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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機械各部を動かす油圧アクチュエータと、油圧アクチュエータを作動させる油圧回路の
手動操作を不可とする油圧ロック状態と油圧回路の手動操作を可能とする油圧ロック解除
状態とを切り換える油圧ロックスイッチとを備えた作業機械に搭載されたタッチパネルで
の初期画面表示とメニュー選択画面からのモニタ入力操作が可能な入力操作画面表示とを
切換可能なタッチパネルモニタの入力制御方法において、
　油圧ロックスイッチによる油圧ロック状態から油圧ロック解除状態への切換による作業
機械の作動可能時は、初期画面表示を継続しつつ、モニタ入力操作を不可とするモニタ入
力ロック状態に制御し、
　タッチパネルでの特定のモニタ入力ロック解除用のジェスチャによりモニタ入力ロック
状態を解除して入力操作画面表示に切り換えるように制御する
　ことを特徴とする作業機械用タッチパネルモニタの入力制御方法。
【請求項２】
　油圧ロックスイッチによる油圧ロック状態である作業機械の作動不可時は、初期画面表
示とモニタ入力操作とをそれぞれ可能とするモニタ入力アンロック状態に制御する
　ことを特徴とする請求項１記載の作業機械用タッチパネルモニタの入力制御方法。
【請求項３】
　モニタ入力ロック状態が解除された後のモニタ入力操作が可能な状態にあっても、一定
時間タッチパネルへのモニタ入力操作が無い場合には自動的にモニタ入力ロック状態に制
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御する
　ことを特徴とする請求項１または２記載の作業機械用タッチパネルモニタの入力制御方
法。
【請求項４】
　タッチパネルが作業機械の動作に影響がある操作画面を表示する場合は、タッチパネル
上の複数箇所を同時にタッチ操作することで設定変更画面に進むように制御する
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか記載の作業機械用タッチパネルモニタの入
力制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力機能を備えた作業機械用タッチパネルモニタの入力制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　油圧ショベルなどの作業機械の運転席には作業機械の操作補助や保守メンテナンスを行
なうことができるモニタが搭載されており、キャブ内前方の奥側（着座したオペレータか
ら見て右前方）に配置されている場合が多くみられる（例えば、特許文献１、２参照）。
【０００３】
　このようなモニタには、作業機械における後方監視カメラで得られた後方カメラ画像を
表示する場合もある（例えば、特許文献３参照）。
【０００４】
　これらのモニタは、作業機械の物理的な選択スイッチを有するものであり、このような
モニタにおいて作業実行中に誤って表示切替手段を操作して作業とは無関係の情報が表示
されることによりオペレータに混乱を与えることを防ぐために、表示画面のうち特定のも
のについてはアイドリング状態となっているときのみ選択が可能となり、作業状態におい
ては選択スイッチを押してもその画面が表示されないものがある（例えば、特許文献２参
照）。
【０００５】
　また、これら作業機械のモニタにおいて入力装置としてタッチパネルを利用したタッチ
パネルモニタを採用したものがある（例えば、特許文献４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１８８１５６号公報
【特許文献２】特開２００５－３０７４８３号公報
【特許文献３】特開２００８－２０２３３１号公報
【特許文献４】特開２００２－１７３９５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　入力装置としてのタッチパネルモニタは、通常のスイッチと異なり微小な操作力でも反
応し、また画面全体を入力装置として利用することとなるため、作業機械のオペレータが
意図せずにタッチパネルに触れた場合は誤動作すなわちオペレータが意図しない動作が生
じる懸念がある。このため、選択スイッチを有するモニタと比べて、オペレータの意図し
ない操作や表示変更のトラブルが生じやすい。
【０００８】
　例えば、作業機械においては斜面を走行する際にオペレータがレバーを操作しながらキ
ャブ内のさまざまな箇所に手をついて身体を支えることがあるので、オペレータが意図せ
ずタッチパネルに手を触れるおそれは、例えば乗用車などと比べて高くなっており、その
際にタッチパネルがモニタ入力操作と誤認識してしまうおそれがあり、オペレータの意図
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しない動作が生じる懸念も高くなっている。
【０００９】
　また、作業機械においては、油圧機器のキャリブレーションなどもモニタ上の設定画面
を操作することにより行なえるようになっていることから、タッチパネルモニタの採用に
より万一そういった設定画面を意図せず表示し操作してしまった場合にはオペレータの意
図しない作業機械動作が生じてしまう懸念がある。
【００１０】
　したがって、タッチパネルモニタの採用に際してはこれらの問題をクリアするような、
より安全なタッチパネルモニタ入力方法が必要となっている。
【００１１】
　一方、スマートフォンなどの携帯端末において使用されるタッチパネルディスプレイに
おいては、バッテリー消耗の防止あるいは端末持ち運び時の意図しない操作の防止の観点
から、一定時間ユーザの操作がなければ画面表示を消すとともに操作をロックし、再度操
作が必要な場合はある特定のモニタ入力ロック解除操作を要求する画面を表示してロック
を解除させてから操作画面を表示する方法が用いられている。
【００１２】
　しかし、作業機械においては、タッチパネルモニタの操作を必要としない掘削作業中に
おいても例えば作業機械後方の安全確認のための後方監視カメラの画像を表示しておく必
要があり、このためにはモニタ画面表示を可能としつつ、作業機械のオペレータの意図し
ないタッチパネルへのモニタ入力操作のみを不可とする入力制御方法が必要となる。
【００１３】
　本発明は、このような点に鑑みなされたもので、モニタ画面表示を可能としつつ、タッ
チパネル上での誤操作入力を防止できる作業機械用タッチパネルモニタの入力制御方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　請求項１に記載された発明は、機械各部を動かす油圧アクチュエータと、油圧アクチュ
エータを作動させる油圧回路の手動操作を不可とする油圧ロック状態と油圧回路の手動操
作を可能とする油圧ロック解除状態とを切り換える油圧ロックスイッチとを備えた作業機
械に搭載されたタッチパネルでの初期画面表示とメニュー選択画面からのモニタ入力操作
が可能な入力操作画面表示とを切換可能なタッチパネルモニタの入力制御方法において、
油圧ロックスイッチによる油圧ロック状態から油圧ロック解除状態への切換による作業機
械の作動可能時は、初期画面表示を継続しつつ、モニタ入力操作を不可とするモニタ入力
ロック状態に制御し、タッチパネルでの特定のモニタ入力ロック解除用のジェスチャによ
りモニタ入力ロック状態を解除して入力操作画面表示に切り換えるように制御する作業機
械用タッチパネルモニタの入力制御方法である。
【００１５】
　請求項２に記載された発明は、請求項１記載の作業機械用タッチパネルモニタの入力制
御方法において、油圧ロックスイッチによる油圧ロック状態である作業機械の作動不可時
は、初期画面表示とモニタ入力操作とをそれぞれ可能とするモニタ入力アンロック状態に
制御するものである。
【００１６】
　請求項３に記載された発明は、請求項１または２記載の作業機械用タッチパネルモニタ
の入力制御方法において、モニタ入力ロック状態が解除された後のモニタ入力操作が可能
な状態にあっても、一定時間タッチパネルへのモニタ入力操作が無い場合には自動的にモ
ニタ入力ロック状態に制御する入力制御方法である。
【００１７】
　請求項４に記載された発明は、請求項１乃至３のいずれか記載の作業機械用タッチパネ
ルモニタの入力制御方法において、タッチパネルが作業機械の動作に影響がある操作画面
を表示する場合は、タッチパネル上の複数箇所を同時にタッチ操作することで設定変更画
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面に進むように制御する入力制御方法である。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１記載の発明によれば、作業機械に搭載されたタッチパネルモニタにおいて、油
圧ロックスイッチによる油圧ロック状態から油圧ロック解除状態へ切り換えた作業機械の
作動可能時は、継続する初期画面表示から必要な情報が得られるとともに、タッチパネル
でのモニタ入力操作を不可とするモニタ入力ロック状態に制御し、このモニタ入力ロック
状態の解除にはタッチパネルでの特定のモニタ入力ロック解除用のジェスチャを要求する
ことにより、作業機械を運転中のオペレータが意図しない動作によってタッチパネルに触
れてしまった場合においても、タッチパネル上での誤操作入力を防止できる。
【００１９】
　請求項２記載の発明によれば、油圧ロックスイッチによる油圧ロック状態である作業機
械の作動不可時は、初期画面表示から必要な情報を得つつモニタ入力操作可能となるとと
もに、油圧ロック状態から油圧ロック解除状態への切換により作業機械を作動可能とした
ときは、自動的にタッチパネルからのモニタ入力が不可能となり、作業機械の作動時と連
動してモニタ上の誤操作入力を確実に防止できる。
【００２０】
　請求項３記載の発明によれば、モニタ入力操作が可能な状態にあっても、一定時間タッ
チパネルへのモニタ入力操作が無い場合は、自動的にモニタ入力ロック状態に制御するの
で、オペレータにタッチパネルへのモニタ入力ロック解除操作およびモニタ入力操作を要
求することで、オペレータの意図しない入力操作を防止できる。
【００２１】
　請求項４記載の発明によれば、タッチパネルが作業機械の動作に影響がある操作画面を
表示する場合は、意図せず操作することが困難なタッチパネル上の複数箇所を同時にタッ
チ操作することで設定変更画面に進むように制御するので、オペレータが意図しないでモ
ニタ入力操作を行なうおそれを、より厳しく防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に係る作業機械用タッチパネルモニタの入力制御方法の一実施の形態を示
す一連のタッチパネル画面図である。
【図２】同上入力制御方法の制御手順を示すフローチャートである。
【図３】同上入力制御方法の操作メニューの操作画面表示例を示す一連のタッチパネル画
面図である。
【図４】上記モニタを搭載した作業機械を示す斜視図である。
【図５】上記作業機械のキャブ内を示す斜視図および油圧ロックスイッチと油圧ロック弁
との関係を示す回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明を、図１乃至図５に示された一実施の形態に基いて詳細に説明する。
【００２４】
　図４は、作業機械（油圧ショベル）11を示し、この作業機械11は、下部走行体12と、こ
の下部走行体12上に旋回可能に設けられた上部旋回体13により機体14が構成されている。
【００２５】
　上部旋回体13上には、キャブ15、動力装置16、カウンタウェイト17などとともに、作動
油圧により作動する作業装置18が設置されている。この作業装置18は、ブームシリンダ21
bm、スティックシリンダ21st、バケットシリンダ21bkなどの油圧アクチュエータにより回
動されるブーム22、スティック23、バケット24などを備え、カウンタウェイト17上面の中
央部には、機体14の後方の状態を撮像する後方監視カメラ25が設けられている。
【００２６】
　キャブ15の左側面にオペレータがキャブ15内に出入りするための昇降口26が設けられて
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いる。
【００２７】
　図５に示されるように、キャブ15の内部には、オペレータが座る運転席31が設置され、
この運転席31の左右両側部および前方に操作レバー32がそれぞれ設置され、運転席31の前
方右側に空調風吹出口体33が配置され、この空調風吹出口体33の上部に入力機能を有する
タッチパネルモニタ34が設置されている。
【００２８】
　キャブ15の昇降口26側に位置する操作レバー32の下側には、キャブ15の昇降口26を開閉
する油圧ロックレバー35が開閉自在に設けられている。この油圧ロックレバー35は、オペ
レータが上部旋回体13に昇降するために昇降口開放位置（図５の実線位置）に下げてある
場合は、操作レバー32を操作しても油圧回路が機能しないように油圧ロック状態とするた
めの油圧ロックレバーである。
【００２９】
　油圧ロックレバー35の取付部分には、この油圧ロックレバー35が昇降口遮断位置（図５
の２点鎖線位置）にあるか昇降口開放位置（同実線位置）にあるかを判別する油圧ロック
スイッチ36が設けられている。この油圧ロックスイッチ36は、走行モータ（図示せず）、
旋回モータ（図示せず）、ブームシリンダ21bm、スティックシリンダ21st、バケットシリ
ンダ21bkなどの油圧アクチュエータ21を作動させる油圧回路のレバー操作を不可とする油
圧ロック状態と油圧回路のレバー操作を可能とする油圧ロック解除状態とを切り換えるた
めの検出手段である。
【００３０】
　図５に示される油圧回路において、上部旋回体13に搭載されたエンジン41により駆動さ
れるメインポンプ42は、タンク43内の作動油をコントロール弁44に加圧供給し、このコン
トロール弁44は、油圧アクチュエータ21に給排制御される作動油を方向制御および流量制
御して、これらの油圧アクチュエータ21の動作方向および動作速度を制御する。
【００３１】
　コントロール弁44は、各油圧アクチュエータ21に対応する数の可動弁（スプール）を備
え、これらの各可動弁は、対応する操作レバー32により手動操作されたパイロット弁45か
ら供給されるパイロット圧に応じて中立位置から比例変位する。
【００３２】
　各パイロット弁45は、エンジン41によりメインポンプ42と共に駆動されるパイロットポ
ンプ46から供給されるパイロット元圧（またはパイロット１次圧）を、操作レバー32の操
作量にほぼ比例するパイロット圧（またはパイロット２次圧）まで減圧して、コントロー
ル弁44の各可動弁をパイロット操作する。
【００３３】
　これらのパイロット弁45にパイロット元圧を供給するパイロット元圧通路47中には、外
部からの電気信号（電流）をソレノイドに受けて変位することで、パイロット元圧通路47
を遮断するロック位置Ｔから、パイロット元圧通路47を各パイロット弁45に連通させる連
通位置Ｐに切換わる電磁切換式の油圧ロック弁48が設けられている。
【００３４】
　タッチパネルモニタ34は、モニタ本体内にモニタコンローラ（図示せず）を内蔵し、こ
のモニタコンローラは、マシンコントローラ49の入出力側に接続され、油圧ロックスイッ
チ36は、マシンコントローラ49の入力側に接続され、このコントローラ49の出力側に油圧
ロック弁48のソレノイド48sが接続されている。マシンコントローラ49は、モニタコント
ローラと、油圧ロックスイッチ36と、油圧ロック弁48との関係を制御する。
【００３５】
　油圧ロックレバー35が図５の２点鎖線に示された昇降口遮断位置35aにあるときは、油
圧ロックスイッチ36がオフであり、マシンコントローラ49は、油圧ロック弁48のソレノイ
ド48sへ通電をして連通位置Ｐに切り換え、油圧ロック状態を解除することで、操作レバ
ー32の操作により作業機械11が作動可能な状態となる。
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【００３６】
　一方、油圧ロックレバー35が図５の実線に示された昇降口開放位置にあるときは、油圧
ロックスイッチ36がオンであり、油圧ロック弁48への通電を停止して油圧ロック弁48をロ
ック位置Ｔに戻し、各パイロット弁45へのパイロット元圧通路47を遮断して油圧ロック状
態とすることで、操作レバー32を動かしても作業機械11は作動不可の状態となる。
【００３７】
　このように、油圧ロックレバー35が昇降口開放位置の油圧ロック状態では、各パイロッ
ト弁45にパイロット元圧を供給しないので、オペレータが操作レバー32を操作してもコン
トロール弁44の各可動弁を変位させることができず、したがって、作業機械11の各油圧ア
クチュエータ21を作動させることができない。作業機械11を作動可能とするためには、油
圧ロックレバー35を２点鎖線に示された昇降口遮断位置35aまで回動する必要がある。
【００３８】
　次に、図１に示されたモニタ画面および図２に示されたフローチャートを参照しながら
、作業機械11のタッチパネルモニタ34に内蔵されたモニタコントローラおよびマシンコン
トローラ49の制御例を説明する。
【００３９】
（ステップＳ1）
　作業機械11の油圧ロックレバー35の回動操作すなわち油圧ロックスイッチ36のオン・オ
フ操作と、タッチパネルモニタ34のタッチパネル34Tとを連携させ、先ず、図１（ａ）に
示されるように油圧ロックスイッチ36がオンかオフかを判定する。
【００４０】
（ステップＳ2）
　作業機械11の油圧ロックスイッチ36がオンのとき、すなわち操作レバー32を動かしても
作業機械11が作動不可の油圧ロック状態の場合は、自動的にタッチパネル34Tでのモニタ
入力操作を可能とするモニタ入力アンロック状態に制御する。
【００４１】
　このとき、タッチパネル34T上の表示は、図１（ｂ）に示されるような初期画面表示（
デフォルト表示）であり、この初期画面表示では、作業機械11の仕様や設定によっても異
なるが、例えば後方監視カメラ25を装備した作業機械11であれば、この後方監視カメラ25
で撮られた後方カメラ画像画面34aが表示され、この画面34aの上側には、燃料計、油温計
などを表示する計測画面34bが表示されている。
【００４２】
　また、後方カメラ画像画面34aの下側には操作画面34cが表示され、最上部には時刻の他
、バケットなどの装着アタッチメント種別、アクセルダイヤル値などの設定状況を示す設
定画面34dが表示されている。
【００４３】
（ステップＳ3）
　タッチパネルモニタ34にタイマを設け、タッチパネル34Tでのモニタ入力操作を可能と
するモニタ入力アンロック状態では、常にタッチ操作がなされないタッチ操作無し時間が
計測され、このタッチ操作無し時間が、タイマにより設定されたＸ秒を超えるか否かを判
定する。
【００４４】
（ステップＳ4）
　タッチ操作無し時間が設定されたＸ秒を超えない限り（ステップＳ3の判定でNOの場合
は）、通常処理がなされ、例えば、図１（ｃ）に示されるように、操作画面34cの画面切
換スイッチ50をタッチすることで、図１（ｄ）に示されるメニュー選択画面34eに切り換
わり、さらに例えば図１（ｅ）および図１（ｆ）に示されるようにメニュー選択画面34e
でのメニューキーの操作によりタッチパネルモニタ34の各種入力操作が可能となる。
【００４５】
　タッチパネル34Tから入力操作可能なメニューの例としては、エラーコードを表示する
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画面、センサ情報（作業機械11の動作状態）を表示する画面、機器の設定（装着アタッチ
メントの種類や各アタッチメントに応じた設定）を表示する画面、機器の調整（キャリブ
レーション）を行なう画面、各種動作確認（機器のテスト）を行なう画面などがある。
【００４６】
（ステップＳ5）
　作業機械11の油圧ロックスイッチ36がオフのときは、すなわち操作レバー32を動かした
ときに作業機械11の各油圧アクチュエータ21が作動可能となるように油圧ロック状態を解
除した場合は、モニタ画面表示を可能としつつ、タッチパネル34Tでのモニタ入力操作を
不可とするモニタ入力ロック状態に制御する。
【００４７】
　この油圧ロックスイッチ36がオフになっている油圧ロック解除状態では、図１（ｇ）に
示されるようにタッチパネル34Tの初期画面表示は変化せず、後方カメラ画像などロック
直前の画面表示が継続されるが、タッチパネル34T上のメニューキー操作など画面上での
モニタ入力操作は不可に制御する。
【００４８】
（ステップＳ6）
　このモニタ入力ロック状態では、操作不可を示す表示をするとともに、図１（ｇ）に示
されるように上記後方カメラ画像画面34aの下側にモニタ入力ロック解除用の操作画面34c
を表示するように制御する。
【００４９】
　この図１（ｇ）に示されたモニタ入力ロック解除用の操作画面34cは、オペレータにモ
ニタ入力ロック解除用のジェスチャ操作を要求するためのものであり、例えばモニタ入力
ロック状態を示す施錠アイコン（ロック状態アイコン）51と、モニタ入力アンロック状態
を示す解錠アイコン（アンロック状態アイコン）52と、オペレータの指を施錠アイコン51
から解錠アイコン52まで移動させてモニタ入力ロック解除用のジェスチャ操作をさせるこ
とを促す矢印53とを表示する。またこのとき、画面表示は引き続き後方カメラ画像画面34
aなどのモニタ入力ロック直前の画面表示を行なう。
【００５０】
（ステップＳ7）
　図１（ｈ）に示されるように施錠アイコン51から解錠アイコン52に向かってモニタ入力
ロック解除用のジェスチャ操作（スワイプなど）を実施したか否かを判定する。
【００５１】
　このモニタ入力ロック解除用のジェスチャ操作がなされると、モニタ入力ロック状態を
解除して、図１（ｂ）に示される初期画面表示に戻るように制御される。
【００５２】
　すなわち、図１（ｈ）に示される上記モニタ入力ロック解除操作を検知した時点で、図
１（ｈ）に示されるようなモニタ入力ロック解除用のアイコンを操作画面34c上から消去
し、図１（ｂ）から（ｃ）に示されるように画面切換スイッチ50を操作画面34c上に表示
することで、タッチパネル34Tでのモニタ入力操作を可能とするモニタ入力アンロック状
態とする。これにより、図１（ｃ）から（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）に示されるようにメニュ
ーキーによるモニタ入力操作が可能な入力操作画面表示となる。
【００５３】
　このように、油圧ロックスイッチ36がオフ（油圧ロック解除状態）になると自動的にタ
ッチパネル34Tでのモニタ入力操作をロック状態にしてしまい、特殊なモニタ入力ロック
解除操作をしないとモニタ入力操作ができないようにする。
【００５４】
　また、ステップＳ2の上記タッチパネル34Tでのモニタ入力操作が可能なモニタ入力アン
ロック状態にある場合であっても、ステップＳ3の判定でタイマでの設定時間Ｘを超えて
もタッチパネル34Tへのモニタ入力操作が無い場合（ステップＳ3でYESの場合）は、図１
（ｉ）に示されるように自動的にタッチパネル34Tでのモニタ入力操作を不可とするモニ
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タ入力ロック状態に制御する。
【００５５】
　このモニタ入力ロック状態においても、図１（ｇ）に示された場合と同様にモニタ画面
の一部にモニタ入力ロック解除用の操作画面34fを重ねて表示する。例えばモニタ入力ロ
ック状態の施錠アイコン51からモニタ入力アンロック状態の解錠アイコン52までオペレー
タの指をスワイプさせる矢印53を表示するので、図１（ｊ）に示されるように、そのモニ
タ入力ロック解除用のジェスチャ操作を行なうことで、通常処理に戻ることができる。
【００５６】
　なお、上記フロー中のステップＳ3における「タッチ操作無し時間の判定」に関しては
、全ての画面（初期画面、メニュー画面等）に対して有効に機能させ、如何なるモニタ画
面表示においても意図しないモニタ入力操作を防ぐようにする。
【００５７】
　以上のように、作業機械11に搭載されたタッチパネル34Tでの後方カメラ画像画面34aや
計測画面34bなどのモニタ画面表示と、メニュー選択画面34eなどのモニタ入力操作が可能
な入力操作画面表示とを切換可能なタッチパネルモニタ34の入力制御方法において、作業
機械11の作動可能時は、モニタ画面表示を可能としつつ、タッチパネル34Tでのモニタ入
力操作を不可とするモニタ入力ロック状態に制御し、タッチパネル34Tでの特定のモニタ
入力ロック解除操作によりモニタ入力ロック状態を解除して入力操作画面表示に切り換え
るように制御する。
【００５８】
　このため、作業機械11に搭載されたタッチパネルモニタ34において、作業機械11の作動
可能時は、後方カメラ画像画面34aや計測画面34bなどのモニタ画面表示から必要な情報が
得られるとともに、タッチパネル34Tでのモニタ入力操作を不可とするモニタ入力ロック
状態に制御し、このモニタ入力ロック状態の解除にはタッチパネル34Tでの特定のモニタ
入力ロック解除操作を要求することにより、作業機械11を運転中のオペレータが意図しな
い不意の動作によってタッチパネル34Tに触れてしまった場合においても、運転中はタッ
チパネル34Tでの入力操作をロックし、そのロック解除にも特定のジェスチャ操作を要求
することにより、オペレータの意図しない動作によるモニタ上の誤操作入力が生じること
を防止できる。
【００５９】
　さらに、油圧ロックスイッチ36は、作業機械11の油圧アクチュエータ21を作動させる油
圧回路のレバー操作を不可とする油圧ロック状態と油圧回路のレバー操作を可能とする油
圧ロック解除状態とを切り換えるものであり、この油圧ロックスイッチ36による油圧ロッ
ク状態から油圧ロック解除状態への切換により、タッチパネル34Tをモニタ入力ロック状
態に制御するので、油圧ロック状態から油圧ロック解除状態への切換により作業機械11を
作動可能としたときは、自動的にタッチパネル34Tからのモニタ入力が不可能となり、作
業機械11の作動時と連動してモニタ上の誤操作入力を確実に防止できる。
【００６０】
　また、モニタ入力ロック状態が解除されてモニタ入力操作が可能な状態にあっても、一
定時間タッチパネル34Tへのモニタ入力操作が無い場合は、自動的にモニタ入力ロック状
態に制御するので、オペレータにタッチパネル34Tへのモニタ入力ロック解除操作および
モニタ入力操作を要求することで、オペレータの意図しない入力操作を防止できる。
【００６１】
　次に、図３に示されるように、タッチパネルモニタ34のタッチパネル34Tが作業機械11
の動作に影響がある特定の操作メニューを示す操作画面を表示する場合は、モニタコント
ローラ（図示せず）およびマシンコントローラ49は、タッチパネル34T上の複数箇所を同
時にタッチ操作することで設定変更画面に進むように制御する。
【００６２】
　例えば、機器の調整（油圧機器などのキャリブレーション）を行なう調整画面、各種動
作確認（機器のテスト）を行なうテスト画面のような、タッチパネル34Tにより設定を変
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更するなどのモニタ入力操作をすることで、例えばフロント作業装置22，23，24が動く、
上部旋回体13が旋回する、下部走行体12が走行する、ポンプ吐出圧や各種油圧機器の圧力
が変化する、エンジンスピードが変化するなどの作業機械11の機器が実際に動き出すおそ
れのある画面については、図３（ａ）に示される設定開始画面34gのように、前述の図１
（ｇ）に示された画面34a，34b，34cとは別のモニタ入力ロック状態とする。
【００６３】
　すなわち、次の設定変更画面34hに進むに際し、単に、図３（ｂ）に示されるようにネ
クストスイッチ54のみをタッチ操作するのみでは画面が遷移せず、図３（ｃ）に示される
ようにネクストスイッチ54と別のＯＫスイッチ55を同時にタッチ操作することによっての
み、設定開始画面34gを次の設定変更画面34hに遷移させるように制御する。
【００６４】
　このとき、モニタ入力ロック解除のために特別な操作が必要であることを認識させるた
め、図３（ａ）に示されるようにネクストスイッチ54上に例えばモニタ入力ロック状態の
施錠アイコン51を表示させ、ネクストスイッチ54をタッチ操作すると図３（ｂ）に示され
るように施錠アイコン51を解錠アイコン52へと表示のみを変化させ、図３（ｃ）に示され
るようにネクストスイッチ54をタッチしたまま別のＯＫスイッチ55を同時にタッチするこ
とによって、油圧機器などのキャリブレーション調整画面へと切り換えることができる。
【００６５】
　このように、ＯＫスイッチ55を押すことで作業機械11の機器を調整するために機器が自
動的に動き始めてしまうようなおそれのある機器の調整（キャリブレーション）を行なう
画面や、ＯＫスイッチ55を押すことでテスト出力が開始されるような各種動作確認（機器
のテスト）を行なう画面では、すなわちキャリブレーションなど誤操作入力により作業機
械11が動いてしまう危険性がある画面については、ＯＫスイッチ55と解錠アイコン52の２
点タッチを求め、２点を同時にタッチしないと操作として認めないようにする。
【００６６】
　逆に、１点タッチまたはスワイプで可能な操作は、画面のスクロール、アイコンの選択
（画面の移動）、値の増減操作などの、操作することで機器が動き出す可能性が無い画面
操作に限られる。
【００６７】
　なお、２点タッチを要求する場合のスイッチの組み合わせは、実際に操作したいネクス
トスイッチ54に重ねて表示したモニタ入力ロック解除用シンボルである解錠アイコン52と
ＯＫスイッチ55とを例示したが、これは一例であり、他に例えば解錠アイコン52とスター
トボタンなど、画面に応じて組み合わせは変更可能である。ただし、一方はモニタ入力ロ
ック解除用シンボルである解錠アイコン52とすることが望ましい。
【００６８】
　以上のように、タッチパネル34Tが作業機械11の動作に影響があるような操作画面を表
示する場合は、特別なモニタ入力ロック解除用のジェスチャ操作をすることが望ましく、
意図せず操作することが困難な、例えばタッチパネル34T上の２点を同時にタッチ操作す
ることで設定開始画面34gから設定変更画面34hに進むように制御するので、オペレータが
意図しないモニタ入力操作を行なうおそれを、より厳しく防止できる。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明は、作業機械用タッチパネルモニタの入力制御方法を実施する事業者にとって産
業上の利用可能性がある。
【符号の説明】
【００７０】
　11　　作業機械
　21　　油圧アクチュエータ
　34　　タッチパネルモニタ
　34T 　タッチパネル
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　36　　油圧ロックスイッチ

【図１】 【図２】
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