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１．ま　え　が　き

車載HUD（Head-Up Display）は，1988年のインディアナ

ポリス500におけるGM製のPace Carの速度表示として搭

載されたのが最初とされている1）2）．以来30年経過してい

るが，自動車の表示として一般化しているとは言い難い．

世界市場におけるHUDの搭載率は，2012年で2%であり，

2020年に至っても9%と予測されている2）．研究レベルでは，

ダッシュボード上のディスプレイ（HDD: Head-Down

Display）に対するHUDの優位性がさまざまな角度から示

されている3）～5）．また，HUD利用の安全を担保するため

に実車走行を想定した表示位置や表示色に関する研究が行

われている6）．しかし，HUDに対するドライバの受容性

（Driver Acceptance）は必ずしも高いとは言えない．

HUDに対するドライバの受容性が低かった理由として次

の三つの問題が指摘できる．（1）HUD開発の焦点が技術を

実装することに向けられドライバの受容性があまり考慮さ

れなかった．（2）技術がドライバの要求水準に達していな

かった．（3）多様な走行環境におけるHUDの好適な表示条

件とそれらの条件におけるドライバの受容性が明確でな

かった．

このような状況下で，最近，AR（Augmented Reality）を

取り入れたAR-HUDが注目されている．AR-HUDは，前景

（ドライバからウィンドシールドを通して見える車外前方の

視界）にある特定の対象に重畳させて情報を表示するため，

表示情報と前景との照合負荷が低減する．そのためにAR-

HUDはコネクティビティの向上による情報増大に対処する

ための一手段として期待されている．しかし，現時点では

ドライビングシミュレータ上で多様なアプリケーションを

試す段階であり2）7）～10），逆にARの導入は先の三つの問題

のハードルをさらに押し上げることになりかねない．

一方，現状の車載HUDは，速度表示，ナビ表示，ADAS

（Advanced Driver Assistance System）からの情報という

三つのカテゴリーで構成されている11）．これら非ARの表

示であっても，ドライバに求められる表示位置，表示サイ

ズ，表示色といった基本的な表示特性については必ずしも

充分に検討されていない．また，これらの表示特性の好適

条件については，走行環境，ドライバの受容性（本論文で

はドライバが実際に体験して感じるHDDに対するHUDの

優位性とする），ドライバの運転経験との関係を考慮する

必要がある．

本研究では，まず，実車走行の前方視界をビデオカメラ

で記録し，大画面ディスプレイ上に実車と同一視角で再生

することによって前方視界をシミュレートした．次に，

あらまし 車載ヘッドアップディスプレイ（HUD）の速度表示とナビ表示を対象として，ドライバにとって好まし

い表示位置，表示サイズ，表示色，およびそれらの走行環境依存性について実験的に検討した．実験参加者は運転免

許を所持している学生25名であった．好ましい表示位置は，速度表示，ナビ表示ともに俯角の最頻値で高速道路約

5ﾟ，市街地7ﾟ～8ﾟ，市街渋滞8ﾟ～9ﾟであった．好ましい表示サイズは，走行環境依存性がなく，文字の視角サイズ

で速度表示約90分，ナビ表示約60分であった．好ましい表示色は高速道路条件で実験した．速度表示は高彩度緑，

高輝度白，高彩度アンバー，ナビ表示は高彩度緑が他の色より有意に評価が高かった．いずれも路面との色差

（CIEDE2000）と有意な相関が認められた．車載HUDの実装にあたっては，走行環境，表示情報の有用性，ドライバ

の運転経験を総合的に考慮する必要があることを示した．
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ウィンドシールドHUDを想定したハーフミラー上に前景

映像と等しい調節深度にHUDの虚像を表示することを可

能にした．HUDの虚像距離についてはAR-HUDの開発と

相俟ってさまざまな検討7）12）13）がなされているが，本研究

ではHUDの虚像距離は前景映像と合わせ，かつ調節安静

位に近い距離に設定した．言わば眼調節系に対しては理想

的な条件で実験した．実際の車載HUDにおいては理想的

な条件ではない場合が多く，それが評価に及ぼす可能性は

否定できないが，調節の影響が少ない条件での評価にも意

義があると考えた．

この装置を用いて，表示位置と表示サイズについては，

高速道路，市街地，市街渋滞の三つの走行環境で好ましい

位置とサイズを調整法で測定した．また，各走行環境で各

参加者が調整した最適な条件において，HUDに対するド

ライバの受容性についての評価を得た．表示色については，

高速道路条件において，あらかじめ設定した10色に対する

好ましさをシェッフェの一対比較法で評価した．

２．方　法

2.1 実験に用いた車載HUDシミュレータ

実験用に開発した車載HUDシミュレータの写真を図1に

示す．前景映像用のディスプレイは55型HD-LCD（1920×

1080）で，視距離105 cm，水平画角60ﾟ垂直画角33ﾟであっ

た．垂直画角33ﾟは一般的なセダンのウィンドシールドの

垂直サイズをカバーしている．前景映像の白輝度は，傾斜

角60ﾟのウィンドシールドを模したハーフミラーの透過輝

度で60 cd/m2，ハーフミラーの透過率は20%，反射率は

40%であった．

HUD表示生成用のディスプレイは23.5型のHD-LCD

（1920×1080）であった．これをハーフミラーに反射させ

たHUDの表示範囲は水平方向±11ﾟ，垂直方向は仰角2ﾟ

～俯角12ﾟであった．一般的なセダンでは，俯角10ﾟまで

がウィンドシールド，12ﾟからダッシュボードの領域とさ

れる14）．したがって，垂直サイズについてはフルウィンド

シールドHUDの条件を満たしている．

虚像距離は，前景映像用のディスプレイの視距離105 cm

と一致させた．この距離は正視眼の調節安静位に近い．

HUDの表示輝度は最高100 cd/m2（白）であった．視角条

件を正確に設定するために参加者の頭部はヘッドレストで

固定した．

なお，HUDの虚像距離および前景映像の距離105 cmは，

実際の運転条件では生じ得ない距離であるが，HUDの表

示位置を主変数とした実験において，現実的な大きさの

ディスプレイを用いて，前景映像の画角とHUDの画角の

確保を優先した結果である．結果的に調節安静位に近い視

距離となった．現実的な大きさのディスプレイで実際の運

転における視野と視距離の条件を両立させることは不可能

と考えられる．

2.2 走行環境

（1）高速道路：中央高速上り，調布付近，R=2.3 kmの緩

い左カーブ区間，3車線の中央車線，車速80 km/h，

車間距離60～80m

（2）市街地：旧山手通り，代官山手前恵比寿方向，直進

路，片側2車線の右車線，車速30～50 km/h，車間

距離15～30m

（3）市街渋滞：明治通り外回り，渋谷駅直前，直進路，

片側2車線の左車線，車速0～15 km/h，車間距離5

～10m

上記（1）～（3）の走行環境，いずれも天候は晴れの昼間，

において前方視界を録画した．すなわち，ビデオカメラを

右ハンドル車の助手席の目の高さ（路面から120 cm），俯角

0ﾟに設置し，シミュレータの観視画角に合わせて水平撮影

画角60（゚MP4 1920×1080 30p 16Mbps）で録画した．録

画した前景映像を編集し，走行環境ごとに20秒のビデオク

リップとして繰り返し再生して実験に用いた．

2.3 実験参加者

実験参加者は，運転免許証を所持している大学生25名

（男性16名，女性9名）で，両眼5m視力は0.8以上であった．

色覚は全員正常であった．免許取得後の運転距離を聞き

取った結果，0kmから35,000 kmであった．なお，HUDの

利用経験を有する参加者はいなかった．

2.4 実験条件と手続き

（1）好ましい表示位置と表示文字サイズ

2.1の車載HUDシミュレータを用いて，2.2の走行環境に

おいて，速度表示とナビ表示の好ましい位置と大きさを調

整法により測定した．速度表示とナビ表示は個別に実験し

た．参加者はマウスのドラッグ操作で表示の位置と大きさ

を画素単位で好ましい条件に自由に調整できる．位置の測

定は，前景映像に替えて，中心からの視角を表すグリッド

を前景ディスプレイに表示し，参加者に0.1ﾟ単位で読取ら

せた．視角0.1ﾟは前景ディスプレイ上では3.2画素，HUD

上では8.7画素に相当する．

図2に実験に用いた速度表示とナビ表示，および文字サ

イズの定義と位置座標を取得した点を示した．表示フォン
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図1 実験に用いた車載HUDシミュレータ



トは道路標識にも採用されているヒラギノからUD角ゴ

シックW6を使用した．表示色は白，輝度は100 cd/m2，路

面の輝度は約5 cd/m2で，輝度比は20前後であった．なお，

シミュレータの表示内容は固定だが，参加者には，速度表

示は常に変化していること，また，ナビ表示は目的地まで

の距離が逐次減少していることを想定するように繰り返し

指示した．表示は連続して呈示されている．

運転のシナリオとしては，「初めての道のりを目的地へ

向けて運転している状況である」と参加者に説明した．そ

の上で，「実際に運転しているつもりで前景を見ながら表

示を最適な位置と大きさに調整してください」と繰り返し

指示した．ここで最適な条件とは，「最も快適かつ安全に

運転できる条件」であると参加者に説明したが，各参加者

は，HUD表示が先行車と重畳しにくい位置で，かつ表示

を視認しやすい位置と大きさに調整していたと考えられ

る．各自が速度表示とナビ表示において三つの走行環境で

2回ずつ調整し，2回の平均値を分析に用いた．条件の呈示

順は参加者ごとに変えた．

なお，好適な位置が表示可能な範囲を超える場合は申し

出るように参加者に伝えた．25名中2名がナビ表示に限っ

てHUDの表示可能範囲外の上方を要求したが，この範囲

内で最適な位置に調整するように指示した．

（2）HUDの受容性と煩わしさ

各参加者は，各条件において表示の位置と大きさを好適

条件に2回調整した直後に，好適条件を観察しながら，以

下の二つの質問に図3に示した7点リッカート尺度で回答

した．①この運転シーンと表示条件ではHUDの方がHDD

より望ましい，②この運転シーンと表示条件ではHUDに

表示するとかえって運転の邪魔になる．

なお，比較対象のHDDについてはこれまでに使用した

車両の表示を想定して回答するように指示した．比較対象

のHDDは実際に呈示されていないが，図1に示したように

HDDに相当する位置（視距離50 cm，俯角17ﾟ～30ﾟ）には

図3と図5の評価尺度が黒背景に灰色文字で表示されてい

る．HDDはこの位置を想定するようにあらかじめ参加者

に指示してある．

比較対象のHDDの表示が実際に存在せず表示内容を記

憶に頼る評価であるため，実験参加者が想定している

HDDの違いが評価に影響する可能性もある．しかし，

HUDとHDDの最大の差異は，前景との相対的位置の違い

にあると考えられ，実験中の参加者の応答からも，運転経

験の長短に係わらず，HDDの表示内容が実際に表示され

ていないことが評価を難しくしている状況は認められな

かった．

（3）好ましい表示色

高速道路条件において，速度表示とナビ表示の表示色の

好ましさについて，一対比較実験を行った．評価した表示

色は図4に示したように，輝度を50 cd/m2（前景OFF時）

に揃えた9色，および高輝度白100 cd/m2（前景OFF時）の

合計10色であった．輝度と色度は，分光放射計（コニカミ

ノルタ製CS-2000）を用いて，前景の路面を表示した場合と

前景表示をOFFの状態とで計測した．ハーフミラーを通

して見た路面は5 cd/m2前後であった．この路面が重畳し

た状態での色度は図中に×で示した．HUD表示の色域は

sRGB，白色点は6,500Kであった．

一方，前景表示の色域もsRGBであったが白色点は9,000K

であった．そのため路面の色度は，森田ら6）が直接道路面

を計測した値u'=0.210，v'=0.486（x=0.345，y=0.355）と

比較すると，u'=0.194，v'=0.440で若干青方向にシフトし

た条件であった．

一対比較の方法は，同時対比のため，評価順序を考慮し

ないシェッフェの一対比較，中屋変法15）を適用した．図4

に示したように前景映像上で10C2=45対の表示色を参加者

ごとにランダムな順序で一対比較した．一対比較の尺度は

図5の7点尺度を用いた．
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図4 表示色の条件および評価画面

図2 実験に用いた速度表示とナビ表示

図3 評価に用いたリッカート尺度



３．結果と考察

3.1 好ましい表示位置

図6と図7は，各参加者が調整したHUD表示の好ましい

位置を，走行環境ごとにプロットしたものである．図6が

速度表示，図7がナビ表示である．俯角と水平位置にわけ

て図中に分布を示した．いずれも正規性が認められないた

めノンパラメトリックな統計検定を適用した．

まず，走行環境要因の有意性をFreidman検定（N=25，自

由度2の対応サンプルの検定）で検証した．その結果，速度

表示については，俯角：χ2=16.24，p<0.001，水平位置：

χ2=3.66，p=0.161，ナビ表示については，俯角：χ2=7.66，

p=0.022，水平位置：χ2=25.80，p<0.001であった．すなわ

ち，速度表示の水平位置以外は走行環境の影響は有意である．

次に，各条件間の多重比較をWilcoxonの符号付順位検定

（Bonferroni補正）で行った．結果は図中に示した．アスタ

リスク一つがp<0.05，二つがp<0.01で分布間に有意差があ

ることを示す．さらに，この多重比較の方法で速度表示と

ナビ表示との比較を，走行環境（3）×俯角と水平位置（2）

の6条件で行ったが，速度表示とナビ表示との間に有意差

は認められなかった．言い換えれば，速度表示とナビ表示

の好適位置は，ほぼ同じとみなせる．

HUDの表示位置の設計で最も重要となる俯角について見

ると，分布の最頻値では，速度表示，ナビ表示ともに高速

道路では約5ﾟ，市街地では7ﾟ～8ﾟ，市街渋滞では8ﾟ～9ﾟ

である．

高速道路条件の俯角約5ﾟは先行研究の結果を支持してい

る．岡林ら14）は，前景情報と表示情報とを正しくドライバ

に伝達する度合いは俯角5ﾟを超えると低下するとしている．

森田ら6）は，煩わしさ感と前方視対象の認識しにくさという

観点からHUDの表示は俯角4ﾟよりも下の領域に表示すれば

問題ないとした．島田ら16）はコンバイナの上端の煩わしさ

が気になるのは俯角5.3ﾟからとしている．木村ら17）は，俯

角1.5ﾟ～5.5ﾟの範囲ではHUD表示に対する反応時間に差

はないとしている．Trettenら18）は，40名の参加者の車に

簡易HUDを搭載して日常の利用で自由に位置調整をさせ

た結果，最頻位置は中央から俯角5ﾟ～6ﾟとしている．一

方，前景を重畳させる必要のあるAR-HUDを対象とした畑

中ら12）の研究では俯角0ﾟ～4ﾟを提案している．

しかしこれらの研究は，本研究の高速道路条件に対応す

るものであり，現実には市街地や渋滞での利用を考慮する

必要がある．また，走行環境の違いは，車間距離の違いだ

けではない．走行環境によって，例えば渋滞では速度表示

の必要性が低いなど，表示情報自体の有用性も異なる．こ

れらの要因とHUDに対するドライバの受容性との関係に

ついては3.3と3.4で考察する．

一方，水平位置については，ナビ表示（図7下）の分布の

ピークに注目すると，高速道路で左1ﾟ，市街地で右1ﾟ，市

街渋滞で右2ﾟになっている．HUD表示の水平位置は先行

車の中心付近に調整される傾向があった．高速道路で左1ﾟ

にピークがあるのは，高速道路条件がR=2.3 kmの緩い左

カーブで，先行車の水平位置がほぼ左1ﾟであったためであ

る．また，市街地で右1ﾟ，市街渋滞で右2ﾟにピークがあ

るのは，前景を収録したカメラが右ハンドル車の助手席に

設置されていたため，市街地から市街渋滞へと車間距離が

縮まるにつれて先行車の中心が右方向へシフトしているた
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図6 速度表示のウィンドシールドHUD上の好適表示位置

図5 表示色の好ましさの一対比較に用いた尺度

図7 ナビ表示のウィンドシールドHUD上の好適表示位置



めである．

また，速度表示の水平位置分布（図6下）では，高速道路

条件でしか分布のピークが認められない．これは速度表示

の方が表示の横サイズが小さいために，先行車の妨害を左

右に避けやすく，水平位置のばらつきが大きくなったため

である．

3.2 好ましい表示文字サイズ

図8に速度表示とナビ表示の好ましい文字サイズを走行

環境別に25名の分布で表した．正規性，等分散性が認めら

れたため分散分析を適用した．すなわち，表示内容（2）×

走行環境（3）×参加者（25）の参加者内比較の分散分析を

行った．その結果，表示内容の要因のみ有意であった（F

（1，24）=38.8，p<0.001）．すなわち，参加者が好む文字サ

イズは走行環境に依存せず，最頻値では，速度表示は約90

分，ナビ表示は約60分である．もちろん，この結果は図2

に示した表示デザインに対するものだが，少なくとも速度

表示については，本実験で用いたものと類似のデザインが

多いと考えられる．

なお，速度表示とナビ表示の差は，文字数と全体の表示サ

イズのバランスが影響していると考えられる．ナビ表示は，

文字数が多い分，全体の表示サイズが大きくなり過ぎない

ように文字サイズを小さめに調整したものと考えられる．

3.3 HUDの受容性と煩わしさ

図9は，表示の位置と大きさを各参加者が好ましい条件に

調整した上での主観評価の結果を示す．図の左はHUDの主

観的な受容性，すなわち「HUDの方がHDDより望ましいと

感じるかどうか」を示し，図の右はHUD表示の煩わしさを

示している．図中のp値は，Wilcoxonの符号付順位検定

（Bonferroni補正）で各条件間を多重比較した結果である．

図9左はHUDのドライバ受容性が走行環境に大きく依存

することを示している．特に速度表示は走行環境依存が強

い．速度表示の受容性は，高速道路で最も高く，市街渋滞

では4の「どちらとも言えない」に低下する．ただし，ナビ

表示については，どのような走行環境でもHDDに対する

HUDの優位性が得られる可能性がある．

速度表示とナビ表示の受容性の違いは，走行環境と運転

の文脈に依存する表示情報の有用性が影響している．この

ことは複数の参加者の内省報告からも確認されている．す

なわち，「渋滞では速度表示はほとんど見ないのでHDDの

方が煩わしくなくてよい」あるいは「高速ではナビをあまり

見る必要がないのでHDDの方が煩わしくなくてよい」とい

うもっともな反応である．このような状況では，HDDに

対するHUDの優位性の次元とは離れて，HUD表示をオフ

にする，もしくは，表示内容を変更するなどの対応も考え

られる．

一方，図9右の表示の煩わしさについては，当然煩わし

さも考慮して調整しているため，いずれの走行環境でも評

定値4「どちらとも言えない」を下回っている．

3.4 表示位置とHUDの受容性，運転経験との関係

表1は，各参加者が各条件で最適な位置として調整した

表示位置と，HUDの受容性，運転経験，煩わしさなどと

の関係を表している．正規性が認められないデータが多

かったためSpearmanの順位相関係数ρを適用した．有意

な相関が認められた関係のみρと有意水準をアスタリスク

で記載してある．
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図8 好ましい文字サイズ 表1 好適表示位置と，HUDの受容性，運転経験，煩わしさとの関

係，Spearmanの順位相関係数ρ，*p<0.05，**p<0.01

図9 好適条件に調整した上でのHUDの受容性と煩わしさ



この表から次の三つの傾向が指摘できる．（1）俯角を大

きく調整した参加者ほどHUDの受容性が高い（図10）．（2）

運転経験距離が長い参加者ほど前方視界中心から表示を遠

ざける（図11）．（3）HUD表示を好適位置に調整しても煩

わしさ感とHUDの受容性には負の相関が生じ得る（表1最

下段）．

これらの傾向は，前方視界中心の近傍に表示を配置でき

るHUDのメリットと表示の煩わしさとの間にトレードオ

フが存在することを表している．また，そのトレードオフ

に対して，走行環境，表示情報の有用性，運転経験が影響

を及ぼしていると言える．例えば，図10は，各自が最適な

位置に調整しているにもかかわらず，俯角を大きく調整し

た参加者ほどHUDの受容性が高いことを表している．た

だし，市街渋滞（図10右）では俯角をウィンドシールドの

下端近くまで下げてもHUDの受容性が上がらない参加者

が多くなる．俯角12ﾟからはHDDの領域であり14），それ

に近づくほど前方視界中心の近傍に表示を配置できるとい

うHUDの最大のメリットが消失する．また，先にも述べ

た渋滞における速度表示の有用性が低いことも影響してい

ると考えられる．

表示情報の有用性という点では，前方衝突警報（Forward

Collision Warning: FCW）のような安全に関わる表示は究

極の有用性があり，煩わしさも度外視できる．しかし，

Perezら19）は，FCWをHDD，HUD，TDB（車幅中央の

ダッシュボード上端に配したディスプレイ）に呈示して反

応時間を比較しているが，HDDに対する優位性はHUDと

TDBで差がなく，反応時間はむしろHUDの方が遅かった

としている．

一方，図11は，運転経験が長い参加者ほどHUD表示を

前方視界中心から遠ざける傾向があることを表している．

これは運転時のドライバの有効視野20）が熟練したドライバ

ほど広い21）ことと関係している可能性がある．しかし，速

度表示の市街渋滞と，ナビ表示の高速道路の二つの条件で

しかこの傾向は認められない．そして，この2条件は先に

述べたように表示情報の有用性が低い．したがって，運転

経験が長い参加者ほどその有用性が低いことを認識してい

るため，煩わしさの回避を優先して，中心から遠ざけてい

たと考えることもできる．あるいは有効視野の広さと煩わ

しさの回避の両方が作用した結果と考えることもできる．

このようにHUDに対するドライバの受容性には多様な

要因が複雑に絡み合っているためにHUDを実装するにあ

たって考慮する必要がある．

なお，本研究では若年ドライバを実験参加者として用い

たが，眼調節力などの視機能が低下した高齢ドライバにつ

いては別途検討が必要である．また，本研究ではHUDの

虚像距離は前景映像と合わせ，かつ調節安静位に近い距離

で実験したが，実際の車載HUDにおいては前景の視距離

とHUDの虚像距離の乖離が存在し得る．とりわけ高齢ド

ライバでその乖離の影響が顕著になる可能性がある．

3.5 好ましい表示色

図12に表示色の好ましさを一対比較した結果を示す．速

度表示については，高彩度緑縟，高輝度白琅，高彩度アン

バー縉が他の色より有意に評価が高く，かつ，これら3色

の間では有意差は認められない．一方，ナビ表示について

は，高彩度緑縟がダントツで，他の色より有意に評価が高

い．本研究の結果は道路面が重畳した状況での評価である

が，森田ら6）は路面だけでなく先行車両やストップランプ

を重畳させた場合の色度変化を求め，色度変化の少ない緑
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図10 速度表示の俯角とHUDのドライバ受容性との関係

図12 表示色の好ましさ，シェッフェの一対比較の結果

図11 運転経験距離と前方視界中心から好適表示位置までの距離と

の関係



色を推奨している．

図13は，路面との色差を，人間の知覚と最も対応が良い

CIEDE2000の色差式22）から求め，色の好ましさの一対比

較の結果と対応づけたものである．色差は路面が重畳した

条件で測定・算出した．データに正規性が認められたため

Pearsonの積率相関係数rを適用した．速度表示，ナビ表

示ともに比較的高い相関が認められる．

無彩色の白でも高輝度ではCIEDE2000の色差は大きく，

好ましさの評価も高い．これは必ずしも彩度が高い色を使

う必要がないことを意味する．例えば速度表示における50

cd/m2の緑縟と100 cd/m2の白琅は，好ましさとCIEDE2000

の色差にほとんど差がない．

もちろん，表示デバイスの輝度性能との関係もある．ま

た，実車走行における前方視界の輝度のダイナミックレン

ジ23）も当然考慮しなくてはならない．さらに，煩わしさ感

の低い表示色の選択の可能性を示唆する研究24）もある．

４．む　す　び

車載ヘッドアップディスプレイの速度表示とナビ表示を

対象として，ドライバにとって好ましい表示位置，表示サ

イズ，表示色，およびそれらの走行環境依存性について検

討した．また，ウィンドシールド内で表示の位置と大きさ

を好適な条件に調整した上で，HDDに対するHUDの優位

性の主観評価を得た．

好ましい表示位置は，速度表示，ナビ表示ともに俯角の

最頻値で，高速道路では約5ﾟ，市街地では7ﾟ～8ﾟ，市街

渋滞では8ﾟ～9ﾟであった．好ましい表示サイズについて

は，走行環境依存は認められず，速度表示は視角文字サイ

ズ約90分，ナビ表示は約60分であった．

好ましい表示位置とそれに対する主観評価の結果から，

前方視界中心の近傍に表示を配置できるというHUDの最

大のメリットと，表示の煩わしさとのトレードオフに対し

て，走行環境，表示情報の有用性，ドライバの運転経験が

影響することが示された．HUDを実装するにあたっては，

これらの要因を総合的に考慮する必要がある．

好ましい表示色については，高速道路条件のみで実験し

たが，速度表示は高彩度緑，高輝度白，高彩度アンバー，

ナビ表示は高彩度緑が他の色より有意に評価が高かった．

いずれも路面との色差（CIEDE2000）と有意な相関が認め

られた．
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