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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コヒーレント光を発光するコヒーレント光源と、
　前記コヒーレント光を拡散させる複数の拡散素子を移動可能に保持する拡散手段と、　
前記複数の拡散素子のそれぞれが前記コヒーレント光の照射位置に順に到達するように前
記拡散手段を移動させる駆動手段と、を備え、
　前記複数の拡散素子のそれぞれは、入射された前記コヒーレント光の拡散により、所定
範囲内の対応する部分領域を照明し、前記複数の拡散素子のそれぞれによって照明される
前記部分領域の少なくとも一部は、それぞれ相違しており、
　一つの前記拡散素子内に入射されたコヒーレント光は、その拡散素子内のどの位置に入
射されても、共通の前記部分領域を照明することを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記駆動手段は、前記拡散手段を回転方向に連続的に回転させるように構成されており
、
　前記複数の拡散素子は、前記回転方向に沿って配列されている
ことを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記拡散手段は、円板形状を有する
ことを特徴とする請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
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　前記拡散手段は、円筒形状を有する
ことを特徴とする請求項２に記載の照明装置。
【請求項５】
　コヒーレント光を発光するコヒーレント光源と、
　前記コヒーレント光を拡散させる複数の拡散素子を移動可能に保持する拡散手段と、　
前記複数の拡散素子のそれぞれが前記コヒーレント光の照射位置に順に到達するように前
記拡散手段を移動させる駆動手段と、を備え、
　前記複数の拡散素子のそれぞれは、入射された前記コヒーレント光の拡散により、所定
範囲内の対応する部分領域を照明し、前記複数の拡散素子のそれぞれによって照明される
前記部分領域の少なくとも一部は、それぞれ相違しており、
　前記拡散手段は、各々の軸線回りに回転可能な一組の回転ローラと、前記一組の回転ロ
ーラにループ状に掛け渡された帯状部と、を有し、
　前記複数の拡散素子は、前記帯状部の長手方向に沿って配列されており、
　前記駆動手段は、少なくとも１つの回転ローラをその軸線回りに連続的に回転させるよ
うに構成されている
ことを特徴とする照明装置。
【請求項６】
　前記複数の拡散素子のそれぞれは、前記拡散手段の移動方向に対して交差する向きに延
びる細長形状を有し、
　前記コヒーレント光源は、前記拡散手段の移動方向に対して交差する向きに配列された
レーザアレイを有する
ことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の照明装置。
【請求項７】
　前記コヒーレント光の発光タイミングを制御する発光タイミング制御部を更に備えたこ
とを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の照明装置。
【請求項８】
　前記所定範囲内に存在する対象物を検出する対象物検出部をさらに備え、
　前記発光タイミング制御部は、前記対象物検出部で検出された対象物の領域と前記所定
範囲内の他の領域とが互いに異なる照明態様になるように、前記コヒーレント光の発光タ
イミングを制御する
ことを特徴とする請求項７に記載の照明装置。
【請求項９】
　前記対象物検出部は、
　前記所定範囲内を撮像する撮像装置と、
　前記撮像装置の撮像結果を画像処理して、前記所定範囲内の対象物を認識する画像処理
部と、
を有する
ことを特徴とする請求項８に記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記対象物検出部は、
　前記照明装置が設置された車両の位置情報を取得する位置情報取得部と、
　対象物の位置情報を記憶する記憶部と、
　前記位置情報取得部により取得された車両の位置情報と、前記記憶部に記憶された対象
物の位置情報とに基づいて、前記所定範囲内の対象物を認識する情報処理部と、
を有する
ことを特徴とする請求項８に記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記照明装置が設置された車両のハンドルの回転を検出するハンドル回転検出部をさら
に備え、
　前記発光タイミング制御部は、前記ハンドル回転検出部により検出された前記ハンドル
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の回転に基づいて、前記コヒーレント光の発光タイミングを制御する
ことを特徴とする請求項７に記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記複数の拡散素子のそれぞれは、それぞれ相違する干渉縞パターンが形成されたホロ
グラム記録媒体である
ことを特徴とする請求項１～１１のいずれかに記載の照明装置。
【請求項１３】
　前記複数の拡散素子のそれぞれは、レンズアレイを有する
ことを特徴とする請求項１～１１のいずれかに記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コヒーレント光を用いて所定範囲を照明する照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　街灯や室内照明、カメラ等の照明器具において、シリンドリカルレンズやアクチュエー
タ、シェード等を用いて、所望の場所だけを照明できるようにした技術が知られている（
特許文献１，２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３５８６２１３号公報
【特許文献２】特許第５２９３８９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この種の従来の技術は、照明器具の比較的近くをスポット的に照明することを念頭に置
いており、遠方をスポット照明することはできない。また、従来は、単に照明することし
か念頭に置いていないため、装飾的な照明や、任意の場所の照明態様を任意のタイミング
で切り替えることはできない。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、光学系の構成を複雑にすることなく、照明態様を任
意に変更可能な照明装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様では、コヒーレント光を発光するコヒー
レント光源と、
　前記コヒーレント光を拡散させる光学素子と、
　を備え、
　前記光学素子は、
　前記コヒーレント光を拡散させて、第１範囲を照明する第１拡散領域と、
　前記コヒーレント光を拡散させて、第２範囲に所定の情報を表示する第２拡散領域と、
を有する照明装置が提供される。
【０００７】
　前記コヒーレント光源で発光された前記コヒーレント光を前記光学素子上で走査させる
走査部を備えてもよく、
　前記第１拡散領域は、前記走査部からのコヒーレント光を拡散させて前記第１範囲を照
明してもよく、
　前記第２拡散領域は、前記走査部からのコヒーレント光を拡散させて前記第２範囲に前
記所定の情報を表示してもよい。
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【０００８】
　前記第２拡散領域は、前記第２範囲の内部で色相、明度および彩度の少なくとも一つを
変化させて前記情報を表示してもよい。
【０００９】
　前記第２拡散領域は、絵柄、模様、文字、数字および記号の少なくとも一つを含む前記
情報を、単色または複数色で表示してもよい。
【００１０】
　前記第１範囲および前記第２範囲は、互いに重ならないように配置されてもよい。
【００１１】
　前記第１範囲および前記第２範囲は、少なくとも一部が互いに重なるように配置されて
もよい。
【００１２】
　前記走査部は、前記第１拡散領域および前記第２拡散領域上で前記コヒーレント光を走
査させてもよい。
【００１３】
　前記第１拡散領域は、複数の第１要素拡散領域を有してもよく、
　前記複数の第１要素拡散領域のそれぞれは、入射されたコヒーレント光を拡散させて、
対応する部分領域を照明してもよい。
【００１４】
　前記第２拡散領域は、複数の第２要素拡散領域を有してもよく、
　前記複数の第２要素拡散領域のそれぞれは、入射されたコヒーレント光を拡散させて、
対応する部分領域に、対応する情報を表示してもよい。
【００１５】
　前記走査部は、前記コヒーレント光源で発光された前記コヒーレント光の進行方向を周
期的に変化させる光走査部材を有してもよい。
【００１６】
　前記コヒーレント光の前記光学素子への入射タイミングを制御するか、または前記第１
範囲の照明タイミングおよび前記第２範囲の表示タイミングを制御するタイミング制御部
を備えてもよい。
【００１７】
　前記走査部からの前記コヒーレント光を、前記第１拡散領域および前記第２拡散領域の
少なくとも一方で走査させるか否かを制御するタイミング制御部を備えてもよい。
【００１８】
　所定範囲内で対象物を検出する対象物検出部を備え、
　前記タイミング制御部は、前記対象物検出部で検出された前記対象物の位置に合わせて
、前記第１拡散領域および前記第２拡散領域の少なくとも一方における前記コヒーレント
光の走査タイミングを制御してもよい。
【００１９】
　前記タイミング制御部は、前記対象物検出部で検出された前記対象物が前記第１範囲内
で照明されるように、前記第１拡散領域における前記コヒーレント光の走査タイミングを
制御してもよい。
【００２０】
　前記タイミング制御部は、前記対象物検出部で検出された前記対象物が存在しない領域
に前記第１範囲が位置するように、前記第１拡散領域における前記コヒーレント光の走査
タイミングを制御してもよい。
【００２１】
　特定のイベントが生じたことを検出するイベント検出部を備え、
　前記タイミング制御部は、前記イベント検出部で前記特定のイベントが生じたことが検
出されると、前記第１拡散領域および前記第２拡散領域の少なくとも一方における前記コ
ヒーレント光の走査タイミングを制御してもよい。
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【００２２】
　前記コヒーレント光源は、発光波長域がそれぞれ相違する複数のコヒーレント光を発光
する複数の発光部を有し、
　前記第１拡散領域および前記第２拡散領域の少なくとも一方は、前記複数のコヒーレン
ト光のそれぞれが走査する複数の拡散領域部を有してもよい。
【００２３】
　前記光学素子は、ホログラム記録媒体であり、
　前記第１拡散領域および前記第２拡散領域のそれぞれは、それぞれ相違する干渉縞パタ
ーンが形成された要素ホログラム領域を有してもよい。
【００２４】
　前記光学素子は、複数のレンズアレイを有するレンズアレイ群であり、
　前記第１拡散領域および前記第２拡散領域のそれぞれは、前記レンズアレイを有しても
よい。
【００２５】
　前記光学素子は、ホログラム記録媒体と、複数のレンズアレイを有するレンズアレイ群
とを有し、
　前記第１拡散領域および前記第２拡散領域の一方は前記ホログラム記録媒体を有し、他
方は前記レンズアレイ群を有してもよい。
【００２６】
　前記タイミング制御部は、前記走査部からのコヒーレント光を前記第１拡散領域上で連
続的に走査させるとともに、前記走査部からのコヒーレント光を前記第２拡散領域上で走
査させるタイミングを制御してもよい。
【００２７】
　前記第２範囲に表示すべき前記情報を選択する情報選択部を備え、
　前記タイミング制御部は、前記情報選択部が選択した前記情報に基づいて、前記走査部
からのコヒーレント光を前記第２拡散領域上で走査させるタイミングを制御してもよい。
【００２８】
　進行すべき経路情報を取得する経路情報取得部を備え、
　前記情報選択部は、前記経路情報取得部が取得した経路情報に基づいて、前記第２範囲
に表示すべき前記情報を選択してもよい。
【００２９】
　前記情報選択部は、前記経路情報取得部が取得した経路情報に基づいて、進行すべき方
向と進行すべきでない方向との少なくとも一方を識別可能な前記情報を選択してもよい。
【００３０】
　前記情報選択部は、複数の候補経路のうち進行すべき一つの候補経路と、その他の候補
経路とを識別可能な表示態様の前記情報を選択してもよい。
【００３１】
　前記情報選択部は、複数の候補経路のうち進行すべき一つの候補経路と、その他の候補
経路とを、互いに相違する色を用いて表示する情報を選択してもよい。
【００３２】
　現在位置周辺の地図情報を取得する地図情報取得部を備え、
　前記情報選択部は、前記地図情報取得部が取得した地図情報に基づいて、現在位置周辺
の前記情報を選択してもよい。
【００３３】
　前記光学素子から前記第１範囲までのコヒーレント光の光路長は、前記光学素子から前
記第２範囲までのコヒーレント光の光路長よりも長くてもよい。
【００３４】
　前記コヒーレント光のビーム径を広げるビーム径拡張部材と、
　前記光学素子に入射されるコヒーレント光、または前記光学素子にて拡散されたコヒー
レント光の透過率を切り替える光シャッタと、を備え、
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　前記光学素子は、前記ビーム径拡張部材でビーム径を広げたコヒーレント光をそれぞれ
が独立して拡散させる複数の要素拡散領域を有し、
　前記光シャッタは、前記複数の要素拡散領域に対応する複数の要素シャッタ部を有し、
　前記複数の要素シャッタ部のそれぞれは、対応する要素拡散領域に入射されるコヒーレ
ント光、または対応する要素拡散領域で拡散されたコヒーレント光の透過率を切り替えて
もよい。
【００３５】
　前記光シャッタは、前記光学素子よりも光軸前方側で前記光学素子に近接して配置され
、
　前記複数の要素シャッタ部のそれぞれは、対応する要素拡散領域に入射されるコヒーレ
ント光の透過率を切り替えてもよい。
【００３６】
　前記光シャッタは、前記光学素子よりも光軸後方側で前記光学素子に近接して配置され
、
　前記複数の要素シャッタ部のそれぞれは、対応する要素拡散領域から拡散されたコヒー
レント光の透過率を切り替えてもよい。
【００３７】
　前記光シャッタは、前記複数の要素シャッタを個別に切り替えることで、前記複数の要
素拡散領域のそれぞれにて照明される所定の照明範囲内の部分領域ごとに照明態様を切り
替えてもよい。
【００３８】
　前記照明態様は、各部分領域ごとの照明強度、または各部分領域を照明するか否かであ
ってもよい。
【００３９】
　前記コヒーレント光源は、発光波長域がそれぞれ相違する複数のコヒーレント光を発光
する複数の光源部を有し、
　前記光学素子は、前記複数のコヒーレント光のそれぞれに対応して設けられ、対応する
コヒーレント光が入射される、前記第１拡散領域および前記第２拡散領域を含む複数の拡
散領域を有し、
　前記複数の拡散領域のそれぞれは、前記複数の要素拡散領域を有し、
　前記光シャッタは、前記複数の拡散領域のそれぞれごとに、前記複数の要素拡散領域に
対応する前記複数の要素シャッタ部を有してもよい。
【００４０】
　前記光シャッタは、前記複数の拡散領域のそれぞれごとに設けられる前記複数の要素シ
ャッタ部を一組として切り替えることで、前記照明範囲の全域の照明色を切り替えてもよ
い。
【００４１】
　前記光シャッタは、前記複数の拡散領域のそれぞれごとに設けられる前記複数の要素シ
ャッタ部を個別に切り替えることで、前記複数の要素拡散領域のそれぞれにて照明される
前記照明範囲内の部分領域ごとに照明態様を切り替えてもよい。
【００４２】
　前記照明態様は、各部分領域ごとの照明色を含んでもよい。
【００４３】
　前記光シャッタは、ビーム径が広げられたコヒーレント光の透過率を段階的または連続
的に切替可能であり、
　前記複数の要素シャッタ部のそれぞれは、対応する要素拡散領域へのコヒーレント光の
入射光量、または対応する要素拡散領域で拡散されたコヒーレント光の透過光量を個別に
切り替えてもよい。
【００４４】
　前記光シャッタは、メカニカルシャッタ、電子シャッタまたはマルチセルシャッタであ
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ってもよい。
【００４５】
　前記撮像素子シャッタは、前記複数の要素シャッタ部に対応する複数の液晶セルを有し
、前記複数の液晶セルのそれぞれごとに液晶分子の配列方向を変化させることにより、対
応する要素拡散領域に入射されるコヒーレント光、または対応する要素拡散領域で拡散さ
れたコヒーレント光の透過率を切り替える液晶シャッタであってもよい。
【００４６】
　前記光学素子の前記第１拡散領域にて拡散されたコヒーレント光は、前記第１範囲を照
明し、
　前記第１拡散領域は、前記複数の要素拡散領域を有してもよい。
【００４７】
　前記光学素子の前記第２拡散領域にて拡散されたコヒーレント光は、前記第２範囲に所
定の情報を表示し、
　前記第２拡散領域は、１以上の前記要素拡散領域を有してもよい。
【００４８】
　前記光学素子を移動させる駆動部を備え、
　前記光学素子は、前記第１拡散領域および前記第２拡散領域を含む複数の拡散領域を保
持し、
　前記駆動部は、前記複数の拡散領域のそれぞれが前記コヒーレント光源からのコヒーレ
ント光の照射位置に順に到達するように前記光学素子を移動させ、
　前記複数の拡散領域のそれぞれは、入射された前記コヒーレント光の拡散により、所定
の照明範囲内の対応する部分領域を照明し、前記複数の拡散領域のそれぞれによって照明
される前記部分領域の少なくとも一部はそれぞれ相違していてもよい。
【００４９】
　前記コヒーレント光源からの前記コヒーレント光の前記光学素子への入射タイミング、
または前記照明範囲の照明タイミングを制御するタイミング制御部を備ええてもよい。
【００５０】
　前記駆動部は、前記光学素子を回転方向に連続的に回転させるように構成されており、
　前記複数の拡散素子は、前記回転方向に沿って配列されていてもよい。
【００５１】
　前記光学素子は、円板形状を有してもよい。
【００５２】
　前記光学素子は、円筒形状を有してもよい。
【００５３】
　前記光学素子は、各々の軸線回りに回転可能な一組の回転ローラと、前記一組の回転ロ
ーラにループ状に掛け渡された帯状部と、を有し、
　前記複数の拡散素子は、前記帯状部の長手方向に沿って配列されており、
　前記駆動部は、少なくとも１つの回転ローラをその軸線回りに連続的に回転させるよう
に構成されていてもよい。
【００５４】
　前記複数の拡散素子のそれぞれは、前記光学素子の移動方向に対して直角な向きに延び
る細長形状を有し、
　前記コヒーレント光源は、前記光学素子の移動方向に対して直角な向きに配列されたレ
ーザアレイを有してもよい。
【００５５】
　前記光学素子にて照明される所定の照明範囲内に存在する対象物を検出する対象物検出
部をさらに備え、
　前記タイミング制御部は、前記対象物検出部で検出された対象物の領域と前記照明範囲
内の他の領域とが互いに異なる照明態様になるように、前記コヒーレント光源からの前記
コヒーレント光の前記光学素子への入射タイミング、または前記照明範囲の照明タイミン
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グを制御してもよい。
【００５６】
　前記対象物検出部は、
　前記光学素子にて照明される所定の照明範囲内を撮像する撮像装置と、
　前記撮像装置の撮像結果を画像処理して、前記光学素子にて照明される所定の照明範囲
内の対象物を認識する画像処理部と、を有してもよい。
【００５７】
　前記対象物検出部は、
　前記照明装置が設置された車両の位置情報を取得する位置情報取得部と、
　対象物の位置情報を記憶する記憶部と、
　前記位置情報取得部により取得された車両の位置情報と、前記記憶部に記憶された対象
物の位置情報とに基づいて、前記光学素子にて照明される所定の照明範囲内の対象物を認
識する情報処理部と、を有してもよい。
【００５８】
　前記照明装置が設置された車両のハンドルの回転を検出するハンドル回転検出部をさら
に備え、
　前記タイミング制御部は、前記ハンドル回転検出部により検出された前記ハンドルの回
転に基づいて、前記コヒーレント光源からの前記コヒーレント光の前記光学素子への入射
タイミング、または前記照明範囲の照明タイミングを制御してもよい。
【００５９】
　前記走査部の動作を監視する動作監視部と、
　前記動作監視部により前記走査部の動作の異変が検知された時に、前記光学素子にて照
明される所定の照明範囲を照明する補助用照明部と、を備えてもよい。
【００６０】
　前記補助用照明部は、
　前記動作監視部により前記走査部の動作の異変が検知された時に、前記コヒーレント光
源と前記走査部との間の光路に配置される補助用ミラーと、
　前記コヒーレント光を拡散させて、前記照明範囲を照明する補助用光学素子と、
を有し、
　前記補助用ミラーは、前記コヒーレント光源からの前記コヒーレント光を前記補助用光
学素子に入射させてもよい。
【００６１】
　前記補助用光学素子は、入射されたコヒーレント光の拡散により、前記照明範囲の全域
を照明してもよい。
【００６２】
　前記補助用光学素子は、ホログラム記録媒体であってもよい。
【００６３】
　前記補助用照明部は、
　前記動作監視部により前記走査部の動作の異変が検知された時に、前記コヒーレント光
源と前記走査部との間の光路に配置される補助用ミラーを有し、
　前記補助用ミラーは、前記コヒーレント光源からの前記コヒーレント光を前記光学素子
に入射させてもよい。
【００６４】
　前記補助用照明部は、前記コヒーレント光源とは別の光源を有してもよい。
【００６５】
　本発明の他の一態様では、コヒーレント光を発光するコヒーレント光源と、
　前記コヒーレント光のビーム径を広げるビーム径拡張部材と、
　ビーム径が広げられたコヒーレント光を拡散させて、所定範囲を照明する光学素子と、
　前記光学素子に入射されるコヒーレント光、または前記光学素子にて拡散されたコヒー
レント光の透過率を切り替える光シャッタと、を備え、
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　前記光学素子は、それぞれが独立してコヒーレント光を拡散させる複数の要素拡散領域
を有し、
　前記光シャッタは、前記複数の要素拡散領域に対応する複数の要素シャッタ部を有し、
　前記複数の要素シャッタ部のそれぞれは、対応する要素拡散領域に入射されるコヒーレ
ント光、または対応する要素拡散領域で拡散されたコヒーレント光の透過率を切り替える
照明装置が提供される。
【００６６】
　本発明の他の一態様では、コヒーレント光を発光するコヒーレント光源と、
　前記コヒーレント光を拡散させる複数の拡散素子を保持する拡散手段と、
　前記複数の拡散素子のそれぞれが前記コヒーレント光の照射位置に順に到達するように
前記拡散手段を移動させる駆動手段と、
を備え、
　前記複数の拡散素子のそれぞれは、入射された前記コヒーレント光の拡散により、所定
範囲内の対応する部分領域を照明し、前記複数の拡散素子のそれぞれによって照明される
前記部分領域の少なくとも一部は、それぞれ相違する照明装置が提供される。
【００６７】
　本発明の他の一態様では、コヒーレント光を発光するコヒーレント光源と、
　前記コヒーレント光を拡散させて、所定範囲を照明する拡散素子と、
　前記コヒーレント光源からの前記コヒーレント光を前記拡散素子上で走査させる光走査
手段と、
　前記光走査手段の動作を監視する動作監視手段と、
　前記動作監視手段により前記光走査手段の動作の異変が検知された時に、前記所定範囲
を照明する補助用照明手段と、
を備え、
　前記拡散素子は、複数の要素拡散領域を有し、前記複数の要素拡散領域のそれぞれは、
入射されたコヒーレント光の拡散により、前記所定範囲内の対応する部分領域を照明し、
前記複数の要素拡散領域のそれぞれによって照明される前記部分領域の少なくとも一部は
、それぞれ相違する照明装置が提供される。
【発明の効果】
【００６８】
　本発明によれば、光学系の構成を複雑にすることなく、照明範囲内の任意の領域の照明
態様を任意に変更可能な照明装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の第１の実施形態による照明装置の概略構成を示す図。
【図２】光走査部材を説明する図。
【図３】（ａ）と（ｂ）はホログラム記録媒体の具体例を示す図。
【図４】第１範囲と第２範囲が重なる例を示す図。
【図５】本発明の第２の実施形態による照明装置の概略構成を示す図。
【図６】光学素子３で拡散されたレーザ光が被照明領域に入射される様子を示す図。
【図７】第１範囲内の矩形状の各照明範囲の一部が重複している例を示す図。
【図８】各要素ホログラム領域によって照明される照明範囲の形状を複数種類設けた例を
示す図。
【図９】（ａ）と（ｂ）は一つの照明範囲を複数色で照明する図。
【図１０】本発明の第３の実施形態による照明装置の概略構成を示す図。
【図１１】図１０の照明装置で照明される照明範囲を示す図。
【図１２】対象物を避けるように照明する例を示す図。
【図１３】本発明の第４の実施形態による照明装置の概略構成を示す図。
【図１４】本発明の一実施形態による照明装置の概略構成を示す図。
【図１５】光走査部材を説明する図。
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【図１６】光学素子で拡散されたレーザ光が被照明領域に入射される様子を示す図。
【図１７】被照明領域内の中央部の照明色を被照明領域の他の部分の照明色と相違させる
例を示す図。
【図１８】被照明領域内の中央部のみを非照明にする例を示す図。
【図１９】３つのホログラム領域をホログラム記録媒体の入射面に沿って隣接配置する図
。
【図２０】３つのホログラム領域を積層方向に配置する図。
【図２１】本実施形態による照明装置を車両のヘッドライトに適用した例を示す図。
【図２２】（ａ）～（ｃ）はヘッドライトを用いて表示する第２範囲の情報の具体例を示
す図。
【図２３】第２拡散領域内の各要素拡散領域が矩形状の照明を行って、これら各要素拡散
領域の照明範囲を組み合わせて矢印の情報を表示する例を示す図。
【図２４】本発明の第２の実施形態による照明装置の概略構成を示す図。
【図２５】図２４の第１変形例を示す照明装置の概略構成を示す図。
【図２６】図２４の第２変形例を示す照明装置の概略構成を示す図。
【図２７】本発明の第７の実施形態による照明装置の概略構成を示す図。
【図２８】第７の実施形態における光シャッタと光学素子の詳細構成を示す図。
【図２９】（ａ）と（ｂ）は一つの液晶セルの構造を模式的に示す図。
【図３０】被照明領域内で照明と情報表示を行う例を示す図。
【図３１】光シャッタと光学素子の配置を図１とは逆にした照明装置の概略構成を示す図
。
【図３２】本発明の第８の実施形態による照明装置の概略構成を示す図。
【図３３】第８の実施形態における光シャッタと光学素子の詳細構成を示す図。
【図３４】本発明の第９の実施の形態による照明装置の概略構成を示す図。
【図３５】図３４の照明装置における拡散手段の平面図。
【図３６Ａ】コヒーレント光の照射位置に第１の光学素子が到達した様子を示す図。
【図３６Ｂ】コヒーレント光の照射位置に第２の光学素子が到達した様子を示す図。
【図３７】本発明の第１０の実施の形態による照明装置の概略構成を示す図。
【図３８】本発明の第１１の実施の形態による照明装置の概略構成を示す図。
【図３９】本発明の第１２の実施の形態による照明装置の概略構成を示す図。
【図４０】図３９の照明装置における拡散手段の平面図。
【図４１】本発明の第１３の実施の形態による照明装置の概略構成を示す図。
【図４２】図４１の照明装置における拡散手段を示す平面図。
【図４３】本発明の第１４の実施の形態による照明装置の概略構成を示す図。
【図４４】本発明の第１５の実施の形態による照明装置の概略構成を示す図。
【図４５】本発明の第１６の実施の形態による照明装置の概略構成を示す図。
【図４６】所定範囲のうちハイビームの規格に適合する領域を照明する例を示す図。
【図４７】所定範囲のうちロービームの規格に適合する領域を照明する例を示す図。
【図４８】本発明の第１７の実施の形態による照明装置の概略構成を示す図。
【図４９】光走査手段によりコヒーレント光が光学素子上を走査される様子を示す図。
【図５０】光学素子により拡散されたコヒーレント光が所定領域に入射される様子を示す
図。
【図５１】補助用ミラーによりコヒーレント光が補助用光学素子上に入射される様子を示
す図。
【図５２】本発明の第１８の実施の形態による照明装置の概略構成を示す図。
【図５３】補助用ミラーによりコヒーレント光が光学素子上に入射される様子を示す図。
【図５４】本発明の第１９の実施の形態による照明装置の概略構成を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００７０】
　以下、図面を参照して本発明の一実施形態について説明する。なお、本件明細書に添付



(11) JP 6745068 B2 2020.8.26

10

20

30

40

50

する図面においては、図示と理解のしやすさの便宜上、適宜縮尺および縦横の寸法比等を
、実物のそれらから変更し誇張してある。
【００７１】
　また、本明細書において用いる、形状や幾何学的条件並びにそれらの程度を特定する、
例えば、「平行」、「直交」、「同一」等の用語や長さや角度の値等については、厳密な
意味に縛られることなく、同様の機能を期待し得る程度の範囲を含めて解釈することとす
る。
【００７２】
　（第１の実施形態）
　図１は本発明の第１の実施形態による照明装置１の概略構成を示す図である。図１の照
明装置１は、照射装置２と、光学素子３とを備えている。照射装置２は、レーザ光源４と
、走査部６とを有する。
【００７３】
　レーザ光源４は、コヒーレント光すなわちレーザ光を発光する。レーザ光源４には、発
光波長域の異なる複数の光源部を設けてもよいが、単一波長域のレーザ光を発光する１つ
以上の光源部を設けた構成でもよい。本実施形態では、単一波長域のレーザ光を発光する
１つ以上の光源部を設ける例を説明する。
【００７４】
　走査部６は、レーザ光源４で発光された複数のレーザ光を光学素子３上で走査させる。
走査部６は、レーザ光源４を移動させて各レーザ光を光学素子３上で走査させてもよいし
、光学素子３を移動させて各レーザ光を光学素子３上で走査させてもよいし、レーザ光源
４からのレーザ光の進行方向を変化させる光走査部材を設けて、各レーザ光を光学素子３
上で走査させてもよい。走査部６の技術的特徴は、以降の各実施形態において共通である
が、以降の各実施形態では、走査部６が光走査部材を有する例を主に説明し、光走査部材
の符号を「６」と表記する。
【００７５】
　光走査部材６は、レーザ光源４からのレーザ光の進行方向を経時的に変化させ、レーザ
光の進行方向が一定にならないようにする。この結果、光走査部材６を出射したレーザ光
は、光学素子３の入射面上を走査するようになる。
【００７６】
　光走査部材６は、例えば図２に示すように、互いに交差する方向に延在される二つの回
転軸１１，１２周りに回転可能な反射デバイス１３を有する。この反射デバイス１３の反
射面１３ａに入射されたレーザ光源４からのレーザ光は、反射面１３ａの傾斜角度に応じ
た角度で反射されて、光学素子３の入射面３ａの方向に進行する。反射デバイス１３を二
つの回転軸１１，１２周りに回転させることで、レーザ光は光学素子３の入射面３ａ上を
二次元的に走査することになる。反射デバイス１３は、例えば一定の周期で二つの回転軸
１１，１２周りに回転する動作を繰り返すため、この周期に同期して、光学素子３の入射
面３ａ上をレーザ光は繰り返し二次元走査する。なお、光学素子３が主に一次元方向に延
在されている場合には、光学素子３は光学素子３の長手方向に沿って一次元走査を行って
もよい。
【００７７】
　光学素子３は、レーザ光が入射される入射面３ａを有し、この入射面３ａに入射された
レーザ光を拡散させて、所定範囲を照明する。より具体的には、光学素子３で拡散された
レーザ光は、被照明領域１０を通過した後、所定範囲を照明する。
【００７８】
　ここで、図２の被照明領域１０は光学素子３内の各拡散領域１４によって重ねて照明さ
れるニアフィールドの被照明領域である。ファーフィールドの照明範囲は、実際の被照明
領域の寸法よりも、角度空間における拡散角度分布として表現されることが多い。本明細
書における「被照明領域」という用語は、実際の被照射面積（照明範囲）に加え角度空間
における拡散角度範囲も包含するものとする。したがって、図１の照明装置によって照明
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される所定範囲は、図１に示すニアフィールドの被照明領域１０よりもはるかに広い領域
となりうる。後述するように、所定範囲の中に、第１範囲１５と第２範囲１７が含まれて
いる。第１範囲１５と第２範囲１７は、互いに重ならないように配置されていてもよいし
、少なくとも一部が重なるように配置されていてもよい。また、第１範囲１５と第２範囲
１７の少なくとも一方が複数箇所に設けられていてもよい。
【００７９】
　光学素子３は、図２に示すように、第１範囲１５を照明する第１拡散領域１６と、第２
範囲１７に所定の情報を表示する第２拡散領域１８とを有する。第１範囲１５と第２範囲
１７は、図１の被照明領域１０を通過したレーザ光によって照明される範囲であり、例え
ば地面上に設けられる。
【００８０】
　光学素子３における第１拡散領域１６と第２拡散領域１８の少なくとも一方は、さらに
細かく複数の要素拡散領域１９に分割されていてもよい。図２は第１拡散領域１６と第２
拡散領域１８のそれぞれが、複数の要素拡散領域１９に分割されている例を示しているが
、これは一例にすぎない。最も単純な構成は、光学素子３が一つの要素拡散領域１９から
なる第１拡散領域１６と、他の一つの要素拡散領域１９からなる第２拡散領域１８とを有
する場合である。
【００８１】
　光走査部材６からのレーザ光は、光学素子３上を走査する。より詳細には、光走査部材
６は、第１拡散領域１６と第２拡散領域１８を構成する各要素拡散領域１９を順に走査す
る。第１拡散領域１６内の各要素拡散領域１９は、第１範囲１５内の部分領域を照明する
。もし、第１拡散領域１６が一つの要素拡散領域１９だけを有する場合は、この要素拡散
領域１９は第１範囲１５の全域を照明する。また、場合によっては、第１拡散領域１６に
含まれる２以上の要素拡散領域１９のそれぞれが、第１範囲１５の全域を重ねて照明する
ようにしてもよい。一方、第２拡散領域１８内の各要素拡散領域１９は、第２範囲１７に
情報を表示する。第２拡散領域１８が一つの要素拡散領域１９だけを有する場合は、この
要素拡散領域１９は第２範囲１７の情報すべてを表示する。第２拡散領域１８内に複数の
要素拡散領域１９が含まれている場合は、各要素拡散領域１９が分担して第２範囲１７に
一つの情報を表示してもよいし、各要素拡散領域１９が第２範囲１７に別個の情報を表示
してもよい。
【００８２】
　第１範囲１５の照明は、第１範囲１５内の全域を均一照度で照明してもよいし、照度が
場所によって異なる不均一照度で照明してもよい。例えば、第１範囲１５の中央部が最も
明るく、中央部から遠ざかるほど暗くなるようにしてもよい。
【００８３】
　第２範囲１７に表示される情報は、第２範囲１７内で、色相、明度および彩度の少なく
とも一つを変化させたものである。より具体的には、第２範囲１７に表示される情報は、
例えば、絵柄、模様、文字、数字および記号の少なくとも一つであり、情報の具体的内容
は特に問わない。第２範囲１７への情報表示は、例えば意匠性や装飾性を持たせる目的や
、注意を喚起する目的や、案内表示の目的や、広告宣伝の目的などで行われる。また、第
２範囲１７に表示される情報は、単色（モノクロ）でも複数色（カラー）でもよいが、本
実施形態では、単色で情報を表示する例を説明する。
【００８４】
　光学素子３は、例えばホログラム記録媒体３０を用いて構成される。ホログラム記録媒
体３０は、図２に示すように、複数の要素拡散領域１９に対応する複数の要素ホログラム
領域３１を有する。各要素ホログラム領域３１には、干渉縞パターンが形成されている。
この干渉縞パターンに光走査部材６からのレーザ光が入射されると、そのレーザ光は干渉
縞パターンで回折されて、被照明領域１０を通過し、第１範囲１５および第２範囲１７を
照明する。
【００８５】
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　第１拡散領域１６内の要素ホログラム領域３１では、この要素ホログラム領域３１で回
折されたレーザ光が第１範囲１５を照明するように、この要素ホログラム領域３１に対応
する干渉縞パターンを予め形成しておく。また、第２拡散領域１８内の要素ホログラム領
域３１では、この要素ホログラム領域３１で回折されたレーザ光が第２範囲１７に情報を
表示するように、この要素ホログラム領域３１に対応する干渉縞パターンを予め形成して
おく。
【００８６】
　このように、ホログラム記録媒体３０内の各要素ホログラム領域３１に適切な干渉縞パ
ターンを予め形成しておくことで、各要素ホログラム領域３１で回折されたレーザ光にて
、第１範囲１５の照明と第２範囲１７の情報表示とを行うことができる。
【００８７】
　より具体的には、第１拡散領域１６用の要素ホログラム領域３１に形成される干渉縞パ
ターンを調整することで、第１範囲１５の位置、サイズおよび形状を任意に設定できる。
同様に、第２拡散領域１８用の要素ホログラム領域３１に形成される干渉縞パターンを調
整することで、第２範囲１７の位置、第２範囲１７に表示される情報の種類およびサイズ
を任意に設定できる。
【００８８】
　各要素ホログラム領域３１内の各点に入射されたレーザ光は、対応する第１範囲１５ま
たは第２範囲１７を照明する。また、光走査部材６は、各要素ホログラム領域３１に入射
されるレーザ光の入射位置および入射角度を経時的に変化させる。一つの要素ホログラム
領域３１内に入射されたレーザ光は、その要素ホログラム領域３１内のどの位置に入射さ
れても、共通の第１範囲１５または第２範囲１７を照明する。これはすなわち、部分領域
１０ａの各点に入射されるレーザ光の入射角度が経時的に変化することを意味する。この
入射角度の変化は、人間の目で分解不可能な速さであり、結果として、人間の目には、相
関の無いコヒーレント光の散乱パターンが多重化されて観察される。したがって、各散乱
パターンに対応して生成されたスペックルが重ねられて平均化されて、観察者に観察され
ることになる。これにより、被照明領域１０では、スペックルが目立ちにくくなる。また
、光走査部材６からのレーザ光は、ホログラム記録媒体１６上の各要素ホログラム領域３
１を順に走査するため、各要素ホログラム領域３１内の各点で回折されたレーザ光はそれ
ぞれ異なる波面を有し、これらのレーザ光は被照明領域１０上に独立に重ね合わされるこ
とで、被照明領域１０ではスペックルの目立たない均一な照度分布が得られる。
【００８９】
　図２では、要素ホログラム領域３１の形状を矩形状にしているが、要素ホログラム領域
３１の形状は任意である。要素ホログラム領域３１で拡散されたレーザ光によって照明さ
れる第１範囲１５および第２範囲１７の形状やサイズは、要素ホログラム領域３１に形成
された干渉縞パターンの種類に依存し、要素ホログラム領域３１の形状やサイズには依存
しない。よって、要素ホログラム領域３１の形状やサイズは任意で構わない。ただし、要
素ホログラム領域３１は、レーザ光を走査可能なサイズおよび形状を有している必要があ
る。
【００９０】
　また、要素ホログラム領域３１の配列方向も任意である。例えば図３（ａ）は縦方向に
複数の要素ホログラム領域３１を隣接配置したホログラム記録媒体３０の例を示している
。また、図３（ｂ）は三角形状の要素ホログラム領域３１を隙間なく配置した要素ホログ
ラム領域群３０ａと、横方向に複数の要素ホログラム領域３１を隣接配置した要素ホログ
ラム領域群３０ｂとでホログラム記録媒体３０を構成する例を示している。図３（ｂ）で
は、例えば、２つの要素ホログラム領域群３０ａ，３０ｂのうち一方が第１拡散領域１６
に対応し、他方が第２拡散領域１８に対応している。
【００９１】
　図３（ａ）や図３（ｂ）のどちらのホログラム記録媒体３０であっても、第１範囲１５
の照明と第２範囲１７の情報表示とを行うことができる。すなわち、ホログラム記録媒体
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３０を構成する各要素ホログラム領域３１群の配置や形状は任意であり、各要素ホログラ
ム領域３１に形成する干渉縞パターンを調整することで、上述した第１範囲１５の照明と
第２範囲１７の情報表示とを行うことができる。
【００９２】
　図２は異なる場所に第１範囲１５と第２範囲１７を設ける例を示しているが、図４のよ
うに第１範囲１５内に第２範囲１７を設けてもよい。図４の場合、第１範囲１５内の照明
エリアの内部に第２範囲１７の情報表示が行われることになる。上述したように、第１範
囲１５と第２範囲１７をどこに設定するかは、各要素ホログラム領域３１に形成される干
渉縞パターンの種類により任意に調整可能である。
【００９３】
　なお、図４では、第１拡散領域１６内の各要素ホログラム領域３１が、第１範囲１５内
の部分領域（図４の破線で囲まれた矩形）を照明し、これら部分領域の集合体によって第
１範囲１５の照明を行う例を示している。これは一例であり、上述したように、各要素ホ
ログラム領域３１が第１範囲１５の全域を重ねて照明してもよいし、一部の要素ホログラ
ム領域３１は別々の部分領域を照明し、残りの要素ホログラム領域３１は同じ部分領域を
重ねて照明してもよい。複数の要素ホログラム領域３１が共通の領域を重ねて照明すると
、その領域の照明照度が高くなるため、重ねて照明する領域と重ねないで照明する領域と
を混在させることで、模様や絵柄を表示することができる。
【００９４】
　第１拡散領域１６用の各要素ホログラム領域３１は、例えば実物の散乱板からの散乱光
を物体光として用いて作製することができる。より具体的には、ホログラム記録媒体３０
の母体であるホログラム感光材料に、互いに干渉性を有するコヒーレント光からなる参照
光と物体光とを照射すると、これら光の干渉による干渉縞パターンがホログラム感光材料
に形成されて、ホログラム記録媒体３０が作製される。参照光としては、コヒーレント光
であるレーザ光が用いられ、物体光としては、例えば安価に入手可能な等方散乱板の散乱
光が用いられる。
【００９５】
　ホログラム記録媒体３０を作製する際に用いた参照光の焦点位置からホログラム記録媒
体３０に向けてレーザ光を照射することで、ホログラム記録媒体３０を作製する際に用い
た物体光の元となる散乱板の配置位置に、散乱板の再生像が生成される。ホログラム記録
媒体３０を作製する際に用いた物体光の元となる散乱板が均一的な面散乱をしていれば、
ホログラム記録媒体３０により得られる散乱板の再生像も、均一な面照明となり、この散
乱板の再生像が生成される領域が被照明領域１０となる。
【００９６】
　ホログラム記録媒体３０中の第２範囲１７の情報表示を行う第２拡散領域１８用の各要
素ホログラム領域３１は、予め情報の像が形成された散乱板を用いて、上記と同様の手順
で干渉縞パターンを形成可能である。
【００９７】
　本実施形態によるホログラム記録媒体３０は、第１範囲１５の照明と第２範囲１７の情
報表示とを行わなければならず、干渉縞パターンが複雑になる。このような複雑な干渉縞
のパターンは、現実の物体光と参照光を用いずに、予定した再生照明光の波長や入射方向
、並びに、再生されるべき像の形状や位置等に基づき計算機を用いて設計することが可能
である。このようにして得られたホログラム記録媒体３０は、計算機合成ホログラム（Ｃ
ＧＨ：Computer Generated Hologram）とも呼ばれる。また、各要素ホログラム領域３１
上の各点における拡散角度特性が同じであるフーリエ変換ホログラムを計算機合成により
形成してもよい。さらに、被照明領域１０の光軸後方側にレンズなどの光学部材を設けて
、実際の照明範囲のサイズおよび位置を設定してもよい。
【００９８】
　光学素子３としてホログラム記録媒体３０を設けることによる利点の一つは、レーザ光
の光エネルギー密度を拡散によって低下できることであり、また、その他の利点の一つは
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、ホログラム記録媒体３０が指向性の面光源として利用可能になるため、従来のランプ光
源（点光源）と比較して、同じ照度分布を達成するための光源面上の輝度を低下できるこ
とである。これにより、レーザ光の安全性向上に寄与でき、被照明領域１０を通過したレ
ーザ光を人間の目で直視しても、単一点光源を直視する場合に比べて、人間の目に悪影響
を与えるおそれが少なくなる。
【００９９】
　図１では、光走査部材６からのレーザ光が光学素子３を透過して拡散する例を示したが
、光学素子３は、レーザ光を拡散反射させるものでもよい。例えば、光学素子３としてホ
ログラム記録媒体３０を用いる場合、ホログラム記録媒体３０は反射型でも透過型でもよ
い。一般に、反射型のホログラム記録媒体３０（以下、反射型ホロ）は、透過型のホログ
ラム記録媒体３０（以下、透過型ホロ）に比べて、波長選択性が高い。すなわち、反射型
ホロは、異なる波長に対応した干渉縞パターンを積層させても、所望の層のみで所望の波
長のコヒーレント光を回折させることができる。また、０次光の影響を除去しやすい点で
も、反射型ホロは優れている。一方、透過型ホロは、回折可能なスペクトルが広く、レー
ザ光源４の許容度が広いが、異なる波長に対応した干渉縞パターンを積層させると、所望
の層以外の層でも所望の波長のコヒーレント光が回折されてしまう。よって、一般には、
透過型ホロは、積層構造にするのが困難である。
【０１００】
　また、ホログラム記録媒体３０の具体的な形態としては、フォトポリマーを用いた体積
型ホログラム記録媒体３０でもよいし、銀塩材料を含む感光媒体を利用して記録するタイ
プの体積型ホログラム記録媒体３０でもよいし、レリーフ型（エンボス型）のホログラム
記録媒体３０でもよい。
【０１０１】
　なお、光学素子３の具体的な形態は、ホログラム記録媒体３０に限定されるものではな
く、複数の要素拡散領域１９に細かく分割することが可能な各種の拡散部材でもよい。例
えば、各要素拡散領域１９をそれぞれ一つのレンズアレイとするレンズアレイ群を用いて
光学素子３を構成してもよい。この場合、要素拡散領域１９ごとにレンズアレイが設けら
れ、各レンズアレイが被照明領域１０内の部分領域１０ａを照明するように各レンズアレ
イの形状が設計される。そして、各部分領域１０ａの位置は、少なくとも一部が相違して
いる。これにより、ホログラム記録媒体３０を用いて光学素子３を構成した場合と同様に
、第１範囲１５の照明と第２範囲１７の情報表示とを行うことができる。
【０１０２】
　例えば、第２拡散領域１８用の各要素拡散領域１９としてレンズアレイを用いて、矢印
の情報を表示する場合、レンズアレイの外形を矢印形状とすればよい。このように、レン
ズアレイの外形を任意の形状に加工することで、各レンズアレイにより、任意の情報用の
配向分布を形成できる。
【０１０３】
　また、光学素子３は、ホログラム記録媒体３０とレンズアレイを組み合わせて構成して
もよい。すなわち、第１拡散領域１６と第２拡散領域１８の一方はホログラム記録媒体３
０で構成し、他方はレンズアレイ群で構成してもよい。
【０１０４】
　このように、第１の実施形態では、コヒーレント光を用いて、第１範囲１５の照明と第
２範囲１７の情報表示とを行うため、照明が必要な箇所を照明しつつ、任意の場所に所望
の情報を表示することができる。よって、本来の照明機能に加えて、情報表示による意匠
性や装飾性、実用性などの機能を加味した照明装置１を提供できる。
【０１０５】
　また、光走査部材６はレーザ光を各要素拡散領域１９内で走査し、各要素拡散領域１９
内の各点に入射されたレーザ光は、対応する第１範囲１５または第２範囲１７の一部また
は全域を照明するため、第１範囲１５または第２範囲１７におけるレーザ光の入射角度が
経時的に変化することになり、第１範囲１５または第２範囲１７でのスペックルが目立ち
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にくくなる。
【０１０６】
　（第２の実施形態）
　以下に説明する第２の実施形態は、レーザ光源４からのレーザ光のタイミングを制御す
るものである。
【０１０７】
　図５は本発明の第２の実施形態による照明装置１の概略構成を示す図である。図５の照
明装置１は、照射装置２の内部にタイミング制御部５を設けた点で、図１とは異なってい
る。また、図５のレーザ光源４は、発光波長域がそれぞれ相違する複数のコヒーレント光
すなわちレーザ光を発光する複数の光源部７を有する。これら複数の光源部７は、独立し
て設けられていてもよいし、共通の基板上に複数の光源部７を並べて配置した光源モジュ
ールであってもよい。本実施形態のレーザ光源４は、発光波長域がそれぞれ相違する少な
くとも２つの光源部７を有していればよく、発光波長域の種類は２つ以上であればよい。
また、発光強度を高めるために、各発光波長域ごとに、複数個ずつの光源部７を設けても
よい。
【０１０８】
　例えば、レーザ光源４が、赤色の発光波長域の光源部７ｒと、緑色の発光波長域の光源
部７ｇと、青色の発光波長域の光源部７ｂとを有する場合には、これらの光源部７が発光
した３つのレーザ光を重ね合わせることで、白色の照明光を生成可能となる。
【０１０９】
　なお、第２の実施形態において、それぞれ発光波長域が異なる複数の光源部７を設ける
ことは必須ではなく、第１の実施形態と同様に、単一波長域のレーザ光を発光する１つ以
上の光源部７を設けてもよい。以下では、それぞれ発光波長域が異なる複数の光源部７を
設ける例を説明する。
【０１１０】
　タイミング制御部５は、複数のコヒーレント光の光学素子３への入射タイミング、また
は被照明領域（照明範囲）１０の照明タイミングを個別に制御する。タイミング制御部５
は、レーザ光源４からの発光タイミングを制御してもよいし、光学素子３に入射されるレ
ーザ光の入射タイミングを制御してもよいし、あるいは、光学素子３で拡散されたレーザ
光が照明範囲を照明する照明タイミングを制御してもよい。タイミング制御部５は、被照
明領域（照明範囲）１０の照明態様が周期的または一時的に変化するように、光走査部材
６によるレーザ光（コヒーレント光）の走査タイミングに同期させて、各レーザ光の発光
タイミング、光学素子３への入射タイミング、または照明範囲の照明タイミングを個別に
制御する。タイミング制御部５の上述した技術的特徴は、以降の各実施形態において共通
であるが、以降の各実施形態では、タイミング制御部５がレーザ光源４からの発光タイミ
ングを制御する例を主に説明する。
【０１１１】
　タイミング制御部５は、光走査部材６からのコヒーレント光を、第１拡散領域１６およ
び第２拡散領域１８の少なくとも一方で走査させるか否かを制御する。例えば、タイミン
グ制御部５は、第１拡散領域１６については連続的に走査し、第２拡散領域１８について
はその少なくとも一部を走査するか否かを切り替えられるようにしてもよい。これにより
、第１範囲１５は常時照明し、第２範囲１７は必要な場合のみ情報を表示することができ
る。あるいは、逆に、タイミング制御部５は、第１拡散領域１６についてはその少なくと
も一部を走査するか否かを切り替えられるようにし、第２拡散領域１８については連続的
に走査してもよい。
【０１１２】
　タイミング制御部５は、発光波長域がそれぞれ相違する複数のレーザ光のタイミングを
個別に制御する。すなわち、発光波長域がそれぞれ相違する複数のレーザ光に対応して複
数の光源部７が設けられている場合、タイミング制御部５は、複数の光源部７からレーザ
光を発光させるタイミングを、各光源部７ごとに制御する。上述したように、レーザ光源
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４が赤青緑の３つのレーザ光を発光可能である場合、各レーザ光のタイミングを制御する
ことで、赤青緑のうち任意の１色以上の色を混ぜ合わせた色の照明光を生成可能となる。
【０１１３】
　タイミング制御部５は、各光源部７からレーザ光を発光させるか否か、すなわち発光の
オン／オフを制御してもよいし、各光源部７から発光されたレーザ光を光走査部材６の入
射面に導光するか否かを切り替えてもよい。後者の場合、各光源部７と光走査部材６との
間に不図示の光シャッタ部を設けて、この光シャッタ部でレーザ光の通過／遮断を切り替
えればよい。
【０１１４】
　図６は光学素子３で拡散されたレーザ光が被照明領域１０に入射される様子を示す図で
ある。光学素子３は、複数のレーザ光に対応する複数の拡散領域部１４を有する。各拡散
領域部１４には対応するレーザ光が入射される。各拡散領域部１４には、第１の実施形態
と同様に、第１拡散領域１６と第２拡散領域１８とが含まれている。各拡散領域部１４に
おける第１拡散領域１６と第２拡散領域１８の配置順序は任意であり、また各拡散領域部
１４における第１拡散領域１６と第２拡散領域１８の割合も任意である。
【０１１５】
　各拡散領域部１４は入射されたレーザ光を拡散させて、被照明領域１０の全域を照明す
る。各拡散領域部１４は、複数の要素拡散領域１９を有する。各要素拡散領域１９は、入
射されたレーザ光を拡散させて、被照明領域１０内の部分領域を照明する。部分領域の少
なくとも一部は、各要素拡散領域１９ごとに相違している。
【０１１６】
　光学素子３は、例えばホログラム記録媒体３０を用いて構成される。ホログラム記録媒
体３０は、例えば図６に示すように、複数のホログラム領域３２を有する。各ホログラム
領域３２は、発光波長域がそれぞれ異なる複数のレーザ光のそれぞれに対応して設けられ
ている。各ホログラム領域３２の入射面に入射されて拡散されたレーザ光はいずれも、被
照明領域１０を照明する。例えば、ホログラム記録媒体３０が３つのホログラム領域３２
を有する場合、各ホログラム領域３２で拡散されたレーザ光は、被照明領域１０の全域を
照明する。
【０１１７】
　図６では、赤、青または緑で発光する３つのレーザ光に対応づけて、３つの拡散領域部
１４に対応する３つのホログラム領域３２を設ける例を示しているが、本実施形態による
ホログラム記録媒体３０は、発光波長域が異なる２つ以上のレーザ光に対応づけて、２つ
以上のホログラム領域３２を有していればよい。図６のように、ホログラム記録媒体３０
が赤、青または緑で発光する３つのレーザ光に対応する３つのホログラム領域３２を有す
る場合には、各ホログラム領域３２が被照明領域１０の全域を照明することから、３つの
レーザ光が発光している場合には、被照明領域１０は白色で照明されることになる。
【０１１８】
　ホログラム記録媒体３０における各ホログラム領域３２のサイズすなわち面積は、必ず
しも同じである必要はない。各ホログラム領域３２のサイズが異なっていても、各ホログ
ラム領域３２の入射面１７ａに形成される干渉縞パターンを各ホログラム領域３２ごとに
調整することで、各ホログラム領域３２は共通の被照明領域１０を照明することができる
。
【０１１９】
　複数のホログラム領域３２のそれぞれは、複数の要素ホログラム領域３１を有する。各
要素ホログラム領域３１は、第１拡散領域１６または第２拡散領域１８である。各要素ホ
ログラム領域３１は、入射されたレーザ光を拡散させることにより、被照明領域１０内の
部分領域１０ａを照明する。各要素ホログラム領域３１が照明する部分領域の少なくとも
一部は、各要素ホログラム領域３１ごとに相違している。すなわち、異なる要素ホログラ
ム領域３１が照明する部分領域１０ａ同士は、少なくとも一部が相違している。
【０１２０】



(18) JP 6745068 B2 2020.8.26

10

20

30

40

50

　第１拡散領域１６に対応する要素ホログラム領域３１が照明する部分領域は、被照明領
域１０を通過した後、第１範囲１５を照明する。また、第２拡散領域１８に対応する要素
ホログラム領域３１が照明する部分領域は、被照明領域１０を通過した後、第２範囲１７
に情報を表示する。
【０１２１】
　本実施形態による照明装置１は、タイミング制御部５を有するため、第１範囲１５の照
明と第２範囲１７の情報表示との少なくとも一方を、任意のタイミングで行うことができ
る。また、各色ごとに設けられるホログラム領域のうち、任意のホログラム領域内でのレ
ーザ光の走査タイミングを制御することで、被照明領域１０を通過したレーザ光によって
照明される照明範囲内の一部の照明色を変えたり、照明範囲内の一部だけ照明しないよう
な照明制御を必要に応じて行うことができる。
【０１２２】
　上述した例では、第１範囲１５の照明と第２範囲１７の情報表示との少なくとも一方を
行うタイミングを切り替えたり、タイミングにより照明色を変化させる例を示したが、被
照明領域１０内の一部の照明態様を変える手法は、これら以外にも考えられる。例えば、
レーザ光源４が同一の発光波長域で発光する複数の光源部７を有する場合には、そのうち
の一部の光源部７の発光を停止させて、被照明領域１０内の一部の照明強度をその周囲の
照明強度よりも低くしてもよい。その逆に、被照明領域１０内の一部の照明強度をその周
囲の照明強度よりも高くしてもよい。また、被照明領域１０内の一部を点滅照明させても
よい。あるいは、被照明領域１０内の一部の色を連続的または断続的に変化させてもよい
。
【０１２３】
　第１拡散領域１６に対応する各要素ホログラム領域３１が第１範囲１５内で照明する照
明範囲は、少なくとも一部が重複していてもよい。図７は第１範囲１５内の矩形状の各照
明範囲の一部が重複している例を示している。各要素ホログラム領域３１で照明される各
照明範囲の一部が重複すると、重複した部分の照度はより高くなるため、照明色が同じで
あっても、目立ちやすくなる。重複する部分の形状やサイズを特徴づけることで、意匠性
を持たせることもできる。
【０１２４】
　また、各要素ホログラム領域３１によって照明される照明範囲の形状は、任意である。
図８は各要素ホログラム領域３１によって照明される照明範囲の形状を複数種類設けた例
を示す図である。多角形、円形状、星形状など、複数の形状の照明範囲を組み合わせるこ
とで、意匠性および装飾性を持たせることができる。また、図８に示すように、一部の照
明範囲を重複させることで、図７と同様に、一部の照明範囲を目立たせることができる。
なお、図８は、第１範囲１５と第２範囲１７のいずれの照明形状にも適用可能である。
【０１２５】
　さらに、図９に示すように、一つの照明範囲を複数色で表示することで、より意匠性お
よび装飾性を持たせることができる。図９（ａ）は第１範囲１５の照明を複数色で行う例
を示し、図９（ｂ）は第２範囲１７の情報表示を複数色で行う例を示している。
【０１２６】
　このように、第２の実施形態では、タイミング制御部５により、光学素子３上を走査す
るレーザ光のタイミングを任意に制御できるため、第１範囲１５の照明と第２範囲１７の
情報表示との少なくとも一方を任意のタイミングで行うことができる。また、第１範囲１
５の照明態様と第２範囲１７の情報表示の照明態様との少なくとも一方を任意のタイミン
グで切り替えることもできる。
【０１２７】
　（第３の実施形態）
　以下に説明する第３の実施形態は、被照明領域１０内に存在する対象物の照明態様を変
えるものである。
【０１２８】
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　図１０は本発明の第３の実施形態による照明装置１の概略構成を示す図、図１１および
図１２は図１０の照明装置１で照明される照明範囲を示す図である。図１０の照明装置１
は、図１の照明装置１の構成に加えて、対象物検出部２１を備えている。対象物検出部２
１は、光学素子３により照明可能な所定範囲２３内に存在する対象物２２を検出する。す
なわち、対象物検出部２１は、図１０の被照明領域１０を通過したレーザ光により照明可
能な照明範囲２３内に存在する対象物２２を検出する。対象物２２とは、人間、乗物、生
物などであり、対象物は移動体でもよいし、静止体でもよい。
【０１２９】
　対象物検出部２１は、対象物２２を光学的に検出するセンサであってもよい。例えば、
センサから赤外線を被照明領域１０に照射し、その反射光がセンサにて所定時間以内に検
出されるか否かにより、対象物２２の有無と対象物２２の位置およびサイズとを検出して
もよい。あるいは、被照明領域１０の画像をカメラで撮影し、その撮影画像をパターンマ
ッチング等の画像認識により分析して、対象物２２の有無と対象物２２の位置およびサイ
ズとを検出してもよい。
【０１３０】
　タイミング制御部５は、対象物検出部２１で対象物２２が検出された場合には、対象物
２２の位置およびサイズに応じて、複数の光源部７のタイミングを制御する。より具体的
には、タイミング制御部５は、対象物２２の周囲のみを照明するように、第１拡散領域１
６でのレーザ光の走査タイミングを制御する。
【０１３１】
　図１１は、対象物２２の移動に合わせて、第１範囲１５の位置を移動させて、対象物２
２の周囲を照明させる例を示している。図１１の矢印線は、対象物２２の移動経路を示し
ている。
【０１３２】
　これにより、第３の実施形態によれば、対象物２２を常に追尾しつつ、対象物２２の周
辺を照明することができる。図１１では、対象物２２を常に同一の色で照明する例を示し
ているが、対象物２２の位置に応じて、異なる色で照明してもよい。照明色を変更する場
合も、タイミング制御部５が複数の光源部７のタイミングを個別に制御することで、容易
に実現できる。
【０１３３】
　図１２は、図１１とは逆に、対象物２２を避けるように照明する例を示している。例え
ば、図１２は、対象物２２が通過した経路を照明することにより、対象物２２の移動経路
を把握するのに役立てることができる。図１２の場合も、対象物検出部２１で検出した対
象物２２の位置に合わせて、タイミング制御部５により、第１拡散領域１６を走査するレ
ーザ光の走査タイミングを制御することで、対象物２２の移動に合わせて第１範囲１５を
移動させて、対象物２２を避けるような照明を行うことができる。図１２においても、対
象物２２の位置に応じて、異なる色で照明してもよい。
【０１３４】
　なお、対象物検出部２１で検出された対象物２２の位置に合わせて、照明態様を変える
手法は、図１１や図１２に示した例に限定されない。例えば、対象物２２が移動する方向
を予測して、対象物２２が移動する可能性のある領域を照明してもよい。また、対象物２
２の位置やその周囲に、第２範囲１７の情報表示を行ってもよい。
【０１３５】
　このように、第３の実施形態は、対象物２２の移動に合わせて、第１範囲１５の照明ま
たは第２範囲１７の情報表示を行うため、対象物２２の移動箇所を把握しやすくなり、ま
た、移動している対象物２２に常に所望の情報を提供し続けることも可能となる。
【０１３６】
　（第４の実施形態）
　以下に説明する第４の実施形態は、何らかのイベントが発生すると、第１範囲１５の照
明と第２範囲１７の情報表示との少なくとも一方を行うものである。
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【０１３７】
　図１３は本発明の第４の実施形態による照明装置１の概略構成を示す図である。図１３
の照明装置１は、図５の照明装置１にイベント検出部２４を設けるものである。イベント
検出部２４は、特定のイベントが生じたことを検出する。ここで、特定のイベントとは、
例えば乗物用の照明装置１であれば、乗物のエンジンをオンまたはオフした場合や、ドア
を開閉した場合などである。このような特定のイベントが生じると、タイミング制御部５
は、複数の発光部７のタイミングを制御する。
【０１３８】
　これにより、照明装置１が乗物のヘッドライトである場合には、例えば、乗物が動いて
いる間は、第１範囲１５の照明を行って通常の照明目的で利用し、乗物が停止していると
きは、ヘッドライトで第２範囲１７の情報表示を行うことができる。表示される情報は任
意だが、例えば、乗物のブランド名やメーカ名、車種名などを情報として表示すれば、乗
物の宣伝にもなり、また、乗物の所有者にも優越感を与えることができる。
【０１３９】
　また、ヘッドライト以外に、乗物のドアの周辺に照明装置１を設ければ、ドアを開けた
というイベントが生じたときに、乗客が乗物から降りる場所付近に、乗客の目を引くよう
な照明や情報表示を行うことができ、乗物の高級感を醸し出すことができる。
【０１４０】
　このように、第４の実施形態では、何らかのイベントが生じたときに、第１範囲１５の
照明と第２範囲１７の情報表示との少なくとも一方を行うか、照明や情報表示を切り替え
るため、広告宣伝や注意喚起、意匠性の向上などを目的とした照明を行うことができる。
　なお、第３の実施形態における対象物検出部２１と上述したイベント検出部２４とをと
もに設けてもよい。
【０１４１】
　上述した第１～第４の実施形態による照明装置１を搭載した乗物は、必ずしも車両に限
定されるものではなく、航空機等の飛行体、列車、船舶、潜水物などの各種の移動体でも
よい。また、照明装置１は、乗物に搭載されたものに限定されず、任意の場所に設置され
たものでもよい。
【０１４２】
　（第５の実施形態）
　図１４は本発明の第５の実施形態による照明装置１の概略構成を示す図である。図１４
の照明装置１は、照射装置２と、光学素子３とを備えている。照射装置２は、レーザ光源
４と、タイミング制御部５と、光走査部材６とを有する。
【０１４３】
　レーザ光源４は、所定の発光波長域のコヒーレント光すなわちレーザ光を発光する光源
部７を有する。２色以上の色で照明を行う場合には、発光波長域がそれぞれ相違する複数
のレーザ光を発光する複数の光源部７をレーザ光源４に設ける必要がある。これら複数の
光源部７は、独立して設けられていてもよいし、共通の基板上に複数の光源部７を並べて
配置した光源モジュールであってもよい。ただし、本実施形態のレーザ光源４は、少なく
とも１つの光源部７を有していればよい。また、発光強度を高めるために、共通の発光波
長域のレーザ光を発光する複数の光源部７を設けてもよい。
【０１４４】
　本実施形態では、レーザ光源４が、赤色の発光波長域の光源部７ｒと、緑色の発光波長
域の光源部７ｇと、青色の発光波長域の光源部７ｂとを有する例について説明する。これ
らの光源部７が発光した３つのレーザ光を重ね合わせることで、白色の照明光を生成可能
となる。
【０１４５】
　タイミング制御部５は、発光波長域がそれぞれ相違する複数のレーザ光のタイミングを
個別に制御する。すなわち、発光波長域がそれぞれ相違する複数のレーザ光に対応して複
数の光源部７が設けられている場合、タイミング制御部５は、複数の光源部７からレーザ



(21) JP 6745068 B2 2020.8.26

10

20

30

40

50

光を発光させるタイミングを、各光源部７ごとに制御する。上述したように、レーザ光源
４が赤青緑の３つのレーザ光を発光可能である場合、各レーザ光のタイミングを制御する
ことで、赤青緑のうち任意の１色以上の色を混ぜ合わせた色の照明光を生成可能となる。
【０１４６】
　タイミング制御部５は、各光源部７からレーザ光を発光させるか否か、すなわち発光の
オン／オフを制御してもよいし、各光源部７から発光されたレーザ光を光走査部材６の入
射面に導光するか否かを切り替えてもよい。後者の場合、各光源部７と光走査部材６との
間に不図示の光シャッタ部を設けて、この光シャッタ部でレーザ光の通過／遮断を切り替
えればよい。
【０１４７】
　光走査部材６は、レーザ光源４からのレーザ光の進行方向を経時的に変化させ、レーザ
光の進行方向が一定にならないようにする。この結果、光走査部材６を出射したレーザ光
は、光学素子３の入射面上を走査するようになる。
【０１４８】
　光走査部材６は、例えば図１５に示すように、互いに交差する方向に延在される二つの
回転軸１１，１２周りに回転可能な反射デバイス１３を有する。この反射デバイス１３の
反射面１３ａに入射されたレーザ光源４からのレーザ光は、反射面１３ａの傾斜角度に応
じた角度で反射されて、光学素子３の入射面３ａの方向に進行する。反射デバイス１３を
二つの回転軸１１，１２周りに回転させることで、レーザ光は光学素子３の入射面上を二
次元的に走査することになる。反射デバイス１３は、例えば一定の周期で二つの回転軸１
１，１２周りに回転する動作を繰り返すため、この周期に同期して、光学素子３の入射面
３ａ上をレーザ光は繰り返し二次元走査する。
【０１４９】
　本実施形態では、光走査部材６を一つだけ設けることを想定しており、レーザ光源４で
発光された複数のレーザ光はいずれも、共通の光走査部材６に入射されて、この光走査部
材６で進行方向が経時的に変化させられて、光学素子３上を走査する。
【０１５０】
　光学素子３は、複数のレーザ光が入射される入射面３ａを有し、この入射面３ａに入射
された複数のレーザ光を拡散させて、所定範囲を照明する。より具体的には、光学素子３
で拡散された複数のレーザ光は、被照明領域１０を通過した後、実際の照明範囲２０であ
る所定範囲を照明する。
【０１５１】
　ここで、被照明領域１０は光学素子３内の各拡散領域１４によって重ねて照明されるニ
アフィールドの被照明領域である。ファーフィールドの照明範囲は、実際の被照明領域の
寸法よりも、角度空間における拡散角度分布として表現されることが多い。本明細書にお
ける「被照明領域」という用語は、実際の被照射面積（照明範囲）に加え角度空間におけ
る拡散角度範囲も包含するものとする。したがって、図１の照明装置によって照明される
所定範囲は、図１に示すニアフィールドの被照明領域１０よりもはるかに広い領域となり
うる。
【０１５２】
　光学素子３は、図１５に示すように、第１範囲１５を照明する第１拡散領域１６と、第
２範囲１７に所定の情報を表示する第２拡散領域１８とを有する。第１範囲１５と第２範
囲１７は、図１の被照明領域１０を通過したレーザ光によって照明される範囲であり、例
えば地面上に設けられる。
【０１５３】
　光学素子３における第１拡散領域１６と第２拡散領域１８の少なくとも一方は、さらに
細かく複数の要素拡散領域１９に分割されていてもよい。図１５は第１拡散領域１６と第
２拡散領域１８のそれぞれが、複数の要素拡散領域１９に分割されている例を示している
が、これは一例にすぎない。最も単純な構成は、光学素子３が一つの要素拡散領域１９か
らなる第１拡散領域１６と、他の一つの要素拡散領域１９からなる第２拡散領域１８とを
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有する場合である。
【０１５４】
　光走査部材６からのレーザ光は、光学素子３上を走査する。より詳細には、光走査部材
６は、第１拡散領域１６と第２拡散領域１８を構成する各要素拡散領域１９を順に走査す
る。第１拡散領域１６内の各要素拡散領域１９は、第１範囲１５内の部分領域を照明する
。もし、第１拡散領域１６が一つの要素拡散領域１９だけを有する場合は、この要素拡散
領域１９は第１範囲１５の全域を照明する。また、場合によっては、第１拡散領域１６に
含まれる２以上の要素拡散領域１９のそれぞれが、第１範囲１５の全域を重ねて照明して
もよい。一方、第２拡散領域１８内の各要素拡散領域１９は、第２範囲１７に情報を表示
する。第２拡散領域１８が一つの要素拡散領域１９だけを有する場合は、この要素拡散領
域１９は第２範囲１７の情報すべてを表示する。第２拡散領域１８内に複数の要素拡散領
域１９が含まれている場合は、各要素拡散領域１９が分担して第２範囲１７に一つの情報
を表示してもよいし、各要素拡散領域１９が第２範囲１７に別個の情報を表示してもよい
。
【０１５５】
　第１範囲１５の照明は、第１範囲１５内の全域を均一照度で照明してもよいし、照度が
場所によって異なる不均一照度で照明してもよい。例えば、第１範囲１５の中央部が最も
明るく、中央部から遠ざかるほど暗くなるようにしてもよい。
【０１５６】
　第２範囲１７に表示される情報は、第２範囲１７内で、色相、明度および彩度の少なく
とも一つを変化させたものである。より具体的には、第２範囲１７に表示される情報は、
例えば、絵柄、模様、文字、数字および記号の少なくとも一つであり、情報の具体的内容
は特に問わない。第２範囲１７への情報表示は、例えば意匠性や装飾性を持たせる目的や
、注意を喚起する目的や、案内表示の目的や、広告宣伝の目的などで行われる。また、第
２範囲１７に表示される情報は、単色（モノクロ）でも複数色（カラー）でもよいが、本
実施形態では、単色で情報を表示する例を説明する。
【０１５７】
　図１６は光学素子３で拡散されたレーザ光が被照明領域１０に入射される様子を示す図
である。光学素子３は、複数のレーザ光に対応する複数の拡散領域部１４を有する。各拡
散領域部１４には対応するレーザ光が入射される。各拡散領域部１４には、第５の実施形
態と同様に、第１拡散領域１６と第２拡散領域１８とが含まれている。各拡散領域部１４
における第１拡散領域１６と第２拡散領域１８の配置順序は任意であり、また各拡散領域
部１４における第１拡散領域１６と第２拡散領域１８の割合も任意である。
【０１５８】
　各拡散領域部１４は入射されたレーザ光を拡散させて、被照明領域１０の全域を照明す
る。各拡散領域部１４は、複数の要素拡散領域１９を有する。各要素拡散領域１９は、入
射されたレーザ光を拡散させて、被照明領域１０内の部分領域１０ｂを照明する。部分領
域１０ｂの少なくとも一部は、各要素拡散領域１９ごとに相違している。
【０１５９】
　光学素子３は、例えばホログラム記録媒体３０を用いて構成される。ホログラム記録媒
体３０は、例えば図１６に示すように、複数のホログラム領域３２を有する。各ホログラ
ム領域３２は、発光波長域がそれぞれ異なる複数のレーザ光のそれぞれに対応して設けら
れている。各ホログラム領域３２の入射面に入射されて拡散されたレーザ光はいずれも、
被照明領域１０を照明する。例えば、ホログラム記録媒体３０が３つのホログラム領域３
２を有する場合、各ホログラム領域３２で拡散されたレーザ光は、被照明領域１０の全域
を照明する。
【０１６０】
　図１６では、赤、青または緑で発光する３つのレーザ光に対応づけて、３つのホログラ
ム領域３２を設ける例を示しているが、本実施形態によるホログラム記録媒体３０は、単
色照明用のものでもよいため、１つ以上のホログラム領域３２を備えていればよい。図１
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６のように、ホログラム記録媒体３０が赤、青または緑で発光する３種類のレーザ光に対
応する３つのホログラム領域３２を有する場合には、各ホログラム領域３２が被照明領域
１０の全域を照明することから、３種類のレーザ光が発光している場合には、被照明領域
１０は白色で照明されることになる。
【０１６１】
　ホログラム記録媒体３０における各ホログラム領域３２のサイズすなわち面積は、必ず
しも同じである必要はない。各ホログラム領域３２のサイズが異なっていても、各ホログ
ラム領域３２の入射面１７ａに形成される干渉縞パターンを各ホログラム領域３２ごとに
調整することで、各ホログラム領域３２は共通の被照明領域１０を照明することができる
。
【０１６２】
　複数のホログラム領域３２のそれぞれは、複数の要素ホログラム領域３１を有する。複
数の要素ホログラム領域３１のそれぞれは、入射されたレーザ光を拡散させることにより
、被照明領域１０内の部分領域１０ｂを照明する。各要素ホログラム領域３１が照明する
部分領域１０ｂの少なくとも一部は、各要素ホログラム領域３１ごとに相違している。す
なわち、異なる要素ホログラム領域３１が照明する部分領域１０ｂ同士は、少なくとも一
部が相違している。
【０１６３】
　各要素ホログラム領域３１の入射面１７ａには干渉縞パターンが形成されている。よっ
て、各要素ホログラム領域３１の入射面１７ａに入射されたレーザ光は、入射面１７ａ上
の干渉縞パターンによって回折されて、被照明領域１０上の対応する部分領域１０ｂを照
明する。干渉縞パターンを種々に調整することで、各要素ホログラム領域３１で回折すな
わち拡散されるレーザ光の進行方向を変えることができる。
【０１６４】
　このように、各要素ホログラム領域３１内の各点に入射されたレーザ光は、対応する部
分領域１０ｂを照明する。また、光走査部材６は、各要素ホログラム領域３１に入射され
るレーザ光の入射位置および入射角度を経時的に変化させる。一つの要素ホログラム領域
３１内に入射されたレーザ光は、その要素ホログラム領域３１内のどの位置に入射されて
も、共通の部分領域１０ｂを照明する。これはすなわち、部分領域１０ｂの各点に入射さ
れるレーザ光の入射角度が経時的に変化することを意味する。この入射角度の変化は、人
間の目で分解不可能な速さであり、結果として、人間の目には、相関の無いコヒーレント
光の散乱パターンが多重化されて観察される。したがって、各散乱パターンに対応して生
成されたスペックルが重ねられて平均化されて、観察者に観察されることになる。これに
より、被照明領域１０では、スペックルが目立ちにくくなる。また、光走査部材６からの
レーザ光は、ホログラム記録媒体３０上の各要素ホログラム領域３１を順に走査するため
、各要素ホログラム領域３１内の各点で回折されたレーザ光はそれぞれ異なる波面を有し
、これらのレーザ光は被照明領域１０上に独立に重ね合わされることで、被照明領域１０
ではスペックルの目立たない均一な照度分布が得られる。
【０１６５】
　図１６では、各要素ホログラム領域３１が、被照明領域１０内のそれぞれ異なる部分領
域１０ｂを照明する例を示しているが、部分領域１０ｂの一部は隣接する部分領域１０ｂ
と重なっていてもよい。また、部分領域１０ｂのサイズは、各要素ホログラム領域３１ご
とに相違していてもよい。さらに、要素ホログラム領域３１の配列順序に従って、対応す
る部分領域１０ｂが被照明領域１０内で配列されている必要はない。すなわち、ホログラ
ム領域３２内での要素ホログラム領域３１の配列順序と、被照明領域１０内での対応する
部分領域１０ｂの配列順序とは、必ずしも一致している必要はない。
【０１６６】
　本実施形態による照明装置１は、被照明領域１０を通過したレーザ光によって第１範囲
１５を照明しつつ、必要に応じて第２範囲１７内に所望の情報を表示できるようにしてい
る。
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【０１６７】
　図１７および図１８は被照明領域１０内の中央部１０ａの照明態様を被照明領域１０内
の他の部分の照明態様と相違させる例を示している。この場合、被照明領域１０を通過し
たレーザ光によって照明される照明範囲においても、その中央部の照明態様が中央部以外
の照明態様と異なって照明されることになる。
【０１６８】
　図１７の例では、ホログラム記録媒体３０が赤、緑または青で発光する３つのレーザ光
に対応する３つのホログラム領域３２を有し、赤用のホログラム領域３２ではその全域を
対応するレーザ光で走査させ、緑用と青用のホログラム領域３２ではその一部を除いて対
応するレーザ光で走査させる。図１７では、各ホログラム領域３２中で、対応するレーザ
光を走査させない部分を白抜きで図示している。これらの白抜き部分は、被照明領域１０
内の中央部１０ａに相当する。赤のレーザ光は、対応するホログラム領域３２の全域を走
査するため、被照明領域１０の全域を照明することになる。緑と青のレーザ光は、対応す
るホログラム領域３２中の白抜き部分以外を走査するため、被照明領域１０中の中央部１
０ａ以外を照明する。この結果、被照明領域１０中の中央部１０ａは赤色で照明され、中
央部１０ａ以外の被照明領域１０は、赤緑青の照明光が混ざり合って白色で照明されるこ
とになる。
【０１６９】
　図１７では、中央部１０ａを矩形状としているが、中央部１０ａの形状は任意に変更で
きるため、中央部１０ａに情報を表示することも可能である。よって、例えば図１７の中
央部１０ａにより第２範囲１７の情報表示を行い、中央部１０ａ以外の被照明領域１０に
て第１範囲１５の照明を行うこともできる。なお、実際には、第２範囲１７の情報は、図
１７のような被照明領域１０内の中央部１０を用いて表示されるとは限らない。
【０１７０】
　一方、図１８は、３つのホログラム領域３２のいずれにおいても、被照明領域１０内の
中央部１０ａに対応する領域以外をレーザ光が走査している。このため、被照明領域１０
中の中央部１０ａはどの色でも照明されない非照明領域となる。
【０１７１】
　タイミング制御部５は、３つのレーザ光のタイミングを個別に制御するため、３つのレ
ーザ光のタイミングを任意に調整することで、被照明領域１０内の任意の場所を任意の色
で照明することができる。被照明領域１０の内部の照明態様を任意に調整すれば、その照
明態様に応じて、被照明領域１０を通過したレーザ光で照明される実際の照明範囲内の任
意の部分領域を任意の照明態様で照明可能となる。
【０１７２】
　第１拡散領域１６用の各要素ホログラム領域３１は、例えば実物の散乱板からの散乱光
を物体光として用いて作製することができる。より具体的には、ホログラム記録媒体３０
の母体であるホログラム感光材料に、互いに干渉性を有するコヒーレント光からなる参照
光と物体光とを照射すると、これら光の干渉による干渉縞がホログラム感光材料に形成さ
れて、ホログラム記録媒体３０が作製される。参照光としては、コヒーレント光であるレ
ーザ光が用いられ、物体光としては、例えば安価に入手可能な等方散乱板の散乱光が用い
られる。
【０１７３】
　ホログラム記録媒体３０を作製する際に用いた参照光の焦点位置からホログラム記録媒
体３０に向けてレーザ光を照射することで、ホログラム記録媒体３０を作製する際に用い
た物体光の元となる散乱板の配置位置に、散乱板の再生像が生成される。ホログラム記録
媒体３０を作製する際に用いた物体光の元となる散乱板が均一的な面散乱をしていれば、
ホログラム記録媒体３０により得られる散乱板の再生像も、均一な面照明となり、この散
乱板の再生像が生成される領域が被照明領域１０となる。
【０１７４】
　ホログラム記録媒体３０中の第２範囲１７の情報表示を行う第２拡散領域１８用の各要
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素ホログラム領域３１は、予め情報の像が形成された散乱板を用いて、上記と同様の手順
で干渉縞を形成可能である。
【０１７５】
　本実施形態によるホログラム記録媒体３０は、第１範囲１５の照明と第２範囲１７の情
報表示とを行わなければならず、干渉縞が複雑になる。このような複雑な干渉縞のパター
ンは、現実の物体光と参照光を用いずに、予定した再生照明光の波長や入射方向、並びに
、再生されるべき像の形状や位置等に基づき計算機を用いて設計することが可能である。
このようにして得られたホログラム記録媒体３０は、計算機合成ホログラム（ＣＧＨ：Co
mputer Generated Hologram）とも呼ばれる。また、各要素ホログラム領域１８上の各点
における拡散角度特性が同じであるフーリエ変換ホログラムを計算機合成により形成して
もよい。さらに、被照明領域１０の光軸後方側にレンズなどの光学部材を設けて、実際の
照明範囲のサイズおよび位置を設定してもよい。
【０１７６】
　光学素子３としてホログラム記録媒体３０を設けることによる利点の一つは、レーザ光
のエネルギー密度を、拡散により低下できることであり、また、その他の利点の一つは、
ホログラム記録媒体３０が指向性の面光源として利用可能になるため、従来のランプ光源
（点光源）と比較して、同じ照度分布を達成するための光源面上の輝度を低下できること
である。これにより、レーザ光の安全性を向上でき、被照明領域１０を通過したレーザ光
を人間の目で直視しても、人間の目に悪影響を与えるおそれがなくなる。
【０１７７】
　図１４～図１８に示した例では、赤、緑および青用のホログラム領域３２を図１９に示
すように、各ホログラム領域３２の入射面に沿って隣接配置している。図１９では、赤用
のホログラム領域３２を符号３２ｒ、緑用のホログラム領域３２を符号３２ｇ、青用のホ
ログラム領域３２を符号３２ｂで示している。
【０１７８】
　このように、３つのホログラム領域３２を入射面に沿って隣接配置する以外に、図２０
に示すように、各ホログラム領域３２を積層方向に配置したホログラム記録媒体３０を用
いてもよい。この場合、各ホログラム領域３２の干渉縞パターンは、各ホログラム領域３
２の層に形成される。光走査部材６からのレーザ光が入射されるホログラム記録媒体３０
の表面から奥の方にあるホログラム領域３２までレーザ光ができるだけロスなく到達する
ように、各ホログラム領域３２の可視光透過率をできるだけ高くするのが望ましい。また
、積層方向に重なる位置に干渉縞パターンを形成すると、表面から奥の方の層にはレーザ
光が届きにくくなるため、図１８に示すように、積層方向にずらして各層に干渉縞パター
ンを形成するのが望ましい。
【０１７９】
　図１４では、光走査部材６からのレーザ光が光学素子３を透過して拡散する例を示した
が、光学素子３は、レーザ光を拡散反射させるものでもよい。例えば、光学素子３として
ホログラム記録媒体３０を用いる場合、ホログラム記録媒体３０は反射型でも透過型でも
よい。一般に、反射型のホログラム記録媒体３０（以下、反射型ホロ）は、透過型のホロ
グラム記録媒体３０（以下、透過型ホロ）に比べて、波長選択性が高い。すなわち、反射
型ホロは、異なる波長に対応した干渉縞パターンを積層させても、所望の層のみで所望の
波長のコヒーレント光を回折させることができる。また、０次光の影響を除去しやすい点
でも、反射型ホロは優れている。一方、透過型ホロは、回折可能なスペクトルが広く、レ
ーザ光源４の許容度が広いが、異なる波長に対応した干渉縞パターンを積層させると、所
望の層以外の層でも所望の波長のコヒーレント光が回折されてしまう。よって、一般には
、透過型ホロは、積層構造にするのが困難である。
【０１８０】
　また、ホログラム記録媒体３０の具体的な形態としては、フォトポリマーを用いた体積
型ホログラム記録媒体３０でもよいし、銀塩材料を含む感光媒体を利用して記録するタイ
プの体積型ホログラム記録媒体３０でもよいし、レリーフ型（エンボス型）のホログラム
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記録媒体３０でもよい。
【０１８１】
　なお、光学素子３の具体的な形態は、ホログラム記録媒体３０に限定されるものではな
く、複数の要素拡散領域１９に細かく分割することが可能な各種の拡散部材でもよい。例
えば、各要素拡散領域１９をそれぞれ一つのレンズアレイとするレンズアレイ群を用いて
光学素子３を構成してもよい。この場合、要素拡散領域１９ごとにレンズアレイが設けら
れ、各レンズアレイが被照明領域１０内の部分領域１０ｂを照明するように各レンズアレ
イの形状が設計される。そして、各部分領域１０ｂの位置は、少なくとも一部が相違して
いる。これにより、ホログラム記録媒体３０を用いて光学素子３を構成した場合と同様に
、被照明領域１０内の一部分だけの照明色を変えたり、一部分だけを照明しないようにす
ることができる。
【０１８２】
　図１７および図１８では、被照明領域１０内の一部の照明を停止させたり、一部の照明
色を変化させる例を示したが、被照明領域１０内の一部の照明態様を変える手法は、これ
ら以外にも考えられる。例えば、レーザ光源４が同一の発光波長域で発光する複数の光源
部７を有する場合には、そのうちの一部の光源部７の発光を停止させて、被照明領域１０
内の一部の照明強度をその周囲の照明強度よりも低くしてもよい。その逆に、被照明領域
１０内の一部の照明強度をその周囲の照明強度よりも高くしてもよい。また、被照明領域
１０内の一部を点滅照明させてもよい。あるいは、被照明領域１０内の一部の色を連続的
または断続的に変化させてもよい。
【０１８３】
　図２１は本実施形態による照明装置１を車両のヘッドライト３５に適用した例を示して
いる。運転手３６はフロントガラス３７を通して車両の前方を見ながら運転するため、ヘ
ッドライト３５を点灯している場合は、ヘッドライト３５で照らされた範囲を運転手３６
は視認することになる。本実施形態では、ヘッドライト３５で照らされた範囲内に第１範
囲１５と第２範囲１７を設け、第１範囲１５は通常のヘッドライト３５としての照明を行
い、第２範囲１７では必要に応じて種々の情報を表示する。第１範囲１５は、車両の前方
側数十メートルまでの広い範囲であるのに対して、第２範囲１７は、運転手３６の視点位
置から例えば数メートル先の限られた範囲に設けられる。なお、第１範囲１５と第２範囲
１７のサイズと位置は、第１拡散領域１６と第２拡散領域１８を構成する各要素ホログラ
ム領域３１に形成される干渉縞パターンにより、任意に可変調整することができる。
【０１８４】
　第２範囲１７の情報表示は、既存のヘッドアップディスプレイの代わりに用いることが
できる。既存のヘッドアップディスプレイは、ダッシュボード内に設けた投射器と拡大鏡
を用いて、フロントガラス３７から数メートル先に虚像を形成しているが、本実施形態に
よれば、投射器と拡大鏡を用いることなく、ヘッドライト３５のみで第２範囲１７に情報
を表示できる。また、本実施形態によれば、第２範囲１７に表示される情報のサイズと位
置を光学素子３により任意に調整できるため、運転手３６が最も視認しやすい場所に、所
望のサイズで情報を表示できる。
【０１８５】
　図２２はヘッドライト３５を用いて表示する第２範囲１７の情報の具体例を示す図であ
る。図２２（ａ）は車両の進行方向を示す矢印の情報を表示する例を示している。図２２
（ｂ）は左折禁止の情報を表示する例を示している。図２２（ｃ）は三叉路での車両の進
行方向に関する情報を表示する例を示している。図２２（ｃ）では、進行禁止であること
を示す×マークだけでなく、車両が進行するべき方向とそれ以外の方向とで矢印の色を変
えて、運転手３６の注意を喚起している。
【０１８６】
　図２２に示す各情報は、予めホログラム記録媒体３０中の第２拡散領域１８内の各要素
ホログラム領域３１に、各情報に対応する干渉縞パターンを形成しておき、タイミング制
御部５にて、レーザ光を照射するべき要素ホログラム領域３１を制御することで、所望の
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情報を所望のタイミングで第２範囲１７に表示することができる。
【０１８７】
　なお、第２範囲１７に表示される情報は、図２２に示したものに限定されない。上述し
たように、第２拡散領域１８に対応する要素ホログラム領域３１に形成する干渉縞パター
ンにより、任意の情報を任意のサイズで、かつ任意の位置に表示可能である。
【０１８８】
　上述した第５の実施形態では、矢印等の情報を光学素子３内の第２拡散領域１８を用い
て表示する例を説明したが、第２拡散領域１８内の各要素拡散領域１９は、矢印等の情報
の表示形態に応じた形状の照明を行うものであってもよいし、第１拡散領域１６内の各要
素拡散領域１９と同様に、例えば矩形状の照明を行うものであってもよい。図２３は、第
２拡散領域１８内の各要素拡散領域１９が矩形状の照明を行うものであり、これら各要素
拡散領域１９の照明範囲を組み合わせて矢印の情報を表示する例を示している。このよう
に、光学素子３の第１拡散領域１６と第２拡散領域１８内の各要素拡散領域１９はいずれ
も、矩形等の予め定められた形状の照明を行うものでもよい。
【０１８９】
　図２３では、第１拡散領域１６内の各要素拡散領域１９が被照明領域１０上に形成する
部分領域１０ｂのサイズと、第２拡散領域１８内の各要素拡散領域１９が被照明領域１０
上に形成する部分領域１０ｂのサイズとが、互いに相違する例を示しているが、両部分領
域１０ｂのサイズおよび位置は任意である。
【０１９０】
　このように、第５の実施形態では、コヒーレント光を用いて、第１範囲１５の照明を行
いながら、所望のタイミングで第２範囲１７に所望の情報を表示できるため、照明装置１
を有効活用することができる。また、既存のヘッドアップディスプレイと異なり、投射器
や拡大鏡も不要であり、また、表示される情報のサイズや表示位置も光学素子３により任
意に調整できるため、既存のヘッドアップディスプレイよりも、簡易な光学構成でありな
がら、明瞭で迫力のある情報表示が可能となる。
【０１９１】
　また、光走査部材６はレーザ光を各要素拡散領域１９内で走査し、各要素拡散領域１９
内の各点に入射されたレーザ光は、対応する部分領域１０ｂの全域を照明するため、被照
明領域１０内の各部分領域１０ｂにおけるレーザ光の入射角度が経時的に変化することに
なり、被照明領域１０でのスペックルが目立ちにくくなる。
【０１９２】
　（第６の実施形態）
　図２４は本発明の第６の実施形態による照明装置１の概略構成を示す図である。図２４
の照明装置１は、図１４に情報選択部２１を追加したものである。情報選択部２１は、第
２範囲１７に表示すべき情報を選択する。情報選択部２１は、不図示の制御装置や各種セ
ンサなどからの信号を受信して、その信号に基づいて情報を選択してもよいし、不図示の
入力装置にてユーザが入力した情報に基づいて、情報を選択してもよい。あるいは、情報
選択部２１が自身で備えている処理アルゴリズムに従って、情報を選択してもよい。この
ように、情報選択部２１が第２範囲１７に表示すべき情報を選択する具体的な処理手順は
任意である。
【０１９３】
　タイミング制御部５は、情報選択部２１が選択した情報を第２範囲１７に表示するべく
、第２拡散領域１８に対応する各要素ホログラム領域３１を走査するタイミングを制御す
る。より具体的には、情報選択部２１が選択した情報に対応する干渉縞パターンが形成さ
れた要素ホログラム領域３１上でレーザ光を走査させる。
【０１９４】
　また、情報選択部２１は、乗物が走行しているか停止しているかによって、選択する情
報を切り替えてもよい。例えば、乗物が走行している間は図２２のような乗物の経路案内
情報を表示し、乗物が停止すると、ヘッドライト３５を利用して、広告宣伝用、あるいは
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意匠性および装飾性向上のために、種々の情報を表示してもよい。この場合の具体的な情
報としては、例えば乗物のブランド名やメーカ名、車種名などである。これにより、乗物
の宣伝にもなり、また、乗物の所有者にも優越感を与えることができる。
【０１９５】
　さらに、第１範囲１５で照明される範囲内に位置する対象物を検出する不図示の対象物
検出部を設けて、検出された対象物の位置に合わせた情報を情報選択部２１が選択するよ
うにしてもよい。この場合、対象物が移動したとしても、対象物の位置に合わせて第２範
囲１７の情報を表示することができる。
【０１９６】
　図２５は図２４の第１変形例を示す照明装置１の概略構成を示す図である。図２５の照
明装置１は、図２４に経路情報取得部２２を追加したものである。図２５の照明装置１は
、乗物に搭載されることを前提としたものであり、図２５の照明装置１は例えばヘッドラ
イト３５である。
【０１９７】
　経路情報取得部２２は、乗物が進行すべき経路情報を取得する。経路情報取得部２２が
取得する経路情報は、照明装置１の内部または外部で、乗物の現在地または出発地から目
的地までの経路探索を行って生成されるものであり、例えば、経路情報は、不図示のナビ
ゲーション装置で生成される。
【０１９８】
　図２５の情報選択部２１は、経路情報取得部２２が取得した経路情報に基づいて、第２
範囲１７に表示すべき情報を選択する。例えば、図２２（ａ）のように、乗物が分岐路で
右折すべき場合は、右折の矢印情報を選択する。同様に、図２５の情報選択部２１は、経
路情報に基づいて、図２２（ｂ）や図２２（ｃ）のような情報を選択することもできる。
【０１９９】
　図２６は図２４の第２変形例を示す照明装置１の概略構成を示す図である。図２６の照
明装置１は、図２４に地図情報取得部２３を追加したものである。図２６の照明装置１も
、乗物に搭載されることを前提としたものであり、図２６の照明装置１は例えばヘッドラ
イト３５である。
【０２００】
　地図情報取得部２３は、乗物の現在位置周辺の地図情報を取得する。地図情報所得部２
３は、照明装置１の内部または外部で、例えばＧＰＳセンサ等を用いて乗物の現在位置を
検出し、現在位置周辺の地図情報を例えば地図情報データベースから取得する。
【０２０１】
　図２６の情報選択部２１は、地図情報取得部２３が取得した地図情報に基づいて、第２
範囲１７に表示すべき情報を選択する。これにより、図２２に示した矢印等の情報を選択
可能となる。
【０２０２】
　なお、図２５の経路情報取得部２２と図２６の地図情報取得部２３とを共に照明装置１
に設けてもよい。
【０２０３】
　このように、第６の実施形態では、所望のタイミングで情報選択部２１にて選択された
情報を第２範囲１７に表示するため、第１範囲１５に照明を行いながら、必要に応じて第
２範囲１７に表示する情報を切り替えることができる。よって、本実施形態による照明装
置１を例えば乗物のヘッドライト３５に適用した場合には、乗物の走行中または乗物が停
止したときに、運転手３６が必要とする情報を適宜第２範囲１７に表示することができる
。
【０２０４】
　第５および第６の実施形態による照明装置１は、乗物に搭載されるものだけではなく、
特定の場所に設置されるものでもよい。また、乗物に搭載する場合でも、乗物は車両に限
定されるものではなく、航空機等の飛行体、列車、船舶、潜水物などの各種の移動体でも
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よい。
　（第７の実施形態）
　図２７は本発明の第７の実施形態による照明装置１の概略構成を示す図である。図２７
の照明装置１は、照射装置２と、光学素子３と、光シャッタ２５とを備えている。照射装
置２は、レーザ光源４と、ビーム径拡張部材２６と、平行化光学系２７とを有する。
【０２０５】
　レーザ光源４は、コヒーレント光すなわちレーザ光を発光する。レーザ光源４には、発
光波長域の異なる複数の光源部を設けてもよいが、単一波長域のレーザ光を発光する１つ
以上の光源部を設けてもよい。本実施形態では、単一波長域のレーザ光を発光する１つ以
上の光源部を設ける例を説明する。
【０２０６】
　ビーム径拡張部材２６は、レーザ光源４から出射されたレーザ光のビーム径を広げるも
のであり、例えば凸レンズを含む光学部材で構成されている。すなわち、ビーム径拡張部
材２６は、レーザ光を拡散させる作用を行う。
【０２０７】
　平行化光学系２７は、ビーム径拡張部材２６で拡散されたレーザ光を平行化して光シャ
ッタ２５の入射面に導光する。
【０２０８】
　光学素子３は、レーザ光が入射される入射面３ａを有し、この入射面３ａに入射された
レーザ光を拡散させて、所定範囲すなわち被照明領域１０を照明する。被照明領域１０を
照明するレーザ光は、被照明領域１０を超えた先まで拡散されるため、被照明領域１０の
位置にレーザ光を遮るものがなければ、レーザ光はさらに拡散していく。
【０２０９】
　ここで、被照明領域１０は、光学素子３内の各拡散領域１４によって重ねて照明される
ニアフィールドの被照明領域１０である。ファーフィールドの照明範囲は、実際の被照明
領域１０の寸法よりも、角度空間における拡散角度分布として表現されることが多い。本
明細書における「被照明領域１０」という用語は、実際の被照射面積（照明範囲）に加え
角度空間における拡散角度範囲も包含するものとする。したがって、図２７の照明装置１
によって照明される照明領域は、図２７に示すニアフィールドの被照明領域１０よりもは
るかに広い領域となりうる。
【０２１０】
　光シャッタ２５は、光学素子３に入射されるレーザ光、または光学素子３にて拡散され
たレーザ光の透過率を切り替える。図２７の場合、光シャッタ２５は、光学素子３の光軸
方向前方に設けられているため、光学素子３に入射されるレーザ光の透過率を切り替える
作用を行う。後述するように、光シャッタ２５と光学素子３の配置を互いに入れ替えるこ
とも可能である。
【０２１１】
　図２８は第７の実施形態における光シャッタ２５と光学素子３の詳細構成を示す図であ
る。光学素子３は、図２８に示すように、それぞれが独立してレーザ光を拡散させる複数
の要素拡散領域１９を有する。各要素拡散領域１９に入射されて拡散されたレーザ光は、
被照明領域１０内の一部領域を照明する。本明細書では、一つの要素拡散領域１９が照明
する被照明領域１０内の対応領域を部分領域１０ａと呼ぶ。それぞれ異なる要素拡散領域
１９は、被照明領域１０内の少なくとも一部分が異なる部分領域１０ａを照明する。これ
により、複数の要素拡散領域１９を合わせると、被照明領域１０の全域を照明することが
できる。
【０２１２】
　光シャッタ２５は、複数の要素拡散領域１９に対応する複数の要素シャッタ部２８を有
する。すなわち、複数の要素拡散領域１９のそれぞれは、それぞれ別個の要素シャッタ部
２８に対応づけられており、一つの要素シャッタ部２８を透過したレーザ光は、対応する
要素拡散領域１９に入射される。複数の要素シャッタ部２８のそれぞれは、対応する要素
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拡散領域１９に入射されるレーザ光、または対応する要素拡散領域１９で拡散されたレー
ザ光の透過率を切り替える。図２８では、透過率が高い要素シャッタ部２８を白抜きで図
示し、透過率が低い要素シャッタ部２８を斜線で図示している。光シャッタ２５は、光学
素子３にできるだけ近接配置するのが望ましい。
【０２１３】
　図２７および図２８の例では、ビーム径拡張部材２６でビーム径が拡張されたレーザ光
は、光シャッタ２５内のすべての要素シャッタ部２８に均等に入射される。各要素シャッ
タ部２８は、入射されたレーザ光の透過率を切り替える。例えば、要素シャッタ部２８が
レーザ光を透過した場合には、そのレーザ光は、その要素シャッタ部２８に対応する要素
拡散領域１９に入射される。このように、光シャッタ２５内の各要素シャッタ部２８ごと
に透過率を切り替えることで、レーザ光を光学素子３に入射させるか否かを、光学素子３
内の各要素拡散領域１９ごとに切り替えることができる。
【０２１４】
　各要素シャッタ部２８が行う透過率の切替とは、簡易的な例では、レーザ光を透過させ
るか遮断するかの２通りの切替である。この場合、要素シャッタ部２８がレーザ光を透過
した場合に限り、対応する要素拡散領域１９にレーザ光が入射され、この要素拡散領域１
９は、被照明領域１０内の対応する部分領域１０ａの照明を行う。よって、光シャッタ２
５内の複数の要素シャッタ部２８を個別に切り替えることで、被照明領域１０内の各部分
領域１０ａを照明するか否かを個別に切り替えることができる。
【０２１５】
　このように、光シャッタ２５により、被照明領域１０内の部分領域１０ａごとに、照明
するか否かを可変制御できるため、被照明領域１０の照明態様を任意に切り替えることが
できる。ここでの照明態様とは、被照明領域１０内の部分領域１０ａごとに照明／非照明
を切り替えることを意味する。
【０２１６】
　被照明領域１０の照明態様を任意に切り替えることで、被照明領域１０内に何らかの情
報を表示したり、被照明領域１０の照明態様により独特の意匠性を持たせたりすることが
可能となる。被照明領域１０の照明で表示される情報は、例えば、絵柄、模様、文字、数
字および記号の少なくとも一つであり、情報の具体的内容は特に問わない。本実施形態で
は、単一の波長域のレーザ光を用いることを前提としているため、情報のカラー表示はで
きないが、単色であっても、意匠性や装飾性を持たせる目的や、注意を喚起する目的や、
案内表示の目的や、広告宣伝の目的などでの各種の情報表示を行うことができる。
【０２１７】
　光シャッタ２５の切替は、任意のタイミングで任意の態様で行えるため、被照明領域１
０内の照明態様も、任意に可変調整できる。これにより、コストをかけることなく、被照
明領域１０の照明態様を任意に変更できる。
【０２１８】
　光シャッタ２５は、例えば液晶シャッタで実現可能である。液晶シャッタは、複数の要
素シャッタ部２８に対応する複数の液晶セルを有する。図２９は一つの液晶セル４１の構
造を模式的に示す図である。図２９の液晶セル４１は、２枚の配向膜４２の間に充填され
た液晶材料４３と、各配向膜４２の外側に配置される２枚の偏光フィルタ４４とを有する
。図２９は、ＴＮ型液晶材料４３を用いた例を示している。２枚の配向膜４２の間に電圧
を印加しない場合には、図２９（ａ）に示すように液晶材料４３はねじれ状態にあり、２
枚の配向膜４２の間を光が通過する間に、光の偏光状態が変化し、その結果、光は偏光フ
ィルタ４４を透過する。一方、２枚の配向膜４２の間に電圧を印加すると、図２９（ｂ）
に示すように、液晶材料４３が一方向に並び、２枚の配向膜４２の間を光が通過しても偏
光状態が変化しないため、その結果、光は偏光フィルタ４４を透過できなくなる。
【０２１９】
　なお、光シャッタ２５に入射されるレーザ光が予め偏光されている場合には、液晶シャ
ッタ内の１枚の偏光フィルタ４４は不要となる。また、液晶シャッタには、種々の方式が
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あるため、図２９に示した構造に限定されるものではない。液晶シャッタのように、電気
的に透過率を切り替えることが可能なセルがマトリクス状に配置されたシャッタを、本明
細書ではマルチセルシャッタと呼ぶ。
【０２２０】
　また、光シャッタ２５は、必ずしも液晶シャッタ等のマルチセルシャッタに限定される
ものではない。例えば、ＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical Systems）シャッタなどの
機械的に開閉を行うメカニカルシャッタでもよいし、ソレノイドを用いた電磁シャッタな
どの電子シャッタでもよい。
【０２２１】
　ところで、光シャッタ２５は、レーザ光の透過／遮断を切り替えるものだけに限定され
るものではなく、レーザ光の透過率を断続的または連続的に変化させるものでもよい。例
えば、図２９のような液晶シャッタの場合、配向膜４２間に印加する電圧を変化させるこ
とで、レーザ光の透過率を連続的に変化させることができる。また、ＭＥＭＳシャッタや
電磁シャッタなどを用いる場合も、シャッタ部分の開口面積を段階的または連続的に切り
替えることで、レーザ光の透過率を断続的または連続的に変化させることができる。
【０２２２】
　このように、光シャッタ２５にて、レーザ光の透過率を断続的または連続的に変化させ
ることで、被照明領域１０内の部分領域１０ａごとに、照明／非照明を切り替えるだけで
なく、部分領域１０ａごとに照明強度も調整できるようになる。これにより、被照明領域
１０内の照明態様をよりきめ細やかに可変調整できる。ここでの照明態様とは、被照明領
域１０内の部分領域１０ａごとに、照明のオン／オフや、照明強度の強弱を任意に切り替
えることである。
【０２２３】
　光学素子３は、例えばホログラム記録媒体３０を用いて構成される。ホログラム記録媒
体３０は、図２に示すように、複数の要素拡散領域１９に対応する複数の要素ホログラム
領域３１を有する。各要素ホログラム領域３１には、干渉縞パターンが形成されている。
この干渉縞パターンにレーザ光が入射されると、そのレーザ光は干渉縞パターンで回折さ
れて、被照明領域１０内の対応領域を照明する。
【０２２４】
　なお、図２では、光学素子３内の各要素拡散領域１９が被照明領域１０内の対応部分領
域１０ａを照明する例を説明したが、図３０に示すように、光学素子３の内部に、被照明
領域１０内の対応部分領域１０ａを照明する少なくとも１つの要素拡散領域１９を含む第
１拡散領域１６と、被照明領域１０内の対応部分領域１０ａに所定の情報を表示する少な
くとも１つの要素拡散領域１９を含む第２拡散領域１８とを設けてもよい。
【０２２５】
　図３０では、第１拡散領域１６によって照明される被照明領域１０内の部分領域１０ａ
と、第２拡散領域１８によって情報表示される被照明領域１０内の部分領域１０ａとが分
離して設けられる例を示しているが、これら部分領域１０ａは、重なっていてもよい。
【０２２６】
　第２拡散領域１８内の各要素拡散領域１９によって、被照明領域１０内の対応部分領域
１０ａに表示される情報は、色相、明度および彩度の少なくとも一つを変化させたもので
ある。より具体的には、被照明領域１０内の対応部分領域１０ａに表示される情報は、例
えば、絵柄、模様、文字、数字および記号の少なくとも一つであり、情報の具体的内容は
特に問わない。第２拡散領域１８内の各要素拡散領域１９によって被照明領域１０内の対
応部分領域１０ａに表示される情報は、例えば意匠性や装飾性を持たせる目的や、注意を
喚起する目的や、案内表示の目的や、広告宣伝の目的などで行われる。
【０２２７】
　光学素子３をホログラム記録媒体３０で形成する場合、第１拡散領域１６内の各要素拡
散領域１９には、被照明領域１０内の対応部分領域１０ａを照明するように、予め対応す
る干渉縞パターンを形成しておく。同様に、第２拡散領域１８内の各要素拡散領域１９に
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は、被照明領域１０内の対応部分領域１０ａに所定の情報を表示するように、予め対応す
る干渉縞パターンを形成しておく。
【０２２８】
　このように、ホログラム記録媒体３０内の各要素ホログラム領域３１に適切な干渉縞パ
ターンを予め形成しておくことで、各要素ホログラム領域３１で回折されたレーザ光にて
、被照明領域１０内の各部分領域１０ａごとに、照明または所定の情報表示とを行うこと
ができる。
【０２２９】
　図３０のように、光学素子３内に第１拡散領域１６と第２拡散領域１８が設けられる場
合、光シャッタ２５は、第１拡散領域１６内の各要素拡散領域１９と、第２拡散領域１８
内の各要素拡散領域１９とのそれぞれに対応して、要素シャッタ部２８を有する。よって
、各要素シャッタ部２８を切替制御することで、第１拡散領域１６内の各要素拡散領域１
９が被照明領域１０内の対応部分領域１０ａの照明態様を個別に制御できるとともに、第
２拡散領域１８内の各要素拡散領域１９が被照明領域１０内の対応部分領域１０ａに表示
される情報の照明態様を個別に制御できる。
【０２３０】
　なお、本実施形態では、レーザ光を照明光源として利用するため、被照明領域１０の照
明ではスペックルが視認されるおそれがある。スペックルを目立たせなくするには、例え
ば、光シャッタ２５と光学素子３を一次元または二次元方向に所定の周期で振動させれば
よい。これにより、光シャッタ２５を通して光学素子３に入射されるレーザ光の入射位置
および入射角度を経時的に変化させることができる。一つの要素拡散領域１９に入射され
たレーザ光は、その要素拡散領域１９内のどの位置に入射されても、被照明領域１０内の
共通の部分領域１０ａを照明する。これはすなわち、部分領域１０ａの各点に入射される
レーザ光の入射角度が経時的に変化することを意味する。振動周期を十分に速くすること
で、入射角度の変化を、人間の目で分解不可能な速さにすることができ、結果として、人
間の目には、相関の無いコヒーレント光の散乱パターンが多重化されて観察される。した
がって、各散乱パターンに対応して生成されたスペックルが重ねられて平均化されて、観
察者に観察されることになる。これにより、被照明領域１０では、スペックルが目立ちに
くくなる。
【０２３１】
　なお、本実施形態による照明装置１をヘッドライトなどの車載用照明装置１に適用する
場合、車両は走行中にはエンジンや路面の状態に応じて絶えず振動しているため、照明装
置１にスペックル対策用の振動機構を設けなくても、スペックルはある程度まで目立たな
くなる。
【０２３２】
　図２７では、ビーム径拡張部材２６でビーム径を拡張したレーザ光を光シャッタ２５に
入射して、光シャッタ２５を透過した光を光学素子３に入射しているが、光シャッタ２５
と光学素子３の配置を逆にしてもよい。
【０２３３】
　図３１は光シャッタ２５と光学素子３の配置を図２７とは逆にした照明装置１の概略構
成を示す図である。図３１では、ビーム径拡張部材２６でビーム径が拡張されたレーザ光
は、光学素子３に入射される。光学素子３は、複数の要素拡散領域１９を有し、各要素拡
散領域１９は、入射されたレーザ光を拡散させる。各要素拡散領域１９にて拡散されたレ
ーザ光は、光シャッタ２５内の対応する要素シャッタ部２８に入射される。各要素シャッ
タ部２８にて個別に透過率を切り替えることで、図２７と同様に、被照明領域１０内の部
分領域１０ａごとに、照明態様を切り替えることができる。
【０２３４】
　図３１では、光学素子３の光軸後方側に光シャッタ２５が配置されているが、光学素子
３は入射されたレーザ光を拡散させるため、光学素子３と光シャッタ２５との距離が離れ
ていると、光シャッタ２５から漏れるレーザ光が出てしまう。よって、図３１の構成の場
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合は、光シャッタ２５をできるだけ光学素子３に近づけるのが望ましい。
【０２３５】
　このように、第７の実施形態では、光学素子３内の複数の要素拡散領域１９に対応づけ
て、光シャッタ２５内に複数の要素シャッタ部２８を設けるため、複数の要素拡散領域１
９で拡散されたレーザ光によって照明される被照明領域１０の照明態様を、被照明領域１
０内の部分領域１０ａごとに切り替えることができる。よって、被照明領域１０の照明色
は変えられないものの、被照明領域１０の照明態様を意匠性に優れたものにしたり、被照
明領域１０によって何らかの情報を表示したりすることが可能となる。
【０２３６】
　また、被照明領域１０の照明態様の切替は、光シャッタ２５により任意のタイミングで
行うことができ、被照明領域１０の照明態様の切替を容易に行うことができる。
【０２３７】
　（第８の実施形態）
　以下に説明する第８の実施形態は、光シャッタ２５により、色分離を行うものである。
【０２３８】
　図３２は本発明の第８の実施形態による照明装置１の概略構成を示す図、図３３は第８
の実施形態における光シャッタ２５と光学素子３の詳細構成を示す図である。
【０２３９】
　図３２の照明装置１におけるレーザ光源４は、発光波長域がそれぞれ相違する複数のコ
ヒーレント光すなわちレーザ光を発光する複数の光源部４ｒ、４ｇ、４ｂを有する。これ
ら複数の光源部５は、独立して設けられていてもよいし、共通の基板上に複数の光源部４
ｒ、４ｇ、４ｂを並べて配置した光源モジュールであってもよい。本実施形態のレーザ光
源４は、発光波長域がそれぞれ相違する少なくとも２つの光源部を有していればよく、発
光波長域の種類は２つ以上であればよい。また、発光強度を高めるために、各発光波長域
ごとに、複数個ずつの光源部を設けてもよい。
【０２４０】
　例えば、レーザ光源４が、赤色の発光波長域の光源部４ｒと、緑色の発光波長域の光源
部４ｇと、青色の発光波長域の光源部４ｂとを有する場合には、これらの光源部４ｒ、４
ｇ、４ｂが発光した３つのレーザ光を重ね合わせることで、白色の照明光を生成可能とな
る。
【０２４１】
　光学素子３は、図３３に示すように、複数のレーザ光に対応する複数の拡散領域１７を
有する。各拡散領域１７には対応するレーザ光が入射される。各拡散領域１７は入射され
たレーザ光を拡散させて、全体として被照明領域１０の全域を照明する。各拡散領域１７
は、複数の要素拡散領域１９を有する。各要素拡散領域１９は、入射されたレーザ光を拡
散させて、被照明領域１０内の部分領域１０ａを照明する。部分領域１０ａの少なくとも
一部は、各要素拡散領域１９ごとに相違している。
【０２４２】
　光シャッタ２５は、複数の拡散領域のそれぞれごとに、複数の要素拡散領域１９に対応
する複数の要素シャッタ部２８を有する。よって、ある波長域のレーザ光が照射される一
つの拡散領域によって、一つの色で照明される被照明領域１０の全域の照明色を一括で切
り替えたい場合は、一つの拡散領域に対応する複数の要素シャッタ部２８を一組として、
切替を行えばよい。
【０２４３】
　また、被照明領域１０内の任意の部分領域１０ａの照明色を切り替えたい場合は、任意
の拡散領域内の任意の要素拡散領域１９に対応する要素シャッタ部２８を個別に切り替え
ればよい。
【０２４４】
　光学素子３は、例えばホログラム記録媒体３０を用いて構成される。ホログラム記録媒
体３０は、例えば図３３に示すように、複数の拡散領域に対応する複数のホログラム領域
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３２を有する。各ホログラム領域３２は、発光波長域がそれぞれ異なる複数のレーザ光の
それぞれに対応して設けられている。各ホログラム領域３２は、対応するレーザ光が入射
される入射面を有する。各ホログラム領域３２の入射面に入射されて拡散されたレーザ光
はいずれも、被照明領域１０を照明する。例えば、ホログラム記録媒体３０が３つのホロ
グラム領域３２を有する場合、各ホログラム領域３２で拡散されたレーザ光は、被照明領
域１０の全域を照明する。
【０２４５】
　図３３では、赤、青または緑で発光する３つのレーザ光に対応づけて、３つのホログラ
ム領域３２を設ける例を示しているが、本実施形態によるホログラム記録媒体３０は、発
光波長域が異なる２つ以上のレーザ光に対応づけて、２つ以上のホログラム領域３２を有
していればよい。図３３のように、ホログラム記録媒体３０が赤、青または緑で発光する
３つのレーザ光に対応する３つのホログラム領域３２を有する場合には、各ホログラム領
域３２が被照明領域１０の全域を照明することから、３つのレーザ光が発光している場合
には、被照明領域１０は白色で照明されることになる。
【０２４６】
　ホログラム記録媒体３０における各ホログラム領域３２のサイズすなわち面積は、必ず
しも同じである必要はない。各ホログラム領域３２のサイズが異なっていても、各ホログ
ラム領域３２の入射面に形成される干渉縞を各ホログラム領域３２ごとに調整することで
、各ホログラム領域３２は共通の被照明領域１０を照明することができる。
【０２４７】
　複数のホログラム領域３２のそれぞれは、複数の要素拡散領域１９に対応する複数の要
素ホログラム領域３１を有する。複数の要素ホログラム領域３１のそれぞれは、入射され
たレーザ光を拡散させることにより、被照明領域１０内の部分領域１０ａを照明する。各
要素ホログラム領域３１が照明する部分領域１０ａの少なくとも一部は、各要素ホログラ
ム領域３１ごとに相違している。すなわち、異なる要素ホログラム領域３１が照明する部
分領域１０ａ同士は、少なくとも一部が相違している。
【０２４８】
　各要素ホログラム領域３１の入射面には干渉縞パターンが形成されている。よって、各
要素ホログラム領域３１の入射面に入射されたレーザ光は、入射面上の干渉縞パターンに
よって回折されて、被照明領域１０上の対応する部分領域１０ａを照明する。干渉縞パタ
ーンを種々に調整することで、各要素ホログラム領域３１で回折すなわち拡散されるレー
ザ光の進行方向を変えることができる。
【０２４９】
　光学素子３がホログラム記録媒体３０で構成されている場合、光シャッタ２５は、複数
のホログラム領域３２のそれぞれごとに、複数の要素ホログラム領域３１に対応する複数
の要素シャッタ部２８を有する。すなわち、光シャッタ２５の各要素シャッタ部２８は、
各ホログラム領域２１ごとに、ホログラム記録媒体３０内の一つの要素ホログラム領域３
１に対応づけられている。
【０２５０】
　これにより、第８の実施形態による光シャッタ２５は、波長域がそれぞれ相違するレー
ザ光ごとに、対応する複数の要素シャッタ部２８を一括で切り替えて、被照明領域１０の
全域の照明態様をまとめて切り替えることができる。また、光シャッタ２５は、要素シャ
ッタ部２８ごとに透過率を個別に切替制御することで、被照明領域１０内の部分領域１０
ａごとに、照明色を含めた照明態様を切り替えることができる。
【０２５１】
　なお、第８の実施形態においても、図３０で説明したように、波長域がそれぞれ相違す
る複数のレーザ光のそれぞれごとに、光学素子３内の各拡散領域に、照明用の第１拡散領
域１６と、情報表示用の第２拡散領域１８とを設けてもよい。この場合、光シャッタ２５
は、第１拡散領域１６を構成する各要素拡散領域１９と、第２拡散領域１８を構成する各
要素拡散領域１９とのそれぞれに対応づけて、要素シャッタ部２８を有する。
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【０２５２】
　これにより、被照明領域１０内の照明用の各部分領域１０ａでの照明態様と、情報表示
用の各部分領域１０ａでの照明態様とを、個別に制御できる。
【０２５３】
　このように、第８の実施形態では、波長域がそれぞれ相違するレーザ光が照射される複
数の拡散領域１７を光学素子３に設けるとともに、各拡散領域１７が複数の要素拡散領域
１９を有し、複数の要素拡散領域１９に対応する複数の要素シャッタ部２８を光シャッタ
２５に設けるため、要素シャッタ部２８ごとに透過率を個別に切り替えることで、被照明
領域１０内の部分領域１０ａごとに照明色を含めた照明態様を切替制御することができる
。
【０２５４】
　上述した第１および第８の実施形態による光学素子３をホログラム記録媒体３０で実現
する場合、ホログラム記録媒体３０を複数の要素ホログラム領域３１で構成し、各要素ホ
ログラム領域３１ごとに干渉縞のパターンを形成しなければならない。干渉縞のパターン
は、現実の物体光と参照光を用いずに、予定した再生照明光の波長や入射方向、並びに、
再生されるべき像の形状や位置等に基づき計算機を用いて設計することが可能である。こ
のようにして得られたホログラム記録媒体３０は、計算機合成ホログラム（ＣＧＨ：Comp
uter Generated Hologram）とも呼ばれる。また、各要素ホログラム領域３１２１上の各
点における拡散角度特性が同じであるフーリエ変換ホログラムを計算機合成により形成し
てもよい。さらに、被照明領域１０の光軸後方側にレンズなどの光学部材を設けて、実際
の照明範囲のサイズおよび位置を設定してもよい。
【０２５５】
　光学素子３としてホログラム記録媒体３０を設けることによる利点の一つは、レーザ光
の光エネルギー密度を拡散によって低下できることであり、また、その他の利点の一つは
、ホログラム記録媒体３０が指向性の面光源として利用可能になるため、従来のランプ光
源（点光源）と比較して、同じ照度分布を達成するための光源面上の輝度を低下できるこ
とである。これにより、レーザ光の安全性向上に寄与でき、被照明領域１０を通過したレ
ーザ光を人間の目で直視しても、単一点光源を直視する場合に比べて、人間の目に悪影響
を与えるおそれが少なくなる。
【０２５６】
　図２７では、光走査部材６からのレーザ光が光学素子３を透過して拡散する例を示した
が、光学素子３は、レーザ光を拡散反射させるものでもよい。例えば、光学素子３として
ホログラム記録媒体３０を用いる場合、ホログラム記録媒体３０は反射型でも透過型でも
よい。一般に、反射型のホログラム記録媒体３０（以下、反射型ホロ）は、透過型のホロ
グラム記録媒体３０（以下、透過型ホロ）に比べて、波長選択性が高い。すなわち、反射
型ホロは、異なる波長に対応した干渉縞パターンを積層させても、所望の層のみで所望の
波長のコヒーレント光を回折させることができる。また、０次光の影響を除去しやすい点
でも、反射型ホロは優れている。一方、透過型ホロは、回折可能なスペクトルが広く、レ
ーザ光源４の許容度が広いが、異なる波長に対応した干渉縞パターンを積層させると、所
望の層以外の層でも所望の波長のコヒーレント光が回折されてしまう。よって、一般には
、透過型ホロは、積層構造にするのが困難である。
【０２５７】
　また、ホログラム記録媒体３０の具体的な形態としては、フォトポリマーを用いた体積
型ホログラム記録媒体３０でもよいし、銀塩材料を含む感光媒体を利用して記録するタイ
プの体積型ホログラム記録媒体３０でもよいし、レリーフ型（エンボス型）のホログラム
記録媒体３０でもよい。
【０２５８】
　なお、光学素子３の具体的な形態は、ホログラム記録媒体３０に限定されるものではな
く、複数の要素拡散領域１９に細かく分割することが可能な各種の拡散部材でもよい。例
えば、各要素拡散領域１９をそれぞれ一つのレンズアレイとするレンズアレイ群を用いて
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光学素子３を構成してもよい。この場合、要素拡散領域１９ごとにレンズアレイが設けら
れ、各レンズアレイが被照明領域１０内の部分領域１０ａを照明するように各レンズアレ
イの形状が設計される。そして、各部分領域１０ａの位置は、少なくとも一部が相違して
いる。これにより、ホログラム記録媒体３０を用いて光学素子３を構成した場合と同様に
、被照明領域１０内の部分領域１０ａごとに照明を行うことができる。
　（第９の実施形態）
【０２５９】
　図３４は、本発明の第９の実施形態による照明装置１の概略構成を示す図である。図３
５は、図３４の照明装置１における光学素子３の平面図である。
【０２６０】
　図３４に示すように、本実施形態による照明装置１は、コヒーレント光を発光するコヒ
ーレント光源４と、コヒーレント光を拡散させる複数の拡散領域（拡散素子）１９を保持
する光学素子３と、複数の拡散領域１９のそれぞれがコヒーレント光の照射位置５２に順
に到達するように光学素子３を移動させる駆動手段５１と、コヒーレント光のタイミング
を制御するタイミング制御部５と、を備えている。
【０２６１】
　このうちコヒーレント光源４としては、たとえば半導体レーザ光源が用いられ得る。発
光強度を高めるために、コヒーレント光源４は、複数のレーザ光源から出光されたコヒー
レント光をファイバーで集光したのち照射位置５２に向けて発光するように構成されてい
てもよい。
【０２６２】
　タイミング制御部５は、コヒーレント光源４からコヒーレント光を発光させるタイミン
グを制御する。
【０２６３】
　具体的には、たとえば、タイミング制御部５は、コヒーレント光源４からコヒーレント
光を発光させるか否か、すなわち発光のオン／オフを制御する。あるいは、タイミング制
御部５は、コヒーレント光源４から発光されたコヒーレント光を光学素子３の入射面に導
光するか否かを切り替えてもよい。後者の場合、コヒーレント光源４と光学素子３との間
に不図示の光シャッタ部を設けて、この光シャッタ部でコヒーレント光の通過／遮断を切
り替えればよい。
【０２６４】
　光学素子３は、コヒーレント光が入射される入射面を有し、この入射面に入射されたコ
ヒーレント光を拡散させて、所定の照明範囲１０を照明する。より具体的には、光学素子
３により拡散されたコヒーレント光は、所定の照明範囲１０を通過した後、実際の照明範
囲を照明する。
【０２６５】
　ここで、所定の照明範囲１０は、光学素子３によって照明されるニアフィールドの照明
範囲である。ファーフィールドの照明範囲は、実際の照明範囲の寸法よりも、角度空間に
おける拡散角度分布として表現されることが多い。本明細書における「所定範囲」という
用語は、実際の被照射面積（照明範囲）に加え、角度空間における拡散角度範囲も包含す
るものとする。したがって、図３４の照明装置１によって照明される照明範囲は、図３４
に示すニアフィールドの照明範囲２１よりもはるかに広い領域となり得る。
【０２６６】
　図３５に示すように、光学素子３の入射面上には、複数の拡散領域１９が配置されてい
る。
【０２６７】
　図示された例では、光学素子３は、円板形状を有している。光学素子３は、光学素子３
の中心軸線がコヒーレント光の照射位置５２に対して偏心するように位置決めされている
。
【０２６８】
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　複数の拡散領域１９の各々は、略台形の形状を有しており、光学素子３の入射面上にお
いて、コヒーレント光の照射位置５２を通る円周に沿って隙間を空けずに配列されている
。
【０２６９】
　駆動手段５１は、例えば回転モーターであり、光学素子３をその中心軸線回りに連続的
に回転させるように構成されている。駆動手段５１により光学素子３が回転されることで
、光学素子３に保持された複数の拡散領域１９のそれぞれは、コヒーレント光の照射位置
５２を順に通過するようになっている。これを光学素子３の静止系から見ると、コヒーレ
ント光の照射位置５２は、光学素子３に保持された複数の拡散領域１９の上を順に走査す
ることになる。
【０２７０】
　ところで、発明が解決しようとする課題の欄でも言及したように、ガルバノミラーやＭ
ＥＭＳミラー等からなる光走査手段を用いてコヒーレント光を走査させる構成では、光源
によってはコヒーレント光のビーム径がガルバノミラーより大きい場合があり、場合によ
ってはガルバノミラーに照射するためにコヒーレント光を絞らなければならない可能性が
ある。しかしながら、コヒーレント光を絞ってしまうと、エネルギー密度が高くなってミ
ラーに損傷等の影響が出る可能性があり、その結果、光出力を下げざるを得ない状況にな
ることがある。また、光源によってはコヒーレント光を絞りすぎると、絞った先（すなわ
ちガルバノミラーの先）でのビームの広がりが大きくなり、光の取り込みが悪くなる場合
がある。これを改善するためには、装置を大きくする必要がある。また、コヒーレント光
を絞らずにガルバノミラーを大型化することも考えられるが、この場合、装置全体が大き
くなってしまうとともに高価になる。また、装置全体を大型化することは、配置の兼ね合
いから難しい。また、ガルバノミラーやＭＥＭＳミラーは構造が複雑であることから、状
況によっては不安定になる場合がある。
【０２７１】
　一方、本実施形態では、上述したように、ガルバノミラーやＭＥＭＳミラー等からなる
光走査手段を用いること無く、コヒーレント光を光学素子３上で走査させることができる
。したがって、コヒーレント光源から発光されたコヒーレント光のビーム径が比較的大き
い場合であっても、コヒーレント光を絞ったり装置全体を大型化したりする必要がない。
また、本実施形態では、回転モーターにより光学素子３を回転させるという単純な構造を
採用しているため、ガルバノミラーやＭＥＭＳミラー等からなる光走査手段に比べて、状
況によって動作が不安定になることが起きにくい。
【０２７２】
　駆動手段５１は、たとえば一定の周期で光学素子３を回転させる動作を繰り返すように
なっており、この周期に同期して、光学素子３に保持された複数の拡散領域１９のそれぞ
れは、コヒーレント光の照射位置５２を順に繰り返し通過する。
【０２７３】
　図３６Ａおよび図３６Ｂは、光学素子３に保持された複数の拡散領域１９がコヒーレン
ト光の照射位置５２に順に到達する様子を示す図である。
【０２７４】
　図３６Ａおよび図３６Ｂに示すように、光学素子３に保持された複数の拡散領域１９の
各々は、入射されたコヒーレント光を拡散させて、所定の照明範囲１０内の対応する部分
領域１０ａを照明する。各拡散領域１９が照明する部分領域１０ａの少なくとも一部は、
拡散領域１９ごとに相違している。すなわち、異なる拡散領域１９が照明する部分領域１
０ａ同士は、少なくとも一部が相違している。
【０２７５】
　具体的には、たとえば、複数の拡散領域１９の各々は、それぞれ相違する干渉縞パター
ンが形成されたホログラム記録媒体を用いて構成され得る。各拡散領域１９に入射された
コヒーレント光は、その拡散領域１９に形成された干渉縞パターンによって回折されて、
所定の照明範囲１０内の対応する部分領域１０ａを照明する。干渉縞パターンを種々に調



(38) JP 6745068 B2 2020.8.26

10

20

30

40

50

整することで、各拡散領域１９により回折すなわち拡散されるコヒーレント光の進行方向
を変えることができる。
【０２７６】
　このように、各拡散領域１９内の各点に入射されたコヒーレント光は、所定の照明範囲
１０内の対応する部分領域１０ａを照明する。また、駆動装置１４が光学素子３を回転方
向に連続的に回転させることで、各拡散領域１９に入射されるコヒーレント光の入射位置
および入射角度が経時的に変化される。一つの拡散領域１９内に入射されたコヒーレント
光は、その拡散領域１９内のどの位置に入射されても、共通の部分領域１０ａを照明する
。これはすなわち、部分領域１０ａの各点に入射されるコヒーレント光Ｌの入射角度が経
時的に変化することを意味する。この入射角度の変化は、人間の目で分解不可能な速さで
あり、結果として、人間の目には、相関のないコヒーレント光の散乱パターンが多重化さ
れて観察される。したがって、各散乱パターンに対応して生成されたスペックルが重ねら
れて平均化され、観察者に観察されることになる。これにより、部分領域１０ａでは、ス
ペックルが目立ちにくくなる。また、各拡散領域１９に入射されるコヒーレント光の入射
位置および入射角度が経時的に変化されるため、各拡散領域１９内の各点で回折されたコ
ヒーレント光はそれぞれ異なる波面を有し、これらの回折されたコヒーレント光が部分領
域１０ａ上に独立に重ね合わされることで、部分領域１０ａではスペックルの目立たない
均一な照度分布が得られる。
【０２７７】
　図３６Ａおよび図３６Ｂでは、各拡散領域１９が、所定範囲１０内のそれぞれ異なる部
分領域１０ａを照明する例を示しているが、部分領域１０ａの一部は隣接する部分領域１
０ａと重なっていてもよい。また、部分領域１０ａのサイズは、拡散領域１９ごとに相違
していてもよい。さらに、拡散領域１９の配列順序に従って、対応する部分領域１０ａが
所定の照明範囲１０内で配列されている必要はない。すなわち、光学素子３上での拡散領
域１９の配列順序と、所定の照明範囲１０内での対応する部分領域１０ａの配列順序とは
、必ずしも一致している必要はない。
【０２７８】
　次に、拡散領域１９を構成するホログラム記録媒体の構造について詳しく説明する。
【０２７９】
　ホログラム記録媒体は、たとえば実物の散乱板からの散乱光を物体光として用いて作製
することができる。より具体的には、ホログラム記録媒体の母体であるホログラム感光材
料に、互いに干渉性を有するコヒーレント光からなる参照光と物体光とを照射すると、こ
れらの光の干渉による干渉縞パターンがホログラム感光材料に形成されて、ホログラム記
録媒体が作製される。参照光としては、コヒーレント光であるレーザ光が用いられ、物体
光としては、たとえば安価に入射可能な等方散乱板の散乱光が用いられる。
【０２８０】
　ホログラム記録媒体を作製する際に用いた参照光の焦点位置からホログラム記録媒体に
向けてコヒーレント光を照射することで、ホログラム記録媒体を作製する際に用いた物体
光の元となる散乱板の配置位置に、散乱板の再生像が生成される。ホログラム記録媒体を
作製する際に用いた物体光の元となる散乱板が均一的な面散乱をしていれば、ホログラム
記録媒体により得られる散乱板の再生像も、均一な面照明となり、この散乱板の再生像が
生成される領域が部分領域１０ａとなる。
【０２８１】
　本実施形態では、光学素子３に保持された複数の拡散領域１９を用いて、所定の照明範
囲１０内の一部だけ照明するような照明制御を行うことができるようにしている。このよ
うな照明制御をホログラム記録媒体を用いて行うには、各拡散領域１９に形成される干渉
縞パターンが複雑になる。このような複雑な干渉縞パターンは、現実の物体光と参照光と
を用いて形成する代わりに、予定した再生照明光の波長や入射方向、および再生されるべ
き像の形状や位置等に基づいて計算機を用いて設計することが可能である。このようにし
て得られるホログラム記録媒体は、計算機合成ホログラム（ＣＧＨ：Computer Generated
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 Hologram）とも呼ばれる。また、各拡散領域１９上の各点における拡散角度特性が同じ
であるフーリエ変換ホログラムを計算機合成により形成してもよい。さらに、所定の照明
範囲１０の光軸後方側にレンズなどの光学部材を設けて、実際の照明範囲のサイズおよび
位置を設定してもよい。
【０２８２】
　光学素子３に保持された複数の拡散領域１９の各々としてホログラム記録媒体を用いる
ことによる利点の一つは、コヒーレント光の光エネルギー密度を拡散により低下できるこ
とである。また、別の利点の一つは、ホログラム記録媒体が指向性の面光源として利用可
能になるため、従来のランプ光源（点光源）と比較して、同じ照度分布を達成するために
必要な光源面上の輝度を低下できることである。これにより、コヒーレント光の安全性向
上に寄与でき、所定の照明範囲１０を通過したコヒーレント光を人間の目で直視しても、
単一点光源を直視する場合に比べ、人間の目に悪影響を与えるおそれが少なくなる。
【０２８３】
　図３４では、コヒーレント光が拡散領域１９で反射して拡散する例を示したが、拡散領
域１９は、コヒーレント光を透過して拡散させるものでもよい。たとえば、拡散領域１９
としてホログラム記録媒体を用いる場合、ホログラム記録媒体は反射型でも透過型でもよ
い。一般に、反射型のホログラム記録媒体（以下、反射型ホロ）は、透過型のホログラム
記録媒体（以下、透過型ホロ）に比べて、波長選択性が高い。すなわち、反射型ホロは、
異なる波長に対応した干渉縞パターンを積層させても、所望の層のみで所望の波長のコヒ
ーレント光を回折させることができる。また、０次光の影響を除去しやすい点でも、反射
型ホロは優れている。一方、透過型ホロは、回折可能なスペクトルが広く、コヒーレント
光源４の許容度が広いが、異なる波長に対応した干渉縞パターンを積層させると、所望の
層以外の層でも所望の波長のコヒーレント光が回折されてしまう。よって、一般には、透
過型ホロは、積層構造にすることが困難である。
【０２８４】
　また、ホログラム記録媒体の具体的な形態としては、フォトポリマーを用いた体積型ホ
ログラム記録媒体でもよいし、銀塩材料を含む感光媒体を利用して記録するタイプの体積
型ホログラム記録媒体でもよい。あるいは、レリーフ型（エンボス型）のホログラム記録
媒体でもよい。
【０２８５】
　本実施形態では、駆動装置１４が、光学素子３により保持された複数の拡散領域１９を
、コヒーレント光の照射位置５２に順に到達させるようになっており、タイミング制御部
５は、各拡散領域１９が照射位置５２に到達するタイミングに同期させて、コヒーレント
光のタイミングを制御するように構成されている。
【０２８６】
　各拡散領域１９にコヒーレント光を照射するか否かをタイミング制御部５により制御す
ることで、所定の照明範囲１０内の任意の領域を選択的に照明することができる。この際
、選択された領域に含まれる各部分領域１０ａは、人間の目では同時に照明されているか
のような速度で、コヒーレント光により順に照明されていく。
【０２８７】
　次に、本実施形態の作用について、照明装置１が車両の前照灯として用いられる場合を
例に説明する。
【０２８８】
　図４６に示すように、所定の照明範囲１０内に前方を走行する車両や対向車両が存在し
ない場合、タイミング制御部５は、ハイビーム（走行用前照灯とも呼ばれる）の規格に適
合する領域（図示された例では、所定の照明範囲１０の全域）を照明するように、コヒー
レント光のタイミングを制御する。
【０２８９】
　具体的には、たとえば、コヒーレント光源４から照射位置５２に向けてコヒーレント光
が発光されるとともに、駆動手段５１により、光学素子３が連続的に回転され、光学素子
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３に保持された複数の拡散領域１９のそれぞれは、コヒーレント光の照射位置５２を順に
通過する。
【０２９０】
　この時、タイミング制御部５は、光学素子３に保持された全ての拡散領域１９にコヒー
レント光が照射されるように、コヒーレント光のタイミングを制御する。これにより、図
４６に示すように、所定の照明範囲１０の全域が照明され、前方を歩行する歩行者５９等
を視認することができる。
【０２９１】
　一方、図４７に示すように、所定の照明範囲１０内に前方を走行する車両６０や対向車
両が存在する場合、タイミング制御部５は、ロービーム（すれ違い前照灯とも呼ばれる）
の規格に適合する領域（たとえば、所定の照明範囲１０のうち水平面より下方の領域）を
照明するように、コヒーレント光のタイミングを制御する。
【０２９２】
　具体的には、たとえば、コヒーレント光源４から照射位置５２に向けてコヒーレント光
が発光されるとともに、駆動手段５１により、光学素子３が連続的に回転され、光学素子
３に保持された複数の拡散領域１９のそれぞれは、コヒーレント光の照射位置５２を順に
通過する。
【０２９３】
　この時、タイミング制御部５は、所定の照明範囲１０内の複数の部分領域１０ａのうち
、ロービームの規格に適合する領域に対応する部分領域１０ａを特定し、特定された部分
領域１０ａに対応する拡散領域１９にはコヒーレント光が照射されるが、他の拡散領域１
９にはコヒーレント光が照射されないように、コヒーレント光のタイミングを制御する。
これにより、図４７に示すように、所定の照明範囲１０のうちロービームの規格に適合す
る領域が照明され、所定の照明範囲１０内の他の領域が非照明となる。これにより、コヒ
ーレント光が前方を走行する車両６０や対向車両の運転者を眩惑してしまうことを防止で
きる。
【０２９４】
　以上のような本実施形態によれば、光学素子３が複数の拡散領域１９を保持しており、
各拡散領域１９は所定の照明範囲１０内の対応する部分領域１０ａを照明するようになっ
ている。駆動手段５１は、複数の拡散領域１９のそれぞれがコヒーレント光の照射位置５
２を順に通過するように光学素子３を移動させる。そのため、コヒーレント光のタイミン
グを制御しない場合には、光学素子３に保持された全ての拡散領域１９においてコヒーレ
ント光が拡散され、全体として所定の照明範囲１０の全域を照明することができる。
【０２９５】
　ここで、本実施形態によれば、それぞれ相違する部分領域を証明する複数の拡散領域１
９に、ガルバノミラーやＭＥＭＳミラー等からなる光走査手段を用いること無く、コヒー
レント光を順に照射して拡散させることができるため、コヒーレント光源４から発光され
たコヒーレント光のビーム径が比較的大きい場合であっても、コヒーレント光を絞ったり
装置全体を大型化したりする必要がない。
【０２９６】
　また、本実施形態によれば、コヒーレント光の照射位置５２を光学素子３上で走査させ
るための構造として、回転モーターにより光学素子３を回転させるという単純な構造を採
用することができるため、ガルバノミラーやＭＥＭＳミラー等からなる光走査手段に比べ
て、状況によって動作が不安定になることが起きにくい。
【０２９７】
　また、本実施形態によれば、コヒーレント光の照射位置５２が各拡散領域１９内で走査
され、各拡散領域１９内の各点に入射されたコヒーレント光は、対応する部分領域１０ａ
の全域を照明するため、所定の照明範囲１０内の各部分領域１０ａにおけるコヒーレント
光の入射角度が経時的に変化することになり、各部分領域１０ａでのスペックルを目立ち
にくくすることができる。
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【０２９８】
　また、本実施形態によれば、各拡散領域１９にコヒーレント光を照射するか否かをタイ
ミング制御部５により制御することで、所定の照明範囲１０内の任意の領域を選択的に照
明することができる。これにより、例えば照明装置１が車両の前照灯として用いられる場
合には、所定の照明範囲１０内のハイビームの規格に適合する領域とロービームの規格に
適合する領域とを容易に切り替えて照明することが可能であり、所定の照明範囲１０内に
前方を走行する車両６０や対向車が存在する場合に、コヒーレント光が前方を走行する車
両６０や対向車の運転者を眩惑してしまうことを防止できる。
【０２９９】
　なお、本実施形態において、タイミング制御部５は必ずしも必須ではない。照明装置１
がハイビーム専用前照灯（走行用前照灯）として用いられる場合など、コヒーレント光を
用いて所定の照明範囲１０の全域を照明するだけで十分である場合には、タイミング制御
部５を省略してもよい。
【０３００】
　なお、上述した本実施形態に対して様々な変更を加えることが可能である。以下、図面
を参照しながら、変形例について説明する。以下の説明および以下の説明で用いる図面で
は、上述した本実施形態と同様に構成され得る部分について、上述の実施形態における対
応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用いることとし、重複する説明を省略する
。また、上述した実施形態において得られる作用効果が変形例においても得られることが
明らかである場合、その説明を省略することもある。
【０３０１】
　（第１０の実施形態）
　図３７は、本発明の第１０の実施形態による照明装置の概略構成を示す図である。
【０３０２】
　図３７に示すように、第１０の実施形態では、光学素子３は、円筒形状を有しており、
光学素子３の外周面が、コヒーレント光が入射される入射面となっている。
【０３０３】
　複数の拡散領域１９の各々は、光学素子３の軸線方向と平行な向きに延びる細長形状を
有しており、光学素子３の入射面、すなわち外周面上において、周方向に沿って配列され
ている。
【０３０４】
　駆動手段５１は、例えば回転モーターであり、光学素子３をその中心軸線回りに連続的
に回転させるように構成されている。駆動手段５１により光学素子３が回転されることで
、光学素子３に保持された複数の拡散領域１９のそれぞれは、コヒーレント光の照射位置
５２を順に通過するようになっている。
【０３０５】
　このような第１０の実施形態によれば、第９の実施形態と同様の作用効果が得られるこ
とに加えて、次のような作用効果が得られる。すなわち、各拡散領域１９を長手方向に広
げて大型化しようとする場合、第９の実施形態では、光学素子３の回転軸線を中心として
左右に２倍のスペースが必要になる。一方、第１０の実施形態では、光学素子３の回転軸
線と平行な向きに１倍のスペースが必要になるだけであり、すなわち装置全体の大きさを
コンパクト化できる。
【０３０６】
　（第１１の実施形態）
　図３８は、本発明の第１１の実施形態による照明装置の概略構成を示す図である。
【０３０７】
　図３８に示すように、第１１の実施形態では、光学素子３は、各々の軸線回りに回転可
能な一組の回転ローラ３ａ、３ｂと、一組の回転ローラ３ａ、３ｂにループ状に掛け渡さ
れた帯状部３ｃと、を有している。図示された例では、一組の回転ローラ３ａ、３ｂの数
は２つであるが、３つ以上であってもよい。一組の回転ローラ３ａ、３ｂは、互いに平行
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に配置されている。帯状部３ｃの外周面が、コヒーレント光が入射される入射面となって
いる。
【０３０８】
　複数の拡散領域１９の各々は、回転ローラ３ａ、３ｂの軸線方向と平行な向きに延びる
細長形状を有しており、帯状部３ｃの外面上において、帯状部３ｃの長手方向、すなわち
帯状部３ｃがループする方向に沿って配列されている。
【０３０９】
　駆動手段５１は、例えば回転モーターであり、少なくとも１つの回転ローラ３ａをその
軸線回りに連続的に回転させるように構成されている。駆動手段５１により少なくとも１
つの回転ローラ３ａが回転されることで、帯状部３ｃがそのループする方向に動かされ、
帯状部３ｃ上に配列された複数の拡散領域１９のそれぞれは、コヒーレント光の照射位置
５２を順に通過するようになっている。
【０３１０】
　このような第１１の実施形態によれば、第１０の実施形態と同様の作用効果が得られる
ことに加えて、次のような作用効果が得られる。すなわち、第１１の実施形態では、第１
０の実施形態に比べて、光学素子３の厚みが薄いため、たとえば車両のボンネットの下な
どの狭いスペースに設置することが容易である。
【０３１１】
　（第１２の実施形態）
　図３９は、本発明の第１２の実施形態による照明装置の概略構成を示す図である。図４
０は、図３９の照明装置における拡散手段の平面図である。
【０３１２】
　図３９および図４０に示すように、第１２の実施形態では、複数の拡散領域１９のそれ
ぞれは、光学素子３の移動方向に対して直角な向き、図示された例では回転方向に対して
直角な放射方向、に延びる細長形状を有している。
【０３１３】
　また、コヒーレント光源４は、光学素子３の移動方向に対して直角な向き、図示された
例では回転方向に対して直角な放射方向に配列されたレーザアレイを有している。レーザ
アレイが拡散領域１９の長手方向と平行に配列されているため、レーザアレイから発光さ
れる複数本のコヒーレント光は、同じ１つの拡散領域１９に同時に入射する。
【０３１４】
　このような第１２の実施形態によれば、コヒーレント光の発光強度を高めることができ
る。
【０３１５】
　（第１３の実施形態）
　図４１は、本発明の第１３の実施形態による照明装置の概略構成を示す図である。
【０３１６】
　図４１に示すように、第１３の実施形態では、それぞれ発光波長域が異なるコヒーレン
ト光を発光する複数のコヒーレント光源４ｒ、４ｇ、４ｂが設けられるとともに、光学素
子３には、発光波長域が異なるコヒーレント光のそれぞれに対応する複数の拡散領域１９
ｒ、１９ｇ、１９ｂを設けられている。そして、所定の照明範囲１０内の各部分領域１０
ａでは、各拡散領域１９ｒ、１９ｇ、１９ｂで拡散された発光波長域が異なるコヒーレン
ト光が重ね合わされて照明されるようになっている。
【０３１７】
　第１３の実施形態によれば、たとえば、コヒーレント光として、赤色のコヒーレント光
と緑色のコヒーレント光と青色のコヒーレント光とを用いる場合、所定の照明範囲１０内
の各部分領域１０ａは、これらの三色が混ざり合って、白色で照明され得る。
【０３１８】
　なお、図４１に示す例では、発光波長域が異なるコヒーレント光のそれぞれに対応する
複数の拡散領域１９ｒ、１９ｇ、１９ｂが共通の光学素子３に保持されていたが、これに
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限定されず、発光波長域が異なるコヒーレント光のそれぞれに対応する複数の拡散領域１
９ｒ、１９ｇ、１９ｂがそれぞれ別個の光学素子３に保持されていて、各光学素子３がそ
れぞれの軸線周りに回転されるように構成されていてもよい。この場合、コヒーレント光
のエネルギーが分散されるため、各光学素子３の温度上昇を抑制することができる。一方
、光波長域が異なるコヒーレント光のそれぞれに対応する複数の拡散領域１９ｒ、１９ｇ
、１９ｂが共通の光学素子３に保持されている場合には、装置全体の大きさがコンパクト
になる。
【０３１９】
　（第１４の実施形態）
　図４３は、本発明の第１４の実施形態による照明装置の概略構成を示す図である。
【０３２０】
　図４３に示すように、第１４の実施形態では、所定の照明範囲１０内に存在する対象物
を検出する対象物検出部２１が設けられている。対象物検出部２１は、タイミング制御部
５に接続されている。
【０３２１】
　対象物検出部２１は、より詳しくは、所定の照明範囲１０内を撮像する撮像装置５３と
、撮像装置５３の撮像結果を画像処理して、所定の照明範囲１０内の対象物を認識する画
像処理部５４と、を有している。
【０３２２】
　撮像装置５３としては、たとえば、所定の照明範囲１０内に存在する対象物から放射ま
たは反射された光を電気信号に変換するＣＣＤが搭載された市販の撮像装置が用いられ得
る。画像処理部５４は、撮像装置５３の撮像結果を画像処理して、所定の照明範囲１０内
に対象物が存在するか否かを判断し、存在すると判断した場合には、所定の照明範囲１０
のうち対象物の少なくとも一部と重なる部分領域１０ａを特定する。
【０３２３】
　タイミング制御部５は、対象物検出部３１により検出された対象物を照明するように、
コヒーレント光のタイミングを制御する。
【０３２４】
　具体的には、たとえば、タイミング制御部５は、画像処理部３１により特定された部分
領域１０ａに対応する拡散領域１９にはコヒーレント光が照射されるが、他の拡散領域１
９にはコヒーレント光が照射されないように、コヒーレント光のタイミングを制御する。
【０３２５】
　第１４の実施形態によれば、たとえば照明装置１が車両の前照灯として用いられる場合
、車両を運転する運転者が所定の照明範囲１０内の照明すべき領域を手動で選択すること
無く、所定の照明範囲１０内の対象物を自動的に照明することができ、運転の安全性が向
上し得る。
【０３２６】
　（第１５の実施形態）
　図４４は、本発明の第１５の実施形態による照明装置の概略構成を示す図である。
【０３２７】
　図４４に示すように、第１５の実施形態では、対象物検出部２１が、照明装置１が設置
された車両の位置情報を取得する位置情報取得部５５と、対象物の位置情報を記憶する記
憶部５６と、位置情報取得部５５により取得された車両の位置情報と、記憶部５６に記憶
された対象物の位置情報とに基づいて、所定の照明範囲１０内の対象物を認識する情報処
理部５７と、を有している。
【０３２８】
　位置情報取得部５５としては、たとえば全地球測位システム（ＧＰＳ）を利用して車両
の位置情報を取得する市販のＧＰＳ受信機が用いられ得る。記憶部５６は、予め広域の地
図データを記憶しているものであってもよいし、車両の現在位置の周囲の地図データのみ
を外部のデータベースから適宜読み出して記憶するものであってもよい。
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【０３２９】
　情報処理部５７、位置情報取得部５５により取得された車両の位置情報と、記憶部５６
に記憶された対象物の位置情報とに基づいて、所定の照明範囲１０内に対象物が存在する
か否かを判断し、存在すると判断した場合には、所定の照明範囲１０のうち対象物の少な
くとも一部と重なる部分領域１０ａを特定する。
【０３３０】
　このような第１５の実施形態によれば、悪天候などの理由により、第１４の実施形態の
撮像装置５３が所定の照明範囲１０内を明瞭に撮像できない場合であっても、記憶部５６
に記憶されている対象物であれば、それを適切に認識して照明することが可能である。
【０３３１】
　（第１６の実施形態）
　図４５は、本発明の第１６の実施形態による照明装置の概略構成を示す図である。
【０３３２】
　図４５に示すように、第１６の実施形態では、照明装置１が設置された車両のハンドル
の回転を検出するハンドル回転検出部５８が設けられている。ハンドル回転検出部５８は
、発光タイミング制御部５に接続されている。
【０３３３】
　発光タイミング制御部５は、ハンドル回転検出部５８により検出されたハンドルの回転
に基づいて、コヒーレント光の発光タイミングを制御するようになっている。
【０３３４】
　具体的には、たとえば、ハンドルが左（または右）に回転される場合、発光タイミング
制御部５は、所定の照明範囲１０内の複数の部分領域１０ａのうち、正面の照明領域に対
応する部分領域１０ａと正面の照明領域に対して左側（または右側）に隣接する照明領域
に対応する部分領域１０ａとを特定し、特定された部分領域１０ａに対応する拡散領域１
９にはコヒーレント光が照射されるが、他の拡散領域１９にはコヒーレント光が照射され
ないように、コヒーレント光の発光タイミングを制御する。これにより、ハンドルが回転
される方向に照明すべき領域の中心が移動され、車両の進行方向の視認性が向上する。
　（第１７の実施形態）
　図４８は、本発明の第１７の実施形態による照明装置１の概略構成を示す図である。
【０３３５】
　図４８に示すように、本実施形態による照明装置１は、コヒーレント光を発光するコヒ
ーレント光源４と、コヒーレント光を拡散させて、所定の照明範囲１０を照明する光学素
子３と、コヒーレント光源４からのコヒーレント光を光学素子３上で走査させる走査部６
と、を備えている。
【０３３６】
　このうちコヒーレント光源４としては、たとえば半導体レーザ光源が用いられ得る。発
光強度を高めるために、コヒーレント光源４は、複数のレーザ光源から出光されたコヒー
レント光をファイバーで集光して発光するように構成されていてもよい。
【０３３７】
　走査部６は、コヒーレント光源４からのコヒーレント光の進行方向を経時的に変化させ
、コヒーレント光の進行方向が一定にならないようにする。この結果、走査部６を出射し
たコヒーレント光は、光学素子３の入射面上を走査するようになる。
【０３３８】
　走査部６は、たとえば図４９に示すように、互いに交差する方向に延在される２つの回
転軸６１、６２回りに回転可能な反射デバイス６３を有する。この反射デバイス６３の反
射面に入射されたコヒーレント光源４からのコヒーレント光は、反射面の傾斜角度に応じ
た角度で反射されて、光学素子３の入射面の方向に進行する。反射デバイス６３を２つの
回転軸６１、６２回りに回転させることで、コヒーレント光は光学素子３の入射面上を２
次元的に走査することになる。反射デバイス６３は、たとえば一定の周期で２つの回転軸
６１、６２回りに回転する動作を繰り返すため、この周期に同期して、光学素子３の入射
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面上をコヒーレント光は繰り返し２次元走査する。
【０３３９】
　光学素子３は、コヒーレント光が入射される入射面を有し、この入射面に入射されたコ
ヒーレント光を拡散させて、所定の照明範囲１０を照明する。より具体的には、光学素子
３により拡散されたコヒーレント光は、所定の照明範囲１０を通過した後、実際の照明範
囲を照明する。
【０３４０】
　ここで、所定の照明範囲１０は、光学素子３によって照明されるニアフィールドの照明
範囲である。ファーフィールドの照明範囲は、実際の照明範囲の寸法よりも、角度空間に
おける拡散角度分布として表現されることが多い。本明細書における「所定範囲」という
用語は、実際の被照射面積（照明範囲）に加え、角度空間における拡散角度範囲も包含す
るものとする。したがって、図４８の照明装置１によって照明される照明範囲は、図４８
に示すニアフィールドの照明範囲１０よりもはるかに広い領域となり得る。
【０３４１】
　図５０は、光学素子３により拡散されたコヒーレント光が所定の照明範囲１０に入射さ
れる様子を示す図である。光学素子３は、入射されたコヒーレント光を拡散させて、全体
として所定の照明範囲１０の全域を照明する。
【０３４２】
　図５０に示すように、光学素子３は、複数の要素拡散領域１９を有している。各要素拡
散領域１９は、入射されたコヒーレント光を拡散させて、所定の照明範囲１０内の対応す
る部分領域１０ａを照明する。部分領域１０ａの少なくとも一部は、要素拡散領域１９ご
とに相違している。
【０３４３】
　具体的には、たとえば、光学素子３は、ホログラム記録媒体を用いて構成され得る。以
下では、光学素子３を構成するホログラム記録媒体に、光学素子３と同じ符号を付して説
明することがある。ホログラム記録媒体１３に入射されて拡散されたコヒーレント光は、
全体として所定の照明範囲１０の全域を照明する。
【０３４４】
　図５０に示すように、ホログラム記録媒体１３は、複数の要素ホログラム領域を有して
いる。以下では、要素ホログラム領域に、要素拡散領域１９と同じ符号を付して説明する
ことがある。複数の要素ホログラム領域１３ａのそれぞれは、入射されたコヒーレント光
を拡散させることにより、所定の照明範囲１０内の対応する部分領域１０ａを照明する。
各要素ホログラム領域１３ａが照明する部分領域１０ａの少なくとも一部は、要素ホログ
ラム領域１３ａごとに相違している。すなわち、異なる要素ホログラム領域１３ａが照明
する部分領域１０ａ同士は、少なくとも一部が相違している。
【０３４５】
　各要素ホログラム領域１３ａには干渉縞パターンが形成されている。よって、各要素ホ
ログラム領域１３ａに入射されたコヒーレント光は、干渉縞パターンによって回折されて
、所定の照明範囲１０内の対応する部分領域１０ａを照明する。干渉縞パターンを種々に
調整することで、各要素ホログラム領域１３ａにより回折すなわち拡散されるコヒーレン
ト光の進行方向を変えることができる。
【０３４６】
　このように、各要素ホログラム領域１３ａ内の各点に入射されたコヒーレント光は、所
定の照明範囲１０内の対応する部分領域１０ａを照明する。また、走査部６は、各要素ホ
ログラム領域１３ａ内をコヒーレント光で走査させることで、各要素ホログラム領域１３
ａに入射されるコヒーレント光の入射位置および入射角度を経時的に変化させる。一つの
要素ホログラム領域１３ａ内に入射されたコヒーレント光は、その要素ホログラム領域１
３ａ内のどの位置に入射されても、共通の部分領域１０ａを照明する。これはすなわち、
部分領域１０ａの各点に入射されるコヒーレント光の入射角度が経時的に変化することを
意味する。この入射角度の変化は、人間の目で分解不可能な速さであり、結果として、人
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間の目には、相関のないコヒーレント光の散乱パターンが多重化されて観察される。した
がって、各散乱パターンに対応して生成されたスペックルが重ねられて平均化され、観察
者に観察されることになる。これにより、部分領域１０ａでは、スペックルが目立ちにく
くなる。また、各要素ホログラム領域１３ａに入射されるコヒーレント光の入射位置およ
び入射角度を経時的に変化されるため、各要素ホログラム領域１３ａ内の各点で回折され
たコヒーレント光はそれぞれ異なる波面を有し、これらの回折されたコヒーレント光が部
分領域１０ａ上に独立に重ね合わされることで、部分領域１０ａではスペックルの目立た
ない均一な照度分布が得られる。
【０３４７】
　図５０では、各要素ホログラム領域１３ａが、所定の照明範囲１０内のそれぞれ異なる
部分領域１０ａを照明する例を示しているが、部分領域１０ａの一部は隣接する部分領域
１０ａと重なっていてもよい。また、部分領域１０ａのサイズは、要素ホログラム領域１
３ａごとに相違していてもよい。さらに、要素ホログラム領域１３ａの配列順序に従って
、対応する部分領域１０ａが所定の照明範囲１０内で配列されている必要はない。すなわ
ち、ホログラム記録媒体１３内での要素ホログラム領域１３ａの配列順序と、所定の照明
範囲１０内での対応する部分領域１０ａの配列順序とは、必ずしも一致している必要はな
い。
【０３４８】
　本実施形態では、走査部６は、コヒーレント光源４からのコヒーレント光を、光学素子
３の入射面上で周期的に走査させるようになっている。この時、所定の照明範囲１０内の
各部分領域１０ａは、対応する要素拡散領域１９において拡散されたコヒーレント光によ
り、人間の目では同時に照明されているかのような速度で順に照明されていく。
【０３４９】
　図４８に戻って、本実施形態による照明装置１は、走査部６の動作を監視する動作監視
手段６４と、動作監視手段６４により走査部６の動作の異変が検知された時に、所定の照
明範囲１０を照明する補助用照明手段６５と、をさらに備えている。
【０３５０】
　具体的には、たとえば、動作監視手段６４は、走査部６の反射デバイス６３を２つの回
転軸６１、６２回りに回転させるモーターに流れる電流値の変化を監視し、電流値が予め
定められた範囲から外れた時に、走査部６の動作に異変が生じた（故障した）と判断する
ように構成されている。
【０３５１】
　本実施形態では、補助用照明手段６５は、動作監視手段６４により走査部６の動作の異
変が検知された時に、コヒーレント光源４と走査部６との間の光路に配置される補助用ミ
ラー６６と、コヒーレント光を拡散させて、所定の照明範囲１０を照明する補助用拡散素
子６７と、を有している。
【０３５２】
　補助用ミラー６６は、通常は、コヒーレント光源４と走査部６との間の光路の外側に位
置決めされている。補助用ミラー６６には、不図示の駆動手段（例えば、モーター）が設
けられている。補助用ミラー６６の駆動手段は、動作監視手段６４による走査部６の異変
検知信号に基づいて、図４８の破線および図５１に示すように、補助用ミラー６６をコヒ
ーレント光源４と走査部６との間の光路に挿入するようになっている。
【０３５３】
　補助用ミラー６６の反射面は、コヒーレント光源４からのコヒーレント光を補助用拡散
素子６７の入射面に向けて反射するような向きで傾斜されている。
【０３５４】
　補助用拡散素子６７は、コヒーレント光が入射される入射面を有し、この入射面に入射
されたコヒーレント光を拡散させて、所定の照明範囲１０を照明する。図示された例では
、補助用拡散素子６７は、入射されたコヒーレント光を拡散させて、所定の照明範囲１０
の全域を照明するようになっているが、これに限定されず、たとえば、所定の照明範囲１
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０内のうち少なくとも正面方向を含む一部の部分領域１０ａを照明するようになっていて
もよい。
【０３５５】
　具体的には、たとえば、補助用拡散素子６７は、干渉縞パターンが形成されたホログラ
ム記録媒体を用いて構成され得る。この場合、補助用拡散素子６７に入射されたコヒーレ
ント光は、干渉縞パターンによって回折されて、所定の照明範囲１０を照明する。
【０３５６】
　次に、光学素子３および補助用拡散素子６７を構成するホログラム記録媒体の構造につ
いて詳しく説明する。
【０３５７】
　ホログラム記録媒体は、たとえば実物の散乱板からの散乱光を物体光として用いて作製
することができる。より具体的には、ホログラム記録媒体の母体であるホログラム感光材
料に、互いに干渉性を有するコヒーレント光からなる参照光と物体光とを照射すると、こ
れらの光の干渉による干渉縞パターンがホログラム感光材料に形成されて、ホログラム記
録媒体１３が作製される。参照光としては、コヒーレント光であるレーザ光が用いられ、
物体光としては、たとえば安価に入射可能な等方散乱板の散乱光が用いられる。
【０３５８】
　ホログラム記録媒体を作製する際に用いた参照光の焦点位置からホログラム記録媒体に
向けてコヒーレント光を照射することで、ホログラム記録媒体を作製する際に用いた物体
光の元となる散乱板の配置位置に、散乱板の再生像が生成される。ホログラム記録媒体を
作製する際に用いた物体光の元となる散乱板が均一的な面散乱をしていれば、ホログラム
記録媒体により得られる散乱板の再生像も、均一な面照明となり、この散乱板の再生像が
生成される領域が所定の照明範囲１０となる。
【０３５９】
　本実施形態では、光学素子３を用いて、仮想照明領域内の一部だけ照明するような照明
制御を行うことができるようにしている。このような照明制御をホログラム記録媒体１３
を用いて行うには、各要素ホログラム領域１３ａに形成される干渉縞パターンが複雑にな
る。このような複雑な干渉縞パターンは、現実の物体光と参照光とを用いて形成する代わ
りに、予定した再生照明光の波長や入射方向、および再生されるべき像の形状や位置等に
基づいて計算機を用いて設計することが可能である。このようにして得られるホログラム
記録媒体１３は、計算機合成ホログラム（ＣＧＨ：Computer Generated Hologram）とも
呼ばれる。また、各要素ホログラム領域１３ａ上の各点における拡散角度特性が同じであ
るフーリエ変換ホログラムを計算機合成により形成してもよい。また、補助用拡散素子６
７を、計算機合成ホログラムから構成してもよい。さらに、所定の照明範囲１０の光軸後
方側にレンズなどの光学部材を設けて、実際の照明範囲のサイズおよび位置を設定しても
よい。
【０３６０】
　光学素子３および補助用拡散素子６７としてホログラム記録媒体を設けることによる利
点の一つは、コヒーレント光の光エネルギー密度を拡散により低下できることである。ま
た、別の利点の一つは、ホログラム記録媒体が指向性の面光源として利用可能になるため
、従来のランプ光源（点光源）と比較して、同じ照度分布を達成するために必要な光源面
上の輝度を低下できることである。これにより、コヒーレント光の安全性向上に寄与でき
、所定の照明範囲１０を通過したコヒーレント光を人間の目で直視しても、単一点光源を
直視する場合に比べ、人間の目に悪影響を与えるおそれが少なくなる。
【０３６１】
　図４８では、コヒーレント光が光学素子３および補助用拡散素子６７を透過して拡散す
る例を示したが、光学素子３および補助用拡散素子６７は、コヒーレント光を拡散反射さ
せるものでもよい。たとえば、光学素子３および補助用拡散素子６７としてホログラム記
録媒体を用いる場合、ホログラム記録媒体は反射型でも透過型でもよい。一般に、反射型
のホログラム記録媒体（以下、反射型ホロ）は、透過型のホログラム記録媒体（以下、透
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過型ホロ）に比べて、波長選択性が高い。すなわち、反射型ホロは、異なる波長に対応し
た干渉縞パターンを積層させても、所望の層のみで所望の波長のコヒーレント光を回折さ
せることができる。また、０次光の影響を除去しやすい点でも、反射型ホロは優れている
。一方、透過型ホロは、回折可能なスペクトルが広く、コヒーレント光源４の許容度が広
いが、異なる波長に対応した干渉縞パターンを積層させると、所望の層以外の層でも所望
の波長のコヒーレント光が回折されてしまう。よって、一般には、透過型ホロは、積層構
造にすることが困難である。
【０３６２】
　また、ホログラム記録媒体の具体的な形態としては、フォトポリマーを用いた体積型ホ
ログラム記録媒体でもよいし、銀塩材料を含む感光媒体を利用して記録するタイプの体積
型ホログラム記録媒体でもよい。あるいは、レリーフ型（エンボス型）のホログラム記録
媒体でもよい。
【０３６３】
　次に、本実施形態の作用について、照明装置１が移動体の前照灯として用いられる場合
を例に説明する。なお、本明細書において、移動体とは３次元空間を移動可能な移動装置
、特に乗り物を意味する。移動体は、例えば、地上を走行する車両、より詳しくは自動車
であってもよいし、あるいは、海上を走行する船舶、海中を移動する潜水艦、空中を移動
する飛行機等であってもよい。
【０３６４】
　所定の照明範囲１０を照明する場合、コヒーレント光源４から走査部６に向けてコヒー
レント光が発光される。走査部６は、コヒーレント光源４からのコヒーレント光を、光学
素子３の入射面上で周期的に走査させる。
【０３６５】
　光学素子３の各要素拡散領域１９に入射するコヒーレント光は、所定の照明範囲１０内
の対応する部分領域１０ａを照明する。この時、所定の照明範囲１０内の各部分領域１０
ａは、対応する要素拡散領域１９で拡散されたコヒーレント光により、人間の目では同時
に照明されているかのような速度で順に照明されていく。走査部６により光学素子３のす
べての要素拡散領域１９がコヒーレント光で走査されることで、所定の照明範囲１０内の
すべての部分領域１０ａが照明され、すなわち所定の照明範囲１０の全域が照明される。
【０３６６】
　次に、走査部６の動作に異変が生じた（故障した）場合を考える。
【０３６７】
　発明が解決しようとする課題の欄でも言及したように、故障した走査部６にコヒーレン
ト光が入射する場合、走査部６を出光するコヒーレント光は光学素子３上の１つの要素拡
散領域１９にのみ入射され、当該要素拡散領域１９で拡散されたコヒーレント光により、
移動体前方の所定の照明範囲１０の一部の部分領域１０ａのみが照明されることになり、
安全性に問題が発生する可能性がある。具体的には、例えば、所定の照明範囲１０の端の
部分領域１０ａのみが照明されることになると、正面方向の視認性を確保することができ
なくなる。
【０３６８】
　一方、本実施形態では、動作監視手段６４は、走査部６の反射デバイス６３を回転させ
るモーターに流れる電流値の変化を監視しており、電流値の変化に基づいて走査部６の動
作の異変を検知する。そして、補助用照明手段６５は、動作監視手段６４による走査部６
の異変検知信号に基づいて、所定の照明範囲１０を照明する。
【０３６９】
　より詳しくは、補助用ミラー６６の駆動手段は、動作監視手段６４による異変検知信号
を受けると、図４８の破線および図５１に示すように、補助用ミラー６６をコヒーレント
光源４と走査部６との間の光路に挿入する。これにより、コヒーレント光源４からのコヒ
ーレント光が、故障した走査部６に入射することが防止される。
【０３７０】
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　コヒーレント光源４と走査部６との間の光路に挿入された補助用ミラー６６は、コヒー
レント光源４からのコヒーレント光を、補助用拡散素子６７の入射面に向けて反射する。
【０３７１】
　補助用拡散素子６７の入射面に入射するコヒーレント光は、補助用拡散素子６７の干渉
縞パターンによって回折されて、所定の照明範囲１０を照明する。図示された例では、所
定の照明範囲１０の全域が照明されているが、正面方向を含む一部の部分領域１０ａのみ
が照明されてもよい。これにより、移動体の正面方向の視認性が確保され得る。
【０３７２】
　以上のように、本実施形態によれば、動作監視手段６４により走査部６の動作の異変が
検知された時に、補助用照明手段６５により所定の照明範囲１０が照明される。具体的に
は、例えば、動作監視手段６４による走査部６の異変検知信号に基づいて、補助用ミラー
６６がコヒーレント光源４と走査部６との間の光路に配置される。コヒーレント光源４か
らのコヒーレント光は、補助用ミラー６６で反射されて、補助用拡散素子６７に入射され
、補助用拡散素子６７で拡散されたコヒーレント光が所定の照明範囲１０を照明する。こ
れにより、走査部６が故障した時でも、移動体の正面方向の視認性を確保することができ
、夜間の運転の安全性を向上することができる。
【０３７３】
　なお、上述した本実施形態に対して様々な変更を加えることが可能である。以下、図面
を参照しながら、変形例について説明する。以下の説明および以下の説明で用いる図面で
は、上述した本実施形態と同様に構成され得る部分について、上述の実施形態における対
応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用いることとし、重複する説明を省略する
。また、上述した実施形態において得られる作用効果が変形例においても得られることが
明らかである場合、その説明を省略することもある。
【０３７４】
　（第１８の実施形態）
　図５２は、本発明の第１８の実施形態による照明装置の概略構成を示す図である。図５
３は、補助用ミラー６６によりコヒーレント光が光学素子３上に入射される様子を示す図
である。
【０３７５】
　図５２および図５３に示すように、第１８の実施形態では、補助用照明装置２０から補
助用拡散素子６７が省略されており、補助用ミラー６６は、コヒーレント光源４からのコ
ヒーレント光を光学素子３に入射させるようになっている。
【０３７６】
　図示された例では、補助用ミラー６６は、光学素子３のうち、所定の照明範囲１０内の
正面方向を含む部分領域１０ａに対応する要素拡散領域１９に、コヒーレント光源４から
のコヒーレント光を入射させるようになっている。
【０３７７】
　第１８の実施形態では、第１７の実施形態と同様に、動作監視手段６４が、走査部６の
反射デバイス６３を回転させるモーターに流れる電流値の変化を監視しており、電流値の
変化に基づいて走査部６の動作の異変を検知する。
【０３７８】
　補助用ミラー６６の駆動手段は、動作監視手段６４による異変検知信号を受けると、図
５２の破線および図５３に示すように、補助用ミラー６６をコヒーレント光源４と走査部
６との間の光路に挿入する。これにより、コヒーレント光源４からのコヒーレント光が、
故障した走査部６に入射することが防止される。
【０３７９】
　コヒーレント光源４と走査部６との間の光路に挿入された補助用ミラー６６は、コヒー
レント光源４からのコヒーレント光を、光学素子３の入射面に向けて反射する。
【０３８０】
　光学素子３の入射面に入射するコヒーレント光は、光学素子３の干渉縞パターンによっ
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て回折されて、所定の照明範囲１０を照明する。図示された例では、補助用ミラー６６か
らのコヒーレント光は、光学素子３のうち、所定の照明範囲１０内の正面方向を含む部分
領域１０ａに対応する要素拡散領域１９に入射する。したがって、当該要素拡散領域１９
で拡散されたコヒーレント光により、所定の照明範囲１０内の正面方向を含む部分領域１
０ａが照明される。
【０３８１】
　このような第１８の実施形態によれば、走査部６が故障した時に、移動体前方の端の部
分領域１０ａのみが照明されることが防止され、少なくとも移動体の正面方向の視認性を
確保することができる。
【０３８２】
　（第１９の実施形態）
　図５４は、本発明の第１９の実施形態による照明装置の概略構成を示す図である。
【０３８３】
　図５４に示すように、第１９の実施形態では、補助用照明装置２０が、コヒーレント光
源４とは別の補助用光源６８を有している。補助用光源６８としては、たとえば、フォグ
ライトなどの移動体に予め備え付けられた別の光源を用いることができる。
【０３８４】
　補助用光源６８は、動作監視手段６４に接続されており、動作監視手段６４による走査
部６の異変検知信号に基づいて、図５４の破線に示すように、所定領域３０を照明するよ
うになっている。
【０３８５】
　このような第１９の実施形態によっても、走査部６が故障した時に、移動体の正面方向
の視認性を確保することができ、夜間の運転の安全性を向上することができる。なお、こ
の場合、コヒーレント光源４が、動作監視手段６４に接続されており、動作監視手段６４
による走査部６の異変検知信号に基づいて、コヒーレント光の発光を停止するようになっ
ていることが、エネルギー消費を抑制する観点から好ましい。
【０３８６】
　なお、光学素子３の具体的な形態は、ホログラム記録媒体に限定されるものではなく、
複数の要素拡散領域１９に細かく分割することが可能な各種の拡散部材でもよい。たとえ
ば、各要素拡散領域１９をそれぞれ一つのレンズアレイとするレンズアレイ群を用いて光
学素子３を構成してもよい。この場合、要素拡散領域１９ごとにレンズアレイが設けられ
、各レンズアレイが所定の角度範囲内の対応する部分領域１０ａを照明するように各レン
ズアレイの形状が設計される。そして、各部分領域１０ａは、少なくとも一部が相違して
いる。これにより、ホログラム記録媒体を用いて光学素子３を構成した場合と同様の作用
効果が得られる。
【０３８７】
　また、上述した実施形態では、コヒーレント光として単一発光波長域のコヒーレント光
を用いていたが、これに限定されず、コヒーレント光源４としてそれぞれ発光波長域が異
なるコヒーレント光を発光する複数のレーザ光源を設けるとともに、光学素子３および補
助用拡散素子６７には、発光波長域が異なるコヒーレント光のそれぞれに対応する複数の
拡散領域を設けることで、所定の照明範囲１０内の各部分領域１０ａでは、各拡散領域で
拡散された発光波長域が異なるコヒーレント光が重ね合わされて照明されるようになって
いてもよい。たとえば、コヒーレント光として、赤色のコヒーレント光と緑色のコヒーレ
ント光と青色のコヒーレント光とを用いる場合、所定の照明範囲１０内の各部分領域１０
ａは、これらの三色が混ざり合って、白色で照明されることになる。
【０３８８】
　また、上述した実施形態では、本発明が移動体の前照灯に適用される場合が例示された
が、本発明が適用される対象は移動体の前照灯に限定されない。本発明は、移動体である
か移動体でないかに関わらず、コヒーレント光源と、光走査手段と、ホログラム等の拡散
素子と、を備えた全ての照明装置に対して適用可能である。
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【０３８９】
　本発明の態様は、上述した個々の実施形態に限定されるものではなく、当業者が想到し
うる種々の変形も含むものであり、本発明の効果も上述した内容に限定されない。すなわ
ち、特許請求の範囲に規定された内容およびその均等物から導き出される本発明の概念的
な思想と趣旨を逸脱しない範囲で種々の追加、変更および部分的削除が可能である。
【符号の説明】
【０３９０】
　１　照明装置、２　照射装置、３　光学素子、４　レーザ光源、５　発光タイミング制
御部、６　光走査部材、７　光源部、１０　被照明領域、１１，１２　回転軸、１３　反
射デバイス、１４　拡散領域部、１５　第１範囲、１６　第１拡散領域、１７　第２範囲
、１８　第２拡散領域、１９　要素拡散領域、２１　対象物検出部、２２　対象物、２３
　照明範囲、２４　イベント検出部、２５　光シャッタ、２６　ビーム径拡張部材、２７
　平行化光学系、３０　ホログラム記録媒体、３１　要素ホログラム領域、３２　ホログ
ラム領域、４１　液晶セル、４２　配向膜、４３　ＴＮ型液晶材料、４４　偏光フィルタ
、５１　駆動手段、５２　照射位置、５３　撮像装置、５４　画像処理部、５５　位置情
報取得部、５６　記憶部、５７　情報処理部、５８　ハンドル回転検出部
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