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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車（２０）の運転者または同乗者の適応型眼鏡（２８）であって、
　透過係数が最大値（ＣＴＭＡＸ）と最小値（ＣＴｍｉｎ）との間で可変のスクリーンを
有するレンズを備え、
　前記眼鏡レンズ（２８）の前記透過係数（ＣＴ）が、無線通信プロトコルに従って制御
され、
　前記眼鏡レンズ（２８）の前記透過係数（ＣＴ）は、制御ユニット（３０）によって制
御され、
　前記眼鏡レンズ（２８）の前記透過係数は、前記制御ユニット（３０）によって変動さ
れ、前記制御ユニット（３０）は、前記自動車（２０）に取り付けられた少なくとも１つ
のヘッドライト（２２）によって放射される光ビームの強度の変動を同期制御し、
　前記眼鏡レンズ（２８）の前記透過係数（ＣＴ）は、自動車のダッシュボードによって
与えられた、前記自動車（２０）の動作または環境に関する発光視界ディスプレイ（４４
、４６、４８）と同期して制御されることを特徴とする適応型眼鏡（２８）。
【請求項２】
　前記眼鏡レンズ（２８）の前記透過係数（ＣＴ）は、電波、赤外線波または超音波によ
って制御されることを特徴とする、請求項１に記載の適応型眼鏡（２８）。
【請求項３】
　前記制御ユニット（３０）は、前記自動車（２０）の前方の道路シーン（ＳＲ）の輝度
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を測定するセンサ（３１）によって制御されることを特徴とする、請求項２に記載の適応
型眼鏡（２８）。
【請求項４】
　前記自動車（２０）の前方の前記道路シーン（ＳＲ）の輝度は、前記自動車（２０）に
取り付けられたフロントガラス（２６）の内面に設置されたセンサ（３１）によって測定
されることを特徴とする、請求項３に記載の適応型眼鏡（２８）。
【請求項５】
　前記眼鏡レンズ（２８）の前記透過係数（ＣＴ）は、前記自動車の前方の前記道路シー
ンの輝度を測定するための前記センサ（３１）からの信号と、前記眼鏡レンズ（２８）を
透過する光の光量を測定するためのセンサ（５０）からの信号とを受信する制御ユニット
（３０）によって制御されることを特徴とする、請求項３に記載の適応型眼鏡（２８）。
【請求項６】
　前記眼鏡レンズ（２８）を透過する光の光量の前記センサ（５０）は、前記運転者の目
（２４）の角膜によって反射された光の光量を測定することを特徴とする、請求項５に記
載の適応型眼鏡（２８）。
【請求項７】
　前記制御ユニット（３０）は、前記眼鏡レンズ（２８）を透過する光の光量を測定する
ためのセンサ（５０）からの信号を受信することを特徴とする、請求項１に記載の適応型
眼鏡（２８）。
【請求項８】
　前記眼鏡レンズ（２８）を透過する光の光量の前記センサ（５０）は、前記運転者の目
（２４）の角膜によって反射される光の光量を測定することを特徴とする、請求項７に記
載の適応型眼鏡（２８）。
【請求項９】
　前記眼鏡レンズ（２８）の前記透過係数（ＣＴ）は、前記自動車（２０）の室内灯（６
０）と同期して制御され、前記室内灯（６０）は、前記可変透過スクリーンの前記透過係
数（ＣＴ）が最小値（ＣＴｍｉｎ）にあるときのみオンにされることを特徴とする、請求
項１に記載の適応型眼鏡（２８）。
【請求項１０】
　独自の電源を備えることを特徴とする、請求項１から９のいずれか一項に記載の適応型
眼鏡（２８）。
【請求項１１】
　液晶スクリーンまたはマイクロエレクトロメカニカルシステムを備えることを特徴とす
る、請求項１から１０のいずれか一項に記載の適応型眼鏡（２８）。
【請求項１２】
　前記透過係数（ＣＴ）は、パルス幅変調（ＰＷＭ）モードに従って可変であることを特
徴とする、請求項１から１１のいずれか一項に記載の適応型眼鏡（２８）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車の運転者および／または同乗者に、乗車中の自動車の前方の道路シー
ンの改善された視野を与えるように、運転者および／または同乗者によってかけられるよ
うにされた眼鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　道路シーンに存在する１つ以上の要素が、道路シーンの明確な視野を妨げることがあり
、特に、運転者または同乗者を眩惑させうる状況がいくつかある。同乗者は、眩惑を受け
ないように道路シーンから目をそらす可能性もあるが、運転者は、明らかに安全上の理由
から、道路から目をそらすことができない。
【０００３】
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　これらの状況は、さまざまなイベントが道路シーンを強く照らしたり暗くしたりするこ
とがある場合、例えば、快晴の天候において、外部輝度がかなりの程度まで可変の場合、
昼間時に起こりうる。
【０００４】
　また、これらの状況は、外部輝度が低く、ロービームヘッドライト（「法定」灯火類と
も呼ばれる）をオンにする必要があるような夜間時にも起こりうる。
【０００５】
　車両に取り付けられた照明装置によって放射された光ビームは、例えば、照明装置の軸
からある一定距離に位置するスクリーン上で測定されるさいの使用最大強度および使用最
小強度を規定した国際規定によって規制されている。ロービームヘッドライトの特定の場
合において、これらの規定の目的は、以下のもの、すなわち、
　－この照明装置が取り付けられた車両の運転者が、走行中の道路シーンの照明状態が良
いことで、可能な限り最良の状態で周囲環境を認識できるようにすること、
　－他の車両の走行方向が反対方向（対向車）か同じ方向（先行車）かにかかわらず、他
の車両の運転者の眩惑を回避すること、
を同時に満たすことである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　対向車のロービームヘッドライトがオンにされ、ロービームを放射するヘッドライトの
調節の精度が低く、またはわずかに調節ずれが生じている場合、対向車のロービームが、
規定によって禁止された光線であって、カットオフレベルと呼ばれる規制上限より高い光
線を含むため、眩惑を生じさせる事態を招きうる。
【０００７】
　さらに、対向車の照明装置が正確に調節されている場合であっても、光線が通過するこ
れらの照明装置の外側レンズが汚れていれば、放射ビームが眩惑を生じさせることもあり
うる。これは、外側レンズに汚れがあると、全方向に光を放射する光拡散中心が形成され
、すなわち、第２の光源が形成されるためである。外側レンズが汚れているほど、照明装
置が眩惑ビームを放射する傾向が強くなる。
【０００８】
　また、対向車のロービームヘッドライトは、これらの対向車のリヤトランクに比較的重
量のある荷物が載っている別の状況において、眩惑を生じさせうる。この場合、車両の前
方が上昇した状態になり、車両の姿勢が変化して水平方向ではなくなる。通常、規定に準
拠した状態にするために、光ビームを下方に向けるための手動操作または自動操作式の補
正部が設けられる。補正部が操作されず、または故障していれば、ロービームは規制上限
より高い位置にある光線を含み、この光線は、眩惑を生じさせるとともに、規定で禁止さ
れている。
【０００９】
　車両が重量物運搬車であれば、このような車両のヘッドライトの位置は、一般に、軽量
車両のものより高い位置に取り付けられているため、反対方向の対向車による眩惑のこれ
らの危険性は高まる。
【００１０】
　本発明は、このような事情を鑑みたものであり、特に、上述した状況の１つにおいて、
強い日に照らされた道路シーンによって昼間に眩惑されることがないように、およびロー
ビームが眩惑を生じる状態にある対向車によって夜間時に眩惑されることがないようにす
ることができる眼鏡を車両の運転者および同乗者に提供することを提案する。
【００１１】
　（先行技術）
　この状況を軽減するためにさまざまな解決策が提案されてきた。
【００１２】
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　従来の解決法は、太陽によって生じる眩惑を避けるためにサングラスをかけ、車両の前
方にある道路シーンの細部をよりはっきりと識別できるようにすることである。
【００１３】
　運転者にとってこれらのサングラスの欠点は、陰になった場所やトンネルを車両が走行
するときや、太陽が厚い雲で覆われて薄暗くなったときに、サングラスを外さなくてはな
らないことである。これは、サングラスによって与えられる減衰が、本質的に、太陽によ
る不都合な状況がない場合も同じ作用を有するため、運転者は道路シーンの細部を知覚し
にくくなる。
【００１４】
　これらの従来のサングラスの改良により、周囲光レベルに感応性のある光発色眼鏡レン
ズが提供されてきた。これらのレンズは、レンズが受ける紫外線放射量に応じて色を変化
させる性質を有する。これらの光発色レンズのよく知られた欠点は、紫外線放射がない場
合のより高い明瞭な状態へ少しずつしか戻れないことであり、明瞭な状態に戻るのにかか
る時間は、発色にかかる時間よりもかなり長い。
【００１５】
　さらなる欠点として、これらのレンズは紫外線の存在にしか反応しないため、一般に、
自動車を運転するための用途では利点を生じない。これは、最新の自動車のフロントガラ
スが、これらの紫外線の透過をブロックするためである。したがって、光発色レンズは、
外部輝度の変化が大きいことによる自動車の運転者の眩惑を防止するには非効率である。
【００１６】
　単純なサングラスや光発色サングラスよりも複雑な他の解決策が提案されてきた。例え
ば、米国特許第３９６１１８１号明細書には、太陽光による昼間時の眩惑および対向車の
ヘッドライトによる夜間時の眩惑の影響から片目ずつ同時に両目を保護する車両運転者用
のスクリーンが開示されている。このスクリーンは、電気的に制御可能である垂直方向に
並置された一連の連続したセル、例えば、液晶セルを含み、これらのセルは、電圧が印加
されていない場合は透明であり、電圧の印加に応じて暗くなる。輝度とともに電気抵抗が
上がる感光センサアレイが一連のセルに関連付けられる。これらのセンサに影を付けるた
めに、センサの前方に遮蔽板が配置される。さまざまなセンサから受信した信号に応じて
セルの透過因子を制御するために、センサとスクリーンのセルとの間に電気制御手段が配
置される。
【００１７】
　この構造は、眩惑の発生源と運転者の目との間に設置されたこれらのセルのみを暗くす
ることが目的であるため、作製および調節が比較的困難である。
【００１８】
　さらに、米国特許第４８４８８９０号明細書は、液晶セルのマトリックスによってレン
ズが形成され、フレームに方向性感光センサが設けられた眼鏡が開示されている。太陽光
線が到来する方向に応じて、セルは、眼鏡の着用者が太陽によって眩惑されないように不
透明な状態に切り換えられる。この構成の主な欠点は、眼鏡レンズの大部分、特に、各レ
ンズの表面の４分の１が暗くされることで、自動車の運転には不適合な視野の低減を生じ
るという点である。
【００１９】
　また、欧州特許出願公開第０４９８１４３号明細書には、自動車の運転者用の能動的眩
惑防止スクリーンが開示されている。このスクリーンは、自動車のフロントガラスに取り
付けられるか、または眼鏡レンズの形態のものであってもよく、周囲輝度センサを含み、
測定値としきい値とを比較する測定回路が、眼鏡のレンズを形成する液晶の透明状態を制
御する。レンズは、測定信号がない場合は完全に透明である。この構成の欠点は、２値モ
ードでオンオフ動作し、輝度が所定のしきい値より上か下かに応じて、レンズが最大また
は最小の透明状態になる点である。
【００２０】
　運転者の夜間時の眩惑を補償するために、他の解決策が検証されてきた。
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【００２１】
　例えば、仏国特許出願公開第２８４６７５６号明細書には、運転者の視野において、光
源の近傍にある第１の偏光フィルタと、第１の偏光フィルタの偏光方向に垂直な偏光方向
を有する第２の偏光フィルタと含む、運転者の夜間視野を改善するための方法が開示され
ている。
【００２２】
　この解決策は理論的には十分なものであるが、効果的であるためには、路上を走行する
すべての自動車の照明装置の保護用外側レンズに偏光フィルタを取り付ける必要があると
ともに、運転者にも偏光ガラスを供給する必要がある。
【００２３】
　さらに、欧州特許出願公開０４９８１４３（Ａ１）号明細書には、所定の測定角度内の
周囲輝度値にて比例信号を出力する光学センサを含む眩惑防止装置が開示されている。光
学センサは、測定用および所定のしきい値との比較用の回路にこの信号を送信する。測定
値が所定値を超えていれば、比較回路は、信号がない場合の完全透明状態から部分透明状
態または信号送信時のカラー状態に変化し、信号が途絶えると透明状態に戻るように構成
された電気感応性スクリーンをオンにするための信号を送る。
【００２４】
　この装置の欠点は、道路シーン全体の認知に影響を及ぼす点である。周囲輝度が認証し
きい値を超えれば、１つの要素のみが道路シーンに単一点を形成することによって過度の
輝度が生じうるが、道路シーン全体がぼやけてしまう。この場合、この眩惑防止装置が与
えられた運転者は、差し迫った危険を警告する交通標識などの道路シーンにある重要な要
素や、運転者の車両のヘッドライトビームによって照明される路面を見ることができない
可能性もある。
【００２５】
　米国特許出願公開第２００９／２１３２８２号明細書には、調節可能な可変透過眼鏡を
使用することで加齢黄斑変性症（ＡＲＭＤ）を治療するための医療用眼鏡が開示されてい
る。これらの眼鏡は、周囲輝度に依存して、電位の印加に応じて透過が変化する液晶を含
む。液晶の透過は、液晶に印加されるＰＷＭ信号のデューティーサイクルに依存する。こ
のような医療用または治療用のデバイスには、比較的複雑な電子データ処理インフラスト
ラクチャが必要となるため、自動車の運転者には適用できない。
【００２６】
　国際公開第９２／１０１３０号には、レンズが電場に応じて透明または不透明のいずれ
かになる液晶膜を含み、電場は、眼鏡のフレームに保持されるセンサによって測定された
周囲輝度に応じたものである。同文献はまた、液晶膜が複数のセルに分割され、各セルは
、明るい光源と眼鏡の着用者の目との間の経路にあるとき、透明または不透明のいずれか
にされえ、自動車の夜間走行への応用が可能であることが開示されている。
【００２７】
　欧州特許出願公開第０４５９４３３号明細書、米国特許第３９６１１８１号明細書およ
び英国特許出願公開第２４４５３６５号明細書には、車両の前方の道路シーンを撮影する
カメラと、光源と運転者の目との間の経路に設置された場合、道路シーンにある光源に応
じて透過が制御されるピクセルを有する液晶スクリーンとを備えた車両の夜間運転用眩惑
防止装置が開示されている。
【００２８】
　最後の上記４つの装置には、許容可能な応答時間および解像度を与えるために高度の演
算力が要求される。したがって、非常に使用しづらく、コストも高くなる。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　本発明は、このような事情を鑑みたものであり、以下の目的、すなわち、
　昼間時、
　－強い日に照らされた道路シーンの輝度を減衰し、運転者および同乗者の眩惑を防止し
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、
　－道路シーンの輝度が低い場合、最大透過点まで、道路シーンの輝度の低下に応じて減
衰が次第に低減する道路シーンの視野を提供し、
　－この減衰の変動は自動的に起こるようにし、
　夜間時、
　－車両の照明装置によって照明されるさいの道路シーンの包括的視野、および
　－道路シーンに存在し、運転者および同乗者が乗車する車両に属さず、道路シーンの運
転者の知覚と干渉する可能性のある光源の減衰視野、
を与えるようにするための眼鏡を車両の運転者および同乗者に提供することによって、車
両の前方にある道路シーンを観察するさいに車両の運転者および同乗者の両者に支援を提
供する目的を有する。これらの眼鏡には複雑でコストのかかるインフラストラクチャは必
要ではなく、運転者または同乗者の動作の邪魔になったり、視野を制限したりすることも
ない。
【００３０】
　以上のことから、本発明は、透過係数が最大値と最小値との間で変動可能なスクリーン
を有するレンズを備えた、自動車の運転者または同乗者用の適応型眼鏡を提案する。
【００３１】
　本発明によれば、眼鏡レンズの透過係数は、無線通信プロトコルに従って制御される。
【００３２】
　別々にまたは組み合わせて考慮される本発明の他の特性によれば、
　－眼鏡レンズの透過係数は制御部によって制御され、
　－眼鏡レンズの透過係数は、電波、赤外線波または超音波によって制御され、
　－制御ユニットは、自動車の前方にある道路シーンの輝度を測定するセンサによって制
御され、
　－自動車の前方にある道路シーンの輝度は、自動車に取り付けられたフロントガラスの
内面に設置されたセンサによって測定され、
　－眼鏡レンズの透過係数は、自動車の前方にある道路シーンの輝度を測定するためのセ
ンサからの信号と、眼鏡レンズによって透過される光の光量を測定するためのセンサから
の信号とを受信する制御ユニットによって制御され、
　－眼鏡レンズによって透過される光の光量のセンサは、運転者の目の角膜によって反射
された光の光量を測定し、
　－眼鏡レンズの透過係数は、自動車に取り付けられた少なくとも１つのヘッドライトに
よって出射された光ビームの強度変化を同期させて制御する制御ユニットによって変動さ
れ、
　－制御ユニットは、眼鏡レンズによって透過される光の量を測定するためのセンサから
信号を受信し、
　－眼鏡レンズによって透過された光の光量のセンサは、運転者の目の角膜によって反射
された光の光量を測定し、
　－眼鏡レンズの透過係数は、自動車のダッシュボードによって与えられた、自動車の動
作または環境に関する発光視覚ディスプレイと同期して制御され、
　－眼鏡レンズの透過係数は、自動車の室内灯と同期して制御され、室内灯は、可変透過
スクリーンの透過係数が最小値にあるときのみオンにされ、
　－眼鏡は独自の電源を有し、
　－眼鏡は、液晶スクリーンまたはマイクロエレクトロメカニカルシステムを有し、
　－透過係数は、パルス幅変調（ＰＷＭ）モードに従って変動可能である。
【００３３】
　本発明の他の目的、特性および利点は、以下の添付の図面を参照しながら非限定的に与
えられる例示的な実施形態の以下の記載から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
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【図１】本発明による眼鏡が使用されている車両の部分断面を示す概略図。
【図２】本発明による装置の動作を示す概略図。
【図３Ａ】昼間運転構成における本発明の回路において使用されるさまざまな信号の時間
変化を示す図。
【図３Ｂ】昼間運転構成における本発明の回路において使用されるさまざまな信号の時間
変化を示す図。
【図３Ｃ】昼間運転構成における本発明の回路において使用されるさまざまな信号の時間
変化を示す図。
【図４】車両の運転または同乗者によって観察されうる場合の道路シーンの概略図。
【図５】車両によって放射される規定に準拠したロービームの概略平面図。
【図６Ａ】図１に示す車両の運転者によって観察される、本発明による装置がない場合の
道路シーン。
【図６Ｂ】図１に示す車両の運転者によって観察される、本発明による装置が取り付けら
れた場合の道路シーン。
【図７】車両の運転者の平均視野を示す図。
【図８Ａ】夜間運転構成における時間変化を示し、図１の車両のヘッドライトの光源に供
給される電力を示す図。
【図８Ｂ】夜間運転構成における時間変化を示し、これらのヘッドライトによって放射さ
れる発光強度を示す図。
【図８Ｃ】夜間運転構成における時間変化を示し、可変透過スクリーンの透過係数の時間
変化を示す図。
【図９Ａ】図８Ｂの変形例を示し、ヘッドライトによって放射される発光強度の時間変化
を示す図。
【図９Ｂ】図８Ｃの変形例を示し、可変透過スクリーンの透過係数の時間変化を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　図１は、道路１０を走行中であり、象徴的に運転者の目で示された運転者２４によって
制御される、全体として参照番号２０で示した車両の部分断面図を示す。
【００３６】
　以下の記載では、車両２０の運転者についてのみ参照される。しかしながら、本発明は
、この車両の同乗者にも同等に適用可能である。したがって、特別な記載がない限り、「
運転者」という用語は、車両の１人以上の同乗者を追加的に意味するものとして理解され
たい。
【００３７】
　上述したように、運転者２４は、
　－昼間時、日の光が非常に強い天候の場合、
　－夜間時、反対方向を走行中の車両のヘッドライトによって、
車両の前方にある道路シーンＳＲの要素によって眩惑される場合がある。
【００３８】
　以下、これらの状況について説明する。
【００３９】
（昼間走行状況）
　図１に示すように、日の光が強い天候の場合、特に、太陽Ｓが水平線に対して低い位置
にある一日の終わりに、車両２０の前方の道路シーンＳＲは強く照らされ、運転者２４は
眩惑されるだけでなく、安全上重要な道路シーンの細部、例えば、危険要因に接近してい
ることを警告する交通標識や運転者が走行中の道路状態などを識別できない場合がある。
【００４０】
　したがって、本発明は、運転者の目２４に届く光の光量を調整するための適応型眼鏡２
８を運転者２４に提供することを提案する。明確に示すために、眼鏡のレンズは片方のレ
ンズしか図示していない。
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【００４１】
　眼鏡レンズ２８は、非常に短い応答時間を有し、透過係数の高速変化が可能なように構
成される。液晶により、ミリ秒のオーダーの非常に高速の反応時間で透過係数が可変のこ
のタイプのスクリーンを製造することが可能である。これらの応答時間はまた、米国特許
第７６８４１０５号明細書に記載されているタイプのようなマイクロエレクトロメカニカ
ルシステムを使用して達成されうる。
【００４２】
　好適には、眼鏡２８は、三次元動画観賞用の眼鏡の電源のようなボタン電池や再充電可
能な小型バッテリの形態の独自の電源（図示せず）を有する。
【００４３】
　実際、液晶スクリーンやマイクロエレクトロメカニカルシステムの透明状態または透過
係数の制御には最小の電力しか要求されないため、長期間、液晶またはマイクロエレクト
ロメカニカルシステムを使用して眼鏡レンズを正確に動作させるためには、ボタン電池な
どの小型バッテリで十分である。
【００４４】
　眼鏡レンズ２８の透過係数を制御するために、本発明により、車両の前方の道路シーン
ＳＲの輝度を測定するための感光センサ３１の使用が提供される。
【００４５】
　好適には、感光センサ３１は、車室内のバックミラー（図示せず）のレベル、すなわち
、フロントガラス２６の上側部分の中央に位置する車両２０のフロントガラス２６の内面
に設置される。この位置により、道路シーンＳＲからの、特に、車外の輝度を表す情報を
収集可能である。また、好適には、感光センサ３１の測定信号は、最新の自動車の場合の
ように、道路シーンＳＲの輝度が所定のしきい値より低い場合、ロービームヘッドライト
がオンにされるように使用されてもよい。
【００４６】
　図２にさらに詳細に示すように、この感光センサ３１の出力信号ＳＬは、出力信号ＳＬ

を眼鏡レンズ２８の透過係数を制御するための信号ＳＣに変換するように適応された回路
３３によって受信および処理され、この信号ＳＣは、可変透過眼鏡レンズ２８の透過係数
を制御するための制御ユニット３０によって受信される。
【００４７】
　制御ユニット３０は、眼鏡レンズの透過係数を制御するための回路３４を制御し、回路
３４は、例えば、無線通信プロトコル、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）または
Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）規格に従った電波、赤外線波または超音波を制御するための送信
機３８を備える。
【００４８】
　以下の記載において、これらの波を「リモート制御波」ＯＴと呼ぶ。眼鏡２８には、こ
れらのリモート制御波ＯＴの受信機４０が設けられる。
【００４９】
　本発明によれば、眼鏡レンズ２８の透過係数の変調は、感光センサ３１によって測定さ
れる道路シーンＳＲの輝度に応じて実時間で起こる。
【００５０】
　この目的のために、車両２０の前方の道路シーンＳＲの輝度を表す感光センサ３１の出
力信号ＳＬに応答して、回路３３は、信号ＳＬに応じた制御信号ＳＣを発生する。次に、
制御信号ＳＣは、制御回路３４の送信機３８によって、リモート制御波ＯＴおよび受信機
４０を経由して、眼鏡レンズ２８に送信される。
【００５１】
　このように、眼鏡レンズ２８の透過係数は、既知の原理に従って、受信信号ＳＣに応じ
て、すなわち、センサ３１によって測定された輝度に応じて変調される。
【００５２】
　このように、センサ３１によって測定された輝度が高くなると、信号ＳＬは強くなり、
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眼鏡レンズの透過係数は低くなり、または、言い換えれば、眼鏡レンズ２８は低透過性の
ものになる。
【００５３】
　車両２０が日の光が強い領域から陰の領域、例えば、トンネルへ移動すると、道路シー
ンＳＲの輝度は急に下がる。信号ＳＬの値が同等に急変し、信号ＳＣの値も同様に急変す
る。この変動は、透過係数が急に上がる眼鏡レンズ２８にリモート制御波ＯＴによって送
信されるため、運転者は、この新しい暗環境の明確な視野を直ちに得ることができる。
【００５４】
　眼鏡レンズ２８は、突然の暗闇に適応するように運転者の目の瞳孔が拡張するよりもか
なり前にクリアになる。このように、眼鏡レンズ２８がクリアになったことで、目に届く
光の光量の変動幅が、運転者が眼鏡をかけていない場合よりも小さく、少しの程度の拡張
は必要である瞳孔が、新しい瞳孔径により即座に達するということによって、本発明によ
る眼鏡の利点が高められる。
【００５５】
　トンネルの出口では同じ現象が逆向きに繰り返され、眼鏡レンズ２８は、より低い透明
度に実質的に瞬時に戻り、日に照らされた道路シーンの減衰視野を運転者により即座に与
える。
【００５６】
　このように、本発明によれば、可変透過性のものであって、運転者によって観察される
道路シーンの輝度に応じて実時間で調節される透過係数、例えば、輝度が上がると、眼鏡
レンズが暗くなり、逆も同様のものであるレンズを備えた眼鏡が提供される。
【００５７】
　このように、輝度が大きく変動しうる環境を走行する車両２０の運転者２４は、上述し
た眼鏡２８を通して車両の前方の道路シーンＳＲを観察でき、これらの眼鏡は、
　－日の光が強い道路シーンの輝度を減衰し、運転者の眩惑を防止し、
　－道路シーンの輝度が低いとき、最大の透明度の点まで道路シーンの輝度の低下に応じ
て次第に低減する減衰を道路シーンの視野に与え、
　－減衰の変動は自動的に起こり、
　－眼鏡２８は有線接続に取り付けられず、眼鏡レンズ２８の透過係数ＣＴは無線通信プ
ロトコルに従って制御されるため、眼鏡２８の使い勝手に不都合は生じない。
【００５８】
　所望の減光を正確に生じさせる透過係数を見出すために、図２に示すように、この係数
を制御するさいのフィードバックループが含まれてもよい。
【００５９】
　このループにおいて、眼球センサ５０が、運転者の目２４の角膜によって反射される光
の光量を測定する。センサ５０は、例えば、運転者がかける眼鏡２８のフレームに組み込
まれる。
【００６０】
　目が受ける光は、眼鏡レンズ２８をすでに通過したものとする。目２４の角膜で反射さ
れた光の光量がセンサ５０によって測定されると、必要に応じて、予備較正または補整を
施した後、この目２４に到達する光の光量の測定値が得られ、したがって、眼鏡レンズ２
８を透過した光の光量の間接的な測定値が得られる。
【００６１】
　眼鏡レンズ２８を透過し、目２４に当たる光のこのような測定値ＬＩは、リンク５２に
よって制御ユニット３０に送信される。破線で示すリンク５２は、好適には、無線リンク
によって、例えば、無線通信プロトコル、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）また
はＷｉ－Ｆｉ（登録商標）規格に従った電波、赤外線または超音波を使用して形成されう
る。
【００６２】
　結果的に、制御ユニット３０は、
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　－センサ５０によって与えられる、眼鏡レンズ２８によって減衰された後の道路シーン
の輝度と、
に同時にアクセスできる。
【００６３】
　制御ユニット３０は、眼鏡レンズ２８を通過した後、目２４に当たる光の測定値ＬＩと
、メモリ５４に含まれる設定点値ＶＣとを比較する比較器を含む。設定点値ＶＣと測定値
ＬＩとの差に応じて、および車外の輝度の値に応じたものである信号ＳＣに応じて、制御
ユニット３０は、測定値ＬＩが設定点値ＶＣと等しくなるように、リモート制御波ＯＴに
よって送信された制御信号を常に調節する。
【００６４】
　この設定点値ＶＣは、メモリ５４において固定のものであってもよく、または好ましく
は、例えば、図１に示すように、車両２０のダッシュボードを介して運転者によって調整
されることによって、調節可能なものであってもよい。
【００６５】
　このように、運転者２４は、可能な限り最良の状態で車両の前方の道路シーンを観察す
るために、任意の所望の値に眼鏡レンズ２８の減光程度を設定でき、目に到達する光の光
量は一定のままであり、運転者によってメモリ５４に割り当てられる所定の値に等しい。
【００６６】
　本発明の好ましい実施形態によれば、信号の送信は、図３によれば、上述したような連
続的なアナログ方式ではなく、所定の周波数で、好ましくは、ＰＷＭ（「Ｐｕｌｓｅ　Ｗ
ｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（パルス幅変調）」の英語表現を表す）モードにおいて
、ディジタル方式、すなわち、交番方式で行われるようにされてもよい。
【００６７】
　この好ましい実施形態によれば、感光センサ３１は、車両の前方の道路シーンから受け
た発光強度に応じた値を有するアナログ信号を送信する。センサ３１は、このアナログ信
号をＰＷＭ符号化ディジタル信号ＳＬに変換する回路に関連付けられる。
【００６８】
　図３Ａに示すように、この信号ＳＬは、持続時間（ｔ１）の間の値ＳＬｍｉｎと、持続
時間ｔ２の間の値ＳＬＭＡＸとの間で変動し、持続時間ｔ１およびｔ２の和は、デューテ
ィーサイクルβによってさらに特徴付けられる交番信号ＳＬの周期Ｔを規定する。
【００６９】
　なお、信号ＳＬのデューティーサイクルβは、信号が最大値にある持続時間ｔ２と、そ
の期間の持続時間Ｔとの間の比率によって決定され、したがって、０～１００％で変動す
る。
【００７０】
【数１】

【００７１】
　このように、信号ＳＬのデューティーサイクルβは、センサ３１によって受信される発
光強度の一次関数として表される。
【００７２】
　この信号ＳＬは回路３３によって受信され、回路３３は、信号ＳＬを、図３Ｂに示す信
号ＳＣに変換する。
【００７３】
　信号ＳＣは、信号ＳＬと同じ周期Ｔ＝ｔ１＋ｔ２と、以下の式、すなわち、
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【数２】

で表されるデューティーサイクルαとを有し、持続時間ｔ１の間の最大値ＳＣＭＡＸと、
持続時間ｔ２の間の最小値ＳＣｍｉｎとの間で変動する。
【００７４】
　要約すると、車両２０の前方に道路シーンＳＲの輝度の値に応じたものである感光セン
サ３１によって供給される信号ＳＬに応答して、回路３３は、交番信号ＳＣを発生し、交
番信号は、
　－パルス幅変調（ＰＷＭ）において、
　－所定の周波数
【数３】

と、図３Ｂに従って、デューティーサイクルαを有し、センサ３１によって測定される車
両の前方の道路シーンの輝度を示す。
【００７５】
　この信号ＳＣは、リモート制御波ＯＴによって制御回路３４を介して受信機４０に送信
され、受信機４０は、必要に応じて、眼鏡レンズ２８の透過係数を制御し、信号ＬＩおよ
びＶＣによって補正を行うことができる。
【００７６】
　図３Ｃに示すように、この透過係数は、信号ＳＣに応答して、信号ＳＣと同じデューテ
ィーサイクルαおよび同じ周波数νを有する、持続時間ｔ１の間の値ＣＴＭＡＸと、持続
時間ｔ２の間の値ＣＴｍｉｎとの間で変動する。
【００７７】
　値ＣＴＭＡＸは、眼鏡レンズ２８が最大透明度を有する値である。ほとんどの場合、液
晶スクリーンは、電気励起がない場合、この状態、すなわち、休止状態を有し、電界の影
響下でのみ不透明である。これらの場合、値ＣＴＭＡＸは、眼鏡レンズ２８を形成する液
晶の最小励起に相当する。
【００７８】
　いくつかの場合において、液晶スクリーンまたはマイクロエレクトロメカニカルシステ
ムを有するスクリーンの休止状態は、最大の不透明度を有し、電界の影響下でのみ透明に
なる状態であってもよい。この事態において、値ＣＴＭＡＸは、眼鏡レンズ２８を形成す
る液晶スクリーンまたはマイクロエレクトロメカニカルシステムのスクリーンの最大励起
に相当する。
【００７９】
　上記説明は、眼鏡レンズ２８の透過係数の値ＣＴｍｉｎに準用されうる。
【００８０】
　このように、図３Ｃのグラフは、これらの眼鏡レンズの励起信号の変動ではなく、眼鏡
レンズ２８の透過係数ＣＴの変動を示している。
【００８１】
　したがって、運転者２４は、道路の輝度に応じて実時間で透過係数が調節され、例えば
、道路シーンが明るくなると、可変透過性の眼鏡レンズが、運転者２４に到達する光を次
第に減衰する眼鏡レンズ２８を通して、道路シーンＳＲを観察できる。
【００８２】
　眼鏡レンズ２８の透過係数の自動調節は、周波数νおよびデューティーサイクルαで、
これらの眼鏡レンズの最大透明度および最小透明度の状態のシーケンスによって達成され
る。周波数νは、車両２０の運転者２４に対する閃光現象を防止できる高さになるように
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選択される。周波数νは、例えば、残像現象の恩恵を十分に受けるために、例えば、１０
０Ｈｚより大きいものである。
【００８３】
　アナログ動作の実施形態の場合のように、フィードバックループが提供されうる。この
場合、感光センサ５０は、運転者の角膜から受けた発光強度に応じた値を有するアナログ
信号を送る。センサ５０は、このアナログ信号をＰＷＭ符号化ディジタル信号ＬＩに変換
する回路に関連付けられる。
【００８４】
　この実施形態において、制御ユニット３０は、
　－センサ３１によって与えられる、道路シーンＳＲの輝度の直接測定値の信号と、
　－センサ５０によって与えられる、眼鏡レンズ２８によって減衰された後の道路シーン
の輝度の測定値の信号と、
を受信し、これらの２つの信号は、設定点値ＶＣを表す信号と同じ方法でＰＷＭ符号化さ
れる。
【００８５】
　アナログ動作の実施形態のように、制御ユニット３０の比較器は、測定値ＬＩを設定点
値ＶＣに等しくするように、リモート制御波ＯＴによって送信される制御信号を常に調節
するために、これらの信号を使用してもよい。
【００８６】
（夜間走行状況）
　特に、夜間走行時には、他の事象が運転者の道路シーンの視野と干渉することがあり、
これらの干渉要素は、特に、反対方向を走行する車両のヘッドライトの形態のものである
。
【００８７】
　最初に、図４を参照すると、通常の夜間走行状況における運転者または同乗者が知覚し
うる道路シーンＳＲの概略図が示されている。図６Ａおよび図６Ｂは、夜間走行時、ロー
ビームヘッドライトがオンにされた後のこの道路シーンの図を示す。
【００８８】
　道路シーンＳＲは、典型的に、道路１０の他に、構造物などの路傍要素や、図示した例
では、路肩や木、交通標識および先行車や対向車などの他の車両を含む。
【００８９】
　このように、車両のロービームヘッドライトによって照明された道路シーンにおいて視
認される要素は、いくつかのカテゴリに分類されうる。
【００９０】
　－例えば、道路１０、路肩および木１２、隣接構造体などの風景の要素など、すなわち
、自動車のヘッドライトによって放射される光を受けて全方向に均等に拡散し、または、
照明が強いほど、明るさが増すという点で、誘起された輝度のみを有する要素などの受動
要素または受動源。
【００９１】
　－交通標識１４、路上の蛍光標識線１６、先行する（同じ方向に走行する）他の車両１
９の反射器など、すなわち、車両のヘッドライトによって放射される光を受けて、好まし
い方向に、一般には、ほぼ光がきた方向にこの光の顕著な部分を反射する要素であって、
言い換えれば、誘起された輝度のみを有するが、この輝度は受動要素の輝度よりも高い要
素などの半能動要素または半能動源。
【００９２】
　－他の対向車（反対方向に移動する車両）の照明装置１８、三色交通信号灯、街灯など
、すなわち、光源そのものであり、受光する照明とは関係なく単独で光を放射する要素で
あって、言い換えれば、受光する照明にかかわらず、固有の輝度を有する要素などの能動
要素または能動源。
【００９３】
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　このように、道路シーンのすべての要素は、以下の輝度、すなわち、
　－受動要素および半能動要素の場合、ゼロである固有輝度、および
　－能動要素の場合は無視できる誘起輝度、
の和である輝度で運転者によって知覚される。
【００９４】
　このように、図４の道路シーンにおいて、以下のもの、すなわち、
　－道路１０、路肩および木１２などの受動源、
　－交通標識１４、路上の標識線１６および先行車の反射器１９などの半能動源、および
　－反対方向を走行する車両のヘッドライト１８などの能動源、
が見られる。
【００９５】
　一般に、受動または半能動は、許容できない眩惑の問題を生じない。なぜなら、この種
の不都合を生じうる大きな表面積を有する交通標識は、一般に、道路のすぐ近くから離れ
た位置にあるためである。
【００９６】
　したがって、眩惑の問題は、上記の導入部で説明したさまざまな理由のために、反対方
向を走行する車両のヘッドライト１８などの能動要素からのみ生じる。
【００９７】
　また、本発明による適応型眼鏡２８は、眩惑を生じさせる可能性のある発生源である能
動要素の輝度を低減するが、安全上重要な場合のある受動要素または半能動要素の輝度は
変更しないことによって、この問題の解決策を提供する。この目的のために、本発明は、
運転者および同乗者がかける眼鏡２８が、
　－一方では、能動源からの眩惑発生の可能性のある光線をフィルタリングし、および
　－他方では、受動源または半能動源からの光線に対して透過性のものであり、受動源ま
たは半能動源に含まれた安全情報が隠れることがないようにすることを提案する。
【００９８】
　本発明によれば、ヘッドライト２２は、可変強度の光ビームを放射し、ヘッドライト２
２によって放射されたロービームの強度の変動は、眼鏡レンズ２８の透過係数の変動と同
期している。
【００９９】
　言い換えれば、ヘッドライト２２によって放射される発光強度の最大レベルは、眼鏡レ
ンズ２８の透過係数の最大レベルと一致し、ヘッドライト２２によって放射される光強度
の最小レベルは、眼鏡レンズ２８の透過係数の最小レベルと一致する。
【０１００】
　このように、道路シーンが最大光強度で照明されるとき、眼鏡２８を通した道路シーン
の運転者の知覚が最適なものとなる。
【０１０１】
　この目的を達成するために、本発明により、以下のもの、すなわち、
　－ヘッドライト２２の光源に電力供給するための調整回路または駆動部３２と、
　－眼鏡レンズ２８の透過係数を制御するための、送信機３８を含む回路３４と、
を制御する必要のある制御ユニット３０が提供される。
【０１０２】
　制御ユニット３０の動作は、センサ３１からの測定信号が所定のしきい値未満である道
路シーンＳＲの輝度のものに相当する場合に自動的に引き起こされ、したがって、ロービ
ームヘッドライトをオンにさせる。また、制御ユニット３０の動作は、車両の運転者自身
がダッシュボードにあるロービームヘッドライトをオンにする場合に手動で引き起こされ
てもよい。
【０１０３】
　このように、制御ユニットは、以下の記載に従って、すなわち、
　－上記記載に従って眼鏡レンズ２８の透過係数を制御するための回路３４を制御するこ
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　－眼鏡レンズ２８の透過係数を制御するための回路３４と、ヘッドライト２２の光源に
電源を調整するための回路３２とを同時に制御することによって、ロービームを出射する
ように手動または自動でヘッドライト２２がオンにされる場合の「夜間」モード、
のいずれかで動作する。
【０１０４】
　「夜間」モードにおいて、制御ユニット３０によって与えられる制御は、
　－ヘッドライト２２が、最大値と最小値との間で周期可変強度を有する光ビームを放射
するように、調整回路３２がヘッドライト２２の光源に電力が供給されるようにし、およ
び
　－回路３４が、眼鏡レンズ２８が最大透過度から最小透過度へ周期的に変化するように
、眼鏡レンズ２８の可変係数を制御するようにし、および
　－回路３２および３４は、同期させて制御され、ヘッドライト２２によって放射された
強度は、眼鏡レンズ２８の透明度が最大のときに最大であり、逆に、ヘッドライト２２に
よって放射される強度は、眼鏡レンズ２８の透明度が最小のときに最小である。
【０１０５】
　ヘッドライト２２によって与えられる照明が可変であるため、これらのヘッドライトに
取り付けられた光源は、過度の慣性を有するものであってはならず、言い換えれば、放射
された発光パワーは、ヘッドライトが受ける電力の一次関数でなければならない。本発明
の問題を解決するためには適切でない応答時間を有する白熱灯や放電灯は、この条件を満
たさないため、本発明は、ヘッドライト２２の半導体供給源にダイオードを使用する。
【０１０６】
　これらの供給源は、最新の車両に取り付けられたもののような白色光を放射するＬＥＤ
とも呼ばれる発光ダイオードの形態のものであってもよい。また、これらのダイオードは
、光線が蛍光体層に当たり、蛍光体層が白色光を放射するレーザダイオードの形態のもの
であってもよい。
【０１０７】
　発光の面で、電力供給の変化に対するこれらのダイオードの反応は、ほぼ瞬時のもので
あるため、車両前方の道路シーンの照明を正確に制御することができ、したがって、この
照明は、比較的高い頻度で周期的に可変のものにされうる。
【０１０８】
　同様に、液晶タイプまたはマイクロエレクトロメカニカルシステムのタイプの眼鏡レン
ズ２８は、非常に短い応答時間および透過係数の高速変化を与える。
【０１０９】
　上述したように、
　－眼鏡２８は、三次元動画観賞用の眼鏡の電源のようなボタン電池や再充電可能な小型
バッテリの形態の独自の電源（図示せず）を有し、
　－眼鏡レンズ２８の透過係数は、送信機３８および受信機４０を介してリモート制御波
によって無線方式で制御される。
【０１１０】
　周囲輝度が低下すると、光ロービーム、すなわち、上方から見た図である図５に示すビ
ーム４２を放射するために、運転者によって手動で、または周囲輝度センサによって自動
でヘッドライト２２の光源がオンにされれば、制御ユニット３０は、図８Ａのグラフに従
って、ヘッドライト２２の光源が周期的に供給されるように調整回路３２を制御する。
【０１１１】
　したがって、ヘッドライト２２の光源は、所定の周波数および所定のデューティーサイ
クル
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【数４】

で、例えば、ＰＷＭ（「Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（パルス幅変調
）」の英語表現を表す）モードにおいて、持続時間ｔ１の最大値ＰＭＡＸおよび持続時間
ｔ２の最小値Ｐｍｉｎとの間で周期的に可変の電力Ｐを受ける。
【０１１２】
　ヘッドライト２２に取り付けられたＬＥＤまたはレーザダイオードは、これらのダイオ
ードに供給される電力の変動にほぼ瞬時に反応するため、図８Ｂのグラフに示すように、
同じ周波数および同じ所定のデューティーサイクルαで、持続時間ｔ１の最大照明ＥＭＡ

Ｘと、持続時間ｔ２の最小照明Ｅｍｉｎとの間で周期的に変動する照明Ｅを放射する。
【０１１３】
　図８Ｂにおいて、光源の応答時間は無視できるものとし、考慮に入れていない。光源の
応答時間が図８Ｂに示されるものであることが望ましければ、一方の状態から他方の状態
への照明Ｅの「切り換え」が、図８Ａに示すこれらの光源に供給された電力Ｐに対する遅
延を示すことを意味する。
【０１１４】
　なお、デューティーサイクルは、電力が最大の持続時間ｔ１と、その時間期間の持続時
間Ｔとの比率によって決定され、したがって、０～１００％で変動する。
【数５】

【０１１５】
　ＬＥＤまたはレーザタイプのダイオードは、ダイオードに供給される電力の変動に対し
てほぼ瞬時に反応する。結果的に、ヘッドライト２２の光源によって放射される照明は、
同じデューティーサイクルαとともに実質的に変動する。
【０１１６】
　光源に供給される電力の最小値Ｐｍｉｎがゼロであれば、最小照明Ｅｍｉｎもゼロに等
しい。これらの条件において、デューティーサイクルαを有するＰＷＭモードにおける光
源によって放射される平均照明
【数６】

は、以下のとおりである。

【数７】

【０１１７】
　したがって、道路シーンの照明が規定に準拠するようにするためには、ＰＷＭモードで
供給される光源によって与えられる平均照明が、照明ＥＲＥＧに等しければよく、規定に
従ったこの照明を与えるように継続的な状態で放射する必要がある。すなわち、

【数８】

【０１１８】
　使用するＬＥＤまたはレーザダイオードの特性から判断して、これらから、周波数
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【数９】

で時間ｔ１の間に所望の照明ＥＭＡＸを与えるようにダイオードへの供給が要求される電
力ＰＲＥＧを推測することは容易である。
【０１１９】
　この周波数νは、車両２０の運転者および対向車または先行車の他の車両の運転者のい
ずれに対しても、閃光現象を防止できる高さになるように選択される。周波数νは、残像
現象の恩恵を十分に受けるために、例えば、１００Ｈｚより大きいものである。
【０１２０】
　このように、ヘッドライト２２による道路シーンの照明は、従来の継続的な照明のよう
に、車両２０の運転者によって、および他の運転者によって知覚される。
【０１２１】
　しかしながら、本発明によれば、車両２０の運転者は、図８Ｃのグラフに示すように、
ヘッドライト２２の動作のものと同じ周波数および同じデューティーサイクルで可変であ
る透過係数を有する眼鏡２８を通してこの道路シーンを観察する。
【０１２２】
　このように、眼鏡２８は、図８Ｃに示すように、以下の値、すなわち、
　－時間ｔ１中にレンズの透過度が最大である最大値ＣＴＭＡＸと、
　－時間ｔ２中にレンズの透過度が最小である最小値ＣＴｍｉｎと、
の間で変動する透過係数ＣＴを有する。
【０１２３】
　好ましくは、図９に示すように、透過係数が最大値ＣＴＭＡＸを有する持続時間ｔ’１

は、照明が最大値ＥＭＡＸを有する持続時間ｔ１より長いため、持続時間ｔ’１は、ｔ１

より瞬間Δｔ前に始まり、ｔ１の瞬間Δ’ｔ後に終わる。この変形実施形態を用いて、以
下のことが可能になる。
【０１２４】
　－光源２２が最大照明状態ＥＭＡＸに切り換わるとき、透過係数ＣＴは、最大値ＣＴＭ

ＡＸをすでに有し、
　－透過係数ＣＴが最小値ＣＴｍｉｎに切り換わるとき、光源２２は最小照明状態Ｅｍｉ

ｎにすでに切り換わっている。
【０１２５】
　しかしながら、照明Ｅと透過係数ＣＴとの間のオフセットΔｔが他の方向にあるように
、すなわち、
　－透過係数ＣＴが最大値ＣＴＭＡＸに切り換わるとき、光源２２は、すでに最大照明状
態ＥＭＡＸの状態にあり、
　－光源２２が最小照明状態Ｅｍｉｎに切り換わるとき、透過係数ＣＴは、すでに最小値
ＣＴｍｉｎに切り換えられているようにすることが可能である。
【０１２６】
　オフセット値ΔｔまたはΔ’ｔは、ｔ１またはｔ２の開始前に位置するかどうか、また
はｔ１またはｔ２の終了前に位置するかどうかにかかわらず、持続時間ｔ１またはｔ２よ
り短い。したがって、考慮されるすべての実施例において、実質的に、スクリーン（２６
、Ｆ、２８）の透過係数（ＣＴ）が最大値（ＣＴＭＡＸ）に到達するとき、照明（Ｅ）が
最大値（ＥＭＡＸ）に達すると言えうる。
【０１２７】
　言い換えれば、上述した第１の変形例（光源２２がすでにＥＭＡＸに達しているときに
、ＣＴがＣＴＭＡＸに等しくなり、ＣＴがすでにＣＴｍｉｎに等しいとき、光源２２がＥ

ｍｉｎに切り換わる）により、光源が最大照明状態ＥＭＡＸにある全持続時間、透過係数
が最大値ＣＴＭＡＸを有するようにすることが可能であるため、運転者は、光源２２によ
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って照明される道路シーンの最適視野を有することになる。
【０１２８】
　昼間運転状況に関して上述したように、最大値ＣＴＭＡＸは、眼鏡のレンズ２８の最大
透過度の値である。ほとんどの場合、液晶スクリーンおよびマイクロエレクトロメカニカ
ルシステムのタイプのスクリーンは、電気励起がない場合の状態、言い換えれば、休止状
態にあり、電界の影響下でのみ不透明である。これらの場合、最大値ＣＴＭＡＸは、眼鏡
レンズ２８を形成する液晶またはマイクロエレクトロメカニカルシステムの最小励起に相
当する。
【０１２９】
　いくつかの場合において、液晶スクリーンまたはマイクロエレクトロメカニカルシステ
ムタイプのスクリーンの休止状態は、最大の不透明度を有する状態にあってもよく、電界
の影響下でのみ透明になる。この事態において、最大値ＣＴＭＡＸは、眼鏡レンズ２８を
形成する液晶またはマイクロエレクトロメカニカルシステムの最大励起に相当する。
【０１３０】
　昼間運転状況の場合と同様に、上記説明は、眼鏡レンズ２８の透過係数の値ＣＴｍｉｎ

に準用されうる。
【０１３１】
　このように、図３Ｃのグラフは、これらの眼鏡レンズの励起信号の変動ではなく、眼鏡
レンズ２８の透過係数ＣＴの変動を示している。
【０１３２】
　好ましくは、透過係数ＣＴの最小値ＣＴｍｉｎは、時間ｔ２の間、実質的にゼロであり
、または、言い換えれば、可変透過スクリーンは、時間ｔ２の間、実質的に不透明である
。
【０１３３】
　これらの条件において、
　－時間ｔ２の間、すなわち、ヘッドライト２２の光源がオフの間、眼鏡２８は不透明で
あり、
　－時間ｔ１の間、すなわち、ヘッドライト２２の光源が最大強度で道路シーンＳＲを照
明している間、眼鏡２８の透明度は最大である。
【０１３４】
　したがって、運転者２４は、継続的な照明を与える従来のヘッドライトによって照明さ
れているかのように道路シーンＳＲを見るという印象を有する。
【０１３５】
　しかしながら、本発明の眼鏡により、図４に示すように、運転者２４は、眼鏡２８が最
大透明度を有する時間ｔ１の間、以下のものを見る。
【０１３６】
　－道路１０および路肩１２などの道路シーンにあるロービーム４２によって照明される
すべての受動要素。
【０１３７】
　－交通標識１４や先行車両の反射器１９など、ヘッドライト２２から光を受け、車両２
０および運転者２４へ光を後方反射する、このビーム４２内のすべての半能動要素。
【０１３８】
　－接近車両のヘッドライト１８などの全能動要素。
【０１３９】
　時間ｔ２の間、眼鏡は不透明であり、したがって、運転者２４は、道路シーンが実質的
に見えない。
【０１４０】
　時間ｔ１およびｔ２が約１００Ｈｚより高い周波数νで互いに続くため、受動要素が時
間ｔ１の間、
　－周波数ν、
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　－デューティーサイクルα、
　－照明
【数１０】

で周期的に照明される過程で、運転者の目２４は観察の統合化を行う。
【０１４１】
　したがって、受動要素の連続的な観察は、一定の照明ＥＲＥＧでなされる観察と等しい
ということである。したがって、運転者２４は、従来の照明によって与えられるものとま
ったく異なることがない受動要素の視野を有する。
【０１４２】
　半能動要素は、受動要素と同じ条件で照明され、ほぼ光が来た方向に受光した光のかな
りの部分を反射する。例えば、デューティーサイクルαが５０％に等しければ、半能動要
素は、半分の長さの時間で規定ＱＲＥＧに従う光量の２倍の光量Ｑ２を受ける。したがっ
て、半能動要素は、規定ＱＲＥＧに従った光量で継続的に照明された場合と同じ量の光を
反射する。
【０１４３】
　したがって、半能動要素の連続的な観察は、一定の照明ＥＲＥＧでなされる観察と等し
いということである。したがって、運転者２４は、従来の照明によって与えられるものと
まったく異なることがない半能動要素の視野を有する。
【０１４４】
　能動要素は、能動要素によって放射される光量に比して完全に無視できる量の光を受け
る。しかしながら、能動要素は、眼鏡レンズ２８が最大透過を与える時間ｔ１の間のみ運
転者２４によって観察される。
【０１４５】
　したがって、能動要素は、デューティーサイクルαに等しい時間の一部の間のみ視認可
能である。可変透過スクリーンを通した能動要素の見かけの輝度は、実際の輝度より因子
αだけ低減される。
【０１４６】
　したがって、所望の結果が達成される。例えば、図５を参照すると、ロービーム４２に
位置するすべての受動要素および半能動要素は、従来の照明の場合と同じ条件で視認可能
である。しかしながら、対向車のヘッドライトなどのすべての能動要素は、因子αだけ低
減された輝度で観察される。
【０１４７】
　これは、実際、図６Ａおよび図６Ｂに示された、観察された現象である。
【０１４８】
　図６Ａは、道路、道路の外側にある要素、交通標識および対向車のヘッドライトが確認
される従来の道路シーンを示す。
【０１４９】
　図６Ｂは、本発明の眼鏡２８を通して観察される同じ道路シーンを示す。この道路シー
ンのすべての要素は、交通標識などの受動要素または半能動要素であるかにかかわらず、
輝度が低減された対向車のヘッドライトなどの能動要素を除き、図６Ａと同じ条件で視認
可能であることは明らかである。
【０１５０】
　本発明により、デューティーサイクルαを変動させることによって、受動要素および半
能動要素の一定の視認性を維持するとともに、道路シーンに存在する能動要素の輝度の所
望の低減を与えることが可能である。対向車のヘッドライトが眩惑を生じさせるものであ
っても、本発明により、道路シーンの他の細部の知覚を修正することなく、眩惑の程度が
下がるまで輝度を低減させることができる。
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【０１５１】
　本発明は、さらなる多数の利点を有する。これは、図７に示すように、運転者の視野は
、フロントガラス２６を通して前方に広がる道路シーンの他にも、運転者にとって有用な
さまざまな視覚ディスプレイを示す車両のダッシュボードを含む。
【０１５２】
　これらの視覚ディスプレイは、速度計や回転速度計の文字盤４４、またはある車両機器
の動作を示す表示灯４６であってもよい。ヘッドライト２２がオンにされるときに、文字
盤４４および表示灯４６はオンになり、照明された視覚ディスプレイを与える。
【０１５３】
　他の照明された視覚ディスプレイ４８は、フロントガラス２６を用いて仮想画像を形成
する「ヘッドアップディスプレイ」（ＨＵＤ：ｈｅａｄ　ｕｐ　ｄｉｓｐｌａｙ）として
英語で知られているビューイングシステムによって、例えば、図７に示すように、ダッシ
ュボードの外側の位置に運転者に与えられてもよい。
【０１５４】
　このように、車両のダッシュボードまたはビューイングシステムによって与えられるこ
れらの視覚ディスプレイは、車両（２０）の動作または環境に関し、本質的に安全上重要
である。したがって、運転者がこれらの視覚ディスプレイをはっきりと見えるようにする
必要がある。また、本発明により、可変透過スクリーン、この場合、眼鏡２８の透過係数
の変動と同期されるようにこれらの視覚ディスプレイをオンにすることによって、この結
果が得られる。
【０１５５】
　本発明によれば、視覚ディスプレイ４４、４６および／または４８の輝度は、時間ｔ１

の間、デューティーサイクルαの逆数に等しい因子だけ増大される。このように、眼鏡２
８は、
　－独自のヘッドライトによって照明される道路シーン、
　－視覚ディスプレイ、ダッシュボードまたはヘッドアップディスプレイシステム
以外に、運転者の視野に位置するすべての物体の輝度を弱める効果を有する。
【０１５６】
　運転者に不都合な可能性のある別の発生源は、例えば、１人以上の同乗者が読書するた
めに車両の室内照明システムを使用したい場合などの室内照明システムである。図１に記
号で示すように、天井灯６０を使用すると、運転者の視野にある細部が照らされて注意を
そらしてしまう可能性があり、運転者の妨げとなりうる。
【０１５７】
　また、本発明により、この問題も解消することができる。これは、本発明が時間ｔ２の
間のみ、すなわち、眼鏡２８が不透明である間のみ、室内灯６０がオンにされてもよいた
めである。室内灯がオンにされている状況は運転者によって知覚されず、同乗者は所望す
るとおりに照明を使用しうる。
【０１５８】
　このように、本発明により、昼間および夜間の両方で車両の前方の道路シーンの視野を
向上させるために、車両の運転者を支援する眼鏡が提供される。
【０１５９】
　運転者がヘッドライト２２の自動制御を無効にし手動切換制御を作動させなかったため
に、外部輝度が比較的低くなったときにヘッドライト２２がオンにされなければ、制御ユ
ニット３０は、「昼間」動作モードのままであり、したがって、レンズが最大透明度を有
するように眼鏡レンズ２８を制御するため、これらの眼鏡が提供する動作は完全に安全な
ものである。
【０１６０】
　「昼間」動作モードにおいて、レンズの透過係数は、運転者によって観察される道路シ
ーンの輝度に応じて実時間で調節され、例えば、輝度が上がると、眼鏡レンズは暗くなり
、逆も同様である。
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　「夜間」動作モードにおいて、眼鏡２８により、乗員区画の天井灯など、干渉すると見
なす車両の他の光源による不都合を生じさせることなく、運転者は、視野にある以下のも
の、すなわち、
　－運転者にとって通常のものである発光強度に等しい発光強度をもつようにされた、車
両のヘッドライトによって放射されるロービームが道路シーンにおいて照らすすべての受
動要素および半能動要素と、
　－ヘッドライトおよび可変透過スクリーンの共通デューティーサイクルを変更すること
によって低減が固定または可変される低減された発光強度をもつようにされたすべての能
動要素と、
　－運転者にとって通常のものである発光強度に等しい発光強度をもつようにされた、車
両の夜間時運転に関するすべての視覚ディスプレイと、
を有する。
【０１６２】
　本発明は、記載した実施形態に限定されるものではないことは明らかであり、実際、当
業者であれば、本発明にさまざまな修正を加えうるものであり、これらの修正は本発明の
範囲内のものである。
【０１６３】
　このように、「昼間」動作モードにおいて、車両の運転者および同乗者の各々は、車外
の輝度に応じて同じ制御信号をそれぞれが受ける本発明による適応型眼鏡をかけてもよい
。当業者により、眼鏡の着用者が、各着用者の視覚感度に応じて眼鏡レンズによって与え
られる減衰度を変調できるアダプタを眼鏡が含むように提供されてもよい。このように、
同乗者は、道路シーンが強く照らされている場合に運転者のものより低い程度に暗くなる
ように眼鏡を調節してもよい。
【０１６４】
　同様に、「夜間」動作モードにおいて、当業者により、眼鏡レンズではなく、サンバイ
ザのような折り畳み可能なスクリーンまたは車両のフロントガラスによって形成された、
本発明の教示による可変透過スクリーンが提供されてもよい。また、２つの連続した可変
透過スクリーンを使用することも可能である。例えば、
　－下部の減衰度（フロントガラスのみを介した場合）より大きな減衰度を有する運転者
の視野の上部（サンバイザタイプのスクリーンおよびフロントガラスを介した場合）を与
えるフロントガラス２６およびサンバイザタイプの可動スクリーン、または、
　－フロントガラス２６および運転者がかける眼鏡。この構成を用いて、運転者は、フロ
ントガラスによって与えられる所定の減衰からの利点に加え、ダッシュボード上で制御で
きる調節可能な減衰からの利点を得る一方で、同乗者は、フロントガラスのみで与えられ
る所定の減衰からの利点を得る。
【０１６５】
　好適には、昼間時の日の光が強い道路シーンおよび夜間時の反対方向を走行中の車両の
ヘッドライトによって同乗者が眩惑しないように、または運転者に不都合を生じさせるこ
となく、天井灯をオンにすることができるように、同じ眼鏡が車両の同乗者によって使用
されてもよい。
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