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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載されるとともに、
　前記車両のウインドシールドを通して前記車両のドライバに見える景色に画像を重畳表
示させるヘッドアップディスプレイ装置（４）を制御する表示制御部（１８）を備える車
両用表示制御装置（１）であって、
　前記車両が減速すべき条件を満たしたか否かを判定する条件判定部（Ｓ２、Ｓ２１）を
備え、
　前記表示制御部は、
　前記車両が減速すべき条件を満たしたと前記条件判定部で判定したことに基づいて、こ
の条件を満たした状況下において道路上に実際に存在しない物体を、前記ドライバから見
て路面が進行方向の逆方向に実際よりも速く流れて見える錯視を生じさせる錯視画像とし
て、前記ヘッドアップディスプレイ装置を用いて、前記ウインドシールドを通して前記ド
ライバに見える景色に重畳表示させることを特徴とする車両用表示制御装置。
【請求項２】
　車両に搭載されるとともに、
　前記車両のウインドシールドを通して前記車両のドライバに見える景色に画像を重畳表
示させるヘッドアップディスプレイ装置（４）を制御する表示制御部（１８）を備える車
両用表示制御装置（１）であって、
　前記車両が減速すべき条件を満たしたか否かを判定する条件判定部（Ｓ１０１）を備え
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、
　前記表示制御部は、
　前記車両が減速すべき条件を満たしたと前記条件判定部で判定したことに基づいて、こ
の条件を満たした状況下において道路上に実際に存在しない、進行方向に向かって断続的
に並んだ模様の間隔が、前記車両が進むにつれて徐々に狭まっていくように見える錯視を
生じさせる錯視画像を、前記ヘッドアップディスプレイ装置を用いて、前記ウインドシー
ルドを通して前記ドライバに見える景色に重畳表示させることを特徴とする車両用表示制
御装置。
【請求項３】
　車両に搭載されるとともに、
　前記車両のウインドシールドを通して前記車両のドライバに見える景色に画像を重畳表
示させるヘッドアップディスプレイ装置（４）を制御する表示制御部（１８）を備える車
両用表示制御装置（１）であって、
　前記車両が加速すべき条件を満たしたか否かを判定する条件判定部（Ｓ１２１）を備え
、
　前記表示制御部は、
　前記車両が加速すべき条件を満たしたと前記条件判定部で判定したことに基づいて、こ
の条件を満たした状況下において道路上に実際に存在しない、進行方向に向かって断続的
に並んだ模様の間隔が、前記車両が進むにつれて徐々に広がっていくように見える錯視を
生じさせる錯視画像を、前記ヘッドアップディスプレイ装置を用いて、前記ウインドシー
ルドを通して前記ドライバに見える景色に重畳表示させることを特徴とする車両用表示制
御装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項において、
　前記表示制御部は、
　前記条件を満たしたと前記条件判定部で判定したことに基づいて、前記錯視が継続して
生じるように前記錯視画像を逐次表示させることを特徴とする車両用表示制御装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記条件を満たした状況下において道路交通上望ましい行動が前記ドライバにとられて
いるか否かを判定する行動判定部（Ｓ７、Ｓ２５、Ｓ１０５、Ｓ１２５）を備え、
　前記表示制御部は、
　前記条件を満たした状況下において道路交通上望ましい行動が前記ドライバにとられて
いると前記行動判定部で判定した場合に、前記錯視画像の表示を行わせないことを特徴と
する車両用表示制御装置。
【請求項６】
　請求項１において、
　前記車両が減速すべき度合いを特定する減速度合い特定部（１５）を備え、
　前記表示制御部は、
　前記ドライバから見て路面が進行方向の逆方向に実際よりも速く流れて見える錯視を生
じさせる前記錯視画像を表示させる場合に、前記減速度合い特定部で特定した減速すべき
度合いが大きいほど、前記ドライバから見て路面が進行方向の逆方向に流れて見える速度
が速くなるように、前記錯視画像を表示させることを特徴とする車両用表示制御装置。
【請求項７】
　請求項１又は６において、
　前記表示制御部は、
　車幅方向の長さが進行方向に進むほど短くなり、路面に沿ってその進行方向に断続的に
並ぶ模様が、その進行方向と逆方向に流れるように見える前記錯視画像を表示させること
で、前記ドライバから見て路面が進行方向の逆方向に実際よりも速く流れて見える錯視を
生じさせることを特徴とする車両用表示制御装置。
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【請求項８】
　請求項７において、
　前記表示制御部は、
　前記断続的に並ぶ模様を、前記車両の走行車線の車線境界線上に並ぶように表示させる
ことを特徴とする車両用表示制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘッドアップディスプレイ装置を用いてウインドシールドに画像を表示させ
る車両用表示制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両のウインドシールドを通して車両のドライバに見える景色に画像を重畳表示
させるヘッドアップディスプレイ装置（以下、ＨＵＤ）が知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、車両と標識との距離が予め設定した距離に近づいたときに、
ＨＵＤを用いて、標識が現れる視界位置に標識のマークを表示させるとともに、ドライバ
の基準視線よりも低い高さ位置に標識の案内情報を表示させるようにする技術が開示され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－６４６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　標識には、減速を要求する警戒標識や一時停止の規制を行う規制標識があるが、仮に特
許文献１に開示の技術によってこれらの標識をドライバに認識させやすくしたとしても、
これらの標識に従った行動をドライバがとるとは限らない。
【０００６】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、ヘッドアップ
ディスプレイ装置を用いて、道路交通上望ましい行動をドライバがとるように誘導するこ
とを可能にする車両用表示制御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】
　車両用表示制御装置に係る第１の発明は、車両に搭載されるとともに、車両のウインド
シールドを通して車両のドライバに見える景色に画像を重畳表示させるヘッドアップディ
スプレイ装置（４）を制御する表示制御部（１８）を備える車両用表示制御装置（１）で
あって、車両が減速すべき条件を満たしたか否かを判定する条件判定部（Ｓ２、Ｓ２１）
を備え、表示制御部は、車両が減速すべき条件を満たしたと条件判定部で判定したことに
基づいて、この条件を満たした状況下において道路上に実際に存在しない物体を、ドライ
バから見て路面が進行方向の逆方向に実際よりも速く流れて見える錯視を生じさせる錯視
画像として、ヘッドアップディスプレイ装置を用いて、ウインドシールドを通してドライ
バに見える景色に重畳表示させることを特徴としている。
　車両用表示制御装置に係る第２の発明は、車両に搭載されるとともに、車両のウインド
シールドを通して車両のドライバに見える景色に画像を重畳表示させるヘッドアップディ
スプレイ装置（４）を制御する表示制御部（１８）を備える車両用表示制御装置（１）で
あって、車両が減速すべき条件を満たしたか否かを判定する条件判定部（Ｓ１０１）を備
え、表示制御部は、車両が減速すべき条件を満たしたと条件判定部で判定したことに基づ
いて、この条件を満たした状況下において道路上に実際に存在しない、進行方向に向かっ
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て断続的に並んだ模様の間隔が、車両が進むにつれて徐々に狭まっていくように見える錯
視画像を、ヘッドアップディスプレイ装置を用いて、ウインドシールドを通してドライバ
に見える景色に重畳表示させることを特徴としている。
　車両用表示制御装置に係る第３の発明は、車両に搭載されるとともに、車両のウインド
シールドを通して車両のドライバに見える景色に画像を重畳表示させるヘッドアップディ
スプレイ装置（４）を制御する表示制御部（１８）を備える車両用表示制御装置（１）で
あって、車両が加速すべき条件を満たしたか否かを判定する条件判定部（Ｓ１２１）を備
え、表示制御部は、車両が加速すべき条件を満たしたと条件判定部で判定したことに基づ
いて、この条件を満たした状況下において道路上に実際に存在しない、進行方向に向かっ
て断続的に並んだ模様の間隔が、車両が進むにつれて徐々に広がっていくように見える錯
視画像を、ヘッドアップディスプレイ装置を用いて、ウインドシールドを通してドライバ
に見える景色に重畳表示させることを特徴としている。
【０００８】
　錯視は目の錯覚であり、ドライバは通常、錯視画像によって生じる錯視に対して反射的
に反応してしまう。また、錯視画像が、ヘッドアップディスプレイ装置を用いて、ウイン
ドシールドを通してドライバに見える景色に重畳表示されることから、ドライバは、錯視
による錯覚を現実のものと感じて反射的に反応してしまう。
【０００９】
　よって、所定の条件を満たした状況下において道路上に実際に存在しない物体を錯視画
像として、この所定の条件を満たした場合に表示させることで、この錯視画像を見たドラ
イバに、所定の条件を満たした状況下において道路交通上望ましい行動を反射的にとらせ
ることが可能になる。従って、ヘッドアップディスプレイ装置を用いて、道路交通上望ま
しい行動をドライバがとるように誘導することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】運転支援システム１００の概略的な構成を示すブロック図である。
【図２】実施形態１におけるＨＣＵ１の概略的な構成を示すブロック図である。
【図３】実施形態１におけるＨＣＵ１での表示制御関連処理の流れの一例を示すフローチ
ャートである。
【図４】推定車線境界線領域及び線状模様錯視画像の一例を示す模式図である。
【図５】線状模様が動いて見えるように表示させるための方法の一例について説明するた
めの模式図である。
【図６】線状模様錯視画像の表示例を示す模式図である。
【図７】線状模様錯視画像の別の表示例を示す模式図である。
【図８】変形例１におけるＨＣＵ１の概略的な構成を示すブロック図である。
【図９】変形例１におけるＨＣＵ１での表示制御関連処理の流れの一例を示すフローチャ
ートである。
【図１０】運転支援システム２００の概略的な構成を示すブロック図である。
【図１１】実施形態２におけるＨＣＵ１ａの概略的な構成を示すブロック図である。
【図１２】実施形態２におけるＨＣＵ１ａでの表示制御関連処理の流れの一例を示すフロ
ーチャートである。
【図１３】路上立体物錯視画像の表示例を示す模式図である。
【図１４】路上立体物錯視画像の別の表示例を示す模式図である。
【図１５】変形例６におけるＨＣＵ１ａでの表示制御関連処理の流れの一例を示すフロー
チャートである。
【図１６】ガイドライン立体物錯視画像の表示例を示す模式図である。
【図１７】速度規制値の超過速度が大きくなるほどガイドライン立体物同士の間隔を狭く
設定する一例について説明するための表である。
【図１８】変形例９におけるＨＣＵ１ａでの表示制御関連処理の流れの一例を示すフロー
チャートである。
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【図１９】変形例９におけるＨＣＵ１ａでの表示制御関連処理の流れの一例を示すフロー
チャートである。
【図２０】ガイドライン立体物錯視画像の別の表示例を示す模式図である。
【図２１】運転支援システム３００の概略的な構成を示すブロック図である。
【図２２】実施形態３におけるＨＣＵ１ｂの概略的な構成を示すブロック図である。
【図２３】実施形態３におけるＨＣＵ１ｂでの表示制御関連処理の流れの一例を示すフロ
ーチャートである。
【図２４】矢印模様錯視画像の表示例を示す模式図である。
【図２５】実施形態４におけるＨＣＵ１ｂでの表示制御関連処理の流れの一例を示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（実施形態１）
　＜運転支援システム１００の概略構成＞
　図１は、本発明に係る車両用表示制御装置が適用された運転支援システム１００の概略
的な構成の一例を示す図である。図１に示すように運転支援システム１００は、ＨＣＵ（
Human Machine Interface Control Unit）１、前方カメラ２、監視ＥＣＵ３、ＨＵＤ（He
ad-Up Dispray）４、車速センサ５、位置検出器６、地図データベース（ＤＢ）７、及び
操作スイッチ群８を備える。例えば、ＨＣＵ１と、監視ＥＣＵ３、ＨＵＤ４、及び車速セ
ンサ５とは、車内ＬＡＮを介して接続されている。運転支援システム１００を搭載してい
る車両を以降では自車と呼ぶ。
【００１２】
　前方カメラ２は、自車に設置され、自車前方に所定角範囲で広がる領域を撮像する。前
方カメラ２は、光軸が路面を向くように設置されることで、自車前方の路面を撮像する。
監視ＥＣＵ３は、前方カメラで撮像した撮像画像から、公知の画像認識技術によって、速
度規制標識や最高速度の規制標示における速度規制値、自車の走行車線の車線境界線、停
止線、横断歩道等を検出する。
【００１３】
　ＨＵＤ４は、ＴＦＴ液晶パネルに形成された表示画像を自車のウインドシールドに投影
することにより、表示画像の虚像を自車の室内から視認可能に表示させるヘッドアップデ
ィスプレイ装置である。ＨＵＤ４によって表示されるこの虚像は、車両前方の風景と重な
ってドライバに視認される。つまり、ＨＵＤ４は、自車のウインドシールドを通して自車
のドライバに見える景色に画像を重畳表示させる。以降では、ＨＵＤ４によってウインド
シールドに投影される表示画像を、ＨＵＤ画像と呼ぶ。
【００１４】
　なお、ＨＵＤ４は、表示素子としてＴＦＴ液晶パネルを用いる構成に限らず、レーザー
素子を用いる構成としてもよい。また、ＨＵＤ４は、ウインドシールドを通して車両のド
ライバに見える景色に画像を重畳表示させるものであれば、ウインドシールドに表示画像
を投影するものに限らず、ドライバにとってウインドシールドよりも内側に設けられた透
明若しくは半透明のパネルに表示画像を投影するものであってもよい。
【００１５】
　ＨＵＤ画像が投影されるウインドシールド上の投影面は、ドライバの視線移動量を少な
くして焦点調整負荷を軽減するために、ドライバが運転操作する際に確保されるべき運転
視界領域よりも下方に位置することが好ましい。
【００１６】
　車速センサ５は、自車の速度を検出する。位置検出器６は、測位衛星からの電波に基づ
いて自車の現在位置を検出する測位システム等を利用して、自車の現在位置の検出を逐次
行う。自車の現在位置は、例えば緯度／経度の座標で表すものとする。
【００１７】
　地図ＤＢ７は、ノードデータ及びリンクデータからなる道路データなどを含む地図デー
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タを記憶している。リンクとは、電子地図上の各道路を、交差や分岐や合流する点等の複
数のノードにて分割したときのノード間を結ぶものである。
【００１８】
　リンクデータは、リンクＩＤ、リンク長、リンク方向、リンクの形状情報、リンクの始
端と終端とのノード座標（緯度／経度）、及び道路属性の各データから構成される。道路
属性としては、道路名称、道路種別、道路幅員、車線数、及び速度規制値等がある。ノー
ドデータは、ノードＩＤ、ノード座標、ノード名称、ノード種別、一旦停止の規制の有無
、信号機の有無等の各データから構成される。
【００１９】
　操作スイッチ群８は、例えばステアリング周辺に設けられるメカニカルなスイッチ等で
ある。操作スイッチ群８は、各種設定を行うためにドライバによって操作される。
【００２０】
　ＨＣＵ１は、主にマイクロコンピュータとして構成され、いずれも周知のＣＰＵ、ＲＯ
ＭやＲＡＭやＥＥＰＲＯＭ等のメモリ、Ｉ／Ｏ、及びこれらを接続するバスによって構成
される。ＨＣＵ１は、監視ＥＣＵ３、車速センサ５、位置検出器６、地図ＤＢ７、操作ス
イッチ群８から入力された各種情報に基づき、ＨＵＤ４を用いて投影させる表示画像を生
成してＨＵＤ４に投影させる表示制御関連処理等の各種処理を実行する。このＨＣＵ１が
、請求項の車両用表示制御装置に相当する。
【００２１】
　なお、ＨＣＵ１が実行する機能の一部又は全部を、一つ或いは複数のＩＣ等によりハー
ドウェア的に構成してもよい。
【００２２】
　＜ＨＣＵ１の詳細構成＞
　図２に示すように、ＨＣＵ１は、自車位置特定部１１、車速特定部１２、速度規制値特
定部１３、要否判定部１４、超過速度算出部１５、生成前設定部１６、画像生成部１７、
及び表示制御部１８を備えている。
【００２３】
　自車位置特定部１１は、位置検出器７で検出した位置を自車の現在位置と特定する。車
速特定部１２は、車速センサ５の信号から、自車の車速を特定する。速度規制値特定部１
３、要否判定部１４、超過速度算出部１５、生成前設定部１６、画像生成部１７、及び表
示制御部１８については、以下の表示制御関連処理の説明において詳述する。
【００２４】
　＜実施形態１における表示制御関連処理＞
　ここで、実施形態１におけるＨＣＵ１での表示制御関連処理について図３のフローチャ
ートを用いて説明を行う。図３のフローチャートは、例えば自車のイグニッション電源が
オンになった場合に開始する。
【００２５】
　まず、ステップＳ１では、速度規制値特定部１３が、自車の走行中の道路の速度規制値
（つまり、法定の速度規制値）の特定を行う。一例として、監視ＥＣＵ３で速度規制標識
や最高速度の規制標示における法定の速度規制値を検出できていた場合には、この速度規
制値を、自車の走行中の道路の速度規制値と特定する。他にも、自車位置特定部１１で特
定した自車の現在位置と地図ＤＢ７に格納されているリンクデータとから、自車が位置す
るリンクの速度規制値が取得できる場合には、自車の走行中の道路の速度規制値と特定す
る。なお、自車が位置するリンクに速度規制値が付与されていない場合には、自車が位置
するリンクの速度規制値は取得できないことになる。
【００２６】
　そして、自車の走行中の道路の速度規制値の特定を行うことができた場合（Ｓ１でＹＥ
Ｓ）には、ステップＳ２に移る。一方、特定を行うことができなかった場合（Ｓ１でＮＯ
）には、ステップＳ９に移る。
【００２７】
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　ステップＳ２では、車速特定部１２で特定した自車の車速が、Ｓ１で特定できた速度規
制値を上回っているか否かを、要否判定部１４が判定する。そして、上回っていると判定
した場合（Ｓ２でＹＥＳ）には、ステップＳ３に移る。一方、上回っていないと判定した
場合（Ｓ２でＮＯ）には、ステップＳ９に移る。例えば、車速特定部１２で特定した自車
の車速が５０ｋｍ／ｈであって、Ｓ１で特定できた速度規制値が４０ｋｍ／ｈである場合
には、上回っていると判定することになる。このＳ２が請求項の条件判定部に相当する。
【００２８】
　ステップＳ３では、超過速度算出部１５が、車速特定部１２で特定した自車の車速から
、Ｓ１で特定できた速度規制値を差し引くことで、速度規制値の超過速度を算出する。例
えば、車速特定部１２で特定した自車の車速が５０ｋｍ／ｈであって、Ｓ１で特定できた
速度規制値が４０ｋｍ／ｈである場合には、速度規制値の超過速度は１０ｋｍ／ｈとなる
。超過速度算出部１５が請求項の減速度合い特定部に相当する。
【００２９】
　ステップＳ４では、生成前設定部１６が、ドライバから見て路面が進行方向の逆方向に
実際よりも速く流れて見える錯視を生じさせる後述の線状模様錯視画像を表示させるため
の設定を行う。本実施形態では、一例として、以下のように設定を行うものとする。
【００３０】
　まず、前方カメラ２の撮像画像中における、監視ＥＣＵ３で検出した自車の走行車線の
車線境界線の領域から、ウインドシールド上の投影面に投影されるＨＵＤ画像の表示領域
においてドライバにこの車線境界線が見えると推定される領域（以下、推定車線境界線領
域）を特定する。前方カメラ２の撮像画像中の位置と、投影面を通してドライバにこの車
線境界線が見えると推定される位置との対応関係は、予めシミュレーション等によって求
められているものとする。推定車線境界線領域は、この対応関係を利用して特定する。そ
して、特定した推定車線境界線領域を、線状の模様を表示させる位置の基準として設定す
る。
【００３１】
　ここで、図４を用いて、推定車線境界線領域についての一例を示す。図４のＡがウイン
ドシールド上の投影面に投影されるＨＵＤ画像の表示領域を示しており、Ｂ１及びＢ２が
、自車の左右の車線境界線についての推定車線境界線領域を示している。
【００３２】
　ステップＳ５では、画像生成部１７が、Ｓ４で特定した推定車線境界線領域上に、自車
の車幅方向に伸びた線状模様が、推定車線境界線領域が伸びる方向に断続的に並んだ線状
模様錯視画像を生成する。線状模様錯視画像の詳細について、図４を用いて説明を行う。
図４のＬｉが線状模様錯視画像における線状模様を示している。
【００３３】
　図４に示すように、線状模様錯視画像において、線状模様は、その車幅方向の長さがウ
インドシールド上の投影面に投影される際に自車の天井方向にあたる方向に進むほど短く
なるように、推定車線境界線領域上に断続的に並べられている。そして、各線状模様は、
図４に示すように、中心から車幅方向に離れるほど色が薄くなっている。線状模様の色は
例えば青や白とすればよいが、他の色としてもよい。また、線状模様錯視画像には、例え
ば周知のアルファブレンディングなどにより、線状模様に透明感を与える処理が施される
。
【００３４】
　さらに、画像生成部１７は、線状模様が動いて見えるように表示させるために、複数パ
ターンの線状模様錯視画像を生成する。詳しくは、図５に示すように、線状模様が並ぶ方
向における線状模様の位置（以下、配列位置）が少しずつずれた複数パターンの線状模様
錯視画像（図５のＰ１～Ｐ３参照）を生成する。図５では３つのパターンを用いる例を示
したが、４つ以上であってもよいし、２つであってもよい。
【００３５】
　ステップＳ６では、表示制御部１８が、Ｓ５で画像生成部１７が生成した線状模様錯視
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画像をＨＵＤ４に送信し、この線状模様錯視画像を表示させるようにＨＵＤ４に指示を行
う。線状模様錯視画像は、ＨＵＤ４によって自車のウインドシールドに投影されることで
、車両のドライバに見える景色に半透明で重畳表示される。
【００３６】
　また、表示制御部１８は、配列位置が少しずつずれた複数パターンの線状模様錯視画像
を、順に繰り返し表示させるようにＨＵＤ４に指示を行う。具体例としては、図５に示す
Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３のパターン順に繰り返し表示させるようにＨＵＤ４に指示を行う。これ
により、ウインドシールドを通して自車のドライバに見える景色に線状模様錯視画像を重
畳表示させた場合、自車の進行方向と逆方向に線状模様が流れて見えるように表示させる
ことができる。
【００３７】
　表示制御部１８は、配列位置が少しずつずれた複数パターンの線状模様錯視画像を順に
繰り返し表示させる周期（以下、表示周期）については、自車の進行方向と逆方向に線状
模様が流れて見える速さが、実際に路面が流れて見える速さよりも速くなるように設定す
る。一例としては、自車の進行方向と逆方向に線状模様が流れて見える速さが、実際に路
面が流れて見える速さよりも速くなる表示周期と、自車の車速との対応関係を、予め実験
等により求めてＨＣＵ１の不揮発性メモリに記憶しておく。そして、この対応関係と、車
速特定部１２で特定した自車の車速とから、自車の進行方向と逆方向に線状模様が流れて
見える速さが、実際に路面が流れて見える速さよりも速くなる表示周期を設定する構成と
すればよい。
【００３８】
　さらに、表示制御部１８は、Ｓ３で算出した超過速度が大きいほど、表示周期を短く設
定する。これにより、速度規制値の超過速度が大きくなるほど、自車の進行方向と逆方向
に線状模様が流れて見える速さを速くする。
【００３９】
　また、表示制御部１８は、線状模様錯視画像に自車の速度を示す画像を重畳してＨＵＤ
４に送信し、自車の速度を線状模様錯視画像とともにウインドシールドに投影させる。自
車の速度については、車速特定部１２で特定した値を利用する。
【００４０】
　ここで、Ｓ６の処理によってＨＵＤ４でウインドシールドに投影される線状模様錯視画
像の表示態様について、図６を用いて説明を行う。図６は、自車のドライバから見た前方
の景色を示す模式図である。図６のＭａが速度規制標識、ＰＥが線状模様錯視画像を投影
する投影面、Ｌｉが線状模様、Ｖが自車の速度を示している。
【００４１】
　線状模様は、その車幅方向の長さがウインドシールド上の投影面における自車の天井方
向にあたる方向に進むほど短くなるように並べられているので、自車のドライバから見た
前方の景色に重畳表示されると、ドライバからは、図６に示すように、実際の路面に沿っ
て自車の進行方向に向かって並んでいるように見える。
【００４２】
　また、配列位置が少しずつずれた複数パターンの線状模様錯視画像を順に繰り返し表示
させるので、実際の路面に沿って自車の進行方向に向かって並んでいるように見える線状
模様が、ドライバからは、自車の進行方向と逆方向に、実際に路面が流れて見える速さよ
りも速く流れて見える。
【００４３】
　なお、線状模様錯視画像は、自車の走行車線の車線境界線上に線状模様が並ぶように表
示させる構成に限らず、図７に示すように、自車の左右の車線境界線の間に線状模様が並
ぶように表示させる構成としてもよい。図７のＰＥが線状模様錯視画像を投影する投影面
を示しており、Ｌｉが線状模様を示している。
【００４４】
　図３に戻って、ステップＳ７では、車速特定部１２で特定した自車の車速が、Ｓ１で特
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定できた速度規制値以下となったか否かを、要否判定部１４が判定する。言い換えると、
自車の走行中の道路の速度規制値以下となるまで自車のドライバが減速を行ったか否かを
判定する。そして、速度規制値以下となったと判定した場合（Ｓ７でＹＥＳ）には、ステ
ップＳ８に移る。一方、速度規制値以下となっていないと判定した場合（Ｓ７でＮＯ）に
は、ステップＳ１０に移る。このＳ７が請求項の行動判定部に相当する。
【００４５】
　ステップＳ８では、表示制御部１８が、線状模様錯視画像の表示を終了するようにＨＵ
Ｄ４に指示を行い、線状模様錯視画像の表示を終了させる。
【００４６】
　ステップＳ９では、表示制御関連処理の終了タイミングであった場合（ステップＳ９で
ＹＥＳ）には、表示制御関連処理を終了する。一方、表示制御関連処理の終了タイミング
でなかった場合（ステップＳ９でＮＯ）には、Ｓ１に戻って処理を繰り返す。表示制御関
連処理の終了タイミングの一例としては、自車のイグニッション電源がオフになったとき
などがある。
【００４７】
　また、Ｓ７で速度規制値以下となっていないと判定した場合のステップＳ１０では、速
度規制値特定部１３が、自車の走行中の道路の速度規制値の特定を行う。そして、既に特
定済みの速度規制値とは値の異なる、新たな速度規制値を特定した場合（Ｓ１０でＹＥＳ
）には、Ｓ１に戻って処理を繰り返す。一方、既に特定済みの速度規制値と同じ値の速度
規制値を特定したり、速度規制値自体を特定できなかったりした場合（Ｓ１０でＮＯ）に
は、既に特定済みの速度規制値を維持し、Ｓ７に戻り、処理を繰り返す。
【００４８】
　ドライバは、操作スイッチ群８を操作することで、錯視画像を表示するモードと、錯視
画像を表示しないモードとの切り替えが可能であるものとする。この実施形態１以降の実
施形態でも同様である。錯視画像とは、所定の条件を満たした状況下において道路交通上
望ましい行動をドライバがとるように誘発させる錯視を生じさせる画像と言い換えること
ができる。
【００４９】
　（実施形態１のまとめ）
　実施形態１によれば、自車が速度規制値を超過した場合には、ウインドシールドを通し
てドライバに見える景色に重畳して、自車の進行方向と逆方向に実際の路面の流れよりも
速く線状模様が流れてゆくように見える線状模様錯視画像を表示させることになる。
【００５０】
　自車の進行方向と逆方向に実際の路面の流れよりも速く線状模様が流れてゆくように見
える場合、ドライバは、実際よりも自車が速く動いているように錯覚する。自車が速く動
いているように感じるほど、ドライバは反射的に自車を減速させようとするのが一般的で
ある。よって、ドライバは、線状模様錯視画像によって、実際よりも自車が速く動いてい
るように錯覚することで、自車を反射的に減速させる可能性が高い。従って、実施形態１
によれば、自車が速度規制値を超過した場合に、ドライバが自車を減速させるように誘導
することが可能になる。
【００５１】
　また、実施形態１によれば、自車が速度規制値を守っていたり、速度規制値以下となる
まで減速したりした場合には、線状模様錯視画像を表示させない。よって、自車が速度規
制値を守っている場合にまで線状模様錯視画像を表示させることによる煩わしさを防ぐこ
とができる。
【００５２】
　さらに、実施形態１によれば、自車が速度規制値を上回っている超過速度が大きくなる
ほど、自車の進行方向と逆方向に線状模様が流れてゆく速度が速く見えるように線状模様
錯視画像を表示させる。自車の進行方向と逆方向に線状模様が流れてゆく速度が速く見え
るほど、ドライバは自車を大きく減速させようとすると考えられる。よって、自車が速度
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規制値を上回っている超過速度が大きくなるほど、ドライバが自車を大きく減速させるよ
うに誘導することが可能になる。
【００５３】
　（変形例１）
　本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、次の変形例１も本発明の技術的範
囲に含まれる。以下では、この変形例１について説明を行う。なお、説明の便宜上、この
変形例１以降の説明において、それまでの実施形態の説明に用いた図に示した部材と同一
の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００５４】
　変形例１の運転支援システム１００は、自車が速度規制値を超過した場合に線状模様錯
視画像を表示させる代わりに、自車が減速すべき地点に到達した場合に線状模様錯視画像
を表示させる点を除けば、実施形態１の運転支援システム１００と同様である。変形例１
と実施形態１とは、ＨＣＵ１の処理が一部異なる点を除けば同様である。
【００５５】
　変形例１のＨＣＵ１では、図８に示すように、自車位置特定部１１、車速特定部１２、
要否判定部１４、生成前設定部１６、画像生成部１７、及び表示制御部１８を備えていれ
ばよい。
【００５６】
　＜変形例１における表示制御関連処理＞
　ここで、変形例１におけるＨＣＵ１での表示制御関連処理について図９のフローチャー
トを用いて説明を行う。図９のフローチャートは、例えば自車のイグニッション電源がオ
ンになった場合に開始する。
【００５７】
　まず、ステップＳ２１では、自車位置特定部１１で特定した自車の現在位置と地図ＤＢ
７に格納されている道路データとから、自車が減速すべき領域（以下、減速領域）に近接
したか否かを要否判定部１４が判定する。近接とは、例えば自車から減速領域までの距離
が、例えば１００ｍ等の設定距離以下となった場合とする。
【００５８】
　減速領域の一例としては、一旦停止の規制のあるノード、トンネルを出た直後のリンク
、道路幅員が例えば４ｍ未満などの狭隘道路のリンクなどがある。また、凍結路や事故多
発路など、注意して走行すべき区間として登録されているリンクなどもある。他にも、時
間限定で自車が減速すべき地点となるスクールゾーンのリンクなどがある。時間限定があ
る場合には、図示しないタイマ回路等を用いることで、対象となる時間に限り、自車が減
速すべき領域として扱う構成とすればよい。
【００５９】
　そして、近接したと判定した場合（Ｓ２１でＹＥＳ）には、ステップＳ２２に移る。一
方、近接していないと判定した場合（Ｓ２１でＮＯ）には、ステップＳ２７に移る。この
Ｓ２１が請求項の条件判定部に相当する。
【００６０】
　ステップＳ２２～ステップＳ２４までの処理は、実施形態１のＳ４～Ｓ６までの処理と
同様である。なお、変形例１では、速度規制値の超過速度を算出しないので、ステップＳ
２４では、速度規制値の超過速度に応じた処理については行われない。
【００６１】
　ステップＳ２５では、減速領域において望ましい減速が行われたか否かを要否判定部１
４が判定する。例えば、減速領域が狭隘道路のリンクやスクールゾーンのリンクであった
場合には、車速特定部１２で特定した自車の車速が徐行程度の速度となった場合に、望ま
しい減速が行われたと判定する構成とすればよい。減速領域がトンネルを出た直後のリン
クや注意して走行すべき区間として登録されているリンクである場合については、それぞ
れで望ましい走行速度を予めＨＣＵ１の不揮発性メモリに記憶しておき、この走行速度と
なった場合に、望ましい減速が行われたと判定する構成とすればよい。他にも、車速特定
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部１２で特定した自車の車速が所定時間に所定値以上下がった場合に、望ましい減速が行
われたと判定する構成としてもよい。
【００６２】
　そして、減速領域において望ましい減速が行われたと判定した場合（Ｓ２５でＹＥＳ）
には、ステップＳ２６に移る。一方、行われていないと判定した場合（Ｓ２５でＮＯ）に
は、Ｓ２２に戻って処理を繰り返す。このＳ２５が請求項の行動判定部に相当する。
【００６３】
　ステップＳ２６では、表示制御部１８が、線状模様錯視画像の表示を終了するようにＨ
ＵＤ４に指示を行い、線状模様錯視画像の表示を終了させる。
【００６４】
　ステップＳ２７では、自車位置特定部１１で特定した自車の現在位置と地図ＤＢ７に格
納されている道路データとから、自車が減速領域を通過したか否かを要否判定部１４が判
定する。そして、通過したと判定した場合（Ｓ２７でＹＥＳ）には、ステップＳ２８に移
る。一方、通過していないと判定した場合（Ｓ２７でＮＯ）には、Ｓ２７の処理を繰り返
す。
【００６５】
　なお、通過していないと判定した場合に、減速領域において望ましい速度を超えている
かを要否判定部１４で判定し、超えていた場合には線状模様錯視画像の表示を再度行わせ
る構成としてもよい。
【００６６】
　ステップＳ２８では、Ｓ９と同様にして、表示制御関連処理の終了タイミングであった
場合（ステップＳ２８でＹＥＳ）には、表示制御関連処理を終了する。一方、表示制御関
連処理の終了タイミングでなかった場合（ステップＳ２８でＮＯ）には、Ｓ２１に戻って
処理を繰り返す。
【００６７】
　＜変形例１のまとめ＞
　変形例１では、線状模様錯視画像を表示させる条件として、実施形態１の自車が速度規
制値を超過した場合という構成に代えて、自車が減速すべき領域に近接した場合という構
成を採用している。このような構成を採用した場合であっても、ドライバが自車を減速さ
せるように誘導することが可能になるという効果を同様に得ることができる。よって、自
車が減速すべき領域に近接した場合に、ドライバが自車を減速させるように誘導すること
が可能になる。
【００６８】
　（変形例２）
　変形例１では、速度規制値の超過速度を算出せず、速度規制値の超過速度に応じた処理
を行わない構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、速度規制値の超過速度を
算出し、実施形態１と同様にして速度規制値の超過速度に応じた処理を行う構成としても
よい。
【００６９】
　この場合には、減速領域ごとに、好ましい速度を速度規制値として予め対応付けてＨＵ
Ｃ１の不揮発性メモリに記憶しておくことで、減速領域ごとの速度規制値の超過速度を算
出できるようにすればよい。変形例２では、速度規制値特定部１３が、減速領域ごとの好
ましい速度をＨＵＣ１の不揮発性メモリから読み出して、速度規制値として特定する。ま
た、超過速度算出部１５が、減速領域ごとの速度規制値の超過速度を算出する。
【００７０】
　（変形例３）
　前述の実施形態では、画像認識によって検出した車線境界線の領域をもとに特定した推
定車線境界線領域上に線状模様を並べた線状模様錯視画像を表示させる構成を示したが、
必ずしもこれに限らない。例えば、画像認識によって検出した車線境界線の位置を用いず
に、自車が所定幅をもった車線の中央を走行していると仮定した場合の仮想の推定車線境
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界線領域を予め記憶しておき、この仮想の推定車線境界線領域上に線状模様を並べた線状
模様錯視画像をデフォルトで表示させる構成としてもよい。この場合には、図示しない舵
角センサで検出した自車の舵角に応じて線状模様を並べる方向を逐次曲げた線状模様錯視
画像を、逐次生成して表示させる構成とすればよい。
【００７１】
　自車の舵角は、自車の前方のカーブの曲率に合わせて変化する。よって、線状模様を並
べる方向を、舵角センサで検出した自車の舵角に応じて曲げると、線状模様を並べる方向
を、車の前方のカーブの曲率に合わせて曲げることが可能になる。その結果、自車がカー
ブを走行中であって、自車の前方の路面がカーブの曲率に合わせて曲がって見える場合で
も、実際の路面に沿って線状模様が並ぶように線状模様錯視画像を表示することが可能に
なる。
【００７２】
　（変形例４）
　前述の実施形態では、線状模様を表示させる構成を示したが、必ずしもこれに限らない
。車幅方向の長さが自車の進行方向に進むほど短くなるように見えるとともに、路面に沿
ってその進行方向に向かい断続的に並んで見える模様であれば、他の形状の模様を表示さ
せる構成としてもよい。
【００７３】
　（実施形態２）
　本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、次の実施形態２も本発明の技術的
範囲に含まれる。以下では、この実施形態２について説明を行う。
【００７４】
　実施形態２の運転支援システム２００は、表示させる錯視画像の態様が実施形態１の運
転支援システム１００と異なっている。また、実施形態２の運転支援システム２００は、
自車が速度規制値を超過した場合に錯視画像を表示させる代わりに、自車が減速すべき地
点や自車が一旦停止すべき地点に近接した場合に錯視画像を表示させる点が実施形態１の
運転支援システム１００と異なっている。以上の２点を除けば、実施形態２の運転支援シ
ステム２００は、実施形態１の運転支援システム１００と同様である。
【００７５】
　＜運転支援システム２００の概略構成＞
　図１０は、運転支援システム２００の概略的な構成の一例を示す図である。図１０に示
すように運転支援システム２００は、ＨＣＵ１ａ、前方カメラ２、監視ＥＣＵ３、ＨＵＤ
４、車速センサ５、位置検出器６、地図ＤＢ７、及び操作スイッチ群８を備える。ＨＣＵ
１ａは一部の処理が異なる点を除けば、実施形態１のＨＣＵ１と同様である。ＨＣＵ１ａ
が請求項の車両用表示制御装置に相当する。
【００７６】
　＜ＨＣＵ１ａの詳細構成＞
　図１１に示すように、ＨＣＵ１ａは、自車位置特定部１１、車速特定部１２、要否判定
部１４、生成前設定部１６、画像生成部１７ａ、及び表示制御部１８を備えている。
【００７７】
　＜実施形態２における表示制御関連処理＞
　ここで、実施形態２におけるＨＣＵ１ａでの表示制御関連処理について図１２のフロー
チャートを用いて説明を行う。図１２のフローチャートは、例えば自車のイグニッション
電源がオンになった場合に開始する。
【００７８】
　まず、ステップＳ４１では、要否判定部１４が、自車が減速すべき地点や自車が一旦停
止すべき地点（以下、対象地点）に近接したか否かを判定する。ここで言うところの自車
が減速すべき地点の一例としては、信号のない交差点の横断歩道がある。また、一旦停止
すべき地点の一例としては、一旦停止位置がある。
【００７９】
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　例えば、要否判定部１４は、監視ＥＣＵ３で自車の走行車線前方の停止線を検出した場
合に、この停止線の中心位置を対象地点と決定するとともに、この対象地点に近接したと
判定する。また、要否判定部１４は、信号機のないノードまでの自車の距離が設定距離以
下となった状況において、監視ＥＣＵ３で自車の走行車線前方の横断歩道を検出した場合
に、この横断歩道の中心位置を対象地点と決定するとともに、この対象地点に近接したと
判定する構成とする。信号機のないノードまでの自車の距離は、自車位置特定部１１で特
定した自車の現在位置と地図ＤＢ７に格納されているノードデータとから求めればよい。
【００８０】
　そして、対象地点に近接したと判定した場合（Ｓ４１でＹＥＳ）には、ステップＳ４２
に移る。一方、近接していないと判定した場合（Ｓ４１でＮＯ）には、ステップＳ４８に
移る。このＳ４１が請求項の条件判定部に相当する。
【００８１】
　ステップＳ４２では、生成前設定部１６が、対象地点の通行を阻む立体物が実際の路面
上に存在するように見える錯視を生じさせる後述の路上立体物錯視画像を表示させるため
の設定を行う。本実施形態では、一例として、以下のように設定を行うものとする。
【００８２】
　まず、自車位置を原点とし、自車から見て前後方向をＹ軸、左右方向をＸ軸、高さ方向
をＺ軸とするワールド座標系を定義する。自車位置は、例えば、自車が路面上に位置する
とした場合のこの路面における、自車の前後軸及び左右軸の中心とする。よって、Ｚ＝０
の平面が、自車が位置する路面となる。
【００８３】
　続いて、監視ＥＣＵ３で検出した対象地点の座標を、自車位置に対する対象地点の相対
位置に応じた、上述のワールド座標系上の位置に変換する。対象地点は路面に位置するこ
とから、ワールド座標系のＺ＝０の平面上の位置に変換することになる。詳しくは、自車
位置に対する前方カメラ２の設置位置及び光軸の向きをもとに、撮像画像中での位置から
、自車位置に対する方向や距離といった相対位置を周知の方法によって特定し、ワールド
座標系のＺ＝０の平面上の位置に変換する。
【００８４】
　そして、ワールド座標系のＺ＝０の平面上の対象地点の位置に、Ｚ＝０の平面に底部が
接する、正の値の高さをもつ立体物（以下、路上立体物）を設定する。路上立体物の形状
は人型であってもよいし、壁型であってもよいし、他の形状であってもよい。路上立体物
の高さは、実際にこの路上立体物が対象地点の路面上に存在した場合に、ドライバが思わ
ず減速する程度の高さとすればよい。
【００８５】
　路上立体物の高さは一定とすればよい。路上立体物の高さを一定とした場合でも、後述
の投影変換によって自車のドライバから見た画像に変換すると、自車と対象地点との距離
が近いほど路上立体物の高さが高く見える画像が得られる。また、路上立体物の色はドラ
イバにとって視認しやすい色であれば何色と設定してもよく、例えば青色と設定すればよ
い。
【００８６】
　ステップＳ４３では、画像生成部１７ａが周知の投影変換によって、Ｓ４２で設定した
路上立体物を、自車のドライバから見た画像に変換する。路上立体物を投影変換した画像
を以降では路上立体物錯視画像と呼ぶ。なお、投影変換する場合に用いる運転者の視点の
位置は、予め記憶されている固定位置であってもよいし、乗員カメラなどによって検知さ
れた位置であってもよい。また、画像生成部１７ａは、例えば周知のアルファブレンディ
ングなどにより、路上立体物錯視画像に透明感を与える処理も行う。
【００８７】
　ステップＳ４４では、表示制御部１８が、Ｓ４３で画像生成部１７ａが投影変換した路
上立体物錯視画像をＨＵＤ４に送信し、この路上立体物錯視画像を表示させるようにＨＵ
Ｄ４に指示を行う。
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【００８８】
　ここで、Ｓ４４の処理によってＨＵＤ４でウインドシールドに投影される路上立体物錯
視画像の表示態様について、図１３を用いて説明を行う。図１３は、自車のドライバから
見た前方の景色を示す模式図である。図１３のＯｂ１が路上立体物、ＰＥが路上立体物錯
視画像を投影する投影面を示している。
【００８９】
　Ｓ４２で設定した路上立体物は、前述したように、Ｚ＝０の平面に底部が接する、正の
値の高さをもつ立体物である。Ｚ＝０の平面は前述したように路面にあたるので、路上立
体物を投影変換した路上立体物錯視画像は、ドライバにとっては図１３に示すように、路
面上に実際に存在するように見える。また、路上立体物は、対象地点の位置に設定される
ので、路上立体物錯視画像は、ドライバにとっては図１３に示すように、対象地点の通行
を阻んでいるように見える。
【００９０】
　路上立体物錯視画像は画像でしかないが、自車のドライバから見た前方の景色路面に重
畳表示されることで、立体物が路面上に実際に存在するように見えるので、錯視を生じさ
せる錯視画像と言える。
【００９１】
　ステップＳ４５では、対象地点において道路交通上望ましい行動がドライバにとられた
か否かを要否判定部１４が判定する。対象地点が一旦停止すべき地点であった場合には、
車速特定部１２で特定した自車の車速が車速センサ５で検出可能な最低速度となった場合
に、対象地点において道路交通上望ましい行動がドライバにとられたと判定する。また、
対象地点が減速すべき地点であった場合には、車速特定部１２で特定した自車の車速が徐
行程度の速度となった場合に、対象地点において道路交通上望ましい行動がドライバにと
られたと判定する。
【００９２】
　そして、対象地点において道路交通上望ましい行動がドライバにとられたと判定した場
合（Ｓ４５でＹＥＳ）には、ステップＳ４６に移る。一方、とられていないと判定した場
合（Ｓ４５でＮＯ）には、Ｓ４２に戻って処理を繰り返す。このＳ４５が請求項の行動判
定部に相当する。
【００９３】
　Ｓ４２に戻って処理を繰り返す場合、Ｓ４２では一定の高さの路上立体物が対象地点の
位置に設定されるため、自車と対象地点の距離が縮まるほど自車に近い位置に路上立体物
が設定されることになる。ここで、自車に近い位置に路上立体物が設定されるほど、投影
変換によって得られる路上立体物錯視画像では、路上立体物の高さが高く見えるようにな
る。従って、自車が対象地点に近づくほど、ドライバから見て路上立体物の高さが徐々に
高くなって見えることになる。
【００９４】
　ステップＳ４６では、表示制御部１８が、路上立体物錯視画像の表示を終了するように
ＨＵＤ４に指示を行い、路上立体物錯視画像の表示を終了させる。
【００９５】
　ステップＳ４７では、自車が対象地点を通過したか否かを要否判定部１４が判定する。
対象地点が一旦停止すべき地点であった場合には、監視ＥＣＵ３で自車の走行車線前方の
停止線を検出できなくなった場合に、自車が対象地点を通過したと判定する構成とすれば
よい。対象地点が減速すべき地点であった場合には、監視ＥＣＵ３で自車の走行車線前方
の横断歩道を検出できなくなった場合に、自車が対象地点を通過したと判定する構成とす
ればよい。
【００９６】
　そして、自車が対象地点を通過したと判定した場合（Ｓ４７でＹＥＳ）には、ステップ
Ｓ４８に移る。一方、通過していないと判定した場合（Ｓ４７でＮＯ）には、Ｓ４７の処
理を繰り返す。
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【００９７】
　ステップＳ４８では、Ｓ９と同様にして、表示制御関連処理の終了タイミングであった
場合（ステップＳ４８でＹＥＳ）には、表示制御関連処理を終了する。一方、表示制御関
連処理の終了タイミングでなかった場合（ステップＳ４８でＮＯ）には、Ｓ４１に戻って
処理を繰り返す。
【００９８】
　＜実施形態２のまとめ＞
　実施形態２によれば、前述したように、対象地点に近接した場合に、対象地点の通行を
阻んでいる立体物が路面上に実際に存在するように見える路上立体物錯視画像を表示させ
るので、この立体物との衝突を回避しようとして、ドライバは反射的に自車を減速させる
。よって、対象地点が減速すべき地点の場合には、路上立体物錯視画像を表示させること
で、ドライバが自車を減速させるように誘導することが可能になる。また、対象地点が一
旦停止位置の場合には、路上立体物錯視画像を表示させることで、ドライバが自車を減速
させるように誘導することが可能になるので、そのまま減速を続けて一旦停止位置でドラ
イバが自車を停止しやすくなる。よって、ドライバが自車を一旦停止位置で停止させるよ
うに誘導することが可能になる。
【００９９】
　さらに、実施形態２によれば、自車が減速すべき地点に達するまでに望ましい速度に減
速していた場合や一時停止位置で停止した場合には、路上立体物錯視画像を表示させない
。よって、自車が道路交通上望ましい行動をとった場合にまで路上立体物錯視画像を表示
させ続けることによる煩わしさを防ぐことができる。
【０１００】
　また、自車が減速すべき地点に達するまでに望ましい速度に減速したり、一時停止位置
で停止したりするまでは、路上立体物錯視画像を表示させ続けるので、自車が減速すべき
地点に達するまでに望ましい速度に減速したり、一時停止位置で停止したりするように促
すことができる。
【０１０１】
　他にも、実施形態２によれば、自車が対象地点に近づくにつれて、ドライバから見て立
体物の高さが徐々に高くなって見えるように路上立体物錯視画像を表示させる。例えば、
路面に立体物が浮かび上がって見えるようにペイントを施す場合、ペイントが立体的に見
える地点は一点しかないため、その地点に自車が到達したときに急に立体物が浮かび上が
って見えることになり、ドライバが急ブレーキをかける可能性がある。これに対して、実
施形態２によれば、自車が対象地点に近づくにつれて、ドライバから見て立体物の高さが
徐々に高くなって見えるように路上立体物錯視画像を表示させるので、立体物が急に出現
したようにドライバが感じて急ブレーキをかける問題が生じない。
【０１０２】
　（変形例５）
　また、対象地点に設定する路上立体物は、停止線や横断歩道が盛り上がって見えるよう
な形状の路上立体物としてもよい。これによれば、停止線や横断歩道が盛り上がって見え
る。図１４を用いて、横断歩道が盛り上がって見える場合の例を示す。図１４のＯｂ２が
、横断歩道が盛り上がって見えるように見える路上立体物錯視画像を示しており、ＰＥが
路上立体物錯視画像を投影する投影面を示している。
【０１０３】
　（変形例６）
　実施形態２では、自車が減速すべき地点に近接した場合に、この地点の通行を阻む立体
物が実際の路面上に存在するように見える錯視を生じさせる路上立体物錯視画像を表示さ
せる構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、自車が減速領域に近接した場合
に、ドライバから見て前方の道路幅を狭める立体物が実際の路面上に存在するように見え
る錯視を生じさせる錯視画像を表示させる構成（以下、変形例６）としてもよい。以下で
は、この変形例６について説明を行う。
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【０１０４】
　変形例６の運転支援システム２００は、ＨＣＵ１ａでの表示制御関連処理が一部異なる
点を除けば、実施形態２の運転支援システム２００と同様である。
【０１０５】
　＜変形例６における表示制御関連処理＞
　ここで、変形例６におけるＨＣＵ１ａでの表示制御関連処理について図１５のフローチ
ャートを用いて説明を行う。図１５のフローチャートは、例えば自車のイグニッション電
源がオンになった場合に開始する。
【０１０６】
　まず、ステップＳ６１では、要否判定部１４が、自車が変形例１でも述べた減速領域に
近接したか否かを判定する。変形例６では、実施形態２で述べた信号のない交差点の横断
歩道を減速領域に含ませてもよい。
【０１０７】
　例えば、要否判定部１４は、減速領域のデータが地図ＤＢ７の道路データに含まれてい
る場合には、自車位置特定部１１で特定した自車の現在位置と地図ＤＢ７に格納されてい
る道路データとから、自車が減速領域に近接したか否かを判定する。また、要否判定部１
４は、信号のない交差点の横断歩道については、実施形態２で説明したのと同様にして、
自車が減速領域に近接したか否かを判定する。
【０１０８】
　そして、減速領域に近接したと判定した場合（Ｓ６１でＹＥＳ）には、ステップＳ６２
に移る。一方、近接していないと判定した場合（Ｓ６１でＮＯ）には、ステップＳ６８に
移る。このＳ６１が請求項の条件判定部に相当する。
【０１０９】
　ステップＳ６２では、生成前設定部１６が、ドライバから見て前方の道路幅を狭める立
体物が実際の路面上に存在するように見える錯視を生じさせる後述のガイドライン立体物
錯視画像を表示させるための設定を行う。本実施形態では、一例として、以下のように設
定を行うものとする。
【０１１０】
　まず、自車位置を原点とし、自車から見て前後方向をＹ軸、左右方向をＸ軸、高さ方向
をＺ軸とするワールド座標系を定義する。自車位置は、例えば、自車が路面上に位置する
とした場合のこの路面における、自車の前後軸及び左右軸の中心とする。続いて、監視Ｅ
ＣＵ３で検出した自車の走行車線の車線境界線を、上述のワールド座標系のＺ＝０の平面
上の位置に変換する。
【０１１１】
　そして、ワールド座標系のＺ＝０の平面上の車線境界線よりも内側の位置に、Ｚ＝０の
平面に底部が接するとともに自車前方に向かって直線状に伸びる、正の値の高さをもつ２
つの立体物（以下、ガイドライン立体物）を、お互いの車幅方向の間隔が少なくとも自車
幅よりも大きくなるように設定する。
【０１１２】
　ガイドライン立体物同士の車幅方向の間隔は、大型トラックまで対応できるように例え
ば３ｍなどとすればよい。なお、自車が普通自動車の場合と大型トラックの場合とで間隔
を変えるといったように、車両の大きさの区分に応じて間隔を変える構成としてもよい。
また、ガイドライン立体物の高さは、実際にこのガイドライン立体物が対象地点の路面上
に存在した場合に、ドライバが避けて走行する程度の高さとすればよい。
【０１１３】
　ガイドライン立体物の高さは一定とすればよい。ガイドライン立体物の高さを一定とし
た場合でも、後述の投影変換によって自車のドライバから見た画像に変換すると、自車と
対象地点との距離が近いほどガイドライン立体物の高さが高く見える画像が得られる。ま
た、ガイドライン立体物の色はドライバにとって視認しやすい色であれば何色と設定して
もよい。
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【０１１４】
　なお、監視ＥＣＵ３で自車の走行車線の車線境界線を検出できない場合には、車線境界
線の代わりに、路側構造物等によって区切られた道路境界を用いる構成とすればよい。
【０１１５】
　ステップＳ６３では、画像生成部１７ａがＳ４３と同様に、周知の投影変換によって、
Ｓ６２で設定したガイドライン立体物を、自車のドライバから見た画像に変換する。ガイ
ドライン立体物を投影変換した画像を以降ではガイドライン立体物錯視画像と呼ぶ。また
、画像生成部１７ａは、例えば周知のアルファブレンディングなどにより、ガイドライン
立体物錯視画像に透明感を与える処理も行う。
【０１１６】
　ステップＳ６４では、表示制御部１８が、Ｓ６３で画像生成部１７ａが投影変換したガ
イドライン立体物錯視画像をＨＵＤ４に送信し、このガイドライン立体物錯視画像を表示
させるようにＨＵＤ４に指示を行う。
【０１１７】
　ここで、Ｓ６４の処理によってＨＵＤ４でウインドシールドに投影されるガイドライン
立体物錯視画像の表示態様について、図１６を用いて説明を行う。図１６は、自車のドラ
イバから見た前方の景色を示す模式図である。図１６のＯｂ３がガイドライン立体物、Ｐ
Ｅがガイドライン立体物錯視画像を投影する投影面を示している。
【０１１８】
　Ｓ６２で設定したガイドライン立体物は、前述したように、Ｚ＝０の平面に底部が接す
る、正の値の高さをもつ立体物である。Ｚ＝０の平面は前述したように路面にあたるので
、ガイドライン立体物を投影変換したガイドライン立体物錯視画像は、ドライバにとって
は図１６に示すように、路面上に実際に存在するように見える。また、ガイドライン立体
物は、車線境界線よりも内側の位置に、自車前方に向かって直線状に伸びるように設定さ
れるので、ガイドライン立体物錯視画像は、ドライバにとっては図１６に示すように、自
車の前方の道路幅を狭めるように見える。
【０１１９】
　ガイドライン立体物錯視画像は画像でしかないが、自車のドライバから見た前方の景色
路面に重畳表示されることで、立体物が路面上に実際に存在するように見えるので、錯視
を生じさせる錯視画像と言える。
【０１２０】
　ステップＳ６５では、Ｓ２５と同様にして、減速領域において望ましい減速が行われた
か否かを要否判定部１４が判定する。そして、減速領域において望ましい減速が行われた
と判定した場合（Ｓ６５でＹＥＳ）には、ステップＳ６６に移る。一方、行われていない
と判定した場合（Ｓ６５でＮＯ）には、Ｓ６２に戻って処理を繰り返す。このＳ６５が請
求項の行動判定部に相当する。
【０１２１】
　ステップＳ６６では、表示制御部１８が、ガイドライン立体物錯視画像の表示を終了す
るようにＨＵＤ４に指示を行い、ガイドライン立体物錯視画像の表示を終了させる。
【０１２２】
　ステップＳ６７では、自車が減速領域を通過したか否かを要否判定部１４が判定する。
そして、自車が減速領域を通過したと判定した場合（Ｓ６７でＹＥＳ）には、ステップＳ
６８に移る。一方、通過していないと判定した場合（Ｓ６７でＮＯ）には、Ｓ６７の処理
を繰り返す。なお、通過していないと判定した場合に、自車が減速領域において望ましい
速度を超えているかを要否判定部１４で判定し、超えていた場合にはガイドライン立体物
錯視画像の表示を再度行わせる構成としてもよい。
【０１２３】
　ステップＳ６８では、Ｓ９と同様にして、表示制御関連処理の終了タイミングであった
場合（ステップＳ６８でＹＥＳ）には、表示制御関連処理を終了する。一方、表示制御関
連処理の終了タイミングでなかった場合（ステップＳ６８でＮＯ）には、Ｓ６１に戻って
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処理を繰り返す。
【０１２４】
　＜変形例６のまとめ＞
　変形例６によれば、前述したように、自車が減速領域に近接した場合に、ドライバから
見て前方の道路幅を狭める立体物が実際の路面上に存在するように見える錯視を生じるよ
うに見えるガイドライン立体物錯視画像を表示させるので、この立体物によって狭められ
た道路幅をはみ出さずに通行できるように、ドライバは反射的に自車を減速させる。よっ
て、自車が減速領域に近接した場合に、ガイドライン立体物錯視画像を表示させることで
、ドライバが自車を減速させるように誘導することが可能になる。
【０１２５】
　さらに、変形例６によれば、自車が減速領域において望ましい速度に減速していた場合
には、ガイドライン立体物錯視画像を表示させない。よって、自車が減速領域において望
ましい速度に減速していた場合にまでガイドライン立体物錯視画像を表示させ続けること
による煩わしさを防ぐことができる。
【０１２６】
　また、変形例６によれば、自車が減速領域に近づくにつれて、ドライバから見て立体物
の高さが徐々に高くなって見えるようにガイドライン立体物錯視画像を表示させるので、
実施形態２のまとめで説明したのと同様に、立体物が急に出現したようにドライバが感じ
て急ブレーキをかける問題が生じない。
【０１２７】
　（変形例７）
　また、自車が減速すべき度合いが大きいほど、ガイドライン立体物によって狭める道路
幅が狭くなるように、ガイドライン立体物錯視画像を表示させる構成（以下、変形例７）
としてもよい。
【０１２８】
　変形例７では、減速領域ごとに、好ましい速度を速度規制値として予め対応付けてＨＵ
Ｃ１ａの不揮発性メモリに記憶しておくことで、減速領域ごとの速度規制値の超過速度を
算出できるようにすればよい。速度規制値は、ＨＣＵ１ａに速度規制値特定部１３を備え
ることで、この速度規制値特定部１３によって特定する構成とすればよい。速度規制値の
超過速度は、ＨＣＵ１ａに超過速度算出部１５を備えることで、この超過速度算出部１５
によって算出する構成とすればよい。
【０１２９】
　変形例７では、超過速度算出部１５によって算出する速度規制値の超過速度が大きくな
るほど、生成前設定部１６がガイドライン立体物同士の車幅方向の間隔を狭く設定する。
一例として、図１７の表に示すように、超過速度が１０ｋｍ／ｈ未満の場合には間隔を３
ｍ、１０ｋｍ／ｈ以上且つ１５ｋｍ／ｈ未満の場合には２．５ｍ、１５ｋｍ／以上の場合
には２ｍなどとすればよい。
【０１３０】
　ガイドライン立体物によって狭める道路幅が狭くなるほど、自車を大きく減速しなけれ
ば通行できないようにドライバが感じることになる。変形例７によれば、自車が減速すべ
き度合いが大きいほど、ガイドライン立体物によって狭める道路幅が狭くなるので、自車
が減速すべき度合いが大きいほど、ドライバが自車を大きく減速するように誘導すること
が可能になる。
【０１３１】
　（変形例８）
　また、自車前方に向かって直線状に伸びるガイドライン立体物は、図示しない舵角セン
サで検出した自車の舵角に応じて曲線状に曲げる構成としてもよい。これによれば、自車
がカーブを走行中の場合には、カーブの形状に合わせてガイドライン立体物も曲げて表示
させることが可能になる。その結果、道路形状に合わないガイドライン立体物が表示され
ることを防ぎ、ドライバに違和感を生じさせないようにすることが可能になる。
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【０１３２】
　（変形例９）
　変形例６では、自車が減速領域に近接した場合にガイドライン立体物錯視画像を表示さ
せる構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、実施形態１のように、自車の走
行中の道路の速度規制値を自車の車速が上回ったことを条件として撮像画像を表示させる
構成としてもよい。つまり、自車の走行中の道路の速度規制値を自車の車速が上回った場
合にガイドライン立体物錯視画像を表示させる構成（以下、変形例９）としてもよい。以
下では、この変形例９について説明を行う。
【０１３３】
　＜変形例９におけるＨＣＵ１ａの詳細構成＞
　図１８に示すように、変形例９におけるＨＣＵ１ａは、自車位置特定部１１、車速特定
部１２、速度規制値特定部１３、要否判定部１４、生成前設定部１６、画像生成部１７ａ
、及び表示制御部１８を備えている。
【０１３４】
　＜変形例９における表示制御関連処理＞
　ここで、変形例９におけるＨＣＵ１ａでの表示制御関連処理について、図１９のフロー
チャートを用いて説明を行う。図１９のフローチャートは、例えば自車のイグニッション
電源がオンになった場合に開始する。
【０１３５】
　まず、ステップＳ８１～ステップＳ８２までの処理は、実施形態１のＳ１～Ｓ２までの
処理と同様である。よって、このＳ８２が請求項の条件判定部に相当する。ステップＳ８
３～ステップＳ８５までの処理は、変形例６のＳ６２～Ｓ６４までの処理と同様である。
【０１３６】
　ステップＳ８６では、車速特定部１２で特定した自車の車速が、Ｓ８１で特定できた速
度規制値以下となったか否かを、要否判定部１４が判定する。そして、速度規制値以下と
なったと判定した場合（Ｓ８６でＹＥＳ）には、ステップＳ８７に移る。一方、速度規制
値以下となっていないと判定した場合（Ｓ８６でＮＯ）には、ステップＳ８９に移る。こ
のＳ８６が請求項の行動判定部に相当する。
【０１３７】
　ステップＳ８７では、表示制御部１８が、ガイドライン立体物錯視画像の表示を終了す
るようにＨＵＤ４に指示を行い、ガイドライン立体物錯視画像の表示を終了させる。
【０１３８】
　ステップＳ８８では、Ｓ９と同様にして、表示制御関連処理の終了タイミングであった
場合（ステップＳ８８でＹＥＳ）には、表示制御関連処理を終了する。一方、表示制御関
連処理の終了タイミングでなかった場合（ステップＳ８８でＮＯ）には、Ｓ８１に戻って
処理を繰り返す。
【０１３９】
　また、Ｓ８６で速度規制値以下となっていないと判定した場合のステップＳ８９では、
Ｓ１０と同様にして、新たな速度規制値を特定した場合（Ｓ８９でＹＥＳ）には、Ｓ８１
に戻って処理を繰り返す。一方、既に特定済みの速度規制値と同じ値の速度規制値を特定
したり、速度規制値自体を特定できなかったりした場合（Ｓ８９でＮＯ）には、既に特定
済みの速度規制値を維持し、Ｓ８６に戻り、処理を繰り返す。
【０１４０】
　＜変形例９のまとめ＞
　変形例９では、ガイドライン立体物錯視画像を表示させる条件として、変形例６の自車
が減速すべき領域に近接した場合という構成に変えて、自車が速度規制値を超過した場合
という構成を採用している。このような構成を採用した場合であっても、ドライバが自車
を減速させるように誘導することが可能になるという効果を同様に得ることができる。よ
って、自車が速度規制値を超過した場合に、ドライバが自車を減速させるように誘導する
ことが可能になる。
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【０１４１】
　（変形例１０）
　また、変形例９の構成を採用する場合にも、変形例７と同様にして、自車が減速すべき
度合いが大きいほど、ガイドライン立体物によって狭める道路幅が狭くなるようにガイド
ライン立体物錯視画像を表示させる構成（以下、変形例１０）としてもよい。速度規制値
の超過速度は、ＨＣＵ１ａに超過速度算出部１５を備えることで、この超過速度算出部１
５によって算出する構成とすればよい。
【０１４２】
　変形例１０でも変形例７と同様に、自車が減速すべき度合いが大きいほど、ガイドライ
ン立体物によって狭める道路幅が狭くなるので、自車が減速すべき度合いが大きいほど、
ドライバが自車を大きく減速するように誘導することが可能になる。
【０１４３】
　（変形例１１）
　変形例６、９では、ドライバから見て前方の道路幅を狭める立体物として、自車前方に
向かって直線状に伸びる２つのガイドライン立体物が存在するように見える錯視を生じさ
せる錯視画像を表示させる構成を示したが、必ずしもこれに限らない。ドライバから見て
前方の道路幅を狭める立体物が存在するように見える錯視を生じさせる錯視画像であれば
、他の態様であってもよい。
【０１４４】
　例えば、自車前方に向かって直線状に伸びる２つのガイドライン立体物のうちのドライ
バから見て左右の一方のみが存在するように見える錯視画像としてもよい。また、図２０
に示すように、立体物が自車前方の路面上の左右に互い違いに存在するように見える錯視
画像としてもよい。図２０は、自車のドライバから見た前方の景色を示す模式図である。
図２０のＯｂ４が自車前方の路面上の左右に互い違いに存在するように見える立体物、Ｐ
Ｅが錯視画像を投影する投影面を示している。
【０１４５】
　（実施形態３）
　本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、次の実施形態３も本発明の技術的
範囲に含まれる。以下では、この実施形態３について説明を行う。
【０１４６】
　実施形態３の運転支援システム３００は、表示させる錯視画像の態様が実施形態１の運
転支援システム１００と異なっている。また、実施形態３の運転支援システム３００は、
自車が速度規制値を超過した場合に錯視画像を表示させる代わりに、自車が減速すべきト
ンネルに達した場合に錯視画像を表示させる点が実施形態１の運転支援システム１００と
異なっている。以上の２点を除けば、実施形態３の運転支援システム３００は、実施形態
１の運転支援システム１００と同様である。
【０１４７】
　＜運転支援システム３００の概略構成＞
　図２１は、運転支援システム３００の概略的な構成の一例を示す図である。図２１に示
すように運転支援システム３００は、ＨＣＵ１ｂ、前方カメラ２、監視ＥＣＵ３ｂ、ＨＵ
Ｄ４、車速センサ５、位置検出器６、地図ＤＢ７、操作スイッチ群８、及び測距センサ９
を備える。
【０１４８】
　ＨＣＵ１ｂは一部の処理が異なる点を除けば、実施形態１のＨＣＵ１と同様である。測
距センサ９は、自車に搭載され、自車の周囲に存在する障害物を検出するためのセンサで
ある。測距センサ９として、ミリ波レーダ、レーザレーダ、ソナー等がある。
【０１４９】
　監視ＥＣＵ３ｂは、測距センサ９の信号をもとに、自車の周囲に存在する障害物の相対
位置を検出する。例えば、測距センサ９がミリ波レーダ、レーザレーダ、ソナーである場
合には、反射波の得られた探査波を送信した方向から自車に対する障害物の方位を検出し
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、探査波を送信してから反射波を受信するまでの時間から自車から障害物までの距離を検
出する。なお、測距センサ９としてステレオカメラを用いる場合には、一対のカメラの視
差量をもとに、自車に対する障害物の距離を検出する構成としてもよいが、本実施形態で
は測距センサ９を用いる場合を例に挙げて以降の説明を行う。
【０１５０】
　本実施形態では、監視ＥＣＵ３ｂは、トンネル内において、測距センサ９の信号から、
自車に対するトンネルの壁面の相対位置を検出するものとする。具体的には、トンネルの
壁面の各反射点について、自車に対する相対位置を検出する。
【０１５１】
　＜ＨＣＵ１ｂの詳細構成＞
　図２２に示すように、ＨＣＵ１ｂは、自車位置特定部１１、車速特定部１２、要否判定
部１４、生成前設定部１６、画像生成部１７ｂ、及び表示制御部１８を備えている。
【０１５２】
　＜実施形態３における表示制御関連処理＞
　ここで、実施形態３におけるＨＣＵ１ｂでの表示制御関連処理について図２３のフロー
チャートを用いて説明を行う。図２３のフローチャートは、例えば自車のイグニッション
電源がオンになった場合に開始する。
【０１５３】
　まず、ステップＳ１０１では、要否判定部１４が、減速すべきトンネルに達したか否か
を判定する。ここで言うところの減速すべきトンネルとは、ゆるやかに下りが続くことで
車速が上がりすぎる傾向のあるトンネル等である。
【０１５４】
　実施形態３では、減速すべきトンネルを特定できるリンクデータが地図ＤＢ７に含まれ
ているものとして説明を行う。要否判定部１４は、地図ＤＢ７に含まれているこのリンク
データと、自車位置特定部１１で特定した自車の現在位置とから、減速すべきトンネルに
達したか否かを判定する。
【０１５５】
　そして、減速すべきトンネルに達したと判定した場合（Ｓ１０１でＹＥＳ）には、ステ
ップＳ１０２に移る。一方、達していないと判定した場合（Ｓ１０１でＮＯ）には、ステ
ップＳ１１０に移る。このＳ１０１が請求項の条件判定部に相当する。
【０１５６】
　ステップＳ１０２では、生成前設定部１６が、進行方向に向かって断続的に並んだ矢印
状の模様（以下、矢印模様）がトンネルの壁面に描かれているように見える矢印模様錯視
画像を表示させるための設定を行う。本実施形態では、一例として、以下のように設定を
行うものとする。
【０１５７】
　まず、自車位置を原点とし、自車から見て前後方向をＹ軸、左右方向をＸ軸、高さ方向
をＺ軸とするワールド座標系を定義する。自車位置は、例えば、自車が路面上に位置する
とした場合のこの路面における、自車の前後軸及び左右軸の中心とする。
【０１５８】
　続いて、監視ＥＣＵ３ｂで検出したトンネルの壁面の各反射点（以下、壁面反射点）に
ついての相対位置の座標を、上述のワールド座標系上の位置に変換する。そして、ワール
ド座標系の位置に変換した壁面反射点の位置を結ぶことによって、ワールド座標系におけ
るトンネルの壁面の領域を特定する。
【０１５９】
　ワールド座標系におけるトンネルの壁面の領域を特定した後は、この壁面の領域に沿っ
て、自車の進行方向に向かって断続的に並んだ矢印模様を設定する。矢印模様の色はドラ
イバにとって視認しやすい色であれば何色と設定してもよく、例えば白色や青色と設定す
ればよい。
【０１６０】
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　ステップＳ１０３では、画像生成部１７ｂがＳ４３と同様に、周知の投影変換によって
、Ｓ１０２で設定した矢印模様を、自車のドライバから見た画像に変換する。矢印模様を
投影変換した画像を以降では矢印模様錯視画像と呼ぶ。
【０１６１】
　ステップＳ１０４では、表示制御部１８が、Ｓ１０３で画像生成部１７ｂが投影変換し
た矢印模様錯視画像をＨＵＤ４に送信し、この矢印模様錯視画像を表示させるようにＨＵ
Ｄ４に指示を行う。
【０１６２】
　ここで、Ｓ１０４の処理によってＨＵＤ４でウインドシールドに投影される矢印模様錯
視画像の表示態様について、図２４を用いて説明を行う。図２４は、自車のドライバから
見た前方の景色を示す模式図である。図２４のＯｂ５が矢印模様、ＰＥが矢印模様錯視画
像を投影する投影面を示している。
【０１６３】
　Ｓ１０２で設定した矢印模様は、前述したように、ワールド座標系におけるトンネルの
壁面の領域に沿って並んだ矢印模様である。よって、この矢印模様を投影変換した矢印模
様錯視画像は、ドライバにとっては図２４に示すように、トンネルの壁面に実際に描かれ
ているように見える。
【０１６４】
　ステップＳ１０５では、減速すべきトンネルにおいて望ましい減速が行われたか否かを
要否判定部１４が判定する。例えば、減速すべきトンネルにおいて望ましい走行速度を予
めＨＣＵ１ｂの不揮発性メモリに記憶しておき、この走行速度となった場合に、望ましい
減速が行われたと判定する構成とすればよい。他にも、減速すべきトンネルの速度規制値
が地図ＤＢ７に記憶されている場合には、自車の車速がこの速度規制値以下となった場合
に、望ましい減速が行われたと判定する構成とすればよい。
【０１６５】
　そして、望ましい減速が行われたと判定した場合（Ｓ１０５でＹＥＳ）には、ステップ
Ｓ１０６に移る。一方、行われていないと判定した場合（Ｓ１０５でＮＯ）には、Ｓ１０
８に移る。このＳ１０５が請求項の行動判定部に相当する。
【０１６６】
　ステップＳ１０６では、表示制御部１８が、矢印模様錯視画像の表示を終了するように
ＨＵＤ４に指示を行い、矢印模様錯視画像の表示を終了させる。そして、ステップＳ１０
７に移る。
【０１６７】
　ステップＳ１０７では、地図ＤＢ７に含まれているリンクデータと、自車位置特定部１
１で特定した自車の現在位置とから、減速すべきトンネルを通過したか否かを要否判定部
１４が判定する。そして、減速すべきトンネルを通過したと判定した場合（Ｓ１０７でＹ
ＥＳ）には、ステップＳ１１０に移る。一方、通過していないと判定した場合（Ｓ１０７
でＮＯ）には、Ｓ１０７の処理を繰り返す。なお、通過していないと判定した場合に、自
車が減速すべきトンネルにおいて望ましい速度を超えているかを要否判定部１４で判定し
、超えていた場合には矢印模様錯視画像の表示を再度行わせる構成としてもよい。
【０１６８】
　Ｓ１０５で望ましい減速が行われていないと判定した場合のステップＳ１０８では、生
成前設定部１６が、自車の進行方向に向かって断続的に並ぶ矢印模様同士の間隔を、従前
の間隔よりも狭めて設定する。
【０１６９】
　ステップＳ１０９では、Ｓ１０７と同様にして、減速すべきトンネルを通過したか否か
を要否判定部１４が判定する。そして、減速すべきトンネルを通過したと判定した場合（
Ｓ１０９でＹＥＳ）には、ステップＳ１１０に移る。一方、通過していないと判定した場
合（Ｓ１０９でＮＯ）には、Ｓ１０３に戻って処理を繰り返す。
【０１７０】
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　Ｓ１０３に戻って処理を繰り返すことで、矢印模様同士の間隔が従前の矢印模様錯視画
像よりも狭まった矢印模様錯視画像の表示が行われることになる。よって、減速すべきト
ンネルにおいて望ましい減速が行われない場合には、矢印模様錯視画像における矢印模様
同士の間隔が、自車が進むにつれて徐々に狭まっていくことになる。
【０１７１】
　ステップＳ１１０では、Ｓ９と同様にして、表示制御関連処理の終了タイミングであっ
た場合（ステップＳ１１０でＹＥＳ）には、表示制御関連処理を終了する。一方、表示制
御関連処理の終了タイミングでなかった場合（ステップＳ１１０でＮＯ）には、Ｓ１０１
に戻って処理を繰り返す。
【０１７２】
　＜実施形態３のまとめ＞
　トンネルの壁面に描かれたように見える、自車の進行方向に向かって断続的に並ぶ矢印
模様同士の間隔が、自車が進むにつれて徐々に狭まっていく場合、ドライバは自車の車速
が上がっていっているように錯覚する。自車が速く動いているように感じるほど、ドライ
バは反射的に自車を減速させようとするのが一般的である。
【０１７３】
　実施形態３では、ドライバにとってトンネルの壁面に実際に描かれているように見える
、自車の進行方向に向かって断続的に並ぶ矢印模様を、自車が進むにつれて徐々に狭まっ
ていくように見せる。よって、ドライバは、自車の車速が上がっていっているように錯覚
し、自車を反射的に減速させる可能性が高い。実施形態３では、減速すべきトンネルに達
した場合に、この表示を行わせるので、減速すべきトンネルにおいてドライバが自車を減
速させるように誘導することが可能になる。
【０１７４】
　また、実施形態３によれば、自車が減速すべきトンネルにおいて望ましい速度に減速し
ていた場合には、矢印模様錯視画像を表示させない。よって、自車が減速すべきトンネル
において望ましい速度に減速していた場合にまで矢印模様錯視画像を表示させ続けること
による煩わしさを防ぐことができる。
【０１７５】
　（変形例１２）
　実施形態３では、自車が減速すべきトンネルに達した場合に矢印模様錯視画像を表示さ
せる構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、防音壁等の壁面が隣接した道路
やトンネル内を走行中の自車が速度規制値を超過した場合に矢印模様錯視画像を表示させ
る構成としてもよい。自車が速度規制値を超過したことは、ＨＣＵ１ｂに速度規制値特定
部１３を備えることで、実施形態１と同様にして要否判定部１４で判定する構成とすれば
よい。
【０１７６】
　（実施形態４）
　本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、次の実施形態４も本発明の技術的
範囲に含まれる。以下では、この実施形態４について説明を行う。
【０１７７】
　実施形態４の運転支援システム３００は、矢印模様錯視画像を表示させる条件が減速す
べきトンネルでなく加速すべきトンネルである点、及びの矢印模様同士の間隔を、自車が
進むにつれて徐々に狭めていくのでなく広げていく点を除けば、実施形態３の運転支援シ
ステム３００と同様である。
【０１７８】
　＜実施形態４における表示制御関連処理＞
　ここで、実施形態４におけるＨＣＵ１ｂでの表示制御関連処理について図２５のフロー
チャートを用いて説明を行う。図２５のフローチャートは、例えば自車のイグニッション
電源がオンになった場合に開始する。
【０１７９】
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　まず、ステップＳ１２１では、要否判定部１４が、加速すべきトンネルに達したか否か
を判定する。ここで言うところの加速すべきトンネルとは、ゆるやかに上りが続くことで
車速が下がりすぎる傾向のあるトンネル等である。
【０１８０】
　実施形態４では、加速すべきトンネルを特定できるリンクデータが地図ＤＢ７に含まれ
ているものとして説明を行う。要否判定部１４は、地図ＤＢ７に含まれているこのリンク
データと、自車位置特定部１１で特定した自車の現在位置とから、加速すべきトンネルに
達したか否かを判定する。
【０１８１】
　そして、加速すべきトンネルに達したと判定した場合（Ｓ１２１でＹＥＳ）には、ステ
ップＳ１２２に移る。一方、達していないと判定した場合（Ｓ１２１でＮＯ）には、ステ
ップＳ１３０に移る。このＳ１２１が請求項の条件判定部に相当する。
【０１８２】
　ステップＳ１２２～ステップＳ１２４までの処理は、Ｓ１０２～Ｓ１０４までの処理と
同様である。
【０１８３】
　ステップＳ１２５では、加速すべきトンネルにおいて望ましい加速が行われたか否かを
要否判定部１４が判定する。例えば、加速すべきトンネルにおいて望ましい走行速度を予
めＨＣＵ１ｂの不揮発性メモリに記憶しておき、この走行速度となった場合に、望ましい
加速が行われたと判定する構成とすればよい。そして、望ましい加速が行われたと判定し
た場合（Ｓ１２５でＹＥＳ）には、ステップＳ１２６に移る。一方、行われていないと判
定した場合（Ｓ１２５でＮＯ）には、Ｓ１２８に移る。このＳ１２５が請求項の行動判定
部に相当する。
【０１８４】
　ステップＳ１２６では、表示制御部１８が、矢印模様錯視画像の表示を終了するように
ＨＵＤ４に指示を行い、矢印模様錯視画像の表示を終了させる。そして、ステップＳ１２
７に移る。
【０１８５】
　ステップＳ１２７では、地図ＤＢ７に含まれているリンクデータと、自車位置特定部１
１で特定した自車の現在位置とから、加速すべきトンネルを通過したか否かを要否判定部
１４が判定する。そして、加速すべきトンネルを通過したと判定した場合（Ｓ１２７でＹ
ＥＳ）には、ステップＳ１３０に移る。一方、通過していないと判定した場合（Ｓ１２７
でＮＯ）には、Ｓ１２７の処理を繰り返す。なお、通過していないと判定した場合に、自
車が加速すべきトンネルにおいて望ましい速度を下回っているかを要否判定部１４で判定
し、下回っていた場合には矢印模様錯視画像の表示を再度行わせる構成としてもよい。
【０１８６】
　Ｓ１２５で望ましい加速が行われていないと判定した場合のステップＳ１２８では、生
成前設定部１６が、自車の進行方向に向かって断続的に並ぶ矢印模様同士の間隔を、従前
の間隔よりも広げて設定する。
【０１８７】
　ステップＳ１２９では、Ｓ１２７と同様にして、加速すべきトンネルを通過したか否か
を要否判定部１４が判定する。そして、加速すべきトンネルを通過したと判定した場合（
Ｓ１２９でＹＥＳ）には、ステップＳ１３０に移る。一方、通過していないと判定した場
合（Ｓ１２９でＮＯ）には、Ｓ１２３に戻って処理を繰り返す。
【０１８８】
　Ｓ１２３に戻って処理を繰り返すことで、矢印模様同士の間隔が従前の矢印模様錯視画
像よりも広がった矢印模様錯視画像の表示が行われることになる。よって、加速すべきト
ンネルにおいて望ましい加速が行われない場合には、矢印模様錯視画像における矢印模様
同士の間隔が、自車が進むにつれて徐々に広がっていくことになる。
【０１８９】
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　ステップＳ１３０では、Ｓ９と同様にして、表示制御関連処理の終了タイミングであっ
た場合（ステップＳ１３０でＹＥＳ）には、表示制御関連処理を終了する。一方、表示制
御関連処理の終了タイミングでなかった場合（ステップＳ１３０でＮＯ）には、Ｓ１２１
に戻って処理を繰り返す。
【０１９０】
　＜実施形態４のまとめ＞
　トンネルの壁面に描かれたように見える、自車の進行方向に向かって断続的に並ぶ矢印
模様同士の間隔が、自車が進むにつれて徐々に広がっていく場合、ドライバは自車の車速
が下がっていっているように錯覚する。自車が遅く動いているように感じるほど、ドライ
バは反射的に自車を加速させようとするのが一般的である。
【０１９１】
　実施形態４では、ドライバにとってトンネルの壁面に実際に描かれているように見える
、自車の進行方向に向かって断続的に並ぶ矢印模様を、自車が進むにつれて徐々に広がっ
ていくように見せる。よって、ドライバは、自車の車速が下がっていっているように錯覚
し、自車を反射的に加速させる可能性が高い。実施形態４では、加速すべきトンネルに達
した場合に、この表示を行わせるので、加速すべきトンネルにおいてドライバが自車を加
速させるように誘導することが可能になる。その結果、ゆるやかに上りが続くことで車速
が下がりすぎる傾向のあるトンネル等で渋滞が生じることを防止することが可能になる。
【０１９２】
　また、実施形態４によれば、自車が加速すべきトンネルにおいて望ましい速度に加速し
ていた場合には、矢印模様錯視画像を表示させない。よって、自車が加速すべきトンネル
において望ましい速度に加速していた場合にまで矢印模様錯視画像を表示させ続けること
による煩わしさを防ぐことができる。
【０１９３】
　（変形例１３）
　実施形態３や実施形態４では、矢印模様が壁面に沿って断続的に並ぶように見える矢印
模様錯視画像を表示させる構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、矢印模様
が路面上の進行方向に向かって断続的に並ぶように見える矢印模様錯視画像を表示させる
構成としてもよい。これによれば、防音壁等の壁面が隣接した道路やトンネル内以外の前
述の減速領域や加速すべき領域を走行中の場合にも適用することが可能になる。
【０１９４】
　（変形例１４）
　前述の実施形態３や実施形態４では、測距センサ９を用いて検出したトンネルの壁面に
矢印模様を並べた矢印模様錯視画像を表示させる構成を示したが、必ずしもこれに限らな
い。例えば、トンネルの壁面の位置を検出せずに、自車が所定幅をもったトンネルを走行
していると仮定した場合の仮想の壁面の位置を予め記憶しておき、この仮想の壁面に沿っ
て矢印模様を並べた矢印模様錯視画像をデフォルトで表示させる構成としてもよい。この
場合には、図示しない舵角センサで検出した自車の舵角に応じて矢印模様を並べる方向を
逐次曲げた矢印模様錯視画像を、逐次生成して表示させる構成とすればよい。
【０１９５】
　（変形例１５）
　前述の実施形態３や実施形態４では、矢印模様を並べた矢印模様錯視画像を表示させる
構成を示したが、必ずしもこれに限らない。自車の進行方向に向かって断続的に並ぶ模様
であれば、矢印以外の形状の模様を用いる構成としてもよい。
【０１９６】
　（変形例１６）
　また、前述の実施形態では、地図ＤＢ７を用いる構成を示したが、この地図ＤＢ７は、
車載ナビゲーション装置の地図ＤＢを用いる構成としてもよいし、無線や有線で接続され
る携帯端末の地図ＤＢや無線で接続される自車外のサーバ装置の地図ＤＢを用いる構成と
してもよい。
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【０１９７】
　なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲
で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み
合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１９８】
１、１ａ、１ｂ　ＨＣＵ（車両用表示制御装置）、４　ＨＵＤ（ヘッドアップディスプレ
イ装置）、１４　要否判定部、１５　超過速度算出部（減速度合い特定部）、１８　表示
制御部、１００　運転支援システム、２００　運転支援システム、３００　運転支援シス
テム、Ｓ２、Ｓ２１、Ｓ４１、Ｓ６１、Ｓ８２、Ｓ１０１、Ｓ１２１　条件判定部、Ｓ７
、Ｓ２５、Ｓ４５、Ｓ６５、Ｓ８６、Ｓ１０５、Ｓ１２５　行動判定部

【図１】 【図２】
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