
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
縦軸を有する２次元的反射鏡形状であって、極座標での微分方程式、
ｄＲ／ｄφ＝Ｒ・ｔａｎα
（式中、Ｒは、前記２次元的反射鏡形状からの光のエッジ射線のある反射ポイントへの原
点からの半径ベクトルであり、φは前記Ｒベクトルとある基準方向との間の角度を表わし
、極座標（Ｒ，φ）は反射鏡形状上のあるポイントであり、そしてαは原点からの光のエ
ッジ射線が前記２次元的反射鏡形状の法線となす角度である。）の前記２次元的反射鏡形
状に沿った全ての点に対する解によって定義される２次元的反射鏡形状を含んでなり、
前記２次元的反射鏡形状が、前記２次元的反射鏡形状上の前記光のエッジ射線が位置の関
数として変化できるようなある反射鏡形状によって定義され、それによって、集中装置に
よる集光のために、複数のエッジ射線が提供される、
非結像集中装置。
【請求項２】
θ 1を前記集中装置の前記入射開口にあたる光線の最大角度とし、θ 2を前記集中装置の前
記射出開口から離れる光線の最大角度としたときに、もしθ 2＞（π／２）－φならば、
前記αが、
α＝（π／４）＋（φ－θ 1（Ｒ，φ））／２
で与えられる関数的振る舞いを有する複合楕円型集中装置（ＣＥＣ）であることを特徴と
する請求項１に記載の非結像集中装置。
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【請求項３】
前記２次元的反射鏡形状を前記縦軸の周りに回転させることによって形成された形状、お
よび前記２次元的反射鏡形状を前記形状の平面に垂直な方向に移動させることによって形
成された形状のグループから、ある３次元的な形状が選択されていることを特徴とする請
求項１に記載の非結像集中装置。
【請求項４】
もしθ 2＜（π／２）－φならば、前記αが、
α＝φ＋（θ 2－θ 1（Ｒ，φ））／２
（式中、θ 1は前記集中装置の入射開口に入射する光線の最大角、θ 2は前記集中装置の出
射開口から出射する前記光線の最大角）で与えられる関数的振る舞いを有する、複合楕円
型集中装置（ＣＥＣ）であることを特徴とする請求項１に記載の非結像集中装置。
【請求項５】
複合双曲型集中装置（ＣＨＣ）である集中装置であって、前記微分方程式、
ｄＲ／ｄφ＝Ｒ・ｔａｎα
の解は、角度φの２つの領域、すなわち第１および第２の領域で定められ、
前記第１の領域において用いられるθ 1は、光源分布の一つの端にある原点から出発し、
前記光源の反対側の端からの前記反射鏡形状を通過する光線（この光線は前記入射開口を
画定する該入射開口の端点ＡおよびＡ′の間の領域を通過しないものである）を描くこと
によって得られる入射開口に入る光の射線の最大角度と定義され、前記第２の領域におい
て、θ 1は、前記光源の前記反対側の端からの前記ＡおよびＡ′の間を通過する第２の光
線と、該第２の光線を最大角が見出されるまで前記光源に向かって後方への光線追跡を行
うこととによって定義される角度とし、
前記αは、
α＝（π／４）＋（φ－θ 1（Ｒ，φ））／２
で定義されることを特徴とする請求項１に記載の非結像集中装置。
【請求項６】
前記ｄＲ／ｄφの解が前記反射鏡曲線の外側の端から開始され、そして内側に向かって継
続されることを特徴とする請求項５に記載の非結像集中装置。
【請求項７】
吸収体が平坦ではなく、前記αが、δ（Ｒ，φ）を極限エッジ射線が点（Ｒ，φ）におい
てなす角度としたときに、
α＝（φ－θ 1（Ｒ，φ）－δ（Ｒ，φ））／２
（式中θ 1は前記集中装置の入射開口に入射する光線の最大角）によって定義されること
を特徴とする請求項１に記載の非結像集中装置。
【請求項８】
前記吸収体は円形であり、かつ、ρを該吸収体の半径としたときに、δが
δ＝ａｒｃｓｉｎ（ρ／Ｒ）
で与えられることを特徴とする請求項７に記載の非結像集中装置。
【請求項９】
前記集中装置はレンズをさらに含むとともに、前記エッジ射線は、前記θ 1が光源分布内
における最大角度を決定する、前記レンズを経由した逆行光線追跡によって定義されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の非結像集中装置。
【請求項１０】
θ 1を前記集中装置の入射開口に入射する光線の最大角、ｎを前記装置内の媒体の屈折率
としたときに、前記αが、
α≦（π／４）＋φ－θ 1－ａｒｃｓｉｎ（１／ｎ）
によって定義されるように、すべての光の射線が前記反射鏡形状によって全反射されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の非結像集中装置。
【請求項１１】
前記ｎは可変値であることを特徴とする請求項１０に記載の非結像集中装置。
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【請求項１２】
前記装置が集光における収差損失を修復するための補助的な非結像素子をさらに備えたこ
とを特徴とする請求項１に記載の非結像集中装置。
【請求項１３】
前記非結像第二次素子の配置および開口は、前記集中装置内のすべての角度偏差を含むθ

t r a c k角度だけ回転された包絡線によって画定され、ｒを第一次光学装置の円弧の曲率半
径とし、γを一つの射線が前記反射鏡表面から反射する角度位置と該射線が接する前記包
絡線上の位置を定義するものとしたときに、前記包絡線は、
Ｘ＝ｒ・ｓｉｎ 3γ、
および、
Ｙ＝－（３／２）ｒ・ｃｏｓγ＋ｒ・ｃｏｓ 3γ
によって表現されることを特徴とする請求項１２に記載の非結像集中装置。
【請求項１４】
縦軸のある２次元的形状を備えた、非結像的照明システムであって、前記形状が、極座標
での微分方程式、
ｄＲ／ｄφ＝Ｒ・ｔａｎ（（φ＋δ（Ｒ，φ）－θ（Ｒ，φ））／２）
（式中、Ｒは光源の原点から、反射鏡表面からの光のエッジ射線の反射ポイントへの半径
ベクトルであり、φは前記Ｒベクトルと、前記照明システムの縦軸に沿った光源の中心か
らの半径ベクトルとの間の角度を表し、δ（Ｒ，φ）は

の出力に最も近い側 接線
角度である。）を積分することによって定義されることを特徴とする非結像照

明システム。
【請求項１５】
３次元的な形状が、前記２次元的形状を前記縦軸の周りに回転させることによって形成さ
れたことを特徴とする請求項１４に記載の非結像照明システム。
【請求項１６】
前記システムはさらに目標スクリーンを備え、前記目標スクリーンが、Ｄを前記光源原点
から前記目標スクリーンの中心への距離としたときに、
Ｘ（θ，Ｒ，φ）＝Ｒ・ｓｉｎφ＋ｔａｎθ・（Ｒ・ｃｏｓφ＋Ｄ）
で与えられるパラメータ表現Ｘ（θ，Ｒ，φ）によって定義されることを特徴とする請求
項１４に記載の非結像照明システム。
【請求項１７】
前記積分はφの３つの領域、すなわち第１、第２、および第３の領域、に沿って実行され
、（１）前記第１の領域には、すべての光線が前記照明システムを確実に出るように構成
されたインボリュートが含まれ、（２）前記第２の領域では、前記目標スクリーン上のそ
の中心においてパワーを正規化するために前記反射鏡表面の少なくとも一部分が使用され
、（３）前記第３の領域では、前記目標スクリーンを横切る望ましい放射線照射を得るた
めに前記反射鏡表面をあつらえることを特徴とする請求項１６に記載の非結像照明システ
ム。
【請求項１８】
前記光源は、円形で、δ＝ａｒｃｓｉｎ（ｒ／Ｒ）を有するシリンダ形状の光源であり、
かつ、その放射照度が一定であること特徴とする請求項１７に記載の非結像照明システム
。
【発明の詳細な説明】
発明の分野
本発明は一般的に非結像光学的集中装置 (nonimaging optical concentrator)および非結
像光学的照明装置の方法および設計に関する。特に、本発明は与えられた吸収体の形状に
対して入出力の位相空間分布を変換して光学的コンセントレーション（集中）を最適化す
るための方法および設計に関する。加えて、本発明は、特に目標面上へ一般的な照度パタ
ーンの非結像照明を作り出すためにあつらえられた反射鏡の使用に関する（照度 (illumin
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ance)は、光学的応答によって、または波長で重み付けされた何らかの応答によって、重
み付けされた放射輝度である）。
発明の背景
非結像集中装置 (nonimaging concentrator)およびその利点は当該技術分野ではよく知ら
れている（米国特許第３，９５７，０３１号、米国特許第４，００２，４９９号、米国特
許第４，００３，６３８号、米国特許第４，２３０，０９５号、米国特許第４，３８７，
９６１号、米国特許第４，３５９，２６５号、米国特許第５，２８９，３５６号参照。ま
たこれらの文献の内容は本明細書の一部をなすものとする）。これらの先行技術による装
置では、ある与えられた吸収体の形状が選択された後、それに見合った適当な非結像反射
鏡が設計される。新たな反射鏡の設計開発に力点が置かれてきたが、しかしこうした試み
では、製造するのが高価な設計を使用することなく、有意な程度にまで効率レベルを改善
することはできなかった。
非結像光学は、目標上への光のコンセントレーション（集中）を最大にすること、または
目標に対する制御された照明を実現することに関する分野である。集中システムの多くの
タイプの技術はすでに確立されている。これらのシステムとしては、θ 1－θ 2型集中装置
、トランペット型、および複合放物線型集中装置（ compound parabolic concentrator:Ｃ
ＰＣ）などがある。これらのシステムで扱われる問題は、フラットな入力輝度分布または
位相空間が吸収体上では変わってしまうことである。位相空間の保存は、入射開口部（ア
パーチュア）で集められる光と吸収体にあたる光との間に要求される関係である。開口部
および吸収体上のフラットな分布についての位相空間ダイアグラムを用いると、理想的な
コンセントレーションの計算が簡単になる。図１に示すように、集中装置は大きさＬ 1の
入射開口上の角度θ 1を持って入射するすべての光線（ ray）を受け入れる。一方、大きさ
Ｌ 2の射出開口は角度θ 2の円錐内に光線を射出する。各方形の面積が保存されることを要
求すれば射出開口Ｌ 2対入射開口Ｌ 1の間の関係は次式で与えられる。
Ｌ 2＝Ｌ 1・（ｓｉｎθ 1／ｓｉｎθ 2）　　　　　　　　　　　　（１）
コンセントレーションを最大にするとして（θ 2＝π／２として）、屈折率ｎ内での最大
量（ limit）は２次元において次式で与えられる。
Ｃ 2 - d＝ｎ／ｓｉｎθ 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）
また、３次元では次式で与えられる。
Ｃ 3 - d＝ｎ 2／ｓｉｎ 2θ 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）
これらの集中装置では受け入れ角度を小さくするのは実際的ではない。その理由は入射部
でレンズが使われないかぎり、それらの長さがｃｏｔθ 1に比例するからである。また、
設計は２段階システムを使用して開発されている。２段階システムには結像する一次ミラ
ーまたはレンズが含まれるが、システムの長さは大きく減少するものの、コンセントレー
ションが理想的最大値を下回る。第一次集束装置と固定された受け入れ角度を有する非結
像集中装置を備えた２段階システムについて、図２に示されるように、理論的最大量が次
式で与えられることを見出すことができる。
Ｃ 2 - d＝ｎ・ｃｏｓφ r i m／ｓｉｎθ 1　　　　　　　　　　　　（４）
ここで、φ r i mは第一次影像装置のへり（ｒｉｍ）角度である。へり角度が大きくなると
、コンセントレーションの低下が相当に著しい。損失を引き起こす問題は、こうしたシス
テムにおける第二次装置の入射開口上への輝度分布はかなり不均一であることである。標
準的な第二次装置は、しかしながら、フラットな位相空間を収集するように設計されてお
り、集められた光の多くは望ましくないものとなってしまう。最近の発展において、いく
つかの場合に上記最大量を越えることができるように集中装置をあつらえることができる
ことが示されている。しかし、さまざまなタイプの集中装置についてこれを実現する一般
化された技術は存在していない。
本発明は、一つには、さまざまな吸収体形状および入力分布に対して集中装置を設計する
ための、一般的な数値積分法に関係している。この方法によれば、極座標の微分方程式を
使用して、反射鏡上のエッジ射線（ edege ray）を位置の関数として変化させることがで
きるようにする反射鏡曲線（ reflector curve）を決定することができる。また、吸収体
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形状に依存するとともに位置によっても変化することのある、方程式内の一つのパラメー
タを変化させることによって、吸収体形状を考慮に入れることができる。
非結像集中装置を設計するために一般的に使用される２つのタイプの曲率がある。最も一
般的なものは複合楕円型集中装置（ compound elliptical concentrator:ＣＥＣ）であり
、これは１回の反射で吸収体上に到達するエッジ射線アルゴリズムを使用する。一方、複
合双曲型集中装置（ compound hyperbolic concentrator:ＣＨＣ）では、目標吸収体にあ
たる前にエッジ射線を複数回反射させる「仮想 (virtual)」焦点が使用される。複合反射
鏡の名は、集中装置が２つの側面（ side）を有することに由来し、一つの側面の形状がも
う一つの側面に関して対称的であることが一般的に要求される。図３に示された２つのタ
イプは両方とも一般的な積分設計法を使って設計することができる。
同様に、さまざまな方法および設計が非結像照明システムを製造するために提供されてい
る。しかし提案された解決法は、効率的に動作させるために光源と反射鏡輪郭との間に大
きなギャップを必要とするとか、反射鏡形状が光源よりもかなり大きいことを必要とする
などの、極めて特殊な条件を必要とする。
発明の目的と概要
以上の説明から、本発明の目的は非結像光学的集中装置または照明装置のための改良され
た方法および設計を提供することにある。
本発明の他の目的は、さまざまな吸収体形状と光の入力分布が与えられたときに、集中装
置を設計するための新しい一般的な方法を提供することにある。
以上の他に本発明のさらなる目的は、ある与えられた場所における輝度または光の分布の
関数として変化する反射鏡曲線を有する集中装置を設計するための改良された方法を提供
することにある。
以上の他に本発明のさらなる目的は、吸収体形状に依存する解析的な表現におけるパラメ
ータを変化させることにより光集中装置を設計するための新たな方法を提供することにあ
る。
以上の他に本発明のさらなる目的は、複合集中装置を、その両側を構成するための一般的
な解析的な方法を使用して設計するための改良された方法を提供することにある。
以上の他に本発明のさらなる目的は、反射鏡上のエッジ射線が位置の関数として変化する
ことを可能にする反射鏡曲線を決定するために、解析的な微分方程式を使用して集中装置
のための新たな設計を提供することにある。
以上の他に本発明のさらなる目的は、幾何学的配列設計を簡略にするためにある定義され
た補足的なエッジ射線を使用して改良された集中装置の設計を提供することにある。
以上の他に本発明のさらなる目的は、固定された円形ミラーを使用して改良された２段階
集中装置の設計を提供することにある。
以上の他に本発明のさらなる目的は、非結像照明システムのためにあつらえられる反射鏡
のための新たな方法および設計を提供することにある。
以上の他に本発明のさらなる目的は、目標面に一般的な照明パターンを形成するあつらえ
の反射鏡を提供するための改良された方法および設計を提供することにある。
以上の他に本発明のさらなる目的は、照明装置を製作する際に反射鏡のリーディングエッ
ジアプローチ（ leading edge approach）を使用するための新たな方法および設計を提供
することにある。
以上の他に本発明のさらなる目的は、光源と反射鏡とのギャップが必要とされない非結像
照明システムのための改良された方法および設計を提供することにある。
以上の他に本発明のさらなる目的は、角度積分変数の３つの積分領域に適用された解析的
表現を使用して、非結像照明システムのための新たな方法および設計を提供することにあ
る。
本発明の以上の目的と他の目的、およびその利点は以下の記述と図面から明らかにされる
。
【図面の簡単な説明】
図１（ａ）および図１（ｂ）は、従来技術による一般的な非結像集中装置の輝度変換を示
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した図である。
図２は、従来技術による２段階集中システムを示した図である。
図３は、２つの異るタイプの集中装置を示した図であり、（ａ）はＣＥＣ型の集中装置を
示した図、（ｂ）はＣＨＣ型の集中装置を示した図である。
図４は、極座標系において、反射鏡曲線から反射された原点からの光線を示した図である
。
図５は、θ 1－θ 2型の集中装置の設計を示した図であり、（ａ）はφ＞（π／２）－θ 2

の場合、（ｂ）はφ≦（π／２）－θ 2の場合を示した図である。
図６は、切り捨て (truncation)角度θ tから高さｈを決定するための方法を説明するため
の図である。
図７は、トランペット型の集中装置を設計するために仮想光源を使用する方法を説明する
ための図である。
図８は、単一の反射されたエッジ射線を使用する、トランペット外形の複数の反射設計を
示した図であり、（ａ）は反射鏡の反対側からきた光線、（ｂ）は反射鏡に直接的にあた
る光線を示した図である。
図９は、非平坦な吸収体に対する、中心的な補足エッジ射線を使用する集中装置の設計法
を示した図である。
図１０は、θ 1＜θ bの関係にある反射鏡に関して最大角を見出すための逆方向への光線追
跡を説明するための図である。
図１１は、ＴＩＲ、すなわちβ＞ａｒｃｓｉｎ（１／ｎ）の要求を説明するための図であ
る。
図１２は、補足エッジ射線による傾斜屈折率素材内における設計を示した図である。
図１３は、光学的な円弧によって反射された射線を示した図である。
図１４は、第二次装置が正しく位置付けれた際の追跡許容差の効果を示した図である。
図１５は、第二次装置部分の開口にあたる輝度分布を示した図である。
図１６は、Ｃ＝１．１５の標準的な５５度の受け入れ角度を持つＣＰＣを示した図である
。
図１７は、Ｃ＝１．４５であつらえられた集中装置を示した図である。
図１８は、あつらえられた集中装置によって集められた、第一次装置部分からの輝度分布
を示した図である。
図１９は、あつらえられた集中装置によって集められた、ランベルト光源 (Lambetian sou
rce)からの輝度分布を示した図である。黒い領域は吸収体に直接あたったことを示し、グ
レーの領域は光が一つ以上の反射の後に収集されたことを示し、そして白い領域は光が収
集されなかったことを示している。
図２０は、一般的な照明装置を設計するために使用される幾何学的配置を示した図である
。
図２１は、照明装置のインボリュート（伸開線）領域の設計法に関する幾何学的配置を示
した図である。
図２２は、遠い目標への照明に関する幾何学的配置を示した図である。
図２３は、パワーが目標の中心で正規化される角度領域２内での積分に対する積分曲線を
示した図である。
図２４は、図２３に示された角度の停止ポイント (angular stopping point)を有する照明
装置についての強度プロフィールを示した図である。
図２５は、トレーリングエッジ設計法とリーディングエッジ設計法との間の方法論の相違
を説明するための図である。
好適実施例の詳細な説明

図４～図１５と図１７～図２５は、本発明による非結像集中装置の方法および設計例を示
した図である。本発明の好ましい実施形態を、極座標を使って２次元的集中装置を設計す
る場合について説明する。３次元的集中装置は、２次元的集中装置をその軸の周りに回転
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することによって得られる。実際の吸収体形状に関係なく各集中装置形状は極座標の微分
方程式を積分することによって得られる。この微分方程式は次式で与えられる。
ｄＲ／ｄφ＝Ｒ・ｔａｎα　　　　　　　　　　　　　　　　（５）
ここで、座標（Ｒ，φ）は曲線２０上の点１０を表す。一方、αは座標系の原点３０から
の光線が曲線２０の垂線４０となす角度である。図４にはこの系が図示されている。さま
ざまな非結像集中装置を設計するには、便利な原点とエッジ射線原理を満足するα（Ｒ，
φ）を見出すことが必要とされる。

設計が最も簡単なタイプの集中装置５０は、目標射出開口８０上の実際の点に向かって反
射する光源入射開口６０からのエッジ射線を持つ（図５参照）。エッジ射線７０が目標射
出開口８０に到達する際に一度の反射を行うことから、これはＣＥＣ型の集中装置である
。入射開口６０に入射するθ 1と射出開口を後にするθ 2の最大角度を有するフラットな位
相空間分布を得るために、古典的なθ 1－θ 2型ＣＰＣがある。この型の集中装置５０の設
計ではエッジ射線７０のほとんどが目標射出開口８０の端にあたることになるので、この
端は座標原点として選定するのに最適である。図５（ａ）は集中装置の輪郭と、θ 2＞（
π／２）－φに対するさまざまな設計パラメータを示した図である。この場合、エッジ射
線７０は目標射出開口８０の端にあたる。新たに入ってきたパラメータはθ 1（Ｒ，φ）
である。これは、エッジ射線７０が点（Ｒ，φ）で反射鏡９０にあたることができる垂線
となす最も大きな角度である。従来技術による標準的な設計法では、θ 1（Ｒ，φ）はす
べてのＲ、φに対して一定である。ひとたびθ 1が知れると、θ 2＞（π／２）－φの場合
には、αは簡単な幾何学を使って以下の式のように表される。
α＝（π／４）＋（φ－θ 1（Ｒ，φ））／２　　　　　　　　（６）
式５と組み合わせたときには、θ 1が一定であるかまたはφに比例（つまり、φの線形関
数）しない限り、解を解析的に求めることは困難である。
もしθ 2≦（π／２）－φならば、αを見つけることはより複雑となる。その理由は、図
５（ｂ）に示すように、エッジ射線７０が目標射出開口８０の端にあたらないからである
。エッジ射線７０が角度θ 2で出ていくようにするために、目標射出開口８０の端を通過
する補足エッジ射線７５を導入する。新たな量δ＝π／２－φ－θ 2を定義して、さらに
それを式６のθ 1に加えると、αの正しい値が得られる。θ 1＋δでの補足エッジ射線７５
が目標射出開口８０の端にあたることを要求すると、θ 1での実際のエッジ射線７０はθ 2

の角度で目標射出開口８０を出る。補足エッジ射線７５は、エッジ射線７０が正しい出力
角度θ 2で出るようにさせるための、設計原点を通過する構成射線に対応する。この場合
、αについての方程式は、θ 2≦（π／２）－φならば、次式で与えられる。
α＝φ＋（θ 2－θ 1（Ｒ，φ））／２　　　　　　　　　　　　（７）
もしθ 1が一定ならば、この方程式は直線を表す。
入力分布、すなわち固定されたＬ 1が知られていると仮定して、高さｈと射出開口Ｌ 2８０
を解析的に決定することはほとんどの場合に不可能である。入力部分における位相空間分
布におけるギャップを含めなければならないことがあるので、コンセントレーションは一
般的にはあらかじめ分からず、その結果、理想的な集光が得られない。図６の集中装置５
０において、Ｌ 1とＬ 2を使っていかにｈを決定するかを説明する。図６において、切り捨
て (truncation)角度θ tは光源 (source)６０の端からのエッジ射線の角度である。コンセ
ントレントレーションＬ 1／Ｌ 2は変化するが、基礎的な三角法を使って次式が得られる。
ｈ＝（Ｌ 1／２＋Ｌ 2／２）・ｃｏｔθ t　　　　　　　　　　　（８）
Ｌ 1は固定されることが好ましいが、光源 (source)のサイズは一般的に固定されている。
Ｌ 2が変化する。積分は光源の端あるいは目標射出開口８０のいずれかから始めることが
できる。コンセントレーションは未知のパラメータであるので、それについて解く必要が
ある。標準的な数値計算アルゴリズムは、光源の端および目標射出開口８０を両方とも通
過する積分曲線を必要とする際に使用することができる。もしｈが固定されているならば
、そのときは一般的にコンセントレーションの損失が存在する。また、θ 2をＲ、φの関
数とすることによって、フラットでない出力輝度分布について設計することが可能である
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。

図７に示されたトランペット型集中装置１００は凹状の代わりに凸状となっている。また
、それはＣＨＣ型設計となっている。エッジ射線１１０は無数の反射を行って目標吸収体
１５０に到達する。θ 1－θ 2型集中装置５０の様に、目標吸収体１５０と光源分布１３０
は両方ともにまだフラットな面である。相違点は、目標吸収体１５０が光源平面内に存在
し、かつ、入力分布１３０が仮想光源として作用することである。再び、光源輝度分布は
知られているものと仮定する。切り捨て設計法を行うと、高さｈが選ばれるとともに、光
源にあたるすべての光線が点Ａ、Ａ′の二点の間を通過するものとして点Ａ、Ａ′が見出
される。
この場合に使用されるエッジ射線原理においては、エッジ射線１１０が無数の反射の後に
目標吸収体１５０にあたることが要求される。トランペット型集中装置の一般的な設計で
は、エッジ射線１１０は、光源分布の端にある「仮想」焦点に向かって反射し、かつ、目
標吸収体に次第次第に近づくが、そこに到達するには無限回の反射を行わなければならな
い。このパターンに従うようにエッジ射線１１０を操作することができる。仮想焦点は、
エッジ射線１１０が集中装置１００の背後の点１２５に向かって反射し、一度の反射によ
って目標吸収体１５０内部に反射されることがないことを示している。座標系の原点１２
５を光源分布の端に選び、エッジ射線１１０をこの「仮想」焦点に向かって反射するよう
にさせることによって、１回反射型設計法を使用して、無限回反射するエッジ射線の集光
装置に対する設計を行うことが可能となる。受け入れ角度θ 1を適当に定義することが必
要とされるすべてである。
考慮しなければならない、積分曲線に沿った２つの部分が存在する。これら２つの領域は
図８に図示されている。原点１２５から出発した光線１４１は反対側の焦点１２５から反
射鏡１３５を通過するように描かれている。もしこの光線１４１が点Ａ、Ａ′を通過しな
いならば、そのときはθ 1（Ｒ，φ）の角度はこの光線１４１の角度で与えられる。その
理由はもう一方の側の反射鏡１４０がこの焦点に向けてそのエッジ射線のすべてを送り込
むからである。もし反対側の焦点からの光線が点Ａ、Ａ′を通過すれば、そのときは最大
角度が見出されるまで光源に向かって後ろ向きに光線を追跡することによって、反射鏡１
３５上への最大角度が見出される。この角度は式５を積分する際に使用される、角度αは
式６によって与えられる。
反射鏡１４０上のこれらの点は知られているので、この積分は、反射鏡１４０の外側の端
から出発して、内向きに行う。最終的な目標開口１５０には積分によって到達し、θ 1－
θ 2の場合のような二分割は必要ない。この方程式の数値積分によって、流線アプローチ (
flowline approach)を使って得られる一般的なトランペット設計が再現される。残念なが
ら、この方法では、流線アプローチで得られるようなトランペット形状は解析的には得ら
れない。しかし、以前では不可能であった非一様な分布に対応した設計が可能になるとい
った重要な利点が存在する。
理想的なトランペットは無限に広がっているので、Ｒを無限大にする（極限をとる）際に
数値計算上の困難が生じる。好ましい設計方法においては自動的に切り捨て操作が組み込
まれているので、このアプローチはこうした集中装置をカバーしない。理想的な無限の集
中装置を設計するには流線アプローチが必要とされる。しかしながら、積分法はすべての
現実的な適用例に対して機能する。

非平坦な吸収体に一般化する際にも、以上に記述したような方法論に従うことができる。
図９はＣＥＣ型アプローチを使用する任意形状の凸状吸収体１５１を示した図である。パ
ラメータδ（Ｒ，φ）は吸収体１５１からの極限光線１４５が点（Ｒ，φ）においてなす
角度である。もし吸収体１５１が円形であるならば、そのときは吸収体１５１の中心１５
５は座標系中心として最適な位置である。そしてδ＝ａｒｃｓｉｎ（ρ／Ｒ）となる。こ
こでρは吸収体の半径である。簡単にするため、座標系中心は吸収体１５１の垂直軸１６
０に沿うものとする。θ 1は光源分布からの光線があたる極限角度であり、すでに説明し
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たような光線の後方追跡によって得られる。θ 1におけるエッジ射線１４５は、吸収体１
５１の最上部に接してあたるように反射すべきものである。以前のように、原点１５５を
通過する補足エッジ射線１６５が使用され、αに対する次のような方程式が与えられる。
α＝（φ－θ 1（Ｒ，φ）－δ（Ｒ，φ））／２　　　　　　（９）
こうした方法論では、吸収体１５１は光源からの光線を遮ることができ、その光線が反射
鏡１７０に到達することを妨げることができる。反射鏡１７０をこれらの光線を収集する
ように設計するればコンセントレーションにおける不必要な損失が生じる。こうして問題
は、ブロックされずに反射鏡１７０にあたる最大光線角度を見出すことである。図１０は
いかにして光線を後方追跡して最大角度を見出すかを説明するための図である。θ bを吸
収体１５１にあたることがない最大角度として、－π／２とθ bとの間でθ 1を探索する。
もし光源から直接的に反射鏡１７０上にあたる光線が存在しないならば、そのときは複数
の反射を使って、光源と交差する光線が見出されるまで、光線を後方追跡する。このため
には、積分が光源の外側から開始されて、内向きに進むことが要求される。その理由は、
さもなければ、反射鏡の最上部での輪郭がまだ知られていないので、複数反射による光線
の後方追跡を実行することができないからである。
この好ましい実施形態では、積分方程式がすべてのφに対して定義されており、最大のコ
ンセントレーションを与えるので、インボリュート（ involute;伸開線）は集中装置１７
０の底には使用されない。フラットな位相空間分布を得るために、積分法は自動的にイン
ボリュートを回復するが、この結果は幾何学的技術を使用して得られるものと同一である
。
吸収体１５１と反射鏡１７０との間のギャップは固定されず、φ＝０でのＲの値によって
決定される。光線追跡は重大なギャップ損失があるかどうかを調べるのに必要とされる。
ここにすでに記述された技術によって、３つの主な型の集中装置５０、１００、そして１
７０に対する設計を行うための一般的な方法について述べた。設計方程式は、設計にレン
ズを加えること、ＴＩＲが満足されること、そして傾斜屈折率型素材を使用することなど
の付加的な拘束条件を考慮に入れることができるように修正することができる。
（図示されていない）レンズを加えることによって、集中装置５０をより小型にすること
ができる。レンズを考慮すると、θ 1およびｈが変化する。反射鏡に沿った受け入れ角度
θ 1は、入力分布の内側にある最大角度を見出すためにレンズを介して光線を後方追跡す
ることによって得られる。数値積分をすでに説明したように遂行することができる。新た
な高さｈは、切り捨て角度θ bがレンズ使っていかにずれるかを決定することにより見出
される。この新たな角度は吸収体の端にあてて最適な高さを見つけるのに必要とされる。
高さがより低くなると、すでに気づいたようなコンセントレーション損失が生じる。
誘電体集中装置においては、反射損失と加熱を最小限にするために、すべての光線がＴＩ
Ｒを満足するという要求が課される。θ 1－θ 2型集中装置５０に対して、反射鏡１７５の
垂線となす角度βを臨界角度よりも大きくするためには、エッジ射線７０が必要である。
図１１を参照して、いかにＴＩＲを課すかを説明する。β≧ａｒｃｓｉｎ（１／ｎ）を要
求することによって、αに対する次の新たな制約が加わる。
α≦（π／４）＋φ－θ 1－ａｒｃｓｉｎ（１／ｎ）　　　　　（１０）
ここで、ｎは媒体の屈折率である。ふたたび、幾何を簡単にするために補足エッジ射線７
５が使用される。円形レンズを使用して集中装置１７５を設計することによって、異った
技術を使って実現されるものと同一の形状が与えられる。
あらかじめ傾斜屈折率型素材を使用することも有効である（図１２参照）。傾斜屈折率型
素材は通常、レンズと同様に作用する。また媒体を介して光線を後方追跡することによっ
てθ 1が見出される。相違点は、吸収体の端にあてるための光線追跡も必要とされるとい
うことである。図１２において、θ 2（Ｒ，φ）が見出される。補足エッジ射線７５によ
って、式７がすべてのθ 2に対してαを与えることが示される。

図２０～図２５には非結像照明装置１８０に対する方法および設計例が一般的に示されて
いる。すでに説明したような非結像集中装置に対する設計がこれらの照明装置１８０に対
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する設計に同様に拡張できる。非結像光学はもともとは光を最大の効率で集めることを最
終目的とする分野である。光線経路を逆にすることによって、集中装置は理想的な照明装
置になる。この意味において、理想的には、光源１８５からのすべての光が反射鏡１９０
によって出力され、そしてその光がよく定義された円錐内に出ていく。問題は、目標面上
の照明パターンは固定されてしまうが、このパターンを変化させることが望まれているこ
とである。最近の研究によれば、うまく設計された集中装置が遠くに離れた平面を一定の
照明によって照明することができることが示されている。しかし問題は、反射鏡の形状が
光源よりもかなり大きく、かつ、目標面を光源に近づけるための方法があまり知られてい
ないということである。
一般的な積分法はコンセントレーションを最大化するための非結像光学素子に適用するこ
とができ、任意の光源分布、吸収体形状、そして集中装置タイプに対する方法を強化する
。この技術は、集中装置のみならず、照明問題にも適用することができ、近くの目標スク
リーン上に一般的な照明パターンを形成する方法を提供する。リーディングエッジアプロ
ーチ (leading edge approach)が使用されることから、以前のトレーリングエッジ (traili
ng edge)設計法において存在した、光源１８５と反射鏡１８０との間の大きなギャップを
完全に消滅させることができる。
図２０には、一般的な照明装置を設計するために使用される幾何学的配列が示されている
。集中装置５０の設計コンセプトを使えば、あつらえの反射鏡に対して、基本的な微分方
程式を次式のように表すことができる。
　
　
　
反射鏡１９０上の位置は、極座標（Ｒ，φ）で与えられる。角度θはこの点におけるあつ
らえの受け入れ角度である。光源１８５のサイズおよび形状は、座標系の原点１９５に向
かう 最上部における 通過接線（ passing tangent）

角度δでパ メトライズされる。式１１に
おけるすべてのパラメータは、望ましい照明とともに変化するθ（Ｒ，φ）を除いては知
られている。唯一の拘束はθおよびＲが、反射鏡１９０をあつらえる際にφの増大ととも
に増大するということである。
θを見つけるためには、目標スクリーン２０５上の対応する位置２００であるＸ（θ）が
見出され、その点にあたるパワーが望ましい照明パターンにフィットすることが要求され
る。Ｄを光源原点から目標面中心への距離とすると、Ｘ（θ，Ｒ，φ）は次式で与えられ
る。
Ｘ＝Ｒ・ｓｉｎφ＋ｔａｎθ・（Ｒ・ｃｏｓφ＋Ｄ）　　　　（１２）
この設計法に境界条件を適用すると、φに沿った積分に３つの領域が存在することが示さ
れる。これらは、１）すべての光が照明装置１８０を出ることができるようにあるインボ
リュート（伸開線）を使用することと、２）目標中心においてパワーを正規化するために
反射鏡１９０の部分を設計することと、そして、３）目標スクリーン２０５に沿って一般
的な照明を提供することができるように反射鏡１９０をあつらえること、である。これら
の領域が以下に説明される。
１）インボリュート２０８の設計は、リーディングエッジ射線２１０を、光源１８５にち
ょうど接するように直接後ろに向きに反射するようにさせることにより行われる。図２１
はこの様子を示したものでるが、これによっていかなる光線も光源１８５に逆戻りしない
ようにして、パワー損失を抑制できる。θ＝φ－δ（Ｒ，φ）が成立する。この部分の積
分はＸ（θ）≧０が成立するまで継続される。
２）目標面上の一般的な照明パターンには次式が要求される。
Ｐ（Ｘ）＝Ｐ（０）・ｆ（Ｘ）　　　　　　　　　　　　　　（１３）
ここでＰ（Ｘ）は点Ｘにおいて面上にあたるパワーを表し、ｆ（Ｘ）はパワーの分布形状
を表す。目標中心のパワーが次式を満足するまで、設計にはθを定義するためにＸ（θ）
＝０が使用される。
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Ｐ（０）≧Ｐ 2（Ｘ）／ｆ（Ｘ），Ｘ＞０　　　　　　　　　（１４）
ここで、Ｐ 2は光源１８５と領域１、２で積分された反射鏡の輪郭からの直接のパワーで
ある。あつらえの基礎となっていることはパワーがＰ（Ｘ）に加わることができるという
ことである。しかし、もしＰ 2（Ｘ）＞Ｐ（０）ｆ（Ｘ）ならば、そのときはその点で過
剰なパワーが存在する。領域２の一部分だけを含む設計または全く含まない設計では、過
剰パワーの点が存在することがある。光線追跡によって、これらの偏差が受入可能かどう
かを決めることができる。Ｐ（０）の値が増大すれば、より大きな非均一性を得ることが
できるが、パワーの保存からあつらえ可能なＸの範囲が制限される。
３）積分領域１、２からのＰ（０）を正規化した後、一般的な照明パターンのあつらえを
始めることができる。各点（Ｒ，φ）について、Ｐ（Ｘ）＝Ｐ（０）・ｆ（Ｘ）となるよ
うなθを見出すことができる。あつらえの後にはいずれかの点にあたる過剰な光は存在す
ることができないので、ｆ（Ｘ）の可変性には限界が存在する。Ｙ＞Ｘとなるようなすべ
ての点について、ｆ（Ｙ）は過剰な照明を回避するために次式を満足しなければならない
。
ｆ（Ｙ）＞Ｐ 3（Ｙ）／Ｐ（０）　　　　　　　　　　　　　　（１５）
ここで反射鏡の輪郭が現在の積分位置にまで延長しているのでＰ 3は到着パワーである。
Ｐ（Ｘ）を見出すことはいくらか複雑である。それは一般的に次式で与えられる。
　
　
　
ここで、Ｉは光源１８５から放出された単位長さ当たりのパワーを表し、βは点Ｘを離れ
光源１８５へ戻る光線の角度であり、ｄ（β）は光線が光源に到達するための光学的な経
路長であり、ｎ（β）は光源に到達するのに必要な反射数であり、ρは反射鏡１９０の反
射率であり、θ sは光源の端への角度である。すべてのパラメータは変数θを使って見出
される。正しいエッジ射線角度を見出すには、式１３が満足されるまでθを変化させる必
要がある。目標に近い光源に対して、Ｐ（Ｘ）を評価するには、光線の後方追跡とかなり
の計算が必要である。
反射鏡のサイズが限界に達するまで照明装置１８０のあつらえが継続される。照明パター
ンを理想的に決定するには、反射鏡１９０が光源１８５から目標まで延びている必要があ
る。ほとんどの場合にはこうすることは非現実的であり、容赦ない切り捨てによって、照
明の中にテール部分のみが見えることとなる。この設計における最終ポイントにおいて、
Ｘ（θ e n d）を評価することによって、切り捨てによって影響されない目標スクリーン上
の領域が与えられる。
遠い目標の照明に関する最も簡単な例は、Ｄ≫Ｒに対して、円形シリンダ光源（δ＝ａｒ
ｃｓｉｎ（ｒ／Ｒ））と、一定照明（ｆ（Ｘ）＝１）である。多重反射の寄与が無視でき
る（ρ～１）と仮定すると、式１６は次式のように簡単になる。
　
　
　
ここで、Ａ s（θ）は角度θで光源から直接眺められる射影領域であり、Ａ r（θ）は反射
によって眺められる射影領域であり、そしてＸ＝Ｄ・ｔａｎ（θ）。図２２にこの幾何学
的配列が示されている。射影領域は次式で与えられる。
Ａ s（θ）＝２ｒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１８）
Ａ r（θ）＝Ｒ・ｓｉｎ（φ＋θ）－ｒ　　　　　　　　　（１９）
θ＝φ－ａｒｃｓｉｎ（ｒ／Ｒ）を使ってθ＝０まで式１１を積分すると、すでにアウト
ラインが示されたように領域１の中の反射鏡の輪郭が得られる。次のステップは領域２の
積分をいつストップさせるかを見出すことである。今過剰な照明が生じたと仮定すると、
すなわちＰ（０）＞Ｐ（ΔＸ）、射影領域に対する以下の条件が与えられる。
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φ≦π／２で、この条件はθ＝０を設定する。この条件が満足されると、Ａ r（０）～１
．８Ａ s（０）となり、遠いスクリーン上の照明パターンのサイズが大きく減少する。φ
＜π／２で積分を止めることによって、中心近くのスクリーン上で見られる過剰がほとん
どなく範囲が拡張される。領域３における積分によって、Ａ（θ）ｃｏｓ 2θ＝Ａ（０）
となるようなθが見出される。図２３には領域２のさまざまな停止ポイントに対する積分
曲線が示されている。それらの積分曲線は反射鏡の幅が１０ｒになるように切り捨てられ
る。図２４には各照明装置の性能が示されている。そこに示されているように、Ｐ（０）
を低くさせると、スクリーン上により大きい相対的な過剰が引き起こされるが、しかし一
定照明の領域が拡張される。これらの形状によって、一定照明のパワーおよび領域をさま
ざまな要求を満足することができるように変化させることができることが分かる。切り捨
てられていない反射鏡に対する最大設計角度はエネルギ保存則から見出すことが可能であ
る。その関係は次式で与えられる。
　
　
領域２がφ＝π／２で終わりとなる場合の完全な放射照度に関して、図２４においてθ m a

x＝４７．７°が分かる。領域２が完全になくなればθ m a x＝７０．３°となる。切り捨て
によって、設計範囲および一定放射照度の最大角度が、｜θ（Ｒ e n d，φ e n d）｜にまで減
少する。照明範囲はｔａｎθ m a xに比例するので、この相違によって大きな設計自由度が
与えられる。切り捨て量を変化させてもこの値への影響はほとんどない。
この新たな照明システム設計は従来の方法よりもかなり一般的化されており、そしてその
形状も光源と反射鏡の間のギャップがなく、かなり小型になっている。この方法はδ（Ｒ
，φ）を光源１８５の形状に合う新たな形に適当に変化させることによって、非円形の照
明光源分布に対して発展させることができる。
光源と目標面が有限距離だけ離れている場合、目標スクリーンの中心近くのポイントに対
する設計によって過剰なパワーが集中装置５０にさらに沿ったポイントにあたることがな
いといった条件が、一般的な照明に対する設計方法に含まれる。もし光源分布が非一様な
らば、式１６の光源に依存する積分に相対的なパワーの重み付けを付加させることが可能
である。あとの残りの技術は同一である。回転対称性のあるシステムに対する３次元的な
設計は２次元的な方程式を使用するれば十分である。Ｐ（Ｘ）を評価するには、全立体角
の上の２重積分が必要になる。
以下の非限定的な例によって本発明のさまざまな側面が説明される。
（実施例１）
本例は、θ 1－θ 2型集中装置に対する解析解に関するものである。ただしここでは、θ 2

＞θ 1である。式５と式７を組み合わせて全体にまとめると、π／２－φ＞θ 2に対するＲ
（φ）に関する方程式が得られ、それは次式で与えられる。
　
　
　
θ 1とθ 2が一定の場合は、上記方程式はＲ（φ）に対する以下のような解析解を与える。
　
　
　
これは直線であり、その方向はφ＝π／２－（θ 2－θ 1）／２に対応する。
π／２－φ≦θ 2のときは、式５と式６は次式を与える。
　
　
　
積分を評価し、それを簡単にすることによって次式が得られる。
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これは放物線であり、軸の方向はφ＝π／２＋θ 1に対応する。曲線上の終点としてφ＝
π／２－θ 1を使用すると理想的な集中装置の高さが決定される。目標の中心にその原点
がシフトされた直角座標系において与えられた曲線は（Ｒ（φ）ｃｏｓφ－Ｌ 2／２，Ｒ
（φ）ｓｉｎφ）で表される．入射開口幅Ｌ 1はＬ 2ｓｉｎθ 2／ｓｉｎθ 1に等しく、これ
は理論的な最大量と正確に一致する。
（実施例２）
（２段階集光器）
従来の２次元的太陽光集光システムでは、シリンダ形状の円形ミラーが使用されていたの
で有用性が制限されていた。その理由は、放物線状トラフではコンセントレーションが２
５から３０の値であるのに対して、シリンダ形状の円形ミラーを用いたシステムでは２か
ら３のかなり低い値であるからである。円形ミラーの望ましい対称性よって第一次ミラー
を固定することが可能となり、吸収体だけが蝶番式に旋回して太陽を追跡する。しかしな
がら、この利点はシリンダ形状ミラーの大きな収差によって相殺された。非結像第二次装
置を用いることによって、収差により失われるコンセントレーションのいくらかを修復す
ることができ、本例は適当な第二次装置の設計に関するものである。
第二次装置の設計では第二次装置の配置および開口を特定することが要求される。このこ
とにはいかに光線２２０が円弧２２５に反射するかについての基礎的な研究も含まれる。
図１３に示されような、光線がそれに接する包絡線パターン２３０を同定することが可能
である。包絡線パターン２３０は第二次装置の開口の位置を決めるのに非常に重要である
。無限小だけ離れた２つの平行な光線をそれらが第一次装置に反射した後に交差させるこ
とによって、その曲線に対する方程式を見出すことが可能である。図１３における包絡線
に対してパラメトライズされた方程式は直交座標系を使うと次の式で与えられる。
Ｘ＝Ｒ・ｓｉｎ 3γ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２６）
Ｙ＝－（２／３）Ｒ・ｃｏｓγ＋Ｒ・ｃｏｓ 3γ　　　　　　（２７）
ここでＲは第一次装置の曲率半径であり、γは第一次装置（円弧２２５）で反射する光線
２２０の角度位置と包絡線２３０上でそれが接する位置を定義する。γがほぼゼロのとき
は光線２２０は近軸焦点を通過することに注意する。第二次装置の開口をどこに位置させ
るかを見出すために、各へりは包絡線２３０に交差することが要求される。ある与えられ
た第二次装置の幅、Ｗ＝２Ｘ、に対して、最適な旋回レバーアームの長さはＬ＝－Ｙであ
る。光線２２０はそれらが接する包絡線２３０を横切らないので、このレバーアームの長
さに対して集光が最大になる。対称軸の各側に包絡関数が存在する。だから、一つの側に
接する光線２２０は反対側の包絡線２３０を通過する。レバーアームの長さがより短くな
れば、反対側の包絡線２３０を通過するより多くの光線２２０が失われ、と同時にそれら
を補うための光線は集光されない。図１３から明らかなように、包絡線２３０に接する光
線２２０の密度はそれを通過する光線の密度よりもかなり高い。こうして、幅がこれ以上
包絡線２３０に交差することがないほどレバーアームの長さが増大すれば、利得（ゲイン
）よりさらに大きな損失を招く結果となる。
ここで、太陽の角度的な広がりと追跡許容差が付加される。追跡角度θ t r a c kは、なんら
かの理由で第一次ミラー（円弧２２５）から離れる光線２２０の偏差の最大角度として定
義される。太陽の角度的な広がり、追跡許容差、そして第一次ミラーの円弧２２５の非鏡
面反射などがここには含まれる。これは包絡関数をθ t r a c kだけ回転させて、以前のよう
に交差を要求することによってモデルされる。光線軌跡から、この設計によってレバーア
ームの長さが最適化されることが分かる。追跡角度θ t r a c kが増大するにしたがって、Ｌ
は減少し、その結果、集光損失が生じる。図１４はＬをＷ、Ｒ、そしてθ t r a c kの関数と
して示した図である。ここから、０．０４～０．０５の範囲にあるＷ／Ｒが最もよく機能
し、そして第一次ミラーがよく見られることが見出される。追跡角度θ t r a c kの値が１度
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（１８ mradian）の場合に許容差がたいへん広くなり、性能損失がなくなる。このやり方
が放物線状トラフと異る点は、追跡許容差が設計によって設定されるものではなく、入力
パラメータであるということである。
システムのスケールは、システム内の熱損失を最小化することができるように、第二次装
置を外径１５０ｍｍの空気が抜かれたガラス管内に配置するこによって選ばれる。ガラス
管の中心に開口を置けば、Ｗ＝１４３ｍｍ（５．６″）となる。Ｒ＝３．２３ｍ（１２７
″）と設定すれば、Ｌ＝１．７４ｍが見出される。第一次装置の５５度の円弧上に入射す
るすべての光線が第二次装置の開口上に集光される。これによって第一次装置のコンセン
トレーションとして２１が得られる。次に、第二次装置の開口上の輝度分布が突きとめら
れ、図１５から、たいへん非一様なパターンが見出される。角度偏差のガウス分布が０．
５度の標準偏差とともに使用される。この設計において追跡にはなんの偏りもなく、そし
てビームの開きの他の原因が相互に関連していないことが仮定される。
収集される必要がある位相空間領域を計算することによって、第二次装置のコンセントレ
ーションへの理論的最大量が２．５より大きいことが見出される。従来技術による５５度
の受け入れ角度を持ち、反射鏡と吸収体との間にギャップを持たない、空気の抜かれた管
の中心に開口を持つ標準的なＣＰＣだけが、切り捨て損失の理由から１．１５に集中する
。図１６にこの集中装置５０が図示されている。不足に対する主な理由は、輝度分布にお
いてギャップが存在し、そして最大角度も開口上の位置の関数として変化するからである
。円形吸収体に対してこの設計技術を使用すると、反射鏡２４０に沿った各ポイントにお
ける受け入れ角度が逆の光線追跡を介して見出される。結果として得られる集中装置５０
は、１．４５のコンセントレーションを与え、これは図１７に図示されている。その設計
結果についての光線追跡を行うと損失が０．１％にすぎないことが分かるので、ギャップ
は大きくてもよい。図１８では、収集される、第二次装置にあたる輝度分布が示されてい
る。
あつらえ方がいかに収集された位相空間に変化をもたらすかを見るために、ランベルト分
布（ Lambertian　 distribution）のどの部分が集められるかを図１９は示している。また
、各輝度ビンは吸収体にあたる前に経験する反射回数に付随したグレースケールレベルを
持つ。吸収体上への直接放射は反射鏡にあたらず、それゆえ、調整することができない。
この結果、コンセントレーションに２０％の損失が生じる。各多重反射領域はギャップ損
失領域によって分離される。システムが１回またはゼロ回の反射で入力分布のほとんどを
収集するために、大きなギャップは有意な損失を生じさせない。このような場合には、ギ
ャップを可変パラメータのままにしておくことが、コンセントレーションを最大にするた
めの唯一つの方法である。吸収体と反射鏡のギャップの条件から開始すると、コンセント
レーションは１．２５に制限される。
この新たな第二次装置によって、システムに全体的として３０．５のコンセントレーショ
ンが与えられる。このコンセントレーションは放物線状トラフを使用して得られるものよ
りも少しだけ高く、そしてシステムは相当により大きな追跡許容差を有する。第一次ミラ
ーではなく、第二次装置だけを太陽を追跡するために枢軸の周りを旋回（ピボット）させ
る必要がある。
（実施例３）
（シリンダ形状光源からの一定照明）
照明設計に関する従来の方法では、反射鏡のサイズは光源よりもかなり大きい。問題の一
部は、いくつかの光源の直径の、ギャップを必要とするトレーリングエッジ (trailing ed
ge)設計法を使用する際に必要とされる大きなギャップにある。ギャップがないと、エッ
ジ射線の追跡は存在できず、そのために適切な設計ができない。図２５は照明設計への異
ったアプローチである、リーディングエッジ（ leading edge）およびトレーリングエッジ
アプローチを示した図である。トレーリングエッジに基づくＣＥＣ型設計の方法は、目標
スクリーン２０５の反対側へ照明することによって機能する。一方、リーディングエッジ
に基づくＣＨＣ型設計の方法は、目標スクリーン２０５の同一側へ照明することによって
機能する。リーディングエッジを用いる利点は、機能するために、ギャップが必要ではな
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いということである。
円の幾何学と遠く離れた目標スクリーン２０５とを使用すると、図２２に示されたような
設計の幾何学的配置が得られる。θの符号は従来の非結像集中装置５０のものと反対であ
ることに注意する。これによって次式で表される基本設計が得られる。
　
　
　
ここでｒはシリンダ形状の光源１８５の半径であり、δ＝ａｒｃｓｉｎ（ｒ／Ｒ）、そし
て反射鏡の輪郭の中心は光源の中心にある。この設計には興味のある３つの領域が存在す
る。１）インボリュート（伸開線）は、光源１８５からのすべての光が照明装置システム
によって放出されることを要求する。２）この領域は、中心におけるパワー分布を一定に
近くなるように、または一定の照明が目標スクリーン２０５上で実現されるようにあつら
える。３）あつらえは中心以外のポイントで始まる。
Ｄ≫Ｒとなる遠く離れた目標に対して、積分の第１の領域は単純である。図２１に示され
た幾何学的配置に対応するθが見出される。θ＝φ－δを使って、θ＝０になるまで積分
する。インボリュート（伸開線）を見出すための通常のひもの方法はここでも使用するこ
とができる。
第２の領域は目標スクリーン２０５の中心におけるパワーを適切に正規化する。現行の反
射鏡に対してさまざまな角度から見られる光源の射影領域を使って、あつらえによって一
定照明が可能になるように、すべてのθに対する条件Ｐ（０）＞Ｐ（θ）が満足されるこ
とが要求される。式１７から式１９を使用すると、Ｐ（θ）が次の式になることが見出さ
れる。
　
　
　
満足すべき条件はＰ（Δθ）≦Ｐ（０）である。この条件によって、φ 2＝π／２におけ
るθ＝０が積分の停止ポイントになる。このポイント以前に停止すればＰ（０）がより低
くなり、目標スクリーン２０５上のさまざまなポイントで過剰照明が生じる。これが生じ
る理由は、あつらえによってパワーが目標スクリーン２０５上のスポットに付加されるか
らである。しかし、ある与えられたポイント上にあたるパワーを減少させるために為すこ
とができることはなにもない。
第３の領域はＰ（０）＝Ｐ（θ）を満足するθを見出すことによってあつらえられる。反
射鏡１９０が設定サイズ条件に合致するまで、この領域における積分は継続される。この
設計が正しく機能することをチェックするために必要なことはｄθ／ｄφ≧０とｄＲ／ｄ
φ≦０である。
図２４にはさまざまな照明装置が示されている。これらは領域２におけるさまざまなφ 2

のカットオフに対する輪郭を示している。形状は、反射鏡の幅が光源の直径の５倍になる
ように切り捨てられる。図２３はこれらの照明装置の、離れたスクリーン上での性能を示
した図である。φ 2がπ／２に近い場合、より高い照明が得られるが、しかしビームの開
きはより小さくなる。φ 2が減少すれば照明パターンの広がりはより大きくなるが、しか
し非一様性から最大１０％までのいくらかの偏差が存在する。
本発明の好ましい実施形態が示され、かつ記述されてきたが、当業者にとって、以下に述
べる本発明の請求の範囲によって記述されるより広い側面の中で、さまざまな改変および
修正が本発明を離れることなくなされ得ることは明らかであろう。
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【 図 １ Ａ 】 【 図 １ Ｂ 】

【 図 ２ 】 【 図 ３ Ａ 】
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【 図 ３ Ｂ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ Ａ 】 【 図 ５ Ｂ 】

(17) JP 3682300 B2 2005.8.10



【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ Ａ 】 【 図 ８ Ｂ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】
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