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(57)【要約】
【課題】車両周辺の交通環境の物体に対する運転者の視
認性を向上させることができる車両用照明装置を提供す
る。
【解決手段】車両周辺検出部２は、車両周辺における交
通環境の物体である歩行者、自転車、対向車、前方走行
車、標識、標示、信号機を検出する。車両動作検出部３
は、自車両の速度、ステアリングの舵角、車両の傾き（
角速度センサ）情報を取得する。照明部４は、自車両の
周辺、及び自車両の前方を光照射する。色推定部１５は
、車両周辺検出部２で検出した交通環境の物体の色を推
定する。光調色部１３は、交通環境の物体の色に応じて
、光の色温度Ｋ（ケルビン）、輝度、照度のいずれか、
または全てを変更する。光照射範囲制御部１４は、車両
動作検出部３で取得した車速、舵角、傾き、及び交通環
境の物体との位置を基に、調色した光の照射範囲を制御
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両周辺における交通環境の物体を検出する車両周辺検出部と、
　前記車両周辺検出部で検出した交通環境の物体の色を推定する色推定部と、
　前記色推定部で推定した物体の色を基に光を調色する光調色部と、
　前記光調色部で調色した光を照射する照明部と、を備える車両用照明装置。
【請求項２】
　前記色推定部は、前記車両周辺検出部の出力画像から交通環境の物体の色を推定するも
のを含む請求項１に記載の車両用照明装置。
【請求項３】
　前記色推定部は、
　前記車両周辺検出部で検出した物体の形状を抽出する物体形状抽出部と、
　前記物体形状抽出部で抽出した物体の形状を基に物体の色を判定する物体色判定部と、
を有するものを含む請求項１に記載の車両用照明装置。
【請求項４】
　自車両の速度、舵角、及び傾きを取得する車両動作検出部と、
　前記車両動作検出部で取得した自車両の速度、舵角、傾き、及び自車両と物体との位置
を基に、前記光調色部で調色した光の照射範囲を制御する光照射範囲制御部と、を備え、
　前記照明部は、前記光調色部で調色した光を、前記光照射範囲制御部で制御される照射
範囲に照射するものである請求項１に記載の車両用照明装置。
【請求項５】
　前記車両周辺検出部は、自車両の周辺に存在する歩行者、自転車、二輪車、対向車、前
方走行車、白線、標識、及び信号機のいずれか、または全てを検出するものである請求項
１に記載の車両用照明装置。
【請求項６】
　前記色推定部は、日時及び場所のいずれか、または全てを用いて、交通環境の物体の色
を推定するものを含む請求項１に記載の車両用照明装置。
【請求項７】
　前記光調色部は、色温度、輝度、及び照度のいずれか、または全てを制御するものであ
る請求項１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ものであり、車両周辺における交通環境の物体を検出
して、交通環境の物体の色に応じて調色した光を照射することで運転者の視認性を向上す
ることを可能に構成された車両用照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両には、夜間等に運転者前方の視認性を向上させるために、ヘッドライト等の
車両用照明装置が備えられている。従来の車両用照明装置としては、例えば特許文献１お
よび特許文献２に記載されているようなものがあった。
【０００３】
　特許文献１に記載された車両用前照灯光軸方向自動調整装置は、車両の前方道路にある
物体が静止しているか動いているかで、前照灯の照射範囲を現状維持、拡大と変更するも
のである。図８は、特許文献１に記載された車両用前照灯光軸方向自動調整装置の概略構
成を示す。この車両用前照灯光軸方向自動調整装置は、障害物を検出するための赤外線カ
メラ５１と、車速を検出するための車速センサ５２と、車両の方向を検出するための操舵
角センサ５３と、前方に動いている障害物が有る場合にその障害物へ光照射を行い、静止
した障害物が有る場合に現状のままの光照射を行うように制御する制御部５４と、制御部
５４からの信号に応じて光照射を行う照明部５５とを有する。特許文献１に記載された車
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両用前照灯光軸方向自動調整装置によれば、車両の前方道路にある障害物と車両の車速に
応じて、前照灯の照射範囲を拡大できるため、運転者の前方視認性を向上できる。
【０００４】
　また特許文献２には、道路面の再帰反射率に応じて車両用照明装置における光の色、照
射方向、照射範囲を変更するものが記載されている。図９は、晴天時と雨天時の再帰反射
機能の説明図である。図９（ａ）に示すように、晴天時は、ヘッドライト光６１が路面６
４上の塗膜６３に含まれるガラスビーズ６２で再帰反射されるため、塗膜６３（ライン）
がよく見える。一方、雨天時は、図９（ｂ）に示すように、塗膜６３上が水膜６５で覆わ
れてガラスビーズ６２のレンズ作用を失うため、ヘッドライト光６１が散乱して塗膜６３
（ライン）が見えにくくなる。特許文献２に記載された車両用前照灯装置によれば、図９
（ｂ）に示した雨天時など、路面の再帰反射率が低下する場合であっても、路面に係る視
認性を向上できる。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－７２４６１号公報
【特許文献２】特開平７－１４４５７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、運転者の視認性は、車両周辺の交通環境の物体の色からも影響を受けて
いる。例えば、黄色を視認する場合に道路標識の黄色と道路標示の黄色では色の種類が異
なるために、運転者の視認性が異なる。従って、運転者の視認性を確保するためには、照
射範囲の拡大、及び路面の再帰反射率に応じた光制御では不十分である。
【０００７】
　本発明は、上記従来の事情に鑑みてなされたものであって、車両周辺の交通環境の物体
に対する運転者の視認性を向上させることができる車両用照明装置を提供することを目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の車両用照明装置は、自車両周辺における交通環境の物体を検出する車両周辺検
出部と、前記車両周辺検出部で検出した交通環境の物体の色を推定する色推定部と、前記
色推定部で推定した物体の色を基に光を調色する光調色部と、前記光調色部で調色した光
を照射する照明部と、を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、検出した交通環境の物体の色を推定し、推定した物体の色を基に光を
調色した光を照射することにより、交通環境の物体を目立たせるように光照射することが
できるため、運転者の視認性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下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。
【００１１】
　（車両用照明装置の構成）
　図１は、本発明の第１の実施形態における車両用照明装置１の概略構成を表すブロック
図である。車両用照明装置１は、四輪車、二輪車等の人が乗車して移動する乗り物に搭載
される。車両用照明装置１は、車両周辺検出部２、車両動作検出部３、照明部４、照明制
御部１０を備える。
【００１２】
　車両周辺検出部２は、車両周辺における交通環境の物体である歩行者、自転車、対向車
、前方走行車、標識、標示、信号機等を検出する。例えば、車両周辺検出部２は、イメー
ジセンサにより構成され、画像を取得する。また、車両周辺検出部２は、イメージセンサ
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と同様の画像を取得可能であれば、レーダー、レーザー等で実現してもよい。
【００１３】
　車両動作検出部３は、自車両の速度、ステアリングの舵角、車両の傾き（角速度センサ
）情報を取得する。照明部４は、自車両の周辺、及び自車両の前方を光照射する。光源は
、ハロゲン、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）、有機ＥＬ（Electro Luminescence）等で
実現してよく、特定箇所かつ特定箇所のみ調色した光を照射することが可能であれば実現
手段は問わない。照明部４の具体的構成例は、後述する。
【００１４】
　照明制御部１０は、交通環境の物体の形状を基に調色した光を照射するよう制御するも
のであり、色推定部１５、光調色部１３、光照射範囲制御部１４を備える。
【００１５】
　色推定部１５は、車両周辺検出部２で検出した交通環境の物体の色を推定する。具体的
には、色推定部１５は、車両周辺検出部２から出力された画像から、交通環境の物体の位
置毎に各物体の色を推定する。光調色部１３は、色推定部１５で推定した交通環境の物体
の色に応じて、光の色温度Ｋ（ケルビン）、輝度、照度のいずれか、または全てを変更す
る。光照射範囲制御部１４は、車両動作検出部３で取得した車速、舵角、傾き、及び交通
環境の物体との位置を基に、調色した光の照射範囲を制御する。
【００１６】
　（車両用照明装置の動作概要）
　図２は、本実施形態の車両用照明装置１の動作概要を説明するための概要図である。自
車両２４に搭載された車両用照明装置１が、夜間において、道路標識２１を含む前方に対
して光を照射する例を示す。自車両２４に搭載された車両用照明装置１は、通常、ヘッド
ライト配光領域２３に対して光照射を行っている。車両用照明装置１は、車両周辺検出部
２で交通環境の物体（標識）２１を検出すると、色推定部１５で物体２１の色を推定する
。そして、光調色部１３で物体２１の色に応じて光を調色し、光照射範囲制御部１４で車
両動作検出部３の出力を参照して照射範囲２２を決定し、照明部４が交通環境の物体２１
に対して調色した光を照射する。すなわち、車両用照明装置１は、ヘッドライト配光領域
２３のうち、交通環境の物体２１を含む領域（調色した配光領域）２２に対しては調色し
た光を照射する。
【００１７】
　このように本実施形態の車両用照明装置１によれば、交通環境の物体２１を検出した場
合、物体２１の色に応じて光を調色して、交通環境の物体２１に対して調色した光を照射
するので、物体２１が最も目立つように照射することができる。
【００１８】
　（照明部の具体的構成例及び照射例）
　図３は、本実施形態の車両用照明装置１における照明部４の具体的構成例を示す。照明
部４は、面発光可能なＬＥＤ前照灯を用いており、ＬＥＤは素子毎に調色制御が可能であ
る。本実施形態では、左右のＬＥＤ前照灯をそれぞれ６つの領域に分割して、それぞれの
領域毎に調色光およびその照射範囲を制御している。
【００１９】
　図４は、本実施形態の車両用照明装置１における前照灯と調色光照射範囲の例を示す。
左の前照灯は、（１）左・上部領域、（２）中央・上部領域、（３）左・中央領域、（４
）中央・中央領域、（５）左・路面領域および（６）中央・路面領域に分割制御され、車
両前方の（１）～（６）の領域を照射する。
【００２０】
　また、右の前照灯は、同様に、（７）中央・上部領域、（８）右・上部領域、（９）中
央・中央領域、（１０）右・中央領域、（１１）中央・路面領域および（１２）右・路面
領域に分割制御され、車両前方の（７）～（１２）の領域を照射する。
【００２１】
　図５は、本実施形態の車両用照明装置１における調色光照射範囲と色の例を示す。図５
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において、車両の前方には、自転車、歩行者、標識、対向車両といった交通環境の物体が
存在する。そこで、車両用照明装置１は、交通環境の物体の色に応じて、例えば、（１）
左・上部領域、（２）中央・上部領域、（３）左・中央領域、（４）中央・中央領域、（
７）中央・上部領域、（８）右・上部領域、（９）中央・中央領域および（１０）右・中
央領域を白色とし、（５）左・路面領域、（６）中央・路面領域、（１１）中央・路面領
域および（１２）右・路面領域を青白色として調色した光を照射する。
【００２２】
　このように本実施形態の車両用照明装置１によれば、検出した交通環境の物体の色を推
定し、推定した物体の色を基に光を調色し、調色した光の照射範囲を制御し、自車両から
交通環境の物体に調色した光を照射するので、夜間等において、車両周辺の交通環境の物
体に対する運転者の視認性を向上させることができ、障害物を早期に発見することができ
る。
【００２３】
　図６は、本発明の第２の実施形態における車両用照明装置１の概略構成を表すブロック
図である。図１に示した車両用照明装置１とは、照明制御部１０の構成が異なる。本実施
形態の車両用照明装置１は、照明制御部１０が、物体形状抽出部１１、物体色判定部１２
、光調色部１３、光照射範囲制御部１４で構成される。すなわち、図６に示される物体形
状抽出部１１及び物体色判定部１２は、図１に示される色推定部１５に相当し、車両周辺
検出部２で検出した交通環境の物体の色を推定するものである。
【００２４】
　物体形状抽出部１１は、車両周辺検出部２のイメージセンサで取得した画像から物体の
形状を抽出する。物体色判定部１２は、取得した物体の形状を基に物体の色を判定する。
具体的には、物体色判定部１２は、物体形状抽出部１１で検出した物体の種別に応じて、
例えば標識の場合は形状と色との対応、歩行者の場合は日時・場所と色との対応を記憶し
たテーブルに基づいて物体色を判定する。なお、形状が同じもの（例えば丸）でも、青色
の標識（例えば“歩行者専用”）と赤色の標識（例えば“進入禁止”）が存在する場合が
あるが、この場合は、物体の模様からいずれの色かを判定する。
【００２５】
　光調色部１３は、交通環境の物体の色に応じて、光の色温度Ｋ（ケルビン）、輝度、照
度のいずれか、または全てを変更する。光照射範囲制御部１４は、車両動作検出部３で取
得した車速、舵角、傾き、及び交通環境の物体との位置を基に、調色した光の照射範囲を
制御する。
【００２６】
　（車両照明制御部の動作フローチャート）
　図７は、本実施形態の車両用照明装置１における照明制御部１０の動作概要を説明する
ためのフローチャートである。以下、交通環境の物体が道路標識である場合を例に照明制
御部１０の動作概要を説明する。車両周辺検出部２は、車両周辺における交通環境の物体
の画像を取得する（Ｓ３０１）。物体形状抽出部１１は、取得した物体の画像を基に、物
体の形状を取得し判定する（Ｓ３０２）。
【００２７】
　道路標識は、規制標識、警戒標識および指示標識を含み、それぞれ形状が異なっている
。また、標識の種類によって、その色が異なっている。物体色判定部１２は、標識の形状
が丸、下三角形の場合は、規制標識であり物体の色は赤色と判定し（Ｓ３０３）。標識の
形状がひし形の場合は、警戒標識であり物体の色は黄色と判定し（Ｓ３０４）。標識の形
状が四角形の場合は、指示標識であり物体の色は青色と判定する（Ｓ３０５）。このよう
に物体色判定部１２は、例えば標識の場合は形状と色との対応、歩行者の場合は日時・場
所と色との対応を記憶したテーブルに基づいて物体色を判定することができる。また、物
体色判定部１２は、例えば車両の形状と色とを対応付けておき、車両がスポーツカーの場
合は赤色と判定してもよい。
【００２８】
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　次に、光調色部１３及び照明部４は、物体が赤色の場合は、通常の照射時の光、すなわ
ち物体の周囲に照射される光よりも、やや色温度が低い演色性の良い高輝度光源で照射す
ることで、物体の赤色が鮮明に見え運転者の視認性が向上する（Ｓ３０６）。また、物体
が黄色の場合は、物体の周囲よりやや色温度が低い演色性の良い高輝度光源で照射するこ
とで、物体の黄色が鮮明に見え運転者の視認性が向上する（Ｓ３０７）。物体が青色の場
合は、周囲よりやや色温度が高い演色性の良い高輝度光源で照射することで、物体の青色
が鮮明に見え運転者の視認性が向上する（Ｓ３０８）。これは、周囲よりやや色温度が低
い演色性の良い高輝度光源で照明すると、物体色の赤、黄色が鮮明に見えるためである。
【００２９】
　そして、光照射範囲制御部１４は、自車両の車速、舵角、傾き、および交通環境の物体
位置を基に、光照射範囲を制御する（Ｓ３０９）。自車両の速度が速い場合は、交通環境
の物体に対して速く光の照射範囲を移動させる。反対に自車両の速度が遅い場合は、交通
環境の物体に対してゆっくりと光の照射範囲を移動させる。
【００３０】
　このように本実施形態の車両用照明装置１によれば、検出した物体を基に物体の形状を
抽出し、抽出した物体の形状を基に物体の色を判定するので、夜間の降雨時など物体の色
を直接検出することが困難な場合でも、交通環境の物体の色に応じて調色した光の照射を
行うことが可能となる。
【００３１】
　以上、交通環境の物体が道路交通標識である場合を例に説明したが、本発明では、歩行
者、自転車、二輪車、車両、道路標示、信号機も対象とする。歩行者の場合は、歩行者全
体、ガードレール等による一部隠れた歩行者を対象とする。自転車、二輪車の場合は、自
転車、二輪車を運転する歩行者全体、ガードレール等による一部隠れた自転車、二輪車を
運転する歩行者も対象とする。車両の場合は、普通乗用車、スポーツカー、ワゴン、大型
車等の四輪車を対象とする。道路標示の場合は、車両通行帯、追い越し車線、横断歩道等
を対象とする。
【００３２】
　なお、物体の色は、日時、場所から判定することも可能である。例えば、物体の形状、
及び車両周辺検出部２で取得した画像から物体の色を取得できない場合は、冬であれば歩
行者の衣服は黒色を着衣することが多いと判定し、国、地域によって好む衣服の色が異な
ることを基に、歩行者の衣服の色を判定してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明は、車両周辺の交通環境の物体に対する運転者の視認性を向上させることができ
る効果を有し、車両用照明装置として利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施形態にかかる車両用照明装置の概略構成を表すブロック図（１）
【図２】本発明の実施形態にかかる車両用照明装置１の動作概要を示す図
【図３】本発明の実施形態にかかる車両用照明装置１における照明部４の具体的構成を示
す図
【図４】本発明の実施形態にかかる車両用照明装置１における前照灯と調色光照射範囲の
例を示す図
【図５】本発明の実施形態にかかる車両用照明装置１における調色光照射範囲と色の例を
示す図
【図６】本発明の実施形態にかかる車両用照明装置の概略構成を表すブロック図（２）
【図７】本発明の実施形態にかかる車両用照明装置１の照明制御部１０の動作を説明する
ためのフローチャート
【図８】従来の車両用前照灯光軸方向自動調整装置の概略構成を示す図
【図９】晴天時と雨天時の再帰反射機能の説明図
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【符号の説明】
【００３５】
　１　車両用照明装置
　２　車両周辺検出部
　３　車両動作検出部
　４，５５　照明部
　１０　照明制御部
　１１　物体形状抽出部
　１２　物体色判定部
　１３　光調色部
　１４　光照射範囲制御部
　１５　色推定部
　２１　交通環境の物体
　２２　調色した配光領域
　２３　ヘッドライト配光領域
　２４　自車両
　５１　赤外線カメラ
　５２　車速センサ
　５２　操舵角センサ
　５４　制御部
　６１　ヘッドライト光
　６２　ガラスビーズ
　６３　塗膜
　６４　路面
　６５　水膜
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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