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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両周辺の移動体を検出する検出手段と、
　前記移動体が注意喚起を行うべき対象物であるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記移動体が前記対象物であると判定された場合に、所定の視覚情
報を、前記対象物周辺の所定範囲に照射光で描画する描画手段と
　を備え、
　前記所定の視覚情報は、前記自車両の運転者に提示すべき第１情報と、前記対象物に提
示すべき第２情報とを含み、前記自車両の運転者と前記対象物との視点の違いにより同一
の照射光が相異なる意味を有することで、前記自車両の運転者には前記第１情報として視
覚され、前記対象物には前記第２情報として視覚される情報である
　ことを特徴とする車両用照明装置。
【請求項２】
　前記判定手段は、前記自車両と前記移動体との接触可能性、又は前記移動体の周囲視認
性に基づいて、前記移動体が前記対象物であるか否かを判定することを特徴とする請求項
１に記載の車両用照明装置。
【請求項３】
　前記描画手段は、前記所定の視覚情報を描画した後に、前記自車両及び前記対象物の移
動に応じて、前記所定の視覚情報を描画する位置を変更することを特徴とする請求項１又
は２に記載の車両用照明装置。
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【請求項４】
　前記第１情報は、前記対象物の存在、前記対象物の属性、及び前記対象物の前記自車両
に対する移動方向の少なくとも１つを示す情報であり、
　前記第２情報は、前記自車両の存在、前記自車両の前記対象物に対する接近方向、及び
前記自車両に対する注意喚起の少なくとも１つを示す情報である
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の車両用照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自車両周辺に光を照射することで注意喚起を行う車両用照明装置の技術分野
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の装置として、自車両周辺に存在する対象物に向けて光を照射することで、自車
両の接近に対する注意喚起を行うという技術が知られている。また、対象物に照射した光
で、自車両の運転者に対しても情報を提示する技術が知られている。特許文献１では、対
象物に注意喚起を行う光と同一の光で、自車両の運転者に対しても対象物の移動方向や自
車両との距離に関する情報を提示するという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２００８－１４３５１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に記載の技術では、自車両周辺の路面にＴ字型、Ｙ字型、矢印形等の照
射パターンが描画される。この照射パターンは、歩行者に関する情報（具体的には、歩行
者までの距離や歩行者の存在する方向に関する情報）を運転者に知らせることを目的とす
る照射パターンである。照射パターンがこのような目的を有しているがゆえに、この照射
パターンは、歩行者にとって特別な意味のある照射パターンではない。このため、照射パ
ターンが照射された路面の近傍を歩いている歩行者は、照射パターンに特別な意味がある
とは認識することなく、単に光が照射されていることを認識するにとどまる可能性がある
。
【０００５】
　このように、照射パターンを用いて注意喚起をしようとしても、対象物である歩行者等
が照射パターンに関する知識を有していなければ、注意喚起としての意味をなさないおそ
れがある。即ち、仮に対象物がＴ字型、Ｙ字型、矢印形の照射パターンを視覚できたとし
ても、それらのパターンが何を意味するものかを理解できなければ、注意喚起の効果は得
られない。
【０００６】
　以上のように、自車両が照射光で照射パターンを描画しても、対象物に対して適切に情
報が提示できるとは限らない。即ち、特許文献１のような技術は、運転者及び対象物の各
々に適切な情報提示が行えないという技術的問題点を有している。
【０００７】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、共通する照射光で自車両の運転者
及び対象物の各々に適切な情報を提示することが可能な車両用照明装置を提供することを
課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　＜１＞
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　本発明の車両用照明装置は上記課題を解決するために、自車両周辺の移動体を検出する
検出手段と、前記移動体が注意喚起を行うべき対象物であるか否かを判定する判定手段と
、前記判定手段により前記移動体が前記対象物であると判定された場合に、所定の視覚情
報を、前記対象物周辺の所定範囲に照射光で描画する描画手段とを備え、前記所定の視覚
情報は、前記自車両の運転者に提示すべき第１情報と、前記対象物に提示すべき第２情報
とを含み、前記自車両の運転者と前記対象物との視点の違いにより、前記自車両の運転者
には前記第１情報として視覚され、前記対象物には前記第２情報として視覚される情報で
ある。
【０００９】
　本発明の車両用照明装置によれば、照射光で描画される所定の視覚情報が、自車両の運
転者と対象物との視点の違いにより、自車両の運転者には第１情報として視覚され、対象
物には第２情報として視覚される。このため、自車両の運転者及び対象物の各々に対して
提示すべき相異なる情報を、共通の視覚情報（言い換えれば、共通の照射光）で好適に提
示することが可能となる。
【００１０】
　＜２＞
　本発明の車両用照明装置の一態様では、前記判定手段は、前記自車両と前記移動体との
接触可能性、又は前記移動体の周囲視認性に基づいて、前記移動体が前記対象物であるか
否かを判定する。
【００１１】
　この態様によれば、移動体が注意喚起を行うべき対象物であるか否かを好適に判定する
ことが可能である。
【００１２】
　＜３＞
　本発明の車両用照明装置の他の態様では、前記描画手段は、前記所定の視覚情報を描画
した後に、前記自車両及び前記対象物の移動に応じて、前記所定の視覚情報を描画する位
置を変更する。
【００１３】
　この態様によれば、所定の視覚情報を描画した後に自車両又は対象物が移動した場合で
あっても、適切な位置に所定の視覚情報を描画し続けることが可能である。
【００１４】
　＜４＞
　本発明の車両用照明装置の他の態様では、前記第１情報は、前記対象物の存在、前記対
象物の属性、及び前記対象物の前記自車両に対する移動方向の少なくとも１つを示す情報
であり、前記第２情報は、前記自車両の存在、前記自車両の前記対象物に対する接近方向
、及び前記自車両に対する注意喚起の少なくとも１つを示す情報である。
【００１５】
　この態様によれば、自車両の運転者に対して、対象物の存在、対象物の属性及び対象物
の移動方向を提示することができる。一方、対象物に対しては、自車両の存在、自車両の
接近方向、自車両に対する注意喚起を提示することができる。
【００１６】
　本発明の作用及び他の利得は次に説明する実施するための形態から明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施形態に係る車両用照明装置の構成を示すブロック図である。
【図２】実施形態に係る車両用照明装置の動作の流れを示すフローチャートである。
【図３】照射パターンを歩行者に向けて照射する具体例を示す上面図である。
【図４】歩行者を対象とする照射パターンの具体例を示す図表である。
【図５】照射パターンを他車両に向けて照射する具体例を示す上面図である。
【図６】歩行者に向けて提示される照射パターンの形状の一例を示す側面図である。
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【図７】他車両に向けて提示される照射パターンの形状の一例を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の車両用照明装置に係る実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１９】
　以下では、車両用照明装置の構成、車両用照明装置の動作、歩行者への照射例、障害物
が存在する場合の照射例、及び車両用照明装置によって得られる技術的な効果について、
順に説明していく。
【００２０】
　＜車両用照明装置の構成＞
　先ず、実施形態に係る車両用照明装置の構成について、図１を参照して説明する。ここ
に図１は、実施形態に係る車両用照明装置の構成を示すブロック図である。
【００２１】
　図１において、実施形態に係る車両用照明装置１０は、自動車等の車両に搭載されるも
のであり、光を照射することで路面等に所定の照射パターンを描画することが可能に構成
されている。照射パターンは「所定の視覚情報」の一具体例である。車両用照明装置１０
は、車載カメラ１１０と、レーダ１２０と、通信装置１３０と、ＥＣＵ２００と、照射部
３００とを備えて構成されている。
【００２２】
　車載カメラ１１０は、車両の前方領域（言い換えれば、運転者の視界に相当する領域）
を撮像可能なカメラである。車載カメラ１１０は、可視光を利用して撮像するカメラであ
ってもよいし、可視光以外（例えば、赤外線等）を利用して撮像するカメラであってもよ
い。車載カメラ１１０で撮像された画像は、画像データとして周辺環境情報取得部２１０
に出力される構成となっている。
【００２３】
　レーダ１２０は、車両の前方領域に存在する物体を認識可能なレーダである。レーダ１
２０は、ミリ波やレーザー等を利用して車両周辺に存在している物体の位置や移動速度等
を検出可能に構成されている。レーダ１２０で検出された物体に関する情報は、周辺環境
情報取得部２１０に出力される構成となっている。
【００２４】
　通信装置１３０は、無線通信によって車両の周辺環境に関する情報を受信可能に構成さ
れている。具体的には、通信装置１３０は、車車間通信、路車間通信、又は歩車間通信を
行って、他車両や歩行者に関する情報を受信する。なお、通信装置１３０は、自車両に関
する情報を送信可能に構成されていてもよい。通信装置１３０によって受信された情報は
、周辺環境情報取得部２１０に出力される構成となっている。
【００２５】
　ＥＣＵ２００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等の演算回路を有するコントロ
ーラユニットであり、車両における各種動作を制御可能に構成されている。本実施形態に
係るＥＣＵ２００は特に、後述する照射パターンを描画するための制御を実施可能に構成
されている。ＥＣＵ２００は、その内部に実現される論理的な又は物理的な処理ブロック
として、周辺環境情報取得部２１０、照射対象判定部２２０、及び照射パターン生成部２
３０を備えている。
【００２６】
　周辺環境情報取得部２１０は、車載カメラ１１０、レーダ１２０及び通信装置１３０の
各々から出力される情報を、周辺環境情報（即ち、車両の周辺環境を示す情報、特に車両
周辺に存在する物体に関する情報）として取得可能に構成されている。周辺環境情報取得
部２１０で取得された周辺環境情報は、照射対象判定部２２０に出力される構成となって
いる。なお、周辺環境情報取得部２１０は、車載カメラ１１０、レーダ１２０及び通信装
置１３０と共に「検出手段」の一具体例として機能するものである。
【００２７】
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　照射対象判定部２２０は、周辺環境情報取得部２１０から入力される周辺環境情報を利
用して、車両の周辺に存在する移動体を検出可能に構成されている。なお、ここでの「移
動体」とは、実際に移動している物体だけでなく、移動する可能性がある物体を意味して
いる。例えば、立ち止まっている歩行者や、停車している他車両についても、移動体とし
て検出して構わない。
【００２８】
　照射対象判定部２２０は更に、検出した移動体が対象物であるか否かを判定可能に構成
されている。ここでの「対象物」とは、照射パターンを利用して注意喚起を行うべき対象
であり、例えば自車両が走行している道路の前方を横断している歩行者や、自車両が走行
している道路と交わる道路を走行している車両等が一例として挙げられる。照射対象判定
部２２０で判定された対象物に関する情報（例えば、対象物の属性や位置、移動方向、移
動速度等を示す情報）は、照射パターン生成部２３０に出力される構成となっている。な
お、照射対象判定部２２０は、「判定手段」の一具体例である。
【００２９】
　照射パターン生成部２３０は、照射対象判定部２２０から入力される対象物に関する情
報を利用して、運転者に提示すべき第１情報、及び対象物に提示すべき第２情報を含む照
射パターンを生成することが可能に構成されている。照射パターンは、車両の運転者から
は第１情報として視覚され、対象物からは第２情報として視覚されるパターンとして生成
される。照射パターン生成部２３０は、例えば相異なる第１情報及び第２情報の組に対応
する複数種類の照射パターンを記憶しており、対象物に関する情報に応じて、適切な照射
パターンを選択する。照射パターン生成部２３０で生成された照射パターンを示す情報は
、照射部３００に出力される構成となっている。
【００３０】
　照射部３００は、照射する光の方向及びパターンを変更可能なライト（例えば、車両の
ヘッドライト等）を含んでおり、照射パターン生成部２３０において生成された照射パタ
ーンを、自車両周辺の所定範囲に描画可能に構成されている。なお、ここでの「所定範囲
」は、照射部３００が発する光によって描画される照射パターンが、自車両の運転者及び
対象物の各々により認識できる程度に鮮明となる範囲である。照射部３００は、自車両や
対象物の移動に応じて、照射位置を適切な位置に変更する機能を有している。照射部３０
０は、照射パターン生成部２３０と共に、「描画手段」の一具体例として機能するもので
ある。
【００３１】
　＜車両用照明装置の動作＞
　次に、実施形態に係る車両用照明装置１０の動作について、図２を参照して詳細に説明
する。ここに図２は、実施形態に係る車両用照明装置の動作の流れを示すフローチャート
である。なお、図２のフローチャートにより示される動作処理は、車両用照明装置１０の
動作時に、一定又は不定の周期で繰り返し実行されるものである。
【００３２】
　図２において、本実施形態に係る車両用照明装置１０の動作時には、まず車載カメラ１
１０、レーダ１２０及び通信装置１３０で検出された情報が、周辺環境情報取得部２１０
によって取得される（ステップＳ１０１）。周辺環境情報取得部２１０で取得された周辺
環境情報は、照射対象判定部２２０に出力される。
【００３３】
　次に、照射対象判定部２２０において、自車両の周辺に移動体が存在しているか否かが
判定される（ステップＳ１０２）。照射対象判定部２２０は、レーダ１２０や通信装置１
３０で検出された情報から直接的に移動体の存在を判定するだけでなく、車載カメラ１１
０で撮像された画像データを解析して移動体の存在を判定する。或いは、照射対象判定部
２２０は、周辺環境情報として取得されている複数の情報を利用して、移動体の判定精度
を高めるような処理を行ってもよい。
【００３４】



(6) JP 6418182 B2 2018.11.7

10

20

30

40

50

　照射対象判定部２２０において移動体が存在していないと判定された場合には（ステッ
プＳ１０２：ＮＯ）、以降の処理は省略され、一連の処理が終了することになる。一方で
、移動体が存在していると判定された場合には（ステップＳ１０２：ＹＥＳ）、照射対象
判定部２２０により、移動体が注意喚起を行うべき対象物であるか否かが判定される（ス
テップＳ１０３）。
【００３５】
　対象物か否かの判定においては、まず周辺環境情報から、移動体との接触可能性及び移
動体の周囲視認性が算出される。なお、「接触可能性」とは、自車両と移動体とが接触し
てしまう可能性を示す値であり、例えば自車両と移動体との距離や相対速度等に基づいて
算出される。また「周囲視認性」とは、自車両の運転者から見た移動体周辺の視認性、又
は移動体から見た自身周辺の視認性を示す値であり、例えば周囲の明るさや視認性を低下
させるような障害物の有無等に基づいて算出される。
【００３６】
　接触可能性及び周囲視認性が算出されると、これらの値に基づいて移動体が対象物（即
ち、注意喚起を行うべき移動体）であるか否かが判定される。具体的には、接触可能性が
所定の第１閾値より高い場合には、移動体との接触を回避するように対処すべきと判断さ
れ、移動体が対象物として判定される。或いは、周囲視認性が所定の第２閾値より低い場
合には、自車両の運転者が移動体の存在を認識していない、或いは移動体が自車両の存在
を認識していないと判断され、移動体が対象物として判定される。
【００３７】
　なお、上述した接触可能性及び周囲視認性はあくまで一例であり、他の判定基準を用い
て移動体が対象物であるか否かを判定しても構わない。
【００３８】
　照射対象判定部２２０において移動体が対象物でない（即ち、注意喚起すべきではない
）と判定された場合には（ステップＳ１０３：ＮＯ）、以降の処理は省略され、一連の処
理が終了することになる。一方で、移動体が対象物である（即ち、注意喚起すべきである
）と判定された場合には（ステップＳ１０３：ＹＥＳ）、対象物に関する情報（例えば、
対象物と判定された移動体の属性や位置、移動方向、及び移動速度等）が、照射対象判定
部２２０から照射パターン生成部２３０に出力される。
【００３９】
　照射パターン生成部２３０では、自車両の運転者に提示すべき第１情報、及び対象物に
提示すべき第２情報を含む照射パターンが生成される（ステップＳ１０４）。即ち、照射
パターン生成部２３０では、２種類の異なる情報を含む１つの照射パターンが生成される
。
【００４０】
　このようにして生成される照射パターンは、自車両の運転者の視点から見ると第１情報
を示すものとして視覚され、対象物の視点から見ると第２情報を示すものとして視覚され
るものである。即ち、照射パターンは、見る位置や方向によって意味するものが変化する
ようなパターンとして生成される。照射パターン生成部２３０は、例えば予め記憶されて
いる複数のパターンの中から、提示すべき第１情報及び第２情報に応じた適切なパターン
を選択することで、照射パターンを生成する。
【００４１】
　なお、照射パターンを生成する際には、第１情報及び第２情報を適切な情報とするため
に、自車両と対象物との位置関係が用いられてもよい。この位置関係は、周辺環境情報取
得部２１０で取得された周辺環境情報から算出される情報であり、車両と対象物との間の
距離や、移動方向、移動速度等を考慮したものである。また、位置関係に加えて又は代え
て、対象物の属性（例えば、対象物が歩行者であるのか、或いは車両であるのか）に関す
る情報を利用してもよい。
【００４２】
　或いは、照射パターンを生成する際には、移動体が対象物であるか否かを判定するのに
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利用した接触可能性や周囲視認性を利用してもよい。具体的には、接触可能性（又は周囲
視認性）が所定の閾値よりも高い場合は第１の照射パターンを選択し、接触可能性（又は
周囲視認性）が所定の閾値よりも低い場合は第２の照射パターンを選択するようにしても
よい。
【００４３】
　第１情報の一例として、例えば対象物に関する情報が挙げられる。対象物に関する情報
の一例としては、対象物の存在を知らせるための情報、対象物の属性を示す情報、対象物
移動方向を示す情報等が挙げられる。
【００４４】
　また、第２情報の一例として、自車両に関する情報が挙げられる。自車両に関する情報
の一例としては、対象物に自車両の存在や接近を知らせるための情報、及び自車両の接近
方向を示す情報等が挙げられる。
【００４５】
　なお、第１情報及び第２情報は、各々が複数の情報を含むものであってもよい。第１情
報及び第２情報が複数の情報を含む場合には、別々の情報を有する複数のパターンを組み
合わせたものを照射パターンとして照射してもよい。
【００４６】
　照射パターンが生成されると、照射部３００によって照射パターンに応じた光が照射さ
れ、自車両の運転者及び対象物の各々から視認可能な位置に照射パターンが描画される（
ステップＳ１０５）。なお、照射パターンの描画位置は、自車両又は対象物の動きに応じ
て適宜変更されてもよい。即ち、自車両の運転者及び対象物から常に視認可能な位置に表
示されるように、自車両又は対象物の移動に合わせて描画位置が変更されてもよい。
【００４７】
　＜歩行者への照射例＞
　以下では、上述した照射パターンを歩行者に向けて照射する例について、図３及び図４
を参照して具体的に説明する。ここに図３は、照射パターンを歩行者に向けて照射する具
体例を示す上面図である。また図４は、歩行者を対象とする照射パターンの具体例を示す
図表である。
【００４８】
　図３に示すように、走行中の自車両２０の前方を歩行者３０が横断しようとしている状
況を考える。このような状況では、このまま歩行者３０が横断を続けると、自車両２０と
接近して危険な状況を招くおそれがある。このため自車両２０は、歩行者３０の前方位置
に光を照射し、照射パターン５０を描画する。
【００４９】
　図４に示すように、照射パターン５０は歩行者３０の視点から見た形状と、自車両２０
の視点から見た形状が異なる。歩行者３０と自車両２０の運転者とでは、照射パターンま
での距離や、視点の高さ及び方向が異なっているからである。具体的には、照射パターン
５０までの距離が遠い自車両２０の運転者から見た場合、照射パターン５０までの距離が
近い歩行者３０と比べると、照射パターン５０は圧縮された形状で視覚される。また、自
車両２０の運転者から見た場合、歩行者３０との視点方向の違いにより、照射パターン５
０が左に９０度回転した状態で視覚される。
【００５０】
　照射パターンＡを歩行者３０の足元に描画した場合、歩行者３０からは「びっくりマー
ク（エクスクラメーションマーク）」を含むパターンが視覚される。このようなパターン
は、一般的に「危険」や「注意」を意味するものとして周知であるので、照射パターンＡ
を視認した歩行者３０は、周囲に注意を払うことが期待される。一方、自車両２０の運転
者からは、照射パターンＡの太線部分のみが強調されて（或いは、太線部分のみが）視認
されることで、矢印（即ち「歩行者動き」）を示すマークとして視覚される。この結果、
自車両２０の運転者は、何らかの物体（例えば歩行者や他車両）が、矢印の方向へ移動し
てくると認識することが期待される。なお、照射パターンＡについて、「危険／注意」は
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、「第２情報」の一具体例であり、「歩行者動き」は、「第１情報」の一具体例である。
【００５１】
　照射パターンＢを歩行者３０の足元に描画した場合、歩行者３０からはライティング形
状のマーク（即ち、図中の左方向から右方向へと光が照射されているような形状のマーク
）が視覚される。これにより、歩行者３０は、自身から見て左方向に「車両存在」を認識
することが期待される。一方、自車両２０の運転者からは、ライティング形状のマークが
圧縮されることで、人型のマークとして視覚される。これにより、自車両２０の運転者は
、照射パターンＢが描画された周辺に「歩行者存在」を認識することが期待される。なお
、照射パターンＢについて、「車両存在」は、「第２情報」の一具体例であり、「歩行者
存在」は、「第１情報」の一具体例である。
【００５２】
　照射パターンＣを歩行者３０の足元に描画した場合、歩行者３０からはクルマ型のマー
クが視覚される。これにより、歩行者３０は、自身の周囲における「車両存在」を認識す
ることが期待される。一方、自車両２０の運転者からは、クルマ型のマークが圧縮される
ことで、人型のマークとして視覚される。これにより、自車両２０の運転者は、照射パタ
ーンＣが描画された周辺に「歩行者存在」を認識することが期待される。なお、照射パタ
ーンＣについて、「車両存在」は、「第２情報」の一具体例であり、「歩行者存在」は、
「第１情報」の一具体例である。
【００５３】
　なお、上記の照射パターンＡからＣはあくまで一例であり、視点の違いによって異なる
情報を提示できるようなパターンであれば、本実施例に係る照射パターン５０として利用
することができる。
【００５４】
　＜障害物が存在する場合の照射例＞
　次に、対象物との間に障害物が存在している場合の照射例について、図５を参照して具
体的に説明する。ここに図５は照射パターンを他車両に向けて照射する具体例を示す上面
図である。
【００５５】
　図５に示すように、自車両２０と他車両４０との間に建造物５００が存在している状況
を考える。このような状況では、自車両２０の運転者及び他車両４０の運転者からは、建
造物５００が障害となり、相手を視認することができない。よって、注意喚起を行うべき
状況であるといえる。
【００５６】
　なお、自車両２０からは、建造物５００の存在によって他車両４０の存在を認識できな
い可能性もある。即ち、車載カメラ１１０やレーダ１２０等では、他車両４０を検出でき
ないおそれがある。このような場合に備えて、車両用照明装置１０は、通信装置１３０の
車車間通信、或いは他の手段を利用して、視認できない他車両４０等の対象物を認識可能
に構成されることが好ましい。
【００５７】
　自車両２０と他車両４０との間に建造物５００が存在している場合、建造物５００が障
害となり、自車両２０からは照射パターン５０を描画できない描画不可領域が発生してし
まう。このため、他車両４０のすぐ前方には照射パターン５０を描画することはできない
。
【００５８】
　図５に示すような状況では、自車両２０から光を照射することが可能な交差点付近の領
域に、照射パターン５０を描画すればよい。即ち、他車両４０の目の前ではなく、多少離
れた位置に照射パターン５０を描画すればよい。このようにすれば、自車両２０の運転者
からも、他車両４０の運転者からも、照射パターン５０を視覚することができる。
【００５９】
　なお、他車両４０が比較的速い速度で走行しているとすれば、多少離れた位置に照射パ
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ターン５０を描画した方が視認性を高めることができる。このように、照射パターン５０
の描画位置は、対象物（或いは自車両２０）の移動速度を考慮して変更されてもよい。な
お、この際の移動速度には、周辺環境情報として取得された情報を用いることができる。
【００６０】
　照射パターンの描画位置を変更する場合には、自車両２０の運転者及び対象物から照射
パターン５０までの距離が変化する。このため、自車両２０の運転者及び対象物からの照
射パターン５０の見え方も変化する。よって、照射パターンの描画位置を変更する場合に
は、照射パターン５０の形状を適切なものへと調整することが好ましい。
【００６１】
　以下では、照射パターン５０の形状の調整方法について、図６及び図７を参照して具体
的に説明する。ここに図６は、歩行者に向けて提示される照射パターンの形状の一例を示
す側面図である。また図７は、他車両に向けて提示される照射パターンの形状の一例を示
す側面図である。
【００６２】
　図６に示すように、対象物が歩行者３０である場合には、その移動速度は比較的遅いと
推定される。このため、照射パターン５０の描画位置は歩行者３０に近い位置に設定する
のが好ましい。歩行者３０の近くに照射パターン５０を描画した場合、歩行者３０からは
描画した形状に近い形状として照射パターン５０が視覚される。よって、歩行者３０に視
覚させたい形状の照射パターン５０をそのまま描画すれば、適切な情報を提示することが
できる。
【００６３】
　図７に示すように、対象物が走行中の他車両４０である場合には、その移動速度は比較
的速いと推定される。このため、照射パターン５０の描画位置は他車両４０から多少離れ
た位置に設定するのが好ましい。他車両４０から離れた位置に照射パターン５０を描画し
た場合、他車両４０の運転者からは、描画した照射パターン５０が視線方向で圧縮された
形状として視覚される。このため、予め対象物の視線方向で引き伸ばした形状の照射パタ
ーン５０を描画すれば、適切な情報を提示することができる。
【００６４】
　図６及び図７のように、対象物からの距離を基準として照射パターン５０の形状を変化
させた場合、自車両２０の運転者から見た場合の形状も変化する。このため、照射パター
ン５０の形状を変化させて調整する場合には、自車両２０の運転者から見た場合の形状も
考慮することが求められる。なお、図６及び図７に示す例（即ち、図４の照射パターンＡ
）では、対象物の視線方向で照射パターン５０を圧縮又は伸長したとしても、自車両２０
の運転者からは矢印の長さが変化するのみである。よって、照射パターン５０の形状を変
化させたとしても不都合は生じない。
【００６５】
　なお、対象物との間に障害物が存在している場合のみならず、対象物との間に障害物が
存在していない場合であっても、照射パターン５０の描画位置が、対象物（或いは自車両
２０）の移動速度を考慮して変更されてもよい。更に、対象物との間に障害物が存在して
いる場合のみならず、対象物との間に障害物が存在していない場合であっても、照射パタ
ーンの描画位置を変更する場合には、照射パターン５０の形状が適切なものへと調整され
てもよい。
【００６６】
　＜実施形態の効果＞
　最後に、実施形態に係る車両用照明装置１０によって得られる有益な技術的効果につい
て説明する。
【００６７】
　図１から図７を用いて説明したように、本実施形態に係る車両照明装置１０によれば、
自車両２０の周辺に注意喚起すべき対象物（即ち、歩行者３０や他車両４０）が存在する
場合に、自車両２０の運転者及び対象物から視認可能な位置に照射パターン５０が描画さ
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情報及び第２情報）を示すものとして生成されている。よって、自車両２０の運転者が照
射パターン５０を視覚して得る情報と、対象物が照射パターン５０を視覚して得る情報と
は互いに異なるものである。従って、自車両２０の運転者と対象物とに対して、共通の照
射パターン（即ち、共通の光）を用いて別々の情報を提示することができる。以上の結果
、対象物に対して注意喚起を行うと同時に、自車両２０の運転者に対して対象物の存在等
を知らせることが、共通の照射光で実現可能となる。
【００６８】
　また、照射パターン５０は、自車両２０の運転者と対象物との視点の違いに起因した形
状変化を利用して異なる情報を提示するものである。このため、自車両２０の運転者及び
対象物の各々に対して、直観的に理解し易い形状として情報を提示できる。例えば、その
ものが注意喚起の意味を持たない抽象的なマークを対象物に視覚させて注意喚起を行う場
合には、対象物がマークに関する知識を有していなければ、注意喚起の効果は得られない
。しかしながら、本実施形態に係る照射パターン５０によれば、対象物が直観的に意味を
理解できるマークを利用して注意喚起を行える（例えば、図４の具体例を参照）。よって
、対象物が照射パターン５０に関する特別な知識を有していなくとも、確実に注意喚起が
行える。
【００６９】
　なお、上述した実施形態では、自車両２０の運転者及び対象物に提示すべき情報を含む
照射パターンが、複数のパターンの中から選択されることで生成される例について説明し
たが、照射パターン生成部２３０において生成される照射パターンは１種類であっても構
わない。即ち、移動体が対象物であると判定された場合には、自車両２０と対象物との位
置関係等にはよらずに、常に同じ照射パターンが照射されてもよい。このような場合であ
っても、共通の照射パターンによって、自車両２０の運転者及び対象物に相異なる情報を
提示することができる。従って、対象物に対して注意喚起を行うと同時に、自車両２０の
運転者に対して対象物の存在等を知らせることが可能である。
【００７０】
　本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、特許請求の範囲及び明細書全体
から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような
変更を伴う車両用照明装置もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００７１】
　１０　車両用照明装置
　２０　自車両
　３０　歩行者
　４０　他車両
　５０　照射パターン
　１１０　車載カメラ
　１２０　レーダ
　１３０　通信装置
　２００　ＥＣＵ
　２１０　周辺環境情報取得部
　２２０　照射対象判定部
　２３０　照射パターン生成部
　３００　照射部
　５００　建造物
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