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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、該光源が配置された回路基板とを有する発光モジュールと、
　前記発光モジュールを載置する保持部材と、
　前記発光モジュールを挟んだ状態で前記保持部材上に載置される反射部材と、
　前記発光モジュールと前記保持部材とを互いに位置決めする第１の位置決め機構と、
　前記第１の位置決め機構と異なる構成であって、前記反射部材と前記発光モジュールと
を互いに位置決めする第２の位置決め機構と、
　を備えることを特徴とする灯具ユニット。
【請求項２】
　前記第１の位置決め機構は、前記保持部材の前記回路基板が載置される面に設けられた
第１の位置決めピンと、前記回路基板に形成され、前記第１の位置決めピンが嵌る第１の
穴と、を有することを特徴とする請求項１に記載の灯具ユニット。
【請求項３】
　前記第２の位置決め機構は、前記反射部材の前記回路基板と対向する側に設けられた第
２の位置決めピンと、前記回路基板に形成され、前記第２の位置決めピンが嵌る第２の穴
と、を有することを特徴とする請求項１または２に記載の灯具ユニット。
【請求項４】
　前記第１の位置決め機構は、前記保持部材の表面に設けられた複数のボスと、前記回路
基板の外縁に設けられた複数の切り欠き部とを有し、前記ボスの側部に、対応する前記切
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り欠き部が当接することで前記発光モジュールを前記保持部材に対して位置決めすること
を特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の灯具ユニット。
【請求項５】
　前記ボスは、前記保持部材の表面から突出した筒状の部材であり、
　前記反射部材は、ねじ部材のねじ部が通る第３の穴が形成されており、
　前記ねじ部材は、前記反射部材を介して前記ボスに組み付けられることで前記反射部材
を前記保持部材に固定することを特徴とする請求項４に記載の灯具ユニット。
【請求項６】
　前記反射部材は、前記第３の穴が形成されている固定部を有し、
　前記固定部は、前記保持部材と対向する側の一部が、前記ねじ部材を前記ボスに組み付
けることで前記反射部材を前記保持部材に固定する際に、前記回路基板の縁部を前記保持
部材との間に挟むように構成されている、
　ことを特徴とする請求項５に記載の灯具ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、灯具ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、発光ダイオード（Light Emitting Diode：以下、適宜「ＬＥＤ」と称す。）など
の半導体発光素子を利用した車両用灯具の開発が進められている。また、車両用前照灯の
光源としてＬＥＤを用いる場合は、一つでは所望の光量や形状の配光パターンを得ること
が難しいため、複数のＬＥＤをアレイ状に配置した車両用灯具が考案されている（特許文
献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１０２２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、前述のような車両用灯具は、車両前方のある程度広い領域を照射できるよう
に、多数の半導体発光素子を用いているため、コストが高くなる。一方、光源の光の一部
をリフレクタ等で反射させて照射範囲を広げることで光源の発光面の大きさを小さくした
り、光源の数を低減したりすることも考えられるが、リフレクタを配置するスペースが必
要となり、灯具が大型化しやすい。
【０００５】
　本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、省スペ
ースな灯具ユニットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の灯具ユニットは、車両前方に向けて光
を照射する光源と、光源から出射した光の一部を車両前方に向けて反射する反射部材と、
を備える。反射部材は、光源の発光部との距離が５ｍｍ以下の領域を有する基体と、基体
の少なくとも一部の表面に形成された反射膜と、を有する。基体は、透明な材料からなる
。
【０００７】
　この態様によると、反射部材は、光源の発光部との距離が５ｍｍ以下の領域を有する基
体を備えており、光源が発する熱の影響を受けやすい。しかしながら、基体が透明な材料
からなっているため、仮に光源から出射した光の一部が基体に入射しても、その光が吸収
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されにくく、発熱での溶損、変形が抑制される。その結果、反射部材を光源の発光部と近
接させることができるため、省スペースな灯具ユニットが実現できる。
【０００８】
　領域は、基体の、反射膜が形成されていない表面から入射した光源の光が到達する部分
であってもよい。これにより、基体の表面全体に反射膜を形成しなくても、発熱での溶損
、変形が抑制される。
【０００９】
　光源は、複数の発光素子がアレイ状に配列されており、複数の発光素子は、それぞれの
発光面が車両前方を向くように配置されていてもよい。
【００１０】
　光源は、発光素子として出力１０Ｗ以上の発光ダイオードを有してもよい。これにより
、発光素子の数を少なくしても所望の明るさを実現できる。
【００１１】
　基体は、透過率が８０％以上の材料であってもよい。これにより、基体における光の吸
収による発熱が抑制される。
【００１２】
　反射部材は、光源に近接している端部が光源から出射した光の一部を遮るように、光源
よりも車両前方側に配置されていてもよい。これにより、照射領域の輪郭を明りょうにす
ることができる。
【００１３】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システムなどの間
で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【００１４】
　省スペースな灯具ユニットを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施の形態に係る車両用灯具の概略縦断面図である。
【図２】図１に示す灯具ユニットの分解斜視図である。
【図３】図１に示す発光モジュールの正面図である。
【図４】半導体発光素子近傍の拡大図である。
【図５】保持部材の中央部を前方から見た正面図である。
【図６】本実施の形態に係る反射部材の正面図である。
【図７】本実施の形態に係る反射部材の背面図である。
【図８】本実施の形態に係る反射部材を正面方向から見た斜視図である。
【図９】本実施の形態に係る反射部材を背面方向から見た斜視図である。
【図１０】本実施の形態に係る反射部材近傍の概略縦断面図である。
【図１１】本実施の形態に係る配光パターンの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照しながら、本発明を実施するための形態について詳細に説明する。な
お、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を適宜省略する
。
【００１７】
　図１は、本実施の形態に係る車両用灯具の概略縦断面図である。図２は、図１に示す灯
具ユニット２０の分解斜視図である。図３は、図１に示す発光モジュール３４の正面図で
ある。図１に示す車両用灯具１０は、車両に用いられる前照灯として機能する。
【００１８】
　車両用灯具１０は、車体の前部の左右両端部にそれぞれ配置されている。車両用灯具１
０は、図１に示すように、前方が開口したランプボディ１２と、ランプボディ１２の開口
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した前方部に取り付けられた前面カバー１４と、を備えている。ランプボディ１２と前面
カバー１４とで灯具筐体１６が構成され、灯具筐体１６の内部に灯室１８が形成される。
【００１９】
　灯室１８には、灯具ユニット２０が配置されている。灯具ユニット２０は、ハイビーム
用の配光パターンを形成できるように構成されている。また、灯室１８には、保持部材２
２が配置されている。光軸調整機構２４は、保持部材２２を左右方向および前後方向に傾
動自在に移動できるように構成されている。保持部材２２は、熱伝導性の高い金属材料に
よって形成され、前後方向を向くベース部２６を有している。保持部材２２は、ヒートシ
ンクの一部として機能する。
【００２０】
　ベース部２６は、その上下両端部に被支持部２８，２８，２８（図１では、２つの被支
持部２８，２８のみを示す。）が設けられている。ベース部２６の後面には、後方へ突出
するように放熱フィン３０が設けられている。また、放熱フィン３０の後面には放熱ファ
ン３２が取り付けられている。
【００２１】
　ベース部２６の前面における中央部から上部にかけては、発光モジュール３４が取り付
けられている。
【００２２】
　発光モジュール３４は、図３に示すように、回路基板３６と、複数の半導体発光素子３
８と、２つの給電コネクタ４０ａ，４０ｂと、を有している。
【００２３】
　回路基板３６は、図３に示すように、上側部３６ａと下側部３６ｂとからなる。回路基
板３６の左右側部には、上側部３６ａと下側部３６ｂとの間に２箇所ずつ切り欠き部３６
ｃが形成されている。
【００２４】
　回路基板３６には、上側部３６ａに給電コネクタ４０ａ，４０ｂが配置され、下側部３
６ｂに半導体発光素子３８が複数配置されている。
【００２５】
　半導体発光素子３８は、光を出射する面状光源として機能し、発光面が車両前方を向く
状態で左右方向に並んで設けられている。半導体発光素子３８は、例えば、ＬＥＤ素子、
ＬＤ（Laser Diode）素子、ＥＬ（Electro-Luminescence）素子等が好適である。本実施
の形態では、横方向に２２個、縦方向に１個の計２２個のＬＥＤアレイとなっている。ま
た、本実施の形態に係る半導体発光素子３８は、ＬＥＤチップの上に蛍光層が形成されて
おり、白色光を出射するように構成されている。
【００２６】
　図４は、半導体発光素子近傍の拡大図である。複数の半導体発光素子３８は、その周囲
をシリコンからなる枠体３９ａにより囲まれている。枠体３９ａは、その表面に蒸着法な
どにより金属膜が形成されており、反射面としても機能する。また、隣接する半導体発光
素子３８の間には、薄い仕切り枠３９ｂが設けられている。
【００２７】
　給電コネクタ４０ａ，４０ｂは、図３に示すように、上側部３６ａの上端に配置され、
回路基板３６上に形成されている給電回路４２によって半導体発光素子３８と接続されて
いる。給電回路４２は、各半導体発光素子３８に対応した複数の配線パターンからなる。
【００２８】
　給電コネクタ４０ａ，４０ｂには、灯室１８に設けられている制御回路４６に接続され
た配線コード４８のコネクタ部が接続される。したがって、制御回路４６から配線コード
４８、給電コネクタ４０、給電回路４２を介して各半導体発光素子３８に電源が供給され
る。制御回路４６は、発光モジュール３４が備える複数の半導体発光素子３８の点消灯を
グループ毎に制御する。
【００２９】
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　次に、車両用灯具１０の他の部材について説明する。下側リフレクタ５０は、図１に示
すように、発光モジュール３４に搭載されている半導体発光素子３８の下側に配置されて
おり、上側リフレクタ５２は、半導体発光素子３８の上側に配置されている。下側リフレ
クタ５０は、半導体発光素子３８側に略上方を向く反射面５０ａを有する。反射面５０ａ
は、例えば、放物面となるように形成されている。また、上側リフレクタ５２は、半導体
発光素子３８側に略下方を向く反射面５２ａを有する。反射面５２ａは、例えば、双曲面
となるように形成されている。
【００３０】
　反射面５０ａおよび反射面５２ａは、各半導体発光素子３８から出射された光を前方に
向けて反射する。なお、本実施の形態では、下側リフレクタ５０および上側リフレクタ５
２は、後述する反射部材として一体化されている。
【００３１】
　回路基板３６の下方には、可動シェード５４を駆動するシェード駆動機構５６が配置さ
れている。シェード駆動機構５６は、駆動モータ５８と、ギヤ等の伝達機構５９（図２参
照）と、フラットケーブル６０とを有している。
【００３２】
　駆動ギヤ５９ａは、駆動モータ５８の出力軸５８ａに固定され、伝達ギヤ５９ｂと噛み
合っている。駆動モータ５８のコネクタ５７は、フラットケーブル６０によって制御回路
４６に接続されている。そして、制御回路４６からフラットケーブル６０を介して駆動モ
ータ５８に電力が供給される。
【００３３】
　回路基板３６の下方には、車幅方向に延びる支点軸６１が回動自在に配置されている。
支点軸６１の一方の端部は、伝達ギヤ５９ｃに連結されている。また、支点軸６１には、
可動シェード５４が固定されている。
【００３４】
　可動シェード５４は、車幅方向に延びる遮蔽面部５４ａと、遮蔽面部５４ａの左右両端
側に支点軸６１と直交するように設けられている被支持面部５４ｂ，５４ｂと、を有する
。
【００３５】
　駆動モータ５８が回転すると、出力軸５８ａに固定されている駆動ギヤ５９ａ、駆動ギ
ヤと噛み合っている伝達ギヤ５９ｂ、および伝達ギヤ５９ｂと噛み合っている伝達ギヤ５
９ｃを介して支点軸６１が回動され、可動シェード５４が所定の方向に移動する。
【００３６】
　具体的には、可動シェード５４は、相対的に後方側の位置であり、下側リフレクタ５０
に入射される光を遮蔽する遮蔽位置Ｃと、相対的に前方側の位置であり、下側リフレクタ
５０に対する遮蔽状態を解除する退避位置Ｏとの間で回動する。そして、可動シェード５
４の位置に応じて半導体発光素子３８から出射され下側リフレクタ５０に入射される光の
入射状態が制御される。
【００３７】
　つまり、可動シェード５４が遮蔽位置Ｃにある場合には、遮蔽面部５４ａによって下側
リフレクタ５０の反射面５０ａが覆われた状態となる。一方、可動シェード５４が退避位
置Ｏにある場合には、半導体発光素子３８から出射された、反射面５０ａに向かう光が遮
蔽面部５４ａによって遮蔽されない状態となる。これにより、灯具ユニット２０は、ハイ
ビーム用配光パターンおよびその一部が遮光された部分ハイビーム用配光パターンを形成
できる。
【００３８】
　ベース部２６の前面には、レンズホルダ６２が取り付けられている。レンズホルダ６２
は、前後方向に貫通した円筒部６２ａと、円筒部６２ａの３箇所に形成されている足部６
２ｂと、足部６２ｂの先端に形成されている固定部６２ｃと、を有する。レンズホルダ６
２は、固定部６２ｃを介してベース部２６に取り付けられている。
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【００３９】
　レンズホルダ６２の前端部には、投影レンズ６４が取り付けられている。投影レンズ６
４は、略半球状に形成されており、凸部が前方に向くように配置されている。投影レンズ
６４は、後側焦点を含む焦点面上の像を反転して発光モジュール３４から出射された光を
車両前方に照射、投影するための光学部材としての機能を有する。また、投影レンズ６４
は、発光モジュール３４とともにランプボディ１２に収容されている。投影レンズ６４の
上方および下方には、エクステンションリフレクタ６５ａ，６５ｂが設けられている。
【００４０】
　光軸調整機構２４は、２つのエイミングスクリュー６６，６８を有している。エイミン
グスクリュー６６は、灯室１８の上部後方に配置されており、回転操作部６６ａと、回転
操作部６６ａから前方へ向かって延びている軸部６６ｂと、を有する。軸部６６ｂの前方
端部には、ねじ溝６６ｃが形成されている。
【００４１】
　エイミングスクリュー６６は、回転操作部６６ａがランプボディ１２の後端部に回転自
在に支持され、ねじ溝６６ｃが保持部材２２の上部の被支持部２８に螺合されている。回
転操作部６６ａが操作され、被支持部２８に連結されているエイミングスクリュー６６が
回転すると、その回転方向に応じた方向へ他の被支持部２８を支点として保持部材２２が
傾動され、灯具ユニット２０の光軸調整（エイミング調整）が行われる。なお、エイミン
グスクリュー６８も同様の機能を有する。
【００４２】
　次に、灯具ユニット２０を構成する各部品を詳述する。
【００４３】
　（保持部材）
　図２に示す保持部材の表面形状について説明する。図５は、保持部材の中央部を前方か
ら見た正面図である。図５に示す搭載部７０は、図３に示す回路基板３６が搭載される領
域である。搭載部７０には、ベース部２６から突出するように円筒状の４つのスクリュボ
ス７２ａ，７２ａ，７２ｂ，７２ｂ（適宜、「スクリュボス７２」と称することがある）
が設けられている。
【００４４】
　また、搭載部７０の右側において、短手方向に隣接する２つのスクリュボス７２ａの間
には、ベース部から突出するように設けられている一つの位置決めピン７４ａと、一つの
穴７６ａとが設けられている。同様に、搭載部７０の左側において、短手方向に隣接する
２つのスクリュボス７２ｂの間には、ベース部から突出するように設けられている一つの
位置決めピン７４ｂと、一つの穴７６ｂとが設けられている。
【００４５】
　（回路基板）
　回路基板３６は、図３に示すように、右側部３６ｄおよび左側部３６ｅにそれぞれ２箇
所ずつ切り欠き部３６ｃが形成されている。右側部３６ｄに形成された２つの切り欠き部
３６ｃの間には、回路基板３６を貫通する２つの丸穴７８ａ，７８ｂが形成されている。
また、左側部３６ｅに形成された２つの切り欠き部３６ｃの間には、回路基板３６を貫通
する２つの長穴８０ａ，８０ｂが形成されている。
【００４６】
　（反射部材）
　図６は、本実施の形態に係る反射部材の正面図である。図７は、本実施の形態に係る反
射部材の背面図である。図８は、本実施の形態に係る反射部材を正面方向から見た斜視図
である。図９は、本実施の形態に係る反射部材を背面方向から見た斜視図である。
【００４７】
　反射部材８２は、ハイヒートポリカーボネート（ＰＣ－ＨＴ）などの熱可塑性樹脂を材
料として射出成型により一体的に製造された部品である。また、反射部材８２は、基体が
透明な材料からなる。基体は、透過率が８０％以上の材料が好ましい。
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【００４８】
　反射部材８２は、下側リフレクタ５０および上側リフレクタ５２が設けられている中央
反射部８４と、中央反射部８４の両端部から上方に延伸するように設けられている一対の
固定部８６ａ，８６ｂと、を有する。
【００４９】
　下側リフレクタ５０は、反射面５０ａを含む少なくとも一部の表面にアルミニウム等の
金属反射膜が形成されている。同様に、上側リフレクタ５２は、反射面５２ａを含む少な
くとも一部の表面にアルミニウム等の金属反射膜が形成されている。固定部８６ａ，８６
ｂは、発光モジュール３４を回路基板３６に対して固定する際に、発光モジュール３４の
右側部３６ｄおよび左側部３６ｅを押さえつける。
【００５０】
　固定部８６ａには、ベース部２６の２つのスクリュボス７２ａ，７２ａがそれぞれ嵌る
２つの穴８８ａと、貫通した丸穴９０ａが形成されている。穴８８ａの正面側の周囲には
、６つの凸部８９ａが略等間隔に形成されている。また、図９に示すように、固定部８６
ａの背面側には、発光モジュール３４の丸穴７８ａに嵌る位置決めピン９２ａが設けられ
ている。
【００５１】
　同様に、固定部８６ｂには、ベース部２６の２つのスクリュボス７２ｂ，７２ｂがそれ
ぞれ嵌る２つの穴８８ｂと、貫通した長穴９０ｂが形成されている。穴８８ｂの正面側の
周囲には、６つの凸部８９ｂが略等間隔に形成されている。また、図９に示すように、固
定部８６ｂの背面側には、発光モジュール３４の長穴８０ａに嵌る位置決めピン９２ｂが
設けられている。
【００５２】
　（組立て方法）
　次に、灯具ユニット２０の組立て方法について主に図２を参照して説明する。
【００５３】
　はじめに、保持部材２２を用意し表面にグリスを塗布する。次に、発光モジュール３４
の回路基板３６の４つの切り欠き部３６ｃを、保持部材２２の搭載部７０に設けられてい
る４つのスクリュボス７２の位置に合わせて、発光モジュール３４を保持部材２２上に載
置する。その際、ベース部２６の位置決めピン７４ａは、回路基板３６の丸穴７８ｂに嵌
る。また、ベース部２６の位置決めピン７４ｂ（図２では不図示）は、回路基板３６の長
穴８０ｂに嵌る。これにより、発光モジュール３４は、保持部材２２に対して位置決めさ
れる。
【００５４】
　次に、反射部材８２の固定部８６ａの２つの穴８８ａおよび固定部８６ｂの２つの穴８
８ｂを、保持部材２２の搭載部７０に設けられている４つのスクリュボス７２ａ，７２ａ
，７２ｂ，７２ｂの位置に合わせ、発光モジュール３４を挟んだ状態で反射部材８２を保
持部材２２上に載置する。その際、ベース部２６の位置決めピン７４ａは、固定部８６ａ
の丸穴９０ａに嵌る。また、ベース部２６の位置決めピン７４ｂ（図２では不図示）は、
固定部８６ｂの長穴９０ｂに嵌る。
【００５５】
　加えて、固定部８６ａの裏面側に設けられている位置決めピン９２ａ（図２では不図示
）は、回路基板３６の丸穴７８ａに挿入され、先端がベース部２６に設けられている穴７
６ａに嵌る。また、固定部８６ｂの裏面側に設けられている位置決めピン９２ｂは、回路
基板３６の長穴８０ａに挿入され、先端がベース部２６に設けられている穴７６ｂに嵌る
。これにより、反射部材８２は、発光モジュール３４に対して位置決めされる。
【００５６】
　次に、４つのタッピングスクリュ９４を、反射部材８２に形成されている４つの穴８８
ａ，８８ｂを通して、保持部材２２の４つのスクリュボス７２ａ，７２ａ，７２ｂ，７２
ｂに組み付ける。これにより、反射部材８２および発光モジュール３４は保持部材２２に
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対して共締めされる。その際、反射部材８２は、固定部８６ａ，８６ｂの裏面側の所定の
一部が発光モジュール３４の回路基板３６の基準面に対して当接するように構成されてい
る。これにより、反射部材８２と発光モジュール３４との位置決め精度が向上する。
【００５７】
　また、タッピングスクリュ９４は、穴８８ａ（または穴８８ｂ）の正面側の周囲に形成
されている凸部８９ａ（または凸部８９ｂ）を鍔の部分で潰しながら、スクリュボス７２
ａ（またはスクリュボス７２ｂ）にねじ止めされる。つまり、凸部８９ａ，８９ｂは、潰
し代として機能する。これにより、仮に発光モジュール３４の回路基板３６の厚みにバラ
ツキが存在し、保持部材２２に対して反射部材８２の位置が最適位置からずれても、凸部
８９ａ，８９ｂが潰れることによって、タッピングスクリュ９４とスクリュボス７２との
相対位置の変動が吸収される。
【００５８】
　上述のように、保持部材２２に対する発光モジュール３４の位置決め、固定に関して、
保持部材２２の表面と平行な面（灯具ユニットとしては鉛直面）内での発光モジュール３
４の位置決めは、保持部材２２に形成されている位置決めピン７４ａ，７４ｂと、回路基
板３６に形成されている丸穴７８ｂおよび長穴８０ｂとで行われる。また、保持部材２２
の表面と垂直な方向（車両前後方向）における発光モジュール３４の位置決め（固定）は
、発光モジュール３４が、反射部材８２と保持部材２２との間に挟まれた状態でタッピン
グスクリュ９４によって共締めされることで行われる。
【００５９】
　これにより、丸穴７８ｂおよび長穴８０ｂを精度良く形成すれば、発光モジュール３４
の回路基板３６の外周の寸法に高い精度が必要なくなる。そのため、基板のサイズが大き
くなっても、丸穴７８ｂおよび長穴８０ｂの形成は特段のコスト上昇を伴わないため、コ
ストの上昇が抑制される。
【００６０】
　また、保持部材２２に対する発光モジュール３４の固定を、特別な固定部材を用いずに
、反射部材８２自体で行っているため、部品点数を削減できる。また、特別な固定部材（
例えばねじ）を用いて発光モジュール３４を保持部材２２に直接固定する場合と比較して
、回路基板３６にねじ止め固定のための領域が必要なく、回路基板３６の小型化が可能と
なる。
【００６１】
　また、タッピングスクリュ９４はスクリュボス７２に突き当てているため、クリープに
よるスクリュ緩みの影響が低減でき、位置精度の耐久信頼性を向上できる。
【００６２】
　また、反射部材８２は、所定の接地部が発光モジュール３４の回路基板３６の基準面に
対して当接するように構成されているため、反射部材８２と発光モジュール３４との位置
決めが直接行われる。その結果、反射部材８２と発光モジュール３４の半導体発光素子３
８との位置決め精度が向上する。
【００６３】
　次に、給電コネクタ４０ａ，４０ｂにコードを取り付ける。その後、投影レンズ６４が
固定されているレンズホルダ６２を保持部材２２に固定する。ベース部２６には、３つの
スクリュボス９６と、３つの位置決めピン９８とが形成されている。それぞれの位置決め
ピン９８は、対応するスクリュボス９６の近傍に形成されている。
【００６４】
　レンズホルダ６２の３つの固定部６２ｃには、タッピングスクリュ１００のねじ部が通
る大きさの穴６２ｄと、保持部材２２の位置決めピン９８が嵌る丸穴６２ｅが形成されて
いる。穴６２ｄの正面側の周囲には、６つの凸部６２ｆが略等間隔に形成されている。
【００６５】
　そして、３つのタッピングスクリュ１００を、各固定部６２ｃに形成されている穴６２
ｄを通して、保持部材２２の３つのスクリュボス９６に組み付ける。その際、各位置決め
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ピン９８が対応する固定部６２ｃの丸穴６２ｅに嵌る。これにより、レンズホルダ６２は
保持部材２２に対して位置決めされ、固定される。
【００６６】
　また、タッピングスクリュ１００は、穴６４ｄの正面側の周囲に形成されている凸部６
２ｆを鍔の部分で潰しながら、スクリュボス９６にねじ止めされる。つまり、凸部６２ｆ
は、潰し代として機能する。
【００６７】
　以上の方法によって灯具ユニット２０が組み立てられる。
【００６８】
　次に、発光モジュール３４と反射部材８２との位置関係について更に詳述する。図１０
は、本実施の形態に係る反射部材近傍の概略縦断面図である。
【００６９】
　発光モジュール３４は、窒化アルミニウムからなる回路基板３６上にサブマウント３７
が積層されている。サブマウント３７は、例えば、窒化アルミニウムからなる。半導体発
光素子３８は、サブマウント３７に載置されているＬＥＤチップ３８ａと、ＬＥＤチップ
３８ａの上に積層されている蛍光層３８ｂと、を有する。蛍光層３８ｂは、ＬＥＤチップ
３８ａから出射した光が入射されると、入射した光の少なくとも一部の光を、異なる波長
の光に変換して前方に出射する。このような蛍光層３８ｂとしては、例えば、蛍光体をセ
ラミックとして板状に加工したものが挙げられる。また、蛍光層３８ｂは、透明樹脂に蛍
光体粉末を分散させたものであってもよい。
【００７０】
　半導体発光素子３８は、例えば、ＬＥＤチップ３８ａに青色を発するＬＥＤ、蛍光層３
８ｂに青色光を黄色光に変換する蛍光体を採用することで、車両前方に向けて白色光を照
射する光源として機能する。
【００７１】
　反射部材８２は、下側リフレクタ５０の反射面５０ａおよび上側リフレクタ５２の反射
面５２ａにアルミニウムの反射膜が蒸着により形成されており、半導体発光素子３８から
出射した光の一部を車両前方に向けて反射する。
【００７２】
　下側リフレクタ５０の基体５０ｂおよび上側リフレクタ５２の基体５２ｂは、透明な材
料からなる。基体５０ｂ，５２ｂは、透過率が８０％以上の材料が好ましく、本実施の形
態では、透過率が８３％程度のハイヒートポリカーボネート（ＰＣ－ＨＴ－１８００（ク
リア材））を用いている。これにより、基体５０ｂ，５２ｂにおける光の吸収による発熱
が抑制される。
【００７３】
　基体５０ｂおよび基体５２ｂは、半導体発光素子３８の発光部３８ｃとの距離が５ｍｍ
以下の領域を有している。そのため、半導体発光素子３８が発する熱の影響を受けやすい
。しかしながら、基体５０ｂ，５２ｂが透明な材料からなっているため、仮に半導体発光
素子３８から出射した光の一部が基体５０ｂ，５２ｂに入射しても、その光が吸収されに
くく、発熱での溶損、変形が抑制される。なお、対照実験として、透明でないハイヒート
ポリカーボネート（グレー材）を用いたところ、基体部分が数秒で溶損した。
【００７４】
　このように、反射部材８２が透過率の高い基体を有することで、反射部材８２を半導体
発光素子３８の発光部３８ｃと近接させることができるため、省スペースな灯具ユニット
が実現できる。
【００７５】
　本実施の形態では、半導体発光素子３８の発光部３８ｃと、下側リフレクタ５０および
上側リフレクタ５２の後端面５０ｃ，５２ｃとの隙間ｄは、０．２～１．０ｍｍ程度であ
る。
【００７６】
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　また、半導体発光素子３８から出射する光による発熱での反射部材８２の溶損、変形が
抑制されるため、出力の高い半導体発光素子３８を採用できる。例えば、半導体発光素子
３８として出力１０Ｗ以上の発光ダイオードを有してもよい。これにより、半導体発光素
子３８の数を少なくしても所望の明るさを実現できる。
【００７７】
　また、前述の領域は、基体５０ｂ，５２ｂの、反射膜が形成されていない後端面５０ｃ
，５２ｃの表面から入射した半導体発光素子３８の光が到達する部分である。これにより
、基体５０ｂ，５２ｂの表面全体に反射膜を形成しなくても、発熱での溶損、変形が抑制
される。なお、より好ましくは、下側リフレクタ５０の後端面５０ｃおよび正面５０ｄ、
並びに、上側リフレクタ５２の後端面５２ｃおよび正面５２ｄに金属反射膜を形成すると
よい。これにより、半導体発光素子３８から出射された光が基体５０ｂ，５２ｂの内部に
侵入しにくくなり、内部における光の吸収による発熱での基体の溶損、変形が抑制される
【００７８】
　また、下側リフレクタ５０および上側リフレクタ５２は、半導体発光素子３８に近接し
ている端部５０ｅ，５２ｅが半導体発光素子３８から出射した光の一部を遮るように、半
導体発光素子３８よりも車両前方側に配置されている。換言すると、下側リフレクタ５０
および上側リフレクタ５２は、灯具ユニットを正面から見た場合（矢印Ａ方向から見た場
合）に、半導体発光素子３８の発光部３８ｃの一部を遮るように配置されている。これに
より、照射領域の輪郭を明りょうにすることができる。
【００７９】
　（配光制御）
　次に、車両用灯具１０による配光制御について説明する。車両本体には、撮像素子、例
えば、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）等を有するカメラ（不図示）が設けられており
、車両用灯具１０による照射可能領域がカメラによって定期的に撮影される。撮影された
領域の画像データは画像処理され、照射可能領域に存在する対向車両や歩行者等の存在が
検出される。
【００８０】
　この情報に基づいて、制御回路４６は、発光モジュール３４が備える複数の半導体発光
素子３８の点消灯をグループ毎に制御したり、可動シェード５４の移動を制御したりする
。これにより、車両用灯具１０は、車両前方の状況に応じた適切な配光パターンを形成で
きる。
【００８１】
　各半導体発光素子３８から出射された光は、前方へ向かうか又は反射部材８２の反射面
５０ａ，５２ａで反射され、投影レンズ６４の後側焦点を含む焦点面上に集光され、投影
レンズ６４および前面カバー１４を透過して、ハイビームの照射光として前方へ照射され
る。このとき、同時に、上述のカメラによりハイビームの照射領域の撮影が行われる。
【００８２】
　図１１は、本実施の形態に係る配光パターンの一例を示す図である。ハイビーム用配光
パターンＰＨは、図１１に示すように、各半導体発光素子３８から出射された光のうち、
下側リフレクタ５０の反射面５０ａで反射された光によって形成されるパターンＰＨ１と
、各半導体発光素子３８から出射された光のうち、上側リフレクタ５２の反射面５２ａで
反射された光および半導体発光素子３８から前方へ直接出射した光によって形成されるパ
ターンＰＨ２と、からなる。図１１に示す領域Ｓは、一つの半導体発光素子３８によって
照射される領域に対応する。
【００８３】
　パターンＰＨ１は、ハイビーム用配光パターンＰＨの上部領域であり、前方に歩行者が
存在している場合に歩行者の上半身が照射されるパターンである。パターンＰＨ２は、ハ
イビーム用配光パターンＰＨの中央領域および下部領域である。
【００８４】
　なお、図１１には、本実施の形態に係る灯具ユニット２０とは別の灯具ユニット（不図
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示）によって形成されたロービーム用配光パターンＰＬ（図１１に示す鎖線で囲まれた領
域）も記載されている。
【００８５】
　車両用灯具１０によりハイビームが照射されている場合に、上述の画像処理によってハ
イビームの照射領域に歩行者の存在が検出されないときは、可動シェード５４は退避位置
Ｏ（図１参照）にある。一方、ハイビームの照射領域に歩行者の存在が検出されたときは
、可動シェード５４は退避位置Ｏから遮蔽位置Ｃ（図１参照）に回動され、歩行者の存在
が検出されている間は、遮蔽位置Ｃに可動シェード５４が保持される。
【００８６】
　可動シェード５４の遮蔽面部５４ａが退避位置Ｏに位置している場合、反射面５０ａが
遮蔽面部５４ａによって遮蔽されないため、パターンＰＨ１およびパターンＰＨ２によっ
て構成されるハイビーム用配光パターンＰＨが形成される。一方、遮蔽面部５４ａが遮蔽
位置Ｃに位置している場合、反射面５０ａが遮蔽面部５４ａによって遮蔽されるため、パ
ターンＰＨ１は形成されず、パターンＰＨ２によって構成される部分ハイビーム用配光パ
ターンＰＨ’が形成される。
【００８７】
　つまり、可動シェード５４が退避位置Ｏから遮蔽位置Ｃに移動すると、ハイビーム用配
光パターンＰＨの上端Ｙ１は、部分ハイビーム用配光パターンＰＨ’の上端Ｙ２に変化す
る。したがって、ハイビームの照射領域に歩行者の存在が検出された場合、部分ハイビー
ム用配光パターンＰＨ’が形成され、歩行者の上部側に光が照射されないため、歩行者が
感じるグレアを低減できる。
【００８８】
　上述のように、灯具ユニット２０においては、下側リフレクタ５０の反射面５０ａを遮
蔽する遮蔽位置Ｃと、反射面５０ａに対する遮蔽状態を解除する退避位置Ｏとの間で移動
される可動シェード５４を設けることによって、下側リフレクタ５０に入射される光の入
射状態の制御が可能となる。したがって、下側リフレクタ５０に入射される光の入射状態
の制御を簡素な構成によって精度良く行える。
【００８９】
　また、可動シェード５４が回動されて退避位置Ｏと遮蔽位置Ｃとの間を移動するため、
可動シェード５４の車両前後方向における移動スペースが小さくて済み、車両用灯具１０
の小型化を図ることができる。
【００９０】
　以上、本発明を上述の実施の形態を参照して説明したが、本発明は上述の実施の形態に
限定されるものではなく、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ものである。また、当業者の知識に基づいて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。
【符号の説明】
【００９１】
　１０　車両用灯具、　２０　灯具ユニット、　２２　保持部材、　２６　ベース部、　
３４　発光モジュール、　３６　回路基板、　３８　半導体発光素子、　３８ａ　ＬＥＤ
チップ、　３８ｂ　蛍光層、　４６　制御回路、　５０　下側リフレクタ、　５０ａ　反
射面、　５０ｂ　基体、　５０ｅ　端部、　５２　上側リフレクタ、　５２ａ　反射面、
　５２ｂ　基体、　５２ｃ　後端面、　５２ｄ　正面、　５４　可動シェード、　５４ａ
　遮蔽面部、　５８　駆動モータ、　６４　投影レンズ、　８２　反射部材。
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