように反射光学部材を光源の近傍に備えることで、射出光束
を絞ることができ、投影光学部材から投影される配光パターンの中心光度をさらに高める
ことができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、光偏向装置を使用する車両用前照灯において、光偏向装置による反射
光の向きを調整して、投影光学部材から投影される配光パターンの中心光度を高めること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る車両用前照灯の概略構造を示す鉛直断面図である。
【図２】車両用前照灯の内部構造を模式的に示す斜視図である。
【図３】従来の車両用前照灯における光偏向装置の概略断面図である。
【図４】従来の車両用前照灯における、ミラー素子のＯＦＦ時の位置とＯＮ時の位置を示
す図である。
【図５】（Ａ）は、従来の車両用前照灯における入射光と反射光の広がりを模式的に示す
図であり、（Ｂ）は、投影光学部材の正面図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る車両用前照灯おける光偏向装置の概略断面図である。
【図７】（Ａ）、（Ｂ）は、本発明の一実施形態に係る車両用前照灯における、ミラー素
子のＯＦＦ時の位置とＯＮ時の位置を示す図である。
【図８】（Ａ）は、本発明の一実施形態に係る車両用前照灯における入射光と反射光の広
がりを模式的に示す図であり、（Ｂ）は、投影光学部材の正面図である。
【図９】（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の一実施形態に係る車両用前照灯により形成される配
光パターンの一例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、本発明の一実施形態に係る車両用前照灯１の概略構造を示す鉛直断面図である
。図２は、車両用前照灯１の内部構造を模式的に示す斜視図である。車両用前照灯１は、
車両前方の左右に一つずつ配置される。なお、左右の車両用前照灯は、一部の部品が左右
対称の構造を有する点以外は実質的に同一の構成である。
【００１５】
　車両用前照灯１は、車両前方側に開口部を有するランプボディ２と、ランプボディ２の
開口部を覆うように取り付けられた透光カバー４とを備える。透光カバー４は、透光性を
有する樹脂やガラス等で形成される。ランプボディ２と透光カバー４とにより形成される
灯室３内には、光源１０と、反射光学部材２０と、光偏向装置３０と、投影光学部材５０
とが収容される。各部は、図示しない支持機構によりランプボディ２に取り付けられる。
【００１６】
　光源１０は、ＬＥＤ（Light emitting diode）、ＬＤ（Laser diode）、ＥＬ（Electro
luminescence）素子等の半導体発光素子や、電球、白熱灯（ハロゲンランプ）、放電灯（
ディスチャージランプ）等を用いることができる。
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【００１７】
　反射光学部材２０は、光源１０から出射した光を光偏向装置３０の反射面に導くように
構成されており、例えば、砲弾形状の中実導光体や、内面が所定の反射面となっている反
射鏡等が用いられる。なお、光源１２から出射した光を光偏向装置３０の反射面に直接導
ける場合は、反射光学部材２０を設けなくてもよい。
【００１８】
　光偏向装置３０は、投影光学部材５０の光軸上に配置され、光源１０から出射した光を
選択的に投影光学部材５０へ反射するように構成されている。光偏向装置３０は、例えば
、ＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical System）やＤＭＤ（Digital Mirror Device）と
いった複数の微小ミラーをアレイ（マトリックス）状に配列したものである。これらの複
数の微小ミラーの反射面の角度をそれぞれ制御することで、光源１０から出射した光の反
射方向を選択的に変えることができる。つまり、光源１０から出射した光の一部を投影光
学部材５０へ向けて反射し、それ以外の光を投影光学部材５０外の方向へ向けて反射する
ことができる。
【００１９】
　図３は、光偏向装置３０の概略断面図である。光偏向装置３０は、複数の微小なミラー
素子３２がマトリックス状に配列されたマイクロミラーアレイ３４と、ミラー素子３２の
反射面３２ａの前方側（図３では右側）に配置された透明なカバー部材３６と、を有する
。ミラー素子３２は略正方形であり、水平方向に延びミラー素子をほぼ等分する回動軸３
２ｂを有している。
【００２０】
　マイクロミラーアレイ３４の各ミラー素子３２は、光源から出射した光を投影光学部材
外に反射する第１のＯＦＦ状態（図３に点線で表す）と、光源から出射した光を投影光学
部材に向けて反射する第２のＯＮ状態（図３に実線で表す）と、の間で個別に切り替え可
能に構成されている。
【００２１】
　図１に戻り、投影光学部材５０は、例えば、前方側表面及び後方側表面が自由曲面形状
を有する自由曲面レンズからなり、投影光学部材５０の後方焦点を含む後方焦点面上に形
成される光源像を、反転像として灯具前方の仮想鉛直スクリーン上に投影する。投影光学
部材５０は、その後方焦点が車両用前照灯１の光軸上、かつ光偏向装置３０のマイクロミ
ラーアレイ３４の反射面の近傍に位置するように配置される。なお、投影光学部材５０は
リフレクタであってもよい。
【００２２】
　図２を参照して、光源１０から出射した光は、反射光学部材２０で反射されて、光偏向
装置３０のマイクロミラーアレイに照射される。ここで、入射光は、光偏向装置３０上に
ある分布をもって照射される。したがって、図２に示すように、光偏向装置３０上には、
入射光が照射される第１照度領域Ｒ１と、入射光が実質的に照射されない第２照度領域Ｒ
２からなる照度分布が形成される。
【００２３】
　光偏向装置３０は、第１照度領域Ｒ１と重なるミラー素子の一部を照射状態として配光
パターンを形成するための光を灯具前方に照射するとともに、第１照度領域Ｒ１と重なる
ミラー素子の残部を非照射状態として所定の配光パターン形状を形成することができる。
車両用前照灯１が形成する配光パターンの例については、図９を参照して後述する。
【００２４】
　光源１０の出射強度調節および光偏向装置３０の各ミラー素子のオン／オフ制御は、制
御部３００により実行される。制御部３００は、ハードウェア構成としてはコンピュータ
のＣＰＵやメモリをはじめとする素子や回路で実現され、ソフトウェア構成としてはコン
ピュータプログラム等によって実現される。なお、制御部３００は、図１では灯室３外に
設けられているが、灯室３内に設けられてもよい。制御部３００は、撮像装置３１２に接
続された画像処理装置３１０、ステアリングセンサ３２０、ナビゲーションシステム３３
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０、図示しないライトスイッチ等からの信号を受信する。そして、制御部３００は、受信
した信号に応じて、光源１０および光偏向装置３０に各種の制御信号を送信する。
【００２５】
　図４は、光偏向装置３０の長手方向が略垂直になるように配置された従来の車両用前照
灯における、各ミラー素子３２のＯＦＦ時の位置（点線で表す）とＯＮ時の位置（実線で
表す）を示す図である。図から分かるように、従来の構成では、ミラー素子は、ＯＦＦ時
の位置とＯＮ時の位置とが鉛直軸に対して対称になっていた。言い換えると、ＯＦＦ時の
ミラー素子の中心部における法線ＮＯＦＦと、ＯＮ時のミラー素子の中心部における法線
ＮＯＮの二等分線Ｍが、投影光学部材の光軸Ｘと略平行になっていた。
【００２６】
　図５（Ａ）は、従来の車両用前照灯における入射光と反射光の広がりを模式的に示す図
である。図５（Ａ）には、光源１０から出射され反射光学部材２０により反射されてマイ
クロミラーアレイに入射する入射光の広がりＩと、ＯＦＦ時、ＯＮ時にそれぞれマイクロ
ミラーアレイで反射された反射光の広がりＥ１、Ｅ２とが模式的に示されている。なお、
図５（Ａ）では、説明を簡略化するためにマイクロミラーアレイを一つのミラー素子に置
き換えて図示している。
【００２７】
　光源１０から出射した光は反射光学部材２０により反射されるため、入射光Ｉは完全な
平行光とはならない。つまり、入射光Ｉは、ミラー素子３２の反射面３２ａに入射する際
の入射角がある程度の広がりを持つ。そして、ミラー素子３２は、ＯＦＦ時の位置で入射
光Ｉを反射した場合に、反射光Ｅ１が投影光学部材６０に向かわないように、かつ、ＯＮ
時の位置で入射光Ｉを反射した場合に、反射光Ｅ２が投影光学部材６０に向かうように配
置されている。
【００２８】
　図５（Ａ）に示すように、従来の車両用前照灯の構成では、ＯＮ時の反射光Ｅ２が投影
光学部材６０の光軸Ｘよりもやや上向きとなるため、投影光学部材の光軸近傍に入射する
光束が少なくなってしまう上、投影光学部材の下側の部分を活用することができない。こ
のため、図５（Ｂ）に正面図で示すように、投影光学部材６０の下側を切り欠いて使用す
ることもあった。
【００２９】
　投影光学部材の光軸近傍に入射する光束が少ないと、車両用前照灯でハイビーム配光パ
ターンを形成したり、または対向車や前走車など前方車両の位置に応じて配光パターンを
制御するＡＤＢ（Adaptive Driving Beam）を実行したりするときに重要である中心光度
（仮想鉛直スクリーン上での水平線と垂直線の交点近傍の光度）が不足するという点で問
題になりうる。
【００３０】
　そこで、本実施形態では、図６に示すように、光偏向装置３０を、前面のカバー部材３
６がやや下向きになるように傾斜させて配置するようにした。これについて、図７を参照
してより具体的に説明する。
【００３１】
　図７（Ａ）は、本実施形態に係る車両用前照灯における、ミラー素子のＯＦＦ時の位置
（点線で表す）とＯＮ時の位置（実線で表す）を示す図である。図示のように、ＯＦＦ時
のミラー素子３２の中心部における法線ＮＯＦＦと投影光学部材の光軸Ｘ（またはその平
行線）との間の角度αが、ＯＮ時のミラー素子３２の中心部における法線ＮＯＮと光軸Ｘ
（またはその平行線）との間の角度βよりも小さくなるように、光偏向装置３０が傾斜さ
れている。これは、図７（Ｂ）に示すように、ＯＦＦ時のミラー素子の法線ＮＯＦＦと、
ＯＮ時のミラー素子の法線ＮＯＮとがなす角度の二等分線Ｍが、投影光学部材の光軸Ｘに
対して下向きの成分を有していると言い換えることも可能である。
【００３２】
　図８（Ａ）は、本実施形態に係る車両用前照灯における入射光と反射光の広がりを模式
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的に示す図である。図５（Ａ）と同様に、図８（Ａ）には、光源１０から出射され反射光
学部材２０により反射されてマイクロミラーアレイに入射する入射光の広がりＩと、ＯＦ
Ｆ時、ＯＮ時にそれぞれマイクロミラーアレイで反射された反射光の広がりＥ１、Ｅ２と
が模式的に示されている。なお、図８（Ａ）では、説明を簡略化するためにマイクロミラ
ーアレイを一つのミラー素子に置き換えて図示している。
【００３３】
　図８（Ａ）に示すように、光偏向装置３０を下向きに傾斜させて配置することによって
、ＯＮ時の反射光の広がりＥ２の中心を、投影光学部材５０の光軸Ｘに向けることができ
るので、投影光学部材の光軸近傍に入射する光束を増やすことができる。この結果、投影
光学部材から投影される配光パターンの中心光度を高めることができ、車両用前照灯でハ
イビームを形成したり、ＡＤＢ（Adaptive Driving Beam）を実行したりするときに有利
となる。
【００３４】
　また、ＯＮ時の反射光の広がりＥ２を投影光学部材５０に対して上下に偏りなく配置で
きるため、図８（Ｂ）に正面図で示すように、従来よりも投影光学部材５０を大型にする
ことができる。
【００３５】
　さらに、光偏向装置３０を下向きに傾けることによって、マイクロミラーアレイを構成
するミラー素子のうち、配光パターンの下側を形成するミラー素子が投影光学部材の像面
湾曲に沿うようになる。この結果、配光パターンの下側すなわち路面側で像のピントが合
いやすくなり、路面に鮮明な明暗分布を形成することができる。
【００３６】
　光偏向装置３０でＯＦＦ状態とＯＮ状態を切り替えるときにミラー素子による反射光が
移動する方向（本実施形態では上下方向）における投影光学部材５０の長さは、この方向
と直交する方向（本実施形態では左右方向）における投影光学部材５０の長さよりも小さ
いことが好ましい。こうすると、投影光学部材５０へのＯＦＦ時の反射光の入射を防止し
、投影される配光パターンの中心光度をさらに高めることができる。
【００３７】
　本実施形態では、光源１０および反射光学部材２０がともに投影光学部材５０の光軸よ
りも下方に配置され、反射光学部材２０が、投影光学部材５０よりも光源１０および光偏
向装置３０に近づけて配置されている。このように反射光学部材を光源の近傍に配置する
ことで、反射光学部材からの射出光束を絞ることができる。一例として、光源１０を矩形
の平面光源とした場合、光源１０の発光面の法線に対し、射出光束を上下±３０°以内、
左右±５０°以内に抑えることができる。こうすると、投影光学部材から投影される配光
パターンの中心光度をさらに高めることができる。
【００３８】
　図９（Ａ）～（Ｃ）は、本実施形態に係る車両用前照灯１により形成される配光パター
ンの一例を示す模式図である。図９の各図は、灯具前方の所定位置（例えば２５ｍ前方）
に配置された仮想鉛直スクリーン上に形成された配光パターンを示している。
【００３９】
　図２に示したように、光偏向装置３０上には、略楕円形状の第１照度領域Ｒ１が形成さ
れる。そして、第１照度領域Ｒ１と重なるミラー素子が照射状態とされて、第１照度領域
Ｒ１を形成する光が投影光学部材５０を介して灯具前方に照射される。これにより、図９
（Ａ）に示すように、略楕円形状のハイビーム用配光パターンＰＨが形成される。すなわ
ち、第１照度領域Ｒ１とハイビーム用配光パターンＰＨとは略相似形状である。光偏向装
置３０は、第１照度領域Ｒ１と重なるミラー素子のうち、周縁部に位置するミラー素子を
非照射状態として、ハイビーム用配光パターンＰＨの輪郭を明瞭化する等の処理を実施し
てもよい。ハイビーム用配光パターンＰＨの形状は公知であるため、その詳細な説明は省
略する。
【００４０】
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　また、車両用前照灯１は、第１照度領域Ｒ１と重なるミラー素子の一部を照射状態とし
、残部を非照射状態とすることで、所望の形状の配光パターンを形成することができる。
例えば、図９（Ｂ）に示すように、水平線Ｈより上方かつ左側に光照射領域を有し、右側
に遮光領域が形成された、いわゆる左片ハイ用配光パターンＰＨＬを形成することができ
る。また、左片ハイ用配光パターンＰＨＬに限らず、右片ハイ用配光パターンやロービー
ム用配光パターン、水平線Ｈより上方の中央部に遮光領域を有しこの遮光領域の水平方向
両側に光照射領域を有する、いわゆるスプリット配光パターン等も形成することができる
。
【００４１】
　また、図９（Ｃ）に示すように、車両用前照灯１は、ハイビーム用配光パターンＰＨに
おける他車両や歩行者と重なる領域に、遮光領域Ｓを形成することができる。これにより
、他車両や歩行者にグレアを与えるおそれの低減と、運転者の視認性の向上との両立を図
ることができる。遮光領域Ｓは、例えば次のようにして形成することができる。
【００４２】
　すなわち、画像処理装置３１０は、カメラ等の撮像装置３１２で撮像された画像データ
を取得し、画像処理を施す。これにより、画像処理装置３１０は、画像データ中に含まれ
る車両や歩行者を特定し、これらの位置を検出する。車両や歩行者を特定する技術や位置
を検出する技術は公知であるため説明を省略する。検出された車両や歩行者の位置情報は
制御部３００に送られる。制御部３００は、車両や歩行者の位置情報を用いて、ハイビー
ム用配光パターンＰＨにおける車両や歩行者の存在位置に遮光領域Ｓを形成するよう、光
偏向装置３０を制御する。光偏向装置３０は、第１照度領域Ｒ１と重なるミラー素子のう
ち、遮光領域Ｓに対応するミラー素子を非照射状態とする。これにより、ハイビーム用配
光パターンＰＨ中に遮光領域Ｓが形成される。
【００４３】
　以上、本発明を上述の実施の形態を参照して説明した。本発明は上述の実施の形態に限
定されるものではなく、各実施の形態の構成を適宜組み合わせたものや置換したものにつ
いても本発明に含まれる。また、当業者の知識に基づいて各実施の形態における組合せや
処理の順番を適宜組み替えることや各種の設計変更等の変形を各実施の形態に対して加え
ることも可能であり、そのような変形が加えられた実施の形態も本発明の範囲に含まれう
る。
【００４４】
　実施の形態では、光偏向装置のマイクロミラーアレイを構成する各ミラー素子が、水平
方向に延びミラー素子をほぼ等分する回動軸を有していることを述べた。この代わりに、
マイクロミラーアレイを構成する各ミラー素子が、正方形のミラー素子の対向する頂点を
結ぶような回動軸を有していてもよい。この場合、ミラー素子の回動軸が略水平になるよ
うに、光偏向装置を約４５°傾斜させて配置すれば、このような光偏向装置も本発明に適
用することができる。
【符号の説明】
【００４５】
　１　車両用前照灯、　１０　光源、　２０　反射光学部材、　３０　光偏向装置、　３
２　ミラー素子、　３４　マイクロミラーアレイ、　５０　投影光学部材。
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