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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】運転者のジェスチャに応答した情報であるフィ
ードバック情報をヘッドアップディスプレイにより表示
する場合に、運転者の前方視界を妨げることがないよう
にする。
【解決手段】制御回路２は、車両の停止状態ではジェス
チャ軌跡を表示し、車両の走行状態では、ジェスチャ軌
跡を消去することで表示抑制処理を実行する。これによ
り、安全性に配慮しながらジェスチャ軌跡の視認性を高
めることができる。また、運転者は、車両の走行状態で
は、ジェスチャ入力を控えるようになり、運転に集中す
ることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転者の前方方向となる視界に位置するように設けられた表示領域（１６）にヘッドア
ップディスプレイ（１０）により情報を表示する車両用情報表示装置（１）であって、
　運転者のジェスチャによる入力であるジェスチャ入力を検出するジェスチャ検出部（２
ａ）と、
　前記ジェスチャ入力を認識する認識部（２ｂ）と、
　前記認識に応答した情報であるフィードバック情報を生成する情報生成部（２ｃ）と、
　前記フィードバック情報を運転者の前方視界を妨げない態様で前記ヘッドアップディス
プレイにより表示する表示抑制処理を実行する表示抑制部（２ｄ）と、
　を備えた車両用情報表示装置。
【請求項２】
　前記表示抑制部は、前記フィードバック情報を運転者の前方視界を妨げない領域に常に
表示することで前記表示抑制処理を実行する請求項１に記載の車両用情報表示装置。
【請求項３】
　前記表示抑制部は、前記フィードバック情報を運転者の前方視界を妨げ得る領域に表示
し、運転状況に応じて前記フィードバック情報を消去することで前記表示抑制処理を実行
する請求項１に記載の車両用情報表示装置。
【請求項４】
　前記表示抑制部は、前記フィードバック情報を運転者の前方視界を妨げ得る領域に表示
し、運転状況に応じて前記フィードバック情報を運転者の前方視界を妨げない領域に表示
することで前記表示抑制処理を実行する請求項１に記載の車両用情報表示装置。
【請求項５】
　前記表示抑制部は、前記フィードバック情報を運転者の前方視界を妨げ得る領域に常に
表示し、運転状況に応じて前記フィードバック情報の視認性を低下させることで前記表示
抑制処理を実行する請求項１に記載の車両用情報表示装置。
【請求項６】
　運転者が特に運転に集中する必要性が高いイベントが発生したことを検出するイベント
検出部を備え、
　前記表示抑制部は、前記フィードバック情報を運転者の前方視界を妨げ得る領域に表示
している状態で前記イベント検出部が前記イベントを検出した場合は、前記表示抑制処理
を実行する請求項１または請求項３から５のいずれか一項に記載の車両用情報表示装置。
【請求項７】
　運転者が特に運転に集中する必要性が高いイベントが発生したことを検出するイベント
検出部（２ｅ）を備え、
　前記表示抑制部は、前記フィードバック情報を運転者の前方視界を妨げ得る領域に常に
表示し、前記イベント検出部が前記イベントを検出した場合は、前記フィードバック情報
の演出度を低下させることで前記表示抑制処理を実行する請求項１に記載の車両用情報表
示装置。
【請求項８】
　前記認識部が前記ジェスチャ入力の認識を成功したか否かを判定する認識判定部（２ｆ
）を備え、
　前記表示抑制部は、前記認識判定部が前記ジェスチャ入力の認識を失敗したと判定した
場合はエラーを表示し、運転状況に応じて前記エラーに対して前記表示抑制処理を実行す
る請求項１または請求項３から７のいずれか一項に記載の車両用情報表示装置。
【請求項９】
　前記フィードバック情報は、前記ジェスチャ入力に対応したジェスチャ軌跡である請求
項１から８のいずれか一項に記載の車両用情報表示装置。
【請求項１０】
　前記フィードバック情報は、前記ジェスチャ入力の認識結果であるコマンドである請求
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項１から８のいずれか一項に記載の車両用情報表示装置。
【請求項１１】
　運転者の前方方向となる視界に位置するように設けられた表示領域にヘッドアップディ
スプレイにより情報を表示する車両用情報表示プログラムであって、
　運転者のジェスチャによる入力であるジェスチャ入力を検出する手順と、
　前記ジェスチャ入力を認識する手順と、
　前記認識に応答した情報であるフィードバック情報を生成する手順と、
　前記フィードバック情報を運転者の前方視界を妨げない態様で前記ヘッドアップディス
プレイにより表示する表示抑制処理を実行する手順と、
　を実行する車両用情報表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は車両用情報表示装置及び車両用情報表示プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　運転者が体の一部を使用してジェスチャを描くことで車載装置に指示する場合、何もフ
ィードバックが無い場合より、様々なフィードバックがあるほうが容易に入力できること
が知られている。例えば特許文献１のように、フィードバックはジェスチャの軌跡が代表
的である。これにより、ユーザは自身が思い浮かべたジェスチャが正しく描けているかを
認識できる。あるいは、ジェスチャが誤認識または失敗した場合にも、その理由を推測す
ることができ、次回以降のジェスチャ入力を補正することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－１４９４６７号公報
【特許文献２】特許第２９９９３３５号公報
【特許文献３】特開２００４－３０３２０７号公報
【特許文献４】特許第５６０１０４５号公報
【特許文献５】特開２０１４－６７３８８号公報
【特許文献６】特開２００２－１４９３０４号公報
【特許文献７】特開２００２－２５９０４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　フィードバックには、ジェスチャの軌跡のほかにも、現在の入力時点で推測されるジェ
スチャ図形を表示するもの（特許文献２または特許文献３参照）、ジェスチャ入力の進捗
を表示するもの（特許文献４参照）、ジェスチャ入力時の身体部位をアイコン表示するも
の（特許文献５参照）、軌跡等をＬＥＤで表示するもの（特許文献６参照）などがある。
【０００５】
　一方、特許文献７ではウェアラブルコンピュータのディスプレイにフィードバックを表
示しているが、車両に適用する場合、ジェスチャのフィードバックはヘッドアップディス
プレイにより表示することが考えられる。
【０００６】
　しかしながら、走行中に運転者の前方となる視界となる目の前にジェスチャに応じたフ
ィードバック情報を表示した場合、運転者の前方視界がフィードバック情報により妨げら
れてしまう。
【０００７】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、その目的は、運転者のジェスチャに応答し
た情報であるフィードバック情報をヘッドアップディスプレイにより表示する場合に、運
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転者の前方視界を妨げることがない車両用情報表示装置及び車両用情報表示プログラムを
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１の発明によれば、運転者が車両用情報表示装置（１）に指示するためにジェス
チャすると、ジェスチャ検出部（２ａ）がジェスチャ入力を検出し、認識部（２ｂ）がジ
ェスチャ入力を認識するので、情報生成部（２ｃ）がジェスチャ入力に応じた情報である
フィードバック情報を生成する。そして、表示抑制部（２ｄ）は、フィードバック情報を
運転者の前方視界を妨げない態様でヘッドアップディスプレイ（１０）により表示する表
示抑制処理を実行する。これにより、フィードバック情報により運転者の前方視界が妨げ
られることはないので、前方の交通状況を確実に確認しながらフィードバック情報をも確
認することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態におけるナビゲーション装置の構成を示す機能ブロック図
【図２】ヘッドアップディスプレイの構成を示す模式図
【図３】インストルメントパネル周りの斜視図
【図４】指先を示すステアリングホイールの正面図
【図５】ジェスチャ入力の一例を示す図
【図６】退避領域へのジェスチャ軌跡の表示状態を示すステアリングホイールの正面図
【図７】制御回路の動作を示すフローチャート
【図８】第２実施形態における前方領域へのジェスチャ軌跡の表示状態を示す図
【図９】ジェスチャ軌跡の非表示状態を示す図
【図１０】制御回路の動作を示すフローチャート
【図１１】第４実施形態における前方領域へのジェスチャ軌跡の表示状態を示す図
【図１２】制御回路の動作を示すフローチャート
【図１３】第５実施形態におけるジェスチャ軌跡の退避領域への表示状態を示す図
【図１４】制御回路の動作を示すフローチャート
【図１５】第６実施形態におけるジェスチャ軌跡の表示を示す図（その１）
【図１６】ジェスチャ軌跡の表示を示す図（その２）
【図１７】ジェスチャ軌跡の表示を示す図（その３）
【図１８】第７実施形態におけるコマンドを前方領域への表示状態を示す図
【図１９】コマンドを退避領域への表示状態を示す図
【図２０】制御回路の動作を示すフローチャート
【図２１】第８実施形態におけるエラー表示を前方領域への表示状態で示す図
【図２２】エラー表示を退避領域の表示状態で示す図
【図２３】制御回路の動作を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（第１実施形態）
　以下、本発明を車両用ナビゲーション装置に適用した実施形態について説明する。まず
、第１実施形態について図１から図７を参照して説明する。
【００１１】
　図１に示すナビゲーション装置１（車両用情報表示装置に相当）は、制御回路２、前方
監視装置３、ＧＰＳ受信機４、距離センサ５、操作スイッチ群６、表示装置７、音声出力
装置８、ジェスチャ検出装置９、ヘッドアップディスプレイ（以下、ＨＵＤと称する）１
０、通信装置１１、プログラムを格納する記憶装置１２、運転者の運転状態を検出する運
転状態検出装置１３を備えて構成されている。尚、記憶装置１２は、ハードディスクドラ
イブやフラッシュメモリに代表される半導体メモリのような非遷移的実体的記録媒体であ
ればよい。
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【００１２】
　制御回路２はナビゲーション装置１の全体動作を制御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、内部には周知のＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、これらを接続するバ
スライン、電源回路等を備える。
【００１３】
　前方監視装置３は、車両の前方視野の像を画像解析用に取得するもので、前方監視カメ
ラ３ａ、Ａ／Ｄ変換器３ｂ、画像処理回路３ｃを備えて構成される。前方監視カメラ３ａ
は、車室内から車両前方に向けて取り付けられ、前方視野のアナログ画像を取得してＡ／
Ｄ変換器３ｂに出力する。Ａ／Ｄ変換器３ｂは前方監視カメラ３ａからのアナログ画像信
号をＡ／Ｄ変換してディジタル信号に変え、画像処理回路３ｃに出力する。画像処理回路
３ｃはディジタルの画像信号を処理し、画像解析しやすいように被写体の輪郭線、主要形
状線のみを抽出するなどして制御回路２に出力する。制御回路２は、前方監視装置３から
の情報に基づいて例えば前方車両までの距離や前方に位置する障害物までの距離を測定し
、危険度が高いと判断した場合はブレーキを作用させることで車両を減速や停止する。
【００１４】
　ＧＰＳ受信機４は、複数のＧＰＳ用人工衛星からの電波を受信して車両の現在位置を算
出して制御回路２に伝えるものである。距離センサ５は走行距離を計測するセンサで、例
えばフロントホイ－ルの回転数を計数して走行距離を計測する。距離センサ５の計測値は
、ＧＰＳ受信機４により算出された現在位置座標の補正に使用される。このＧＰＳ受信機
４と距離センサ５とが位置検出手段の位置検出用センサに相当するものであるが、位置検
出手段にはこの他に車体方位センサ、速度センサ等も位置検出精度向上のために用いても
よい。
【００１５】
　操作スイッチ群６は、制御回路２にコマンドやデータを入力するためのもので、例えば
カラー液晶ディスプレイ上に形成されたタッチスイッチ、リモコンスイッチ等で構成され
る。表示装置７は、位置検出手段にて検出した車両現在位置を道路地図に重畳して表示す
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。音声出力装置８は、制御
回路２からの出力情報を人工音声に変えて運転者に伝える。
【００１６】
　通信装置１１は、ＶＩＣＳ（Vehicle Information & Communication System、登録商標
）から渋滞状況、工事・交通規制、所要時間等の道路交通情報をディジタル信号で受信す
るためのものである。
【００１７】
　記憶装置１２には道路地図を含む地図データが予め記憶されている。この地図データは
、車両が走行している地図上の位置の確認、一般的なナビゲーション機能である経路探索
や経路誘導等に使用される。
【００１８】
　記憶装置１２内には、一般的な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４により算出された位置座標を距離センサ５の測定値で補正する機能、補
正した位置座標を地図上に位置付けて車両の現在位置を確定す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走行経路を地図画面上に表示して誘導する経路誘導機能な
どを実行するプログラムが予め記憶されている。本実施形態では、これらのプログラムに
加えて後述するジェスチャ認識プログラムを実行するようになっている。
【００１９】
　運転状態検出装置１３は、運転者を撮影するように車室内に設けられた図示しない監視
カメラから映像を取得し、運転者の顔や動作などの運転者の状態を解析して運転状態を判
定し、制御回路２に通知することで運転者に注意を促す機能を有する。運転状態とは、例
えば運転者が漫然としていたり、眠気や疲労あるいは注意力低下または覚醒度低下を引き
起こしていたり、反対に過覚醒あったりするなどである。このような運転状態は、運転に
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適さない状態つまり不適切運転状態であるから、適切な運転状態となることが望まれる。
また、監視カメラからの情報だけではなく、前方監視装置３や車両の走行状態を検出する
各種センサあるいは各種車両情報から得られる車両の状態からも運転状態を検出すること
ができ、これらを運転状態検出装置１３の構成要素とすることもできる。
【００２０】
　ＨＵＤ１０は、運転者が前方方向から視線を外すことなく情報を見ることができるよう
にするための装置である。このＨＵＤ１０は、図２に示すように、インストルメントパネ
ル１４の裏側に設けられた光源１０ａ、液晶パネル１０ｂ、凹状の反射鏡１０ｃ、防塵カ
バー１０ｄとから構成されている。光源１０ａの光軸上に液晶パネル１０ｂと反射鏡１０
ｃとが位置しており、光源から光軸上に照射された光が液晶パネル１０ｂを通過して反射
鏡１０ｃで図示上方に集光状態で反射される。この反射鏡により反射された光は、防塵カ
バー１０ｄを通して図３に示すフロントウインドシールド１５上の所定の表示領域１６に
結像される。したがって、運転者は、フロントウインドシールド１５を介して前方を見た
まま表示領域１６に結像した情報を視認することができる。
【００２１】
　ジェスチャ検出装置９はインストルメントパネル１４に設けられており、図４に示すよ
うにほぼ中立位置に位置したステアリングホイール１７を握った手から前方に伸ばした指
先の位置を検出する。この場合、運転者は、指先を動かすジェスチャにより所定の図形を
描くことでナビゲーション装置１に対して各種操作を指示することができる。ジェスチャ
により描く図形は、図５に示すように複数設定されており、例えば直角方向にジェスチャ
することで次の曲に移動または選局したり、前の曲に移動または選局したりする操作を指
示することができる。尚、図５に示す図形は一例であり、図示しない他の操作をジェスチ
ャにより所定の図形を描くことで指示することができる。
【００２２】
　ジェスチャ検出装置９は、所定のジェスチャ検出エリアに赤外線を放射する発光素子、
及びジェスチャ検出エリアに位置する指先で反射した赤外線を撮像するイメージセンサか
らなる受光素子等により構成されている。ジェスチャ検出エリアは、図４に示すようにス
テアリングホイール１７を握っている手の指先が位置可能な範囲である。受光素子は、ジ
ェスチャ検出エリアに位置して指先を撮像し、当該指先の位置を示す検出信号を生成して
制御回路２に出力する。
【００２３】
　制御回路２は、ジェスチャ検出装置９から入力される検出信号を解析することにより、
運転者の指先によりジェスチャが行われたか否かを判定する。つまり、指先の位置を追跡
することにより指先の軌跡をジェスチャ入力として検出する。
【００２４】
　尚、本実施形態では、空中に指先で描くジェスチャでポインティングする構成について
説明したが、指先ではなく腕や手首で描く場合、マウスやタッチパッド等を使用するよう
にしても良く、ポインティングするデバイスが限定されるものではない。あるいは、ステ
アリングホイール１７を把持したまま描くだけではなく、ステアリングホイール１７から
手を離した状態で描いてもよい。
【００２５】
　制御回路２は、記憶装置１２に格納されているジェスチャ認識プログラムを実行するこ
とで、ジェスチャ検出部２ａ、認識部２ｂ、情報生成部２ｃ、表示抑制部２ｄ、イベント
検出部２ｅ、認識判定部２ｆの機能を実行する。
【００２６】
　さて、運転者がナビゲーション装置１を指先のジェスチャにより操作する場合は、図６
に示すようにステアリングホィールを握った手の指先を前方に伸長した状態で、一筆書き
の要領で指先を動かして所望のジェスチャを描く。すると、ジェスチャ検出装置９は、運
転者によるジェスチャ入力を検出するようになる。尚、図６では、図５に示す更新のジェ
スチャを描いていることを示している。
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【００２７】
　制御回路２は、図７に示すジェスチャ認識プログラムを実行しており、ジェスチャ入力
を検出したかを判定しており（Ｓ１０１：ＮＯ）、指先によるジェスチャ入力を検出した
場合は（Ｓ１０１：ＹＥＳ）、表示抑制処理を実行する（Ｓ１０２）。つまり、図６に示
すようにジェスチャ軌跡１８を運転者の前方視界を妨げない領域に描画する。前方視界と
は、運転者が特に運転に集中するために注視する前方の視界を意味する。また、前方視界
を妨げない領域（以下、退避領域１９と称する）とは、図３に示す表示領域１６において
前方視界に対応する領域（以下、前方領域２０と称する）から外れた領域である。
【００２８】
　また、ジェスチャ軌跡１８を描画する場合、退避領域１９の右下角部において指先の最
初の検出位置に対応した位置（図６中に黒丸で示す）からジェスチャ軌跡１８の描画を開
始し、指先の現在位置（図６中に矢印で示す）までの移動軌跡が残るように描画する。こ
の場合、ジェスチャ軌跡１８の描画情報がフィードバック情報に相当する。
【００２９】
　次にジェスチャ認識処理を実行し（Ｓ１０３）、ジェスチャ入力が確定したかを判定す
る（Ｓ１０４）。つまり、ジェスチャが図５に示すジェスチャパターンや図示しないジェ
スチャパターンの内の一つに一致するかを判定する。ジェスチャが確定した場合は（Ｓ１
０４：ＹＥＳ）、ジェスチャが指示する操作を実行する（Ｓ１０５）。尚、ジェスチャ入
力が確定した場合は、ジェスチャ軌跡１８を消去する。
【００３０】
　以上のようにして、ステアリングホイール１７を握った手の指先のジェスチャによりナ
ビゲーション装置１に対して各種操作を指示することができる。このような指示は操作ス
イッチ群６に対する操作でも行うことができるが、操作スイッチ群６の位置を確認するに
は大きな視線の移動を伴う。これに対して、ジェスチャによる指示は前方を視認しながら
行うことができることから、安全性に極めて優れている。
【００３１】
　このような実施形態によれば、制御回路２は、ジェスチャ軌跡１８を常に退避領域１９
に表示することで表示抑制処理を実行するので、運転者は、前方の交通状況を常に確認し
ながら視線を大きく移動することなくジェスチャ軌跡１８をも確認可能となる。
【００３２】
　（第２実施形態）
　次に、第２実施形態について図８から図１０を参照して説明する。この第２実施形態は
、運転状況に応じてジェスチャ軌跡１８を消去することを特徴とする。
【００３３】
　第１実施形態では、ジェスチャ軌跡１８を常に退避領域１９に表示することで安全性に
配慮したが、退避領域１９は運転者の前方視界から外れて設定されていることから視認性
が劣ることから、運転者の負荷状態や車両の走行状態等の運転状況を認識し、運転状況に
応じてジェスチャ軌跡１８を退避領域１９に表示することで安全に配慮しながらジェスチ
ャ軌跡１８の視認性を高めるのが望ましい。ジェスチャ軌跡１８の視認性とは、前方を見
ている運転者がジェスチャ軌跡１８を視認する程度を示し、視認性が高い状態とは、運転
者の前方視界がジェスチャ軌跡１８により妨げ得る態様である。
【００３４】
　ここで、運転者の負荷状態とは、運転に集中しなければならない場合は負荷が高く、そ
うでない場合には低いものと考える。典型的には車両の走行状態であり、停止中であれば
よほどのことがない限り運転に集中する必要はないが、走行中は運転に集中する必要があ
り、その重要性は速度等に比例して増大する。運転者の負荷状態の把握は、運転状態検出
装置１３の判定により可能であるが、車両に設けられた各種ＥＣＵ（Electronic Control
 Unit）から車両の走行状態を取得して判定するようにしてもよい。
【００３５】
　制御回路２は、図１０に示すように、ジェスチャ入力を検出した場合は（Ｓ２０１：Ｙ
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ＥＳ）、車両が停止しているかを判定する（Ｓ２０２）。つまり、距離センサ５による検
出情報に基づいて車両が停止しているかを判定する。車両が停止している場合は（Ｓ２０
２：ＹＥＳ）、ジェスチャ軌跡１８を前方領域２０に描画する（Ｓ２０４）。つまり、図
８に示すように、前方領域２０において指先の最初の検出位置（図８中に黒丸で示す）か
らジェスチャ軌跡１８の描画を開始し、指先の現在位置（図８中に矢印で示す）までの移
動軌跡が残るように描画する。
【００３６】
　しかしながら、ジェスチャ軌跡１８を前方領域２０に表示した場合には、前方領域２０
にジェスチャ軌跡１８が位置するので、前方の視認性を妨げるおそれがある。
　そこで、制御回路２は、図１０に示すように、車両の走行状態では（Ｓ２０２：ＮＯ）
、表示抑制処理を実行する（Ｓ２０３）。この場合の表示抑制処理は、図９に示すように
ジェスチャ軌跡１８を非表示として消去する。
　以後は、第１実施形態と同様に、ジェスチャ認識処理を実行し（Ｓ２０５）、ジェスチ
ャ入力が確定すると（Ｓ２０６：ＹＥＳ）、ジェスチャ機能を実行する（Ｓ２０７）。
【００３７】
　このような実施形態によれば、制御回路２は、車両の停止状態ではジェスチャ軌跡１８
を表示し、車両の走行状態では、ジェスチャ軌跡１８を消去することで表示抑制処理を実
行するので、安全性に配慮しながらジェスチャ軌跡１８の視認性を高めることができる。
また、運転者は、車両の走行状態では、ジェスチャ入力を控えるようになり、運転に集中
することができる。
【００３８】
　（第３実施形態）
　次に、第３実施形態について説明する。この第３実施形態は、運転状況に応じてジェス
チャ軌跡１８を退避領域１９に表示することを特徴とする。
【００３９】
　制御回路２は、図１０のステップＳ２０３の表示抑制処理を実行する場合は、図６に示
すようにジェスチャ軌跡１８を消去するのに代えて退避領域１９に描画する。
　このような実施形態によれば、車両の停止状態ではジェスチャ軌跡１８を前方領域２０
に表示し、車両の走行状態ではジェスチャ軌跡１８を退避領域１９に表示するので、安全
性に配慮しながらジェスチャ軌跡１８の視認性を高めることができる。
【００４０】
　（第４実施形態）
　次に、第４実施形態について図１１及び図１２を参照して説明する。この第４実施形態
は、運転状況に応じてジェスチャ軌跡１８の視認性を低下させることを特徴とする。
【００４１】
　制御回路２は、図１２に示すように、ジェスチャ入力を検出した場合に（Ｓ３０１：Ｙ
ＥＳ）、車両が停止している場合は（Ｓ３０２：ＹＥＳ）、ジェスチャ軌跡１８を前方領
域２０に輝度を高めて描画する（Ｓ３０４）。そして、車両が走行開始すると（Ｓ３０２
：ＮＯ）、表示抑制処理を実行する（Ｓ３０３）。この場合の表示抑制処理は、図１１に
示すようにジェスチャ軌跡１８の輝度を運転者の前方視界を妨げない程度まで低下させる
。
　以後は、第１実施形態と同様に、ジェスチャ認識処理を実行し（Ｓ３０５）、ジェスチ
ャ入力が確定すると（Ｓ３０６：ＹＥＳ）、ジェスチャ機能を実行する（Ｓ３０７）。
【００４２】
　このような実施形態によれば、制御回路２は、車両が停止している場合はジェスチャ軌
跡１８を前方領域２０に輝度を高めた状態で表示し、車両の走行状態ではジェスチャ軌跡
１８の輝度を低下させることで表示抑制処理を実行するので、運転者は、ジェスチャ軌跡
１８を常に確認することができながら、イベントの発生時は、前方の交通状況を確実に確
認することができる。
【００４３】
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　尚、ジェスチャ軌跡１８の輝度を低下するのに代えて、ジェスチャ軌跡１８の透明度を
高めることで表示抑制処理を実行するようにしても良い。透明度を高める方法としては、
ジェスチャ軌跡１８を粒子で表示したり、点滅表示したりすることで実現できる。
【００４４】
　（第５実施形態）
　次に、第５実施形態について図１３及び図１４を参照して説明する。この第５実施形態
は、ジェスチャ軌跡１８を前方領域２０に表示している状態で、運転者が特に運転に集中
する必要性が高いイベントが発生した場合に表示抑制処理を実行することを特徴とする。
イベントとしては、車両の走行開始時、または危険度が高い事象等が発生した場合である
。危険度が高い事象とは、前方監視装置３により前方を走行する車両との距離が急激に低
下したことを検出したり、車両の前方に走行の障害となる車両、自転車、人等を検出した
りした場合である。尚、各種センサにより運転者の血圧が急激に上昇したり、単位時間の
呼吸回数が急激に増加したりしたことを検出した場合や、外部から車両の進行方向に位置
するブラインドに車両や障害物が存在する情報を受信した場合であっても良い。
【００４５】
　即ち、上記各実施形態では、車両の走行状態では、車両の停止時に比較して運転者の負
荷が高いことを考慮し、表示抑制処理を実行することによりジェスチャ軌跡１８を消去し
たり、退避領域１９に表示したりしたが、例えば高速道路を走行するような場合は、運転
者の負荷は比較的小さいと考えられる。つまり、高速道路では交差点で停止したり人や自
転車などが飛び出したりすることがないことから、運転者は、比較的リラックスした状態
で運転できる。
【００４６】
　そこで、制御回路２は、図１４に示すように、ジェスチャ入力を検出した場合は（Ｓ４
０１：ＹＥＳ）、高速道路上かを判定する（Ｓ４０２）。高速道路上かの判定は、車両の
現在位置がインターチェンジから入場し、且つインターチェンジから退出していなことに
より判定する。つまり、高速道路の本線を走行しているのは勿論のこと、サービスエリア
やパーキングエリアに停止している状態を含めて高速道路上と判定する。高速道路上の場
合は（Ｓ４０２：ＹＥＳ）、イベントが発生していないことを確認してから（Ｓ４０５：
ＮＯ）、ジェスチャ軌跡１８を前方領域２０に描画する（Ｓ４０６）。一方、高速道路上
でない場合は（Ｓ４０２：ＮＯ）、第２実施形態と同様に動作する（Ｓ４０３、Ｓ４０４
、Ｓ４０７～Ｓ４０９）。
【００４７】
　しかしながら、高速道路上であると判定した場合であっても、サービスエリアやパーキ
ングエリアで停止状態から車両の走行を開始する場合や、ランプウェイから本線車道に合
流したり本線車道からランプウェイに退出したりする場合や、走行中に前方車両との間隔
が設定距離以下となった場合や、車線を変更する等、運転に集中する必要性が高い場合は
、イベントが発生したと判定し（Ｓ４０５：ＹＥＳ）、表示抑制処理を実行する（Ｓ４０
４）。この場合の表示抑制処理は、上記した第２～４実施形態と同様である。即ち、第２
実施形態と同様にジェスチャ軌跡１８を消去したり、第３実施形態と同様にジェスチャ軌
跡１８を退避領域１９に表示したり、第４実施形態と同様にジェスチャ軌跡１８の視認性
を低下させたりする。また、表示抑制処理を実行する際にジェスチャ軌跡１８を描画する
場合は、図１３に示すようにジェスチャ軌跡１８に隣接して危険であることを報知する危
険情報を同時に描画する。
【００４８】
　このような実施形態によれば、制御回路２は、ジェスチャ軌跡１８を前方領域２０に表
示している状態でイベントが発生した場合は、第２～４実施形態と同様な表示抑制処理を
実行するので、運転者は、ジェスチャ軌跡１８を確認しながらイベントが発生した場合は
前方の交通状況を確実に確認することができる。
【００４９】
　尚、車両の走行状態で表示抑制処理を実行しない運転状況としては、高速道路に限定さ
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れることなく、交差点と交差点との間の距離が長い道路や郊外の道路のように前方の見通
しが良い道路を走行する場合であっても良い。
【００５０】
　（第６実施形態）
　次に、第６実施形態について図１５から図１７を参照して説明する。この第６実施形態
は、ジェスチャ軌跡１８を前方領域２０に常に表示することを特徴とする。
【００５１】
　ジェスチャ軌跡１８は、上述したようにジェスチャ入力が認識されると消去される一時
的な表示であることから、ジェスチャ軌跡１８を前方領域２０に表示するにしても、運転
者の前方視界が妨げ得るのは一時的である。したがって、ジェスチャ軌跡１８を前方領域
２０に常に表示することが考えられる。
【００５２】
　しかしながら、ジェスチャ軌跡１８に対して目立つような演出が行われている場合にイ
ベントが発生したときは、ジェスチャ軌跡１８が目立たないようにジェスチャ軌跡１８の
演出度を低下させるのが望ましい。
【００５３】
　ジェスチャ軌跡１８の演出度を低下させる具体例としては、次のように挙げることがで
きる。
　（１）図１５に示すように、ジェスチャ軌跡１８を後端から全て残して描画する演出を
行う制御を行っている場合にイベントが発生したときは、ジェスチャ軌跡１８の後端を徐
々に消去する制御に変更する。後端を徐々に消去する方法としては、時間の経過に従って
ジェスチャ軌跡１８の後端部を消去する方法と、ジェスチャ軌跡１８の表示端部からの表
示距離が一定となるようにジェスチャ軌跡１８の後端部を消去する方法とが考えられる。
【００５４】
　（２）ジェスチャ軌跡１８を目立つ色で描く制御を行っている場合にイベントが発生し
たときは、目立たない色で描画する。例えば赤色から薄緑色による描画に変更したり、前
方監視装置３が撮影した画像中に最も占める色に対する補色から類似色での描画に変更し
たりする。
【００５５】
　（３）ジェスチャ軌跡１８の描画に所定の装飾表示を行っている場合にイベントが発生
したときは、その装飾表示を停止する。例えば、図１６に示すように、ジェスチャ軌跡１
８をパーティクルの集合体で描画している場合にイベントが発生したときは、ジェスチャ
軌跡１８を上記各実施形態と同様に線で描画する。
【００５６】
　（４）図１７に示すように、ジェスチャ軌跡１８を描く仮想の手を付加して描画してい
る場合にイベントが発生したときは、仮想の手の描画を停止する。
　このような実施形態によれば、制御回路２は、ジェスチャ軌跡１８を前方領域２０に常
に表示し、イベントが発生した場合は、ジェスチャ軌跡１８の演出度を低下させることで
表示抑制処理を実行するので、運転者は、ジェスチャ軌跡１８を常に確認しながら、イベ
ントの発生時は、車両の前方の交通状況を確実に確認することができる。
【００５７】
　（第７実施形態）
　次に、第７実施形態について図１８から図２０を参照して説明する。この第７実施形態
は、ジェスチャ入力の認識結果としてコマンドを認識した認識受付を表示することを特徴
とする。
【００５８】
　ジェスチャ入力のフィードバック情報としてジェスチャ軌跡１８に代えてジェスチャ認
識結果のコマンドを表示する場合、コマンドを前方領域２０に表示することが考えられる
が、それでは、運転者の前方視界を妨げてしまうおそれがある。
【００５９】
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　そこで、制御回路２は、図２０に示すように、上記第２～４実施形態と同様にジェスチ
ャ入力を検出したことに応答した処理を実行することでジェスチャ入力を確定した場合は
（Ｓ５０１～Ｓ５０６）、車両が停止しているかを判定する（Ｓ５０７）。車両が停止し
ている場合は（Ｓ５０７：ＹＥＳ）、コマンド２１を前方領域２０に描画する（Ｓ５０９
）。
【００６０】
　図１８は、車両の停止状態でジェスチャ入力が受付けられて「次の曲を選曲」コマンド
２１が認識されたことを示す認識受付を表示している。この場合、認識受付は前方領域２
０に表示されており、運転者の前方視界を妨げ得る態様となっている。
【００６１】
　制御回路２は、車両が走行すると（Ｓ５０７：ＮＯ）、表示抑制処理を実行する（Ｓ５
０８）。この場合の表示抑制処理は、上記した第２～４実施形態と同様である。即ち、第
２実施形態と同様にジェスチャ軌跡１８を消去したり、第３実施形態と同様にジェスチャ
軌跡１８を退避領域１９に表示したり（図１９参照）、第４実施形態と同様にジェスチャ
軌跡１８の視認性を低下させたりする。また、第５実施形態のように高速道路上でコマン
ド２１を前方領域２０に表示している状態でイベントが発生した場合に、表示抑制処理を
実行するようにしても良い。さらに、第６実施形態のように、コマンド２１を前方領域２
０に常に表示し、イベントが発生した場合にコマンドの演出度を低下させるようにしても
良い。
【００６２】
　このような実施形態によれば、ジェスチャ入力の認識結果であるコマンド２１を前方領
域２０に表示する場合に、運転状況に応じて表示抑制処理を実行するようにしたので、運
転者が特に運転に集中する必要性が高い場合にコマンド２１が前方視認の妨げとなること
を抑制することができる。
【００６３】
　（第８実施形態）
　次に、第８実施形態について図２１から図２３を参照して説明する。この第８実施形態
は、ジェスチャ入力の認識結果を表示抑制処理により運転者に報知することを特徴とする
。
【００６４】
　運転者が指先を空中で動かして入力するジェスチャ入力では、自身の描いたジェスチャ
軌道をユーザが認識しにくいため、ジェスチャ検出装置９がジェスチャ入力の誤認識また
は失敗した時に、その理由を知ることが難しい。また、それに対してジェスチャ入力のフ
ィードバック情報を前方領域２０に表示することが考えられるが、それでは、運転者の前
方視界を妨げてしまうおそれがある。
【００６５】
　そこで、制御回路２は、図２３に示すように、上記第２～４実施形態と同様に、ジェス
チャ入力の検出に応じた処理を実行すると（Ｓ６０１～Ｓ６０４）、例えばタイムアウト
によりジェスチャ入力を失敗したかを判定する（Ｓ６０５）。ジェスチャ入力を確定する
ことなく（Ｓ６０７：ＮＯ）、ジェスチャ入力が失敗した場合は（Ｓ６０５：ＹＥＳ）、
車両が停止しているかを判定する（Ｓ６０９）。車両が停止している場合は（Ｓ６０９：
ＹＥＳ）、図２１に示すようにジェスチャ認識結果を示すエラー２２（エラー情報に相当
）を前方領域２０に表示する（Ｓ６１０）。車両が走行している場合は（Ｓ６０９：ＮＯ
）、表示抑制動作を実行する（Ｓ６１１）。この場合の表示抑制処理は、上記した第２～
４実施形態と同様である。即ち、第２実施形態と同様にエラー２２を消去したり、第３実
施形態と同様にエラー２２を退避領域１９に表示したり（図２２参照）、第４実施形態と
同様にエラー２２の視認性を低下させたりする。また、第５実施形態のように高速道路上
でエラー２２を前方領域２０に表示している状態でイベントが発生した場合は、表示抑制
処理を実行するようにしても良い。さらに、第６実施形態のように、エラー２２を前方領
域２０に常に表示し、イベントが発生した場合にエラー２２の演出度を低下させるように
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しても良い。
【００６６】
　このような実施形態によれば、ジェスチャ入力の認識結果であるエラー２２を前方領域
２０に表示する場合に、運転状況に応じて表示抑制処理を実行するようにしたので、運転
者が特に運転に集中する必要性が高い場合にエラー２２が前方視認の妨げとなることを抑
制することができる。
【００６７】
　（第９実施形態）
　次に、第９実施形態について説明する。この第９実施形態は、拡張現実を用いてジェス
チャ軌跡を表示することを特徴とする。
【００６８】
　上記各実施形態では、ジェスチャ軌跡１８を前方領域２０や退避領域１９に表示するよ
うにしたが、それでは運転者の指先の位置とジェスチャ軌跡１８の位置とがずれており違
和感を生じる。
【００６９】
　このような事情から、運転者の指先とジェスチャ軌跡１８との位置を合わせて表示する
もので、このような作用を実現するための構成として拡張現実の技術を採用する。
　この拡張現実の技術は、例えば特開２００５－１３８７５５号公報により示されるよう
に、運転者の視線方向を検出し、その視線方向と運転者の指先との延長線上となるＨＵＤ
１０にジェスチャ軌跡１８を表示するものである。この場合、運転者の顔の位置が移動し
たり、視線が移動したりすると、それに伴ってジェスチャ軌跡１８の位置も移動すること
で運転者の視線上に指先とジェスチャ軌跡１８とが位置するようになるので、運転者は、
ジェスチャ軌跡１８を指先の位置が一致した状態で常に視認することができる。
【００７０】
　このような実施形態によれば、運転者は、指先を動かした際に、あたかも指先でジェス
チャ軌跡１８を描いている感覚となるので、ジェスチャ軌跡１８を円滑に描くことができ
、ジェスチャ入力の失敗を抑制することができる。
【００７１】
　（その他の実施形態）
　ヘッドアップディスプレイとして、ジェスチャ軌跡１８等を車両のボンネットに投射し
たり、車両の前方に位置する路面に投射したりするようにしても良い。
　表示抑制処理時のジェスチャ軌跡１８等の表示位置は退避領域１９の右下角部に限定さ
れることなく、退避領域１９であればいずれの部位でも良い。
　上記第２～４実施形態では、車両の走行状態では表示抑制処理を実行するようにしたが
、車両の走行状態であっても、運転者がリラックスしている状態を検出した場合は表示抑
制処理を停止するようにしても良い。
【００７２】
　ジェスチャ入力途中でジェスチャ入力を認識処理することで、ジェスチャ軌跡１８を予
測表示したり、予測したジェスチャ軌跡１８ではなく当該ジェスチャ軌跡１８を示す文字
を表示したりするようにしても良い。
【００７３】
　ジェスチャ軌跡１８を退避領域１９に表示している状態でイベントが発生した場合は、
ジェスチャ軌跡１８を消去するようにしても良い。
　コマンドを表示する場合、コマンドを示すアイコンを表示したり、複数の候補の中から
可能性の高いアイテムをハイライト表示したりするようにしても良い。
【００７４】
　フィードバック情報としてジェスチャ軌跡１８ではなく、手のひらを回すと音量を調整
するノブの絵を表示して回したり、指の本数で希望のメニュー画面を表示し、さらにメニ
ュー画面の項目を指の本数で指定したりするようにしても良い。
　本発明をナビゲーション装置以外の車載装置に適用するようにしても良い。
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【００７５】
　本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるも
のではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加
えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそ
れ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。
【符号の説明】
【００７６】
　図面中、１はナビゲーション装置（車両用情報表示装置）、２は制御回路、２ａはジェ
スチャ検出部、２ｂは認識部、２ｃは情報生成部、２ｄは表示抑制部、２ｅはイベント検
出部、２ｆは認識判定部、１０はヘッドアップディスプレイ、１６は表示領域、２１はコ
マンド、２２はエラーである。
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