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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネルに背景画像と複数のアイコンを重畳して表示させる表示制御装置であって
、
　各前記アイコンの表示開始タイミングを設定する表示開始タイミング設定部と、
　各前記アイコンの表示位置を前記タッチパネルの複数の予め定めたアイコン表示領域の
いずれかに設定する表示位置設定部と、
　前記タッチパネルにおいて前記アイコンを前記表示開始タイミングに前記表示位置で表
示させる表示制御部とを備え、
　前記アイコンは、前記表示開始タイミングが前記背景画像の表示と同時と設定される常
時アイコンと、前記表示開始タイミングが前記タッチパネルへのタッチの検出時と設定さ
れる追加アイコンと、を含み、
　前記表示制御部は、前記タッチパネルのいずれかの前記アイコン表示領域のタッチを検
出すると、当該タッチされた前記アイコン表示領域に前記表示位置が設定された前記追加
アイコンを表示させる、
表示制御装置。
【請求項２】
　前記アイコン表示領域は、複数の領域に区切られた前記タッチパネルの周縁部である、
請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
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　前記背景画像は地図画像である、
請求項１又は２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記タッチパネルの前記アイコン表示領域以外の領域がタッチされ
ると、前記タッチパネルへのタッチ時に前記表示開始タイミングが設定された全ての前記
アイコンを表示させる、
請求項１～３のいずれかに記載の表示制御装置。
【請求項５】
　前記表示開始タイミング設定部が設定する各前記アイコンの前記表示開始タイミングは
ユーザが指定可能な、
請求項１～４のいずれかに記載の表示制御装置。
【請求項６】
　前記表示位置設定部が設定する各前記アイコンの前記表示位置はユーザが指定可能な、
請求項１～５のいずれかに記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記アイコン表示領域の形状と区切り数はユーザが指定可能な、
請求項１～６のいずれかに記載の表示制御装置。
【請求項８】
　前記表示制御部は、前記追加アイコンを、前記タッチパネルへのタッチの検出時から一
定期間のみ表示する、
請求項１～７のいずれかに記載の表示制御装置。
【請求項９】
　タッチパネルに背景画像と複数のアイコンを重畳して表示させる表示制御方法であって
、
　（ａ）各前記アイコンの表示開始タイミングを設定する工程と、
　（ｂ）各前記アイコンの表示位置を前記タッチパネルの複数の予め定めたアイコン表示
領域のいずれかに設定する工程と、
　（ｃ）前記タッチパネルにおいて前記アイコンを前記表示開始タイミングに前記表示位
置で表示させる工程とを備え、
　前記アイコンは、前記表示開始タイミングが前記背景画像の表示と同時と設定される常
時アイコンと、前記表示開始タイミングが前記タッチパネルへのタッチの検出時と設定さ
れる追加アイコンと、を含み、
　前記工程（ｃ）は、前記タッチパネルのいずれかの前記アイコン表示領域がタッチされ
ると、当該タッチされた前記アイコン表示領域に前記表示位置が設定された前記追加アイ
コンを表示させる工程である、
表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ナビゲーション装置のアイコン表示技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ナビゲーション装置は高機能化と多機能化が進んでいる。ナビゲーション装置のモニタ
サイズの拡大化に伴い、モニタの周囲に設けられているハードスイッチを廃止し、タッチ
パネルで構成したモニタをタッチする動作でナビゲーション装置の機能の多くを操作する
必要性が生じている。
【０００３】
　しかし、画面内にメニュー表示やボタンの配置が増えると、画面が見づらくなるという
問題点があり、これに対して様々な改善手法が考案されている。例えば特許文献１では、
表示画面上に設定された領域をこすることによって各種機能が割り当てられたアイコンを
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順次表示画面に表示させ、選択したいアイコンが表示された時点でこするのをやめること
により表示されたアイコンが選択され、選択されたアイコンに割り当てられた機能が実行
される。この手法によれば、各種機能のアイコンが予め画面に表示されないため、画面の
見易さが確保され、かつ多数の機能が操作可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１９９９８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の手法によれば、表示画面の見易さが確保できるものの、全てのア
イコンを表示させずに画面内に割り当てられた領域から各種機能の操作をたどるため、画
面内におけるアイコンの配置をユーザが覚える必要があり、さらに画面内をこする操作も
複数回に亘る可能性があり、操作性の向上に改善の余地があった。
【０００６】
　本発明は上述の問題に鑑み、背景画像の視認性が良く、操作性良くアイコンを追加表示
する表示制御装置および表示制御方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の表示制御装置は、タッチパネルに背景画像と複数のアイコンを重畳して表示さ
せる表示制御装置であって、各アイコンの表示開始タイミングを設定する表示開始タイミ
ング設定部と、各アイコンの表示位置をタッチパネルの複数の予め定めたアイコン表示領
域のいずれかに設定する表示位置設定部と、タッチパネルにおいてアイコンを表示開始タ
イミングに表示位置で表示させる表示制御部とを備え、アイコンは、表示開始タイミング
が背景画像の表示と同時と設定される常時アイコンと、表示開始タイミングがタッチパネ
ルへのタッチの検出時と設定される追加アイコンと、を含み、表示制御部は、タッチパネ
ルのいずれかのアイコン表示領域のタッチを検出すると、当該タッチされたアイコン表示
領域に表示位置が設定された追加アイコンを表示させる。
【０００８】
　また、本発明の表示制御方法は、タッチパネルに背景画像と複数のアイコンを重畳して
表示させる表示制御方法であって、（ａ）各アイコンの表示開始タイミングを設定する工
程と、（ｂ）各アイコンの表示位置をタッチパネルの複数の予め定めたアイコン表示領域
のいずれかに設定する工程と、（ｃ）タッチパネルにおいてアイコンを表示開始タイミン
グに表示位置で表示させる工程とを備え、アイコンは、表示開始タイミングが背景画像の
表示と同時と設定される常時アイコンと、表示開始タイミングがタッチパネルへのタッチ
の検出時と設定される追加アイコンと、を含み、工程（ｃ）は、タッチパネルのいずれか
のアイコン表示領域がタッチされると、当該タッチされたアイコン表示領域に表示位置が
設定された追加アイコンを表示させる工程である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の表示制御装置は、タッチパネルに背景画像と複数のアイコンを重畳して表示さ
せる表示制御装置であって、各アイコンの表示開始タイミングを設定する表示開始タイミ
ング設定部と、各アイコンの表示位置をタッチパネルの複数の予め定めたアイコン表示領
域のいずれかに設定する表示位置設定部と、タッチパネルにおいてアイコンを表示開始タ
イミングに表示位置で表示させる表示制御部とを備え、アイコンは、表示開始タイミング
が背景画像の表示と同時と設定される常時アイコンと、表示開始タイミングがタッチパネ
ルへのタッチの検出時と設定される追加アイコンと、を含み、表示制御部は、タッチパネ
ルのいずれかのアイコン表示領域のタッチを検出すると、当該タッチされたアイコン表示
領域に表示位置が設定された追加アイコンを表示させる。ユーザのタッチ操作により随時
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アイコンが追加表示されるので、常時アイコンが表示される場合に比べて背景画像の視認
性を阻害することが避けられる。また、タッチされたアイコン表示領域に表示位置が設定
されているアイコンを表示するので、直感的な操作でアイコンを追加表示することができ
る。さらに、所望のアイコンの表示位置が含まれるアイコン表示領域をタッチすることに
より追加表示が行われるので、アイコンの表示位置を大まかに把握すれば所望のアイコン
を追加表示することが可能である。
【００１０】
　また、本発明の表示制御方法は、タッチパネルに背景画像と複数のアイコンを重畳して
表示させる表示制御方法であって、（ａ）各アイコンの表示開始タイミングを設定する工
程と、（ｂ）各アイコンの表示位置をタッチパネルの複数の予め定めたアイコン表示領域
のいずれかに設定する工程と、（ｃ）タッチパネルにおいてアイコンを表示開始タイミン
グに表示位置で表示させる工程とを備え、アイコンは、表示開始タイミングが背景画像の
表示と同時と設定される常時アイコンと、表示開始タイミングがタッチパネルへのタッチ
の検出時と設定される追加アイコンと、を含み、工程（ｃ）は、タッチパネルのいずれか
のアイコン表示領域がタッチされると、当該タッチされたアイコン表示領域に表示位置が
設定された追加アイコンを表示させる工程である。ユーザのタッチ操作により随時アイコ
ンが追加表示されるので、常時アイコンが表示される場合に比べて背景画像の視認性を阻
害することが避けられる。また、タッチされたアイコン表示領域に表示位置が設定されて
いるアイコンを表示するので、直感的な操作でアイコンを追加表示することができる。さ
らに、所望のアイコンの表示位置が含まれるアイコン表示領域をタッチすることにより追
加表示が行われるので、アイコンの表示位置を大まかに把握すれば所望のアイコンを追加
表示することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】表示制御装置の概要図である。
【図２】表示制御装置の構成を示すブロック図である。
【図３】表示制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図４】表示開始タイミングの設定処理を示すフローチャートである。
【図５】表示位置の設定処理を示すフローチャートである。
【図６】表示開始タイミングの設定画面例を示す図である。
【図７】表示位置の設定画面例を示す図である。
【図８】表示制御処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　＜Ａ．実施の形態＞
　図１は、本発明の表示制御装置の動作の概要図である。本発明の表示制御装置は、例え
ば図１に示すナビゲーション装置として構成され、その表示画面において背景画像に重畳
表示されるアイコンの表示制御を行う。ここで制御対象となるアイコンには、ナビゲーシ
ョン装置の各種機能を操作するためのＧＵＩ（Graphical User Interface）や、現在時刻
や方角といった各種状態を示すアイコンが含まれる。
【００１３】
　ユーザはナビゲーション装置（表示制御装置）に、各アイコンの表示開始タイミングや
表示位置を入力し、表示制御装置はそれに従ってアイコンを背景画像に重畳表示させる。
表示開始タイミングとしては、背景画像の表示と同時に表示を開始する常時表示と、タッ
チパネルのタッチ操作を検出した時に表示を開始する追加表示のいずれかが選択される。
【００１４】
　図１では、背景画像として地図画像を示している。例えばユーザが現在時刻や方角を示
すアイコン等を常時表示と設定すると、これらのアイコン（常時アイコン）は背景画像に
重畳して常に表示される。追加表示と設定されたアイコン（追加アイコン）は、ユーザが
表示画面であるタッチパネルにタッチすると背景画像に重畳して表示される。タッチして
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から数秒間が経過すると、追加アイコンは非表示状態に戻り、常時アイコンのみが地図画
像に重畳表示される。
【００１５】
　多くのアイコンが背景画像に重畳表示されると、背景画像の視認性が低下する。しかし
、本発明の表示制御装置によれば、常時アイコン以外のアイコン（追加アイコン）は、適
宜ユーザのタッチ操作に応じて表示されるので、背景画像の視認性が維持される。
【００１６】
　＜Ａ－１．構成＞
　図２は、本発明の表示制御装置１０の構成を示すブロック図である。表示制御装置１０
は、入力部１、表示開始タイミング設定部２Ｔ、表示位置設定部２Ｌ、データ格納部３、
表示制御部４および表示部５を備えている。
【００１７】
　入力部１は、表示制御装置１０に対するユーザの入力操作を受け付ける入力インタフェ
ースであり、ナビゲーション装置のタッチパネルにより構成される。表示部５は表示制御
装置１０の出力インタフェースであり、入力部１と同様、ナビゲーション装置のタッチパ
ネルにより構成される。なお、表示制御装置１０がナビゲーション装置と別の装置として
構成される場合、入力部１と表示部５は表示制御装置１０の構成要素ではなく、外部構成
となる。
【００１８】
　表示開始タイミング設定部２Ｔは、入力部１から受けた入力信号に従い、アイコン毎に
表示開始タイミングを設定し、表示開始タイミングを示す表示開始タイミング情報をデー
タ格納部３の表示開始タイミング情報データベース（ＤＢ）３Ｔに格納する。表示開始タ
イミングは、背景画像と同時か、タッチパネルへのタッチを検出したタイミングのいずれ
かである。表示位置設定部２Ｌは、入力部１から受けた入力信号に従い、アイコン毎に表
示画面上の表示位置を設定し、表示位置を示す表示位置情報をデータ格納部３の表示位置
情報データベース（ＤＢ）３Ｌに格納する。
【００１９】
　表示制御部４は、表示開始タイミング情報ＤＢ３Ｔと表示位置情報ＤＢ３Ｌを参照し、
各種アイコンを設定された表示開始タイミングで、設定された表示位置に表示させる。
【００２０】
　表示開始タイミング設定部２Ｔ、表示位置設定部２Ｌ、表示制御部４は、メモリに格納
されたプログラムを実行するＣＰＵ（Central Processing Unit）によって構成される。
データ格納部３は、メモリ等の記憶媒体により構成される。
【００２１】
　＜Ａ－２．動作＞
　図３は、表示制御装置１０の動作を示すフローチャートである。まず、表示開始タイミ
ング設定部２Ｔは、ユーザから表示開始タイミングの入力があるか否かを判断する（ステ
ップＳ１）。表示開始タイミングの入力がある場合は（ステップＳ１でＹｅｓ）、表示開
始タイミングの設定処理を行う（ステップＳ２）。具体的には、入力された表示開始タイ
ミングを示す表示開始タイミング情報を表示開始タイミング情報ＤＢ３Ｔに格納する。該
当するアイコンの表示開始タイミング情報が既に格納されている場合は、新たな表示開始
タイミング情報に更新する。表示開始タイミングの入力がない場合は（ステップＳ１でＮ
ｏ）、ステップＳ３に移る。
【００２２】
　次に、表示位置設定部２Ｌは、ユーザから表示位置の入力があるか否かを判断する（ス
テップＳ３）。表示位置の入力がある場合は（ステップＳ３でＹｅｓ）、表示位置の設定
処理を行う（ステップＳ４）。具体的には、入力された表示位置を示す表示位置情報を表
示位置情報ＤＢ３Ｌに格納する。該当するアイコンの表示位置情報が既に格納されている
場合は、新たな表示位置情報に更新する。表示位置の入力がない場合は（ステップＳ３で
Ｎｏ）、ステップＳ５に移る。
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【００２３】
　次に、表示制御部４は表示開始タイミング情報ＤＢ３Ｔと表示位置情報ＤＢ３Ｌを参照
し、各アイコンの表示制御処理を行う（ステップＳ５）。ここでは、各アイコンを指定さ
れた表示開始タイミングで指定された表示位置に表示する。なお、ステップＳ１やステッ
プＳ３でユーザからの入力がなかったアイコンについては、表示開始タイミング情報ＤＢ
３Ｔには表示開始タイミングの初期設定が、表示位置情報ＤＢ３Ｌには表示位置の初期設
定が、夫々格納されているので、それらの情報を用いて表示制御を行い、ステップＳ１に
戻る。
【００２４】
　図４は、表示開始タイミングの設定処理を示すフローチャートである。表示開始タイミ
ング設定部２Ｔは、入力部１からユーザが指定する表示開始タイミングを取得すると（ス
テップＳ１１）、表示開始タイミング情報を表示開始タイミング情報ＤＢ３Ｔに格納する
（ステップＳ１２）。
【００２５】
　図５は、表示位置の設定処理（図３のステップＳ４）を示すフローチャートである。表
示位置設定部２Ｌは、入力部１からユーザが指定する表示位置を取得すると（ステップＳ
２１）、表示位置情報を表示位置情報ＤＢ３Ｌに格納する（ステップＳ２２）。
【００２６】
　図６は、表示開始タイミングの設定画面例を示している。画面タッチにより、各アイコ
ンについて常時表示または追加表示を選択する。例えばユーザが「ＡＶアイコン」と記さ
れた枠をタッチすると、ＡＶアイコンが選択された状態になり、その状態で「常時表示」
枠か「追加表示」枠のいずれかをタッチすることにより、ＡＶアイコンの表示開始タイミ
ングが設定される。なお、表示開始タイミングを設定した後、後述する表示位置の設定画
面（図７）に遷移しても良い。
【００２７】
　図７は、表示位置の設定画面例を示している。図７には、表示画面の周縁部に点線で区
切られたアイコン表示領域を示しており、各アイコンの表示位置はこの領域内の任意の場
所に設定される。ここで表示画面の周縁部とは、表示画面の端部から所定幅の領域として
定義される。所定幅とは、例えばアイコンを一つ表示するのに必要な幅である。なお、周
縁部は厳密に表示画面の端部から始まる領域でなくても良く、表示画面の端部との間にク
リアランスがあっても良い。表示画面の中央部を避けて周縁部にアイコン表示領域を割り
振ることによって、アイコンを背景画像に重畳表示したとしても背景画像の視認性の悪化
を軽減できる。
【００２８】
　ユーザはタッチパネル上の十字カーソルキーを操作しながら、設定対象のアイコンを変
え、あるいはアイコンの表示位置を設定する。なお、ここで示す表示位置の設定方法は一
例であり、例えばドラッグ＆ドロップによりアイコンの表示位置を設定してもよい。
【００２９】
　また、アイコン表示領域は、画面左上部、画面左下部、画面右上部、画面右下部と４つ
の領域に区切られている。同じアイコン表示領域内に表示位置が割り当てられた追加表示
のアイコン群は、ユーザが画面をタッチしたときにまとめて表示される。例えば、ユーザ
が画面左上部をタッチすると、画面左上部に表示位置が割り当てられた追加表示のアイコ
ン群がまとめて表示される。
【００３０】
　例えば、画面左上部にはＣＤ（Compact Disc）再生アイコンやＣＤ録音アイコン等のオ
ーディオ関係のアイコンを配置するというように、アイコン表示領域毎にアイコンを種別
分けして配置することが出来る。こうすれば、ユーザはアイコンの表示位置を厳密に把握
しなくても、表示したいアイコンの種別に対応するアイコン表示領域をタッチするという
直感的な操作で、所望のアイコンを追加表示することが可能である。
【００３１】
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　なお、図７では表示画面の周縁部を４つに区切って夫々の領域をアイコン表示領域とし
ているが、区切り数は４つに限定しないし、区切る場所も任意である。区切り数や区切る
場所は、ユーザが自分の使い勝手に合わせて指定することができる。
【００３２】
　図８は、表示制御部４における表示制御処理（図３のステップＳ５）を示すフローチャ
ートである。まず、表示制御部４は表示開始タイミング情報ＤＢ３Ｔと表示位置情報ＤＢ
３Ｌを参照し、表示開始タイミングが背景画像と同時に設定されている常時アイコンを、
背景画像と共に表示する（ステップＳ３１）。常時アイコンの表示位置は、表示位置情報
ＤＢ３Ｌに格納された表示位置情報に示された場所である。
【００３３】
　次に、タッチパネルに対してタッチ操作があったか否かを判断する（ステップＳ３２）
。タッチ操作がなければ、タッチ操作があるまで待機する。タッチ操作があれば、タッチ
位置がアイコン表示領域であるか否かを判断する（ステップＳ３３）。アイコン表示領域
がタッチされた場合には、複数のアイコン表示領域のうちのいずれがタッチされたかを識
別し、タッチされたアイコン表示領域に表示位置が設定されている追加アイコンを表示す
る（ステップＳ３４）。アイコン表示領域以外の場所がタッチされた場合には、全ての追
加アイコンを表示する（ステップＳ３５）。
【００３４】
　次に、追加アイコンを表示してから一定期間が経過したかを判断する（ステップＳ３６
）。一定期間が経過したら、追加アイコンを非表示にする（ステップＳ３７）。その後、
図３のステップＳ１に戻って、ユーザから表示開始タイミングの入力があるか否かを判断
する。
【００３５】
　以上に説明した表示制御処理によれば、ユーザがタッチした位置に対応したアイコンが
表示されるので、必要なアイコンのみを追加表示することが可能である。特に、タッチし
た位置を含むアイコン表示領域に属する全ての追加アイコンが表示されるため、ユーザは
所望のアイコンが属するアイコン表示領域を把握していれば良い。すなわち、例えば表示
画面の右上や右下など大まかな配置場所を把握するだけで、所望のアイコンの追加表示が
可能である。
【００３６】
　また、常時表示する必要のない追加アイコンは、追加表示した場合でも一定期間の経過
で非表示に戻るので、追加アイコンの確認と背景画像の視認性が両立できる。
【００３７】
　また、アイコン表示領域以外、すなわち表示画面の中央部をタッチすれば追加アイコン
が一括表示され、高い操作性を実現している。
【００３８】
　＜Ａ－３．変形例＞
　表示制御装置１０を構成するナビゲーション装置は、車両に搭載されていても良いし、
スマートフォンやＰＤＡ（Personal Digital Assistant）等の携帯端末や、これと連携す
るサーバとして構成されても良い。また、車載装置、携帯端末、サーバの夫々に機能を分
担して構成されても良い。また、表示制御装置はナビゲーション装置と接続関係にある他
の装置として構成されても良い。
【００３９】
　なお、上述の表示制御処理では、追加表示したアイコンは一定期間の経過で非表示にな
ると説明したが、追加表示される期間はユーザがアイコン毎に指定できるようにしても良
い。また、一定期間の経過後に非表示にするか否かをユーザがアイコン毎に指定できるよ
うにしても良い。
【００４０】
　＜Ａ－４．効果＞
　本発明の表示制御装置１０は、表示部５（タッチパネル）に背景画像と複数のアイコン
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を重畳して表示させる表示制御装置であって、各アイコンの表示開始タイミングを設定す
る表示開始タイミング設定部２Ｔと、各アイコンの表示位置をタッチパネルの複数の予め
定めたアイコン表示領域のいずれかに設定する表示位置設定部２Ｌと、タッチパネルにお
いてアイコンを表示開始タイミングに表示位置で表示させる表示制御部４とを備え、表示
開始タイミングは、背景画像の表示と同時またはタッチパネルへのタッチの検出時のいず
れかであり、表示制御部４は、タッチパネルのいずれかのアイコン表示領域のタッチを検
出すると、タッチパネルへのタッチの検出時に表示開始タイミングが設定され、かつ、当
該タッチされたアイコン表示領域に表示位置が設定されたアイコンを表示させる。ユーザ
のタッチ操作により随時アイコンが追加表示されるので、常時アイコンが表示される場合
に比べて背景画像の視認性を阻害することが避けられる。また、タッチされたアイコン表
示領域に表示位置が設定されているアイコンを表示するので、直感的な操作でアイコンを
追加表示することができる。さらに、所望のアイコンの表示位置が含まれるアイコン表示
領域をタッチすることにより追加表示が行われるので、アイコンの表示位置を大まかに把
握すれば所望のアイコンを追加表示することが可能である。
【００４１】
　また、アイコン表示領域は複数の領域に区切られたタッチパネルの周縁部であるので、
アイコンを背景画像に重畳表示した場合でも、画面中央部にはアイコンが表示されない。
従って、背景画像の視認性が保たれる。
【００４２】
　ナビゲーション装置において地図画像は高い視認性が求められるので、地図画像に各種
アイコンを重畳表示する際に本発明の表示制御を行うことは有用である。
【００４３】
　さらに、表示制御部４は、タッチパネルのアイコン表示領域以外の領域がタッチされる
と、タッチパネルへのタッチ時に表示開始タイミングが設定された全てのアイコンを表示
させる。従って、簡単な操作で追加アイコンの一括表示が可能である。
【００４４】
　表示開始タイミング設定部２Ｔが設定する各アイコンの表示開始タイミングはユーザが
指定可能であるため、ユーザフレンドリーである。
【００４５】
　表示位置設定部２Ｌが設定する各アイコンの表示位置はユーザが指定可能であるため、
ユーザフレンドリーである。
【００４６】
　アイコン表示領域の形状と区切り数はユーザが指定可能であるため、ユーザフレンドリ
ーである。
【００４７】
　また、表示制御部は、ユーザが画面にタッチしたタイミングを表示開始タイミングと設
定したアイコンを、ユーザが画面にタッチした時から一定期間のみ表示するので、追加ア
イコンの確認と背景画像の視認性が両立できる。
【００４８】
　本発明の表示制御方法は、タッチパネルに背景画像と複数のアイコンを重畳して表示さ
せる表示制御方法であって、（ａ）各アイコンの表示開始タイミングを設定する工程と、
（ｂ）各アイコンの表示位置をタッチパネルの複数の予め定めたアイコン表示領域のいず
れかに設定する工程と、（ｃ）タッチパネルにおいてアイコンを表示開始タイミングに表
示位置で表示させる工程とを備え、表示開始タイミングは、背景画像の表示と同時又はタ
ッチパネルへのタッチ時を含み、工程（ｃ）は、タッチパネルのいずれかのアイコン表示
領域がタッチされると、タッチパネルへのタッチ時に表示開始タイミングが設定され且つ
タッチされたアイコン表示領域に表示位置が設定されたアイコンを表示させる工程である
。従って、タッチ位置に応じて異なるアイコンを追加表示することが可能である。さらに
、所望のアイコンの表示位置が含まれるアイコン表示領域をタッチすることにより追加表
示されるため、アイコンの表示位置を大まかに把握するだけで追加表示が可能である。
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【００４９】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、実施の形態を適宜、変形、省略すること
が可能である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　入力部、２Ｔ　表示開始タイミング設定部、２Ｌ　表示位置設定部、３　データ格
納部、３Ｔ　表示開始タイミング情報データベース、３Ｌ　表示位置情報データベース、
４　表示制御部、５　表示部、１０　表示制御装置。

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】
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