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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両照明システムであって、
　車両の周囲、もしくは前記車両の室内、または両方を照明するための光を放射する光源
と、
　前記光源の光の前記放射を変調する変調ユニットであって、前記放射された光は、前記
光の前記変調が人によって実質的に知覚不可能なように充分に高い周波数を用いて変調さ
れる、変調ユニットと、
　前記光源によって放射され、かつ、物体によって反射された変調された光を検出する距
離センサを有する、車両距離測定システムであって、前記距離センサは、前記物体の距離
に関する距離信号を生成する、車両距離測定システムと、
　前記放射された光が、所定の情報を送信するために、前記所定の情報に依存して変調さ
れるように、前記光の変調を制御する情報処理ユニットを有する車両情報伝送システムと
、
　前記変調された光を検出し、光信号を出す検出器と
　を備えており、前記情報処理ユニットは、受信された情報を獲得するために、前記光信
号を復調し、前記検出器は、前記車両距離測定システムの前記距離センサである、車両照
明システム。
【請求項２】
　前記光源は、車両のヘッドライト、もしくは車両のテールランプ、もしくは車両の室内
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灯、またはそれらの組み合わせであり、各光源は、自身の独立した変調を有し得ることを
特徴とする、請求項１に記載の車両照明システム。
【請求項３】
　前記光源は、実質的に前記車両の前方のエリアを照明する発光ダイオードを有する車両
のヘッドライトを含むことを特徴とする、請求項１に記載の車両照明システム。
【請求項４】
　前記光源は、実質的に前記車両の後方のエリアを照明する発光ダイオードを有する車両
のテールランプを含むことを特徴とする、請求項１に記載の車両照明システム。
【請求項５】
　前記光源は、可視波長範囲において光を放射する複数の発光ダイオードを備えているこ
とを特徴とする、請求項１に記載の車両照明システム。
【請求項６】
　前記光源は、複数の赤外線発光ダイオードを備えていることを特徴とする、請求項１に
記載の車両照明システム。
【請求項７】
　電力増幅器をさらに備え、前記電力増幅器は、前記変調ユニットから変調信号を受信し
、前記光源の前記光の放射を変調することを特徴とする、請求項１に記載の車両照明シス
テム。
【請求項８】
　前記放射された光は、０．１ＭＨｚ～５０ＭＨｚの範囲にある１つの周波数を用いて変
調されることを特徴とする、請求項１に記載の車両照明システム。
【請求項９】
　前記放射された光は、１ＭＨｚ～２５ＭＨｚの範囲にある１つの周波数を用いて変調さ
れることを特徴とする、請求項１に記載の車両照明システム。
【請求項１０】
　前記放射された光は、０．１ＭＨｚ～５０ＭＨｚの範囲にある複数の周波数を用いて変
調されることを特徴とする、請求項１に記載の車両照明システム。
【請求項１１】
　前記放射された光は、１ＭＨｚ～２５ＭＨｚの範囲にある複数の周波数を用いて変調さ
れることを特徴とする、請求項１に記載の車両照明システム。
【請求項１２】
　前記物体の距離および位置に関する情報のうちの少なくとも１つを獲得するために、前
記距離センサからの前記距離信号を受信し処理する距離処理ユニットをさらに備えている
ことを特徴とする、請求項１に記載の車両照明システム。
【請求項１３】
　前記距離処理ユニットによって、前記物体の前記距離および前記位置に関する情報のう
ちの少なくとも１つを供給される運転手補助システムをさらに備えていることを特徴とす
る、請求項１２に記載の車両照明システム。
【請求項１４】
　前記距離センサは、フォトニックミキサデバイスであることを特徴とする、請求項１に
記載の車両照明システム。
【請求項１５】
　前記距離センサは、３Ｄビデオ範囲カメラまたは飛行時間型カメラであることを特徴と
する、請求項１に記載の車両照明システム。
【請求項１６】
　運転手補助システムをさらに備え、前記受信された情報の少なくとも一部分は、運転手
補助を提供するために前記運転手補助システムに供給されることを特徴とする、請求項１
に記載の車両照明システム。
【請求項１７】
　別の車両に配置された実質的に同様な車両照明システムが、前記放射された変調された
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光を受信し、前記検出器によって受信された変調された光を放射するように構成され、そ
れにより２台の車両間の情報伝送が可能にされるということを特徴とする、請求項１に記
載の車両照明システム。
【請求項１８】
　前記車両の速度または前記車両の速度の変化あるいは前記車両の速度および前記車両の
速度の変化の両方を検出するステータス検出ユニットをさらに備え、送信される情報は、
前記車両の速度および前記車両の速度の変化に関する情報のうちの少なくとも１つを含む
ことを特徴とする、請求項１に記載の車両照明システム。
【請求項１９】
　ステータス検出ユニットをさらに備え、前記ステータス検出ユニットが、所定の減速度
で前記車両にブレーキをかけていることを検出したときには、前記放射された光が所定の
周波数を用いて変調されることを特徴とする、請求項１に記載の車両照明システム。
【請求項２０】
　前記検出器は、距離センサ、例えば、フォトニックミキサデバイスまたは３Ｄカメラで
あることを特徴とする、請求項１に記載の車両照明システム。
【請求項２１】
　前記検出器は、光検出器であることを特徴とする、請求項１に記載の車両照明システム
。
【請求項２２】
　車両を照明する方法であって、
　光源によって放射された光を用いて、車両の周囲、もしくは前記車両の室内、または両
方を照明するステップと、
　変調ユニットを使用して、前記光源の光の前記放射を変調するステップであって、前記
放射された光は、前記光の変調が人によって実質的に知覚不可能なように充分に高い周波
数を用いて変調される、ステップと、
　前記光源によって放射され、物体によって反射された変調された光を、距離センサによ
って検出するステップであって、前記距離センサは、前記物体の距離に関する距離信号を
生成する、ステップと、
　前記放射された光が、所定の情報を送信するために、前記所定の情報に依存して変調さ
れるように、情報処理ユニットによって前記光の変調を制御するステップと、
　別の車両に配置された実質的に同様な車両照明システムによって放射された変調された
光を、光信号を出す検出器によって検出するステップと、
　受信された情報を獲得するために前記情報処理ユニットを使用して前記光信号を復調す
るステップと
　を包含し、前記検出器は、前記距離センサである、方法。
【請求項２３】
　前記光の放射は、それぞれヘッドライトおよびテールランプのうちの少なくとも１つに
よって、前記車両の前方のエリアおよび前記車両の後方のエリアのうちの少なくとも１つ
を照明するために使用され、前記ヘッドライトと前記テールランプとは、発光ダイオード
を備えていることを特徴とする、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記光の放射は、発光ダイオードを備えている車両の室内灯によって前記車両の室内を
照明するために使用されるということを特徴とする、請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記物体の距離および位置に関する情報のうちの少なくとも１つを獲得するために、距
離処理ユニットによって前記距離信号を処理するステップをさらに包含することを特徴と
する、請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
　運転手補助を提供するために運転手補助システムに、前記物体の前記距離および前記位
置に関する情報のうちの少なくとも１つを供給するステップをさらに包含することを特徴
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とする、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　乗客保護器具の配備を制御するために乗客保護システムに、前記物体の距離および位置
に関する情報のうちの少なくとも１つを供給するステップをさらに包含することを特徴と
する、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記車両が所定の減速度でブレーキをかけているときには、前記光が所定の周波数を用
いて変調されるように、前記変調を制御するステップが行われることを特徴とする、請求
項２２に記載の方法。
【請求項２９】
　前記受信された情報を運転手補助システムに供給するステップをさらに包含し、前記受
信された情報は、前記検出された変調された光が生じた車両の速度および速度の変化に関
する情報のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする、請求項２２に記載の方法。
【請求項３０】
　車両距離測定システムであって、
　－車両の周囲、もしくは前記車両の室内、または両方を照明するために、可視波長範囲
で光を放射する複数の発光ダイオードを有する光源と、
　－前記光の変調が人によって実質的に知覚不可能なように充分に高い周波数を用いて、
前記光源によって前記光の放射を変調する変調ユニットと、
　－前記光源によって放射され、物体によって反射された変調された光を検出し、前記物
体の距離に関する距離信号を生成する距離センサと、
　－前記距離信号に基づいて、運転手補助を提供する運転手補助システムと、
　前記放射された光が、所定の情報を送信するために、前記所定の情報に依存して変調さ
れるように、前記光の変調を制御する情報処理ユニットを有する車両情報伝送システムと
、
　変調された光を検出し、光信号を出す検出器と
　を備えており、前記情報処理ユニットは、受信された情報を獲得するために、前記光信
号を復調し、前記検出器は、前記距離センサである、車両距離測定システム。
【請求項３１】
　前記光源は、車両のヘッドライト、車両のテールランプ、および車両の室内灯のうちの
少なくとも１つである、請求項３０に記載の車両距離測定システム。
【請求項３２】
　車両に対する通信システムであって、
　－車両の周囲、もしくは前記車両の室内、または両方を照明するために、可視波長範囲
で光を放射する複数の発光ダイオードを有する光源と、
　－前記光の変調が人によって実質的に知覚不可能なように充分に高い周波数を用いて、
前記光源によって前記光の放射を変調する変調ユニットと、
　前記光源によって放射され、かつ、物体によって反射された変調された光を検出する距
離センサを有する、車両距離測定システムであって、前記距離センサは、前記物体の距離
に関する距離信号を生成する、車両距離測定システムと、
　－前記放射された光が、所定の情報を送信するために、前記所定の情報に依存して変調
されるように前記光の変調を制御する情報処理ユニットを有する車両情報伝送システムと
、
　－別の車両によって放射された変調された光を検出し、前記検出された変調された光に
含まれる受信された情報を獲得するために、前記情報処理ユニットによって復調された光
信号を出す検出器であって、前記検出器は、前記車両距離測定システムの前記距離センサ
である、検出器と、
　－前記受信された情報に基づいて、運転手補助を提供する運転手補助システムと
　を備えている、通信システム。
【請求項３３】
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　前記送信された情報は、前記車両の速度の変化に関する情報を含み、前記受信された情
報は、前記別の車両の速度の変化に関する情報を含む、請求項３２に記載の通信システム
。
【請求項３４】
　車両照明システムであって、
　－車両の周囲、もしくは前記車両の室内、または両方を照明するために、可視波長範囲
で光を放射する複数の発光ダイオードを有する光源と、
　－前記光の変調が人によって実質的に知覚不可能なように充分に高い周波数を用いて、
前記光源によって前記光の放射を変調する変調ユニットと、
　－光を検出するためのフォトニックミキサデバイス、３Ｄビデオ範囲カメラまたは飛行
時間型カメラの形式の検出器と、
　－前記光源によって放射され、物体によって反射された光を検出することに応答して、
前記検出器によって生成された距離信号に基づいて、前記物体までの距離を決定する距離
センサを有する、距離測定ユニットであって、前記光は、第１の周波数において変調され
る、距離測定ユニットと、
　－所定の情報を送信するように構成された情報伝送ユニットであって、前記情報伝送ユ
ニットは、前記変調ユニットを制御し、それにより放射された光が、前記所定の情報に依
存して、前記第１の周波数とは異なる第２の周波数で変調され、前記伝送ユニットは、別
の車両によって放射された変調された光を検出することに応答して、前記検出器によって
出される光信号を復調することによって情報を受信するようにさらに構成されている、情
報伝送ユニットと
　を備えており、前記検出器は、前記距離センサである、車両照明システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両照明システムに関する。特に、本発明は、車両に対する照明だけではな
く、他の車両システム、例えば、距離測定システムまたはデータ伝送システムに対する照
明も提供する車両照明システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在の車両において、多くの場合に、運転手を補助するシステムが提供される。かかる
システムの例は、適応性自動速度制御装置（ｃｒｕｉｓｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）であり、該
適応性自動速度制御装置は、前方を走っている車両に対する車両の距離を検出する。前方
の車両に対する距離が減少している場合には、運転手補助システムが、自動的に車両の速
度を落とす。かかるシステムは、前方の車両に対する距離を正確に決定する必要がある。
距離決定に対して、飛行時間の原理によって作動する３Ｄカメラが使用され得る。変調さ
れた光源を使用する距離測定デバイスが、特許文献１から公知であり、該特許文献１にお
いて、光源の１Ｄ～２Ｄのアレイと、対応する検出器とが使用されている。特許文献２は
、パルス化された照明を使用する３Ｄ距離測定デバイスと、飛行時間の決定のためのＣＭ
ＯＳセンサとを記述する。さらに、フォトニックミキサデバイス（ＰＭＤ）、例えば、Ｐ
ＭＤ　ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓのＰＭＤ　［Ｖｉｓｉｏｎ］（登録商標）Ａ２　３Ｄ　
ｖｉｄｅｏ　ｒａｎｇｅ　ｃａｍｅｒａが、範囲情報を有する画像を記録することで公知
であり、該ＰＭＤ　［Ｖｉｓｉｏｎ］（登録商標）Ａ２　３Ｄ　ｖｉｄｅｏ　ｒａｎｇｅ
　ｃａｍｅｒａは、８７０ｎｍにおいて、１ＭＨｚから１６ＭＨｚの周波数変調を有する
発光ダイオードを使用する。さらに、固体飛行時間範囲カメラ、例えば、Ｓｗｉｓｓ　Ｒ
ａｎｇｅｒ　ＳＲ－３０００が、ｔｈｅ　Ｓｗｉｓｓ　Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃｓ　ａｎｄ　Ｍｉｃｒｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｉｎｃ．（ＣＳＥＭ）によ
って製造されており、該Ｓｗｉｓｓ　Ｒａｎｇｅｒ　ＳＲ－３０００は、照明のために２
０ＭＨｚにおいて変調された赤外線を使用する。これらのシステムおよび同様なシステム
が車両内に組み込まれ得ることにより、障害物または他の車両までの距離を決定する。こ
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れらの距離測定システムは、変調された光に依存しており、該変調された光は、光源から
放射され、障害物によって反射されたものである。従来の照明システムを有する車両にお
いて、追加の照明システムが、距離測定に必要である高周波変調された光を提供するため
に組み込まれなければならない。かかる追加の照明システムの組み込みは、多くの場合に
非常に困難である。なぜならば、多くの場合に、利用可能な適切な空間が存在しないから
である。例えば、かかるシステムが、ラジエタグリルの後に組み込まれる場合には、多数
の異なる照明システムが必要となる。なぜならば、異なる車両の製造業者のラジエタグリ
ルは、多くの場合に、実質的に異なるからである。従って、追加の照明システムを備えた
距離測定デバイスを有する車両を提供することは、非常に費用がかかる。
【０００３】
　さらに、運転手補助システムに対して、車両間で情報を交換することが望ましい。現時
点において、車両間での情報の交換を可能にする、高額な費用を用いることなく車両内に
容易に組み込まれ得るシステムは存在しない。特許文献３は、ワイヤレスローカルエリア
ネットワークを使用して車両間で、音楽、ビデオ、またはゲームなどのデータを伝送する
データ伝送システムを開示する。かかるシステムにおいて、送信器、および受信器、なら
びにプロセッサが提供されなければならず、車両間でローカルエリア接続を確立すること
は、かかるシステムの悪用を防止するように機能するセキュリティの制限により、常に可
能なわけではない。変調された赤外線を使用することによりデータを伝送するデータ伝送
システムが公知である。かかるシステムは、例えば、赤外線ポートを介して互いに通信し
得る受信器またはモバイル電話に情報を伝送する遠隔制御を含む。これらのシステムは、
概して、変調された赤外線を放射するために特別なユニットを使用する。車両は、車両の
扉を開くために光学的遠隔制御システムを装備され得るが、これらのシステムは、概して
、モバイル送信ユニットにおいて赤外線発光ダイオードを備え、車両にレセプタを備えて
いる。現時点において、これらのシステムは、車両間で情報を交換することに適していな
い。さらに、追加の赤外線送信ユニットが、車両内に組み込まれなければならず、該追加
の赤外線送信ユニットは、ここでもやはり空間を必要とし、追加の費用をもたらす。
【特許文献１】欧州特許第１１５９６３６号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第１０１３８５３１号明細書
【特許文献３】欧州特許出願公開第１７８６１７４号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、小型の多機能かつ費用効果の高い照明システムを車両に提供する必要性がある
。特に、車両の照明を提供する照明システムと、距離測定システムおよび／またはデータ
伝送システムに対する照明とを提供する必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この必要性は、本発明に従った、車両照明システムと、車両を照明するための方法とに
よって満たされる。
【０００６】
　第１の局面に従って、車両の周囲、もしくは車両の室内、または両方を照明するための
光を放射する光源と、光源の光の放射を変調する変調ユニットであって、放射された光は
、光の変調が人によって実質的に知覚不可能なように充分に高い周波数を用いて変調され
る、変調ユニットとを備えている車両照明システムが提供される。同じ光源が、車両の室
内および／または周囲を照明するために使用され、かつ、変調された光を他の用途に提供
するために使用される。光の変調の周波数は、用途に依存しており、さらに、光の変調の
周波数は、光の変調の周波数が人によって実質的に知覚されないような充分な高さに変調
される。かかる車両照明システムは、追加の照明ユニットが、変調された光を提供するた
めに提供される必要がないという利点を有する。従って、追加の空間が必要とされず、製
造コストが低く維持される。変調ユニットによって、光が様々な周波数において変調され
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得、このことが、本発明に従った車両照明システムを非常に用途が広いものにする。なぜ
ならば、本発明に従った車両照明システムは、いくつかの用途で使用され得るからである
。かかる用途は、距離の計測／距離測定、または車両間の情報伝送を含み得る。
【０００７】
　光の変調が、実質的に人によって知覚不可能であることは、変調周波数が、光源のフリ
ッカリングが全く観察され得ないような高さであるということを意味する。従って、光源
を見たときに、人は、光が変調されたか否かを見分けることができない。しかし、人は、
変調のスイッチが入れられたとき、または切られたときを見分けることが可能であり得る
。なぜならば、その場合には、それぞれ、光源によって放射された平均強度が低下され得
たり、または増加され得たりするからである。
【０００８】
　本発明の実施形態において、光源は、車両のヘッドライト、車両のテールランプ、もし
くは車両の室内灯、またはそれらの組み合わせである。例えば、現在の車両は、夜間用設
計の室内灯を装備され得、該夜間用設計の室内灯は、実質的に、移動の間に車両の室内を
照明する。このように、変調された室内灯が、車両の室内の照明と、変調された光源とを
提供し得る。本発明の実施形態に従って、光源は、実質的に車両の前方のエリアを照明す
る発光ダイオードを有する車両のヘッドライトを含む。従って、車両のヘッドライトは、
夜間に運転手に対する視認度を増加させるために、道路の照明と周囲の照明とを提供し、
かつ、車両のヘッドライトは、昼間に対向車に対する視認度を増加させる。同時に、かか
る車両のヘッドライトによって放射された光が変調され、それにより変調された光が、距
離測定または情報交換のために使用され得る。距離測定と組み合わせて車両のヘッドライ
トを使用することは有利である。なぜならば、車両の経路内の物体または車両の経路の近
くの物体が識別され得るからである。光源は、実質的に車両の後方のエリアを照明する発
光ダイオードを有する車両のテールランプを含み得る。光源として車両のテールランプを
使用する車両照明システムは、一日中、車両の視認度が、該車両に続く車両に対して改善
され、同時に、車両のテールランプによって提供された変調された光が、例えば、駐車補
助システムの用途における距離測定のために使用され得るか、または続く車両に対する距
離を検出するために使用され得るか、もしくは続く車両に対して情報を伝送するために使
用され得るという利点を有する。光源が、複数の車両灯、例えば、車両のテールランプ、
車両のヘッドライト、および車両の室内灯を備えている場合には、車両灯のそれぞれが、
自身の変調ユニットによって変調され得るか、または車両灯の組み合わせ、もしくは全て
の車両灯が、同じ変調ユニットによって変調され得る。車両灯は、用途に依存して異なる
周波数を用いて変調され得、例えば、距離測定に対して３つの周波数を用いて変調され得
、情報伝送に対して１つの周波数を用いて変調され得る。
【０００９】
　別の実施形態において、光源は、可視波長範囲において光を放射する複数の発光ダイオ
ードを備えている。特別な発光ダイオードが高周波を用いて変調され得るという利点を、
特別な発光ダイオードは有する。現代の車両において、発光ダイオードは、多くの場合に
、車両の後方を照明するために提供され、現在、発光ダイオードシステムは、車両の前方
のエリア照明するために車両のヘッドライトとして利用可能である。発光ダイオードは、
車両の室内灯としても使用され得る。高周波を用いた、かかる光源から放射された光の変
調は、これらの光源が可視波長範囲において光を放射するように、これらの光源を、照明
に適したものにするだけでなく、追加の変調された光源を提供することを必要とすること
なく、これらの光源を他の用途、例えば、距離測定および情報伝送にも適したものにする
。発光ダイオードが高周波で変調される場合には、かかる変調は、人によって知覚不可能
である。なぜならば、目は、かかる高周波を追うことができないからである。しかし、ダ
イオードによって放射される全電力は低下され得る。従って、変調を用いることなく放射
された光の電力と同じ放射された光の電力を達成するために、より多くのダイオードが提
供される。発光ダイオードは可視波長範囲において光を放射するが、概ね公知であるよう
に、発光ダイオードは、他の波長範囲、例えば、赤外線またはＵＶにおいて、わずかな量
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の光も放射し得る。発光ダイオードは、主に、可視波長範囲、例えば、３８０ｎｍ～７８
０ｎｍにおいて放射し、それにより放射された光が、車両の周囲または車両の室内を照明
するために使用され得、用途の広い光源を提供するようにさらに変調され得るということ
が、非常に重要である。
【００１０】
　さらに、光源は、複数の赤外線発光ダイオードを備え得る。これらの赤外線発光ダイオ
ード（ＩＲ－ＬＥＤ）は、追加的に提供され得、車両を照明するための光源のスイッチが
切られたときには、該赤外線発光ダイオードは、距離測定および情報伝送などの光源の用
途がまた利用可能となり得るという利点を有する。可視波長範囲において放射する光源の
スイッチが切られた間、赤外線発光ダイオードは、変調された光を放射し続け得、次に、
該変調された光が上記の用途に利用可能となる。ＩＲ－ＬＥＤのさらなる利点は、赤外光
に非常に感度が良い検出器が利用可能となることであり、同じ放射された光の強度を用い
て、例えば、距離測定システムに対してより広い範囲が実現され得る。
【００１１】
　車両照明システムは、電力増幅器をさらに備え得、該電力増幅器は、変調ユニットから
変調信号を受信し、光源の光放射を変調する。例えば、電力増幅器は、発光ダイオードを
駆動するために使用される。変調ユニットは、１つ以上の変調周波数を含み得る変調信号
を電力増幅器に供給し、次に、該電力増幅器は、光源に供給される電力を変調する。電力
増幅器と光源とは、１つの据え付けモジュール内に備えられ得るか、もしくは電力増幅器
と光源とは、互いに独立しているか、または３つ全てのコンポーネント、すなわち、電力
増幅器、変調ユニット、および光源が、単一のモジュールに備えられ得る。かかる単一の
モジュールは、電力と、光源によって放射される光の変調に関連する情報とを供給される
必要があるだけの小型の光源が提供されるという利点を有する。
【００１２】
　さらなる実施形態に従って、放射された光は、０．１ＭＨｚ～５０ＭＨｚの範囲、好適
には、１ＭＨｚ～２５ＭＨｚの範囲にある１つの周波数を用いて変調され得る。放射され
た光は、０．１ＭＨｚ～５０ＭＨｚの範囲、好適には、１ＭＨｚ～２５ＭＨｚの範囲にあ
る複数の周波数を用いても変調され得る。光が変調される特定の周波数または周波数の数
は、用途に依存する。例えば、距離測定システムにおいて、いくつかの周波数が使用され
得る。なぜならば、これらの周波数は、異なる距離範囲に対応し、該異なる距離範囲に対
して、固有の距離が決定され得るからである。放射された光は、車両間の情報伝送のため
の１つ以上のチャンネルを提供するために、追加の周波数を用いて変調され得る。これら
の周波数範囲を使用することは、かかる周波数が人には見えないという利点と、かかる周
波数が距離測定および情報伝送を可能にするという利点とを有する。
【００１３】
　本発明の別の局面に従って、車両照明システムは、光源によって放射され、物体によっ
て反射された変調された光を検出する距離センサを有する、車両の距離測定システムを備
え、距離センサは、物体の距離に関する距離信号を生成する。距離センサは、飛行時間の
原理に基づき得、位相シフトが、変調ユニットからの基準信号と、物体の反射後に放射さ
れ検出された光の変調との間で検出される。
【００１４】
　例えば、上記の距離センサのうちの１つが使用され得る。これらのシステムは、概して
、照明のために追加の光源を必要とする。かかる距離測定システムに対する光源として、
車両照明システムによって放射された変調された光を使用することは、追加の光源が提供
される必要がないという利点を有し、このことが、車両内へのかかる車両照明システムの
組み込みを非常に容易にする。距離センサによって生成される距離信号は、概して、物体
とセンサとの間の距離に依存する。さらに、距離センサによって生成される距離信号は、
物体とセンサとに対する光源の位置に依存し得る。
【００１５】
　さらに、距離処理ユニットが提供され、距離センサからの距離信号を受信し処理するこ
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とにより、物体の距離および／または位置に関する情報を獲得し得る。距離センサが、複
数の画素と光学システムとを有するカメラの形式である場合には、センサによって観察さ
れたエリアの画像が獲得され得る。画像内の各画素に対して、この画素に画像化された物
体の距離に関する位相情報が、提供され得る。結果として、エリアの画像が、センサに対
する画像内の物体の距離に関する情報と共に獲得され得る。このように、処理ユニットは
、距離センサの距離信号から、観察されたエリア内の１つ以上の物体の距離および／また
は位置を導き出し得る。距離センサは、車両のテールランプによって放射された変調され
た光を検出するために車両の後部に据え付けられ得るか、もしくは車両の室内灯によって
放射された変調された光を検出するために車両の室内に据え付けられ得るか、または車両
のヘッドライトによって放射された光を検出するために車両の前部、例えば、フロントガ
ラスの下に据え付けられ得る。検出された物体は、前方または後方の別の車両、車両の近
くの人、道路わきの木、縁石もしくは支柱、または車両の中の物体、例えば、乗客、荷物
、または他の物体を含み得る。さらに、運転手補助システムが提供され得、該運転手補助
システムは、処理ユニットによって、１つの物体または複数の物体の距離および／または
位置に関する情報を供給される。このように、変調された光を用いて車両の周囲を照明し
、変調された光を検出し、そして、検出された光から距離情報を導き出すことによって、
運転手は、運転手補助を提供され得る。例えば、かかるシステムは、適応性自動速度制御
装置を備え得、該適応性自動速度制御装置は、車両を一定の速度に維持し、車両が別の車
両に接近しているときには、適応性自動速度制御装置は、車両の速度を落とし、それによ
り、２台の車両間で、一定の距離が維持される。他の運転手補助機能は、車両が障害物に
衝突する前に適用される自動緊急ブレーキ、または歩行者保護を含み得る。
【００１６】
　例えば、距離センサは、フォトニックミキサデバイスであり得る。かかるデバイスは、
例えば、１６０画素ｘ１２０画素の解像度を有する画像と、１５０メートルの固有の範囲
を有する距離情報とを提供し得るという利点を有する。別の実施形態において、距離セン
サは、飛行時間の原理に基づいた任意の３Ｄカメラであり得る。上記の距離センサは小型
であり、かつ、比較的低コストで入手可能であるという利点を有する。
【００１７】
　本発明の別の局面において、車両照明システムは、放射された光が、所定の情報を送信
するために、所定の情報に依存して変調されるように、光の変調を制御する情報処理ユニ
ットを有する車両情報伝送システムを備えている。
【００１８】
　一実施形態に従って、例えば、情報は、ステータス検出ユニットによって取得され得る
車両のステータスに関する情報を含み得る。次に、情報処理ユニットは、信号を変調ユニ
ットに送信し、該信号が、所定の方法で、変調ユニットに、放射された信号を変調させる
。光の変調は、１つの周波数を用いた変調のように単純であり得るが、光の変調は、より
複雑な周波数変調、または位相シフト変調なども含み得る。次に、このように変調された
光は、情報を伝送するために光源によって放射される。次に、情報を含む変調された光は
、別の車両、または固定局などによって検出され得る。好適には、車両照明システムはさ
らに、変調された光を検出し、光信号を出す検出器をさらに備え、情報処理ユニットは、
受信された情報を獲得するために、光信号を復調する。次に、同様な方法で別の車両によ
って放射され、かつ、情報を含む変調された光は、検出器によって検出され、情報処理ユ
ニットによって復調されることにより、情報を引き出し得る。そのために、別の車両に配
置された実質的に同様な車両照明システムが、放射された変調された光を受信し、検出器
によって受信された変調された光を放射し、それにより２台の車両間の情報伝送が可能に
される。伝送された情報は、非常に単純な情報、例えば、車両のうちの１つがブレーキを
かけているという情報を含み得るか、または伝送された情報は、より複雑な情報、例えば
、車両のステータス情報を含み得る。例として、ステータス検出ユニットが提供され得、
車両の速度および／または車両の速度の変化を検出し、送信された情報は、車両の速度お
よび／または車両の速度の変化に関する情報を含む。これは、変調された光を車両照明シ



(10) JP 5311628 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

ステムによって放射することによって、別の車両が、車両の現在の速度、または車両の加
速度もしくは減速度に関して知らされ得るという利点を有する。次に、この情報を受信し
、情報を伝送している車両の後方を走っている別の車両が、車両の速度に速度を適応させ
得、それにより安全な距離が２台の車両間で自動的に維持され得る。同様に、車両の前方
を走っている別の車両によって放射された変調された光が検出され復調されることにより
、情報を引き出し得る。一実施形態に従って、運転手補助システムが提供され、受信され
た情報の少なくとも一部分が、運転手補助を提供するために運転手補助システムに供給さ
れる。受信された情報が前方の車両の速度を含む場合には、運転手補助システムが、それ
に応じて安全な距離を維持するために車両の速度を調節し得る。
【００１９】
　一実施形態において、ステータス検出ユニットが、所定の減速度で車両がブレーキをか
けていることを検出したときには、放射された光が、所定周波数を用いて変調され得る。
車両の運転手が非常に強くブレーキをかけた場合には、ステータス検出ユニットは、この
情報を情報処理ユニットに与え、該情報処理ユニットが変調を制御し、それにより所定の
周波数を用いて変調された光が車両照明システムによって放射される。次に、この光が次
の車両によって検出され分析され得る。所定の周波数を用いた光の変調が検出されたとき
には、他の車両のシステムが、前方の車両が非常に強くブレーキをかけているということ
を知る。次に、他の車両のシステムは、緊急ブレーキを始動する運転手補助システムに情
報を供給するなど行動を開始し得る。かかる配置は、車両間で、変調された光によって情
報を伝送することによって、深刻な事故が防がれ得るという利点を有する。なぜならば、
車両間の安全な距離と、緊急ブレーキに対する素早い反応時間とが確実にされるからであ
る。
【００２０】
　別の車両によって放射された変調された光を検出する検出器は、距離センサ、例えば、
フォトニックミキサデバイスまたは３Ｄカメラであり得る。このように、１つのセンサだ
けが、情報伝送と距離測定との両方に対して提供される必要がある。例えば、距離測定シ
ステムが提供されない場合には、検出器は、単純な光検出器、例えば、フォトレジスタ、
フォトダイオードなどであり得る。これは、システムのコストが低く維持されるという利
点を有する。
【００２１】
　本発明の別の局面に従って、車両を照明する方法が提供され、該方法は、光源によって
放射された光を用いて、車両の周囲、もしくは車両の室内、または両方を照明するステッ
プと、変調ユニットを使用して、該光源の光の放射を変調するステップとを包含し、該放
射された光は、光の変調が人によって実質的に知覚不可能なように充分に高い周波数を用
いて変調される。これが意味することは、周波数が、光源のフリッカリングが人には見え
ないような充分な高さであるということである。知覚される光源の強度の低下が、変調に
よって達成され得るが、それが、光の周波数変調を人が知覚不可能なものにする。光の放
射は、ヘッドライトおよび／またはテールランプのそれぞれによって、車両の前方のエリ
アおよび／または車両の後方のエリアを照明するために使用され得るものであり、ヘッド
ライトとレールランプとは、発光ダイオードを備えている。光の放射は、さらに、車両の
室内灯によって車両の室内を照明するために使用され得、該車両の室内灯は、発光ダイオ
ードを備えている。光が実質的に人には知覚不可能な周波数を用いて変調される限り、か
かる照明の任意の組み合わせが可能である。車両を照明するかかる方法は、車両の照明と
、他の用途、例えば、距離測定システムまたは情報伝送システムと組み合わせて使用され
得る光源との両方が提供されるという利点を有する。
【００２２】
　一実施形態に従って、方法は、光源によって放射され、物体によって反射された変調さ
れた光を、距離センサによって検出するステップをさらに包含し得、該距離センサは、物
体の距離に関する距離信号を生成する。次に、距離信号は、物体の距離および／または位
置に関する情報を獲得するために、距離処理ユニットによって処理され得る。距離センサ
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が複数の画素を含む場合には、複数の物体の距離および／または位置が同時に検出され得
る。次に、物体の距離および／または位置に関する情報は、運転手補助を提供するために
運転手補助システムに供給され得る。運転手補助を提供することは、車両を減速するステ
ップと、緊急ブレーキを始動するステップ、道路上の物体または車両に非常に近接した物
体に関する視覚情報または聴覚情報を運転手に提供するステップ、例えば、暗視用途のた
めの表示システム上で物体を強調するステップ、または適応性自動速度制御システムによ
る車両の自動速度調整を提供するステップなどのステップを包含し得る。物体の距離およ
び／または位置に関する情報は、乗客保護器具の配備を制御するために、乗客保護システ
ムにも供給され得る。かかる乗客保護器具は、例えば、拘束システムまたはエアバッグシ
ステムなどであり得る。変調された光を車両の室内灯によって放射することによって、距
離センサは、車両の客室の中の物体の位置および／または距離を検出し得る。車両の客室
の一定の座席が乗客に使用されていないということが検出された場合には、衝突の際、エ
アバッグは、当該位置に対しては作動され得ない。同様に、小さな物体だけが座席位置に
おいて検出された場合には、乗客保護システムは、例えば、ベビーシート内の子供を傷つ
けないように、エアバッグを当該位置に配備しないことを決定し得る。距離測定システム
と組み合わせて、変調された光を客室の中に提供することによって、乗客の安全性が向上
され得る。
【００２３】
　別の実施形態に従って、方法は、さらに、放射された光が、所定の情報を送信するため
に、所定の情報に依存して変調されるように、情報処理ユニットによって光の変調を制御
するステップをさらに包含し得る。光が特定の情報を送信するために変調される方法が、
例えば、基準によって事前に決定されなければならない。例えば、一定の変調周波数が、
車両の一定の減速度に対応し得る。情報処理ユニットは、送信される情報を受信し、基準
に従って、この情報を用いて光を変調する。好適な実施形態において、変調の制御は、車
両が所定の減速度でブレーキをかけているときには、光が所定の周波数を用いて変調され
るように行われる。例として、光は、距離測定に対しては、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚおよび
２０ＭＨｚにおいて変調され、車両に強くブレーキをかけたことを示すことに対しては、
８ＭＨｚにおいて変調され得る。かかる変調は、非常に単純であり、次の車両によって容
易に拾い上げられ得、それから、該次の車両は必要な行動を取り得る。このように、車両
を照明するための好適な実施形態の方法は、緊急ブレーキに対する反応時間が減少され、
それにより事故の数を減少させるという利点を有する。
【００２４】
　別の実施形態に従って、方法はさらに、別の車両に配置された実質的に同様な車両照明
システムによって放射された変調された光を、光信号を出す検出器によって検出するステ
ップと、受信された情報を獲得するために情報処理ユニットを使用して光信号を復調する
ステップとをさらに包含する。受信された情報は、さらに、運転手補助システムに供給さ
れ得、受信された情報は、検出された変調された光が生じた車両の速度および／または速
度の変化に関する情報を含む。複数の車両内に、変調された光を放射する光源と検出器と
を備えているかかるシステムを提供することによって、これらの車両間での情報の交換が
可能にされる。車両間で、速度および／または速度の変化に関する情報を交換することが
特に有益である。なぜならば、このように、これらの車両に提供される運転手補助システ
ムは、他の車両に対して一定の距離を維持するために、または他の車両の速度に応じて車
両の速度を変化させるためにこの情報を使用し得るからである。さらに、かかるシステム
を装備された複数の車両が互いに後方を走っている場合、かつ、前方の車両がブレーキを
かけた場合には、車両の列の中の最後の車両がこの情報を受信するまで、その情報は、次
の車両に送信され得、該車両が、この情報を次の車両に中継するなどを行う。車両照明シ
ステムによって放射された光は、信号の干渉および信号の誤った解釈を防ぐために、異な
る車両に対しては、わずかに異なる周波数において変調され得る。情報は、好適には、直
接的に互いに後方を走っている２台の車両間で伝送され、ほとんどの状況において、車両
の前部／後部における検出器が、他の車両のテールランプ／ヘッドライトの形式それぞれ
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の光源の視野の直線上にあるので、良好な情報伝送が確実にされる。かかる状況において
、どの車両から、検出された変調された光が生じたかもまた、検出された変調された光信
号の振幅と、検出器の位置とによって決定され得る。本発明の実施形態および局面の特徴
が組み合わされ得る。
【００２５】
　本発明のこれらの局面および他の局面は、本明細書において以下で記述される実施形態
から明らかになる。詳細な記述と図面とは、限定ではなく、単なる例示である。
【００２６】
　例えば、本発明は以下を提供する。
【００２７】
　（項目１）　
　車両照明システムであって、
　車両の周囲、もしくは該車両の室内、または両方を照明するための光を放射する光源と
、
　該光源の光の該放射を変調する変調ユニットであって、該放射された光は、該光の該変
調が人によって実質的に知覚不可能なように充分に高い周波数を用いて変調される、変調
ユニットと
　を備えている、車両照明システム。
【００２８】
　（項目２）　
　上記光源は、車両のヘッドライト、もしくは車両のテールランプ、もしくは車両の室内
灯、またはそれらの組み合わせであり、各光源は、自身の独立した変調を有し得ることを
特徴とする、項目１に記載の車両照明システム。
【００２９】
　（項目３）　
　上記光源は、実質的に上記車両の前方のエリアを照明する発光ダイオードを有する車両
のヘッドライトを含むことを特徴とする、項目１に記載の車両照明システム。
【００３０】
　（項目４）　
　上記光源は、実質的に上記車両の後方のエリアを照明する発光ダイオードを有する車両
のテールランプを含むことを特徴とする、項目１に記載の車両照明システム。
【００３１】
　（項目５）　
　上記光源は、可視波長範囲において光を放射する複数の発光ダイオードを備えているこ
とを特徴とする、項目１に記載の車両照明システム。
【００３２】
　（項目６）　
　上記光源は、複数の赤外線発光ダイオードを備えていることを特徴とする、項目１に記
載の車両照明システム。
【００３３】
　（項目７）　
　電力増幅器をさらに備え、該電力増幅器は、変調ユニットから変調信号を受信し、上記
光源の上記光の放射を変調することを特徴とする、項目１に記載の車両照明システム。
【００３４】
　（項目８）　
　上記放射された光は、０．１ＭＨｚ～５０ＭＨｚの範囲、好適には、１ＭＨｚ～２５Ｍ
Ｈｚの範囲にある１つの周波数を用いて変調されることを特徴とする、項目１に記載の車
両照明システム。
【００３５】
　（項目９）　
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　上記放射された光は、０．１ＭＨｚ～５０ＭＨｚの範囲、好適には、１ＭＨｚ～２５Ｍ
Ｈｚの範囲にある複数の周波数を用いて変調されることを特徴とする、項目１に記載の車
両照明システム。
【００３６】
　（項目１０）　
　上記光源によって放射され、かつ、物体によって反射された変調された光を検出する距
離センサを有する、車両の距離測定システムをさらに備え、該距離センサは、該物体の距
離に関する距離信号を生成することを特徴とする、項目１に記載の車両照明システム。
【００３７】
　（項目１１）　
　上記物体の距離および／または位置に関する情報を獲得するために、上記距離センサか
らの上記距離信号を受信および処理する距離処理ユニットをさらに備えていることを特徴
とする、項目１０に記載の車両照明システム。
【００３８】
　（項目１２）　
　上記距離処理ユニットによって、上記物体の上記距離および／または上記位置に関する
上記情報を供給される運転手補助システムをさらに備えていることを特徴とする、項目１
１に記載の車両照明システム。
【００３９】
　（項目１３）　
　上記距離センサは、フォトニックミキサデバイスであることを特徴とする、項目１０に
記載の車両照明システム。
【００４０】
　（項目１４）　
　上記距離センサは、飛行時間の原理に基づいた３Ｄカメラであることを特徴とする、項
目１０に記載の車両照明システム。
【００４１】
　（項目１５）　
　上記放射された光が、所定の情報を送信するために、該所定の情報に依存して変調され
るように、該光の変調を制御する情報処理ユニットを有する情報伝送システムをさらに備
えることを特徴とする、項目１に記載の車両照明システム。
【００４２】
　（項目１６）　
　上記変調された光を検出し、光信号を出す検出器をさらに備え、上記情報処理ユニット
は、受信された情報を獲得するために、該光信号を復調することを特徴とする、項目１５
に記載の車両照明システム。
【００４３】
　（項目１７）　
　運転手補助システムをさらに備え、上記受信された情報の少なくとも一部分は、運転手
補助を提供するために該運転手補助システムに供給されることを特徴とする、項目１６に
記載の車両照明システム。
【００４４】
　（項目１８）　
　別の車両に配置された実質的に同様な車両照明システムが、上記放射された変調された
光を受信し、上記検出器によって受信された変調された光を放射するように構成され、そ
れにより２台の車両間の情報伝送が可能にされるということを特徴とする、項目１６に記
載の車両照明システム。
【００４５】
　（項目１９）　
　上記車両の速度、および／または該車両の速度の変化を検出するステータス検出ユニッ
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トをさらに備え、送信される情報は、該車両の速度、および／または該車両の速度の変化
に関する情報を含むことを特徴とする、項目１５に記載の車両照明システム。
【００４６】
　（項目２０）　
　ステータス検出ユニットをさらに備え、該ステータス検出ユニットが、所定の減速度で
上記車両にブレーキをかけていることを検出したときには、上記放射された光が所定の周
波数を用いて変調されることを特徴とする、項目１５に記載の車両照明システム。
【００４７】
　（項目２１）　
　上記検出器は、距離センサ、例えば、フォトニックミキサまたは３Ｄカメラであること
を特徴とする、項目１６に記載の車両照明システム。
【００４８】
　（項目２２）　
　上記検出器は、光検出器であることを特徴とする、項目１６に記載の車両照明システム
。
【００４９】
　（項目２３）　
　車両を照明する方法であって、
　光源によって放射された光を用いて、車両の周囲、もしくは該車両の室内、または両方
を照明するステップと、
　変調ユニットを使用して、該光源の光の該放射を変調するステップであって、該放射さ
れた光は、該光の変調が人によって実質的に知覚不可能なように充分に高い周波数を用い
て変調される、ステップと
　を包含する、方法。
【００５０】
　（項目２４）　
　上記光の放射は、それぞれヘッドライトおよび／またはテールランプによって、上記車
両の前方のエリアおよび／または該車両の後方のエリアを照明するために使用され、該ヘ
ッドライトと該テールランプとは、発光ダイオードを備えていることを特徴とする、項目
２３に記載の方法。
【００５１】
　（項目２５）　
　上記光の放射は、発光ダイオードを備えている車両の室内灯によって上記車両の室内を
照明するために使用されるということを特徴とする、項目２３に記載の方法。
【００５２】
　（項目２６）　
　上記光源によって放射され、物体によって反射された変調された光を、距離センサによ
って検出するステップをさらに包含し、該距離センサは、該物体の距離に関する距離信号
を生成することを特徴とする、項目２３に記載の方法。
【００５３】
　（項目２７）　
　上記物体の距離および／または位置に関する情報を獲得するために、距離処理ユニット
によって上記距離信号を処理するステップをさらに包含することを特徴とする、項目２６
に記載の方法。
【００５４】
　（項目２８）　
　運転手補助を提供するために運転手補助システムに、上記物体の上記距離および／また
は上記位置に関する情報を供給するステップをさらに包含することを特徴とする、項目２
７に記載の方法。
【００５５】
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　（項目２９）　
　乗客保護器具の配備を制御するために乗客保護システムに、上記物体の距離および／ま
たは位置に関する情報を供給するステップをさらに包含することを特徴とする、項目２７
に記載の方法。
【００５６】
　（項目３０）　
　上記放射された光が、所定の情報を送信するために、該所定の情報に依存して変調され
るように、情報処理ユニットによって上記光の変調を制御するステップをさらに包含する
ことを特徴とする、項目２３に記載の方法。
【００５７】
　（項目３１）　
　上記車両が所定の減速度でブレーキをかけているときには、上記光が所定の周波数を用
いて変調されるように、上記変調を制御するステップが行われることを特徴とする、項目
３０に記載の方法。
【００５８】
　（項目３２）　
　別の車両に配置された実質的に同様な車両照明システムによって放射された変調された
光を、光信号を出す検出器によって検出するステップと、受信された情報を獲得するため
に上記情報処理ユニットを使用して該光信号を復調するステップとをさらに包含すること
を特徴とする、項目３０に記載の方法。
【００５９】
　（項目３３）　
　上記受信された情報を運転手補助システムに供給するステップをさらに包含し、該受信
された情報は、上記検出された変調された光が生じた車両の速度および／または速度の変
化に関する情報を含むことを特徴とする、項目３２に記載の方法。
【００６０】
　（項目３４）　
　車両距離測定システムであって、
　－車両の周囲、もしくは該車両の室内、または両方を照明するために、可視波長範囲で
光を放射する複数の発光ダイオードを有する光源と、
　－該光の変調が人によって実質的に知覚不可能なように充分に高い周波数を用いて、該
光源によって該光の放射を変調する変調ユニットと、
　－該光源によって放射され、物体によって反射された変調された光を検出し、該物体の
距離に関する距離信号を生成する距離センサと、
　－該距離信号に基づいて、運転手補助を提供する運転手補助システムと
　を備えている、車両距離測定システム。
【００６１】
　（項目３５）　
　上記光源は、車両のヘッドライト、車両のテールランプ、および車両の室内灯のうちの
少なくとも１つである、項目３４に記載の車両距離測定システム。
【００６２】
　（項目３６）　
　車両に対する通信システムであって、
　－車両の周囲、もしくは該車両の室内、または両方を照明するために、可視波長範囲で
光を放射する複数の発光ダイオードを有する光源と、
　－該光の変調が人によって実質的に知覚不可能なように充分に高い周波数を用いて、該
光源によって該光の放射を変調する変調ユニットと、
　－該放射された光が、所定の情報を送信するために、該所定の情報に依存して変調され
るように上記光の変調を制御する情報処理ユニットを有する車両情報伝送システムと、
　－別の車両によって放射された変調された光を検出し、該検出された変調された光に含
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まれる受信された情報を獲得するために、該情報処理ユニットによって復調された光信号
を出す検出器と、
　－該受信された情報に基づいて、運転手補助を提供する運転手補助システムと
　を備えている、通信システム。
【００６３】
　（項目３７）　
　上記送信された情報は、上記車両の速度の変化に関する情報を含み、上記受信された情
報は、上記別の車両の速度の変化に関する情報を含む、項目３６に記載の通信システム。
【００６４】
　（項目３８）　
　車両照明システムであって、
　－車両の周囲、もしくは該車両の室内、または両方を照明するために、可視波長範囲で
光を放射する複数の発光ダイオードを有する光源と、
　－該光の変調が人によって実質的に知覚不可能なように充分に高い周波数を用いて、該
光源によって該光の放射を変調する変調ユニットと、
　－光を検出するために飛行時間の原理に基づいたフォトニックミキサデバイスまたは３
Ｄカメラの形式の検出器と、
　－該光源によって放射され、物体によって反射された光を検出することに応答して、該
検出器によって生成された距離信号に基づいて、該物体までの距離を決定する距離測定ユ
ニットであって、該光は、第１の周波数において変調される、距離測定ユニットと、
　－所定の情報を送信するように構成された情報伝送ユニットであって、該情報伝送ユニ
ットは、該変調ユニットを制御し、それにより放射された光が、該所定の情報に依存して
、該第１の周波数とは異なる第２の周波数で変調され、該伝送ユニットは、別の車両によ
って放射された変調された光を検出することに応答して、該検出器によって出される光信
号を復調することによって情報を受信するようにさらに構成されている、情報伝送ユニッ
トと
　を備えている、車両照明システム。
【００６５】
　（摘要）
　車両照明システムであって、車両の周囲、もしくは車両の室内、または両方を照明する
ための光を放射する光源と、該光源の光の放射を変調する変調ユニットであって、放射さ
れた光は、光の変調が人によって実質的に知覚不可能なように充分に高い周波数を用いて
変調される、変調ユニットとを備えている、車両照明システム。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６６】
　図１は、変調ユニット１０１と、光源１０２と、電力増幅器１０３とを備えている車両
照明システム１００を示す。光源１０２と電力増幅器１０３とは、照明ユニット１０４内
に含まれる。光源１０２は、発光ダイオード１０５を備えている。変調ユニット１０１も
また照明ユニット１０４の一部分であり得る。照明ユニット１０４が車両を照明するため
に車両上の異なる位置に含まれ得るように、照明ユニット１０４は構成されかつ形作られ
得る。例えば、照明ユニット１０４は、実質的に車両の前方のエリアを照明するヘッドラ
イトとして、もしくは車両の後方のエリアを照明するテールランプとして、または車両の
室内を照明する室内灯として形成され得る。従って、複数の車両照明システム１００が車
両内に配置され得る。照明システム１００が利用され得る他の用途は、フォグランプ、ハ
イビーム、方向指示灯、ブレーキランプ、後退灯、および車両に配置される他の光源、な
らびにそれらの組み合わせである。
【００６７】
　変調信号は、変調ユニット１０１によって電力増幅器１０３に供給される。例えば、変
調信号は、２０ＭＨｚのＡＣ信号の形式であり得るか、または好適には、０．１ＭＨｚ～
５０ＭＨｚの範囲にあるその他任意の高周波変調された信号の形式であり得る。電力増幅
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器１０３は、概して、光源１０２の発光ダイオード１０５に電流と電圧とを提供し、それ
により発光ダイオード１０５が、主に可視波長スペクトルにおいて光を放射することによ
り、車両を照明する。従来の車両照明システムにおいて、一定の電力が発光ダイオード１
０５に提供されるか、または電力は、例えば、方向指示灯において、非常に低い周波数を
用いて、定期的にオンとオフとを切り替えられる。このように、従来の照明システムの唯
一の目的は、車両を照明することであるか、または他の車両に対して表示することである
。本実施形態のシステムを用いると、電力増幅器１０３は、変調ユニット１０１から受け
取った変調信号を用いて、光源１０２に対する電力の供給を調節する。従って、発光ダイ
オード１０５によって放射された光は、例えば、２０ＭＨｚで変調される。かかる高周波
を用いた変調は、人によって知覚できない。発光ダイオード１０５は、かかる用途にとっ
て特に有利である。なぜならば、発光ダイオードは非常に素早く切り替えられ得るからで
ある。ここで、車両照明システム１００によって放射された光は、いくつかの機能を果た
し得る。車両照明システム１００は、依然として、車両の周囲または室内を照明し得、車
両照明システム１００はさらに、変調された光源を必要とする他のシステム、例えば、距
離測定システムまたは情報伝送システムによって光源として使用され得る。変調に依存し
て、光源１０２の輝度は、変調された光を提供しない類似の光源の輝度よりも低くなり得
る。輝度のかかる低下は、多数の発光ダイオード１０５を使用することによって補償され
得る。
【００６８】
　車両照明システム１００は、大規模な改変を必要とすることなく、現在の車両に容易に
組み込まれ得る。なぜならば、現在の車両は、多くの場合に、発光ダイオード照明システ
ムを既に備えているからである。このように、システムの組み込みは、費用効果が高く、
ほんのわずかな追加の空間しか必要としない。ますます多くの国々において、現在、車両
のヘッドライトとテールランプとを恒久的に点灯することが必要とされている。このよう
に、車両が動いているときには、距離測定または情報伝送のために変調された光が常に提
供される。あるいは、車両が動いている間に、車両の照明が消されたときに、追加の赤外
線発光ダイオードが、距離測定および／または情報伝送のために変調された赤外線を提供
するように、光源１０２に提供され得る。
【００６９】
　図１のシステムが、図１に示されていないコンポーネント、例えば、変調ユニット１０
１を制御するシステム、電力増幅器１０３に電力を供給する電源などをさらに備え得ると
いうことは、当業者には明らかである。
【００７０】
　図２において、車両照明システム２００が示されており、該車両照明システム２００は
、変調ユニット２０１と、光源２０２と、電力増幅器２０３とを備えており、光源と電力
増幅器とは、照明ユニット２０４内に組み込まれ、光源は、さらに、発光ダイオード２０
４を備えている。距離センサ２０６が、基準信号として変調ユニット２０１から変調信号
を受信する。発光ダイオード２０５によって放射された変調された光は、例えば、車両の
前方のエリアを照明し、それにより、光が、道路上の物体または道端の物体、例えば、前
方の別の車両または道路わきの木に反射される。光は、光源２０２から物体に移動し、距
離センサ２０６に戻るために一定量の時間を必要とする。従って、基準信号として供給さ
れた変調信号と検出された光の変調との間に位相シフトが存在する。距離センサ２０６は
、位相シフトに比例する信号を生成し、従って光が移動した距離に比例する信号を生成す
る。距離センサ２０６は、画素のアレイと光学素子とを備え得、それにより、各画素に対
して利用可能な距離情報を用いて、距離センサが照準を定めたエリアから、画像が獲得さ
れる。かかる距離センサの例は、ｔｈｅ　Ｓｗｉｓｓ　ＣＳＥＭ　Ｉｎｃ．による固体飛
行時間範囲カメラ、またはＰＭＤ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓによって製造されたような
ＰＭＤ　３Ｄ　ｖｉｄｅｏ　ｒａｎｇｅ　ｃａｍｅｒａなどである。かかる距離センサは
、わずかな空間を必要とするだけであり、車両の前方のエリアに照準を定めるために車両
のフロントガラスの後に据え付けられ得るか、もしくは車両の後方のエリアに照準を定め
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るために車両の後部に据え付けられ得るか、または客室の中の物体を検出するために客室
内のある場所に据え付けられ得る。現代の車両は、多くの場合に、いくつかのカメラシス
テム、例えば、６台の別々のカメラを既に備えている。
【００７１】
　光の一定の変調周波数が、一定の範囲に関連付けられ、該一定の範囲において、固有の
距離信号が距離センサから獲得され得る。物体があまりにも遠い場合には、大きな位相シ
フトが生じ得、距離センサは、もはや物体の距離を固有に識別し得ないという結果をもた
らす。従って、異なる変調周波数が、光源２０２による光の放射を変調するために使用さ
れ得、それにより所望の距離測定範囲が達成される。１ＭＨｚを用いた変調に対して、変
調の波長は、３００メートルであり、１５０メートルの有効距離測定範囲をもたらす。１
６ＭＨｚの変調に対して、範囲は、９．４メートルである。従って、車両内の使用に対し
ては、変調周波数はより高くなり得、一方、車両の周囲を照明することに対しては、より
低い変調周波数が好ましくなり得る。あるいは、光は、複数の周波数を同時にまたは交互
に用いて変調され得る。例えば、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚおよび２０ＭＨｚを用いた変調が
、距離測定のために使用され得る。システムは、距離測定に対する周波数と同様な光変調
周波数を使用して、別の車両が距離測定システムを装備されているかをも検出し得る。か
かる場合において、変調周波数は転移させられ得る。
【００７２】
　距離信号が、距離センサ２０６によって、距離処理ユニット２０７に提供される。距離
センサ２０６と距離処理ユニット２０７とは、１つのモジュールの中に備えられ得る。距
離処理ユニット２０７は、距離センサ２０６によってモニタリングされたエリアの画像を
獲得するために、距離信号を処理し得、次に、該画像が、表示された物体の距離に関連す
る情報と共に、車両の運転手に表示され得る。概して、車両の形状、ならびに光源２０２
の位置、および距離センサ２０６の位置が分かっているので、変調された光を車両の外周
に反射させる物体の距離が、距離処理ユニット２０７によって計算され得る。距離情報を
有する画像は、１００ＭＨｚまでの周波数において記録され得る。これが、距離処理ユニ
ット２０７が車両と物体との間の相対速度を決定することを可能にする。次に、かかる情
報がドライバ補助システム２０８に提供され得る。ドライバ補助システム２０８は、車両
の減速を開始したり、緊急ブレーキを始動したりなどをする。
【００７３】
　物体、特に、客室内の物体の位置および／または距離に関する情報が、乗客保護システ
ム２０９に提供される。緊急の場合、例えば、衝突の場合、そこで、乗客保護システム２
０９が保護器具、例えば、乗客の位置における拘束システムまたはエアバッグを作動させ
得、該拘束システムまたはエアバッグに対して、距離処理ユニット２０７は、供給された
距離信号から、乗客が存在するということを決定し得る。
【００７４】
　例えば、不適切な距離測定範囲の場合、または変調された光が別の車両の距離測定シス
テムから検出された場合において、距離処理ユニット２０７は、さらに、変調周波数の調
節が必要であるか否かを決定するために、距離センサ２０６によって提供される信号を分
析し得る。次に、距離処理ユニット２０７は、変調ユニット２０１による放射された光の
変調を制御し得る。
【００７５】
　距離センサ２０６は、さらに、信号を情報処理ユニット２１０に提供する。実質的に同
様な車両照明システムを備えている別の車両が、車両の前方を走り、他の車両のテールラ
ンプによって放射された変調された光の形式で情報を発信し得る。次に、この変調された
光もまた、距離センサ２０６によって検出される。複数の画素を含んでいる可能性のある
単純な強度の信号が、分析のために情報処理ユニット２１０に供給される。特定の周波数
、例えば、８ＭＨｚを用いた変調は、特定の情報に対応し、例えば、前方の車両が強くブ
レーキをかけているという情報に対応し得る。次に、情報処理ユニット２１０は、８ＭＨ
ｚの変調周波数が信号に含まれているか否かを決定するために、距離センサ２０６によっ
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て供給された信号を分析し得る。含まれる場合には、情報処理ユニット２１０は、前方の
車両が強くブレーキをかけているという情報をドライバ補助システム２０８に提供し、該
ドライバ補助システム２０８が適切な行動をとり得る。あるいは、より複雑な情報が、放
射された光のより複雑な変調、例えば、複数の周波数変調または位相シフト変調によって
、他の車両から受信され得る。例えば、その情報は、他の車両の速度を含むか、またはど
のくらい速く他の車両の速度が変化しているかを含む。
【００７６】
　車両照明システム２００はまた、情報を他の車両に送信し得る。情報処理ユニット２１
０は、ステータス検出ユニット２１１から車両のステータスに関する情報を受信する。こ
れは、非常に単純な情報であり得、例えば、一定のイベントが生じたという情報、例えば
、車両が所定の減速度でブレーキをかけているという情報であり得る。さらに、情報は、
より複雑な情報であり得、例えば、車両の速度、または車両の速度変化であり得る。情報
処理ユニット２１０は、制御信号を変調ユニット２０１に送信し、該変調ユニット２０１
は、対応する変調信号を生成する。変調信号は、所定の基準に従って生成され、それによ
り他の車両の情報伝送システムが、受信された信号を認識し復調し得る。情報処理ユニッ
ト２１０と距離処理ユニット２０７とは、処理モジュール２１２の中に備えられ得、該処
理モジュール２１２は、情報処理ユニット２１０の変調制御信号と、距離処理ユニット２
０７の変調制御信号とを組み合わせ、これらを変調ユニット２０１に提示し得る。あるい
は、情報処理ユニット２１０と距離処理ユニット２０７とは、両方とも、制御信号を変調
ユニット２０１に供給し得、次に、該変調ユニット２０１は、いくつかの変調周波数を用
いて変調信号を生成し得る。
【００７７】
　車両照明システム２００は、いくつかの利点を有する。車両の照明と、距離測定および
情報伝送のための変調された光とを提供するために、１つの光源だけが必要である。また
、距離測定と情報伝送とに対して、１つの距離センサ２０６だけが必要である。結果とし
て、結果として、システムは、比較的に小型になり、かつ、費用効果が高くなる。特に、
現在の車両は、既に、発光ダイオードの形式で光源を提供されているので、車両照明シス
テム２００を組み込む追加の費用が減少される。
【００７８】
　車両を照明するための方法の実施形態の流れ図が、図３に示されている。第１のステッ
プ３０１において、変調周波数が設定される。例えば、変調周波数は、距離処理ユニット
２０７によって決定され得、該距離処理ユニット２０７は、制御信号を変調ユニット２０
１に供給する。次に、所定の変調周波数を有する変調信号は、変調ユニット２０１よって
生成される。次のステップ３０２において、変調信号が、出力増幅器、例えば、出力増幅
器２０３に供給される。出力増幅器は、電源、例えば、車両のバッテリに接続され、事前
に設定された周波数を用いて高いＡＣ電流を生成する。電流は、光源、例えば、発光ダイ
オード２０５を駆動するために使用される。次のステップ３０３において、車両の周囲が
、変調された光を用いて照明され、該変調された光は、光源によって放射される。ここで
もやはり、前方のエリア、または後方のエリア、もしくは車両の側方のエリアが照明され
得るか、または車両の室内が照明され得る。次に、変調された光が物体によって反射され
る。かかる物体は、別の車両、道路わきの木、車両のそばの縁石、または車両の内側の物
体などであり得る。概して、変調された光の一部分は、車両に戻るように反射される。次
のステップ３０４において、反射された変調された光が、距離センサを用いて検出される
。変調された光を放射するいくつかの光源が、車両内に提供される場合には、距離センサ
は、それらの光源のそれぞれに対して提供され得る。距離センサは、車両の前部、車両の
後部、車両の側部、または車両の室内に提供され得る。距離センサは、反射された光を検
出し、概して、変調された信号の形式で基準信号も提供される。距離センサは、距離セン
サの複数の画素によって検出された光の振幅および位相の情報を備えている距離信号を作
成する。物体の距離および／または位置は、実質的にステップ３０５において計算される
。距離信号が評価され得、距離センサの視野内の物体と、車両の距離とが識別され得る。
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次に、ステップ３０６において、距離および／または位置の情報が、運転手補助システム
または乗客保護システムに供給される。上に記述されたように、これらのシステムは、供
給された情報に従って必要な行動を取り得る。
【００７９】
　図４は、車両を照明するための方法の別の実施形態の流れ図を示す。第１のステップ４
０１において、車両のステータス情報が、例えば、ステータス検出ユニット２１１によっ
て引き出される。引き出されたステータス情報に依存して、ステップ４０２において、変
調周波数が決定される。変調周波数は、車両の速度、または車両の加速度／減速度に基づ
いて決定され得るか、または所定の変調周波数が、特定のイベントに対して設定され得る
。情報処理ユニット２０８は、ステータス検出ユニット２１１によって供給された情報に
基づいて変調周波数を決定し得、次に、制御信号を変調ユニット２０１に送信し得、該制
御信号は、決定された制御周波数を含む。次に、変調ユニット２０１は、制御信号に従っ
て、変調信号を合成する。次のステップ４０３において、変調信号が電力増幅器に供給さ
れる。次に、電力増幅器は、電力を光源、例えば、発光ダイオード２０５に供給し、該光
源は、変調信号を用いて変調される。次に、ステップ４０４において、車両の周囲が変調
された光を用いて照明される。変調された光は、車両の周囲を照明することと、車両のス
テータス情報を提供することとの両方を行い、車両のステータス情報に従って、光は変調
される。別の車両における対応するシステムが、変調された光を検出し得、車両のステー
タス情報を引き出し得る。他の車両もまた、変調された光によってステータス情報を供給
する。次のステップ４０５において、他の車両からの変調された光が、例えば、単純な光
検出器または距離センサ２０６を使用することによって検出される。次に、ステップ４０
６において、変調された光を検出する検出器によって生成された光信号が、他の車両によ
って送信されたステータス情報を引き出すために、例えば、情報処理ユニット２１０によ
って復調される。ステップ４０７において、次に、検出された信号から引き出された情報
が、運転手補助システムに供給される。運転手補助システムは、ここで必要な行動を行い
得る。検出された光が、前方の車両から受信され、車両が強くブレーキをかけているとい
う情報を含む場合には、運転手補助システムは、例えば、車両のブレーキをかけることを
開始し得るか、もしくは緊急ブレーキを引くことさえも開始し得るか、または運転手補助
システムは、運転手に警告を与え得る。従って、図４の方法を用いると、車両の周囲また
は車両の室内の照明、および異なる車両間でのデータの交換が、提供される。
【００８０】
　図５は、２台の車両における、図２のシステムと同様な車両照明システムの使用を例示
する。第１の車両５００は、２つのヘッドライト５０１およびヘッドライト５０１と、２
つのテールランプ５０２およびテールランプ５０２と、フロント距離センサ５０３と、リ
ア距離センサ５０４と、信号処理コンポーネント５０５とを備えている。ヘッドライト５
０１とテールランプ５０２とはそれぞれ、発光ダイオードと出力増幅器とを有する光源を
備え得る。信号処理コンポーネント５０５は、例えば、情報処理ユニットまたは距離処理
ユニット、ならびにステータス検出ユニット、運転手補助システム、および乗客保護シス
テムコンポーネントなどのコンポーネントを備え得る。第２の車両５２０は、同様に、ヘ
ッドライト５２１およびヘッドライト５２１と、テールランプ５２２およびテールランプ
５２２と、フロントセンサ５２３と、リアセンサ５２４と、信号処理コンポーネント５２
５とを提供される。変調ユニットは、信号処理コンポーネント５０５、５２０、またはヘ
ッドライト５０１、５２１／テールランプ５０２、５２２のいずれかにおいて備えられて
いる。
【００８１】
　両方の車両のヘッドライト５０１、５２１およびテールランプ５０２、５２２が、車両
の前方のエリア／車両の後方のエリアをそれぞれ照明するために使用される。既に、いく
つかの国においては、昼間に車両のライトを点灯することが義務となっているので、これ
は昼間でさえも事実となり得る。ヘッドライトおよびテールランプによって放射された光
が変調され、それにより、変調された光が距離測定のために使用され得る。第１の車両の
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前方の物体、第１の車両の後方の物体、または第１の車両の側方の物体によって反射され
た光は、フロントセンサ５０３またはリアセンサ５０４のいずれかによって検出され、ま
た、第２の車両に関しては、フロントセンサ５２３およびリアセンサ５２４のいずれかに
よって検出される。従って、第２の車両５２０の距離測定システムは、ヘッドライト５２
１によって放射され、第１の車両５００を反射され、そしてフロントセンサ５２３によっ
て検出された変調された光によって、第１の車両５００に対する距離を決定し得る。第１
の車両５００の距離測定システムと第２の車両５２０の距離測定システムとの両方の間の
干渉を防止するために、システムは、異なる変調周波数を使用し得る。距離測定のために
、第１の車両５００のヘッドライトと第２の車両５２０のヘッドライトとから放射された
変調された光を使用することによって、第１の車両は、運転経路内の危険な物体を識別す
るか、または道端における危険の可能性を識別し得、該危険な物体または危険の可能性に
関して、第１の車両の運転手は警告され得るか、または適切な行動が第１の車両の運転手
補助システムによって取られ得、一方、第２の車両は、第１の車両に対する距離のあらゆ
る変化を正確に決定することを可能にされ、それにより、第２の車両は、例えば、運転手
補助システムによって、第１の車両に対して安全な距離を自動的に維持し得る。
【００８２】
　さらに、第１の車両が強くブレーキをかけた場合には、第１の車両５００のヘッドライ
ト５０１とテールランプ５０２とによって放射された光は、距離測定に対する変調周波数
とは異なる所定の周波数において変調される。主に、テールランプ５０２によって放射さ
れた変調された光が、第２の車両５２０のフロントセンサ５２３によって検出され、分析
され、所定の変調周波数が、検出された光に存在するということが決定される。この方法
によって、第２の車両５２０は、第１の車両５００が強くブレーキをかけたという情報を
獲得する。このように、第２の車両５２０は、運転手補助システムに情報を送信し、該運
転手補助システムが第２の車両に強くブレーキをかけ始めること、または運転手に対する
警告を表示することなどの必要な行動をとり得る。さらに、第２の車両５２０によって放
射された光もまた、当該の所定の周波数を用いて変調され、それにより第２の車両に続く
車両もまた情報を獲得し得る。このように、情報が、車両の列の最初の車両から最後の車
両まで中継され得る。全ての車両が、前方の車両が強くブレーキをかけたという情報を獲
得するので、深刻な後端の衝突が防がれ得る。異なる車両の間で情報を伝送するために同
じ変調周波数を使用することが可能である。なぜならば、この情報伝送が直接的に関連す
る状況においては、第１の車両のテールランプ５０２と、第２の車両のフロントセンサ５
２３とが、視線の場所にあるからである。このように、フロントセンサ５２３は、主に、
前方を走っている第１の車両のテールランプ５０２によって放射された光を検出する。第
１の車両の前方を走り得る他の車両からの光は、非常に低い強度で受信されるだけであり
、従って情報伝送を妨げ得ない。あるいは、異なる周波数が、異なる車両間に情報を伝送
するために使用され得る。また、異なる周波数が、事前に定められた基準に従って異なる
減速度を表示するために使用され得る。このように、第２の車両５２０は、どのくらいの
強さで、第２の車両が、第１の車両５００に対して安全な距離を維持するために、ブレー
キをかけなければならないかを正確に理解する。本発明のさらなる実施形態が、車両が曲
がる経路における危険な物体を検出するなどのために想定されており、例えば、車両間で
、車両の速度などを含むより複雑なデータを伝送すること、または曲がるときに、インジ
ケータによって放射された光を変調することが想定されている。
【００８３】
　要するに、本発明の車両照明システムは、現在の従来の車両に容易に組み込まれ得、大
量の追加の空間を必要とすることなく、そして、比較的に費用効果の高い照明システムを
提供する。本発明の車両照明システムはまた、非常に用途が広い。なぜならば、照明シス
テムによって放射された光は、広い範囲の用途に使用され得る。
【００８４】
　本発明の特定の実施形態が、本明細書において開示されたが、様々な変更および改変が
、本発明の精神および範囲を逸脱することなく行われ得る。本実施形態は、あらゆる点に
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おいて、例示的なものあり、かつ、非限定的なものとして考慮されるべきであり、添付の
特許請求の範囲の意味および均等な範囲に入る全ての変更が、本明細書に含まれることが
意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】図１は、光源と、変調ユニットと、電力増幅器とを備えている照明ユニットの概
略図である。
【図２】図２は、距離センサと、距離処理ユニットと、情報処理ユニットとを備えている
照明システムの好適な実施形態の概略図である。
【図３】図３は、車両を照明するための方法の実施形態の流れ図を示す。
【図４】図４は、車両を照明するための方法の実施形態の流れ図を示す。
【図５】図５は、車両照明システムの実施形態を装備された２台の車両の上面図の概略図
を示す。

【図１】 【図２】



(23) JP 5311628 B2 2013.10.9

【図３】 【図４】

【図５】
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