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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ユーザーの指示により、表示手段に表示対象の一部を拡大して表示し、また前記表示対
象における表示箇所をスクロールさせる表示装置において、
前記ユーザーによる指示を受け付ける入力手段と、
前記入力手段による前記ユーザーによる指示をトリガにして、前記表示手段における表
示のズームアウトを開始した後、ズームインさせるように、前記表示手段における前記表
示対象の表示を制御する制御手段とを有し、
前記制御手段は、
前記ズームアウトを開始した後、前記ズームインを終了するまでの間に、前記入力手段
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によりスクロールが指示されると、前記ズームアウト、前記ズームインを停止して、前記
スクロールの指示する方向に前記表示手段における表示をスクロールさせる
表示装置。
【請求項２】
前記制御手段は、
前記ズームアウトを開始した後、前記ズームインを終了するまでの間に、前記入力手段
によりスクロールが指示されない場合、
前記ズームアウトにより前記表示手段の表示の大きさが制限値となると、前記ズームア
ウトを終了した後、一定時間の経過を待って、ズームインさせる
請求項１に記載の表示装置。
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【請求項３】
前記制御手段は、
前記ズームアウトを開始した後、前記表示手段の表示の大きさが制限値となるまでの間
に、前記入力手段によりスクロールが指示された場合、
スクロールの終了により、前記表示手段の表示をズームインさせる
請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
前記制御手段は、
前記表示手段の表示の大きさが制限値となった後の、前記一定時間の間に、前記入力手
段によりスクロールが指示された場合、
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スクロールの終了により、前記表示手段の表示をズームインさせる
ことを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項５】
前記制御手段は、
前記入力手段による前記ユーザーの指示をトリガにして、前記表示手段の表示をズーム
インさせる
請求項１に記載の表示装置。
【請求項６】
前記制御手段は、
前記ズームアウトの際に、前記入力手段によりスクロールが指示された場合、

20

スクロールの終了により、前記表示手段の表示をズームインさせる
請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
前記表示対象が地図である
ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項８】
現在位置を検出する現在位置検出手段を有し、
前記制御手段は、
前記現在位置検出手段で検出される現在位置から、前記入力手段を介して設定される目
的地までのルート検索の処理を実行し、
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該ルート検索の処理により検出されたルートに従って、前記表示手段に前記地図を表示
する
ことを特徴とする請求項７に記載の表示装置。
【請求項９】
演算処理手段に所定の処理手順を実行させることにより、ユーザーの指示に応じて、表
示対象の一部を拡大して表示し、また前記表示対象における表示箇所をスクロールさせる
表示方法において、
前記処理手順が、
前記ユーザーによる指示をトリガにして、表示手段における表示のズームアウトを開始
した後、ズームインさせるズームのステップと、
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前記ズームアウトを開始した後、前記ズームインを終了するまでの間に、前記ユーザー
よりスクロールが指示されると、前記ズームアウト、前記ズームインを停止して、前記ス
クロールの指示する方向に前記表示手段における表示をスクロールさせるスクロールのス
テップとを有する表示方法。
【請求項１０】
演算処理手段に所定の処理手順を実行させることにより、表示対象の一部を拡大して表
示し、また前記表示対象における表示箇所をスクロールさせるための表示方法のプログラ
ムにおいて、
前記処理手順は、
前記ユーザーによる指示をトリガにして、表示手段における表示のズームアウトを開始
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した後、ズームインさせるズームのステップと、
前記ズームアウトを開始した後、前記ズームインを終了するまでの間に、前記ユーザー
よりスクロールが指示されると、前記ズームアウト、前記ズームインを停止して、前記ス
クロールの指示する方向に前記表示手段における表示をスクロールさせるスクロールのス
テップとを有する表示方法のプログラム。
【請求項１１】
演算処理手段に所定の処理手順を実行させることにより、表示対象の一部を拡大して表
示し、また前記表示対象における表示箇所をスクロールさせるための表示方法のプログラ
ムを記録した記録媒体において、
前記処理手順は、
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前記ユーザーによる指示をトリガにして、表示手段における表示のズームアウトを開始
した後、ズームインさせるズームのステップと、
前記ズームアウトを開始した後、前記ズームインを終了するまでの間に、前記ユーザー
よりスクロールが指示されると、前記ズームアウト、前記ズームインを停止して、前記ス
クロールの指示する方向に前記表示手段における表示をスクロールさせるスクロールのス
テップとを有する表示方法のプログラムを記録した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、表示装置、表示方法、表示プログラム及び表示プログラムを記録した記録媒
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体に関し、例えばカーナビゲーション装置に適用することができる。本発明は、ユーザー
の指示をトリガにして一時的に表示をズームアウトして元の大きさで表示するようにして
、これらの処理の間でユーザーによるスクロールの操作を受け付けることにより、簡易な
操作により、表示中の領域の周辺領域の施設等を確認することができるようにする。
【背景技術】
【０００２】
従来、カーナビゲーション装置においては、地図を表示してユーザーを目的地に道案内
するようになされている。このようなカーナビゲーション装置においては、ユーザーによ
る操作に応動してこの地図表示の縮尺を切り換え、さらには表示をスクロールさせること
ができるようになされている。
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【０００３】
このような地図の表示に関しては種々の工夫が提案されるようになされており、例えば
特開２０００−２９２１９４号公報には、ユーザーによる操作に応動してスクロールの速
度を切り換えることにより、スクロールに係る操作を向上する方法が提案されるようにな
されている。
【０００４】
ところでユーザーにおいては、カーナビゲーション装置により現在位置の地図を表示し
た状態で、この地図の表示上で、現在位置の周辺を確認したり、最寄りの幹線道路、駅、
公共施設等である周辺施設と現在位置との位置関係を把握する場合がある。このような場
合において、目的とする地点が現在位置の地図上で表示されていない場合、ユーザーにお
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いては、地図表示の縮尺を小さくして目的とする地点を確認した後、地図表示を元の縮尺
に戻すことになる。
【０００５】
またこのような場合において、目的とする地点を詳細な地図表示により確認する場合、
ユーザーにおいては、地図表示の縮尺を小さくして目的とする地点を表示した後、この目
的の地点が画面中央になるように地図表示をスクロールさせ、地図表示の縮尺を増大させ
ることが必要になり、その後、改めて元の縮尺により現在位置を表示させることになる。
【０００６】
これらにより従来のカーナビゲーション装置においては、表示中の領域の周辺領域の施
設等を確認する場合に、煩雑な操作の繰り返さなければならいない問題があった。
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【特許文献１】特開２０００−２９２１９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、簡易な操作により、表示中の領域の周辺
領域の施設等を確認することができる表示装置、表示方法、表示プログラム及び表示プロ
グラムを記録した記録媒体を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
かかる課題を解決するため請求項１の発明においては、表示装置に適用して、前記ユー
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ザーによる指示を受け付ける入力手段と、前記入力手段による前記ユーザーによる指示を
トリガにして、前記表示手段における表示のズームアウトを開始した後、元の大きさにズ
ームインさせるように、前記表示手段における前記表示対象の表示を制御する制御手段と
を有し、前記制御手段は、前記ズームアウトを開始した後、前記ズームインを終了するま
での間に、前記入力手段によりスクロールが指示されると、前記ズームアウト、前記ズー
ムインを停止して、前記スクロールの指示に応じて前記表示手段における表示をスクロー
ルさせる。
【０００９】
また請求項９の発明においては、表示方法に適用して、前記ユーザーによる指示をトリ
ガにして、表示手段における表示のズームアウトを開始した後、元の大きさにズームイン
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させるズームのステップと、前記ズームアウトを開始した後、前記ズームインを終了する
までの間に、前記ユーザーよりスクロールが指示されると、前記ズームアウト、前記ズー
ムインを停止して、前記スクロールの指示に応じて前記表示手段における表示をスクロー
ルさせるスクロールのステップとを有するようにする。
【００１０】
また請求項１０の発明においては、表示方法のプログラムに適用して、前記ユーザーに
よる指示をトリガにして、表示手段における表示のズームアウトを開始した後、元の大き
さにズームインさせるズームのステップと、前記ズームアウトを開始した後、前記ズーム
インを終了するまでの間に、前記ユーザーよりスクロールが指示されると、前記ズームア
ウト、前記ズームインを停止して、前記スクロールの指示に応じて前記表示手段における
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表示をスクロールさせるスクロールのステップとを有するようにする。
【００１１】
また請求項１１の発明においては、表示方法のプログラムを記録した記録媒体に適用し
て、前記ユーザーによる指示をトリガにして、表示手段における表示のズームアウトを開
始した後、元の大きさにズームインさせるズームのステップと、前記ズームアウトを開始
した後、前記ズームインを終了するまでの間に、前記ユーザーよりスクロールが指示され
ると、前記ズームアウト、前記ズームインを停止して、前記スクロールの指示に応じて前
記表示手段における表示をスクロールさせるスクロールのステップとを有するようにする
。
【００１２】
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請求項１の構成により、表示装置に適用して、前記ユーザーによる指示を受け付ける入
力手段と、前記入力手段による前記ユーザーによる指示をトリガにして、前記表示手段に
おける表示のズームアウトを開始した後、元の大きさにズームインさせるように、前記表
示手段における前記表示対象の表示を制御する制御手段とを有し、前記制御手段は、前記
ズームアウトを開始した後、前記ズームインを終了するまでの間に、前記入力手段により
スクロールが指示されると、前記ズームアウト、前記ズームインを停止して、前記スクロ
ールの指示に応じて前記表示手段における表示をスクロールさせることにより、ユーザー
においては、単に入力手段を介してトリガを与えるだけで、例えば現在位置近傍の大きな
領域より周辺施設を確認することができる。また必要に応じてスクロールを指示すること
により、例えば現在の表示されている地点から遠く離れた地点についても、簡易な操作に
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より確認することができる。
【００１３】
これにより請求項９、請求項１０、請求項１１の構成によれば、簡易な操作により、表
示中の領域の周辺領域の施設等を確認することができる表示方法、表示方法のプログラム
、表示方法のプログラムを記録した記録媒体を提供することができる。
【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、簡易な操作により、表示中の領域の周辺領域の施設等を確認すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１５】
以下、適宜図面を参照しながら本発明の実施例を詳述する。
【実施例１】
【００１６】
（１）実施例の構成
図２は、本発明の実施例に係るカーナビゲーション装置１に係るカーナビゲーションシ
ステムを示す斜視図である。このカーナビゲーション装置１は、カーナビゲーション装置
の機能に加えて、オーディオ、ビデオを再生するコンテンツ提供装置の機能を有するマル
チメディア端末であり、所定厚みによる板形状により形成され、矢印Ａにより示すように
、車両のセンタコンソールに設けられた車載用クレードル２Ａにセットして使用できるよ
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うになされている。
【００１７】
このためこのカーナビゲーション装置１においては、下側端面に各種データの入出力に
係る端子等が設けられ、車載用クレードル２Ａにセットした場合には、この下側端面の端
子により車載用クレードル２Ａに接続されて電源の供給等を受け、さらに動作に必要な各
種のデータ等を入出力する。
【００１８】
またカーナビゲーション装置１は、この車載用クレードル２Ａから取り外して持ち帰り
、矢印Ｂにより示すように、例えば家庭に設けられた家庭用クレードル２Ｂにセットする
ことにより、この家庭用クレードル２Ｂを介してコンピュータ３、テレビジョン受像機４
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に接続できるように構成される。
【００１９】
カーナビゲーション装置１は、このような家庭用クレードル２Ｂを介したコンピュータ
３との接続においては、マルチメディア端末としての動作に必要な各種ファイルのアップ
ロード、ダウンロードに供される。このためコンピュータ３においては、このカーナビゲ
ーション装置１に対応するアプリケーションプログラムの起動により、家庭用クレードル
２Ｂを介してコンピュータ３に保持された所定のファイルをカーナビゲーション装置１に
アップロードし、またこれとは逆にカーナビゲーション装置１から所定のファイルをダウ
ンロードできるようになされている。このカーナビゲーション装置１においては、このよ
うなアップロード、ダウンロードに供するファイルとして、ＡＶコンテンツに係るファイ
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ル、電子メール、ナビゲーションに供する地図のファイルが適用され、さらにＡＶコンテ
ンツに係るファイルとしては、映画、テレビ番組等のファイル、音楽ファイルが適用され
るようになされている。
【００２０】
カーナビゲーション装置１は、このような家庭用クレードル２Ｂを介したテレビジョン
受像機４との接続においては、マルチメディア端末として各種コンテンツをテレビジョン
受像機４を介してユーザーに提供できるようになされ、さらにはテレビジョン受像機４に
地図を表示してナビゲーションの機能に係るルート検索等の処理を実行できるようになさ
れている。
【００２１】
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これらのためこのカーナビゲーション装置１は、車載時にコンテンツ等を表示する表示
画面１１が正面に形成され、この表示画面１１の上に、ユーザーによる操作を検出するタ
ッチパネル３９が設けられ、さらに表示画面１１の右側、上方に電源スイッチ１２が設け
られる。またこの電源スイッチ１２とは逆側の操作パネルに、上方より、順次、ソース、
プログラム、メニュー、ディスプレイ、地図、音量の操作子１３Ｐ〜１８Ｐが設けられる
ようになされている。
【００２２】
図３は、このカーナビゲーション装置１を関連する構成と共に示すブロック図である。
カーナビゲーション装置１は、車載用クレードル２Ａを介して、外部ユニット２１に接続
される。ここでこの外部ユニット２１は、例えば座席の下に設けられ、チュナー部２３、
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光ディスクドライブ２４等が設けられる。
【００２３】
ここでチュナー部２３は、カーナビゲーション装置１の制御により、テレビジョン放送
波、道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ： Vehicle Information and Communication S
ystem ）に係る交通情報を受信し、受信結果に係るビデオデータ、オーディオデータ、交
通情報を車載用クレードル２Ａに出力する。これによりこのカーナビゲーション装置１で
は、車載用クレードル２Ａにセットして、テレビジョン放送を楽しむことができるように
なされ、また交通情報を取得してユーザーに通知できるようになされている。
【００２４】
光ディスクドライブ２４は、同様のカーナビゲーション装置１の制御により、ＤＶＤ（
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Digital Versatile Disk）、コンパクトディスク等の光ディスクを再生してビデオデータ
、オーディオデータを車載用クレードル２Ａに出力する。これによりこのカーナビゲーシ
ョン装置１は、車載用クレードル２Ａにセットして、ＡＵＸ入力により各種光ディスクに
よるＡＶコンテンツを楽しむことができるようになされている。
【００２５】
これに対して車載用クレードル２Ａは、ＧＰＳ部２２、オーディオの出力部２７が設け
られる。ここでＧＰＳ部２２は、ＧＰＳ（Global Positioning System ）に係る現在位置
検出装置であり、カーナビゲーション装置１の制御により、現在位置を検出して出力する
。これによりカーナビゲーション装置１では、車載用クレードル２Ａにセットした場合に
は、このＧＰＳ部２２で検出される現在位置の情報によりナビゲーションの処理を実行で

30

きるようになされている。
【００２６】
出力部２７は、このカーナビゲーション装置１からオーディオデータ、音声データを取
得し、これらデータをアナログ信号に変換してＦＭ放送波により、さらには外部出力端子
を介して出力する。これによりカーナビゲーション装置１においては、車載用クレードル
２Ａにセットされた場合には、この出力部２７からの有線、無線によるオーディオ出力に
よりこのカーナビゲーション装置１が搭載されている車両のカーオーディオ装置２８にオ
ーディオ信号、音声信号を出力し、このカーオーディオ装置２８を介してオーディオ信号
及び音声信号を出力する。
【００２７】
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なお家庭用クレードル２Ｂにおいては、同様の出力部が設けられ、このようなオーディ
オ信号、音声信号、ビデオ信号を有線により出力できるように構成され、これによりカー
ナビゲーション装置１をセットしてテレビジョン受像機４により各種ＡＶコンテンツを提
供できるようになされている。
【００２８】
これらによりカーナビゲーション装置１では、車載用クレードル２Ａへのセットにより
この車載用クレードル２Ａのインターフェース（Ｉ／Ｆ）２５に接続されて、このインタ
ーフェース２５との間で外部ユニット２１に係る各種のデータを入出力するインターフェ
ース２６が設けられるようになされている。
【００２９】
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しかしてこのインターフェース２６は、コントローラ３３の制御により動作し、このカ
ーナビゲーション装置１が車載用クレードル２Ａにセットされた場合、外部ユニット２１
との間で種々のデータを入出力し、またこの入出力に係るデータをバスＢＵＳとの間で入
出力するようになされている。これに対してこのカーナビゲーション装置１が家庭用クレ
ードル２Ｂにセットされた場合、コンピュータ３との間でアップロード、ダウンロードに
係るデータを入出力するようになされている。
【００３０】
またカーナビゲーション装置１において、インターフェース（Ｉ／Ｆ）３１は、コント
ローラ３３の制御により、このカーナビゲーション装置１の側面に設けられたカードスロ
ットから挿入されるメモリカード３２との間で種々のデータを入出力し、またこのデータ
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をバスＢＵＳとの間で入出力する。これによりカーナビゲーション装置１では、メモリカ
ード３２を介して例えば電子スチルカメラで取得した静止画を取り込むことができるよう
になされ、またこれとは逆に取り込んだ静止画をメモリカード３２に記録できるようにな
されている。
【００３１】
通信ユニット３４は、無線通信ＬＡＮ（Local Area Network）に係る送受信装置であり
、コントローラ３３の制御によりバスＢＵＳに出力されるデータをネットワークに送出し
、またネットワークを介して所望するデータを取得してバスＢＵＳに出力する。これによ
りこのカーナビゲーション装置１では、この通信ユニット３４を介してインターネットに
接続し、また電子メールを送受できるようになされている。

20

【００３２】
ハードディスク装置（ＨＤＤ）３５は、このカーナビゲーション装置１の処理に係るプ
ログラム、コンテンツ等を記録して保持し、コントローラ３３の制御によりこれらのデー
タをバスＢＵＳに出力する。これによりハードディスク装置３５は、インターフェース２
６、３１を介して外部機器から入力される各種ファイルのデータ、通信ユニット３４を介
して取得した各種のデータ、これら外部機器に出力するデータ、電子メールに係るデータ
等を保持し、必要に応じてバスＢＵＳに出力するようになされている。なおこのプログラ
ムにおいては、事前のインストールにより提供されるようになされているものの、これに
代えて、インターフェース２６、３１を介した記録媒体からのダウンロードにより、又は
通信ユニット３４を用いたネットワークからのダウンロードによりハードディスク装置３
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５に記録するようにしてもよい。なおこの場合、記録媒体においては、光ディスク、メモ
リカード、磁気テープ等、種々の記録媒体を広く適用することができる。
【００３３】
表示部３７は、図２について上述した表示画面１１を形成する例えば液晶表示装置によ
り構成され、コントローラ３３の制御により各種コンテンツ、地図等を表示する。
【００３４】
入力部３８は、この表示画面１１に配置されたタッチパネル３９による操作を検出する
タッチパネルに係る構成、リモートコマンダ４０から出力される遠隔制御信号を受信する
受信部４１、ソース、プログラム等の操作子１３Ｐ〜１８Ｐの操作を検出するインターフ
ェースにより構成され、これらで検出されるユーザーによる操作をコントローラ３３に通
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知する。これによりこのカーナビゲーション装置１では、表示画面１１の側方に設けられ
た操作子１３Ｐ〜１８Ｐの操作により、表示画面１１に設けられたタッチパネル３９の操
作により、さらにはリモートコマンダ４０の操作により、動作の切り換え等を実行できる
ようになされている。
【００３５】
しかしてリモートコマンダ４０は、カーナビゲーション装置１に設けられた操作子１３
Ｐ〜１８Ｐに対応する操作子、表示画面１１におけるメニューの選択に係るスクロール等
の操作子が設けられ、これら操作子の操作に応動して赤外線による遠隔制御信号を出力す
るようになされている。
【００３６】
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コントローラ３３は、演算処理手段であり、入力部３８を介して検出されるリモートコ
マンダ４０等の操作に応動してハードディスク装置３５に記録されたプログラムを実行す
ることにより、ユーザーの操作に応動してナビゲーションの処理を実行し、また各種コン
テンツをユーザーに提供する。なおここでこの実施例において、このコントローラ３３の
処理に係るプログラムにおいては、事前に、このカーナビゲーション装置１にインストー
ルされて提供されるものの、このような事前のインルトールに代えて、インターネット等
のネットワークを介したダウンロードにより提供するようにしてもよく、また種々の記録
媒体を用いたインストールにより提供するようにしてもよい。因みにこのような記録媒体
は、光ディスク、磁気ディスク、メモリカード等、種々の記録媒体を広く適用することが
できる。

10

【００３７】
すなわちコントローラ３３は、ユーザーによりコンテンツの提供が指示されると、ユー
ザーによる操作に応動してチュナー部２３、光ディスクドライブ２４、ハードディスク装
置３５より得られる映像コンテンツ、音楽コンテンツ等を表示部３７、カーオーディオ装
置２８を介して提供する。またインターネットの閲覧が指示されると、ブラウザソフトを
起動して通信ユニット３４によりインターネットに接続し、通信ユニット３４より得られ
る映像等を表示部３７で表示し、また音声データを出力部２７により出力する。また電子
メールに係る処理が指示されると、メーラーを起動してハードディスク装置３５に保持さ
れた電子メールを表示部３７で表示し、またこのような表示に供する電子メールを通信ユ
ニット３４を介して取得する。またユーザーによる電子メールの入力を受け付け、この電
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子メールを通信ユニット３４を介して送信する。また静止画の閲覧が指示されると、メモ
リカード３２、ハードディスク装置３５から処理対象に係る静止画ファイルを取得し、こ
の静止画ファイルに係る静止画を表示部３７で表示する。
【００３８】
これに対してユーザーにより地図の表示が指示されると、ＧＰＳ部２２から現在位置の
情報を取得し、この現在位置の情報を基準にしてハードディスク装置３５に記録した地図
データをロードする。またこのロードした地図データにより表示部３７で地図を表示する
。またユーザーによりナビゲーションの処理が指示されると、ユーザーにより目的地等の
入力を受け付け、またＧＰＳ部２２から現在位置の情報を取得し、これらの情報によりル
ート検索の処理を実行する。コントローラ３３は、このようにして検出したルートにより
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ユーザーを道案内するように、ユーザーの設定に応じて地図を表示して各種の情報を出力
する。
【００３９】
コントローラ３３は、このようにして地図を表示した状態で、リモートコマンダ４０の
操作により、又はタッチパネル３９の操作により、ユーザーにより地図表示のスクロール
が指示されると、ユーザーによる指示に応動して地図表示をスクロールさせる。なおここ
でリモートコマンダ４０によるスクロールの指示においては、例えばリモートコマンダ４
０に設けられたジョイステックの操作、スクロール方向を指示する押圧操作子の操作等で
ある。またタッチパネル３９の操作によるスクロールの指示においては、スクロールによ
り表示させたい方向に、スクロールの時間の間だけ表示画面の中央から変位した位置を指
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等で接触する操作、スクロールにより表示させたい方向に、画面中央から接触された指等
をスライドさせた後、スクロールの時間の間だけタッチパネル３９に接触させておく等の
操作である。
【００４０】
これに対してユーザーにより地図表示の縮尺切り換えが指示されると、ユーザーによる
指示に応動して地図表示の縮尺を順次段階的に切り換える。なおここでリモートコマンダ
４０による縮尺切り換えの指示においては、例えばリモートコマンダ４０に設けられた広
域、詳細の操作子の操作等である。またタッチパネル３９の操作による縮尺切り換えの指
示においては、地図表示の縮尺を指示するメニューを表示した後、このメニューにより縮
尺を選択する操作である。
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【００４１】
これらによりこのカーナビゲーション装置１では、従来のカーナビゲーション装置と同
様の使い勝手を確保できるようになされている。
【００４２】
さらにコントローラ３３は、ユーザーにより一時ズームの指示が得られると、図１及び
図４に示す処理手順の実行により、この一時ズームの指示をトリガにして連続的に地図表
示の縮尺を低減して地図表示をズームアウトした後、一定時間の経過を待って、この地図
表示を元の縮尺にズームインさせる。またこのとき、ユーザーによりスクロールが指示さ
れると、ズームアウトを終了して、又はズームインを一時中止して、地図表示をスクロー
ルさせた後、元の縮尺にズームインさせる。
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【００４３】
なおここでこのような一時ズームの指示にあっては、リモートコマンダ４０に設けられ
た専用操作子の押圧操作、タッチパネル３９の所定領域の一時的な接触、タッチパネル３
９による所定形状の軌跡の入力等を適用することができる。
【００４４】
すなわちコントローラ３３は、この処理手順を開始すると、ステップＳＰ１からステッ
プＳＰ２に移り、ここでユーザーによる指示が一時スクロールの指示か否か判断し、ここ
で否定結果が得られると、ステップＳＰ２からステップＳＰ３に移ってこの処理手順を終
了する。これに対してステップＳＰ２で肯定結果が得られると、コントローラ３３は、ス
テップＳＰ２からステップＳＰ４に移り、ここで一定の変化率により地図表示の縮尺を低
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減して地図表示をズームアウトさせる。また続くステップＳＰ５において、ユーザーによ
りスクロールが指示されたか否か判断し、ここで否定結果が得られると、ステップＳＰ６
に移る。ここでコントローラ３３は、現在のズームアウトの縮尺が事前に設定された制限
値か否か判断し、ここで否定結果が得られると、ステップＳＰ６からステップＳＰ４に戻
る。これによりコントローラ３３は、一旦、ユーザーにより一時ズームの指示が得られる
と、ユーザーによりスクロールが指示されない限り、ステップＳＰ４−ＳＰ５−ＳＰ６−
ＳＰ４の処理手順を繰り返し、地図表示の縮尺が制限値となるまで、徐々に地図表示の縮
尺を低減して地図表示をズームアウトさせる。
【００４５】
なおこれらによりステップＳＰ６の判断に係る制限値にあっては、ユーザーによる事前
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の設定、この一連の処理に係るプログラムの設定等による、最大にズームアウトした場合
における地図表示の縮尺値である。この制限値にあっては、単に縮尺値により設定する場
合の他に、ズームアウト開始時における地図表示の縮尺に対して一定の倍率となるように
設定するようにしてもよい。
【００４６】
またこのようにしてズームアウトさせて地図表示の縮尺が制限値となると、コントロー
ラ３３は、ステップＳＰ６で肯定結果が得られることにより、ステップＳＰ６からステッ
プＳＰ７に移り、内蔵のタイマをスタートさせて時間計測を開始し、続くステップＳＰ８
において、ユーザーによりスクロールが指示されたか否か判断する。ここで否定結果が得
られると、コントローラ３３は、ステップＳＰ９に移り、ステップＳＰ７で時間計測を開
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始したタイマにより一定時間経過したか否か判断する。ここで否定結果が得られると、コ
ントローラ３３は、ステップＳＰ８に戻る。これによりズームアウトして地図表示の縮尺
が制限値となると、コントローラ３３は、ユーザーによりスクロールが指示されない限り
、ステップＳＰ８−ＳＰ９−ＳＰ８の処理手順を繰り返し、ズームアウトを停止して一定
の時間経過を待機する。
【００４７】
またこのようにして一定時間が経過してステップＳＰ９で肯定結果が得られると、コン
トローラ３３は、ステップＳＰ９からステップＳＰ１０に移り、ここで地図表示の縮尺を
一定の変化率により増大させることにより、地図表示をズームインさせる。また続くステ
ップＳＰ１１において、ユーザーによりスクロールが指示されたか否か判断し、ここで否
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定結果が得られると、ステップＳＰ１２に移る。ここでコントローラ３３は、現在の地図
表示の縮尺が元の縮尺か否か判断し、ここで否定結果が得られると、ステップＳＰ１２か
らステップＳＰ１０に戻る。これによりコントローラ３３は、制限値の縮尺まで地図表示
をズームアウトさせた後、一定時間経過すると、ステップＳＰ１０−ＳＰ１１−ＳＰ１２
−ＳＰ１０の処理手順を繰り返し、地図表示の縮尺が元の縮尺となるまで、徐々に地図表
示の縮尺を増大して地図表示をズームインさせる。
【００４８】
またこのようにしてズームインさせて地図表示の縮尺が元の縮尺となると、ステップＳ
Ｐ１２で肯定結果が得られることにより、ステップＳＰ１２からステップＳＰ３に移り、
この処理手順を終了する。
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【００４９】
これによりコントローラ３３は、図５において符号ＬＬ１により地図表示の縮尺の変化
を示すように、一時ズームの指示により、制限値まで地図表示をズームアウトさせた後、
一定時間の経過により、元の縮尺に地図表示をズームインさせる。この一連の処理におい
て、コントローラ３３は、ズームアウト、ズームインによる画像の変化が滑らかに見て取
られるようにする。また縮尺の変化が直線的になるように、すなわち時間を変数に設定し
た一次関数により縮尺が表現されるように、ズームアウト、ズームインの処理を実行し、
これによりズームアウト、ズームイン時において違和感を感じないようにする。
【００５０】
これに対してこのようにしてズームアウトの際にユーザーによりスクロールが指示され
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ると、コントローラ３３は、ステップＳＰ５で肯定結果が得られることにより、ステップ
ＳＰ５からステップＳＰ１３に移る。これによりコントローラ３３は、ズームアウトを終
了した後、ユーザーによる指示に応動して地図表示をスクロールさせ、ステップＳＰ１０
に移る。
【００５１】
これによりコントローラ３３は、図５との対比により図６において符号ＬＬ２により示
すように、ズームアウト中にユーザーにより時点ｔ１でスクロールが指示されると、ズー
ムアウトを中止してユーザーの指示に応じて地図表示をスクロールさせ、時点ｔ２におい
てユーザーによるスクロールの指示が終了すると、元の縮尺に地図表示をズームインさせ
る。
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【００５２】
またズームアウトして制限値により表示した状態でスクロールが指示されると、コント
ローラ３３は、ユーザーの指示に応じて地図表示をスクロールさせた後、ユーザーによる
スクロールの指示の終了により、元の縮尺に地図表示をズームインさせる。
【００５３】
これに対して元の縮尺にズームインする際に、ユーザーによりスクロールが指示される
と、コントローラ３３は、ステップＳＰ１１で肯定結果が得られることにより、ステップ
ＳＰ１１からステップＳＰ１４に移り、ここでユーザーによる指示に応動して地図表示を
スクロールさせた後、ステップＳＰ１２に移る。
【００５４】
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これによりコントローラ３３は、図５との対比により図７において符号ＬＬ３により示
すように、ズームイン中にユーザーにより時点ｔ１でスクロールが指示されると、ズーム
インを一時中止してユーザーの指示により地図表示をスクロールさせ、時点ｔ２において
ユーザーによるスクロールの指示が終了すると、中止したズームインを再開して元の縮尺
により地図を表示する。
【００５５】
これらにより図８において符号Ｌ１〜Ｌ５により表示部３７により表示される地図表示
の領域変化を大まかに示すように、このカーナビゲーション装置１では、一時ズームの指
示により、制限値まで地図表示をズームアウトさせた後、一定時間の経過により、元の縮
尺に地図表示をズームインさせるようになされている。
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【００５６】
ここで図９（Ａ）及び（Ｂ）は、図８との対比により示す表示部３７の表示画面であり
、図９（Ａ）は、このような一時ズームの処理の前後に係る地図表示を示す平面図であり
、図９（Ｂ）は、この一時ズームの処理により制限値にズームアウトした状態を示す平面
図である。これらの地図表示において、コントローラ３３は、元の縮尺において表示され
ていた領域を示すマークを地図上に表示する。具体的にこの実施例では、元の縮尺に対す
る縮尺が所定値以下の場合、図９（Ｂ）に示すように、元の縮尺において表示されていた
領域の四隅を示す囲みにより表示する。またこの縮尺がさらに小さくなった場合には、元
の縮尺において表示されていた領域を、矩形のハッチングにより表示し、さらに縮尺が小
さくなった場合には、元の縮尺において表示されていた領域の位置を、水平方向及び垂直
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方向に延長する線分によるカーソルにより表示する。
【００５７】
またコントローラ３３は、これらの各縮尺に対応して地図の縮尺を示す表示を併せて表
示部３７の表示画面上に形成する。なおこの図９（Ａ）及び（Ｂ）の例では、この表示を
地図表示における距離により表示するようになされている。
【００５８】
（２）実施例の動作
以上の構成において、このカーナビゲーション装置１では（図２、図３）、ユーザーに
よる指示により表示部３７に地図が表示され、この地図を用いてユーザーを目的地に道案
内する。これによりユーザーにおいては、この地図の表示により、さらには表示縮尺の切
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り換えの操作を実行して現在位置を確認し、さらには地図の表示をスクロールさせて周辺
地理を確認したりして、目的の施設を発見することになる。また場合によっては、この地
図表示の縮尺切り換え、スクロールの操作を繰り返して目的の施設を検索し、さらには目
的地を設定することになる。
【００５９】
このような操作に関して、カーナビゲーション装置１では、タッチパネル３９、リモー
トコマンダ４０の操作により、ユーザーが一時ズームを指示すると、コントローラ３３の
制御により、この指示をトリガにして連続的に地図表示の縮尺が低減して地図表示がズー
ムアウトした後、一定時間の経過を待って、この地図表示が元の縮尺にズームインする（
図１、図４、図５及び図８）。
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【００６０】
これによりこのカーナビゲーション装置１では、例えば現在位置の周辺施設を確認する
場合にあっては、単に、一時ズームを指示するだけの簡易な操作により、一時的に、ズー
ムアウトにより広い領域が地図により表示され、これによりユーザーにおいては、簡易な
操作により周辺施設等を確認することができる。またこのようなズームアウトが一時的な
表示であることにより、ユーザーにおいては、地図表示をわざわざ元の縮尺に戻さなくて
も、元の地図表示に戻って例えば地図表示によるナビゲーションの指示を受けることがで
き、これにより簡易な操作により周辺施設等を確認した後、それまでのカーナビゲーショ
ン装置１による各種情報提供を継続して受けることができる。
【００６１】
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しかしてユーザーにおいては、このようにして一時的にズームアウトして目的の施設を
確認した場合に、この目的の施設周辺を詳細に確認したい場合がある。
【００６２】
このためこのカーナビゲーション装置１では、これら一時ズームに係る処理において、
ユーザーによりスクロールが指示されると、ズームアウト、ズームインが中止され、ユー
ザーの指示に応じて地図表示がスクロールされ、その後、元の縮尺にズームインする（図
６及び図７）。これによりユーザーにおいては、この一時ズームにおけるズームアウト中
に、ズームアウト後の一定の縮尺により表示している期間中に、さらにはズームイン中に
、目的とする箇所が表示画面のほぼ中央になるように、地図表示をスクロールさせるだけ
で、目的とする施設等の周辺地図を詳細に確認することができる。
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【００６３】
これらによりこのカーナビゲーション装置１では、簡易な操作により、表示中の領域の
周辺領域の施設等を確認することができるようになされている。
【００６４】
これらの処理において、この一時ズームにおけるズームアウト中にユーザーがスクロー
ルを指示した場合、ズームアウトの途中でユーザーが目的地を発見してスクロールを指示
した場合であると考えられることにより、この場合は、スクロールの終了により、地図表
示を元の縮尺にズームインさせる（図６）。
【００６５】
これによりこの場合、この一時ズームの処理に要する時間を極力短くして、ユーザーの
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所望する箇所の詳細地図を表示することができ、その分、使い勝手を向上することができ
る。
【００６６】
これに対してズームアウト後の一定の縮尺により表示している期間中に、ユーザーによ
りスクロールが指示された場合、この期間の経過を待つこと無く、この場合も、スクロー
ルの終了により、地図表示を元の縮尺にズームインさせる。
【００６７】
これによりこの場合も、この一時ズームの処理に要する時間を極力短くして、ユーザー
の所望する箇所の詳細地図を表示することができ、その分、使い勝手を向上することがで
きる。
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【００６８】
これに対してズームイン中に、ユーザーによりスクロールが指示された場合、ズームイ
ンの一時中止によりスクロールの処理を実行した後、中止したズームインの再開により、
地図表示の縮尺を元に戻す。これによりユーザーにおいては、一旦、スクロールの操作に
より概ね画面中央に目的地を表示させたものの、ズームインにより目的地が画面から飛び
出した場合、飛び出しそうになった場合、改めて表示をスクロールさせて、目的地等を詳
細地図により確認することができ、これによってもユーザーの使い勝手を向上することが
できるようになされている。
【００６９】
（３）実施例の効果
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以上の構成によれば、ユーザーの指示をトリガにして一時的に表示をズームアウトして
元の大きさで表示するようにして、これらの処理の間でユーザーによるスクロールの操作
を受け付けることにより、簡易な操作により、表示中領域の周辺領域に存在する施設等を
確認することができる。
【００７０】
またこのようにしてズームアウトを開始した後、ズームインを終了するまでの間に、入
力手段によりスクロールが指示されない場合、ズームアウトにより表示手段の表示の大き
さが制限値となると、ズームアウトを中止した後、一定時間の経過を待って、元の大きさ
にズームインさせることにより、現在位置の周辺を確認する場合に、ユーザーにおいては
単にトリガを与えるだけの簡易な操作により、周辺地域等を確認することができ、これに
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より使い勝手を向上することができる。
【００７１】
またズームアウトを開始した後、表示の大きさが制限値となるまでの間に、入力手段に
よりスクロールが指示された場合、スクロールの終了により元の大きさにズームインさせ
ることにより、一時的なズームアウトに供する時間を極力短くして、ユーザーの所望する
箇所の詳細地図を表示することができ、その分、使い勝手を向上することができる。
【００７２】
また表示手段の表示の大きさが制限値となった後の、一定時間の間に、入力手段により
スクロールが指示された場合、スクロールの終了により、表示手段の表示を元の大きさに
ズームインさせることによっても、一時的なズームアウトに供する時間を極力短くして、
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ユーザーの所望する箇所の詳細地図を表示することができ、その分、使い勝手を向上する
ことができる。
【００７３】
またこのようなスクロールに供する表示対象が地図であることにより、地図の表示に適
用して、さらにはカーナビゲーション装置に適用して、使い勝手を向上することができる
。
【実施例２】
【００７４】
この実施例に係るカーナビゲーション装置においては、図２及び図３について上述した
構成において、リモートコマンダ４０、タッチパネル３９の操作により一時ズームの処理
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におけるズームインの開始を指示できるように構成される。なおこの実施例に係るカーナ
ビゲーション装置は、この一時ズーム時におけるズームインに係る構成が異なる点を除い
て、実施例１に係るカーナビゲーション装置１と同一に構成されることにより、以下の説
明においては、適宜、図２及び図３の構成を流用して説明する。
【００７５】
このためこの実施例に係るカーナビゲーション装置１のコントローラ３３においては、
実施例１について上述したと同様にして、一時ズームの指示をトリガにしてズームアウト
を開始した後、表示の縮尺が制限値になると、ズームアウトを終了する。またこのように
ズームインしている状態で、またズームアウトを終了して制限値による縮尺により地図を
表示している状態で、ユーザーによりこの一時ズームに係るズームインが指示されると、
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この指示をトリガにして元の縮尺に地図表示をズームインさせる。
【００７６】
なおこれらの一時ズームの際に、ユーザーによりスクロールが指示された場合、コント
ローラ３３は、実施例１について上述したと同様にしてスクロールの処理を実行する。こ
の場合において、ズームアウト、制限値による縮尺により表示している間に、ユーザーに
よりスクロールが指示された場合、スクロールの終了により、ユーザーによる指示を待つ
こと無く、実施例１と同様にしてズームインによる地図表示を元の縮尺に戻す。
【００７７】
この実施例においては、一時ズームにおけるユーザーによる指示をトリガにしてズーム
インを開始することにより、ズームインの処理にユーザーの意思を反映して、例えば現在
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位置の周辺を長時間、検索する等の処理を実行することができ、これによっても使い勝手
を向上することができる。
【００７８】
またこのとき、ズームアウトの際に、さらには制限値による縮尺により表示している間
に、入力手段によりスクロールが指示された場合、スクロールの終了により、表示手段の
表示を元の大きさにズームインさせることにより、一時的なズームアウトに供する時間を
極力短くして、ユーザーの所望する箇所の詳細地図を表示することができ、その分、使い
勝手を向上することができる。
【実施例３】
【００７９】
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この実施例においては、図１０に示すように、実施例１に係る構成において、一時ズー
ムの処理によるズームアウト、制限値による一定時間の表示、ズームインの際に、改めて
ユーザーにより一時ズームが指示されると、現在表示中の縮尺を基準にした制限値による
縮尺まで、地図表示を改めてズームアウトした後、一定の時間の経過を待って、元の縮尺
にズームインする。なおこの図１０に示す例においては、ズームインの際にユーザーによ
り一時ズームが改めて指示された場合である。
【００８０】
これによりこの実施例においては、必要に応じて一時ズームに係るトリガを繰り返し入
力することにより、所望する縮尺にまでズームアウトして地図を確認することができ、こ
れにより所望する目的地が検出できない場合等にこのような操作を繰り返して、ユーザー
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の使い勝手を向上することができる。
【実施例４】
【００８１】
なお上述の実施例においては、ズームアウトを制限値により制限する場合について述べ
たが、本発明はこれに限らず、このような制限を設けないようにしてもよい。
【００８２】
また上述の実施例においては、縮尺の変化が直線的となるように、すなわち時間を変数
に設定した一次関数によりズームアウト、ズームイン時の縮尺を設定する場合について述
べたが、本発明はこれに限らず、一時関数に代えて二次関数、指数関数等を適用する場合
等、ズームアウト、ズームイン時における縮尺の変化にあっては必要に応じて種々に設定
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することができる。また表示に係る縮尺に代えて、時間を変数に設定して表示する領域の
大きさを表現するようにして、ズームアウト、ズームイン時における縮尺の変化を設定す
るようにしてもよい。
【００８３】
また上述の実施例においては、通常の平面的な地図表示に本発明を適用する場合につい
て述べたが、本発明はこれに限らず、いわゆる鳥瞰図形式による地図表示にも広く適用す
ることができる。
【００８４】
また上述の実施例においては、本発明をカーナビゲーション装置における地図の表示に
適用する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えばパーソナルコンピュータ
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等における地図表示等、種々の装置における地図表示に広く適用することができる。また
このような地図を表示対象とする場合の他に、配線パターン図等の各種設計図、航空写真
等の各種写真、さらには３次元構造物、３次元物体の視点を移動させた表示等に広く適用
することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
本発明は、表示装置、表示方法、表示プログラム及び表示プログラムを記録した記録媒
体に関し、例えばカーナビゲーション装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
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【図１】本発明の実施例に係るカーナビゲーション装置のコントローラの処理手順を示す
フローチャートである。
【図２】本発明の実施例に係るカーナビゲーション装置によるシステム構成を示す略線図
である。
【図３】本発明の実施例に係るカーナビゲーション装置を示すブロック図である。
【図４】図１の続きを示すフローチャートである。
【図５】何らスクロールが指示されない場合の説明に供する特性曲線図である。
【図６】ズームアウト時にスクロールが指示された場合の説明に供する特性曲線図である
。
【図７】ズームイン時にスクロールが指示された場合の説明に供する特性曲線図である。
【図８】図５の特性による地図表示に説明に供する平面図である。
【図９】一時ズームにおける地図表示を示す平面図である。
【図１０】他の実施例に係る特性曲線図である。
【符号の説明】
【００８７】
１……カーナビゲーション装置、３３……コントローラ、３７……表示部、３９……タ
ッチパネル、４０……リモートコマンダ
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