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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車用の改装照明システムを供給するための照明システムであって、
　前記自動車の電球に取って代わると共に、前記自動車の検出システムが、前記電球が存
在すると結論を下すだろうように、受け取った電力を消費するよう構成され、光を放射す
ることができない電気素子と、
　光源と、
　前記電気素子の動作状態を示す第１信号を受け取り、前記第１信号に基づいて、各々、
第１照明と第２照明とを生成するよう前記光源を制御するよう構成される制御装置とを有
する照明システム。
【請求項２】
　前記第１信号が、前記電気素子に電力が供給されることに従う状態、又は前記電気素子
にイネーブル信号が送信されることに従う状態のうちのいずれか１つを表わす請求項１に
記載の照明システム。
【請求項３】
　前記電気素子が、抵抗器を有する請求項１に記載の照明システム。
【請求項４】
　前記第１信号が、前記電気素子と同期した動作状態を持つ第２光源から取得される請求
項１に記載の照明システム。
【請求項５】
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　前記電気素子の動作状態がオフである場合に、前記第１照明が第１輝度を持ち、前記電
気素子の動作状態がオンである場合に、前記第２照明が第２輝度を持つ請求項２又は４に
記載の照明システム。
【請求項６】
　前記第１照明が昼間点灯であり、前記第２照明が位置標示灯である請求項５に記載の照
明システム。
【請求項７】
　前記電気素子が、自動車の位置標示灯の電球の位置に配置される請求項６に記載の照明
システム。
【請求項８】
　前記電気素子の電力消費を検出し、前記電気素子が前記電力を消費することができない
場合には、警告メッセージを生成するよう構成される検出器を更に有する請求項１に記載
の照明システム。
【請求項９】
　照明を生成する方法であって、
ａ）　自動車の電球に取って代わると共に、前記自動車の検出システムが、前記電球が存
在すると結論を下すだろうように、受け取った電力を消費するよう構成され、光を放射す
ることができない電気素子の動作状態を示す第１信号を受け取るステップと、
ｂ）　前記第１信号に基づいて第１照明又は第２照明を生成するよう光源を制御するステ
ップとを有する方法。
【請求項１０】
　前記方法が、
ｃ）　前記電気素子の電力消費を検出し、前記電気素子が前記電力を消費することができ
ない場合には、警告メッセージを生成するステップを更に有する請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１信号が、前記電気素子に接続されるケーブルから取得される、又は前記電気素
子から制御装置へ無線方式で送信される、又は前記電気素子と同期した動作状態を持つ第
２光源に接続されるケーブルから取得される請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ステップｂ）が、
ｉ）　　前記電気素子の動作状態がオフである場合には第１輝度を持つ前記第１照明を生
成するステップと、
ｉｉ）　前記電気素子の動作状態がオンである場合には第２輝度を持つ前記第２照明を生
成するステップとを更に有する請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記電気素子が、抵抗器を有する請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明システムに関し、詳細には、自動車照明システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在の自動車においては、通常、ロービームライト、ハイビームライト、フォグライト
、バックライトなどのような様々な機能のために幾つかの照明が装備される。
自動車の、個性を与えられる、革新的な装飾のニーズの増大により、自動車製造業者によ
って予め取り付けられている照明システムの改装、特に、予め取り付けられているランプ
を置き換えるのにＬＥＤランプを用いる改装が、成長市場になっている。他の見地からみ
ると、昼間点灯（ＤＲＬ）の導入のような新しい機能の利用のため、既に販売された自動
車の現在の照明システムを、新しい規則を満たすよう改装する要求が満たされる必要があ
る。 
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【０００３】
　製造業者にとっては、製造過程において現在の自動車照明システムに新しい照明を組み
込むよう、自動車の電気システム及び照明システムの全体を変更することは容易であるか
もしれないが、改装技術者にとっては、特に、警報及び／又は破壊をもたらし得る電気素
子又は照明のあらゆる「故障」を検出することが可能な検出システムが自動車に装備され
ている場合には、自動車の電気システム及び／又は照明システムを変更することは困難で
ある。それ故、自動車の照明システムを改装する際に検出システムに「対処する」又は「
欺く」方法を有する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、自動車用の改装照明システム、詳細には、検出システムが、「交換さ
れた」照明が、「依然として存在し、適正な動作状態にある」と「信じる」ように、検出
システムの検出条件を満たす自動車用の改装照明システム、より詳細には、例えば、「交
換された」照明の機能を新しい改装照明システムに組み込む、２つ以上の機能を果たす１
つの照明を用いる自動車用の改装照明システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本願発明者は、「交換された」電球に供給されていた電力が実質的に消費されている場
合に、検出システムは、前記電球が、「存在」し、適正な動作状態にあると結論を下すだ
ろうことに気付いた。それ故、本願発明者は、対象電球に取って代わり、受け取った電力
を消費するために、電力消費素子、例えば、抵抗器、電気回路、無線送信装置を用いるこ
とを提案する。その結果として、電力及び／又は対応するイネーブル／ディスエーブル信
号が、前記「交換された」電球に、前記電球を起動させる又はオフにするよう、送られる
だろう又は送られないだろう。その場合、前記電力信号及び／又は前記イネーブル／ディ
スエーブル信号は、前記改装照明システムによって、別の照明を制御するために、抽出さ
れ、用いられることができる。
【０００６】
　本発明の或る実施例によれば、受け取った電力を消費するよう構成され、光を放射する
ことができない電気素子と、光源と、前記電気素子の動作状態を示す第１信号を受け取り
、前記第１信号に基づいて、各々、第１照明と第２照明とを生成するよう前記光源を制御
するよう構成される制御装置とを有する照明システムが提供される。
【０００７】
　前記実施例の基本的な考えは、対象の「交換された」光源、例えば、位置標示灯と実質
的に同じ電力消費能力を持つ電気素子、例えば、抵抗回路を設けるというものである。従
って、「標準的な」又は「通常の」電力が、前記対象の光源に取って代わった前記電気素
子に供給され、実質的に、前記電気素子によって消費される場合、前記検出システムは、
この交換を検出することができず、前記「交換された」光源が、存在し、適切に動作して
いると結論を下すだろう。その結果として、警告信号は生成されないだろう。
【０００８】
　前記電気素子は、「光を放射することができない」と記載しているが、「光を放射する
ことができない」という用語は、前記電気素子が、位置標示灯、フォグライト、バックラ
イトなどのような自動車の機能照明とみなされるのに十分に強い光を生成すべきでないこ
とを意味すると解釈されるべきであり、このことは、更に、前記電気素子が、低輝度又は
非常に限られた照明距離又は非常に限られた照明領域を持つ光であって、自動車の機能照
明とは解釈され得ない光を生成することはあり得ることを意味することを、当業者は理解
するだろう。
【０００９】
　別の実施例においては、前記第１信号は、前記電気素子に電力が供給されることに従う
状態、又は前記電気素子にイネーブル信号が送信されることに従う状態のうちのいずれか
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１つを表わす。 
【００１０】
　別の実施例においては、前記第１信号は、前記電気素子に接続されるケーブルから取得
される、又は前記電気素子から前記制御装置へ無線方式で送信される。
【００１１】
　本願発明者は、幾つかの自動車においては、幾つかの異なる光源は、同期された又は同
じ動作状態を持ち、例えば、ロービーム照明及び／又はナンバープレート照明の動作状態
は、前記位置標示灯の動作状態と同期されることも見出した。従って、前記位置標示灯が
前記電気素子に置き換えられる場合には、「前記位置標示灯」に接続されるケーブルから
ではなく、前記ロービーム照明に接続されるケーブルから前記第１信号を受け取ることも
実際的である。それ故、別の実施例においては、前記第１信号は、前記電気素子と同期し
た動作状態を持つ第２光源から取得される。
【００１２】
　別の実施例においては、前記電気素子の動作状態がオフである場合に、前記第１照明が
第１輝度を持ち、前記電気素子の動作状態がオンである場合に、前記第２照明が第２輝度
を持つ。ここでは、基本的な考えは、前記電気素子の動作状態、即ち、前記「交換された
」光源の予想動作状態が、オンである場合には、前記第１光源を用いて、前記交換された
光源を模倣し、前記電気素子の動作状態がオフである場合には、前記第１光源を用いて、
それの本来の設計された機能を実施するというものである。従って、一組の光源を不要に
し、それによって、コストを節減することが可能である、又は旧式の光源を交換するのに
新設計の光源を用いることが可能である。
【００１３】
　別の実施例においては、受け取った電力を消費するよう構成され、光を放射することが
できない電気素子の動作状態を示す第１信号を受け取るステップと、前記第１信号に基づ
いて第１照明又は第２照明を生成するよう光源を制御するステップとを有する方法が提供
される。
【００１４】
　本発明のこれら及び他の態様を、下記の実施例を用いて説明し、明らかにする。
【００１５】
　本発明の上記及び他の目的及び特徴は、添付図面に関連して考察されている以下の詳細
な説明からより明らかになるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】照明システムの実施例の構成要素及び接続が概略的に示されている自動車の前側
の象徴的な図を図示する。
【図２】本発明の或る実施例による方法のフローチャートを図示する。
【図３】本発明の或る実施例によるフィリップスＤＲＬツールセットを図示する。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図の全てを通して、同様のパーツを示すのに同じ参照符号が用いられている。
【００１８】
　図１は、本発明の或る実施例に従ってＤＲＬ照明及び位置標示灯の機能を組み込むため
にＤＲＬ照明のセットを用いる実施例を図示している。図１に示されている自動車照明シ
ステムは、電気素子１１０と、制御装置１２０と、光源１３０とを有する。電気素子１１
０は、位置標示灯に取って代わり、位置標示灯のソケット内に配置される。基本的な要件
は、電気素子１１０が、受け取った電力、少なくとも電力の大部分を消費することができ
ることである。位置標示灯の置き換えに車両システム全体が巻きこまれる必要はなく、そ
れは、「普通に」動作し、即ち、位置標示灯によって要求されるような電力を、「位置標
示灯」への、実際には、電気素子１１０へのケーブルを通して供給する。制御装置１２０
は、電気素子に接続されるケーブルから、「位置標示灯の動作状態」、即ち、電気素子の
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動作状態を示す第１信号を取得することができる。電気素子が無線送信装置又は送受信装
置を有する場合、電気素子から制御装置１２０へ第１信号を送信することも実際的である
。通常、電気素子の動作状態は、電気素子１１０に電力が供給されているか否かに依存す
る。電気素子１１０に電力が供給されている場合には、動作状態はオンであり、電気素子
１１０に電力が供給されていない場合には、動作状態はオフである。しかしながら、当業
者は、他のタイプの情報も電気素子の動作状態を表わし得ることを、理解するだろう。例
えば、「位置標示灯」をオンにする目的のために、電気素子１１０にイネーブル信号が送
られることができ、この場合には、電気素子の動作状態はオンであり、「位置標示灯」を
オフにする目的のために、電気素子１１０にディスエーブル信号が送られることができ、
又はイネーブル信号が送られず、この場合には、電気素子の動作状態はオフである。従っ
て、第１信号は、制御装置１２０によって、光源１３０の動作状態を制御するために、例
えば、第１信号に基づいて、各々、第１照明又は第２照明を生成するために、利用される
ことができる。欧州法規によれば、位置標示灯がオンである場合には、ＤＲＬ照明はオフ
でなければならず、位置標示灯がオフである場合には、ＤＲＬ照明はオンであってもよい
。現在の実施例においては、電気素子１１０に、即ち、交換された位置標示灯に、電力又
はイネーブル信号が供給される場合には、第１信号はオンになり、制御装置１２０は、位
置標示灯を模倣するために第２照明を生成するよう光源１３０を制御し、電気素子１１０
に、電力又はイネーブル信号が供給されない場合には、第１信号はオフになり、制御装置
１２０は、ＤＲＬ照明を形成するために第１照明を生成するよう光源１３０を制御するこ
とができる。第１照明と第２照明とは、輝度、分布形状、電力を供給される電球の数など
が異なり得る。例えば、光源１３０は、複数のＬＥＤランプを含み得る。光源１３０が、
第１照明を生成するよう、即ち、ＤＲＬ照明を生成するよう構成される場合、全てのＬＥ
Ｄランプがオンにされ、第１輝度を生成することができる。光源１３０が、第２照明を生
成するよう、即ち、位置標示灯を模倣するよう構成される場合、ＬＥＤランプの一部がオ
ンにされることができる、又は全てのＬＥＤランプがオンにされるが異なる光度を生成す
ることができる。
【００１９】
　別の実施例においては、照明システムは、電気素子の電力消費を検出し、電気素子が電
力を消費することができないときには警告メッセージを生成するよう構成される検出器１
４０を更に有する。通常、検出器１４０は、自動車の制御システムに組み込まれる。本発
明では、制御システムに変更を加える必要がなく、このことは、改装作業をより容易にす
る。当業者は、本発明の装置及び方法がランプ故障検出の機能のない自動車にも適してい
ることを理解するだろう。
【００２０】
　図１は、「ワンタッチコネクタ」１５０を図示しており、これは、電気素子１１０に接
続されるケーブルから第１信号を取得するために用いられる。当業者は、本発明を実施す
るのに他のタイプのワイヤ接続部も適用可能であることを理解するだろう。
【００２１】
　図１には示されていないが、当業者は、位置標示灯のような標的光源の動作状態を取得
する目的のために、「交換された」位置標示灯に接続されるケーブルからではなく、ロー
ビーム照明に接続されるケーブル、又はナンバープレート照明に接続されるケーブルなど
の別の供給源から信号を取得することが可能であることも理解するだろう。 
【００２２】
　当業者は、図１の実施例においては、「交換された」標的照明の例として位置標示灯が
用いられており、「光源」１３０の例としてＤＲＬ照明が用いられているが、本発明及び
本発明の基本的な考えは、他の利用可能な自動車照明、特に、自動車照明改装市場におけ
る他の利用可能な自動車照明もカバーすることを理解するだろう。
【００２３】
　図２は、本発明の或る実施例による方法の例示的なフローチャートを図示している。前
記方法は、受け取った電力を消費するよう構成され、光を放射することができない電気素
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照明又は第２照明を生成するよう光源を制御するステップＳ２３０という中核ステップを
有する。他の実施例においては、前記方法は、電気素子の電力消費を検出し、電気素子が
、供給された電力を消費することができない場合には、警告メッセージを生成するステッ
プＳ２１０を更に有する。ステップ２１０は、特に、ランプ（又は照明）故障検出の機能
のない自動車においては、必須ではない。別の実施例においては、ステップ２３０は、２
つのステップ、即ち、電気素子の動作状態がオフである場合には第１輝度を持つ第１照明
を生成するステップＳ２３２、及び電気素子の動作状態がオンである場合には第２輝度を
持つ第２照明を生成するステップＳ２３４を有する。
【００２４】
　図３は、ＤＲＬ照明に位置標示灯の機能を組み込むために用いられることができるフィ
リップスＤＲＬツールセットを図示している。モジュール３１０は、ＤＲＬ照明であり、
モジュール３２０は、電気素子であり、モジュール３３０は、制御装置であり、モジュー
ル３４０は、電力を供給するケーブルをモジュール３２０に接続するワンタッチコネクタ
である。
【００２５】
　上記の実施例は、本発明を限定するものではなく、本発明を説明するものであり、当業
者は、添付の請求項の範囲から逸脱することなく他の実施例を設計することができるだろ
うことに注意されたい。実施例は、限定するものではなく、説明するものである。請求項
において、括弧内に配置されるいかなる参照符号も、請求項を限定するものとして解釈さ
れるべきではない。「有する」という単語は、請求項又は明細書に挙げられていない要素
又はステップの存在を除外しない。要素の単数形表記は、このような要素が複数存在する
ことを除外しない。幾つかのユニットを列挙する装置クレームにおいては、これらのユニ
ットの幾つかは、ハードウェア又はソフトウェアの同一アイテムによって実施され得る。
第１、第２、第３などの単語の使用は、如何なる順序付けも示さない。これらの単語は名
称と解釈されるべきである。
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