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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車（２０）の夜間時運転支援装置であって、前記自動車（２０）には、規定に従っ
て前記自動車（２０）の前方にある道路シーン（Ｓ）を照明するためのビームを放射する
少なくとも１つの照明装置（２２）が取り付けられ、
　－前記照明装置（２２）によって放射される照明（Ｅ）は、最大値（ＥＭＡＸ）と最小
値（Ｅｍｉｎ）との間で可変であり、
　－少なくとも１つの可変透過スクリーン（２６、Ｆ、２８）を含む前記支援装置は、前
記道路シーン（Ｓ）と前記自動車（２０）の運転者（２４）との間に配置され、
　－前記可変透過スクリーン（２６、Ｆ、２８）の透過係数（ＣＴ）は、最大値（ＣＴＭ

ＡＸ）と最小値（ＣＴｍｉｎ）との間で可変であり、
　－前記照明装置（２２）の少なくとも１つの光源のオンへの切り換えおよび前記可変透
過スクリーンの前記透過係数（ＣＴ）は、同じ制御ユニット（３０）によって同期させて
制御され、
　－前記照明（Ｅ）は、実質的に、前記可変透過スクリーン（２６、Ｆ、２８）の前記透
過係数（ＣＴ）が前記最大値（ＣＴＭＡＸ）に達するときに前記最大値（ＥＭＡＸ）に達
し、
　前記制御ユニット（３０）は、前記照明装置（２２）の前記光源への電力供給を調整す
る回路（３２）と、受信機（４０）に向けられるリモート制御波（ＯＴ）の送信機（３８
）とを制御するものであり、
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　前記可変透過スクリーン（２６、Ｆ、２８）の前記透過係数（ＣＴ）は、前記自動車（
２０）の室内灯（５０）と同期させて制御され、前記室内灯（５０）は、前記可変透過ス
クリーンの前記透過係数（ＣＴ）が前記最小値（ＣＴｍｉｎ）にあるときのみオンにされ
ることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記可変透過スクリーンの前記透過係数（ＣＴ）は、前記リモート制御波（ＯＴ）の前
記送信機（３８）によって送信される前記リモート制御波を受信する受信機（４０）によ
って制御されることを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記可変透過スクリーン（２６、Ｆ、２８）は、
　前記自動車（２０）のフロントガラス（２６）、
　前記自動車（２０）の前記フロントガラス（２６）と前記自動車（２０）の前記運転者
（２４）との間に配置されるスクリーン（Ｆ）、または
　前記自動車（２０）の前記運転者（２４）がかける眼鏡（２８）、
によって形成されることを特徴とする、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記制御ユニット（３０）は、前記照明装置（２２）によって放射される前記照明（Ｅ
）の変動および前記可変透過スクリーン（２６、Ｆ、２８）の前記透過係数（ＣＴ）の変
動が同期され、前記最大値（ＥＭＡＸ、ＣＴＭＡＸ）に同時に達するように、　前記照明
装置（２２）の前記光源への電力供給を調整する前記回路（３２）と、
　前記受信機（４０）に向けられるリモート制御波（ＯＴ）の前記送信機（３８）と、
を制御する、請求項１から３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記制御ユニット（３０）は、前記透過係数が前記最大値（ＣＴＭＡＸ）を有する持続
時間（ｔ’１）が、前記照明が前記最大値（ＥＭＡＸ）を有する持続時間（ｔ１）より長
くなるように、
　前記照明装置（２２）の前記光源への電力供給を調整する前記回路（３２）と、
　前記受信機（４０）に向けられるリモート制御波（ＯＴ）の前記送信機（３８）と、
を制御する、請求項１から３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記照明装置（２２）によって放射される前記照明（Ｅ）および前記可変透過スクリー
ン（２６、Ｆ、２８）の前記透過係数（ＣＴ）は、パルス幅変調（ＰＷＭ）モードに従っ
て可変であることを特徴とする、請求項１から５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記照明（Ｅ）の前記最小値（Ｅｍｉｎ）がゼロであることを特徴とする、請求項６に
記載の装置。
【請求項８】
　前記可変透過スクリーン（２６、Ｆ、２８）の前記透過係数（ＣＴ）の前記最小値（Ｃ
Ｔｍｉｎ）は、実質的にゼロであることを特徴とする、請求項６に記載の装置。
【請求項９】
　リモート制御波（ＯＴ）の前記送信機（３８）および前記リモート制御波（ＯＴ）の前
記受信機（４０）は、電波、赤外線波または超音波によって通信することを特徴とする、
請求項１から８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　リモート制御波（ＯＴ）の前記送信機（３８）および前記リモート制御波（ＯＴ）の前
記受信機（４０）は、無線通信プロトコルに従って通信することを特徴とする、請求項９
に記載の装置。
【請求項１１】
　前記照明装置（２２）の前記光源は、発光ダイオードまたはレーザダイオードであり、
前記光源は、調整回路（３２）によって電力が供給され、最大値（ＰＭＡＸ）と最小値（
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Ｐｍｉｎ）との間で周期的に変動する電力（Ｐ）を受けることを特徴とする、請求項１か
ら１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記電力（Ｐ）は、パルス幅変調モードに従って可変であることを特徴とする、請求項
１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記可変透過スクリーン（２６、Ｆ、２８）は、液晶スクリーンによって形成されるこ
とを特徴とする、請求項１から１２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記可変透過スクリーン（２６、Ｆ、２８）は、マイクロエレクトロメカニカルシステ
ムによって形成されることを特徴とする、請求項１から１２のいずれか一項に記載の装置
。
【請求項１５】
　前記可変透過スクリーン（２６、Ｆ、２８）は、独立型の電源に関連付けられることを
特徴とする、請求項１３または１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記可変透過スクリーン（２６、Ｆ、２８）の前記透過係数（ＣＴ）は、前記自動車の
ダッシュボードに与えられ、前記自動車の動作または環境に関する発光視覚ディスプレイ
（４４、４６、４８）と同期させて制御されることを特徴とする、請求項６又は１２に記
載の装置。
【請求項１７】
　前記視覚ディスプレイ（４４、４６、４８）の輝度は、前記可変透過スクリーン（２６
、Ｆ、２８）の前記透過係数（ＣＴ）が前記最大値（ＣＴＭＡＸ）にあるときに前記パル
ス幅変調（ＰＷＭ）のデューティーサイクル（α）の逆数に等しい因子だけ増大されるこ
とを特徴とする、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　自動車（２０）の運転者（２４）と、前記自動車（２０）の前方の道路シーン（ＳＲ）
との間に配置されるようにされた可変透過スクリーン（２６、Ｆ、２８）であって、
　前記スクリーン（２６、Ｆ、２８）の透過係数（ＣＴ）は、最大値（ＣＴＭＡＸ）と最
小値（ＣＴｍｉｎ）との間でパルス幅変調（ＰＷＭ）に従って可変であり、前記可変透過
スクリーン（２６、Ｆ、２８）の前記透過係数（ＣＴ）は、制御ユニット（３０）の送信
機によって送信され、受信機（４０）によって受信されたリモート制御波（ＯＴ）を用い
て、無線通信プロトコルに従って制御ユニット（３０）によって制御されるものであり、
　前記可変透過スクリーン（２６、Ｆ、２８）の前記透過係数（ＣＴ）は、前記自動車（
２０）の室内灯（５０）と同期させて制御され、前記室内灯（５０）は、前記可変透過ス
クリーンの前記透過係数（ＣＴ）が前記最小値（ＣＴｍｉｎ）にあるときのみオンにされ
ることを特徴とする可変透過スクリーン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車の運転時、特に、外部輝度が低く、ロービームヘッドライト（「法定
」灯火類とも呼ばれる）をオンにする必要のある場合の自動車の運転時の支援を提供する
ように意図された方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両に取り付けられた照明装置によって放射された光ビームは、例えば、照明装置の軸
からある一定距離に位置するスクリーン上に光ビームが現れるさいの強度である使用最大
強度および使用最小強度を規定した国際規定によって規制されている。ロービームヘッド
ライトの特定の場合において、これらの規定の目的は、以下のもの、すなわち、
　－この照明装置が取り付けられた車両の運転者が、走行中の道路シーンの照明状態が良
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いことで、可能な限り最良の状態で周囲環境を認識できるようにすること、
　－他の車両の走行方向が反対方向（対向車）か同じ方向（先行車）かにかかわらず、他
の車両の運転者の眩惑を回避すること、
を同時に満たすことである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　対向車のロービームヘッドライトがオンにされ、ロービームを放射するヘッドライトの
調節の精度が低く、またはわずかに調節ずれが生じている場合、対向車のロービームが、
規定によって禁止された光線であって、カットオフレベルと呼ばれる規制上限より高い光
線を含むため、眩惑を生じさせる事態を招きうる。
【０００４】
　さらに、対向車の照明装置が正確に調節されている場合であっても、光線が通過するこ
れらの照明装置の外側レンズが汚れていれば、放射ビームが眩惑を生じさせることもあり
うる。これは、外側レンズに汚れがあると、全方向に光を放射する光拡散中心が形成され
、すなわち、第２の光源が形成されるためである。外側レンズが汚れているほど、照明装
置が眩惑ビームを放射する傾向が強くなる。
【０００５】
　また、対向車のロービームヘッドライトは、これらの対向車のリヤトランクに比較的重
量のある荷物が載っている別の状況において、眩惑を生じさせうる。この場合、車両の前
方が上昇した状態になり、車両の姿勢が変化して水平方向ではなくなる。通常、規定に準
拠した状態にするために、光ビームを下方に向けるための手動操作または自動操作式の補
正部が設けられる。補正部が操作されず、または故障していれば、ロービームは規制上限
より高い位置にある光線を含み、この光線は、眩惑を生じさせるとともに、規定で禁止さ
れている。
【０００６】
　車両が重量物運搬車であれば、このような車両のヘッドライトの位置は、一般に、軽量
車両のものより高い位置に取り付けられているため、反対方向の対向車による眩惑のこれ
らの危険性は高まる。
【０００７】
　本発明は、このような事情を鑑みたものであり、特に、上述した状況の１つにおいて、
ロービームが眩惑を生じる状態にある対向車によって、車両の運転者が眩惑されることが
ないようにする方法および装置を提案する。
【０００８】
　（先行技術）
　この状況を軽減するためにさまざまな解決策が提案されてきた。
【０００９】
　例えば、仏国特許出願公開第２８４６７５６号明細書には、運転者の視野において、光
源の近傍にある第１の偏光フィルタと、第１の偏光フィルタの偏光方向に垂直な偏光方向
を有する第２の偏光フィルタとを含む、運転者の夜間視野を改善する方法が開示されてい
る。
【００１０】
　この解決策は理論的には十分なものであるが、効果的であるためには、路上を走行する
すべての自動車の照明装置の保護用外側レンズに偏光フィルタを取り付ける必要があると
ともに、運転者にも偏光ガラスを供給する必要がある。
【００１１】
　さらに、欧州特許出願公開０４９８１４３（Ａ１）号明細書には、所定の測定角度内の
周囲輝度値にて比例信号を出力する光学センサを含む眩惑防止装置が開示されている。光
学センサは、測定用および所定のしきい値との比較用の回路にこの信号を送信する。測定
値が所定値を超えていれば、比較回路は、信号がない場合の完全透明状態から部分透明状
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態または信号送信時のカラー状態に変化し、信号が途絶えると透明状態に戻るように構成
された電気感応性スクリーンをオンにするための信号を送る。
【００１２】
　この装置の欠点は、道路シーン全体の認知に影響を及ぼす点である。周囲輝度が認証し
きい値を超えれば、１つの要素のみが道路シーンに単一点を形成することによって過度の
輝度が生じうるが、道路シーン全体がぼやけてしまう。この場合、この眩惑防止装置が与
えられた運転者は、差し迫った危険を警告する交通標識などの道路シーンにある重要な要
素や、運転者の車両のヘッドライトビームによって照明される路面を見ることができない
可能性もある。
【００１３】
　例えば、国際公開第９６／２０８４６号に開示されているものであって、車両のヘッド
ライトによる光パルスの放射と、車両のヘッドライトによって放射される光パルスと同期
して運転者の目前に配置されたフィルタの透明度の制御とを含み、フィルタの透明度は、
光パルスのものを超える持続時間最大値にある、対向車のヘッドライトからの光を減衰す
るための既知の方法および装置がある。このようにして、接近するヘッドライトの輝度が
低減される。
【００１４】
　また、米国特許５４８６９３８号明細書は、光パルスの放射中に液晶スクリーンの透過
が最大であるように、運転者の目前に配置された、フラッシュランプおよび液晶スクリー
ンが取り付けられたヘッドライトを同期させて制御する発生器を備える、運転者用眩惑防
止システムを開示している。
【００１５】
　上記特許文献の最後の２つには、取り扱いや使い勝手が悪く、比較的長い応答時間で動
作が比較的遅く、使用するフィルタやスクリーンの透明度が常に５０％未満であるシステ
ムが記載されており、すなわち、液晶を使用するこれらのシステムは、液晶の透過が最大
であっても、知覚する光度の強度の低下を生じる。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、このような事情を鑑みたものであり、自動車の運転者に以下のもの、すなわ
ち、　－この自動車の照明装置によって照明されるさいの道路シーンの包括的視野、
　－道路シーンに存在し、運転者によって制御された車両に属さず、道路シーンの運転者
の知覚と干渉する可能性のある光源の減衰視野、
　－これにより、運転者の動きを妨げたり、運転者の視野を制限したりすることがないこ
と、
を与えることによって、自動車の夜間時運転支援を提供するという目的を有する。
【００１７】
　この目的を達成するために、本発明は、規定に従って自動車の前方の道路シーンを照明
するためのビームを放射する少なくとも１つの照明装置が取り付けられた自動車の夜間時
運転支援装置であって、
　－照明装置によって放射される照明は、最大値と最小値との間で可変であり、
　－装置は、道路シーンと自動車の運転者との間に位置する少なくとも１つの可変透過ス
クリーンを含み、
　－スクリーンの透過係数は、最大値と最小値との間で可変であり、
　－照明装置の少なくとも１つの光源をオンにすることと、可変透過スクリーンの透過係
数は、同じ制御ユニットによって同期させて制御され、
　－照明は、スクリーンの透過係数が最大値に達するときに実質的に最大値に達する、
自動車の夜間時運転支援装置を提案する。
【００１８】
　本発明によれば、制御ユニットは、照明装置の光源への電源を調整するための回路と、
受信機に向けられたリモート制御波の送信機とを制御する。
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【００１９】
　別々にまたは組み合わせて考慮される本発明の他の特性によれば、
　－可変透過スクリーンの透過係数は、リモート制御波の送信機によって送信されたリモ
ート制御波を受信する受信機によって制御され、
　－可変透過スクリーンは、
　－自動車のフロントガラス、
　－自動車のフロントガラスと自動車の運転者との間に配置されたスクリーン、または、
　－自動車の運転者がかける眼鏡、
よって形成され、
　－制御ユニットは、
　－照明装置の光源への電源を調整するための回路と、
　－受信機に向けられたリモート制御波の送信機と、
を装置によって放射される照明の変動および可変透過スクリーンの透過係数の変動が同期
され、同時に最大値に達するように制御し、
　－制御ユニットは、
　－照明装置の光源への電源を調整する回路と、
　－受信機に向けられたリモート制御波の送信機と、
を透過係数が最大値を有する持続時間が、照明が最大値を有する持続時間より長くなるよ
うに動作させ、
　－照明装置によって放射される照明および可変透過スクリーンの透過係数は、パルス幅
変調モードに従って変動し、
　－照明の最小値はゼロであり、
　－可変透過スクリーンの透過係数の最小値は、実質的にゼロであり、
　－リモート制御波の送信機およびこれらのリモート制御波の受信機は、電波、赤外線波
または超音波によって通信し、
　－リモート制御波の送信機およびこれらのリモート制御波の受信機は、無線通信プロト
コルに従って通信し、
　－照明装置の光源は、発光ダイオードまたはレーザダイオードであり、光源は、調整回
路によって電力が供給され、最大値と最小値との間を周期的に変動する電力を受け、
　－電力は、パルス幅変調モードに従って変動し、
　－可変透過スクリーンは、液晶スクリーンによって形成され、
　－可変透過スクリーンは、マイクロエレクトロメカニカルシステムによって形成され、
　－可変透過スクリーンは、独立型の電源に関連付けられ、
　－可変透過スクリーンの透過係数は、自動車のダッシュボードに設けられ、自動車の操
作または環境に関係する発光視覚ディスプレイと同期させて制御され、
　－視覚ディスプレイの輝度は、可変透過スクリーンの透過係数が最大値に設定されると
、パルス幅変調モードのデューティーサイクルの逆数に等しい因子だけ増大され、
　－可変透過スクリーンの透過係数は、自動車の車内照明と同期させて制御され、車内照
明は、可変透過スクリーンの透過係数が最小値にあるときのみオンにされる。
【００２０】
　本発明はまた、自動車の運転者と自動車の前方の道路シーンとの間に配置されるように
適応された可変透過スクリーンを提案する。
【００２１】
　本発明によれば、スクリーンの透過係数は、最大値と最小値との間のパルス幅変調モー
ドに従って変動し、可変透過スクリーンの透過係数は、制御ユニットの送信機によって送
信され、受信機によって受信されるリモート制御波によって、無線通信プロトコルに従っ
て制御ユニットによって制御される。
【００２２】
　本発明の他の目的、特性および利点は、以下の添付の図面を参照しながら非限定的に与
えられる例示的な実施形態の以下の記載から明らかになるであろう。
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【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明による装置が取り付けられた車両の部分断面を示す概略図。
【図２】車両によって放射される規定に準拠したロービームの概略平面図。
【図３】車両の運転者によって観察される道路シーンの概略図。
【図４Ａ】図１に示す車両の運転者によって観察された、本発明による装置が取り付けら
れていない道路シーンを示す図。
【図４Ｂ】図１に示す車両の運転者によって観察された、本発明による装置が車両に取り
付けられた場合の道路シーンを示す図。
【図５】車両の運転者の平均視野を示す図。
【図６Ａ】図１の車両のヘッドライトの光源に供給される電力の経時的変動を示す図。
【図６Ｂ】これらのヘッドライトによって放射される発光強度の経時的変動を示す図。
【図６Ｃ】可変透過スクリーンの透過係数の経時的変動を示す図。
【図７Ａ】図６Ｂの変形例を示し、ヘッドライトによって放射される発光強度の経時的変
動を示す図。
【図７Ｂ】図６Ｃの変形例を示し、可変透過スクリーンの透過係数の経時的変動を示す図
。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　まず、図３を参照すると、通常の運転状況において運転者によって知覚されうる場合の
道路シーンＳＲの概略図が示されている。図４Ａ、図４Ｂおよび図５は、ロービームヘッ
ドライトがオンにされた後の、夜間時運転中におけるこの道路シーンの図を示す。
【００２５】
　道路シーンＳＲは、典型的に、道路１０の他に、構造物などの路傍要素や、図示した例
では、路肩や木、交通標識および先行車や対向車などの他の車両を含む。
【００２６】
　このように、車両のロービームヘッドライトによって照明された道路シーンにおいて視
認される要素は、いくつかのカテゴリに分類されうる。
【００２７】
　－例えば、道路１０、路肩および木１２、隣接構造体などの風景の要素など、すなわち
、自動車のヘッドライトによって放射される光を受けて全方向に均等に拡散し、または、
照明が強いほど、明るさが増すという点で、誘起された輝度のみを有する要素などの受動
要素または受動源。
【００２８】
　－交通標識１４、路上の蛍光標識線１６、先行する（同じ方向に走行する）他の車両１
９の反射器など、すなわち、車両のヘッドライトによって放射される光を受けて、好まし
い方向に、一般には、ほぼ光がきた方向にこの光の顕著な部分を反射する要素であって、
言い換えれば、誘起された輝度のみを有するが、この輝度は受動要素の輝度よりも高い要
素などの半能動要素または半能動源。
【００２９】
　－他の対向車（反対方向に移動する車両）の照明装置１８、三色交通信号灯、街灯など
、すなわち、光源そのものであり、受光する照明とは関係なく単独で光を放射する要素で
あって、言い換えれば、受光する照明にかかわらず、固有の輝度を有する要素などの能動
要素または能動源。
【００３０】
　このように、道路シーンのすべての要素は、以下の輝度、すなわち、
　－受動要素および半能動要素の場合、ゼロである固有輝度、および
　－能動要素の場合は無視できる誘起輝度、
の和である輝度で運転者によって知覚される。
【００３１】
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　このように、図３の道路シーンにおいて、以下のもの、すなわち、
　－道路１０、路肩および木１２などの受動源、
　－交通標識１４、路上の標識線１６および反射器１９などの半能動源、および
　－反対方向の対向車のヘッドライト１８などの能動源、
が見られる。
【００３２】
　一般に、受動または半能動は、許容できない眩惑の問題を生じない。なぜなら、この種
の不都合を生じうる大きな表面積を有する交通標識は、一般に、道路のすぐ近くから離れ
た位置にあるためである。
【００３３】
　したがって、眩惑の問題は、上記の導入部で説明したさまざまな理由のために、反対方
向を走行する車両のヘッドライト１８などの能動要素からのみ生じる。
【００３４】
　本発明は、安全面で重要でありうる受動要素または半能動要素の輝度を変更することな
く、眩惑発生源の可能性がある能動要素の輝度を低減することによって、この問題の解決
策を提案する。この目的のために、本発明は、運転者と道路シーンとの間に介在させた選
択的スクリーンを提案し、このスクリーンは、能動源からの光線を減衰するようにフィル
タリングし、受動源または半能動源からの光線に対して透過性である。
【００３５】
　図１は、従来の方法でヘッドライト２２が取り付けられ、象徴的に運転者の目２４で示
された運転者によって制御される、全体として参照番号２０で示した車両の部分概略図を
示す。
【００３６】
　運転者２４は、図３に概略的に示されているように、フロントガラス２６を通して車両
の前方の道路シーンＳを見る。
【００３７】
　本発明によれば、可変透過スクリーンは、以下の目的、すなわち、
　－一方では、能動源からの眩惑発生の可能性のある光線を、減衰させるようにフィルタ
リングする目的、および
　－他方では、受動源または半能動源からのすべての光線を通過させ、受動源または半能
動源が保持する安全情報が隠れることがないようにする目的のために、道路シーンＳＲと
の間にある運転者の視野に配置される。
【００３８】
　本発明の実施形態によれば、可変透過スクリーンは、以下のもの、すなわち、
　－運転者２４とフロントガラス２６との間に配置され、サンバイザのような折り畳み可
能な、適切には、いわゆる、スクリーンＦ、
　－フロントガラス２６自体、または
　－図１には眼鏡の一方のレンズしか示されていないが、サングラスや補正用眼鏡のよう
な運転者がかける眼鏡２８によって形成されてもよい。
【００３９】
　これらの３つの実施形態は、記載を容易にするために図１に同時に示されている。しか
しながら、これらの実施形態は、それぞれが同じ結果をもたらす傾向にある変形実施形態
にすぎない。
【００４０】
　以下の記載において、「可変透過スクリーン」という用語は、以下の任意のもの、すな
わち、
　－固定タイプのものか、または折り畳み可能なサンバイザタイプのものかにかかわらな
いスクリーンＦ、
　－フロントガラス２６、または
　－眼鏡２８、



(9) JP 6591618 B2 2019.10.16

10

20

30

40

50

を示すために使用される。
【００４１】
　本発明によれば、実施形態にかかわらず、可変透過スクリーンの透過係数は、車両のヘ
ッドライト２２の動作と同期して制御される。
【００４２】
　本発明によれば、ヘッドライト２２は、可変強度の光ビームを放射し、ヘッドライト２
２によって放射されたロービームの強度の変動は、可変透過スクリーンの透過係数の変動
と同期している。
【００４３】
　言い換えれば、ヘッドライト２２によって放射される発光強度の最大レベルは、可変透
過スクリーンの透過係数の最大レベルと一致し、ヘッドライト２２によって放射される光
強度の最小レベルは、可変透過スクリーンの透過係数の最小レベルと一致する。
【００４４】
　このように、道路シーンが最大光強度で照明されるとき、可変透過スクリーンを通した
道路シーンの運転者の知覚が最適なものとなる。
【００４５】
　この目的を達成するために、本発明により、以下のもの、すなわち、
　－ヘッドライト２２の光源に電力供給するための調整回路または駆動部３２と、
　－可変透過スクリーンの透過係数を制御するための回路３４と、
を動作させる制御ユニット３０が提供される。
【００４６】
　制御ユニット３０によって実行される動作は、以下のもの、すなわち、
　－ヘッドライト２２が、最大値と最小値との間で周期可変強度を有する光ビームを放射
するように、調整回路３２がヘッドライト２２の光源に電力が供給されるようにし、およ
び
　－回路３４が、可変透過スクリーンが最大透過度から最小透過度へ周期的に変化するよ
うに、可変透過スクリーンの可変係数を制御するようにし、
　－回路３２および３４は、同期させて制御され、ヘッドライト２２によって放射された
強度は、可変透過スクリーンの透明度が最大のときに最大であり、逆に、ヘッドライト２
２によって放射される強度は、可変透過スクリーンの透明度が最小のときに最小である。
【００４７】
　ヘッドライト２２によって与えられる照明が可変であるため、これらのヘッドライトに
取り付けられた光源は、過度の慣性を有するものであってはならず、言い換えれば、放射
された発光パワーは、ヘッドライトが受ける電力の一次関数でなければならない。本発明
の問題を解決するためには適切でない応答時間を有する白熱灯や放電灯は、この条件を満
たさないため、本発明は、ヘッドライト２２の光源にダイオードを使用する。
【００４８】
　これらのダイオードは、最新の車両のヘッドライトに取り付けられたもののような白色
光を放射するＬＥＤとも呼ばれる発光ダイオードの形態のものであってもよい。また、こ
れらのダイオードは、光線が蛍光体層に当たり、蛍光体層が白色光を放射するレーザダイ
オードの形態のものであってもよい。
【００４９】
　使用するダイオードのタイプまたはヘッドライト２２のデザインに応じて、ヘッドライ
ト２２の光源は、これらのダイオードの１つ以上によって形成されてもよい。
【００５０】
　発光の面で、電力供給の変化に対するこれらのダイオードの反応は、ほぼ瞬時のもので
あるため、車両前方の道路シーンの照明を正確に制御することができ、したがって、この
照明は、比較的高い頻度で周期的に可変のものにされうる。
【００５１】
　同様に、可変透過スクリーンは、非常に短い応答時間を有し、透過係数の高速変化が可



(10) JP 6591618 B2 2019.10.16

10

20

30

40

50

能なように構成されてもよい。
【００５２】
　このため、可変透過スクリーンは、このような高速反応時間を与える液晶スクリーンに
よって形成されてもよい。また、可変透過スクリーンは、米国特許第７６８４１０５号明
細書に記載されているタイプのものなどのマイクロエレクトロメカニカルシステムの形態
のものであってもよい。
【００５３】
　可変透過スクリーンＦは、フロントガラス２６の場合のように固定されたものであれば
、電力供給を与えるために車両の配線用ハーネスに直接接続されてもよく、透過係数を制
御するために回路３４に直接接続されてもよい。電力および制御信号のこのような二重供
給は、二重リンク３６によって図１に示されている。
【００５４】
　可変透過スクリーンＦが、サンバイザタイプまたは眼鏡２８のスクリーンＦの場合のよ
うに可動のものであれば、独自の電力供給源を有してもよい。実際、液晶スクリーンやマ
イクロエレクトロメカニカルシステムの透明度の状態または透過係数の制御は、最小の電
力しか要求しないため、特に、眼鏡２８の場合、長期間、液晶スクリーンまたはマイクロ
エレクトロメカニカルシステムを正確に動作させるためには、ボタン電池などのバッテリ
で十分である。本明細書において、「マイクロエレクトロメカニカル」という用語は、Ｍ
ＥＭＳ（「マイクロエレクトロメカニカルシステム」を表す）英語の頭文字から知られて
いる概念を記述するために使用される。
【００５５】
　さらに、可動の可変透過スクリーンの場合、無線方法によって、例えば、無線通信プロ
トコル、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）またはＷｉ－Ｆｉ（登録商標）規格に
従った電波、赤外線波または超音波によって、回路３４による透過係数の制御が行われる
ようにされうる。以下の記載において、これらの波を「リモート制御波」と呼ぶ。この場
合、回路３４は、リモート制御波の送信機３８を含み、可変透過スクリーンＦまたは眼鏡
２８には、これらのリモート制御波の受信機４０が設けられる。
【００５６】
　上述したシステムの動作は、以下の説明から容易に推測されうる。
【００５７】
　周囲輝度が低下すると、光ロービーム、すなわち、上方から見た図である図２に示すビ
ーム４２を放射するために、運転者によって手動で、または周囲輝度センサによって自動
でヘッドライト２２の光源がオンにされれば、制御ユニット３０は、図６のグラフに従っ
て、ヘッドライト２２の光源が周期的に供給されるように調整回路３２を制御する。
【００５８】
　したがって、ヘッドライト２２の光源は、図６Ａのグラフに従って所定の周波数および
所定のデューティーサイクルで、例えば、ＰＷＭ（「Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕ
ｌａｔｉｏｎ（パルス幅変調）」の英語表現を表す）モードにおいて、図６Ａの最大値Ｐ

ＭＡＸおよび最小値Ｐｍｉｎとの間で周期的に可変の電力Ｐを受ける。
【００５９】
　ダイオード、ＬＥＤまたはレーザダイオードの形態の光源は、図６Ｂのグラフに示すよ
うに、同じ周波数および同じ所定のデューティーサイクルαで、最大照明ＥＭＡＸおよび
最小照明Ｅｍｉｎとの間で周期的に変動する照明Ｅを同様に放射する。同図において、光
源の応答時間は無視できるものとし、考慮に入れていない。
【００６０】
　光源の応答時間が図６Ｂに示されるものであることが望ましければ、一方の状態から他
方の状態への照明Ｅの「切り換え」が、図６Ａに示すこれらの光源に供給された電力Ｐに
対する遅延を示すことを意味する。
【００６１】
　なお、デューティーサイクルαは、電力が最大の持続時間ｔ１と、その時間期間の持続
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時間Ｔとの比率によって決定され、したがって、０～１００％で変動する。
【数１】

【００６２】
　ＬＥＤまたはレーザタイプのダイオードは、ダイオードに供給される電力の変動に対し
てほぼ瞬時に反応する。結果的に、ヘッドライト２２の光源によって放射される照明は、
同じデューティーサイクルαとともに変動する。
【００６３】
　光源に供給される電力の最小値Ｐｍｉｎがゼロであれば、最小照明Ｅｍｉｎもゼロに等
しい。これらの条件において、デューティーサイクルαを有するＰＷＭモードにおける光
源によって放射される平均照明

【数２】

は、以下のとおりである。
【数３】

【００６４】
　したがって、道路シーンの照明が規定に準拠するようにするためには、ＰＷＭモードで
供給される光源によって与えられる平均照明が、照明ＥＲＥＧに等しければよく、規定に
従ったこの照明を与えるように継続的な状態で放射する必要がある。すなわち、

【数４】

【００６５】
　使用するＬＥＤまたはレーザダイオードの特性から判断して、これらから、周波数１／
Ｔで時間ｔ１の間に所望の照明ＥＭＡＸを与えるようにダイオードへの供給が要求される
電力ＰＲＥＧを推測することは容易である。
【００６６】
　この周波数１／Ｔは、車両２０の運転者および対向車または先行車の他の車両の運転者
のいずれに対しても、閃光現象を防止できる高さになるように選択される。周波数１／Ｔ
は、残像現象の恩恵を十分に受けるために、例えば、１００Ｈｚより大きいものである。
【００６７】
　このように、ヘッドライト２２による道路シーンの照明は、従来の継続的な照明のよう
に、車両２０の運転者によって、および他の運転者によって知覚される。
【００６８】
　しかしながら、本発明によれば、車両２０の運転者は、図６Ｃのグラフに示すように、
透過係数が、ヘッドライト２２の動作のものと同じ周波数および同じデューティーサイク
ルで可変であるフロントガラス２６、スクリーンＦまたは眼鏡２８であってもよい可変透
過係数を有するスクリーンを通してこの道路シーンを観察する。
【００６９】
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　このように、フロントガラス２６、可変透過スクリーンＦまたは眼鏡２８は、図６Ｃに
示すように、以下の値、すなわち、
　－時間ｔ１中に透過度が最大である最大値ＣＴＭＡＸと、
　－時間ｔ２中に透過度が最小である最小値ＣＴｍｉｎと、
の間で変動する透過係数ＣＴを有する。
【００７０】
　好ましくは、図７に示すように、透過係数が最大値ＣＴＭＡＸを有する持続時間ｔ’１

は、照明が最大値ＥＭＡＸを有する持続時間ｔ１より長いため、持続時間ｔ’１は、ｔ１

より瞬間Δｔ前に始まり、ｔ１の瞬間Δ’ｔ後に終わる。この変形実施形態により、以下
のことが可能になる。
【００７１】
　－光源２２が最大照明状態ＥＭＡＸに切り換わるとき、透過係数ＣＴは、最大値ＣＴＭ

ＡＸをすでに有し、
　－透過係数ＣＴが最小値ＣＴｍｉｎに切り換わるとき、光源２２は最小照明状態Ｅｍｉ

ｎにすでに切り換わっている。
【００７２】
　しかしながら、照明Ｅと透過係数ＣＴとの間のオフセットΔｔが他の方向にあるように
、すなわち、
　－透過係数ＣＴが最大値ＣＴＭＡＸに切り換わるとき、光源２２は、すでに最大照明状
態ＥＭＡＸの状態にあり、
　－光源２２が最小照明状態Ｅｍｉｎに切り換わるとき、透過係数ＣＴは、すでに最小値
ＣＴｍｉｎに切り換えられているようにすることが可能である。
【００７３】
　オフセット値ΔｔまたはΔ’ｔは、ｔ１またはｔ２の開始前に位置するかどうか、また
はｔ１またはｔ２の終了前に位置するかどうかにかかわらず、持続時間ｔ１またはｔ２よ
り短い。したがって、考慮されるすべての実施例において、実質的に、スクリーン（２６
、Ｆ、２８）の透過係数（ＣＴ）が最大値（ＣＴＭＡＸ）に到達するとき、照明（Ｅ）が
最大値（ＥＭＡＸ）に達すると言えうる。
【００７４】
　言い換えれば、上述した第１の変形例（光源２２がすでにＥＭＡＸに達しているときに
、ＣＴがＣＴＭＡＸに等しくなり、ＣＴがすでにＣＴｍｉｎに等しいとき、光源２２がＥ

ｍｉｎに切り換わる）により、光源が最大照明状態ＥＭＡＸにある全持続時間、透過係数
が最大値ＣＴＭＡＸを有するようにすることが可能であるため、運転者は、光源２２によ
って照明される道路シーンの最適視野を有することになる。
【００７５】
　最大値ＣＴＭＡＸは、可変透過係数を有するスクリーンまたは眼鏡のレンズ２８の最大
透過度の値である。ほとんどの場合、液晶スクリーンおよびマイクロエレクトロメカニカ
ルシステムは、電気励起がない場合の状態、言い換えれば、休止状態にあり、電界の影響
下でのみ不透明である。これらの場合、最大値ＣＴＭＡＸは、可変透過係数を有するスク
リーンを形成する液晶またはマイクロエレクトロメカニカルシステム、または眼鏡レンズ
２８の最小励起に相当する。
【００７６】
　いくつかの場合において、可変透過係数を有するスクリーンの休止状態は、最大の不透
明度を有する状態にあってもよく、電界の影響下でのみ透明になる。この事態において、
最大値ＣＴＭＡＸは、眼鏡レンズ２８を形成する可変透過係数を有するスクリーンの最大
励起に相当する。
【００７７】
　上記説明は、眼鏡レンズ２８の透過係数の値ＣＴｍｉｎに準用されうる。
【００７８】
　このように、図６Ｃのグラフは、これらの眼鏡レンズの励起信号の変動ではなく、眼鏡
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レンズ２８の透過係数ＣＴの変動を示している。
【００７９】
　好ましくは、透過係数ＣＴの最小値ＣＴｍｉｎは、時間ｔ２の間、実質的にゼロであり
、または、言い換えれば、可変透過スクリーンは、時間ｔ２の間、実質的に不透明である
。
【００８０】
　これらの条件において、眼鏡２８が、使用される可変透過スクリーンを形成すると仮定
した場合、
　－時間ｔ２の間、すなわち、ヘッドライト２２の光源がオフの間、眼鏡２８は不透明で
あり、
　－時間ｔ１の間、すなわち、ヘッドライト２２の光源が最大強度で道路シーンＳＲを照
明している間、眼鏡２８の透明度は最大である。
【００８１】
　したがって、運転者２４は、継続的な照明を与える従来のヘッドライトによって照明さ
れているかのように道路シーンＳＲを見るという印象を有する。
【００８２】
　しかしながら、本発明により、図２に示すように、運転者２４は、眼鏡２８が最大透明
度を有する時間ｔ１の間、以下のものを見る。
【００８３】
　－道路１０および路肩１２などの道路シーンにあるロービーム４２によって照明される
すべての受動要素。
【００８４】
　－交通標識１４や先行車両の反射器１９など、ヘッドライト２２から光を受け、車両２
０および運転者２４へ光を後方反射する、このビーム４２内のすべての半能動要素。
【００８５】
　－接近車両のヘッドライト１８などの全能動要素。
【００８６】
　時間ｔ２の間、眼鏡は不透明であり、したがって、運転者２４は、道路シーンが実質的
に見えない。
【００８７】
　時間ｔ１およびｔ２が約１００Ｈｚの周波数１／ｔで互いに続くため、運転者の目２４
は観察の統合化を行い、以下の結果を生じる。
【００８８】
　受動要素は、時間ｔ１の間、
　－周波数１／Ｔ、
　－デューティーサイクルα、
　－照明
【数５】

で周期的に照明される。
【００８９】
　したがって、受動要素の連続的な観察は、一定の照明ＥＲＥＧでなされる観察と等しい
ということである。したがって、運転者２４は、従来の照明によって与えられるものとま
ったく異なることがない受動要素の視野を有する。
【００９０】
　半能動要素は、受動要素と同じ条件で照明され、ほぼ光が来た方向に受光した光のかな
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りの部分を反射する。例えば、デューティーサイクルαが５０％に等しければ、半能動要
素は、半分の長さの時間で規定ＱＲＥＧに従う光量の２倍の光量Ｑ２を受ける。したがっ
て、半能動要素は、規定ＱＲＥＧに従った光量で継続的に照明された場合と同じ量の光を
反射する。
【００９１】
　したがって、半能動要素の連続的な観察は、一定の照明ＥＲＥＧでなされる観察と等し
いということである。したがって、運転者２４は、従来の照明によって与えられるものと
まったく異なることがない半能動要素の視野を有する。
【００９２】
　能動要素は、能動要素によって放射される光量に比して完全に無視できる量の光を受け
る。しかしながら、能動要素は、可変透過スクリーンが最大透過を与える時間ｔ１の間の
み運転者２４によって観察される。
【００９３】
　したがって、能動要素は、デューティーサイクルαに等しい時間の一部の間のみ視認可
能である。可変透過スクリーンを通した能動要素の見かけの輝度は、実際の輝度より因子
αだけ低減される。
【００９４】
　したがって、所望の結果が達成される。例えば、図２を参照すると、ロービーム４２に
位置するすべての受動要素および半能動要素は、従来の照明の場合と同じ条件で視認可能
である。しかしながら、対向車のヘッドライト１８などのすべての能動要素は、因子αだ
け低減された輝度で観察される。
【００９５】
　これは、実際、図４Ａおよび図４Ｂに示された、観察された現象である。
【００９６】
　図４Ａは、道路１０、道路の外側にある要素１２、交通標識１４および対向車１８のヘ
ッドライトが確認される従来の道路シーンを示す。
【００９７】
　図４Ｂは、本発明の可変透過スクリーンを通して観察される同じ道路シーンを示す。こ
の道路シーンのすべての要素は、交通標識などの受動要素または半能動要素であるかにか
かわらず、輝度が低減された対向車のヘッドライト１８などの能動要素を除き、図４Ａと
同じ条件で視認可能であることは明らかである。
【００９８】
　本発明により、デューティーサイクルαを変動させることによって、受動要素および半
能動要素の一定の視認性を維持するとともに、道路シーンに存在する能動要素の輝度の所
望の低減を与えることが可能である。対向車のヘッドライトが眩惑を生じさせるものであ
っても、本発明により、道路シーンの他の細部の知覚を修正することなく、眩惑の程度が
下がるまで輝度を低減させることができる。
【００９９】
　本発明は、運転者がかける眼鏡２８の形態の実施形態において、さらなる多数の利点を
有する。これは、図５に示すように、運転者の視野は、フロントガラス２６を通して前方
に広がる道路シーンの他にも、運転者にとって有用なさまざまな視覚ディスプレイを示す
車両のダッシュボードを含む。
【０１００】
　これらの視覚ディスプレイは、速度計や回転速度計の文字盤４４、またはある車両機器
の動作を示す表示灯４６であってもよい。文字盤４４および表示灯４６は、ヘッドライト
２２がオンにされるときにオンになり、照明された視覚ディスプレイを与える。
【０１０１】
　他の照明された視覚ディスプレイ４８は、フロントガラス２６を用いて仮想画像を形成
する「ヘッドアップディスプレイ」（ＨＵＤ：ｈｅａｄ　ｕｐ　ｄｉｓｐｌａｙ）として
英語で知られているビューイングシステムによって、例えば、図５に示すように、ダッシ
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【０１０２】
　運転者の注意喚起のために設けられるこれらのさまざまな照明される視覚ディスプレイ
は、本質的に安全上重要であるため、運転者がこれらの視覚ディスプレイをはっきりと見
えるようにする必要がある。また、本発明により、可変透過スクリーン、この場合、眼鏡
２８の透過係数の変動と同期されるようにこれらの視覚ディスプレイをオンにすることに
よって、この結果が得られる。
【０１０３】
　本発明によれば、視覚ディスプレイ４４、４６および／または４８の輝度は、時間ｔ１

の間、デューティーサイクルαの逆数に等しい因子だけ増大される。このように、可変透
過スクリーンは、
　－独自のヘッドライトによって照明される道路シーン、
　－視覚ディスプレイ、ダッシュボードまたはヘッドアップディスプレイシステム
以外に、運転者の視野に位置するすべての物体の輝度を弱める効果を有する。
【０１０４】
　運転者に不都合な可能性のある別の発生源は、例えば、１人以上の同乗者が読書するた
めに車両の室内照明システムを使用したい場合などの室内照明システムである。図１に記
号で示すように、天井灯５０を使用すると、運転者の視野にある細部が照らされて注意を
そらしてしまう可能性があり、運転者の妨げとなりうる。
【０１０５】
　また、本発明により、この問題も解消することができる。これは、本発明が時間ｔ２の
間のみ、すなわち、可変透過スクリーン、この場合、眼鏡２８が不透明である間のみ、室
内灯５０がオンにされてもよいためである。室内灯がオンにされている状況は運転者によ
って知覚されず、同乗者は所望するとおりに照明を使用しうる。
【０１０６】
　このように、事実上、自動車の夜間時運転を支援する方法および装置であって、車両の
運転者が、視野にある以下の要素、すなわち、
　－運転者にとって通常のものである発光強度に等しい発光強度をもつようにされた、車
両のヘッドライトによって放射されるロービームが道路シーンにおいて照らすすべての受
動要素および半能動要素と、
　－ヘッドライトおよび可変透過スクリーンの共通デューティーサイクルを変更すること
によって低減が固定または可変される低減された発光強度をもつようにされたすべての能
動要素と、
　－運転者にとって通常のものである発光強度に等しい発光強度をもつようにされた、車
両の夜間時運転に関するすべての視覚ディスプレイと、
を有することができる方法および装置が考案された。
【０１０７】
　本発明は、記載した実施形態に限定されるものではないことは明らかであり、実際、当
業者であれば、本発明にさまざまな修正を加えうるものであり、これらの修正は本発明の
範囲内のものである。したがって、運転者の視野の特定の領域に異なる減衰量を与えるよ
うに、例えば、フロントガラス２６およびサンバイザタイプの可動スクリーンＦなどの２
つの連続した可変透過スクリーンが設けられてもよい。
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