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(57)【要約】
【課題】　運転者の顔向き動作と車両の走行状況に関連
する車両信号を検出した上で照明範囲を適切に制御して
運転者における視認性を高め、車両の安全走行を確保し
た車両用ランプ制御システムを提供する。
【解決手段】　運転者の顔向き動作を検出する顔向き検
出部１２と、車両の走行状況に伴う車両信号を検出する
車両信号検出センサー６１～６５と、運転者の顔向き動
作と車両信号に基づいて車両の走行状況を判定する走行
状況判定部２１と、走行状況判定部２１の判定結果に基
づいて照明用のランプＬＳＬ，ＲＳＬ，ＬＳＢＬ，ＲＳ
ＢＬの照明範囲を変更制御するランプ制御部２２とを備
える。顔向き動作のみ、あるいは車両信号のみで走行状
況を判定する場合に比較してより高い信頼度で車両の走
行状況を判定でき、走行状況に最適な照明が確保できる
。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に設けられた照明用のランプの照明範囲を変更制御するためのランプ制御システム
であって、当該車両の運転者の顔向き動作を検出する顔向き検出手段と、当該車両の走行
状況に伴なう車両信号を検出する車両信号検出手段と、前記顔向き動作と前記車両信号に
基づいて当該車両の走行状況を判定する走行状況判定手段と、前記走行状況判定手段の判
定結果に基づいて前記照明範囲を変更制御するランプ制御手段とを備えることを特徴とす
る車両用ランプ制御システム。
【請求項２】
　前記車両信号は、車両の車速信号、操舵角信号、ターンシグナル信号、バック信号の少
なくとも一つを備えることを特徴とする請求項１に記載の車両用ランプ制御システム。
【請求項３】
　前記車両信号検出手段はナビゲーション装置を含み、当該ナビゲーション装置から得ら
れる当該車両の周辺領域の道路情報を車両信号の一つとして構成していることを特徴とす
る請求項２に記載の車両用ランプ制御システム。
【請求項４】
　前記ランプは車両の前方を照明するヘッドランプと、車両の側方を照明するサイドラン
プと、車両の後方を照明するバックランプを含むことを特徴とする請求項１ないし３のい
ずれかに記載の車両用ランプ制御システム。

 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は自動車等の車両の前照灯や補助灯等の照明に用いられる車両ランプの照明範囲
を適切に制御して安全走行を確保するようにした車両用ランプ制御システムに関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の走行の安全性を高めるために、自動車の走行中に運転者の顔の向きを検出し、
顔の向きが変化したときに自車の前照灯（ヘッドランプ）の照明範囲を顔の向きに追従す
るように制御し、あるいは自動車に設けたベンディングランプやコーナランプ等の補助灯
の点灯を制御し、これにより運転者の顔の向いた方向の領域の照明を確保するようにした
ランプ制御システムが提案されている。例えば、特許文献１には、運転者の顔を撮像し、
得られた顔画像を画像解析することで顔の向きと視線方向を検出し、検出した顔の向きや
視線の方向から運転者の視認意図を判断し、この判断に基づいて補助灯の照射方向を可変
する技術が提案されている。また、特許文献２には、同様に撮像した顔画像から運転者の
顔の向きを検出し、さらに検出した顔の向きとそのときの車両方向（車両の直進方向）と
のなす角を検出した上で前照灯の照明光軸を顔の向きの方向に偏向補正する技術が提案さ
れている。
【特許文献１】特開平９－７６８１５号公報
【特許文献２】特開２００７－２６１３１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１，２の技術はいずれも検出した運転者の顔の向きに基づいてランプ制御を行
う技術であるため、これらの技術を実際に適用した場合には種々の問題が生じることがあ
る。例えば、特許文献１では顔の向きや顔向き角度の大きさに基づいて補助灯の照射方向
を可変しているため、運転者が脇見をした場合のように走行方向とは異なる方向を見た場
合にもこれに追従して補助灯の照射方向が変化されてしまう場合がある。特許文献１では
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顔の向きの変化が過大な場合にはサイドミラーの確認動作であると判断して補助灯の制御
を排除することも行っているが、これでは運転者が当該方向にある障害物を確認しようと
したような場合には補助灯の制御が停止されてしまい当該障害物を確認することが難しく
なる。また、特許文献２では顔の向きと車両（進行）方向とのなす角に基づいて前照灯の
照明軸を補正しているため特許文献１と同様に運転者が脇見をしたような場合にも前照灯
の照明軸が変化してしまう。このように、自動車の安全走行とは直接に関係の無い運転者
の顔の向きの変化によってランプの照射方向が変化されると、運転者が煩わしさを感じた
り、無駄なエネルギー消費になってしまう。その一方で、運転者の顔向き動作に正確に追
従した照明範囲の制御が行われなくなり、特に運転者が視認しようとする領域や自動車の
走行先領域の照明が不十分なものになり、走行の安全性を確保する上での障害になってし
まう。
【０００４】
　本発明の目的は、運転者の顔向き動作と車両の走行状況に関連する車両信号をそれぞれ
検出した上で照明範囲を適切に制御することで運転者における視認性を高め、車両の安全
走行を確保することを可能にした車両用ランプ制御システムを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の車両用ランプ制御システムは、車両の運転者の顔向き動作を検出する顔向き検
出手段と、車両の走行状況に伴なう車両信号を検出する車両信号検出手段と、運転者の顔
向き動作と車両信号に基づいて車両の走行状況を判定する走行状況判定手段と、走行状況
判定手段の判定結果に基づいて車両に設けられた照明用のランプの照明範囲を変更制御す
るランプ制御手段とを備えることを特徴とする。ここで、本発明における顔向き動作の検
出は、運転者の顔の正面が車両の直進方向に対してなす角度の変化により検出する。また
、本発明におけるランプの照明範囲の変更制御は、車両全体としての照明面積を変化制御
することであり、特許文献２のように単にランプの照明方向を変更するものではない。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、運転者の顔向き動作と、車両の走行状況の変化に伴って検出される車
両信号とで車両の走行状況を判定しているので、顔向き動作のみ、あるいは車両信号のみ
で走行状況を判定する場合に比較してより高い信頼度で車両の走行状況を判定できる。そ
して、この走行状況の判定に基づいて補助ランプの点灯・消灯を制御して既存のヘッドラ
ンプやバックアップランプの照明範囲に補助ランプの照明範囲を加えることで車両全体と
してのランプの照明範囲を変更制御することにより、車両の走行状況に最適な照明状態、
特に、運転者が視認しようとする、あるいは視認すべき領域を照明するように照明範囲が
自動制御されることになり、運転者に照明のための操作を要求することなく最適な照明環
境を設定し、運転者における視認性を高めて走行の安全性を確保することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明の実施の形態として、顔向き検出手段は、例えば、運転者の正面に配置された撮
像装置により運転者の顔を撮像し、得られた顔画像を画像解析して運転者の顔向きを検出
するように構成してもよい。画像解析の手法は特に限定されるものでない。あるいは、そ
の他の方法によって運転者の顔向きを検出するようにしてもよい。
【０００８】
　本発明の実施の形態において、車両信号検出手段により検出される車両信号は、車両の
車速信号、操舵角信号、ターンシグナル信号、バック信号の少なくとも一つを備える。ま
た、車両信号検出手段はナビゲーション装置を含むことができ、当該ナビゲーション装置
から得られる車両の周辺領域の道路情報を車両信号の一つとして構成してもよい。車両信
号の数を多くすればそれだけ多様な車両の走行状況に対応でき、車両の走行状況をより正
確に判定することができる。
【０００９】
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　本発明の実施の形態として、ランプは、例えば、車両の前方を照明するヘッドランプと
、車両の側方を照明するサイドランプと、車両の後方を照明するバックランプを含む。ま
た、ヘッドランプは照明光軸を左右にスイブル制御できるように構成してもよく、ヘッド
ランプのみでも車両の前方領域の照明範囲を左右に変更することできる。サイドランプや
バックランプは点灯・消灯を制御することで、既存のヘッドランプやバックアップランプ
による照明範囲に加えて車両の側方領域及び後方領域を照明し、これら領域の照明範囲を
変更することができる。本発明のランプはこれらのランプに限られるものではなく、必要
に応じて照明領域が異なる複数のランプを備えることが可能である。
【実施例１】
【００１０】
　次に、本発明の実施例１を説明する。図１は本発明のランプ制御システムを適用した自
動車の概略構成と各ランプの照明範囲を併せて示す平面模式図、図２はシステムのブロッ
ク構成を示す図である。図１において、自動車ＣＡＲの前部の左右には自車の前方を照明
するための左と右の各ヘッドランプ（前照灯）ＬＨＬ，ＲＨＬが配設される。前記左右の
ヘッドランプＬＨＬ，ＲＨＬは、それぞれハイビームランプＨＢＬとロービームランプＬ
ＢＬを備えるいわゆる４灯式ランプとして構成されており、左右のロービームランプＬＢ
Ｌによって同図に点描する前方領域ＦＡを照明する配光特性となっている。また、各ヘッ
ドランプＬＨＬ，ＲＨＬの各ロービームランプは、図２に示すように、スイブル（偏向）
機構ＳＶでの制御によって照明光軸を水平左右方向にスイブル制御し、さらにはレベリン
グ（上下）機構ＬＶでの制御によって照明光軸を垂直上下方向にレベリング制御すること
が可能に構成されている。これらスイブル機構とレベリング機構は既に広く知られている
機構であるので、ここでは詳細な説明は省略する。また、図１において、各ヘッドランプ
ＬＨＬ，ＲＨＬには、自車の左右の前側方領域ＲＳＡ，ＬＳＡを照明するための補助灯と
しての左右サイドランプＬＳＬ，ＲＳＬが組み込まれている。一方、前記自動車ＣＡＲの
後部左右にはそれぞれ既存のリアランプＬＲＬ，ＲＲＬが設けられており、このリアラン
プＬＲＬ，ＲＲＬの一部として自車の中央後方領域ＢＡを照明するためのバックアップラ
ンプＬＢＵＬ，ＲＢＵＬが設けられているが、これに加えて自車の左右の後方領域ＬＳＢ
Ａ，ＲＳＢＡを照明するための補助灯であるサイドバックランプＬＳＢＬ，ＲＳＢＬが自
動車ＣＡＲの左右のサイドミラーの各一部に組み込まれている。
【００１１】
　一方、図１において、前記自動車ＣＡＲの車室内の運転席の正面位置、例えばステアリ
ングホイールＳＴＷの近傍位置には運転者ＤＲの顔を正面方向から撮像するための顔向き
検出カメラ３が配置され、フロントガラス上部の例えば図には表れないルームミラーの近
傍には自車の前方の広い領域を撮像するための周辺監視カメラ４が配置される。これらの
カメラ３，４はいずれも例えばＣＣＤ撮像素子あるいはＣＭＯＳ撮像素子等の半導体撮像
素子を用いたカメラで構成される。また、ダッシュボードにはナビゲーション装置５が配
設される。このナビゲーション装置５からは、自車が現在走行している地図上の位置情報
や、自車が現在走行している地域ないしその周辺領域の道路情報、特に現在走行している
道路のカーブ（曲路）や交差点、坂道、踏切等の情報が道路信号として出力される。
【００１２】
　さらに、前記自動車ＣＡＲには、図１には示されていないが図２に示すように、前記ヘ
ッドランプＬＨＬ，ＲＨＬを点灯させるための照明スイッチのオン・オフ状態、すなわち
ヘッドランプＬＨＬ，ＲＨＬの点灯状態を検出してヘッドランプ信号を出力するヘッドラ
ンプセンサー６１、運転者によって操舵されたときの前記ステアリングホイールＳＴＷに
よる操舵角を検出して操舵角信号を出力するステアリング角センサー６２、自動車ＣＡＲ
の変速機のギア位置信号、特にバック（後退）にギアが入れられた状態を検出可能なギア
ポジションセンサー６３、自動車ＣＡＲの車速を検出して車速信号を出力する車速センサ
ー６４、自動車ＣＡＲの図には表れない左右のターンシグナルランプを点灯させるための
ターンシグナルスイッチを操作したときのターンシグナル信号を出力するターンセンサー
６５が配設される。
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【００１３】
　そして、図２に示すように、前記顔向き検出カメラ３と周辺監視カメラ４で撮像した撮
像信号は画像処理ＥＣＵ（Electronic Control Unit ）１に入力され、この画像処理ＥＣ
Ｕ１において運転者ＤＲの顔向きが検出され、また自車の前方領域の道路状況、特に障害
物が検出される。なお、ここで障害物は自車の安全走行の障害になる物を意味しており、
例えば路上に存在する建造物やその他の異物、並びに他車や歩行者を含む広い意味で用い
ている。また、前記画像処理ＥＣＵ１の検出信号は制御ＥＣＵ２に入力される。この制御
ＥＣＵ２には前記した各センサー６１～６５及びナビゲーション装置５の各出力も入力さ
れている。制御ＥＣＵ１はこれら画像処理ＥＣＵ１からの信号と各センサー６１～６５か
らの信号とナビゲーション装置５からの信号とに基づいて自動車ＣＡＲの現在の走行状況
を判定し、この判定に基づいて前記ヘッドランプＬＨＬ，ＲＨＬやバックアップランプＬ
ＢＵＬ，ＲＢＵＬの点灯・消灯制御はもとよりロービームランプＬＢＬのスイブル制御や
レベリング制御を実行し、さらには補助灯としてのサイドランプＬＳＬ，ＲＳＬやサイド
バックランプＬＳＢＬ，ＲＳＢＬの点灯・消灯の制御を実行する。
【００１４】
　図２に示すように、画像処理ＥＣＵ１は、周辺監視部１１と顔向き検出部１２とを備え
ている。周辺監視部１１は周辺監視カメラ４で撮像した撮像信号を所定の時間タイミング
で取り込んで画像認識し、自動車ＣＡＲの前方の道路の路肩や、道路に描かれたレーンマ
ークを検出する。また、道路上に存在する建造物や異物、さらに他車や歩行者等の障害物
を検出する。そして、これらの検出した情報を周辺監視情報として出力する。前記顔向き
検出部１２は顔向き検出カメラ３で撮像した運転者ＤＲの顔画像の撮像信号を所定の時間
タイミングで取り込んで画像認識し、運転者の顔向きを検出してこれを顔向き情報として
出力する。顔向き検出部１２での顔向き検出については特許文献１，２にも記載されてい
るように種々の手法が存在するが、ここでは本出願人が先に特願２００７－２４２９４１
で提案している手法を用いている。
【００１５】
　この顔向き検出動作について図３を参照して簡単に説明する。顔向き検出部１２は、顔
向き検出カメラ３で所要の時間間隔で撮像して得られる時系列の運転者ＤＲの顔画像ＤＲ
Ｆに対してソーベルフィルタ処理を施して顔の輪郭や両眼、鼻、耳等の輪郭を取得する。
顔向き検出カメラ３は運転者ＤＲの正面に配設されており、通常では運転者ＤＲは運転中
の殆どは自車の前方を向いていると言えるので、撮像した運転者ＤＲの顔画像ＤＲＦは運
転者の顔の正面画像と言える。しかる上で、初期設定を行う。この初期設定では、図３（
ａ）のように運転者ＤＲの正面の顔画像ＤＲＦを判定画面１２Ａ上に配置し、この顔画像
ＤＲＦから両眼ＬＥ，ＲＥの位置座標、例えば眼球の中心点の位置座標を求め、これら両
眼の位置座標から両者の左右方向の中心点を演算し、この中心点を通る垂直線を顔中心線
Ｃｘとして定義し、この顔中心線Ｃｘの座標を記憶しておく。この初期設定を行っておく
ことにより、以降は時系列で順次取得される運転者ＤＲの顔画像ＤＲＦから、その都度両
眼ＬＥ，ＲＥの位置座標を求め、これらの位置座標と、初期設定で記憶した顔中心線Ｃｘ
とから左右の各眼と顔中心線との各寸法ｄＬ，ｄＲをそれぞれ偏位寸法として演算し、こ
の偏位寸法から運転者ＤＲの顔向きを検出する。
【００１６】
　例えば、図３（ｂ）のように、運転者ＤＲの顔画像ＤＲＦにおいて、左眼ＬＥの偏位寸
法ｄＬが右眼ＲＥの偏位寸法ｄＲよりも大きいときには運転者ＤＲは左を向いていると検
出し、反対に図３（ｃ）のように、右眼ＲＥの偏位寸法ｄＲが左眼ＬＥの偏位寸法ｄＬよ
りも大きいときには右を向いていると検出する。また、これら両眼の偏位寸法ｄＬ，ｄＲ
の差の大きさから顔向きの角度も検出できる。実際には、初期設定において、両眼の偏位
寸法の差の値と運転者の実際の顔向き角度との相関を測定しておき、この測定値に基づい
て偏位寸法をパラメータとする角度マップを作成して顔向き検出部１２の内部記憶装置に
記憶させておき、順次取得した偏位寸法を当該角度マップに適用することで運転者ＤＲの
顔の向き及びその角度を迅速に検出することが可能になる。
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【００１７】
　前記制御ＥＣＵ２は、図２に示したように、走行状況判定部２１とランプ制御部２２と
を備えている。走行状況判定部２１には前記画像処理ＥＣＵ１からの周辺監視情報と顔向
き情報が入力され、また前記複数のセンサー、すなわちヘッドランプセンサー６１、ステ
アリング角センサー６２、ギアポジションセンサー６３、車速センサー６４、ターンセン
サー６５からの各検出信号が入力され、さらには前記ナビゲーション装置５からの自動車
の位置情報や道路情報が入力される。そして、走行状況判定部２２は、これらの情報や検
出信号に基づいて所定のアルゴリズムにより自動車の現在の走行状況を判定する。この判
定を行う動作については後述するが、走行状況判定部２１には判定を行うために図４に示
す状況マップを予め備えており、入力された各情報と検出信号をこの状況マップに適用す
ることで走行状況を判定する。また、ランプ制御部２２は走行状況判定部２１で判定され
た走行状況に基づいてロービームランプＬＢＬをスイブル制御するためのスイブル制御部
２３と、レベリング制御するためのレベリング制御部２４を制御する。また、サイドラン
プＬＢＬ，ＲＢＬやサイドバックランプＬＳＢＬ，ＲＳＢＬの点灯・消灯を制御する。
【００１８】
　以上の構成のランプ制御システムにおいては、前記顔向き検出カメラ３及び画像処理Ｅ
ＣＵ１の顔向き検出部１２は本発明の顔向き検出手段を構成する。また、前記周辺監視カ
メラ４及び画像処理ＥＣＵ１の周辺監視部１１、及びナビゲーション装置４、並びに各セ
ンサー６１～６５は本発明の車両信号検出手段を構成している。また、制御ＥＣＵ２の走
行状況判定部１１は本発明の走行状況判定手段であり、同じくランプ制御部２２は本発明
のランプ制御手段であることは言うまでもない。
【００１９】
　このようなランプ制御システムによるランプ制御動作を説明する。図５はランプ制御動
作のメインフローチャートである。先ず、制御ＥＣＵ２は走行状況判定部２１においてヘ
ッドランプセンサーの信号からヘッドランプが点灯されているか否かを判定する（Ｓ１１
）。点灯されていない場合にはランプ制御は実行しない。点灯されている場合には走行状
況判定ステップ（Ｓ１２）を実行する。この走行状況判定ステップ（Ｓ１２）では、走行
状況判定部２１は、画像処理ＥＣＵ１からの周辺監視情報及び顔向き情報を取込み（Ｓ１
２１）、また同時にステアリング角センサー６２、ギアポジションセンサー６３、車速セ
ンサー６４、ターンセンサー６５からの各検出信号を取込み（Ｓ１２２）、場合によって
はナビゲーション装置５からの位置情報や道路情報を取込み（Ｓ１２３）、これらの情報
に基づいて所定のアリゴリズムでの演算を行って自動車の走行状況を判定する（Ｓ１２４
）。この判定する走行状況としては多数の状況が考えられるが、実施例１では説明を判り
易くするために、図４の状況マップに示すように、「交差点」，「駐車場」，「カーブ」
の３つの場合を例示している。また、「交差点」においては「一時停止後直進」と「右左
折」の場合を、「駐車場」においては「縦列駐車」と「バック駐車」の場合を例示してい
る。そして、走行状況判定部２１において走行状況を判定すると、制御ＥＣＵ１はランプ
制御部２２においてランプ制御ステップ（Ｓ１３）を実行する。このランプ制御ステップ
（Ｓ１３）では、スイブル制御部２３によりロービームランプＬＢＬの照明光軸を所定方
向にスイブルし（Ｓ１３１）、これと同時にあるいはこれとは独立してサイドランプＬＳ
Ｌ，ＲＳＬやサイドバックランプＬＳＢＬ，ＲＳＢＬを点灯する（Ｓ１３２）制御を行う
。
【００２０】
　以下、図４の状況マップ及び図６ないし図８を参照して前記した「交差点」，「駐車場
」，「カーブ」の各走行状況のランプ制御について説明する。
【００２１】
「交差点：一時停止後直進」
　顔向き検出部１２からの顔向き情報から運転者ＤＲの顔が左右に向けられたことを認識
し、車速センサー６４からの車速が一旦「０」もしくは徐行速度以下になったが、ステア
リング角センサー６２からの操舵角は直進情報であり、またターンセンサー６５からの方
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向変更情報が入力されないときには、自車が交差点（十字路やＴ字路等を含む）で一時停
止した後、交差点を直進する走行状況であると判定する。このときには、図６（ａ）に模
式図を示すように、自動車ＣＡＲのヘッドランプＬＨＬ，ＲＨＬで前方領域ＦＡを照明し
ているのに加えて左右の両側方を照明するランプ制御を行う。ここでは、ランプ制御部２
２は左右のサイドランプＬＳＬ，ＲＳＬを同時に点灯して両側領域ＬＳＡ，ＲＳＡを照明
する。これにより、交差点の一時停止で運転者が確認することが必要な左右から来る他車
、先行車や対向車、及び歩行者等を確認するための最適な明るさ及び範囲の照明が行われ
、運転者による視認性が高められ、自車の左右の道路状況の確認や自車の左右に存在する
他車や歩行者の確認をすることができ走行安全性が高められる。なお、このとき周辺監視
部１１からの周辺情報を参照して交差点での走行状況であることを判定するようにしても
よい。同様に、ナビゲーション装置５からの位置情報や道路情報から交差点での走行状況
であることを判定するようにしてもよい。
【００２２】
「交差点：右左折」
　顔向き情報から運転者ＤＲの顔が左右に向けられ、その後一定の方向に向けられ、車速
センサー６４からの車速が徐行ないし低速であり、さらにステアリング角センサー６２か
らの操舵角が左又は右に変化する情報が入力され、これと略同時にターンセンサー６５か
らの左又は右への方向変更情報が入力されたときには、自動車ＣＡＲが交差点（十字路や
Ｔ字路等を含む）を右左折する走行状況であると判定する。このときには、図６（ｂ）に
模式図を示すように、運転者ＤＲの顔が左右に向けられるのに合わせて自動車ＣＡＲの操
舵方向、すなわち入力された操舵角の方向あるいは方向変更情報の方向を照明するランプ
制御を行う。この場合には自動車ＣＡＲは交差点を右折していると判定されるので、ラン
プ制御部２２はヘッドランプＬＨＬ，ＲＨＬで前方領域ＦＡを照明すると同時に、右サイ
ドランプＲＳＬを点灯して自動車ＣＡＲが方向変更する右側領域ＲＳＬを照明する。これ
により、自動車ＣＡＲの走行先の道路状況や走行先に存在する他車や歩行者を照明し、安
全を確認するために運転者が視認すべき領域を最適な明るさ及び範囲で照明して運転者に
よる視認性が高められ、走行安全性が高められる。なお、この走行状況のときには、併せ
てスイブル制御部２３によりロービームランプＬＢＬの照明光軸を自動車の走行方向にス
イブル制御してもよい。この場合には、ランプ制御部２２は顔向き情報から運転者ＤＲの
顔向き角度を検出しスイブル角を運転者の顔の向いた角度に合わせてスイブル角を制御す
るようにしてもよい。なお、この走行状況のときには、ヘッドランプＬＨＬ，ＲＨＬによ
る照明領域ＦＡも右方に偏位されるので対向車を視認するために同図に破線で示すように
自動車ＣＡＲの左サイドランプＬＳＬを点灯して左側領域ＬＳＡを併せて照明するように
してもよい。また、周辺監視部１１からの情報やナビゲーション装置５からの情報を併せ
て参照してもよい。
【００２３】
「駐車場：縦列駐車」
　顔向き情報から運転者の顔が左又は右、ここでは左に向けられ、車速センサー６４から
の車速が徐行速度以下になり、ステアリング角センサー６２からの操舵角が左又は右に変
化した後、直ぐに直進方向に戻される情報が入力されたとき、また場合によってはターン
センサー６５からの方向変更情報が入力されたときには、自動車ＣＡＲが道路の路肩に沿
った駐車スペースに縦列駐車する走行状況であると判定する。このときには、図７（ａ）
に模式図を示すように、ランプ制御部２２は自動車ＣＡＲの前方領域ＦＡをヘッドランプ
ＬＨＬ，ＲＨＬで照明すると同時に運転者の顔の向いている左側の自車の左側領域ＬＳＡ
を左サイドランプＬＳＬで照明するランプ制御を行う。これにより、駐車スペース及び前
後に駐車している他車を最適な明るさ及び範囲で照明でき、運転者による視認性が高めら
れ、隣接する他車に接触することなく、あるいは路肩に脱輪することなく駐車スペースに
自車を確実かつ安全に駐車させることが可能となる。また、周辺監視部１１からの情報や
ナビゲーション装置５からの情報を併せて参照してもよい。
【００２４】
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「駐車場：バック駐車」
　顔向き情報から運転者ＤＲの顔が左右のいずれか一方に大きい角度に向けられて、自動
車ＣＡＲの後方を向いている情報が入力され、これと共にギアポジションセンサー６３か
らバック（後退）情報が入力され、さらにステアリング角センサー６２からの操舵角が左
又は右に大きく変化した情報が入力されたとき、また場合によってはターンセンサー６５
から方向変更情報が入力されたときには、自車が駐車スペースにバック駐車する走行状況
であると判定する。このときには、図７（ｂ）に模式図を示すように、運転者の顔が後方
に向けられるのに合わせてランプ制御部２２は、自車のバックアップランプＬＢＵＬ，Ｒ
ＢＵＬを点灯して駐車スペースのある後方領域ＢＡを照明すると同時に、左と右のサイド
バックランプＬＳＢＬ，ＲＳＢＬを点灯して駐車スペースに隣接する他車が存在する左右
の各後方領域ＬＳＢＡ，ＲＳＢＡを照明する。これにより、運転者が視認しようとする自
動車ＣＡＲの後方に存在する駐車スペース及びその近傍領域を最適な明るさ及び範囲で照
明でき、運転者による視認性が高められ、隣接する他車に接触することなく、あるいは駐
車スペースを逸脱することなく駐車スペースに自車を確実かつ安全に駐車させることが可
能となる。なお、自動車ＣＡＲが駐車場に存在することは周辺監視部１１からの情報やナ
ビゲーション装置５からの情報を併せて参照することによっても判定できる。
【００２５】
「カーブ」
　顔向き情報から運転者ＤＲの顔が左又は右に向けられた情報が入力され、これと共にス
テアリング角センサー６２からの操舵角が左又は右に徐々に変化した情報が入力され、車
速センサー６４から中速ないし高速の車速情報が入力されたときには、自動車ＣＡＲがカ
ーブ（曲路）を走行する走行状況であると判定する。このとき、ギアポジションセンサー
６３からの変速比情報を参照してもよい。このときには、図８に右カーブでの模式図を示
すように、ランプ制御部２２は、ヘッドランプＬＨＬ，ＲＨＬにより自動車ＣＡＲの直進
方向の前方領域ＦＡを照明するとともに、運転者の顔が左又は右に向けられるのに合わせ
て顔の向いている自動車ＣＡＲの側方、カーブ路の前方領域を最適な明るさ及び範囲で照
明でき、運転者による視認性が高められ、カーブに適した車速での安全な走行が可能にな
る。なお、この走行状況のときには、スイブル制御部２３によりロービームランプＬＢＬ
の照明光軸をカーブ路に向けてスイブル制御するようにしてもよい。この場合には、ラン
プ制御部２２は顔向き情報から運転者の顔向き角度を検出し、ロービームランプＬＢＬの
スイブル角を運転者ＤＲの顔の向いた角度に合わせてスイブル角を制御することが好まし
い。
【００２６】
　ここで、前記した各走行状況においては、走行状況判定部２１はナビゲーション装置５
からの自動車の位置情報と周辺の道路情報、及び周辺監視部１１からの周辺情報をそれぞ
れ補助的に参照している例を説明したが、これらの情報をメインの情報として判定を行う
ようにしてもよい。特に、「交差点」，「駐車場」，「カーブ」の走行状況はナビゲーシ
ョン装置からの道路情報と位置情報とで自車が交差点にさしかかり、あるいは駐車場内に
存在し、さらにはカーブ路を走行することのそれぞれを高い精度で判定することが可能で
ある。その上で、顔向き検出部１２からの運転者の顔向き情報と各センサー６１～６５か
らの車両信号に基づいて自車の走行状況をより具体的に判定することで、各走行状況の判
定の信頼性を高め、前記したような各走行状況に対応した最適な照明制御が実現できる。
【００２７】
　本発明において、顔向き検出手段は運転者の顔向き動作が検出できる手段であれば、実
施例１のように顔向き検出カメラ３で撮像した顔画像を画像解析する構成に限られるもの
ではない。また、顔向き検出カメラ３で撮像した運転者の顔画像を画像解析して顔向きを
検出する際の処理手法は実施例１の手法に限られるものはなく種々の処理手法が採用でき
る。
【００２８】
　実施例１では、車両信号として、操舵角信号、変速機ギア位置信号、ターンシグナル信
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視カメラからの周辺領域信号を用いているが、多様な走行状況をより高信頼度で判定する
ためには、その他の信号を適宜採用することも可能である。
【００２９】
　また、実施例１では、制御ＥＣＵ１はロービームランプＬＢＬのレベリング制御を行う
レベリング制御部２４を備えているので、各走行状況のときにロービームランプＬＢＬの
レベリング制御を併せて行うことで路面に対する有効な照明範囲を変化させ、より最適な
照明範囲の制御を行うようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明を適用した自動車の概念構成を示す平面模式図である。
【図２】本発明のランプ制御システムのブロック構成図である。
【図３】顔向き検出手段での検出動作を説明する概念図である。
【図４】走行状況を判定するマップである。
【図５】ランプ制御動作のメインフローチャートである。
【図６】交差点走行時のランプ制御を説明するための模式図である。
【図７】駐車場走行時のランプ制御を説明するための模式図である。
【図８】カーブ走行時のランプ制御を説明するための模式図である。
【符号の説明】
【００３１】
１　画像処理ＥＣＵ
２　制御ＥＣＵ
３　顔向き検出カメラ
４　周辺監視カメラ
５　ナビゲーション装置
１１　周辺監視部
１２　顔向き検出部
２１　走行状況判定部
２２　ランプ制御部
２３　スイブル制御部
２４　レベリング制御部
ＬＨＬ，ＲＨＬ　ヘッドランプ
ＬＢＵＬ，ＲＢＵＬ　バックアップランプ
ＬＳＬ，ＲＳＬ　サイドランプ
ＬＳＢＬ，ＲＳＢＬ　サイドバックランプ
ＬＢＬ　ロービームランプ
ＣＡＲ　自動車
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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