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(57)【要約】
【課題】ランプの点灯時に路面に投影した画像の視認性
を高めることが可能な車両用ランプを提供する。
【解決手段】車両に対をなして設けられ、それぞれの光
照射領域が少なくとも一部において重なるヘッドランプ
ＲＨＬ，ＬＨＬであり、一方のランプＲＨＬは所要の配
光パターンＰｒ１での光照射とともに画像ＩＭＧを路面
に投影する投影手段として構成され、他方のランプＬＨ
Ｌは所要の配光パターンＰｌ１での光照射をする一方で
当該画像ＩＭＧと重なる領域ＤＲＫを遮光する構成とさ
れる。路面に投影された画像ＩＭＧに他方のランプＬＨ
Ｌの照射光が重なることがなく、画像ＩＭＧのコントラ
ストの低減が防止され、画像ＩＭＧの視認性が向上する
。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両近傍の路面に所要の画像を投影する投影手段を備える車両に装備され、前記投影さ
れた画像を含む領域を光照射する車両用ランプであって、前記画像の投影時に当該画像と
重なる領域の照射光の明るさを低減する手段を備えることを特徴とする車両用ランプ。
【請求項２】
　車両に対をなして設けられ、それぞれの光照射領域が少なくとも一部において重なる車
両用ランプであって、一方のランプは前記投影手段として構成され、他方のランプは当該
画像と重なる領域を遮光又は減光することが可能な構成であることを特徴とする請求項１
に記載の車両用ランプ
【請求項３】
　前記他方のランプは消灯または減光することが可能な構成であることを特徴とする請求
項２に記載の車両用ランプ。
【請求項４】
　車両に対をなして設けられ、それぞれの光照射領域が少なくとも一部において重なる車
両用ランプであって、前記投影手段は前記対をなすランプとは独立して設けられるととも
に前記光照射領域の一部に画像を投影する構成であり、前記対をなすランプは当該画像と
重なる領域を遮光又は減光することが可能な構成であることを特徴とする請求項１に記載
の車両用ランプ
車両用ランプ。
【請求項５】
　前記対をなすランプは車両のヘッドランプであることを特徴とする請求項１ないし４の
いずれかに記載の車両用ランプ。
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は自動車等の車両に適用されるランプに関し、特に自車両の周囲の路面に画像表
示を行う機能を備えた車両用ランプに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車が走行する際に、自車両の運転者に対する運転補助の目的で、あるいは他車両の
運転者への注意喚起の目的で、自車両の周囲の路面に画像を表示する技術が提案されてい
る。例えば、特許文献１では、ヘッドライトに二次元配列の画像セルを含む空間光変調器
を備え、ヘッドライトの一部をこの空間光変調器で変調して前方に照射することによって
自車両の前方の路面に所望の画像を表示している。また、特許文献２では、液晶プロジェ
クタの投影部と同様の構成をヘッドランプに装備することにより、ヘッドランプの配光を
制御するとともに自車両の前方の路面に所望の画像を投影する技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２０１４０７号公報
【特許文献２】特開２００８－１４３５０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１，２には自動車の前部左右に設けられた対をなすヘッドランプのそれぞれに
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画像の投影手段を備えた構成例が示されているが、これら左右のヘッドランプをどのよう
な形態で点灯して画像を描画するのかの点については特に言及されていない。そのため、
例えば、夜間走行時に一方のヘッドランプでのみ画像を投影しようとしたときには、投影
した画像の視認性に問題が生じることがある。すなわち、一方のヘッドランプで前方領域
の路面に画像を投影したときに、当該画像に他方のヘッドランプから照射された光が路面
上において重ねられると、当該照射光による所謂かぶりによってその画像の明暗コントラ
ストが低減されてしまい、運転者が投影画像を視認し難くなるという問題である。
【０００５】
　この点について、特許文献１では、投影画像の明るさ（明度）を照明光よりも明るくし
、あるいは暗くし、さらには赤色、黄色等の異なる色彩で投影することが提案されている
。しかし、投影画像の明るさを照明光よりも明るくしても、あるいは暗くしても、さらに
は異なる色光で描画しても、画像が照射光と重なった状態で投影されている限りは照射光
によるかぶりが生じる状態を回避することはできず、視認性を高める有効な手段にはなら
ない。一方、左右のヘッドランプがそれぞれ同時に画像を投影するように構成し、左右の
ヘッドランプの投影した画像を重ねて１つの画像を投影することが考えられる。このよう
にすれば、他方のヘッドランプの照射光によるかぶり状態を回避する上では有効であるが
、両方のヘッドランプで投影される画像が路面上において正確に位置合わせされないと画
像の輪郭がぼけた画像となり、この点での視認性が低下する。このようなぼけ画像を回避
するために両方のヘッドランプで投影する画像の位置合わせを行うことは技術的に極めて
困難である。
【０００６】
　本発明の目的は、ランプの点灯時において投影した画像の視認性を高めることが可能な
車両用ランプを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、車両近傍の路面に所要の画像を投影する投影手段を備える車両に装備され、
投影された画像を含む領域を光照射する車両用ランプであって、画像の投影時に当該画像
と重なる領域の照射光の明るさを低減する手段を備えることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の好ましい形態の車両用ランプは、車両に対をなして設けられ、それぞれの光照
射領域が少なくとも一部において重なる車両用ランプであって、一方のランプは画像を投
影する投影手段として構成され、他方のランプは当該画像と重なる領域を遮光又は減光す
ることが可能な構成とされる。この場合、他方のランプは消灯または減光することが可能
な構成としてもよい。
【０００９】
　本発明の好ましい他の形態の車両用ランプは、車両に対をなして設けられ、それぞれの
光照射領域が少なくとも一部において重なる車両用ランプであって、投影手段は対をなす
ランプとは独立して設けられるとともに光照射領域の一部に画像を投影する構成であり、
対をなすランプは当該画像と重なる領域を遮光又は減光することが可能な構成とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、投影手段で投影した画像と重なる領域を光照射しているランプの照射
光のうち、当該画像と重なる領域を遮光または減光することにより、投影された画像のコ
ントラストの低下が防止ないし抑制でき、画像の視認性が向上される。また、投影された
画像以外の領域はランプによって所定の明るさで照明されるので、車両の安全走行を確保
することができる。
【００１１】
　本発明の一つの形態によれば、車両に対をなして設けられる車両用ランプの、一方のラ
ンプは画像を投影する投影手段として構成され、他方のランプは当該画像と重なる領域を
遮光又は減光することが可能な構成の形態では、両ランプによって所要の配光での光照射
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を行った場合でも、一方のランプによって投影した画像のコントラストを他方のランプの
照射光で低減することがなく、画像の視認性が向上される。また、対をなすランプのそれ
ぞれにおいて画像を投影しないので、両画像の位置合わせが不要になり、かつ位置ずれに
伴う画像のぼけが防止でき、画像の視認性が向上される。
【００１２】
　本発明の他の形態によれば、車両に対をなして設けられる車両用ランプとは独立して設
けられた投影手段を備え、対をなすランプは当該画像と重なる領域を遮光又は減光するこ
とが可能な構成の形態では、投影手段で投影した画像のコントラストは、対をなするラン
プのそれぞれの照射光によっても低減されることがなく、画像の視認性が向上される。ま
た、画像の周囲は対をなすランプの照射光によって安全走行に十分な明るさが保持される
。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態１を適用した自動車の概略斜視図。
【図２】左右のヘッドランプの概略構成の断面図と主要部の斜視図。
【図３】実施形態１のハイビーム配光とロービーム配光の配光パターン図。
【図４】実施形態１の投影した画像を含む配光パターン図。
【図５】左右のランプユニットにおける液晶表示のセルパターンと配光パターン図。
【図６】実施形態２を適用した自動車の概略正面図。
【図７】実施形態２の配光パターン図。
【図８】実施形態２の投影装置とランプユニットの各配光パターン図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（実施形態１）
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は本発明を自動車の
ヘッドランプに適用した実施形態１の概略構成図である。自動車ＣＡＲの車体前部の左右
に装備された右ヘッドランプＲＨＬと左ヘッドランプＬＨＬにはそれぞれ配光制御部ＲＣ
Ｎ，ＬＣＮが備えられており、この配光制御部ＲＣＮ，ＬＣＮでの制御によって所定の配
光で自車両の前方領域に光を照射する。その上で、これら左右のヘッドランプのうち一方
のヘッドランプ、ここでは右ヘッドランプＲＨＬの配光制御部ＲＣＮは、自車両の前方領
域の路面に所要の画像ＩＭＧを投影することが可能とされている。また、他方のヘッドラ
ンプ、すなわち左ヘッドランプＬＨＬの配光制御部ＬＣＮは前記したように右ヘッドラン
プＲＨＬにおいて画像ＩＭＧを投影したときに、当該画像ＩＭＧの視認性を高める配光と
なるように制御するように構成されている。なお、本明細書の図面においては、光照射領
域を点描で示している。
【００１５】
　図２（ａ）は前記した左右のヘッドランプＲＨＬ，ＬＨＬの概念構成を示す縦断面図で
ある。左右のヘッドランプＲＨＬ，ＬＨＬの基本構成は同じであるので共通部分には同一
符号を付して説明すると、ランプボディ１１と透明な前面カバー１２とで構成されたラン
プハウジング１内にランプユニット２Ｒまたは２Ｌが内装されている。このランプユニッ
ト２Ｒ，２Ｌは、ここではＬＥＤ（発光ダイオード）からなる光源２１と、この光源２１
から出射した光を反射して前方位置に集光する例えば回転楕円面形状のリフレクタ２２と
、リフレクタ２２で反射された光の集光位置の近傍に配置された光透過型の液晶装置２３
と、この液晶装置２３を透過された光を前方に向けて照射する投影レンズ２４とで構成さ
れている。この投影レンズ２４は前記液晶装置２３に形成されている透過パターンを透過
した光によって所要の配光で光を照射するのと同時に、当該透過パターンの一部を前方の
路面に画像として投影することが可能とされている。
【００１６】
　前記光透過型の液晶装置２３は、例えば、図２（ｂ）にランプユニット２Ｒ，２Ｌの主
要部の概念構成の斜視図を示すように、非通電時には透光性のある多数個のセル（画素）
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２３ａが二次元的にマトリクス配置されており、これらセル２３ａのうち選択したセル２
３ａに通電を行うことにより当該セル２３ａを遮光状態とする構成である。そのため、リ
フレクタ２２で反射された光源２１からの光は、液晶装置２３において選択されたセル２
３ａの領域が遮光され、選択されていないセル２３ａを透過した光によって所要のパター
ン光束とされ、このパターン光束の光が投影レンズ２４によって前方領域に照射されるこ
とになる。図２（ｂ）では、選択されて遮光されたセルの領域を斜線で示してしており、
白地の領域を透過した光によってロービーム配光での光照射と、この光照射の領域内の一
部に矩形枠に囲まれた矢印パターン形状の画像を投影する状態を示している。
【００１７】
　また、図２（ａ）に示したように、左右の各ヘッドランプＲＨＬ，ＬＨＬの各配光制御
部ＲＣＮ，ＬＣＮにはそれぞれの液晶装置２３を制御して透過する光のパターンを任意に
変化制御するためのパターン制御部ＲＰＣ，ＬＰＣが設けられている。これらのパターン
制御部ＲＰＣ，ＬＰＣは、前記したように各液晶装置２３のセル２３ａに対する通電を制
御して光の透過パターンを制御するものである。また、前記左右の配光制御部ＲＣＮ，Ｌ
ＣＮは、図１に示したように、それぞれ車両制御ユニットＥＣＵに接続されており、この
車両制御ユニットＥＣＵからの制御信号に基づいてこれら左右の配光制御部ＲＣＮ，ＬＣ
Ｎの各パターン制御部ＲＰＣ，ＬＰＣが同期して制御を実行する。前記車両制御ユニット
ＥＣＵには、図示は省略するがランプ点灯スイッチや配光設定スイッチからの信号が入力
可能とされており、これらスイッチの切替信号を受けて前記した左右の配光制御部ＲＣＮ
，ＬＣＮを制御する。また、図示は省略するが前記車両制御ユニットＥＣＵには、自車両
の前方領域を撮像する撮像カメラや、ナビゲーション装置等が接続されており、これら撮
像カメラやナビゲーション装置から得られる情報に基づいて前記配光制御部ＲＣＮ，ＬＣ
Ｎに対して所要の制御信号を出力するようになっている。この情報としては、自車両の前
方領域に存在する先行車や対向車等の他車両情報や、自車両が走行する道路情報、例えば
曲路や交差点、あるいは坂道や速度制限等の情報である。
【００１８】
　このように構成された左右のヘッドランプＲＨＬ，ＬＨＬを備える実施形態１では、配
光制御部ＲＣＮ，ＬＣＮはそれぞれ車両制御ユニットＥＣＵからの制御信号に基づいてハ
イビーム配光とロービーム配光の制御を行う。ハイビーム配光では、配光制御部ＲＣＮ，
ＬＣＮからの制御信号によってパターン制御部ＲＰＣ，ＬＰＣが液晶装置２３の予め設定
されている領域の全域を透光状態に設定する。これにより、光源２１から出射した光の殆
どが液晶装置２３を透過し、投影レンズ２４によって前方領域に照射されるので、図３（
ａ）のように、左右の各ヘッドランプＲＨＬ，ＬＨＬの各ランプユニット２の照射光Ｐｒ
，Ｐｌが中央領域において重ねられたハイビーム配光パターンＰＨｉでの光照射となる。
ロービーム配光では、車両制御ユニットＥＣＵからの制御信号によってパターン制御部Ｒ
ＰＣ，ＬＰＣが液晶装置２３の一部領域、通常ではランプ光軸Ｌｘよりも下側領域を遮光
状態とし、上側領域を透光状態に設定する。これにより、光源２１から出射した光のうち
ほぼランプ光軸Ｌｘよりも上側領域の光のみが液晶装置２３を透過し、投影レンズ２４に
よって前方領域に照射されるので、図３（ｂ）のように、左右の各ヘッドランプＲＨＬ，
ＬＨＬのランプユニット２Ｒ，２Ｌの照射光Ｐｒ，Ｐｌによってロービーム配光パターン
ＰＬｏでの光照射となる。
【００１９】
　ここで、左右のヘッドランプＲＨＬ，ＬＨＬの各ランプユニット２Ｒ，２Ｌのランプ光
軸Ｌｘはそれぞれほぼ自車両の直進方向に向けられているが、両ヘッドランプＲＨＬ，Ｌ
ＨＬは自動車ＣＡＲの車幅方向に離されているので、図３（ａ），（ｂ）に示したように
各ヘッドランプＲＨＬ，ＬＨＬのランプユニット２の照射光Ｐｒ，Ｐｌの照射領域は左右
方向にずれている。すなわち、自車両の車幅方向の中央領域においては両ランプユニット
２Ｒ，２Ｌの照射領域が重なっており、車幅方向の両側領域においてはそれぞれ単独で照
射する領域となっている。
【００２０】
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　このようなハイビーム配光あるいはロービーム配光での光照射の状態のときに、車両制
御ユニットＥＣＵから画像投影の制御信号が出力されると、左右の各配光制御部ＲＣＮ，
ＬＣＮはそれぞれのパターン制御部ＲＰＣ，ＬＰＣが制御しているランプユニット２Ｒ，
２Ｌの配光が異なるパターンとなるように制御する。図４はその一例を示す配光パターン
図であり、前記したように左右のランプユニット２Ｒ，２Ｌの配光パターンＰｒ１，Ｐｌ
１で構成されるロービーム配光ＰＬｏでの光照射時に、ナビゲーション装置から自車両の
走行先が右カーブであるとの道路情報が入力されると、車両制御ユニットＥＣＵは各配光
制御部ＲＣＮ，ＬＣＮに右カーブ表示の制御信号を出力する。各配光制御部ＲＣＮ，ＬＣ
Ｎはこの右カーブ表示の制御信号を受けると、それぞれのパターン制御部ＲＰＣ，ＬＰＣ
に右カーブ表示信号を出力する。
【００２１】
　右ランプユニット２Ｒでは、パターン制御部ＲＰＣは入力された右カーブ表示信号に基
づいて液晶装置２３を制御する。この制御では、図５（ａ２）のように、ロービーム配光
を構成している選択されていない透光状態にあるセル２３ａのうち、当該右カーブ表示の
画像を形成すべく一部のセルを選択して遮光状態に設定する。同図では斜線領域が遮光領
域である。この例では、右カーブ表示は、矩形の遮光領域内に右曲がりの透光性の矢印マ
ークのパターンを形成する。これにより、右ランプユニット２Ｒの液晶装置２３において
セル透光領域Ｓｒ１が形成され、この液晶装置２３による照射光は、図５（ｂ２）のよう
に、ロービーム配光の配光パターンＰｒ１内の一部に、矩形で囲まれた暗い領域内に明る
い右カーブの矢印が表示された画像ＩＭＧが存在するパターンとなり、自車両の前方の路
面に投影されることになる。
【００２２】
　一方、左ランプユニット２Ｌでは、パターン制御部ＬＰＣは入力された右カーブ表示信
号に基づいて液晶装置２３を制御するが、この制御では、図５（ａ１）のように、右ラン
プユニット２Ｒの場合とは異なり、右カーブ表示のパターン形状よりも一回り広い領域に
対応するセル、すなわち配光パターンＰｌ１内の上側のほぼ中央領域の一部のセル２３ａ
を選択して遮光状態に設定する。これにより、図５（ｂ１）のように、左ランプユニット
２Ｌによるロービーム配光の配光パターンＰｌ１内の一部領域で右ランプユニット２Ｒに
よって投影される右カーブ表示の画像ＩＭＧに対応する領域に光が照射されない暗い領域
ＤＲＫが形成されることになる。
【００２３】
　そのため、図４に示したように、左ランプユニット２Ｌの照射光Ｐｌ１が右ランプユニ
ット２Ｒの照射光Ｐｒ１と重なってロービーム配光ＰＬｏが形成されても、このロービー
ム配光ＰＬｏ内に形成されている右ランプユニット２Ｒによる右カーブ表示の画像ＩＭＧ
には左ランプユニット２Ｌの照射光の暗い領域ＤＲＫが重なるので、当該左ランプユニッ
ト２Ｌからの照射光が重なることはない。左ランプユニット２Ｌによる暗い領域ＤＲＫは
右ランプユニット２Ｒにより投影される右カーブ表示の画像ＩＭＧよりも一回り広く設定
されるので、左右のランプユニット２Ｒ，２Ｌのランプ光軸に多少の位置ずれが生じてい
ても左ランプユニット２Ｌの照射光が右ランプユニット２Ｒによる画像ＩＭＧに重なるこ
とを確実に防止することができる。
【００２４】
　このように、ロービーム配光での光照射のときに右ランプユニット２Ｒによって右カー
ブ表示の画像ＩＭＧを自車両の前方の路面に投影するときに、左ランプユニット２Ｌの照
射光の一部を遮光して当該右カーブ表示の画像ＩＭＧに照射光が重ならないように光照射
を制御するので、投影された画像ＩＭＧが左ランプユニット２Ｌの照射光によってコント
ラストが低減されることはなく、運転者における視認性が向上されることになる。また、
このようにして投影した画像の視認性を向上すべく左ランプユニット２Ｌの光照射領域を
制限しても、その周囲のロービーム配光による光照射領域は左右のランプユニット２Ｒの
照射光を重ねた明るさであるので、自車両の安全走行に必要な明るさが確保できる。した
がって、左右のランプユニット２Ｒ，２Ｌのそれぞれにおいて画像を投影する場合に必要
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とされる両ランプユニット２Ｒ，２Ｌの位置合わせが不要になるとともに、左右の画像の
位置ずれに伴う画像のぼけも発生することがなく、視認性が改善される。
【００２５】
　ここで、実施形態１では右ランプユニット２Ｒで投影した画像ＩＭＧと重なる領域の左
ランプユニット２Ｌに形成する暗い領域ＤＲＫは、光照射領域の一部を遮光するのではな
く当該一部を減光するようにしてもよく、減光することで投影された画像ＩＭＧのコント
ラストの低減を抑制し、画像ＩＭＧの視認性を向上することができる。また、自車両が市
街地のように周囲環境が比較的に明るい道路を走行しているときに右ランプユニット２Ｒ
によって画像ＩＭＧを投影したときには、左ランプユニット２Ｌを消灯し、あるいは減光
するようにしてもよい。すなわち、右ランプユニット２Ｒだけの光照射でも自車両の前方
領域の安全が十分に確保できるような場合には、右ランプユニット２Ｒについては前記し
たように画像を投影する制御を実行し、左ランプユニット２Ｌについては消灯し、あるい
は投影した画像の視認性を確保する範囲内で減光するようにしてもよい。
【００２６】
　また、以上の説明では右ランプユニット２Ｒにおいて画像を投影し、左ランプユニット
２Ｌにおいて画像を囲む領域を遮光し、あるいは消灯しているが、左ランプユニット２Ｌ
で画像を投影し、右ランプユニット２Ｒにおいて画像を囲む領域を遮光し、あるいは消灯
又は減光するように構成してもよい。
【００２７】
（実施形態２）
　図６は本発明の実施形態２を適用した自動車の概略正面図である。この実施形態２では
自動車ＣＡＲに設けた左右のヘッドランプＲＨＬ，ＬＨＬの各ランプユニット２Ｒ，２Ｌ
の構成は実施形態１と同じものを用いているが、パターン制御部ＲＰＣ，ＬＰＣにおいて
は特に表示のための画像を投影するようには構成していない。その代わりにここでは、一
方のヘッドランプ、すなわち右ヘッドランプＲＨＬのランプハウジング内に独立した投影
装置ＰＲＪを組み込んでいる。この投影装置はいわゆる公知のプロジェクタ装置を利用し
ているので詳細な説明については省略するが、この投影装置ＰＲＪは当該右ヘッドランプ
ＲＨＬに組み込んである前記したパターン制御部ＲＰＣによって制御され、自車両の前方
の路面に所要の画像が投影できるようになっている。
【００２８】
　一方、左右のヘッドランプＲＨＬ，ＬＨＬの各ランプユニット２Ｒ，２Ｌではパターン
制御部ＲＰＣ，ＬＰＣの制御によって図３（ａ），（ｂ）に示したようなロービーム配光
やハイビーム配光での配光パターンの光照射が可能とされているとともに、前記投影装置
ＰＲＪにおいて画像が投影されるのと同時に、当該画像を含む領域を遮光する制御が可能
とされている。すなわち、左右のランプユニット２Ｒ，２Ｌのそれぞれにおいて投影装置
ＰＲＪによって投影する画像に重なる領域を遮光して実施形態１と同様な暗い領域ＤＲＫ
を形成し、各ランプユニット２Ｒ，２Ｌのそれぞれの照射光が投影する画像に重ならない
ように制御する。
【００２９】
　図７はその一例の配光パターンである。投影装置ＰＲＪにより自車両の前方の路面に直
進路を示す画像ＩＭＧが投影される。また、この画像ＩＭＧと重ならないように暗い領域
を有する右ランプユニット２Ｒによる配光パターンＰｒ２と、同様にした左ランプユニッ
ト２Ｌによる配光パターンＰｌ２が照射され、これらでロービーム配光ＰＬｏが形成され
ている。すなわち、投影装置ＰＲＪにおいては図８（ａ）のように自車両の前方の路面に
画像ＩＭＧを投影する。また、左右のランプユニット２Ｒ，２Ｌにおいては、それぞれの
液晶装置２３によって図８（ｂ），（ｃ）のように、投影装置ＰＲＪにより投影される画
像ＩＭＪと重なる部分を遮光して暗い領域ＤＲＫに設定した配光パターンＰｒ２，Ｐｌ２
で照射する。
【００３０】
　この実施形態２では、左右のランプユニット２Ｒ，２Ｌによって形成されるロービーム
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ＰＲＪによって自車両の前方の路面に所要の画像ＩＭＧを投影したときには、左右の各ラ
ンプユニット２Ｒ，２Ｌの照射光のうち投影された画像ＩＭＧに重なる領域の光を遮光し
た暗い領域ＤＲＫとするので、投影された画像ＩＭＧのコントラストが低下されることが
なく視認性が向上されることになる。投影された画像ＩＭＧを除く周囲の領域は両ランプ
ユニット２Ｒ，２Ｌの照射光によって明るく照明されることは言うまでもない。この実施
形態２においては、投影装置ＰＲＪによって画像ＩＭＧを投影したときに、左右のランプ
ユニット２Ｒ，２Ｌを減光して投影した画像ＩＭＧの視認性を高めるようにしてもよい。
【００３１】
　ここで、左右のランプユニット２Ｒ，２Ｌの配光パターンは、前記したハイビーム配光
とロービーム配光に限定されるものではなく、自車両の前方に存在する先行車や対向車等
の他車両を認識し、これら他車両を眩惑することなく自車両の前方の可及的に広い領域を
光照射する、いわゆるＡＤＢ配光の制御が可能となる制御を行うことも可能である。
【００３２】
　本発明に適用されるランプユニットは実施形態の構成に限られるものではなく、特に実
施形態１で説明したような液晶装置を用いて照射パターンを形成する構成に代えて、マイ
クロミラーを利用したランプユニットとして構成してもよい。また、実施形態２の場合に
は、左右の各ランプユニットは投影される画像に対応する領域の光を遮光するシェードを
備える構成であってもよい。
【００３３】
　実施形態１，２では本発明を自動車のヘッドランプに適用しているが、フォグランプや
クリアランスランプについても同様に適用できる。さらには自動車の後方の路面に画像を
投影するように構成したバックアップランプに適用することも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明は車両の周囲の路面に画像を投影することができるように構成した車両用ランプ
に採用することが可能である。
【符号の説明】
【００３５】
ＲＨＬ，ＬＨＬ　ヘッドランプ
ＲＣＮ，ＬＣＮ　配光制御部
ＲＰＣ，ＬＰＣ　パターン制御部
ＰＲＪ　投影装置
ＩＭＧ　画像（投影画像）
ＰＨｉ　ハイビーム配光
ＰＬｏ　ロービーム配光
１　ランプハウジング
２　ランプユニット
２１　光源
２２　リフレクタ
２３　液晶装置
２４　投影レンズ
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