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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　選択的に点灯可能な複数の発光素子を有する車両用前照灯による光照射状態を制御する
ための点灯制御装置であって、
　カメラにより撮影される画像に基づいて前方車両を検出する車両検出部と、
　自車両の舵角に基づいて当該自車両の旋回方向を検出して、当該旋回方向に対応して前
記車両用前照灯による照射光の光量を増加させるべき対象領域を設定する対象領域設定部
と、
　前記前方車両の位置に対応して光照射範囲を設定するとともに、前記自車両の旋回方向
に前方車両が存在しない場合に、前記光照射範囲の一部範囲であって前記対象領域に対応
する一部範囲の光量がそれ以外の光照射範囲の光量よりも相対的に大きくなるように光量
設定を行う光照射範囲設定部と、
　前記光照射範囲設定部によって設定される前記光照射範囲及び前記光量に対応した制御
信号を生成して前記車両用前照灯へ出力する配光制御部と、
を含み、
　前記光照射範囲設定部は、前記前方車両の位置が前記対象領域に含まれない場合に前記
自車両の進行方向に前方車両が存在しないと判定する、
　車両用前照灯の点灯制御装置。
【請求項２】
　選択的に点灯可能な複数の発光素子を有する車両用前照灯による光照射状態を制御する
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ための点灯制御装置であって、
　カメラにより撮影される画像に基づいて前方車両を検出する車両検出部と、
　自車両の舵角に基づいて当該自車両の旋回方向を検出して、当該旋回方向に対応して前
記車両用前照灯による照射光の光量を増加させるべき対象領域を設定する対象領域設定部
と、
　前記前方車両の位置に対応して光照射範囲を設定するとともに、前記自車両の旋回方向
に前方車両が存在しない場合に、前記光照射範囲の一部範囲であって前記対象領域に対応
する一部範囲の光量がそれ以外の光照射範囲の光量よりも相対的に大きくなるように光量
設定を行う光照射範囲設定部と、
　前記光照射範囲設定部によって設定される前記光照射範囲及び前記光量に対応した制御
信号を生成して前記車両用前照灯へ出力する配光制御部と、
を含み、
　前記光照射範囲設定部は、前記前方車両の位置の前記自車両に対する相対的な方向と前
記自車両の旋回方向とが対応しない場合に前記自車両の旋回方向に前方車両が存在しない
と判定する、
　車両用前照灯の点灯制御装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の車両用前照灯の点灯制御装置と、
　前記点灯制御装置によって制御される車両用前照灯、
を含む、車両用前照灯システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の前照灯による照射状態を制御する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　夜間に車両を走行させる際に、運転者は、基本的に前照灯によりハイビームを照射させ
ることにより車両の前方を確認し、必要に応じてロービームに切り換えるが、切り替えの
煩わしさや道路環境によりロービームを用いる場合も多い。このとき、いわゆるカットオ
フラインより上側に光を照射すると、対向車両や先行車両（以下、これらを「前方車両」
という。）にグレアを与えるおそれがある。このため近年では、自車両に搭載されたカメ
ラによって前方車両を撮影して得られる画像を用いて前方車両のランプ（テールランプま
たはヘッドランプ）の位置を検出し、前方車両の位置が遮光範囲となるようにしてハイビ
ームの照射パターンを制御する配光制御技術（ＡＤＢ制御）が種々提案されている（例え
ば、特開２０１０－２３２０８１号公報参照）。この技術によれば、前方車両へのグレア
を抑制するとともに歩行者の早期発見や遠方視認性の向上を図ることができる。
【０００３】
　他方で、車両の旋回時にその進行方向に応じて前照灯による光の照射範囲を可変に制御
する配光制御技術が知られている。このような配光制御技術はＡＦＳ（Adaptive Front-l
ighting System）制御とも呼ばれ、車両の旋回時における進行方向の視認性を向上に資す
るものである。近年では、上記したＡＤＢ制御を行う場合に、併せてＡＦＳ制御を行うこ
とが必要とされている。このようなＡＤＢ制御とＡＦＳ制御を併せて行う配光制御技術に
関する先行例は、例えば特開２０１２－１６２１２１号公報（特許文献２）に開示されて
いる。
【０００４】
　ところで、特許文献２に係る先行例では、ＡＦＳ制御を行うための具体的手段としてラ
ンプユニットを左右方向にスイブル制御するアクチュエータが採用されている。しかしな
がら、このような機械的な手段を用いる場合には、可動部分が存在することで故障が比較
的に発生しやすく信頼性の点で未だ改良の余地があり、また良好な動作を維持するにはメ
ンテナンスが必要となって煩雑であるという点からも改良の余地がある。また、モーター
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やその駆動回路などが必要となることからコストも高い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２３２０８１号公報
【特許文献２】特開２０１２－１６２１２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明に係る具体的態様は、ＡＤＢ制御とＡＦＳ制御を低コストで両立可能であり、か
つ信頼性も高めることが可能な配光制御技術を提供することを目的の１つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る一態様の車両用前照灯の点灯制御装置は、選択的に点灯可能な複数の発光
素子を有する車両用前照灯による光照射状態を制御するための点灯制御装置であって、（
ａ）カメラにより撮影される画像に基づいて前方車両を検出する車両検出部と、（ｂ）自
車両の舵角に基づいて当該自車両の旋回方向を検出して、当該旋回方向に対応して車両用
前照灯による照射光の光量を増加させるべき対象領域を設定する対象領域設定部と、（ｃ
）前方車両の位置に対応して光照射範囲を設定するとともに、自車両の旋回方向に前方車
両が存在しない場合に、光照射範囲の一部範囲であって対象領域に対応する一部範囲の光
量がそれ以外の光照射範囲の光量よりも相対的に大きくなるように光量設定を行う光照射
範囲設定部と、（ｄ）光照射範囲設定部によって設定される光照射範囲及び光量に対応し
た制御信号を生成して車両用前照灯へ出力する配光制御部と、を含み、（ｅ）光照射範囲
設定部は、前方車両の位置が対象領域に含まれない場合に自車両の進行方向に前方車両が
存在しないと判定する、車両用前照灯の点灯制御装置である。
【０００８】
　本発明に係る他の態様の車両用前照灯の点灯制御装置は、選択的に点灯可能な複数の発
光素子を有する車両用前照灯による光照射状態を制御するための点灯制御装置であって、
（ａ）カメラにより撮影される画像に基づいて前方車両を検出する車両検出部と、（ｂ）
自車両の舵角に基づいて当該自車両の旋回方向を検出して、当該旋回方向に対応して車両
用前照灯による照射光の光量を増加させるべき対象領域を設定する対象領域設定部と、（
ｃ）前方車両の位置に対応して光照射範囲を設定するとともに、自車両の旋回方向に前方
車両が存在しない場合に、光照射範囲の一部範囲であって対象領域に対応する一部範囲の
光量がそれ以外の光照射範囲の光量よりも相対的に大きくなるように光量設定を行う光照
射範囲設定部と、（ｄ）光照射範囲設定部によって設定される光照射範囲及び光量に対応
した制御信号を生成して車両用前照灯へ出力する配光制御部と、を含み、（ｅ）光照射範
囲設定部は、前方車両の位置の自車両に対する相対的な方向と自車両の旋回方向とが対応
しない場合に自車両の旋回方向に前方車両が存在しないと判定する、車両用前照灯の点灯
制御装置である。
【０００９】
　上記構成によれば、自車両の旋回方向に前方車両が存在しない場合にはその旋回方向に
対応する光照射範囲の光量を相対的に大きく設定して光照射が行われる。また、自車両の
旋回方向に前方車両が存在する場合にはそれに応じた光照射範囲、すなわち前方車両の位
置を含む一定エリアを非照射範囲とした光照射範囲が設定される。したがって、選択的に
点灯可能な複数の発光素子を有する車両用前照灯を用いてＡＤＢ制御とＡＦＳ制御を低コ
ストで両立可能であり、かつ信頼性も高めることが可能となる。
【００１０】
　また、上記構成によれば、自車両の進行方向における前方車両の有無を簡単な処理で判
定することができる。
【００１１】
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　本発明に係る一態様の車両用前照灯システムは、上記した車両用前照灯の点灯制御装置
と、この点灯制御装置によって制御される車両用前照灯を含んで構成される。
【００１２】
　これにより、ＡＤＢ制御とＡＦＳ制御を低コストで両立可能であり、かつ信頼性も高め
ることが可能な車両用前照灯システムが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、一実施形態の車両用前照灯システムの構成を示すブロック図である。
【図２】図２（Ａ）は、各ランプユニットの構成例を示す模式図である。図２（Ｂ）は、
各ランプユニットの光学的な構成を示す模式図である。
【図３】図３（Ａ）は、本実施形態の各ランプユニットにより形成されるハイビームおよ
びロービームの照射領域を示す図である。図３（Ａ）は、比較例のハイビームおよびロー
ビームの照射領域を示す図である。
【図４】図４は、車両用前照灯システムの動作手順を示すフローチャートである。
【図５】図５は、車両用前照灯システムによる光照射動作を概略的に示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００１５】
　図１は、一実施形態の車両用前照灯システムの構成を示すブロック図である。図１に示
す車両用前照灯システムは、自車両の前方の空間（対象空間）を撮像して得られる画像に
基づいて配光パターンを設定して光照射を行うものであり、カメラ１０、車両検出部１１
、制御部１２、一対のランプユニット（車両用前照灯）２０Ｒ、２０Ｌを含んで構成され
ている。
【００１６】
　カメラ１０は、自車両の所定位置（例えば室内バックミラー付近）に設置されており、
自車両の前方の空間を撮影し、その画像（画像データ）を出力する。
【００１７】
　車両検出部１１は、カメラ１０から出力される画像データを用いて所定の画像処理を行
うことにより、前方車両の位置を検出してその位置情報を制御部１２へ出力する。ここで
いう「前方車両」とは、先行車両または対向車両である。この車両検出部１１は、例えば
ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を有するコンピュータシステムにおいて所定の動作プログラム
を実行させることにより実現される。この車両検出部１１は、例えばカメラ１０と一体に
構成されている。なお、車両検出部１１の機能は制御部１２において実現されてもよい。
【００１８】
　制御部１２は、例えばＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を有するコンピュータシステムにおい
て所定の動作プログラムを実行させることにより実現されるものであり、機能ブロックと
してのブースト対象領域設定部１４、光照射範囲設定部１６および配光制御部１７を備え
る。
【００１９】
　ブースト対象領域設定部１４は、自車両から得られるハンドルの舵角情報を取得し、こ
れに基づいて自車両の進行方向（旋回方向）を検出し、この進行方向に対応して、各ラン
プユニット２０Ｌ、２０Ｒによる光照射範囲のうちで光量を相対的に増加させるべき対象
領域（以下「ブースト対象領域」という）を設定する。ここでは、舵角は、例えばプラス
の値がハンドルの左方向への操作に対応し、マイナスの値がハンドルの右方向への操作に
対応するものとする。
【００２０】
　光照射範囲設定部１６は、車両検出部１１によって検出される前方車両の位置に対応し
て光照射範囲および光量を設定する。また、光照射範囲設定部１６は、自車両の進行方向
に前方車両が存在しない場合には、光照射範囲の一部範囲であってブースト対象領域設定
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部１４によって設定されるブースト対象領域に対応する一部範囲の光量がそれ以外の光照
射範囲の光量よりも相対的に大きくなるように光量設定を行う。
【００２１】
　配光制御部１７は、光照射範囲設定部１６によって設定された光照射範囲および光量に
基づいてその配光パターンに応じた制御信号（配光制御信号）を生成し、各ランプユニッ
ト２０Ｒ、２０Ｌへ出力する。
【００２２】
　ランプユニット２０Ｒは、自車両の前方右側に設置され、自車両の前方を照らす光を照
射するために用いられるものであり、ＬＥＤ点灯回路２１、マトリクスＬＥＤ２２および
ロービームＬＥＤ２３を有する。同様に、ランプユニット２０Ｌは、自車両の前方左側に
設置され、自車両の前方を照らす光を照射するために用いられるものであり、ＬＥＤ点灯
回路２１、マトリクスＬＥＤ２２およびロービームＬＥＤ２３を有する。
【００２３】
　ＬＥＤ点灯回路２１は、配光制御部１７から出力される制御信号に基づいて、マトリク
スＬＥＤ２２に含まれる複数のＬＥＤ（発光ダイオード）に対して駆動信号を供給するこ
とにより、各ＬＥＤを選択的に点灯させる。
【００２４】
　マトリクスＬＥＤ２２は、マトリクス状に配列された複数のＬＥＤを備えており、ＬＥ
Ｄ点灯回路２１から供給される駆動信号に基づいて複数のＬＥＤが選択的に点灯する。こ
のマトリクスＬＥＤ２２は、複数のＬＥＤをそれぞれ独立に点灯させ、かつその照射強度
（明るさ）を制御することが可能である。
【００２５】
　ロービームＬＥＤ２３は、１つ以上のＬＥＤを備えており、ＬＥＤ点灯回路２１から供
給される駆動信号に基づいてＬＥＤを点灯する。
【００２６】
　図２（Ａ）は、各ランプユニットの構成例を示す模式図である。図示のように、ランプ
ユニット２０Ｌ（または２０Ｒ）は、マトリクスＬＥＤ２２とその前面に配置されたレン
ズ２４を含んだハイビームユニット２６と、ロービームＬＥＤ２３とその前面に配置され
たレンズ２５を含んだロービームユニット２７と、を備える。図２（Ｂ）は、各ランプユ
ニットの光学的な構成を示す模式図である。マトリクスＬＥＤ２２の複数のＬＥＤを選択
的に点灯させることによって出射する光がレンズ２４によって前方へ投影されることでハ
イビームが形成される。また、図示を省略するが同様に、ロービームＬＥＤ２３のＬＥＤ
を点灯させることによって出射する光がレンズ２５によって前方へ投影されることでロー
ビームが形成される。
【００２７】
　図３（Ａ）は、本実施形態の各ランプユニットにより形成されるハイビームおよびロー
ビームの照射領域を示す図である。また、図３（Ｂ）は、比較例の各ランプユニットによ
り形成されるハイビームおよびロービームの照射領域を示す図である。図３（Ａ）に示す
ように、ロービームユニット２７により、Ｈ線（水平方向基準線）よりも概略下側に、左
右方向に伸びた形状のロービームの照射領域（以下、単に「ロービーム領域」という）が
形成される。詳細には、ロービーム領域は、Ｖ線（垂直方向基準線）よりも右側において
はＨ線より下側にのみ設定され、Ｖ線より左側においてはＨ線より上側にも少しだけ張り
出して設定される。また、ハイビームユニット２６により、ロービーム領域よりも相対的
に上方に、左右方向に伸びており、かつＶ線を挟んだ中央付近が上方向に伸びた形状のハ
イビームの照射領域（以下、単に「ハイビーム領域」という）が形成される。このハイビ
ーム領域は、左右方向にＮ個（Ｎは２以上の任意の整数）の領域に分割され、前方車両等
の有無に応じて選択的に光照射される。図３（Ｂ）に示す比較例との対比で分かるように
、本実施形態のハイビーム領域は、Ｈ線よりも下方向にも及んでおりロービーム領域と部
分的に重なっていることが特徴の１つであり、かつ左右方向に対してロービーム領域より
も広く伸びていることも特徴の１つである。
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【００２８】
　図４は、車両用前照灯システムの動作手順を説明するためのフローチャートである。以
下ではこのフローチャートを参照しながら車両用前照灯システムの動作について詳細に説
明する。
【００２９】
　光照射範囲設定部１６は、車両検出部１１から出力される前方車両の位置情報を取得す
る（ステップＳ１１）。また、ブースト対象領域設定部１４は、自車両から出力されるハ
ンドルの舵角情報を取得する（ステップＳ１２）。
【００３０】
　ブースト対象領域設定部１４は、舵角が所定値以上であるか否かを判定する（ステップ
Ｓ１３）。具体的には、ブースト対象領域設定部１４は、舵角が＋２０°以上であるか否
か（左旋回）、または舵角が－２０°以上であるか否か（右旋回）を判定する。舵角が所
定値より小さい場合には（ステップＳ１３；ＮＯ）、処理が終了する。なお、舵角の判定
基準（＋２０°、－２０°）は一例であり任意に設定することができる。
【００３１】
　一方、舵角が所定値以上である場合には（ステップＳ１３；ＹＥＳ）、ブースト対象領
域１４は、舵角がプラス値とマイナス値のいずれであるかに応じて自車両の進行方向を検
出し、この自車両の進行方向に対応して光量を相対的に増加させるべき対象領域であるブ
ースト対象領域を設定する（ステップＳ１４）。
【００３２】
　光照射範囲設定部１６は、進行方向に前方車両が存在するか否かを判定する（ステップ
Ｓ１５）。一例として、光照射範囲設定部１６は、前方車両の位置情報に基づいて定まる
前方車両の位置がブースト対象領域設定部１４によって設定された対象領域に含まれる場
合に「前方車両あり」と判定し、前方車両の位置が対象領域に含まれない場合に「前方車
両なし」と判定することができる。また別の例として、光照射範囲設定部１６は、前方車
両の位置情報に基づいて定まる前方車両の位置の自車両に対する相対的な方向（右方向ま
たは左方向）とハンドルの舵角により定まる自車両の進行方向（右方向または左方向）が
対応している場合に「前方車両あり」と判定し、対応していない場合に「前方車両なし」
と判定することができる。
【００３３】
　自車両の進行方向に前方車両が存在しない場合（ステップＳ１５；ＮＯ）、光照射範囲
設定部１６は、前方車両の位置に対応して光照射範囲および光量を設定するとともに、ブ
ースト対象領域に含まれる光照射範囲の光量をそれ以外の光照射範囲の光量よりも増加さ
せるように光量設定を行う（ステップＳ１６）。この光照射範囲設定部１６によって設定
された光照射範囲ならびに光強度に対応して、配光制御部１７は所定の配光制御信号を生
成して各ランプユニット２０Ｒ、２０Ｌへ出力する（ステップＳ１７）。
【００３４】
　一方、自車両の進行方向に前方車両が存在する場合（ステップＳ１５；ＹＥＳ）、光照
射範囲設定部１６は、前方車両の位置に応じた非照射範囲を含んだ光照射範囲を設定する
（ステップＳ１８）。この光照射範囲設定部１６によって設定された光照射範囲ならびに
光強度に対応して、配光制御部１７は所定の配光制御信号を生成して各ランプユニット２
０Ｒ、２０Ｌへ出力する（ステップＳ１７）。
【００３５】
　図５は、車両用前照灯システムによる光照射動作を概略的に示した図である。なお、こ
こではハイビーム領域のみを簡素化して示している。図示のように、例えば自車両５０の
ランプユニット２０Ｌ、２０Ｒのそれぞれによりハイビーム３０Ｌ、３０Ｒが形成され、
これらを合成してハイビーム領域が形成されているとする。また、各ハイビーム３０Ｌ、
３０Ｒは、それぞれ水平方向において５つの分割領域を含み、これらの分割領域に対して
選択的に光照射を行うことができるものとする。例えば、図示のように自車両５０の進行
方向が「右方向」であるとすると、その進行方向に応じてブースト対象領域が設定される
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。具体的には、例えば、各ハイビーム３０Ｌ、３０Ｒの右端に位置する１つ以上の分割領
域を含んでブースト対象領域が設定される。ここでは、ハイビーム３０Ｒについては右端
から２つの分割領域、ハイビーム３０Ｌについては右端から１つの分割領域をそれぞれ含
んでブースト対象領域が設定されている。そして、自車両５０の進行方向に前方車両が存
在しなければ、このブースト対象領域に含まれる各分割領域の光量が相対的に大きくなる
ように、各ランプユニット２０Ｌ、２０ＲのマトリクスＬＥＤ２２が駆動される。
【００３６】
　このような実施形態によれば、自車両の進行方向（旋回方向）に前方車両が存在しない
場合にはその旋回方向に対応する光照射範囲の光量を相対的に大きく設定して光照射が行
われる。また、自車両の旋回方向に前方車両が存在する場合にはそれに応じた光照射範囲
、すなわち前方車両の位置を含む一定エリアを非照射範囲とした光照射範囲が設定される
。したがって、選択的に点灯可能な複数の発光素子を有する車両用前照灯を用いてＡＤＢ
制御とＡＦＳ制御を低コストで両立可能であり、かつ信頼性も高めることが可能となる。
【００３７】
　なお、本発明は上述した実施形態の内容に限定されるものではなく、本発明の要旨の範
囲内において種々に変形して実施をすることが可能である。例えば、上記した実施形態で
は各ランプユニットによるハイビームが水平方向に対して５つの分割領域を有する場合を
示していたが（図５参照）、分割領域の数はこれに限定されない。そして、各ハイビーム
における分割領域の数が多い場合、すなわち、各分割領域の幅が狭い場合には、より多く
の分割領域を含んでブースト対象領域を設定してもよい。
【符号の説明】
【００３８】
　１０：カメラ
　１１：車両検出部
　１２：制御部
　１４：ブースト対象領域設定部
　１６：光照射範囲設定部
　１７：配光制御部
　２０Ｒ、２０Ｌ：ランプユニット
　２１：ＬＥＤドライバ
　２２：マトリクスＬＥＤ
　２３：ロービームＬＥＤ
　２４、２５：レンズ
　２６：ハイビームユニット
　２７：ロービームユニット
　３０Ｌ、３０Ｒ：ハイビーム
　５０：自車両
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