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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前方車の存在及び自車位置を基準とする前方車の左右位置を検出する前方車検出手段と
、前記前方車検出手段により前方車の存在が検出された場合は、前照灯の照射状態を第一
の照射状態とし、前方車の存在が検出されない場合は、前照灯の照射状態を前記第一の照
射状態よりも遠方への照射量が大きい第二の照射状態とする照射状態切替手段とを備えた
車両用前照灯装置において、
　前照灯の照射状態の切替えを禁止すべき特定状態であるか否かを判定する特定状態判定
手段と、
　前記前方車検出手段により検出された前方車の存在の有無及び左右位置を記憶する検出
結果記憶手段とを備え、
　前記特定状態判定手段は、自車が旋回中であることが検出された場合であって、前記検
出結果記憶手段に前回検出結果として前方車が無かったことが記憶されている場合、及び
前記検出結果記憶手段に前回検出結果として前方車が有ったことが記憶され且つ現在の旋
回方向と前記検出結果記憶手段に前回検出結果として記憶された前方車の左右位置とが一
致する場合に、前記特定状態であると判定し、
　前記照射状態切替手段は、前記特定状態判定手段によって前記特定状態であると判定さ
れた場合は、前照灯の現在の照射状態を保持するように構成されたことを特徴とする車両
用前照灯装置。
【請求項２】
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　前記特定状態判定手段は、方向指示器が動作中であることが検出された場合に、前記特
定状態であると判定することを特徴とする請求項１に記載の車両用前照灯装置。
【請求項３】
　前記特定状態判定手段は、ステアリングホイールの舵角を検出する舵角センサからの舵
角情報に基づいて自車が旋回中であることを検出することを特徴とする請求項１に記載の
車両用前照灯装置。
【請求項４】
　前記特定状態判定手段は、ヨー角を検出するヨー角センサからのヨー角情報に基づいて
自車が旋回中であることを検出することを特徴とする請求項１に記載の車両用前照灯装置
。
【請求項５】
　前記特定状態判定手段は、ナビゲーション装置からの道路情報に基づいて自車が旋回中
であることを検出することを特徴とする請求項１に記載の車両用前照灯装置。
【請求項６】
　前方車の存在及び自車位置を基準とする前方車の左右位置を検出する前方車検出手段と
、前記前方車検出手段により前方車の存在が検出された場合は、前照灯の照射状態を第一
の照射状態とし、前方車の存在が検出されない場合は、前照灯の照射状態を前記第一の照
射状態よりも遠方への照射量が大きい第二の照射状態とする照射状態切替手段とを備えた
車両用前照灯装置において、
　前照灯の照射状態の切替えを禁止すべき特定状態であるか否かを判定する特定状態判定
手段と、
　前記前方車検出手段により検出された前方車の存在の有無及び左右位置を記憶する検出
結果記憶手段とを備え、
　前記特定状態判定手段は、自車の前方にカーブが存在することが検出された場合であっ
て、前記検出結果記憶手段に前回検出結果として前方車が無かったことが記憶されている
場合、及び前記検出結果記憶手段に前回検出結果として前方車が有ったことが記憶され且
つ前方カーブの旋回方向と前記検出結果記憶手段に前回検出結果として記憶された前方車
の左右位置とが一致する場合に、前記特定状態であると判定し、
　前記照射状態切替手段は、前記特定状態判定手段によって前記特定状態であると判定さ
れた場合は、前照灯の現在の照射状態を保持するように構成されたことを特徴とする車両
用前照灯装置。
【請求項７】
　前記特定状態判定手段は、ナビゲーション装置からの道路情報に基づいて、自車の前方
に存在するカーブを検出することを特徴とする請求項６に記載の車両用前照灯装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用前照灯装置に関するものであり、特に、前方車の存在の有無を検出し
て前照灯の照射状態を自動的に切替えるようにした車両用前照灯装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自車前方の先行車のテールランプや対向車のヘッドランプ等の前方車の光源を画
像センサ等により検出し、前方車の光源が検出されない場合は、自車のヘッドランプの照
射状態をロービームからハイビームに自動的に切替えて、運転中の視界を確保するように
した技術が提案されている（例えば、特許文献１、２参照。）。
【特許文献１】特表２００１－５１９７４４号公報
【特許文献２】特開平７－１０８８７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】



(3) JP 4466604 B2 2010.5.26

10

20

30

40

50

　しかしながら、自車が右左折する時には、先行車のテールランプや対向車のヘッドラン
プの光源が画像センサ等の検出範囲から外れて、ヘッドランプの照射状態がロービームか
らハイビームへの切替えが実行されるが、右左折先に先行車や対向車が存在する場合には
、再度、ハイビームからロービームへの切り替えが実行されることになり、先行車や対向
車からパッシングと誤認識されてしまう可能性があるという問題がある。また、先行車が
カーブに進入したり、自車がカーブを走行している場合では、先行車のテールランプが画
像センサ等の検出範囲から外れたり、入ったりすることが何度も繰り返されるため、ロー
ビームからハイビームへの切替えと、ハイビームからロービームへの切替えとが頻繁に実
行され、先行車からパッシングと誤認識されてしまう可能性があるという問題がある。
【０００４】
　本発明は、上述した問題点に鑑みてなされたものであり、前方車の存在の有無を検出し
て前照灯の照射状態を自動的に切替え可能であると共に不必要な切替えの実行を防止した
車両用前照灯装置を提供することを解決すべき課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以下、上記課題を解決するのに適した各手段につき、必要に応じて作用効果等を付記し
つつ説明する。
【０００６】
　１．前方車の存在及び自車位置を基準とする前方車の左右位置を検出する前方車検出手
段と、前記前方車検出手段により前方車の存在が検出された場合は、前照灯の照射状態を
第一の照射状態とし、前方車の存在が検出されない場合は、前照灯の照射状態を前記第一
の照射状態よりも遠方への照射量が大きい第二の照射状態とする照射状態切替手段とを備
えた車両用前照灯装置において、
　前照灯の照射状態の切替えを禁止すべき特定状態であるか否かを判定する特定状態判定
手段と、
　前記前方車検出手段により検出された前方車の存在の有無及び左右位置を記憶する検出
結果記憶手段とを備え、
　前記特定状態判定手段は、自車が旋回中であることが検出された場合であって、前記検
出結果記憶手段に前回検出結果として前方車が無かったことが記憶されている場合、及び
前記検出結果記憶手段に前回検出結果として前方車が有ったことが記憶され且つ現在の旋
回方向と前記検出結果記憶手段に前回検出結果として記憶された前方車の左右位置とが一
致する場合に、前記特定状態であると判定し、
　前記照射状態切替手段は、前記特定状態判定手段によって前記特定状態であると判定さ
れた場合は、前照灯の現在の照射状態を保持するように構成されたことを特徴とする車両
用前照灯装置。
【０００７】
　手段１によれば、前方車検出手段により前方車の存在が検出されない状態となった場合
であっても、特定状態判定手段が、前照灯の照射状態の切替えを禁止すべき特定状態であ
るか否かを判定する。そして、特定状態判定手段は、自車が旋回中であることが検出され
た場合であって、検出結果記憶手段に前回検出結果として前方車が無かったことが記憶さ
れている場合、及び検出結果記憶手段に前回検出結果として前方車が有ったことが記憶さ
れ且つ現在の旋回方向と検出結果記憶手段に前回検出結果として記憶された前方車の左右
位置とが一致する場合に、特定状態であると判定し、照射状態切替手段は、前照灯の現在
の照射状態を保持する。よって、道路のカーブ区間を先行車に追従して走行している場合
、一時的に前方車検出手段により前方車の存在が検出されなくなることが起こり得るが、
そのような場合に前照灯の現在の照射状態が保持されるので、照射状態の不要な切替えを
防止することができる。更に、先行車が分岐路へ右左折して前方車検出手段の検出範囲か
ら外れた場合と、カーブの走行を継続する先行車が一時的に前方車検出手段の検出範囲か
ら外れた場合とを区別して、先行車や対向車などの前方車に不快な眩惑を与えたりパッシ
ングと誤認されるおそれのある照射状態の不要な切替えを防止することができる。
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【０００８】
　２．前記特定状態判定手段は、方向指示器が動作中であることが検出された場合に、前
記特定状態であると判定することを特徴とする手段１に記載の車両用前照灯装置。
【０００９】
　手段２によれば、特定状態判定手段は、方向指示器が動作中であることが検出された場
合に特定状態であると判定し、照射状態切替手段は、前照灯の現在の照射状態を保持する
。よって、例えば、自車が右左折することに起因して一時的に前方車が前方車検出手段の
検出範囲から外れることが起こり得るが、そのような場合に前照灯の現在の照射状態が保
持されるので、右左折先に存在する先行車や対向車などの前方車に不快な眩惑を与えたり
パッシングと誤認されるおそれのある照射状態の不要な切替えを防止することができる。
【００１０】
　３．前記特定状態判定手段は、ステアリングホイールの舵角を検出する舵角センサから
の舵角情報に基づいて自車が旋回中であることを検出することを特徴とする手段１に記載
の車両用前照灯装置。
【００１１】
　手段３によれば、特定状態判定手段は、ステアリングホイールの舵角を検出する舵角セ
ンサからの舵角情報に基づいて自車が旋回中であることを確実に検出することができる。
【００１２】
　４．前記特定状態判定手段は、ヨー角を検出するヨー角センサからのヨー角情報に基づ
いて自車が旋回中であることを検出することを特徴とする手段１に記載の車両用前照灯装
置。
【００１３】
　手段４によれば、特定状態判定手段は、ヨー角を検出するヨー角センサからのヨー角情
報に基づいて自車が旋回中であることを確実に検出することができる。
【００１４】
　５．前記特定状態判定手段は、ナビゲーション装置からの道路情報に基づいて自車が旋
回中であることを検出することを特徴とする手段１に記載の車両用前照灯装置。
【００１５】
　手段５によれば、特定状態判定手段は、ナビゲーション装置からの道路情報に基づいて
自車が道路のカーブ区間を走行中であること、すなわち、自車が旋回中であることを確実
に検出することができる。
【００１６】
　６．前方車の存在及び自車位置を基準とする前方車の左右位置を検出する前方車検出手
段と、前記前方車検出手段により前方車の存在が検出された場合は、前照灯の照射状態を
第一の照射状態とし、前方車の存在が検出されない場合は、前照灯の照射状態を前記第一
の照射状態よりも遠方への照射量が大きい第二の照射状態とする照射状態切替手段とを備
えた車両用前照灯装置において、
　前照灯の照射状態の切替えを禁止すべき特定状態であるか否かを判定する特定状態判定
手段と、
　前記前方車検出手段により検出された前方車の存在の有無及び左右位置を記憶する検出
結果記憶手段とを備え、
　前記特定状態判定手段は、自車の前方にカーブが存在することが検出された場合であっ
て、前記検出結果記憶手段に前回検出結果として前方車が無かったことが記憶されている
場合、及び前記検出結果記憶手段に前回検出結果として前方車が有ったことが記憶され且
つ前方カーブの旋回方向と前記検出結果記憶手段に前回検出結果として記憶された前方車
の左右位置とが一致する場合に、前記特定状態であると判定し、
　前記照射状態切替手段は、前記特定状態判定手段によって前記特定状態であると判定さ
れた場合は、前照灯の現在の照射状態を保持するように構成されたことを特徴とする車両
用前照灯装置。
【００１７】
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　手段６によれば、前方車検出手段により前方車の存在が検出されない状態となった場合
であっても、特定状態判定手段が、前照灯の照射状態の切替えを禁止すべき特定状態であ
るか否かを判定する。そして、特定状態判定手段は、自車の前方にカーブが存在すること
が検出された場合であって、検出結果記憶手段に前回検出結果として前方車が無かったこ
とが記憶されている場合、及び検出結果記憶手段に前回検出結果として前方車が有ったこ
とが記憶され且つ前方カーブの旋回方向と検出結果記憶手段に前回検出結果として記憶さ
れた前方車の左右位置とが一致する場合に、特定状態であると判定し、照射状態切替手段
は、前照灯の現在の照射状態を保持する。よって、直線区間の前方にカーブが存在する道
路において、自車が直線区間を走行中であり且つ先行車が前方カーブに進入した場合、一
時的に先行車が前方車検出手段の検出範囲から外れることが起こり得るが、そのような場
合に前照灯の現在の照射状態が保持されるので、照射状態の不要な切替えを防止すること
ができる。更に、先行車が分岐路へ右左折して前方車検出手段の検出範囲から外れた場合
と、先行車が前方カーブに進入して一時的に前方車検出手段の検出範囲から外れた場合と
を区別して、先行車や対向車などの前方車に不快な眩惑を与えたりパッシングと誤認され
るおそれのある照射状態の不要な切替えを防止することができる。
【００１８】
　７．前記特定状態判定手段は、ナビゲーション装置からの道路情報に基づいて、自車の
前方に存在するカーブを検出することを特徴とする手段６に記載の車両用前照灯装置。
【００１９】
　手段７によれば、特定状態判定手段は、ナビゲーション装置からの道路情報に基づいて
、自車の前方に存在するカーブを確実に検出することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明を具体化した車両用前照灯装置の各実施形態について図面を参照しつつ説
明する。図１は、第一の実施形態の車両用前照灯装置１のシステム構成を示すブロック図
である。
【００２７】
　車両用前照灯装置１は、図１に示すように、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒと、ヘッドラ
ンプスイッチ１１と、方向指示器スイッチ１３と、画像センサ１９と、ＥＣＵ２０とを備
えて構成されている。
【００２８】
　ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒは、車両前面の左右に配設され、反射鏡と、レンズと、ロ
ービーム用及びハイビーム用の二つのフィラメント（いずれも図示せず）とを備えてなる
公知の前照灯である。また、ロービーム用のフィラメントは、反射鏡の焦点位置よりもや
や上に、ハイビーム用のフィラメントは、反射鏡の焦点位置にそれぞれ位置しており、ロ
ービーム用のフィラメントのみが点灯されるロービーム状態と、ロービーム用及びハイビ
ーム用の両方のフィラメントが点灯されてロービーム状態よりも遠方への照射量が大きい
ハイビーム状態とに切り換え可能に構成されている。尚、ロービーム状態が、本発明の第
一の照射状態に、ハイビーム状態が、第二の照射状態にそれぞれ相当する。
【００２９】
　ヘッドランプスイッチ１１は、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒの状態を示す電気信号を出
力するスイッチである。ヘッドランプスイッチ１１は、具体的には、ヘッドランプ１０Ｌ
，１０Ｒがロービーム状態であることを示すロービーム点灯信号、及びハイビーム状態で
あることを示すハイビーム点灯信号を出力する。
【００３０】
　方向指示器スイッチ１３は、左右の方向指示器１２Ｌ，１２Ｒの動作状態を表す電気信
号を出力するスイッチである。方向指示器スイッチ１３は、具体的には、左の方向指示器
１２Ｌが動作中であることを示す左動作信号、及び右の方向指示器１２Ｒが動作中である
ことを示す右動作信号を出力する。
【００３１】
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　画像センサ１９は、自車前方の前方車両（前方車と称する）の存在の有無及び左右位置
を検出し、検出結果を信号出力する装置であり、本発明の前方車検出手段を構成する。ま
た、画像センサ１９は、撮像部１９ａと、画像処理部１９ｂとから構成される。撮像部１
９ａは、例えば、ＣＣＤ素子によって構成され、車両前部に配設されて前方の画像を撮像
する。画像処理部１９ｂは、撮像部１９ａによって撮像された前方画像に画像処理を施し
、認識した結果を信号出力する。具体的には、画像処理部１９ｂは、前方画像中に含まれ
る前方車の光源（先行車のテールランプや対向車のヘッドランプ等）を認識する処理を行
い、前方画像中に光源の存在を認識した場合、光源有り信号を出力する。一方、前方画像
中に光源の存在を認識しなかった場合、光源無し信号を出力する。尚、本実施形態では、
光源有り信号によって前方車の存在が有ることが表され、光源無し信号によって前方車の
存在が無いことが表されるものとする。
【００３２】
　ＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ:電子制御ユニット）２０
は、周知の各種演算処理を実行する中央処理装置としてのＣＰＵ２１、制御プログラムを
格納したＲＯＭ２２、及び各種データを格納するＲＡＭ２３等からなり、ヘッドランプ１
０Ｌ，１０Ｒのビーム状態（すなわち、照射状態）の制御を行うための制御回路として構
成されている。ＥＣＵ２０には、図１に示すように、ヘッドランプスイッチ１１、方向指
示器スイッチ１３、及び画像センサ１９の出力信号がそれぞれ入力される。尚、後述する
ビーム状態切替え処理プログラムを実行するＣＰＵ２１が、本発明の照射状態切替手段及
び特定状態判定手段を、ＲＡＭ２３が検出結果記憶手段をそれぞれ構成するものである。
【００３３】
　次に、ＥＣＵ２０内のＣＰＵ２１によって実行されるビーム状態切替え処理の流れにつ
いて、図２のフローチャートを参照しつつ説明する。また、図２のフローチャートの内容
を記述したビーム状態切替え処理プログラムは、ＲＯＭ２２に格納されており、ＣＰＵ２
１はこのプログラムをＲＯＭ２２より一定の時間間隔で読み出して実行する。
【００３４】
　図２のフローチャートにおいて、まず、画像センサ１９からの信号に基づいて、自車の
前方に光源が存在するか否かを判別する（ステップ１。以下、Ｓ１と略記する。他のステ
ップも同様。）。光源有り信号の入力がある場合、すなわち、前方に先行車のテールラン
プ等の光源が存在する場合（Ｓ１：Ｙｅｓ）、ヘッドランプスイッチ１１からの信号に基
づいて、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒのビーム状態がハイビーム中であるか否かを判別す
る（Ｓ２）。ハイビーム点灯信号の入力がある場合、すなわち、ハイビーム中である場合
（Ｓ２：Ｙｅｓ）、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒに対し、ロービーム状態へのビーム切替
え信号を出力し（Ｓ３）、本ルーチンを終了する。これにより、ヘッドランプ１０Ｌ，１
０Ｒのビーム状態がハイビーム状態からロービーム状態に切替えられる。
【００３５】
　一方、Ｓ２で、ロービーム点灯信号の入力がある場合、すなわち、ハイビーム中でない
場合（Ｓ２：Ｎｏ）、ビーム切替え信号の出力を行うことなく、本ルーチンを終了する。
この場合、現在のビーム状態であるロービーム状態が保持される。
【００３６】
　Ｓ１で、光源無し信号の入力がある場合、すなわち、前方に先行車のテールランプ等の
光源が存在しない場合（Ｓ１：Ｎｏ）、方向指示器スイッチ１３からの信号に基づいて、
右の方向指示器１２Ｒが動作中か否かを判別する（Ｓ４）。右動作信号の入力がある場合
、すなわち、右の方向指示器１２Ｒが動作中である場合（Ｓ４：Ｙｅｓ）、ビーム切替え
信号の出力を行うことなく、本ルーチンを終了する。この場合、現在のビーム状態が保持
される。
【００３７】
　Ｓ４で、右動作信号の入力がない、すなわち、右の方向指示器１２Ｒが動作中でない場
合（Ｓ５：Ｎｏ）、方向指示器スイッチ１３からの信号に基づいて、左の方向指示器１２
Ｌが動作中か否かを判別する（Ｓ５）。左動作信号の入力がある場合、すなわち、左の方
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向指示器１２Ｌが動作中である場合（Ｓ５：Ｙｅｓ）、ビーム切替え信号の出力を行うこ
となく、本ルーチンを終了する。この場合、現在のビーム状態が保持される。
【００３８】
　一方、Ｓ５で、左動作信号の入力がない場合、すなわち、左の方向指示器１２Ｌが動作
中でない場合（Ｓ５：Ｎｏ）、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒに対し、ハイビーム状態への
ビーム切替え信号を出力し（Ｓ６）、本ルーチンを終了する。これにより、ヘッドランプ
１０Ｌ，１０Ｒのビーム状態が、ロービーム状態からハイビーム状態に切替えられる。
【００３９】
　尚、図２のフローチャートにおいて、Ｓ４：Ｙｅｓの場合、及びＳ５：Ｙｅｓの場合が
、本発明における前照灯の照射状態の切替えを禁止すべき特定状態に相当する。
【００４０】
　以上詳述したことから明らかなように、本実施形態によれば、画像センサ１９により前
方車の存在が検出されない状態となった場合であっても、ＣＰＵ２１が、ヘッドランプ１
０Ｌ，１０Ｒの照射状態の切替えを禁止すべき特定状態であるか否かを判定し、特定状態
であると判定された場合は、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒの現在の照射状態を保持するの
で、先行車や対向車などの前方車の運転者に不快な眩惑を与えたりるパッシングと誤認さ
れるおそれのあるビーム状態（照射状態）の不要な切替えを防止することができる。
【００４１】
　具体的には、ＣＰＵ２１は、方向指示器スイッチ１３からの信号に基づいて方向指示器
１２Ｌ又は１２Ｒが動作中であることを検出した場合（Ｓ４：Ｙｅｓ，Ｓ５：Ｙｅｓ）、
ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒの現在の照射状態を保持する。よって、例えば、図１１の俯
瞰図に示すような自車が右左折することに起因して、先行車のテールランプ等の光源が一
時的に画像センサ１９の検出範囲から外れた場合にも、右左折先に存在する他の先行車や
対向車などの前方車の運転者に不快な眩惑を与えたりパッシングと誤認されるおそれのあ
るビーム状態の不要な切替えを防止することができる。
【００４２】
　次に、本発明の第二の実施形態について、図３及び図４を参照しつつ説明する。図３は
、第二の実施形態の車両用前照灯装置２のシステム構成を示すブロック図であり、図４は
、車両用前照灯装置２におけるビーム状態切替え処理の流れを示すフローチャートである
。尚、第一の実施形態と同一部材には同一の符号を付し、それらについての詳細な説明を
省略する。前記第一の実施形態では、方向指示器１２Ｌ，１２Ｒが動作中である場合にヘ
ッドランプ１０Ｌ，１０Ｒのビーム状態を保持する構成としたが、本実施形態では、自車
が旋回中である場合にヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒのビーム状態を保持する構成としたも
のである。
【００４３】
　車両用前照灯装置２のＥＣＵ２０には、図３に示すように、ヘッドランプスイッチ１１
、舵角センサ１５、及び画像センサ１９の出力信号がそれぞれ入力される。舵角センサ１
５は、ステアリングホイール１４の舵角を検出し、検出結果を舵角信号として出力する公
知のセンサである。また、画像センサ１９は、前記第一の実施形態における光源有り信号
及び光源無し信号に加えて、画像処理部１９ｂが前方画像の右半分の領域内に光源を認識
した場合は、前方車が自車位置を基準として右前方に位置することを示す右前方信号を、
前方画像の左半分の領域内に光源を認識した場合は、前方車が左前方に位置することを示
す左前方信号をそれぞれ出力する。また、ＥＣＵ２０のＣＰＵ２１は、画像センサ１９か
ら光源有り信号、光源無し信号、右前方信号又は左前方信号が入力される度に、光源検出
情報をＲＡＭ２３に記憶させる。ＲＡＭ２３に記憶される光源検出情報には、前方光源有
り／無し、及び光源位置右前方／左前方に関する情報が含まれる。
【００４４】
　次に、ＥＣＵ２０内のＣＰＵ２１によって実行されるビーム状態切替え処理の内容につ
いて、図４のフローチャートを参照しつつ説明する。
【００４５】
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　図４のフローチャートにおいて、Ｓ１１乃至Ｓ１３の各ステップは、図２のフローチャ
ートにおけるＳ１乃至Ｓ３の各ステップと同様であるので説明を省略する。Ｓ１１で、光
源無し信号の入力がある場合、すなわち、前方に光源が存在しない場合（Ｓ１１：Ｎｏ）
、舵角信号センサ２３からの信号に基づいて、旋回中であるか否かを判別する（Ｓ１４）
。例えば、舵角信号によって示される舵角の絶対値が、所定値以上である場合に旋回中と
判別し、所定値未満である場合に旋回中でないと判別する。旋回中である場合（Ｓ１４：
Ｙｅｓ）、ＲＡＭ２３に記憶された前回の前方光源情報に基づいて、前回は前方に光源が
有ったか否かを判定する（Ｓ１５）。前回は前方に光源が有った場合（Ｓ１５：Ｙｅｓ）
、ＲＡＭ２３に記憶された前回の光源位置情報と舵角信号とに基づいて、前回の光源位置
が右前方であり且つ左旋回中であるか否かを判定する（Ｓ１６）。前回の光源位置が右前
方であり且つ左旋回中である場合（Ｓ１６：Ｙｅｓ）、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒに対
し、ハイビーム状態へのビーム切替え信号を出力し（Ｓ１７）、本ルーチンを終了する。
これにより、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒのビーム状態が、ロービーム状態からハイビー
ム状態に切替えられる。
【００４６】
　Ｓ１６で前回の光源位置が右前方であり且つ左旋回中以外の場合（Ｓ１６：Ｎｏ）、Ｒ
ＡＭ２３に記憶された前回の光源位置情報と舵角信号とに基づいて、前回の光源位置が左
前方であり且つ右旋回中であるか否かを判定する（Ｓ１８）。前回の光源位置が左前方で
あり且つ右旋回中である場合（Ｓ１８：Ｙｅｓ）、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒに対し、
ハイビーム状態へのビーム切替え信号を出力し（Ｓ１９）、本ルーチンを終了する。これ
により、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒのビーム状態が、ロービーム状態からハイビーム状
態に切替えられる。
【００４７】
　Ｓ１５で、前回も前方に光源が無かった場合（Ｓ１５：Ｎｏ）、及びＳ１８で前回の光
源位置が左前方であり且つ右旋回中以外の場合（Ｓ１８：Ｎｏ）、ビーム切替え信号の出
力を行うことなく、本ルーチンを終了する。これらの場合、現在のビーム状態であるロー
ビーム状態が保持される。
【００４８】
　Ｓ１４で旋回中でない場合（Ｓ１４：Ｎｏ）、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒに対し、ハ
イビーム状態へのビーム切替え信号を出力し（Ｓ２０）、本ルーチンを終了する。これに
より、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒのビーム状態が、ロービーム状態からハイビーム状態
に切替えられる。
【００４９】
　尚、図４のフローチャートにおいて、Ｓ１５：Ｎｏの場合、及びＳ１６：Ｎｏ且つＳ１
８：Ｎｏの場合が、本発明における前照灯の照射状態の切替えを禁止すべき特定状態に相
当する。
【００５０】
　以上詳述したことから明らかなように、本実施形態によれば、ＣＰＵ２１は、舵角セン
サ１５からの舵角信号に基づいて自車が旋回中であることを検出した場合、ヘッドランプ
１０Ｌ，１０Ｒの現在のビーム状態を保持する。よって、例えば、図１２（ａ）の俯瞰図
に示すような道路のカーブ区間で先行車に追従して旋回走行している場合、先行車のテー
ルランプ等の光源が一時的に画像センサ１９の検出範囲を外れることが起こり得るが、そ
のような場合にヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒの現在の照射状態が保持されるので（Ｓ１５
：Ｎｏ又はＳ１８：Ｎｏ）、先行車や対向車などの前方車の運転者に不快な眩惑を与えた
りパッシングと誤認されるおそれのあるビーム状態の不要な切替えを防止することができ
る。
【００５１】
　特に、ＲＡＭ２３に前回の光源検出情報として光源無しが記憶されている場合、及びＲ
ＡＭ２３に前回の光源検出情報として前方車が有ったことが記憶され且つ現在の旋回方向
とＲＡＭ２３に前回の光源検出情報として記憶された前方車の左右位置とが一致する場合
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に、特定状態であると判定し、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒの現在のビーム状態を保持す
る。よって、カーブを含む道路で先行車に追従して走行している場合、先行車が分岐路へ
右左折して画像センサ１９の検出範囲から外れた場合（図１２（ｂ）参照）と、カーブの
走行を継続する先行車が一時的に画像センサ１９の検出範囲から外れた場合（図１２（ａ
）参照）とを確実に区別することができる。尚、図１２（ｂ）は、右カーブで先行車が分
岐路へ左折した場合であり（Ｓ１８：Ｙｅｓ）、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒのビーム状
態はロービーム状態からハイビーム状態に切替えられる。
【００５２】
　次に、本発明の第三の実施形態について、図５及び図６を参照しつつ説明する。図５は
、第三の実施形態の車両用前照灯装置３のシステム構成を示すブロック図であり、図６は
、車両用前照灯装置３におけるビーム状態切替え処理の流れを示すフローチャートである
。本実施形態は、前記第一の実施形態と前記第二の実施形態とを組み合わせてビーム状態
の切替え判定を行う構成としたものである。
【００５３】
　車両用前照灯装置３のＥＣＵ２０には、図５に示すように、ヘッドランプスイッチ１１
、方向指示器スイッチ１３、舵角センサ２３、及び画像センサ１９の出力信号がそれぞれ
入力される。
【００５４】
　次に、ＥＣＵ２０内のＣＰＵ２１によって実行されるビーム状態切替え処理の内容につ
いて、図６のフローチャートを参照しつつ説明する。
【００５５】
　図６のフローチャートにおいて、Ｓ２１乃至Ｓ２３の各ステップは、図２のフローチャ
ートにおけるＳ１乃至Ｓ３の各ステップと同様であるので説明を省略する。Ｓ２１で、光
源無し信号の入力がある場合、すなわち、前方に光源が存在しない場合（Ｓ２１：Ｎｏ）
、方向指示器スイッチ１３からの信号に基づいて、左の方向指示器１２Ｌ又は右の方向指
示器１２Ｒが動作中か否かを判別する（Ｓ２４）。左動作信号又は右動作信号の入力があ
る場合、すなわち、左の方向指示器１２Ｌ又は右の方向指示器１２Ｒが動作中である場合
（Ｓ２４：Ｙｅｓ）、ビーム切替え信号の出力を行うことなく、本ルーチンを終了する。
この場合、現在のビーム状態が保持される。
【００５６】
　Ｓ２４で、左動作信号及び右動作信号の入力がない場合、すなわち、左の方向指示器１
２Ｌ及び右の方向指示器１２Ｒが動作中でない場合（Ｓ２４：Ｎｏ）、Ｓ２５へ移行する
。尚、Ｓ２５乃至Ｓ３１の各ステップは、図４のフローチャートにおけるＳ１４乃至Ｓ２
０の各ステップと同様であるので説明を省略する。
【００５７】
　尚、図６のフローチャートにおいて、Ｓ２４：Ｙｅｓの場合、Ｓ２６：Ｎｏの場合、及
びＳ２７：Ｎｏ且つＳ２９：Ｎｏの場合が、本発明における前照灯の照射状態の切替えを
禁止すべき特定状態に対応する。
【００５８】
　以上詳述したことから明らかなように、本実施形態によれば、図１１に示すような自車
が右左折する場合、及び図１２に示すような道路のカーブ区間で先行車に追従して旋回走
行する場合の両方において、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒのビーム状態の不要な切替えを
防止することができる。
【００５９】
　次に、本発明の第四の実施形態について、図７及び図８を参照しつつ説明する。図７は
、第四の実施形態の車両用前照灯装置４のシステム構成を示すブロック図であり、図８は
、車両用前照灯装置４におけるビーム状態切替え処理の流れを示すフローチャートである
。前記第二の実施形態では、舵角センサ１５から出力される舵角信号に基づいて自車が旋
回中であることを検出して、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒのビーム状態を保持する構成と
したが、本実施形態は、ナビゲーション装置３０から出力される道路情報に基づいて前方
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にカーブが存在することを検出して、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒのビーム状態を保持す
るする構成としたものである。
【００６０】
　車両用前照灯装置４のＥＣＵ２０には、図７に示すように、ヘッドランプスイッチ１１
、舵角センサ２３、画像センサ１９、及びナビゲーション装置３０の出力信号がそれぞれ
入力される。
【００６１】
　ナビゲーション装置３０は、道路情報を記憶する図示しない記憶装置や車両室内の運転
席から見易い位置に配置されたタッチパネル式ディスプレイ３０ａ等を有し、ＧＰＳ（Ｇ
ｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ、全地球測位システム）を利用して
自車の走行位置を予測し、タッチパネル式ディスプレイ３０ａに地図及び自車の予測位置
を表示するように構成した装置である。また、ナビゲーション装置３０において記憶され
る道路情報には、カーブの位置や長さに関する情報が含まれており、自車の予測位置の前
方に存在するカーブを検出して情報を出力することが可能となっている。
【００６２】
　次に、ＥＣＵ２０内のＣＰＵ２１によって実行されるビーム状態切替え処理の内容につ
いて、図８のフローチャートを参照しつつ説明する。
【００６３】
　図８のフローチャートにおいて、Ｓ４１乃至Ｓ４３の各ステップは、図２のフローチャ
ートにおけるＳ１乃至Ｓ３の各ステップと同様であるので説明を省略する。Ｓ４１で、光
源無し信号の入力がある場合、すなわち、前方に光源が存在しない場合（Ｓ４１：Ｎｏ）
、ナビゲーション装置３０からの道路情報に基づいて、道路前方がカーブしているか否か
を判別する（Ｓ４４）。カーブしている場合（Ｓ４４：Ｙｅｓ）、ＲＡＭ２３に記憶され
た前回の前方光源情報に基づいて、前回は前方に光源が有ったか否かを判定する（Ｓ４５
）。前回は前方に光源が有った場合（Ｓ４５：Ｙｅｓ）、ＲＡＭ２３に記憶された前回の
光源位置情報とナビゲーション装置３０からの道路情報とに基づいて、前回の光源位置が
右前方であり且つ道路が左カーブであるか否かを判定する（Ｓ４６）。前回の光源位置が
右前方であり且つ道路が左カーブである場合（Ｓ４６：Ｙｅｓ）、ヘッドランプ１０Ｌ，
１０Ｒに対し、ハイビーム状態へのビーム切替え信号を出力し（Ｓ４７）、本ルーチンを
終了する。これにより、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒのビーム状態が、ロービーム状態か
らハイビーム状態に切替えられる。
【００６４】
　Ｓ４６で前回の光源位置が右前方であり且つ道路が左カーブの場合以外では（Ｓ３６：
Ｎｏ）、ＲＡＭ２３に記憶された前回の光源位置情報とナビゲーション装置３０からの道
路情報に基づいて、前回の光源位置が左前方であり且つ道路が右カーブであるか否かを判
定する（Ｓ４８）。前回の光源位置が左前方であり且つ道路が右カーブである場合（Ｓ４
８：Ｙｅｓ）、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒに対し、ハイビーム状態へのビーム切替え信
号を出力し（Ｓ４９）、本ルーチンを終了する。これにより、ヘッドランプ１０Ｌ，１０
Ｒのビーム状態が、ロービーム状態からハイビーム状態に切替えられる。
【００６５】
　Ｓ４５で、前回も前方に光源が無かった場合（Ｓ４５：Ｎｏ）、及びＳ４８で前回の光
源位置が左前方であり且つ道路が右カーブの場合以外の場合（Ｓ４８：Ｎｏ）、ビーム切
替え信号の出力を行うことなく、本ルーチンを終了する。この場合、現在のビーム状態が
保持される。
【００６６】
　Ｓ４４で道路前方がカーブしていない場合（Ｓ４４：Ｎｏ）、ヘッドランプ１０Ｌ，１
０Ｒに対し、ハイビーム状態へのビーム切替え信号を出力し（Ｓ５０）、本ルーチンを終
了する。これにより、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒのビーム状態が、ロービーム状態から
ハイビーム状態に切替えられる。
【００６７】
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　尚、図８のフローチャートにおいて、Ｓ４５：Ｎｏの場合、及びＳ４６：Ｎｏ且つＳ４
８：Ｎｏの場合が、本発明における前照灯の照射状態の切替えを禁止すべき特定状態に相
当する。
【００６８】
　以上詳述したことから明らかなように、本実施形態によれば、例えば、図１３の俯瞰図
に示すような直線区間の前方に右カーブが存在する道路において、自車が直線区間を走行
中であり且つ先行車が前方の右カーブに進入した場合、一時的に先行車が画像センサ１９
の検出範囲から外れることが起こり得るが、そのような場合にヘッドランプ１０Ｌ，１０
Ｒの現在のビーム状態が保持されるので、先行車や対向車などの前方車に不快な眩惑を与
えたりパッシングと誤認されるおそれのあるビーム状態の不要な切替えを防止することが
できる。
【００６９】
　また、前記第二の実施形態と同様に、図１２（ａ）に示すようなカーブ道路上を先行車
に追従して旋回走行している場合にも、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒの現在の照射状態が
保持され、ビーム状態の不要な切替えを防止することができる。
【００７０】
　特に、ＲＡＭ２３に前回の光源検出情報として光源無しが記憶されている場合、及びＲ
ＡＭ２３に前回の光源検出情報として前方車が有ったことが記憶され且つ道路前方のカー
ブ方向とＲＡＭ２３に前回の光源検出情報として記憶された前方車の左右位置とが一致す
る場合に、特定状態であると判定し、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒの現在のビーム状態を
保持する。よって、カーブを含む道路で先行車に追従して走行している場合、先行車が分
岐路へ右左折して画像センサ１９の検出範囲から外れた場合（図１２（ｂ）参照）と、カ
ーブの走行を継続する先行車が一時的に画像センサ１９の検出範囲から外れた場合（図１
２（ａ）参照）とを確実に区別することができる。尚、図１２（ｂ）は、右カーブで先行
車が分岐路へ左折した場合であり（Ｓ４８：Ｙｅｓ）、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒのビ
ーム状態はロービーム状態からハイビーム状態に切替えられる。
【００７１】
　次に、本発明の第五の実施形態について、図９及び図１０を参照しつつ説明する。図９
は、第五の実施形態の車両用前照灯装置５のシステム構成を示すブロック図であり、図１
０は、車両用前照灯装置５におけるビーム状態切替え処理の流れを示すフローチャートで
ある。本実施形態は、前記第一の実施形態と前記第四の実施形態とを組み合わせてビーム
状態の切替え判定を行う構成としたものである。
【００７２】
　車両用前照灯装置５において、ＥＣＵ２０には、図９に示すように、ヘッドランプスイ
ッチ１１、方向指示器スイッチ１３、画像センサ１９、及びカーナビゲーション装置３０
の出力信号がそれぞれ入力される。
【００７３】
　図１０のフローチャートにおいて、Ｓ５１乃至Ｓ５３の各ステップは、図２のフローチ
ャートにおけるＳ１乃至Ｓ３の各ステップと同様であるので説明を省略する。Ｓ５１で、
光源無し信号の入力がある場合、すなわち、前方に光源が存在しない場合（Ｓ５１：Ｎｏ
）、方向指示器スイッチ１３からの信号に基づいて、左の方向指示器１２Ｌ又は右の方向
指示器１２Ｒが動作中か否かを判別する（Ｓ５４）。左動作信号又は右動作信号の入力が
ある場合、すなわち、左の方向指示器１２Ｌ又は右の方向指示器１２Ｒが動作中である場
合（Ｓ５４：Ｙｅｓ）、ビーム切替え信号の出力を行うことなく、本ルーチンを終了する
。この場合、現在のビーム状態が保持される。
【００７４】
　Ｓ５４で、左動作信号及び右動作信号の入力がない場合、すなわち、左の方向指示器１
２Ｌ及び右の方向指示器１２Ｒが動作中でない場合（Ｓ５４：Ｎｏ）、Ｓ５５へ移行する
。尚、Ｓ５５乃至Ｓ６１の各ステップは、図８のフローチャートにおけるＳ４４乃至Ｓ５
０の各ステップと同様であるので説明を省略する。
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【００７５】
　尚、図１０のフローチャートにおいて、Ｓ５８：Ｙｅｓの場合、Ｓ５６：Ｎｏの場合、
Ｓ５７：Ｎｏ且つＳ５９：Ｎｏの場合が、本発明における前照灯の照射状態の切替えを禁
止すべき特定状態に相当する。
【００７６】
　以上詳述したことから明らかなように、本実施形態によれば、図１１に示すような自車
が右左折する場合、図１２（ａ）に示すようなカーブ道路上で先行車に追従して旋回走行
する場合、及び図１３に示すような直線区間の前方にカーブが存在する道路において先行
車に追従して走行する場合の両方において、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒのビーム状態の
不要な切替えを防止することができる。
【００７７】
　尚、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しな
い範囲で種々の変更を施すことが可能である。
【００７８】
　例えば、前記各実施形態では、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒを、ロービーム用のフィラ
メントとハイビーム用のフィラメントとを有するランプにより構成した例を示したが、こ
れには限られず、例えば、ヘッドランプ１０Ｌ，１０Ｒが多数のＬＥＤ（発光ダイオード
）からなる構成とし、ＬＥＤの点灯パターン（点灯個数や位置など）を変化させて遠方へ
の照射量を増大又は減少させる構成としてもよい。
【００７９】
　また、前記第二の実施形態及び第三の実施形態では、舵角センサ１５によって出力され
る舵角信号に基づいて自車が旋回中であることを検出する構成としたが、例えば、ヨー角
を検出するヨー角センサからのヨー角情報に基づいて、自車が旋回中であることを検出す
るように構成してもよい。また、ナビゲーション装置３０からの道路情報に基づいて道路
のカーブ区間を走行中であることを検出し、これにより自車が旋回中であることを検出す
る構成としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明は、前方車の存在の有無を検出して前照灯の照射状態を自動的に切替えるように
した車両用前照灯装置に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の第一の実施形態の車両用前照灯装置のシステム構成を示すブロック図で
ある。
【図２】第一の実施形態の車両用前照灯装置におけるビーム状態切替え処理の流れを示す
フローチャートである。
【図３】第二の実施形態の車両用前照灯装置のシステム構成を示すブロック図である。
【図４】第二の実施形態の車両用前照灯装置におけるビーム状態切替え処理の流れを示す
フローチャートである。
【図５】第三の実施形態の車両用前照灯装置のシステム構成を示すブロック図である。
【図６】第三の実施形態の車両用前照灯装置におけるビーム状態切替え処理の流れを示す
フローチャートである。
【図７】第四の実施形態の車両用前照灯装置のシステム構成を示すブロック図である。
【図８】第四の実施形態の車両用前照灯装置におけるビーム状態切替え処理の流れを示す
フローチャートである。
【図９】第五の実施形態の車両用前照灯装置のシステム構成を示すブロック図である。
【図１０】第五の実施形態の車両用前照灯装置におけるビーム状態切替え処理の流れを示
すフローチャートである。
【図１１】交差点の右折先に先行車が存在する場合を模式的に示す俯瞰図である。
【図１２】（ａ）は右カーブで先行車を追従している場合を模式的に示す俯瞰図であり、
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（ｂ）は右カーブで先行車が左折した場合を模式的に示す俯瞰図である。
【図１３】直線区間の前方に存在するカーブに先行車が進入した場合を模式的に示す俯瞰
図である。
【符号の説明】
【００８２】
　　１，２，３，４，５　　車両用前照灯装置
　１０Ｌ　ヘッドランプ（前照灯）
　１０Ｒ　ヘッドランプ（前照灯）
　１１　　ヘッドランプスイッチ
　１２Ｌ　左の方向指示器
　１２Ｒ　右の方向指示器
　１３　　方向指示器スイッチ
　１９　　画像センサ（前方車検出手段）
　２１　　ＣＰＵ（照射状態切替手段、特定状態判定手段）
　２３　　ＲＡＭ（検出結果記憶手段）
　３０　　ナビゲーション装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】
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