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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネルを一体に具備するディスプレイ部を少なくとも有すると共に、該タッチパ
ネルを介して入力された指示情報に応じて少なくとも前記ディスプレイ部に提供すべき情
報を生成する情報生成部を含む情報端末において、前記指示情報を前記情報生成部に入力
するための入力装置であって、
　前記タッチパネルからのＧＵＩ操作による入力を受信して前記指示情報を出力するＧＵ
Ｉ指示手段と、
　前記タッチパネルからのタッチアクションを用いたＵＩ操作による入力を受信し、前記
指示情報の内容を識別して出力するＵＩ指示手段と、
　前記ＧＵＩ指示手段および前記ＵＩ指示手段のいずれか一方を選択してその指示情報を
前記情報生成部に入力する選択手段と、
　指紋認証手段と、を備え、
　該指紋認証手段による認証結果に応じて、前記情報端末の使用が左手または右手のいず
れの指で行われているか判別し、前記ＵＩ指示手段は、各指に予め定義付けされた指示内
容によって前記指示情報を識別すると共に、
　前記認証結果に応じて、前記情報端末の使用が左手または右手のいずれで行われている
か判別し、該情報端末を搭載する当該車両が右（または左）ハンドル車であるときの左手
（または右手）の使用であると認定したときはその使用を禁止することを特徴とする情報
端末における入力装置。
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【請求項２】
　前記タッチアクションと、これに対応する前記指示情報の内容との関係を予め登録する
登録テーブルを、前記ＵＩ指示手段内に有することを特徴とする請求項１に記載の入力装
置。
【請求項３】
　前記タッチアクションには、前記タッチパネルの任意の部分における、ワンタッチを超
える複数の同時タッチによるマルチタッチを含み、該同時タッチの組合せにより前記指示
情報の内容を識別することを特徴とする請求項２に記載の入力装置。
【請求項４】
　前記マルチタッチのうちの１タッチは固定点とし、それ以外の他のタッチは該固定点を
中心として回転させ、その回転方向に基づいて前記指示情報の内容を識別することを特徴
とする請求項３に記載の入力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に車載用の情報端末における入力装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のマルチメディア化と共に、車両に搭載される機器も高機能化している。例えば、
近年の係る機器は、従前からのオーディオ機器に加えてナビゲーションシステムを兼ね備
え、さらには携帯電話とインターネットを組み合せた無線通信機能までも併せもっていて
、車両内にいわば情報端末を構築している。
【０００３】
　このような情報端末の出現によってユーザに対し、快適で便利なドライブ環境が提供可
能となった。
【０００４】
　しかし逆に運転中のユーザに対し、そのような多岐に亘る機能を使いこなすための操作
上の負担が増大し始めている。
【０００５】
　そこでそのような操作上の負担を軽減することのできる、車載用情報端末における入力
装置が求められる。この要求を多少でも満足できる種々の手段が例えば下記特許文献１～
特許文献５に開示されている。
【０００６】
　特許文献１は、タッチパネル上を押下したままで所定長移動させて入力する入力装置で
あり、
　特許文献２は、１点指示か２点指示かを判断するようにした図形処理装置であり、
　特許文献３は、文字入力により筆跡判定し、セキュリティ性を高めた自動取引装置であ
り、
　特許文献４は、タッチパネル上をなぞる動作の速さや方向を変えて、操作指示を与える
入力装置であり、
　特許文献５は、タッチスクリーンにより位置指示用の入力を行う場合の入力方式である
。
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－１２６１３２号公報
【特許文献２】特開２００１－１３４３８２号公報
【特許文献３】特開平９－２５９３３１号公報
【特許文献４】特開平９－５０２３５号公報
【特許文献５】特開平５－１４３２３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　前述したように、ユーザに対し、多岐に亘る機能を使いこなすため操作上の負担が増大
している。これは当然車両の安全運行に影響を及ぼすものであり、日本のみならず世界の
主要国においても、上記操作に関する走行規制が提唱され始めている。
【０００９】
　この走行規制としては、例えば車両の走行速度が１０km／ｈを超えると、ＧＵＩ（Ｇｒ
ａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）操作やリモコン操作のように目視で確
認しながら行う操作は一切禁止する、といった定めがあり、情報端末がユーザに与える利
便性は極端に減殺されてしまう、という問題がある。なお、この問題は上記特許文献１～
５のいずれによっても完全には解消できない。
【００１０】
　したがって本発明は、上記問題点に鑑み、前述した走行規制による不便を、その走行規
制を順守しながら、解消することのできる車載用情報端末の入力装置を提供することを目
的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　図１は本発明に係る入力装置の基本構成を示す図である。
【００１２】
　本図に示す車載用情報端末における入力装置１は、タッチパネル２を一体に具備するデ
ィスプレイ部３を少なくとも有すると共に、このタッチパネル２を介して入力された指示
情報Ｉ１に応じて少なくともディスプレイ部３に提供すべきサービス情報Ｉ２を生成する
情報生成部４を含む車載用情報端末において、その指示情報Ｉ１を該情報生成部４に入力
するための装置である。
【００１３】
　ここに本発明の基本構成は、ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ）指示手段１１と、ＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）指示手段１２と、選択手
段１３とからなる。なお選択手段１３は、図中の点線ブロック１３′の位置にあってもよ
い。これら３つの手段１１，１２および１３の各機能は次のとおりである。
【００１４】
　ＧＵＩ指示手段１１は、タッチパネル２からのＧＵＩ操作による入力を受信して指示情
報Ｉ１を出力するものである。
【００１５】
　ＵＩ指示手段１２は、タッチパネル２からのタッチアクションを用いたＵＩ操作による
入力を受信し、指示情報Ｉ１の内容を識別して出力するものである。
【００１６】
　選択手段１３は、ＧＵＩ指示手段１１およびＵＩ指示手段１２のいずれか一方を選択し
てその指示情報を情報生成部４に入力するものである。
【００１７】
　上記の基本構成により、目視により確認しながら行うＧＵＩ指示手段１１と、目視によ
る確認を要しない、すなわちＧＵＩに依存しない、ＵＩ指示手段１２とを併設すると共に
、走行状況に応じてこれらＧＵＩ指示手段１１およびＵＩ指示手段１２のいずれか一方を
有効にする。
【００１８】
　ここに上記走行状況を大きく２つに分けて、例えば１０km／ｈ以下の走行中または停車
／駐車中は、目視により確認しながらＧＵＩ操作を行い（１１）、その１０km／ｈを超え
る走行中は、目視による確認を要しないＵＩ操作を行う（１２）。
【００１９】
　これにより、ＧＵＩ操作程の迅速性および確実性は得られないものの、例えば１０km／
ｈを超える走行規制下にあったとしても、ユーザは上記ＵＩ操作による指示情報の入力は
許容されることになる。



(4) JP 4360871 B2 2009.11.11

10

20

30

40

50

【００２０】
　上記ＧＵＩ操作側を有効にするか、上記ＵＩ操作側を有効にするかは、選択手段１３に
よる制御に従う。なおこの選択の手法については後述する。
【発明の効果】
【００２１】
　以下説明で明らかになるように本発明によれば、情報端末を搭載する車両のユーザが、
走行規制によってその情報端末の操作上受ける不利から、その走行規制を順守しつつ、該
ユーザを解放し、快適なドライブ環境を提供することができる。また指紋認証の導入によ
って、走行規制の順守すなわち運行の安全性に一層寄与すると共に、盗難防止やチャイル
ドプロテクションなどのセキュリティに対しても有益である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図２は図１の基本構成の一実施例を示す図である。なお全図を通して同様の構成要素に
は同一の参照番号または記号を付して示す。
【００２３】
　車載用情報端末としてはオーディオ部５をさらに有し、情報生成部４はこのオーディオ
部５に提供すべきサービス情報Ｉ２も、指示情報Ｉ１に応じて生成する。この情報生成部
４は、図示するように、テレビ放送源（ＴＶ）、インターネットのブラウザ情報源、ナビ
ゲーション情報源や、ＣＤあるいはＭＤのディスク情報源（ＣＤ／ＭＤ）、ＡＭやＦＭの
ラジオ放送源（ＡＭ／ＦＭ）などと連携し、前三者については主としてディスプレイ部３
と協働し、後二者については主としてオーディオ部５と協働しユーザにサービス情報Ｉ２
を提供する。一例として上記ナビゲーション情報について表示態様を図に示す。
【００２４】
　図３はディスプレイ部３上のナビゲーション画面の一例を示す図である。
【００２５】
　本図ではこれまで述べてきたＧＵＩ操作に係る表示例も示している。同図中の「戻る」
「確認」などがＧＵＩ操作用のメニュー画面であり、ユーザの要求に応じて該当のエリア
を指でタッチすれば、その要求に対応する次の画面に切り換わる。このとき指でタッチし
たことは、タッチパネル２が検出する。なおタッチパネル２としては、ディスプレイ画面
の四辺をなす、第１の相対向する二辺の対およびこれに直交する第２の相対向する二辺の
対にそれぞれ発光ダイオードアレイと受光ダイオードアレイを対面して配列し、指をタッ
チするとその部分の発光－受光対の光経路がしゃ断されるようにした光学式のものや、静
電容量の変化あるいは抵抗値の変化を利用した電気式のものが既に知られている。
【００２６】
　この図３は当該車両が例えば１０km／ｈを超える走行でない場合または停車中あるいは
駐車中である場合のディスプレイ画面の一例であるが、ここで当該車両がその１０km／ｈ
を超える速度で走行中となったときについて説明する。
【００２７】
　このとき指タッチがあると、タッチパネル２はＵＩ操作による入力をＵＩ指示手段１２
に出力する。この状況下では、図３に示すディスプレイ画面上のＧＵＩメニューは、いか
なる指タッチに対しても何の反応も示さない。つまりＧＵＩ操作が無効となり、タッチパ
ネル２上をなぞる指の動きによるＵＩ操作のみを有効とする。これにより、前述の走行規
制を一応満足すべく、ユーザは車両の前方から目をそらすことなく指タッチのみで指示情
報Ｉ１を作り出すことが可能となる。
【００２８】
　この場合、ナビゲーションモードにおいて例えば「５」kmとか「３」分とかの数値を入
力しなければならないことがあり、あるいはオーディオモードにおいても例えばボリュー
ム「６」とかＣＤのトラックアップ数「４」とかの数値を入力しなければならないことが
ある。
【００２９】
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　このときＧＵＩ操作ならば、１～１０の数字をテンキーのごとくメニュー表示すること
により、きわめて単純、正確かつ迅速に上記の「５」、「３」などの数値を選択すること
ができる。しかし、ＵＩ操作となると、かかる数値の選択は容易ではない。
【００３０】
　そこでＵＩ操作のもとでの数値設定は、例えば指タッチの動きの速さなどで表すように
する。このために図２に示すとおり、ＵＩ指示手段１２は、ＵＩ操作による入力から、数
値で表す指示値として指示情報Ｉ１を出力する数値化部２３を含むようにする。
【００３１】
　かくしてＵＩ指示手段１２からは、ボリュームの上げ下げとか、地図の拡大縮小といっ
た操作内容のみならず、上記の数値化によってその操作の量までも指定情報Ｉ１に含ませ
ることができる。
【００３２】
　一方ＧＵＩ指示手段１１からは従前どおりＧＵＩメニューに従って選択された指定情報
Ｉ１が得られる。
【００３３】
　これらＧＵＩ指示手段１１からの指定情報Ｉ１とＵＩ指示手段１２からの指定情報Ｉ１
のいずれを有効にするかは、前述のとおり選択手段１３が行う。ここで図２に示す選択手
段１３に着目すると、この選択手段１３は、手動選択（図中の「手動」）および自動選択
（図中の「自動」）の少なくとも一方で動作するようにする。
【００３４】
　上記手動選択は、手動／自動切換えスイッチ（図示せず）を設けてマニュアルでスイッ
チ設定することにより行う。あるいは、ＵＩ指示手段１２からの出力によって、後述する
図５や図８などのように、手動選択をしてもよい。あるいは、例えばタッチパネル２上を
数回指でたたく、というように予め定義し登録しておく。そうするとユーザが１０km／ｈ
以上の走行になったときにタッチパネル２を指で数回たたけば、選択手段１３はＵＩ操作
系（１２）へ強制移行することになる。
【００３５】
　一方上記自動選択は、車載用情報端末を搭載する当該車両の走行状況に基づいて行うこ
とができる。走行状況とは当該車両の主として車速のことであり、前述の例によれば、１
０km／ｈ以上か未満かを計測して１０km／ｈ以上なら自動的にＵＩ操作系（１２）に切り
換える。車速は、既設のスピードメータへの信号をモニタすれば簡単に計測できる。
【００３６】
　この自動選択は既述した走行規制を順守するのに最も効果的である。なぜならユーザの
意思に依らずに強制的に規制をかけてしまうからである。
【００３７】
　以上で走行規制に起因する既述の問題は一応解消される。しかし一層完全な走行規制対
策を実現するならば、さらなる手段の導入を図るのが望ましい。この導入すべき手段は、
図２に示す指紋認証手段１４である。
【００３８】
　この指紋認証手段１４の導入により、その認証結果に応じて、車載用情報端末の使用が
左手または右手のいずれで行われているか判別し、この車載用情報端末を搭載する当該車
両が右（または左）ハンドル車であるときの左手（または右手）の使用であると認定した
ときは、その使用を強制的に禁止するようにする。このようにすれば上記走行規制対策と
しては一層確実なものとなる。
【００３９】
　このように、左手による使用かまたは右手による使用かは、図２のラインＬ１を通して
分析部２５によって認定する。このために左手の指紋または右手の指紋を指紋センサ２４
から事前に検出しておく。なお図２の例ではこの指紋センサ２４をタッチパネルの２の一
部に設けているが、この指紋センサ単独で他の適当なところに配置してもよい。いずれに
しても指紋センサ２４の検出出力は指紋認証手段１４に入力され、ここに予め登録してお
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いた当該車両のユーザの全指紋と照合する。
【００４０】
　このような指紋センサと指紋認証手段とによる指紋認証機構は、市場において、携帯電
話やパソコンなどに既に応用されているのでそれを利用すればよい。
【００４１】
　またこのような指紋認証機構の導入によってＵＩ指示手段１２における指示情報の多様
化も図れるといった利点がもたらされる。
【００４２】
　すなわち、指紋認証手段１４による認証結果に応じて、車載用情報端末の使用が左手ま
たは右手のいずれの指で行われているか判別し、この判別結果をラインＬ２を介して得た
ＵＩ指示手段１２は、各指に予め定義付けされた指示内容によって指示情報Ｉ１を識別す
ることもできる。
【００４３】
　以上のような指紋認証機構（１４，２４）を導入したことによるさらなる利点は、セキ
ュリティの確保という点にある。例えば欧州では車載用情報端末の盗難事件がしばしば発
生しており、その対策としてユーザは自分の車から離れるときはその情報端末を自分の車
から取り外し持ち出してしまう、といった防衛策がとられているようである。しかし、こ
のような防衛策に代えて、上記指紋認証機構付きの情報端末であることを、車内外の第三
者に明示できるようにしておけば、盗難を試みようとする者はほとんどいなくなるはずで
ある。なぜなら他人の情報端末を手に入れたところで、その者による指紋認証をパスする
ことは不可能であり、したがってその手に入れた情報端末を実際に駆動し使用することが
できないからである。
【００４４】
　かかるセキュリティに関連する具体的な構成としては、まず、指紋認証手段１４による
認証結果に応じて、選択手段１３による選択動作を許可しまたは禁止するようにする。す
なわち、認証をパスできないときは選択手段１３を非動作状態にしてしまう。つまり、図
２において選択手段１３を分かりやすく図解的に表したスイッチに注目すると、その接触
子が２つの接点のいずれにも接することのできない状態にしてしまう。
【００４５】
　結局、指紋認証手段による認証結果に応じて、車載用情報端末の使用が許可された本人
によるものか否かを判別し、否のときはその使用を禁止するようにしてしまう。ここにセ
キュリティが確保される。
【００４６】
　ここで再びＵＩ指示手段１２に着目し、さらに詳しく説明する。本発明にて提案するこ
のＵＩ指示手段１２が有すべき基本的要件は、このＵＩ指示手段１２側が選択されている
とき、ＵＩ操作は、ディスプレイ部３にＧＵＩ操作のために表示されている画面（図３参
照）に依存させないことである。ここにＵＩ操作の優位性を保ち、走行規制中のＵＩ操作
を安定かつ確実なものとする。
【００４７】
　そしてＵＩ指示手段１２はその優位性のもとで、タッチアクションによるＵＩ操作を識
別し指定情報Ｉ１の内容を特定していく。その前提として、ＵＩ指示手段１２内には、図
２に示すとおり、タッチアクションと、これに対応する指示情報Ｉ１の内容との関係を予
め登録する登録テーブル２２を有する。
【００４８】
　また同時にＵＩ指示手段１２内には、タッチアクションの動きを判定する演算部２１を
有する必要がある。演算部２１は、このようにタッチパネル２上での指の動きを演算によ
って判定し、登録テーブル２２を参照することにより、その指の動きに対応する指示情報
Ｉ１として読み出す。
【００４９】
　以下、タッチアクションの詳細について説明する。
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【００５０】
　図４はタッチアクションの第１の態様を表す図であり、
　図５はタッチアクションの第１の態様におけるＧＵＩ／ＵＩ判別を示すフローチャート
である。
【００５１】
　まず図４を参照すると、ここでは、ディスプレイ部３に合体したタッチパネル２上を１
本の指Ｆがなぞっている様子を示している。そのなぞり方（スライドの方向）は、左右（
ＬＲ）方向もあるし上下（ＵＤ）方向もあるし斜め（ＳＬ）方向もある。斜め方向にはこ
のＳＬとは逆に、図示していないが画面の左下←→右上の斜め方向もある。
【００５２】
　車載用情報端末にて、ボタンダウン位置とボタンアップ位置とを認識し、スライド方向
（←→）とそのスライド距離を判断する。
【００５３】
　また、ボタンダウンからボタンアップまでの時間を計測し、スライド速度を演算してこ
れを数値に変換する。
【００５４】
　別の手段として、一定時間内での移動時のボタンダウン位置の（ｘ，ｙ）座標を計測し
、スライドの方向や速度や距離を判断する。
【００５５】
　ＧＵＩに基づく操作との判断基準は図５のとおりである。
【００５６】
　図５において、画面上のタッチパネル２に指タッチがあると、すなわちＵＩ操作がある
と（ステップＳ１１）、ボタンダウン後一定時間内にそことは異なる位置でボタンアップ
操作があったか否か判断し（ステップＳ１２）、ＮｏであればＧＵＩ操作を有効にする（
ステップＳ１３）。
【００５７】
　ステップＳ１２での判断がＹｅｓであれば、そのボタンダウン位置とボタンアップ位置
の各（ｘ，ｙ）座標から、演算部２１（図２）において、スライドの方向や距離ならびに
速度を測定し（ステップＳ１４）、タッチアクションによるＵＩ操作を有効にしていく（
ステップＳ１５）。
【００５８】
　このようにタッチパネル対応端末にて、タッチアクションに対応することにより、表示
している画面の選択された部位を端末側で認識し、その押された部位に割り付けられた端
末動作を行うのではなく、押された部位とは関係なく、タッチアクションを認識し、端末
動作を行う。
【００５９】
　かくして、ＧＵＩ画面による押した部位にだけ反応するボタン操作だけでなく、タッチ
アクションに対応したユーザ操作の幅が広がる。かつ、画面を見なくとも操作可能になる
。
【００６０】
　この場合、前述のようにタッチアクションに応じた端末動作を登録しておく（図２の２
２）。
【００６１】
　かくして、画面を押すのみの単純な動作だけでなく、ＧＵＩに依存しない端末動作を登
録でき、操作の幅が広がる。
【００６２】
　以下、具体的な様々のタッチアクションについて説明する。
【００６３】
　（１）ＵＩ操作は、タッチパネル上の上下／左右／斜めの方向のスライド操作とする。
【００６４】
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　すなわち、上・下・左・右・斜め方向などへのスライド操作によるユーザ操作を認識し
、それに対応した端末動作を行う。
【００６５】
　これにより、画面のボタンを意識せず、画面上にて指をスライドさせる方向により、そ
のアクションに割り付けた端末動作を行うことができる。したがって、ショートカットキ
ーのような操作が可能になる。
【００６６】
　（２）上記（１）の方向により定まる指示情報Ｉ１に対してさらに、そのときのスライ
ド操作の速度によって定まる指示値を組み合わせるようにする。
【００６７】
　すなわち、ユーザが画面上で操作したスライド方向と動作速度とを認識することにより
、その方向に速度という数値を組み合わせた端末動作を行う。
【００６８】
　これにより、画面上のボタンやハードスイッチを意識することなく、ボリュームのアッ
プ度合いやトラックアップの度合い、楽曲の曲番、アルバムの番号などの数値を含んだ操
作を画面を見ずに、操作することができる。
【００６９】
　（３）上記（１）の方向により定まる指示情報Ｉ１に対してさらに、そのときのスライ
ド操作の移動量によって定まる指示値を組み合わせるようにする。
【００７０】
　すなわち、ユーザが画面上で操作したスライドの方向と距離とを認識することにより、
その方向に距離という数値を組み合わせた端末動作を行う。
【００７１】
　これにより、画面上のボタンやハードスイッチを意識することなく、ボリュームのアッ
プ度合いやトラックアップの度合いなどの数値を含んだ操作を画面を見ずに、操作するこ
とができる。
【００７２】
　（４）タッチアクションには、所定時間内にタッチパネル２の任意の部分をたたいた回
数を含むようにする。
【００７３】
　すなわち、ユーザが、画面上で画面を任意の時間において選択した回数を認識し、その
回数に応じた端末動作を行う。
【００７４】
　これにより、画面上のボタンやハードスイッチを意識することなく、一定時間内に画面
をタッチすることで端末動作を行うことができる。したがって、ショートカットキーのよ
うな操作が可能となる。
【００７５】
　図６はタッチアクションの第２の態様を表す図（その１）であり、
　図７は同図（その２）であり、
　図８はタッチアクションの第２の態様におけるＵＩ／ＧＵＩ判別を示すフローチャート
である。
【００７６】
　まず図６を参照すると、図４と異なるのは複数本の指タッチになったことである。ただ
し図６では簡単のために２本の例で示す。
【００７７】
　また図７ではさらに複雑なタッチアクションのコンビネーションを表している。
【００７８】
　さらに図８を参照すると、本図のステップＳ２１～Ｓ２５は図８のステップＳ１１～Ｓ
１５と、ステップＳ２２を除いて、ほぼ同じである。このステップＳ２２では、ステップ
Ｓ１２のように「一点」ではなく「複数点」（複数の指）でのボタンダウンを見ている。
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【００７９】
　以下、前記の（１）～（４）に続けて、具体的な種々のタッチアクションについて説明
する。
【００８０】
　（５）タッチアクションには、タッチパネル２の任意の部分における、ワンタッチを超
える複数の同時タッチによるマルチタッチを含み、この同時タッチの組合せにより指示情
報Ｉ１の内容を識別するようにする。
【００８１】
　すなわち、タッチパネル対応端末にて、従来のように単体の選択を認識し選択された部
位を端末側で判断しその押された部位に割り付けられた端末動作を行うのではなく、不特
定の位置にて同時に複数の選択を認識し、端末動作を行う。
【００８２】
　これにより、ＧＵＩ画面による押した部位にだけ反応するボタン操作ではなく、２点以
上の画面選択にて、端末操作を行うことができる。したがって、画面にあるＧＵＩを意識
することなく、ショートカットキーのような操作が可能となる。
【００８３】
　（６）上記（５）のマルチタッチのタッチ数と、タッチアクションの動きとの組合せに
より指示情報Ｉ１の内容を識別するようにする。
【００８４】
　すなわち、タッチパネル対応端末にて、従来のように単体の選択を認識し選択された部
位を端末側で判断しその押された部位に割り付けられた端末動作を行うのではなく、不特
定の位置にて同時に複数の選択を認識し、さらに、そのときのタッチアクションに対応す
ることによって、押された部位とは関係なく、選択した数とタッチアクションとを認識し
て端末動作を行う。
【００８５】
　これにより、ＧＵＩ画面により、押した部位にだけ反応するボタン操作だけでなく、同
時選択の数とタッチアクションとを組み合わせて、端末操作を行うことができる。したが
って、画面を見なくとも操作可能になる。
【００８６】
　（７）上記（６）のタッチアクションには、マルチタッチのタッチ数の情報と、このマ
ルチタッチの各々のタッチパネル２上における上下／左右／斜めの方向のスライド操作の
情報と、そのスライド方向がそのマルチタッチ間で同一か逆か、の情報とを含み、これら
情報の組合せにより指示情報Ｉ１の内容を識別するようにする。
【００８７】
　すなわち、上記（６）において、選択の数と、上・下・左・右・斜め方向へのスライド
方向と、複数の選択スライド方向が同じ方向か逆方向かと、を認識し、その組み合わせに
応じたユーザ指示を認識して端末動作を行う。
【００８８】
　これにより、画面のボタンを認識せずに、ユーザが画面上に指で選択した数やスライド
させた方向や各選択箇所のスライド方向を認識し、その選択数やアクションに割り付けた
端末動作を行うことができる。したがって、ショートカットキーのような操作が可能にな
る。
【００８９】
　（８）上記（７）において、上記のスライド操作の速度によって定まる指示値をさらに
組み合わせるようにする。
【００９０】
　すなわち、上記（７）において、選択の数と、上・下・左・右・斜め方向へのスライド
方向と、複数の選択スライド方向が同じ方向か逆方向かと、を認識し、さらに、設定値と
してスライド速度を認識して、これらの組み合わせや数値に応じたユーザ指示を認識して
端末動作を行う。



(10) JP 4360871 B2 2009.11.11

10

20

30

40

50

【００９１】
　これにより、画面のボタンを意識せずに、画面上に指で表された、選択数や、スライド
方向や、各選択箇所のスライド方向や、スライド速度により、その選択数やアクションに
割り付けた端末動作を行う。したがってボリュームアップ時にアップする値を設定する等
の指示をすることができる。
【００９２】
　（９）上記（７）において、スライド操作の移動量によって定まる指示値をさらに組み
合わせるようにする。
【００９３】
　すなわち上記（７）において、選択の数と、上・下・左・右・斜め方向へのスライド方
向と、複数の選択スライド方向が同じ方向か逆方向かと、を認識し、さらに、設定値とし
てのスライド距離を認識し、その組み合わせや数値に応じたユーザ指示を認識して端末動
作を行う。この場合、「つまむ」や「ひらく」というようなより自然なタッチアクション
も含めて、端末動作を行うことができる。
【００９４】
　これにより、画面のボタンを意識せず、画面上に指で表された選択数やスライド方向や
各選択箇所のスライド方向やスライド距離により、その選択数やアクションに割り付けた
端末動作を行う。したがって、ボリュームアップ時にアップする値を設定することだけで
なく、ウィンドウサイズを拡大するまたは縮小するといったアクション指示が可能になる
。
【００９５】
　（１０）上記（７）における上記のマルチタッチのうちの１タッチは固定点とし、それ
以外の他のタッチはその固定点を中心として回転させ、その回転方向に基づいて指示情報
Ｉ１の内容を識別するようにする。
【００９６】
　すなわち上記（７）において、１点を軸とし、もう片方の点をスライドさせる。あるい
は、複数点の選択箇所を同一方向へ回転スライドさせることにより判断できる回転方向を
認識して端末動作を行う。
【００９７】
　これにより、画面のボタンを意識せず、画面上にて指を回転させる方向に従ってその回
転方向に割り付けた端末動作を行うことができる。
【００９８】
　（１１）上記（１０）での回転方向により定まる指示情報Ｉ１に対してさらに、そのと
きの回転速度によって定まる指示値を組み合わせるようにする。
【００９９】
　またその回転方向により定まる指示情報Ｉ１に対してさらに、そのときの回転移動量（
回転角）によって定まる指示値を組み合わせるようにする。
【０１００】
　すなわち、スライド速度や移動距離を端末で認識し、その距離や速度を数値に変換して
タッチアクションに対応した数値を割り付けた端末動作を行う。
【０１０１】
　これにより、画面のボタンを意識せず、画面上で指をスライドさせ、その速度や距離に
応じた端末動作を行うことができる。例えば、ボリュームアップ時のアップ値の設定など
が可能となる。
【０１０２】
　以上の、具体的なタッチアクション（１）～（１１）に対しては、予め図２の指紋認証
手段１４によるセキュリティを確保することが好ましいことについては既に説明したとお
りであるが、このセキュリティについてさらに具体的に説明すると以下のとおりである。
【０１０３】
　図９は指紋認証の第１の動作例を示すフローチャートである。
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【０１０４】
　図５のステップＳ１１と同様、ＧＵＩ／ＵＩ操作があると（ステップＳ３１）、そのと
きにタッチされた指の指紋が上記手段１４に既に登録済みの指紋か否か判断し（ステップ
Ｓ３２）、Ｎｏであれば操作禁止とする。
【０１０５】
　ステップＳ３２での判断がＹｅｓで、停車中の場合（ステップＳ３３のＮｏ）、ＧＵＩ
操作を行う（ステップＳ３３）。
【０１０６】
　ステップＳ３３での判断がＹｅｓであると、ステップＳ３５において、今操作している
指の指紋を照合し、どちらの手のどの指かを判断する。この判断毎に指示の内容が特定さ
れて、次のステップＳ３６→Ｓ３７に移行する。これらは図５のステップＳ１４→Ｓ１５
と同様である。
【０１０７】
　第１の動作例は、ユーザの指紋を登録し、指による作業を認識するというものである。
すなわち、各指の初期登録をしておき、ボタンダウンされた指を判断して、予め登録され
た操作を行う。
【０１０８】
　（１２）タッチパネル対応端末にて、ユーザの両手の指について指紋登録し、各指に割
り付けられた端末動作を行う。
【０１０９】
　これにより、ＧＵＩ画面により、押した部位にだけ反応するボタン操作するのでなく、
走行中は、画面を選択する指により、その指に割り付けられた端末動作を行うことができ
る。
【０１１０】
　（１３）上記（１２）において、前述の（１）～（１１）と同様に、複数点の選択や、
タッチアクション、移動速度や距離を認識し、その組み合わせに応じた端末動作を行う。
【０１１１】
　これにより、画面のボタンを意識せず、使用する指と、そのときのタッチアクションや
移動速度や距離とを使い分けることにより、さまざまな端末動作を車両の走行中に行うこ
とができる。
【０１１２】
　（１４）上記（１２）において、登録する各指に番号を割り振り、数値や文字等の入力
補助を行う。
【０１１３】
　これにより、指を使い分けることで、画面上のソフトウェアキーボードを使わずに入力
操作を行うことができる。例えば、親指［１］、人差し指［２］、中指［３］…、親指と
人差し指の同時押しを［６］…のように登録し、数値入力をそのままダイレクトで行うこ
とができ、また、ポケベルの入力や携帯電話の入力と同じような方法を用いることにより
、文字の入力を行うこともできる。
【０１１４】
　図１０は指紋認証の第２の動作例を示すフローチャートである。
【０１１５】
　図５のステップＳ１１と同様、ＧＵＩ／ＵＩ操作があると（ステップＳ４１）、図９の
ステップＳ３２と同様の指紋照合を行う（ステップＳ４２）。その照合結果がＮｏであれ
ば登録されている指紋かどうかの判断を行い（ステップＳ４３）、ＹｅｓならばＧＵＩ操
作を有効にする（ステップＳ４４）。Ｎｏならば操作を禁止する。
【０１１６】
　ステップＳ４２での判断がＹｅｓであると、当該車両が走行中か否かの判断を行い（ス
テップＳ４５）、所定速度未満か停車中または駐車中ならば（Ｎｏ）、ステップＳ４４に
戻る。
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【０１１７】
　逆に走行中と判断されたときは（Ｙｅｓ）、走行規制が働き、ＵＩ操作による端末動作
を有効にする（ステップＳ４７）。
【０１１８】
　第２の動作例によれば、
　（１５）上記（１２）において、ユーザの両手の指を登録することにより、右（左）ハ
ンドル車の場合に左手（右手）で操作したときは運転中と判断し、走行規制をかける、と
いうものである（ステップＳ４６）。
【０１１９】
　これにより、運転中の車速による走行規制だけでなく、指の認証による判断をも組み合
わせた走行規制とすることにより、より一層安全かつ効果的な走行規制をかけることがで
きる。
【０１２０】
　（１６）上記（１５）において、走行中に右（左）ハンドル車でのドライバーの左手（
右手）による操作は、ＧＵＩボタンに反応せずに、登録した指やタッチアクションに割り
付けた端末動作を行う。
【０１２１】
　これにより、走行中においても、画面を見ないでも、端末操作を行うことができる。
【０１２２】
　図１１は指紋認証の第３の動作例を示すフローチャートである。
【０１２３】
　図５のステップＳ１１と同様、ＧＵＩ／ＵＩ操作があると（ステップＳ５１）、そのと
きの指の指紋が登録済みのユーザの指紋と一致するか照合し（ステップＳ５２）、Ｎｏで
あればそれ以降のＧＵＩ／ＵＩ操作を一切禁止する（ステップＳ５３）。
【０１２４】
　逆にその照合が一致すれば（Ｙｅｓ）、その後のＧＵＩ／ＵＩ操作に基づく端末動作を
許容する。
【０１２５】
　第３の動作例によれば、
　（１７）上記（１５）において、登録ユーザによる操作のみを受け付けて端末動作を行
い、未登録ユーザによる操作は受け付けない。
【０１２６】
　これにより、登録ユーザ以外の操作を受け付けないので、チャイルドプロテクションの
機能や、単に物がぶつかったことによる誤操作の防止機能を果たすことができ、また当然
、前述したような盗難に対するセキュリティにも有効である。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　車両の走行規制をクリアしつつ、高機能化された情報端末機器を操作するというニーズ
に応えることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】本発明に係る入力装置の基本構成を示す図である。
【図２】図１に示す基本構成の一実施例を示す図である。
【図３】ディスプレイ部３上のナビゲーション画面の一例を示す図である。
【図４】タッチアクションの第１の態様を表す図である。
【図５】タッチアクションの第１の態様におけるＧＵＩ／ＵＩ判別を示すフローチャート
である。
【図６】タッチアクションの第２の態様を表す図（その１）である。
【図７】タッチアクションの第２の態様を表す図（その２）である。
【図８】タッチアクションの第２の態様におけるＧＵＩ／ＵＩ判別を示すフローチャート
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である。
【図９】指紋認証の第１の動作例を示すフローチャートである。
【図１０】指紋認証の第２の動作例を示すフローチャートである。
【図１１】指紋認証の第３の動作例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１２９】
１…車載用情報端末における入力装置
２…タッチパネル
３…ディスプレイ部
４…情報生成部
５…オーディオ部
１１…ＵＩ指示手段
１２…ＧＵＩ指示手段
１３，１３′…選択手段
Ｉ１…指示情報
Ｉ２…サービス情報
１４…指紋認証手段
２１…演算部
２２…登録テーブル
２３…数値化部
２４…指紋センサ
２５…分析部

【図１】 【図２】
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【図７】

【図８】
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