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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
乗り物に搭載され、透光部材に映像を表す表示光を投射することで、前記透光部材を透か
して視認される風景に重畳させて前記映像の虚像を表示する表示装置であって、
前記表示光を出射する表示手段と
前記表示手段が出射した前記表示光を、前記透光部材に向けて反射させる反射手段と、
前記乗り物の外にある所定の対象物を特定する特定手段と、
前記表示手段を制御することで、前記映像内に、前記特定手段が特定した前記対象物の少
なくとも一部と重畳して視認される第１の捕捉画像を表示させる制御手段と、
前記乗り物の振動量を検出する振動検出手段と、を備え、
前記制御手段は、
前記振動検出手段が検出した振動量が予め定められた閾値を超えた場合、前記第１の捕捉
画像に代えて、前記映像内に、前記対象物の少なくとも一部と重畳して視認される第２の
捕捉画像を表示させ、
前記第２の捕捉画像は、
前記第１の捕捉画像よりも、画像端を構成する画素と、画像外の領域であって前記画像端
に隣接する領域との色の濃淡差が低減された画像であって、前記画像端から中央側に向か
って色が濃くなるグラデーション画像である、
ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
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前記第１の捕捉画像は、枠を示す枠画像であり、前記枠内に前記対象物の少なくとも一部
を位置させて表示される、
ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
前記第２の捕捉画像を構成する複数の画素における隣り合う画素間の色の濃淡差は、
前記第１の捕捉画像の画像端を構成する画素と、前記第１の捕捉画像外の領域であって前
記第１の捕捉画像の画像端に隣接する領域との色の濃淡差よりも小さい、
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項４】
前記第２の捕捉画像を構成する複数の画素における隣り合う画素間の色の濃淡差は、
前記第１の捕捉画像における前記枠部分と前記枠内の領域との色の濃淡差よりも小さい、
ことを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の表示装置として、例えば、特許文献１に開示されたものがある。特許文献１に開
示された装置は、車両のフロントガラスに映像を表す光を投射することで、その映像を虚
像としてユーザに視認させるヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ：Head-Up Display）装
置として構成されている。この種のＨＵＤ装置によって、フロントガラス等の透光部材越
しに見える風景と重畳させて、車外の対象物に関する情報を表示し、ＡＲ（Augmented Re
ality）を実現することが行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１２１４０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＡＲを実現するＨＵＤ装置では、前方に接近した車両や歩行者などの車外の対象物に、
重畳させて画像（以下、捕捉画像）を表示することにより、対象物に関する注意喚起を行
う場合がある。この場合、車両の振動によって対象物と捕捉画像との位置関係にずれが生
じると、視認者に違和感を与えてしまう。
【０００５】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、所定の対象物と、これに重畳して表
示される捕捉画像とに位置ずれが生じても、視認者に与える違和感を低減することができ
る表示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】
【０００６】
上記目的を達成するため、本発明に係る表示装置は、
乗り物に搭載され、透光部材に映像を表す表示光を投射することで、前記透光部材を透か
して視認される風景に重畳させて前記映像の虚像を表示する表示装置であって、
前記表示光を出射する表示手段と
前記表示手段が出射した前記表示光を、前記透光部材に向けて反射させる反射手段と、
前記乗り物の外にある所定の対象物を特定する特定手段と、
前記表示手段を制御することで、前記映像内に、前記特定手段が特定した前記対象物の少
なくとも一部と重畳して視認される第１の捕捉画像を表示させる制御手段と、
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前記乗り物の振動量を検出する振動検出手段と、を備え、
前記制御手段は、
前記振動検出手段が検出した振動量が予め定められた閾値を超えた場合、前記第１の捕捉
画像に代えて、前記映像内に、前記対象物の少なくとも一部と重畳して視認される第２の
捕捉画像を表示させ、
前記第２の捕捉画像は、
前記第１の捕捉画像よりも、画像端を構成する画素と、画像外の領域であって前記画像端
に隣接する領域との色の濃淡差が低減された画像であって、前記画像端から中央側に向か
って色が濃くなるグラデーション画像である、
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、所定の対象物と、これに重畳して表示される捕捉画像とに位置ずれが
生じても、視認者に与える違和感を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態に係る車両用表示システムのブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る表示装置の車両への搭載態様を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る表示装置の概略構成図である。
【図４】虚像として視認される映像内に表示される各種画像を説明するための図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る捕捉画像を説明するための図であり、（ａ）は第１捕
捉画像を示す図であり、（ｂ）は第２捕捉画像を説明するための図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る捕捉画像を説明するための図であり、（ａ）は第１捕
捉画像を示す図であり、（ｂ）は第２捕捉画像を説明するための図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る表示形態変更処理のフローチャートである。
【図８】変形例に係る捕捉画像を説明するための図であり、（ａ）は第１捕捉画像を示す
図であり、（ｂ）は第２捕捉画像を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の一実施形態に係る表示装置を、図面を参照して説明する。
【００１０】
　本実施形態に係る車両用表示システム１は、図１に示すように、表示装置１００と、情
報取得部２００と、ＥＣＵ（Electronic Control Unit）３００と、を備える。
　車両用表示システム１は、各部が通信することにより、図２に示すように、車両２に搭
乗したユーザ４（主に運転者）に、車両２に関する各種情報（以下、車両情報）を表示す
る。なお、車両情報は、車両２自体の情報のみならず、車両２の外部情報も含む。
【００１１】
（表示装置１００）
　表示装置１００は、図２に示すように、車両２に搭載される。表示装置１００は、車両
２のフロントガラス３に表示光Ｎを投射することで、表示光Ｎが表す映像を虚像Ｖとして
フロントガラス３の前方に表示するヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）として構成され
ている。表示光Ｎが表す映像は、車両情報を報知するためのものである。
　これにより、ユーザ４は、フロントガラス３越しに見える風景と重なって表示される車
両情報を視認することができる。表示装置１００は、例えば、車両２のインスツルメント
パネル内に配置されている。
【００１２】
　表示装置１００は、図１、図３に示すように、表示手段１０と、反射手段２０と、筐体
３０と、表示コントローラ４０と、を備える。
【００１３】
　表示手段１０は、表示コントローラ４０の制御の下で、車両情報を報知するための映像
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を表示する。表示手段１０は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）、
ＬＣＤを背後から照明するバックライト等から構成されている。表示手段１０は、映像を
後述の平面鏡２１に向かって表示する。これにより、映像を表す表示光Ｎが平面鏡２１に
向かって出射される。
　なお、表示手段１０は、有機ＥＬ（Electro-Luminescence）ディスプレイや、ＤＭＤ（
Digital Micromirror Device）、反射型及び透過型のＬＣＯＳ（登録商標：Liquid Cryst
al On Silicon）等で構成されてもよい。
【００１４】
　反射手段２０は、平面鏡２１と、凹面鏡２２とから構成されている。平面鏡２１は、例
えばコールドミラーからなり、表示手段１０からの表示光Ｎを凹面鏡２２へと反射させる
。凹面鏡２２は、表示手段１０から出射されて平面鏡２１で反射した表示光Ｎを拡大しつ
つ、フロントガラス３へと反射させる。これにより、ユーザ４に視認される虚像Ｖは、表
示手段１０に表示されている映像が拡大されたものとなる。
　なお、本実施形態では、反射手段２０が２枚の鏡で構成される例を示しているが、反射
手段２０は、１枚、又は３枚以上の鏡から構成されてもよい。
【００１５】
　筐体３０は、表示手段１０及び反射手段２０を、各々が上述の機能を実現可能な適宜の
位置に収容する。筐体３０は、合成樹脂や金属により遮光性を有して箱状に形成されてい
る。筐体３０には、表示光Ｎの光路を確保する開口部３０ａが設けられている。筐体３０
には、開口部３０ａを塞ぐように、透光性カバー３１が取り付けられている。透光性カバ
ー３１は、アクリル等の透光性樹脂から形成されている。
【００１６】
　凹面鏡２２で反射した表示光Ｎは、透光性カバー３１を透過して、フロントガラス３へ
と向かう。このようにして、表示装置１００からは、フロントガラス３に向けて表示光Ｎ
が出射される。この表示光Ｎがフロントガラス３でユーザ４に向かって反射することで、
ユーザ４から見てフロントガラス３の前方に虚像Ｖが表示される。
　なお、凹面鏡２２は、図示しないアクチュエータにより、回転移動または平行移動可能
に設けられていてもよい。例えば、凹面鏡２２が、図３における時計回り・反時計回りに
回転可能に設けられ、凹面鏡２２が回転して表示光Ｎの反射角が変更されることで、虚像
Ｖの表示位置が調整可能となっていてもよい。
【００１７】
　表示コントローラ４０は、表示手段１０の表示動作を制御するものであり、制御部４１
と、記憶部４２と、画像メモリ４３と、入出力部４４と、を備える。
【００１８】
　制御部４１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＧＤＣ（Graphics Display Cont
roller）、表示手段１０を駆動するドライバなどから構成されている。ＣＰＵは、記憶部
４２内に予め記憶されたプログラムを読み出し、実行することで、表示装置１００の各部
の動作を制御する。ＣＰＵとＧＤＣとはインターフェイス回路により接続され、双方向通
信を行う。ＧＤＣは、ＣＰＵと協働して表示手段１０の動作を制御し、画像メモリ４３に
記憶されている画像データに基づく映像を表示手段１０に表示させる。また、制御部４１
は、内蔵されたタイマで適宜、計時を行う。
【００１９】
　記憶部４２は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）等から
構成され、ＣＰＵの処理手順を示す動作プログラム（特に、後述する表示形態変更処理の
動作プログラム）を記憶する。
【００２０】
　画像メモリ４３は、フラッシュメモリ、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）等から構成され、
表示手段１０に表示させる映像（つまり、虚像Ｖとして視認される映像）のデータであっ
て、後述する捕捉画像などの各種画像を含む画像データを記憶する。
【００２１】
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　入出力部４４は、情報取得部２００及びＥＣＵ３００の各々と通信可能に接続されてい
る。制御部４１は、入出力部４４を介して、情報取得部２００及びＥＣＵ３００とＣＡＮ
（Controller Area Network）などにより通信を行う。
【００２２】
　入出力部４４を介して、情報取得部２００からは車外情報や車両状態情報（これら情報
は後述する）が制御部４１に入力される。制御部４１は、入力された情報に応じた各種画
像の表示形態や、映像内における表示位置を決定する。そして、制御部４１は、各種画像
が後述の対象物に対応する位置に表示されるように制御する。
【００２３】
　また、制御部４１は、表示手段１０を構成するＬＣＤ、及び、バックライトが含む光源
を制御することにより、各種画像の輝度や明度（つまり、虚像Ｖの輝度や明度）を調整す
る。また、制御部４１は、後述の車速センサ２４０からの車速情報に基づいて加速度を算
出し、加速度から車両２の振動量を算定する。そして、振動量が所定量を超えた場合に、
制御部４１は、後述の捕捉画像の表示形態を変更させる。詳しくは、後述する。
【００２４】
（情報取得部２００）
　情報取得部２００は、前方情報取得部２１０と、ナビゲーションシステム２２０と、Ｇ
ＰＳ（Global Positioning System）コントローラ２３０と、車速センサ２４０と、を備
える。
【００２５】
　前方情報取得部２１０は、車両２の前方の情報を取得するものであり、ステレオカメラ
２１１と、撮像画像解析部２１２と、を有する。ステレオカメラ２１１は、車両２が走行
する道路を含む前方風景を撮像する。撮像画像解析部２１２は、ステレオカメラ２１１が
撮像した画像のデータ（撮像データ）を取得し、取得した撮像データをパターンマッチン
グ法により画像解析することで、車両２の前方における各種情報を取得する。
　撮像画像解析部２１２は、前方車両、障害物、歩行者などの物体（対象物の一例）に関
する情報（対象物の位置、車両２から対象物までの距離など）を取得する。また、対象物
は、道路自体であってもよい。この場合、撮像画像解析部２１２は、車線、白線、停止線
、横断歩道、道路の幅員、車線数、交差点、カーブ、分岐路等に関する情報を取得する。
撮像画像解析部２１２は、撮像画像を解析して得た対象物の情報を表示コントローラ４０
に出力する。
【００２６】
　ナビゲーションシステム２２０は、地図データを記憶する記憶部を有し、ＧＰＳコント
ローラ２３０からの位置情報に基づいて、現在位置近傍の地図データを記憶部から読み出
し、案内経路を決定する。そして、ナビゲーションシステム２２０は、決定した案内経路
に関する情報を表示コントローラ４０に出力する。また、ナビゲーションシステム２２０
は、地図データを参照することにより、車両２の前方の施設（対象物の一例）の名称・種
類や、施設と車両２との距離などを示す情報を表示コントローラ４０に出力する。地図デ
ータでは、道路に関する情報（道路の幅員、車線数、交差点、カーブ、分岐路等）、制限
速度などの道路標識に関する規制情報、車線が複数存在する場合の各車線についての情報
（どの車線がどこに向かう車線か）などの各種情報が位置データと対応付けられている。
ナビゲーションシステム２２０は、ＧＰＳコントローラ２３０からの位置データに基づい
て、現在位置近傍の地図データを読み出し、表示コントローラ４０に出力する。
【００２７】
　ＧＰＳコントローラ２３０は、人工衛星などからＧＰＳ信号を受信し、受信したＧＰＳ
信号に基づいて車両２の位置の計算を行う。ＧＰＳコントローラ２３０は、車両２の位置
を計算すると、その位置データをナビゲーションシステム２２０に出力する。
【００２８】
　車速センサ２４０は、車両２の速度を検出し、検出した車速を示す車速情報を表示コン
トローラ４０に出力する。
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【００２９】
　このように構成される情報取得部２００は、入出力部４４を介して、制御部４１に、車
両２の外部の対象物の有無や、対象物の種類・位置、車両２と対象物との距離などを示す
「車外情報」や、車両２の速度などを示す「車両状態情報」を送出する。
【００３０】
（ＥＣＵ３００）
　ＥＣＵ３００は、車両２の各部を制御するものであり、車両２に搭載される種々のセン
サから出力される信号に基づき、表示装置１００に表示させる画像を決定する。そして、
決定した画像についてのデータを表示コントローラ４０に出力する。なお、このような画
像の決定は、制御部４１が行ってもよい。
【００３１】
　以上の構成からなる車両用表示システム１では、図４に示すように、表示領域Ｅに虚像
Ｖが表示される。表示領域Ｅは、ユーザ４が虚像Ｖを視認可能な範囲（所謂アイボックス
）として規定される。なお、車両用表示システム１では、実景に重畳させて情報を表示す
るため、虚像Ｖの結像距離は大きめ（例えば、１５ｍ以上）に設定されている。
【００３２】
　表示装置１００が表示する虚像Ｖ（表示手段１０に表示される映像）は、図４に示すよ
うに、案内経路画像Ｖ１、白線認識画像Ｖ２、運航状態画像Ｖ３、及び規制画像Ｖ４を含
む。
　案内経路画像Ｖ１は、車両２の経路誘導をするための画像であり、ナビゲーションシス
テム２２０からの案内経路に関する情報に基づいて表示される。白線認識画像Ｖ２は、車
線の存在を認識させるための画像であり、前方情報取得部２１０からの情報に基づいて表
示される。運航状態画像Ｖ３は、車速、エンジン回転数など（図示例では車速）の車両２
の運航状態を示す画像であり、車速センサ２４０やＥＣＵ３００からの情報に基づいて表
示される。規制画像Ｖ４は、制限速度などの規制情報を示す画像であり、ナビゲーション
システム２２０からの規制情報に基づいて表示される。なお、表示コントローラ４０では
、表示コンテンツ毎にレイヤーが割り当てられており、個別の表示制御が可能となってい
る。
【００３３】
　また、虚像Ｖとしてユーザ４に視認される画像は、上記の各種画像Ｖ１～Ｖ４の他に、
前方車両、歩行者などの所定の対象物（実景内に現れる車外の対象物）に重畳して表示さ
れ、対象物の存在をユーザに注意喚起する捕捉画像を含む。捕捉画像は、前方情報取得部
２１０の撮像画像解析部２１２によって特定された対象物の位置に基づいて表示される。
　捕捉画像は、例えば、前方車両に追従するように車両２の速度を制御するアダプティブ
クルーズコントロール（ＡＣＣ：Adaptive Cruise Control）を使用する際に、特定され
た前方車両と重畳して表示され、ユーザ４に、追従する前方車両を認識させる。捕捉画像
が捉える対象物は、前方車両に限られるものではないが、説明の理解を容易にするため、
以下では、図５（ａ）、（ｂ）に示すように、対象物Ｗが前方車両であるものとする。な
お、捕捉画像は、前記の各種画像Ｖ１～Ｖ４と同時に、表示領域Ｅ内に表示されることが
可能であるが、図５（ａ）、（ｂ）では、見易さを考慮して、虚像Ｖの一部として視認さ
れる捕捉画像のみを示した。
【００３４】
　本実施形態では、制御部４１は、表示手段１０を制御し、前方情報取得部２１０によっ
て特定された対象物Ｗに重畳させて、図５（ａ）に示す第１の捕捉画像Ｖａ、または図５
（ｂ）に示す第２の捕捉画像Ｖｂを表示させる。
【００３５】
　第１の捕捉画像Ｖａは、特定された対象物Ｗの少なくとも一部と重畳して視認される画
像である。具体的には、第１の捕捉画像Ｖａは、枠を示す枠画像であり、枠内に対象物Ｗ
の少なくとも一部を位置させて表示される。なお、第１の捕捉画像Ｖａが対象物Ｗの少な
くとも一部と重畳するとは、枠の外形内に対象物Ｗの少なくとも一部が位置することを言
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う。したがって、図５（ａ）に示すように、第１の捕捉画像Ｖａが示す枠内領域に対象物
Ｗが収まっている状態も、対象物Ｗが第１の捕捉画像Ｖａと重畳している状態である。
【００３６】
　制御部４１は、表示手段１０を制御して、このような第１の捕捉画像Ｖａ（虚像Ｖとし
て視認される第１の捕捉画像Ｖａと同義）を表示させることにより、ユーザ４に前方車両
の存在を認識させる。
　しかしながら、第１の捕捉画像Ｖａのような表示態様であると、車両２の振動によって
対象物Ｗと第１の捕捉画像Ｖａとの位置関係にずれが生じると、ユーザ４に違和感を与え
てしまう場合がある。例えば、ユーザ４が第１の捕捉画像Ｖａの枠部分における任意の位
置Ｐ１（図６（ａ）参照）を注視していた場合、振動により枠部分が位置Ｐ１から外れた
り復帰したりを繰り返すと、ちらつきや点滅が発生したようになり、違和感が生じる。
　そこで、制御部４１は、後述の表示形態変更処理を実行することにより、車両２の振動
量が捕捉画像の位置ずれを許容できないほどに大きくなったと判定した場合は、第１の捕
捉画像Ｖａを第２の捕捉画像Ｖｂへと変更させる。
【００３７】
　第２の捕捉画像Ｖｂは、第１の捕捉画像Ｖａの枠内を塗り潰したような態様の画像であ
る。
　第２の捕捉画像Ｖｂは、第１の捕捉画像Ｖａよりも、画像端を構成する画素と、画像外
の領域であって画像端に隣接する領域との色の濃淡差が低減された画像である。これにつ
いて、以下説明する。
【００３８】
　図６（ａ）、（ｂ）に、虚像Ｖとして視認される映像の一部を画素単位で表した図を示
す。なお、実際の画素は同図に示すものよりも細密であるが、見やすさを考慮して同図の
ように模式的に示している。
【００３９】
　図６（ａ）に示す例では、第１の捕捉画像Ｖａの画像端を構成する画素は、枠を表現す
る画素群であり、位置Ｐ１に表示される画素を含むものである。また、第１の捕捉画像Ｖ
ａ外の領域であって画像端に隣接する領域は、位置Ｐ２に表示される画素を含み、枠を表
現する画素群を取り囲む領域である。
　第１の捕捉画像Ｖａの画像端を構成する画素と、枠を表現する画像群を取り囲む領域と
の色の濃淡差を以下、第１の濃淡差という。なお、色の濃淡差とは、色の輝度差、または
明度差を言う。
【００４０】
　図６（ｂ）に示す例では、第２の捕捉画像Ｖｂの画像端（見やすさのため点線Ａで囲っ
た）を構成する画素は、点線Ａに沿う画素群であり、位置Ｐ３に表示される画素を含むも
のである。また、第２の捕捉画像Ｖｂ外の領域であって画像端に隣接する領域は、位置Ｐ
４に表示される画素を含み、点線Ａの外側を取り囲む領域である。
　第２の捕捉画像Ｖｂの画像端を構成する画素と、点線Ａの外側を取り囲む領域との色の
濃淡差を以下、第２の濃淡差という。
【００４１】
　第２の捕捉画像Ｖｂ表示時における第２の濃淡差は、第１の濃淡差よりも小さくなるよ
うに制御される。つまりは、画像端と、画像の外側であって画像端に隣接する領域との間
の表示コントラストが、第１の捕捉画像Ｖａに比べて、第２の捕捉画像Ｖｂでは小さく、
画像内外の境界をあえて不明瞭にしている。
　これにより、例えば、ユーザ４が第２の捕捉画像Ｖｂにおける任意の位置Ｐ３を注視し
ていた場合に、振動により第２の捕捉画像Ｖｂの画像端が位置Ｐ３から外れたり復帰した
りを繰り返しても、ユーザ４にちらつき等として認識されにくい。
【００４２】
　また、第２の捕捉画像Ｖｂは、画像端から中央部に向かって色が濃くなる（輝度または
明度が低くなる）グラデーション画像として表示される。これにより、第２の捕捉画像Ｖ
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ｂを構成する複数における画素間の色の濃淡差が小さくなるため、第２の捕捉画像Ｖｂが
振動しても、前述のように発生するちらつき等が目立たない。また、第２の捕捉画像Ｖｂ
を、このようなグラデーション画像にすることにより、画像端部の色を薄くしたことによ
る違和感も生じず、見栄えの良い表示となる。
【００４３】
　このようにグラデーション画像として表示される第２の捕捉画像Ｖｂは、下記（１）、
（２）の少なくともいずれかを満たす。
（１）第２の捕捉画像Ｖｂを構成する複数の画素における隣り合う画素間の色の濃淡差は
、前述した第１の濃淡差よりも小さい。
（２）第２の捕捉画像Ｖｂを構成する複数の画素における隣り合う画素間の色の濃淡差は
、第１の捕捉画像Ｖａにおける枠部分と枠内の領域との色の濃淡差よりも小さい。
【００４４】
　第１の捕捉画像Ｖａの枠部分の色は、注意喚起に適した色であり、例えば赤である。そ
して、第２の捕捉画像Ｖｂの色は、例えば赤の濃淡によるグラデーションである。なお、
第１の捕捉画像Ｖａの枠部分の色と、第２の捕捉画像Ｖｂの色とは、同系色が好ましいが
、同系色でなくともよい。また、色の濃度の比較において、画像端との比較対象となる領
域（画像外領域、または枠内領域）としては、適宜の画素群を選択すればよい。
【００４５】
　表示装置１００は、虚像Ｖとして視認される映像内に、前記の各種画像Ｖ１～Ｖ４など
を表示することが可能であるが、以下では、所定の場合に、第１の捕捉画像Ｖａを第２の
捕捉画像Ｖｂへと変更する、本実施形態に特有の表示形態変更処理について説明する。
【００４６】
（表示形態変更処理）
　制御部４１は、例えば車両２のイグニッション・オンにより表示装置１００が起動する
と、図７に示す表示形態変更処理を開始する。制御部４１は、処理を開始すると、所定時
間毎に車速センサ２４０から車速情報を取得し（ステップＳ１）、車速の時間変化から車
両２の加速度を算出する（ステップＳ２）。
【００４７】
　続いて、制御部４１は、算出した加速度に基づいて車両２の振幅Ｌを取得する（ステッ
プＳ３）。例えば、制御部４１は、記憶部４２に予め記憶されたデータであって、加速度
と、ある加速度において想定される鉛直方向（ユーザ４から見て上下方向）の振幅とを対
応させたテーブルデータを参照して、算出した加速度に対応する振幅Ｌを取得する。なお
、振幅Ｌは所定の数式により求められるものであってもよい。また、振幅Ｌは、ユーザ４
から見ての上下方向、前後方向、左右方向のうち少なくとも一方向における振幅であれば
よい。
【００４８】
　続いて、制御部４１は、取得した振幅Ｌが、予め記憶部４２に記憶された閾値Ｌｔｈよ
りも大きいか否かを判別する（ステップＳ４）。
【００４９】
　振幅Ｌが閾値Ｌｔｈよりも大きい場合（ステップＳ４；Ｙｅｓ）、制御部４１は、振動
検出フラグをオンにし（フラグを立て）（ステップＳ５）、ステップＳ６の処理を実行す
る。ステップＳ６において制御部４１は、現在時刻を、振動検出時刻Ｔｓｔとして記憶部
４２に記憶させ、ステップＳ９の処理を実行する。
【００５０】
　振幅Ｌが閾値Ｌｔｈ以下の場合（ステップＳ４；Ｎｏ）、制御部４１は、振動検出時刻
Ｔｓｔから、予め記憶部４２に記憶された期間Ｔｔｈが経過しているか否か（現在時刻を
Ｔとした場合に、｜Ｔ－Ｔｓｔ｜≧Ｔｔｈが成立するか否か）を判別する（ステップＳ７
）。
【００５１】
　期間Ｔｔｈが経過している場合（ステップＳ７；Ｙｅｓ）、制御部４１は、振動検出フ
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ラグをオフにし（フラグを下げて）（ステップＳ８）、ステップＳ９の処理を実行する。
なお、振幅Ｌが閾値Ｌｔｈ以下であり（ステップＳ４；Ｎｏ）、且つ、振動検出フラグが
オフであった場合は、制御部４１は、ステップＳ４の直後にステップＳ９の処理を実行す
る。
　期間Ｔｔｈが経過していない場合（ステップＳ７；Ｎｏ）、制御部４１は、振動検出フ
ラグをオフにせずにステップＳ９の処理を実行する。
　ステップＳ７及びステップＳ８は、捕捉画像が瞬間的に何度も切り替わり、表示が煩雑
になってしまうことを防ぐための処理である。
【００５２】
　ステップＳ９で、制御部４１は、振動検出フラグがオンであるか否かを判別する。
　振動検出フラグがオフの状態である場合（ステップＳ９；Ｎｏ）、捕捉画像のずれがユ
ーザ４にとって気にならない程の車両２の振動量であると想定できるため、制御部４１は
、第１の捕捉画像Ｖａを表示手段１０に表示させる（ステップＳ１０）。
　一方、振動検出フラグがオンの状態である場合（ステップＳ９；Ｙｅｓ）、捕捉画像の
ずれを許容できない程に車両２の振動量が大きいと想定できるため、制御部４１は、表示
手段１０を制御して、第１の捕捉画像Ｖａを消去させ（ステップＳ１１）、第２の捕捉画
像Ｖｂを表示させる（ステップＳ１２）。つまり、ステップＳ１１及びステップＳ１２の
処理で、制御部４１は、第１の捕捉画像Ｖａを第２の捕捉画像Ｖｂへと変更させる。
【００５３】
　第１の捕捉画像Ｖａから第２の捕捉画像Ｖｂへの変更は、次第に表示態様が変化するこ
とでなされてもよい。例えば、第１の捕捉画像Ｖａの枠部分が消去された後に、枠画像が
示す枠内がグラデーション表現で塗り潰されることによって、第２の捕捉画像Ｖｂが現れ
るようにしてもよい。
【００５４】
　制御部４１は、例えばイグニッション・オフにより表示装置１００がオフになるまで、
上記の各処理を繰り返し実行する。以上が表示形態変更処理である。
【００５５】
　なお、以上の捕捉画像は、あくまで一例である。捕捉画像として、様々な形状・表示態
様のものを適用可能である。以下に変形の一例を説明する。
【００５６】
（捕捉画像の変形例）
　第１の捕捉画像は、図８（ａ）に示すように、枠画像でないものであってもよい。同図
に示す第１の捕捉画像Ｖｃは、楕円形状をなし、前方車両である対象物Ｗの一部と重畳し
て視認されるようにして、制御部４１の制御の下で表示される画像である。第１の捕捉画
像Ｖｃは、例えば、略均一の輝度、または明度で、ベタ塗り状の図形として表現される。
　そして、振動検出時に（振動検出フラグがオンの状態である場合（ステップＳ９；Ｙｅ
ｓ））、表示される第２の捕捉画像Ｖｄは、第１の捕捉画像Ｖｃと同様の形状であり、対
象物Ｗの一部と重畳して視認される画像である。また、第２の捕捉画像Ｖｄは、画像端か
ら中央部に向かって色が濃くなる（輝度または明度が低くなる）グラデーション画像とし
て表示される。
　このような捕捉画像においても、第２の捕捉画像Ｖｄは、第１の捕捉画像Ｖｃよりも、
画像端を構成する画素と、画像外の領域であって画像端に隣接する領域との色の濃淡差が
低減された画像である。また、第２の捕捉画像Ｖｄを構成する複数の画素における隣り合
う画素間の色の濃淡差は、第１の捕捉画像Ｖｃの画像端を構成する画素と画像端を外から
取り囲む領域との色の濃淡差よりも小さい。
【００５７】
　また、図示しないが、第１の捕捉画像は、矩形の枠でなく、リング状・多角形状の枠を
示す枠画像であってもよい。また、第２の捕捉画像は、モザイク状の画像であってもよい
。
【００５８】
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　また、図５（ｂ）、図８（ｂ）では、第２の捕捉画像を、図中、左右上下方向における
中央部に向かって色が濃くなるグラデーション画像として表現したがこれに限られない。
第２の捕捉画像は、画像端から、少なくとも左右方向における中心に向かって色が濃くな
ることが好ましいが、上下方向においては、画像の中心位置から偏った位置に向かって色
が濃くなるようにしてもよい。例えば、グラデーション画像として表された第２の捕捉画
像のうち、最も色が濃くなる部分が、下方に偏っていてもよい。このようにすれば、通常
、空よりも道路のほうが色が濃いという風景の実状に合わせた、見栄えの良い表示が可能
である。
【００５９】
　また、第１の捕捉画像と第２の捕捉画像との外形の大きさを異ならせても良い。また、
グラデーション表現で第２の捕捉画像を表示する場合、車両２から対象物Ｗへの距離に応
じて、濃淡を変化させてもよい。例えば、対象物Ｗが車両２に近づくに従って、第２の捕
捉画像内において他の領域よりも色の濃い領域が広範になっていくようにしてもよい。
【００６０】
　以上に説明した表示装置１００は、車両２（乗り物の一例）に搭載され、フロントガラ
ス３（透光部材の一例）に映像を表す表示光Ｎを投射することで、フロントガラス３を透
かして視認される風景に重畳させて映像の虚像Ｖを表示する。
　表示装置１００は、表示光Ｎを出射する表示手段１０と、表示手段１０が出射した表示
光Ｎを、フロントガラス３に向けて反射させる反射手段２０と、表示手段１０を制御する
制御部４１と、を備える。制御部４１は、情報取得部２００（主に、前方情報取得部２１
０）と協働して、車両２の外にある所定の対象物Ｗを特定する特定手段として機能する。
また、制御部４１は、映像内に、特定手段が特定した対象物Ｗの少なくとも一部と重畳し
て視認される第１の捕捉画像を表示させる制御手段として機能する。また、制御部４１は
、車速センサ２４０からの車速情報に基づき、車両２の振幅Ｌ（振動量の一例）を検出す
る振動検出手段として機能する。
　制御部４１は、制御手段としての機能により、振動検出手段が検出した振動量が予め定
められた閾値を超えた場合、第１の捕捉画像に代えて、映像内に、対象物Ｗの少なくとも
一部と重畳して視認される第２の捕捉画像を表示させる。そして、第２の捕捉画像は、第
１の捕捉画像よりも、画像端を構成する画素と、画像外の領域であって前記画像端に隣接
する領域との色の濃淡差が低減された画像である。
　このようにしたから、前述したように、対象物Ｗと、これに重畳して表示される捕捉画
像とに位置ずれが生じても、視認者に与える違和感を低減することができる。
【００６１】
　なお、本発明は以上の実施形態及び図面によって限定されるものではない。本発明の要
旨を変更しない範囲で、適宜、変更（構成要素の削除も含む）を加えることが可能である
。
【００６２】
　表示光Ｎの投射対象は、フロントガラス３に限定されず、板状のハーフミラー、ホログ
ラム素子等により構成されるコンバイナであってもよい。
【００６３】
　以上の説明では、制御部４１が車速センサ２４０からの車速情報に基づき、振動量を定
める例を示したが、これに限られない。制御部４１が、加速度センサ、ジャイロセンサ、
振動センサ等からの情報に基づいて振動量を定めてもよい。
【００６４】
　以上の説明では、主に前方情報取得部２１０が対象物Ｗを特定する情報を取得する例を
示したが、これに限られない。情報取得部２００を構成する他の各部からの情報や、ミリ
波レーダーやソナー、または道路交通情報通信システムなどの外部通信装置からの情報に
基づいて、対象物Ｗを特定してもよい。
【００６５】
　また、以上の実施形態では、表示装置１００が搭載される乗り物の一例を車両としたが
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、これに限られない。表示装置１００は、オートバイ等の他の車両、建設機械、農耕機械
、船舶、航空機等に搭載されるものであってもよい。
【００６６】
　以上の説明では、本発明の理解を容易にするために、重要でない公知の技術的事項の説
明を適宜省略した。
【符号の説明】
【００６７】
１　車両用表示システム
２　車両
３　フロントガラス
４　ユーザ
１００　表示装置
１０　表示手段
２０　反射手段
４０　表示コントローラ
４１　制御部
４２　記憶部
４３　画像メモリ
４４　入出力部
２００　情報取得部
２１０　前方情報取得部
２２０　ナビゲーションシステム
２３０　ＧＰＳコントローラ
２４０　車速センサ
３００　ＥＣＵ
Ｎ　表示光
Ｅ　表示領域
Ｖ　虚像
Ｖａ，Ｖｃ　第１の捕捉画像
Ｖｂ，Ｖｄ　第２の捕捉画像
Ｗ　対象物
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