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(57)【要約】
　本発明に係る照射制御装置は、所定の意図を周囲の人
に示す光の照射を制御する装置であって、第１の照射要
素と、第１の照射要素が消えるときに照射されており、
当該照射の意図を示す第２の照射要素と、を照射するよ
う制御する照射制御部を具備しており、対象者の注意を
引きやすく、対象者の理解の遅延を回避しやすい光の照
射を行うことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の意図を周囲の人に示す光の照射を制御する照射制御装置であって、
　第１の照射要素と、前記第１の照射要素が消えるときに照射されており、当該照射の意
図を示す第２の照射要素と、を照射するよう制御する照射制御部
　を具備する照射制御装置。
【請求項２】
　前記照射制御部の制御に基づいて、光を照射する照射部
　をさらに具備する請求項１記載の照射制御装置。
【請求項３】
　前記照射制御部は、前記第２の照射要素が常時照射されるように照射を制御する
　請求項１または請求項２記載の照射制御装置。
【請求項４】
　前記第１の照射要素は、複数の要素から構成されており、
　前記照射制御部は、前記複数の照射要素が１つずつ増加するように照射を制御し、前記
複数の照射要素の全てを照射した後に、前記第１の照射要素が消えるように照射を制御す
る
　請求項１から請求項３のいずれか１項記載の照射制御装置。
【請求項５】
　前記第１の照射要素は、方向を示す照射要素であり、
　前記照射制御部は、前記方向を示す方向に前記第１の照射要素をスライドさせる
　請求項１から請求項４のいずれか１項記載の照射制御装置。
【請求項６】
　前記照射制御部は、前記第２の照射要素が消えるときに前記第１の照射要素が再度照射
されているように制御する
　請求項１から請求項５のいずれか１項記載の照射制御装置。
【請求項７】
　照射制御を行うための判別情報を取得する取得部と、
　前記取得部が取得した判別情報に基づいて照射内容を判別する判別部と
　をさらに具備し、
　前記照射制御部は、前記判別部により判別された前記照射内容に従って前記第１の照射
要素および前記第２の照射要素を特定して光の照射を制御する
　請求項１から請求項６のいずれか１項記載の照射制御装置。
【請求項８】
　前記照射制御装置は、車両に搭載され、
　照射内容に関する情報が格納されたデータベースをさらに具備し、
　前記取得部は、前記車両の動作または状態に関する情報を前記判別情報として取得し、
　前記判別部は、前記取得部が取得した前記判別情報に基づき、前記データベースの照射
内容に関する情報を参照して、照射内容を判別する
　請求項７記載の照射制御装置。
【請求項９】
　前記照射制御装置は、ユーザが利用する施設に搭載され、
　照射内容に関する情報が格納されたデータベースをさらに具備し、
　前記取得部は、前記施設内に設置されている状態検出センサからユーザの移動に関連す
る周辺情報を前記判別情報として取得し、
　前記判別部は、前記取得部が取得した前記判別情報に基づき、前記データベースの照射
内容に関する情報を参照して、照射内容を判別する
　請求項７記載の照射制御装置。
【請求項１０】
　前記判別部は、前記判別情報に基づいて前記所定の意図を周囲の人に示す光を照射する



(3) JP WO2018/138842 A1 2018.8.2

10

20

30

40

50

周辺環境状態および照射された光を見る利用者の属性を判断し、
　前記照射制御部は、前記判別部により判断された前記周辺環境状態および前記属性に基
づいて、前記第１の照射要素および前記第２の照射要素の調整要素である表示タイミング
、表示輝度、表示色、表示位置、表示サイズの少なくともいずれか１つを調整して、照射
を制御する
　請求項７から請求項９のいずれか１項記載の照射制御装置。
【請求項１１】
　所定の意図を周囲の人に示す光を照射する照射方法であって、
　第１の照射要素を照射し、
　前記第１の照射要素が消えるときに照射されており、当該照射の意図を示す第２の照射
要素を照射する
　照射方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、床面や路面を被表示対象として動的表示を行うことで、動的表示を見た利用
者に対して、注意喚起を促す、あるいは誘導案内の方向性を伝えることのできる照射制御
装置および照射方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術として、ドライバおよび人物の両者に対して注意喚起を行うことが可能な注意
喚起照射制御装置がある（例えば、特許文献１参照）。この特許文献１は、車体と車体の
周囲にいる人との関係で、危険度を判定して、危険な場合には、危険度に応じた路面への
光の照射を行っている。より具体的には、この特許文献１は、自車両から危険であると推
定された人物の方向および人物までの距離を表示する光を、路面に照射している。
【０００３】
　また、別の従来技術として、火災等の非常事態が発生した場合に、非常事態に合わせた
最適な避難方向を表示して、迅速かつ安全な避難行動を可能とする避難誘導システムがあ
る（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
　より具体的には、この特許文献２は、避難場所に至る経路に、避難方向を可変表示可能
な複数の避難誘導表示装置が配置され、誘導灯制御盤により制御されている。この誘導灯
制御盤は、通常監視状態では誘導表示装置に所定の避難方向を固定的に表示させる。その
一方で、誘導灯制御盤は、火災等の非常事態が発生した場合には、非常事態の発生状況に
基づいて最適な避難経路を決定し、最適避難経路に基づいた避難方向を誘導表示装置に表
示させている。
【０００５】
　具体的な表示内容として、特許文献２には、避難方向として矢印図形を表示すること、
表示される図形を点滅または明滅させること、および動画表示を行うことが記載されてい
る。また、特許文献２には、矢印図形の一部を避難方向に向けて繰り返し移動表示するこ
とも記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１４３５１０号公報
【特許文献２】特開２０１３－２４２６８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来技術には、以下のような課題がある。
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　特許文献１は、車両から注意喚起を発信する場合に、点滅、順々に点灯、スライドなど
による可視光アニメーションの表示を行っている。従って、特許文献１は、注意喚起の意
味が伝わり易く、視認性も向上する。なお、本明細書において、アニメーションとは、同
じ位置に同じ図形等が変化なく表示（照射）されている静的表示ではなく、点滅、順々に
点灯、スライド等の表示の態様が経時的に変化する動的表示を意味するものとする。
【０００８】
　その一方で、注意喚起の表示を受け取る側である、自転車あるいは二輪車のドライバは
、いち早く可視光アニメーションの表示内容を理解して、ブレーキ操作などの回避行動を
とる必要がある。しかしながら、可視光アニメーションに非表示の時間があると、ドライ
バにとっては、内容の理解が遅れる原因となる。そして、この特許文献１は、このような
内容理解の遅延に関する対策までは、考慮していない。
【０００９】
　また、特許文献２は、ビル内で誘導案内を発信する場合に、表示が点滅・順々に点灯・
スライドするアニメーションを採用している。従って、特許文献２は、案内の方向性が伝
わり易く、視認性も向上する。
【００１０】
　その一方で、誘導案内の表示を受け取る側である歩行者は、案内を探しながら歩行・移
動する。このため、一瞬でも可視光アニメーションが非表示となる時間があると、案内を
見落としてしまうおそれがある。
【００１１】
　本発明は、前記のような課題を解決するためになされたものであり、対象者の注意を引
きやすく、対象者の理解の遅延を回避しやすい光の照射を行う照射制御装置および照射方
法を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る照射制御装置は、所定の意図を周囲の人に示す光の照射を制御する照射制
御装置であって、第１の照射要素と、第１の照射要素が消えるときに照射されており、当
該照射の意図を示す第２の照射要素と、を照射するよう制御する照射制御部を具備するも
のである。
【００１３】
　また、本発明に係る照射方法は、所定の意図を周囲の人に示す光を照射する照射方法で
あって、第１の照射要素を照射し、前記第１の照射要素が消えるときに照射されており、
当該照射の意図を示す第２の照射要素を照射するものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、対象者の注意を引きやすく、対象者の理解の遅延を回避しやすい光の
照射を行う照射制御装置および照射方法を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態１におけるハードウェアの構成図を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態１におけるライティング制御装置の機能構成を示すブロック
図である。
【図３Ａ】本発明の実施の形態１において、押しドアタイプのドア開けに伴う第１の可視
光アニメーションを例示した図である。
【図３Ｂ】本発明の実施の形態１において、押しドアタイプのドア開けに伴う第２の可視
光アニメーションを例示した図である。
【図３Ｃ】本発明の実施の形態１において、スライドタイプのドア開けに伴う可視光アニ
メーションを例示した図である。
【図４Ａ】本発明の実施の形態１において、車両の後退に伴う第１の可視光アニメーショ
ンを例示した図である。
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【図４Ｂ】本発明の実施の形態１において、車両の後退に伴う第２の可視光アニメーショ
ンを例示した図である。
【図４Ｃ】本発明の実施の形態１において、車両の後退に伴う第３の可視光アニメーショ
ンを例示した図である。
【図５Ａ】本発明の実施の形態１において、車両の発進に伴う第１の可視光アニメーショ
ンを例示した図である。
【図５Ｂ】本発明の実施の形態１において、車両の前進に伴う第２の可視光アニメーショ
ンを例示した図である。
【図６】本発明の実施の形態１において、車両の右折に伴う可視光アニメーションを例示
した図である。
【図７】本発明の実施の形態１において、押しドアタイプのドア開けに伴う警告アイコン
を併用した可視光アニメーションを例示した図である。
【図８】本発明の実施の形態１におけるライティング制御装置による一連動作を示すフロ
ーチャートである。
【図９】本発明の実施の形態２におけるハードウェアの構成図を示すブロック図である。
【図１０】本発明の実施の形態２におけるライティング制御装置の機能構成を示すブロッ
ク図である。
【図１１】本発明の実施の形態２において、目的施設の表示と、方向性を示す図形とを組
み合わせた第１の可視光アニメーションを例示した図である。
【図１２】本発明の実施の形態２において、目的施設の表示と、方向性を示す図形とを組
み合わせた第２の可視光アニメーションを例示した図である。
【図１３】本発明の実施の形態２において、目的施設の表示と、方向性を示す図形とを組
み合わせた第３の可視光アニメーションを例示した図である。
【図１４】本発明の実施の形態２におけるライティング制御装置による一連動作を示すフ
ローチャートである。
【図１５】本発明の実施の形態３において、目的施設の表示と、方向性を示すスライド図
形とを組み合わせた第１の可視光アニメーションを例示した図である。
【図１６】本発明の実施の形態３において、目的施設の表示と、方向性を示すスライド図
形とを組み合わせた第２の可視光アニメーションを例示した図である。
【図１７】本発明の実施の形態３において、目的施設の表示と、方向性を示すスライド図
形とを組み合わせた第３の可視光アニメーションを例示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の照射制御装置および照射方法の実施の形態の例につき図面を用いて説明
する。
　以下では本発明の実施の形態の例を実施の形態１～３に分けて詳細に説明する。これら
の実施の形態では、情報を受け取る人の視認性や分かり易さを向上させるために、アニメ
ーション化された光の図形である可視光アニメーションを表示・投射する上で、伝達内容
の意図を示す表示要素が、ユーザの目では常時視認できる状態のアニメーションを実現す
ることができる。
【００１７】
　なお、以下の説明において、「常時表示」とは、伝達内容の意図を示す表示要素が、ユ
ーザの目では、常時表示されていると視認される表示を意味する。従って、実際の光源が
人の目には視認できない速度で点滅することも考えられる。また、表示要素は、必ずしも
同一のものに限定されず、伝達内容の意図を示す複数の表示要素のうち、少なくとも１つ
の表示要素が表示されていると視認される状態も含む概念である。さらに、例えば、伝達
内容の意図を示す表示要素が２つある場合には、一方の表示要素が消えるタイミングで他
方の表示要素を照射する場合だけでなく、両者が同時に照射されている状態を経て、いず
れか１つの表示要素が照射されるようにして常時表示を実現する場合も含むものである。
【００１８】
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　実施の形態１．
　本実施の形態１では、自動車から道路の路面や車体に向けて、周囲の人に注意を促す可
視光アニメーションを投影・表示する場合を例にして、説明する。
【００１９】
　まず始めに、ハードウェア構成について説明する。
　図１は、本発明の実施の形態１におけるハードウェアの構成図を示すブロック図である
。本実施の形態１における自動車は、図１に例示するように、各種センサ、カメラ等から
なるセンサ群２０を有している。全体制御ＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｕｎｉｔ）１０は、センサ群２０内の各種センサから得た情報に基づいて、他のハー
ドウェアに種々の指示を送ることで、これらのハードウェアを制御することができる。
【００２０】
　また、全体制御ＥＣＵ１０は、ＣＡＮ（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）を介して、他のハードウェアから受信した所定の情報を、ライティング制御装置４
０内の統合判別ＥＣＵに送る。ライティング制御装置４０は、全体制御ＥＣＵ１０から受
け取った情報に基づいて、外部ライトデバイスＡ、外部ライトデバイスＢ、プロジェクタ
デバイス、ボディライトデバイス等の車外向けのライトデバイス５０を制御する。
【００２１】
　図１において、各種センサは、車速センサ、舵角センサ、アクセルセンサ、ブレーキセ
ンサ、シフトセンサ、ウィンカーセンサ、ハザードセンサ、ワイパーセンサ、ライトセン
サ、ドア開閉センサ、ドライバカメラ、着座センサ、加速度センサ、角速度センサ、ＧＰ
Ｓデバイス、ナビゲーションシステム、車外カメラ、車外センサ、および照度センサから
構成されている。
【００２２】
　全体制御ＥＣＵ１０は、各センサの検出した情報、またはカメラが撮像した画像を受信
する。
【００２３】
　ここで、センサ群２０を構成する各種センサについて説明する。
　車速センサは、車体の速度を検出するセンサであり、車輪速に応じた電気信号（車速パ
ルスに相当）を、全体制御ＥＣＵ１０に出力する。
【００２４】
　舵角センサは、車体の操舵角を検出するセンサであり、操舵角に応じた電気信号を、全
体制御ＥＣＵ１０に出力する。
【００２５】
　アクセルセンサは、アクセルの開度、すなわち、アクセルペダルの操作量を検出するセ
ンサであり、アクセルペダルの操作量情報を、全体制御ＥＣＵ１０に出力する。
【００２６】
　ブレーキセンサは、ブレーキペダルの操作量を検出するセンサであり、ブレーキペダル
の操作量情報を、全体制御ＥＣＵ１０に出力する。
【００２７】
　シフトセンサは、シフトレバーの現在の状態または変化を検出するセンサであり、ユー
ザによるシフト変更等によるシフトレバーの操作情報を、全体制御ＥＣＵ１０に出力する
。
【００２８】
　ウィンカーセンサは、ウィンカー（方向指示器）の操作を検出するセンサであり、ユー
ザがウィンカーを操作した場合におけるウィンカー操作指示の情報を、全体制御ＥＣＵ１
０に出力する。
【００２９】
　ハザードセンサは、ハザードスイッチの操作を検出するセンサであり、ユーザのハザー
ドスイッチの操作を検出し、検出した操作情報を、全体制御ＥＣＵ１０に出力する。
【００３０】
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　ワイパーセンサは、ワイパー操作を検出するセンサであり、ユーザがワイパーを操作し
た場合には、この操作指示情報を、全体制御ＥＣＵ１０に出力する。
【００３１】
　ライトセンサは、ユーザのライトレバーの操作を検出するセンサであり、ユーザのライ
トの操作情報を、全体制御ＥＣＵ１０に出力する。
【００３２】
　ドア開閉センサは、車両のドアの開閉を検出するセンサであり、ドアの開閉情報を、全
体制御ＥＣＵ１０に出力する。
【００３３】
　ドライバカメラは、車両のドライバ席に対向して設けられたカメラ（撮像装置）であり
、ドライバ席に座るユーザを撮像する機能を有している。ドライバカメラは、ユーザの顔
や上半身を撮像し、撮像した画像を、全体制御ＥＣＵ１０に出力する。
【００３４】
　着座センサは、シートに設けられ、ユーザの着座状況を検出するセンサであり、例えば
押圧センサ等によって実現される。着座センサは、ユーザが着座または離席したことを示
す情報を全体制御ＥＣＵ１０に出力する。着座センサは、シートに複数設けられていても
よい。複数の押圧センサの情報に基づいて、全体制御ＥＣＵ１０は、ユーザの姿勢等を推
定することも可能である。
【００３５】
　加速度センサは、車両の加速度を検出するセンサであり、例えば、３軸加速度センサに
より構成される。加速度センサは、車両の加速度情報を、全体制御ＥＣＵ１０に出力する
。
【００３６】
　角速度センサは、角速度（ジャイロ）を検出するセンサである。角速度センサは、検出
した角速度情報を、全体制御ＥＣＵ１０に出力する。全体制御ＥＣＵ１０は、この角速度
情報に基づいて、車両の旋回速度等を検出することができる。
【００３７】
　ＧＰＳデバイスは、グローバルポジショニングシステム（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉ
ｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を用いて、人工衛星が発信する電波を利用し、自車両の位置
を検出する装置である。ＧＰＳデバイスは、自車両の位置の座標を全体制御ＥＣＵ１０お
よびナビゲーションシステムに出力する。
【００３８】
　ナビゲーションシステムは、地図情報を有しており、自車位置と地図情報に基づいて、
車両の目的地への推奨経路を算出する機能を有している。また、ナビゲーションシステム
は、通信機能を有しており、渋滞情報、通行止め情報等の外部情報をサーバより取得し、
外部情報に基づいて推奨経路を算出するようにしてもよい。
【００３９】
　または、ナビゲーションシステムは、車両の位置情報、目的地情報等をサーバに送る機
能を有しており、サーバ側で推奨経路を算出し、この推奨経路の情報を受信するシステム
として構成されていてもよい。ナビゲーションシステムは、算出された経路情報を、全体
制御ＥＣＵ１０に出力する。
【００４０】
　車外カメラは、車外を撮像するために設けられたカメラ（撮像装置）である。車外カメ
ラは、例えば、前方、後方、左右にそれぞれ設けられており、それぞれの撮像画像を、全
体制御ＥＣＵ１０に出力する。全体制御ＥＣＵ１０は、それぞれの撮像画像に基づいて、
人間の検出、認識、および車や障害物等の物体（オブジェクト）の検出、認識を実行する
ことができる。
【００４１】
　車外センサは、車外の周囲の物体を検出することができるセンサであり、例えば、超音
波センサ、レーダセンサ、ミリ波レーダセンサ、赤外線レーザーセンサ等により構成され
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る。車外センサは、この検出情報を、全体制御ＥＣＵ１０に出力する。全体制御ＥＣＵ１
０は、車外センサから入力される車外の物体に関する検出情報に基づいて、その物体と車
両とのの距離や、物体の位置を検出することができる。
【００４２】
　検出された距離や物体の位置は、本実施の形態１のように、全体制御ＥＣＵ１０が検出
する構成としてもよいし、車外センサが自身の検出した情報に基づいて、距離や物体の位
置を算出し、全体制御ＥＣＵ１０に、算出した情報を出力する構成としてもよい。
【００４３】
　照度センサは、車外に向けて設けられており、車外の照度（明るさ）を検出するセンサ
である。照度センサは、検出した照度の情報を、全体制御ＥＣＵ１０に出力する。
【００４４】
　次に、全体制御ＥＣＵ１０について説明する。
　全体制御ＥＣＵ１０は、車両全体を制御する機能を有するＥＣＵである。全体制御ＥＣ
Ｕ１０は、各種センサから検出情報を取得し、取得した情報に基づいて、車両各部を適切
に動作させるような指示や情報を送ることで、車両全体の制御を実行する。
【００４５】
　全体制御ＥＣＵ１０は、プロセッサ、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、
ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）を有している。プロセッサは、全
体制御ＥＣＵ１０において、各種計算処理を実行する計算処理回路であり、プロセッサ以
外にも、計算処理回路、電気回路、コントローラ等の種々の呼び方で呼称できるハードウ
ェアである。
【００４６】
　プロセッサは、１つまたは２以上の計算処理回路の集合によって構成されている。プロ
セッサは、ＲＯＭからプログラムを読み出し、読み出したプログラムをＲＡＭ上に展開し
て、計算処理を実行することができる。
【００４７】
　ＲＯＭは、１以上のプログラムを格納する不揮発性記憶装置である。ＲＡＭは、プロセ
ッサが、プログラムや各種情報の展開領域として用いる揮発性記憶装置である。ＲＯＭお
よびＲＡＭは、例えば、半導体記憶装置等により構成され、メモリと呼ぶこともできる。
【００４８】
　また、本実施の形態１においては、プロセッサが実行するプログラムを格納した記憶装
置として、ＲＯＭを例示して説明しているが、記憶装置は、これに限定されず、例えば、
ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉ
ｖｅ）等のストレージと呼ばれる不揮発性大容量記憶装置であってもよい。
【００４９】
　また、ストレージを含めた記憶装置を、総称としてメモリと呼んでもよい。このような
メモリ構成は、後述する統合判別ＥＣＵ、ライト制御ＥＣＵにおいても、同様である。
【００５０】
　次に、図１中の車両制御対象３０の各構成要素について説明する。
　ヘッドライトドライバは、ヘッドライトを駆動させる駆動装置である。ヘッドライトド
ライバは、全体制御ＥＣＵ１０またはライト制御ＥＣＵからの指示に基づいて、ヘッドラ
イドを駆動させ、点灯／消灯／ハイビームとロービームの切り替え等の動作を、ヘッドラ
イトに行わせる。
【００５１】
　ヘッドライトは、車体の前側に設けられ、車体の前方に光を照射する照射装置であり、
車体の左右前側にそれぞれ設けられている。ヘッドライトは、ライトから照射された光を
導く導光部の構造、または、複数のライトの切り替え等により、より遠くを照らすハイビ
ームと、ハイビームより近距離を照らすロービームとを切り替える構造、を採用すること
ができる。
【００５２】
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　エンジンは、車両を駆動させる動力を発生させる内燃機関であり、ガソリン等の燃料を
燃焼させることで、車輪を回転させるための動力を発生させる。エンジンは、全体制御Ｅ
ＣＵ１０からの指示に基づいて動作することもできる。
【００５３】
　変速機は、歯車や軸等によって構成され、動力を車輪へと伝達する機能を有している。
変速機は、全体制御ＥＣＵ１０からの指示に基づいてギアを変更することで、車輪に伝達
するトルクを変更することができる。
【００５４】
　ブレーキアクチュエータは、車両を減速させるためのブレーキ（減速機）を動作させる
機構ある。ブレーキアクチュエータは、全体制御ＥＣＵ１０からの指示に基づいてブレー
キを動作させ、車両を減速させることができる。
【００５５】
　ステアリングアクチュエータは、車輪の方向を変更し、車両の進行方向を制御するステ
アリング（操舵装置）を動作させる機構である。ステアリングアクチュエータは、全体制
御ＥＣＵ１０からの指示に基づいてステアリングを制御し、車両の進行方向を制御するこ
とができる。
【００５６】
　ウィンカーは、車両の進行方向を、発光によって車外に示すための方向指示器である。
ウィンカーは、全体制御ＥＣＵ１０からの指示に基づいて点滅し、車外に、車両の進行方
向を示す。
【００５７】
　ＨＵＤ（Ｈｅａｄ－Ｕｐ　Ｄｉｓｐｌａｙ）は、自動車のフロントガラスに重畳して設
けられた透過型の映像表示装置である。ＨＵＤは、全体制御ＥＣＵ１０からの指示に基づ
いて種々の映像を表示することができる。ＨＵＤは、映像を表示することで、車内のユー
ザに様々な情報を提示する。
【００５８】
　次に、図１中のライティング制御装置４０の各構成要素について説明する。
　ライティング制御装置４０は、車両のライトデバイスを制御する機能を有する制御装置
である。ライティング制御装置４０は、統合判別ＥＣＵ、無線通信装置、ライト制御ＥＣ
Ｕを有する。
【００５９】
　本実施の形態１における車両は、各種ライトデバイスの光の照射によって、車の周囲に
、車の状態、動作意図、警告等を伝える機能を有している。ここで、ライトデバイスとは
、後述する外部ライトデバイスＡ、外部ライトデバイスＢ、プロジェクタデバイス、ボデ
ィライトデバイス、およびヘッドライトの総称であるライトデバイス５０を指している。
【００６０】
　統合判別ＥＣＵは、全体制御ＥＣＵ１０から入力される各種情報に基づいて、車体の状
況を判別し、ライトデバイス５０によって、周囲に伝えるべき内容を決める機能を有する
装置である。統合判別ＥＣＵは、全体制御ＥＣＵ１０と同様に、プロセッサ、ＲＯＭ、Ｒ
ＡＭを有している。
【００６１】
　統合判別ＥＣＵは、全体制御ＥＣＵ１０から各種情報を受け付け、車両の状態を判断し
、各ライトデバイスの照射を制御するための情報を、ライト制御ＥＣＵに送信する。また
、統合判別ＥＣＵは、通信に関する指示を無線通信装置に送信する。
【００６２】
　無線通信装置は、外部の通信機器と無線通信を行う通信装置である。無線通信装置は、
特定の周波数帯域を用いて、他の車との車－車間通信、路側機との路車間通信、および人
が持つスマートフォン等の通信可能な電子機器との通信を行う。
【００６３】
　この通信は、特定の決められた周波数帯を用いた独自の通信であってもよく、車内通信
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機器と外部通信機器との間の通信を実行するために規格化された通信規格を用いての通信
であってもよい。さらに、この通信は、例えば、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）等の既存
の通信規格を用いての通信であってもよい。
【００６４】
　無線通信装置は、アンテナを介して送信部より、他の機器に無線信号を送信し、アンテ
ナを介して受信部より、他の機器からの無線信号を受信する。
【００６５】
　ライト制御ＥＣＵは、各ライトデバイスの照射する光を決定し、ライトデバイス５０に
指示を送信する制御装置である。ライト制御ＥＣＵは、プロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭを有
している。ライト制御ＥＣＵは、統合判別ＥＣＵから入力される情報に基づいて、各ライ
トデバイスの照射パターンを決定し、これに基づいて、各ライトデバイスに照射の指示を
送信する。
【００６６】
　ここで、照射パターンとは、１つの表示要素、あるいは２以上の表示要素の組合せとし
て構成され、表示される周辺の環境に応じて視認性を変更できるように、照射形状、位置
、大きさ、色、タイミング、輝度、時間などの調整要素を有しているものを意味している
。
【００６７】
　次に、図１中のライトデバイス５０の各構成要素について説明する。
　外部ライトデバイスＡは、車体から外部に向けて取り付けられた照射装置である。外部
ライトデバイスＡは、路面や近くの壁面に光を照射し、車外のユーザに車の今後の動作の
予告、現在または今後の車の動作の意図、警告などの情報を伝える機能を有している。外
部ライトデバイスＡは、これらの情報を車外のユーザに伝えるために、これに適した照射
パターンで光を路面等に照射する。
【００６８】
　外部ライトデバイスＡは、外部ライトドライバと外部ライトセットを有している。外部
ライトドライバは、外部ライトセットを駆動させる駆動装置であり、外部ライトセットに
所定の光を照射させる。
【００６９】
　外部ライトドライバＡは、外部ライトセットの中の各外部ライトの照射タイミング、照
射時間等の組み合わせを制御する機能を有している。また、外部ライトドライバＡは、外
部ライトに設けられたカラーフィルタ、シェード、導光機構等を動作させ、所定の車体か
らの相対位置に、所定の照射パターンを有する光を照射することができる。
【００７０】
　外部ライトセットＡは、複数の外部ライト（照射装置）を有しており、外部ライトドラ
イバに基づいて、複数の外部ライトが点灯制御される。
【００７１】
　外部ライトデバイスＢは、車体から外部に向けて取り付けられた照射装置である。外部
ライトデバイスＢは、路面や近くの壁面に光を照射し、車外のユーザに車の今後の動作の
予告、現在または今後の動作の意図、警告などの情報を伝える機能を有している。外部ラ
イトデバイスＢは、これらの情報を車外のユーザに伝えるために、これに適した照射パタ
ーンで光を路面等に照射する。
【００７２】
　外部ライトデバイスＢは、外部ライトドライバと外部ライトセットを有している。外部
ライトドライバは、外部ライトセットを駆動させる駆動装置であり、外部ライトセットに
所定の光を照射させる。
【００７３】
　外部ライトドライバＢは、外部ライトセットの中の各外部ライトの照射タイミング、照
射時間等の組み合わせを制御する機能を有している。また、外部ライトドライバＢは、外
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部ライトに設けられたカラーフィルタ、シェード、導光機構を動作させ、所定の車体から
の相対位置に、所定の照射パターンを有する光を照射することができる。
【００７４】
　外部ライトセットＢは、複数の外部ライト（照射装置）を有しており、外部ライトドラ
イバの動作に基づいて、複数の外部ライトが点灯制御される。
【００７５】
　プロジェクタデバイスは、車体から外部に向けて取り付けられた映像投射装置である。
プロジェクタデバイスは、路面や近くの壁面に光を照射し、車外のユーザに車の今後の動
作の予告、現在または今後の車の動作の意図、警告などの情報を伝える機能を有している
。プロジェクタデバイスは、これらの情報を車外のユーザに伝えるために、これに適した
照射パターンで光を路面等に照射（投影）する。
【００７６】
　プロジェクタデバイスは、プロジェクタドライバとプロジェクタを有している。プロジ
ェクタドライバは、プロジェクタを駆動させる駆動装置であり、プロジェクタに所定の光
を照射させる。プロジェクタドライバは、プロジェクタの照射する光の照射パターンを制
御する機能を有している。
【００７７】
　プロジェクタは、光（映像）を車外に照射（投影）する照射（投影）装置である。プロ
ジェクタは、プロジェクタドライバの動作に基づいて光（映像）を車外の路面や壁面に照
射する。
【００７８】
　ボディライトデバイスは、車体に設けられた発光装置である。ボディライトデバイスは
、車外の歩行者、他の車の運転者等に今後の車の動作の予告、現在または今後の動作の意
図、警告などの情報を伝える機能を有している。また、ボディライトデバイスは、車体表
面の所定の位置に、所定の照射パターンを有する光を発光する。
【００７９】
　ボディライトデバイスは、ボディライトドライバとボディライトを有している。ボディ
ライトドライバは、ボディライトを駆動させる駆動装置であり、ボディライトに所定の照
射パターンの光を照射させる。ボディライトドライバは、ボディライトの照射する光の照
射パターンを制御する機能を有している。
【００８０】
　ボディライトは、車体の外側表面から発光する光が露光するように設けられた発光装置
である。本実施の形態１におけるボディライトは、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａ
ｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）およびＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）によ
り設けられている。
【００８１】
　そして、ボディライトは、ＬＥＤが発光した光がＬＣＤを透過することにより、所定の
照射パターンの光を車外に照射する。なお、本実施の形態１では、ボディライトがＬＣＤ
およびＬＥＤで構成される例を例示したが、これに限定されない。ボディライトは、有機
ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）等のその他の発光装置や表示装置で構
成されていてもよい。
【００８２】
　次に、ライティング制御装置４０による具体的な制御処理内容について説明する。
　図２は、本発明の実施の形態１におけるライティング制御装置４０の機能構成を示すブ
ロック図である。本実施の形態１におけるライティング制御装置４０は、統合判別ＥＣＵ
４１、無線通信部４２、およびライト制御ＥＣＵ４３を備えて構成されている。
【００８３】
　ライティング制御装置４０内の統合判別ＥＣＵ４１は、車両情報取得部４１ａ、車両状
態判別部４１ｂ、統合判別部４１ｃを有している。また、ライティング制御装置４０内の
ライト制御ＥＣＵ４３は、ライティング判別部４３ａ、ライティングデータベース（ライ
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ティングＤＢ）４３ｂ、ライティング指示部４３ｃを有している。
【００８４】
　車両情報取得部４１ａは、全体制御ＥＣＵ１０から種々の情報を取得する機能を有して
いる。車両情報取得部４１ａが取得する情報としては、エンジンＯＮ／ＯＦＦの切り替え
情報、シフトレバーによるギアの変更情報、ドアの開閉情報、車の動作情報、ハンドルの
舵角情報、ウィンカーの操作情報、周囲の人や車等のオブジェクトの検出情報および認識
情報、車内のユーザに関する情報等が含まれる。車両情報取得部４１ａは、取得した情報
を車両状態判別部４１ｂに送信する。
【００８５】
　車両状態判別部４１ｂは、車両情報取得部４１ａから受信した情報に基づいて、車両の
状態を判別する機能を有している。例えば、車両状態判別部４１ｂは、ギアの変更情報に
基づいて、車が停車したままなのか、前進しようとしているのか、後退しようとしている
のかを判別する。
【００８６】
　また、車両状態判別部４１ｂは、ハンドルの舵角情報やウィンカーの操作情報によって
、車両が右に曲がろうとしているのか、左に曲がろうとしているのかを判別する。また、
車両状態判別部４１ｂは、周囲の人、車等のオブジェクトの検出情報および認識情報に基
づいて、車両、周囲の人、車等が危険な状態にあるか否かを判別する。
【００８７】
　統合判別部４１ｃは、車両状態判別部４１ｂの判別結果に基づいて、車外に伝えるべき
情報を判別する機能を有している。例えば、統合判別部４１ｃは、車が後退しようとして
いる状態であるとき、後退を示す旨を車外に伝えるべきであると判断し、この旨の照射を
行う指示を、ライティング判別部４３ａに送る。
【００８８】
　また、シフトレバーがパーキングからドライブ（または一速）に変わったときには、車
両状態判別部４１ｂは、車が停止状態から前進しようとしていると判断し、この情報を統
合判別部４１ｃに送信する。統合判別部４１ｃは、この情報に基づいて、車両が停止状態
から前進しようとしている旨の照射を行う指示を、ライティング判別部４３ａに送る。
【００８９】
　また、統合判別部４１ｃは、車両状態判別部４１ｂの判別結果に基づいて、無線通信を
制御する機能も有している。無線通信部４２は、統合判別部４１ｃからの指示にしたがっ
て、外部機器との無線通信を実行する。
【００９０】
　ライト制御ＥＣＵ４３内のライティング判別部４３ａは、車外に伝えるべき情報を統合
判別部４１ｃから受信すると、ライティングＤＢ４３ｂを参照し、車外に伝えるべき情報
に好適な照射パターンでのライティングを判別する。
【００９１】
　ライティングＤＢ４３ｂは、各種ライティングの情報が入ったデータベースである。例
えば、ライティングＤＢ４３ｂは、ライティングの識別子とライトデバイスの識別子（外
部ライトデバイスＡ、外部ライトデバイスＢ、プロジェクタデバイス、ボディライトデバ
イス、ヘッドライト）と、当該ライトデバイスの照射できる光の照射パターンと、その照
射パターンで周囲に伝える内容と、が格納されている。
【００９２】
　ライティング指示部４３ｃは、ライティング判別部４３ａからの指示に従い、各ライト
デバイスに照射の指示を送ることで、各ライトデバイスを制御する機能を有している。例
えば、統合判別部４１ｃから所定の目的の照射指示が来た場合には、ライティング判別部
４３ａは、ライティングＤＢ４３ｂを参照し、所定の目的の照射指示に適したライティン
グの識別子を判別する。
【００９３】
　ここで判別するライティングの識別子は、１つであっても複数であってもよい。ライテ
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ィング判別部４３ａは、照射するライティングの識別子を決めた後、このライティングの
照射タイミング、時間を決める。ライティング判別部４３ａは、この識別子およびライテ
ィングの照射タイミング、時間の情報を、ライティング指示部４３ｃに指示する。
【００９４】
　ライティング指示部４３ｃは、ライティング判別部４３ａから受け取る情報に基づいて
、ライティングＤＢ４３ｂを参照して、各ライトデバイスの光の照射を制御する機能を有
している。
【００９５】
　なお、本実施の形態１では、統合判別ＥＣＵ４１とライト制御ＥＣＵ４３とが別のＥＣ
Ｕであるものとして例示し、説明しているが、これらは、一体であってもよい。
【００９６】
　次に、自動車から道路の路面や車体に向けて投影・表示される可視光アニメーションに
ついて、図面を用いて具体的に説明する。本実施の形態１では、次の３ケースに応じた可
視光アニメーションの具体例について説明する。なお、以下の説明では、ライティング制
御装置４０が行う表示制御として説明し、図２に示したライティング制御装置４０内の各
構成要素に分けた制御動作の記載は省略する。
　［ケース１］ドア開け動作に応じた可視光アニメーション
　［ケース２］後退、発進、右折、左折に応じた可視光アニメーション
　［ケース３］特殊なアイコンを併用した可視光アニメーション
【００９７】
［ケース１］ドア開け動作に応じた可視光アニメーション
　ケース１の目的は、停車中の車両のドア開けに応じて（車両のドア開け動作の前に）、
人が降りてくるエリア、ドアが開くエリア・幅、およびその周辺に関して、予告・注意喚
起の可視光アニメーションを行うことにある。
【００９８】
　図３Ａは、本発明の実施の形態１において、押しドアタイプのドア開けに伴う第１の可
視光アニメーションを例示した図である。図３Ａは、以下のＰ３Ａ１、Ｐ３Ａ２の２種の
表示が順次切り替えられることで、動的表示が行われる状態を示している。
【００９９】
　Ｐ３Ａ１：ドアが開いた状態をイメージできる表示
　Ｐ３Ａ２：ドアが閉まった状態からＰ３Ａ１の状態まで移動する際に、ドアが移動する
全エリアに相当する表示
【０１００】
　図３ＡにおけるＰ３Ａ１の表示は、伝達内容の意図を示す表示要素に相当する。そして
、ライティング制御装置４０は、Ｐ３Ａ１とＰ３Ａ２の表示を繰り返して点滅表示を行う
。この際、伝達内容の意図を示す表示要素であるＰ３Ａ１の状態は、Ｐ３Ａ２の表示にも
含まれている。従って、車両の周囲にいる人やドライバは、Ｐ３Ａ１、Ｐ３Ａ２の表示が
順次切り替わる場合にも、どの時点においても伝達内容の意図を示す表示要素であるＰ３
Ａ１を常時視認できる。
【０１０１】
　この結果、ライティング制御装置４０は、車両の周囲にいる人やドライバに対して、Ｐ
３Ａ１の表示を見落とすおそれなしに、迅速に伝達内容を理解できる可視光アニメーショ
ン表示を実行することができる。
【０１０２】
　図３Ｂは、本発明の実施の形態１において、押しドアタイプのドア開けに伴う第２の可
視光アニメーションを例示した図である。図３Ｂは、以下のＰ３Ｂ１～Ｐ３Ｂ５の５種の
表示が順次切り替えられることで、動的表示が行われる状態を示している。
【０１０３】
　Ｐ３Ｂ１：ドアが開いた状態をイメージできる表示であり、図３ＡのＰ３Ａ１と同等の
表示
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　Ｐ３Ｂ２～Ｐ３Ｂ５：ドアが閉まった状態からＰ３Ｂ１の状態まで移動する際に、ドア
が移動するエリアを４段階に分割した表示であり、図３ＡのＰ３Ａ２の表示を４段階に分
けて行った表示に相当
【０１０４】
　図３ＢにおけるＰ３Ｂ１の表示は、伝達内容の意図を示す表示要素に相当する。そして
、ライティング制御装置４０は、Ｐ３Ｂ１～Ｐ３Ｂ５の表示を繰り返して点滅表示を行う
。この際、伝達内容の意図を示す表示要素であるＰ３Ｂ１の状態は、Ｐ３Ｂ２～Ｐ３Ｂ５
の表示にも含まれている。従って、車両の周囲にいる人やドライバは、Ｐ３Ｂ１～Ｐ３Ｂ
５の表示が順次切り替わる場合にも、どの時点においても伝達内容の意図を示す表示要素
であるＰ３Ｂ１を常時視認できる。
【０１０５】
　この結果、ライティング制御装置４０は、車両の周囲にいる人やドライバに対して、Ｐ
３Ｂ１の表示を見落とすおそれなしに、迅速に伝達内容を理解できる可視光アニメーショ
ン表示を実行することができる。
【０１０６】
　図３Ｃは、本発明の実施の形態１において、スライドタイプのドア開けに伴う可視光ア
ニメーションを例示した図である。図３Ｃは、以下のＰ３Ｃ１～Ｐ３Ｃ４の４種の表示が
順次切り替えられることで、動的表示が行われる状態を示している。
【０１０７】
　Ｐ３Ｃ１：ドアがスライドした後に、車内から人が出てくるエリアをイメージできる表
示
　Ｐ３Ｃ２～Ｐ３Ｃ４：車内から出てきた人が、車側から外側に向かって徐々に移動する
エリアをイメージできる表示であり、３段階に分けて行った表示に相当
【０１０８】
　図３ＣにおけるＰ３Ｃ１の表示は、伝達内容の意図を示す表示要素に相当する。そして
、ライティング制御装置４０は、Ｐ３Ｃ１～Ｐ３Ｃ４の表示を繰り返して点滅表示を行う
。この際、伝達内容の意図を示す表示要素であるＰ３Ｃ１の状態は、Ｐ３Ｃ２～Ｐ３Ｃ４
の表示にも含まれている。従って、車両の周囲にいる人やドライバは、Ｐ３Ｃ１～Ｐ３Ｃ
４の表示が順次切り替わる場合にも、どの時点においても伝達内容の意図を示す表示要素
であるＰ３Ｃ１を常時視認できる。
【０１０９】
　この結果、ライティング制御装置４０は、車両の周囲にいる人やドライバに対して、Ｐ
３Ｃ１の表示を見落とすおそれなしに、迅速に伝達内容を理解できる可視光アニメーショ
ン表示を実行することができる。
【０１１０】
　なお、図３Ｃでは、Ｐ３Ｃ１～Ｐ３Ｃ４において、車両のスライドタイプのドアに最も
近い位置を、常時視認できる場合を例示しているが、本発明は、このような可視光アニメ
ーション表示に限定されるものではない。例えば、車両のスライドタイプのドアから最も
遠い位置を、常時視認できるように可視光アニメーション表示を行うことによっても、同
様の効果を実現できる。
【０１１１】
［ケース２］後退、発進、右折、左折に応じた可視光アニメーション
　ケース２の目的は、車両が移動する際（車両が移動を開始する前）に、その進行方向と
距離を予告・注意喚起する可視光アニメーションを行うことにある。ここでの距離とは、
例えば、時速１０ｋｍ／ｈの車が１秒で進む距離に相当する約３ｍ先、あるいは、車１台
分に相当する約４ｍ先を意味する。
【０１１２】
　図４Ａは、本発明の実施の形態１において、車両の後退に伴う第１の可視光アニメーシ
ョンを例示した図である。図４Ａは、以下のＰ４Ａ１～Ｐ４Ａ３の３種の表示が順次切り
替えられることで、動的表示が行われる状態を示している。
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【０１１３】
　Ｐ４Ａ１：車両後部の直近エリアをイメージできる表示であり、山形の向きにより、車
両が後退してくることを表示
　Ｐ４Ａ２、Ｐ４Ａ３：時間経過とともに車両が徐々に移動するエリアをイメージできる
表示
【０１１４】
　図４ＡにおけるＰ４Ａ１の表示は、伝達内容の意図を示す表示要素に相当する。そして
、ライティング制御装置４０は、Ｐ４Ａ１～Ｐ４Ａ３の表示を繰り返して点滅表示を行う
。この際、伝達内容の意図を示す表示要素であるＰ４Ａ１の状態は、Ｐ４Ａ２およびＰ４
Ａ３の表示にも含まれている。従って、車両の周囲にいる人やドライバは、Ｐ４Ａ１～Ｐ
４Ａ３の表示が順次切り替わる場合にも、どの時点においても伝達内容の意図を示す表示
要素であるＰ４Ａ１を常時視認できる。
【０１１５】
　この結果、ライティング制御装置４０は、車両の周囲にいる人やドライバに対して、Ｐ
４Ａ１の表示を見落とすおそれなしに、迅速に伝達内容を理解できる可視光アニメーショ
ン表示を実行することができる。
【０１１６】
　図４Ｂは、本発明の実施の形態１において、車両の後退に伴う第２の可視光アニメーシ
ョンを例示した図である。また、図４Ｃは、本発明の実施の形態１において、車両の後退
に伴う第３の可視光アニメーションを例示した図である。図４Ｂ、図４Ｃは、常時表示さ
れるエリアや切り替え表示される状態が図４Ａとは異なるバリエーションを示している。
【０１１７】
　図４Ａでは、車両後部の直近エリアを常時表示していた。これに対して、図４Ｂ、図４
Ｃでは、車両が後退する際に移動する最大エリアを常時表示させている。また、図４Ｂと
図４Ｃでは、図４Ｂにおける２番目の表示パターンＰ４Ｂ２と、図４Ｃにおける２番目の
表示パターンＰ４Ｃ２とが異なっている。
【０１１８】
　図４Ｂ、図４Ｃのいずれの場合も、車両の周囲にいる人やドライバは、どの時点におい
ても伝達内容の意図を示す表示要素であるＰ４Ｂ１あるいはＰ４Ｃ１を常時視認できる。
この結果、ライティング制御装置４０は、車両の周囲にいる人やドライバに対して、Ｐ４
Ｂ１あるいはＰ４Ｃ１の表示を見落とすおそれなしに、迅速に伝達内容を理解できる可視
光アニメーション表示を実行することができる。
【０１１９】
　次に、図５Ａは、本発明の実施の形態１において、車両の発進に伴う第１の可視光アニ
メーションを例示した図である。図５Ａは、以下のＰ５Ａ１～Ｐ５Ａ５の５種の表示が順
次切り替えられることで、動的表示が行われる状態を示している。
【０１２０】
　Ｐ５Ａ１：車両前方の直近エリアをイメージできる表示であり、表示された線分に傾き
を設けたことにより、車両が前進してくることを表示
　Ｐ５Ａ２～Ｐ５Ａ５：時間経過とともに車両が徐々に移動するエリアをイメージできる
表示であり、車両から離れるほど線分を長く表示することにより、車両が前進してくるこ
とを表示
【０１２１】
　図５ＡにおけるＰ５Ａ１の表示は、伝達内容の意図を示す表示要素に相当する。そして
、ライティング制御装置４０は、Ｐ５Ａ１～Ｐ５Ａ５の表示を繰り返して点滅表示を行う
。この際、伝達内容の意図を示す表示要素であるＰ５Ａ１の状態は、Ｐ５Ａ２～Ｐ５Ａ５
の表示にも含まれている。従って、車両の周囲にいる人やドライバは、Ｐ５Ａ１～Ｐ５Ａ
５の表示が順次切り替わる場合にも、どの時点においても伝達内容の意図を示す表示要素
であるＰ５Ａ１を常時視認できる。
【０１２２】
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　この結果、ライティング制御装置４０は、車両の周囲にいる人やドライバに対して、Ｐ
５Ａ１の表示を見落とすおそれなしに、迅速に伝達内容を理解できる可視光アニメーショ
ン表示を実行することができる。
【０１２３】
　図５Ｂは、本発明の実施の形態１において、車両の前進に伴う第２の可視光アニメーシ
ョンを例示した図である。図５ＢにおけるＰ５Ｂ１の表示は、図５ＡにおけるＰ５Ａ１の
表示に相当し、図５ＢにおけるＰ５Ｂ２の表示は、図５ＡにおけるＰ５Ａ５の表示に相当
する。すなわち、図５Ａは、５段階での切り替え表示を行っていたが、図５Ｂは、直近エ
リアと最大エリアの２段階による切り替え表示を行っている。
【０１２４】
　図５Ｂの場合も、車両の周囲にいる人やドライバは、どの時点においても伝達内容の意
図を示す表示要素であるＰ５Ｂ１を常時視認できる。この結果、ライティング制御装置４
０は、車両の周囲にいる人やドライバに対して、Ｐ５Ｂ１の表示を見落とすおそれなしに
、迅速に伝達内容を理解できる可視光アニメーション表示を実行することができる。
【０１２５】
　次に、図６は、本発明の実施の形態１において、車両の右折に伴う可視光アニメーショ
ンを例示した図である。図６は、以下のＰ６１、Ｐ６２の２種の表示が順次切り替えられ
ることで、動的表示が行われる状態を示している。
【０１２６】
　Ｐ６１：車両の右前方の直近エリアをイメージできる表示であり、表示された線分に傾
きを設けたことにより、車両が前進して右折してくることを表示
　Ｐ６２：時間経過とともに車両が移動する最大エリアをイメージできる表示であり、車
両から離れるほど線分を長く表示することにより、車両が右折してくることを表示
【０１２７】
　図６におけるＰ６１の表示は、伝達内容の意図を示す表示要素に相当する。そして、ラ
イティング制御装置４０は、Ｐ６１、Ｐ６２の表示を繰り返して点滅表示を行う。この際
、伝達内容の意図を示す表示要素であるＰ６１の状態は、Ｐ６２の表示にも含まれている
。従って、車両の周囲にいる人やドライバは、Ｐ６１、Ｐ６２の表示が順次切り替わる場
合にも、どの時点においても伝達内容の意図を示す表示要素であるＰ６１を常時視認でき
る。
【０１２８】
　この結果、ライティング制御装置４０は、車両の周囲にいる人やドライバに対して、Ｐ
６１の表示を見落とすおそれなしに、迅速に伝達内容を理解できる可視光アニメーション
表示を実行することができる。
【０１２９】
［ケース３］特殊なアイコンを併用した可視光アニメーション
　ケース３の目的は、車両が何らかの動きをする場合に、特別なアイコンを用いた警告ア
イコンを路面に表示することで、より一層の注意喚起を促すことにある。
【０１３０】
　図７は、本発明の実施の形態１において、押しドアタイプのドア開けに伴う警告アイコ
ンを併用した可視光アニメーションを例示した図である。図７は、以下のＰ７１～Ｐ７３
の３種の表示が順次切り替えられることで、動的表示が行われる状態を示している。
【０１３１】
　Ｐ７１：車両の左側方で何らかのアクションが起こることをイメージできる警告アイコ
ンを表示
　Ｐ７２：ドアが開いた状態をイメージできる表示＋警告アイコンの表示
　Ｐ７３：ドアが閉まった状態からＰ７２の状態まで移動する際に、ドアが移動する全エ
リアに相当する表示＋警告アイコンの表示
【０１３２】
　図７におけるＰ７１の警告アイコンの表示は、伝達内容の意図を示す表示要素に相当す
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る。そして、ライティング制御装置４０は、Ｐ７１～Ｐ７３の表示を繰り返して点滅表示
を行う。この際、伝達内容の意図を示す表示要素であるＰ７１の状態は、Ｐ７２、Ｐ７３
の表示にも含まれている。従って、車両の周囲にいる人やドライバは、Ｐ７１～Ｐ７３の
表示が順次切り替わる場合にも、どの時点においても伝達内容の意図を示す表示要素であ
るＰ７１の警告アイコンによる表示を常時視認できる。
【０１３３】
　この結果、ライティング制御装置４０は、車両の周囲にいる人やドライバに対して、Ｐ
７１の警告アイコンの表示を見落とすおそれなしに、迅速に伝達内容を理解できる可視光
アニメーション表示を実行することができる。
【０１３４】
　図３Ａ～図７に例示した可視光アニメーション表示は、いずれも、全図形が非表示とな
ってしまう時間がないように、伝達内容の意図を示す図柄の一部が常時表示されている。
この結果、注意喚起を促す図形を表示する際に、ユーザが見落とすおそれなしに、迅速に
表示内容を理解できる可視光アニメーション表示を実現できる。
【０１３５】
　なお、このような可視光アニメーションを行うに当たっては、複数の表示パターンの切
り替え表示を行う際に、フェードイン・フェードアウトを行う、あるいは、ウィンカーラ
ンプなど、他の表示機器と連動するように行うことも可能である。
【０１３６】
　次に、図２におけるライティングＤＢに格納されている照射パターンの具体例について
説明する。図２に示したライティング制御装置４０は、全体制御ＥＣＵ１０から取得した
種々の情報に基づいて車両状態を判別し、ライティングＤＢから、車両状態に即した照射
パターンを取り出すことで、適切な可視光アニメーション表示を行うことができる。そこ
で、照射パターンの調整要素として、（１）タイミング、（２）輝度・色、（３）表示位
置、（４）サイズの４つについて、以下に詳述する。
【０１３７】
（１）タイミングについて
　注意喚起の情報を受け取る相手である歩行者、あるいは二輪車・自転車のドライバに応
じて、表示タイミングを調整することが考えられる。具体例としては、以下のパラメータ
に応じて表示タイミングを変えることが考えられる。
　パラメータ１：情報を受け取る相手との距離
　パラメータ２：情報を受け取る相手の属性
【０１３８】
　パラメータ１に関しては、例えば、歩行者が自車から１０～２０ｍ離れた位置から視認
できるように表示する場合を考える。この場合には、ライティング制御装置４０は、一例
として、次のようなタイミングで表示制御を行うことが考えられる。
　・車が動き始める３秒以上前に表示を開始する。
　・歩行者と自車の距離が３ｍ以下になった場合には、表示を停止する。
【０１３９】
　パラメータ２に関しては、例えば、二輪車・自転車のドライバや高齢者などに向けた情
報提示の場合を考える。このような属性の相手は、歩行者よりもやや前傾姿勢を取るため
、下方視野が狭まる。そこで、ライティング制御装置４０は、このような属性の相手に対
しては、立位状態の歩行者よりも、やや早めのタイミングで表示を開始させることが望ま
しい。
【０１４０】
　また、その他の例として、情報を受ける相手が子供の場合を考える。この場合には、子
供は、表示に気を取られることが懸念される。そこで、ライティング制御装置４０は、表
示を停止するタイミングを、他の属性の相手よりも比較的早くすることが考えられる。
【０１４１】
　このようなパラメータ１、２に応じた表示タイミングのデータを、ライティングＤＢに
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あらかじめデータベース化しておくことができる。この結果、ライティング制御装置４０
は、全体制御ＥＣＵ１０から取得した種々の情報に基づいて判別した車両状態に即した照
射パターンを、ライティングＤＢから取り出すことができ、適切な表示タイミングを有す
る可視光アニメーション表示を行うことができる。
【０１４２】
（２）輝度・色について
　周辺の環境光や床面材質等との関係から、表示面と非表示面で特定のコントラスト差を
保つことが望ましい。一般的に、光の輝度コントラスト差は、
　　表示面：非表示面＝４：１
以上を確保すべきという指標もある。ただし、床面の材質など、さまざまな要因があるの
で、その限りではないが、その時の周辺環境に応じて輝度調整がなされることが望ましい
。
【０１４３】
　また、輝度コントラスト差を確保するために、表示色を変更することも考えられる。例
えば、路面の色が黒色に近い場合には、水色、黄緑、緑、白色など、水色と白色をベース
とした色を表示色として採用し、路面の色が白色に近い場合には、黄色、黄緑、緑、白色
など黄色と白色をベースとした色を表示色として採用する、といった調整をしてもよい。
【０１４４】
　このような表示面の情報に応じた輝度や色を、ライティングＤＢにあらかじめデータベ
ース化しておくことができる。この結果、ライティング制御装置４０は、全体制御ＥＣＵ
１０から取得した種々の情報に基づいて判別した車両状態に即した照射パターンを、ライ
ティングＤＢから取り出すことができ、適切な輝度や色を有する可視光アニメーション表
示を行うことができる。
【０１４５】
（３）表示位置について
　注意喚起の情報を受け取る相手に応じて、表示位置を調整することが考えられる。具体
例としては、「（１）タイミングについて」で説明したパラメータ１、２に応じて表示位
置を変更することが考えられる。
【０１４６】
　パラメータ１に関しては、例えば、歩行者が自車から２０～３０ｍ離れた位置にいる場
合には、自車から離れたエリアに表示させることで予告の注意喚起を行うことが考えられ
る。一方、歩行者が自車から１０～２０ｍ離れた位置にいる場合には、自車の側近エリア
に表示させることで予告の注意喚起を行うことが考えられる。
【０１４７】
　パラメータ２に関しては、例えば、二輪車・自転車のドライバや高齢者などに向けた情
報提示の場合を考える。このような属性の相手は、健常歩行者よりもやや前傾姿勢を取る
ため、下方視野が狭まる。そこで、ライティング制御装置４０は、このような属性の相手
に対しては、より二輪車・自転車のドライバや高齢者に近い位置に表示を行うことが望ま
しい。
【０１４８】
　このように、パラメータ２に応じて表示位置をずらす以外にも、例えば、先の図７を用
いて説明した警告アイコンのような特別な表示を追加することが考えられる。また、情報
を受ける相手が子供の場合には、表示に気を取られることが懸念される。そこで、ライテ
ィング制御装置４０は、子供が近づいたら表示位置をずらす、あるいは表示を消すことも
考えられる。
【０１４９】
　このようなパラメータ１、２に応じた表示位置のデータを、ライティングＤＢにあらか
じめデータベース化しておくことができる。この結果、ライティング制御装置４０は、全
体制御ＥＣＵ１０から取得した種々の情報に基づいて判別した車両状態に即した照射パタ
ーンを、ライティングＤＢから取り出すことができ、適切な表示位置に可視光アニメーシ
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ョン表示を行うことができる。
【０１５０】
（４）サイズについて
　注意喚起の情報を受け取る相手との距離に応じて、表示サイズを調整することが考えら
れる。具体例としては、例えば、歩行者が自車から１０～２０ｍ離れた位置の場合には、
１ｍ角以上の表示サイズを確保し、１０ｍ以下の位置の場合には、表示サイズをより小さ
くするということが考えられる。
【０１５１】
　また、情報を受け取る相手と自車との距離に応じて、表示する図形を変形させることも
考えられる。例えば、歩行者が自車から１０ｍ以上離れていた位置の場合には、図形の縦
横比を縦方向に２倍以上に伸ばすことが考えられる。
【０１５２】
　このように、注意喚起の情報を受け取る相手との距離などに応じた表示サイズのデータ
を、ライティングＤＢにあらかじめデータベース化しておくことができる。この結果、ラ
イティング制御装置４０は、全体制御ＥＣＵ１０から取得した種々の情報に基づいて判別
した車両状態に即した照射パターンを、ライティングＤＢから取り出すことができ、表示
内容をより理解しやすい大きさに調整して、可視光アニメーション表示を行うことができ
る。
【０１５３】
　次に、フローチャートを用いて、自動車から注意喚起を発信する際の可視光アニメーシ
ョン表示を実現するための一連動作について説明する。図８は、本発明の実施の形態１に
おけるライティング制御装置４０による一連動作を示すフローチャートである。なお、以
下の説明では、図２に示したライティング制御装置４０内の各構成要素と対応付けて説明
する。
【０１５４】
　まず、ステップＳＴ１０１において、車両情報取得部４１ａは、車両側から車両情報を
取得する。車両情報取得部４１ａは、例えば、シフトレバーの位置が「Ｐ」から「Ｄ」へ
移動し、ハンドブレーキが「切」になったことを示す車両情報を取得する。あるいは、車
両情報取得部４１ａは、例えば、シフトレバーの位置が「Ｐ」から「Ｒ」へ移動し、ハン
ドブレーキが「切」になったことを示す車両情報を取得する。
【０１５５】
　次に、ステップＳＴ１０２において、車両状態判別部４１ｂは、車両情報に基づいて車
両動作を推定し、判別結果として統合判別部４１ｃへ出力する。
【０１５６】
　車両状態判別部４１ｂは、例えば、シフトレバーの位置が「Ｐ」から「Ｄ」へ移動し、
ハンドブレーキが「切」になったことを示す車両情報が得られた場合には、自車両が停車
状態から前進しようとしていると推定する。あるいは、車両状態判別部４１ｂは、例えば
、シフトレバーの位置が「Ｐ」から「Ｒ」へ移動し、ハンドブレーキが「切」になったこ
とを示す車両情報が得られた場合には、自車両が停車状態から後退しようとしていると推
定する。
【０１５７】
　なお、車両状態判別部４１ｂは、車両動作の推定に限らず、車両の状態を判定し、判別
結果として統合判別部４１ｃへ出力してもよい。車両状態判別部４１ｂは、例えば、ドア
開閉センサにより、ドアが解錠される状態を判定することができる。
【０１５８】
　次に、ステップＳＴ１０３において、統合判別部４１ｃは、車両状態判別部４１ｂの判
別結果に基づいて、車外に伝えるべき情報を判別する。統合判別部４１ｃは、例えば、「
自車両が停車状態から前進しようとしている」との判別結果が得られた場合には、車外に
伝えるべき情報が、先の図５Ａあるいは図５Ｂで示したような、車両が前進することを注
意喚起する照射を行うことである旨を、ライティング判別部４３ａに送ることができる。
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【０１５９】
　また、統合判別部４１ｃは、例えば、「ドアが解錠された」「車内の人がドアのノブに
手をかけた」等のドアが開くトリガと判別すべき判別結果が得られた場合には、車外に伝
えるべき情報が、先の図３Ａ～図３Ｃで示したような、ドアが開くことを注意喚起する照
射を行うことである旨を、ライティング判別部４３ａに送ることができる。
【０１６０】
　次に、ステップＳＴ１０４において、ライティング判別部４３ａは、車外に伝えるべき
情報を統合判別部４１ｃから受信すると、ライティングＤＢ４３ｂを参照し、車外に伝え
るべき情報に好適な複数の照射パターンでのライティングを判別する。具体的には、ライ
ティング判別部４３ａは、車外に伝えるべき情報に適した複数の照射パターンを生成する
。
【０１６１】
　この結果、ライティング判別部４３ａは、図３Ａ、図３Ｂ、図３Ｃ、図４Ａ、図４Ｂ、
図４Ｃ、図５Ａ、図５Ｂ、図６、図７で例示したような、複数の照射パターンを生成する
ことができる。
【０１６２】
　次に、ステップＳＴ１０５において、ライティング指示部４３ｃは、ライティング判別
部４３ａからの指示に従い、各ライトデバイスに照射の指示を送ることで、各ライトデバ
イスを制御する。具体的には、ライティング指示部４３ｃは、ライティング判別部４３ａ
により生成された複数の照射パターンの切替制御を行うことで、可視光アニメーション表
示を行う。
【０１６３】
　なお、ライティング指示部４３ｃは、車載スピーカに指示して、路面に可視光アニメー
ションを照射するときに、そのアニメーションに合わせた音声を出力してもよい。このと
き、ライティング指示部４３ｃは、車内にいる運転手等に向けて音声を出力してもよいし
、車外にいる人に向けて音声を出力してもよい。
【０１６４】
　以上のように、実施の形態１によれば、注意喚起の情報を享受する歩行者や自転車・二
輪車のドライバに対して、伝達内容の意図を示す表示要素が常時表示された状態で、可視
光アニメーションを提供することができる。この結果、車両の周辺にいる歩行者や自転車
・二輪車のドライバは、表示に対して注意を向けて、迅速に回避行動をとることができる
。
【０１６５】
　また、歩行者等は、注意喚起が表示されるエリアが道路面や車体であることを理解する
ことも可能である。さらに、歩行者等は、可視光アニメーションによって、注意喚起の内
容、および注意喚起すべき領域を、見落とすおそれなしに、迅速に理解することができる
。
【０１６６】
　さらに、ドアが物理的に開く最大の範囲（例えば、図３Ａ、図３Ｂ参照）、あるいは、
車が移動すると予測される最大エリア（例えば、図４Ｂ、図４Ｃ参照）を、伝達内容の意
図を示す表示要素として常時表示することができる。この結果、車両の周辺にいる歩行者
や自転車・二輪車のドライバは、常時表示された内容に基づいて、適切かつ迅速な回避行
動を取ることができ、不測の事態を未然に防ぐことができる。
【０１６７】
　実施の形態２．
　先の実施の形態１では、自動車から注意喚起を発信する際の可視光アニメーション表示
について説明した。これに対して、本実施の形態２では、ビル等の利用者に対して、適切
な移動経路の誘導案内を発信する際の可視光アニメーション表示について説明する。
【０１６８】
　まず始めに、ハードウェア構成について説明する。
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　図９は、本発明の実施の形態２におけるハードウェアの構成図を示すブロック図である
。本実施の形態２における施設は、図９に例示するように、各種センサ、カメラ等からな
るセンサ群１２０を有している。全体制御ＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
Ｕｎｉｔ）１１０は、センサ群１２０内の各種センサから得た情報に基づいて、他のハー
ドウェアに種々の指示を送ることで、これらのハードウェアを制御することができる。
【０１６９】
　また、全体制御ＭＰＵ１１０は、バスを介して、他のハードウェアから受信した所定の
情報を、ライティング制御装置１４０内の統合判別ＭＰＵに送る。ライティング制御装置
１４０は、全体制御ＭＰＵ１１０から受け取った情報に基づいて、外部ライトデバイスＡ
、外部ライトデバイスＢ、プロジェクタデバイス等の施設向けのライトデバイス１５０を
制御する。
【０１７０】
　図９において、センサ群１２０は、戸開閉センサ、人感センサ、カードリーダ、火災感
知器、監視カメラから構成されている。
【０１７１】
　全体制御ＭＰＵ１１０は、センサ群１２０内の各センサの検出した情報、またはカメラ
が撮像した画像を受信する。
【０１７２】
　ここで、センサ群１２０を構成する各種センサについて説明する。
　戸開閉センサは、設備に設置されたエレベータの戸開閉を検出するセンサであり、戸の
開閉情報を、全体制御ＭＰＵ１１０に出力する。
【０１７３】
　人感センサは、検出エリア内での人の有無を検出するセンサであって、人の有無に関す
る情報を、全体制御ＭＰＵ１１０に出力する。
【０１７４】
　カードリーダは、入退室が管理されているエリアの出入口に設定されているセンサであ
り、カード内に記憶されたＩＤ情報、入退室情報、行先情報などを、全体制御ＭＰＵ１１
０に出力する。
【０１７５】
　火災感知器は、設置された領域内での火災発生の有無を検出し、検出結果を火災情報と
して、全体制御ＭＰＵ１１０に出力する。
【０１７６】
　監視カメラは、設置エリア内を撮像するために設けられたカメラ（撮像装置）であり、
それぞれの撮像画像を、全体制御ＭＰＵ１１０に出力する。全体制御ＭＰＵ１１０は、そ
れぞれの撮像画像に基づいて、人間の検出、認識、属性の判断を実行することができる。
【０１７７】
　次に、全体制御ＭＰＵ１１０について説明する。
　全体制御ＭＰＵ１１０は、施設全体を制御する機能を有するＭＰＵである。全体制御Ｍ
ＰＵ１１０は、各種センサから検出情報を取得し、取得した情報に基づいて、施設各部を
適切に動作させるような指示や情報を送ることで、施設全体の制御を実行する。
【０１７８】
　全体制御ＭＰＵ１１０は、プロセッサ、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）
、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）を有している。プロセッサは、
全体制御ＭＰＵ１１０において、各種計算処理を実行する計算処理回路であり、プロセッ
サ以外にも、計算処理回路、電気回路、コントローラ等の種々の呼び方で呼称できるハー
ドウェアである。
【０１７９】
　プロセッサは、１つまたは２以上の計算処理回路の集合によって構成されている。プロ
セッサは、ＲＯＭからプログラムを読み出し、読み出したプログラムをＲＡＭ上に展開し
て、計算処理を実行することができる。
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【０１８０】
　ＲＯＭは、１以上のプログラムを格納する不揮発性記憶装置である。ＲＡＭは、プロセ
ッサが、プログラムや各種情報の展開領域として用いる揮発性記憶装置である。ＲＯＭお
よびＲＡＭは、例えば、半導体記憶装置等により構成され、メモリと呼ぶこともできる。
【０１８１】
　また、本実施の形態２においては、プロセッサが実行するプログラムを格納した記憶装
置として、ＲＯＭを例示して説明しているが、記憶装置は、これに限定されず、例えば、
ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉ
ｖｅ）等のストレージと呼ばれる不揮発性大容量記憶装置であってもよい。
【０１８２】
　また、ストレージを含めた記憶装置を、総称としてメモリと呼んでもよい。このような
メモリ構成は、後述する統合判別ＭＰＵ、ライト制御ＭＰＵにおいても、同様である。
【０１８３】
　次に、図１中の施設制御対象１３０の各構成要素について説明する。
　照明システムは、施設内の照明を統括制御する。空調システムは、施設内の照明を統括
制御する。入退室管理システムは、施設内の指定された各領域の入退室を統括管理する。
さらに、エレベータシステムは、施設内に設置されたエレベータの運行制御を行う。
【０１８４】
　次に、図９中のライティング制御装置１４０の各構成要素について説明する。
　ライティング制御装置１４０は、施設内に設置されたライトデバイスを制御する機能を
有する制御装置である。ライティング制御装置１４０は、統合判別ＭＰＵ、無線通信装置
、ライト制御ＭＰＵを有する。
【０１８５】
　本実施の形態２における施設は、各種ライトデバイスの光の照射によって、施設内のい
ろいろな場所で、誘導案内、警告等を伝える機能を有している。ここで、ライトデバイス
とは、後述する施設ライトデバイスＡ、施設ライトデバイスＢ、プロジェクタデバイスの
総称であるライトデバイス１５０を指している。
【０１８６】
　統合判別ＭＰＵは、全体制御ＭＰＵ１１０から入力される各種情報に基づいて、施設の
状況を判別し、ライトデバイス１５０によって、周囲に伝えるべき内容を決める機能を有
する装置である。統合判別ＭＰＵは、全体制御ＭＰＵ１１０と同様に、プロセッサ、ＲＯ
Ｍ、ＲＡＭを有している。
【０１８７】
　統合判別ＭＰＵは、全体制御ＭＰＵ１１０から各種情報を受け付け、施設の状態を判断
し、各ライトデバイスの照射を制御するための情報を、ライト制御ＭＰＵに送信する。ま
た、統合判別ＭＰＵは、通信に関する指示を無線通信装置に送信する。
【０１８８】
　無線通信装置は、外部の通信機器と無線通信を行う通信装置である。無線通信装置は、
特定の周波数帯域を用いて、他の施設の制御装置、上位の制御装置、および人が持つスマ
ートフォン等の通信可能な電子機器との通信を行う。
【０１８９】
　この通信は、特定の決められた周波数帯を用いた独自の通信であってもよく、規格化さ
れた通信規格を用いて行うものであってもよい。さらに、この通信は、例えば、無線ＬＡ
Ｎ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｚｉ
ｇｂｅｅ（登録商標）等の既存の通信規格を用いての通信であってもよい。
【０１９０】
　無線通信装置は、アンテナを介して送信部より、他の機器に無線信号を送信し、アンテ
ナを介して受信部より、他の機器からの無線信号を受信する。
【０１９１】
　ライト制御ＭＰＵは、各ライトデバイスの照射する光を決定し、ライトデバイス１５０
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に指示を送信する制御装置である。ライト制御ＭＰＵは、プロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭを
有している。ライト制御ＭＰＵは、統合判別ＭＰＵから入力される情報に基づいて、各ラ
イトデバイスの照射パターンを決定し、これに基づいて、各ライトデバイスに照射の指示
を送信する。
【０１９２】
　ここで、照射パターンとは、１つの表示要素、あるいは２以上の表示要素の組合せとし
て構成され、表示される周辺の環境に応じて視認性を変更できるように、照射形状、位置
、大きさ、色、タイミング、輝度、時間などの調整要素を有しているものを意味している
。
【０１９３】
　次に、図９中のライトデバイス１５０の各構成要素について説明する。
　施設ライトデバイスＡは、施設内のあらかじめ決められた領域に向けて取り付けられた
照射装置である。施設ライトデバイスＡは、床面や壁面に光を照射し、施設内のユーザに
誘導案内、警告などの情報を伝える機能を有している。施設ライトデバイスＡは、これら
の情報を施設内のユーザに伝えるために、これに適した照射パターンで光を床面等に照射
する。
【０１９４】
　施設ライトデバイスＡは、施設ライトドライバと施設ライトセットを有している。施設
ライトドライバは、施設ライトセットを駆動させる駆動装置であり、施設ライトセットに
所定の光を照射させる。
【０１９５】
　施設ライトドライバＡは、施設ライトセットの中の各施設ライトの照射タイミング、照
射時間等の組み合わせを制御する機能を有している。また、施設ライトドライバＡは、施
設ライトに設けられたカラーフィルタ、シェード、導光機構等を動作させ、所定のエリア
に、所定の照射パターンを有する光を照射することができる。
【０１９６】
　施設ライトセットＡは、複数の施設ライト（照射装置）を有しており、施設ライトドラ
イバに基づいて、複数の施設ライトが点灯制御される。
【０１９７】
　施設ライトデバイスＢは、施設内のあらかじめ決められた領域に向けて取り付けられた
照射装置である。施設ライトデバイスＢは、床面や壁面に光を照射し、施設内のユーザに
誘導案内、警告などの情報を伝える機能を有している。施設ライトデバイスＢは、これら
の情報を施設内のユーザに伝えるために、これに適した照射パターンで光を床面等に照射
する。
【０１９８】
　施設ライトデバイスＢは、施設ライトドライバと施設ライトセットを有している。施設
ライトドライバは、施設ライトセットを駆動させる駆動装置であり、施設ライトセットに
所定の光を照射させる。
【０１９９】
　施設ライトドライバＢは、施設ライトセットの中の各施設ライトの照射タイミング、照
射時間等の組み合わせを制御する機能を有している。また、施設ライトドライバＢは、施
設ライトに設けられたカラーフィルタ、シェード、導光機構等を動作させ、所定のエリア
に、所定の照射パターンを有する光を照射することができる。
【０２００】
　施設ライトセットＢは、複数の施設ライト（照射装置）を有しており、施設ライトドラ
イバの動作に基づいて、複数の施設ライトが点灯制御される。
【０２０１】
　プロジェクタデバイスは、施設内のあらかじめ決められた領域に向けて取り付けられた
映像投射装置である。プロジェクタデバイスは、床面や壁面に光を照射し、施設内のユー
ザに誘導案内、警告などの情報を伝える機能を有している。プロジェクタデバイスは、こ
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れらの情報を施設内のユーザに伝えるために、これに適した照射パターンで光を床面等に
照射（投影）する。
【０２０２】
　プロジェクタデバイスは、プロジェクタドライバとプロジェクタを有している。プロジ
ェクタドライバは、プロジェクタを駆動させる駆動装置であり、プロジェクタに所定の光
を照射させる。プロジェクタドライバは、プロジェクタの照射する光の照射パターンを制
御する機能を有している。
【０２０３】
　プロジェクタは、光（映像）を施設内に照射（投影）する照射（投影）装置である。プ
ロジェクタは、プロジェクタドライバの動作に基づいて光（映像）を施設内（床面や壁面
）に照射する。
【０２０４】
　次に、ライティング制御装置１４０による具体的な制御処理内容について説明する。
　図１０は、本発明の実施の形態２におけるライティング制御装置１４０の機能構成を示
すブロック図である。本実施の形態２におけるライティング制御装置１４０は、統合判別
ＭＰＵ１４１、無線通信部１４２、およびライト制御ＭＰＵ１４３を備えて構成されてい
る。
【０２０５】
　ライティング制御装置１４０内の統合判別ＭＰＵ１４１は、利用者状況取得部１４１ａ
、利用者状態判別部１４１ｂ、統合判別部１４１ｃを有している。また、ライティング制
御装置１４０内のライト制御ＭＰＵ１４３は、ライティング判別部１４３ａ、ライティン
グＤＢ１４３ｂ、ライティング指示部１４３ｃを有している。
【０２０６】
　利用者状況取得部１４１ａは、全体制御ＭＰＵ１１０から種々の情報を取得する機能を
有している。利用者状況取得部１４１ａが取得する情報は、屋内外の施設に搭載されてい
る扉開閉センサ、人感センサ、火災感知器等の検出情報、施設内の各経路に搭載されたカ
メラに基づく認識情報等を通じて得られる施設内の人の移動に関わる情報に相当する。利
用者状況取得部１４１ａは、取得した情報を利用者状態判別部１４１ｂに送信する。
【０２０７】
　利用者状態判別部１４１ｂは、利用者状況取得部１４１ａから受信した施設内の人の移
動に関わる情報に基づいて、表示内容を判別する機能を有している。例えば、利用者状況
取得部１４１ａは、部屋間の扉・入口やエレベータ扉に取り付けられた扉開閉センサ、カ
ードリーダによる検出情報等から、移動する人の有無やその属性を判別できる。
【０２０８】
　また、利用者状況取得部１４１ａは、案内を表示・投射する機材エリアに設置された人
感センサあるいはカメラの検出情報から、表示・投射エリア内の人の有無やその属性、あ
るいは、表示・投射エリアを視認できる範囲内の人の有無やその属性を判別できる。
【０２０９】
　統合判別部１４１ｃは、利用者状態判別部１４１ｂの判別結果に基づいて、施設内の利
用者に伝えるべき情報を判別する機能を有している。例えば、統合判別部１４１ｃは、施
設内の経路が分岐する場所において、目的施設とその所在方向を識別表示するための照射
を行う指示を、施設利用者に伝えるべき情報としてライティング判別部１４３ａに送る。
【０２１０】
　また、統合判別部１４１ｃは、火災感知器が動作している場合には、施設利用者に対し
て避難経路を提供して避難誘導を行うための照射を行う指示を、施設利用者に伝えるべき
情報としてライティング判別部１４３ａに送る。
【０２１１】
　また、統合判別部１４１ｃは、利用者状態判別部１４１ｂの判別結果に基づいて、無線
通信を制御する機能も有している。無線通信部１４２は、統合判別部１４１ｃからの指示
にしたがって、外部機器との無線通信を実行する。
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【０２１２】
　ライト制御ＭＰＵ１４３内のライティング判別部１４３ａは、施設利用者に伝えるべき
情報を統合判別部１４１ｃから受信すると、ライティングＤＢ１４３ｂを参照し、施設利
用者に伝えるべき情報に好適な照射パターンでのライティングを判別する。
【０２１３】
　なお、本実施の形態２における図１０に示したライト制御ＭＰＵ１４３の機能は、先の
実施の形態１における図２に示したライト制御ＭＰＵ１４３の機能と同一であり、ライテ
ィングＤＢ１４３ｂに格納されるデータが異なる。そこで、各構成の説明は省略し、ライ
ティングＤＢ１４３ｂに格納されている照射パターンの具体例について、後述することと
し、まず先に、ビル等の利用者に対して、適切な移動経路の誘導案内を行うために投影・
表示される可視光アニメーションについて、図面を用いて具体的に説明する。
【０２１４】
　本実施の形態２では、次の３ケースに応じた可視光アニメーションの具体例について説
明する。
　［ケース１］案内対象である目的施設の表示と、方向性を示す図形とを組み合わせた可
視光アニメーション
　［ケース２］案内対象である目的施設の表示と、方向性を示す図形とを組み合わせた可
視光アニメーションであり、方向性を示す図形がケース１と異なるもの
　［ケース３］目的施設の内容と目的施設自身が所在する場所の両方を表示するとともに
、両表示の間に方向性を示す図形を組み合わせた可視光アニメーション
【０２１５】
　なお、ケース１～ケース３の目的は、いずれも、案内対象の目的施設と方向性を示す図
形とをセットで表示し、かつ、方向性を示す図形に関しては、可視光アニメーションを適
用し、ビル内での誘導案内を迅速に行うことにある。
【０２１６】
［ケース１］案内対象である目的施設の表示と、方向性を示す図形とを組み合わせた可視
光アニメーション
　図１１は、本発明の実施の形態２において、目的施設の表示と、方向性を示す図形とを
組み合わせた第１の可視光アニメーションを例示した図である。図１１は、以下のＰ１１
１～Ｐ１１３の３種の表示が順次切り替えられることで、動的表示が行われる状態を示し
ている。
【０２１７】
　Ｐ１１１：目的施設の名称と所在地の方向がイメージできる表示
　Ｐ１１２：方向をより強調するために矢印の数を２つに増やした表示
　Ｐ１１３：方向をさらに強調するために矢印の数を３つに増やした表示
【０２１８】
　図１１におけるＰ１１１の表示は、伝達内容の意図を示す表示要素に相当する。そして
、ライティング制御装置１４０は、Ｐ１１１～Ｐ１１３の表示を繰り返して点滅表示を行
う。この際、伝達内容の意図を示す表示要素であるＰ１１１の状態は、Ｐ１１２、Ｐ１１
３の表示にも含まれている。従って、施設利用者は、Ｐ１１１～Ｐ１１３の表示が順次切
り替わる場合にも、どの時点においても伝達内容の意図を示す表示要素であるＰ１１１を
常時視認できる。
【０２１９】
　この結果、ライティング制御装置１４０は、施設利用者に対して、Ｐ１１１の表示を見
落とすおそれなしに、迅速に伝達内容を理解できる可視光アニメーション表示を実行する
ことができる。
【０２２０】
［ケース２］案内対象である目的施設の表示と、方向性を示す図形とを組み合わせた可視
光アニメーションであり、方向性を示す図形がケース１と異なるもの
　図１２は、本発明の実施の形態２において、目的施設の表示と、方向性を示す図形とを
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組み合わせた第２の可視光アニメーションを例示した図である。図１２は、以下のＰ１２
１～Ｐ１２３の３種の表示が順次切り替えられることで、動的表示が行われる状態を示し
ている。
【０２２１】
　Ｐ１２１：目的施設の名称と所在地の方向がイメージできる表示
　Ｐ１２２、Ｐ１２３：方向をより強調するために、Ｐ１２１の表示に加え、スライドす
るアニメーションを表示
【０２２２】
　図１１に示した第１の可視光アニメーションは、表示する矢印の数を変更して動的表示
を行っていた。これに対して、図１２に示した第２の可視光アニメーションは、移動方向
を意味する図形をスライドさせることで動的表示を行っている。
【０２２３】
　図１２におけるＰ１２１の表示は、伝達内容の意図を示す表示要素に相当する。そして
、ライティング制御装置１４０は、Ｐ１２１～Ｐ１２３の表示を繰り返して点滅表示を行
う。この際、伝達内容の意図を示す表示要素であるＰ１２１の状態は、Ｐ１２２、Ｐ１２
３の表示にも含まれている。従って、施設利用者は、Ｐ１２１～Ｐ１２３の表示が順次切
り替わる場合にも、どの時点においても伝達内容の意図を示す表示要素であるＰ１２１を
常時視認できる。
【０２２４】
　この結果、ライティング制御装置１４０は、施設利用者に対して、Ｐ１２１の表示を見
落とすおそれなしに、迅速に伝達内容を理解できる可視光アニメーション表示を実行する
ことができる。
【０２２５】
［ケース３］目的施設の内容と目的施設自身が所在する場所の両方を表示するとともに、
両表示の間に方向性を示す図形を組み合わせた可視光アニメーション
　図１３は、本発明の実施の形態２において、目的施設の表示と、方向性を示す図形とを
組み合わせた第３の可視光アニメーションを例示した図である。図１３は、以下のＰ１３
１～Ｐ１３３の３種の表示が順次切り替えられることで、動的表示が行われる状態を示し
ている。
【０２２６】
　Ｐ１３１：目的施設を識別可能な表示を左側および右側に表示し、かつ、方向性を示す
図形を左右の表示の間の左側寄りに組み合わせて表示させたもの
　Ｐ１３２：目的施設および方向性を補完する情報を、中間に表示させたもの。図１３で
は、補完する情報が単に線分で表されているが、適切な文字、図形などを補関する情報と
して表示することができる。
　Ｐ１３３：方向をさらに強調するために、方向性を示す図形を左右の表示の間の右側寄
りに追加で表示させたもの
【０２２７】
　図１１に示した第１の可視光アニメーションは、表示する矢印の数を変更して動的表示
を行っていた。また、図１２に示した第２の可視光アニメーションは、移動方向を意味す
る図形をスライドさせることで動的表示を行っていた。これに対して、図１３に示した第
３の可視光アニメーションは、補完情報を表示するとともに、表示する矢印の数を変更し
て動的表示を行っている。
【０２２８】
　図１３におけるＰ１３１の表示は、伝達内容の意図を示す表示要素に相当する。そして
、ライティング制御装置１４０は、Ｐ１３１～Ｐ１３３の表示を繰り返して点滅表示を行
う。この際、伝達内容の意図を示す表示要素であるＰ１３１の状態は、Ｐ１３２、Ｐ１３
３の表示にも含まれている。従って、施設利用者は、Ｐ１３１～Ｐ１３３の表示が順次切
り替わる場合にも、どの時点においても伝達内容の意図を示す表示要素であるＰ１３１を
常時視認できる。
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【０２２９】
　この結果、ライティング制御装置１４０は、施設利用者に対して、Ｐ１３１の表示を見
落とすおそれなしに、迅速に伝達内容を理解できる可視光アニメーション表示を実行する
ことができる。
【０２３０】
　図１１～図１３に例示した可視光アニメーション表示は、いずれも、目的施設を識別可
能な表示と方向性を示す表示が、非表示となってしまう時間がないように、常時表示され
ている。この結果、目的施設への移動方向を促す情報を表示する際に、ユーザが見落とす
おそれなしに、迅速に表示内容を理解できる可視光アニメーション表示を実現できる。
【０２３１】
　次に、図１０におけるライティングＤＢに格納されている照射パターンの具体例につい
て説明する。図１０に示したライティング制御装置１４０は、全体制御ＭＰＵ１１０から
取得した種々の情報に基づいて周辺環境状態を判別し、ライティングＤＢから、周辺環境
状態に即した照射パターンを取り出すことで、適切な可視光アニメーション表示を行うこ
とができる。そこで、照射パターンの調整要素として、（１）タイミング、（２）輝度・
色、（３）表示位置、（４）サイズの４つについて、以下に詳述する。
【０２３２】
（１）タイミングについて
　移動経路の誘導案内に関する情報を受け取る相手である施設利用者の状況に応じて、表
示タイミングを調整することが考えられる。具体例としては、可視光アニメーション表示
の開始・中断・終了のタイミングを制御することが考えられる。
【０２３３】
　可視光アニメーション表示の開始・中断・終了のタイミングを制御する各条件の具体例
を以下に示す。
　開始条件：表示・投射エリアを視認できる範囲内に利用者がいる場合に、可視光アニメ
ーションの表示・投射を開始する。あるいは、特定のドアやカードリーダを通過する利用
者がいる場合に、可視光アニメーションの表示・投射を開始する。
【０２３４】
　中断条件：誘導案内を表示・投射するエリアに許容人数を超える人がいる場合には、複
数人が邪魔して案内が見えなくなっている可能性が高いため、表示・投射を中断する。
　終了条件：表示・投射エリアを視認できる範囲内に人がいない場合に、表示・投射を終
了する。
【０２３５】
　このような開始・中断・終了の各条件に応じたデータを、ライティングＤＢにあらかじ
めデータベース化しておくことができる。この結果、ライティング制御装置１４０は、全
体制御ＭＰＵ１１０から取得した種々の情報に基づいて判別した周辺環境状態に即した照
射パターンを、ライティングＤＢから取り出すことができ、適切な表示タイミングを有す
る可視光アニメーション表示を行うことができる。
【０２３６】
（２）輝度・色について
　周辺の環境光や床面材質等との関係から、表示面と非表示面で特定のコントラスト差を
保つことが望ましい。一般的に、光の輝度コントラスト差は、
　　表示面：非表示面＝４：１
以上を確保すべきという指標もある。ただし、床面の材質など、さまざまな要因があるの
で、その限りではないが、その時の周辺環境状態に応じて輝度調整がなされることが望ま
しい。
【０２３７】
　また、輝度コントラスト差を確保するために、表示色を変更することも考えられる。例
えば、床面あるいは壁面の色が黒色に近い場合には、水色、黄緑、緑、白色など、水色と
白色をベースとした色を表示色として採用し、床面あるいは壁面の色が白色に近い場合に
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は、黄色、黄緑、緑、白色など黄色と白色をベースとした色を表示色として採用する、と
いった調整をしてもよい。
【０２３８】
　このような表示面の情報に応じた輝度や色を、ライティングＤＢにあらかじめデータベ
ース化しておくことができる。この結果、ライティング制御装置１４０は、全体制御ＭＰ
Ｕ１１０から取得した種々の情報に基づいて判別した周辺環境状態に即した照射パターン
を、ライティングＤＢから取り出すことができ、適切な輝度や色を有する可視光アニメー
ション表示を行うことができる。
【０２３９】
（３）表示位置について
　移動経路の誘導案内に関する情報を受け取る相手の状況に応じて、表示位置を調整する
ことが考えられる。具体例としては、以下のパラメータに応じて表示位置を変えることが
考えられる。
　パラメータ１：表示・投射エリアを視認できる範囲内の人の有無
　パラメータ２：案内の表示・投射対象である床面あるいは壁面のエリアにおける人の有
無
　パラメータ３：移動経路の誘導案内を必要とする施設利用者の属性
【０２４０】
　パラメータ１に関しては、例えば、表示・投射エリアを視認できる範囲内にいる人の距
離に応じて、表示位置を可変とすることが考えられる。具体的には、その人が５ｍ未満の
距離にいるときと、５ｍ以上離れた距離にいるときとで、表示位置を異ならせる、あるい
は、距離に応じて追加の図形を表示して、情報を補完する、などが考えられる。
【０２４１】
　パラメータ２に関しては、例えば、案内の表示・投影エリアに複数の人がいる場合には
、図形の表示位置をずらして、人によって隠れてしまうエリアの比率を下げることが考え
られる。
【０２４２】
　パラメータ３に関しては、パラメータ１、２として認識された人が、例えば、車椅子ユ
ーザあるいは高齢者のように、目線が下降する属性である場合には、床面の見やすい範囲
が狭い。このため、表示位置を車椅子ユーザや高齢者の近くにずらす、あるいは、追加の
図形を表示して情報を補完する、などが考えられる。
【０２４３】
　このようなパラメータ１～３に応じた表示位置のデータを、ライティングＤＢにあらか
じめデータベース化しておくことができる。この結果、ライティング制御装置１４０は、
全体制御ＭＰＵ１１０から取得した種々の情報に基づいて判別した周辺環境状態に即した
照射パターンを、ライティングＤＢから取り出すことができ、適切な表示位置に可視光ア
ニメーション表示を行うことができる。
【０２４４】
（４）サイズについて
　移動経路の誘導案内に関する情報を受け取る相手移動に関わる情報に応じて、表示サイ
ズを調整することが考えられる。具体例としては、「（３）表示位置について」で説明し
たパラメータ１～３に応じて表示サイズを調整することが考えられる。
【０２４５】
　パラメータ１に関しては、例えば、表示・投射エリアを視認できる範囲内にいる人の距
離に応じて、表示サイズを可変とすることが考えられる。具体的には、その人が５ｍ未満
の距離にいるときは、１つの図形サイズを約５０ｃｍとし、５ｍ以上離れているときは、
図形サイズを大きくして約１００ｃｍとする、といったことが考えられる。
【０２４６】
　パラメータ２に関しては、例えば、案内の表示・投影エリアに複数の人がいる場合には
、図形そのもののサイズを大きくすることで、表示図形の中で人によって隠れてしまうエ
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リアの比率を下げることが考えられる。
【０２４７】
　パラメータ３に関しては、パラメータ１、２として認識された人が、例えば、車椅子ユ
ーザあるいは高齢者のように、目線が下降する属性である場合には、床面の見やすい範囲
が狭い。このため、図形のサイズを大きめに設定することが考えられる。
【０２４８】
　なお、投射方式で案内する場合、施設内の他の設備（壁や機材など）に接触しないよう
にサイズを調整する。また、周辺の輝度に応じて表示輝度を向上させる必要がある場合、
表示サイズを小さくして輝度向上することも考えられる。
【０２４９】
　このように、移動経路の誘導案内に関する情報を受け取る相手の状況に応じた表示サイ
ズのデータを、ライティングＤＢにあらかじめデータベース化しておくことができる。こ
の結果、ライティング制御装置１４０は、全体制御ＭＰＵ１１０から取得した種々の情報
に基づいて判別した周辺環境状態に即した照射パターンを、ライティングＤＢから取り出
すことができ、表示内容をより理解しやすい大きさに調整して、可視光アニメーション表
示を行うことができる。
【０２５０】
　次に、フローチャートを用いて、施設の利用者に対して、適切な移動経路の誘導案内を
発信する際の可視光アニメーション表示を実現するための一連動作について説明する。図
１４は、本発明の実施の形態２におけるライティング制御装置１４０による一連動作を示
すフローチャートである。なお、以下の説明では、図１０に示したライティング制御装置
１４０内の各構成要素と対応付けて説明する。
【０２５１】
　まず、ステップＳＴ２０１において、利用者状況取得部１４１ａは、施設側から施設内
の人の移動に関わる種々の情報を取得する。利用者状況取得部１４１ａは、例えば、戸開
閉センサによる検知情報、あるいは人感センサによる検知情報などを取得する。
【０２５２】
　次に、ステップＳＴ２０２において、利用者状態判別部１４１ｂは、利用者状況取得部
１４１ａが取得した情報に基づいて利用者動作を推定し、判別結果として統合判別部１４
１ｃへ出力する。
【０２５３】
　利用者状態判別部１４１ｂは、例えば、施設内の映画館につながる入口の戸が開になっ
たことを示す情報が得られた場合には、利用者が映画館に向かおうとしていると推定する
。
【０２５４】
　なお、利用者状態判別部１４１ｂは、利用者動作の推定に限らず、利用者の状態を判定
し、判別結果として統合判別部１４１ｃへ出力してもよい。利用者状態判別部１４１ｂは
、例えば、施設内での分岐エリアに設置された人感センサにより、分岐路のいずれかの経
路に利用者が進む状態を判定することができる。
【０２５５】
　次に、ステップＳＴ２０３において、統合判別部１４１ｃは、利用者状態判別部１４１
ｂの判別結果に基づいて、利用者に伝えるべき情報を判別する。統合判別部１４１ｃは、
例えば、「利用者が映画館に向かおうとしている」との判別結果が得られた場合には、利
用者に伝えるべき情報が、先の図１１～図１３で示したような、目的施設である映画館へ
誘導案内する照射を行うことである旨を、ライティング判別部１４３ａに送ることができ
る。
【０２５６】
　また、統合判別部１４１ｃは、例えば、「分岐路に利用者がいる状態」との判別結果が
得られた場合には、利用者に伝えるべき情報が、分岐路に応じたそれぞれの目的施設とそ
の所在方向を識別表示するための照射を行うことである旨を、ライティング判別部１４３
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ａに送ることができる。
【０２５７】
　次に、ステップＳＴ２０４において、ライティング判別部１４３ａは、利用者に伝える
べき情報を統合判別部１４１ｃから受信すると、ライティングＤＢ１４３ｂを参照し、利
用者に伝えるべき情報に好適な複数の照射パターンでのライティングを判別する。具体的
には、ライティング判別部１４３ａは、利用者に伝えるべき情報に適した複数の照射パタ
ーンを生成する。
【０２５８】
　この結果、ライティング判別部１４３ａは、図１１、図１２、図１３で例示したような
、複数の照射パターンを生成することができる。
【０２５９】
　次に、ステップＳＴ２０５において、ライティング指示部１４３ｃは、ライティング判
別部１４３ａからの指示に従い、各ライトデバイスに照射の指示を送ることで、各ライト
デバイスを制御する。具体的には、ライティング指示部１４３ｃは、ライティング判別部
１４３ａにより生成された複数の照射パターンの切替制御を行うことで、可視光アニメー
ション表示を行う。
【０２６０】
　なお、ライティング指示部１４３ｃは、施設内のスピーカに指示して、床面あるいは壁
面に可視光アニメーションを照射するときに、そのアニメーションに合わせた音声を出力
してもよい。
【０２６１】
　以上のように、実施の形態２によれば、移動経路の誘導案内に関する情報を享受する施
設利用者に対して、伝達内容の意図を示す表示要素が常時表示された状態で、可視光アニ
メーションを提供することができる。この結果、施設利用者は、表示内容に応じて、未来
的施設に向けて迅速に移動することができる。
【０２６２】
　なお、上述した実施の形態２では、施設利用者を目的施設の場所に誘導するための可視
光アニメーション表示について詳述したが、施設で災害が発生した際の避難経路の誘導案
内などの用途にも、可視光アニメーション表示を適用することが可能である。
【０２６３】
　実施の形態３．
　先の実施の形態２では、ビル等の利用者に対して、適切な移動経路の誘導案内を発信す
る際に、図１１におけるＰ１１１、図１２におけるＰ１２１、図１３におけるＰ１３１の
ように、方向性を示す図形の一部が固定位置で常時表示されている可視光アニメーション
について説明した。これに対して、本実施の形態３では、方向性を示す図形を移動させな
がら常時表示させる可視光アニメーションについて説明する。
【０２６４】
　ハードウェア構成は、先の実施の形態２における図９と同じであり、ライティング制御
装置１４０の機能構成は、先の実施の形態２における図１０と同じであり、説明を省略す
る。そこで、以下では、ビル等の利用者に対して、適切な移動経路の誘導案内を行うため
に、方向性を示す図形を移動させながら投影・表示される本実施の形態３の可視光アニメ
ーションについて、図面を用いて具体的に説明する。
【０２６５】
　本実施の形態３では、次の３ケースに応じた可視光アニメーションの具体例について説
明する。
　［ケース１］案内対象である目的施設の表示と、方向性を示すスライド図形とを組み合
わせた第１の可視光アニメーション
　［ケース２］案内対象である目的施設の表示と、方向性を示すスライド図形とを組み合
わせた第２の可視光アニメーション
　［ケース３］案内対象である目的施設の表示と、方向性を示すスライド図形とを組み合



(31) JP WO2018/138842 A1 2018.8.2

10

20

30

40

50

わせた第３の可視光アニメーション
【０２６６】
　なお、ケース１とケース２では、方向性を示すスライドアニメーションの方向を、目的
施設の表示から離れるように表示するか、目的施設の表示に向かって表示するか、が異な
っている。また、ケース３は、前進した後、左に行く２方向の移動をスライドアニメーシ
ョンとして表示する点で、１方向の移動をスライドアニメーションとして表示していたケ
ース１、２とは異なっている。
【０２６７】
　なお、ケース１～ケース３の目的は、いずれも、案内対象の目的施設と方向性を示すス
ライド図形とをセットで表示し、かつ、方向性を示すスライド図形に関しては、可視光ア
ニメーションを適用し、ビル内での誘導案内を迅速に行うことにある。
【０２６８】
［ケース１］案内対象である目的施設の表示と、方向性を示すスライド図形とを組み合わ
せた第１の可視光アニメーション
　図１５は、本発明の実施の形態３において、目的施設の表示と、方向性を示すスライド
図形とを組み合わせた第１の可視光アニメーションを例示した図である。図１５は、矢印
が右方向にスライドする形で動的表示が行われる状態を示しており、以下のＰ１５１～Ｐ
１５３の３種の表示は、矢印が右方向にスライドしていく経過の代表例を示している。こ
の結果、矢印が常に１つ以上表示された状態でのスライドアニメーションが実現できる。
【０２６９】
　Ｐ１５１：目的施設の名称と所在地の方向がイメージできる表示であり、スライド動作
の開始状態に相当
　Ｐ１５２：方向をより強調するために、Ｐ１５１の状態から矢印を移動方向である右方
向にスライドさせて表示させている途中経過を示したもの
　Ｐ１５３：スライドさせた矢印が右端に到達することで、左端の矢印を再度表示させ、
スライド動作を開始させた状態を示したもの
【０２７０】
　図１５における３種の表示Ｐ１５１、Ｐ１５２、Ｐ１５３では、目的施設の名称が固定
位置に共通して表示されているとともに、スライド図形が固定位置ではないものの、方向
性を示す図形として必ず表示されている。すなわち、図１５における３種の表示Ｐ１５１
、Ｐ１５２、Ｐ１５３は、共通した１つの表示ではないものの、目的施設の名称と方法性
との組合せが、伝達内容の意図を示す表示要素として常時表示されている。
【０２７１】
　そして、ライティング制御装置１４０は、Ｐ１５１～Ｐ１５３の表示を繰り返して点滅
表示を行う。この際、伝達内容の意図を示す表示要素が、Ｐ１５１～Ｐ１５３のいずれの
表示にも含まれている。従って、施設利用者は、Ｐ１５１～Ｐ１５３の表示が順次切り替
わる場合にも、どの時点においても伝達内容の意図を示す表示要素を常時視認できる。
【０２７２】
　この結果、ライティング制御装置１４０は、施設利用者に対して、伝達内容の意図を示
す表示要素を見落とすおそれなしに、迅速に伝達内容を理解できる可視光アニメーション
表示を実行することができる。
【０２７３】
［ケース２］案内対象である目的施設の表示と、方向性を示すスライド図形とを組み合わ
せた第２の可視光アニメーション
　図１６は、本発明の実施の形態３において、目的施設の表示と、方向性を示すスライド
図形とを組み合わせた第２の可視光アニメーションを例示した図である。図１６は、矢印
が左方向にスライドする形で動的表示が行われる状態を示しており、以下のＰ１６１～Ｐ
１６３の３種の表示は、矢印が左方向にスライドしていく経過の代表例を示している。こ
の結果、矢印が常に１つ以上表示された状態でのスライドアニメーションが実現できる。
【０２７４】
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　Ｐ１６１：目的施設の名称と所在地の方向がイメージできる表示であり、スライド動作
の開始状態に相当
　Ｐ１６２：方向をより強調するために、Ｐ１６１の状態から矢印を移動方向である左方
向にスライドさせて表示させている途中経過を示したもの
　Ｐ１６３：スライドさせた矢印が左端に到達することで、右端の矢印を再度表示させ、
スライド動作を開始させた状態を示したもの
【０２７５】
　図１６における３種の表示Ｐ１６１、Ｐ１６２、Ｐ１６３では、目的施設の名称が固定
位置に共通して表示されているとともに、スライド図形が固定位置ではないものの、方向
性を示す図形として必ず表示されている。すなわち、図１６における３種の表示Ｐ１６１
、Ｐ１６２、Ｐ１６３は、共通した１つの表示ではないものの、目的施設の名称と方法性
との組合せが、伝達内容の意図を示す表示要素として常時表示されている。
【０２７６】
　そして、ライティング制御装置１４０は、Ｐ１６１～Ｐ１６３の表示を繰り返して点滅
表示を行う。この際、伝達内容の意図を示す表示要素が、Ｐ１６１～Ｐ１６３のいずれの
表示にも含まれている。従って、施設利用者は、Ｐ１６１～Ｐ１６３の表示が順次切り替
わる場合にも、どの時点においても伝達内容の意図を示す表示要素を常時視認できる。
【０２７７】
　この結果、ライティング制御装置１４０は、施設利用者に対して、伝達内容の意図を示
す表示要素を見落とすおそれなしに、迅速に伝達内容を理解できる可視光アニメーション
表示を実行することができる。
【０２７８】
［ケース３］案内対象である目的施設の表示と、方向性を示すスライド図形とを組み合わ
せた第３の可視光アニメーション
　図１７は、本発明の実施の形態３において、目的施設の表示と、方向性を示すスライド
図形とを組み合わせた第３の可視光アニメーションを例示した図である。図１７は、矢印
が上方向（直進方向）に移動した後に左方向にスライドする形で動的表示が行われる状態
を示しており、以下のＰ１７１～Ｐ１７５の５種の表示は、矢印が２方向にスライドして
いく経過の代表例を示している。この結果、矢印が常に１つ以上表示された状態でのスラ
イドアニメーションが実現できる。
【０２７９】
　Ｐ１７１：目的施設の名称と、現時点での最初の移動方向がイメージできる表示であり
、スライド動作の開始状態に相当
　Ｐ１７２：方向をより強調するために、Ｐ１７１の状態から矢印を移動方向である直進
方向にスライドさせて表示させている途中経過を示したもの
　Ｐ１７３：スライドさせた矢印が上端に到達することで、その後、左折すべきことを意
味する左方向の矢印を表示させ、左方向へのスライド動作を開始する状態を示したもの
　Ｐ１７４：直進後の左方向への移動をより強調するために、Ｐ１７３の状態から矢印を
移動方向である左方向にスライドさせて表示させている途中経過を示したもの
　Ｐ１７５： スライドさせた矢印が左端に到達することで、Ｐ１７１の矢印を再度表示
させ、スライド動作を開始させた状態を示したもの
【０２８０】
　図１７における５種の表示Ｐ１７１、Ｐ１７２、Ｐ１７３、Ｐ１７４、Ｐ１７５では、
目的施設の名称が固定位置に共通して表示されているとともに、スライド図形が固定位置
ではないものの、方向性を示す図形として必ず表示されている。すなわち、図１７におけ
る５種の表示Ｐ１７１、Ｐ１７２、Ｐ１７３、Ｐ１７４、Ｐ１７５は、共通した１つの表
示ではないものの、目的施設の名称と方法性との組合せが、伝達内容の意図を示す表示要
素として常時表示されている。さらに、図１７を見た施設利用者は、直進後に左折すると
いう２方向の情報を得ることができる。
【０２８１】
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　そして、ライティング制御装置１４０は、Ｐ１７１～Ｐ１７５の表示を繰り返して点滅
表示を行う。この際、伝達内容の意図を示す表示要素が、Ｐ１７１～Ｐ１７５のいずれの
表示にも含まれている。従って、施設利用者は、Ｐ１７１～Ｐ１７５の表示が順次切り替
わる場合にも、どの時点においても伝達内容の意図を示す表示要素を常時視認できる。
【０２８２】
　さらに、移動方向の示す矢印図形が、常時１つ以上は表示されるようにループして繰り
返し表示されることで、複数方向からなる移動経路を的確に伝えることが可能となる。
【０２８３】
　この結果、ライティング制御装置１４０は、施設利用者に対して、伝達内容の意図を示
す表示要素を見落とすおそれなしに、迅速に伝達内容を理解できる可視光アニメーション
表示を実行することができる。
【０２８４】
　図１５～図１７に例示した可視光アニメーション表示は、いずれも、目的施設を識別可
能な表示と方向性を示す表示が、非表示となってしまう時間がないように、常時表示され
ている。この結果、目的施設への移動方向を促す情報を表示する際に、ユーザが見落とす
おそれなしに、迅速に表示内容を理解できる可視光アニメーション表示を実現できる。
【０２８５】
　なお、実施の形態３におけるライティング制御装置１４０による一連動作のフローチャ
ートは、先の実施の形態２で示した図１４のフローチャートと実質駅に同一であり、説明
を省略する。
【０２８６】
　以上のように、実施の形態３によれば、移動経路の誘導案内に関する情報を享受する施
設利用者に対して、伝達内容の意図を示す表示要素が常時表示された状態で、可視光アニ
メーションを提供することができる。この結果、施設利用者は、表示内容に応じて、未来
的施設に向けて迅速に移動することができる。
【０２８７】
　特に、実施の形態３では、方向性を示す図形を移動させながら常時表示させることで、
複数方向の組合せからなる移動経路を、施設利用者が迅速に理解できる形で可視光アニメ
ーション表示することができる。
【符号の説明】
【０２８８】
　４０　ライティング制御装置（照射制御装置）、４１　統合判別ＥＣＵ（取得部）、４
３　ライト制御ＥＣＵ、４３ａ　ライティング判別部（判別部）、４３ｂ　ライティング
ＤＢ（データベース）、４３ｃ　ライティング指示部（照射制御部）、５０　ライトデバ
イス（照射部）、１４０　ライティング制御装置（照射制御装置）、１４１　統合判別Ｍ
ＰＵ（取得部）、１４３　ライト制御ＭＰＵ、１４３ａ　ライティング判別部（判別部）
、１４３ｂ　ライティングＤＢ（データベース）、１４３ｃ　ライティング指示部（照射
制御部）、１５０　ライトデバイス（照射部）。
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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月22日(2017.6.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明に係る照射制御装置は、所定の意図を周囲の人に示す光の照射を制御する照射制
御装置であって、第１の照射要素と、第１の照射要素が消えるときに照射されており、当
該照射の意図を示す第２の照射要素と、を照射するよう制御する照射制御部を具備し、照
射制御部は、第２の照射要素が消えるときに第１の照射要素が再度照射されているように
制御するものである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、本発明に係る照射方法は、所定の意図を周囲の人に示す光を照射する照射方法で
あって、第１の照射要素を照射し、第１の照射要素が消えるときに照射されており、当該
照射の意図を示す第２の照射要素を照射する照射方法であって、第２の照射要素が消える
ときに第１の照射要素を再度照射するものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の意図を周囲の人に示す光の照射を制御する照射制御装置であって、
　第１の照射要素と、前記第１の照射要素が消えるときに照射されており、当該照射の意
図を示す第２の照射要素と、を照射するよう制御する照射制御部
　を具備し、
　前記照射制御部は、前記第２の照射要素が消えるときに前記第１の照射要素が再度照射
されているように制御する
　照射制御装置。
【請求項２】
　照射制御を行うための判別情報を取得する取得部と、
　前記取得部が取得した判別情報に基づいて照射内容を判別する判別部と
　をさらに具備し、
　前記照射制御部は、前記判別部により判別された前記照射内容に従って前記第１の照射
要素および前記第２の照射要素を特定して光の照射を制御する
　請求項１記載の照射制御装置。
【請求項３】
　前記照射制御装置は、車両に搭載され、
　照射内容に関する情報が格納されたデータベースをさらに具備し、
　前記取得部は、前記車両の動作または状態に関する情報を前記判別情報として取得し、
　前記判別部は、前記取得部が取得した前記判別情報に基づき、前記データベースの照射
内容に関する情報を参照して、照射内容を判別する
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　請求項２記載の照射制御装置。
【請求項４】
　前記照射制御装置は、ユーザが利用する施設に搭載され、
　照射内容に関する情報が格納されたデータベースをさらに具備し、
　前記取得部は、前記施設内に設置されている状態検出センサからユーザの移動に関連す
る周辺情報を前記判別情報として取得し、
　前記判別部は、前記取得部が取得した前記判別情報に基づき、前記データベースの照射
内容に関する情報を参照して、照射内容を判別する
　請求項２記載の照射制御装置。
【請求項５】
　所定の意図を周囲の人に示す光の照射を制御する照射制御装置であって、
　第１の照射要素と、前記第１の照射要素が消えるときに照射されており、当該照射の意
図を示す第２の照射要素と、を照射するよう制御する照射制御部
　を具備し、
　照射制御を行うための判別情報を取得する取得部と、
　前記取得部が取得した判別情報に基づいて照射内容を判別する判別部と、
　照射内容に関する情報が格納されたデータベースと
　をさらに具備し、
　前記照射制御部は、前記判別部により判別された前記照射内容に従って前記第１の照射
要素および前記第２の照射要素を特定して光の照射を制御する
　照射制御装置であって、　前記照射制御装置は、ユーザが利用する施設に搭載され、
　前記取得部は、前記施設内に設置されている状態検出センサからユーザの移動に関連す
る周辺情報を前記判別情報として取得し、
　前記判別部は、前記取得部が取得した前記判別情報に基づき、前記データベースの照射
内容に関する情報を参照して、照射内容を判別する
　照射制御装置。
【請求項６】
　前記判別部は、前記判別情報に基づいて前記所定の意図を周囲の人に示す光を照射する
周辺環境状態および照射された光を見る利用者の属性を判断し、
　前記照射制御部は、前記判別部により判断された前記周辺環境状態および前記属性に基
づいて、前記第１の照射要素および前記第２の照射要素の調整要素である表示タイミング
、表示輝度、表示色、表示位置、表示サイズの少なくともいずれか１つを調整して、照射
を制御する
　請求項２から請求項５のいずれか１項記載の照射制御装置。
【請求項７】
　前記照射制御部の制御に基づいて、光を照射する照射部
　をさらに具備する請求項１から請求項６のいずれか１項記載の照射制御装置。
【請求項８】
　前記照射制御部は、前記第２の照射要素が常時照射されるように照射を制御する
　請求項１から請求項７のいずれか１項記載の照射制御装置。
【請求項９】
　前記第１の照射要素は、複数の要素から構成されており、
　前記照射制御部は、前記複数の照射要素が１つずつ増加するように照射を制御し、前記
複数の照射要素の全てを照射した後に、前記第１の照射要素が消えるように照射を制御す
る
　請求項１から請求項８のいずれか１項記載の照射制御装置。
【請求項１０】
　前記第１の照射要素は、方向を示す照射要素であり、
　前記照射制御部は、前記方向を示す方向に前記第１の照射要素をスライドさせる
　請求項１から請求項９のいずれか１項記載の照射制御装置。
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【請求項１１】
　所定の意図を周囲の人に示す光を照射する照射方法であって、
　第１の照射要素を照射し、
　前記第１の照射要素が消えるときに照射されており、当該照射の意図を示す第２の照射
要素を照射する
　照射方法であって、
　前記第２の照射要素が消えるときに前記第１の照射要素を再度照射する
　照射方法。
【請求項１２】
　所定の意図を周囲の人に示す光を照射する照射方法であって、
　第１の照射要素を照射し、
　前記第１の照射要素が消えるときに照射されており、当該照射の意図を示す第２の照射
要素を照射する
　照射方法であって、
　照射制御を行うための判別情報を取得する取得ステップと、
　前記取得ステップが取得した判別情報に基づいて照射内容を判別する判別ステップと
　前記判別ステップにより判別された前記照射内容に従って前記第１の照射要素および前
記第２の照射要素を特定して光の照射を制御する照射制御ステップと
　を具備し、
　前記取得ステップは、ユーザが利用する施設内に設置されている状態検出センサからユ
ーザの移動に関連する周辺情報を前記判別情報として取得し、
　前記判別ステップは、前記取得ステップが取得した前記判別情報に基づき、データベー
スに格納された照射内容に関する情報を参照して、照射内容を判別する
　照射方法。
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