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(57)【要約】
【課題】前照灯により車両の進行方向に確実に照射する
ことができると共に対向車または先行車の運転者が眩惑
されることを防止しながら最大照射状態に制御すること
ができる車両用前照灯制御装置を提供する。
【解決手段】前照灯制御装置は、現在地及び自車速度を
検出したときは（Ｓ１：ＹＥＳ）、進路予測処理を行い
（Ｓ２）、進路予測に基づいて前照灯の光軸方向を算出
してから（Ｓ３）、前照灯を左右制御する（Ｓ４）。次
に、カメラからの映像を入力し（Ｓ５）、画像処理の結
果（Ｓ６）、対向車或いは先行車がいると判断した場合
（Ｓ７：ＹＥＳ）、対向車或いは先行車の相対距離を検
出できたときは（Ｓ１０：ＹＥＳ）、前照灯に光軸方向
を算出し（Ｓ１１）、前照灯の上下左右方向を制御する
（Ｓ１２）。また、対向車或いは先行車がいないと判断
したときは（Ｓ７：ＮＯ）、前照灯を上方向の最大に制
御する（Ｓ８）。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
車両の前照灯の配光パターンを制御する制御手段を備えた車両用前照灯制御装置におい
て、
車両の現在地に対応した地図データを取得する取得手段と、
車両の前方を撮像する撮像手段とを備え、
前記制御手段は、前記取得手段が取得した地図データに基づいて車両の進行方向を予測
し、その進行方向に向かって最遠方照射状態となるように前記配光パターンを制御すると
共に、前記撮像手段の撮像に基づいて対向車または先行車が存在すると判断した場合は、
対向車または先行車の相対距離及び相対速度などに基づいて対向車または先行車の運転者
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が眩惑されない最大照射状態となるように前記配光パターンを制御することを特徴とする
車両用前照灯制御装置。
【請求項２】
予め設定した経路にしたがって案内する経路案内手段を備え、
前記制御手段は、前記経路案内手段による経路が設定されている場合は、当該経路に基
づいて車両の進行方向を予測することを特徴とする請求項１記載の車両用前照灯制御装置
。
【請求項３】
前記制御手段は、前記経路案内手段による経路が設定されていない場合は、車両の走行
車線、ウインカー情報、車速などの車両情報に基づいて車両の進行方向を予測することを
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特徴とする請求項２記載の車両用前照灯制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、車両の前照灯の配光パターンを制御する車両用前照灯制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
車両の前照灯の配光パターンを制御することにより、車両の進行方向に向かって照射し
たり、前方に位置する対向車または先行車の運転者が眩惑してしまうことを防止したりす
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ることが提案されている。
【特許文献１】特開平１１−１９８７１４号公報
【特許文献２】特開２００４−１６１０８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
車両の配光パターンを制御する技術としては、道路の白線を検出して前照灯の方向を制
御することが提案されているものの（特許文献１参照）、白線を検出してから配光制御を
行なったのでは、配光制御が間に合わない場合や白線自体を検出できない虞がある。
また、対向車または先行車を考慮した配光技術には、車両前方の撮影画像及びステアリ
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ング操作量に基づいて行なうことが提案されているものの（特許文献２参照）、対向車ま
たは先行車の運転者が眩惑されることがない照射範囲に制御できないという課題が残され
ている。また、前照灯の配光パターンを最小範囲に制御した場合は、対向車または先行車
の運転者が眩惑されないものの、それでは、前照灯を効果的に前方に照射することができ
ない。
【０００４】
本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、その目的は、前照灯により車両の進行方向
に確実に照射することができると共に対向車または先行車の運転者が眩惑されることを防
止しながら最大照射状態に制御することができる車両用前照灯制御装置を提供することに
ある。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
請求項１の発明によれば、前照灯の配光パターンの制御は、車両の現在地の地図データ
に基づいて行なわれるので、車両の進行方向に前照灯を確実に照射することができる。
また、撮像手段により対向車または先行車の存在を検出した場合は、対向車または先行
車の相対距離及び相対速度に基づいて対向車または先行車の運転者が眩惑されないように
前照灯の配光パターンを制御するので、対向車または先行車の有無にかかわらず常に最大
範囲で照射することができる。
【０００６】
さて、地図データ上において例えば道路が分岐するようなポイントでは、地図データだ
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けでは前照灯の配光パターンを制御することが不可能となるものの、請求項２の発明によ
れば、予め設定した経路にしたがって案内されている場合は、その経路を進行することを
予測して配光パターンを制御するので、経路に基づいて車両の進行方向に前照灯の照射範
囲を確実に向けることができる。
【０００７】
しかしながら、経路が設定されていない場合に道路が分岐するようなポイントでは、前
照灯の配光パターンの制御が不可能となるものの、請求項３の発明によれば、車両の進行
方向によって車両の走行車線、ウインカー情報、車速などの車両情報が異なるので、車両
情報に基づいて車両の進行方向を予測することができ、車両の進行方向に前照灯の照射範
囲を制御することが可能となる。

20

【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
以下、本発明の一実施例について図面に基づいて説明する。図１は車両前照灯の配光パ
ターン制御システムの全体構成を示したものである。本実施例の車両前照灯の配光パター
ン制御システム１は、カーナビゲーション装置（経路案内手段に相当）２と前照灯制御装
置３とを備えて構成される。
カーナビゲーション装置２は、制御回路４、ＧＰＳ受信機５、車体方位センサ６、車速
センサ７、操作スイッチ群８、表示装置９、磁気ディスク装置（ＨＤＤ）１０を備えて構
成される。
【０００９】
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制御回路４は、カーナビゲーション装置２の動作全般を制御する機能を有するもので、
マイクロコンピュータを主体に構成されており、内部には図示しないＣＰＵ、ＲＡＭ、Ｒ
ＯＭ、Ｉ／Ｏインターフェース、それらを接続するバスなどを備える。
ＧＰＳ受信機５は、複数のＧＰＳ用人工衛星からの信号を受信して制御回路４に伝達す
るもので、その情報に基づいて制御回路４内で必要な演算処理が行なわれ車両の現在位置
が算出される。車体方位センサ６は、地磁気センサ、振動ジャイロ等で構成され車体の方
位を検出するものである。車速センサ７は車速を検出するためのもので、例えばトランス
ミッションの回転を電気信号に変換した車速信号を出力する。
【００１０】
操作スイッチ群８は、制御回路４へのコマンドやデータ入力のための手段で、例えばカ
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ラー液晶ディスプレイ上に形成されたタッチスイッチやリモコンスイッチ等で構成される
。表示装置９は、道路地図、車両の現在位置、案内経路等を表示するためのもので、例え
ばカラー液晶ディスプレイで構成される。
【００１１】
磁気ディスク装置１０内には、本カーナビゲーション装置２を動作させるための各種プ
ログラムが予め格納されている。このプログラムには、後述する本発明の機能を発揮させ
るためのプログラムの他に一般的なカーナビゲーション機能を実行するためのプログラム
、例えばＧＰＳ受信機５からの信号に基づいて現在位置を算出する機能、算出した現在位
置を地図上に位置付けるマップマッチング処理機能、目的地や経由地の指定を受けて現在
位置から目的地までの経路を探索する経路探索機能、その経路探索結果に応じた案内経路
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を 地 図 画 面 上 に 表 示 し て 案 内 す る 経 路 案 内 機 能 、 Ｖ Ｉ Ｃ Ｓ （ Vehicle Information & Comm
unication System(登 録 商 標 )） か ら の 道 路 交 通 情 報 を 受 信 し て 運 転 者 に 知 ら せ る 機 能 な ど
を実行するためのプログラムが含まれる。
以上のような装置の他にもカーナビゲーション装置２には、車両の上下／前後方向の加
速度を検出する加速度センサ、車体の傾斜角を検出する車体傾斜角センサ等が必要により
取り付けられる。
【００１２】
前照灯制御装置３は、車体前部の左右に取り付けられた前照灯を機械的及び電気的に制
御することにより、その配光パターンである光ビームの形状、明るさ、照射方向を変化さ
せるものである。前照灯制御装置３は、制御演算部（制御手段、取得手段に相当）２０と
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操作部２１により構成される。
【００１３】
操作部２１は、制御演算部２０が出力する操作信号ＭＶ１〜ＭＶ８を入力指令信号とし
て受けて左右の前照灯３０，３１を指令通りに制御する機能を有する。操作部２１の構成
としては、制御対象である前照灯３０，３１のランプ構成、リフレクタ構成、駆動機構の
構成によって様々な構成が存在する。本実施例の操作部２１は、左前照灯照明強度駆動回
路２２、左前照灯水平旋回駆動機構２３、左前照灯仰角駆動機構２４、左前照灯ビーム広
がり駆動機構２５と、右前照灯に対応する同様の駆動回路２６、駆動機構２７〜２９とに
より構成されている。
【００１４】
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左前照灯照明強度駆動回路２２は、左前照灯３０のランプ３０ａに電力を供給する回路
であり、操作信号ＭＶ１により指令された値の電力をランプ３０ａに供給する。なお、ラ
ンプが複数存在する場合には、各々のランプに対応して複数の回路が設けられる。
左前照灯水平旋回駆動機構２３は、左前照灯３０により発せられる光ビームの水平旋回
角度を制御する機構で、操作信号ＭＶ２により指令された方向に光ビームの水平旋回角度
を調節する。この角度調節は旋回用モータを使用したサーボ機構によるフィードバック制
御で行なわれる場合と、例えばパルスモータを使用したオープンループ制御で行なわれる
場合とがある。何れの制御方式を採用した場合も、最終的な水平旋回角度は操作信号ＭＶ
２により指令された角度に一致させられる。
【００１５】
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左前照灯仰角駆動機構２４は、左前照灯３０により発せられる光ビームの仰角を制御す
る機構で、操作信号ＭＶ３により指令された角度に光ビームの仰角を調節する。駆動機構
は、左前照灯水平旋回駆動機構２３と同じようにして構成される。
左前照灯ビーム広がり駆動機構２５は、左前照灯３０により発せられる光ビームの広が
り（立体角）を制御する機構で、操作信号ＭＶ４により指令された広がりに光ビームの広
がりを調節する。この光ビームの広がりは、ランプとその背面に設けられるリフレクタと
の間隔を変化させることで調節される。間隔を狭くすると広がりは大きく、間隔を広げる
と広がりは小さくなる。間隔の調節は、ランプあるいはリフレクタを移動させる方式で行
なってもよいが、リフレクタからの距離が異なる位置に複数のランプフィラメントを取り
付け、通電するフィラメントを切り換える方式で行なうようにしてもよい。
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【００１６】
右前照灯３１用の駆動回路２６、駆動機構２７〜２９も左前照灯３０用と同じように構
成される。但し、左前照灯３０用と右前照灯３１用の各駆動回路、駆動機構は別々の操作
信号によって制御される。
制御演算部２０は、上述した操作部２１内の駆動回路２２、２６、駆動機構２３〜２５
、２７〜２９に対してそれぞれの操作信号ＭＶ１〜ＭＶ８を生成して与えるものである。
この操作信号ＭＶ１〜ＭＶ８は、左前照灯３０と右前照灯３１とにより形成される総合的
な配光パターンが所定の目標配光パターンと一致させるように生成される。この目標配光
パターンは、制御演算部２０に入力される入力信号に基づいて制御演算部２０内で決定さ
れ、その決定した目標配光パターンに従って操作信号ＭＶ１〜ＭＶ８が演算により生成さ
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れる。
【００１７】
前照灯制御装置３の制御演算部２０への入力信号は、本実施例の場合、カーナビゲーシ
ョン装置２の制御回路４に加えて舵角センサ１１、カメラ（撮像手段に相当）１２からも
与えられる。
制御回路４から入力される信号としては、車体方位センサ６で検出された車体方位、車
速センサ７で検出された車速がある。車速は、車速により運転者の注視点が変化すること
から配光パターンをそれに合った形に変化させるために参照される。制御回路４からは、
走行中道路の方向、曲がり具合、勾配、道路幅等のデータが制御演算部２０に入力される
。これらの入力情報は、ＧＰＳ受信機５の信号を基に算出された自車位置に基づいて地図
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データから読み出される。道路の方向、曲がり具合は、車体方位センサ６で検出された車
体方位と共に光ビームの方向、広がり等を決定するために使用される。
【００１８】
制御回路４からは、更にカーナビゲーション装置２の経路案内機能により提供される右
折、左折交差点が前方○○ｍに迫っているとの案内情報も制御演算回路２０に入力される
。この情報は、交差点直前、あるいは交差点内で照射範囲の方向を運転し易い方向に制御
するために参照される。
舵角センサ１１は、ステアリングホイールの回転角度から車両の舵角（旋回角度）を検
出するセンサである。舵角センサ１１からの舵角信号は、交差点などの曲路走行をする場
合に進行方向を視認しやすいように光ビームを曲がろうとする方向に旋回させるために参
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照される。
カメラ１２は、車両の前方を視野範囲とするように車両に取り付けられているもので、
その映像信号は、車両の前方に対向車または先行車がいるかを判断するために参照される
。
【００１９】
なお、舵角センサ１１からの信号及びカメラ１２からの映像信号は、制御回路４を経由
して制御演算部２０に入力するようにしてもよい。
制御演算部２０は、このような入力信号に基づいてまず最適な目標配光パターンを決定
し、その決定した目標配光パターンを実現するための操作信号ＭＶ１〜ＭＶ８を演算によ
り算出する。操作信号ＭＶ１〜ＭＶ８は、目標配光パターンにより決まり、その目標配光
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パターンは制御演算部２０への入力信号により決まる。従って、操作信号ＭＶ１〜ＭＶ８
は、結局、制御演算部２０への入力信号によって決まる。
【００２０】
車体方位信号をＳ１、車速信号をＳ２、上述した走行中道路の前方状況に関する情報を
Ｓ３、上述した経路案内機能からの情報をＳ４、舵角信号をＳ５、カメラの撮像映像を分
析した情報をＳ６と表現することとすると、操作信号ＭＶ１〜ＭＶ８は次にように表わす
ことができる。
【００２１】
ＭＶ１＝Ｆ１（Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４，Ｓ５，Ｓ６）

……

（１）

ＭＶ２＝Ｆ２（Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４，Ｓ５，Ｓ６）

……

（２）

ＭＶ３＝Ｆ３（Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４，Ｓ５，Ｓ６）

……

（３）

ＭＶ４＝Ｆ４（Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４，Ｓ５，Ｓ６）

……

（４）

ＭＶ５＝Ｆ５（Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４，Ｓ５，Ｓ６）

……

（５）

ＭＶ６＝Ｆ６（Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４，Ｓ５，Ｓ６）

……

（６）

ＭＶ７＝Ｆ７（Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４，Ｓ５，Ｓ６）

……

（７）

ＭＶ８＝Ｆ８（Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４，Ｓ５，Ｓ６）

……

（８）
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ここで、Ｆ１〜Ｆ８は、Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４、Ｓ５、Ｓ６を変数に持つ関数を表わ
しており、左右前照灯３０，３１の内部構造、路面から取り付け位置までの高さ、左右前
照灯間の間隔等によって異なり、車両の型式毎に決まる関数である。
【００２２】
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上記（１）〜（８）式によって算出された操作信号ＭＶ１〜ＭＶ８は、入力指令信号と
して操作部２１に与えられる。操作部２１内の照明強度駆動回路２２、２６、水平旋回駆
動機構２３、２７、仰角駆動機構２４、２８、ビーム広がり駆動機構２５、２９は、与え
られた操作信号ＭＶ１〜ＭＶ８に従ってランプの照明強度、光ビーム方向、光ビーム広が
りを制御する。それらの制御の結果としての左右前照灯３０，３１による総合的な配光パ
ターンは、操作信号ＭＶ１〜ＭＶ８の値によって一義的に決まる。
【００２３】
次に上記構成の作用について説明する。
車両の前照灯３０，３１を点灯すると、前照灯３０，３１から車両の前方に照射される
ので、夜間の走行時に車両の前方の様子を確認しながら走行することができる。
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さて、本実施例では、制御回路４は、上述したように基本的には現在地と地図データに
基づいて車両の進行方向を予測し、その予測に基づいて前照灯の配光パターンが車両の進
行方向を向くと共に最適な配光パターンとなるように制御することを基本としている。
【００２４】
図２は、制御回路４の配光パターン制御動作を示すフローチャートで、前照灯３０，３
１が点灯されたときに動作するようになっている。この図２において、制御回路４は、現
在地及び自車速度を検出したときは（Ｓ１）、それらの情報に基づいて進路予測処理を実
行する（Ｓ２）。
【００２５】
図３は、制御回路４の進路予測処理を示している。この図３に示すように、上述した経
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路検索機能により設定された経路を案内中かを判断し（Ｓ２１）、経路案内中の場合は（
Ｓ２１：ＹＥＳ）、経路上を進行することを前提として車両の進行方向を予測する（Ｓ２
２）。
【００２６】
一方、経路案内中でない場合は（Ｓ２１：ＮＯ）、経路上を進行するものとして車両の
進行方向を予測することができないことから、走行車線、ウインカー情報、車速検出情報
などの車両情報を取得し（Ｓ２３）、それらの車両情報に基づいて進行方向を予測する（
Ｓ２４）。この場合、走行車線は、ＧＰＳ受信機５の検出信号が示す現在位置と地図デー
タとの詳細な位置関係に基づいて求めることができる。また、ウインカー情報は、操作ス
イッチ群８からの信号に基づいて求めることができる。さらに、車速検出情報は、車速セ
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ンサ７からの車速信号に基づいて求めることができる。
【００２７】
具体的には、図４に示すように現在地と地図データとに基づいて交差点に進入する車線
（本実施例では二車線）のうち歩道側の車線Ａを走行していると判断した場合は、そのま
ま直線するのか左折するのかを判断することができないことから、このような場合は、ウ
インカー情報に基づいて判断する。この場合、ウインカー情報を取得できないときは、車
速を検出し、速度を減速することなく通常速度で走行しているときは、直進すると予測す
る。これに対して、交差点に近づくに従って車速が低下したときは、左折すると予測する
。また、交差点に進入する車線のうちセンターライン側の車線Ｂを走行している場合は、
右折すると予測する。
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以上のようにして進路予測処理が終了したときは、図２に示すように前照灯３０，３１
の配光パターンが上述のように予測した車両の進行方向を向くように、前照灯３０，３１
の光軸方向を算出してから（Ｓ３）、前照灯３０，３１の光軸を左右制御する（Ｓ４）。
【００２８】
次に、カメラ１２からの映像を入力すると共に（Ｓ５）、その映像に対して画像処理を
施してから（Ｓ６）、画像データに基づいて対向車または先行車がいるかを判断する（Ｓ
７）。このような判断は、画像データと予め記憶している各種自動車のパターンとの比較
に基づいて行なわれる。このとき、対向車または先行車がいないと判断した場合は（Ｓ７
：ＮＯ）、前照灯３０，３１を上方向の最大を向くように制御する（Ｓ８）。
【００２９】

50

(7)

JP 2007‑99078 A 2007.4.19

以上のような動作により、対向車または先行車がいない場合は、前照灯３０，３１の配
光パターンはハイビーム状態（最遠方照射状態に相当）に制御されるので、進行方向にお
ける遠方の様子を確認することができる（図５（ａ）参照、図中Ｃが照射範囲を示す）。
この場合、湾曲している道路を走行している場合は、上述したように進行方向を向くよう
に照射方向を制御した状態でハイビームに制御されることになる（図６（ａ）参照）。
【００３０】
一方、対向車または先行車がいる場合に（Ｓ７：ＹＥＳ）、対向車または先行車までの
相対距離を検出できたときは（Ｓ１０：ＹＥＳ）、前照灯３０，３１の光軸方向を算出し
（Ｓ１１）、前照灯３０，３１による配光パターンの上下左右範囲を制御する（Ｓ１２）
。この場合の配光パターンの制御は、対向車または先行車の運転者が眩惑されないことを
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目的とするもので、前照灯３０，３１の上下方向の照射範囲及び運転者の顔（対向車の場
合）或いはバックミラー（先行車の場合）の位置を予測し、その予測位置に基づいて前照
灯の照射範囲に運転者の顔或いはバックミラーが位置しないようにリアルタイムで制御す
るものである。
【００３１】
以上のような動作により、対向車または先行車がいる場合は、前照灯３０，３１の配光
パターンはロービーム状態における遠方照射状態（最大範囲照射状態に相当）に制御され
るので、進行方向における広い範囲の様子を確認することができる（図５（ｂ）、図６（
ｂ）参照）。また、対向車または先行車との間の距離が短くなるのにしたがって、上述の
ように前照灯３０，３１の照射範囲を上下方向に制御するのに加えて、照射範囲を拡げる
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ことにより左右方向にも同時に制御するようになる（図５（ｃ）、図６（ｃ）参照）。
【００３２】
そして、対向車または先行車がいなくなったときは（Ｓ７：ＮＯ）、前照灯３０，３１
を上方向の最大に制御するようになるので（Ｓ８）、再び最遠方まで確認することができ
るようになる。
また、前照灯３０，３１がオフされたときは（Ｓ９：ＹＥＳ）、配光パターン制御を終
了する。
【００３３】
このような実施例によれば、車両の現在地と地図データに基づいて前照灯３０，３１の
配光パターンが車両の進行方向を向くように制御する際に、カメラ１２による撮影映像に
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基づいて対向車または先行車がいないと判断した場合は最遠方状態で照射するように配光
パターンを制御すると共に、対向車または先行車がいる場合は運転者が眩惑されないよう
に配光パターンを制御するようにしたので、対向車または先行車の運転者が眩惑されてし
まうことを防止することができる。
【００３４】
しかも、対向車または先行車との距離に基づいて前照灯３０，３１の配光パターンを対
向車または先行車の運転者が眩惑してしまうことを防止しながら、前照灯３０，３１の照
射範囲を上下方向に加えて左右方向にも制御するようにしたので、前照灯３１，３１を常
に最大範囲で照射できる。
【００３５】
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また、カーナビゲーション装置２による経路案内を行なっている場合は、予め設定され
ている経路に基づいて車両の進行方向を予測して配光パターンを制御するようにしたので
、道路が分岐するような場合であっても、前照灯３０，３１が車両の進行方向を向くよう
に確実に制御することができる。
【００３６】
さらに、カーナビゲーション装置２による経路案内を行なっていない場合であっても、
車両の走行車線、ウインカー情報、車速などの車両情報に基づいて車両の進行方向を予想
して配光パターンを制御するようにしたので、道路が分岐するような場合であっても、前
照灯３０，３１の配光パターンが車両の進行方向を向くように制御することが可能となる
。
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【００３７】
本発明は、上記実施例に限定されることなく、次のように変形または拡張できる。
対向車または先行車がいることにより制御した配光パターンが適切でない場合は、それ
を任意に補正可能な補正手段を設けるようにしてもよい。
先行車または対向車の現在位置を車車間通信により取得し、それに基づいて配光パター
ンを制御するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の一実施例におけるカーナビゲーション装置及び前照灯制御装置の電気的
構成を示す図
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【図２】前照灯制御装置の動作を示すフローチャート
【図３】前照灯制御装置の進路予想処理を示すフローチャート
【図４】ルートが無い場合の進行方向予測を説明するための図
【図５】先行車の有無に応じた配光パターンを示す図
【図６】対向車の有無に応じた配光パターンを示す図
【符号の説明】
【００３９】
図面中、１は配光パターン制御システム、２はカーナビゲーション装置（経路案内手段
）、３は前照灯制御装置、４は制御回路、１２はカメラ（撮像手段）、２０は制御演算部
（制御手段、取得手段）、２１は操作部、３０は左前照灯、３１は右前照灯である。

【図１】

【図２】
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【図４】

【図６】

【図５】
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