
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 車両用灯具に適用される反射鏡のための基礎曲面を評価する方法で
あって、

ａ )光源に関する 光源情報および前記基礎曲面を示す 設計情報を
ステップと、

ｂ )前記反射鏡によって前記光源からの光が反射されるべき方向に沿って伸び前記光源情
報に含まれる光源位置を通過する軸に交差する一または複数の平面と前記基礎曲面との両
方に含まれる一または複数の閉曲線を表す閉曲線データを表示デバイスに

表示するステップと、
を備え
　

方法。
【請求項２】
　ｃ )前記軸に交差する一または複数の平面を示す平面データを生成するステップと、
　ｄ )前記設計情報および前記平面データに基づいて、前記一または複数の平面と前記基
礎曲面との交差線を求め前記閉曲線データを生成するステップと、を備える請求項１に記
載の方法。

10

20

JP 3990523 B2 2007.10.17

複数の反射面を有し
下記のステップは、前記基礎曲面の形状に起因する光学的性能を評価するための

評価情報を提供する評価システムによって行われるものであり、
入力された 入力された メ

モリに格納する

送出し、前記表
示デバイスが閉曲線データを

、
前記ステップ (ｂ )では、前記基礎曲面に対応するデータを前記表示デバイスに送出する

ステップを有し、前記表示デバイスは、前記設計情報によって規定され前記基礎曲面を示
す表示データと前記閉曲線データとを重ねて表示する、



【請求項３】
　ｅ ) 前記一または複数の平面の間隔および面数の少なくともいずれかを規定する

平面情報を するステップを更に備え、
　前記平面データは、前記平面情報によって規定される面間隔および面数で設けられ前記
軸に垂直な平面を表している、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　 車両用灯具に適用される反射鏡のための基礎曲面を評価する評価シ
ステムであって、

　メモリと、
　表示デバイスと、
　前記基礎曲面を示す 設計情報および光源に関する 光源情報 前記
メモリに配置するための第１の入力手段と、
　前記反射鏡によって前記光源からの光が反射されるべき方向に沿って伸び前記光源情報
に含まれる光源位置を通過する軸に交差する一または複数の平面と、前記基礎曲面との両
方に含まれる一または複数の閉曲線を表す閉曲線データを前記表示デバイスへ送出するた
めの第１の送出手段と、
　
を備え
　

る評価システム。
【請求項５】
　前記軸に交差する一または複数の平面を示す平面データを生成するための平面生成手段
と、
　前記設計情報および前記平面データに基づいて、前記一または複数の平面と前記基礎曲
面との交差線から前記閉曲線データを生成するための交線生成手段と、
を備える請求項 に記載の評価システム。
【請求項６】
　前記一または複数の平面の面間隔および面数の少なくともいずれかを規定する平面情報
を するための第２の入力手段を更に備え、
　前記平面データは、前記平面情報によって規定される面間隔および面数で設けられ前記
軸に垂直な平面を表している、請求項 に記載の評価システム。
【請求項７】
　前記閉曲線データの表示を前記表示デバイスから消去するための消去手段を更に備える
請求項 ～請求項 のいずれかに記載の評価システム。
【請求項８】
　 車両用灯具に適用される反射鏡のための基礎曲面の評価をコンピュ
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憶媒体であ
って、

　光源に関する 光源情報および前記基礎曲面を示す 設計情報を
する第１の入力処理と、

　前記反射鏡によって前記光源からの光が反射されるべき方向に沿って伸び前記光源情報
に含まれる光源位置を通過する軸に交差する一または複数の平面と、前記基礎曲面との両
方に含まれる一または複数の閉曲線を表す閉曲線データ

を表示デバイスに
する表示処理と、

を有する、プログラムを記録した記憶媒体。
【請求項９】
　前記プログラムは、前記軸に交差する一または複数の平面を示す平面データを生成する
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入力さ
れた メモリに格納

複数の反射面を有し
当該評価システムは、前記基礎曲面の形状に起因する光学的性能を評価

するための評価情報を提供するものであり、

入力された 入力された を

前記基礎曲面に対応するデータを前記表示デバイスに送出するための第２の送出手段と
、

前記基礎曲面を示す表示データと前記閉曲線データとは、前記表示デバイスにおいて重
ねて表示され

４

前記メモリに配置

５

４ ６

複数の反射面を有し

当該プログラムは、前記基礎曲面の形状に起因する光学的性能を評価するための評
価情報を提供するものであり、

入力された 入力された メモ
リに格納

と前記設計情報によって規定され
前記基礎曲面に対応するデータと 、前記基礎曲面を示すデータと前記閉
曲線データとが重ねて表示されるように送出



平面生成処理と、
　前記設計情報および前記平面データに基づいて、前記一または複数の平面と前記基礎曲
面との交差線を求めこの交差線から前記閉曲線データを生成する交線生成処理と、
を更に有する請求項 に記載の記憶媒体。
【請求項１０】
　前記一または複数の平面の面間隔および面数の少なくともいずれかを規定する平面情報
を するための第２の入力処理を更に備え、
　前記平面生成処理において、前記平面データは、前記平面情報によって規定される面間
隔および面数で設けられ前記軸に垂直な平面を表わすように生成されている、請求項 に
記載の記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両用灯具に適用される反射鏡のための基礎曲面を評価する方法、反射鏡のた
めの基礎曲面を評価する評価システム、および車両用灯具に適用される反射鏡のための基
礎曲面の評価を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
取り可能な記憶媒体に関する。
【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
設けられた収容空間および車両の外形といった条件から生じる形状の制約、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】
【発明が解決しようとする課題】
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、所望の反射機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有している。
【０００５】
このような灯具には、近年、所望の占有容積に収まるという形状制約条件を達成すると共
に、従来にも増して優れた光学的性能を達成するという性能制約条件も要求されるように
なってきた。これらの要求を達成するために、以下のような構成を採用している。 (１ )反
射鏡を複数の反射面から構成するようにした。 (２ )反射面を決定するに当たり、形状制約
条件を満たすように基礎曲面を求め、この基礎曲面上に複数の反射面を配置して反射鏡を
形成するようにした。
【０００６】
発明者は、このような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形状制約
条件からの要求を満足しつつ、光学的性能からの要求の達成度が向上された反射鏡を提供
しようとする際に生じる以下の問題点を発見した。反射鏡の光学的性能は、▲１▼基礎曲
面の形状に起因する性能と、▲２▼複数の反射面の各々に関する形状および配置に係わる
性能とに分離されることを見出した。これらの反射鏡の光学的性能は、反射鏡の設計が所
定の段階まで進んでから評価される。
【０００７】
分離された２つの性能に関してさらに検討を続けた結果、これらの性能には次のような特
徴があることを見出した。性能▲２▼は、個々の反射面の形状および配置が決定されるま
で光学的性能の評価を行うことはできない。しかしながら、性能▲１▼は、基礎曲面が決
定された後であればその評価を行うことができる。
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８

前記メモリに格納

９



【０００８】
つまり、性能▲１▼に係わる評価を行う適切な手法があれば、反射鏡の設計における無用
な繰り返しがなくなる。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、基礎曲面も設計される灯具ごとに異なる。このため、このような手法を用
いて設計の早期において基礎曲面の光学的性能を評価することができれば、より好ましい
光学的特性を得るために適切なフィードバックをこの設計段階においてかけることができ
るであろう。
【０００９】
上記の検討の結果、以下のことが明らかにされた。設計者の経験に依存する基礎曲面の設
計を補助するツールが望まれている。また、光学的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。
【００１０】
そこで、本発明の目的は、車両用灯具に適用される反射鏡のための基礎曲面を評価する方
法、反射鏡のための基礎曲面を評価する評価システム、および車両用灯具に適用される反
射鏡のための基礎曲面の評価を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憶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】
基礎曲面の光学的な性能の評価に適用可能な評価方法および評価システムについて検討を
重ねた。本発明を以下のように構成することとした。本発明は、以下に記述されるように
、基礎曲面を評価する方法、評価システム、およびプログラムを記録した記憶媒体といっ
たそれぞれの側面から捉えることができる。
【００１２】
　本発明 車両用灯具に適用される反射鏡のための基礎曲面を評価
する

方法は、
（ａ )光源に関する 光源情報および前記基礎曲面を示す 設計情報を

ステップと、（ｂ )前記反射鏡によって前記光源からの光が反射される
べき方向に沿って伸び前記光源情報に含まれる光源位置を通過する軸に交差する一または
複数の平面と前記基礎曲面との両方に含まれる一または複数の閉曲線を表す閉曲線データ
を表示デバイスに 表示するステップと、を備
えている。

。
【００１３】
このような方法を実現するコンピュータプログラムは、ステップ (ａ )を実現するように設
けられた第１の入力処理と、ステップ (ｂ )を実現するように設けられた表示処理とを含む
。このプログラムは、車両用灯具に適用される反射鏡のための基礎曲面の評価をコンピュ
ータに実行させることを可能にする。このプログラムをコンピュータ読み取り可能な記憶
媒体に記録することができる。
【００１４】
　本発明 車両用灯具に適用される反射鏡のための基礎曲面を評価
する 、

評価システムは、（１）メモリと
、（２）表示デバイスと、（３）基礎曲面を示す 設計情報および光源に関する

光源情報 前記メモリに配置するための と、（４）反射鏡によって光源か
らの光が反射されるべき方向に沿って伸び光源情報に含まれる光源位置を通過する軸に交
差する一または複数の平面と、基礎曲面との両方に含まれる一または複数の閉曲線を表す
閉曲線データを表示デバイスへ送出するための第１の送出手段とを備えている。
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は、複数の反射面を有し
方法であって、下記のステップは、前記基礎曲面の形状に起因する光学的性能を評価

するための評価情報を提供する評価システムによって行われるものである。この
入力された 入力された

メモリに格納する

送出し、前記表示デバイスが閉曲線データを
前記ステップ (ｂ )では、前記基礎曲面に対応するデータを前記表示デバイスに

送出するステップを有し、前記表示デバイスは、前記設計情報によって規定され前記基礎
曲面を示す表示データと前記閉曲線データとを重ねて表示する

は、複数の反射面を有し
評価システムであって 当該評価システムは、基礎曲面の形状に起因する光学的性能

を評価するための評価情報を提供するものである。この
入力された

入力された を 手段

評価シス
テムは、基礎曲面に対応するデータを表示デバイスに送出するための第２の送出手段を更



【００１５】
所定の軸に交差する平面と基礎曲面との両方に含まれる曲線は、その平面との交差位置に
おける基礎曲面の形状を示している。この形状を表示すれば、所定の軸の方向に関する基
礎曲面の形状に対する評価情報が提供される。
【００１６】
本発明の車両用灯具に適用される反射鏡のための基礎曲面を評価する方法では、 (ｃ )所定
の軸に交差する一または複数の平面を示す平面データを生成するステップと、 (ｄ )設計情
報および平面データに基づいて、生成された平面と基礎曲面との交差線を求めこの交差線
から閉曲線データを生成するステップと、を更に備えることができる。
【００１７】
コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記録されたプログラムは、ステップ (ｃ )を実現す
るように設けられた平面生成処理と、ステップ (ｄ )を実現するように設けられた交差線生
成処理と、を更に備えることができる。
【００１８】
本発明に係わる車両用灯具に適用される反射鏡のための基礎曲面を評価する評価システム
では、 (５ )所定の軸に交差する一または複数の平面を示す平面データを生成するための平
面生成手段と、 (６ )設計情報および平面データに基づいて、一または複数の平面と基礎曲
面との交差線を求めこの交差線から閉曲線データを生成するための交線生成手段と、を備
えることができる。
【００１９】
一または複数の平面データを生成し、この一または複数の平面データと基礎曲線との交差
線を求めれば、閉曲線データを得ることができる。
【００２０】
　本発明 、 (ｅ )一または複数の平面の間隔および面数の少なくともいずれか
を規定する平面情報を するステップを更に備えることができる。この平面デ
ータは、平面情報によって規定される面間隔および面数で設けられ上記軸に垂直な平面を
提供するように規定されている。
【００２１】
記憶媒体に記録されたプログラムは、ステップ (ｅ )を実現するように設けられた第２の入
力処理を更に備えることができる。
【００２２】
　本発明 一または複数の平面の面間隔および面数の少なくともいずれ
かを規定する平面情報を するための第２の入力手段、を更に備えることがで
きる。
【００２３】
生成されるべき平面の面間隔を規定すれば、基礎曲面の概形を把握するための交差線のピ
ッチを指定することができ、また面数を規定すれば、基礎曲面の概形を把握するための交
差線の数を指定することができる。これによって、基礎曲面の概形を把握するために必要
なパラメータを指定することができる。例えば、複数の平面は互いに平行になるように生
成されることができる。これによって生成される閉曲線データは、等高線に類似した手法
で基礎曲面の概形を示すことができる。
【００２４】
本発明の車両用灯具に適用される反射鏡のための基礎曲面を評価する方法では、 (ｆ )閉曲
線データの表示を表示デバイスから消去するステップを備えることができる。また、本発
明の車両用灯具に適用される反射鏡のための基礎曲面を評価する方法では、ステップ (ｂ )
、ステップ (ｃ )、ステップ (ｄ )、ステップ (ｅ )、およびステップ (ｆ )をループするステッ
プ (ｇ )を更に備えることができる。
【００２５】
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に備える。基礎曲面を示す表示データと閉曲線データとは、表示デバイスにおいて重ねて
表示される。

に係る方法は
メモリに格納

に係るシステムは、
メモリに格納



記憶媒体に記録されたプログラムは、ステップ (ｆ )を実現するように設けられた消去処理
を更に備えることができる。また、記憶媒体に記録されたプログラムは、ステップ (ｇ )を
実現するように設けられた繰り返し処理を更に備えることができる。
【００２６】
本発明に係わる車両用灯具に適用される反射鏡のための基礎曲面を評価する評価システム
では、 (８ )閉曲線データの表示を表示デバイスから消去するための消去手段を更に備える
ことができる。
【００２７】
閉曲線データを消去し、この後に、再び別個に求められた閉曲線データを表示することが
できる。これによって、基礎曲面の概形を繰り返して評価することができる。
【００２８】
本発明の車両用灯具に適用される反射鏡のための基礎曲面を評価する方法では、ステップ
(ｂ )では、設計情報に基づいて表示された基礎曲面に重ねて閉曲線データを表示するステ
ップを有することができる。
【００２９】
記憶媒体に記録されたプログラムは、表示処理では、設計情報によって規定され基礎曲面
を示す表示データに重ねて閉曲線データを表示する処理を有することができる。
【００３０】
本発明に係わる車両用灯具に適用される反射鏡のための基礎曲面を評価する評価システム
は、 (ｈ )設計情報に含まれ基礎曲面に対応するデータ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。
【００３１】
基礎曲面を示す表示データに重ねて閉曲線データを表示すれば、閉曲線データを基礎曲面
と関連づけながら把握することができる。
【００３２】
本発明に係わる車両用灯具に利用される反射鏡のための基礎曲面を設計する方法は、 (i)
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
制約条件に基づいて、反射鏡を規定するための基礎曲面を求める第１のステップと、 (ii)
光源からの光が反射鏡によって反射されるべき方向に沿って伸び光源が配置されるべき位
置を通過する軸に交差する一または複数の平面と基礎曲面との両方に含まれる一または複
数の閉曲線を表す閉曲線データを表示デバイスに表示する第２のステップと、 (iii)表示
された閉曲線データに基づいて、基礎曲面の反射性能の評価を行う第３のステップと、を
備えることができる。
【００３３】
閉曲線を表示すれば、基礎曲面の概形を把握することができる。これよって、基礎曲面の
反射性能を全体的にわたって評価することができる。この評価は、基礎曲面が当該車両用
灯具への利用に適切であるか否かに関して行われる。
【００３４】
本発明に係わる車両用灯具に利用される反射鏡のための基礎曲面を設計する方法は、 (iv)
基礎曲面が当該車両用灯具への利用に適切ではないという評価に基づいて、第１のステッ
プから第３のステップを実行する第４のステップを更に備えることができる。この評価方
法によって、基礎曲面の反射性能を所定のレベルに近づけるための手順が提供される。
【００３５】
本発明に係わる車両用灯具に利用される反射鏡のための基礎曲面を設計する方法では、複
数の平面は第１の間隔で配置されるように設けられていることができる。これによって、
基礎曲面の形状が、等間隔で表示された閉曲線データによって全体的に把握されることが
できる。
【００３６】
本発明に係わる車両用灯具に利用される反射鏡のための基礎曲面を設計する方法は、 (v)
閉曲線データの表示を表示デバイスから消去する第５のステップと、 (vi)第１の間隔より
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小さい第２の間隔で配置され所定の軸に交差する複数の平面を示す第２の平面データを生
成する第６のステップと、 (vii)設計情報および第２の平面データに基づいて、複数の平
面と基礎曲面との交差線を示す別の閉曲線データを生成する第７のステップと、 (viii)別
の閉曲線データを表示デバイスに表示する第８のステップと、を更に備えることができる
。
【００３７】
表示されている閉曲線データを消去した後に、別の閉曲線データを表示することができる
ので、基礎曲面を段階的に評価することができる。これによって、部分的にきめ細かな形
状の評価を行うことができると共に、全体的に概略的な形状の評価を行うこともできる。
【００３８】
本発明に係わる車両用灯具に利用される反射鏡のための基礎曲面を設計する方法は、第２
のステップにおいて、設計情報に基づく基礎曲面の画像に重ねて閉曲線データを表示する
ことができる。
【００３９】
基礎曲面の表示データに重ねて閉曲線データを表示すれば、閉曲線データを基礎曲面と関
連づけながら視覚化されるので、反射鏡の形状条件と対比しながら評価を行うことができ
る。
【００４０】
【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及びその反射鏡の反射面
を決定する方法を詳細に説明する。図面の説明において、可能な場合には同一要素には同
一符号を付し、重複する説明を省略する。また、図面の寸法比率は、実物のものと必ずし
も一致していない。
【００４１】
以下に記述される本実施形態に係わる車両用灯具は、例えば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。しかしながら、これに限定されるものではない。
【００４２】
図１は、本発明による車両用灯具を示す斜視図である。図２は、図１に示した車両用灯具
の反射鏡を示す平面図である。図１において、反射鏡及びレンズの固定及び位置決め部材
を図示していないけれども、当業者はこれらを必要に応じて追加することができる。また
、図１及び図２には、ＸＹＺ座標系が設けられている。この座標系は、灯具の軸Ａｘの方
向にＺ軸を有する直交座標系である。
【００４３】
図１を参照すると、灯具１は、反射鏡２と、レンズ３とを有している。反射鏡２は、反射
面１０ａを有する反射鏡部１０と、外枠部１２とを備える。
【００４４】
反射鏡１０は、反射面１０ａがレンズ３と対向するように配置されている。反射面１０ａ
は、軸Ａｘに垂直に交差する平面に沿って広がり、これによって、軸Ａｘに沿って光を反
射することができる。外枠部１２は、軸Ａｘに沿って伸びる筒状部を有する。この筒状部
の一端を塞ぐように、反射面１０ａが配置されている。外枠部１２は、反射面１０ａに対
してレンズ３を位置決めしている。レンズ３は軸Ａｘに所定の角度、例えば略垂直に固定
されている。軸Ａｘは、灯具の光軸に一致するように設定されることができる。
【００４５】
反射鏡部１０は、反射面１０ａの所定の位置に孔１１を有している。孔１１からは、光源
バルブＢが挿入される。光源バルブＢは、その光源点Ｆが軸Ａｘ上の所定の位置（光源位
置）となるように反射鏡２に対して固定される。
【００４６】
図１においては、簡単のために、反射面１０ａを構成する複数の反射面素子（図２の１４
）を図示することなく、自由曲面２０といった基礎曲面を示している。自由曲面２０上に
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は、自由曲面２０の作成に利用される１１本の曲面基準線 (図１では破線で描かれている )
２２ａ～２２ｋが示されている。
【００４７】
自由曲面２０は、反射面素子を配置する下地曲面 (基礎形状 )を規定しているので、灯具１
の占有空間の概形を決定することになる。自由曲面２０は、単一回転放物面を採用するこ
となく、灯具１に課される形状制約条件を満たすと共に、所定の条件、例えば曲面上の各
部位からの光束発散度（後述される）を所定の範囲内にするという条件を満たすように決
定される。故に、自由曲面２０は、車体面からの形状制約条件、例えば薄型形状となる条
件を満たすと共に、光均一性といった光学的な性能を可能な限り達成するように形成され
る。
【００４８】
図１および図２は、反射鏡１の外形（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。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件、すなわち形状制約条件
を考慮して適宜決定されることができる。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１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。反射鏡を有
する灯具に対して、例示的に示される引き続く記述が適用可能である。
【００４９】
図２を参照しながら、反射面１０ａの形態を説明する。反射面１０ａは、下地面となる自
由曲面２０上に配置された複数のセグメントを備えている。それぞれのセグメントには、
反射面素子１４が割り付けられている。図２には、その範囲を明示するために、反射面素
子１４のうちの１つに斜線を付している。反射面素子１４の各々は同じ形状を有すること
ができる。
【００５０】
反射面素子１４を形成するために自由曲面２０をセグメントに区分化した後に、それぞれ
のセグメント毎に反射基本面を決定する。反射基本面は、中心軸Ａｘ (図１参照 )と、焦点
Ｆ (図１の光源位置を参照 )とを有する回転放物面を含むことができる。それぞれの反射面
素子１４において、回転放物面の焦点距離は、光源点Ｆと、自由曲面２０上における反射
面素子１４に係わる位置とから決定されるので、光源点Ｆから入射された光が反射面素子
１４によって軸Ａｘの方向に確実に反射される。
【００５１】
次に、反射鏡の反射面を決定する方法を説明する。この決定方法には、以下に説明にされ
る手法に限定されるものではなく、様々の方法が適用される。特に、自由曲面を決定する
手順は以下の記述に限定されるものではない。
【００５２】
図３は、車両用灯具に用いられる反射鏡２の反射面１０ａの形状を決定するための手順を
記述したフローチャート１００を示す。この手順１００は、条件設定ステップ１０１、初
期基準線設定ステップ１０２、曲面基準線作成ステップ１０３、自由曲面作成ステップ１
０４、検証ステップ１０５、及び反射面決定ステップ１０７の各ステップを有する。
【００５３】
図４ (ａ )、 (ｂ )は、これらのプログラムを実行可能な評価システム２００を示す。図４ (
ａ )を参照すると、評価システム２００は、入力デバイス手段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、出力デバイス手段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評価システムに接続されることができる。入力デバイス手段２１０は
、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とい
った入力デバイスの一または複数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２２１には、プログラムファイル２２２、設計情報ファイル
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２２３、光源情報ファイル２２４、および等高線情報ファイル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２００上で実現される。評価結果は、受けたデータを表示可能な表示デバイス２４０
に表示されることができ、出力デバイス手段２５０を介して出力されることができる。出
力デバイス手段２５０は、プリンタ、記録媒体への書き込み装置といった出力デバイスの
一または複数を含むことができる。
【００５４】
このようなシステム２００は、所定のソフトウエアが記録媒体からインストールされると
、そのソフトウエアに応じて、図４ (ｂ )に示されるような条件設定手段２８１、初期基準
線設定手段２８２、曲面基準線作成手段２８３、自由曲面作成手段２８４、検証手段２８
５、及び反射面決定手段２８７のうちの少なくとも１つの手段を実現することが可能にな
る。
【００５５】
このようなシステム２００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。
【００５６】
また、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。
【００５７】
本実施の形態では、図３に示された処理１００をソフトウエアによって実現する場合に例
示しながら説明するけれども、処理１００は専用のハードウエアによっても実現されるこ
とができることは言うまでもない。
【００５８】
図４ (ｂ )を参照すると、評価システム２００の機能ブロック図が示されている。これらの
機能ブロック図は、各ステップと一緒に説明される。
・条件設定ステップ１０１、条件設定手段２８１
最初に、条件設定手段２８１によって、形状の決定に必要ないくつかの条件を設定する。
図１を参照しながら、設定されるべき条件を例示的に列挙する。この条件は、光源バルブ
Ｂが設置される位置、その光源点Ｆの位置（光源位置）、およびその光源位置を通る軸Ａ
ｘを含むことができる。軸Ａｘは、その光源位置を通る軸であって、反射面によって光源
からの光が反射されて灯具から出射される方向を指定する。この条件には、その他の条件
、例えば、光源からの光出射分布の条件を含むことができる。また、これらの条件とは別
に、車体における灯具の占有可能容積といった形状制約条件を設定することができる。
・初期基準線設定ステップ１０２、初期基準線設定手段２８２
次に、初期基準線設定手段２８２によって複数の初期基準線を設定する。複数の初期基準
線は、基礎曲面の決定のための初期条件となる。複数の初期基準線から出発して、自由曲
面２０といった基礎曲面を作成するための複数の曲面基準線２２ａ～２２ｋ (図１参照 )を
決定する。
【００５９】
図１によれば、灯具１に対して、軸Ａｘ上の点から伸びる曲面基準線２２ａ～２２ｋが示
されている。設定された初期基準線から、これらに対応する曲面基準線２２ａ～２２ｋが
生成される。これらの曲面基準線２２ａ～２２ｋを利用して自由曲面２０を作成する。
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【００６０】
図５は、複数の初期基準線２１を含む曲面を有する仮想的な灯具を軸Ａｘおよび一初期基
準線を含む断面を図示している。それぞれの初期基準線２１には、軸Ａｘを含む平面に含
まれ複数の方向に放射状に伸びる曲線が適用される。初期基準線の一端は、軸Ａｘ上に位
置する。初期基準線の他端は、設計されるべき灯具の外周上および外形よりも外側に位置
することができる。
【００６１】
このような初期基準線２１の各々は、各部分における光束発散度Ｍを一定するように決定
される。つまり、初期基準線２１は、軸Ａｘ上の始点とこの始点に対応する終点との間を
複数の区間に分割され、各区間は、同じ光束発散度Ｍの値を有している。さらに、初期基
準線２１は、以下に記述される光束発散度を含む他の条件から決定されることができる。
【００６２】
光束発散度Ｍとは、点灯された灯具を光軸方向から観察したときに各部位から光軸に沿う
方向に向けられる光量に類似している。この光束発散度Ｍを光学的指標、特に光均一性に
対する指標として用いることができる。これによって、光均一性の達成度だけでなく、ト
レードオフの関係にある光均一性の条件と形状制約条件とを関連づけながら、その達成度
を向上させることができる。
【００６３】
引き続いて、光束発散度Ｍを定量的に決定する手順を例示的に説明する。軸Ａｘに垂直な
基準平面５を規定する。すべての初期基準線２１を基準曲面５上に投影する。投影された
線分に沿って単位面積を有する複数の領域を配列する。これら複数の領域をそれぞれの初
期基準線２１上に逆投影して、初期基準線２１上のそれぞれの点と関連付けられた単位領
域を生成する。これらの単位領域の各々に光源バルブＢから入射される予測光量を求め、
各部位での光束発散度Ｍを定義する。この入射光が各単位領域から反射されるとすれば、
各単位領域から反射される光量が計算される。この入射光量を光束発散度Ｍとして採用す
ることができる。反射面１０ａの形状を決定するために光束発散度Ｍを利用すれば、光束
発散度Ｍを光均一性の条件を向上させるための判定指標として利用することができる。
【００６４】
図５を参照すると、基準平面５に投影したときにそれぞれ等しい長さになるように初期基
準線２１が、複数の部分、例えば幅ΔＬを有する５つの領域Ｒａ、Ｒｂ、Ｒｃ、Ｒｄ、Ｒ
ｅに分割される。初期基準線２１の形状は、それぞれの領域からの光束発散度Ｍａ、Ｍｂ
、Ｍｃ、Ｍｄ、Ｍｅが一定の値となるように決定される。このようにして得られた初期基
準線２１は、光が反射される方向と反対側に向いた凸形状を有している。
【００６５】
既に行われた説明および図５は、光束発散度Ｍの求め方、および光束発散度Ｍを用いて決
定された初期基準線の形状についての一例を示した。これらには、光源バルブの形態およ
び計算処理の容易さといった要因に応じて、様々な方法が適用されることができる。例え
ば、この光束発散度Ｍを求める際には、光源バルブＢ及びその光源点Ｆの位置のみでなく
、灯具に使用される光源バルブＢの光出射分布といった他の要因も考慮することもできる
。
・曲面基準線作成ステップ１０３、曲面基準線作成手段２８３
次に、曲面基準線作成手段２８３は、複数の初期基準線２１から曲面基準線２２を作成す
る。
【００６６】
既に説明したように、初期基準線２１は、各部分に対する光束発散度Ｍを一定とする条件
によって設定されている。初期基準線２１の各々に対して、形状制約条件を満たすように
変形を加えて、図１に示した曲面基準線２２ａ～２２ｋを作成する。例えば、図５に示さ
れたような初期基準線２１では、反射鏡２が凹面状であり後方に突出する形状を有するの
で、灯具の薄型化といった条件を満たさない場合がある。したがって、初期基準線２１に
対して形状制約条件を満たすような変形を適用する。この変形は、この変形によって生じ
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る光束発散度Ｍの各部での変化量を考慮しながら行なわれる。
【００６７】
また、この形状制約条件を達成するための変形に加えて、例えば、入射光線と初期基準線
２１とのなす角度に応じて、初期基準線２１の変形を行うことができる。この角度は、角
度を規定するべき点における初期基準線に対する接線と、入射光線に対応する線分との成
す角度である。
【００６８】
初期基準線設定ステップ１０２においては、個々の初期基準線２１における各部分に対す
る光束発散度Ｍを一定にすることのみに着目していた。このため、異なる初期基準線２１
間での光束発散度Ｍの値の差異については考慮されていない。
【００６９】
例えば、上述の実施例では１１本の初期基準線２１を形成したが、それぞれの初期基準線
２１毎の光束発散度Ｍ１～Ｍ１１の値を、これらの光束発散度Ｍ１～Ｍ１１のうちの最小
値Ｍ minによって規格化する。この規格化値は小さいほど、車両用灯具での光均一性が優
れていることを示している。
【００７０】
最大値Ｍ maxを最小値Ｍ minによって規格化したパラメータＭ max／Ｍ minが所定の範囲を越
えると、充分な光均一性を実現することができないと考えられる。
【００７１】
このような場合には、例えば初期基準線設定ステップ１０１に戻り、再度条件を変えて初
期基準線２１の再設定を行うことができる。あるいは、光束発散度Ｍが最大または最小と
なる基準線を変形し、Ｍ max／Ｍ min値を低減することができる。初期基準線の変形または
再設定によって、Ｍ max／Ｍ minが好適な数値範囲内に変更された曲面基準線２２を作成す
る。
【００７２】
本ステップにおいて行われる変形の順序は、特に上述したものに限られない。
【００７３】
以上述べたような変形を経て、図５に示した初期基準線２１から、図６において破線で示
された曲面基準線２２が得られる。
・自由曲面作成ステップ１０４、自由曲面作成手段２８４
自由曲面作成手段２８４により、反射面１０ａのための基礎曲面となる自由曲面２０を複
数の曲面基準線２２から作成する。
【００７４】
図７は、自由曲面２０の作成方法を説明するための図面である。この図面を参照しながら
以下の手順で自由曲面を生成することができる。図１に示した自由曲面２０の外形（光軸
Ａｘ方向から見て矩形）は、図７では参照番号２０ａを付した一点鎖線によって示されて
いる。反射面１０ａのための基礎曲面 (自由曲面２０ )には、図７に示された一点鎖線内の
領域が適用されることができる。図７では、反射面１０ａ内に含まれる曲面基準線２２ａ
～２２ｋは、図１においては点線で示されている曲線である。曲面基準線２２ａ～２２ｋ
、中心Ｐ、光原点Ｆ、自由曲面２０の外形は、表示デバイスに表示されることができる。
【００７５】
図７においては、曲面基準線２２ａ～２２ｋの他端は、反射面１０ａを完全に覆う自由曲
面を求めるために、切り出される自由曲面の範囲外に配置されている。
【００７６】
自由曲面２０の作成するために、全ての曲面基準線２２ａ～２２ｋを利用して自由曲面を
生成することが好ましい。図７に示すように、本実施形態の自由曲面の作成方法では、そ
れぞれの曲面基準線２２ａ～２２ｋを複数の部分に分割する。
【００７７】
例示的に説明すれば、ｎ本（ｎは３以上の整数）の曲面基準線２２をそれぞれｍ等分（ｍ
は２以上の整数）してｍ個の分割点（外端点を含む）を作成する。対応するｎ個の分割点
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を組にする。それぞれの組内の点を曲線で接続してｍ本の自由曲線２３を生成する。この
ｍ本の自由曲線２３から自由曲面２０を作成することができる。各曲面基準線２２の分割
数は、個々の例においてなめらかな形状の自由曲面２０を得るために必要な分割数ｍを適
宜選択すれことができる。図７には、一つのグループに含まれる点を明確にするために例
示的に自由曲線２３が破線で描かれている。これらの自由曲線２３を含む全自由曲線で張
られる曲面によって自由曲面２０を作成する。
【００７８】
分割点を結んで自由曲線を作成する方法、及び自由曲線を含む曲面を作成する方法につい
ては、例えば以下の方法を適用することもできる。
【００７９】
まず、分割点ｐ１～ｐ i(i≧３ )の組に対してそれらの分割点の少なくとも一部をそれぞれ
微小距離だけずらした点ｑ１～ｑ j(j≧３ )を生成する。これらの点ｐ i、ｑ jを順次に接続
した曲線を作る。この曲線から１周分に相当する曲線を自由曲線として採用することがで
きる。この自由曲線は閉じた曲線であることができる。しかしながら、十分に滑らかな接
続が得られているか否かは明らかでない。
【００８０】
これまでの手順によって、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に基づいて、反射鏡を規定するための基礎曲面を求めるこ
とができた。
【００８１】
これまでの手順によって、光束発散度Ｍが所定の範囲の値であり、形状制約条件を満足す
る自由曲面を得ることができる。曲面基準線は、反射鏡の中心から動径方向に向けて滑ら
かに生成されている。しかしながら、複数の曲面基準線間を張る曲面が、そのつなぎ目と
いった部分で許容できる程度の滑らか度を達成できるか否かを保証の限りではない。
【００８２】
また、自由曲面は、本実施の形態で説明された他の手法によっても生成される。これらの
手法を適用して生成された自由曲面については、動径方向に関して実用的な範囲の滑らか
度を有しているかは保証の限りではない。
【００８３】
これまでのステップでは、生成された自由曲面２０が、反射鏡のための基礎曲面として適
切な曲面であるかは検証されていない。また、単に自由曲面を表示デバイスに表示しただ
けでは、全体的な形状は把握できるけれども、実用的な範囲の滑らか度を有しているかの
判断は難しい。
・検証ステップ１０５、検証手段２８５
基礎曲面の検証を行う検証ステップ１０５について説明する。検証ステップ１０５は、入
力ステップ１０５ａ、平面生成ステップ１０５ｂ、平面表示ステップ１０５ｃ、交線生成
ステップ１０５ｄ、および曲線表示ステップ１０５ｅを備えることができる。さらに、検
証ステップ１０５は、基礎曲面表示ステップ１０５ｆおよび消去ステップ１０５ｇを備え
ることができる。曲線検証ステップ１０６では、表示された画像に基づいて、滑らか度が
充分であるかが検証される。検証手段２８５は、条件入力手段２８５ａ、平面生成手段２
８５ｂ、交線生成手段２８５ｄ、消去手段２８５ｇ、および送出手段２８５ｃ、２８５ｅ
、２８５ｆを備えることができる。
・条件入力ステップ１０５ａ、条件入力手段２８５ａ
基礎曲面の検証は、図３に示されたフローチャート１００に従った一連の処理として行う
ことができる。しかしながら、検証ステップ１０５は、設計された中間データが所定の性
能を有しているか否かの評価であるので、設計用ソフトウエアと別個のソフトウエアで実
現することが好適である。
【００８４】
検証ステップ１０５を別個のソフトウエアによって実件する場合は、条件入力手段２８５
により、基礎曲面を示す設計情報および光源に関する光源情報を入力する。また、一連の
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ソフトウエアモジュール内に埋め込まれた検証ステップ１０５を実現するために、当該モ
ジュールの検証ブロックに所定の情報を受け渡す条件入力手段２８５により、入力ステッ
プを実現する。入力された結果は、図４に示されたメモリユニット２２０に格納される。
・平面生成ステップ１０５ｂ、平面生成手段２８５ｂ
平面生成手段２８５ｂは、１または複数の平面を軸Ａｘを基準にして生成する。図８ (ａ )
および図８ (ｂ )では、生成される平面は、軸Ａｘに関して所定の角度、例えば垂直に交差
する。複数の平面を生成するために、生成される平面の面間隔ｄおよび面数ｓの少なくと
もいずれかを規定する平面情報を入力する。このような平面情報は、一時的にメモリユニ
ット２２０に格納される。検証用ソフトウエアにおいて平面の面間隔ｄが固定され、平面
の面数ｓのみが変更可能であるようにでき、また平面の面数ｓが固定され、平面の面間隔
ｄのみが変更可能であるようにでき、さらに面間隔ｄおよび面数ｓの両方が固定されてい
るようにすることができる。面数ｓおよび面間隔ｄに基づいて軸に交差する平面のための
平面データが生成される。
・平面表示ステップ１０５ｃ、平面データの送出手段２８５ｃ
生成された平面データを表示デバイスに送出手段２８５ｃを介して送出し画像として表示
することができる。表示を行うと、当該ステップ１０５ｃの実行が確認され、またこの画
像を参照しながら引き続く処理を行うことができる。しかしながら、この表示を行うこと
なく以下のステップを行うこともできる。図８ (ｂ )は、表示デバイスに表示された小型の
平面２７の画像を示している。
・交線生成ステップ１０５ｄ、交線生成手段２８５ｄ
交線生成手段２８５ｄは、一または複数の平面２７の各々と自由曲面２０ (基礎曲面 )との
交差線を設計情報および平面データに基づいて求め、この交差線から閉曲線データを生成
する。生成された閉曲線データは、メモリユニット２２０に格納される。
【００８５】
複数の平面データが一定の間隔で平行になるように生成されている場合には、閉曲線デー
タは、自由曲面の等高線を表していると考えることができる。つまり、交差線の間隔が狭
いことは自由曲面２０の勾配が大きいことを示し、交差線の間隔が広いことは自由曲面２
０の勾配が小さいことを示している。また、自由曲面が、部分的に凹部および凸部を備え
る場合には、同一の平面との交差によって生成された閉曲線の数が２以上になる。さらに
、等高線を求めると、軸Ａｘに沿った灯具の長さ、つまり反射鏡の奥行きが反射面のどの
部分によって決定されているかを知ることもできる。
・閉曲線表示ステップ１０５ｅ、閉曲線データの送出手段２８５ｅ
評価システムの含まれる送出手段２８５ｅを介して、基礎曲面に含まれる一または複数の
閉曲線を表す閉曲線データを表示デバイスへ送出する。また、平面表示ステップ１０５ｂ
において表示を行わなかった場合には、このステップ軸Ａｘに交差する一または複数の平
面 (図８ (ａ )および (ｂ )の２７ )を、閉曲線データと一緒に、または別個に、表示デバイス
に送出することができる。閉曲線データを含む一連のデータを受けた表示デバイスは、複
数の閉曲線を表示し、追加されているデータ応じて、例えば軸Ａｘおよび光源位置Ｆを表
示する。図９および図１０は、それぞれ、表示デバイスに表示された閉曲線２９ａ、２９
ｂの画像を示している。
・基礎曲面表示ステップ１０５ｆ、基礎曲面の送出手段２８５ｆ
設計情報に含まれ基礎曲面に対応するデータを送出手段２８５ｆを介して表示デバイスに
送出し基礎曲面を表示することもできる。これによって、基礎曲面の画像と、交差線 (閉
曲線 )の画像を重ねることができる。基礎曲面表示ステップ１０５ｆは、検証ステップ１
０５内のいずれのステップの前および後に置くことができ、また検証ステップ１０６にお
いて行わないことも可能である。
【００８６】
閉曲線および自由曲面の画像を重ねることによって、所定の滑らか度を有していない部分
の位置を基礎曲面上と対応付けながら観察できる。基礎曲面の画像には、反射鏡の外形デ
ータが含まれることができる。
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・表示消去ステップ１０５ｇ、消去手段２８５ｇ
自由曲面の評価においては、別の面数および別の面間隔で生成された閉曲線を表示するこ
とが求められる場合もある。このときには、閉曲線データの表示を消去手段２８５ｇによ
り表示デバイスから消去した後に、新たな評価情報を表示デバイスに表示することが便利
である。このために、適切な送出手段を介して、別の面間隔および別の面数で生成された
平面データと自由曲面との交差線を表示デバイスに送出する。この表示および消去は、繰
り返して行うことができる。これによって、様々な面数および面間隔で自由曲面の評価お
よび検証をすることができる。
【００８７】
軸Ａｘに沿って単一平面の位置を順に移動させながら、この平面と自由曲面との交差線を
表示することもできる。この際にも、新しい交差線を表示する前に、古い交差線の画像を
消去することが好ましい。また、消去することなく、順次に求められた交差線を表示デバ
イスに重ねて表示することもできる。
・滑らか度検証ステップ１０６
表示された画像に基づく判断は、滑らか度検証ステップ１０６において行われる。
【００８８】
図９に表示された画像には、複数の閉曲線が軸Ａｘを囲むように表示されている。しかし
ながら、自由曲面２０の継ぎ目２８ａにおける動径方向に伸びる曲面基準線と閉曲線との
交点では、曲面基準線の左からの微分係数と右からの微分係数との違いが大きい。この結
果、実用的な範囲の滑らか度を有しているとは判断できない。
【００８９】
このような基礎曲面に反射面素子を適用して反射鏡を形成しても、滑らか度が悪い領域で
は光均一性が満たされない。滑らか度が悪い領域では、場合によって、軸Ａｘ方向に沿っ
て反射される光が少なく、軸Ａｘの方向から観察したときに黒っぽく見える。故に、灯具
としての十分な性能を備えていない。
【００９０】
図１０に表示された画像には、複数の閉曲線が軸Ａｘを囲むように表示されている。この
画像では、自由曲面２０の継ぎ目２８ｂになっている自由曲面２０上における曲面基準線
と閉曲線との交点では、曲面基準線の左からの微分係数と右からの微分係数との違いが充
分に小さいので、実用的な範囲の滑らか度を有しているとは判断できる。
【００９１】
基礎曲面が当該車両用灯具への利用に適切ではないという評価になった場合には、基礎曲
面の生成から所定のステップを再度実行することができる。このような繰り返しによって
、所定の性能を有する自由曲面が得られる。
【００９２】
単一の平面と自由曲面との交差線を視覚化した場合にも、交差線が求められた位置での滑
らか度を知ることができる。
【００９３】
したがって、図９および図１０は、設計者が、基礎曲面の適格性を全体的に観察できるこ
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。
【００９４】
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
定から行う。
【００９５】
次の設計工程へ進む場合は、以下の反射面決定ステップ１０７へ進むことができる。
・反射面決定ステップ（ステップ１０７）、反射面決定手段２８７
次に、反射面決定手段２８７は、自由曲面２０をセグメントに区分しこれに複数の反射面
素子１４を付加する。これによって、反射面１０ａが形成される。
【００９６】
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図１１は、自由曲面２０のセグメントを示す図面である。このような図面を表示デバイス
に表示することができる。この画像を参照しながら以下の手順で自由曲面を生成できる。
このセグメントのアレイ状構造は、図２に示した反射面１０ａの構造と対応している。
【００９７】
セグメント化は、自由曲面２０上を直接分割することによって達成されるけれども、本実
施の形態では、図１１に示すようにＺ軸に交差する基準平面５を利用する方法を適用する
。軸Ａｘ上の点Ｐは、基準平面５上の点Ｑに射影される。反射面外形５０内において、基
準面５が、互いに直交するＸ軸方向及びＹ軸方向に沿って一定のピッチで分割され、これ
によって、アレイ状に配列された基準セグメント５４が生成される。次いで、基準セグメ
ント５４を自由曲面２０に投影して、アレイ状のセグメント２４を得る。図１１において
は、セグメント２４を自由曲面２０上に斜線で示している。自由曲面２上にセグメントを
生成するために、これ以外に様々な方法を適用できる。
【００９８】
自由曲面２０上の各セグメント２４に対して、図２に示したような反射面素子１４を付与
する。これによって、図６に示したような反射面１０を形成する。図１１において斜線を
付して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。
【００９９】
各反射面素子１４の反射面は、図１及び図２に関して上述したように、光軸Ａｘを中心軸
とし、光源点Ｆを焦点としてそれぞれ異なる焦点距離を有する回転放物面からなる。この
回転放物面に、所定の光拡散能力を付加するように変形を加えることができ、各反射面素
子１４の反射面を形成することもできる。
【０１００】
図１２に示された反射基本面１５を参照しながら反射面素子１４の決定について説明する
。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。
【０１０１】
このように反射面１０ａが自由曲面２０上に配置された複数の反射面素子１４を備えれば
、現在のところ車両用灯具１に対して要求されている条件、例えば、反射性能の面では光
均一性及び光拡散性、形状の面では薄型化、及び外観の面では透明感、を満たす灯具が実
現し易くなる。
【０１０２】
これを実現するために、反射面素子１４は、回転放物面の全部または一部に光拡散能力を
備えた拡散反射領域を設けることができる。拡散反射領域は、受けた光を拡散させるよう
に反射可能な曲面を有する。光拡散能力とは、灯具から照射される光を光軸に平行な光だ
けでなく、光軸に沿ってある角度範囲の光に分配する機能をいう。
【０１０３】
各反射面素子１４が光拡散能力を有するようになれば、光拡散能力が少なく素通し感のあ
るレンズ３を適用することが可能となる。これによって、各反射面素子１４は、機能面か
らの条件のうち光拡散性と、外観制約条件である透明感および奥行き感と、を満たすこと
ができる。
【０１０４】
図１２に示された反射面素子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。本実施形態においては、反射基本面１５のために回転放物面を採用
し、個々の回転放物面、またはその一部の回転放物面に、所定の光拡散機能を有するよう
に変形を加えるための拡散型領域１６を付加している。このため、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盛り上がっている。
【０１０５】
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放物面部１５ａは、特に、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には拡散反射部１６に与えられる。こ
のため、入射光３０は、拡散反射部１６における反射を介して反射光３２になる。
【０１０６】
反射面素子１４は、拡散反射部１６はＸ軸方向にのみ光拡散機能を有するようにＹ軸方向
に伸びる円柱の側面によって表される形状を有している。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。
【０１０７】
このような拡散反射部には、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
状を適用することもでき、また、拡散反射部を有しない面形状を適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。また、この拡散反射面には、ベジェ曲面、ＮＵＲＢＳ曲面を適用するこ
ともできる。
【０１０８】
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、また交点を中心とした
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。これ
以外の様々なセグメント形状を反射面１０ａに適用できる。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。
【０１０９】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように、本発明に係わる基礎曲面の光学的な性能の評価に適用可能な
評価方法および評価システムによれば、所定の軸に交差する平面と基礎曲面との両方に含
まれる曲線を表示する。この曲面は、その平面によって規定される基礎曲面の断面を示し
ている。この断面を表示すれば、光源から光が反射されるべき方向に関する基礎曲面の形
状が視覚的に把握可能になる。これら手順を実現するための処理を、プログラムとしてコ
ンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記録することができる。
【０１１０】
したがって、反射鏡のための基礎曲面を評価する方法、反射鏡のための基礎曲面を評価す
る評価システム、および車両用灯具に適用される反射鏡のための基礎曲面の評価をコンピ
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憶媒体が
提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明による一実施形態の車両用灯具を示す斜視図を示す。
【図２】図２は、図１に示した車両用灯具の反射鏡の構成を示す平面図を示す。
【図３】図３は、反射鏡の反射面を決定する方法を示すフローチャートを示す。
【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
ロック図を示す。
【図５】図５は、反射鏡の初期基準線の設定方法を説明するための仮想灯具の断面図を示
す。
【図６】図６は、灯具の断面図を示す。
【図７】図７は、自由曲面の生成方法を示す図面を示す。
【図８】図８ (ａ )は、曲面基準線および平面の画像を示す図面を示し、図８ (ｂ )は、表示
された平面の画像を示す図面を示す。
【図９】図９は、表示された閉曲線の画像を示す図面を示す。
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【図１０】図１０は、表示された閉曲線の画像を示す図面を示す。
【図１１】図１１は、自由曲面をアレイ状のセグメントに区分する方法を示す斜視図を示
す。
【図１２】図１２は、反射面素子の一例を示す斜視図を示す。
【符号の説明】
１…反射鏡、２０…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、２１…初期基準線、２２、２２ａ～２２ｋ…曲面基準線、
２３…自由曲線、２４…セグメント、２９ａ、２９ｂ…閉曲線、
３…レンズ、３ａ…レンズステップ、
５…基準平面、５０…反射面外形、５４…基準セグメント、
Ｂ…光源バルブ、Ｆ…光源点、Ａｘ…光軸
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】

(20) JP 3990523 B2 2007.10.17



フロントページの続き

    審査官  平田　信勝

(56)参考文献  特開平０９－１９０７０５（ＪＰ，Ａ）
              特開平５－１８２５０５（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              F21S   8/10

(21) JP 3990523 B2 2007.10.17


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

