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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両（１０）のうち周囲の人（Ｐ）から見える位置に設けられ、上下方向に延びる仮想
線（Ｋ１）の周りに回動可能であり、かつ、複数の発光部（２５）を有する可動デバイス
（２０）と、
　前記車両と前記人との位置関係を検知するセンサ（３１、３２、３３）と、
　前記センサの検知結果に基づき、前記発光部の光軸（Ｒ、Ｌ）が前記人に向かうように
前記可動デバイスを回動させる駆動制御手段（２３ａ）と、
　前記光軸が前記人に向かうように前記可動デバイスを回動させている時には、複数の前
記発光部のうちの一部を発光させ、前記光軸が前記人に向かう位置で前記可動デバイスを
回動停止させた以後には、回動させている時に比べて発光させる前記発光部の数を増大さ
せ、なおかつ、前記回動停止の時点から所定時間が経過した後に前記発光部を点灯から点
滅に切り替える発光制御手段（２５ａ）と、を備えることを特徴とする車載装置。
【請求項２】
　前記可動デバイスが水平方向に、所定間隔を空けて２つ並べて配置されていることを特
徴とする請求項１に記載の車載装置。
【請求項３】
　前記人に情報を報知する報知手段（１７、１８）を備え、
　前記可動デバイスの回動停止時点、または回動停止時点から所定時間以内に、前記報知
手段による報知を開始させることを特徴とする請求項１または２に記載の車載装置。
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【請求項４】
　前記可動デバイスは、水平方向に延びる仮想線（Ｋ２）の周りにも回動可能であること
を特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の車載装置。
【請求項５】
　前記車両の走行速度が所定値未満である低速走行時には、前記光軸が前記人に向かうよ
うに前記可動デバイスを回動させることを許可し、前記車両の走行速度が前記所定値以上
である高速走行時には、前記光軸が前記人に向かうように前記可動デバイスを回動させる
ことを禁止することを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載の車載装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の周囲の人に安心感を与える車載装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、車両の周囲の歩行者に対して各種の報知を実施する技術が進んできている。
例えば特許文献１には、周囲の歩行者と車両との接触可能性を予測し、接触可能性が高い
場合にはその旨を歩行者へ報知する旨が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１６３６３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、歩行者の立場からすると、接近車両が自分を検知しているか否かが分か
らないと、歩行者は不安な気持ちになる。そして、上述した報知を車両が出力したとして
も、その報知が自分に対してのものなのか、他の歩行者に対してのものなのかが分かりに
くいので、上記不安は十分に解消されない。
【０００５】
　特に夜間では、車両運転者の顔や仕草が歩行者からはよく見えないので上記不安が大き
い。また、近年開発が進んでいる自動走行車両では運転者が乗席していない場合もあり、
この場合には上記不安が特に大きい。なお、この種の不安は、歩行者に限られるものでは
なく、車両周囲を走行する自転車や自動車等の車両の運転者に対しても、同様に生じ得る
。
【０００６】
　本発明は、上記問題を鑑みてなされたもので、その目的は、車両の周囲の歩行者や車両
運転者に対して与える不安感の軽減を図った車載装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　ここに開示される発明は上記目的を達成するために以下の技術的手段を採用する。なお
、特許請求の範囲およびこの項に記載した括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具
体的手段との対応関係を示すものであって、発明の技術的範囲を限定するものではない。
【０００８】
　開示される発明のひとつは、車両（１０）のうち周囲の人（Ｐ）から見える位置に設け
られ、上下方向に延びる仮想線（Ｋ１）の周りに回動可能であり、かつ、複数の発光部（
２５）を有する可動デバイス（２０）と、車両と人との位置関係を検知するセンサ（３１
、３２、３３）と、センサの検知結果に基づき、発光部の光軸（Ｒ、Ｌ）が人に向かうよ
うに可動デバイスを回動させる駆動制御手段（２３ａ）と、光軸が人に向かうように可動
デバイスを回動させている時には、複数の発光部のうちの一部を発光させ、光軸が人に向
かう位置で可動デバイスを回動停止させた以後には、回動させている時に比べて発光させ
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る発光部の数を増大させ、なおかつ、回動停止の時点から所定時間が経過した後に発光部
を点灯から点滅に切り替える発光制御手段（２５ａ）と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　この発明によれば、センサの検知結果に基づき、車両の周囲の人に向けて可動デバイス
が回動する。そのため、可動デバイスを向けられた人は、接近車両が自分を検知している
印象を受ける。よって、接近車両が自分を検知しているか否かが分からないといった不安
感が軽減される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１実施形態において、車載装置が備える可動デバイスの、車両搭載位
置を示す斜視図。
【図２】第１実施形態において、可動デバイスによる作動内容を示す斜視図。
【図３】第１実施形態に係る可動デバイスの制御ブロック図。
【図４】第１実施形態に係る可動デバイスの作動、通知処理および車両挙動の実行条件を
説明するフローチャート。
【図５】図４に示す可動デバイス制御のサブルーチン処理を説明するフローチャート。
【図６】本発明の第２実施形態において、可動デバイス制御のサブルーチン処理を説明す
るフローチャート。
【図７】本発明の第３実施形態において、可動デバイス制御のサブルーチン処理を説明す
るフローチャート。
【図８】第３実施形態において、複数のＬＥＤを全消灯させた状態を示す正面図。
【図９】第３実施形態において、複数のＬＥＤの一部を点灯させた状態を示す正面図。
【図１０】第３実施形態において、複数のＬＥＤの全てを点灯させた状態を示す正面図。
【図１１】本発明の第４実施形態において、可動デバイス制御のサブルーチン処理を説明
するフローチャート。
【図１２】本発明の第５実施形態において、人を検知した時の表示デバイスの作動状態を
示す斜視図。
【図１３】第５実施形態において、発光部を移動表示させる時の表示デバイスの作動状態
を示す斜視図。
【図１４】第５実施形態において、発光部の移動停止時の表示デバイスの作動状態を示す
斜視図。
【図１５】第５実施形態に係る表示デバイスの制御ブロック図。
【図１６】第５実施形態において、表示デバイス制御のサブルーチン処理を説明するフロ
ーチャート。
【図１７】本発明の第６実施形態において、人を検知した時の表示デバイスの作動状態を
示す斜視図。
【図１８】第６実施形態において、発光部を移動表示させる時の表示デバイスの作動状態
を示す斜視図。
【図１９】第６実施形態において、発光部の移動停止時の表示デバイスの作動状態を示す
斜視図。
【図２０】本発明の第７実施形態において、車載装置が備える表示デバイスの、車両搭載
位置を示す正面図。
【図２１】図２０の拡大図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しながら本発明を実施するための複数の形態を説明する。各形態にお
いて、先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付して重複する
説明を省略する場合がある。各形態において、構成の一部のみを説明している場合は、構
成の他の部分については先行して説明した他の形態を参照し適用することができる。
【００１４】
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　（第１実施形態）
　図１に示す車両１０は、自動走行機能を有している。例えば、走行駆動力およびブレー
キの自動制御、操舵の自動制御、前進および後退を切り替える自動制御が可能である。そ
して、これら自動制御による自動走行モードと、運転者の操作にしたがって走行する手動
走行モードとが切り替え可能である。
【００１５】
　車両１０は、ボンネット１１、フロントグリル１２、バンパー１３およびヘッドライト
１４を備える。ヘッドライト１４は、フロントグリル１２の左右両側、かつボンネット１
１とバンパー１３の間に位置しており、透光性を有する外カバー１５で覆われている。外
カバー１５の内側には、複数のヘッドライト１４に加えて、後に詳述する可動デバイス２
０が搭載されている。可動デバイス２０は、車両１０の周囲の人Ｐに向けて回動する（図
２参照）。周囲の人Ｐとは、歩行者、自転車の運転者、自動二輪車の運転者、自動四輪車
の運転者等が挙げられる。
【００１６】
　図３に示すように、可動デバイス２０は、発光部としての光源（ＬＥＤ２５）と、ＬＥ
Ｄ２５を覆うカバー２１と、ＬＥＤ２５およびカバー２１を保持する筐体２２とを備える
。筐体２２は、以下に説明するパン作動およびチルト作動か可能な状態で、車両１０のう
ち外カバー１５の内側部分に搭載されている。パン作動とは、上下方向に延びる仮想線Ｋ
１の周りに回転する作動である。チルト作動とは、車両左右方向（水平方向）に延びる仮
想線Ｋ２の周りに回転する作動である。
【００１７】
　さらに可動デバイス２０は、筐体２２を可動させるパン用モータ２３およびチルト用モ
ータ２４を備える。パン用モータ２３により筐体２２をパン作動させると、ＬＥＤ２５の
光軸Ｒ、Ｌの向きが左右に移動する。チルト用モータ２４により筐体２２をチルト作動さ
せると、ＬＥＤ２５の光軸Ｒ、Ｌの向きが上下に移動する。さらに可動デバイス２０は、
パン用モータ２３およびチルト用モータ２４の駆動を制御するモータ制御部２３ａ（駆動
制御手段）と、ＬＥＤ２５の駆動を制御する発光制御部２５ａ（発光制御手段）とを備え
る。
【００１８】
　車両１０には、カメラ３１、レーダ装置３２およびソナー装置３３が搭載されている。
カメラ３１は、自身の車両１０（自車両）の周囲を撮影する。レーダ装置３２およびソナ
ー装置３３は、車両１０の周囲の物体（人Ｐ）に向けて電波および音波を発射し、その反
射波を受信することで、車両１０と物体との位置関係を検知する。具体的には、車両１０
と物体との距離、および車両１０から見た物体の方向を検知する。
【００１９】
　マイクロコンピュータにより提供される接近者検出部３４は、カメラ３１、レーダ装置
３２およびソナー装置３３（センサ）により取得された情報に基づき、車両１０への接近
者を検出する。例えば、接近者検出部３４は、カメラ３１により撮影された映像データ（
検知結果）に基づき、歩行者または車両が自身の車両１０に接近しているか否かを検出す
る。さらに接近者検出部３４は、接近している歩行者または周囲車両である接近物体（以
下、接近者と呼ぶ）と自車両との距離を、レーダ装置３２およびソナー装置３３の検知結
果に基づき演算する。
【００２０】
　車両１０は、車両周囲の人Ｐに各種情報を報知する表示部１７（報知手段）および車外
スピーカ１８（報知手段）を備える。表示部１７は、フロントウインドシールド１６に取
り付けられている（図１参照）。表示部１７を駆動させない非表示の時には、表示部１７
は透明である。表示部１７を駆動させると、車外から表示部１７の表示内容が視認可能と
なる。表示部１７にはメッセージや図柄が表示される。車外スピーカ１８は警告音や音声
を出力する。
【００２１】
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　さらに車両１０は、先述した自動走行機能を発揮するための車両駆動部１９、車両挙動
制御部１９ａおよび走行軌道計画部３５を備える。車両駆動部１９の具体例としては、走
行用モータ、ブレーキ装置のアクチュエータ、操舵装置のアクチュエータ等が挙げられる
。走行軌道計画部３５は、ＧＰＳにより計測された自車両位置とマップ情報に基づき、自
車両の走行軌道を計画する。処理部３６は、走行軌道計画部３５により計画された走行軌
道を自動走行するよう、車両挙動制御部１９ａへ指令信号を出力する。車両挙動制御部１
９ａは、指令信号にしたがって車両駆動部１９の作動を制御する。以上により、自動走行
機能が発揮される。
【００２２】
　処理部３６は、接近者検出部３４により接近者が検出された場合、走行軌道計画部３５
により演算された走行軌道や自車両の走行状態に基づき、接近者と衝突する可能性が所定
以上あるか否かを判定する。衝突可能性があると判定した場合には、その接近者と自車両
との位置関係に基づき、可動デバイス２０、表示制御部１７ａ、音声制御部１８ａおよび
車両挙動制御部１９ａへ指令信号を出力する。
【００２３】
　例えば、自車両が接近者に道を譲るように自動運転させる場合には、以下に例示する各
種作動を指令する信号を出力することで、道を譲る旨の意思を接近者へ報知する。すなわ
ち、車両を所定距離（例えば数ｃｍ）だけ後退させる指令信号を、車両挙動制御部１９ａ
へ出力する。擬似エンジン音を走行音からアイドリング音に変化させたり、擬似エンジン
音を消したり、「お先にどうぞ」等の音声案内をしたりする指令信号を、音声制御部１８
ａへ出力する。「お先にどうぞ」等の表示案内や矢印などの図柄を表示させる指令信号を
、表示制御部１７ａへ出力する。
【００２４】
　例えば、自車両が接近者から道を譲ってもらうことを前提に自動運転させる場合には、
以下に例示する各種作動を指令する信号を出力することで、道を譲ってもらいたい旨の意
思を接近者へ報知する。すなわち、車両を所定距離（例えば数ｃｍ）だけ前進させる指令
信号を、車両挙動制御部１９ａへ出力する。擬似エンジン音をアイドリング音から走行音
に変化させたり、「発進します」等の音声案内をしたりする指令信号を、音声制御部１８
ａへ出力する。「発進します」等の表示案内や矢印などの図柄を表示させる指令信号を、
表示制御部１７ａへ出力する。
【００２５】
　なお、車外スピーカ１８から上述した音声案内を出力する場合には、同一の音声案内を
車内スピーカ１８ｉからも出力させる。これにより、音声案内の内容を車両１０の乗員に
も報知する。
【００２６】
　図４は、接近者検出部３４および処理部３６を提供するマイクロコンピュータが、プロ
グラムにしたがって所定周期で繰返し実行する処理の手順を示すフローチャートである。
この処理は、概略、接触可能性のある接近者を検知した場合に、その接近者に向けてメッ
セージ通知等の報知を行うとともに、車両を自動制御し、かつ、可動デバイス２０を作動
させる。
【００２７】
　詳細には、先ず図４のステップＳ１０において、レーダ装置３２およびソナー装置３３
による検知結果を取得するとともに、カメラ３１により撮影された画像を取得する。続く
ステップＳ１１では、ステップＳ１０で取得した画像を解析し、その解析結果に基づき、
自車両に接近する歩行者、自動車、自転車等、接近者が存在するか否かを判定する。
【００２８】
　接近者が存在すると判定された場合には、続くステップＳ１２において、ステップＳ１
０で取得した検知結果に基づき、自車両と接近者との距離を算出する。続くステップＳ１
３では、ステップＳ１０で取得した検知結果の推移に基づき、接近者の進行方向を推定す
る。続くステップＳ１４では、ステップＳ１２による距離の算出結果、およびステップＳ
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１３による進行方向の推定結果に基づき、接近者と自車両が接触する可能性が所定以上で
あるか否かを判定する。
【００２９】
　接触可能性が所定以上あると判定された場合には、続くステップＳ１５において、接近
者に対する自動運転の内容を決定し、その内容に応じた接近者への通知内容を決定する。
例えば、自車両が接近者に道を譲るように自動運転するか、自車両が接近者から譲っても
らうように自動運転するかを決定する。仮に、道を譲る決定が為された場合には、「お先
にどうぞ」といった表示内容や音声案内を報知する旨を決定する。
【００３０】
　続くステップＳ１６では、ステップＳ１２による距離の算出結果、およびステップＳ１
３による進行方向の推定結果に基づき、図５のサブルーチン処理にしたがって可動デバイ
ス２０を作動させる。続くステップＳ１７では、ステップＳ１５で決定した通知内容を表
示部１７で表示させ、かつ、車外スピーカ１８で出力させるよう、通知処理を実行する。
この通知処理は、後述するパン作動およびチルト作動が完了した以降に実施する。続くス
テップＳ１８では、ステップＳ１５で決定した自動運転の内容に基づき、車両駆動部１９
を自動制御して、車両１０の挙動を制御する。例えば、道を譲る決定が為された場合には
、車両１０を数センチメートル後退させて停止させるように、車両駆動部１９を自動制御
する。
【００３１】
　次に、図５に示す可動デバイス制御の処理手順を説明する。先ずステップＳ２０におい
て、筐体２２に内蔵されたＬＥＤ２５を点灯させる。続くステップＳ２１では、光軸Ｒ、
Ｌが目標方向を向いており、目標方向への作動が完了したか否かを判定する。完了してい
ないと判定された場合には、続くステップＳ２２において、光軸Ｒ、Ｌが目標方向を向く
ようにパン用モータ２３およびチルト用モータ２４を駆動させる。目標方向は、図４のス
テップＳ１０で取得したカメラ３１の画像に基づき演算する。例えば、画像解析された接
近者の顔に光軸Ｒ、Ｌが向かう方向を、目標方向として演算する。
【００３２】
　ステップＳ２１にて目標方向への作動が完了したと判定された場合には、続くステップ
Ｓ２３にて、パン用モータ２３およびチルト用モータ２４の駆動を停止させる。その後、
ステップＳ２４において、点灯させていたＬＥＤ２５を点滅に切り替える。
【００３３】
　したがって、可動デバイス制御が実施されると可動デバイス２０は次のように作動する
こととなる。すなわち、先ずＬＥＤ２５が点灯する。その後、ＬＥＤ２５を点灯させたま
ま筐体２２がチルト作動およびパン作動して、ＬＥＤ２５の光軸Ｒ、Ｌが接近者に向けら
れる。その後、チルト作動およびパン作動のいずれもが停止した時点で、ＬＥＤ２５が点
滅する。
【００３４】
　なお、可動デバイス２０は、車両１０の前方部分において、ヘッドライト１４と同様に
して左右各々に設けられている。換言すれば、水平方向に所定間隔を空けて２つの可動デ
バイス２０が並べて配置されている。詳細には、左右各々の可動デバイス２０のＬＥＤ２
５および筐体２２は、左右各々のヘッドライト１４の、外カバー１５の内側に配置されて
いる。そして、左右２つの可動デバイス２０は同時に点灯を開始し、同時にチルト作動お
よびパン作動を開始し、同時に点滅を開始する。
【００３５】
　以上により、本実施形態によれば、車両１０のうち周囲の人Ｐから見える位置に、パン
作動が可能な可動デバイス２０を備える。そして、カメラ３１、レーダ装置３２およびソ
ナー装置３３による検知結果に基づき、接近者に向けて可動デバイス２０をパン作動させ
る。そのため、可動デバイス２０を向けられた接近者は、接近車両が自分を検知している
印象を受ける。よって、接近車両が自分を検知しているか否かが分からないといった不安
感が軽減される。
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【００３６】
　さらに本実施形態によれば、可動デバイス２０が水平方向に、所定間隔を空けて２つ並
べて配置されている。そのため、可動デバイス２０を向けられた接近者は、２つの可動デ
バイス２０に対して、動物の一対の目のような印象を持つ。よって、接近車両が自分を検
知している印象をより一層強く受けることとなり、上述した不安感の軽減を促進できる。
【００３７】
　さらに本実施形態によれば、可動デバイス２０はＬＥＤ２５を有し、可動デバイス２０
の筐体２２が接近者に向けてパン作動することに伴い、ＬＥＤ２５の光軸Ｒ、Ｌも接近者
に向けられるよう、ＬＥＤ２５は筐体２２に保持されている。これによれば、ＬＥＤ２５
が発光しながら接近者の方を向いてくるので、接近車両が自分を検知している印象をより
一層強く受けることとなり、上述した不安感の軽減を促進できる。
【００３８】
　さらに本実施形態によれば、可動デバイス２０がパン作動を停止させた時に、パン作動
時とは異なる態様でＬＥＤ２５を駆動させる。つまり、パン作動時にはＬＥＤ２５を点灯
させ、パン作動終了時にはＬＥＤ２５を点滅させる。これによれば、接近者の立場からす
ると、自分に向かって可動デバイス２０がパン作動し、光軸Ｒ、Ｌが自分に向かう位置で
パン作動が停止した以後にＬＥＤ２５の駆動態様が変化する。そのため、接近車両が自分
を検知している印象をより一層強く受けることとなり、上述した不安感の軽減を促進でき
る。
【００３９】
　さらに本実施形態によれば、接近者に情報を報知する車外スピーカ１８および表示部１
７を備え、可動デバイス２０がパン作動を停止させた時、またはパン作動停止時点から所
定時間以内に報知を開始させる。これによれば、接近者の立場からすると、自分に向かっ
て可動デバイス２０がパン作動し、光軸Ｒ、Ｌが自分に向かう位置でパン作動が停止した
以後に報知が開始される。そのため、報知が自分に向けて為されているとの印象を受ける
こととなり、車両１０との意思疎通が促進される。具体的には、車両１０が道を譲ろうと
しているのか譲ってもらいたいのかの通知が、自分に対してのものであることを把握しや
すくなる。
【００４０】
　さらに本実施形態によれば、可動デバイス２０は、水平方向に延びる仮想線Ｋ２の周り
にも回動可能である。具体的には、パン作動に加えてチルト作動も可能である。そのため
、接近者の立場からすると、接近車両が自分を検知している印象をより一層強く受けるこ
ととなり、上述した不安感の軽減を促進できる。
【００４１】
　（第２実施形態）
　上記第１実施形態では、ＬＥＤ２５を点灯させながらパン作動およびチルト作動させ、
これらの作動が完了した時点でＬＥＤ２５を点灯から点滅に切り替えている。これに対し
本実施形態では、ＬＥＤ２５を点灯させながらパン作動およびチルト作動させ、これらの
作動が完了した時点でＬＥＤ２５の発光輝度を増大させる。
【００４２】
　具体的には、図６に示すように、ステップＳ２０にてＬＥＤ２５を点灯させた後、目標
方向への作動が完了するまでパン用モータ２３およびチルト用モータ２４を駆動させ（Ｓ
２２）、目標方向への作動が完了した時点でモータの駆動を停止させる（Ｓ２３）。そし
て、次のステップＳ２４Ａにおいて、ＬＥＤ２５の発光輝度を増大させて点灯させる。
【００４３】
　以上により、本実施形態によれば、接近者の立場からすると、自分に向かって可動デバ
イス２０がパン作動し、光軸Ｒ、Ｌが自分に向かう位置で作動停止した以後にＬＥＤ２５
の発光輝度が増大する。そのため、接近車両が自分を検知している印象をより一層強く受
けることとなり、上述した不安感の軽減を促進できる。
【００４４】
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　（第３実施形態）
　上記第１実施形態では、１つの可動デバイス２０に１つのＬＥＤ２５を設けている。こ
れに対し本実施形態では、１つの可動デバイス２０に複数のＬＥＤ２５を設けている。そ
して、図４のステップＳ１６にて可動デバイス制御の実行が指令されると、先ずは図７に
示すステップＳ２０において、複数のＬＥＤ２５のうちの一部を点灯させる。その後、目
標方向への作動が完了するまでパン用モータ２３およびチルト用モータ２４を駆動させ（
Ｓ２２）、目標方向への作動が完了した時点でモータの駆動を停止させる（Ｓ２３）。そ
して、次のステップＳ２４Ｂにおいて、全てのＬＥＤ２５を点灯させる。
【００４５】
　以上により、本実施形態によれば、接近者が検知されて接触可能性ありと判定されると
、全てのＬＥＤ２５が消灯した図８の状態から、一部のＬＥＤ２５が点灯した図９の状態
に切り替わる。その後、接近者に向かって可動デバイス２０がパン作動し、光軸Ｒ、Ｌが
自分に向かう位置でパン作動が停止した以後に、全てのＬＥＤ２５が点灯した図１０の状
態に切り替わる。そのため、接近者は、接近車両が自分を検知している印象をより一層強
く受けることとなり、上述した不安感の軽減を促進できる。
【００４６】
　（第４実施形態）
　上記各実施形態では、ＬＥＤ２５を点灯させた状態で可動デバイス２０をパン作動させ
ている。これに対し本実施形態では、ＬＥＤ２５を消灯させた状態で可動デバイス２０を
パン作動させている。すなわち、図４のステップＳ１６にて可動デバイス制御の実行が指
令されると、図１１のステップＳ２１、Ｓ２２、Ｓ２３が実行され、ＬＥＤ２５を消灯さ
せた状態で可動デバイス２０を目標方向へ作動させる。そして、目標方向への作動が完了
した時点で、ステップＳ２４ＣによりＬＥＤ２５を点灯させる。
【００４７】
　以上により、本実施形態によれば、接近者の立場からすると、自分に向かって可動デバ
イス２０がパン作動し、光軸Ｒ、Ｌが自分に向かう位置で作動停止する。その停止以降に
、消灯していたＬＥＤ２５が点灯するように切り替わる。そのため、接近車両が自分を検
知している印象をより一層強く受けることとなり、上述した不安感の軽減を促進できる。
【００４８】
　（第５実施形態）
　上記第１実施形態に係る車載装置は、パン作動が可能な可動デバイス２０を備える。こ
れに対し本実施形態に係る車載装置は、図３に示すパン用モータ２３、チルト用モータ２
４およびモータ制御部２３ａが廃止された表示デバイス２０Ａ（図１５参照）を備える。
【００４９】
　表示デバイス２０Ａは、車両１０のうち周囲の人Ｐから見える位置に搭載され、特定の
態様で発光する特定発光部が水平方向に移動して視認されるように表示させる表示部４０
（図１２参照）を有する。表示部４０は、光源としてのＬＥＤ４１、４２、４３、４４、
４５、４６、４７、４８、４９を複数有する。これらのＬＥＤ４１～４８は、車両１０の
前方部分において水平方向に並べて搭載されている。図１２の例では、ヘッドライト１４
およびフロントグリル１２の下方に表示部４０は取り付けられている。詳細には、バンパ
ー１３のうち上側を向いている上面部１３ａに表示部４０は取り付けられている。
【００５０】
　図１５に示すように、本実施形態にかかる車両１０にも、図３に示す実施形態と同様の
カメラ３１、レーダ装置３２、ソナー装置３３、接近者検出部３４、走行軌道計画部３５
が搭載されている。さらに車両１０は、図３と同様の表示部１７、車外スピーカ１８、車
内スピーカ１８ｉ、車両駆動部１９を備えるとともに、表示制御部１７ａ、音声制御部１
８ａ、車両挙動制御部１９ａを備える。処理部３６は、図３と同様にして接近者との衝突
可能性を判定し、衝突可能性があると判定した場合には、その接近者と自車両との位置関
係に基づき表示制御部１７ａ、音声制御部１８ａおよび車両挙動制御部１９ａへ指令信号
を出力する。
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【００５１】
　表示デバイス２０Ａは、複数のＬＥＤ４１～４９の各々の駆動を制御する発光制御部４
０ａ（制御手段）を備える。処理部３６は、接近者の有無、および接近者と自車両との位
置関係に基づき、発光制御部４０ａへ指令信号を出力する。この指令信号により、例えば
図１２、図１３および図１４に示す如く表示部４０の表示内容は制御される。
【００５２】
　この指令信号による表示デバイス２０Ａの制御は、図１６に示すフローチャートの手順
にしたがって実行される。なお、図１６に示す表示デバイス制御は、図４のステップＳ１
６に置き換わるものである。したがって、図４のステップＳ１１にて接近者があると判定
され、かつ、ステップＳ１４で接触可能性があると判定された場合に、図１６の表示デバ
イス制御は実行される。
【００５３】
　図１６のステップＳ３０では、車両左右方向に並ぶ複数のＬＥＤ４１～４９のうちの、
中央に位置するＬＥＤ４１（中央ＬＥＤ）を点灯させる。したがって、例えば図１２に示
す如く車両１０前方の右側に接触可能性のある接近者が検知されると、図１２に示す如く
中央ＬＥＤが点灯する。続くステップＳ３１では、接近者Ｐに最も近い表示位置にあるＬ
ＥＤ４５（目標ＬＥＤ）に向けて、点灯箇所を移動させていくように表示部４０を表示さ
せる。
【００５４】
　具体的には、中央ＬＥＤを所定時間点灯させた後、中央ＬＥＤを消灯させるとともに中
央ＬＥＤに対して目標ＬＥＤの側の隣に位置するＬＥＤ４２を点灯させる。その後、ＬＥ
Ｄ４２を所定時間点灯させた後、そのＬＥＤ４２を消灯させるとともに、さらにその隣に
位置するＬＥＤ４３を点灯させる（図１３参照）。以下、同様にして、ＬＥＤ４３、ＬＥ
Ｄ４４、ＬＥＤ４５を順次点灯させていく。つまり、特定発光部が、中央ＬＥＤからＬＥ
Ｄ４２、ＬＥＤ４３、ＬＥＤ４４、ＬＥＤ４５の順に移動していくように表示させる。
【００５５】
　上述の如く点灯箇所を移動させた後、ステップＳ３２にて目標ＬＥＤを所定時間点灯さ
せると、その後のステップＳ３３において、目標ＬＥＤを点灯から点滅に切り替える。
【００５６】
　以上により、本実施形態によれば、カメラ３１、レーダ装置３２およびソナー装置３３
の検知結果に基づき表示部４０の表示を変化させる。具体的には、表示部４０の表示領域
のうち、所定の部分（特定発光部）を他の部分とは異なる態様で発光させる。そして、そ
の特定発光部が表示領域内で移動し、表示部４０の表示領域のうち接近者が存在する側の
表示部分（目標ＬＥＤ）で上記移動が停止するように表示させる。そのため、移動停止し
た特定発光部の側に位置する人は、接近車両が自分を検知している印象を受ける。よって
、接近車両が自分を検知しているか否かが分からないといった不安感が軽減される。
【００５７】
　さらに本実施形態によれば、制御手段は、特定発光部の移動を停止させた時に、移動し
ている時とは異なる態様で特定発光部を表示させる。具体的には、特定発光部の移動期間
では、特定発光部を点灯させてそれ以外の部分は消灯させる。そして、特定発光部の移動
停止以降は、特定発光部を点滅させる。これによれば、接近者の立場からすると、表示デ
バイス２０Ａの特定発光部の光軸Ｒ、Ｌが自分に向かって近づいてくる。そして、光軸Ｒ
、Ｌが自分に十分近づいて移動停止した以後に、特定発光部の駆動態様が点灯から点滅に
変化する。そのため、接近車両が自分を検知している印象をより一層強く受けることとな
り、上述した不安感の軽減を促進できる。
【００５８】
　さらに本実施形態によれば、接近者に情報を報知する車外スピーカ１８および表示部１
７を備え、表示デバイス２０Ａによる特定発光部の移動停止時、または移動停止時点から
所定時間以内に報知を開始させる。これによれば、接近者の立場からすると、自分に向か
って特定表示部移動し、自分に十分近づいた位置で移動停止し、その移動停止以降に報知
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が開始される。そのため、報知が自分に向けて為されているとの印象を受けることとなり
、車両１０との意思疎通が促進される。具体的には、車両１０が道を譲ろうとしているの
か譲ってもらいたいのかの通知が、自分に対してのものであることを把握しやすくなる。
【００５９】
　（第６実施形態）
　図１７に示すように、本実施形態では、表示デバイス２０Ａが有する表示部５０Ｒ、５
０Ｌが、所定間隔を空けて水平方向に２つ並べて配置されている。表示部５０Ｒ、５０Ｌ
の各々は、光源としてのＬＥＤ５１、５２、５３、５４、５５を複数有する。これらのＬ
ＥＤ５１～５５は、車両１０の前方部分において水平方向に並べて搭載されている。図１
７の例では、外カバー１５の内部に表示部５０Ｒ、５０Ｌは取り付けられており、車両１
０の前方を照明するヘッドライト（前照灯）を兼用する。なお、本実施形態にかかる車載
装置の構成は、表示部５０Ｒ、５０Ｌ以外については第５実施形態と同じである。
【００６０】
　例えば、図１７に示す如く車両１０前方の右側に接触可能性のある接近者Ｐが検知され
ると、左右各々の表示部５０Ｒ、５０Ｌにおいて、車両左右方向に並ぶ複数のＬＥＤ５１
～５５のうちの中央に位置するＬＥＤ５１（中央ＬＥＤ）を点灯させる。その後、接近者
Ｐに最も近い表示位置にあるＬＥＤ５３、５５（目標ＬＥＤ）に向けて、点灯箇所を移動
させていくように表示部５０Ｒ、５０Ｌを表示させる（図１８、図１９参照）。車両右側
に位置する表示部５０Ｒの場合、目標ＬＥＤは、表示部５０Ｒの表示領域のうち右端に位
置するＬＥＤ５３である。また、車両左側に位置する表示部５０Ｌの場合、目標ＬＥＤは
、表示部５０Ｌの表示領域のうち右端に位置するＬＥＤ５５である。そして、上述の如く
点灯箇所を移動させて目標ＬＥＤを所定時間点灯させた後、目標ＬＥＤを点灯から点滅に
切り替える。
【００６１】
　なお、夜間等、ヘッドライトの点灯が必要な場合には、全てのＬＥＤ５１～５５を点灯
させる。その上で、特定発光部を他の発光部よりも高輝度で点灯させることで、特定発光
部を他の発光部とは異なる態様で視認させる。また、本実施形態による報知手段の制御は
上記第５実施形態と同じであり、目標ＬＥＤを点灯させた以後に表示部１７および車外ス
ピーカ１８による通知を実施する。
【００６２】
　以上により、本実施形態によれば、特定発光部が表示領域内で移動し、表示部５０Ｒ、
５０Ｌの表示領域のうち接近者が存在する側の表示部分（目標ＬＥＤ）で上記移動が停止
するように表示させる。そのため、移動停止した特定発光部の側に位置する人は、接近車
両が自分を検知している印象を受けるので、上記第５実施形態と同様の効果が発揮される
。
【００６３】
　さらに本実施形態によれば、表示部５０Ｒ、５０Ｌが所定間隔を空けて水平方向に２つ
並べて配置されている。そのため、特定発光部が自分に近づいてくるように視認した接近
者は、２つの表示部５０Ｒ、５０Ｌに対して、動物の一対の目のような印象を持つ。よっ
て、接近車両が自分を検知している印象をより一層強く受けることとなり、上述した不安
感の軽減を促進できる。
【００６４】
　さらに本実施形態によれば、ヘッドライトとして機能させるＬＥＤ５１～５５を用いて
、接近者の位置に応じた表示変化を実施するので、部品点数の削減を図ることができる。
【００６５】
　（第７実施形態）
　上記第６実施形態では、表示部５０Ｒ、５０Ｌの光源とヘッドライトを兼用させている
。これに対し、図２０に示す本実施形態では、ヘッドライト１４とは別に表示部６０Ｒ、
６０Ｌの光源を設けている。詳細には、バンパー１３のうち上側を向いている上面部１３
ａに表示部６０Ｒ、６０Ｌは取り付けられている。これらの表示部６０Ｒ、６０Ｌも上記
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第６実施形態と同様にして、所定間隔を空けて水平方向に２つ並べて配置されている。
【００６６】
　また、図２１に示すように、表示部６０Ｒ、６０Ｌは液晶の表示パネルにより構成され
ている。詳細には、上面部１３ａにスリット１３ｂが形成されており、上面部１３ａの裏
側に表示パネルを配置することで、表示パネルの外周部分を上面部１３ａで覆い隠してい
る。そして、眼球を模した特定発光部６０ａを表示パネルに表示させ、特定発光部６０ａ
が車両左右方向に移動するように表示させる。これにより、スリット１３ｂの枠内で眼球
が左右方向に移動するように見える。
【００６７】
　例えば、車両１０前方の右側に接触可能性のある接近者Ｐが検知されると、左右各々の
表示部６０Ｒ、６０Ｌにおいて、表示パネルの中央部分に特定発光部６０ａを表示させる
。その後、接近者Ｐが位置する側に特定発光部６０ａが徐々に移動していくように視認さ
れるよう、表示部６０Ｒ、６０Ｌを表示させる。そして、上述の如く特定発光部６０ａを
目標位置へ移動させた後、特定発光部６０ａを点灯から点滅に切り替える。
【００６８】
　以上により、本実施形態によれば、特定発光部６０ａが表示領域内で移動し、表示部６
０Ｒ、６０Ｌの表示領域のうち接近者が存在する側の表示部分で上記移動が停止するよう
に表示させる。そのため、移動停止した特定発光部６０ａの側に位置する人は、接近車両
が自分を検知している印象を受けるので、上記第６実施形態と同様の効果が発揮される。
【００６９】
　さらに本実施形態によれば、液晶表示パネルを用いて特定発光部６０ａが移動するよう
に表示させるので、特定発光部６０ａがなめらかに移動するように表示させることができ
る。よって、先述した動物の目のように視認させる効果を促進できる。さらに本実施形態
では、スリット１３ｂの横幅寸法６０ｗを、縦寸法よりも大きく設定している。そのため
、車両左右方向に延びる表示領域中を特定発光部６０ａが左右方向に移動するので、動物
の目のように視認させることを促進できる。
【００７０】
　（他の実施形態）
　以上、発明の好ましい実施形態について説明したが、発明は上述した実施形態に何ら制
限されることなく、以下に例示するように種々変形して実施することが可能である。各実
施形態で具体的に組合せが可能であることを明示している部分同士の組合せばかりではな
く、特に組合せに支障が生じなければ、明示してなくとも実施形態同士を部分的に組み合
せることも可能である。
【００７１】
　上記各実施形態では、歩行者に向けて可動デバイス２０を回動させたり、歩行者が存在
する側の表示位置で特定発光部４１、５１、６１、７０ａの移動を停止させたりしている
。これに対し、歩行者以外の人、例えば周囲の自転車や自動車等の車両運転者に向けて可
動デバイス２０を回動させたり、特定発光部４１、５１、６１、７０ａの移動を停止させ
たりしてもよい。
【００７２】
　図１に示す実施形態では、ヘッドライト１４を覆う外カバー１５の内部に可動デバイス
２０を配置している。これに対し、外カバー１５の外部に可動デバイス２０を配置しても
よい。例えば、フロントグリル１２やバンパー１３に可動デバイス２０を取り付けてもよ
い。図１に示す実施形態では、可動デバイス２０を２つ設けているが、可動デバイス２０
を１つにしてもよい。また、上記各実施形態では、自動走行機能を有した車両１０に本発
明に係る車載装置を適用させているが、自動走行機能を有していない車両に適用させても
よい。
【００７３】
　上記各実施形態で説明した人に向けて可動デバイス２０を回動させる制御、および特定
発光部を移動停止させる制御を、以下に例示する場合には禁止させてもよい。例えば、車
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、周囲の歩行者が大勢存在し、いずれの歩行者に通知すべきかを特定できない場合には禁
止する。
【００７４】
　図１に示す実施形態において、可動デバイス２０のパン作動およびチルト作動を歩行者
等の人の顔に向けて実施してもよいし、当該人の下半身に向けて実施してもよい。上記各
実施形態では、チルト作動およびパン作動の停止時点でＬＥＤ２５を点滅させているが、
停止時点から所定時間（例えば０．５秒）が経過した後に点滅させるようにしてもよいし
、点滅させながらチルト作動およびパン作動させてもよい。
【００７５】
　上記各実施形態では、カメラ３１、レーダ装置３２およびソナー装置３３で検知してい
るが、レーダ装置３２およびソナー装置３３の少なくとも一方を廃止してもよい。
【００７６】
　上記第１実施形態と第２実施形態を組み合わせて、人に向けて可動デバイス２０を回動
させる制御、および特定発光部を移動停止させる制御を実施した後、輝度増大とともに点
滅させてもよい。或いは、輝度増大の後に点滅させてもよい。
【００７７】
　図１２、図１３および図１４に示す実施形態において、ＬＥＤ４１～４９をブラックフ
ェイスカバーで覆うことで、ＬＥＤ４１～４９を視認させずにＬＥＤ４１～４９から射出
される光を視認させるように構成してもよい。図１７、図１８および図１９に示す実施形
態において、次のように構成してもよい。すなわち、複数のＬＥＤ５１～５５を全て点灯
させて夜間照明として機能させている場合には、特定発光部の輝度を他のＬＥＤよりも高
輝度で発光させることで、特定発光部を他の発光部とは異なる態様で表示させる。或いは
、特定発光部を点滅させることで他の発光部とは異なる態様で表示させる。
【００７８】
　図１に示す実施形態では、上下方向に延びる仮想線Ｋ１の周りに回動可能であるととも
に、水平方向に延びる仮想線Ｋ２の周りにも回動可能である。つまり、パン作動とチルト
作動の両方が可能である。これに対し、チルト作動を廃止してパン作動を可能に構成して
もよい。
【符号の説明】
【００７９】
　１０…車両、２０…可動デバイス、２３ａ…モータ制御部（駆動制御手段）、３１…カ
メラ（センサ）、３２…レーダ装置（センサ）、３３…ソナー装置（センサ）、４０、５
０Ｒ、５０Ｌ、６０Ｒ、６０Ｌ…表示部、４０ａ…制御手段、４１、５１、６１、７０ａ
…特定発光部。
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