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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載され、画像を投射する映像投射装置であって、
　車両に関する情報として、左右の方向指示器の点滅または点灯に関する情報、該車両の
走行速度に関する情報及びハンドルの操舵角に関する情報を取得する取得部と、
　画像を前記車両の周辺の路面に投射する映像投射部と、を備えており、
　前記映像投射部は、
　前記車両が停止状態であり、かつ、前記取得部により左右いずれかの前記方向指示器の
点滅または点灯の情報を取得した場合に、点滅または点灯した左右いずれかの方向指示器
に対応した前記車両の進行方向を示す画像を、前記車両の前方の路面上の第一の位置に投
射し、
　前記車両が走行状態になった後、前記車両の進行方向を示す画像が前記第一の位置に留
まって投射されるように、前記取得部によって取得された前記車両の走行速度に関する情
報に応じて、前記車両に対する前記画像の位置を変化させるように補正し、
　前記車両が走行状態になった後に、前記車両の走行速度に関する情報及びハンドルの操
舵角に関する情報に基づいて、前記第一の位置に投射されている前記車両の進行方向を示
す画像を点滅させる、映像投射装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の映像投射装置において、
　前記映像投射部は、前記車両の進行方向を示す画像として矢印画像を投射し、前記取得
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部で取得された前記ハンドルの操舵角に関する情報に基づいて、前記矢印画像を湾曲させ
る、映像投射装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の映像投射装置において、
　前記映像投射部は、前記車両の進行方向を示す画像を前記方向指示器の点滅に連動して
点滅させる、映像投射装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の映像投射装置において、
　前記映像投射部は、前記車両の進行方向を示す画像の点滅周期を、前記車両の走行速度
に関する情報及びハンドルの操舵角に関する情報に応じて変化させる或いは設定する、映
像投射装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の映像投射装置において、
　前記映像投射部は、前記方向指示器の発光色と同じ色の前記車両の進行方向を示す画像
を投射する、映像投射装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の映像投射装置において、
　前記映像投射部は、前記第一の位置を、左右の前記方向指示器のどちらが点滅または点
灯したかに応じて変更する、映像投射装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は映像投射装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プロジェクタに代表される映像投射装置は、所望の映像を拡大して投射するための装置
として、既に広い分野で利用されており、更に近年においては、パーソナルコンピュータ
や携帯電話のための表示装置としても広く利用されてきている。
【０００３】
　かかる映像投射装置について、特に車両での使用に関する従来技術としては、以下のも
のが既に知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－４３７８１号公報
【特許文献２】特開２００４－１３６８３８号公報
【特許文献３】特開２０１０－２６７５９号公報
【特許文献４】特開２０１２－２４７３６９号公報
【特許文献５】特開２０１４－１５３８６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　即ち、上記特許文献１は、外部光源としての車両のヘッドライトの前に、光源を内蔵せ
ずに携帯性に優れたＬＣＤプロジェクタを配置することで、ヘッドライトを外部光源とし
て用いる投射型表示装置を開示するものである。特許文献２は、その問題点を解決すべく
、予めプロジェクタをヘッドライトの前で且つ車両の中に組み込んだ第１の状態と、プロ
ジェクタ若しくはヘッドライトを移動させてヘッドライトからの光束を直接、車両の外部
に照射する第２の状態を実現し、更には、道路上に画像を表示する実施形態をも示してい
る。
【０００６】
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　更に、特許文献３には、車両の運転支援装置として、車線逸脱判定時に自車両の乗員に
対して効果的に注意を喚起するため、車両前方の路上に、車両前方のヘッドライト部分に
取り付けられた照射手段（レーザー）により、喚起を促すための情報を表示するものが知
られている。
【０００７】
　また、特許文献４によれば、車両の先頭部分に投影手段としてのプロジェクタを取り付
け、ナビゲーションシステムで探索された経路情報に基づいて、分岐方向へ誘導する経路
案内画像を、投射角度の設定を伴って、車両前方の路面に投影するものも既に知られてい
る。加えて、特許文献５によれば、ターゲットマークとトラッキングラインからなる描画
パターンを、自車両の走行状態に基づいて車両前方の路面に投影することにより、自車両
の走行先の認識を可能として、もって、適切な運転を可能にする車両の運転支援装置も、
既に、知られている。
【０００８】
　しかしながら、上述した従来技術は、必ずしも自車両の走行状態等に基づいて必要な情
報を効果的に表示するものではなかった。
【０００９】
　そこで、本発明は上述した従来技術における問題点に鑑みて達成されたものであり、例
えば自車両（自動車等に代表される移動体）の走行状態等、車両に関する情報に基づいて
、情報を路面上や壁面、自車両上等(以下、路面等)に投射して表示することを可能とする
映像投射装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、例えば特許請求の範囲に記載の構成を採用する。本願は上
記課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならば、映像を投射する映
像投射装置であって、車両に関する情報を取得する取得部と、前記取得部が取得した情報
に基づいて映像を投射する映像投射部とを備えるものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、車両に関する情報に基づいて、情報を路面等に投射して表示すること
を可能とする映像投射装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施の形態に係る映像投射装置を搭載して路面等に映像を投射してい
る車両の前方からの斜視図である。
【図２】本発明の一実施の形態に係る映像投射装置を搭載して路面等に映像を投射してい
る車両の後方からの斜視図である。
【図３】上記映像投射装置を構成する配光制御ＥＣＵの全体構成を示す図である。
【図４】上記配光制御ＥＣＵとその周辺要素の更に詳細な構成例を示すブロック図である
。
【図５】本発明の一実施の形態に係る映像投射装置の構成の一例を示す図である。
【図６】上記投映器の像面も含めた光線図である。
【図７】上記投映器から車両情報との関係により路面上に投射される各種の映像の具体例
を示す図である。
【図８】上記投映器から車両情報との関係により路面上に投射される各種の映像の具体例
を示す図である。
【図９】上記投映器から車両情報との関係により路面上に投射される各種の映像の具体例
を示す図である。
【図１０】上記投映器から車両情報との関係により路面上に投射される各種の映像の具体
例を示す図である。
【図１１】上記投映器から車両情報との関係により路面上に投射される各種の映像の具体
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例を示す図である。
【図１２】上記投映器から車両情報との関係により路面上に投射される各種の映像の具体
例を示す図である。
【図１３】上記投映器から車両情報との関係により路面上に投射される各種の映像の具体
例を示す図である。
【図１４】上記投映器から車両情報との関係により路面上に投射される各種の映像の具体
例を示す図である。
【図１５】上記投映器から車両情報との関係により路面上に投射される各種の映像の具体
例を示す図である。
【図１６】上記投映器から車両情報との関係により路面上に投射される各種の映像の具体
例を示す図である。
【図１７】上記投映器から車両情報との関係により路面上に投射される各種の映像の具体
例を示す図である。
【図１８】上記投映器から車両情報との関係により路面上に投射される各種の映像の具体
例を示す図である。
【図１９】上記投映器から車両情報との関係により路面上に投射される各種の映像の具体
例を示す図である。
【図２０】上記投映器から車両情報との関係により路面上に投射される、他の実施例にな
る映像の具体例を示す図である。
【図２１】上記投映器から車両情報との関係により路面上に投射される、他の実施例にな
る映像の具体例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照しながらその詳細内容について
説明する。
【００１４】
　＜映像投射装置の配置＞
　まず、図１（Ａ）および（Ｂ）には、本発明の一実施の形態に係る映像投射装置を搭載
した自車両の一例として乗用車１０が示されており、これらの図に示すように、当該乗用
車１０の本体の前方には、左右一対のヘッドライト１１が設けられている。そして、図１
（Ａ）の例では、ここではその詳細な図示はしないが、これら一対のヘッドライト１１の
内部には発光体であるランプが組み込まれている。また、図１（Ａ）の例では、乗用車１
０には以下に詳述する映像投射装置が左右一対となって搭載されている。そして、当該映
像投射装置からの映像光は、例えば、透明な窓部を介して自車両の前方に投射される。な
お、この例では、路面等に投射される映像は自車両の近傍を歩行している歩行者等に対し
て現在、あるいは、その後の進行方向を示しており、これにより安全性をより高く確保す
るものである。
【００１５】
　図１（Ｂ）には、映像投射装置を車体の先端部に１台だけ搭載した例を示しており、こ
の場合には、映像投射装置からの映像光は、例えば、車体の先端部に設けられた透明な窓
部１２を介して自車両の前方に投射されることとなる。
【００１６】
　続いて、図２（Ａ）および（Ｂ）には、本発明の一実施の形態に係る映像投射装置を搭
載した上記乗用車１０の後方が示されており、これらの図に示すように、車体の後方には
、赤色のテールランプ１３、１３’が設けられている。そして、この図２（Ａ）の例では
、やはりここではその詳細な図示はしないが、これらテールランプ１３、１３’の内部に
は発光体であるランプが組み込まれている。また、図２（Ａ）の例では映像投射装置が左
右一対となって搭載されており、当該映像投射装置からの映像光は、例えば透明な窓部を
介して自車両の後方に投射される。
【００１７】
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　また、図２（Ｂ）は、映像投射装置を、例えば、車体の屋根付近等に搭載した例を示し
ている。この図２（Ｂ）の例では、上記図１（Ｂ）と同様、車体の後端に設けられた透明
な窓部を介して、映像光が自車両の後方に投射されることとなる。
【００１８】
　なお、以上では１台または複数台（一対）の映像投射装置を自車両の前後に搭載する例
について説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、例えば映像投射装置を
自車両の前後以外の場所（例えば、サイドミラー部分や屋根の上や車体の側面、底面等）
に搭載してもよい。また、映像投射装置をヘッドライトやテールランプの内部に一体に組
み込んでもよい。つまり、本発明では当該映像投射装置により所望の映像を路面等に投射
することができればよい。なお、映像投射装置をヘッドライトやテールランプの内部に一
体に組み込んだ場合は、ヘッドライトやテールランプの光源を投射用の光源としても用い
ることもできる。
【００１９】
　＜配光制御ＥＣＵの構成＞
　続いて、図３には、上述した乗用車１０内に搭載された電子制御ユニット（配光制御Ｅ
ＣＵ）の構成の一例が示されている。この図からも明らかなように、当該配光制御ＥＣＵ
４０は、ＣＰＵ（中央演算装置）４１、記憶手段であるＲＡＭ４２やＲＯＭ４３、更には
、入出力装置（Ｉ／Ｏユニット）４４を備えている。そして、当該配光制御ＥＣＵには、
上記Ｉ／Ｏユニット４４を介して、以下の各種情報取得部や通信部からの情報が入力され
、上記のヘッドライト１１の駆動や映像投射装置５００の映像投射を制御している。
【００２０】
　なお、ここで、上記各種情報取得部からの情報としては、例えば、自車両の走行速度を
示す速度信号、エンジンの状態（ＯＮ／ＯＦＦ）を示す信号、ギアの位置を示すギア情報
、周囲のドライバーに危険の存在を知らせるハザード信号、ハンドルの操舵角度を示すハ
ンドル舵角信号、ターンシグナル（または、「ウィンカー」とも言う）の有無や左右どち
らが点灯／点滅しているかを示すターンシグナル信号、更には、上記各種のランプの点灯
／点滅状態を示すランプ点灯情報が含まれる。
【００２１】
　また、上記各種情報取得部からの情報としては、更に、例えば、車の外部の光を検出す
る外光センサーからの情報（照度信号、色度信号等）、車に取り付けられたカメラからの
映像情報、自車両の前方等、周辺を走行する車両やその他の対象物と間の距離等を検出す
る距離センサーからの信号、更には、夜間における車の外部の状況を検出する赤外線セン
サーからの信号等が含まれる。
【００２２】
　更に、上記通信部からの情報には、例えば、自車両の位置を割り出すためのＧＰＳ（Ｇ
ｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ、全地球測位網）信号、経路案内等
を行うナビゲーション装置からの情報である、所謂、ナビ情報、更には他の車両との間で
行われる車車間通信や道路と車の間で行われる路車間通信の情報等が含まれる。
【００２３】
　図４には、上述した配光制御ＥＣＵ４０とその周辺要素についての、更に詳細な構成が
示されている。即ち、図４において、方向指示器センサー５１、ハンドル操舵角センサー
５２、シフトポジションセンサー５３、車速センサー５４、アクセル操作センサー５５、
ブレーキ操作センサー５６、照度センサー５７、色度センサー５８、エンジン始動センサ
ー５９、およびハザードランプセンサー６０からの信号が、上記配光制御ＥＣＵ４０に入
力されている。更に、カメラ６１からの信号は、画像処理部６２を介してＥＣＵ４０に入
力され、ＧＰＳ受信部６３と地図情報出力部６４からの信号は、演算部６５を介してＥＣ
Ｕ４０に入力されている。
【００２４】
　また、上記映像投射装置を構成する投映器１００には、上記配光制御ＥＣＵ４０からの
制御信号と、投映信号出力部１１０からの信号（路面等に投射する映像信号）が制御部１
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２０を介して入力されており、これにより以下に説明する路面等への映像の投射が実行さ
れる。
【００２５】
　加えて、上記配光制御ＥＣＵ４０には、更に、ヘッドライトセンサー６６、そして、ハ
イ／ローセンサー６７からの信号が入力されている。
【００２６】
　＜映像投射装置＞
　続いて、上記図４に示した投映器１００、投映信号出力部１１０および制御部１２０を
含む映像投射装置５００の更に詳細な構成の一例について、以下に、図５を参照しながら
詳細に説明する。
【００２７】
　投射光学系５０１は、映像を路面等へ投射する光学系で、レンズおよび／またはミラー
を含む。表示素子５０２は、透過する光または反射する光を変調して映像を生成する素子
で、例えば、透過型液晶パネル、反射型液晶パネル、ＤＭＤ（Digital Micromirror Devi
ce：登録商標）パネル等を用いる。表示素子駆動部５０３は、表示素子５０２に対して駆
動信号を送り、表示素子５０２に映像を発生させる。光源５０５は映像投射用の光を発生
するもので、高圧水銀ランプ、キセノンランプ、ＬＥＤ光源、レーザー光源等を用いる。
電源５０６は、光源５０５に電力を供給する。更に、電源５０６は、その他各部にそれぞ
れ必要な電力を供給する。照明光学系５０４は、光源５０５で発生した光を集光し、より
均一化して表示素子５０２に照射する。冷却部５１５は、光源５０５、電源５０６または
表示素子５０２など、高温状態になる各部位を空冷方式や液冷方式で必要に応じて冷却す
る。操作入力部５０７は、操作ボタンやリモコンの受光部であり、ユーザからの操作信号
を入力する。
【００２８】
　映像信号入力部５３１は、外部の映像出力装置を接続して映像データを入力する。音声
信号入力部５３３は、外部の音声出力装置を接続して音声データを入力する。音声出力部
５４０は、音声信号入力部５３３に入力された音声データに基づいた音声出力を行うこと
が可能である。また、音声出力部５４０は内蔵の操作音やエラー警告音を出力してもよい
。通信部５３２は、例えば、外部の情報処理装置と接続し、各種の制御信号を入出力する
。
【００２９】
　不揮発性メモリ５０８は、プロジェクタ機能で用いる各種データを格納する。不揮発性
メモリ５０８に格納されるデータには、路上に投射するための、予め用意した画像データ
や映像データなども含まれる。メモリ５０９は、投射する映像データや装置各部の制御パ
ラメータ等を記憶する。制御部５１０は、接続される各部の動作を制御する。
【００３０】
　画像調整部５６０は、映像信号入力部５３１で入力した映像データや、不揮発性メモリ
５０８に格納される画像データや、映像データに対して画像処理を行うものである。当該
画像処理としては、例えば、画像の拡大、縮小、変形等を行うスケーリング処理、輝度を
変更するブライト調整処理、画像のコントラストカーブを変更するコントラスト調整処理
、画像を光の成分に分解して成分ごとの重みづけを変更するレティネックス処理等がある
。
【００３１】
　ストレージ部５７０は、映像、画像、音声、各種データなどを記録するものである。例
えば、製品出荷時に予め映像、画像、音声、各種データなどを記録しておいてもよく、通
信部５３２を介して外部機器や外部のサーバ等から取得した映像、画像、音声、各種デー
タなどを記録してもよい。ストレージ部５７０に記録された映像、画像、各種データなど
は、表示素子５０２と投射光学系５０１を介して投射映像として出力すればよい。ストレ
ージ部５７０に記録された音声は音声出力部５４０から音声として出力すればよい。
【００３２】
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　以上説明したように、映像投射装置５００には様々な機能を載せることが可能である。
しかしながら、映像投射装置５００は必ずしも上述した構成の全てを有する必要はない。
映像を投射する機能があればどのような構成でもよい。
【００３３】
　図６は像面も含めた投映器の光線図である。図において、図示しないＬＥＤ等からなる
光源から出射して映像表示素子を透過した映像光は、フィルタ等を通過し、各種のレンズ
系で屈折作用を受け、更には、構成に応じて反射作用を受けた後で、像面８（路面等）に
投射される。
【００３４】
　このように、上述した映像投射装置５００では、投射距離７００ｍｍに対して、投射像
の範囲の長辺の長さが１００６１－５４２＝９５１９≒９５２０ｍｍなので、投射比は７
００／９５２０≒０．０７という、かつてない大幅な広角化を実現している。
【００３５】
　なお、上記では１台の映像投射装置５００とその投射光学系について述べたが、上述し
たように、本発明では１台または複数台（一対）の投映器を車両に搭載し（あるいはヘッ
ドライトやテールランプに一体に組み込み）、所望の映像を路面等に投射するものであっ
てもよい。その際、特に上記図１（Ａ）や図２（Ａ）に示すように、複数台（一対）の映
像投射装置による場合には、各映像投射装置から同一の映像を路面等に投射してもよく（
その場合、図５の表示素子５０２には同じ映像が表示される）、または左右の映像投射装
置から異なる映像を投射して路面等で合成してもよい（その場合、図５の表示素子５０２
には、所望の映像を左右に分割した映像が表示される）。
【００３６】
　また、上記では、路面等に映像を投射する映像投射装置として、透過型の液晶映像表示
素子を使用した構成について説明したが、本発明ではこれに限定されることなく、当該映
像投射装置としては、その他、例えばＤＬＰ（デジタルライトプロセッシング）装置など
のマイクロミラーからなる反射型の映像投射装置、光変調可能な面状の発光ダイオードか
らの映像光を投射光学系を介して投射することの可能な映像投射装置など、各種の映像投
射装置を使用することも可能である。即ち、本発明では当該映像投射装置により、所望の
映像を路面等に投射することが可能となればよい。
【００３７】
　＜路面等への投射映像＞
　続いて、以上に詳細を説明した映像投射装置を、一例として上述のように車体の前方お
よび／または後方に搭載し、以って車両情報との関係により路面等に投射される各種の映
像の具体例について、以下、図７～１９を参照しながら、詳細に説明する。
【００３８】
　図７には、車両１０の運転時に右折／左折で方向指示器（ウィンカー、あるいはターン
シグナルとも言う）を点灯／点滅させた場合、車両前方の路面に矢印を投射する形態を示
している。この場合、上記図４に示す方向指示器センサー５１からの信号に基づき、映像
投射装置は、自車両の進行方向を示す映像である矢印２００を車両前方の路面に投射する
（図７（Ａ））。それと共に、更に映像投射装置は、車速センサー５４から入力される自
車両の走行速度、そしてハンドル操舵角センサー５２から入力されるハンドルの操舵角に
基づいて、当該車両前方の路面に投射した矢印２００を点滅させる（図７（Ｂ））。なお
、その際、ターンシグナルの点滅に連動（同期して、または交互に）してもよく、または
当該矢印２００が点滅する周期を可変とし、当該点滅周期を、入力された走行速度やハン
ドルの操舵角に応じて設定することも可能である。
【００３９】
　かかる路面等への投射映像によれば、周囲に存在する他車のドライバーや歩行者に対し
て自車両の進行方向だけではなく、自車両の運転情報（この場合、車速とハンドル操舵角
）に基づいて表示方法を設定（この場合、点滅と点滅周期）することにより、周囲のドラ
イバーや歩行者に対してより確実に提示（警告）し、高い安全性を確保することを可能と
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している。その際、図１（Ａ）、図２（Ａ）の例のように一対の映像投射装置が組み込ま
れている場合には、それぞれの投射映像を合わせ大きな映像を表示することで、更に安全
性を高めることができるし、それぞれで異なる対象に対して異なる投射映像や情報を表示
することも可能となる。なお、実施例では矢印を用いて説明したが、これに限らず、方向
を示す形状や文字情報等であってもよい。また、実施例では表示するマーク自体を投射し
た例を示したが、マークを除く周囲部を投射し反転させたマークを表示してもよい。
【００４０】
　更には、図８にも示すように、ドライバーのハンドル操作に応じて矢印の湾曲状態を変
えるようにしてもよい。即ち、例えば、ドライバーが実際にハンドル操作をする前には、
車両の進行方向を示す矢印は直線の矢印２１０とし（図８（Ａ））、実際にハンドル操作
をした時、矢印を操舵角に応じた曲線の矢印２００（図８（Ｂ））とすることによれば、
車両の運転情報を周囲のドライバーや歩行者に対してより確実に提示することが可能とな
る。
【００４１】
　更には、上記の図において、その表示内容を上記の矢印に代え、例えば、危険を知らせ
るマーク２３０（以下の図１５（Ａ）を参照）や曲線からなる進入軌跡２２０（以下の図
１２（Ｂ）を参照）とし、更にはその表示位置を変えて（例えば、走行速度に従って離れ
た位置に、または操舵方向に移動した位置に）表示することも可能である。加えて、右折
／左折でウィンカーを点灯／点滅させる場合、ターンシグナルと同色の矢印２００を点灯
／点滅し、または右折／左折でマーク（矢印２００）の表示位置を変える（左側または右
側によせる）ことも可能である。更には、ウィンカー点灯／点滅有無を検知し、ハンドル
と連動して、ウィンカーが点灯／点滅している場合に上記矢印２００による右折／左折の
表示を行うようにすることもできる。
【００４２】
　図９は、車庫入れに際しハンドルを操作した場合の表示の例を示しており、自車両１０
の後方に進行方向を示す矢印２００を表示すると共に、自車両１０の進行範囲を表示する
ための矩形の枠２２０を表示している。なお、この場合、矢印２００だけを、または矩形
の枠２２０だけを表示してもよく、更には操舵角に応じて矢印に代え危険を知らせるマー
ク２３０（以下の図１５（Ａ）を参照）などを表示してもよい。
【００４３】
　かかる路面等への投射映像によれば、特に車庫入れの際、周囲のドライバーや歩行者に
対してより確実に提示（警告）して、高い安全性を確保することを可能としている。
【００４４】
　続いて、図１０には、上記と同様、右折／左折でウィンカーを点灯／点滅させた場合に
おいて、ＧＰＳやナビと連動させ、自車両から交差点までの距離に応じて、マーク（矢印
２００）を表示する位置までの距離を変更させる例を示している。この例では、自車両１
０から交差点までの距離が遠い場合にはマーク（矢印２００）を遠くに表示し、交差点へ
近づくに従って、その表示位置を自車両１０に近づくように、即ち自車両から交差点まで
の距離に応じて表示位置を設定する。
【００４５】
　また、上記の例において、交差点までの距離に応じてマーク（矢印２００）の色や形状
を変えることも可能である。例えば、図１１（Ａ）～（Ｃ）にも示すように、交差点まで
の距離に応じて、マーク（矢印２００）のサイズ（より具体的には、「Ｌ」字形状の右折
／左折用の矢印２００)を徐々に大きくし、またはマーク（矢印２００）の色を、青⇒黄
⇒赤のように変えることもできる。また、マーク（矢印２００）を大きく表示／点滅させ
ることもできる。
【００４６】
　かかる路面等への投射映像によれば、周囲のドライバーや歩行者にとっては、自車両の
進行方向が認識しやすく、また自車両のドライバーにとっても交差点での自車両が進入す
べき経路が認識しやすく、より高い安全性を確保することが可能となる。
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【００４７】
　また、特に比較的広い車道を複数の車両が並んで走行するような場合には、図１２（Ａ
）にも示すように、マーク（直線の矢印）２１０を隣接する車線の路面にもかかるように
表示し、または図１２（Ｂ）に示すように、当該矢印に代えて、軌跡を表示する斜めに曲
がった平行な複数本（本例では、２本）の直線、または曲線からなる進入軌跡２２０を表
示してもよい。これらの場合、特に車線の変更時において、隣接する車線を走行する後続
車のドライバーに対しても、自車両の進行方向をより確実に認識させる（警告）ことがで
き、高い安全性を確保することを可能とする。なお、その際、車線変更に伴ってウィンカ
ーを点灯／点滅させた場合、ウィンカーの点灯／点滅時間が右左折時に比べて短いため、
上述した投射表示が間に合わない、あるいは投射時間が短すぎる場合が想定されるが、か
かる場合には、投射表示させるまでの処理方法を単純化（例えば、ステップ数の低減等）
して時差を減らすことや、所定時間以上は投射表示を継続させる（ウィンカーをＯＦＦし
ても所定時間は投射表示がＯＦＦされない等）ことで短い投射時間に対応することができ
る。または、ウィンカーの指示操作を間違えた場合を想定し、所定時間以上ウィンカーを
点灯／点滅させない場合には、投射表示させないようにしてもよい。
【００４８】
　続いて、上記図４にも示したカメラ６１により撮像されて画像処理部６２を介して配光
制御ＥＣＵ４０に入力される映像信号を利用した路面等への投射映像について以下に説明
する。
【００４９】
　図１３にも示すように、自車両１０上では、当該カメラ６１によってドライバーの死角
となる側面領域（図では、車の左側面の斜線部で示す領域）を撮影しており、そして、当
該死角領域である隣接する車線において後方を走行する他車１０’を検知した場合には、
自車両１０のＥＣＵ４０は、上述した矢印などのマークに代えて、当該自車両の後方を走
行する他車１０’の映像３００を進行方向前方の路面等に投射する。
【００５０】
　このような映像３００の表示によれば、運転中のドライバーは、通常では気付き難い、
後方を走行する他車１０’を確実に認識する（気付く）ことができることから、特に車線
変更時等における安全な運転に資することが可能となる。
【００５１】
　また、図１４にも示すように、駐車状態の自車両１０が発進する場合には、当該自車両
が発進しようとする方向に向けて、路面等に自車両の映像３１０を投射することによれば
、周囲のドライバーや歩行者に対してより確実に提示（警告）して、高い安全性を確保す
ることを可能にする。
【００５２】
　更には、図１５にも示すように、自車両１０が後退する場合や、ハザード連動注意喚起
の場合において、車両の後方の路面等に危険を知らせるマーク２３０を投射し（図１５（
Ａ））、または車両の前後の路面等に「後退中」の文字２４０を投射してもよい（図１５
（Ｂ））。かかる映像の投射によれば、特に駐車時において、周囲のドライバーや歩行者
に対してより確実に提示（警告）し、高い安全性を確保することが可能となる。
【００５３】
　また、図１６に示すように、駐車するために自車両１０を後退（バック走行）する場合
など、ハンドルの操作に応じて、当該自車両が駐車しようとする位置に駐車のためのスペ
ースを示すマーク２５０（例えば、矩形の赤色の面等）を投射して表示することもできる
。
【００５４】
　加えて、トンネル、高速道路走行時や一般道走行時等において、その表示内容を変える
ようにすることも可能である。例えば、図１７にも示すように、ドライバーの注視点は走
行速度によって変化するため、直線の矢印２１０を自車両１０の走行速度に応じて設定さ
れる投射距離に投射するようにする。例えば、低速時には近距離に（図１７（Ａ））、中
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速時には中距離に（図１７（Ｂ））、そして高速時には遠距離に（図１７（Ｃ））投射す
る。
【００５５】
　更には、図１８に示すように、走行速度に応じてドライバーの視野角が変化するため（
例えば時速４０ｋｍで１００度、時速１００ｋｍで４０度と速いほど狭くなる）、低速時
は視野角の範囲が広角（図１８（Ａ）の斜線部２６０）となることから、これに合わせて
広角表示し、高速時には視野角の範囲が狭角（図１８（Ｂ）の斜線部２７０）となること
から、これに合わせて表示するように設定してもよい。
【００５６】
　また、特にトンネル内での走行時には、高速道路や一般道での走行時とは異なる表示内
容とすることも可能である。例えば図１９に示すように、トンネル内では周囲光の明るさ
の急激な変化やスモールライトの点灯と同期させて、表示内容（本例では、直線の矢印２
１０の色を）を変更（色換え）してもよく、またはトンネル内ではトンネル内照明により
マーク（矢印２１０）の見えづらい色を意識的に強く照射することも考えられる。
【００５７】
　なお、この場合には、上述した照度センサー５７や色度センサー５８からの信号を利用
して、上述した配光制御ＥＣＵ４０により表示内容である直線の矢印２１０の色を適宜設
定するようにすればよい。また、トンネル内の走行において、ドライバーがライト点灯し
ない場合には、外光変化またはトンネル内の照明光を検知してモードの切替え（具体的に
は、ライトを点灯に切替える）を行うこともできる。更に、高速道路のトンネル内での走
行時において、車速センサー５４からの信号をも利用することによれば、一定時間の平均
走行速度を検知し、当該平均走行速度をも考慮しながら、車両の運転情報にとって最適な
表示内容を投射するようにすることも可能となる。より具体的には、高速道路走行中であ
ることを一定時間の平均走行速度から認識する。トンネル走行時の表示方法は、例えば、
夕方／夜間の表示状態と同様とすればよい。また、高速道路走行中であっても渋滞時は一
般道モードに戻ってしまうため、ナビゲーション装置と連動したり、あるいは高速道路か
ら出たかを確認するステップを設けるなどが考えられる。
【００５８】
　なお、以上には本発明の種々の実施例を説明したが、本発明は上記した実施例に限定さ
れるものではなく様々な変形例が含まれる。例えば、上記した実施例は本発明を分かりや
すく説明するためにシステム全体を詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての
構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施例の構成の一部を他の実施
例の構成に置き換えることが可能であり、またある実施例の構成に他の実施例の構成を加
えることも可能である。また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・
置換をすることが可能である。
【００５９】
　また、上記の各構成、機能、処理部、処理手段等は、それらの一部または全部を、例え
ば集積回路で設計する等によりハードウェアで実現してもよい。また、上記の各構成、機
能等は、プロセッサがそれぞれの機能を実現するプログラムを解釈し、実行することによ
りソフトウェアで実現してもよい。各機能を実現するプログラム、テーブル、ファイル等
の情報は、メモリや、ハードディスク、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）
等の記録装置、または、ＩＣカード、ＳＤカード、ＤＶＤ等の記録媒体に置くことができ
る。
【００６０】
　更に加えて、以上で説明した種々の実施例を含む本発明の内容について、以下に要約し
て示す。
（１）右折／左折でウィンカーを点灯／点滅させた場合、速度／舵角に応じて点滅周期を
可変とする。
（２）右折／左折でハンドルを動かした場合、舵角に応じて表示内容／表示位置を可変と
する（例えば、ウィンカー起動時は斜めマークとし、舵角が大きくなるとＬ字マークに変
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わる）。
（３）車庫入れ、駐車でハンドルを動かした場合、舵角／ギアに応じて進行範囲を表示／
矢印を変更する。
（４）右折／左折でウィンカーを点灯／点滅させた場合、投射映像をターンシグナルの点
灯／点滅に連動（同期または交互）させる。
（５）右折／左折でウィンカーを点灯／点滅させた場合、ターンシグナルと同色の点灯／
点滅とする。
（６）右折／左折でウィンカーを点灯／点滅させた場合、右折／左折でマークの表示位置
を変える。
（７）右折／左折でハンドルを動かした場合、ウィンカー点灯／点滅有無を検知し、ウィ
ンカー点灯／点滅の場合は右折／左折を示す表示をする（即ち、ウィンカー、および／ま
たはハンドルとの連動）。
（８）右折／左折でウィンカーを点灯／点滅させた場合、ＧＰＳやナビと連動させ、交差
点までの距離に応じてマークの表示距離を変更させる（例えば、交差点までの距離が遠い
場合には自車両から遠くに表示し、交差点が近くなるにつれて表示を自車両に近づける）
。
（９）右折／左折でウィンカーを点灯／点滅させた場合、交差点までの距離に応じてマー
クの色や形状を変える（例えば、青⇒黄⇒赤。あるいは徐々にサイズを大きくする）。
（１０）右折／左折でウィンカーを点灯／点滅させた場合、右折／左折用矢印（例えば、
Ｌ字）を大きく表示／点滅させる。
（１１）車線変更でウィンカーを点灯／点滅させた場合、矢印を右折／左折をイメージさ
せるＬ字にせず、直線矢印を斜めに表示させる。
（１２）車線変更でウィンカーを点灯／点滅させた場合、左右斜め前方にマークを表示す
ることで後続車に見えるように表示する。
（１３）車線変更でウィンカーを点灯／点滅させた場合、矢印ではなく車の軌跡を表示さ
せることで自車両が入る場所を明確化する。
（１４）車線変更でウィンカーを点灯／点滅させた場合、変更しようとする車線のカメラ
の画像を映す（例えばドライバーの死角となる側面の画像など）。
（１５）車線変更でウィンカーを点灯／点滅させた場合、ウィンカー点灯／点滅時間が右
左折時に比べて短いので、投射表示が間に合わない、あるいは投射時間が短すぎる可能性
があるため、投射表示させるまでの処理方法を単純化して時差を減らすことや、所定時間
以上は投射表示を継続させる必要がある。
（１６）ウィンカーの指示操作を間違えた場合を想定して、例えば所定時間以降ウィンカ
ーを点灯／点滅させないと投射表示させない。
（１７）車庫入れ、駐車でハンドルを動かした場合、任意時間の平均走行速度を検知し、
検知結果に応じて右折／左折のＬ字表示はさせない（即ち、右折／左折で減速する場合と
の切り分け）。
（１８）車庫入れ、駐車でハンドルを動かした場合、アラートを表示する(例えば前後左
右のいずれかあるいは全部)。
（１９）車庫入れ、駐車でハンドルを動かした場合、ハザードに連動して注意喚起表示す
る。
（２０）車庫入れ、駐車でハンドルを動かした場合、周辺歩行者等への注意喚起表示する
（主にバック時など）。
（２１）車庫入れ、駐車でハンドルを動かした場合、赤色などで駐車エリアを点灯／点滅
表示させる（駐車モード）。
（２２）トンネル、高速道路走行時と一般道で表示内容を変える。それぞれ速度に応じて
マークの投射距離を変える。
（２３）トンネル、高速道路走行時と一般道走行時で表示内容を変える。走行速度に応じ
てドライバーの視野角が変化するため、低速時は広角に表示し高速時には狭角に表示する
。
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（２４）トンネル、高速道路走行時と一般道走行時で表示内容を変える。トンネルではス
モールライトの点灯と同期させて表示内容を変更する（色換え）。また、ドライバーがラ
イトを点灯しない場合は外光変化またはトンネル内照明を検知してトンネル走行中である
ことを認識する。高速道路走行中であることを一定時間の平均走行速度から認識する。ト
ンネル走行時の表示方法は、例えば夕方／夜間の表示状態と同様とすればよい。また、高
速道路走行中であっても渋滞時は一般道モードに戻ってしまうため、ナビゲーション装置
と連動したり、あるいは高速道路から出たかを確認するステップを設ける。
（２５）トンネル内での走行では、トンネル内照明では見えづらい色を意識的に強く照射
する。あるいは見えやすい色を照射する。
【００６１】
　また、上記（５）に関連し：
（２６）映像ソース入力からの表示モードと走行時等の表示モードで光源ＯＦＦのタイミ
ングを変える（例えば、走行時等の表示モードでは運転状況に応じて映像投射装置のＯＮ
／ＯＦＦを切替え、映像ソース入力からの表示モードでは、映像投射装置は常時ＯＮとす
る）。映像ソース入力からの表示モードではヘッドライトはＯＦＦとし、映像投射装置は
ＯＮとする。そして走行時等の表示モードではヘッドライトも映像投射装置もＯＮとする
。
（２７）必要な時に映像投射装置の光源をＯＮとし、それ以外はＯＦＦとする。
（２８）エンジンＯＦＦ時でも光源はＯＮを可能とする。またはエンジンＯＦＦ時は映像
投射装置を起動しない。
（２９）エンジンＯＦＦ時は機能を制限する（例えば、セキュリティや警告はＯＮとし、
それ以外（例えば映像ソース入力からの表示）はしない等）。
（３０）エンジンＯＦＦ時は光源の電力を省エネモードとする。
【００６２】
　＜投射映像と車の挙動＞
　更に、車両と投射映像とが個別に動いた場合には、投射映像を見ている人間（例えば、
歩行者や相手方のドライバー等の他者）の注意が分散してしまい、そのため、投射映像の
視認が難しくなる。
【００６３】
　より具体的には、例えば、交差点において、自車両が右折または左折しようとして交通
信号が赤であるため一旦停止した場合、例えば矢印などを含む、自車両が進む方向を示す
映像を、自車両の前方（交差点）の路面上に投射する。また、その際には、投射映像を見
ている他者（例えば、歩行者や相手方のドライバー等の他者）の注意を喚起する目的で、
自車両が進む方向を示す映像である矢印などを表示することが効果的である。
【００６４】
　しかしながら、この場合、車両の発進に伴って投射映像も同時に移動し、即ち、車両と
投射映像の両者が動いた場合には、投射映像を見ている他者は、むしろ混乱を生じてしま
い、本来の目的を達成できない場合がある。そこで、この他の実施例では、自車両の挙動
に合わせて投射映像の路面上での投射位置の静／動を、適宜、切替える。
【００６５】
　より具体的な実施例を、図２０および２１に示す。まず、図２０には、自車両１０が交
差点において停車している様子を示しており、この場合、自車両の前方の路面上に、自車
両が進む方向を示す映像を投射する。なお、この例では、図２０（Ａ）～（Ｃ）から明ら
かなように、歩行者や対向する車両のドライバーに自車両の進行方向への注意をより促す
目的で、自車両の進行方向を示す（本例では、右折）矢印２００を表示し、遠方や死角か
らの視認性をも高めることを目的として、動画像（例えば矢印２００を点滅させる）とし
て表示する。なお、その際、自車両は交差点の直前で停止していることから、映像の路面
上での投射位置は静止している。また、この動画像による矢印２００は路面上でも識別が
容易な色光（例えば、赤）で描かれることが好ましい。
【００６６】
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　図２１は、自車両１０が交差点において始動して交差点内に進入して通過する際の様子
を示している。この場合、自車両前方の路面上に投射された矢印２００の位置は、初期の
表示位置において静止したままである。即ち、この場合には、図２０（Ａ）～（Ｃ）から
明らかなように、車両両１０は、路面上に投射された矢印２００に沿って移動し、あたか
も、自車両１０が矢印２００の上を踏んで走行するかのように、矢印２００の表示が行わ
れる。なお、これらの図２０および２１においては、図示を簡略化するため、歩行者や対
向する車両、更には、横断歩道などは省略されている。
【００６７】
　また、この実施例では、上記図３や図４に示した配光制御ＥＣＵ４０とその周辺要素の
詳細において、配光制御ＥＣＵ４０は、例えば、ハンドル操舵角センサー５２、車速セン
サー５４、アクセル操作センサー５５等からの信号を取り込み、これらの信号に基づいて
、自車両１０の挙動を把握すると共に、自車両１０の現在の位置を演算する。他方、自車
前方の路面上に投射される矢印２００については、その位置が静止したままとなるように
表示されるように補正するための演算を行うことができる。そして、図５に示した表示素
子５０２上に発生する映像を、表示素子駆動部５０３を介して変更して投射することによ
り、あたかも、矢印２００は静止したままであり、この矢印に沿って自車両１０が移動す
るような表示を実現することができる。
【００６８】
　即ち、特に、自車両１０が交差点などにおいて停止して、その進行方向を矢印２００等
により表示した後には、当該矢印２００の表示位置は、自車両１０の移動に連動させず、
その表示位置が出来る限り変動しないよう、車速パルスやハンドルの舵角等によって自車
両１０の位置を把握し、初期表示位置に留まるのに必要な補正を行うことにより、映像の
表示位置を車両の動きに連動させることなく固定化することが可能となる（即ち、映像の
路上での表示位置を固定／移動することが可能となる）。なお、ここで、固定化のトリガ
としては、自車両１０が停止状態から走行状態となった場合や、ハンドルを切り始めた場
合（所定の舵角を検知した場合）、あるいはそれらの組合せとする。また、表示素子５０
２上に発生する映像への必要な補正を行わない場合には、映像の表示位置を車両の動きに
連動することとなる。このように、配光制御ＥＣＵ４０は、各種センサーなどからの信号
により自車両１０の挙動を把握すると共に、映像の路上での表示位置の固定／移動を決定
する。
【００６９】
　以上にも述べたように、自車両の挙動に合わせて、路面上に投射される映像の静／動を
切替える、より具体的には、自車両の停止時には投射映像を動かすこと（矢印２００の動
画）により、他者（歩行者や相手方のドライバー等）の注意を喚起する。逆に、自車両が
移動（走行）している場合には、投射映像を静止させる（路面上の投射位置も固定）こと
で注目を自車両へ移すことにより、注意の分散を回避して、安全性の向上を図ることがで
きることとなる。
【００７０】
　以上に詳述した実施例では、特に、交差点において自車が右折または左折しようとする
場合の自車両の移動方向の表示について詳細に述べたが、更には、その他の場合において
も、同様にして実施することも可能である。その一例として、例えば上記図９に示したよ
うに、車庫入れに際してハンドルを操作した場合の表示にも、同様に、適用することもで
きる。なお、その場合、自車両１０の後方に進行方向を示す矢印２００を表示すると共に
、自車両１０の進行範囲を表示するための矩形の枠２２０を表示するが、当該矢印２００
を、上記の実施例と同様に、動画によって表示することにより、周囲のドライバーや歩行
者に対してより確実に提示（警告）して、より高い安全性を確保することが可能となる。
そして、その際にも、自車両が後方に向かって移動しても、後方の路面上に投射された矢
印２００を含む表示の位置は、初期の位置において静止したままとする（固定化）。
【００７１】
　このことによれば、上記の実施例と同様に、矢印２００を動画として表示することによ
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つ、実際に車両が後進した際における映像と自車両の間の混乱を回避してより高い安全性
を確保することを可能にする。
【００７２】
　更には、例えば上記の図１５にも示すように、自車両１０が後退する場合や、ハザード
連動注意喚起の場合において、車両の後方の路面等に投射する危険を知らせるマーク２３
０（図１５（Ａ））、または、車両の前後の路面等に投射する「後退中」の文字２４０（
図１５（Ｂ））等についても、これらを動画として表示することにより、周囲のドライバ
ーや歩行者に対してより確実に注意を喚起することが可能となる。但し、これらの場合、
特に、図１５（Ａ）の場合には、車両が発進する際には、既に、危険を知らせるマーク２
３０の表示は不要となっており、その表示は行わない。また、図１５（Ｂ）に示す「後退
中」の文字２４０の表示の場合には、後退中の車両の移動と共に、当該文字２４０の表示
を移動してもよく、または、これに代えて、上記の実施例と同様に、その表示位置を固定
としてもよい。かかる映像の表示によれば、特に駐車時において、周囲のドライバーや歩
行者に対してより確実に提示（警告）し、高い安全性を確保することが可能となる。即ち
、上記の実施例では、車両の進行方向を示す表示として、主に、矢印を用いて説明したが
、本発明では、これに限らず、その他の方向を示す形状や文字情報等であってもよい。
【符号の説明】
【００７３】
　１０…自車両（乗用車）、１０’…他車、１１…ヘッドライト、１２…窓部、１３、１
３’…テールランプ、４０…配光制御ＥＣＵ、５１…方向指示器センサー、５２…ハンド
ル操舵角センサー、５３…シフトポジションセンサー、５４…車速センサー、５５…アク
セル操作センサー、５６…ブレーキ操作センサー、５７…照度センサー、５８…色度セン
サー、５９…エンジン始動センサー、６０…ハザードランプセンサー、６１…カメラ、６
２…画像処理部、６３…ＧＰＳ受信部、６４…地図情報出力部、６６…ヘッドライトセン
サー、６７…ハイ／ローセンサー、１００…投映器、１１０…投映信号出力部、１２０…
制御部、５００…映像投射装置、５０１…投射光学系、５０２…表示素子、５０３…表示
素子駆動部、５０４…照明光学系、５０５…光源、５３１…映像信号入力部、５３３…音
声信号入力部、５３２…通信部。
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