Vol.2017-CVIM-207 No.24
2017/5/10

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

透過液晶を用いた入射光量制御による運転者視覚補助
近藤 岳晴1,a)

坂上 文彦1,b)

佐藤 淳1,c)

概要：本稿では，透過液晶ディスプレイを自動車のウィンドシールドとして用いることで，車外からの入
射光量を制御し，運転者の視覚補助を行う方法を提案する．この方法では，透過液晶ディスプレイを画素
単位の透過率制御装置として利用することで，入力に応じた入射光量制御を実現する．また，提案法の試
作システムを用いて実験を行った結果を示し，提案法の有効性を示す．

1. はじめに
交通事故は朝夕の時間帯に多く発生するが，図 1 に示す
ように交通死亡事故などの重大な事故は夕暮れ時に集中す
ることが知られている [1]．これらは，人間の生活パター
ンによる影響が大きいが，一方で人間の目の視覚特性にも
原因があると考えられる．これは，夕暮れ時には明るい光
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が目に入射し一時的に視界が見えなくなる眩惑現象や，明
暗差の増大に伴う視認性の低下が起こり易くなるためであ
る．また，夕暮れ時は徐々に光量が低下していく状況であ
るため，人間の視覚においては暗いシーンでの観測に適応
する暗順応が必要となるが，ヘッドライトや西日等の明る
い光が目に入射することでこれが妨げられ，暗順応が適切
に行われないという問題が発生する．一般的に，明所への
順応（明順応）は暗順応の 30 倍程度反応が早く発生する
ため [2], [3]，夕暮れ時における明順応は運転者視認性を大

覚支援には適用が難しい．
これらのことから，本稿ではウィンドシールドを透過率
制御可能な透過液晶ディスプレイに置き換えることで運転
者への入射光量を制御し，人間の視覚を補助するシステム
を提案する．このシステムでは透過液晶を用いて眼球へと
入射する光量を直接的に制御することで人間の視覚を補助
し，視認性の低下を抑制する新しい視覚支援が可能になる．

きく低下させる要因となる．
このような問題を解決するために，カメラにより撮影さ
れた画像を用いて運転者の視覚支援をする方法が多く研究
されている [4], [5], [6]．これらの方法では，人間の視覚だ
けでは得られない様々な情報を画像から取得し，これを運
転者へ提示することで運転の支援を行っている．しかし，
カメラにより取得される画像が逆光等の影響により著しく
劣化している場合，十分な支援が行えない．一方で，プロ
ジェクタ等を用いて観測シーンに情報を付加することで
観測者の視覚を直接的に支援する方法も提案されている
が [7], [8]，これらの方法は光を加算することによって構成
されており，入射光量の減衰が必要とされる夕暮れ時の視
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2. 透過液晶ディスプレイ
本稿では，図 2 に示す透過液晶ディスプレイを，自動車の
ウィンドシールドとして用いることで，ディスプレイの画
素毎に入射光量を制御するシステムを提案する．ここで用
いる透過液晶ディスプレイとは，ディスプレイ背面にバッ
クライト部分が存在せず，背面から入射する光によって映
像を表示する装置である．このような装置を通してシーン
を観測した場合，観測者はディスプレイの表示画像と背面
の入射光の重ね合わせを観測することになる．これは，透
過液晶ディスプレイが，入射光を液晶によって遮ることで
映像を提示しているためである．例えば，図 2 に示すよう
に透過液晶上にチェスパターンを表示させた場合，黒の領
域については入射光が遮られ，白の領域については背景か
らの光がそのまま観測されることになる．したがって，こ
のディスプレイをウィンドシールドとして用いることで，
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すなわち，以下に定義する評価値 Ew の最小化を行う．
N
∑

Ew =

(Ei αi − A)2

(2)

i=1

ここで，N は画像の総画素数であり，A は観測画像の明る
さを決定する定数である．次に，画像の限定領域に注目し
た局所領域では，輝度分散を拡大させることで，エッジ情
報等の画像特徴の損失を防ぐ．これは，以下の評価値 Es
の最大化として定義できる．

El =
図 2
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ここで，S は局所領域の画素数である．最後にそれぞれの
中間の大きさをもつ中間領域では，輝度分散を抑制するこ
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とによりコントラスト抑制とエッジ強調のバランスを調整
する．これは以下の評価値 Em の最小化として定義できる．
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ここで，M は中間領域の画素数である．最終的にこれまで

図 3 ピンホールカメラモデル

に示した 3 つの評価値の加重平均 Ev を最小化すべき評価

車外からの入射光量を画素毎に制御する装置として用いる
ことが出来る．
次に，このようなシステムを用いて運転者の観測画像を

値とし，以下に示す評価関数でまとめることが出来る．

Ev = Ew − Wl El + Wm Em

(5)

制御する方法を考える．通常，人間の視覚は眼球のレンズ

ここで，Wl , Wm はそれぞれの重みを表す．このような評

を用いて入射光を集光するものとしてモデル化されるが，

価関数 Ev を最小化する透過率マップ α を求めて透過液晶

ここではシステムの簡単化のため，図 3 に示すようなピン

ディスプレイ上に表示することで，入射光量を適切に制御

ホールカメラモデルを用いる．このようなモデルを用いた

し，運転者の視認性低下を防ぐことができる．

場合，観測画像の各画素に入射する光線は，対応する液晶
面上の各画素を通過した後に入射することとなる．このと
き，画素 i における入射光量を Ei ，それに対応する液晶の
透過率を αi ，観測輝度を Ii とすると，それぞれの関係は

4.1 実画像実験
以上の方法を用いて，実画像実験を行った結果を示す．
本実験では透過液晶ディスプレイを通して屋外シーンを観

以下のように表すことが出来る．

Ii = Ei αi

4. 実験

(1)

測し，そのときの撮影画像から観測結果を改善する実験を
行った．このときの実験環境を図 4 に示す．また，図 5(a)

このような透過率 α の集合を，本稿では透過率マップと呼

に初期観測画像，図 5(b) に初期透過率マップを示し，図

ぶ．透過率マップを適切に制御することで，入射光量を制

5(c) に提案法による透過率マップ制御後の観測画像を，図

御する方法について考える．

5(d) にこのときの透過率マップを示す．初期観測画像と制

3. 透過率マップ制御による入射光量制御
それでは透過率マップ制御による入射光制御を用いて観

御後観測画像を比較すると，制御後の観測画像の方が上空
の色彩やシーン奥の建物の輪郭の視認性が向上しているこ
とから，本研究の提案手法の有効性が確認できた．

測画像の視認性を向上させる方法について述べる．本稿で
は，観測者視点の近傍にカメラが設置されており，このカ
メラが観測者と同等の画像を観測しているものとし，この
画像を基に入射光量制御を行う．

4.2 シミュレーション実験
次に通常のディスプレイに表示した画像を入力シーンと
して用いることで，走行シーンにおける視認性の変化を確

ここでは，3 種類の大きさの異なる領域の輝度分散に注

認した結果を示す．入力シーンは走行中の車両から撮影さ

目する．まず，画像全体を表す大域領域では輝度分散を抑

れた画像を使用し，提案法による制御前と制御後の観測画

制し，全体的な光量抑制を行いコントラストを下げること

像を比較した．実験により得られた入射光量制御を行わな

で，観測シーン内の非常に高輝度な部分の輝度抑制を行う．

い場合の観測画像を図 6(a) に，入射光量制御後の観測結果
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(a) 制御前観測画像
図 4

(b) 制御前透過率マップ

実画像実験の環境

(c) 制御後観測画像
(d) 制御後透過率マップ
図 7 シミュレーション実験結果

(a) 観測画像

(b) 透過率マップ

5. まとめ
本稿では，自動車の運転者視覚補助のための装置として
透過液晶ディスプレイを用いた透過液晶ウィンドシール
ドを提案し，この透過率を制御することで入射光量を適切
に制御し，運転者の視認性を向上させる方法を提案した．
今回提案した方法は，光量の大きい部分に対して強く抑制

(c) 観測画像
図 5

(d) 透過率マップ

透過率マップ制御後の観測画像と透過率マップ

することが出来るため，夕暮れ時等のコントラストが高い
シーンでは特に有効であると考えられる．今後の課題とし
て，動的なシーンへの対応や，人間の視覚特性を考慮した
入射光量制御が考えられる．
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きることが分かる．これらのことから，本稿の提案法の有
効性が確認できた．
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