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(57)【要約】
　表示制御装置は、移動体の状況を検出する検出部と、
前記検出部の検出結果に基づいて、表示画面の少なくと
も一部で前記移動体の外部の風景を表示する透過モード
を有する表示部の表示モードを制御する制御部を具備す
る。前記表示部は、前記透過モードと、前記外部の風景
の少なくとも一部にコンテンツ映像を重畳し又は前記表
示画面全体でコンテンツ映像を表示する非透過モードを
有し、前記制御部は、前記検出部の検出結果に応じて、
前記表示部を前記透過モード又は前記非透過モードのい
ずれかに設定する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体の状況を検出する検出部と、
　前記検出部の検出結果に基づいて、表示画面の少なくとも一部で前記移動体の外部の風
景を表示する透過モードを有する表示部の表示モードを制御する制御部と、
を具備する表示制御装置。
【請求項２】
　前記表示部は、前記透過モードと、前記外部の風景の少なくとも一部にコンテンツ映像
を重畳し又は前記表示画面全体でコンテンツ映像を表示する非透過モードを有し、
　前記制御部は、前記検出部の検出結果に応じて、前記表示部を前記透過モード又は前記
非透過モードのいずれかに設定する、
請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記表示部は、前記移動体の内壁面からなる前記表示画面に映像を表示する、
請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記移動体は窓を備え、
　前記表示部は、前記窓を含んだ前記移動体の内壁面からなる前記表示画面に映像を表示
する、
請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　前記窓は、開閉可能であり、
　前記表示部は、前記透過モードでは前記窓を開け又は前記窓を含んだ前記表示画面の少
なくとも一部で前記移動体の外部の風景を表示し、前記非透過モードでは前記窓を閉じて
前記窓を含んだ前記表示画面に表示される前記外部の風景の少なくとも一部にコンテンツ
映像を重畳し又は前記表示画面全体でコンテンツ映像を表示する、
請求項４に記載の表示制御装置。
【請求項６】
　前記窓は、光を透過する透過状態と光を遮る非透過状態を切り替え可能であり、
　前記表示部は、前記透過モードでは前記窓を前記透過状態にして前記移動体の外部の風
景が見えるようにし、前記非透過モードでは前記窓の少なくとも一部を前記非透過状態に
して前記外部の風景の少なくとも一部にコンテンツ映像を重畳し又は前記窓を含んだ前記
表示画面全体にコンテンツ映像を表示する、
請求項４に記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記表示部は、前記窓を表示画面に含み、前記透過モードでは前記移動体に搭載された
カメラで撮像した前記移動体の外部の風景の映像を前記窓の枠内に表示し、前記非透過モ
ードでは前記窓の枠内の少なくとも一部にコンテンツ映像を重畳し又は前記窓の枠内全体
にコンテンツ映像を表示する、
請求項４に記載の表示制御装置。
【請求項８】
　前記検出部は、前記移動体の現在位置に関する情報を取得し、
　前記制御部は、前記移動体の現在位置に基づいて、前記表示部を透過モードから非透過
モードに切り替え、又は非透過モードから透過モードに切り替える、
請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項９】
　前記検出部は、前記移動体の内外の状況若しくは周囲環境に関する情報を取得し、
　前記制御部は、前記移動体外の状況に基づいて、前記表示部を透過モードから非透過モ
ードに切り替え、又は非透過モードから透過モードに切り替える、
請求項２に記載の表示制御装置。
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【請求項１０】
　前記制御部は、渋滞時であることを前記検出部が検出したことに応じて、前記表示部を
非透過モードに切り替える、
請求項９に記載の表示制御装置。
【請求項１１】
　前記窓は、開閉可能であり、
　前記移動体に搭載されたカメラで撮像した映像を前記窓の枠内に表示する前記透過モー
ド下では、前記制御部は前記窓の開閉を禁止する、
請求項７に記載の表示制御装置。
【請求項１２】
　前記窓は、開閉可能であり、
　前記移動体に搭載されたカメラで撮像した映像を前記窓の枠内に表示する前記透過モー
ド下では、前記表示部は、前記窓の開閉位置に連動して前記窓の枠内の表示を変更する、
請求項７に記載の表示制御装置。
【請求項１３】
　移動体の状況を検出する検出ステップと、
　表示画面の少なくとも一部で前記移動体の外部の風景を表示する透過モードを有する表
示部の表示モードを制御する制御ステップと、
を有する表示制御方法。
【請求項１４】
　移動体の状況を検出する検出部と、
　前記移動体に搭載され、表示画面の少なくとも一部で前記移動体の外部の風景を表示す
る透過モードを有する表示部と、
　前記検出部の検出結果に基づいて、前記表示部の表示モードを制御する制御部と、
を具備する表示装置。
【請求項１５】
　移動体と、
　表示画面の少なくとも一部で前記移動体の外部の風景を表示する透過モードを有する表
示部と、
　前記移動体の状況を検出する検出部と、
　前記検出部の検出結果に基づいて、前記表示部の表示モードを制御する制御部と、
を具備する移動体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で開示する技術は、閉空間における映像の表示を制御する表示制御装置及び表
示制御方法表示装置、並びに移動体装置に係り、特に、車両などの移動体の室内における
映像の表示を制御する表示制御装置及び表示制御方法、表示装置、並びに移動体装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の自動運転に関する研究が急速に進められている（例えば、特許文献１を参照のこ
と）。今後の先進安全運転システム（ＡＤＡＳ）のさらなる普及や、運転者が介在不要と
なる専用走行レーンやレーン区間を導入するなど社会インフラの整備、さらには、運転者
を車両制御から切り離すことを許容するなど法規制の緩和などにより、近い将来に完全自
動運転する車両が公道に出現することが予想される。
【０００３】
　車両制御から完全に切り離された車両の搭乗者にとって、車室は自宅のリビング・ルー
ムと同じような衣食住の空間である。搭乗者は、車中であることをほとんど意識せずに、
読書したり、スマートフォンなどの情報端末を操作したり、車室内に設置されたディスプ
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レイで映画などのコンテンツを鑑賞したり、他の搭乗者と会話や会議をしたりすることが
想定される。
【０００４】
　車室内で映像を視聴すること自体は既に行なわれている。車室内での映像の視聴にはオ
ンボーデ・ディスプレイやヘッド・アップ・ディスプレイを用いるのが一般的である。例
えば、車両の位置において車両の外に見えるであろう風景の画像情報を蓄積装置より取得
して窓ガラスに表示させる車載用画像表示装置について提案がなされている（例えば、特
許文献２を参照のこと）。また、車両の周囲の状況（周囲の景色や、周囲の人、他車両、
障害物などの態様）の検出結果や車両の運転状態に基づいて、車両の周囲の画像を表す画
像データを生成して、車両の少なくとも前方の窓部全体に設けられた表示手段に表示する
車載用画像表示装置について提案がなされている（例えば、特許文献３を参照のこと）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－２４７４６号公報
【特許文献２】特開２００４－２０２２３号公報
【特許文献３】特開２０１１－１８１１１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本明細書で開示する技術の目的は、車両などの移動体の室内で映像を表示する表示制御
装置及び表示制御方法、表示装置、並びに移動体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】
　本明細書で開示する技術は、上記課題を参酌してなされたものであり、その第１の側面
は、
　移動体の状況を検出する検出部と、
　前記検出部の検出結果に基づいて、表示画面の少なくとも一部で前記移動体の外部の風
景を表示する透過モードを有する表示部の表示モードを制御する制御部と、
を具備する表示制御装置である。
【０００８】
　本明細書で開示する技術の第２の側面によれば、前記表示部は、前記透過モードと、前
記外部の風景の少なくとも一部にコンテンツ映像を重畳し又は前記表示画面全体でコンテ
ンツ映像を表示する非透過モードを有している。そして、第１の側面に係る表示制御装置
の前記制御部は、前記検出部の検出結果に応じて、前記表示部を前記透過モード又は前記
非透過モードのいずれかに設定するように構成されている。
【０００９】
　本明細書で開示する技術の第３の側面によれば、第１の側面に係る表示制御装置におい
て、前記表示部は、前記移動体の内壁面からなる前記表示画面に映像を表示するように構
成されている。
【００１０】
　本明細書で開示する技術の第４の側面によれば、第１の側面に係る表示制御装置におい
て、前記移動体は窓を備えている。また、前記表示部は、前記窓を含んだ前記移動体の内
壁面からなる前記表示画面に映像を表示するように構成されている。
【００１１】
　本明細書で開示する技術の第５の側面によれば、第４の側面に係る表示制御装置におい
て、前記窓は、開閉可能である。また、前記表示部は、前記透過モードでは前記窓を開け
又は前記窓を含んだ前記表示画面の少なくとも一部で前記移動体の外部の風景を表示し、
前記非透過モードでは前記窓を閉じて前記窓を含んだ前記表示画面に表示される前記外部
の風景の少なくとも一部にコンテンツ映像を重畳し又は前記表示画面全体でコンテンツ映
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像を表示するように構成されている。
【００１２】
　本明細書で開示する技術の第６の側面によれば、第４の側面に係る表示制御装置におい
て、前記窓は、光を透過する透過状態と光を遮る非透過状態を切り替え可能である。また
、前記表示部は、前記透過モードでは前記窓を前記透過状態にして前記移動体の外部の風
景が見えるようにし、前記非透過モードでは前記窓の少なくとも一部を前記非透過状態に
して前記外部の風景の少なくとも一部にコンテンツ映像を重畳し又は前記窓を含んだ前記
表示画面全体にコンテンツ映像を表示するように構成されている。
【００１３】
　本明細書で開示する技術の第７の側面によれば、第４の側面に係る表示制御装置におい
て、前記表示部は、前記窓を表示画面に含み、前記透過モードでは前記移動体に搭載され
たカメラで撮像した前記移動体の外部の風景の映像を前記窓の枠内に表示し、前記非透過
モードでは前記窓の枠内の少なくとも一部にコンテンツ映像を重畳し又は前記窓の枠内全
体にコンテンツ映像を表示するように構成されている。
【００１４】
　本明細書で開示する技術の第８の側面によれば、第１の側面に係る表示制御装置の前記
検出部は、前記移動体の現在位置に関する情報を取得し、前記制御部は、前記移動体の現
在位置に基づいて、前記表示部を透過モードから非透過モードに切り替え、又は非透過モ
ードから透過モードに切り替えるように構成されている。
【００１５】
　本明細書で開示する技術の第９の側面によれば、第１の側面に係る表示制御装置の前記
検出部は、前記移動体の内外の状況若しくは周囲環境に関する情報を取得し、前記制御部
は、前記移動体外の状況に基づいて、前記表示部を透過モードから非透過モードに切り替
え、又は非透過モードから透過モードに切り替えるように構成されている。
【００１６】
　本明細書で開示する技術の第１０の側面によれば、第９の側面に係る表示制御装置の前
記制御部は、渋滞時であることを前記検出部が検出したことに応じて、前記表示部を非透
過モードに切り替えるように構成されている。
【００１７】
　本明細書で開示する技術の第１１の側面によれば、第７の側面に係る表示制御装置にお
いて、前記窓は、開閉可能である。そして、前記移動体に搭載されたカメラで撮像した映
像を前記窓の枠内に表示する前記透過モード下では、前記制御部は前記窓の開閉を禁止す
るように構成されている。
【００１８】
　本明細書で開示する技術の第１２の側面によれば、第７の側面に係る表示制御装置にお
いて、前記窓は、開閉可能である。そして、前記移動体に搭載されたカメラで撮像した映
像を前記窓の枠内に表示する前記透過モード下では、前記表示部は、前記窓の開閉位置に
連動して前記窓の枠内の表示を変更するように構成されている。
【００１９】
　また、本明細書で開示する技術の第１３の側面は、
　移動体の状況を検出する検出ステップと、
　表示画面の少なくとも一部で前記移動体の外部の風景を表示する透過モードを有する表
示部の表示モードを制御する制御ステップと、
を有する表示制御方法である。
【００２０】
　また、本明細書で開示する技術の第１４の側面は、
　移動体の状況を検出する検出部と、
　前記移動体に搭載され、表示画面の少なくとも一部で前記移動体の外部の風景を表示す
る透過モードを有する表示部と、
　前記検出部の検出結果に基づいて、前記表示部の表示モードを制御する制御部と、
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を具備する表示装置である。
【００２１】
　また、本明細書で開示する技術の第１５の側面は、
　移動体と、
　表示画面の少なくとも一部で前記移動体の外部の風景を表示する透過モードを有する表
示部と、
　前記移動体の状況を検出する検出部と、
　前記検出部の検出結果に基づいて、前記表示部の表示モードを制御する制御部と、
を具備する移動体装置である。
【発明の効果】
【００２２】
　本明細書で開示する技術によれば、車両などの移動体の室内で映像を表示する表示制御
装置及び表示制御方法、表示装置、並びに移動体装置を提供することができる。
【００２３】
　なお、本明細書に記載された効果は、あくまでも例示であり、本発明の効果はこれに限
定されるものではない。また、本発明が、上記の効果以外に、さらに付加的な効果を奏す
る場合もある。
【００２４】
　本明細書で開示する技術のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する実施形態や添付す
る図面に基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、車室の内壁面を全天球ディスプレイとして利用する仕組みを模式的に示
した図である。
【図２】図２は、表示制御システム２００の機能的構成を模式的に示した図である。
【図３】図３は、透過モード下のウィンドウの枠内に車載カメラの撮像映像をビデオシー
スルー表示した様子を示した図である。
【図４】図４は、図３との対比として、ウィンドウを全開したときにウィンドウ越しに見
える車外の風景を示した図である。
【図５】図５は、半開き状態のウィンドウに車載カメラの撮像映像をビデオシースルー表
示した様子を示した図である。
【図６】図６は、半開き状態のウィンドウに車載カメラの撮像映像をビデオシースルー表
示した様子を示した図である。
【図７】図７は、パワーウィンドウの開閉位置に連動してビデオシースルー映像の表示を
制御するための機能的構成を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面を参照しながら本明細書で開示する技術の実施形態について詳細に説明する
。
【００２７】
　自動運転は、レーダーやＬＩＤＡＲ（Ｌｉｇｈｔ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒａ
ｎｇｉｎｇ、Ｌａｓｅｒ　Ｉｍａｇｉｎｇ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒａｎｇｉｎ
ｇ）、ＧＮＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ、例えばＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）など）、
車載カメラなどのセンシング・デバイスを用いて車両の周囲環境を認識しながら、指定し
た目的地まで自律的に走行する運転モードと定義することもできる。但し、以下の説明で
は、自動運転の厳密な定義にはこだわらないものとする。また、自動運転は、高速道路や
、一般道に設定された自動運転車両の専用走行レーンやレーン区間に限定して実施される
ものであってもよい。また、車両の自動運転の実現には、社会インフラの整備に加えて、
自動車運転に関連する法規制の緩和も必要であるが、以下では、これらの問題が解消した
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ものとして説明する。
【００２８】
　車両が自動運転を行なう期間中、運転操作から解放されたドライバーやその他の搭乗者
にとって、乗り心地が良く、車室がリラックスできる空間であることが望ましい。勿論、
手動運転中の車両やタクシーのような賃走車であっても、搭乗者にとって乗り心地が良く
、車室がリラックスできる空間が好ましいことは同様である。
【００２９】
　本明細書では、自動運転する車両の利用方法の１つとして、車室の内壁面を全天球ディ
スプレイにすることを提案する。勿論、自動運転時ではなく、手動運転時や賃走車におい
ても車室の内壁面をディスプレイに用いることができるが、ドライバーの運転操作のため
に少なくともフロントガラスをディスプレイに利用することはできなくなる。
【００３０】
　図１には、車室の内壁面を全天球ディスプレイとして利用する仕組みを模式的に示して
いる。但し、図面の簡素化のため、車室１００の内壁面を直方体として描いている。
【００３１】
　車室１００には、複数台のプロジェクター１１０－１、１１０－２、…、１１０－Ｎが
設置されており、各プロジェクターから画像を投影して、車室１００の内壁面に全天球映
像を表示することができる。但し、本明細書で言う全天球映像は、必ずしも３６０度の映
像を表示する必要はなく、一部の視野が欠けていてもよい。また、全天球映像は、情報の
少ない床面を含まない半天球映像であってもよい（以下、同様）。
【００３２】
　複数台のプロジェクター１１０－１、１１０－２、…、１１０－Ｎを用いる理由として
、１台のプロジェクターだけでは車室１００の内壁面全体に映像を表示できないことや、
車室１００に居る乗客の影ができてしまうことなどを挙げることができる。装備されたす
べてのプロジェクター１１０－１、１１０－２、…、１１０－Ｎを用いなくても、影を生
じることなく、車室１００の内壁面に全天球映像を表示することができる場合には、不要
なプロジェクターをオフにしてもよい。複数台のプロジェクターで１つの映像を表示する
場合、隣接するプロジェクターの投影画像間の接合部分は、整合するようにスティッチン
グ処理を施すものとする。
【００３３】
　なお、車室１００の内壁面に全天球映像を表示するには、図１に示したような投影型の
ディスプレイを用いる方法に限定されない。例えば、車室１００の内壁面に液晶ディスプ
レイ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：ＬＣＤ）のような平面ディスプ
レイや有機ＥＬ（ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイ（ＯＬＥＤ）
のようなフレキシブル・ディスプレイを貼設して、全天周映像を表示するようにしてもよ
い。また、投影型、平面型、フレキシブル型のいずれのタイプのディスプレイを使用する
場合においても、図１に示したような車室１００のすべての内壁面を画面にする構成に限
定されず、例えばフロントガラスを除く３面、フロントガラスのみ、天井のみを画面にす
る場合を含むものとする。
【００３４】
　図１に示す例では、４ドアの普通乗用車の車室を想定しており、車室１００の内壁面は
、フロントガラス１０１、リアウィンドウ１０２、座席毎（運転席、助手席、左右の後部
座席）のサイドウィンドウ１０３～１０６が含まれている。図示を省略するが、車両がサ
ンルーフを装備している場合もある。
【００３５】
　これらのウィンドウガラス（少なくとも一部のウィンドウガラス）は、光を透過する透
過状態と光を透過しない（若しくは、光を遮る）非透過状態を例えば電気的に切り替える
ことができ、非透過の状態では、プロジェクターの投影画像を表示することができるもの
とする。あるいは、各サイドウィンドウ１０３～１０６（若しくは、一部のサイドウィン
ドウ）は、常時非透過の状態であるが、ウィンドウを開けることによって透過状態となる
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ようにしてもよい。あるいは、各サイドウィンドウ１０３～１０６（若しくは、一部のサ
イドウィンドウ）は、常時非透過の状態であるが、ウィンドウの枠内に車載カメラで撮像
したライブの周囲映像を表示させる（例えば、「ビデオシースルー」にする）ことによっ
て、そのウィンドウを見かけ上の透過状態にするようにしてもよい。なお、サンルーフに
ついても上記のいずれかの方法を用いて同様に透過状態と非透過状態を有していてもよい
。
【００３６】
　車室１００に備えられたすべてのウィンドウ１０１～１０６を非透過状態にして、車室
１００の内壁面全体に全天球映像を途切れなく表示すると、そこに居る搭乗者はその映像
に深く没入することができる。すなわち、車室１００のような閉空間に全天球映像を表示
することによって、没入感のある仮想空間を構築することができる。例えば車両が自動運
転中であれば、フロントガラスを含む車室１００の内壁面全体を使って全天球映像などの
コンテンツの映像を表示してもよい。
【００３７】
　車室１００の内壁面に表示する映像はさまざまである。例えば映画のような商用コンテ
ンツでもよいし、車両に設置された車載カメラで撮像した映像や、自車両以外の車両や飛
行体（ドローンなど）に設置された移動カメラで撮像した映像、任意の場所に固定された
定点カメラで撮像した映像でもよい。また、撮像した映像は、ライブ映像でもアーカイブ
映像でもよい。あるいは、車室１００の内壁面に表示する映像は、実写映像に限定されず
、ＣＧ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ）技術により再現された映像であってもよ
い。
【００３８】
　例えば、搭乗者にとって自宅のリビング・ルームやお気に入りの場所（よく利用するカ
フェテラスや、よく行く公園、頻繁に利用する図書館など）を撮像した映像を車室１００
の内壁面に表示することによって、搭乗者がとてもリラックスできる、快適な仮想空間を
構築できる場合もある。車室１００に仮想空間を構築することで、例えば車両が渋滞に巻
き込まれている状況でも、搭乗者に不快感を与えなくて済む。例えば車両が自動運転中で
あれば、フロントガラスを含む車室１００の内壁面全体を使って全天球映像を表示しても
よく、ドライバーを含むすべての搭乗者を仮想空間に没入させることができる。
【００３９】
　車室１００でどのような全天球映像を表示するかは、搭乗者が手入力や音声指示などを
介して指定するようにしてもよいし、車両（システム）側で自動選択するようにしてもよ
い。例えば、当該車両における映像の表示履歴や、搭乗者の視聴履歴若しくは行動履歴に
基づいて、数多の映像コンテンツの中から自動選択するようにしてもよい。あるいは、Ｖ
２Ｘ（Ｖｅｈｉｃｌｅｔｏ Ｘ：車車間通信及び路車間通信）通信などを介して外部から
車両に対して映像コンテンツを指定するようにしてもよい。
【００４０】
　また、車室１００の内壁面に表示する映像コンテンツを車両で取得する方法はさまざま
である。例えば、車両に搭載される記録装置に映像コンテンツをあらかじめ格納しておい
てもよいし、映像コンテンツを記録した可搬型メディア（ブルーレイ・ディスクなど）を
車室１００に持ち込んで再生するようにしてもよい。あるいは、映像サーバーなどの外部
機器からストリーミング配信される映像を例えばＶ２Ｘ通信などを介して受信するように
してもよい。
【００４１】
　搭乗者は、車室１００に仮想空間を構築することができる反面、映像の視聴を一時中断
して、車両の周囲の風景、言い換えれば実空間を確認したい若しくは確認しなければなら
ない状況が想定される。
【００４２】
　例えば、旅行やドライブの目的地が近くなったとき、目的地ではないが注目地点（見て
おきたい場所や立ち寄りたい場所）に通りかかったとき、注目人物（待ち合わせしている



(9) JP WO2017/208719 A1 2017.12.7

10

20

30

40

50

人や親しい人（家族や友人、上司、同僚）など）や注目物体（建物や珍しい自動車、ペッ
トなど）が見えてきたとき、天候が変化したとき、事故や災害に遭遇したときなどに、搭
乗者は実空間を確認したくなり、又は実空間をする必要がある。勿論、搭乗者自身が全天
球映像の視聴をブレイクしたいときや外界が気になったときもある。
【００４３】
　図１に示したような、車室１００の内壁面を利用した全天球ディスプレイの構成によれ
ば、車室１００に備えられたウィンドウ１０１～１０６のうち少なくとも一部は、非透過
状態とともに透過状態を備えている。したがって、ウィンドウ１０１～１０６のうち少な
くとも一部を、非透過状態から透過状態に切り替えることによって、全天周映像を表示中
であっても、透過状態のウィンドウ越しに（若しくは、透過状態にウィンドウに表示され
た）車外の風景を観察することができるようになっている。
【００４４】
　ここで言う、ウィンドウの「透過状態」とは、ウィンドウガラスを、電気的に光を遮る
非透過状態から光を透過する透過状態にすることや、光を透過しないがウィンドウを開け
ることによって車外が見えるようにした状態、さらには、光を透過しないままのウィンド
ウの枠内に車載カメラで撮像したライブの周囲映像を表示させることなど、いずれでもよ
い（前述）。
【００４５】
　しかしながら、搭乗者は、車室１００のような閉空間に表示された全天球映像に没入す
るあまり、実空間を確認したい若しくは確認しなければならないタイミングを逃してしま
うおそれがある。
【００４６】
　手動運転時や賃走車であれば、ドライバーは常に外界を注視しているので、他の搭乗者
に適切なタイミングを教えることができる。搭乗者は、ドライバーに促されて少なくとも
一部のウィンドウを透過状態に切り替える（例えば、ウィンドウを開ける）ことによって
、車外の風景を確認することができる。
【００４７】
　これに対し、自動運転中の車両においては、ドライバーは存在せず、すべての搭乗者が
仮想空間に深く没入することもあり、実空間を確認したい若しくは確認しなければならな
いタイミングを逃してしまうおそれを払拭することはできない。
【００４８】
　そこで、本実施形態では、すべてのウィンドウ１０１～１０６を非透過状態にして、車
室１００の内壁面全体にわたって全天周映像を表示している（すなわち、車室１００に仮
想空間を構築している）期間中に、車両の状況を常時モニタリングし、搭乗者が車両の周
囲の風景（すなわち、実空間の状況）を確認したい若しくは確認しなければならない事象
が起きたことを自動検出すると、少なくとも一部のウィンドウを開けるなど透過状態にし
て、搭乗者が車両の風景を確認できるようにしている。
【００４９】
　要するに、車両は、車室内で仮想空間を構築している期間中、車両の状況を常時モニタ
リングして、所定の事象が発生したことを検出すると、ウィンドウを自動的に透過状態に
切り替えるように構成されている。但し、搭乗者が没入中の仮想空間が途切れることを好
まない場合もあるので、ウィンドウを透過状態に切り替える際には、ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈ
ｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）などを介して搭乗者に切り替えの許可を得る
ようにしてもよい。
【００５０】
　また、車両は、ウィンドウを透過状態に切り替えている期間中に、所定の事象が消滅し
たことを検出すると、透過状態のウィンドウを非透過状態に自動的に戻して、車室１００
の内壁面全体を使って全天球映像を表示する仮想空間を再構築するようにしてもよい。例
えば、注目地点や注目人物、注目物体を通過したときは、搭乗者は車外を見る必要がなく
なるからである。勿論、ウィンドウを透過状態から非透過状態に切り替える際にも、ＧＵ



(10) JP WO2017/208719 A1 2017.12.7

10

20

30

40

50

Ｉなどを介して搭乗者の許可を得るようにしてもよい。何故ならば、搭乗者は実空間すな
わち車外の様子を確認又は観察し続けたい場合があるからである。
【００５１】
　ウィンドウの透過状態と非透過状態の自動切り替えを行なうためにモニタリングすべき
検出対象は、車両の現在位置、車外の状況、車内の状況、周囲環境など、さまざまである
。各検出対象の内容と検出方法・検出デバイスについて、以下にまとめておく。
【００５２】
（１）車両の現在位置
　車両の現在位置が、旅行やドライブの目的地が近くなったとき、目的地ではないが注目
地点（見ておきたい場所や立ち寄りたい場所）に通りかかったときに、搭乗者は実空間を
確認したくなり、又は実空間をする必要がある。
【００５３】
　車両の現在位置は、例えば、ＧＮＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔ
ｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）衛星からのＧＮＳＳ信号（例えば、ＧＰＳ衛星からのＧＰ
Ｓ信号）を受信して測位を実行し、車両の緯度、経度及び高度を含む位置情報を生成する
測位部を用いて検出することができる。あるいは、測位部は、ＰｌａｃｅＥｎｇｉｎｅ（
登録商標）などを利用して無線アクセスポイントからの電測情報に基づいて現在位置を特
定してもよく、又は測位機能を有する携帯電話機、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄ
ｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）若しくはスマートフォンといった搭乗者が所持する携帯
端末から位置情報をＷｉ－Ｆｉ通信やＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕ
ｓ）ケーブルを通じて取得するようにしてもよい。
【００５４】
　目的地については、搭乗者が例えばインストルメント・パネルに装備された入力部を介
して直接目的地を指定するようにしてもよい。搭乗者が音声により目的地を指示するよう
にしてもよい。あるいは、搭乗者の過去の行動履歴や、搭乗者同士の車内の会話の内容な
どを解析して、目的地を自動判別するようにしてもよい。過去の行動履歴は、ドライブレ
コーダーなどの形態で記録されたものであってもよいし、スマートフォンなどの搭乗者が
所持する情報端末に記録されたものであってもよいし、Ｖ２Ｘ通信などを介して個人情報
サーバーに問い合わせて取得するようにしてもよい。
【００５５】
　また、注目地点については、地図情報を利用して、車両の経路上にある注目地点を抽出
するようにしてもよい。地図情報は、車両に搭載される記録装置にあらかじめ格納してお
いてもよいし、Ｖ２Ｘ通信などを介して外部から逐次取得するようにしてもよい。あるい
は、車載カメラの撮像映像を物体認識した結果に基づいて、注目地点を検出するようにし
てもよい。また、車載カメラの撮像映像から認識された建物などの物体を、Ｖ２Ｘ通信な
どを介して外部のデータベースに照合して、注目地点か否かを判別するようにしてもよい
。
【００５６】
　注目地点が、普遍的であるとは限らない。何を以って注目地点とするか（すなわち、注
目地点の定義）は、例えば搭乗者の趣味嗜好や過去の行動履歴に基づいて決定するように
してもよい。搭乗者の趣味嗜好や過去の行動履歴は、スマートフォンなどの搭乗者が所持
する情報端末に記録されたものであってもよいし、Ｖ２Ｘ通信などを介して個人情報サー
バーに問い合わせて取得するようにしてもよい。
【００５７】
　また、季節や時間帯、天候などによって注目地点の定義が変わる場合もある。例えば、
日中は見て見たくなるが、夜間や悪天候下では見る必要がない場所や、開花時期を外れた
桜の名所などである。このような場合、時計や現在の天候又は気象を検出するための環境
センサーも、注目地点を検出するための検出デバイスに加えるべきである。
【００５８】
　そして、測位部で取得された車両の現在位置と、目的地や注目地点の位置情報を照合し
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て、現在位置が目的地や注目地点から所定範囲内に入ると、ウィンドウを透過状態に切り
替えて、搭乗者が車外の風景を見えるようにする。但し、すべてのウィンドウを透過状態
にする必要はなく、目的地や注目地点が良く見えるウィンドウだけ透過状態にして、仮想
空間の没入感を可能な限り保つようにしてもよい。
【００５９】
　なお、車両が目的地に到着したとき（若しくは、到着してから所定時間が経過したとき
）、注目地点を通過してしまったときには、透過状態に切り替えたウィンドウを非透過状
態に戻して、車室１００の仮想空間を再構築するようにしてもよい。
【００６０】
（２）車外の状況
　ウィンドウを透過状態に切り替えるトリガーとなるような車外の状況として、注目人物
（待ち合わせしている人や親しい人（家族や友人、上司、同僚）など）や注目物体（建物
や珍しい自動車、ペットなど）が出現したこと、などを挙げることができる。
【００６１】
　例えば、車載カメラの撮像映像を顔認識や物体認識して、注目人物や注目物体を検出す
ることができる。また、簡易な画像認識処理でも検出できるように、注目人物や注目物体
の表面に２次元バーコードやマーカーなどの視認情報を設置して、これらの視認情報に基
づいて注目人物や注目物体を検出するようにしてもよい。あるいは、注目人物や注目物体
に特定の無線信号を発信する発振機を装備し、車両側では受信機で無線信号を受信するこ
とによって、注目人物や注目物体を検出するようにしてもよい。
【００６２】
　注目人物や注目物体の定義は任意である。搭乗者があらかじめ自分の注目人物や注目物
体を車両側に指定するようにしてもよい。あるいは、搭乗者の趣味嗜好や過去の行動履歴
に基づいて、注目人物や注目物体を決定するようにしてもよい。搭乗者の趣味嗜好や過去
の行動履歴は、スマートフォンなどの搭乗者が所持する情報端末に記録されたものであっ
てもよいし、Ｖ２Ｘ通信などを介して個人情報サーバーに問い合わせて取得するようにし
てもよい。また、車両で注目人物や注目物体を判別するのではなく、車載カメラの撮像映
像（若しくは、撮像映像から認識された顔や物体の情報）を個人情報サーバーで照合して
、注目人物又は注目人物や注目物体であるか否かの判別結果を車両側に返信するようにし
てもよい。
【００６３】
　そして、上記のいずれかの検出方法又は検出デバイスにより、注目人物又は注目物体が
検出されると、ウィンドウを透過状態に切り替えて、搭乗者が車外の風景を見えるように
する。但し、すべてのウィンドウを透過状態にする必要はなく、注目人物又は注目物体が
良く見えるウィンドウだけ透過状態にして、仮想空間の没入感を可能な限り保つようにし
てもよい。あるいは、一部の搭乗者だけの注目人物（例えば、待合わせしている人）が検
出された場合には、その搭乗者が最も近いサイドウィンドウのみ透過状態に切り替えるよ
うにしてもよい。
【００６４】
　また、車両が注目人物又は注目物体から遠ざかってしまったときには、透過状態に切り
替えたウィンドウを非透過状態に戻して、車室１００の仮想空間を再構築するようにして
もよい。
【００６５】
（３）車内の状況
　ウィンドウを透過状態に切り替えるトリガーとなるような車内の状況として、搭乗者の
気分が悪くなったこと（酔いなど）、搭乗者が外を見たくなったこと、一部の搭乗者が喫
煙して車室の換気が必要になったこと、などを挙げることができる。
【００６６】
　例えば、車内を撮像する車載カメラ（ドラモニカメラ）や、サーモカメラ、ドライバー
若しくは各搭乗者の生体情報（発汗、体温、心拍など）を検出する生体センサーを利用し
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て、搭乗者の様子や健康状態、喫煙していることをモニタリングすることができる。また
、ドラモニカメラの撮像画像を解析して搭乗者が外を見たいことを示すジェスチャーを理
解したり、車内の音声を集音するマイクを通じて搭乗者からの音声入力を行なったりする
ようにしてもよい。また、煙センサーを用いて、搭乗者が喫煙を開始したことを検出する
ことができる。
【００６７】
　そして、上記で例示した事象が車内で発生したことが検出されると、ウィンドウを透過
状態に切り替えて、搭乗者が車外の風景を見え、若しくは車内を喚起できるようにする。
但し、すべてのウィンドウを透過状態にする必要はなく、特定の搭乗者（例えば、気分が
悪くなった者、車外を見たくなった者、喫煙している者）に最も近いウィンドウだけ透過
状態にして、仮想空間の没入感を可能な限り保つようにしてもよい。
【００６８】
　その後、ウィンドウを透過状態に切り替えるトリガーとなった事象がもはや車内で検出
されなくなったときには（搭乗者の気分が回復したとき、車外の風景を見飽きたとき、喫
煙を終えたときなど）、透過状態に切り替えたウィンドウを非透過状態に戻して、車室１
００の仮想空間を再構築するようにしてもよい。
【００６９】
　また、逆に透過状態のウィンドウを非透過状態に切り替えるトリガーとなるような車内
の状況も想定される。例えば、搭乗者が車内で食事やパーティー、秘密の会話を始めたり
、とある人物と車内で密会したりして、車外から覗き見されたくないときなどである。こ
れらの事象は、ドラモニカメラの撮像画像やマイクで集音された車内の音声を解析したり
することで検出することができる。そして、これらの事象が検出された時点で、透過状態
のウィンドウがある場合には、非透過状態に切り替える。あるいは、車外から覗き見され
たくないものを隠すことができるのであれば、一部のウィンドウを透過状態にしておいて
もよい。
【００７０】
（４）周囲環境
　ウィンドウを透過状態に切り替えるトリガーとなるような周囲環境として、天候が変化
したとき、車両が事故や災害などの異常事態に遭遇したとき、などを挙げることができる
。このような事象が発生すると、搭乗者は、全天球映像の視聴を中断して、ウィンドウ越
しに自車両周辺の状況を確認したくなる（若しくは、確認する必要がある）場合がある。
【００７１】
　あるいは、周囲環境によっては、逆にウィンドウを閉じて非透過状態にしたい場合もあ
る。例えば、降雨や降雪、暴風、落雷、猛暑又は極寒のときには、ウィンドウを開けたま
まではいられない。また、自車両が渋滞に巻き込まれると、うんざりして退屈な車外の風
景を見たくなくなり、仮想空間に没入したくなる。また、事故や災害に遭遇したときに、
緊急車両のサイレンや野次馬の喧騒に耐えられなかったり、車両周辺に煙や異臭が蔓延し
たりすると、ウィンドウを開けたままではいられない。ウィンドウを開けた透過状態であ
れば、完全に閉じた非透過状態に切り替えるべきである。
【００７２】
　天候に関しては、現在の天候又は気象を検出するための環境センサーや、車載カメラで
撮像する車両周辺の画像、Ｖ２Ｘ通信などを介して受信した天気情報に基づいて、ウィン
ドウを非透過状態にすべき事象を検出することができる。渋滞情報に関しては、道路交通
センターのような情報機関から発信される情報をラジオ放送やＶ２Ｘ通信などを介して受
信することができる。また、事故や災害に関しては、ラジオ放送やワンセグ放送で配信さ
れる緊急情報に基づいて検出することができる。
【００７３】
　そして、上記で例示した事象が車両の周囲で発生したことが検出されると、検出された
状況毎に応じて、ウィンドウを透過状態に切り替えたり、逆に透過状態にウィンドウを非
透過状態に切り替えたりする。
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【００７４】
　既に述べたように、ウィンドウの「透過状態」は、ウィンドウガラスを、電気的に光を
遮る非透過状態から光を透過する透過状態にすることや、光を透過しないがウィンドウを
開けることによって車外が見えるようにした状態、さらには、光を透過しないままのウィ
ンドウの枠内に車載カメラで撮像したライブの周囲映像を表示させることなど、さまざま
な方法により実現することができる。車両が装備する少なくとも１つのウィンドウが透過
状態になると、搭乗者は車外の風景を観察することができる。
【００７５】
　図１に示したように、車室１００の内壁面全体を（全天球映像を表示するための）表示
画面に持つ表示部とみなした場合、全天球映像を表示中であっても少なくとも１つのウィ
ンドウが透過状態になると、搭乗者はそのウィンドウ越しに車外の風景を観察することが
できる。少なくとも１つのウィンドウが透過状態になり車外の風景を見えることができる
ときの表示部の表示モードを、以下では「透過モード」と呼ぶことにする。一方、すべて
のウィンドウを非透過状態にして車室１００の内壁面全体に映像を表示させると、搭乗者
は車外の風景をまったく観察できなくなる。車外の風景が見えるウィンドウの少なくとも
一部にコンテンツの映像を表示し、又は、すべてのウィンドウを含む車室１００の内壁面
全体でコンテンツの映像を表示している状態、若しくはすべてのウィンドウが非透過状態
になった表示部の表示モードを、以下では「非透過モード」と呼ぶことにする。
【００７６】
　図２には、図１に示したような、車室１００の内壁面全体を表示画面とする表示部の表
示モードの切り替えを制御するための表示制御システム２００の機能的構成を模式的に示
している。図示の表示制御システム２００は、車両状況検出部２１０と、制御部２２０を
備え、表示部２３０の表示モードを制御する。
【００７７】
　車両状況検出部２１０は、車両の状況を検出するための、車両の現在位置を即位する測
位部２１１、車内（搭乗者が所持する）情報端末とＷｉ－ＦｉやＵＳＢケーブルなどを通
じて通信する通信部２１２、Ｖ２Ｘ通信を介して外部機器と通信するＶ２Ｘ通信部２１３
、現在時刻を計時する時計並びに天候又は気象を検出する時計・環境センサー２１４、自
車両の周辺を撮像する車載カメラ２１５、車内を撮像するドラモニカメラ２１６、搭乗者
の生体情報（発汗、体温、心拍など）を検出する生体センサー２１７、ラジオ放送やワン
セグ放送を受信する放送受信部２１８などの複数の検出デバイスを装備している。但し、
ここで挙げた検出デバイスは例示であり、すべて必須ではなく、一部の検出デバイスを含
まない（若しくは、車両の上級の検出には使用しない）場合もある。また、ここで例示し
た以外の検出デバイスを車両状況検出部２１０が含んでいてもよい。
【００７８】
　制御部２２０は、車両状況検出部２１０の各検出デバイスの検出結果に基づいて表示部
２３０の表示モードを切り替えるべき事象が発生したか否かを判定する事象判定部２２１
と、モード制御部２２２を含んでいる。
【００７９】
　事象判定部２２１は、車両状況検出部２１０の各検出デバイスの検出結果に基づいて、
現在位置、車外の状況、車内の状況、周囲環境のうちいずれかにおいて、表示部２３０の
表示モードを非透過モードから透過モードへ、若しくは、逆に透過モードから非透過モー
ドへ、切り替えるべき事象が発生したか否かを判定する。具体的にどのような現在位置、
車外の状況、車内の状況、周囲環境が事象に相当するかは既に説明した通りなので、ここ
では説明を省略する。
【００８０】
　モード制御部２２２は、事象判定部２２１で判定された事象に対応する表示モードと、
表示部２３０の現在の表示モードが異なる場合には、表示部２３０のモード切り替え処理
を制御する。
【００８１】
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　表示部２３０の一例は、図１に示した通りである。すなわち、表示部２３０は、車両の
車室１００の内壁面全体を表示画面として使用する。表示画面は例えばスクリーンであり
、複数のプロジェクターを用いて全天球映像を表示することができる。また、内壁面は、
フロントガラスやリアウィンドウ、サイドウィンドウ、サンルーフなど複数のウィンドウ
１０１～１０６を含んでいる。
【００８２】
　少なくとも一部のウィンドウは、光の透過／非透過の電気的切り替え、ウィンドウガラ
スの開閉操作、ウィンドウ枠内へのビデオシースルー映像の表示などいずれかの方法によ
り、透過状態と非透過状態を切り替えることができる。上記で定義したように、少なくと
も１つのウィンドウが透過状態で車外の風景を見ることができれば、表示部２３０は透過
モードである。また、車外の風景が見えるウィンドウの少なくとも一部にコンテンツの映
像を表示し、又は、すべてのウィンドウを含む車室１００の内壁面全体でコンテンツの映
像を表示している状態、若しくはすべてのウィンドウが非透過状態であれば、表示部２３
０は非透過モードである。例えば、表示部２３０を透過モードから非透過モードに移行さ
せる際に連動して、開いているウィンドウを閉じて、コンテンツの映像を表示する領域を
確保するようにしてもよい。
【００８３】
　モード制御部２２２は、事象判定部２２１で判定された事象に対応する表示モードに、
表示部２３０を制御する。例えば、車両の現在位置が目的地や注目地点に到着し又は接近
してきたときに表示部２３０が透過モードであれば、モード制御部２２２は、非透過モー
ドに切り替える。また、車両が注目人物や注目物体に近づき、又は注目人物や注目物体が
出現したときに表示部２３０が非透過モードであれば、モード制御部２２２は、透過モー
ドに切り替える。逆に、車両が注目人物や注目物体から遠ざかってしまったときには、表
示部２３０を透過モードから非透過モードに切り替えるようにしてもよい。また、表示部
２３０の表示モードが車内の状況（搭乗者の意向や健康状態、精神状態など）に適合して
いないときには、モード制御部２２２は、透過モードから非透過モードに、あるいは非透
過モードから透過モードに切り替える。また、表示部２３０の表示モードが車両の周囲環
境適合していないときには、モード制御部２２２は、表示部２３０の表示モードの切り替
えを行なう。例えば、車両が事故や災害などの異常事態に遭遇したときには、表示部２３
０を透過モードに設定して、搭乗者が車両周辺の状況を確認できるようにする。また、車
両が渋滞に巻き込まれたときには、表示部２３０を非透過モードに設定して、搭乗者が不
快な風景を見なくて済むようにする。
【００８４】
　表示部２３０を非透過モードに切り替えるときには、モード制御部２２２は、表示部２
３０に対し、現在透過状態にあるウィンドウをすべて非透過状態に切り替えるように指示
する。
【００８５】
　また、表示部を透過モードに切り替えるときには、モード制御部２２２は、すべてのウ
ィンドウを透過状態にするのか又は一部のウィンドウのみを透過状態にするのか（すなわ
ち、透過状態にすべきウィンドウの場所）を決定して、表示部２３０に対してウィンドウ
の透過状態への切り替えを指示する。
【００８６】
　表示部を透過モードにする方法は、上述したようにさまざまである。１つの方法として
、車載カメラで撮像したライブ映像をウィンドウの枠内にビデオシースルーする方法があ
る。ところが、ビデオシースルー表示中のウィンドウを開くと、ビデオシースルー表示さ
れた映像と、開いたウィンドウ越しに見える車外の風景が整合しなくなるという問題があ
る。
【００８７】
　図３には、実空間上で検出された注目人物３０１を車載カメラ（図示しない）で撮像し
、透過モード下のウィンドウ３１０の枠内に、参照番号３０２で示すように、注目人物を
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撮像した画像をビデオシースルー表示している様子を示している。図３に示したビデオシ
ースルー画像３０２は、ウィンドウ３１０を全開したときに見える車外の風景（図４を参
照のこと）と完全に一致するものとする。但し、図３では、ビデオシースルー表示された
注目人物の映像３０２は、実空間の注目人物３０１と完全に一致するが、ビデオシースル
ー表示であることを識別するために斜線で塗り潰すとともに背景をグレーで描いている（
以下同様）。
【００８８】
　図５には、開く途中のウィンドウ３１０に注目人物の映像３０２がビデオシースルー表
示されている様子を示している。ウィンドウ３１０の開閉位置に拘わらず、ウィンドウ３
１０に同じビデオシースルー映像を表示し続けると、図５から分かるように、ビデオシー
スルー映像が車外の風景と整合しなくなり、搭乗者に見苦しい映像を見せてしまうことに
なる。また、ウィンドウ３１０を半開きにした状態に保つと、搭乗者はこのような見苦し
い映像を長時間にわたり見続けることになり、錯覚に陥ったり、眩暈を生じたりして健康
被害を起こしかねない。
【００８９】
　車載カメラのビデオシースルー表示により透過状態にしたウィンドウの開閉操作を制限
若しくは禁止することによって、図５に示したような、ビデオシースルー映像と現実の車
外の風景との不整合問題が発生しないようにすることもできる。しかしながら、注目人物
が待合わせをした人であれば、搭乗者はウィンドウを開けてその注目人物に声をかける必
要がある。また、注目人物が親しい人や会社の上司又は同僚の場合には、搭乗者はその注
目人物に挨拶しなければならない若しくは挨拶したい場合がある。よって、透過状態にし
たウィンドウの開閉操作を制限若しくは禁止することが適切でない場合もある。
【００９０】
　そこで、図６に示すように、ウィンドウ３１０の開閉位置に連動してビデオシースルー
映像３０２の表示を変更することによって、ビデオシースルー映像と現実の車外の風景と
が整合するようにしてもよい。例えば、車載カメラの撮影映像を一時的に書き込むビデオ
・フレーム（図示しない）から表示用の映像を読み出す領域の上端位置を、ウィンドウ３
１０の開閉位置に従って下方にシフトさせていくようにすれば、ビデオシースルー映像を
現実の車外の風景とさせることができる。
【００９１】
　ウィンドウ３１０がパワーウィンドウ装置の場合であれば、パワーウィンドウ装置の駆
動量に応じて、ビデオ・フレームの読み出し位置を制御する（例えば、表示用の映像を読
み出す領域の上端位置をウィンドウ３１０の開閉位置に従って下方にシフトさせていく）
ようにすればよい。図７には、パワーウィンドウの開閉位置に連動してビデオシースルー
映像の表示を制御するための機能的構成を示している。車載カメラ７０１の撮像信号は、
画像処理部７０２によって現像などの処理が施され、ビデオ・フレーム７０３に書き込ま
れる。一方、透過モード下の制御部２２０は、パワーウィンドウ装置７０４から、透過状
態すなわちビデオシースルー表示しているウィンドウの現在の駆動量に関する情報を取得
すると、そのウィンドウに表示すべき画角に換算して、表示部２３０に通知する。そして
、表示部２３０は、制御部２２０からの通知に従って、ビデオ・フレーム７０３の適切な
領域（ウィンドウ３１０の開閉位置に従って読み出す領域の上端位置を下方にシフトさせ
た領域）が映像信号を読み出して、そのウィンドウに表示する（例えば、プロジェクター
１１０から半開き状態のウィンドウに映像を投影する）。
【００９２】
　ここまで説明してきたように、本実施形態によれば、例えば自動運転中の車両の車室１
００の内壁面を利用して全天周映像を表示することによって、搭乗者にとって没入感のあ
る仮想空間を構築することができるとともに、搭乗者が車外の様子を確認しなければなら
なくなる状況を自動検出して、少なくとも一部のウィンドウを使って車外の風景を搭乗者
に見せるようにすることができる。
【産業上の利用可能性】
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【００９３】
　以上、特定の実施形態を参照しながら、本明細書で開示する技術について詳細に説明し
てきた。しかしながら、本明細書で開示する技術の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実
施形態の修正や代用を成し得ることは自明である。
【００９４】
　本明細書で開示する技術は、自動車（ガソリン車及びディーゼル車を含む）、電気自動
車、ハイブリッド電気自動車、自動二輪車、自転車、パーソナル・モビリティーなどさま
ざまな車両に適用することができる。さらには本明細書で開示する技術は、道路を走行す
る車両以外の形態の移動体（ロボット、飛行機や船舶など）にも適用することができる。
【００９５】
　要するに、例示という形態により本明細書で開示する技術について説明してきたのであ
り、本明細書の記載内容を限定的に解釈するべきではない。本明細書で開示する技術の要
旨を判断するためには、特許請求の範囲を参酌すべきである。
【００９６】
　なお、本明細書の開示の技術は、以下のような構成をとることも可能である。
（１）移動体の状況を検出する検出部と、
　前記検出部の検出結果に基づいて、表示画面の少なくとも一部で前記移動体の外部の風
景を表示する透過モードを有する表示部の表示モードを制御する制御部と、
を具備する表示制御装置。
（２）前記表示部は、前記透過モードと、前記外部の風景の少なくとも一部にコンテンツ
映像を重畳し又は前記表示画面全体でコンテンツ映像を表示する非透過モードを有し、
　前記制御部は、前記検出部の検出結果に応じて、前記表示部を前記透過モード又は前記
非透過モードのいずれかに設定する、
上記（１）に記載の表示制御装置。
（３）前記表示部は、前記移動体の内壁面からなる前記表示画面に映像を表示する、
上記（１）に記載の表示制御装置。
（４）前記移動体は窓を備え、
　前記表示部は、前記窓を含んだ前記移動体の内壁面からなる前記表示画面に映像を表示
する、
上記（１）に記載の表示制御装置。
（５）前記窓は、開閉可能であり、
　前記表示部は、前記透過モードでは前記窓を開け又は前記窓を含んだ前記表示画面の少
なくとも一部で前記移動体の外部の風景を表示し、前記非透過モードでは前記窓を閉じて
前記窓を含んだ前記表示画面に表示される前記外部の風景の少なくとも一部にコンテンツ
映像を重畳し又は前記表示画面全体でコンテンツ映像を表示する、
上記（４）に記載の表示制御装置。
（６）前記窓は、光を透過する透過状態と光を遮る非透過状態を切り替え可能であり、
　前記表示部は、前記透過モードでは前記窓を前記透過状態にして前記移動体の外部の風
景が見えるようにし、前記非透過モードでは前記窓の少なくとも一部を前記非透過状態に
して前記外部の風景の少なくとも一部にコンテンツ映像を重畳し又は前記窓を含んだ前記
表示画面全体にコンテンツ映像を表示する、
上記（４）に記載の表示制御装置。
（７）前記表示部は、前記窓を表示画面に含み、前記透過モードでは前記移動体に搭載さ
れたカメラで撮像した前記移動体の外部の風景の映像を前記窓の枠内に表示し、前記非透
過モードでは前記窓の枠内の少なくとも一部にコンテンツ映像を重畳し又は前記窓の枠内
全体にコンテンツ映像を表示する、
上記（４）に記載の表示制御装置。
（８）前記検出部は、前記移動体の現在位置に関する情報を取得し、
　前記制御部は、前記移動体の現在位置に基づいて、前記表示部を透過モードから非透過
モードに切り替え、又は非透過モードから透過モードに切り替える、
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（９）前記検出部は、前記移動体の内外の状況若しくは周囲環境に関する情報を取得し、
　前記制御部は、前記移動体外の状況に基づいて、前記表示部を透過モードから非透過モ
ードに切り替え、又は非透過モードから透過モードに切り替える、
上記（２）に記載の表示制御装置。
（１０）前記制御部は、渋滞時であることを前記検出部が検出したことに応じて、前記表
示部を非透過モードに切り替える、
上記（９）に記載の表示制御装置。
（１１）前記窓は、開閉可能であり、
　前記移動体に搭載されたカメラで撮像した映像を前記窓の枠内に表示する前記透過モー
ド下では、前記制御部は前記窓の開閉を禁止する、
上記（７）に記載の表示制御装置。
（１２）前記窓は、開閉可能であり、
　前記移動体に搭載されたカメラで撮像した映像を前記窓の枠内に表示する前記透過モー
ド下では、前記表示部は、前記窓の開閉位置に連動して前記窓の枠内の表示を変更する、
上記（７）に記載の表示制御装置。
（１３）移動体の状況を検出する検出ステップと、
　表示画面の少なくとも一部で前記移動体の外部の風景を表示する透過モードを有する表
示部の表示モードを制御する制御ステップと、
を有する表示制御方法。
（１４）移動体の状況を検出する検出部と、
　前記移動体に搭載され、表示画面の少なくとも一部で前記移動体の外部の風景を表示す
る透過モードを有する表示部と、
　前記検出部の検出結果に基づいて、前記表示部の表示モードを制御する制御部と、
を具備する表示装置。
（１５）移動体と、
　表示画面の少なくとも一部で前記移動体の外部の風景を表示する透過モードを有する表
示部と、
　前記移動体の状況を検出する検出部と、
　前記検出部の検出結果に基づいて、前記表示部の表示モードを制御する制御部と、
を具備する移動体装置。
【符号の説明】
【００９７】
　１００…車室、１０１…フロントガラス、１０２…リアウィンドウ
　１０３～１０６…サイドウィンドウ、１１０…プロジェクター
　２００…表示制御システム、２１０…車両状況検出部
　２１１…測位部、２１２…通信部、２１３…Ｖ２Ｘ通信部
　２１４…時計・環境センサー、２１５…車載カメラ
　２１６…ドラモニカメラ、２１７…生体センサー
　２１８…放送受信部
　７０１…車載カメラ、７０２…画像処理部
　７０３…ビデオ・フレーム、７０４…パワーウィンドウ装置
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【国際調査報告】
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