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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の走行に応じて、ドライバーズアイによる表示手法で表示されるナビゲーション
情報に、自車両前方の走行状況を検出するプレビューセンサから得られた情報を重ねて表
示する情報表示装置において、
　前記プレビューセンサにおける検出結果に基づいて、自車両前方の対象物を認識し、当
該認識された対象物を当該対象物が属する種類に分類するとともに、道路形状を規定する
道路モデルを算出する認識部と、
　前記認識部により認識された対象物と前記ナビゲーション情報とに基づいて、表示すべ
き情報を決定する制御部と、
　前記制御部によって制御され、前記決定された情報を表示する表示装置とを有し、
　前記制御部は、前記ナビゲーション情報の道路位置と、前記認識部により算出された前
記道路モデルを基準とした前記対象物の位置とを対応付けて、前記認識された対象物を示
すシンボルと前記ナビゲーション情報とを重ねて表示するように前記表示装置を制御する
とともに、それぞれが前記対象物が属する種類に対応した複数の異なる表示カラーを用い
て前記シンボルを表示するように前記表示装置を制御することを特徴とする情報表示装置
。
【請求項２】
　前記認識部は、少なくとも自動車、二輪車、歩行者および障害物のいずれかに前記認識
された対象物を分類することを特徴とする請求項１に記載された情報表示装置。
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【請求項３】
　自車両の走行に応じて、ドライバーズアイによる表示手法で表示されるナビゲーション
情報に、自車両前方の走行状況を検出するプレビューセンサから得られた情報を重ねて表
示する情報表示装置において、
　前記プレビューセンサにおける検出結果に基づいて、自車両前方の対象物を認識し、当
該認識された対象物の自車両に対する危険の程度を示す危険度を算出するとともに、道路
形状を規定する道路モデルを算出する認識部と、
　前記認識部により認識された対象物と前記ナビゲーション情報とに基づいて、表示すべ
き情報を決定する制御部と、
　前記制御部によって制御され、前記決定された情報を表示する表示装置とを有し、
　前記制御部は、前記ナビゲーション情報の道路位置と、前記認識部により算出された前
記道路モデルを基準とした前記対象物の位置とを対応付けて、前記認識された対象物を示
すシンボルと前記ナビゲーション情報とを重ねて表示するように前記表示装置を制御する
とともに、それぞれが前記危険度に対応した複数の異なる表示カラーを用いて前記シンボ
ルを表示するように前記表示装置を制御することを特徴とする情報表示装置。
【請求項４】
　前記表示カラーは、前記危険度に応じて三色以上に設定されていることを特徴とする請
求項３に記載された情報表示装置。
【請求項５】
　自車両の走行に応じて、ドライバーズアイによる表示手法で表示されるナビゲーション
情報に、自車両前方の走行状況を検出するプレビューセンサから得られた情報を重ねて表
示する情報表示方法において、
　コンピュータが、前記プレビューセンサにおける検出結果に基づいて、自車両前方の対
象物を認識し、当該認識された対象物を当該対象物が属する種類に分類するとともに、道
路形状を規定する道路モデルを算出する第１のステップと、
　前記コンピュータが、前記認識された対象物と前記ナビゲーション情報とに基づいて、
表示すべき情報を決定するとともに、前記表示装置を制御することにより、前記決定され
た情報を表示する第２のステップとを有し、
　前記第２のステップは、前記ナビゲーション情報の道路位置と、前記道路モデルを基準
とした前記対象物の位置とを対応付けて、前記認識された対象物を示すシンボルと前記ナ
ビゲーション情報とを重ねて表示するように前記表示装置を制御するとともに、それぞれ
が前記対象物が属する種類に対応した複数の異なる表示カラーを用いて前記シンボルを表
示するように前記表示装置を制御することを特徴とする情報表示方法。
【請求項６】
　前記第１のステップは、少なくとも自動車、二輪車、歩行者および障害物のいずれかに
前記認識された対象物を分類するステップであることを特徴とする請求項５に記載された
情報表示方法。
【請求項７】
　自車両の走行に応じて、ドライバーズアイによる表示手法で表示されるナビゲーション
情報に、自車両前方の走行状況を検出するプレビューセンサから得られた情報を重ねて表
示する情報表示方法において、
　コンピュータが、前記プレビューセンサから得られた情報に基づいて、自車両前方の対
象物を認識し、当該認識された対象物の自車両に対する危険の程度を示す危険度を算出す
る第１のステップと、
　前記コンピュータが、前記認識された対象物と前記ナビゲーション情報とに基づいて、
表示すべき情報を決定するとともに、前記表示装置を制御することにより、前記決定され
た情報を表示する第２のステップとを有し、
　前記第２のステップは、前記ナビゲーション情報の道路位置と、前記道路モデルを基準
とした前記対象物の位置とを対応付けて、前記認識された対象物を示すシンボルと前記ナ
ビゲーション情報とを重ねて表示するように前記表示装置を制御するとともに、それぞれ
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が前記危険度に対応した複数の異なる表示カラーを用いて前記シンボルを表示するように
前記表示装置を制御することを特徴とする情報表示方法。
【請求項８】
　前記表示カラーは、前記危険度に応じて三色以上に設定されていることを特徴とする請
求項７に記載された情報表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報表示装置および情報表示方法に係り、特に、自車両前方の走行状況とナ
ビゲーション情報とを重ねて表示する手法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車両に設けられたディスプレイに、ナビゲーション情報とともに、前方の走行状
況を表示する情報表示装置が注目されている。例えば、特許文献１には、赤外線カメラに
よって撮影された赤外画像のうち、自車両が走行する領域に対応する部分画像を、地図画
像に重ね合わせて表示画面上に表示する車両用表示装置が開示されている。この特許文献
１によれば、必要性の低い部分がカットされた赤外画像を地図画像に重ね合わせることに
より、障害物の種類や大きさなどの認識が容易となり、対象物の認知性の向上を図ること
ができる。また、特許文献２には、クルーズコントロール装置において、地図情報から生
成した道路形状に周辺車両や追従車両の位置情報を重ねて表示する情報表示装置が開示さ
れている。この特許文献２によれば、自車位置を示すマーク、追従車の位置を示すマーク
、および追従車両以外の周辺車両位置を示すマークが、それぞれ色や模様を変えて道路上
に重ねて表示される。
【特許文献１】特開平１１－２５０３９６号公報
【特許文献２】特開２００２－４６５０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記の特許文献１によれば、赤外画像をそのまま表示するに過ぎず、利
用者は動的に変化する画像から障害物を認識することとなる。また、特許文献２によれば
、自車両、追従車両および周辺車両が異なる表示形態で表示されるものの、その表示から
は、それ以上の情報を得ることはできない。このような情報表示装置は、安全かつ快適な
ドライブを楽しむための装置であり、利用者にとっての使い勝手のよさが付加価値となり
、購買意欲があおられることになる。そのため、この類の装置では、使い勝手がよく、か
つ、その装置にユニークな機能が求められている。
【０００４】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、ナビゲーション情報
と走行状況とを重ねて表示する情報表示装置において、利用者の利便性の向上を図ること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　かかる課題を解決するために、第１の発明は、自車両の走行に応じて、ドライバーズア
イによる表示手法で表示されるナビゲーション情報に、自車両前方の走行状況を検出する
プレビューセンサから得られた情報を重ねて表示する情報表示装置において、
　プレビューセンサにおける検出結果に基づいて、自車両前方の対象物を認識し、認識さ
れた対象物を対象物が属する種類に分類するとともに、道路形状を規定する道路モデルを
算出する認識部と、認識部により認識された対象物とナビゲーション情報とに基づいて、
表示すべき情報を決定する制御部と、制御部によって制御され、決定された情報を表示す
る表示装置とを有する情報表示装置を提供する。ここで、制御部は、ナビゲーション情報
の道路位置と、認識部により算出された道路モデルを基準とした対象物の位置とを対応付
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けて、認識された対象物を示すシンボルとナビゲーション情報とを重ねて表示するように
表示装置を制御するとともに、それぞれが対象物が属する種類に対応した複数の異なる表
示カラーを用いてシンボルを表示するように表示装置を制御する。
【０００６】
　ここで、第１の発明において、認識部は、少なくとも自動車、二輪車、歩行者および障
害物のいずれかに認識された対象物を分類することが好ましい。
【０００７】
　また、第２の発明は、自車両の走行に応じて、ドライバーズアイによる表示手法で表示
されるナビゲーション情報に、自車両前方の走行状況を検出するプレビューセンサから得
られた情報を重ねて表示する情報表示方法において、コンピュータが、プレビューセンサ
における検出結果に基づいて、自車両前方の対象物を認識し、認識された対象物を対象物
が属する種類に分類するとともに、道路形状を規定する道路モデルを算出する第１のステ
ップと、コンピュータが、認識された対象物とナビゲーション情報とに基づいて、表示す
べき情報を決定するとともに、表示装置を制御することにより、決定された情報を表示す
る第２のステップとを有する情報表示方法を提供する。ここで、第２のステップは、ナビ
ゲーション情報の道路位置と、道路モデルを基準とした対象物の位置とを対応付けて、認
識された対象物を示すシンボルとナビゲーション情報とを重ねて表示するように表示装置
を制御するとともに、それぞれが対象物が属する種類に対応した複数の異なる表示カラー
を用いてシンボルを表示するように表示装置を制御する。
【０００８】
　ここで、第２の発明において、第１のステップは、少なくとも自動車、二輪車、歩行者
および障害物のいずれかに認識された対象物を分類するステップであることが好ましい。
【０００９】
　また、第３の発明は、自車両の走行に応じて、ドライバーズアイによる表示手法で表示
されるナビゲーション情報に、自車両前方の走行状況を検出するプレビューセンサから得
られた情報を重ねて表示する情報表示装置において、プレビューセンサにおける検出結果
に基づいて、自車両前方の対象物を認識し、認識された対象物の自車両に対する危険の程
度を示す危険度を算出するとともに、道路形状を規定する道路モデルを算出する認識部と
、認識部により認識された対象物とナビゲーション情報とに基づいて、表示すべき情報を
決定する制御部と、制御部によって制御され、決定された情報を表示する表示装置とを有
する情報表示装置を提供する。ここで、制御部は、ナビゲーション情報の道路位置と、認
識部により算出された道路モデルを基準とした対象物の位置とを対応付けて、認識された
対象物を示すシンボルとナビゲーション情報とを重ねて表示するように表示装置を制御す
るとともに、それぞれが危険度に対応した複数の異なる表示カラーを用いてシンボルを表
示するように表示装置を制御する。
【００１０】
　さらに、第４の発明は、自車両の走行に応じて、ドライバーズアイによる表示手法で表
示されるナビゲーション情報に、自車両前方の走行状況を検出するプレビューセンサから
得られた情報を重ねて表示する情報表示方法において、コンピュータが、プレビューセン
サから得られた情報に基づいて、自車両前方の対象物を認識し、認識された対象物の自車
両に対する危険の程度を示す危険度を算出する第１のステップと、コンピュータが、認識
された対象物とナビゲーション情報とに基づいて、表示すべき情報を決定するとともに、
表示装置を制御することにより、決定された情報を表示する第２のステップとを有する情
報表示方法を提供する。ここで、第２のステップは、ナビゲーション情報の道路位置と、
道路モデルを基準とした対象物の位置とを対応付けて、認識された対象物を示すシンボル
とナビゲーション情報とを重ねて表示するように表示装置を制御するとともに、それぞれ
が危険度に対応した複数の異なる表示カラーを用いてシンボルを表示するように表示装置
を制御する。
【００１１】
　ここで、第３の発明または第４の発明において、表示カラーは、危険度に応じて三色以
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上に設定されていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、プレビューセンサにおける検出結果に基づいて、自車両前方に存在す
る対象物が認識される。そして、この対象物を示すシンボルとナビゲーション情報とが重
ねて表示される。この場合、表示されるシンボルは、認識された対象物に応じて異なる表
示カラーで表示されるように表示装置が制御される。そのため、色彩によって対象物の違
いを判断することができるので、利用者の認視性の向上を図ることができる。その結果、
利用者の利便性の向上を図ることができる。また、ドライバーズアイによる表示手法にお
いて、ナビゲーション情報の道路位置と、道路モデルを基準とした立体物の位置とを対応
付けることにより、より正確な位置にシンボルを表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１は、本実施形態にかかる情報表示装置１の全体構成を示すブロック図である。自車
両前方の走行状況を検出するプレビューセンサ２としては、ステレオカメラおよび画像処
理系で構成された周知のステレオ画像処理装置を用いることができる。
【００１４】
　車両前方の景色を撮像するステレオカメラは、例えば、ルームミラー近傍に取付けられ
ている。このステレオカメラは、一対のカメラ２０，２１で構成されており、それぞれの
カメラ２０，２１には、イメージセンサ（例えば、ＣＣＤまたはＣＭＯＳセンサ等）が内
蔵されている。メインカメラ２０は、ステレオ画像処理を行う際に必要な基準画像を撮像
し、サブカメラ２１は、比較画像を撮像する。互いの同期が取れている状態において、カ
メラ２０，２１から出力された各アナログ画像は、Ａ／Ｄコンバータ２２，２３により、
所定の輝度階調（例えば、256階調のグレースケール）のデジタル画像に変換される。
【００１５】
　デジタル化された一対の画像データは、画像補正部２４において、輝度の補正や画像の
幾何学的な変換等が行われる。通常、一対のカメラ２０，２１の取付位置は、程度の差は
あるものの誤差が存在するため、それに起因したずれが左右の各画像に生じている。この
ずれを補正するために、アフィン変換等を用いて、画像の回転や平行移動等の幾何学的な
変換が行われる。
【００１６】
　このような画像処理を経て、メインカメラ２０より基準画像データが得られ、サブカメ
ラ２１より比較画像データが得られる。これらの画像データは、各画素の輝度値（0～255
）の集合である。ここで、画像データによって規定される画像平面は、ｉ－ｊ座標系で表
現され、画像の左下隅を原点として、水平方向をｉ座標軸、垂直方向をｊ座標軸とする。
一フレーム相当のステレオ画像データは、後段のステレオ画像処理部２５に出力されると
ともに、画像データメモリ２６に格納される。
【００１７】
　ステレオ画像処理部２５は、基準画像データと比較画像データとに基づいて、一フレー
ム相当の撮像画像に関する距離データを算出する。ここで、「距離データ」とは、画像デ
ータによって規定される画像平面において小領域毎に算出された視差の集合であり、個々
の視差は画像平面上の位置（ｉ，ｊ）と対応付けられている。それぞれの視差は、基準画
像の一部を構成する所定面積（例えば、4×4画素）の画素ブロック毎に１つ算出される。
【００１８】
　ある画素ブロック（相関元）に関する視差を算出する場合、この画素ブロックの輝度特
性と相関を有する領域（相関先）を比較画像において特定する。カメラ２０，２１から対
象物までの距離は、基準画像と比較画像との間における水平方向のずれ量として現れる。
したがって、比較画像において相関先を探索する場合、相関元となる画素ブロックのｊ座
標と同じ水平線（エピポーラライン）上を探索すればよい。ステレオ画像処理部２５は、
相関元のｉ座標を基準に設定された所定の探索範囲内において、エピポーラライン上を一
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画素ずつシフトしながら、相関元と相関先の候補との間の相関性を順次評価する（ステレ
オマッチング）。そして、原則として、最も相関が高いと判断される相関先（相関先の候
補の内のいずれか）の水平方向のずれ量を、その画素ブロックの視差とする。ステレオ画
像処理部２５のハードウェア構成については、特開平５－１１４０９９号公報に開示され
ているので、必要ならば参照されたい。このような処理を経て算出された距離データ、す
なわち、画像上の位置（ｉ，ｊ）と対応付けられた視差の集合は、距離データメモリ２７
に格納される。
【００１９】
　マイクロコンピュータ３は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、入出力インターフェース等で構
成されているが、これを機能的に捉えた場合、認識部４と、制御部５とを有する。認識部
４は、プレビューセンサ２における検出結果に基づいて、自車両前方の対象物を認識する
とともに、認識された対象物を、この対象物が属する種類に分類する。認識部４が認識す
べき対象物は、典型的に、立体物であり、本実施形態では、自動車、二輪車、歩行者およ
び障害物（例えば、道路上の落下物、道路工事用のパイロンや道路脇の立木など）の四種
類がこれに該当する。制御部５は、認識部４によって認識された対象物と、ナビゲーショ
ン情報とに基づいて、表示装置６に対して表示すべき情報を決定する。そして、制御部５
は、表示装置６を制御することにより、認識された対象物を示すシンボルとナビゲーショ
ン情報とを重ねて表示する。そのため、マイクロコンピュータ３のＲＯＭには、対象物（
本実施形態では、自動車、二輪車、歩行者および障害物）を示すシンボルが、所定の形式
（例えば、画像やワイヤーフレームモデル）のデータで格納されている。そして、これら
の対象物を示すシンボルは、それぞれの対象物が属する種類に対応した複数の異なる表示
カラーを用いて表示される。また、認識部４は、対象物の認識結果に基づいて、ドライバ
ーへの警報が必要と判定した場合には、表示装置６やスピーカ７を動作させ、ドライバー
に注意喚起を促すことができる。また、認識部４は、必要に応じて制御装置８を制御し、
シフトダウン、ブレーキコントロールなどの車両制御を行ってもよい。
【００２０】
　ここで、ナビゲーション情報は、自車両の現在位置や自車両の予定経路を地図情報とと
もに表示するために必要な情報であり、周知のナビゲーションシステム９から取得するこ
とができる。このナビゲーションシステム９は、図１には明記されていないが、車速セン
サ、ジャイロスコープ、ＧＰＳ受信機、地図データ入力部、およびナビ制御部を主体に構
成されている。車速センサは車両の速度を検出するセンサであり、ジャイロスコープは車
両に加わる回転運動の角速度に基づいて車両の方位角変化量を検出する。ＧＰＳ受信機は
、アンテナを介し、ＧＰＳ用の人工衛星から送信された電波を受信し、車両の位置、方位
（進行方向）などといった測位情報を検出する。地図データ入力部は、一般にＣＤ－ＲＯ
ＭやＤＶＤといった記録媒体に格納された地図情報のデータ（以下「地図データ」という
）をシステム９に入力するための装置である。ナビ制御部は、ＧＰＳ受信機から得られる
測位情報、或いは車速に応じた車両の移動距離および車両の方位変化量に基づいて、車両
の現在位置を算出する。算出された現在位置、およびこの現在位置に対応した地図データ
は、ナビゲーション情報として上記の制御部５に対して出力される。
【００２１】
　図２は、本実施形態にかかる情報表示処理の手順を示したフローチャートである。この
フローチャートに示すルーチンは所定間隔毎に呼び出され、マイクロコンピュータ３によ
って実行される。ステップ１において、プレビューセンサ２における検出結果、すなわち
、自車両前方の走行状況を認識するために必要な情報が取得される。プレビューセンサ２
として機能するステレオ画像処理装置では、このステップ１において、距離データメモリ
２７に格納された距離データが読み込まれる。なお、必要に応じて、画像データメモリ２
６に格納された画像データも読み込まれる。
【００２２】
　ステップ２において、自車両前方に存在する立体物が認識される。立体物認識では、ま
ず、グループフィルタ処理によって距離データに含まれるノイズ、すなわち、信頼性が低
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いと思われる視差が除去される。ノイズ等の影響によるミスマッチにより生じた視差は、
周囲の視差の値と大きく異なり、かつ、その視差と同様の値を有するグループの面積が比
較的小さくなるという特性がある。そこで、それぞれの画素ブロックに関して算出された
視差について、その上下および左右方向に隣接した画素ブロックにおける視差との変化量
が所定のしきい値以内のものをグループ化する。そして、グループの面積の大きさが検出
され、所定の大きさ（例えば２画素ブロック）よりも大きな面積を有するグループが有効
グループと判断される。一方、所定の大きさ以下の面積を有するグループに属する距離デ
ータ（孤立距離データ）は、算出された視差の信頼性が低いと判断され、距離データから
除去される。
【００２３】
　つぎに、グループフィルタ処理によって抽出された視差と、この視差に対応する画像平
面上の座標位置とに基づいて、周知の座標変換式を用いて、実空間上の位置が算出される
。そして、算出された実空間上の位置と、道路面の位置とを比較することにより、道路面
よりも上に位置する視差、すなわち、立体物に相当する視差（以下「立体物視差」という
）が抽出される。道路面の位置は、道路形状を規定する道路モデルを算出することにより
、特定可能である。道路モデルは、実空間の座標系において、水平方向および垂直方向に
おける直線式で表現され、この直線式のパラメータを実際の道路形状に合致するような値
に設定することにより、算出される。路面上に描かれた白線は道路面と比較して高輝度で
あるという知得に基づき、画像データが参照される。この画像データに基づいて、道路の
幅方向の輝度変化を評価することにより、画像平面上の左右の白線の位置が特定される。
そして、この白線の画像平面上の位置に基づき、距離データを用いて白線の実空間上の位
置が検出される。道路モデルは、道路上の白線を距離方向に複数区間に分割し、各区間に
おける左右の白線を三次元の直線で近似し、これらを折れ線状に連結することにより、算
出される。
【００２４】
　つぎに、距離データが格子状に区分され、この格子状の区分毎に、各区分に属する立体
物視差に関するヒストグラムが作成される。このヒストグラムは単位区分あたりに含まれ
る立体物視差の頻度の分布を示しており、このヒストグラムにおいて、ある立体物を示す
視差の頻度は高くなる。そのため、作成されたヒストグラムにおいて、度数が判定値以上
となる立体物視差を検出することにより、この検出された立体物視差を自車両前方に存在
する立体物の候補として検出する。この際、立体物の候補までの距離も算出される。つぎ
に、隣接する区分において、算出された距離が近接する立体物の候補同士がグループ化さ
れ、各グループが立体物として認識される。認識された立体物は、左右の端部位置、中心
位置および距離などがパラメータとして対応付けられる。なお、グループフィルタにおけ
る具体的な処理手順、および立体物認識の具体的な処理手順については、特開平１０－２
８５５８２号公報に開示されているので、必要ならば参照されたい。
【００２５】
　ステップ３において、認識された立体物が、その立体物が属する種類に分類される。認
識された立体物は、例えば、以下の（１）～（３）に示す条件に基づいて、分類される。
（１）　立体物の横方向の幅が判定値以下であるか
認識された立体物のうち、自動車は他の立体物（二輪車、歩行者および障害物）と比較し
て横方向の幅が大きいため、立体物の横幅を基準として、自動車と他の立体物とを切り分
けることができる。そのため、適切に設定された判定値（例えば、1m）を用いることによ
り、立体物の横幅が判定値よりも大きな立体物は、その種類が自動車に分類される。
（２）　立体物の速度Ｖが判定値以下であるか
自動車を除く立体物のうち、二輪車は他の立体物（歩行者および障害物）と比較してその
速度Ｖが大きいため、立体物の速度Ｖを基準として、二輪車と他の立体物とを切り分ける
ことができる。そのため、適切に設定された判定値（例えば、10kn/h）を用いることによ
り、立体物の速度Ｖが判定値よりも大きな立体物は、その種類が二輪車に分類される。な
お、立体物の速度Ｖは、現在の立体物の位置と所定時間前の立体物の位置とに基づいて算
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出される相対速度Ｖrと、現在の自車両の速度Ｖ0とに基づき、算出可能である。
（３）　速度Ｖが０であるか
自動車および二輪車を除く立体物のうち、障害物はその速度Ｖが０であるため、立体物の
速度Ｖを判断基準として、歩行者と障害物とを切り分けることができる。そこで、その速
度が０となる立体物は、その種類が障害物に分類される。
【００２６】
　なお、これらの条件以外にも、立体物の高さを比較することにより、歩行者と自動車と
を切り分けてもよい。また、実空間上での位置が白線位置（道路モデル）よりも外側に存
在する立体物を歩行者と分類してもよいし、横方向に移動する立体物を、道路を横断する
歩行者と分類してもよい。
【００２７】
　ステップ４において、ナビゲーション情報と、認識された立体物とに基づいて、表示処
理が行われる。まず、制御部５は、立体物の属する種類に基づいて、この立体物を表示装
置６に表示するためのシンボルを決定する。図３は、シンボルの一例を示した模式図であ
る。同図には、各種類に属する立体物を表示するためのシンボルが示されており、各シン
ボルはその種類を模したデザインとなっている。（ａ）はその種類が「自動車」と分類さ
れた立体物を表示するためのシンボルであり、同図（ｂ）はその種類が「二輪車」と分類
された立体物を表示するためのシンボルである。また、同図（ｃ）はその種類が「歩行者
」と分類された立体物を表示するためのシンボルであり、同図（ｄ）はその種類が「障害
物」と分類された立体物を表示するためのシンボルである。
【００２８】
　例えば、立体物の種類が「二輪車」と分類されているケースでは、制御部５は、その立
体物を示すシンボルとして、図３（ｂ）に示すシンボルを表示するように表示装置６を制
御する。なお、同一の種類に分類された立体物が２つ以上認識されているケース、或いは
異なる種類に分類された立体物が２つ以上認識されているケースでは、各々認識された立
体物の種類に対応したシンボルが表示されように表示装置６が制御される。
【００２９】
　そして、制御部５は、次の（１），（２）に示す表示形態となるように表示装置６を制
御する。
（１）　シンボルとナビゲーション情報とを重ねて表示する
プレビューセンサ２を用いた立体物認識において、立体物の位置は、自車両を原点位置と
した座標系（本実施形態では三次元座標系）で表現される。そこで、制御部５は、ナビゲ
ーションシステム９から得られる自車両の現在位置を基準に、認識された立体物の位置を
考慮した上で、各立体物に対応するシンボルと地図データとを重ね合わせる。この場合、
道路モデルを参照し、地図データ上の道路位置と、道路モデルを基準とした立体物の位置
とを対応付けることにより、より正確な位置にシンボルを表示することができる。
（２）　シンボルを所定の表示カラーで表示する
地図データ上に表示されるシンボルは、その立体物の属する種類に対応して表示カラーが
予め設定されている。本実施形態では、交通環境における弱者保護という観点から、最も
注意すべき歩行者を示すシンボルには色彩的に目立つ赤色、次に注意すべき二輪車を示す
シンボルには黄色の表示カラーが設定されている。また、自動車を示すシンボルには青色
、障害物を示すシンボルには緑色の表示カラーが対応付けられている。そのため、制御部
５は、シンボルを表示する際には、そのシンボルを、立体物が属する種類に応じた表示カ
ラーで表示されるように表示装置６を制御する。
【００３０】
　図４は表示装置６の表示状態を示す説明図である。同図には、自動車が二台、二輪車が
一台、歩行者が一人だけ認識されるケースにおいて、いわゆる、ドライバーズアイと呼ば
れる手法を用いて地図データが表示されており、その上に各立体物を示すシンボルが重ね
て表示されている。上述したように、表示装置６に表示されるシンボルは、その種類によ
って表示カラーが設定されており、同一の種類に分類された立体物を示すシンボルのみが
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同一の表示カラーで表示される。
【００３１】
　なお、同図に示すように、制御部５は、上記の（１），（２）の条件以外にも、シンボ
ルに遠近感が表現されるように、表示装置６を制御してもよい。このケースでは、認識さ
れた立体物から自車両までの距離に応じ、遠方に存在する立体物ほど、そのシンボルの表
示サイズが小さくなる。また、制御部５は、位置的に遠方に表示されるシンボルと、それ
よりも近い位置に表示されるシンボルとがオーバーラップするようなケースでは、前者の
シンボルが後者のシンボルよりも上面側に表示されるように、表示装置６を制御してもよ
い。これにより、遠方のシンボルが、近傍のシンボルによって覆い隠されるため、シンボ
ルの認視性が向上するとともに、シンボル間の位置的な前後関係を表現することができる
。
【００３２】
　このように、本実施形態によれば、プレビューセンサにおける検出結果に基づいて、自
車両前方に存在する対象物（本実施形態では、立体物）が認識される。また、認識された
対象物は、プレビューセンサにおける検出結果に基づいて、その立体物が属する種類に分
類される。そして、この認識された対象物を示すシンボルとナビゲーション情報とが重ね
て表示される。この場合、表示されるシンボルは、分類された種類に対応した表示カラー
となるように表示装置が制御される。そのため、色彩によって対象物の種類の違い認識す
ることができるので、利用者（典型的には、ドライバー）による認視性の向上を図ること
ができる。また、注意喚起の程度に応じて表示カラーを使い分けることにより、ドライバ
ーが注意すべき立体物の順位を、色彩から経験的に把握することができる。その結果、従
来にはない機能により、利便性の向上を図ることができるので、ユーザーフレンドリーと
いった観点から、商品訴求力の向上を図ることができる。
【００３３】
　なお、認識されたすべての立体物に対応するシンボルを表示した場合、走行状況を詳細
に表示するといった点で有利であるものの、画面上に表示される情報量が増える。すなわ
ち、自車両から遠方に存在する先行車のように、運転に直接関係のない情報までも表示さ
れることにもなりかねない。そこで、不要な情報を排除するという観点から、自車両から
近い複数個の立体物を選択し、この選択された立体物に対応するシンボルのみを表示して
もよい。ただし、もっとも保護すべき歩行者は、優先的に選択するといったように、その
選択手法は任意に決定することができる。また、本実施形態では立体物を４種類に分類し
たが、プレビューセンサ２によって認識可能な範囲内において、これよりも細かな種類に
分類してもよい。
【００３４】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態にかかる情報表示処理が、第１の実施形態のそれと相違する点は、認識
された立体物の自車両に対する危険の程度（具体的には、衝突可能性）に応じて、シンボ
ルの表示カラーが設定されている点である。そのため、第２の実施形態では、認識された
立体物について、自車両に対する危険の程度を示す危険度Ｔが認識部４によってさらに算
出される。そして、認識された立体物を示すシンボルが、それぞれが立体物の危険度Ｔに
対応した複数の異なる表示カラーを用いて表示される。
【００３５】
　具体的には、まず、図３におけるステップ１～３に示す処理と同様に、プレビューセン
サ２における検出結果に基づいて、自車両前方に存在する立体物が認識されるとともに、
その対象物が属する種類に分類される。そして、本実施形態では、ステップ３の後に、認
識された対象物のそれぞれを演算対象として危険度Ｔが算出される。この危険度Ｔは、例
えば、以下に示す数式１を用いて一義的に算出可能である。
　　(数式１)
　Ｔ＝Ｋ1・Ｄ＋Ｋ2・Ｖr＋Ｋ3・Ａr
【００３６】
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　ここで、Ｄは対象物までの距離（ｍ）であり、Ｖrは自車両と対象物との相対速度であ
り、Ａrは自車両と対象物との相対加速度である。また、パラメータＫ1～Ｋ3は、各変数
Ｄ，Ｖr，Ａrにかかる係数であり、予め実験やシミュレーションなどを通じて適切な値に
設定されている。例えば、これらの係数Ｋ1～Ｋ3が設定された数式１（危険度Ｔ）は、自
車両が立体物に到達するまでの時間的な余裕を示す。このケースでは、この危険度Ｔが大
きな対象物ほど、危険の程度が低いことを意味し（衝突可能性が小）、危険度Ｔが小さな
対象物ほど、危険の程度が高いことを意味する（衝突可能性が大）。
【００３７】
　そして、図３におけるステップ４に示す処理と同様に、ナビゲーション情報と、認識部
４によって認識された立体物とに基づいて、表示処理が行われる。具体的には、まず、認
識された立体物の属する種類に基づいて、表示すべきシンボルが決定される。そして、こ
のシンボルとナビゲーション情報とが重ねて表示されるように表示装置６が制御される。
この場合、表示されるシンボルは、その対応する立体物に関して算出された危険度Ｔに対
応して表示カラーが予め設定されている。具体的には、危険度Ｔが第１の判定値以下とな
る対象物（危険度Ｔ≦第１の判定値）、すなわち、危険の程度が高い立体物は、そのシン
ボルが色彩的に目立つ赤色に設定されている。また、危険度Ｔが第１の判定値よりも大き
く、かつ、この第１の判定値よりも大きな第２の判定値以下となる対象物（第１の判定値
＜危険度≦第２の判定値）、すなわち、危険の程度が比較的に高い立体物は、そのシンボ
ルが黄色に設定されている。そして、危険度Ｔが第２の判定値よりも大きな対象物（第２
の判定値＜危険度Ｔ）、すなわち、危険の程度が低い立体物は、そのシンボルが青色に設
定されている。
【００３８】
　図５は、表示装置６の表示状態を示す説明図である。同図では、例示的に、前方の自動
車が急ブレーキをかけているケースでの表示状態が示されている。この図５に示すように
、危険度Ｔに対応して表示カラーを使い分けることにより、自車両に対する危険度の程度
が高い（衝突の可能性が高い）前方の自動車を示すシンボルが赤色で表示される。そして
、自車両の対する危険の程度が低い（衝突の可能性が低い）立体物を示すシンボルは、そ
の危険の程度に応じて、黄色または青色の表示カラーで表示される。
【００３９】
　このように本実施形態によれば、認識された対象物を示すシンボルとナビゲーション情
報とが重ねて表示されるとともに、このシンボルが自車両に対する危険の程度に応じた表
示カラーとなるように表示装置が制御される。そのため、色彩によって対象物の自車両に
対する危険の程度の違いを認識することができるので、ドライバーによる認視性の向上を
図ることができる。また、注意喚起の程度に応じて表示カラーを使い分けることにより、
ドライバーが注意すべき立体物の順位を、色彩から経験則的に把握することができる。そ
の結果、従来にはない機能により、利便性の向上を図ることができるので、ユーザーフレ
ンドリーといった観点から、商品訴求力の向上を図ることができる。
【００４０】
　なお、本実施形態では、危険度Ｔに応じて３つの表示カラーで表示を行っているが、こ
れよりも多い表示カラーとなるように表示を行ってもよい。このケースでは、ドライバー
に対してより細かなレンジで危険の程度を認識させることができる。
【００４１】
　また、第１および第２の実施形態では、プレビューセンサ２５として、ステレオ画像処
理装置を用いたが、これ以外にも、単眼カメラ、レーザレーダ、ミリ波レーダといった周
知の距離検出センサを単独で、或いは、これらを併用して用いてもよい。かかる手法であ
っても、上述した実施形態と同様の効果を奏することができる。
【００４２】
　また、第１および第２の実施形態では、予め立体物の種類に応じてそのデザインが決定
されたシンボルを用いたが、立体物の種類に拘わらず一種類のシンボルのみを表示しても
よい。また、ステレオカメラによって撮像された画像データに基づいて、認識された立体
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物に相当する画像を表示してもよい。これらのケースであっても、表示カラーを相違させ
ることにより、同一種類の立体物（或いは、立体物の危険の程度）を色彩から認識するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本実施形態にかかる情報表示装置の全体構成を示すブロック図
【図２】第１の実施形態にかかる情報表示処理の手順を示したフローチャート
【図３】表示シンボルの一例を示した模式図
【図４】表示装置の表示状態を示す説明図
【図５】表示装置の表示状態を示す説明図
【符号の説明】
【００４４】
　１　　　　情報表示装置
　２　　　　プレビューセンサ
　３　　　　マイクロコンピュータ
　４　　　　認識部
　５　　　　制御部
　６　　　　表示装置
　７　　　　スピーカ
　８　　　　制御装置
　９　　　　ナビゲーションシステム

【図１】 【図２】
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【図５】
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