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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作対象の機器に関する操作を受け付けるための操作画面を表示する表示手段と、前記
表示手段から離れた位置に設置されて操作者によって操作される遠隔操作デバイスとに接
続され、前記遠隔操作デバイスからの方向指示入力を受け付け、その方向指示入力に応じ
た処理結果を前記操作画面上に表示させる遠隔操作デバイス用表示制御装置であって、
　前記操作画面上に配置されている複数のアイコンのうち、現在選択中のアイコンに対し
て選択状態であることを示す識別表示を当該アイコンに付随して前記操作画面上に表示さ
せ、かつ、前記表示手段に表示される操作画面が、現在表示中の操作画面からアイコンの
配置が異なる別の操作画面へと切り替わるときに、切替前の操作画面で選択中のアイコン
から、切替先の操作画面において予め設定されている初期選択アイコンへと選択状態を遷
移させると共に、前記識別表示の表示対象を前記初期選択アイコンへと遷移させる表示制
御手段を備え、
　前記表示制御手段は、
　前記識別表示の表示対象を前記選択中のアイコンから前記初期選択アイコンへと遷移さ
せるときに、前記選択中のアイコンの位置から前記初期選択アイコンの方向を示す視覚表
現を前記操作画面上に表示させること
　を特徴とする遠隔操作デバイス用表示制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の遠隔操作デバイス用表示制御装置において、
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　前記表示制御手段は、前記選択中のアイコンの位置から前記初期選択アイコンの位置へ
向かって移動する動画像を表示することで、前記初期選択アイコンの方向を示す視覚表現
を行うこと
　を特徴とする遠隔操作デバイス用表示制御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の遠隔操作デバイス用表示制御装置において、
　前記表示制御手段は、前記選択中のアイコンに付随する識別表示の意匠画像が前記初期
選択アイコンの位置へ向かって移動する動画像を表示することで、前記初期選択アイコン
の方向を示す視覚表現を行うこと
　を特徴とする遠隔操作デバイス用表示制御装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の遠隔操作デバイス用表示制御装置において、
　前記表示制御手段は、前記選択中のアイコンに付随する識別表示の意匠画像が、移動中
に前記初期選択アイコンに対応する識別表示の意匠画像へと徐々に変化する動画像を表示
することで、前記初期選択アイコンの方向を示す視覚表現を行うこと
　を特徴とする遠隔操作デバイス用表示制御装置。
【請求項５】
　請求項２ないし請求項４の何れか１項に記載の遠隔操作デバイス用表示制御装置におい
て、
　前記表示制御手段は、前記選択中のアイコンの位置から前記初期選択アイコンの位置へ
向かって移動する動画像の移動速度を徐々に遅くすること
　を特徴とする遠隔操作デバイス用表示制御装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の遠隔操作デバイス用表示制御装置において、
　前記表示制御手段は、前記選択中のアイコンの位置と前記初期選択アイコンの位置との
間に静止した意匠画像を配置することで前記初期選択アイコンの方向を示す視覚表現を行
うこと
　を特徴とする遠隔操作デバイス用表示制御装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の遠隔操作デバイス用表示制御装置において、
　前記表示制御手段は、前記選択中のアイコンの位置と前記初期選択アイコンの位置との
間に、複数の前記意匠画像を等間隔に配置することで前記初期選択アイコンの方向を示す
視覚表現を行うこと
　を特徴とする遠隔操作デバイス用表示制御装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の遠隔操作デバイス用表示制御装置において、
　前記表示制御手段は、前記選択中のアイコンの位置と前記初期選択アイコンの位置とを
連結する帯状画像を表示することで前記初期選択アイコンの方向を示す視覚表現を行うこ
と
　を特徴とする遠隔操作デバイス用表示制御装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の遠隔操作デバイス用表示制御装置において、
　前記表示制御手段は、前記選択中のアイコンと、前記初期選択アイコンと、これら２つ
のアイコンの間の領域とを除く前記操作画面上の領域の画像をトーンダウンすることで前
記初期選択アイコンの方向を示す視覚表現を行うこと
　を特徴とする遠隔操作デバイス用表示制御装置。
【請求項１０】
　請求項１ないし請求項９の何れか１項に記載の遠隔操作デバイス用表示制御装置におい
て、
　前記表示制御手段は、前記選択中のアイコンの位置と前記初期選択アイコンの位置との
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距離が所定の基準値以下である場合、前記選択中のアイコンの位置から前記初期選択アイ
コンの方向を示す視覚表現を表示しないこと
　を特徴とする遠隔操作デバイス用表示制御装置。
【請求項１１】
　請求項１ないし請求項９の何れか１項に記載の遠隔操作デバイス用表示制御装置におい
て、
　前記表示制御手段は、前記選択中のアイコンの位置と前記初期選択アイコンの位置との
距離が所定の基準値以下である場合、これら２つのアイコンの位置同士を直線で結ぶ経路
上を迂回した経路上に前記選択中のアイコンの位置から前記初期選択アイコンの方向を示
す視覚表現を表示すること
　を特徴とする遠隔操作デバイス用表示制御装置。
【請求項１２】
　請求項１ないし請求項８、請求項１０、請求項１１の何れか１項に記載の遠隔操作デバ
イス用表示制御装置において、
　前記切替前の操作画面から前記切替先の操作画面へ切り替わる間の所定期間中に暗転画
面が表示され、
　前記表示制御手段は、前記暗転画面の表示期間中において、この暗転画面上に前記選択
中のアイコンの位置から前記初期選択アイコンの方向を示す視覚表現を表示させること
　を特徴とする遠隔操作デバイス用表示制御装置。
【請求項１３】
　請求項１ないし請求項１１の何れか１項に記載の遠隔操作デバイス用表示制御装置にお
いて、
　前記切替前の操作画面から前記切替先の操作画面へ切り替わるまでの間に、前記切替前
の操作画面がフェードアウトし、前記切替先の操作画面がフェードインするフェード画面
が表示され、
　前記表示制御手段は、前記フェード画面の表示期間中において、このフェード画面上に
前記選択中のアイコンの位置から前記初期選択アイコンの方向を示す視覚表現を表示させ
ること
　を特徴とする遠隔操作デバイス用表示制御装置。
【請求項１４】
　請求項１ないし請求項１１の何れか１項に記載の遠隔操作デバイス用表示制御装置にお
いて、
　前記表示制御手段は、前記切替前の操作画面から前記切替先の操作画面へ切り替わった
直後からの所定期間中に、前記前記切替先の操作画面上に前記選択中のアイコンの位置か
ら前記初期選択アイコンの方向を示す視覚表現を表示させること
　を特徴とする遠隔操作デバイス用表示制御装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の遠隔操作デバイス用表示制御装置において、
　前記表示制御手段は、前記前記切替先の操作画面をトーンダウンさせて、その上に前記
選択中のアイコンの位置から前記初期選択アイコンの方向を示す視覚表現を表示させるこ
と
　を特徴とする遠隔操作デバイス用表示制御装置。
【請求項１６】
　請求項１ないし請求項１１の何れか１項に記載の遠隔操作デバイス用表示制御装置にお
いて、
　前記表示制御手段は、前記切替前の操作画面から前記切替先の操作画面へ切り替わる直
前の所定期間中に、前記切替前の操作画面上に前記選択中のアイコンの位置から前記初期
選択アイコンの方向を示す視覚表現を表示させること
　を特徴とする遠隔操作デバイス用表示制御装置。
【請求項１７】
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　請求項１６に記載の遠隔操作デバイス用表示制御装置において、
　前記表示制御手段は、前記切替前の操作画面をトーンダウンさせて、その上に前記選択
中のアイコンの位置から前記初期選択アイコンの方向を示す視覚表現をさせること
　を特徴とする遠隔操作デバイス用表示制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機器に対する指示を入力するための操作画面を表示装置に表示し、表示装置
とは離れた位置に設置される遠隔操作デバイスを操作して操作画面上で指示入力を行う遠
隔操作システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばナビゲーションシステムや、エアコン、オーディオ等の車載機器に対する
操作を、液晶ディスプレイ等の表示装置に表示された操作画面上の任意の位置を指示する
ことにより行う遠隔操作システムが知られている。このような遠隔操作システムでは、運
転者の運転中の視点移動を軽減する必要性から、操作画面を表示する表示部については、
運転者前方のできるだけ遠い位置に配置することが好ましい。一方、操作画面上の位置を
指示するための操作が行われる遠隔操作デバイスについては、運転者が容易に手を届かせ
ることができる位置に配置すると共に、操作部に対する視認を要することなく操作できる
ことが好ましい。
【０００３】
　操作画面が表示される表示部とユーザに操作される操作部とが分離した遠隔操作システ
ムでは、例えば操作画面上での指示位置を連続的に示すポインタを遠隔操作デバイスで操
作し、このポインタを車載機器に対する指示が割り当てられたアイコン上まで移動させて
選択指示を行うといった手法が一般的に用いられる（例えば、特許文献１の図９（ａ），
（ｄ）等を参照）
　しかしながら、このような操作方法においては、ポインタを操作画面上の目的の位置ま
で移動させるために手間や時間が多くかかったり、操作画面を注視する時間が増えてしま
い、煩わしいといった問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２９９１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、ポインタ以外でアイコンの選択操作を行うことができるようにする手法がある
。例えば、現在選択中のアイコンに付随してカーソル等の識別表示を表示しておき、その
状態から所定の操作量以上の方向指示入力が加えられた場合、選択中のアイコンの位置を
基準として操作方向にある直近のアイコンへカーソルを移動させると共に、その移動先の
アイコンへ選択状態を遷移させる。このようにすることで、ポインタを目的のアイコンの
位置まで移動させる手間を省くことができる上、ポインタと比べて操作画面を注視する時
間も低減でき、操作者の操作負担が軽くなる。
【０００６】
　上記手法では、操作画面上に配置されているアイコンの何れか１つが常に選択状態にあ
り、そこから方向指示を入力することでカーソルを別のアイコンの位置へと移動させるこ
とになる。また、現在表示中の操作画面からアイコンの配置が異なる別の操作画面へと切
り替わる場合、切替前の操作画面で選択中であったアイコンの位置から、切替先の操作画
面において最初に選択状態になるように予め設定されている初期選択アイコンの位置へと
カーソルがジャンプする場合がある。
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【０００７】
　しかしながら、操作画面が切り替わるときに、選択状態のアイコンを示すカーソルの位
置が大きく移動した場合、ユーザがカーソルの位置を見失ってしまうといった問題がある
。
【０００８】
　本発明は、このような問題を解決するためになされており、操作画面が切り替わる際に
選択状態のアイコンを示す識別表示が移動しても、ユーザがそれを見失わないように導く
ことで、遠隔操作デバイスの操作性を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載の遠隔操作デバイス用表示制御装置における表示制御手段は、操作画面
上に配置されている複数のアイコンのうち、現在選択中のアイコンに対して選択状態であ
ることを示す識別表示を当該アイコンに付随して操作画面上に表示させる。さらに、表示
手段に表示される操作画面が、現在表示中の操作画面からアイコンの配置が異なる別の操
作画面へと切り替わるときに、切替前の操作画面で選択中のアイコンから、切替先の操作
画面において予め設定されている初期選択アイコンへと選択状態を遷移させると共に、識
別表示の表示対象を初期選択アイコンへと遷移させる。また、表示制御手段は、識別表示
の表示対象を選択中のアイコンから初期選択アイコンへと遷移させるときに、選択中のア
イコンの位置から初期選択アイコンの方向を示す視覚表現を操作画面上に表示させる。
【００１０】
　このように構成することで、操作画面が切り替わるときに選択中のアイコンを示す識別
表示（例えば、カーソル）の位置が大きく変わっても、視覚表現によって移動先へとユー
ザを確実に導くことができるようになる。これにより、切替先の操作画面における初期選
択アイコンの位置をユーザが簡単に把握できるようになり、遠隔操作デバイスの操作性が
向上する。
【００１１】
　また、ユーザによる方向指示操作の結果を連続的にトレースするポインタとは異なり、
操作画面が切り替わるときだけ、切替先の操作画面における初期選択アイコンの方向を示
す視覚表現を表示させるので、ポインタと比べて操作画面を注視する時間も低減でき、操
作者の操作負担は軽い。ただし、本発明は、従来どおり画面上にポインタを表示していた
としても、操作画面の切替時に初期選択アイコンの方向を示す視覚表現を用いることで相
応に操作負担を軽減できるものである。よって、本発明は、画面上にポインタを表示しな
い遠隔操作システム及びポインタを表示する遠隔操作システム双方に適用可能である。
【００１２】
　また、切替先の操作画面における初期選択アイコンの方向を示す手法としては、選択中
のアイコンの位置から初期選択アイコンの位置へ向かって移動する動画像を表示すること
が考えられる（請求項２）。また、移動させる動画像としては、移動元のアイコン（すな
わち、現在選択中のアイコン）に付随する識別表示の意匠画像を用いることが考えられる
（請求項３）。このようにすることで、選択中のアイコンの位置が移動することをユーザ
に分かり易く提示できる。
【００１３】
　また、更なる工夫として、選択中のアイコンに付随する識別表示の意匠画像が移動中に
初期選択アイコンに対応する識別表示の意匠画像へと徐々に変化する動画像を表示するよ
うにしてもよい（請求項４）。このようにすることで、切替先の操作画面において選択状
態がどのような形状のアイコンに遷移するのかをユーザに分かり易く提示できる。あるい
は、更なる工夫として、選択中のアイコンの位置から初期選択アイコンの位置へ移動する
動画像の移動速度を徐々に遅くするように構成してもよい（請求項５）。このようにする
ことで、移動先の初期選択アイコンの付近で動画像がゆっくり収束することになり、カー
ソルの移動先をユーザが確実に認識できるようになる。
【００１４】
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　一方、切替先の操作画面における初期選択アイコンの方向を示す手法としては、選択中
のアイコンの位置と初期選択アイコンの位置との間に静止した意匠画像を配置することも
考えられる（請求項６）。静止画像を所定の位置に配置する場合、動画像を移動させる場
合と異なり、目的とする表示を短時間で完了させられるといったメリットがある。また、
更なる工夫として、選択中のアイコンの位置と初期選択アイコンの位置との間に、複数の
意匠画像を等間隔に配置するように構成してもよい（請求項７）。複数の意匠画像を等間
隔に配置することで、選択中のアイコンと初期選択アイコンとの距離感をユーザが把握し
易くなり、操作性が向上する。
【００１５】
　一方、切替先の操作画面における初期選択アイコンの方向を示す手法としては、選択中
のアイコンの位置と初期選択アイコンの位置とを連結する帯状画像を表示することも考え
られる（請求項８）。あるいは、選択中のアイコンと、初期選択アイコンと、これら２つ
のアイコンの間の領域とを除く操作画面上の領域の画像をトーンダウンすることで初期選
択アイコンの方向を示すように構成することも考えられる（請求項９）。これらの手法は
、選択中のアイコンの位置と初期選択アイコンの位置とを結ぶ経路を明示するものであり
、選択中のアイコンの位置から画面切替後の初期選択アイコンの位置へとユーザを確実に
導くことができる。
【００１６】
　ところで、切替前の操作画面で選択中のアイコンの位置と、切替先の操作画面の初期選
択アイコンの位置とが比較的近距離である場合、画面切替時のカーソルの移動先をユーザ
が把握するのはそれほど困難ではないと考えられる。また、両アイコンの距離が近ければ
近いほど、両アイコンの間のスペースに移動方向を示す視覚表現を表示しても視認性がよ
くなく、誘導効果が低いと考えられる。
【００１７】
　そこで、選択中のアイコンの位置と初期選択アイコンの位置との距離が所定の基準値以
下である場合、選択中のアイコンの位置から初期選択アイコンの方向を示す視覚表現を表
示しないようにすることが考えられる（請求項１０）。あるいは、選択中のアイコンの位
置と初期選択アイコンの位置との距離が所定の基準値以下である場合、これら２つのアイ
コンの位置同士を結ぶ直線経路上を迂回した経路上に、選択中のアイコンの位置から初期
選択アイコンの方向を示す視覚表現を表示するようにしてもよい（請求項１１）。このよ
うにすることで、両アイコンの距離が近い場合であっても、方向を示す視覚表現を表示す
る距離をユーザが認識可能な程度に十分長く見せることができ、高い誘導効果を得られる
。
【００１８】
　ところで、操作画面の切り替えを行う際における切替先の初期選択アイコンの方向を示
す視覚表現を表示するタイミングとしては、切替前の操作画面から切替先の操作画面へ完
全に切り替わるまでの遷移中に表示することが考えられる。
【００１９】
　具体的には、切替前の操作画面から切替先の操作画面へ切り替わる間の所定期間中に暗
転画面が表示される場合、この暗転画面上に選択中のアイコンの位置から初期選択アイコ
ンの方向を示す視覚表現を表示させることが考えられる（請求項１２）。あるいは、切替
前の操作画面から切替先の操作画面へ切り替わる間に、切替前の操作画面がフェードアウ
トし、切替先の操作画面がフェードインするフェード画面が表示される場合、このフェー
ド画面上に前記選択中のアイコンの位置から前記初期選択アイコンの方向を示す視覚表現
を表示させてもよい（請求項１３）。
【００２０】
　一方、切替先の初期選択アイコンの方向を示す視覚表現を表示するタイミングとしては
、操作画面の切り替えが完了した直後の所定期間中に、この切替先の操作画面上に表示す
ることも考えられる（請求項１４）。さらに、この表示期間中に、切替先の操作画面をト
ーンダウンさせて、その上に選択中のアイコンの位置から初期選択アイコンの方向を示す
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視覚表現を表示させるようにしてもよい（請求項１５）。このようにすることで、方向を
示す視覚表現の視認性がよくなり、高い誘導効果を得られる。
【００２１】
　一方、切替先の初期選択アイコンの方向を示す視覚表現を表示するタイミングとしては
、切替前の操作画面から切替先の操作画面へ切り替わる直前の所定期間中に、その切替前
の操作画面上に表示することも考えられる（請求項１６）。さらに、この表示期間中に、
切替前の操作画面をトーンダウンさせて、その上に選択中のアイコンの位置から初期選択
アイコンの方向を示す視覚表現を表示させるようにしてもよい（請求項１７）。このよう
にすることで、方向を示す視覚表現の視認性がよくなり、高い誘導効果を得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】遠隔操作システムの概略構成を示すブロック図である。
【図２】表示部１０と操作デバイス１４の配置状況を模式的に示す説明図である。
【図３】操作画面を切り替える際に行う表示の一例を模式的に示す説明図である。
【図４】移動方向表示処理の手順を示すフローチャートである。
【図５】意匠画像の移動速度を変更する事例を示す説明図である。
【図６】カーソルの移動方向を示す視覚表現の変形例を示す説明図である。
【図７】カーソルの移動方向を示す視覚表現の変形例を示す説明図である。
【図８】カーソルの移動方向を示す視覚表現の表示時期の変形例を示す説明図である。
【図９】カーソルの移動方向を示す視覚表現の表示時期の変形例を示す説明図である。
【図１０】カーソルの移動方向を示す視覚表現の表示時期の変形例を示す説明図である。
【図１１】カーソルの移動方向を示す視覚表現の視認性を向上するための工夫を説明する
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。なお、本発明は下記の実施形態
に何ら限定されるものではなく様々な態様にて実施することが可能である。
　［遠隔操作システムの構成の説明］
　図１は、実施形態の遠隔操作システムの概略構成を示すブロック図である。
【００２４】
　本実施形態の遠隔操作システムは、例えば車両に搭載される機器に対する操作を行うた
めのものであり、図１に示すように、画像を表示する液晶表示パネル等の表示面１０ａを
備えた表示部１０と、遠隔操作システムの各部構成を制御する制御部１２と、操作者によ
って操作される操作デバイス１４と、操作対象となる車載機器としての機器ａ，ｂ（２０
）とで構成されている。また、制御部１２と操作デバイス１４とは、専用の通信回線を介
して互いに通信可能に接続されている。この通信回線を介して、制御部１２から操作デバ
イス１４に対して操作画面に関する情報が送信され、操作デバイス１４から制御部１２に
対して操作データが送信される。また、制御部１２と各機器ａ，ｂ（２０）とは、車内Ｌ
ＡＮを介して互いに通信可能に接続されている。この車内ＬＡＮを介して、各機器ａ，ｂ
（２０）の制御に関する各種データが送受信される。また、制御部１２と表示部１０とは
映像回線を介して接続されており、制御部１２から操作画面に関する映像信号が送信され
る。
【００２５】
　そして、図２に示すように、自動車の車室内において、表示部１０は、運転者の前方に
あるダッシュボード３０上の運転席と助手席のとの中間となる位置に配置されており、運
転者が表示部１０の表示面１０ａを見る際の視点移動が軽減されるようになっている。一
方、操作デバイス１４は、運転席のすぐ横にあるセンターコンソール３２の上面に配置さ
れており、運転者が遠方へ手を伸ばしたり姿勢を変えたりすることなく容易に操作できる
ようになっている。
【００２６】
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　図１のブロック図の説明に戻る。操作デバイス１４は、操作者（車両の運転者や助手席
乗員）によって動かされる操作ノブ１８を備えている。この操作ノブ１８は、その軸部１
８ａの下端側を支点にして二次元方向の上下左右に可動するレバー操作具である。また、
操作ノブ１８は、操作者により二次元方向への力が加えられていない状態では中央の定位
置（中立位置）に戻るようになっている。この操作デバイス１４は、操作ノブ１８が中立
位置から二次元方向へ傾けられたときの傾きや力、入力時間等に基づく操作量によって操
作画面内の指示位置を相対的に決定する相対入力に対応している。
【００２７】
　なお、本実施形態では、操作ノブ１８の二次元方向の可動領域における表示面１０ａの
横（水平）方向に対応する操作方向をＸ軸又は左右、表示面１０ａの縦（垂直）方向に対
応する操作方向をＹ軸又は上下と定義する。また、操作ノブ１８は、軸部１８ａの軸方向
下向き（図１の矢印Ｚの方向）にも可動し、操作者により下向きの力が加えられていない
状態ではその軸方向上方の定位置に戻るようになっている。操作デバイス１４は、操作ノ
ブ１８がＸＹ軸方向へ傾けられたことを検出する方向操作検出センサ（図示せず）や、操
作ノブ１８がＺ軸方向に押下されたことを検出する押操作検出センサ（図示せず）、操作
ノブ１８の軸部１８ａを支持すると共に操作ノブ１８に加えられるＸＹ軸方向の操作力と
は反対向きの抵抗力（反力）や振動を軸部１８ａに加える反力発生ユニット（図示せず）
等を内部に備える。
【００２８】
　操作デバイス１４は、方向操作検出センサや押操作検出センサによる検出結果を操作デ
ータとして制御部１２へ送信する。また、制御部１２から入力された操作画面情報に基づ
き、操作画面上におけるアイコン等の配置状況と現在の操作状況とに応じた反力や振動を
反力発生ユニットに発生させる。これにより、操作者は、操作ノブ１８を介してアイコン
の配置状況や操作状況に応じた抵抗力やクリック感触を得られるようになっている。
【００２９】
　制御部１２は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信インタフェース等を備える
遠隔操作システムの制御用マイクロコンピュータユニットである。この制御部１２は、操
作対象の各機器ａ，ｂ（２０）に対応する、ＧＵＩ（Graphic User Interface）で構成さ
れた操作画面を表示部１０に表示させる。そして、その操作画面上に配置されている各種
アイコンを操作デバイス１４を介して操作者に選択させ、選択されたアイコンに対する実
行の指示を受け付けることで、この指示されたアイコンに割り当てられた機能を対応する
機器ａ，ｂ（２０）に実行させる。
【００３０】
　機器ａ，ｂ（２０）は、遠隔操作システムによる操作対象となる車載機器である。例え
ば、エアコン、オーディオビジュアルプレーヤ、カーナビゲーションシステム等が挙げら
れる。なお、本実施形態では、機器ａ，ｂ（２０）の２つの車載機器が遠隔操作システム
に接続されている事例を示しているが、これより更に多くの車載機器を操作対象にしても
よいし、単独の車載機器を操作対象としてもよい。
【００３１】
　ここまでで実施形態の遠隔操作システムの概略構成について説明したが、本発明は上記
構成に限らず様々な態様で実施可能である。例えば、本実施形態では、操作デバイス１４
は相対入力に対応するものになっているが、これに代わって絶対入力に対応する操作デバ
イスについても採用可能である。ここでいう絶対入力とは、操作画面における操作対象領
域の座標と操作部材の二次元方向への可動領域の座標とを一対一に対応させ、操作部材が
位置する座標に該当する操作画面における操作対象領域の座標を操作画面内における指示
位置として決定する操作方法である。また、本実施形態では、操作デバイス１４と制御部
１２とが専用回線で互いに接続されているが、操作デバイス１４は他の機器と同様に車内
ＬＡＮを介して制御部１２と接続されるような構成でもよい。また、制御部１２は、機器
ａ，ｂ（２０）自体に内蔵されるものであってもよい。
【００３２】
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　［遠隔操作システムの動作の概要の説明］
　ここで、本実施形態の遠隔操作システムの制御部１２が実行する、本発明に係る特徴的
な処理の概要を説明する。なお、より詳細な処理内容については後述する。
【００３３】
　本実施形態の遠隔操作デバイスでは、個々に所定の機能が割り当てられた複数のアイコ
ンが配置された操作画面を表示部１０の表示面１０ａに表示する。このとき、複数のアイ
コンのうち、選択状態のアイコンに付随してカーソル等の識別表示を表示することで、非
選択状態の他のアイコンと視覚的に区別可能にしている。この状態において、操作デバイ
ス１４から方向指示入力が加えられた場合、選択状態のアイコンの位置を基準として操作
方向にある直近のアイコンへカーソルを移動させると共に、その移動先のアイコンへ選択
状態を遷移させる。
【００３４】
　また、操作対象の機器の種別、あるいは操作内容の系統や階層ごとに、表示するアイコ
ンの種類や数、配置等がそれぞれ異なる複数種類の操作画面が用意されており、これらの
操作画面を適宜切り替えることで操作者から必要な操作を受け付けられるようになってい
る。操作画面の切り替えは、操作画面の切り替えを指示する特定のアイコンが選択され、
その選択されたアイコンに対する実行の指示が入力されることで実行される。
【００３５】
　制御部１２は、現在表示中の操作画面からアイコンの配置が異なる別の操作画面へと切
り替える際、切替前の操作画面において選択状態であったアイコンから、切替先の操作画
面において最初に選択状態になるように予め設定されている初期選択アイコンへ選択状態
を遷移させる。なお、切替先の操作画面における初期選択アイコンは、個々の操作画面ご
とに予め設定しておいてもよいし、アイコンの選択履歴に基づき、その操作画面を前回表
示したときに選択されたアイコンや選択回数の最も多いアイコン等を初期選択アイコンに
設定するようにしてもよい。
【００３６】
　操作画面の切り替えによる選択状態のアイコンの変更に伴い、選択状態のアイコンに付
随するカーソルの表示位置も移動先の初期選択アイコンの位置へと変更する。このとき、
切替前の操作画面における選択状態のアイコンの位置から、切替先の操作画面における初
期選択アイコンの位置までカーソルの意匠画像が移動する動画像を表示することで、ユー
ザに対してカーソルの移動方向を視覚的に提示する。
【００３７】
　図３（ａ）は、制御部１２によって表示部１０の表示面１０ａに表示される操作画面の
一例を模式的に示す図である。ここでは、この操作画面を上述の切替前の操作画面と位置
付ける。図３（ａ）に示す操作画面には、個々に所定の機能が割り当てられた複数のアイ
コンが、パーソナルコンピュータのキーボードのボタン配列を模して配置されている。こ
れら複数のアイコンのうち、選択状態のあるアイコン４０（表示面１０ａの右上部、以下
、選択アイコンと表記）には、このアイコンが選択状態であることをユーザに対して提示
するための識別表示として、選択アイコン４０を強調表示するカーソル４１がアイコンの
意匠画像に重畳して描画されている。
【００３８】
　このカーソル４１は、例えば、選択アイコンの外縁線を太く強調したり、選択アイコン
の色彩や明るさを強調する画像として描画されている。これにより、選択アイコン４０は
非選択状態の他のアイコンと視覚的に区別される。ユーザがカーソル４１の移動方向を視
覚的に認識できる態様であれば、これに限らない。アイコン４０とカーソル４１の重なり
程度（面積）は任意である。例えば、選択アイコンと相似の形状であって選択アイコンよ
りも大きい意匠画像をカーソルとして当該アイコンの背景に表示するような構成であって
もよい。あるいは、アイコン４０とカーソル４１が部分的に重なる状態であってもよい。
【００３９】
　なお、本実施形態の遠隔操作システムによって提供される操作画面上では、操作画面上
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での指示位置を連続的にトレースする視認可能な従来用いられていたポインタは用意され
ていない。その代わり、ユーザは選択アイコン４０に付属して表示されるカーソル４１に
よって現在の指示位置を知ることができるようになっている。
【００４０】
　この操作画面上でアイコンが選択状態のとき、操作デバイス１４の操作ノブ１８をＺ軸
方向へ押し込む操作（設定操作）を行うことで、その選択アイコンに割り当てられた機能
の実行を対応する機器（車載機器）へ指示したり、遠隔操作システムに対する指示を入力
したりできるようになっている。また、アイコンが選択状態のとき、操作デバイス１４の
操作ノブ１８をＸ，Ｙ軸方向（斜め方向も含む）へ傾ける方向指示操作を行うと、選択ア
イコンの位置から当該操作方向に対応する移動先のアイコンへと選択状態が遷移するよう
になっている。選択状態が次のアイコンへ移動することで、カーソル４１の表示対象もそ
の移動先のアイコンへと遷移する。
【００４１】
　図３（ａ）に示す切替前の操作画面において、操作画面の切り替えを指示するアイコン
対して実行の指示が入力されると、アイコンの配置が異なる別の操作画面（切替先の操作
画面）へと表示が切り替わる。このとき、図３（ｂ）に示すように、切替先の操作画面を
背景に、切替前の操作画面における選択アイコンの位置（Ａ）から、切替先の操作画面に
おける初期選択アイコン４２の位置（Ｂ）まで、カーソルの意匠画像が滑らかに移動する
動画像５０を表示する。この動画像５０により、切替前の操作画面の選択アイコン４０の
位置から切替先の操作画面の初期選択アイコン４２の位置への移動方向をユーザに示す視
覚表現を行う。また、この動画像５０は、切替前の操作画面における選択アイコン４０に
対応する形状のカーソル４１の意匠画像が最初に動き始め、このカーソル４１の意匠画像
が移動中に切替先の操作画面における初期選択アイコン４２に対応するカーソル４３の形
状へと徐々に変形しながら直線的に移動する。そして、最後には、カーソルが初期選択ア
イコン４２の位置へと収束していくように描画される。また、このとき背景として表示し
ている切替先の操作画面は通常の表状態よりもトーンダウンしてある。
【００４２】
　図３（ｃ）は、切替後の操作画面一例を模式的に示す図である。切替後の操作画面では
、移動方向を示す動画像５０を表示中に施されていたトーンダウンが解除され、通常状態
の濃度又は明るさで画面が描画されている。また、この操作画面に対して予め設定されて
いた初期選択アイコン４２（表示面１０ａの左下部）には、このアイコンが選択状態であ
ることをユーザに対して提示するための識別表示として、初期選択アイコン４２を強調表
示するカーソル４３がアイコンの意匠画像に重畳して描画されている。
【００４３】
　［移動方向表示処理の説明］
　つぎに、遠隔操作システムの制御部１２が操作画面の切替時にカーソルの移動方向を表
示する処理（以下、移動方向表示処理と称する）の手順について、図４のフローチャート
に基づき説明する。この移動方向表示処理は、操作画面の表示中に常時実行されるもので
ある。
【００４４】
　制御部１２は、まず、操作画面の切り替えを行う処理が発生したか否かを判定する（Ｓ
１００）。操作画面の切り替えを行う処理が発生していない場合（Ｓ１００：ＮＯ）、Ｓ
１００の処理を繰り返す。そして、操作画面の切り替えを行う処理が発生した場合（Ｓ１
００：ＹＥＳ）、切替前の操作画面における選択アイコンの位置をメモリに保存する（Ｓ
１１０）。つづいて、切替先の操作画面のデータを取得する（Ｓ１２０）。ここで取得す
るデータとは、切替先の操作画面におけるアイコンの位置情報及び当該操作画面対して設
定されている初期選択アイコンの情報を含むデータである。
【００４５】
　つぎに、Ｓ１２０で取得したデータに基づき、切替先の操作画面に対して初期選択アイ
コンの位置が指定されているか否かを判定する（Ｓ１３０）。ここで、初期選択アイコン
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の位置が指定されていない場合（Ｓ１３０：ＮＯ）、Ｓ１００の処理へ戻る。この場合、
操作画面の切り替えが行われても、カーソルの移動方向の表示は行われない。一方、初期
選択アイコンの位置が指定されている場合（Ｓ１３０：ＹＥＳ）、表示面１０ａに表示し
た切替先の操作画面をトーンダウンする（Ｓ１４０）。そして、このトーンダウンした切
替先の操作画面上に、切替前の操作画面における選択アイコンの位置から切替先の操作画
面における初期選択アイコンの位置までカーソルが直線的に移動する動画像を描画する（
Ｓ１５０）。ここでは、切替前の操作画面における選択アイコンに対応する形状のカーソ
ルの意匠画像を移動先の初期選択アイコンの方向へ動かし始め、移動中に切替先の操作画
面における初期選択アイコンに対応するカーソルの形状へと徐々に変形させながら移動す
る動画像を描画する。そして、最後には、カーソルが初期選択アイコンの位置へと収束し
ていくように描画する。
【００４６】
　カーソルの移動方向を示す動画像の表示が完了した後、現在表示中の切替先の操作画面
におけるトーンダウンを解除して正規表示にし（Ｓ１６０）、Ｓ１００の処理へ戻る。
　ところで、カーソルの移動方向を意匠画像の移動によって表現する場合、その意匠画像
の移動速度は移動開始から終了まで一定の速度であってもよいが、移動中に徐々に移動速
度を変化させることで視覚効果を更に高めることができる。具体例を図５に示す。図５は
、意匠画像の移動中に移動速度を徐々に遅くした場合の、一定時間ごとの意匠画像の軌跡
を模式的に示す図である。ここでは、移動開始から終了までの所要時間内（Ｔ＝０～４ｔ
）における単位時間ｔごとの意匠画像の移動距離（Δｌ１，Δｌ２，Δｌ３，Δｌ４）が
、徐々に小さくなるように動画像を表示している。このようにすることで、移動開始は意
匠画像が速く動き、徐々に移動速度を落としながら目的位置の初期選択アイコンへゆっく
りと収束するような動画像になり、ユーザが移動後の初期選択アイコンの位置を確実に認
識できるようになる。
【００４７】
　［変形例］
　つぎに、本発明の遠隔操作システムに適用可能な様々な変形例について説明する。
　まず、カーソルの移動方向を示す視覚表現についての変形例を図６，７に基づいて説明
する。
【００４８】
　図６（ａ）は、切替前の操作画面における選択アイコンの位置（Ａ）から、切替後の操
作画面における初期選択アイコンの位置（Ｂ）まで、カーソルの意匠画像とは異なる別の
意匠画像を移動させる事例を示している。この事例においては、選択アイコンの位置（Ａ
）から初期選択アイコンの位置（Ｂ）の方向を指し示す矢印の意匠画像を移動させること
で、操作画面の切替時におけるカーソルの移動方向を視覚的に表現している。このように
、カーソルの意匠画像を移動させる他にも、様々な記号や文字、シンボルマーク等を移動
させることでも、カーソルの移動方向を視覚的に表現できる。
【００４９】
　一方、図６（ｂ）は、切替前の操作画面における選択アイコンの位置（Ａ）から、切替
後の操作画面における初期選択アイコンの位置（Ｂ）までの直線経路上に複数の静止画像
を配置する事例を示している。この事例においては、位置（Ａ）から位置（Ｂ）を結ぶ直
線経路上に、移動元の位置（Ａ）にあるカーソル４１が、移動先の位置（Ｂ）のカーソル
４３の形状に徐々に変形する様子を模した静止画像を等間隔に配置することで、操作画面
の切替時におけるカーソルの移動方向を視覚的に表現している。このように、静止画像を
使うことで、カーソルの移動方向の表示を短時間で達成できる。また、複数の静止画像を
等間隔に配置することで、選択中のアイコンと初期選択アイコンとの距離感をユーザが把
握し易くなる。
【００５０】
　図７（ａ）は、切替前の操作画面における選択アイコンの位置（Ａ）と、切替後の操作
画面における初期選択アイコンの位置（Ｂ）とを結ぶ直線経路上に帯状画像を表示する事
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例を示している。この事例においては、移動元の位置（Ａ）と移動先の位置（Ｂ）とを帯
状画像で直接結ぶことで操作画面の切替時におけるカーソルの移動方向を視覚的に表現し
ている。
【００５１】
　一方、図７（ｂ）は、切替前の操作画面における選択アイコンの位置（Ａ）と、切替後
の操作画面における初期選択アイコンの位置（Ｂ）とを結ぶ直線経路の周辺領域以外の画
像をトーンダウンして表示する事例を示している。この事例においては、移動元の位置（
Ａ）と移動先の位置（Ｂ）との間の領域以外の画像がトーンダウンすることで、位置（Ａ
）－（Ｂ）間の領域が相対的に強調表示（ハイライト）され、これにより操作画面の切替
時におけるカーソルの移動方向を視覚的に表現している。
【００５２】
　図７（ａ），（ｂ）に示す手法は、選択アイコンの位置と初期選択アイコンの位置とを
結ぶ経路を明示するものであり、選択アイコンの位置から画面切替後の初期選択アイコン
の位置へとユーザを確実に導くことができる。
【００５３】
　つぎに、カーソルの移動方向を示す視覚表現の表示タイミングについての変形例を図８
～１０に基づいて説明する。
　図８は、切替前の操作画面から切替先の操作画面への遷移期間中に表示される遷移画面
上にカーソルの移動方向を示す視覚表現を表示する事例を示している。ここでは、遷移期
間中に表示される遷移画面の例として、暗転画面とフェード画面の２つについてそれぞれ
説明する。まず、（１）の段階では、切替前の操作画面上の右上部に選択アイコンの識別
表示であるカーソル４１が表示されている。
【００５４】
　この切替前の操作画面において、操作画面の切り替えを指示するアイコン対して実行の
指示が入力される。すると、（２－１）に示す段階（図８の中段左側）では、切替前の操
作画面から暗転画面へと表示画面を切り替える。そして、この暗転画面の表示期間中に切
替前の操作画面における選択アイコンの位置（Ａ）から、切替先の操作画面における初期
選択アイコンの位置（Ｂ）までカーソルの意匠画像が移動する動画像を暗転画面上に表示
する。この動画像により、操作画面の切替に伴うカーソルの移動方向を示す視覚表現を行
う。カーソルの移動方向を示す動画像の表示が完了したら、（３）に示す段階で切替後の
操作画面を表示する。切替後の操作画面では、画面左下部に初期選択アイコンの識別表示
であるカーソル４３が表示されている。
【００５５】
　一方、（２－２）に示す段階（図８の中段右側）では、切替前の操作画面をフェードア
ウトさせ切替先の操作画面をフェードインさせるフェード画面を遷移画面として表示する
。なお、このフェード画面は、切替前の操作画面のフェードアウトが完了してから切替先
の操作画面をフェードインさせるものであってもよいし、切替前の操作画面のフェードア
ウトと切替先の操作画面のフェードインとを同時に進行させるものであってもよい。そし
て、このフェード画面の表示期間中に位置（Ａ）から位置（Ｂ）までカーソルの意匠画像
が移動する動画像を表示する。カーソルの移動方向を示す動画像の表示が完了したら、（
３）に示す段階で切替後の操作画面を表示する。
【００５６】
　なお、上記暗転画面やフェード画面等の遷移画面の表示期間中に表示する、カーソルの
移動方向を示す視覚表現としては、図６，７に基づいて既に説明した各種の表現方法を用
いてもよい。また、操作画面の切替時における演出として暗転画面やフェード画面等の遷
移画面が予め用意されている場合は、その用意されている遷移画面上にカーソルの移動方
向を示す視覚表現を表示するような構成であればよい。一方、このような遷移画面が演出
として予め用意されていなければ、カーソルの移動方向を示す視覚表現を表示するために
、操作画面の切替時に遷移画面を別途挿入するような構成であればよい。
【００５７】
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　図９は、切替前の操作画面から切替先の操作画面へ切り替わる直前にカーソルの移動方
向を示す視覚表現を表示する事例を示している。ここでは、カーソルの移動方向を示す視
覚表現を表示する際に、トーンダウンを行わない場合とトーンダウンを行う場合の２つの
事例についてそれぞれ説明する。まず、（１）の段階では、切替前の操作画面上の右上部
に選択アイコンの識別表示であるカーソル４１が表示されている。
【００５８】
　この切替前の操作画面において、操作画面の切り替えを指示するアイコン対して実行の
指示が入力される。すると、（２－１）に示す段階（図９の中段左側）では、切替前の操
作画面（トーンダウンなし）を背景に表示したまま、切替前の操作画面における選択アイ
コンの位置（Ａ）から、切替先の操作画面における初期選択アイコンの位置（Ｂ）までカ
ーソルの意匠画像が移動する動画像を表示する。この動画像により、操作画面の切替に伴
うカーソルの移動方向を示す視覚表現を行う。カーソルの移動方向を示す動画像の表示が
完了したら、切替先の操作画面に表示を切り替える。（３）に示す段階では、切替後の操
作画面の左下部に初期選択アイコンの識別表示であるカーソル４３が表示されている。
【００５９】
　一方、（２－２）に示す段階（図９の中段右側）では、切替前の操作画面をトーンダウ
ンする。そして、このトーンダウンした切替前の操作画面を背景にして、位置（Ａ）から
位置（Ｂ）までカーソルの意匠画像が移動する動画像を表示する。背景の操作画面をトー
ンダウンすることで、カーソルの移動方向を示す視覚表現の視認性がよくなり、高い誘導
効果を得られる。カーソルの移動方向を示す動画像の表示が完了したら、（３）に示す段
階で切替後の操作画面を表示する。
【００６０】
　なお、切替直前の操作画面上に表示する、カーソルの移動方向を示す視覚表現としては
、図６，７に基づいて既に説明した各種の表現方法を用いてもよい。
　図１０は、切替前の操作画面から切替先の操作画面へ切り替わった直後にカーソルの移
動方向を示す視覚表現を表示する事例を示している。ここでは、カーソルの移動方向を示
す視覚表現を表示する際に、トーンダウンを行わない場合とトーンダウンを行う場合の２
つの事例についてそれぞれ説明する。まず、（１）の段階では、切替前の操作画面上の右
上部に選択アイコンの識別表示であるカーソル４１が表示されている。
【００６１】
　この切替前の操作画面において、操作画面の切り替えを指示するアイコン対して実行の
指示が入力される。すると、（２－１）に示す段階（図１０の中段左側）では、切替前の
操作画面から切替先の操作画面へ表示画面を直接切り替える。そして、切替直後から、こ
の切替後の操作画面（トーンダウンなし）を背景にして、切替前の操作画面における選択
アイコンの位置（Ａ）から、切替後の操作画面における初期選択アイコンの位置（Ｂ）ま
でカーソルの意匠画像が移動する動画像を表示する。この動画像により、操作画面の切替
に伴うカーソルの移動方向を示す視覚表現を行う。カーソルの移動方向を示す動画像の表
示が完了すると、切替後の操作画面を通常どおり表示する。（３）に示す段階では、切替
後の操作画面の左下部に初期選択アイコンの識別表示であるカーソル４３が表示されてい
る。
【００６２】
　一方、（２－２）に示す段階（図１０の中段右側）では、切替前の操作画面から切替先
の操作画面へ表示画面を直接切り替えると同時に、切替後の操作画面をトーンダウンする
。そして、このトーンダウンした切替後の操作画面を背景にして、位置（Ａ）から位置（
Ｂ）までカーソルの意匠画像が移動する動画像を表示する。背景の操作画面をトーンダウ
ンすることで、カーソルの移動方向を示す視覚表現の視認性がよくなり、高い誘導効果を
得られる。カーソルの移動方向を示す動画像の表示が完了したら、（３）に示す段階で切
替後の操作画面を通常どおり表示する。
【００６３】
　なお、切替直後の操作画面上に表示する、カーソルの移動方向を示す視覚表現としては
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、図６，７に基づいて既に説明した各種の表現方法を用いてもよい。
　つぎに、操作画面の切替時におけるカーソルの移動元と移動先との距離が近過ぎる場合
について、カーソルの移動方向を示す視覚表現の視認性を向上するための工夫について図
１１に基づいて説明する。
【００６４】
　図１１の（１）に示す段階では、切替前の操作画面上の右上部の位置（Ａ）に選択アイ
コンの識別表示であるカーソル４１が表示されている。このとき、切替先の操作画面にお
ける初期選択アイコンの位置（Ｂ）が位置（Ａ）の至近にある状態を想定する。カーソル
の移動元である位置（Ａ）と移動先である位置（Ｂ）とが近過ぎる場合、２つのアイコン
の位置を結ぶ直線経路において、カーソルの移動方向を示す視覚表現を表示するスペース
が乏しい。このため、カーソルの移動方向を示す視覚表現を表示しても、視認性が悪く、
高い誘導効果は望めない。
【００６５】
　そこで、カーソルの移動元である位置（Ａ）と移動先である位置（Ｂ）との距離が基準
値以下である場合、（２）の段階で示すように、Ａ－Ｂ間を結ぶ直線経路を大きく迂回し
てカーソルの移動方向を表示する。ここでは、位置（Ａ）と位置（Ｂ）とを大きな円弧で
結んだ経路に沿って、位置（Ａ）から位置（Ｂ）までカーソルの意匠画像が移動する動画
像を表示する。このようにすることで、有効な誘導効果を得るのに十分な距離を使ってカ
ーソルの移動方向を示す視覚表現を展開することができる。カーソルの移動方向を示す動
画像の表示が完了したら、（３）に示す段階で切替後の操作画面を表示する。
【００６６】
　あるいは、カーソルの移動元である位置（Ａ）と移動先である位置（Ｂ）との距離が基
準値以下である場合、カーソルの移動方向を示す視覚表現を表示しないような構成であっ
てもよい。また、カーソルの移動元である位置（Ａ）と移動先である位置（Ｂ）との距離
が第１段階の基準値以下である場合、Ａ－Ｂ間を結ぶ直線経路を迂回してカーソルの移動
方向を表示し、カーソルの移動元である位置（Ａ）と移動先である位置（Ｂ）との距離が
前記第１段階の基準値よりも更に小さい第２の基準値以下である場合に、カーソルの移動
方向を示す視覚表現を表示しないような構成であってもよい。
【００６７】
　［効果］
　上記実施形態の遠隔操作システムによれば、下記のような効果を奏する。
　（１）操作画面の切替時において、切替前の操作画面の選択アイコンから、切替先の操
作画面の初期選択アイコンへカーソルの表示対象をと遷移させる。このとき、選択アイコ
ンの位置から初期選択アイコンの方向を示す視覚表現（例えば、動画像、静止画像、帯状
画像、ハイライト等）を操作画面上に表示させる。これにより、操作画面が切り替わると
きに選択中のアイコンを示す識別表示（例えば、カーソル）の位置が大きく変わっても、
視覚表現によってその移動先へとユーザを導くことができるようになる。そのため、切替
先の操作画面における初期選択アイコンの位置をユーザが簡単に把握できるようになり、
遠隔操作デバイスの操作性が向上する。
【００６８】
　（２）ユーザによる方向指示操作の結果を連続的にトレースするポインタとは異なり、
操作画面が切り替わるときだけ、切替先の操作画面における初期選択アイコンの方向を示
す視覚表現を表示させるので、ポインタと比べて操作画面を注視する時間も低減でき、操
作者の操作負担は軽い。なお、上記本実施形態では、ユーザがポインタを操作する際の注
視時間を低減するといった観点で、従来のポインタを表示しない構成を採用した。しかし
ながら、本発明の技術思想によれば、たとえ従来どおり画面上にポインタを表示していて
も、切替先の操作画面における初期選択アイコンの方向を示す視覚表現を用いることで相
応に操作負担を軽減できる。よって、画面上にポインタを表示する遠隔操作システムに対
して本発明の技術思想を適用することでも、本発明の効果は発揮される。
【符号の説明】
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【００６９】
　１０…表示部、１０ａ…表示面、１２…制御部、１４…操作デバイス、１８…操作ノブ
、１８ａ…軸部、２０…機器、４０，４２…アイコン、４１，４３…カーソル。

【図１】 【図４】
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【図５】
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【図３】
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【図１０】
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【図１１】
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