
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両用灯具のために設計された反射鏡の反射性能を評価する方法であって、
　ａ )前記反射鏡

複数の反射基本面を表す設計情報 および前記車両用灯具に含まれる
光源の位置情報を入力するステップと、
　ｂ )前記複数の反射基本面から選択された一の反射基本面を前記設計情報に基づいて分
割するように決定されている複数の領域のそれぞれに 、前記光源の位置情報によっ
て規定される光源位置からの仮想光が有効に到達し得るか否かを示す属性 属性情報
を表示するステップと、
　

を備える反射鏡の反射性能を評価する方法。
【請求項２】
　ｄ )前記複数の反射基本面から選択された一の反射基本面を前記設計情報に基づき複数
の領域に分割するように決定された領域データを示す分割領域情報を前記設計情報と関連
づけるように生成するステップと、
　ｅ )前記一の反射基本面に関する前記複数の領域の各々に対して前記光源の位置情報に
よって規定される光源位置からの仮想光が有効に到達し得るか否かの決定を前記分割領域
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の下地形状を規定する基礎曲面を区分して作成された複数のセグメント
に対して決定される 、

対して
を含む

ｃ )前記複数の反射基本面のうち残りの反射基本面の各々を前記設計情報に基づいて分
割するように決定されている前記残りの反射基本面の各々に対する複数の領域のそれぞれ
に対する属性を含む属性情報を表示するステップと



情報および前記設計情報に基づいて行うステップと、
　ｆ )前記複数の領域のそれぞれに対して前記決定に基づいて付与される前記属性に関す
る属性情報を前記設計情報および前記分割領域情報の少なくともいすれかと関連づけるよ
うに生成するステップと、
を更に備える請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ｇ )前記複数の反射基本面のうちの残りから順に選択された一の反射基本面に対して前
記ステップ (ｄ )を繰り返し適用し、前記設計情報と関連づけるように前記分割領域情報を
更新するステップと、
　ｈ )前記複数の反射基本面のうちの残りの反射基本面から順に選択された一の反射基本
面に対して前記ステップ (ｅ )およびステップ (ｆ )を繰り返し適用し、前記設計情報および
前記分割領域情報の少なくともいずれかと関連づけるように前記属性情報を更新するステ
ップと、
　ｉ )前記複数の反射基本面のうちの残りの反射基本面の各々を前記設計情報に基づいて
分割するように決定されている複数の領域のそれぞれに対して、前記属性に関する属性情
報を表示するステップと、
を更に備える に記載の方法。
【請求項４】
　前記ステップ (ｃ )は、
　前記複数の領域の各々に対して評価点を与えるステップ、
　前記評価点と、前記光源位置とを結ぶ直線を発生するステップ、および
　前記複数の領域に対応する当該反射基本面以外の反射基本面と前記直線が交差するか否
かを決定するステップ、
を有する に記載の方法。
【請求項５】
　車両用灯具のために設計された反射鏡の反射性能を評価するための評価システムであっ
て、
　メモリと、
　受けた情報を表示する表示デバイスと、
　前記反射鏡

複数の反射基本面を表す設計情報 および前記車両用灯具に含まれる光源
の位置情報を入力し前記メモリに配置するための入力手段と、
　前記複数の反射基本面から選択された一の反射基本面を前記設計情報に基づいて分割す
るように決定されている複数の領域の各々に 、前記光源の位置情報によって規定さ
れる光源位置からの仮想光が有効に到達し得るか否かを示す属性 属性情報を前記表
示デバイスに送出するための第１の送出手段と、
　

を備える評価システム。
【請求項６】
　前記複数の反射基本面から選択された一の反射基本面を前記設計情報に基づいて複数の
領域に分割するように決定された領域データを含む分割領域情報を前記設計情報と関連づ
けるように発生するための第１の分割手段と、
　前記一の反射基本面に関する前記複数の領域の各々に、前記光源の位置情報によって規
定される光源位置からの仮想光が有効に到達し得るか否かの決定を前記分割領域情報およ
び前記設計情報に基づいて行うための第１の決定手段と、
　前記設計情報および前記分割領域情報の少なくともいずれかと関連づけるように、前記
複数の領域のそれぞれに前記決定に基づいて付与される前記属性に関する属性情報を生成
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請求項２

請求項１

の下地形状を規定する基礎曲面を区分して作成された複数のセグメントに対
して決定される 、

対して
を含む

前記複数の反射基本面のうちの残りの反射基本面の各々を前記設計情報に基づいて分割
するように決定された前記残りの反射基本面の各々に対する複数の領域のそれぞれに対し
て、前記光源の位置情報によって規定される光源位置からの仮想光が有効に到達し得るか
否かを示す属性を含む属性情報を送出するための第２の送出手段と



するための第１の属性手段と、
を更に備える請求項 に記載の評価システム。
【請求項７】
　コンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記
録媒体であって、前記プログラムは、前記コンピュータが車両用灯具のために設計された
反射鏡の反射性能を評価することを可能にし、
　前記反射鏡

複数の反射基本面を表す設計情報および前記車両用灯具に含まれる光源の
位置情報を入力する入力処理と、
　前記複数の反射基本面から選択された一の反射基本面を前記設計情報に基づいて分割す
るように決定されている複数の領域の各々に 、前記光源の位置情報によって規定さ
れる光源位置からの仮想光が有効に到達し得るか否かを示す属性を 属性情報を表示す
る第１の表示処理と、
　

を有するプログラムが記録された記録媒体。
【請求項８】
　前記プログラムは、
　前記複数の反射基本面から選択された一の反射基本面を前記設計情報に基づき複数の領
域に分割するように決定された領域データを含む分割領域情報を前記設計情報と関連づけ
るように生成する第１の分割処理と、
　前記一の反射基本面に関する前記複数の領域の各々に、前記光源の位置情報によって規
定される光源位置からの仮想光が有効に到達し得るか否かの決定を前記分割領域情報およ
び前記設計情報に基づいて行う第１の決定処理と、
　前記複数の領域のそれぞれに対して前記決定に基づいて付与される前記属性に関する属
性情報を前記設計情報および前記分割領域情報の少なくともいずれかに関連づけるように
生成する第１の属性処理と、
を更に有する請求項 に記載の記録媒体。
【請求項９】
　前記プログラムは、
　前記設計情報に基づき前記複数の反射基本面の各々を複数の領域に分割するように決定
されたそれぞれの領域データを含む分割領域情報を前記設計情報と関連づけるように発生
する第２の分割処理と、
　前記複数の反射基本面の各々に関する前記複数の領域の各々に、前記光源の位置情報に
よって規定される光源位置からの仮想光が有効に到達し得るか否かの決定を前記分割領域
情報および前記設計情報に基づいて行う第２の決定処理と、
　前記複数の反射基本面に関する前記複数の領域のそれぞれに対して前記決定に基づいて
付与される前記属性に関する属性情報を前記設計情報および前記分割領域情報の少なくと
もいずれかに関連づけるように生成する第２の属性処理と、
　前記複数の反射基本面のうち残りの反射基本面の各々を前記設計情報に基づいて分割す
るように決定されている前記残りの反射基本面の各々に対する複数の領域のそれぞれに対
して、前記属性に関する属性情報を表示するための第３の表示処理と、を更に有する請求
項 に記載の記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両用灯具のために設計された反射鏡の反射性能を評価する方法、車両用灯具
のために設計された反射鏡の反射性能を評価するための評価システム、および車両用灯具
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５

の下地形状を規定する基礎曲面を区分して作成された複数のセグメントに対
して決定される

対して
含む

前記複数の反射基本面のうちの残りの反射基本面の各々を前記設計情報に基づいて分割
するように決定された前記残りの反射基本面の各々に対する複数の領域のそれぞれに対し
て、前記光源の位置情報によって規定される光源位置からの仮想光が有効に到達し得るか
否かを示す属性を含む属性情報を表示する第２の表示処理と

７

７



のために設計される反射鏡の反射性能を評価するためのプログラムを記録した記録媒体に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
車両用灯具は、光源と、この光源からの光から略平行な光を得るための反射鏡と、反射鏡
の前方に配置されたレンズとを備えている。
【０００３】
このような車両用灯具が組み込まれている車両の外形には、近年、車両のデザイン性を高
めるために様々な形状が適用されている。このため、車両用灯具にも、車両に内蔵される
ために必要な収納空間および車両の外形といった条件から求められる形状に関する制約、
つまり所望にデザイン性を確保しながら、所定の空間内に配置可能であるという要求が課
される。
【０００４】
故に、車両用灯具の開発においては、このような要求を考慮しながら反射鏡の形状を決定
する必要がある。このために車両用灯具の反射鏡は、所望の反射性能を得るために回転放
物面または多重放物面といった形状の反射面を採用するようになってきている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
このような灯具には、近年、所望の外形を達成すると共に、従来にも増して優れた反射性
能が要求されるようになってきた。そこで、発明者は、この反射鏡の設計について検討し
た結果、車両用灯具において性能からの要求、および形状からの要求を満足する反射鏡を
提供しようとする際に生じる以下の問題点を発見した。
【０００６】
このような反射鏡における実際の設計においては、形状制約条件および反射性能は共に車
両メーカから提示される場合があるけれども、反射性能は、形状制約条件に比較すると定
量的に捉え難いという特徴がある。また、多くの場合、形状制約条件からの要求と反射性
能からの要求とがトレードオフの関係になる。このため、反射鏡の設計の早い段階で、反
射性能を予め評価できることが望まれている。さらに、反射性能に対する評価法は、反射
鏡に対する今後の要求にも適用できる程度の的確さを備えていることも望まれている。
【０００７】
車両用灯具のための反射鏡は、複数の反射面を備えている。これらの反射面の各々は、各
反射面の相対的配置を規定している基礎曲面上に配置されている。また、個々の反射面は
、光源と当該反射面との間の相対的な位置関係を満足するように基礎曲面上に配置される
。このような設計によって得られた反射鏡において、個々の反射面に光源からの光が入射
すると、この入射光が反射面によって光軸方向に反射されると考えていた。故に、このよ
うに設計された反射鏡を観察者が光軸方向から眺めると、個々の反射面において一様に反
射された光が観察されることが期待される。
【０００８】
しかしながら、実際に作製された反射鏡の反射性能を調べてみると、個々の反射面毎に反
射光の分布が異なっている。このため、反射面の全体にわたる反射の一様性は必ずしも達
成されていない場合があることが分かってきた。
【０００９】
この事実についてさらに検討してみると、個々の反射面に入射すべき光が他の反射面の干
渉を受けているので、個々の反射面の全領域が入射光を反射できるわけではないことが判
明した。また、灯具が占有できる空間がそれぞれ灯具毎に様々な形状を有しているので、
各反射面を配置する下地となる基礎曲面も設計される灯具ごとに異なる。このため、反射
面同士の干渉は、熟練した設計者の経験に基づく注意深い設計によっても、基礎曲面の決
定の段階および個々の反射面の配置の段階では避けがたい場合がある。つまり、このよう
な反射性能を所定の設計段階において評価することが望まれていることが分かった。
【００１０】
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そこで、本発明の目的は、車両用灯具のために設計された反射鏡の反射性能を評価する方
法、反射鏡の反射性能を評価するための評価システム、および反射鏡の反射性能を評価す
るためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することにあ
る。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
このような目的を達成するために、本発明を以下のように構成するようにした。本発明は
、以下に記述されるように、反射性能を評価する方法、評価システム、プログラムを記録
した記録媒体、および反射鏡を設計する方法といったそれぞれの側面から捉えることがで
きる。
【００１２】
　本発明は、車両用灯具のために設計された反射鏡の反射性能を評価する方法に係る。こ
の方法は、複数の反射基本面に基づいて構成されている反射鏡に適用可能である。この方
法は、（ａ )

複数の反射基本面を表す設計情報 および 光
源の位置情報を入力するステップと、（ｂ )

複数の領域のそれぞれに
、

属性情報を表示するステップと、

を
備える
【００１３】
　本発明に係る記録媒体には、以下の入力処理 第１の表示処理 を
実行可能なプログラムが記録され、このプログラムは、車両用灯具のために設計された反
射鏡の反射性能を評価することがコンピュータによって実行されることを可能にする。こ
の入力処理では、反射鏡

複数の反射基本面を表す設計情報 および車両用灯具に含まれ
る光源の位置情報を入力する。第１の表示処理では、

属性情報を表示する。

【００１４】
　本発明に係る反射鏡の反射性能を評価するための評価システムは、 (１ )メモリと、 (２ )
受けた情報を表示する表示デバイスと、に加えて、 (３ )

設計情報 および 光源の位置情報を入力しメモリに配置するための
入力手段と、 (４ )

属性情報を表示
デバイスに送出するための第１の送出手段と、（５）

を備える
【００１５】
このような属性情報を複数の領域の各々について表示するので、属性情報が反射基本面よ
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反射鏡の下地形状を規定する基礎曲面を区分して作成された複数のセグメン
トに対して決定される 、 車両用灯具に含まれる

複数の反射基本面から選択された一の反射基
本面を設計情報に基づいて分割するように決定されている 対して

光源の位置情報によって規定される光源位置からの仮想光が有効に到達し得るか否かを
示す属性を含む （ｃ )複数の反射基本面のうち残りの反
射基本面の各々を設計情報に基づいて分割するように決定されている残りの反射基本面の
各々に対する複数の領域のそれぞれに対する属性を含む属性情報を表示するステップと

。

、 および第２の表示処理

の下地形状を規定する基礎曲面を区分して作成された複数のセグ
メントに対して決定される 、

複数の反射基本面から選択された一
の反射基本面を設計情報に基づいて分割するように決定されている複数の領域の各々に対
して、光源の位置情報によって規定される光源位置からの仮想光が有効に到達し得るか否
かを示す属性を含む 第２の表示処理では、複数の反射基本面のうち
の残りの反射基本面の各々を設計情報に基づいて分割するように決定された残りの反射基
本面の各々に対する複数の領域のそれぞれに対して、光源の位置情報によって規定される
光源位置からの仮想光が有効に到達し得るか否かを示す属性を含む属性情報を表示する。

反射鏡の下地形状を規定する基礎
曲面を区分して作成された複数のセグメントに対して決定される複数の反射基本面を表す

、 車両用灯具に含まれる
複数の反射基本面から選択された一の反射基本面を設計情報に基づいて

分割するように決定されている複数の領域の各々に対して、光源の位置情報によって規定
される光源位置からの仮想光が有効に到達し得るか否かを示す属性を含む

複数の反射基本面のうちの残りの反
射基本面の各々を設計情報に基づいて分割するように決定された残りの反射基本面の各々
に対する複数の領域のそれぞれに対して、光源の位置情報によって規定される光源位置か
らの仮想光が有効に到達し得るか否かを示す属性を含む属性情報を送出するための第２の
送出手段と 。



りも小さな領域毎に把握される。例えば、ある属性が付与された領域には、光源からの光
は他の反射基本面によって遮られることなく当該基本反射面の該領域に有効に到達する。
このため、この属性を示す領域は、光るように見えると判断される。また、別の属性が付
与された領域には、光源からの光は他の反射基本面によって遮られて当該基本反射面の該
領域に到達しない。この属性を示す領域は、暗く見えると判断される。したがって、これ
らの属性は、個々の基本反射面の反射性能といった光学的な側面を示している。属性情報
を表示すると、反射面の反射性能が視覚的に認識される。
【００１６】
評価システムにおいては、これらの設計情報および位置情報はメモリに配置されることが
できる。これらの基づいた属性情報は表示デバイスに送出され、これによって、属性情報
は表示デバイスによって視覚化される。これによって、光源位置からの光が各領域に有効
に到達し得るか否かを視覚的に認識することが可能にされる。
【００１７】
本発明に係わる反射鏡の反射性能を評価する方法は、 (ｃ )残りの反射基本面の各々に対す
る複数の領域のそれぞれに対して、その属性に関する属性情報を表示するステップ、を更
に備えることができる。
【００１８】
本発明に係わる記録媒体には、以下の処理を実行可能なプログラムが更に記録されている
。このプログラムは、属性に関する属性情報を表示する第２の表示処理を更に有する。
【００１９】
本発明に係わる反射鏡の反射性能を評価するための評価システムでは、 (５ )所定の属性に
関する属性情報を表示デバイスに送出するための第２の送出手段を更に備えることができ
る。
【００２０】
このために、複数の反射基本面のうち残りの反射基本面の各々についても、表示された属
性情報に基づいて反射鏡の反射性能を評価することができる。これによって、反射鏡を構
成する全反射基本面について、それぞれの反射基本面における各領域毎に属性情報が表示
される。すなわち、複数の反射基本面の全てに対する反射性能が評価されるので、反射面
の全体に関して光学的な側面の評価が可能になる。
【００２１】
本発明に係わる反射鏡の反射性能を評価する方法では、表示される属性情報は以下のステ
ップによって生成されることができる。この方法では、 (ｄ )複数の反射基本面から選択さ
れた一の反射基本面を設計情報に基づき複数の領域に分割するように決定された領域デー
タを含む分割領域情報を設計情報と関連づけるように生成するステップと、 (ｅ )分割領域
情報および設計情報に基づいて、一の反射基本面に関する複数の領域の各々に対して光源
の位置情報によって規定される光源位置からの仮想光が有効に到達し得るか否かの決定を
行うステップと、 (ｆ )複数の領域のそれぞれに決定に基づいて付与される属性に関する属
性情報を設計情報および分割領域情報の少なくともいずれかに関連づけるように生成する
ステップと、を更に備えることができる。
【００２２】
本発明に係わる記録媒体には、以下の処理を実行可能なプログラムが更に記録されている
。このプログラムは、第１の分割処理、第１の決定処理、および第１の属性処理を更に有
する。第１の分割処理では、複数の反射基本面から選択された一の反射基本面を設計情報
に基づき複数の領域に分割するように決定された領域データを含む分割領域情報を設計情
報と関連づけるように生成する。第１の決定処理では、分割領域情報および設計情報に基
づいて、上記の一の反射基本面に関する複数の領域の各々に対して光源の位置情報によっ
て規定される光源位置からの仮想光が有効に到達し得るか否かの決定を行う。第１の属性
処理では、複数の領域のそれぞれに決定に基づいて付与される属性に関する属性情報を設
計情報および分割領域情報の少なくともいずれかに関連づけるように生成する。
【００２３】
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本発明に係わる反射鏡の反射性能を評価するための評価システムでは、 (６ )複数の反射基
本面から選択された一の反射基本面を設計情報に基づいて複数の領域に分割するように決
定された領域データを含む分割領域情報を設計情報と関連づけるように発生するための第
１の分割手段と、 (７ )分割領域情報および設計情報に基づいて、一の反射基本面に関する
複数の領域の各々に対して光源の位置情報によって規定される光源位置からの仮想光が有
効に到達し得るか否かの決定を行うための第１の決定手段と、 (８ )複数の領域のそれぞれ
に対して決定に基づいて付与される属性に関する属性情報を設計情報および分割領域情報
の少なくともいずれかに関連づけるように生成するための第１の属性手段と、を更に備え
ることができる。
【００２４】
設計情報と関連づけるように生成した分割領域情報、および設計情報に基づいて決定を行
い、この決定に基づいて設計情報および分割領域情報の少なくともいずれかに関連づける
ように属性情報を生成している。このため、分割領域情報および設計情報の少なくともい
ずれかと関連づけるように属性情報を表示することが可能になる。
【００２５】
本発明に係わる反射鏡の反射性能を評価する方法では、 (ｇ )複数の反射基本面のうちの残
りの反射基本面から順に選択された一の反射基本面に対してステップ (ｄ )を繰り返し適用
し、設計情報と関連づけるように分割領域情報を更新するステップと、 (ｈ )複数の反射基
本面のうち残りの反射基本面から順に選択された一の反射基本面に対してステップ (ｅ )お
よびステップ (ｆ )を繰り返し適用し、設計情報および分割領域情報の少なくともいずれか
に関連づけるように属性情報を更新するステップと、 (ｉ )複数の反射基本面のうちの残り
の反射基本面の各々を設計情報に基づいて分割するように決定された複数の領域のそれぞ
れに対して、属性に関する属性情報を表示するステップと、を更に備えることができる。
【００２６】
本発明に係わる記録媒体には、以下の処理を実行可能なプログラムが更に記録されている
。このプログラムは、第２の分割処理と、第２の決定処理と、第２の属性処理と、第３の
送出処理とを有することができる。第２の分割処理では、複数の反射基本面の各々を設計
情報に基づき複数の領域に分割するように決定された領域データを含む分割領域情報を生
成し、この分割領域情報は、設計情報と関連づけるように発生されることができる。第２
の決定処理では、分割領域情報および設計情報に基づいて、複数の反射基本面の各々に関
する複数の領域のそれぞれに対して光源の位置情報によって規定される光源位置からの仮
想光が有効に到達し得るか否かの決定を行う。第２の属性処理では、複数の反射基本面に
関する複数の領域のそれぞれに決定に基づいて付与される属性に関する属性情報を生成し
、この属性情報は、設計情報および分割領域情報の少なくともいずれかに関連づけるよう
に生成されることができる。第３の送出手段では、複数の反射基本面のうちの残りの反射
基本面の各々を設計情報に基づいて分割するように決定された残りの反射基本面の各々に
対する複数の領域のそれぞれに対する上記の属性に関する属性情報を送出する。
【００２７】
本発明に係わる反射鏡の反射性能を評価するための評価システムでは、 (９ )複数の反射基
本面の各々を設計情報に基づき複数の領域に分割するように決定された領域データを含む
分割領域情報を設計情報と関連づけるように発生するための第２の分割手段と、 (１０ )分
割領域情報および設計情報に基づいて、複数の反射基本面の各々に関する複数の領域の各
々に対して光源の位置情報によって規定される光源位置からの仮想光が有効に到達し得る
か否かの決定を行うための第２の決定手段と、 (１１ )複数の反射基本面に関する複数の領
域のそれぞれにこの決定に基づき付与される属性に関する属性情報を設計情報および分割
領域情報の少なくともいずれかに関連づけるように生成するための第２の属性手段と、 (
１２ )複数の反射基本面のうち残りの反射基本面の各々を設計情報に基づいて分割するよ
うに決定されている残りの反射基本面の各々に対する複数の領域のそれぞれに対する上記
の属性に関する属性情報を表示デバイスに送出するための第３の送出手段と、を更に備え
ることができる。
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【００２８】
これによって、反射鏡を構成する全反射基本面について、それぞれの反射基本面が複数の
領域に分割され、各領域毎に属性情報が決定される。すなわち、複数の反射基本面の全て
に対して反射性能の評価のための属性情報が生成されるので、反射鏡全体としての光学的
な側面における評価が提供される。
【００２９】
本発明に係わる反射鏡の反射性能を評価する方法では、ステップ (ｃ )は、 (c1)複数の領域
の各々に対して評価点を与えるステップ、 (c2)評価点と、光源位置とを結ぶ直線を発生す
るステップ、 (c3)複数の領域に対応する当該反射基本面以外の反射基本面と直線が交差す
るか否かを決定するステップ、を有することができる。
【００３０】
本発明に係わる記録媒体には、以下の処理を実行可能なプログラムが更に記録されている
。このプログラムにおいて、第２の決定処理は、 (i)複数の領域の各々に対して評価点を
与える処理、 (ii)評価点と、光源位置とを結ぶ直線を発生する処理、および (iii)複数の
領域に対応する当該反射基本面以外の反射基本面と直線が交差するか否かを決定する処理
、を含むことができる。
【００３１】
本発明に係わる反射鏡の反射性能を評価するための評価システムでは、第１及び第２の決
定手段の各々は、複数の領域の各々に対して評価点を選択するための手段、評価点と光源
位置とを結ぶ直線を発生するための手段、および、複数の領域に対応する当該反射基本面
以外の反射基本面と直線が交差するか否かを決定するための手段、を含むことができる。
【００３２】
光源から反射面へ直進する光が、各領域に対して定められた評価点と光源位置の点とを結
ぶ線分 (両方の点の間の直線の部分 )に対応付けられることができる。このため、この線分
と他の反射面との交差することが、この光が他の反射基本面で遮られることに対応付けら
れる。
【００３３】
既に説明されたそれぞれの発明において、複数の領域の各々は多角形であるように決定さ
れることができる。
【００３４】
本発明に係わる車両用灯具のための反射鏡を設計する方法は、 (イ )所定の条件に基づいて
、反射鏡を構成する複数の反射基本面を生成する第１のステップと、 (ロ )複数の反射基本
面をそれぞれ複数の領域に分割する第２のステップと、 (ハ )光源の位置条件によって規定
される光源位置からの仮想光が複数の反射基本面のそれぞれにおける複数の領域の各々に
有効に到達し得るか否かを判定する第３のステップと、を備える。所定の条件には、反射
鏡が占有可能な空間を規定する形状制約条件および車両用灯具に含まれる光源の位置条件
が含まれる。基本反射面に関する属性情報を複数の領域の各々に対して判定するので、属
性情報が反射基本面よりも小さな領域毎に把握される。
【００３５】
本発明に係わる車両用灯具のための反射鏡を設計する方法では、 (ニ )第３のステップにお
ける判定の結果に基づいて、複数の領域の各々のうち、仮想光が有効に到達し得る領域に
第１の属性を表示すると共に、それ以外の領域に第２の属性を表示する第４のステップと
、を更に備えることができる。
【００３６】
属性は表示することによって視覚化される。これによって、光源位置からの光が各領域に
有効に到達し得るか否かを反射鏡全体にわたって視覚的に見積もることが可能になる。
【００３７】
第１の属性は、光源からの光が他の反射基本面によって遮られることなく当該基本反射面
の該領域に有効に到達することを示す。このため、この属性を示す領域では、光源からの
光が到達し且つ反射される。また、第２の属性は、光源からの光は他の反射基本面によっ
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て遮られて当該基本反射面の該領域に到達しないことを示す。この属性を示した領域では
、光源からの光が到達しない。したがって、これらの属性から、個々の基本反射面の反射
性能を判断することができる。
【００３８】
本発明に係わる車両用灯具のための反射鏡を設計する方法では、 (ホ )第４のステップにお
いて表示された第１および第２の属性に基づいて複数の反射基本面が車両用灯具に不適切
であると判断された場合、前記第１～第３のステップを実行する共に、 (ヘ )第４のステッ
プにおいて表示された第１および第２の属性に基づいて複数の反射基本面が車両用灯具に
適切であると判断された場合、第１のステップにおける複数の基本反射面を反射鏡のため
に採用するステップを更に備えることができる。
【００３９】
【発明の実施の形態】
本発明の知見は、添付図面を参照して以下の詳細な記述を考慮することによって容易に理
解することができる。以下、図面と共に本発明による車両用灯具のための反射鏡の反射面
を決定する方法の好適な実施形態について詳細に説明する。図面の説明においては、同一
要素には同一符号を付して、重複する説明を省略する。また、図面の寸法比率は、説明の
ものと必ずしも一致していない。
【００４０】
図１は、本実施の形態に係わる反射鏡を備える車両用灯具を示す斜視図である。図１にお
いては、反射鏡及びレンズのための固定および位置決めといった部材は図示されていない
けれども、当業者はこれらの部材を図１の灯具に追加することができる。図２は、レンズ
を介すことなく図１の車両用灯具の反射鏡を観察した様子を示す平面図である。図１及び
図２においては、ＸＹＺ座標系が示されている。この座標系では、灯具の光軸Ａｘ方向に
Ｚ軸が付与され、これと直交する平面においてＸ軸およびＹ軸が付与されている。
【００４１】
本実施形態の車両用灯具１は、図１を参照すると、反射鏡２と、レンズ３と、を備える。
車両用灯具１は、自動車のテールランプといった標識灯に適用されることができる。
【００４２】
図１は、反射面１０ａの詳細な構造を示していないが、反射面１０ａの基礎曲面、具体的
には、自由曲面２０を概略的に示している。基礎曲面は、反射鏡の基本となる下地形状を
規定する曲面であり、例えば反射面１０ａの基本形状を規定している。本実施の形態では
、下地形状に単一回転放物面を適用せず、形状制約条件といった所定の条件を満たす自由
曲面２０を選択している。
【００４３】
反射鏡２は、光軸Ａｘに対して交差する方向、例えば略垂直方向に交差する平面に沿って
広がっている。この光軸Ａ xは、灯具の出射方向を規定している。レンズ３は、光軸Ａｘ
に対して所定の角度、例えば直角に交差するように設けられている。反射鏡２は、一般に
は、形状制約条件に基づいて決定される外形を有し、本実施の形態ではＺ軸方向から見た
ときに略矩形状の外形を有する。反射鏡２は、反射鏡部１０および外枠部１２を有してい
る。反射鏡部１０は、レンズ３と対向するように設けられた反射面１０ａを有し、反射面
１０ａは光源点Ｆからの光を光軸方向に向けて反射することができる。外枠部１２は、反
射面１０ａの外周から伸びる管状部材であり、反射鏡２に対してレンズ３の位置決めおよ
び固定を行っている。反射鏡１０ａの所定の位置、例えば光軸Ａｘが交差する位置には、
孔１１が設けられている。孔１１からは、光源バルブＢが、レンズ３および反射鏡２によ
って規定される空間に突き出ている。光源バルブＢは、光源点Ｆが光軸Ａｘ上の所定の位
置（光源位置）となるように反射鏡２に対して固定されている。
【００４４】
本実施形態において、図１は、反射鏡２の外周形状（例えば、外枠部１２の形状）、光軸
Ａｘに対するレンズ３の設置角度、光源バルブＢの配置位置を例示的に示している。この
ため、個々の具体的な事例では、車両用灯具の形態は、車体の設計条件から要求される条
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件、すなわち形状制約条件を考慮して適宜設定されることができる。したがって、形状制
約条件は、例えば、各車体の灯具収納部の容積及び形状、並びに車体外形の一部を成す形
状灯具の外面（多くの場合、レンズ外面）を規定している。反射鏡２の反射面１０ａに関
する具体的な作製方法は、特に本実施の形態に限定されるものではなく、様々の作製方法
が適用されることができる。一般に、反射鏡を有する灯具に対しては、引き続く記述が適
用可能である。
【００４５】
図２は、反射面１０ａを示している。反射面１０ａは、全反射面を覆うように配列された
複数のセグメント、例えばアレイ状に配列された複数のセグメントを備える。複数のセグ
メントは、それぞれ所定の形状、例えば矩形状の領域であり、それぞれ反射面素子１４を
有している。図２においては、代表的に示されている単一の反射面素子１４に斜線を付し
て、その範囲を明示している。
【００４６】
本実施形態においては、反射面１０ａは、同一形状の複数のセグメントを備える。例えば
、反射面１０ａは、Ｘ軸方向及びＹ軸方向についてそれぞれの所定のピッチで分割されて
いる。また、複数の反射面素子１４の各々は、光軸Ａｘに沿って光源バルブＢからの光を
反射するように位置決めされた反射基本面を有している。
【００４７】
次いで、上記した車両用灯具を例として、車両用灯具の反射鏡の反射面を決定する方法を
説明する。
【００４８】
図３は、この決定に関するフローチャート１００である。本方法は、条件設定ステップ１
０１、自由曲面作成ステップ１０２、基準平面規定ステップ１０３、基準セグメント作成
ステップ１０４、代表点生成ステップ１０５、反射基本面決定ステップ１０６、評価ステ
ップ１０７、及び反射面決定ステップ１１０を有する。反射基本面決定ステップ１０６は
、面形状算出ステップ１０６ａ、面形状選択ステップ１０６ｂ、及び面形状作成ステップ
１０６ｃを有する。評価ステップ１０７は、領域分割ステップ１０８、および判定ステッ
プ１０９を有する。領域分割ステップ１０８では、条件入力ステップ１０８ａおよび分割
実行ステップ１０８ｂを有する。判定ステップ１０９は、評価点生成ステップ１０９ａ、
直線生成ステップ１０９ｂ、ボックス生成ステップ１０９ｃ、干渉判定ステップ１０９ｄ
、属性付与ステップ１０９ｅおよび属性表示ステップ１０９ｆを含むことができる。
【００４９】
これらのステップの一部、または全てには、コンピュータを用いてデータ処理する手法を
適用することができる。これらの手法を適用する場合には、コンピュータで実行可能な１
または複数のプログラムを必要とする。しかしながら、本実施の形態に係わる手法は、こ
のようなソフトウエアを用いて実現されるだけでなく、専用ハードウエアを用いて実現さ
れることもできる。
【００５０】
図４ (ａ )、 (ｂ )は、これらのプログラムを実行可能なシステムを示す。図４ (ａ )を参照す
ると、評価システム２００は、入力デバイス２１０と、メモリユニット２２０と、プロセ
ッサ２３０と、表示デバイス２４０と、出力デバイス２５０と、を備えることができる。
また、評価システム２００は、ネットワーク２６０を介して他のコンピュータといった別
の評価システムに接続されることができる。これによって、ネットワークを介して、デー
タの入力を行ったり、プログラムの実行を行うことが可能になる。
【００５１】
入力デバイス２１０は、例えばキーボード、記録媒体からのデータ読み取り装置、および
ポインティングデバイスの少なくとも一つを含むことができる。メモリユニット２２０は
、主記憶装置２２１を有し、この装置には、プログラムファイル２２２、設計情報ファイ
ル２２３、領域分割情報ファイル２２４、および属性情報ファイル２２５を配置すること
ができる。プロセッサ２３０は、メモリユニット２２０に記憶されたプログラムを実行す
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ることができる。この実行によって、以下に説明される一または複数のステップが評価シ
ステム上で実現される。評価結果は、表示デバイス２４０、出力デバイス２５０を介して
出力することができる。
【００５２】
このようなシステムにおいては、設計上の便宜のため、またこのほかの理由のために、上
記のステップの一部を適用して得られた設計情報は、任意のステップの後に、システムに
保存することができる。保存された設計情報はコンピュータに再び入力されると、引き続
く処理をプログラムによって行うことができる。
【００５３】
これらの処理を実現するプログラムは、コンピュータで読み出し可能な所定の記録媒体に
記録して頒布することが可能である。これらの記録媒体には、これらに限定されるもので
はないが、ハードディスク、フロッピィディスク、および磁気テープといった磁気媒体、
ＣＤ－ＲＯＭおよびＤＶＤ－ＲＯＭといった光学媒体、フロプティカルディスクといった
磁気光学媒体、この他にプログラム命令を実行または格納するように特別に配置された、
例えばＲＡＭ、ＲＯＭ、および半導体不揮発性メモリといったハードウエアデバイスが含
まれる。
【００５４】
図４ (ｂ )を参照すると、評価システムの機能ブロックが示されている。これらの機能ブロ
ックは、各ステップと共に引き続いて説明される。
・条件設定ステップ１０１、条件設定手段２８１
条件設定手段２８１により、車両用灯具に用いる反射鏡の反射面形状の決定においては、
最初に、形状決定に必要な諸条件を設定する。この条件には、図１に示される光源バルブ
Ｂが設置される位置と、その光源点Ｆの位置 (光源位置 )と、その光源位置Ｆを通る光軸Ａ
ｘとが含まれる。必要に応じて、追加の条件も設定することができる。これらの条件とは
別に、車体の設計条件から要求される形状制約条件が、灯具または反射鏡に対して設定さ
れることができる。設定されるべき条件は、適切な入力デバイス (図３の２１０ )を介して
入力され、メモリユニット (図３の２２０ )上に格納されることができる。これによって、
以下の手順がコンピュータ上で実行されることができる。
・自由曲面作成ステップ１０２、自由曲面作成手段２８２
次に、自由曲面作成手段２８２により、反射面１０ａの基本形状となる自由曲面２０を作
成する。
【００５５】
自由曲面２０は、灯具が発揮すべき機能面からの条件、及び車体形状からの形状制約条件
を満たすように作成される。機能面からの条件として、例えば、反射面１０ａの光反射性
能に関して光均一性が求められるけれども、一般に、求められる性能は灯具の種類によっ
て異なる。したがって、自由曲面２０の形状は、条件設定ステップ１０１において設定さ
れた光源位置（光源バルブＢ及び光源点Ｆ）及び光軸Ａｘに関する条件と、個々の灯具に
求められる性能とを満たすように決定される。
【００５６】
自由曲面２０は、灯具の薄型化といった形状制約条件を満たす必要があるので、例えば、
車体の灯具収納部の形状によって反射鏡の一部分に特に厳しい形状上の制約が課せられる
ような場合がある。そのような部位において生じうる機能条件の相対的な低下を低減する
ように、自由曲面２０が作成される。この結果、自由曲面２０は、これらの形状制約条件
を満たした上で、性能条件をできるだけ満足するような形状を有することとなる。
・基準平面規定ステップ１０３、基準平面規定手段２８３
基準平面規定手段２８３は、自由曲面２０に対して基準平面を規定する。図５は、自由曲
面２０に対して規定された基準平面５を示しており、基準平面５は自由曲面２０に対向す
る平面として規定されている。基準平面５は、後述される自由曲面２０のセグメント化お
よび反射面素子形状の決定に利用される。本実施形態においては、図５に示すように、光
軸Ａｘに対して垂直なＸ－Ｙ平面に平行な基準平面５を採用している。
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【００５７】
以下の説明においては、基準平面５と自由曲面２０との間で行われる投影は、原則として
Ｚ軸（光軸Ａｘ）に沿って行なわれる。
・基準セグメント作成ステップ１０４、基準セグメント作成手段２８４
基準セグメント作成手段２８４により、基準平面５を用いて、自由曲面２０を区分し複数
のセグメントを作成する。まず、反射面１０ａのための自由曲面２０の領域を基準平面５
に射影し、自由曲面２０の外形に対応する反射面外形５０を基準平面５上に生成する。こ
れによって、光軸Ａｘが通る自由曲面２０上の点Ｐは基準平面５上の点Ｑに写像される。
次いで、所定のセグメント化法を適用して、反射面外形５０によって規定される基準平面
５上の領域を区分する。これによって、基準平面５上に基準セグメント５４が得られる。
【００５８】
図５においては、光軸Ａｘに直交し基準平面５内に含まれるＸ軸及びＹ軸に沿ってそれぞ
れ一定のピッチで反射面外形５０の内側の領域を分割する。これによって、所定の配列を
有する基準セグメント５４、例えば矩形セグメントが生成される。基準セグメント５４の
配列は、図２に示された反射鏡１での反射面素子１４の配列に対応している。
・代表点生成ステップ１０５、代表点生成手段２８５
次に、代表点生成手段２８５は、基準セグメント作成ステップ１０４において作成された
各基準セグメント５４に対して基準代表点を選択する。基準代表点および基準セグメント
５４を自由曲面２０に逆に投影して、自由曲面２０上にセグメント及び代表点を生成する
。
【００５９】
図６は、図５に示した反射面外形５０内の基準セグメント５４を含む領域５５、及びこれ
に対応する自由曲面２０上の領域２５を模式的に示す。図６においては、基準セグメント
５４の１つを実線で示している。基準セグメント５４内において、基準代表点を選択する
。本実施形態においては、矩形の基準セグメント５４に対して、その４個の頂点５５ａ～
５５ｄを基準代表点のために選択している。しかしながら、基準代表点の選択は、これに
限られるものではなく、例えば矩形の対角線の交点といった他の点を選択することができ
る。
【００６０】
図６では、実線で示した基準セグメント５４に対応するセグメント２４を破線で示してい
る。この対応によって、基準セグメント５４から射影される代表点の個数及び位置が決め
られる。基準平面５上の基準セグメント５４において基準代表点５５ａ～５５ｄを選択す
る。図６に示すように、基準セグメント５４及び基準代表点５５ａ～５５ｄが自由曲面２
０に投影されると、それぞれ、自由曲面２０を区分するように設けられたセグメント２４
および代表点２５ａ～２５ｄが生成される。
【００６１】
代表点２５ａ～２５ｄは、後述するように、セグメント２４内における反射面素子１４を
規定するために利用される。つまり、セグメント２４内の点は、それぞれのセグメント２
４に割り付けられる反射面素子１４のための反射基本面を決定するために用いられる。
【００６２】
前述の代表点生成ステップ１０５及び後述の面形状決定ステップ１０６は、各セグメント
２４及び基準セグメント５４に対して順次に適用されて、すべてのセグメント２４に対し
て代表点の生成及び面形状の決定が行われる。これらのステップの繰り返しによって、セ
グメント２４の構造が自由曲面２０の全体に作成される。
【００６３】
図５に点線で示したように、、自由曲面２０のセグメント２４は、Ｚ軸方向から見たとき
にアレイ状に配列されている。図６に示した基準セグメント５４、及びセグメント２４は
、図２において斜線を付して示した反射面素子１４に対応している。
・反射基本面決定ステップ１０６、反射基本面決定手段２８６
反射基本面決定手段２８６では、各セグメント２４の各々に対して、反射基本面が決定さ
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れる。このために、反射基本面決定ステップ１０６は、反射基本面算出ステップ１０６ａ
、反射基本面選択ステップ１０６ｂ、及び反射基本面作成ステップ１０６ｃを有すること
ができる。
・反射基本面算出ステップ１０６ａ、反射基本面算出手段２８６ａ
まず、反射基本面算出手段２８６ａは、代表点２５ａ～２５ｄのそれぞれに対して、セグ
メント２４内での反射基本面の形状を決定するための形状パラメータを算出する。
【００６４】
図７は、各代表点に対する形状パラメータの算出について説明する模式図である。図７で
は、簡単のために、光軸Ａｘを含む平面における自由曲面２０の断面を図示し、この曲線
上に配置されたセグメント２４の代表点２５ａ及び２５ｂについて例示的に説明を行う。
また、本実施の形態では、各セグメント２４に割り付けられる反射面素子１４の反射基本
面には、所定の回転放物面が適用されているけれども、これに限定されるものではなく、
例えば平面を適用することができる。
【００６５】
反射基本面の形状決定に用いる２つの代表点２５ａ及び２５ｂのそれぞれに対して、形状
パラメータである焦点距離ｆの値ｆａ及びｆｂを算出する。図７では、代表点２５ａを通
る焦点距離ｆａの放物面を曲線Ｃａによって示し、また、代表点２５ｂを通る焦点距離ｆ
ｂの放物面を曲線Ｃｂによって示している。異なる代表点２５ａ、２５ｂには、それぞれ
異なる焦点距離ｆを有する回転放物面Ｃａ、Ｃｂが対応付けられている。
【００６６】
割り付けられる回転放物面は、回転の中心軸となる光軸Ａｘ、および焦点となる光源点Ｆ
（光源位置）を有する。それぞれに対する焦点距離ｆは、光源点Ｆから出射された光が光
軸Ａｘの方向に反射されるように、光源点Ｆ及び光軸Ａｘと、セグメント２４の自由曲面
２０上での位置と、から決定される。この場合、回転放物面の焦点距離ｆが、反射基本面
を指定するための形状パラメータとして提供される。
【００６７】
一般には、図６に示したセグメント２４に対して、同様に、回転放物面の焦点距離ｆを形
状パラメータとして、各代表点２５ａ～２５ｄに対応する４種類の焦点距離が算出される
。
・反射基本面選択ステップ１０６ｂ、反射基本面選択手段２８６ｂ
反射基本面選択手段２８６ｂは、反射基本面算出ステップ１０６ａにおいて算出された代
表点２５ａ～２５ｄの各々に対する形状パラメータから、セグメント２４における反射基
本面に適用されるべき形状パラメータを選択する。
【００６８】
図７を参照しながら、この形状パラメータの選択について説明する。図７においては、セ
グメント２４の２つの代表点２５ａ及び２５ｂに対して、それぞれ形状パラメータとして
焦点距離ｆａ及びｆｂが求められている。これらの焦点距離ｆａ及びｆｂのいずれかが、
セグメント２４の反射基本面を規定するための焦点距離ｆｘに適用される。
【００６９】
このとき、焦点距離ｆａがｆｘに適用された場合には、セグメント２４内での反射基本面
は図７に実線で示した面Ｓａとなる。また、焦点距離ｆｂがｆｘに適用された場合には、
セグメント２４内での反射基本面は面Ｓｂとなる。焦点距離は、個々のセグメント２４に
対して、それぞれの焦点距離に対応する面形状のうち適切なものを選択する。また、焦点
距離のうちいずれを選択するかは、反射性能に関する均一性を考慮して決定されることが
好ましい。
【００７０】
図７を参照しながら行われた例示的な説明から明らかなように、図６においては、反射面
素子１４の反射基本面の形状を決定するために適用される焦点距離ｆｘは、各代表点２５
ａ～２５ｄの位置に基づいて算出された４種類の焦点距離のうちから選択される。反射面
素子１４の反射基本面に関する形状パラメータを選択するために、反射鏡２に対して課せ

10

20

30

40

50

(13) JP 4002046 B2 2007.10.31



られた条件、及びそれぞれのセグメント２４の光源バルブＢに対する位置を考慮すること
ができる。各反射面素子１４の反射基本面に光が入射可能な範囲、および入射する光量が
、隣接した他の反射面素子１４の反射基本面との相対的な配置の関係によって変化するの
で、これら他の反射面素子１４との位置関係、及びこれら他の反射基本面の形状も考慮し
ながら形状パラメータの選択を行うこともできる。
・反射基本面作成ステップ１０６ｃ、反射基本面作成手段２８６ｃ
反射基本面選択手段２８６ｃは、セグメント２４に割り付けられる反射面素子１４の反射
基本面を選択された形状パラメータに基づいて作成する。
【００７１】
図８は、反射面素子１４の反射基本面１５の形状を例示的に示すために、部分的に切り出
された反射面１０ｂを示す斜視図である。各反射面素子１４のための反射基本面１５には
、焦点距離ｆｘを有する回転放物面が適用されている。
【００７２】
このような反射基本面１５の典型的な大きさは、３ｍｍ～２０ｍｍ程度である。
【００７３】
このように決定された設計情報は、引き続く評価ステップのために一旦、コンピュータシ
ステム２００内に保存されることができ、または引き続く処理のために適切な記憶領域に
移すことができる。複数の反射基本面は、例えば、ＮＵＲＢＳ曲面またはベジェ曲面とい
った表現で表されている。
・反射基本面の評価ステップ (ステップ１０７ )、反射基本面の評価手段２８７
図９ (ａ )～図９ (ｃ )は、複数の反射基本面から任意に選択された一の反射基本面２６を示
している。設計情報に基づいて表された図９ (ａ )および図９ (ｂ )の反射基本面２６は、こ
れから計算される分割領域情報と区別するために破線で示されている。
【００７４】
引き続き、評価ステップ１０７を構成する個々のステップについて説明する。
【００７５】
領域分割ステップ１０８は、条件入力ステップ１０８ａおよび分割実行ステップ１０８ｂ
を有する。評価手段２８７は、領域分割手段２８８および判定手段２８９を含むことがで
きる。領域分割手段２８８は、条件入力手段２８８ａおよび分割実行手段２８８ｂを含む
ことができる。
・条件入力ステップ１０８ａ、条件入力手段２８７ａ
システム上に実現されたコンピュータプログラムによって引き続く処理を実行するために
、入力デバイスといった入力手段を介して、ステップ１０６までの処理で得られた設計情
報および車両用灯具に含まれる光源の位置情報が、システム内、具体的にはメモリ２２１
に入力されることができる。入力後に以下の処理ステップを開始することができる。
・分割実行ステップ１０８ｂ、分割実行手段２８８ｂ
分割実行手段２８８ｂは、次いで、複数の反射基本面から選択された一の反射基本面２６
を設計情報に基づいて複数の領域に分割する。図９ (ａ )を参照すると、反射基本面２５の
形状は、基本セグメント５４の形状が反映され、４頂点２６ａ～２６ｄによって規定され
る矩形である。本実施の形態では、矩形形状の反射基本面を例示して説明を行うけれども
、この形状に限定されるものではなく、例えば、３点以上からなる頂点を交差することが
なく順次に結んで得られる閉じた図形に対しても同様に適用される。図９ (ｂ )を参照する
と、反射基本面２６は、設計情報に基づいて表され、四辺 (２６ａ -２６ｂ、２６ｂ -２６
ｃ、２６ｃ -２６ｄ、２６ｄ -２６ａ )によって規定されている。これら４辺上において２
分割点Ｄ 1～Ｄ 4を求める。対向する各辺上に配置された分割点を接続するための線Ｌ 1、
Ｌ 2を反射基本面２６上に生成する。これらの線Ｌ 1、Ｌ 2は、反射基本面２６上の点Ｄ 5に
おいて交差する。
【００７６】
また、これらの曲線Ｌ 1、Ｌ 2上には、生成される領域を示す典型的な大きさが適切な大き
さになるように、必要に応じて分割点Ｄ 6～Ｄ 11を生成する。本実施の形態においては、
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反射基本面２６を四辺形の領域に分割する場合を説明したが、本発明はこれに限定される
ものではなく、他の形状の領域も同様に適用できる。
【００７７】
図９ (ｃ )に示される例では、反射基本面２６が複数の領域▲１▼～▲８▼に分割された。
これらの領域は多角形 (ポリゴン )といった図形である。複数の領域に関するデータは、分
割領域情報として記憶される。分割領域情報は、設計情報と関連づけるように生成される
。これによって、各反射基本面の各々と、これに対応する複数の領域を含む分割領域情報
とを関連づけることができる。
【００７８】
このような分割は、単一の反射基本面２６に対しても説明したが、複数の反射基本面のう
ち残りの反射基本面の各々にも同様に適用される。図１０を参照すると、このようにして
分割された個々の反射基本面が自由曲面２０上に配置されている。分割領域情報が設計情
報と関連付けられているので、必要な場合には、設計情報に含まれる基礎曲面２０上に分
割領域情報を表示することができる。
【００７９】
光源位置からの仮想光が複数の領域▲１▼～▲８▼の各々に有効に到達し得るか否かを判
定ステップ１０９において判定する。以下の記述は、領域▲４▼および領域▲５▼の判定
について行われるけれども、他の領域にも同様に適用される。判定ステップ１０９は、評
価点生成ステップ１０９ａ、直線生成ステップ１０９ｂ、ボックス生成ステップ１０９ｃ
、干渉判定ステップ１０９ｄ、属性付与ステップ１０９ｅおよび属性表示ステップ１０９
ｆを含むことができる。判定手段２８７は、評価点生成手段２８９ａ、直線生成手段２８
９ｂ、ボックス生成手段２８９ｃ、干渉判定手段２８９ｄ、属性付与手段２８９ｅ、送出
手段２８９ｆを含むことができる。
・評価点生成ステップ１０９ａ、評価点生成手段２８９ａ
まず、評価点生成手段２８９ａは、領域▲４▼および▲５▼に対して、評価点Ｒ 1、Ｒ 2を
生成する。本実施の形態では、これに限定されるものではないが、それぞれの図形を規定
している頂点の座標の平均値によって評価点Ｒ 1、Ｒ 2を規定する。例えば、相加平均
Ｒ 1＝ (D9＋ 26b＋ D2＋ D7)／４
Ｒ 2＝ (D4＋ D6＋ D11＋ 26d)／４
によって、評価点Ｒ 1およびＲ 2の座標が求められる。
・直線生成ステップ１０９ｂ、直線生成手段２８９ｂ
次いで、直線生成手段２８９ｂは、光源点Ｆ (図７参照 )と、評価点Ｒ 1およびＲ 2の各々と
を通過する直線２８ａ、２８ｂを生成する。
・ボックス生成ステップ１０９ｃ、ボックス生成手段２８９ｃ
他の反射基本面と、直線２８ａ、２８ｂとの干渉を判定する。この判定のために、ボック
ス生成手段２８９ｃでは、他の反射基本面に MIN-MAXボックス法を適用する。引き続く説
明では、他の反射基本面３０を構成する複数の領域の▲６▼について、 MIN-MAXボックス
を生成する手順を説明するけれども、他の反射基本面自体に MIN-MAXボックス法を適用す
ることもできる。多角形を規定する四頂点のｘ、ｙ、ｚ座標のそれぞれに対して、最大値
および最小値を求める。ｘ、ｙ、ｚ座標のそれぞれの組合せを生成し、これを頂点とする
直方体Ｃを作成する。図１１は、直方体Ｃを示す。直方体Ｃは、ＸＹ面、ＹＺ面およびＺ
Ｘ面のそれぞれに平行に配置され、上記の頂点を通過する三対の平面によって規定されて
いる。
・干渉判定ステップ１０９ｄ、干渉判定手段２８９ｄ
干渉判定手段２８９ｄは、例えば、領域▲４▼に対して、直方体Ｃと直線２８ａとの交差
の判定を行う。図１０を参照すると、領域▲４▼は、いずれの反射基本面とも交差してい
ないので、いずれの MIN-MAXボックスとも「干渉無し」と判定される。
【００８０】
ついで、干渉判定手段２８９ｄは、領域▲５▼に対して、直方体Ｃと直線２８ｂとの交差
を判定する。図１０を参照すると、領域▲５▼は、反射基本面３０の領域▲６▼と交差し
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ているので、 MIN-MAXボックスと「干渉あり」と判定される。
【００８１】
このように MIN-MAXボックス法を判定に用いると、光源からＸ，Ｙ，Ｚ軸に対して反射方
向の交線とボックスとの干渉を処理するために便利である。
【００８２】
「干渉有り」を判定された領域 (多角形 )は、複数の三角形に区分される。これらの三角形
が互いに重なることが無いように、３個の頂点が選択される。図１０に示された例では、
四辺形▲６▼が２つの三角形に分割されている。ある三角形に対して、その３頂点を通過
する平面を求める。この平面と、直線２８ｂとの交点を求める。交点の座標が、その三角
形の内側か外側かを決定する。内側であれば、「交差あり」と判定される。外側であれば
、「交差無し」と判定される。このような操作を各三角形毎に行う。この結果、すべての
三角形に対して「交差無し」とい判定された場合は、「干渉なし」と決定される。いずれ
かの三角形において「交差有り」と判定される場合は、「干渉有り」と決定される。
【００８３】
このような判定を一部またはすべての反射基本面内の各領域に対して繰り返して行う。
・属性付与ステップ１０９ｅ、属性付与手段２８９ｅ
この判定に基づいて、属性付与手段２８９ｅにより、複数の領域▲１▼～▲８▼の各々に
は属性を付与する。付与された属性は、例えば、「干渉有り」という決定にはデジタル値
「０」を付与し、「干渉無し」という決定にはデジタル値「１」を付与する。このような
属性の付与を一部またはすべて基本反射面に対して行う。
【００８４】
このような属性情報は、設計情報および分割領域情報の少なくともいずれかと関連づける
ように生成されるとこが好ましい。この関連づけによって、属性情報の表示を効率的に行
うことができる。
【００８５】
図１２は、単一の反射基本面に対して属性情報を表示した図面である。領域▲１▼～▲３
▼、▲５▼、および▲６▼が「干渉有り」という判定であり、これらの領域にはハッチン
グが施されている。
・属性表示ステップ１０９ｆ
図１３は、反射面全体の属性を表示デバイスに表示したときの画面を示している。属性情
報を表示デバイスに送出手段２８９ｆを介して送出すると、この画面は、既に説明したよ
うに、この属性情報を基礎曲面 (つまり、設計情報 )と対応づけるように表示する。画面か
ら反射性能を容易に把握できるようにするために、軸Ａｘ方向から観察したときに反射性
能を示している。また、光が反射される領域を白く、また光が反射されない領域を黒く表
示しているので、反射性能を視覚的に把握しやすくなっている。なお、この送出手段２８
９ｆは、属性情報に限らず、表示デバイスに表示すべき様々データを送出できる。
【００８６】
したがって、この図面は、設計者が、反射の均一性を全体的に観察することができること
を示している。この観察に基づいて、再度設計が必要か、または次の設計工程へ進むこと
ができるか、を決定することができる。
【００８７】
再度設計が必要という決定の場合、所定の設計情報、例えば基礎曲面となる自由曲面の決
定から再度行う。
【００８８】
次の設計工程へ進む場合は、以下の反射面決定ステップへ進むことができる。・反射面決
定ステップ１０９、反射面決定手段２９０
図１４に示された反射基本面１５を参照しながら説明する。反射面決定手段２９０は、反
射基本面１５に対して、反射面素子１４をそれぞれのセグメント２４に割り付けて、複数
の反射面素子１４を含む反射面１０ａを決定する。
【００８９】
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図１４を参照すると、反射面素子１４の反射基本面は、それぞれ、放物面部１５ａおよび
拡散反射部１６を備える。
【００９０】
本実施形態においては、反射面素子１４は、放物面部１５ａと、拡散反射部１６とから構
成されている。放物面部１５ａは、焦点距離ｆｘの回転放物面形状で表される。拡散反射
部１６は、所定の光拡散機能を有するように焦点距離ｆｘの回転放物面形状に対して凸状
形状に隆起している。図１４では、特に、放物面部１５ａは、隣接する反射面素子１４の
影となる部分に与えられ、実際に光源バルブＢ（光源位置）からの光が入射される部分は
拡散反射部１６に与えられる。このため、図１４では、入射光２７は、拡散反射部２９に
おける反射を介して反射光２９になる。
【００９１】
図１４に示された反射面素子１４においては、拡散反射部１６はＸ軸方向のみに光拡散機
能を有するように所定の円柱側面で表される形状、いわゆる円柱の側面形状になるように
形成されている。このため、Ｙ軸方向については略平行な光が反射される。この場合、レ
ンズとしては、Ｙ軸方向についての光拡散機能を持つレンズステップ３ａを有するレンズ
３（図１参照）が用いられる。
【００９２】
このような拡散反射部は、Ｘ軸及びＹ軸方向の両方向について光拡散機能を有する面形状
を採用することもできる。また、拡散反射部を有しない面形状を採用することもできる。
この場合には、光の拡散をレンズのみで行う。拡散反射領域の形状は、上記の例に限られ
ることなく、シリンドリカルな凸状形状の他にも、シリンドリカルな凹状の形状、回転放
物面に代えて単なる平面を適用した形状、並びに凸状または凹状のトーラス面形状を用い
ることができる。
【００９３】
個々の反射面形状の細部の形状は、例えば金型を用いた樹脂成形品によって反射鏡を作製
する場合には、成形金型の形状が転写される。このため、反射面形状の決定には、金型作
製に用いられるカッター形状によって反射面形状が制約を受けるので、金型作製の条件を
も考慮する必要がある。各反射面素子の境界の段差部分などによる光損失が低減されるよ
うに反射面の形状を決定することが好ましい。
【００９４】
反射面１０ａを区分するセグメント形状は、実施形態で示した矩形に限られない。基準平
面５と光軸Ａｘとの交点を中心とした動径方向について放射状に、交点を中心とした同心
円状に、反射面外形５０内を区分し基準セグメント５４を作成することができる。それを
投影すれば、セグメント２４及び反射面素子１４の形状がＺ軸方向から見て扇形状となる
。このようなセグメントから生成された反射基本面の形状にも、本実施例において適用す
ることができる。これ以外にも様々なセグメント形状を適用できる。また、灯具の種類に
ついても、標識灯に限らず様々な種類の車両用灯具に用いられる反射鏡に対して上記方法
を用いることができる。
【００９５】
なお、着目している反射基本面に対応する複数の領域のいずれかが、他の反射基本面に対
応する複数の領域に干渉するか否かを決定する手順について説明してきた。しかしながら
、本実施の形態においては、他の反射基本面に対応する複数の領域と干渉の有無を決定す
ることなく、反射基本面との干渉の有無を決定することもできる。また、反射鏡の反射性
能を評価する方法では、複数の反射基本面の残りから繰り返し選択された一の反射基本面
に対して、領域分割ステップ１０８、および判定ステップ１０９を適用するステップを含
むことができる。これによって、複数の領域への分割、決定、および属性付与を反射基本
面毎に行うことが可能にされる。
【００９６】
【発明の効果】
以上、図面を参照しながら詳細に説明したように、本発明の車両用灯具のために設計され
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た反射鏡の反射性能を評価する方法、および評価システムによれば、属性情報を複数の領
域の各々について表示するので、属性情報が反射基本面よりも小さな領域毎に把握される
。これらの属性は、個々の基本反射面の反射性能を示している。また、評価システムにお
いては、設計情報および位置情報はメモリに配置されることができる。これらの基づいた
属性情報は表示デバイスに送出され、これによって、属性情報は表示デバイスによって視
覚化される。これによって、光源位置からの光が各領域に有効に到達し得るか否かを視覚
的に認識することが可能にされる。
【００９７】
したがって、車両用灯具のために設計された反射鏡の反射性能を評価する方法、反射鏡の
反射性能を評価するための評価システム、および反射鏡の反射性能を評価するためのプロ
グラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体が提供された。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、一実施形態の車両用灯具を部分的に破断して示す斜視図である。
【図２】図２は、図１に示した反射鏡の反射面を示す平面図である。
【図３】図３は、車両用灯具の反射鏡の反射面決定方法を示すフローチャートである。
【図４】図４ (ａ )、 (ｂ )は、それぞれ、評価システムを示す概略ブロック図および機能ブ
ロック図である。
【図５】図５は、自由曲面のセグメント化のために基準平面、および自由曲面を示す図面
である。
【図６】図６は、基準平面の基準セグメント及び自由曲面のセグメントを示す図面である
。
【図７】図７は、セグメントの各代表点に対する形状パラメータの算出について示す模式
図である。
【図８】図８は、反射面素子の反射基本面の一例を示す図面である。
【図９】図９ (ａ )～ (ｃ )は、反射基本面の分割を示す図面である。
【図１０】図１０は、分割された反射基本面の例を示す図面である。
【図１１】図１１は、 MIN-MAXボックスを示す図面である。
【図１２】図１２は、１つの反射基本面に対して属性を示した図面である。
【図１３】図１３は、反射鏡の全体にわたって属性を表示した図面である。
【図１４】図１４は、拡散ステップを施した反射面素子を示す図面である。
【符号の説明】
２…反射鏡、３…レンズ、３ａ…レンズステップ、５…基準平面、
１０…反射鏡部、１０ａ…反射面、１１…光源挿入孔、１２…外枠部、
１４…反射面素子、１５…放物面部、１６…拡散反射部、
２０…自由曲面、２４…セグメント、２５…代表点、
５０…反射面外形、５４…基準セグメント、５５…基準代表点、
Ｂ…光源バルブ、Ｆ…光源点、Ａｘ…光軸
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(19) JP 4002046 B2 2007.10.31



【 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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