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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車位置を検出する自車位置検出手段と、
　対象物を検出又は対象物の位置を示す情報を受信して自車位置に対する前記対象物の相
対位置を特定する対象物位置特定手段と、
　情報提供の内容を表す情報提供画像を記憶する情報提供画像記憶手段と、
　前記自車位置検出手段により検出された自車位置と前記対象物位置特定手段により特定
された前記対象物の相対位置と予め求められた、路面に照射される情報提供画像の光の前
記路面との交点位置と基づいて、前記情報提供画像記憶手段に記憶された情報提供画像の
向きを、投影中心を基準に前記対象物の相対位置の方向に回転させるための回転角を計算
し、前記計算された回転量を用いて、前記情報提供画像の向きを回転させる画像処理を行
う画像処理手段と、
　前記画像処理手段により画像処理された情報提供画像の光を路面に照射する照射手段と
、
　を備えた車両用照明装置。
【請求項２】
　前記画像処理手段は、前記対象物位置特性手段により複数の対象物についての対象物の
相対位置が特定された場合、対象物毎に情報提供画像の画像処理を行い、
　前記照射手段は、画像処理された複数の情報提供画像の光を時分割で路面に照射する
　請求項１に記載の車両用照明装置。



(2) JP 5056445 B2 2012.10.24

10

20

30

40

50

【請求項３】
　地図情報を格納する地図情報格納手段を更に備え、
　前記画像処理手段は、前記自車位置と前記地図情報格納手段に格納された地図情報とに
基づいて決定された情報提供画像に対して画像処理を行う
　請求項１または請求項２に記載の車両用照明装置。
【請求項４】
　前記照射手段は、前記自車位置と前記地図情報格納手段に格納された地図情報とに基づ
くタイミングで、画像処理された情報提供画像の光を路面に照射する
　請求項１から請求項３のいずれか１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、車両用照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、路面に図形や文字等の情報を照射することでドライバに情報提供する照明装置が
知られている。しかし、自車から見やすいように照射した図形や文字は自車以外の位置か
ら見ると、路面上で歪んでしまうため、図形や文字の情報が伝わらない。
【０００３】
　例えば、出会頭警報装置は、右の交差道路から接近する車両があることを自車のドライ
バに伝えたい場合、右注意を示す図形（例えば、矢印マーク）を路面に描画して自車のド
ライバに情報を伝達できる。しかし、交差車両に対しては、視点が異なるため、図形が変
形して交差車両のドライバは理解できない問題がある。
【０００４】
　これに対して、スクリーンに投影された画像の歪みを補正すべく、生成される画像の座
標位置を変換する技術が開示されている（特許文献１を参照）。特許文献１の技術では、
ＰＣなどから入力された画像信号がフレームメモリに貯えられた状態から表示のために液
晶プロジェクタに書き込まれるまでのプロセスにおいて、同文献の座標変換式（３）及び
（４）を用いて画像の歪みが補正される。
【特許文献１】特開２００３－２９７１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の技術は、投射機に対するスクリーン面の角度に基づいて投影画像
を変形させているに過ぎず、スクリーンに対する投射画像の観察者の方向を考慮したもの
ではない。このため、特許文献１の技術を出会頭警報装置に適用しても、相変わらず、交
差車両のドライバは図形を理解できない問題がある。
【０００６】
　本発明は、上述した課題を解決するために提案されたものであり、自車以外の対象物に
照明による情報を適切に伝達できる車両用照明装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１の発明である車両用照明装置は、自車位置を検出する自車位置検出手段と、対
象物を検出又は対象物の位置を示す情報を受信して自車位置に対する前記対象物の相対位
置を特定する対象物位置特定手段と、情報提供の内容を表す情報提供画像を記憶する情報
提供画像記憶手段と、前記自車位置検出手段により検出された自車位置と前記対象物位置
特定手段により特定された前記対象物の相対位置と予め求められた、路面に照射される情
報提供画像の光の前記路面との交点位置と基づいて、前記情報提供画像記憶手段に記憶さ
れた情報提供画像の向きを、投影中心を基準に前記対象物の相対位置の方向に回転させる
ための回転角を計算し、前記計算された回転量を用いて、前記情報提供画像の向きを回転
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させる画像処理を行う画像処理手段と、前記画像処理手段により画像処理された情報提供
画像の光を路面に照射する照射手段と、を備えている。
【０００８】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の車両用照明装置であって、前記画像処理手段は、
前記対象物位置特性手段により複数の対象物についての対象物の相対位置が特定された場
合、対象物毎に情報提供画像の画像処理を行い、前記照射手段は、画像処理された複数の
情報提供画像の光を時分割で路面に照射する。
【０００９】
　請求項３の発明は、請求項１または請求項２に記載の車両用照明装置であって、地図情
報を格納する地図情報格納手段を更に備え、前記画像処理手段は、前記自車位置と前記地
図情報格納手段に格納された地図情報とに基づいて決定された情報提供画像に対して画像
処理を行う。
【００１０】
　請求項４の発明は、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の車両用照明装置であ
って、前記照射手段は、前記自車位置と前記地図情報格納手段に格納された地図情報とに
基づくタイミングで、画像処理された情報提供画像の光を路面に照射する。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１の発明によれば、自車位置と対象物位置とに基づいて情報提供画像の向きを投
影中心を基準に対象物位置の方向に回転させて、その画像処理された情報提供画像の光を
路面に照射することにより、対象物に対して照明による情報提供を適切に行うことができ
る。
【００１２】
　請求項２の発明によれば、複数の対象物が存在する場合であっても、各々の対象物に対
して照明による情報提供を適切に行うことができる。
【００１３】
　請求項３の発明によれば、自車位置に応じた最適な情報内容を提供することができる。
【００１４】
　請求項４の発明によれば、最適なタイミングで対象物に対して情報提供を行うことがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の好ましい実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の実施の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。本
実施形態に係る車両用照明装置は、車両（以下「自車」という。）に搭載され、路面に情
報提供内容に応じた図形が現れた光を照射することにより、自車から他の車両（以下「他
車」という。）に対して情報を提供する。
【００１７】
　上記車両用照明装置は、自車位置を検出するＧＰＳ（Global Positioning System）装
置１１、地図情報を格納する地図情報格納装置１２、情報を提供すべき対象（以下、単に
「対象」という。）を検出する対象検出装置１３、画像を格納する画像格納装置１４、画
像の変形量を計算する変形量計算装置１５、描画図形を生成する描画図形生成装置１６、
光を照射する照明装置１７を備えている。
【００１８】
　ＧＰＳ受信機１１は、衛星から送信された電波を受信して、自車位置である緯度及び経
度を検出する。なお、ＧＰＳ受信機１１は必須ではなく、自車と他車との相対的な位置関
係が分かるものであれば他の装置を用いてもよい。例えば、路側のシステムから接近する
車両情報を入手する装置を用いてもよい。地図情報格納装置１２は、道路や建物等を表す
地図情報を記憶している。
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【００１９】
　対象検出装置１３は、情報を提供すべき対象を検出し、その対象の位置を特定する。な
お、対象検出装置１３は、対象の位置を検出できれば特に限定されるものではなく、例え
ばレーザレーダであってもよいし、撮像装置であってもよい。本実施形態では、対象検出
装置１３は、レーザレーダであるものとし、自車位置に対する対象の相対位置（距離、向
き）を検出する。
【００２０】
 画像格納装置１４は、提供すべき情報を表す画像が記憶されている。図２（ａ）は、画
像格納装置１４に格納されている感嘆符“！”の画像を示す図である。本実施形態では、
ドライバに対して注意を促すために感嘆符の画像を用いているが、その他、矢印を表す画
像、文字を表す画像等を用いてもよい。
【００２１】
　変形量計算装置１５は、ＧＰＳ受信機１１で検出された自車位置と、対象検出装置１３
で検出された相対位置と、に基づいて、変形量として図形の回転角αを計算する。
【００２２】
　描画図形生成装置１６は、変形量計算装置１５で計算された回転角αを用いて、画像格
納装置１４で格納された画像に対して変形処理を行うことにより描画図形を生成する。照
明装置１７は、自車両から進行方向に対して所定距離の位置に、描画図形生成装置１６で
生成された描画図形が現れるように光を照射する。
【００２３】
　以上のように構成された車両用照明装置は次の車両用照明制御ルーチンを実行すること
により車両用照明を制御する。
【００２４】
　図３は、車両用照明制御ルーチンを示すフローチャートである。ここでは、次のような
状況を想定して説明する。図４（Ａ）は自車（Ａ車）からみて右側から左側に向かって他
車（Ｂ車）が走行している状況を示す図であり、同図（Ｂ）は上方からみた自車と他車の
状況を示す図である。
【００２５】
　図３に示すステップＳ１では、ＧＰＳ受信機１１が自車位置を検出し、対象検出装置１
３が自車位置に対する他車までの相対位置を検出する。そして、地図情報格納装置１２は
、自車位置及びその周辺の地図情報を読み出し、ステップＳ２に移行する。
【００２６】
　ステップＳ２では、変形量計算装置１５は、ＧＰＳ受信機１１で検出された自車位置と
、対象検出装置１３で検出された自車位置に対する他車の相対位置とに基づいて、画像格
納装置１４に格納されている図形の変化量として回転角αを計算して、ステップＳ４に移
行する。
【００２７】
　図５は、同一平面の路上にある自車位置Ｐ、他車位置Ｑを示す図である。ここでは簡単
化のため、点Ｐ及びＱは同一平面上にあるものとする。
【００２８】
　ここで、点Ｐから投射された法線をＬ１、法線Ｌ１と路面の交点をＡ、法線Ｌ１と路面
とのなす角をθ、点Ｂと点Ｑ水平面上でのなす角をαとする。また、プロジェクタの座標
系をＵ－Ｖ、路面前の仮想投影座標系をＵ’－Ｖ’、点Ｐからの路面座標系をＸ－Ｙ、点
Ｑからの路面座標系をＸ’－Ｙ’とする。さらに、点Ｐにおける自車位置の投影の高さを
ｈ、点Ａまでの距離をＬ、投影中心Ｐとプロジェクタ面との距離をｆとする。なお、点Ｐ
及びＱの高さは同じとする。
【００２９】
　（ｕ，ｖ）は、倍率ｋで（ｕ’，ｖ’）に投影されるので、式（１）が成り立つ。
【００３０】
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【数１】

　ここで、
【００３１】

【数２】

であることを考慮すると、式（２）となる。
【００３２】
【数３】

【００３３】
　さらに、前照灯の照射は縦に長く横には広がり小さく遠方に照射することを考慮して、
Ｌはｈに比べて十分大きく、投射面もＬに比べて狭く、路面描画領域は台形でなく長方形
と仮定すると、式（３）が成り立つ。
【００３４】

【数４】

【００３５】
　点Ｑからみた座標系Ｘ’－Ｙ’はα回転しているので、式（４）が成り立つ。
【００３６】
【数５】

【００３７】
　したがって、式（２）～（４）より、式（５）が導かれる。
【００３８】
【数６】

【００３９】
　ステップＳ２においては、ＰＡ間、ＱＡ間は既知であり、ＰＱ間は自車に対する他車の
相対位置に相当する。そこで、変形量計算装置１５は、これらの情報を用いて回転角αを
計算して、ステップＳ４に移行する。
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【００４０】
　ここで、式（５）において、路面と投射法線Ｌ１とのなす角θ、焦点距離ｆ、Ｌはそれ
ぞれ自車に固有の値（既知）であるが、αのみが変数になっている。
【００４１】
　そこで、ステップＳ３では、描画図形生成装置１６は、ステップＳ２で計算されたαを
用いて、ｕ－ｖ座標で与えられる画像に対して式（５）を適用することにより、α回転し
た画像、すなわち描画図形を生成して、ステップＳ４に移行する。
【００４２】
　図２（ｂ）は、図２（ａ）に示す感嘆符の画像“！”をα回転した状態を示す図である
。同図に示すように、ｕ－ｖ座標で与えられる感嘆符の画像に対して式（５）を適用する
と、α回転した感嘆符の画像（描画図形）が得られる。
【００４３】
　ステップＳ５では、照明装置１７は、描画図形生成装置１６で生成された描画図形の光
を路面に照射して、処理を終了する。ここでは、照明装置１７は、ＧＰＳ受信機１１で検
出された自車位置と、地図情報格納装置１２に記憶された自車位置周辺の地図情報とに基
づいて、例えば、自車と他車が接近している交差点から自車位置が所定距離内になったと
きに、光を照射するとよい。
【００４４】
　以上のように、本実施形態に係る車両用照明装置は、情報提供すべき対象である他車の
進行方向に応じて、「注意」を表す感嘆符の画像を回転変形して描画図形を生成し、この
描画図形を路面に照射する。これにより、上記車両用照明装置は、感嘆符の描画図形を他
車から見やすいようにすることができる。
【００４５】
　なお、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記
載された範囲内で設計上の変更をされたものにも適用可能であるのは勿論である。
【００４６】
　例えば上述した実施形態では、自車が情報提供すべき対象物として他車を例に挙げて説
明したが、そのほか、歩行者、二輪車であってもよい。
【００４７】
　上述した実施形態において、対象検出装置１３が複数の他車を検出した場合、描画図形
生成装置１６は各他車についての描画図形を生成し、照明装置１７は描画図形生成装置１
６で生成された各描画図形の光を、自車に対する他車の相対距離が近いものから順に時分
割で路面に照射すればよい。
【００４８】
　さらに、上述した実施形態において、情報提供内容を表す画像は感嘆符の画像であった
が、自車位置と地図情報とに基づいて決定されるものでもよい。例えば、情報提供内容を
表す画像は、自車と他車が近付いている交差点に自車が近付くに従って、“！”、“！！
”、“！！！”と変化してもよいし、自車から交差点までの距離を表す数字であってもよ
い。
【００４９】
　また、車両用照明装置は、図１に示す対象検出装置１３の代わりに、他車の位置情報を
受信する受信機を備えても良い。このとき、受信機は、他車の位置情報を当該他車より直
接受信してもよいし、基地局を介して受信してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の実施の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】（ａ）は画像格納装置に格納されている感嘆符“！”の画像を示す図であり、（
ｂ）は（ａ）に示す感嘆符の画像“！”をα回転した状態を示す図である。
【図３】車両用照明制御ルーチンを示すフローチャートである。
【図４】（Ａ）は自車（Ａ車）からみて左側から右側に向かって他車（Ｂ車）が走行して
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いる状況を示す図であり、（Ｂ）は上方からみた自車と他車の状況を示す図である。
【図５】同一平面の路上にある自車位置Ｐ、他車位置Ｑを示す図である。
【符号の説明】
【００５１】
１１　ＧＰＳ受信機
１２　地図情報格納装置
１３　対象検出装置
１４　画像格納装置
１５　変形量計算装置
１６　描画図形生成装置
１７　照明装置

【図１】 【図２】
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【図５】
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