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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行中の自動車の照明装置から射出される光ビームを、道路の形状に合わせて制御する
方法であって、
　自動車に搭載された少なくとも１つのセンサによって、自動車の動的挙動に関する情報
を少なくとも１つ取得し(30)、該動的挙動に関し取得した情報にのみ基づき第１の照明指
令（ＡＬＧ１）を決定し、
　道路の形状と信頼率とを含む一連のナビゲーション用データを取得し(20)、前記信頼率
を、予め定められた閾値と比較し(40)、
　前記信頼率が前記閾値よりも高い場合には、前記ナビゲーション用データの少なくとも
一部を勘案して第２の照明指令（ＡＬＧ２）を決定し、
　前記信頼率が前記閾値よりも低い場合には、前記第１の照明指令を前記照明装置に与え
　前記方法は、前記信頼率が前記閾値よりも高い場合には、更に、
　　前記第１の照明指令と前記第２の照明指令とを比較し(80)、
　　前記第１の照明指令と前記第２の照明指令との差が所定の閾値よりも小さい場合は、
前記第２の照明指令を前記照明装置に与え(90,100)、
　　前記第１の照明指令と前記第２の照明指令との差が所定の閾値よりも大きい場合は、
前記第１の照明指令を前記照明装置に与える(50,100)
方法。
【請求項２】
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　前記自動車の挙動に関する複数の情報を更に取得することを特徴とする請求項１記載の
制御方法。
【請求項３】
　制御データの円滑操作を更に行う(50)(90)ことを特徴とする請求項１または２記載の制
御方法。
【請求項４】
　前記照明装置の制御は、光ビームの方向を定めるために行われることを特徴とする請求
項１～３のいずれかに記載の制御方法。
【請求項５】
　前記照明装置の制御は、光ビームの大きさと形状を選択するために行われることを特徴
とする請求項１～４のいずれかに記載の制御方法。
【請求項６】
　前記照明装置の制御は、光ビームの点灯・消灯のために行われることを特徴とする請求
項１～４のいずれかに記載の制御方法。
【請求項７】
　道路(１)上を走行する自動車(２)の照明装置(200)から射出される光ビームを、道路の
形状に合わせて制御するためのシステムであって、前記システムは、前記自動車に接続さ
れ前記自動車の挙動に関する情報を提供する少なくとも１つのセンサ(207)を備え、
　前記自動車に搭載されたナビゲーションシステム(208)と、
　請求項１～６のいずれかに記載の方法を実行するための手段を備え、前記センサおよび
前記ナビゲーションシステムによって提供される情報を処理するための装置(206)と、
　照明を制御する手段 (205)と
を具備することを特徴とするシステム。
【請求項８】
　前記ナビゲーションシステムは、少なくとも１つのマッピングシステムと、ＧＰＳとを
含むことを特徴とする請求項７記載の制御システム。
【請求項９】
　前記センサは、自動車に標準装備されているセンサであることを特徴とする請求項７ま
たは８記載の制御システム。
【請求項１０】
　前記センサは、照明制御のために特別に設置される周辺センサであることを特徴とする
請求項７～９のいずれかに記載の制御システム。
【請求項１１】
　前記自動車に標準装備されているセンサと、前記照明制御のため特別に設置される周辺
センサとからなる複数のセンサを具備することを特徴とする請求項７～１０にいずれかに
記載の制御システム。
【請求項１２】
　前記自動車に標準装備されているセンサは、ハンドル操舵角センサ、車輌速度センサ、
方位センサ、または遠心力センサであることを特徴とする請求項９記載の制御システム。
【請求項１３】
　前記照明制御のため特別に設置される周辺センサは、カメラ、白線検出器または霧検出
器であることを特徴とする請求項１０記載の制御システム。
【請求項１４】
　請求項７～１３のいずれかに記載の制御システムを利用してなる自動車の照明装置。
【請求項１５】
　請求項１４記載の照明装置を少なくとも１つ具備する自動車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、道路上で自動車の照明装置（ヘッドライト）から射出される光ビームを、道
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路の形状に合わせて制御する方法に関する。本発明はまた、この方法を実施するシステム
にも関する。
【０００２】
　本発明は、道路上を走行する乗用車やトラックなどの自動車に適用しうるものである。
本発明は特に、このような自動車による照明の分野に適用しうる。
【背景技術】
【０００３】
　道路上を走行する自動車の数は非常に多い。そのため、自動車の照明システムは、第１
に、その自動車が走行する道路に、第２に、その自動車の走行条件に適合させることがで
きるものでなければならない。特に、夜間または悪天候（霧、雨等）の場合には、運転者
が、前方に延びる道路とその境界を、可能な限り視認できることが重要である。換言すれ
ば、安全の問題に関しては、自動車の前方の視界に対する照明を改善し、自動車運転者の
前方の視界を良好にするのが望ましい。
【０００４】
　自動車の照明には２つのタイプがある。道路全体を長い距離にわたって照らし出すいわ
ゆる「ハイビーム」と、対向車線を走行する自動車の運転者を眩惑するのを避けるため、
道路を短い距離だけ照らし出す「ロービーム」とである。ハイビームの場合、各ヘッドラ
イトは、水平線に向けて光ビームを射出する。ロービームの場合、各ヘッドライトは、下
方に向けて、シート状の光で路面を照らし出し、６０～８０ｍの距離にわたって視界を確
保する。
【０００５】
　このような照明を改善するには、ヘッドライトから射出される光の向きを、道路の形状
に合わせて変化させるのが望ましい。換言すれば、ヘッドライトが道路に「追随する」と
き、すなわち道路がまっすぐのときは、自動車の前方をまっすぐに照らし出し、道路が右
または左に曲がっているときは、それぞれ自動車の前方右側または左側を照らし出すのが
望ましい。
【０００６】
　道路形状に追随する照明装置は、すでに公知であり、この新しい機能を有する照明は、
「カーブ対応照明」と呼ばれている。このような装置は、道路の形状を認識するために、
一般には、自動車から入手可能なデータを用いている。
【０００７】
　これらの装置には、自動車の走行軌跡の情報を提供するハンドルの操舵角センサを組み
入れたものがある。その場合、道路の照明は、運転者のハンドル操作に合わせて行われる
。例えば、運転者がハンドルを右に切った場合は、道路が右に曲がっていると仮定し、ヘ
ッドライトは、道路の右側を照らす。他方、運転者がハンドルを動かさないときは、ヘッ
ドライトは、直線に沿って移動する場合や、カーブの手前におけるように、自動車の前方
を照らし出す。
【０００８】
　このような装置は、前方の道路の形状について何の情報も有していないため、道路の曲
がる方向を照らし出すのに、時間的な遅れが生じる。そのため、運転者は、道路の曲がり
始めの位置においては、光ビームが所望の位置を照らし出すのが遅れ、他方曲がり終わる
ときには、光ビームが自動車の車軸方向に戻るのが遅すぎるのに気づくことになる。この
ように、ヘッドライトが照らし出す方向の切替えが遅いと、運転者にとって不快なだけで
なく、安全性も低下することになる。なぜなら、道路の曲率が変化する度に、道路に対す
る照明の方向が不正確なままの時間が生じるからである。
【０００９】
　さらに、このような装置においては、ヘッドライトが照らし出す方向は、運転者のハン
ドル操作のみに依存することになる。また、運転者がハンドル操作を誤った場合、例えば
グローブボックスから何かを取り出している間、ハンドルを切り返してしまったような場
合、道路の形状は変化していないのに、ヘッドライトの照明の方向が、突然変わることが
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ある。
【００１０】
　公知の照明装置の中には、自動車の内部情報を利用して、いくつかの予測を行うものも
ある。例えば、道路が曲がり終わる直前においては、ハンドルの操舵角が道路の曲率に対
応した角度にあるときでも、運転者は、道路の曲がり終わりの箇所と、これまで通過して
きた道路よりもまっすぐな道路の部分とを見ることができるため、通常は自動車を加速さ
せる。このような装置は、光ビームを、道路の中央を照らし出す元の位置に戻すために、
種々の状況に関する情報を組み合わせて利用する。他方、光ビームを元に戻す操作と反対
の方向に作用する情報は用いられない。
【００１１】
　これに関連していうと、運転者は、道路の前方が曲がっていることに気づいたときは、
通常ブレーキをかける。しかし、単にブレーキをかけたという事実からは、運転者が右方
向に曲がるためにブレーキをかけたのか、左方向に曲がるためにブレーキをかけたのか、
あるいは前方に障害物があったからブレーキをかけたのかを知ることはできない。このタ
イプの装置は、限られた場合にだけ、道路の形状を予測して照明を行うことができる。
【００１２】
　他の公知の照明装置の中には、ナビゲーションシステムから得られるデータを利用する
ものもある。このナビゲーションシステムは、マッピングシステムから提供されるデータ
を、ＧＰＳ（全地球測位システム）によって与えられる指令に関連づける。
【００１３】
　このようなナビゲーションシステムがあると、道路の形状を前もって知ることができる
ようになる。例えば、道路前方の所定距離のところで現れるカーブを、前もって認識する
ことができる。したがって、ナビゲーションシステムによって提供される情報により、自
動車の光ビームの方向を予め決定することができ、自動車の走行に先回りして照明を行う
ことができる。このような装置は、欧州特許出願ＥＰ７８０，８２３号と同ＥＰ８８７，
２２９号に詳しく説明されている。
【００１４】
　しかし、ナビゲーションシステムは、現在のところ、精度が非常に低い。所定の位置に
おいて、情報が欠けたり、古いままであったりする（走行時に道路工事が行われていたり
、すでに新しい道路ができている場合などがある）。一国の全体あるいは世界の全体が、
必ずしもマッピングシステムのデータによってカバーされていないことがある。また、ナ
ビゲーションシステムによって提供されるデータに誤りがあることもある。これは、道路
が捩れている場合や、短いトンネルの中に入ったときのＧＰＳ信号の乱れなど、ナビゲー
ションシステムのサブシステムの一つに障害がある場合に見られる。
【００１５】
　また、ナビゲーションシステムによって提供されるデータの誤りは、運転者が、例えば
自分が記憶している位置Ａに向かうべく、ナビゲーションシステムを設定したにも拘らず
、位置Ｂに向かおうと翻意し、ナビゲーションシステムが指示した方向に従わなかった場
合にも見られる。このようなナビゲーションシステムに係る種々の不具合は、好ましくな
いというだけにとどまらず、信頼性の欠如のために、危険な事態を引き起こすこともある
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明の目的は、要するに、上述の公知技術の欠点を克服することである。このため、
本発明は、ナビゲーションシステムから提供される情報と、１つまたは複数のセンサ、特
にハンドルの操舵角センサまたは速度センサのような、動的なパラメータを感知するセン
サから提供される情報との両方を利用する自動車のヘッドライトの制御システムを提供す
る。
【００１７】
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　そのため、本発明では、どの制御方法を採用するかを決定する前に、ナビゲーションシ
ステムの情報とセンサの情報が符号しているかについて、一連のテストを行うことを提案
する。
【００１８】
　第１のテストは、ナビゲーションシステムの情報が、センサの情報と符合するか否かに
係るもので、その信頼率を確定するためのものである。この信頼率は、ナビゲーションシ
ステムからの情報と、マッピングシステム、ＧＰＳおよび自動車に搭載した種々のセンサ
からの情報との符号の程度から算出される値である。この値は、標準化された方法で、ナ
ビゲーションシステムが提供する情報の確かさを示す。
【００１９】
　この信頼率が満足のできる値であるとき、すなわち、予め定めておいた閾値を上回った
ときには、ヘッドライトの制御において、ナビゲーションシステムからの指示を考慮に入
れる。他方、信頼率の値が不十分であるときは、１つまたは複数のセンサ、特に動的なパ
ラメータを感知するセンサからの情報のみを用いて、ヘッドライトの制御を行う。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　より詳しくいうと、本発明は、自動車の照明装置から射出される光ビームを、道路の形
状に合わせて制御する方法であって、自動車に搭載された少なくとも１つのセンサによっ
て、自動車の動きに関連する少なくとも１つの情報を感知する過程と、道路の形状と信頼
率を含むナビゲーションシステムのデータを取得する過程と、前記信頼率を、予め定めら
れた閾値と比較する過程を含み、前記信頼率が前記閾値よりも高い場合には、前記ナビゲ
ーションシステムのデータの少なくとも一部を採用して、前記照明装置に発すべき指令を
決定し、ついで自動車の動きに関連する１つ、または複数の情報のみに基づく指令と比較
する過程を経て、照明に関する有効な指令を決定する方法を提供する。
【００２１】
　上述の信頼率と予め定められた閾値の比較は、上述の過程からなるサイクルを複数回繰
り返してから行うのが好ましい。この比較によって、大きな不一致（正反対もしくは波形
状の較差または急激な較差）があるか否かを検証する。照明に関する最終的な指令は、こ
の比較の結果によって決定される。
【００２２】
　他方、前記信頼率が前記閾値よりも低い場合には、特にヘッドライトの回転角度に関す
る指令が発せられる。この場合（不一致の程度が大きい場合）は、信頼性の高い、自動車
に搭載されたセンサから提供されるデータのみに基づいて、照明に関する指令が決定され
る。
【００２３】
　本発明はまた、道路上を走行する自動車の照明装置から射出される光ビームを、道路の
形状に合わせて制御するためのシステムであって、自動車に接続された少なくとも１つの
センサを備え、自動車の動きに関連する情報を提供するシステムを提供する。このシステ
ムは、自動車に搭載されたナビゲーションシステムと、前記センサおよびナビゲーション
システムによって提供される情報を処理するための装置と、照明のための指令手段とを具
備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、自動車の照明装置から射出される光ビームを、道路の形状に合わせて
制御する方法と、この方法を実施するためのシステム、ならびにこのシステムを利用する
照明装置と、この照明装置を搭載した自動車が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　図１は、ヘッドライト３（「照明装置」ともいう）を具備する自動車２が走行する道路
１を示す。道路1の中央部は、曲率半径Ｒを有する。図１は、自動車２が通る軌跡４を破
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線で示す。ヘッドライト３から射出される光ビームは、この軌跡４に沿って進むのが望ま
しい。
【００２６】
　ヘッドライトの光ビームの位置を決定するためには、「関連距離」と呼ばれる距離Ｌを
算出しなければならない。関連距離Ｌは、光ビームの射出地点（ほぼヘッドライトの取付
け位置に相当する）と照明地点Ｅとの間の曲線距離である。照明地点Ｅは、望ましい照明
の方向５と破線で示す道路中央部の交点である。関連距離Ｌは、走行速度のような自動車
の動きや、カーブ等の道路の形状に係る種々のパラメータに関連しうる。
【００２７】
　道路の形状と前述の交点に関する予測情報を提供することができるナビゲーションシス
テムによれば、関連距離Ｌを正確に算出することができる。例えば、自動車が非常に角度
のあるカーブ、いわゆるヘアピンカーブに接近しているとき、あるいはヘアピンカーブの
ある上り坂、すなわち右カーブと左カーブが交互に続く上り坂に接近しているときには、
ヘッドライトの照射方向を決定するため、ナビゲーションシステムによって提供される情
報を利用することができる。
【００２８】
　しかし、背景技術の項で説明したように、ナビゲーションシステムから提供される情報
は、自動車に搭載したセンサの情報と符合しなかったり、間違っていることがある。そこ
で、本発明の方法では、ナビゲーションシステムから提供される情報を、ハンドル操舵角
センサ、速度センサ、加速度センサ等の自動車に搭載したセンサから提供される情報と照
らし合わせて、両者が符合しているか否かを検証する。
【００２９】
　より詳しくいうと、本発明の方法においては、ナビゲーションシステムから得られる道
路の情報と、自動車が実際に通過する経路、特に自動車がすでに走行し終えた軌跡とが符
合するか否かを継続的に検証する。自動車がすでに走行し終えた軌跡は、自動車に搭載し
たセンサによって提供される情報から決定する。
【００３０】
　このように情報が符合するか否かを検証する目的は、ナビゲーションシステム上は存在
しない道路を走行しようとしたり、行き先を変更したために、ナビゲーションシステムの
指示が遅れているわけではないのに、ナビゲーションシステムの案内に従うことができな
いといった、運転操作上のエラーをできるだけ少なくすることである。本発明の方法にお
いては、このようなエラーがあることを検出した場合には、自動車に搭載したセンサに基
づく制御に切り替える。
【００３１】
　言い換えると、本発明の方法は、ナビゲーションシステムから提供される情報を、自動
車に搭載したセンサから提供される情報と対比し、これら２つの情報が符合するか否か、
すなわち両者の間に誤差はないか否かを検証する過程を含む。２つの情報が符合する場合
には、光ビームの偏向角度を制御する際、ナビゲーションシステムからの情報を取り入れ
る。
【００３２】
　反対に２つの情報が符合しない場合、すなわち、２つの情報の間に誤差がある場合には
、自動車に搭載したセンサからの情報に優先順位が与えられる。ナビゲーションシステム
からの情報は、採用されない。自動車に搭載したセンサからの情報だけが、ヘッドライト
の回転を制御するに当たり、取り入れられる。
【００３３】
　本発明の方法は、「非経験的なナビゲーションシステムによる情報」よりも、「ハンド
ルを動かして得られる経験的な情報」に優位を認めることになる。したがって、本発明の
方法においては、運転者に混乱や不便が生じないように、経験的な情報と非経験的な情報
をつき合わせて、光ビームの偏向を制御する。
【００３４】
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　換言すれば、本発明の方法においては、照明システムに過誤が生じる危険を排除するた
め、ナビゲーションシステムの信頼率が相当であるか否か、すなわち、予め定めておいた
閾値を上回るか否かを検証するため、ナビゲーションシステムの情報を、自動車に搭載し
たセンサのいわゆる経験的データと比較する。経験的データは、実質的に、照明システム
が作動している最後の位置に関連するデータとなる。
【００３５】
　ナビゲーションシステムによって提供される情報（例えば信頼率、道路がまっすぐか否
か、道路工事中か、交差点がないか等）は、マッピングシステムによって提供されるデー
タとＧＰＳによって提供されるデータ、および場合によっては、ナビゲーションシステム
の内部または外部にある種々のセンサによって提供されるデータとが組み合わされたもの
である。
【００３６】
　例えば、ＧＰＳが使えない場所にいるときは、信頼率は非常に低くなる。他方、自動車
とともに移動するセンサから提供される情報の多くは、実際の出来事に基づくため信頼性
が高い。
【００３７】
　信頼率は、閾値と比較される。閾値を下回った場合には、ナビゲーションシステムによ
るデータは、採用されない。したがって、本発明の方法においては、信頼率を勘案して、
ナビゲーションシステムによって提供される情報を、取り入れるか取り入れないかを決定
する。
【００３８】
　ナビゲーションシステムからの情報と、自動車に搭載したセンサからの情報とを組み合
わせて用いることも可能である。このような情報の組み合わせは、例えば、自動車の位置
に関するナビゲーションシステムの信頼率が低下傾向にあるが、所定の閾値を下回るまで
には至っていないような場合に行うことができる。
【００３９】
　ナビゲーションシステムによる非経験的なデータとハンドルを動かして得られる経験的
なデータの組み合わせは、「穏やかに」行われる。すなわち、急にあるいは突発的に行わ
れることはなく、また何度も繰り返して行われることもない。
【００４０】
　ナビゲーションシステムが案内モードになっていないときは、交差点に接近しつつある
場合に、交差点からどちらの方向に進むのかを判断するのは不可能である。しかし、ウィ
ンカーの点滅、経路の変更、ハンドルの操舵角等を観察すれば、どの経路を好ましいもの
として選択したかが分かる。
【００４１】
　本発明によれば、ナビゲーションシステムを用いて予見した経路が誤りであると分かっ
たら、直ちに自動車に搭載したセンサからの情報に戻ることができる。
【００４２】
　図２は、本発明における過程の流れ図である。本発明の方法の目的は、自動車のヘッド
ライトから射出される光ビームの方向を、自動車の進路を予測して制御することである。
本発明の方法は、運転者が、ヘッドライトを点灯すると決定してから、実施することがで
きる。本発明の方法はまた、運転者がイグニッションを点火したら、すなわちエンジンが
始動したら、継続的に実施されるようにすることもできる。本発明の方法の開始過程を、
図２に符号10で示す。
【００４３】
　本発明の方法においては、最初にナビゲーションシステムからの情報を収集する（過程
20）。これと並行して、ハンドル操舵角のセンサなど自動車に搭載したセンサ（センサの
種類により複数のセンサの場合もある）からも、情報を収集する（過程30）。
【００４４】
　ついで、ナビゲーションシステムの信頼率を評価する（過程40）。信頼率は、ナビゲー
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ションシステムから提供される情報のうちの１つである。この信頼率が低い場合、すなわ
ち、所定の閾値を下回る場合には、ナビゲーションシステムから得られるデータは、採用
されない。この場合、ヘッドライトの回転角度は、過程50において決定される。
【００４５】
　過程50においては、センサからのデータのみを採用するアルゴリズムＡＬＧ１を用いる
。このアルゴリズムＡＬＧ１によれば、ヘッドライトの回転角度の理論的な値が得られる
。この回転角度の理論値は、自動車に搭載したセンサからのデータのみを採用して得るも
のである。ヘッドライトの回転が急激なものとならないよう、過程50においては、回転角
度の理論値は、照明装置の以前の位置に関連する情報を含む、いわゆる経験的なデータの
各項目と比較される。
【００４６】
　照明装置の以前の位置が理論的に移行すべきとされた位置と大きくずれている場合には
、照明装置の位置を理論的に得られる位置に向けて徐々に移動させる。なお、この移動に
係る速度も定められる。
【００４７】
　アルゴリズムＡＬＧ１によって求められる理論的な位置に到達するためには、いくつか
の操作サイクルが必要となる。アルゴリズムＡＬＧ１またはアルゴリズムＡＬＧ２（その
機能は以下で説明する）の助けを借りて、理論的に得られる位置に照明装置を移動する操
作を、以下では「円滑操作」と呼ぶ。
【００４８】
　信頼率が相当なものであるとき、すなわち所定の閾値を上回るときは、ナビゲーション
システムのデータを利用するアルゴリズムＡＬＧ２を用い、過程60において、ヘッドライ
トの回転角度の理論値を計算する。
【００４９】
　この場合には、過程60と並行して、過程70において、アルゴリズムＡＬＧ１により、採
用すべきデータが自動車に搭載したセンサからのデータのみであるかのように、照明装置
のとるべき理論的な位置を算出する。
【００５０】
　ついで、本発明の方法においては、過程70で得られた結果と、過程60で得られた結果と
が対比される（過程80）。この過程80は、異なるパラメータと異なるアルゴリズムを用い
た２つの過程の結果の不一致を見るためのものである。
【００５１】
　不一致の程度が小さい場合（換言すれば、一致の程度が良好な場合）は、ヘッドライト
の回転は、過程９０で行われる計算の結果により制御される。過程90は、過程50において
アルゴリズムＡＬＧ１をアルゴリズムＡＬＧ２で置き換えただけの、過程50と類似したも
のである。過程90は、自動車のセンサからのデータだけではなく、ナビゲーションシステ
ムからのデータも、パラメータとして採用する。また、過程50におけるように、アルゴリ
ズムＡＬＧ２を用いて理論的に得られた位置に向けて、ヘッドライトを徐々に移動させる
円滑操作も行われる。
【００５２】
　過程60と過程70の結果の不一致の程度が大きい場合には、過程50において、先に説明し
た操作を繰り返して行う。この不一致という概念は、経験的なデータと、表示された一連
の非経験的なデータとに適用されるものである。例えば、ナビゲーションシステムが、走
行中の自動車と地点Ｅとの間の道路はまっすぐであると表示しているのに、ハンドルの操
舵角がゼロとは著しく違う場合には、運転者はマッピングシステムに入力されていない道
路を走行している蓋然性が高い。ただし、アルゴリズムＡＬＧ１とアルゴリズムＡＬＧ２
から得られるヘッドライトの各回転角度は、互いに不一致とはいえないまでも、大きく異
なる場合がある。
【００５３】
　最終過程100は、照明装置に、過程90または過程50で策定された照明に関する指令を伝
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達する過程である。ついで、これまでのサイクルが、過程10から再度行われる。
【００５４】
　すでに述べたように、ハンドル操舵角センサのように、自動車に搭載した単一のセンサ
から得られるデータを用いることもできるし、複数のセンサから得られるデータを用いる
こともできる。
【００５５】
　図３は、本発明に係る制御システムを備える自動車のヘッドライトを示す。この図には
、光学ガラスまたはカバーガラス201と、可動支持台202に取り付けられた光源203とを具
備するヘッドライト200が示されている。ボールジョイントのような回転装置204に関連づ
けられた支持台202は、モータ205によって駆動される。
【００５６】
　本発明に係る制御システムはまた、自動車に搭載したセンサ207と、ナビゲーションシ
ステム208とからデータを受け取るデータ処理装置206を備えている。データ処理装置206
は、本発明に係る方法の過程20～過程100を実施し、モータ205に対して指令を送る。デー
タ処理装置206は、照明制御装置であり、ナビゲーションシステム自体でもあり、さらに
、自動車上でコンピュータによる計算や電子処理を行う装置でもある。
【００５７】
　センサ207は、ナビゲーションシステムの内部または外部のものとして自動車に搭載し
た、速度センサ、加速度センサ、ハンドル操舵角センサ、道路カーブセンサあるいは遠心
力センサなどの自動車に標準装置されるセンサである。
【００５８】
　センサ207は、複数のセンサから構成することもできる。また、センサ207は、カメラ、
霧検出器、白線センサ等の、照明制御のため特別に設けられる周辺センサであってもよい
。複数のセンサの中には、運転者の挙動に関する情報をリアルタイムで提供する自動点滅
装置を含ませることもできる。
【００５９】
　自動車に搭載されたセンサは、一般に信頼性の高い情報を提供する。なぜなら、この情
報は、リアルタイムで測定されたものであるからである。他方、白線センサ等の周辺セン
サからの情報は、単独で採用されることはない。なぜなら、地表のマークは、降り注ぐ雨
のために、全部または一部が消えたりかすれたりして、読み誤ることがあるからである。
しかし、この情報は、自動車の他のセンサから提供される情報と関連づけられて、自動車
の軌跡を予測するのに寄与する場合がある。また、周辺センサから提供される情報は、自
動車の軌跡予測に係るセンサ以外のセンサから提供される情報と組み合わされる場合もあ
る。
【００６０】
　本発明の変形例においては、白線センサから提供される情報は、ナビゲーションシステ
ムから提供される情報の信頼率が低いときは、この情報に取って替わる。
【００６１】
　カメラを自動車に固定して、周辺センサとして使うこともできる。数多くの画素を備え
たカメラであれば、大量のデータを提供することができる。ただし、このデータは、必要
なものかどうかを検証するため、テストにかけるべきである。その場合、カメラから提供
される情報の信頼性の指数を算定し、その指数から、この情報を採用するか否かを判断す
ることができる。
【００６２】
　ナビゲーションシステム２０８は、運転者がとるべき進路を指示することができるよう
、通常は、互いに関連づけられたＧＰＳとマッピングシステムとを備えている。したがっ
て、このナビゲーションシステムは、シリアルコネクション、あるいはＣＡＮネットワー
クのような多重送信ネットワーク等の専用リンクを介して、自動車の位置、想定される経
路、および交差点についての情報を提供する。
【００６３】
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　自動車に搭載されたセンサと関連づけられたナビゲーションシステムは、照明制御のた
めのコンピュータあるいはデータ処理装置が、ナビゲーションシステムから入手できる情
報を利用し、自動車の照明機能を改善できるような環境を整える。実際には、照明制御用
のコンピュータは、上述の情報を受け取ることができるようにナビゲーションシステムと
接続すれば、上述の目的を達成することができる。
【００６４】
　これまでに説明してきた本発明の方法には、この方法の信頼性を確証できる多くの用途
がある。まず、上述のように、自動車のヘッドライトの向きを調整する用途に適用できる
。
【００６５】
　次に、本発明の方法は、自動車が左側通行とされている国から、右側通行とされている
国に、自動車で移動する際に、自動車が道路を照明する態様を調整する用途にも適用でき
る。例えば、自動車が英国からフランスに入る場合には、フランスの国内を走行する自動
車のように、光ビームの方向と形状を、主に自動車の右側を照らし出すように、自動的に
変更することができる。
【００６６】
　ナビゲーションシステムは、自動車がフランスにいるか英国にいるかを探知できるため
、本発明によれば、照明の方向の制御を自動的に行うことができる。
【００６７】
　さらに、本発明の方法は、トンネル、屋内駐車場あるいは日の当たらない場所に出入り
する際にも適用できる。この場合、ナビゲーションシステムが関連する情報を提供すると
、自動車のヘッドライトは、自動車が日の当たらない場所に入る前に点灯される。この場
合、制御されるのは、光ビームの方向ではなく、ヘッドライトの点灯と消灯である。
【００６８】
　これ以外にも、本発明は、街路の照明に適用することができる。この用途においては、
ナビゲーションシステムが関連する情報を提供する場合、すなわちその情報の信頼率が高
い場合には、自動車が交差点に差しかかったときに、運転者と歩行者の双方が互いに相手
を捉え、また道路についても、視覚可能な範囲が広がるように、光ビームは平坦に広がる
。この用途においては、ヘッドライトの制御は、光ビームの方向だけでなく、その大きさ
についても行われる。
【００６９】
　本発明はさらに、高速道路での走行にも適用できる。この用途においては、ナビゲーシ
ョンシステムが、自動車が高速道路に入ることを予見した場合には、自動車の照明システ
ムを高速道路走行用に切り替える。この場合、本発明により、高度前方照明システムに属
するヘッドライトの１つまたは複数の要素を、必要に応じて動かすようにすることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】光ビームを最適な方向に向けることが要求される走行中の自動車の軌跡を模式的
に示す平面図である。
【図２】本発明の方法における各過程の操作を説明する流れ図である。
【図３】本発明に係る光ビーム制御システムを備えた自動車のヘッドライトを模式的に示
すブロック図である。
【符号の説明】
【００７１】
１　道路
２　自動車
３　ヘッドライト
４　軌跡
５　望ましい照明の方向
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200　ヘッドライト
201　カバーガラス
202　可動支持台
203　光源
204　回転装置
205　モータ
206　データ処理装置
207　センサ
208　ナビゲーションシステム

【図１】 【図２】
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