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(57)【要約】
【課題】例えば、表示に対して適切な操作を行うことを
可能とする。
【解決手段】入力装置は、例えば、車両のステアリング
に配置され、第１の面および前記第１の面と対向する第
２の面を有するステアリングパッドと、前記ステアリン
グパッドの前記第１の面に配設され、表示部における表
示態様の第１の変更を発生する操作を受け付ける第１の
入力部と、前記ステアリングパッドの前記第２の面に配
設され、前記表示部における表示態様の第２の変更を発
生する操作を受け付ける第２の入力部とを有する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両のステアリングに配置され、第１の面および前記第１の面と対向する第２の面を有
するステアリングパッドと、
　前記ステアリングパッドの前記第１の面に配設され、表示部における表示態様の第１の
変更を発生する操作を受け付ける第１の入力部と、
　前記ステアリングパッドの前記第２の面に配設され、前記表示部における表示態様の第
２の変更を発生する操作を受け付ける第２の入力部と
　を有する入力装置。
【請求項２】
　前記表示態様の第１の変更は、前記表示部に表示されるカーソルの第１の方向への移動
であり、
　前記表示態様の第２の変更は、前記カーソルの、前記第１の方向と略直交する第２の方
向への移動であり、
　前記第１の入力部は、前記第１の変更を発生する第１の操作を受け付け、
　前記第２の入力部は、前記第２の変更を発生する第２の操作を受け付け、
　前記第１の操作は、前記第１の入力部をなぞる操作であり、
　前記第２の操作は、前記第２の入力部をなぞる操作である
　請求項１に記載の入力装置。
【請求項３】
　前記第１の入力部および前記第２の入力部の少なくとも一方は、前記カーソルが表示さ
れる項目に対応する機能を実行するための第３の操作を受け付け、
　前記第３の操作は、前記第１の入力部および前記第２の入力部の少なくとも一方を押圧
する操作である
　請求項２に記載の入力装置。
【請求項４】
　前記表示態様の第１の変更は、前記表示部における表示の第１の方向への遷移であり、
　前記表示態様の第２の変更は、前記表示の、前記第１の方向と略直交する第２の方向へ
の遷移であり、
　前記第１の入力部は、前記第１の変更を発生する第４の操作を受け付け、
　前記第２の入力部は、前記第２の変更を発生する第５の操作を受け付け、
　前記第４の操作は、前記第１の入力部を押圧する操作および該押圧する操作と連続的に
なされるなぞる操作であり、
　前記第５の操作は、前記第２の入力部を押圧する操作および該押圧する操作と連続的に
なされるなぞる操作である
　請求項１に記載の入力装置。
【請求項５】
　前記表示態様の第１の変更は、前記表示部における表示の拡大であり、
　前記表示態様の第２の変更は、前記表示の縮小であり、
　前記第１の入力部は、前記第１の変更を発生する第６の操作を受け付け、
　前記第２の入力部は、前記第２の変更を発生する第７の操作を受け付け、
　前記第６の操作は、前記第１の入力部および前記第２の入力部の一方を所定時間以上、
継続して押圧する操作であり、
　前記第７の操作は、前記第１の入力部および前記第２の入力部の他方を所定時間以上、
継続して押圧する操作である
　請求項１に記載の入力装置。
【請求項６】
　前記第１の操作に応じて前記第１の入力部が振動し、前記第２の操作に応じて前記第２
の入力部が振動する
　請求項２に記載の入力装置。
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【請求項７】
　前記第１の操作および前記第２の操作のいずれかの操作に応じて前記カーソルが移動で
きる場合には、前記操作がなされた前記第１の入力部または前記第２の入力部が第１のパ
ターンにより振動し、前記カーソルが移動できない場合には、前記操作がなされた前記第
１の入力部または前記第２の入力部が第２のパターンにより振動する
　請求項６に記載の入力装置。
【請求項８】
　前記第１の入力部および前記第２の入力部の少なくとも一方は、湾曲した帯状をなす
　請求項１に記載の入力装置。
【請求項９】
　前記第１の入力部の射影像と前記第２の入力部の射影像とが略直交する位置に、前記第
１の入力部および前記第２の入力部がそれぞれ配設される
　請求項１に記載の入力装置。
【請求項１０】
　前記第１の面は、前記第１の入力部および前記第２の入力部を操作する操作者に略対向
する面である
　請求項１に記載の入力装置。
【請求項１１】
　前記ステアリングパットと一体的に形成されるホイール部を有し、
　前記ホイール部の所定箇所が把持される際に、異なる指で操作可能な範囲に前記第１の
入力部および前記第２の入力部が配設される
　請求項１に記載の入力装置。
【請求項１２】
　前記第１の入力部および前記第２の入力部は、タッチパッドまたは回転可能なダイヤル
である
　請求項１に記載の入力装置。
【請求項１３】
　携帯端末と通信を行う通信部を有し、
　前記表示部は、前記携帯端末が有する表示部である
　請求項１に記載の入力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、入力装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車が有する様々な機能（例えば、オーディオ再生機能やカーナビゲーション機能）
を実行するための操作を、ドライバが視線を移動することなく行うための技術が提案され
ている。ドライバが視線を移動することなく行う操作は、ブラインド操作などと称される
。下記特許文献１には、ブラインド操作を可能とするためのポインティングデバイスが記
載されている。特許文献１に記載の技術は、単一のポンティングデバイスにドライバが指
を接触させ、指を上下方向に移動させることにより、表示部に表示されるカーソルが上下
方向に移動するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－４４６０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　近年、自動車内における表示部の大型化が進み、表示部に表示されるアイコンの数が増
加する傾向にある。表示部には、複数のアイコンが縦横に表示される場合もある。特許文
献１に記載の技術は、単一のポインティングデバイスを使用して、カーソルを上下方向の
みに移動させることしかできない。このため、アイコンを選択するためのカーソルを適切
な方向に移動させることができない、という問題があった。
【０００５】
　したがって、本技術の目的の一つは、表示に対して適切な操作を行うことができる入力
装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために、本技術は、例えば、
　車両のステアリングに配置され、第１の面および第１の面と対向する第２の面を有する
ステアリングパッドと、
　ステアリングパッドの第１の面に配設され、表示部における表示態様の第１の変更を発
生する操作を受け付ける第１の入力部と、
　ステアリングパッドの第２の面に配設され、表示部における表示態様の第２の変更を発
生する操作を受け付ける第２の入力部と
　を有する入力装置である。
【発明の効果】
【０００７】
　少なくとも一つの実施形態によれば、表示に対して適切な操作を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】自動車の車内の一例を説明するための図である。
【図２】ステアリングホイールの表面の構成の一例を示す図である。
【図３】ステアリングホイールの表面とは反対側の裏面の構成の一例を示す図である。
【図４】Ａは、第１入力部に対する操作の一例を説明するための図であり、Ｂは、第２入
力部に対する操作の一例を説明するための図である。
【図５】第１入力部および第２入力部のそれぞれに対する操作の一例を説明するための図
である。
【図６】第１の実施形態における車載装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図７】Ａは、メニュー画面の一例を示し、Ｂは、第１入力部に対するスライド操作に応
じたカーソルの移動の一例を示し、Ｃは、第２入力部に対するスライド操作に応じたカー
ソルの移動の一例を示す。
【図８】ＡおよびＢは、第１入力部に対する押し込みスライド操作に応じた画面の遷移の
一例を示す。
【図９】Ａは、ウェブページの一例を示し、Ｂは、第２入力部に対する押し込みスライド
操作に応じた画面の遷移の一例を示す。
【図１０】Ａは、第１入力部に対する押し込み長押し操作に応じた表示の拡大を説明する
ための図であり、Ｂは、第２入力部に対する押し込み長押し操作に応じた表示の縮小を説
明するための図である。
【図１１】Ａは、ウェブページの一例を示し、Ｂは、第１入力部に対する押し込み長押し
操作に応じた表示の拡大を説明するための図であり、Ｃは、第１入力部に対する押し込み
スライド操作に応じた表示の遷移を説明するための図である。
【図１２】第２の実施形態における車載装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図１３】携帯端末の構成の一例を示すブロック図である。
【図１４】携帯端末の外観の一例およびメニュー画面の一例を示す図である。
【図１５】車載装置と携帯端末との間でなされる処理を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１６】ＡおよびＢは、メニュー画面の切り替わりの一例を説明するための図である。



(5) JP 2014-46867 A 2014.3.17

10

20

30

40

50

【図１７】変形例を説明するための図である。
【図１８】変形例を説明するための図である。
【図１９】変形例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本技術の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、説明は、以下の
順序で行う。
＜１．第１の実施形態＞
＜２．第２の実施形態＞
＜３．変形例＞
　なお、以下に説明する実施形態等は本技術の好適な具体例であり、本技術の内容がこれ
らの実施形態等に限定されるものではない。
【００１０】
＜１．第１の実施形態＞
「自動車の車内の一例」
　本技術の入力装置は、例えば、自動車のステアリングホイールに適用することができる
。図１は、自動車の車内の一例を示す。自動車の車内のフロントガラスの下に、ダッシュ
ボード（ダッシュパネルやインストルメントパネルなどと称されることがある）１０が配
設されている。ダッシュボード１０における運転席の正面には、ステアリングホイール１
１が取り付けられるとともに、計器類１２が配設されている。計器類１２は、例えば、ス
ピードメータ、タコメータ、燃料計などである。ステアリングホイール１１の詳細につい
ては後述するが、ステアリングホイール１１の例えばスポーク部に、第１入力部１１０ａ
が配設されている。
【００１１】
　ダッシュボード１０の略中央には、表示部１３が配設されている。表示部１３は、例え
ば、ＬＣＤ(Liquid Crystal Display)や有機ＥＬ(Electroluminescence)などの表示パネ
ルである。表示部１３には、メニュー画面やエアーコンディショナの調整のための画面、
オーディオの再生に関する操作を行う画面、ナビゲーション機能に基づく地図などが表示
される。
【００１２】
　表示部１３の周囲には、操作部１４が設けられている。操作部１４は、ダッシュボード
などに配設されるボタンやスイッチなどを総称したものである。なお、上述した表示部１
３がタッチスクリーンとして構成され、表示部１３が操作部として機能してもよい。
【００１３】
　運転席と助手席との間には、自動車の直進方向および後退方向（適宜、進行方向と総称
する）に沿う方向に移動可能なシフトレバー１５が配設されている。シフトレバー１５は
、自動車の進行方向に延在する、上面１５ａと、右側面１５ｂと、左側面１５ｃとを有す
る。さらに、自動車の進行方向と略直交する２面を有する。ダッシュボード側の面を前面
１５ｄと称し、他方の面を後面１５ｅと称する。なお、シフトレバー１５は、ステアリン
グホイール１１の近傍に配設される、いわゆるコラムシフトレバーでもよい。
【００１４】
　ダッシュボード１０の内部には、各種の制御を行う車載装置が収納されている。車載装
置は、ステアリングホイール１１と電気的に接続される。車載装置は、例えば、表示部１
３に対する表示制御や、操作部１４、第１入力部１１０ａ、後述する第２入力部に対する
操作に応じた処理を実行する。車載装置の構成については後述する。
【００１５】
　なお、車載装置が、例えばドライバが有する携帯端末２０と通信を行うようにしてもよ
い。車載装置と携帯端末２０との間で通信が行われることにより、それぞれの機器が有す
るデータの送受信が可能となる。例えば、携帯端末２０から車載装置に対して表示データ
が送信されることにより、携帯端末２０のメニュー画面を表示部１３に表示させることが
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できる。また、例えば、車載装置から携帯端末２０に対して操作情報が送信されることに
より、車載装置に対する操作に対応した携帯端末２０の機能を実行できる。
【００１６】
　なお、図示はしていないが、例えば、ステアリングホイール１１の近傍には、ターンシ
グナルスイッチレバーやライトスイッチ等が設けられる。図１により図示される構成とは
異なる構成が追加されたり、図示された構成の一部が削除されてもよい。さらに、各構成
が配設される位置や各構成の形状は、適宜、変更できる。
【００１７】
「ステアリングホイールの構成」
　次に、ステアリングホイールの構成の一例について説明する。なお、以下の説明におい
て左右上下等の方向を規定する表現を用いるが、これらは図面に向かう方向を基準にして
いる。方向を規定する表現は説明の便宜のためのものであり、本技術の内容が、当該方向
に限定されるものではない。
【００１８】
　図２は、ステアリングホイール１１の正面図である。ステアリングホイール１１は、略
リング状のホイール部１００を有する。ホイール部１００の内部の空間には、例えば、略
五角形状のセンターパッド１０１が配されている。センターパッド１０１の内部には例え
ば、エアバッグが収納される。
【００１９】
　センターパッド１０１の左右にスポーク部１０２ａおよびスポーク部１０２ｂがそれぞ
れ配置され、センターパッド１０１の下部にスポーク部１０２ｃが配置される。個々のス
ポーク部を区別する必要がない場合は、スポーク部１０２と適宜、称する。
【００２０】
　スポーク部１０２ａ、スポーク部１０２ｂおよびスポーク部１０２ｃにより、ホイール
部１００とセンターパッド１０１とが連結される。すなわち、ステアリングホイール１１
は、ホイール部１００と、センターパッド１０１と、スポーク部１０２とが一体的に構成
されたものである。
【００２１】
　例えば、センターパッド１０１とスポーク部１０２とにより、ステアリングパッド１０
５が形成される。ステアリングパッド１０５は、ホイール部１００の内部に配されるもの
であればよく、その名称は問わない。
【００２２】
　ホイール部１００とセンターパッド１０１との間における空間が、スポーク部１０２ａ
およびスポーク部１０２ｂにより区画され、略半円状の空間Ｓ１が形成される。ホイール
部１００とセンターパッド１０１との間における空間が、スポーク部１０２ａおよびスポ
ーク部１０２ｃにより区画され、空間Ｓ２が形成される。ホイール部１００とセンターパ
ッド１０１との間における空間が、スポーク部１０２ｂおよびスポーク部１０２ｃにより
区画され、空間Ｓ３が形成される。
【００２３】
　ステアリングパッド１０５における、例えば、スポーク部１０２ｂの第１の面に第１入
力部１１０ａが設けられる。スポーク部１０２ｂの第１の面とは、例えば、運転席に着座
したドライバと略対向する面である。
【００２４】
　第１入力部１１０ａは、例えば、感圧式のタッチパッドとして構成される。第１入力部
１１０ａの形状は、例えば、水平方向（左右方向）に延びる帯状をなし、その一部または
全部が湾曲している。例えば、第１入力部１１０ａは、アーチ状または片持ち梁状に湾曲
する。第１入力部１１０ａの全体の形状が直線状とされてもよい。図２では、第１入力部
１１０ａに対して、ハッチングが付されている。
【００２５】
　ステアリングパッド１０５における、例えば、スポーク部１０２ｂの第２の面には、第
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２入力部１１０ｂが設けられる。スポーク部１０２ｂの第２の面とは、例えば、第１の面
とは裏側（反対側）の面である。
【００２６】
　第２入力部１１０ｂは、例えば、感圧式のタッチパッドとして構成される。第２入力部
１１０ｂの形状は、例えば、垂直方向（上下方向）に延びる帯状をなし、その一部または
全部が湾曲している。例えば、第２入力部１１０ｂは、アーチ状または片持ち梁状に湾曲
する。第２入力部１１０ｂの全体の形状が直線状とされてもよい。第２入力部１１０ｂは
表側からは見えないため、図２では、第２入力部１１０ｂが点線により示されている。
【００２７】
　図３は、ステアリングホイール１１の背面図である。ステアリングパッド１０５のスポ
ーク部１０２ｂの第２の面に、第２入力部１１０ｂが設けられる。図３では、第２入力部
１１０ｂに対してハッチングが付され、第１入力部１１０ａが点線により示されている。
第１入力部１１０ａおよび第２入力部１１０ｂは、例えば、それぞれの射影像が略直交す
る位置に配設される。なお、以下に説明において、第１入力部１１０ａおよび第２入力部
１１０ｂを区別する必要がない場合は、入力部１１０と適宜、称する。
【００２８】
　ステアリングホイールやステアリングパッドの形状は適宜、変更できる。図示しない構
成が追加されてもよい。例えば、スポーク部にホーンボタンが配設されてもよい。さらに
、スポーク部に「決定ボタン」や「戻るボタン」などのハードスイッチが配設されてもよ
い。「決定ボタン」は、例えば、表示部に表示されるアイコンの選択を確定するためのボ
タンである。「戻るボタン」は、表示部の画面を一つ前の画面に戻すためのボタンである
。
【００２９】
　入力部１１０は、ホイール部１００の所定箇所が把持される際に、異なる指（例えば、
親指と人差し指）で操作可能な範囲に配設されることが好ましい。ホイール部１００の把
持される箇所はドライバにより若干、異なるものの、大幅に異なることはない。さらに、
ドライバの指の長さが人により大幅に異なることは稀であるため、入力部１１０が配設さ
れる範囲を適切に設定することができる。
【００３０】
「第１入力部および第２入力部に対する操作」
　第１入力部１１０ａおよび第２入力部１１０ｂに対する操作の一例について説明する。
第１入力部１１０ａおよび第２入力部１１０ｂに対する操作は、例えば、走行（信号等に
よる一時的な停止を含む）中に、ドライバの右手を使用してなされる。
【００３１】
　図４Ａは、第１入力部１１０ａに対する操作の一例を示す。ドライバの右手ＲＨにより
ホイール部１００の所定箇所が把持される。例えば、右手ＲＨの親指Ｆ１以外の４本の指
を空間Ｓ３に通すようにして、ホイール部１００の所定位置が把持される。そして、親指
Ｆ１の指先（適宜、親指と略称する）が第１入力部１１０ａの操作面に接触され、第１入
力部１１０ａの操作面上で親指Ｆ１を使用した操作が行われる。
【００３２】
　第１入力部１１０ａは、例えば、以下の操作を受け付ける。
【００３３】
（１）第１入力部１１０ａの所定箇所に親指Ｆ１を接触させ、その位置から親指Ｆ１を接
触させつつ、親指Ｆ１を左方向または右方向に移動するなぞる操作（以下、スライド操作
と称する）
【００３４】
（２）第１入力部１１０ａを押圧（加圧）する操作（以下、押し込み操作と称する。）
　例えば、１秒程度、第１入力部１１０ａが押し込まれる。なお、第１入力部１１０ａの
いずれの箇所においても、押し込み操作が検出できるように構成される。したがって、ド
ライバは、第１入力部１１０ａの任意の位置を押し込むことにより押し込み操作を行うこ
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とができる。なお、以下の説明では、閾値以上の押圧力による操作を「押圧」と称し、閾
値より小さい押圧力による操作を「接触」と称し、区別する。
【００３５】
（３）第１入力部１１０ａに対して、押し込み操作およびスライド操作を連続的に行う操
作（以下、押し込みスライド操作と称する）
　なお、始めに、押し込み操作による押圧を行えば、スライド操作において押し込み操作
の押圧力を維持する必要はない。
【００３６】
（４）第１入力部１１０ａに対する押し込み操作を、所定時間以上、継続する操作（以下
、押し込み長押し操作と称する）
　なお、所定時間は、例えば、２秒程度に設定される。
【００３７】
　なお、ホイール部１００を把持した状態で親指Ｆ１を水平方向に動かす際に、親指Ｆ１
を直線状に移動することは困難である。しかしながら、本技術では、一例として、第１入
力部１１０ａの一部または全部を湾曲させ、親指Ｆ１を容易に移動できる方向に第１入力
部１１０ａを配設する。このため、第１入力部１１０ａに対して、スライド操作または押
し込みスライド操作を行う際の操作性が向上する。
【００３８】
　さらに、第１入力部１１０ａが一定の幅を有する帯状をなすため、例えば、ドライバ毎
の親指Ｆ１全体の長さが相違する場合でも、第１入力部１１０ａを確実に触れることがで
きる。
【００３９】
　図４Ｂは、第２入力部１１０ｂに対する操作の一例を示す。ドライバの右手ＲＨにより
ホイール部１００の所定箇所が把持される。例えば、人差し指Ｆ２以外の４本の指により
、ホイール部１００の所定位置が把持される。そして、人差し指Ｆ２の指先（適宜、人差
し指と略称する）が第２入力部１１０ｂの表面に接触され、第２入力部１１０ｂの表面上
で人差し指Ｆ２を使用した操作が行われる。
【００４０】
　第２入力部１１０ｂは、第１入力部１１０ａに対する操作と同様の操作を受け付ける。
【００４１】
（１）第２入力部１１０ｂの所定箇所に人差し指Ｆ２を接触させ、その位置から人差し指
Ｆ２を接触させつつ、人差し指Ｆ２を上方向または下方向に移動するなぞる操作（以下、
スライド操作と称する）
【００４２】
（２）第２入力部１１０ｂを押圧する操作（以下、押し込み操作と称する。）
　例えば、１秒程度、第２入力部１１０ｂが押し込まれる。なお、第２入力部１１０ｂの
いずれの箇所においても、押し込み操作が検出できるように構成される。したがって、ド
ライバは、第２入力部１１０ｂの任意の位置を押し込むことにより押し込み操作を行うこ
とができる。
【００４３】
（３）第２入力部１１０ｂに対して、押し込み操作およびスライド操作を連続的に行う操
作（以下、押し込みスライド操作と称する）
　なお、始めに、押し込み操作による押圧を行えば、スライド操作において押し込み操作
の押圧力を維持する必要はない。
【００４４】
（４）第２入力部１１０ｂに対する押し込み操作を、所定時間以上、継続する操作（以下
、押し込み長押し操作と称する）
　なお、所定時間は、例えば、２秒程度に設定される。
【００４５】
　なお、ホイール部１００を把持した状態で人差し指Ｆ２を垂直方向に動かす際に、人差
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し指Ｆ２を直線状に移動することは困難である。しかしながら、本技術では、一例として
、第２入力部１１０ｂの一部または全部を湾曲させ、人差し指Ｆ２を容易に移動できる方
向に沿うように第２入力部１１０ｂを配設する。このため、第２入力部１１０ｂに対して
、スライド操作または押し込みスライド操作を行う際の操作性が向上する。
【００４６】
　さらに、第２入力部１１０ｂが一定の幅を有する帯状をなすため、例えば、ドライバ毎
の人差し指Ｆ２の長さが相違する場合でも、第２入力部１１０ｂを確実に触れることがで
きる。なお、第２入力部１１０ｂに対する操作は、人差し指に限らず、中指を使用してな
されてもよい。
【００４７】
　図５に示すように、例えば、親指Ｆ１と人差し指Ｆ２とにより、第１入力部１１０ａお
よび第２入力部１１０ｂに対する操作を連続的に行うようにしてもよい。例えば、親指Ｆ
１を使用して第１入力部１１０ａに対するスライド操作を行い、その後に、人差し指Ｆ２
を使用して第２入力部１１０ｂに対するスライド操作を連続的に行うようにしてもよい。
この場合でも、ホイール部１００が３本の指と手のひらとにより把持されるため、ステア
リングホイール１１の操作性を損なうことはない。さらに、ドライバは、ホイール部１０
０を把持しつつ入力部１１０に対する操作を行うことができるため、操作を行う際に視線
を動かす必要がない。
【００４８】
　なお、第１入力部１１０ａが配設される第１の面および第２入力部１１０ｂが配設され
る第２の面の位置関係は、表裏の関係に限定されない。第１の面と第２の面とが対向すれ
ばよい。対向とは、必ずしも互いに向きあう関係に限定されない。所定の状態において異
なる指（例えば、親指と人差し指）で操作可能な領域を有し、互いに近傍に配される２面
であればよい。第２の面がステアリングパッド１０５の側面のように、第２の面が第１の
面と略直交する面でもよい。
【００４９】
　さらに、入力部１１０に対する操作に応じて、ドライバに対する報知（フィードバック
）動作が行われてもよい。ドライバに対して、例えば、音や表示などによる報知がなされ
る。しかしながら、操作の際には入力部１１０に指が触れられることから、好ましくは、
操作がなされた入力部１１０が振動することにより報知がなされる。報知動作が行われる
ことにより、ドライバは、表示部を見なくても表示部における表示の変化を認識できる。
【００５０】
　なお、図４および図５では左手の図示を省略しているが、実際には、ホイール部１００
の所定の箇所、例えば、ホイール部１００における、右手ＲＨにより把持される箇所と略
対称の箇所が、左手により把持される。さらに、図４等では、ステアリングシャフトの取
り付け部などの図示を省略し、ステアリングホイール１１の図示を一部、簡略化している
。
【００５１】
「車載装置の構成」
　図６は、車載装置の構成の一例を示す。車載装置２００は、例えば、制御部２０１と、
アンテナ２０２と、チューナ２０３と、記憶部２０４と、電子ボリューム２０５と、アン
プ部２０６と、スピーカ２０７と、操作部１４と、表示制御部２０８と、表示部１３と、
第１振動制御部２０９と、第１振動部２１０と、第１入力部１１０ａと、第２振動制御部
２１１と、第２振動部２１２と、第２入力部１１０ｂと、ＧＰＳ(Global Positioning Sy
stem)モジュール２１３と、通信部２１４とを含む構成とされる。
【００５２】
　制御部２０１は、ＣＰＵ(Central Processing Unit)およびＣＰＵに対して接続される
ＲＡＭ(Random Access Memory)およびＲＯＭ(Read Only Memory)などから構成されている
。ＲＯＭには、ＣＰＵにより読み込まれて動作されるプログラムなどが記憶されている。
ＲＡＭは、ＣＰＵのワークメモリとして用いられる。ＣＰＵは、ＲＯＭに記憶されたプロ
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グラムに従い様々な処理を実行することによって、車載装置２００の各部および全体の制
御を行う。
【００５３】
　アンテナ２０２は、テレビジョン放送やラジオ放送の電波を受信するためのアンテナで
あり、チューナ２０３に接続されている。チューナ２０３は、アンテナ２０２により受信
された放送信号の復調やアナログ／デジタル変換、符号化されているデータの復号等の処
理などを行い、映像データや音声データを復元する。映像データは、制御部２０１を介し
て表示制御部２０８に送られる。そして、表示制御部２０８の制御により、表示部１３に
テレビジョン放送の映像が表示される。音声データは、制御部２０１を介して電子ボリュ
ーム２０５、アンプ部２０６を介してスピーカ２０７へ送られ、スピーカ２０７により音
声として出力される。
【００５４】
　記憶部２０４は、車載装置２００に内蔵される記憶装置および車載装置２００に対して
着脱自在とされる記憶装置の、少なくとも一方であり、それらの記憶装置に対して、記録
や再生の処理を行うドライバを含む。記憶部２０４として、ハードディスク、フラッシュ
メモリ、光ディスク、光磁気ディスクなどが例示される。記憶部２０４には、例えば、オ
ーディオデータや地図データなどが記憶される。
【００５５】
　例えば、記憶部２０４に記憶されるオーディオデータに対して再生処理が行われ、再生
処理を施されたオーディオデータが制御部２０１に送られる。制御部２０１による制御に
応じて、オーディオデータが電子ボリューム２０５、アンプ部２０６を介してスピーカ２
０７へ送られ、スピーカ２０７からオーディオデータが再生される。
【００５６】
　電子ボリューム２０５は、制御部２０１の制御に基づき、チューナ２０３や記憶部２０
４などから供給される音声データを増幅して音量を調整する。音量が調整された音声デー
タは、アンプ部２０６に供給される。アンプ部２０６は、電子ボリューム２０５から供給
された音声データを所定の増幅率でもって増幅し、スピーカ２０７に供給する。スピーカ
２０７は、アンプ部２０６から供給された音声データを音声として外部に出力する。
【００５７】
　操作部１４は、ユーザが車載装置２００への各種入力操作を行うためのものである。操
作部１４は例えば、ボタン、タッチスクリーン、スイッチなどにより構成される。また、
操作部１４は、表示部１３と一体に構成されたタッチスクリーンとして構成してもよい。
操作部１４に対してユーザによる入力がなされると、その入力に対応した制御信号が生成
され、制御信号が制御部２０１に出力される。そして、制御信号に応じた演算処理や制御
が制御部２０１により行われる。なお、リモートコントローラ等の車載装置２００を遠隔
で操作する装置が操作部１４に含まれるようにしてもよい。
【００５８】
　表示制御部２０８は、制御部２０１による制御に応じて、表示部１３の表示内容を制御
する。表示制御部２０８は、入力部１１０に対する操作に応じて、例えば、表示部１３に
表示される画面を遷移する制御や、表示部１３に表示されるカーソルを所定方向に移動す
る制御を行う。
【００５９】
　さらに、表示制御部２０８は、ナビゲーションシステムの起動時に、地図データに基づ
く地図を表示部１３に表示させ、自動車の現在位置を地図上にマッピングする処理を行う
。地図データやおよび自動車の現在位置を示す情報は、例えば、制御部２０１から表示制
御部２０８に供給される。さらに、表示制御部２０８は、表示される地図を拡大／縮小す
る処理や、自動車の移動方向に応じて地図の表示内容を適宜、更新する処理を行う。なお
、表示制御部２０８の機能が制御部２０１に組み込まれていてもよい。
【００６０】
　表示部１３は、上述したように、ＬＣＤや有機ＥＬにより構成される。表示部１３には
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、表示制御部２０８による制御に基づく表示がなされる。
【００６１】
　第１振動制御部２０９は、制御部２０１による制御に応じて、第１振動部２１０の振動
を制御する。第１振動制御部２０９は、例えば、制御部２０１による制御に応じて、第１
振動部２１０に対して所定のパターンの電圧を印加する。
【００６２】
　第１振動部２１０は、第１入力部１１０ａと一体的に構成され、例えば、圧電素子（ピ
エゾ）からなる。第１振動部２１０が、モータなどにより構成されてもよい。第１振動部
２１０は、第１振動制御部２０９により印加される所定のパターンの電圧に応じて振動す
る。第１振動部２１０が振動することにより、第１入力部１１０ａが振動する。
【００６３】
　第２振動制御部２１１は、制御部２０１による制御に応じて、第２振動部２１２の振動
を制御する。第２振動制御部２１１は、例えば、制御部２０１による制御に応じて、第２
振動部２１２に対して所定のパターンの電圧を印加する。
【００６４】
　第２振動部２１２は、第２入力部１１０ｂと一体的に構成され、例えば、圧電素子（ピ
エゾ）からなる。第２振動部２１２が、モータなどにより構成されてもよい。第２振動部
２１２は、第２振動制御部２１１により印加される所定のパターンの電圧に応じて振動す
る。第２振動部２１２が振動することにより、第２入力部１１０ｂが振動する。なお、第
１振動制御部２０９および第２振動制御部２１１が共通の構成とされてもよい。
【００６５】
　入力部１１０の形状等については、上述した通りである。入力部１１０に対して操作が
なされると、操作に応じた操作信号が生成され、生成された操作信号が制御部２０１に供
給される。
【００６６】
　ＧＰＳモジュール２１３は、例えば、人工衛星からの電波を受信するＧＰＳアンテナお
よびＧＰＳレシーバと、ジャイロセンサと、車速センサとを含む構成とされる。ＧＰＳア
ンテナ等により受信される電波に基づくデータや、各種センサにより得られるセンサ情報
が制御部２０１に供給される。
【００６７】
　制御部２０１は、人工衛星からの電波に基づいて自動車の現在位置を推定する。さらに
、制御部２０１は、ジャイロセンサにより得られる情報に基づいて自動車が進行する方向
（進行方向）を判別し、車速センサにより得られる情報に基づいて自動車が移動する距離
（移動距離）を判別する。これらの判別結果を使用して自動車の現在位置を正確に判別す
る。制御部２０１は、自動車の現在位置に対応する地図データを読み出し、読み出した地
図データと、自動車の現在位置を示す情報とを表示制御部２０８に供給する。表示制御部
２０８による制御に応じて、表示部１３に地図データ等が表示される。
【００６８】
　通信部２１４は、例えば、外部と通信を行うための構成を総称したものである。通信部
２１４により、例えば、電話やインターネットを行うことができる。電話は、電話機を持
つ必要がない、いわゆるハンズフリーホンとして構成される。
【００６９】
　なお、制御部２０１は、図示しない構成に対する制御を行うようにしてもよい。例えば
、自動車のエアーコンディショナのオン／オフや、風量の制御を制御部２０１が行うよう
にしてもよい。
【００７０】
　車載装置２００の動作の一例について説明する。なお、車載装置２００は、以下に説明
する動作のほかに、公知の動作を行うことができる。
【００７１】
　入力部１１０に対する操作に応じて行われる動作の一例について説明する。入力部１１
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０に対する操作がなされると、入力部１１０において操作信号が生成される。操作信号が
入力部１１０から制御部２０１に供給される。
【００７２】
　制御部２０１は、供給される操作信号に基づいて、例えば、入力部１１０が触れられた
位置、触れられた際の押圧力およびを触れられている期間等を検出し、操作の内容を判別
する。これらの検出処理が入力部１１０において行われ、検出処理の結果が制御部２０１
に通知されるようにしてもよい。
【００７３】
　制御部２０１は、判別した操作の内容に応じて表示部１３の表示内容を変化させるため
の表示制御信号を生成する。表示制御信号が制御部２０１から表示制御部２０８に供給さ
れる。表示制御部２０８が表示制御信号に応じて動作することにより、表示部１３に表示
される表示内容が変化する。
【００７４】
　さらに、入力部１１０に対する操作がなされた場合に、ドライバに対する報知動作が行
われる。報知動作の一例について説明する。
【００７５】
　例えば、第１入力部１１０ａに対するスライド操作がなされる。スライド操作に応じた
操作信号が第１入力部１１０ａから制御部２０１に対して供給される。制御部２０１は、
第１入力部１１０ａから供給される操作信号に基づいて、第１入力部１１０ａに対してな
された操作がスライド操作であることを判別する。制御部２０１は、第１振動部２１０を
振動させるための振動制御信号を生成し、この振動制御信号を第１振動制御部２０９に供
給する。
【００７６】
　第１振動制御部２０９は、制御部２０１から供給される振動制御信号に応じて所定のパ
ターンの電圧を生成し、この電圧を第１振動部２１０に供給する。第１振動部２１０は、
第１振動制御部２０９から供給される電圧に応じて振動する。第１振動部２１０が振動す
ることにより第１入力部１１０ａが振動する。第１入力部１１０ａの振動が、ドライバに
より知覚される。第２入力部１１０ｂに対してスライド操作がなされた場合も、同様にし
て、報知動作が行われる。
【００７７】
「メニュー画面の一例」
　次に、入力部１１０に対する操作に応じた処理の具体例について説明する。図７は、表
示部１３に表示されるメニュー画面の一例を示す。メニュー画面とは、自動車で使用可能
な機能に対応する項目（以下、適宜、アイコンと称する）が複数、表示された画面である
。図７Ａに示すように、表示部１３のメニュー画面Ｍ１０には、複数のアイコンとして「
ラジオ」、「音楽」、「テレビ」、「電話」、「ナビ（カーナビゲーションの略称）」、
「インターネット」、「車両情報」、「エアコン（エアーコンディショナの略称）」、「
設定」が表示される。「車両情報」とは、例えば、動力源（ガソリンやバッテリ）の残量
や、走行距離等である。「設定」は、例えば、表示部１３の表示の明るさや文字の大きさ
などである。
【００７８】
　それぞれのアイコンは、文字ではなくマークで表示されてもよく、文字およびマークが
組み合わされて表示されてもよい。図示されたアイコンとは異なるアイコンが表示されて
もよい。さらに、各アイコンの配置位置を設定できるようにしてもよい。ドライバや助手
席に座るユーザは、複数のアイコンの中から所望するアイコンを選択し、さらに、決定す
る操作を行うことにより、所望のアイコンに対応する機能を実行する。
【００７９】
　複数のアイコンのうち、選択されているアイコンにはカーソルが表示される。カーソル
とは、選択されているアイコンを他のアイコンと区別するための表示である。カーソルは
、例えば、選択されているアイコンの周囲を囲う線や、色や輝度を他のアイコンと異なる
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ようにして表示する、いわゆるハイライト表示などである。メニュー画面を起動させると
、例えば、中央に配されるアイコンにカーソルが表示される。図７Ａに示す例では、アイ
コン「ナビ」にカーソル３０が表示されている。
【００８０】
「操作に応じた処理」
　始めに、各操作のうちスライド操作に応じた処理の一例について説明する。第１入力部
１１０ａに対するスライド操作（第１の操作の一例）により、第１の変更の一例である、
カーソルの水平方向（第１の方向の一例）への移動がなされる。第１入力部１１０ａが配
設される方向とカーソルの移動の方向（横軸）が対応している。第２入力部１１０ｂに対
するスライド操作（第２の操作の一例）により、第２の変更の一例である、カーソルの垂
直方向（第２の方向の一例）への移動がなされる。垂直方向は、第１入力部１１０ａに対
するスライド操作に応じてカーソルが移動する水平方向と直交または略直交する方向（適
宜、略直交する方向と称する）である。第２入力部１１０ｂが配設される方向とカーソル
の移動の方向（縦軸）とが対応している。
【００８１】
　例えば、ドライバが第１入力部１１０ａに親指Ｆ１を接触させ、親指Ｆ１を右方向に動
かすスライド操作を行う。親指Ｆ１を動かす方向と対応する方向に、カーソル３０が移動
する。すなわち、図７Ｂに示すように、カーソル３０がアイコン「ナビ」からアイコン「
インターネット」へと移動する。この場合のカーソル３０の移動回数は１回であり、移動
距離は１アイコン分である。
【００８２】
　さらに、ドライバが第２入力部１１０ｂに人差し指Ｆ２を接触させ、人差し指Ｆ２を上
方向に動かすスライド操作を行う。人差し指Ｆ２を動かす方向と対応する方向に、カーソ
ル３０が移動する。すなわち、図７Ｃに示すように、カーソル３０がアイコン「インター
ネット」からアイコン「テレビ」へと移動する。この場合のカーソル３０の移動回数は１
回であり、移動距離は１アイコン分である。
【００８３】
　入力部１１０に対する操作に応じて、報知動作が行われる。例えば、スライド操作が行
われることにより、カーソル３０がアイコン「ナビ」からアイコン「インターネット」に
移動する（図７Ａから図７Ｂへの遷移）。この場合に、第１振動部２１０を１秒程度、振
動させる制御が行われ、この制御に応じて、第１入力部１１０ａが１秒程度、１回振動す
る。この振動を知覚したドライバは、表示部１３を見なくても、カーソル３０が１アイコ
ン分、移動したことを認識できる。
【００８４】
　例えば、図７Ｃに示す状態から、ドライバが第１入力部１１０ａに親指Ｆ１を接触させ
、親指Ｆ１を左方向に動かすスライド操作を２回、行う。２回のスライド操作に応じて、
カーソル３０がアイコン「テレビ」からアイコン「ラジオ」へと移動する。この場合のカ
ーソル３０の移動回数は２回であり、移動距離は、２アイコン分である。
【００８５】
　２回のスライド操作に応じて、第１入力部１１０ａが２回、振動する。この振動を知覚
したドライバは、表示部１３を見なくても、カーソル３０が２アイコン分、移動したこと
を認識できる。第２入力部１１０ｂに対する操作がなされた場合でも、同様にして、第２
入力部１１０ｂが振動する。このように、カーソル３０が移動できる場合には、操作がな
された入力部１１０が第１のパターンで振動する。例えば、操作がなされた入力部１１０
が、カーソル３０の移動回数分、１秒程度、振動する。
【００８６】
　カーソル３０は、例えば、アイコン「音楽」を経由するようにしてアイコン「ラジオ」
に移動する。アイコン「音楽」を経由せずにアイコン「ラジオ」にカーソル３０が表示さ
れるようにしてもよい。
【００８７】
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　なお、スライド操作に対応する方向に、カーソル３０を移動できない場合がある。この
ような場合には、操作がなされた入力部１１０が第１のパターンと異なる第２のパターン
により振動する。
【００８８】
　例えば、図７Ｃに示すように、アイコン「テレビ」にカーソル３０が表示されている場
合を考える。例えば、第１入力部１１０ａに対して親指Ｆ１を右方向に動かすスライド操
作がなされても、操作の方向に対応するアイコンがなく、カーソル３０を移動させること
ができない。このように、スライド操作に対応する方向にカーソル３０を移動させること
ができない場合には、第２のパターンにより第１振動部２１０を振動させる制御が行われ
る。例えば、短い間隔でもって３回、第１振動部２１０を振動させる制御が行われる。３
秒程度、継続して第１振動部２１０を振動させる制御が行われてもよい。
【００８９】
　第１振動部２１０の振動がドライバによって知覚される。ドライバは、スライド操作に
対応する方向にカーソル３０が移動できないことを認識できる。アイコン「テレビ」にカ
ーソル３０が表示されている場合に、第２入力部１１０ｂ上で人差し指Ｆ２を上方向に動
かすスライド操作がなされたときも、同様の処理が行われる。
【００９０】
　なお、１個のタッチパッドを使用して、各方向に対するスライド操作が行われるように
してもよい。しかしながら、例えば、１個のタッチパッドを振動させることにより、カー
ソルの移動をドライバに報知しても、タッチパッド全体が振動するだけであり、カーソル
が移動する方向をドライバが認識することができない。
【００９１】
　本技術では、カーソル３０の移動方向に対応して、第１入力部１１０ａおよび第２入力
部１１０ｂが独立して配設されているため、カーソル３０が移動する方向をドライバに対
して報知できる。第１入力部１１０ａが振動することにより、ドライバは、カーソル３０
が右方向または左方向に移動することを認識できる。第２入力部１１０ｂが振動すること
により、ドライバは、カーソル３０が上方向または下方向に移動することを認識できる。
【００９２】
　次に、第３の操作の一例である押し込み操作に応じた処理について説明する。上述した
ように、押し込み操作は、入力部１１０を閾値以上の押圧力でもって押圧する操作である
。もちろん、ドライバは、入力部１１０を押し込む操作を行えばよく、閾値を意識する必
要はない。なお、閾値より小さい範囲は不感帯として設定されており、制御が行われない
ようにされている。このため、ドライバが入力部１１０を指で触れる程度であれば、制御
が行われることはない。但し、その指を左右方向等に動かすと、スライド操作として検知
される。押し込み操作をより確実に検出するために、ハードスイッチとの組合せで押し込
み操作が実現されてもよい。
【００９３】
　入力部１１０に対する押し込み操作がなされると、アイコンの選択が確定され、当該ア
イコンに対応する機能が実行される。例えば、図７Ａに示すように、アイコン「ナビ」に
カーソル３０が表示される場合に、第１入力部１１０ａに対する押し込み操作がなされる
。押し込み操作に応じて、アイコン「ナビ」に対応する機能、すなわち、カーナビゲーシ
ョンシステムが起動する。カーナビゲーションシステムが起動することにより、表示部１
３には、例えば、地図が表示される。例えば、図７Ｂに示すように、アイコン「インター
ネット」にカーソル３０が表示される場合に、第１入力部１１０ａに対する押し込み操作
がなされると、表示部１３の表示がインターネットの画面に遷移する。
【００９４】
　第２入力部１１０ｂに対して押し込み操作がなされてもよい。第１入力部１１０ａおよ
び第２入力部１１０ｂに対して、略同時に押し込み操作がなされてもよい。しかしながら
、第１入力部１１０ａはドライバと対向する面に形成され、かつ、親指で操作されること
から、第１入力部１１０ａに対して押し込み操作を行う方が操作としては容易である。こ
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のため、第１入力部１１０ａのみが押し込み操作を受け付ける構成としてもよい。
【００９５】
　次に、押し込みスライド操作に応じた処理について説明する。第１入力部１１０ａに対
する押し込みスライド操作（第４の操作の一例）により、第１の変更の一例である、表示
部の表示の水平方向（第１の方向の一例）への移動がなされる。第１入力部１１０ａが配
設される方向とカーソルの移動の方向（横軸）が対応している。第２入力部１１０ｂに対
する押し込みスライド操作（第５の操作の一例）により、第２の変更の一例である、表示
部の表示の垂直方向（第２の方向の一例）への移動がなされる。垂直方向は、第１入力部
１１０ａに対する押し込みスライド操作に応じて表示が遷移する水平方向と略直交する方
向（適宜、略直交する方向と称する）である。第２入力部１１０ｂが配設される方向と表
示が遷移する方向と（縦軸）が対応している。
【００９６】
　図８Ａは、表示部１３に表示されるメニュー画面Ｍ１０の一例を示す。表示部１３には
、６個のアイコン（アイコン「ラジオ」、アイコン「音楽」、アイコン「テレビ」、アイ
コン「電話」、アイコン「ナビ」およびアイコン「インターネット」）が表示されている
。表示部１３の表示領域に制約がある場合には、全てのアイコンを表示することができな
い。このような場合は、表示部１３の表示を遷移させることにより、他のアイコンを表示
部１３に表示する。なお、表示を遷移できる方向が矢印等のマークで示されてもよい。例
えば、右方向を示すマーク３２ａが６個のアイコンとともに表示部１３に表示される。
【００９７】
　ドライバは、第１入力部１１０ａに対して、右方向への押し込みスライド操作を行う。
右方向への押し込みスライド操作に応じて、図８Ａに示す６個のアイコンが右方向にスラ
イドするとともに、表示部１３の左側から他のアイコンが表示部１３に進入するようにス
ライドする。そして、表示部１３の表示内容が図８Ｂに示すメニュー画面Ｍ１１に変化す
る。表示部１３には、３個のアイコン（アイコン「車両情報」、アイコン「エアコン」お
よびアイコン「設定」）が表示される。表示が更新されたことに応じて、新たなに表示を
遷移できるようになった方向（左方向）がマーク３２ｂにより示される。
【００９８】
　ドライバが左方向への押し込みスライド操作を行うことにより、表示部１３の表示が図
８Ｂに示す表示から図８Ａに示す表示に遷移する。このように、押し込みスライド操作に
よりメニュー画面の表示を遷移させることができる。
【００９９】
　なお、スライド操作によりカーソル３０を移動させることにより所定のアイコンを選択
する処理、および、押し込み操作により所定のアイコンの選択を確定し、そのアイコンに
対応する機能を実行する処理については、上述した通りである。さらに、メニュー画面が
上下方向に遷移するようにし、第２入力部１１０ｂに対する押し込みスライド操作に応じ
てメニュー画面が切り換えられてもよい。
【０１００】
　押し込みスライド操作による表示の遷移は、メニュー画面の遷移に限られない。例えば
、押し込みスライド操作により、表示部１３の表示内容をスクロールできる。例えば、イ
ンターネットの機能が実行され、図９Ａに示すように、表示部１３にウェブページ３５が
表示されている。さらに、スクロールできる方向が矢印のマーク３６ａにより示されてい
る。
【０１０１】
　ドライバは、第２入力部１１０ｂに対して下方向への押し込みスライド操作を行うこと
により、ウェブページ３５を下方向にスクロールすることができる。図９Ｂは、スクロー
ル後の表示の一例を示す。スクロールが可能な方向（上方向および下方向）がマーク３６
ｂおよびマーク３６ｃにより示される。ドライバは、さらに、第２入力部１１０ｂに対す
る上方向または下方向への押し込みスライド操作を行うことにより、ウェブページ３５を
上方向または下方向にスクロールできる。
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【０１０２】
　ドライバがウェブページ３５を閲覧することは安全上、好ましくない。しかしながら、
ドライバ以外のユーザが閲覧する際に、ウェブページ３５のスクロールする方法を知らな
い場合がある。このような場合でも、ドライバは、視線をそらすことなく、表示部１３に
表示されるウェブページ３５をスクロールする操作を行うことができる。この操作に応じ
てウェブページ３５がスクロールする。
【０１０３】
　次に、押し込み長押し動作に応じた処理について説明する。第１入力部１１０ａに対す
る押し込み長押し操作（第６の操作の一例）により、第１の変更の一例である、表示部の
表示が拡大される。第２入力部１１０ｂに対する押し込み長押し操作（第７の操作の一例
）により、第２の変更の一例である、表示部の表示が縮小される。第１入力部１１０ａに
対する押し込み長押し操作に応じて、表示部１３の表示が縮小し、第２入力部１１０ｂに
対する押し込み長押し操作に応じて、表示部１３の表示が拡大するようにしてもよい。
【０１０４】
　例えば、図１０Ａに示すように、第１入力部１１０ａ対する押し込み長押し操作に応じ
て、表示部１３の表示される地図ＭＡ１０が拡大する。図１０Ｂに示すように、第２入力
部１１０ｂ対する押し込み長押し操作に応じて、表示部１３の表示される地図ＭＡ１０が
縮小する。
【０１０５】
　例えば、図１１Ａに示すように、表示部１３にウェブページ３５が表示され、ウェブペ
ージ３５をスクロールできる方向（下方向）がマーク３８ａにより示されている。ウェブ
ページ３５が表示された状態で第１入力部１１０ａ対する押し込み長押し操作がなされる
と、図１１Ｂに示すようにウェブページ３５の一部が拡大表示される。表示が更新された
ことに応じて、新たなに表示をスクロール可能となる方向（右方向）がマーク３８ｂによ
り示される。
【０１０６】
　さらに、第１入力部１１０ａに対して右方向への押し込みスライド操作がなされること
により、図１１Ｃに示すように、ウェブページ３５を右方向にスクロールできる。表示が
更新されたことに応じて、新たなにスクロール可能となる方向（左方向）がマーク３８ｃ
により示される。
【０１０７】
＜２．第２の実施形態＞
「車載装置の構成」
　図１２は、第２の実施形態における車載装置の構成の一例を示す。車載装置３００の構
成のうち、車載装置２００の構成と同一部分又は相応する部分に構成には、共通の参照符
号を付してある。以下、車載装置３００が有する構成のうち、車載装置２００と異なる構
成を中心に説明する。
【０１０８】
　車載装置３００は、通信部３０３およびアプリケーションプロセッサ３０４を備える。
通信部３０３は、携帯端末２０と通信を行うものである。通信の方式としてBluetooth（
登録商標）を用いる場合、シリアルポートプロファイルを用いて、車載装置３００と携帯
端末２０間で、アプリケーション情報、操作情報などの送受信を行われる。また、車載装
置３００と携帯端末２０との接続にＵＳＢを用いる場合には、ｉＡＰを用いてアプリケー
ション情報、操作情報などの任意の情報の送受信が可能となる。ただし、接続方法はいず
れの方法であってもよい。また、Bluetooth、ＵＳＢ以外にも任意のデータ通信が可能な
接続方法であればどのようなものを採用してもよい。なお、通信部３０３は、上述した通
信部２１４と共通の構成でもよい。
【０１０９】
　アプリケーションプロセッサ３０４は、携帯端末２０の動作と連動して車載装置２００
で所定の処理を行うものである。アプリケーションプロセッサ３０４は、所定のアプリケ
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ーションを実行することにより情報取得部３０５および情報送信部３０６として機能する
。
【０１１０】
　情報取得部３０５は、携帯端末２０から送信されたアプリケーション情報を、通信部３
０３を介して取得する。例えば、情報取得部３０５は、携帯端末２０から送信されたメニ
ュー画面の構成に関する情報（適宜、メニュー画面情報と称する）を、通信部３０３を介
して取得する。メニュー画面情報とは、メニュー画面を構成する複数のアイコンや、アイ
コンの配列等を示す情報である。
【０１１１】
　情報取得部３０５により取得されたメニュー画面情報が制御部２０１を介して表示制御
部２０８に供給される。表示制御部２０８は、制御部２０１から供給されるメニュー画面
情報に基づくメニュー画面を表示部１３に表示する。すなわち、車載装置３００の表示部
１３に、携帯端末２０のメニュー画面が表示される。好ましくは、携帯端末２０のメニュ
ー画面と同様のアイコンの配列のメニュー画面が表示部１３に表示される。但し、表示部
１３の表示領域は様々であるため、表示部１３の表示領域の大きさに応じて、アイコンの
配列が適宜、変更されてもよい。
【０１１２】
　情報送信部３０６は、車載装置３００側でなされた操作情報を携帯端末２０に送信する
。例えば、携帯端末２０のメニュー画面が表示部１３に表示される。そして、入力部１１
０に対してスライド操作がなされ、所定のアイコンが選択される。さらに、入力部１１０
に対して押し込み操作がなされ、アイコンの選択が確定する。情報送信部３０６は、アイ
コンを示す情報を操作情報として携帯端末２０に送信する。詳細は後述するが、携帯端末
２０は、操作情報に含まれるアイコンに対応する機能を実行する。このように、車載装置
３００を使用して携帯端末２０を制御できる。
【０１１３】
「携帯端末の構成」
　図１３は、携帯端末２０の構成の一例を示す。携帯端末２０は、データバス４０１を備
え、データバス４０１に対して、制御部４０２、ネットワークインターフェース４０３、
信号処理部４０４、操作部４０５、表示部４０６、通信部４０７、記憶部４０８およびア
プリケーションプロセッサ４０９が接続されている。
【０１１４】
　制御部４０２は、例えば、ＣＰＵ、ＲＡＭおよびＲＯＭなどから構成されている。ＲＯ
Ｍには、ＣＰＵにより読み込まれて動作されるプログラムなどが記憶されている。ＲＡＭ
は、ＣＰＵのワークメモリとして用いられる。ＣＰＵは、ＲＯＭに記憶されたプログラム
に従い様々な処理を実行することによって、携帯端末２０の各部および全体の制御を行う
。
【０１１５】
　ネットワークインターフェース４０３は、例えば、所定のプロトコルに基づいて外部基
地局などとの間でデータの送受信を行うものである。通信方式は無線ＬＡＮ（Local Area
 Network）、Ｗｉ－Ｆｉ（Wireless Fidelity）（登録商標）、３Ｇ回線を用いた通信な
ど、どのような方式でもよい。ネットワークインターフェース４０３による通信により、
携帯端末２０はインターネット接続、他者との通話などを行うことが可能となる。
【０１１６】
　信号処理部４０４は、変復調器、Ａ／Ｄ(Analog to Digital)変換器、Ｄ／Ａ(Digital 
to Analog)変換器、音声コーデックなどを備えている。信号処理部４０４の変復調器で、
送信する音声信号を変調し、あるいは受信した信号を復調する。送信する信号は、Ａ／Ｄ
変換器でデジタル信号に変換され、受信した信号はＤ／Ａ変換器でアナログ信号に変換さ
れる。そして信号処理部４０４には、音声を出力するスピーカ４１０と、音声を入力する
マイクロホン４１２とが接続されている。
【０１１７】
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　操作部４０５は、ユーザが携帯端末２０に対して各種入力を行うための入力手段である
。例えば、ボタン、タッチスクリーン、スイッチなどにより構成されている。また、操作
部４０５は、表示部４０６と一体に構成されたタッチスクリーンとして構成してもよい。
操作部４０５に対してユーザによる入力操作がなされると、その入力に対応した制御信号
が生成され、生成された制御信号が制御部４０２に出力される。そして、制御部４０２に
よりその制御信号に対応した演算処理や制御が行われる。
【０１１８】
　表示部４０６は、例えば、ＬＣＤ、有機ＥＬパネルなどにより構成された表示手段であ
る。表示部４０６には、携帯端末２０の各種操作のメニューを表示し、複数のアイコンが
配列されたメニュー画面、楽曲リスト、再生中の楽曲情報（アーティスト名、曲名など）
、動画コンテンツ、画像コンテンツなどが表示される。
【０１１９】
　通信部４０７は、Bluetooth、ＵＳＢ(Universal Serial Bus)接続などの方法により車
載装置３００と通信を行うための通信モジュールである。通信部４０７における通信方法
としては、無線通信であるBluetooth、有線通信であるＵＳＢによる通信などがある。Blu
etooth通信を行うBluetoothモジュールは、Bluetooth方式の近距離無線通信によるデータ
の送受信が可能なモジュールである。Bluetoothモジュールによって、車載装置３００と
のデータのやり取りが行われる。
【０１２０】
　Bluetoothモジュールは、アンテナ、信号処理部など（図示を省略している）を備える
。例えば外部のBluetooth機器である車載装置３００に音声データを送信する場合等、Blu
etoothモジュールは、信号処理部によって送信する音声データに所定の信号処理を施し、
その音声データを内蔵するアンテナを介して車載装置３００に送信する。また、車載装置
３００に音声データを送信する場合等、Bluetoothモジュールは、車載装置３００から送
信された音声データを内蔵するアンテナで受信し、内蔵する信号処理部４０４に供給する
。そして、信号処理部において音声データに所定の信号処理を施すことによって音声信号
を生成する。これにより、携帯端末２０で再生した音声データを車載装置３００から出力
すること、および、車載装置３００で再生した音声データを携帯端末２０から出力するこ
とができる。
【０１２１】
　通信部４０７における通信方式として有線通信であるＵＳＢを用いる場合には、ＵＳＢ
ケーブルによって車載装置３００と携帯端末２０とが接続される。音声データはＵＳＢケ
ーブルを介して携帯端末２０から車載装置３００に供給される。
【０１２２】
　よって、携帯端末２０と車載装置３００とを接続し、携帯端末２０が保存する楽曲デー
タを再生し、その楽曲が音声として車載装置３００から出力されるようにすることもでき
る。
【０１２３】
　ただし、接続方法はいずれの方法であってもよい。また、Bluetooth、ＵＳＢ以外にも
任意のデータ通信が可能な接続方法であればどのようなものを採用してもよい。また、通
信方式は、携帯端末２０の機種、ＯＳ（Operation System）の種類などに基づいて適宜選
択される。
【０１２４】
　記憶部４０８は、例えば、ＨＤＤ、フラッシュメモリなどの大容量記憶媒体から構成さ
れており、携帯端末２０によって再生される楽曲などのコンテンツデータなどを保存する
ものである。楽曲データは、ＷＡＶ（RIFF waveform Audio Format）、またはＭＰ３（MP
EG Audio Layer-3）、ＡＡＣ（Advanced Audio Coding）などの方式で音声圧縮された状
態で記憶部４０８に記憶される。また、楽曲のアーティスト名、アルバム名、曲名、総再
生時間、再生時間情報などを含む楽曲情報も楽曲データのメタデータとして記憶部４０８
に保存されている。楽曲情報は例えば、ＣＤＤＢ(Compact Disc Data Base)を利用するこ
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とにより取得することができる。また、ユーザが任意に設定できるようにしてもよい。
【０１２５】
　アプリケーションプロセッサ４０９は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどから構成
され、携帯端末２０にインストールされた各種アプリケーションを実行する処理部である
。アプリケーションとしては、例えば、音楽再生、動画再生、地図、天気、ナビゲーショ
ン、ゲーム、インターネットブラウザ、動画共有サイト利用、計算機などの様々な種類が
ある。
【０１２６】
　情報取得部４２１は、例えば、車載装置３００から送信される操作情報を取得する。操
作情報には、アイコンを示す情報が含まれる。情報取得部４２１は、取得した操作情報を
制御部４０２に供給する。制御部４０２は、操作情報に含まれるアイコンに対応する機能
を実行する。
【０１２７】
　情報送信部４２２は、例えば、車載装置３００に対して、アプリケーション情報の一例
であるメニュー画面情報を送信する。なお、アプリケーション情報は、メニュー画面情報
に限定されない。例えば、携帯端末２０の表示部４０６の表示内容が車載装置３００に対
して送信され、車載装置３００の表示部１３に表示されるようにしてもよい。すなわち、
携帯端末２０の表示部４０６に表示される表示内容が、携帯端末２０と車載装置３００と
の間で共有される。
【０１２８】
　スピーカ４１０は音声を出力するための音声出力手段であり、信号処理部４０４により
所定の処理が施された音声信号などを音声として出力する。これによりユーザは通話音声
、携帯端末２０に保存された音声データなどを聴取することができる。また、マイクロホ
ン４１１は通話、音声による指示入力などのために音声を携帯端末２０に入力するための
ものである。マイクロホン４１１から入力された音声は信号処理部４０４によって所定の
処理が施される。
【０１２９】
　以上のようにして携帯端末２０が構成されている。携帯端末２０としては、携帯電話機
、スマートフォン、携帯音楽プレーヤ、タブレット端末などがある。また、図示はしない
が、携帯端末２０には撮像部と画像処理部などからなるカメラ機能、ラジオ機能などが設
けられていてもよい。
【０１３０】
　図１４は、携帯端末２０の外観の一例およびメニュー画面の一例である。携帯端末２０
の筺体には、例えば、操作部４０５および表示部４０６が配設されている。表示部４０６
には、メニュー画面Ｍ２０が表示され、携帯端末２０で使用可能なアプリケーションに対
応するアイコンが複数、表示されている。例えば、アイコン「ゲーム」、アイコン「電話
」、アイコン「テレビ」、アイコン「カメラ」、アイコン「インターネット」、アイコン
「マップ」アイコン「ミュージック」、アイコン「ナビ」およびアイコン「設定」が表示
部４０６に表示される。
【０１３１】
　表示部４０６の所定のアイコンに対してタップ操作がなされることにより、タップ操作
がなされたアイコンに対応する機能が実行される。タップ操作とは、指を表示部の表面に
１回、接触させる操作である。携帯端末２０に対して、タップ操作のほかに、例えば、ホ
ールド操作、ドラッグ操作、フリック操作と称される操作が可能とされる。ホールド操作
とは、表示部の表面の所定箇所に指を接触させ、指の接触を所定時間以上、継続する操作
である。ドラッグ操作とは、表示部の表面に指を接触させたまま、指を任意の方向に移動
させる操作である。フリック操作とは、表示部の表面の１点に指を接触させ、そのまま任
意の方向に素早くはじくように指を移動させる操作である。
【０１３２】
「車載装置と携帯端末との間の情報の共有」
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　車載装置３００と携帯端末２０との間で情報を共有するための処理の一例について、図
１５を参照して説明する。始めに、ステップＳ１において、車載装置３００と携帯端末２
０との接続が行われる。接続は上述したように双方の通信部においてBluetooth、ＵＳＢ
接続などの方法により行われる。Bluetoothで接続された場合にはシリアルポートプロフ
ァイルを利用して車載装置３００と携帯端末２０間の情報の送受信が行われる。ＵＳＢに
より接続された場合にはｉＡＰを利用して車載装置３００と携帯端末２０間の情報の送受
信が行われる。そして、処理がステップＳ２に進む。
【０１３３】
　ステップＳ２おいて、車載装置３００から携帯端末２０に対して接続完了通知が送信さ
れる。なお、反対に、携帯端末２０から車載装置３００へ接続完了通知がなされるように
してもよい。そして、処理がステップＳ３に進む。
【０１３４】
　ステップＳ３では、車載装置３００から携帯端末２０に対して、メニュー画面情報の取
得要求がなされる。そして、処理がステップＳ４に進む。ステップＳ４では、メニュー画
面情報の取得要求に応じて、携帯端末２０から車載装置３００に対してメニュー画面情報
が表示される。そして、処理がステップＳ５に進む。
【０１３５】
　ステップＳ５では、車載装置３００の表示部１３にメニュー画面が表示される。例えば
、車載装置３００の機能に対応したメニュー画面と、携帯端末２０の機能に対応したメニ
ュー画面とが切り替え可能に表示される。そして、処理がステップＳ６に進む。
【０１３６】
　ステップＳ６では、入力部１１０を使用したスライド操作等の操作が受け付けられる。
そして、処理がステップＳ７に進む。ステップＳ７では、押し込み操作が行われ、所定の
アイコンの選択が確定される。押し込み操作に応じて、車載装置３００の所定の機能が実
行される。携帯端末２０の機能に対応するアイコンの選択が確定される場合には、ステッ
プＳ８に示す処理が行われる。
【０１３７】
　ステップＳ８では、車載装置３００から携帯端末２０に対して操作情報が送信される。
操作情報は、例えば、ステップＳ７において選択が確定されたアイコンを示す情報を含む
。そして、処理がステップＳ９に進む。
【０１３８】
　ステップＳ９では、携帯端末２０が操作情報に応じた動作を行う。すなわち、操作情報
に含まれるアイコンに対応した機能が、携帯端末２０において実行される。このように、
入力部１１０に対する操作により、携帯端末２０を制御することができる。
【０１３９】
　さらに、ステップＳ１０およびステップＳ１１の処理が行われてもよい。例えば、ステ
ップＳ９において、携帯端末２０によりオーディオデータが再生されたとする。オーディ
オデータが再生されると、携帯端末２０の表示部４０６には、再生中のオーディオデータ
に関する情報が表示される。表示部４０６には、アーティスト名や、ジャケット写真、オ
ーディオデータ再生経過時間などが表示される。そして、処理がステップＳ１０に進む。
【０１４０】
　ステップＳ１０では、携帯端末２０から車載装置３００に対して、表示部４０６の表示
に対応する表示データがリアルタイムに送信される。送信されたデータが車載装置３００
により受信される。受信された表示データは、アプリケーションプロセッサ３０４による
制御により、表示制御部２０８に供給される。そして、処理がステップＳ１１に進む。
【０１４１】
　ステップＳ１１において、表示制御部２０８は、供給される表示データに基づいて動作
する。表示制御部２０８が動作することにより、表示部１３には、再生中のオーディオデ
ータに関する情報が表示され、表示部１３の表示が更新される。このように、車載装置３
００および携帯端末２０のそれぞれの表示部に表示される内容が同一または略同一になる
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ような制御が行われてもよい。
【０１４２】
　さらに、携帯端末２０から車載装置３００に対してオーディオデータが送信され、送信
されたオーディオデータが車載装置３００のスピーカ２０７から再生されるようにしても
よい。
【０１４３】
　なお、車載装置３００と携帯端末２０との間でなされる情報を供給する処理（ペアリン
グ処理などと称される場合もある）は、例示した処理に限られない。例示した処理と異な
る公知の処理を適用することができる。
【０１４４】
　図１６は、図１５のステップＳ５におけるメニュー画面の表示の一例を示す。図１６Ａ
に示すように、表示部１３には、自動車の機能に対応する複数のアイコンが表示されるメ
ニュー画面Ｍ３０が表示される。メニュー画面Ｍ３０からユーザ登録メニュー画面Ｍ３１
に切り替えることが可能とされる。図１６Ｂに示すように、ユーザ登録メニュー画面Ｍ３
１は、携帯端末２０の機能に対応する複数のアイコンが表示される画面である。メニュー
画面Ｍ３１におけるアイコンの配列は、例えば、メニュー画面Ｍ２０（図１４参照）にお
けるアイコンの配列と同一とされる。
【０１４５】
　メニュー画面Ｍ３０にはカーソル３０が表示されるとともに、表示を遷移可能な方向を
表すマーク３９ａが示される。メニュー画面Ｍ３１にはカーソル３０が表示されるととも
に、表示を遷移可能な方向を表すマーク３９ｂが示される。
【０１４６】
　ドライバは、第１入力部１１０ａに対して右方向への押し込みスライド操作を行うこと
により、メニュー画面Ｍ３０からユーザ登録メニュー画面Ｍ３１に切り替えることができ
る。反対に、ドライバは、第１入力部１１０ａに対して、左方向への押し込みスライド操
作を行うことにより、ユーザ登録メニュー画面Ｍ３１からメニュー画面Ｍ３０に切り替え
ることができる。第２入力部１１０ｂに対する上下方向への押し込みスライド操作により
、ユーザ登録メニュー画面Ｍ３１およびメニュー画面Ｍ３０を上下方向に切り替えできる
ようにしてもよい。
【０１４７】
　表示部１３にユーザ登録メニュー画面Ｍ３１を表示させた状態でスライド操作がなされ
ると、ユーザ登録メニュー画面Ｍ３１におけるカーソル３０が移動され、所定のアイコン
が選択状態となる。さらに、押し込み操作に応じてアイコンの選択を確定でき、当該アイ
コンに対応する機能が携帯端末２０において実行される。これらの操作および操作に応じ
た処理は、第１の実施形態におけるメニュー画面Ｍ１０に対する操作等と同様であるので
、重複した説明を省略する。
【０１４８】
　なお、車載装置３００に携帯端末２０との間の接続が確立した場合には、表示部１３に
は、ユーザ登録メニュー画面Ｍ３１が表示されることが好ましい。
【０１４９】
　一般に、携帯端末２０は、車載装置３００に比べて頻繁に使用されるものである。この
ため、メニュー画面Ｍ２０におけるアイコンの配列をユーザ（ドライバ）がある程度、記
憶するものである。ユーザ登録メニュー画面Ｍ３１およびメニュー画面Ｍ２０におけるア
イコンの配列が同一または略同一にすることで、ドライバは、どの方向に何回、カーソル
を移動すれば所望のアイコンに到達かを、表示部１３を見なくても判断できる。但し、カ
ーソル３０の初期位置をドライバが認識する必要があるため、カーソル３０の初期位置が
、例えば、中央のアイコンになるように設定されることが好ましい。ドライバは、表示部
１３を見ずに入力部１１０を適宜、操作することにより、携帯端末２０の所定の機能を実
行できる。
【０１５０】
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　さらに、入力部１１０に対する操作は、携帯端末２０に対して可能な操作と同一または
類似した操作である。例えば、入力部１１０に対するスライド操作は、ドラッグ操作に同
一または類似する。押し込み操作は、タップ操作に同一または類似する。押し込みスライ
ド操作は、フリック操作と同一または類似する。押し込み長押し操作は、ホールド操作と
同一または類似する。
【０１５１】
　例えば、ステアリングホイールの近傍にレバー装置を設けてブランド操作を行う場合に
は、レバーを動かす方向や、その操作に対応した表示の変化などをドライバが習得しなけ
ればならず、不慣れな操作を行わなければならない。しかしながら、入力部１１０に対す
る操作は、携帯端末２０に対して可能な操作と同一または類似した操作であるため、ドラ
イバは、新たな操作のやり方を習得する必要がない。すなわち、携帯端末２０に対して日
頃、行う操作と同一または類似する操作を、運転中に行うことができる。
【０１５２】
＜３．変形例＞
　以上、本技術の一実施形態について説明したが、本技術は、上述した実施形態に限られ
ることなく、種々の変形が可能である。
【０１５３】
「変形例１」
　第１入力部１１０ａおよび第２入力部１１０ｂが配設される位置は、適宜、変更できる
。例えば、図１７に示すように、第１入力部１１０ａがスポーク部１０２ａの表面に配設
されてもよい。さらに、図１８に示すように、第１入力部１１０ａおよび第２入力部１１
０ｂを、ステアリングパッドの同一の面に配設してもよい。例えば、スポーク部１０２ａ
の表面に第１入力部１１０ａを配設し、スポーク部１０２ｂの表面に第２入力部１１０ｂ
を配設してもよい。さらに、入力部１１０を３以上、配設し、操作を受け付けることがで
きる入力部を設定できるようにしてもよい。例えば、複数の入力部のうち、ドライバの利
き手に対応する入力部のみを有効とする設定がなされる。
【０１５４】
「変形例２」
　入力部１１０が配設される装置は、ステアリングパッドに限られない。シフトレバー１
５に入力部１１０が配設されてもよい。図１９Ａはシフトレバー１５の右側面１５ｂの一
例を示す。シフトレバー１５の右側面には、リリースボタン１７が配設されている。リリ
ースボタン１７は、シフトレバー１５を例えば、Ｒ（リバース）やＰ（パーキング）など
の位置に移動させる際に、親指の指先付近で押されるボタンである。リリースボタン１７
の下側に、第１入力部１１０ａが配設されてもよい。第１入力部１１０ａは、自動車の進
行方向に延在し、例えば、湾曲した帯状をなす。第１入力部１１０ａが配設される位置は
、シフトレバー１５が把持される際に親指で操作可能な範囲の位置である。
【０１５５】
　図１９Ｂは、シフトレバー１５の前面１５ｄの一例を示す。シフトレバー１５の前面１
５ｄには、第２入力部１１０ｂが配設される。第２入力部１１０ｂは、自動車の進行方向
と略直交する方向に延在し、例えば、帯状をなす。第２入力部１１０ｂが湾曲した形状と
されてもよい。第２入力部１１０ｂが配設される位置は、シフトレバー１５が把持される
際に人差し指または中指で操作可能な範囲の位置である。このように、入力部１１０は、
自動車の走行時に操作される装置もしくはその近傍に配設される。必ずしも操作される装
置に限らず、運転席の周囲に配される装置（例えば、運転席側のドアに形成されるドアア
ームレストの表面）に、入力部１１０が配設されてもよい。
【０１５６】
「その他の変形例」
　上述した実施形態において例示される複数の操作のうちの一部の操作を受け付けること
が可能な入力装置として、本技術が構成されてもよい。例示した操作とは異なる操作を受
け付ける入力装置として、本技術が構成されてもよい。
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【０１５７】
　なお、入力部１１０が静電容量型のタッチスクリーンなどで構成されてもよい。この場
合には、スライド操作や押し込みスライド操作において、親指Ｆ１の指先を必ずしも入力
部１１０に接触する必要はなく、入力部１１０の操作面の近傍に親指Ｆ１の指先を近づけ
ればよい。すなわち、「指を接触させる」との用語の意味が、操作が検出可能な位置に指
を近づけることと解釈されてもよい。
【０１５８】
　入力部１１０は、タッチパッドに限定されない。入力部１１０が例えば、回転可能なダ
イヤルにより構成されてもよい。第１入力部１１０ａおよび第２入力部１１０ｂのうち、
一方が湾曲した帯状をなすタッチパッドにより構成され、他方がダイヤルにより構成され
てもよい。
【０１５９】
　第１入力部１１０ａおよび第２入力部１１０ｂに対する操作の方向と対応する方向に、
使用頻度の高い機能に対応するアイコンを配置してもよい。例えば、メニュー画面におけ
る中央に、使用頻度の最も高い機能に対応するアイコンを表示する。そのアイコンの上下
左右の位置に使用頻度の高い機能に対応するアイコンを表示するようにしてもよい。これ
により、第１入力部１１０ａおよび第２入力部１１０ｂに対する操作の回数を少なくする
ことができる。この場合は、アイコンに対する押し込み操作の回数がアイコン毎にログと
して記憶される。
【０１６０】
　カーソルが移動した先のアイコンの機能をユーザに音声により報知してもよい。これに
より、ユーザは、選択されているアイコンが所望のアイコンか否かを、表示部１３を見る
ことなく認識できる。そして、入力部１１０に対する操作をさらに続けるか否かを判断で
きる。
【０１６１】
　入力部１１０に対する押し込み長押し操作がなされる場合に、押し込み長押し操作の押
圧力に比例して、拡大または縮小の速度を変化させてもよい。押圧力を多段階に検出でき
る構成としてもよい。スライド操作以外の操作（例えば、長押しスライド操作）がなされ
た際に、報知動作が行われるようにしてもよい。報知動作における第１のパターンおよび
第２のパターンは、振動の強弱が異なるものであってもよい。第１入力部１１０ａおよび
第２入力部１１０ｂに対して略同時にスライド操作を行うことにより、カーソル３０が斜
め方向に移動するようにしてもよい。指先に取り付けられた器具を介して、第１入力部１
１０ａおよび第２入力部１１０ｂに対する操作がなされてもよい。本技術の入力装置が、
船舶や飛行機を操縦するための装置に配設されてもよい。
【０１６２】
　さらに、本技術は、装置に限らず、方法や、その方法を実現するためのプログラム、プ
ログラムが記録された記録媒体として実現することができる。さらに、入力部を有する構
成と、入力部に対する操作に応じた表示が行われる構成とを含むシステムとして、本技術
を実現することもできる。
【０１６３】
　なお、実施形態および変形例における構成および処理は、技術的な矛盾が生じない範囲
で適宜、組み合わせることができる。例示した処理のおける個々の処理の順序は、技術的
な矛盾が生じない範囲で適宜、変更できる。
【０１６４】
　本技術は、例示した処理が複数の装置によって分散されて処理される、いわゆるクラウ
ドシステムに対して適用することもできる。実施形態および変形例において例示した処理
が実行されるシステムであって、例示した処理の少なくとも一部の処理が実行される装置
として、本技術を実現することができる。
【０１６５】
　本技術は、以下の構成をとることもできる。
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（１）
　車両のステアリングに配置され、第１の面および前記第１の面と対向する第２の面を有
するステアリングパッドと、
　前記ステアリングパッドの前記第１の面に配設され、表示部における表示態様の第１の
変更を発生する操作を受け付ける第１の入力部と、
　前記ステアリングパッドの前記第２の面に配設され、前記表示部における表示態様の第
２の変更を発生する操作を受け付ける第２の入力部と
　を有する入力装置。
（２）
　前記表示態様の第１の変更は、前記表示部に表示されるカーソルの第１の方向への移動
であり、
　前記表示態様の第２の変更は、前記カーソルの、前記第１の方向と略直交する第２の方
向への移動であり、
　前記第１の入力部は、前記第１の変更を発生する第１の操作を受け付け、
　前記第２の入力部は、前記第２の変更を発生する第２の操作を受け付け、
　前記第１の操作は、前記第１の入力部をなぞる操作であり、
　前記第２の操作は、前記第２の入力部をなぞる操作である
　（１）に記載の入力装置。
（３）
　前記第１の入力部および前記第２の入力部の少なくとも一方は、前記カーソルが表示さ
れる項目に対応する機能を実行するための第３の操作を受け付け、
　前記第３の操作は、前記第１の入力部および前記第２の入力部の少なくとも一方を押圧
する操作である
　（２）に記載の入力装置。
（４）
　前記表示態様の第１の変更は、前記表示部における表示の第１の方向への遷移であり、
　前記表示態様の第２の変更は、前記表示の、前記第１の方向と略直交する第２の方向へ
の遷移であり、
　前記第１の入力部は、前記第１の変更を発生する第４の操作を受け付け、
　前記第２の入力部は、前記第２の変更を発生する第５の操作を受け付け、
　前記第４の操作は、前記第１の入力部を押圧する操作および該押圧する操作と連続的に
なされるなぞる操作であり、
　前記第５の操作は、前記第２の入力部を押圧する操作および該押圧する操作と連続的に
なされるなぞる操作である
　（１）乃至（３）のいずれかに記載の入力装置。
（５）
　前記表示態様の第１の変更は、前記表示部における表示の拡大であり、
　前記表示態様の第２の変更は、前記表示の縮小であり、
　前記第１の入力部は、前記第１の変更を発生する第６の操作を受け付け、
　前記第２の入力部は、前記第２の変更を発生する第７の操作を受け付け、
　前記第６の操作は、前記第１の入力部および前記第２の入力部の一方を所定時間以上、
継続して押圧する操作であり、
　前記第７の操作は、前記第１の入力部および前記第２の入力部の他方を所定時間以上、
継続して押圧する操作である
　（１）乃至（４）のいずれかに記載の入力装置。
（６）
　前記第１の操作に応じて前記第１の入力部が振動し、前記第２の操作に応じて前記第２
の入力部が振動する
　（１）乃至（５）のいずれかに記載の入力装置。
（７）
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　前記第１の操作および前記第２の操作のいずれかの操作に応じて前記カーソルが移動で
きる場合には、前記操作がなされた前記第１の入力部または前記第２の入力部が第１のパ
ターンにより振動し、前記カーソルが移動できない場合には、前記操作がなされた前記第
１の入力部または前記第２の入力部が第２のパターンにより振動する
　（１）乃至（６）のいずれかに記載の入力装置。
（８）
　前記第１の入力部および前記第２の入力部の少なくとも一方は、湾曲した帯状をなす
　（１）乃至（７）のいずれかに記載の入力装置。
（９）
　前記第１の入力部の射影像と前記第２の入力部の射影像とが略直交する位置に、前記第
１の入力部および前記第２の入力部がそれぞれ配設される
　（１）乃至（８）のいずれか記載の入力装置。
（１０）
　前記第１の面は、前記第１の入力部および前記第２の入力部を操作する操作者に略対向
する面である
　（１）乃至（９）のいずれかに記載の入力装置。
（１１）
　前記ステアリングパットと一体的に形成されるホイール部を有し、
　前記ホイール部の所定箇所が把持される際に、異なる指で操作可能な範囲に前記第１の
入力部および前記第２の入力部が配設される
　（１）乃至（１０）のいずれかに記載の入力装置。
（１２）
　前記第１の入力部および前記第２の入力部は、タッチパッドまたは回転可能なダイヤル
である
　（１）乃至（１１）のいずれかに記載の入力装置。
（１３）
　携帯端末と通信を行う通信部を有し、
　前記表示部は、前記携帯端末が有する表示部である
　（１）乃至（１２）のいずれかに記載の入力装置。
【符号の説明】
【０１６６】
１１・・・ホイール部
１５・・・シフトレバー
２０・・・携帯端末
３０・・・カーソル
１００・・・ホイール部
１０１・・・センターパッド
１０２ａ・・・スポーク部
１０２ｂ・・・スポーク部
１０２ｃ・・・スポーク部
１０５・・・ステアリングパッド
１１０・・・入力部
１１０ａ・・・第１入力部
１１０ｂ・・・第２入力部
２００、３００・・・車載装置
２０１・・・制御部
２０８・・・表示制御部
２０９・・・第１振動制御部
２１０・・・第１振動部
２１１・・・第２振動制御部
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２１２・・・第２振動部
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】
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