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（株）小糸製作所╱トヨタ自動車（株）

対向車を幻惑せず
際まではっきり見るために

3Chapter

Development of Adaptive Driving Beam Headlamps and its Commercialization

配光可変ヘッドランプの研究開発と商品化

道交法ではヘッドランプの使い方は通常ハイビームでなければならないとされている。
しかし同時に相手を幻惑させないように，対向車が来たときにはロービームに切り替えなければならない。
このジレンマをどうするか。普段我々は切り替えの手間を省き，ロービームで走ることが多いのではないか。

しかしロービームでは道路右を通行する歩行者などの発見が遅れるのだ。
小糸製作所とトヨタは、ハイビームのまま、対向車のみ光を当てない技術を開発した。

写真：赤松 孝
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ロービームでは
道路右側の歩行者が見えづらい

　交通事故によって亡くなる人の数は，国
内の統計で1970年（昭和45年）の1万6765人
を最多に，2012年（平成24年）時点で4646
人と，1/3近くにまで減ってきた。が，まだ
まだ多くの人が亡くなっている事実に変わ
りはない。また，亡くなった人の事故状況
を調べると，歩行中の人が最も多く，その
約7割が夜間であるとの調査結果がある。
　さらに夜間の事故状況を調べると，直線
路で横断する人の死亡事故が多いという結
果が残された。しかも，クルマ側から見て
道路の右側から横断した人の死亡事故が多
くなっている。
　こうした状況を踏まえ，クルマのヘッド
ランプの実情はというと，対向車を眩惑し
ないように道路右側の光が遠方に届かない
よう法規で規定されている現在のロービー

ムは，道路右側の歩行者の存在を認識しに
くい状況があり，そのため走行中のクル
マから道路右側から横断してくる歩行者
を発見しにくい様子が分かってきた（表1， 
図1）。
　求められるのは，道路右側の歩行者を発
見できるハイビームでありながら，前を走
るクルマや，対向車を眩惑しない配光であ
る。
　ヘッドランプの配光について，小糸製作
所システム商品企画室主管の堀 宇司は，こ
れまでの開発経緯を次のように紹介する。
「小糸製作所ではまずロービーム領域の配
光制御の研究開発を1980年代に，そして’
90年に，ADBの原型となる配光制御の開
発を開始しました。それが，’95年のトヨ
タのASV（Advanced Safety Vehicle）に採
用されることになります。これをきっかけ
に，トヨタとの本格的な開発が2002年から
始まりました」。
　そして商品化されたのが，世界初の AFS

（Adaptive Front-lighting System）である。
2003 年のことであった。これは，ロービー
ムの配光を，ハンドルの切れ角や車速に応
じて，クルマが曲がる方向へ向けることで
視認性を確保するシステムである（図 2，3）。
「ランプに関する国内の法規は，基本的に
欧州の法規が導入されてきます。従来は新
しい技術を導入するためには，法規の文面
作りまでを含め10年ほどの歳月を要して
きました。そこで，ハイビームの配光制御
についても，それくらいの歳月がかかるの
ではないかと予想していたところ，2007年
に欧州での動きが急になり，数年後には製
品として世に出さねばならない状況となっ
たのです」。

トヨタと共に決めた目標
際
きわ

までくっきり見たい

　小糸製作所は，トヨタへいち早く具体的
な技術提案をしなければならない事態と

表 1　ハイビーム作動率（小糸製作所評価結果より）

ハイビーム作動率（％）
一般道 自動車専用道

配光可変HLなし 26 18
配光可変HL有 64 33
増加率 +38 +50

図 1　ハイビームとロービームの歩行者視認性の比較

図 3　配光可変ヘッドランプ光学ユニットの構成

図 2　光学ユニットと各種アクチュエータ
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なった。トヨタと，どのような機能を持つ
べきか，堀ら小糸側からトヨタへ提案する
とともに，トヨタからの要望を受け，意見
を交換しながら仕様を固めていった。そし
て，2012年の商品化を目指し，2010年には
ADB（Adaptive Driving Beam）の試作車
を作って，公道評価を開始することになる
のである。
「欧州の動きを受けて2011年に国内の法
改正があるまで，ハイビームの配光を自動
で変える機能を公道で走らせることができ
なかったので，国土交通省の大臣認定を
取らなければなりませんでした」（今日で
は，LEDヘッドランプが普及し始めている
が，4〜5年前の当時は，まだディスチャー
ジヘッドランプが先端的なヘッドランプの
普及技術であり，ディスチャージヘッドラ
ンプでのハイビームの配光制御で開発は始
まった）。
　ADB開発の様子を語るのは，システム商
品企画室担当員の大塩 洋彦である。開発当
時の大塩は，実際に物を設計する製品開発
部に所属していた。
「トヨタからは，自動車メーカとして，前
を走るクルマや，対向車を眩惑させないギ
リギリの際まで配光するようにしたいとの
要望が出されました」。
　自動車メーカとしてのヘッドランプの要
求性能については，トヨタ第2ボデー設計
部ランプ・外装設計室グループ長の毛利 文彦
が，次のように説明する。
「究極の理想をいえば，昼間と同じように
見えることです。そのための開発は今も続

いています」と語り，同じくトヨタの第2
ボデー設計部ランプ・外装設計室主任の 
中川 享俊は，
「トヨタからの要望として，明るさや照射
エリアなど配光の仕様について意見を出さ
せていただきました。その具体的な内容の
一つは，際までハッキリ見たいということ
です」と話すのである。
　それを受け，大塩が設計を重ねる。
「レンズの焦点に，配光をもたらすシェー
ドがピッタリ合わないと，際をハッキリ見
せることができません。そのためには精度
が重要で，焦点とシェードの位置がわずか
でもズレると，ぼやけたり，光線の際に色
が付いたりしてしまいます」。
　ADBは，光源の前側に，左右別々に動く
シェードを備えている。左右のシェードを，
得たい配光に合わせて動かすことで，前の
クルマや対向車を眩惑させない，すなわち
ランプの光を照らさない部分を作る（図4，
5）。

製造精度を上げ
全数検査に踏み切った

「不具合を起こさないため部品の精度を高
めるとともに，量産へ向けて，製造上の精
度の追求にも苦労しました」と，大塩は振
り返る。
「シェードを製作してもらっているメーカ
では，製造の最終工程で精度の検査をして
もらっています。また，組み立てを行う我々
小糸の工場でも，ユニットの完成ラインで

配光の検査を全数やっています」。
　トヨタへ納品するADBのすべての配光
を検査しているというのだ。
　通常，工業製品は，生産した物の中から
代表して幾つかの部品やユニットの検査を
するのは普通だが，全数の検査・確認はま
れなことではないのか。
「従来から，我々の工場で，仕向け地と仕
様が合っているかの簡単な検査は行ってい
ます。しかし，配光のカットラインを細か
く，一つ一つ検査するのはこれが初めての
ことで，部品メーカにも苦労をかけた点で
す」と，大塩。
　そして，堀は検査の重要性を説明する。
「前のクルマや対向車の，ギリギリの際ま
でランプの光をハイビームで照らそうとす
るなら，正確さが不可欠であり，公差を満
足しているかを一つ一つ確認することが必
要になったのです。万一，対向車を照らし
てしまいドライバを眩惑させてしまうとい
うことが起これば事故を誘発しかねないで
すから……」と，ヘッドランプの配光の持
つ意味を改めて強く実感させる開発であっ
たというのである。
　開発の過程では，もう一つの山場があっ
た。
「際まで見せるとはいいながら，明暗が
ハッキリし過ぎると，一方でドライバがわ
ずらわしさも感じることが分かってきまし
た。そこで，多少は境界がぼやけるように
する必要があったのです。それを対策する
ため，シェードの板の厚みを変えるなど，
光の焦点をずらす微調整を行いました」と，

図 4　光源の前に設けられたシェード 図 5　左右のシェードを動かすことで配光パターンを変化させる
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大塩 洋彦 Hirohiko OHSHIO

株式会社小糸製作所
システム商品企画室　担当員

「構造設計は地味な仕事ですが，昔
の仲間がこの受賞を知るようなこと
があれば，大塩も頑張っているなと
思ってもらえるのではないかと思っ
ています。家では，家族に自慢する
ことができました（笑）」

堀 宇司 Takashi HORI

株式会社小糸製作所
システム商品企画室　主管

「小学 6 年生の時にスーパーカー
ブームがあり，以降，自動車にかか
わる仕事をしたいという夢がありま
した。自動車の進化に貢献できたこ
と，さらに栄えある賞を受賞でき，
大変嬉しく感じます」

望月 清隆 Kiyotaka MOCHIZUKI

株式会社小糸製作所
システム商品企画室　主管補

「正直，受賞したことに驚いていま
す。また，式典に出席し，表彰して
いただくだけでなく，このようなイ
ンタビューを受け，それが冊子に掲
載されるとは，凄い賞だと，改めて
いま実感しています」

中川 享俊 Takatoshi NAKAGAWA

トヨタ自動車株式会社
第2ボデー設計部
ランプ・外装設計室　主任

「光栄な賞を戴くことができ，大変
嬉しく思っております。両親がネッ
トで受賞のことを知り，並んだ写真
の端に写っている自分を発見し喜ん
でくれました。次は自分が開発の中
心になれるよう今後も仕事に励みた
いと思います」

毛利 文彦 Fumihiko MOHRI

トヨタ自動車株式会社
第2ボデー設計部
ランプ・外装設計室　グループ長

「受賞は二度目です。もちろん今回も，
かかわった技術が認められ，賞を戴
くことができ，よかったと思います。
同時にまた，実は賞を狙ってもいまし
た。自分は，ランプの先端技術にか
かわる立場にいるのですから，世の
中に商品を出す以上は，賞をもらえ
るくらいのことをやり遂げたいと考え
ていました。受賞が実現でき大変嬉
しく思います」

　ADB（Adaptive Driving Beam）は，ハイビームの配光を自動的に変えることで，前を走るクルマや
対向車のドライバを眩惑することなく，ハイビームの照射範囲を可能な限り広げる技術である。ランプ
機構は，光源の前に，左右に分かれた 2 枚のシェードがあり，このシェードを上下に動かすことで配
光切替を行う。また，ランプ自体をモータで左右方向へ回転させることにより，前を走るクルマとの車
間距離や，対向車が近づいてくる際の，明かりのカット範囲を変化させる。前を走るクルマや対向車
の認識は，フロントウィンドウ上端に設置された専用カメラで行う。そして，制御 ECU が、カメラで
認識した前方車両の情報や自車の車速やステアリングの角度の情報を元に、最適な配光を決定し、ラ
ンプ内のモータを制御する配光制御は五つあり，通常のハイビームとロービームのほか，遠くのクルマ
に対する光をカットするスプリットハイビーム，前のクルマへの光をカットする 2 分割ハイビーム右，対
向車への明かりをカットする 2 分割ハイビーム左であり，これらを自動で変化させる。

シェードで影を作り，できるだけハイビームを使う
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大塩は説明する。
　人の目とは，あるいは人の見え方に対す
る感じ方は，それほど敏感なのだ。

多部門がかかわる開発
スタートはトラブルが重なった

　際までハッキリ見せるという基本概念は，
トヨタ側も小糸側も目指したことだ。だが，
どれほどという程度問題は，それぞれの感
覚によって違ってくる。そうした調整役を
担ったのが，小糸製作所システム商品企画
室主管補の望月 清隆である。
「製品の作り込みの部分で，どういう商品
にしていくかを，トヨタの要望と，小糸製
作所の開発部門との間で，どう落としどこ
ろを得るか，そこもADB開発で重要な点で
した。私は，机上の構想を，どのようにも
のにしていくかを担当しました。トヨタと
の調整だけでなく，社内でもランプの新技
術を開発する製品開発部だけでなく，今回
は，電子技術部，機構システム部など，複
数の部署がかかわる開発でしたので，部署
間の調整を図るとともに，互いに協力し合

うことで，一つの製品にまとめることがで
きました」。
　同様の担当者間の調整は，トヨタ内でも
起きていた。
「ランプについては小糸製作所ですが，こ
のシステムはほかに，システムを作動させ
るECU，センサとして状況を認識するカメ
ラ（図6）といった別の部品メーカとのか
かわりもありました」と中川は説明する。
　大臣認定を取った試作車の段取りでも，
望月は苦労があった。
「試作車を作った当初は，そもそもADBが

作動しないというトラブルから始まりまし
た。いざ動いて，走行してみると，配光可
変する場面が少ないということも起き，こ
こはトヨタの協力を得てカメラの精度を上
げて対処しましたが，今度は作動しすぎて
煩わしく感じたり……」。
　また，光軸調整にも気を遣う必要があっ
た。
「ヘッドランプには，光軸を合わせるエイ
ミング機能が付いています。ネジでヘッ
ドランプの向きを調節する機構ですが，
ADBが2枚のシェードを持つので，光軸と

図 6　状況認識に使われるカメラ

配光可変ヘッドランプ搭載車

ロービーム

ハイビーム
前方車

なし

前方車

遠い

前方車

近い

前方車

間近

スプリット・ハイビーム 自

動

切

換

2分割ハイビーム左 2分割ハイビーム右

【追加された配光】

図 7　配光可変ヘッドランプの配光制御イメージ

ユニット全体をスイブル（旋回）
して光軸の向きを制御する

光軸

回転軸

スイブル・アクチュエータ
（DCブラシレスモータ）

対向車に追従して左右ランプの配光をスイブル

左ランプをスイブル 右ランプをスイブル

対向車：遠方

対向車：接近

図 8　スイブル機能による遮光領域の追従制御
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シェードによるカットラインを合せるのに
苦労しました（図7，8）」。
　こうした様々な課題が生じる中で，この
開発が特徴的であったのは，やはりチーム
としての仕事の進め方であったといえるだ
ろう。
　堀は，
「大部屋会議ということを，このころから
社内で始めるようになりました。週に1回，
各部署から人が集まって，課題に取り組ん
でいきます。また，トヨタの中でも，ラン
プ，ECU，カメラなど，トヨタと部品メー
カが毎週のように集まって会議をするよう
になりました」と振り返る。

厳しい意見は
期待の現われだ

　こうしてADBは出来上がり，2012年のク
ラウンとレクサスLSに搭載され，発売され
た。その完成を見て，どのような達成感を
覚えたのだろうか。

　堀は「最初の試作の出来栄えが構想した
物にはるか及ばない物でしたので，周りか
ら実現は難しいのではないかといった声が
聞こえるようになりました。しかし，でき

ないと分かるまではやり通す気持ちでいま
した。次第にいけそうだという手ごたえを
感じるようになった後は，どんどん良い物
になっていきました。その結果，ほぼ思い
描いた通りのものが実現できました」と感
慨深げに話す。
　大塩は，「原理は，簡単なのです。しかし，
クルマに搭載するうえで，寸法や，モータの
寿命など，色々越えなければならないこと
が多く，やり遂げたという達成感はありま
す。たとえば，シェードの板一枚でも，溶
接せず板金の一枚板で作るにはどうしたら
いいか……，周りの叱咤激励によってでき
あがった喜びは大きい」という。
　望月は，「最初に商品コンセプトを立ち
上げたときは，ゾッとした覚えがあります。
まだ個々の技術が出来上がっていないのに，
開発しなければならなかったので。実際，や
り始めると，社内を含めトヨタからも厳し
いコメントを戴きました。厳しい意見は期
待の現われだと思っていましたし，仕事と
して面白かったですね。やってよかったと
みんなが思えた開発にかかわることができ
た充実感はあります」。
　トヨタの中川は，「小糸製作所からの提案
を，車載し，クルマとして仕上げることが
できたことが大きいと思っています」。

　同じくトヨタの毛利は，「この開発は，ラ
ンプですから夜に走り込んで熟成していか
なければなりません。しかも，官能評価が
重要な機能でもありますから，皆の苦労が
報われてよかったと思います。私は，かつ
て開発の仕事を実際にしていましたが，こ
の開発ではまとめ役の立場で，厳しいこと
をいう場面もありました。そのうえで，よ
くここまで仕上がったと思いますし，皆頑
張ってくれたと思っています」と，技術者
たちを称えた。
　ADBは，ハイビームの作動率を，一般道
と自動車専用道路とで，それぞれ38〜50％
高める成果を残している。今後どのように
発展していくことになるのか。堀は，最後
を次のように締め括った。
「ADBの開発は，ランプ史の一つの節目と
なる重要な技術だと考えています。その上
で，そもそも開発の目的は，夜間の交通事
故を減らすことにあるわけですから，よい
ものをより安くつくれるようにして，小型
車へも普及させていくことが不可欠だと考
えています。広く普及して初めて，事故の
低減につながるのですから」。
　将来へ向け，開発は終わったのではなく，
本来の目標に向かってまだ続いている。


