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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車輌の側域路面を照明する側域照明ランプと、車輌の側域路面を視認する側域視認カメ
ラと、ナビゲーションディスプレイと、前記の側域照明ランプ、側域視認カメラ、ナビゲ
ーションディスプレイの作動を制御する電子制御装置とを有し、前記電子制御装置は、人
が車輌に近づいたとき前記側域照明ランプを所定時間点灯し、車輌の運行中に、前記側域
視認カメラが作動状態であり、且つ、車速が所定の限界速度以下であるとき前記側域照明
ランプを点灯するようになっていることを特徴とする車輌。
【請求項２】
　前記電子制御装置は、人が車輌に近づいたとき前記側域照明ランプを所定時間点灯する
足元照明と、車輌の運行中に前記側域視認カメラが作動状態にされていて車速が前記所定
の限界速度以下であるとき前記側域照明ランプを点灯する側域視認照明とで、前記側域照
明ランプの照明パターンを異ならせるようになっていることを特徴とする請求項１に記載
の車輌。
【請求項３】
　前記足元照明の照明パターンおよび前記側域視認照明の照明パターンは、いずれも照度
が照明開始とともに漸増し、次いで所定時間に亙って一定値に留まり、次いで漸減して消
失するものであり、前記足元照明の照明パターンに於ける前記一定値に対比して前記側域
視認照明の照明パターンに於ける前記一定値は低くされることを特徴とする請求項２に記
載の車輌。
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【請求項４】
　前記足元照明の照明パターンおよび前記側域視認照明の照明パターンは、いずれも照度
が照明開始とともに漸増し、次いで所定時間に亙って一定値に留まり、次いで漸減して消
失するものであり、前記足元照明の照明パターンに於ける前記漸増の速度に対比して前記
側域視認照明の照明パターンに於ける前記漸増の速度は低くされることを特徴とする請求
項２に記載の車輌。
【請求項５】
　前記足元照明の照明パターンおよび前記側域視認照明の照明パターンは、いずれも照度
が照明開始とともに漸増し、次いで所定時間に亙って一定値に留まり、次いで漸減して消
失するものであり、前記足元照明の照明パターンに於ける前記漸減の速度に対比して前記
側域視認照明の照明パターンに於ける前記漸減の速度は高くされることを特徴とする請求
項２に記載の車輌。
【請求項６】
　前記側域照明ランプおよび前記側域視認カメラはドアミラーに設けられていることを特
徴とする請求項１～５のいずれかに記載の車輌。
【請求項７】
　前記側域視認カメラはカメラスイッチにより作動状態と非作動状態の間に切り換えられ
、前記側域視認カメラか作動状態とされたときのみ該側域視認カメラの視認映像が前記ナ
ビゲーションディスプレイに表示されるようになっていることを特徴とする請求項１～６
のいずれかに記載の車輌。
【請求項８】
　更に車輌の周囲の明るさを検出する明るさセンサを有し、前記電子制御装置は、前記明
るさセンサが所定の限度以上の明るさを検出しているときには、前記側域照明ランプの点
灯を禁止するようになっていることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の車輌。
【請求項９】
　前記側域照明ランプおよび前記側域視認カメラは、車輌の左右両側域を照明しまた視認
するよう２組設けられていることを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の車輌。
【請求項１０】
　前記ナビゲーションディスプレイは、前記２組の側域視認カメラの視認映像を表示する
ときには、画面を左右に２分割し、左右それぞれの分割画面のそれぞれに左右の側域視認
カメラの視認映像を表示するようになっていることを特徴とする請求項９に記載の車輌。
【請求項１１】
　人が車輌に近づいたとき前記電子制御装置が前記側域照明ランプを所定時間点灯するの
は、該人がドアロック解除装置を所持しているときのみであることを特徴とする請求項１
～１０のいずれかに記載の車輌。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、夜間に自動車等の車輌に運転者が搭乗する際に運転者の足元を照明し、また
夜間に車輌を駐車場や路地或いは山道に於いて低速にて慎重に運転する際に車輌の側域路
面を運転者に対し照明の下に視認可能にすることに係わる。
【背景技術】
【０００２】
　夜間に車輌の運転を開始すべく駐車中の車輌に運転者が近づいたとき、運転者が所持す
るスマートキーに反応して車輌の側域路面を照明するランプを自動的に点灯させ、運転者
の足元を明るくすることは、特に公知文献を掲げるまでもなく、すでに多くの車輌に於い
て広く実用されている。この種のランプの多くはドアミラーに設けられ、ドアミラーの下
面より車輌の側域路面に向けて光を照射するようになっている。
【０００３】
　一方、自動車等の車輌の運転者にフロントウインド、サイドウインド、リアウインドを
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通して得られる視野を補う視野を与えるよう、車輌の種々の位置に視認用カメラを設置し
、それによって得られる視野映像をナビゲーションディスプレイに表示することも一部実
用され、また下記の特許文献に示されているように種々の態様にて行うことが提案されて
いる。そのうち特に特許文献１および３には、そのようなカメラをドアミラー、特に運転
席とは左右反対側のドアミラーに設け、車輌の前方側域の視野を運転者に提供することが
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－６２５３１
【特許文献２】特開２０００－８５４０８
【特許文献３】特開２００５－５１４０３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　車輌に運転者の視野を補うカメラを設ける場合、上記の特許文献１および３に於ける如
くカメラが車輌の前方の視野を得るものであるときには、車輌の前方の視野は夜間であっ
ても前照灯により照明されるので、その照明の下にカメラは有効に作動することができる
。また上記の特許文献２では、カメラは車輌の後方ないし後側方に向けられているので、
それが有効に作動するのは車輌の行進時であるが、後進時には後進用の照明灯が点灯され
るので、この場合にも、カメラは夜間であっても有効に作動することができる。
【０００６】
　ところで、上記の通り既に広汎に実用され、スマートキーに反応して自動的に点灯され
て車輌の側域路面を照明するランプが照明するのは、車輌のすぐ横の路面であり、これは
運転者や同乗者が夜間にドアを開いて乗車するとき、その足元を照らすものであるが、車
輌を駐車するとき或いは車輌が路地や山道に入って車輌の横方向位置を慎重に決めなけれ
ばならないとき運転者にとって非常に重要な車輌の位置情報は、まさに車輌のすぐ横の側
域路面に対する車輌の位置であり、上記の足元照明用のランプが照明する路面領域と同じ
路面領域である。このような車輌のすぐ横の側域路面の視野が必要とされるのは、車輌が
運行中であって、車速が０ないしごく低い値にあるときである。
【０００７】
　ただ、上記の如く駐車のため或いは路地や山道にて車輌が慎重に運転されるとき車輌の
側域路面を照明するランプであっても、車輌が通常の走行状態にあるときそれが点灯され
ていると、他車の運行にとって邪魔になることもあり、好ましくないものである。
【０００８】
　本発明は、上記の事柄に着目し、人或いはスマートキーを所持した人が車輌に近づいた
とき車輌の側域路面を照明するランプが自動的に点灯されるようになっている車輌にハー
ドウエアとしては実質的にカメラを追加するだけで、夜間に人が車輌に搭乗するときには
ドアを開けて車輌に乗り込もうとする人の足元を照明し、夜間に駐車を行なったり路地や
山道を慎重に走行するときにも、車輌のすぐ横の側域路面に対する車輌の位置を確認する
視野情報を運転者に与えることができ、通常走行時に車輌の側方に光を発するような不都
合を生じない車輌を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するため、本発明は、車輌の側域路面を照明する側域照明ランプと、
車輌の側域路面を視認する側域視認カメラと、ナビゲーションディスプレイと、前記の側
域照明ランプ、側域視認カメラ、ナビゲーションディスプレイの作動を制御する電子制御
装置とを有し、前記電子制御装置は、人が車輌に近づいたとき前記側域照明ランプを所定
時間点灯し、車輌の運行中に、前記側域視認カメラが作動状態であり、且つ、車速が所定
の限界速度以下であるとき前記側域照明ランプを点灯するようになっていることを特徴と
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する車輌を提案するものである。
【００１０】
　前記電子制御装置は、人が車輌に近づいたとき前記側域照明ランプを所定時間点灯（以
下、これを「足元照明」という）するときと、車輌の運行中に前記側域視認カメラが作動
状態にされていて車速が前記所定の限界速度以下であるとき前記側域照明ランプを点灯（
以下、これを「側域視認照明」という）するときとで、前記側域照明ランプの照明パター
ンを異ならせるようになっていてよい。この点に関し、前記足元照明の照明パターンおよ
び前記側域視認照明の照明パターンは、いずれも照度が照明開始とともに漸増し、次いで
所定時間に亙って一定値に留まり、次いで漸減して消失するものであってよく、前記足元
照明の照明パターンに於ける前記一定値に対比して前記側域視認照明の照明パターンに於
ける前記一定値は低くされ、或いは前記足元照明の照明パターンに於ける前記漸増の速度
に対比して前記側域視認照明の照明パターンに於ける前記漸増の速度は低くされ、或いは
前記足元照明の照明パターンに於ける前記漸減の速度に対比して前記側域視認照明の照明
パターンに於ける前記漸減の速度は高くされていてよい。
【００１１】
　前記側域照明ランプおよび前記側域視認カメラはドアミラーに設けられていてよい。
【００１２】
　前記側域視認カメラはカメラスイッチにより作動状態と非作動状態の間に切り換えられ
、前記側域視認カメラか作動状態であるときのみ該側域視認カメラの視認映像が前記ナビ
ゲーションディスプレイに表示されるようになっていてよい。
【００１３】
　上記の如き車輌は、更に車輌の周囲の明るさを検出する明るさセンサを有し、前記電子
制御装置は、前記明るさセンサが所定の限度以上の明るさを検出しているときには、前記
側域照明ランプの点灯を禁止するようになっていてよい。
【００１４】
　前記側域照明ランプおよび前記側域視認カメラは、車輌の左右両側域を照明しまた視認
するよう２組設けられていてよい。
【００１５】
　前記ナビゲーションディスプレイは、前記２組の側域視認カメラの視認映像を表示する
ときには、画面を左右に２分割し、左右の分割画面のそれぞれに左右それぞれの側域視認
カメラの視認映像を表示するようになっていてよい。
【００１６】
　人が車輌に近づいたとき前記電子制御装置が前記側域照明ランプを所定時間点灯するの
は、該人がドアロック解除装置を所持しているときのみであってよい。
【発明の効果】
【００１７】
　上記の如く、車輌が、車輌の側域路面を照明する側域照明ランプと、車輌の側域路面を
視認する側域視認カメラと、ナビゲーションディスプレイと、前記の側域照明ランプ、側
域視認カメラ、ナビゲーションディスプレイの作動を制御する電子制御装置とを有し、前
記電子制御装置は、人が車輌に近づいたとき前記側域照明ランプを所定時間点灯し、車輌
の運行中に、前記側域視認カメラが作動状態であり、且つ、車速が所定の限界速度以下で
あるとき前記側域照明ランプを点灯するようになっていれば、夜間に駐車中の車輌の運行
を開始すべく人が車輌に近づいたとき車輌の側域路面が自動的に照明されることに加えて
、かかる夜間運行開始時の足元照明装置をそのまま利用し、ハードウエアとしては実質的
にカメラを追加するだけで、夜間に駐車を行なったり、夜間に路地や山道を慎重に走行す
るとき、車輌のすぐ横の側域路面に対する車輌の位置を確認する視野映像を運転者に与え
ることができ、しかも通常走行時に車輌の側方に光を発するようなことがないようにする
ことができる。
【００１８】
　前記の如き足元照明と側域視認照明とで、前記電子制御装置が、前記側域照明ランプの
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照明パターンを異ならせるようになっていれば、最適照明の態様が互にかなり大きく異な
る足元照明と側域視認照明に対し、単一の前記側域照明ランプによって、その照明パター
ンを異ならせることにより対処できる。この点に関し、より詳細にいえば、足元照明の照
明パターンおよび側域視認照明の照明パターンは、いずれも照度が照明開始とともに漸増
し、次いで所定時間に亙って一定値に留まり、次いで漸減して消失するものであってよい
が、足元照明の光は人の目により直接感受されるので、足元照明の照度やその変化は人の
目の光に対する反応に合わせて最適化されればよいのに対し、側域視認照明の光は自動露
光装置を備えたカメラにより感受されるので、側域視認照明の照度やその変化は先ずカメ
ラの自動露光制御装置の光に対する反応に合わせて最適化されなければならない。
【００１９】
　カメラの自動露光制御装置は、その絞り度をレンズが向けられた被写体の明るさに合わ
せるためのものであるが、その作動は周囲全体の明るさに大きく影響される。従って、夜
間の周囲全体が暗いところでは、側域照明ランプの光により照らされてカメラに写る車輌
側域の路面や車輌のドア外面の一部の明るさに対比して自動露光制御装置が全体として受
光する光量が小さいことから、自動露光制御装置の絞りは大きく開かれた状態となり、側
域照明ランプが足元照明の照度にて点灯されると、側域視認カメラの画像は露光過剰によ
る白抜け画像となる虞れがある。そこで、従来から足元照明に用いられている側域照明ラ
ンプを側域視認照明にも適用するために、側域照明ランプの照明パターンを側域視認照明
に適合させるための照明パターンの変更の一つとして、先ず照明の強さ、即ち照明パター
ンが照明開始とともに照度を漸増し、次いで所定時間に亙って一定の照度を保ち、次いで
照度を漸減して照明を消すものであれば、一定照度の値を足元照明時の値より下げること
であり、こうすることによって側域視認カメラにより夜間の暗いところでも鮮明な側域視
認画像を得ることができる。
【００２０】
　また、従来から足元照明に用いられている側域照明ランプを側域視認照明にも適用する
ために、側域照明ランプの照明パターンを側域視認照明に適合させるための照明パターン
の変更の他の一つとして、照明開始とともに照度を漸増させる速度を足元照明時に対比し
て側域視認照明時には下げることが有効である。カメラの自動露光制御装置は、絞り度を
大きく変更するには或る程度の時間を要するので、夜間に、側域照明ランプは消灯され、
側域視認照カメラは作動している状態で側域照明ランプが点灯されたときとか、側域視認
照カメラと側域照明ランプとが同時に起動され、そのとき側域視認照カメラの絞りが当初
大きく開いていたようなとき、側域照明ランプが従来の足元照明時に於ける立ち上がり速
度で点灯されると、側域視認照カメラの絞りの縮小が照明照度の増大速度に追い付かず、
側域視認照カメラの画像が一旦白抜けしてしまう虞れがある。このような側域照明ランプ
点灯時の側域視認照カメラ画像の白抜けは、上記の通り側域照明ランプの照明パターンを
、照明開始とともに照度を漸増させる速度が足元照明時に対比して側域視認照明時に下げ
られるように変更されることにより回避される。
【００２１】
　また、従来から足元照明に用いられている側域照明ランプを側域視認照明にも適用する
ために、側域照明ランプの照明パターンを側域視認照明に適合させるための照明パターン
の変更の更に他の一つとして、足元照明の照明パターンに於ける照度の漸減の速度に対比
して側域視認照明の照明パターンに於ける照度漸減の速度は高くされるのが有効である。
足元照明では、消灯はかなり長い時間を掛けて緩やかに行われるのが、運転者や同乗者に
とって心地よく感じられるとされている。しかし、側域視認照明では、そのような緩やか
な漸減消灯は必要ではなく、側域視認照明は、多くの場合、車輌の運行終了に伴って消灯
されることになると考えられるので、イグニションオフと同時に寧ろ速やかに行われるの
が好ましいと考えられる。
【００２２】
　前記側域照明ランプおよび前記側域視認カメラがドアミラーに設けられれば、ドアミラ
ーという車輌の側壁から張り出した既存の車輌の一部を利用して、車輌の側域路面を照明
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しまた視認する手段を好適に配置することができる。
【００２３】
　前記側域視認カメラがカメラスイッチにより作動状態と非作動状態の間に切り換えられ
、側域視認カメラか作動状態であるときのみ側域視認カメラの視認映像がナビゲーション
ディスプレイに表示されるようになっていれば、駐車を行なったり、路地や山道を慎重に
走行するとき等、運転者が側域視認カメラにより車輌側域路面の視認映像を得たいときの
み、ナビゲーションディスプレイに於いて、通常のナビゲーション情報に代えて、車輌側
域路面の視認映像を得るようにすることができる。
【００２４】
　上記の如き車輌が、更に車輌の周囲の明るさを検出する明るさセンサを有し、前記電子
制御装置は、前記明るさセンサが所定の限度以上の明るさを検出しているときには、前記
側域照明ランプの点灯を禁止するようになっていていれば、駐車を行うときであれ、路地
や山道を慎重に走行するときであれ、周りが明るいときには、カメラスイッチの操作によ
り側域視認カメラが作動状態とされていても、側域照明ランプを点灯させないようにし、
特に昼間に側域視認カメラを作動状態のままにしての走行中に、車輌が渋滞等により一時
停止ないし低速走行状態になったとき、側域照明ランプが無用に点灯されてバッテリに無
用な消耗を来たすことを防止することができる。
【００２５】
　前記側域照明ランプおよび前記側域視認カメラが車輌の左右両側域を照明しまた視認す
るよう２組設けられていれば、夜間に駐車中の車輌に人が乗り込むときには、運転席の側
およびそれと反対の側のいずれに於いても、足元の照明が得られ、また夜間であるか昼間
であるかを問わず、駐車を行うとき或いは路地や山道を慎重に走行するとき、運転者は車
輌の両側について車輌側域路面の視認映像を得ることができる。
【００２６】
　前記ナビゲーションディスプレイが前記２組の側域視認カメラの視認映像を表示すると
きには、画面を左右に２分割し、左右の分割画面のそれぞれに左右それぞれの側域視認カ
メラの視認映像を表示するようになっていれば、運転者は車輌の左右両側の側域路面に対
する車輌の位置関係をナビゲーションディスプレイ上にて互いに見比べつつ車輌を操縦す
ることができる。
【００２７】
　人が車輌に近づいたとき前記電子制御装置が前記側域照明ランプを所定時間点灯するの
は、本来、夜間に運転者が車輌の運行を開始せんとするとき運転者の足元を照明するため
であり、基本的には車輌に近づく人が所持しているスマートキーの如きドアロック解除装
置に車輌のドアロック制御部が反応することによるものであるが、かかる側域照明ランプ
はドアロック解除装置を所持していなくても人が車輌に近くことによって人体の接近を感
知するセンサの作動により点灯するようになっていてもよいものであり、それによって防
犯効果を得ることもできるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明に従って設けられる側域照明ランプと側域視認カメラの組合せをドアミラ
ーに設けた車輌の一例を示す斜視図。
【図２】図１に示すような側域照明ランプと側域視認カメラの組合せが左右のドアミラー
に設けられ、左右の側域視認カメラによる視認映像が、ナビゲーションディスプレイの画
面を左右に２分割し、左右の分割画面のそれぞれに左右それぞれの側域視認カメラの視認
映像として表示された状態の一例を示す図。
【図３】本発明による車輌の本発明に係る構成を一つの実施の形態にについて示すブロッ
ク図。
【図４】側域照明ランプの照度やその上昇／下降の態様を足元照明時と側域視認照明時と
で異ならせる対比の一例を示すグラフ。
【図５】本発明による車輌の本発明に係る作動の要領を一つの実施の形態にて示すフロー
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チャート。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１に斜視図にて示す車輌には、その左右のドアミラー１０Ｌ、１０Ｒの各々に側域照
明ランプおよび側域視認カメラが設けられている。左側のドアミラー１０Ｌについてのみ
図示している通り、側域照明ランプ１２および側域視認カメラ１４は、それぞれドアミラ
ーの下面より照明用光線を照射してドアミラーの下方にある車輌の側域路面１６を照明し
、またかかる側域路面１６を上から見た映像を視認するようになっている。
【００３０】
　図２は図１に示す車輌のフロントパネルに組み込まれたナビゲーションディスプレイの
画面の部分のみを示している。図示の状態では、横長長方形の画面１８は通常のナビゲー
ション画面に代えて左右に２分割され、左右の分割画面のそれぞれに左右それぞれの側域
視認カメラの視認映像を表示している。特に図示の画面は、図１に示す如く車輌が白線２
０および２２を施された路面２４上にあり、これらの白線に対し僅かに偏向している状態
にあるとき、左右の側域視認カメラがとらえた映像を示している。図示の状態では、左右
の側域視認カメラは、車輌の左右のドアの表面を僅かに含む画像を呈するように設定され
ている。
【００３１】
　上記側域照明ランプ１２および側域視認カメラ１４を含む、本発明による車輌の本発明
に係る構成は、図３にブロック図にてその一つの実施の形態を示す如きものであってよい
。図３に示す通り、本発明による車輌の本発明に係る構成は、上記の側域照明ランプ１２
および側域視認カメラ１４のほかに、上記の画面１８を有するナビゲーションディスプレ
イ２６、これらの側域照明ランプ、側域視認カメラ、ナビゲーションディスプレイの作動
を制御する電子制御装置（ＥＣＵ）２８を含んでいる。電子制御装置２８には、カメラス
イッチ３０から側域視認カメラ１４を作動状態と非作動状態の間に切り換える信号が供給
され、また本発明にとって必ずしも必須の構成ではないが、車輌の周りの明るさを検出す
る明るさセンサ３２からの信号も供給されるようになっているいる。更に、図には車速セ
ンサ３４も含まれているが、本発明にとって必要な車速に関する情報は、車速が或る比較
的低い所定値以下であるか否かの情報であり、かかる情報は車輌に通常設けられている一
般の車速センサから得られてもよいものである。また図示の実施の形態では、スマートキ
ーの接近をドアロック制御装置が感知して側域照明ランプ１２を点灯させるようになって
いることから、ドアロック解除装置（スマートキー）３６およびドアロック装置３８も含
まれている。尚、人が車輌に近づいたとき側域照明ランプ１２を所定時間点灯させる制御
は、運転者が車輌に近づき、ドアロックを解除して車輌の運行を開始しようとする動作を
示す任意の他の情報に基づいて作動してよいものであり、また上記の通り防犯の観点から
、車輌に近づく人がスマートキーのようなドアロック制御装置を所持していなくても、単
に人が車輌に近づくだけで作動するようになっていてもよいものである。
【００３２】
　電子制御装置（ＥＣＵ）２８は、マイクロコンピュータにより車輌に於ける種々の電子
制御を行うために設けられているものであってよく、本発明はそのような総合的電子制御
装置の少なくとも一部をドアロック制御部、側域照明制御部、側域視認制御部として、ソ
フトウエア的に使用するものであってよい。従って、ドアロック制御部、側域照明制御部
、側域視認制御部は、電子制御装置２８内にて相互に連結されており、これらの間に必要
な制御情報をやり取りするようになっている。
【００３３】
　図示の実施の形態の於いては、上記の通りスマートキーの如きドアロック解除装置３６
からの信号に基づいて電子制御装置（ＥＣＵ）２８のドアロック制御部が作動し、運転者
がドアの把手に手を掛けたときドアロック装置３８を解除するが、それとは別に、ドアロ
ック制御部は、ドアロック解除装置３６が車輌に近づいたときそれを感知し、そのことを
示す信号を側域照明制御部に送り、側域照明制御部はそれに基づいて側域照明ランプ１２
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を所定時間点灯させる。この場合、側域照明制御部には明るさセンサ３２から車輌の周囲
の明るさに関する信号が供給されており、明るさセンサ３２により車輌の周囲の明るさが
所定の明るさ以上であることが検出されているときには、側域照明制御部はドアロック制
御部からの信号の如何に拘わらず、側域照明ランプ１２を点灯させないようになっている
。
【００３４】
　一方、カメラスイッチ３０は、運転者により操作されて、側域視認カメラ１４を作動状
態と非作動状態の間に切り換えるようになっており、電子制御装置（ＥＣＵ）２８の側域
視認制御部には、カメラスイッチ３０からの側域視認カメラ１４に対する作動／非作動指
令信号と、車速センサ３４より車速が或る比較的低い所定値以下であるか否かに関する信
号が供給されている。側域視認制御部はこれらの信号に基づいて、側域視認カメラ１４を
作動させ或いはその作動を停止させ、また側域視認カメラ１４を作動させるとき、車速が
前記の所定値以下であるときには、側域照明制御部に対し側域照明ランプ１２の点灯を要
求する信号を発する。側域照明制御部は、側域視認制御部からの側域照明ランプ点灯要求
信号に基づいて側域照明ランプ１２を点灯させるが、この場合にも、明るさセンサ３２に
より車輌の周囲の明るさが所定の明るさ以上であることが検出されているときには、側域
視認制御部からの信号の如何に拘わらず、側域照明ランプ１２を点灯させない。
【００３５】
　側域照明制御部は、ドアロック制御部または側域視認制御部からの側域照明ランプ点灯
要求信号に応じて、側域照明ランプ１２を図４に例示するように異なる照明パターンにて
点灯させる。時間の経過に対する照度の変化として表わされた図示の足元照明時の照明パ
ターンと側域視認照明時の照明パターンの対比は、照明開始とともに照度を漸増し、次い
で所定時間に亙って一定の照度を保ち、次いで照度を漸減して照明を消す照明パターンに
於いて、足元照明の照明パターンに於ける一定値に対比して側域視認照明の照明パターン
に於ける一定値が低くされ、足元照明の照明パターンに於ける漸増の速度に対比して側域
視認照明の照明パターンに於ける漸増の速度が低くされ、足元照明の照明パターンに於け
る漸減の速度に対比して側域視認照明の照明パターンに於ける漸減の速度が高くされる３
つの変更態様を全て含んだ形にて示されている。
【００３６】
　図５は、上記の如き構成により側域照明ランプ１２の点灯を制御する要領を一つの実施
の形態にて示すフローチャートである。かかるフローチャートに沿った制御は、電子制御
装置（ＥＣＵ）２８に於いて、車輌の元電源が入れられている間、常時数十ミリセカンド
の周期にて繰り返されてよい。
【００３７】
　まずステップ（Ｓ）１０に於いて、イグニッションがＯＮの状態にあるか否かが判断さ
れる。車輌が駐車された状態にあるときには、答はノー（Ｎ）であり、制御はステップ２
０へ進む。ステップ２０に於いては、フラグＦaが１であるか否かが判断される。フラグ
Ｆaは、次のステップ３０に於いてスマートキーが車外から車輌に接近したことが検出さ
れたとき、ステップ５０に於いて１にセットされ、後述のステップ１２０にて側域照明ラ
ンプがＯＦＦにされたとき、０にリセットされるものである。車輌が一度運行をされた後
、駐車状態とされているときには、０の状態にある。従って、車輌が駐車された状態にあ
るときには、以下のステップ３０および５０が実行されるまで、答はノーであり、その間
、制御ステップ３０へ進む。ステップを３０に於いては、スマートキーが車輌に近づいた
か否かが判断される。答がノーである限り、制御はステップを４０へ進む。ステップ４０
に於いては、ドアが閉じた状態から開かれたか否かが判断される。
【００３８】
　一方、駐車中の車輌にスマートキーが近づいたときには、ステップ３０の答はイエス（
Ｙ）となり、制御はステップ５０へ進み、フラグＦaが１にセットされ、また後述のフラ
グＦbが０にリセットされる。駐車中の車輌にスマートキーが近づいてステップ３０の答
がイエスとなったとき、或いは駐車中の車輌にスマートキーが近づく車外から状態ではな
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く、イグニッションがＯＮではなく、側域照明ランプがＯＦＦの状態で、ドアが閉じた状
態から開かれ、ステップ４０の答がイエスとなったときには、制御はステップを６０へ進
み、後述のフラグＦcが１にセットされる。
【００３９】
　以上のステップ２０～６０は、イグニッションがＯＦＦとされ、車輌が駐車された状態
にあってスマートキーが車外から車輌に近づいたとき、または車輌が停車または駐車され
、イグニッションがＯＦＦとされた後、ドアが開かれたとき、それを検知することである
。そしてこれらのいずれかが検知されたときには、フラグＦcを１にセットした後、制御
はステップ７０へ進み、側域照明ランプがＯＮとされる（点灯される。）但しこの時、上
記の明るさセンサ３２からの信号が介入し、車輌の周りの明るさが所定の明るさ以上であ
るときには、側域照明ランプの制御がＯＮとされても、側域照明ランプは点灯されない。
【００４０】
　そして制御はステップ８０へ進み、フラグＦbが１であるか否かが判断される。フラグ
Ｆbは、上記の通りステップ５０にて０にリセットされ、後述のステップ１３０にて１に
セットされるので、このとき答はノーであり、制御はステップ９０へ進み、イグニッショ
ンがＯＦＦからＯＮに切り換えられたか否かが判断される。運転者がドアを開け、運転席
に着座するには、それなりの時間を要するので、ここで暫くの間、答がイエスとなること
はなく、制御はステップ１００へ進み、フラグＦcが１であるか否かが判断される。スマ
ートキーが車輌に近づき、制御がステップ５０へ進んでここに至ったときには、フラグＦ
cはステップ６０にて１にセットされた状態あるので、答はイエスであり、制御はステッ
プ１１０へ進む。ステップ１１０に於いては、側域照明ランプ１２を足元照明のために所
定時間点灯する足元照明時間がタイムアトとしたか否かが判断される。しばらくの間、答
はノーである。その間、制御はこれよりステップ１０へ戻り、ステップ２０よりステップ
７０、８０、９０、１００、１１０を通って循環する。そして足元照明時間がタイムアト
とし、ステップ１１０の答がイエスとなったところで、制御はステップ１２０へ進み、側
域照明ランプがＯＦＦとされる。このときフラグＦaは０にリセットされる。
【００４１】
　スマートキーを所持した運転者が車輌に乗り込み、駐車状態にあった車輌のイグニッシ
ョンがＯＦＦからＯＮに切り替えられ、運転が開始された時には、制御はステップ９０よ
りステップ１３０へ進み、フラグＦbが１にセットされる。
【００４２】
　イグニッションがＯＮとなって車輌の運行が開始されると、ステップ１０の答はイエス
であり、これより制御はステップ１４０へ進むようになる。ステップ１４０に於いては、
側域視認カメラがＯＮ（作動状態）とされているか否かが判断される。答がノーであれば
、制御はそのままステップ１２０へ進み、側域照明ランプＯＦＦの状態が維持される。ス
テップ１４０の答がイエスであるときには、制御はステップ１５０へ進み、車速が或る低
車速、例えば１０km/h以下、であるか否かが判断される。答がノーであれば、制御はやは
りステップ１２０へ進み、側域照明ランプＯＦＦの状態が維持される。
【００４３】
　一方、ステップ１４０の答がイエスであり、且つステップ１５０の答もイエスであると
きには、制御はステップ１６０へ進み、フラグＦcが０にリセットされて、制御がステッ
プ７０へ進むようになる。次いで制御はステッ８０以下へ進むが、このときフラグＦbは
１にセットされているので、制御はステップ９０をバイパスし、またフラグＦcは０にリ
セットされているのでステップ１００の答はノーであり、制御はステッ１１０をバイパス
して循環する。従って、車輌の運行中には、側域視認カメラがＯＮの状態とされ、車速が
例えば１０km/hの如き限界値以下に下がったときには、側域照明ランプは連続的にＯＮと
され、車輌の周りの明るさが所定の明るさ以上でないときには、側域照明ランプが連続的
に点灯される。側域視認カメラがＯＦＦにされるか、側域視認カメラがＯＮとされていて
も車速が上記の限界値以上になると、制御はステップ１２０へ進み、側域照明ランプはＯ
ＦＦとされる。



(10) JP 5327392 B1 2013.10.30

10

【００４４】
　以上に於いては本発明を一つの実施の形態について詳細に説明したが、かかる実施の形
態について本発明の範囲内にて種々の修正が可能であることは当業者にとって明らかであ
ろう。
【符号の説明】
【００４５】
　１０Ｌ，１０Ｒ…ドアミラー、１２…側域照明ランプ、１４…側域視認カメラ、１６…
側域路面、１８…ナビゲーションディスプレイの画面、２０，２２…白線、２４…路面、
２６…ナビゲーションディスプレイ、２８…電子制御装置（ＥＣＵ）、３０…カメラスイ
ッチ、３２…明るさセンサ、３４…車速センサ、３６…ドアロック解除装置（スマートキ
ー）、３８…ドアロック装置
【要約】
　人の乗車時に車輌の側域にて人の足元を照明するランプにより、夜間に駐車を行なった
り路地や山道を慎重に走行するとき車輌の側域路面を視認するカメラの視野を照明し、通
常走行時に車輌の側方に光を発するような不都合を生じない車輌を提供すべく、車輌にそ
の側域路面を照明する側域照明ランプと、車輌の側域路面を視認する側域視認カメラと、
ナビゲーションディスプレイと、電子制御装置とを設け、人が車輌に近づいたとき側域照
明ランプを所定時間点灯し、車輌の運行中に、側域視認カメラが作動状態であり、且つ、
車速が所定の限界速度以下であるとき側域照明ランプを点灯する。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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