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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）スイッチ操作を行う毎に互いに異なる種類の複数の操作対象機器を所定の選択順
序にしたがって選択する、一方のスイッチと他方のスイッチとで構成された、スイッチ部
と、
（ｂ）前記選択される操作対象機器を示すキャラクタを、前記一方のスイッチにおけるス
イッチ操作部上の操作区域と、前記他方のスイッチにおけるスイッチ操作部上の操作区域
と、に表示する表示部と、
（ｃ）前記操作区域の内でどの操作区域が操作されたのかを検出するスイッチ操作検出手
段と、
（ｄ）前記表示部に表示された前記複数の操作対象機器を切替えるための操作ボタンの動
作を検出する操作対象検出手段と、
（ｅ）前記操作対象検出手段による検出結果に基づいて前記操作対象機器を示す前記キャ
ラクタを生成して前記表示部に送ると共に、前記スイッチ操作検出手段による操作区域検
出結果に基づいて、前記表示部に表示された前記キャラクタの表示形態を更新する画像生
成手段と、
を備えた表示機能付多機能スイッチ装置であって、
（イ）前記スイッチ操作検出手段の操作検出結果に基づいて、前記複数の操作対象機器の
前記キャラクタが前記操作区域にそれぞれ表示されるように、前記キャラクタが、前記画
像生成手段によって、前記表示部に表示され、そして、
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（ロ）前記他方のスイッチの前記操作区域が押下される毎に表示内容が増加変化し、かつ
、前記一方のスイッチの前記操作区域が押下される毎に前記表示内容が減少変化する、キ
ャラクタが、前記表示部により前記他方のスイッチの操作区域と前記一方のスイッチの操
作区域とに跨って表示される
ことを特徴とする表示機能付多機能スイッチ装置。
【請求項２】
　（ａ）スイッチ操作を行う毎に互いに異なる種類の複数の操作対象機器を所定の選択順
序にしたがって選択する、一方のスイッチと他方のスイッチとで構成された、スイッチ部
と、
（ｂ）前記選択される操作対象機器を示すキャラクタを、前記一方のスイッチにおけるス
イッチ操作部上の操作区域と、前記他方のスイッチにおけるスイッチ操作部上の操作区域
と、に表示する表示部と、
（ｃ）前記操作区域の内でどの操作区域が操作されたのかを検出するスイッチ操作検出手
段と、
（ｄ）前記表示部に表示された前記複数の操作対象機器を切り替えるための操作ボタンの
動作を検出する操作対象検出手段と、
（ｅ）前記操作対象検出手段による検出結果に基づいて前記操作対象機器を示す前記キャ
ラクタを生成して前記表示部に送ると共に、前記スイッチ操作検出手段による操作区域検
出結果に基づいて、前記表示部に表示された前記キャラクタの表示形態を更新する画像生
成手段と、
を備えた表示機能付多機能スイッチ装置であって、
（イ）前記スイッチ操作検出手段の操作検出結果に基づいて、前記複数の操作対象機器の
前記キャラクタが前記操作区域にそれぞれ表示されるように、前記キャラクタが、前記画
像生成手段によって、前記表示部に表示され、
（ロ）前記一方の操作区域には、前記操作対象機器のキャラクタが前記表示部により表示
され、かつ、前記他方の操作区域には、前記一方の操作区域に表示された前記操作対象機
器と互いに異なる種類の選択可能な操作対象機器のキャラクタと、前記所定の選択順序に
したがって該選択可能な操作対象機器の次に選択可能な操作対象機器のキャラクタとが、
前記表示部によりそれぞれ表示され、そして、
（ハ）前記他方の操作区域を押下することにより、前記選択可能な操作対象機器と、前記
所定の選択順序にしたがって該選択可能な操作対象機器の次に選択可能な前記操作対象機
器とが、前記所定の選択順序にしたがって切り替えられる
ことを特徴とする表示機能付多機能スイッチ装置。
【請求項３】
　前記スイッチ部が、シーソスイッチで構成されていることを特徴とする請求項１又は２
に記載の表示機能付多機能スイッチ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する分野】
　本発明は、スイッチの操作部に設けた画像表示部に当該スイッチの機能をキャラクタ表
示する表示機能付多機能スイッチに関し、特に画像表示部にスイッチの操作方向により変
わる機能に応じたキャラクタを表示させるものである。
【０００２】
【従来の技術】
　例えば、自動車のセンターコンソールに集中配置されるカーステレオや他のオーディオ
機器等の電装品は、動作内容選択用の操作ボタンを各々必要としており、旧来は電装品毎
に個別の操作ボタンを各々用意してセンターコンソール上に配置していた。
【０００３】
　しかし、各電装品とも技術の進歩により機能が多様化し始め、それに伴い必要とする操
作ボタンの数が増えてきたため、限られたスペースのセンターコンソール上に必要とする
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すべての操作ボタンを配置することが次第に困難になり、また、多数の操作ボタンの存在
によりセンターコンソールの意匠上の美観をともすれば損ないかねない状況に至っていた
。
【０００４】
　このような状況を改善するために、これまでに提案された従来技術として、操作ボタン
の後部に液晶ディスプレイを配置し、液晶ディスプレイの表示を変化させることで、操作
ボタンの透明部又は貫通孔を介して視認される操作ボタンの機能表示を変化させるように
している。
【０００５】
　更に、このような操作ボタンとして、図６（ａ）に示すようにスイッチ部にシーソスイ
ッチを用いたものがある。この操作ボタンは、図示しないスイッチパネルの表面に一部が
露呈した透明なアクリル樹脂等から形成されるキートップＫＴの裏面において中心部より
外側に向けて上下方向に回転軸Ｊ１，Ｊ２を設け、この回転軸Ｊ１，Ｊ２を介してキート
ップＫＴをスイッチパネルの裏面に回転自在に軸支する。
【０００６】
　また、キートップＫＴの裏面には、図６（ｂ）の断面図に示すように、一方の回転軸Ｊ
２が形成された側面より下方に向けて先端をＬ字方に成型した突起部Ｔ１，Ｔ２が、回転
軸Ｊ２を挟んで左右に一対、キートップＫＴと一体形成される。キートップＫＴの背後に
は、所定の間隙を設け、且つ、突起部Ｔ１，Ｔ２との干渉を避ける位置に図５（ａ），（
ｂ）に示す画面を表示する液晶ディスプレイＤＰが図示しない回路基板に配置される。ま
た、各突起部Ｔ１，Ｔ２の下方には、キートップＫＴの一端を押下するとＯＮするリミッ
トスイッチＳＷ１，２がそれぞれ前記回路基板上に配置されている。
【０００７】
　この操作ボタンの動作として、図５（ａ）のように液晶ディスプレイＤＰに画像表示さ
れ、キートップＫＴの表面に映し出された「＞」という記号ＳＹ２の部分を繰り返し押下
するカーラジオの受信周波数はＵＰ方向に変化し、その逆に「＜」という記号ＳＹ１の部
分を繰り返し押下するとカーラジオの受信周波数はＤＯＷＮ方向に変化する。
【０００８】
　あるいは、図５（ｂ）に示すように液晶ディスプレイＤＰに画像表示され、キートップ
ＫＴの表面に映し出された「＋」という記号ＳＹ２の部分を繰り返し押下するオーディオ
機器の音量はＵＰ方向に変化し、その逆に「─」という記号ＳＹ１の部分を繰り返し押下
するとオーディオ機器の音量はＤＯＷＮ方向に変化する。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
　スイッチ部にシーソスイッチを用いた従来の表示機能付多機能スイッチは、例えば、Ｕ
ＰとＤＯＷＮというように対になる機能を割り当てないと、スイッチを右あるいは左方向
で操作した場合に操作対象が分かりにくくなるため、相互に関係する機能を割り当てざる
を得なかった。しかしながら、相互に関係する機能を割り当てると、少数のスイッチで多
種類の機器を操作する多機能スイッチにおいては、スイッチの機能割り当て自由度が狭く
なり多機能スイッチとしての機能を十分に果たせないという問題点があった。
【００１０】
　この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、単一のスイッチによ
る操作で、互いに異なる複数種類の機能を選択できると共に、選択機能を容易に視認でき
る表示機能付多機能スイッチ装置を得ることを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するため本発明の表示機能付多機能スイッチ装置は、図１の基本構成図
で示すように、互いに異なる種類の複数の操作対象機器を所定の選択順序にしたがって選
択する、一方のスイッチと他方のスイッチとで構成された、スイッチ部ＭＦ１～ＭＦ４と
、選択される操作対象機器を示すキャラクタを、前記スイッチ部ＭＦ１～ＭＦ４の前記一
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方のスイッチにおけるスイッチ操作部上の操作区域と、前記他方のスイッチにおけるスイ
ッチ操作部上の操作区域と、にそれぞれ表示する表示部ＤＰ１～ＤＰ４と、前記操作区域
の内でどの操作区域が操作されたのかを検出するスイッチ操作検出手段１３ｃと、前記表
示部に表示された前記複数の操作対象機器を切替えるための操作ボタンの動作を検出する
操作対象検出手段１３ａと、この操作対象検出手段１３ａによる検出結果に基づいて操作
対象機器を示すキャラクタを生成して前記表示部ＤＰ１～ＤＰ４に送ると共に、前記スイ
ッチ操作検出手段１３ｃによる操作区域検出結果に基づき前記表示部ＤＰ１～ＤＰ４に表
示されたキャラクタの表示形態を更新する画像生成手段１３ｂとを備え、前記スイッチ操
作検出手段１３ｃの操作検出結果に基づいて、前記複数の操作対象機器の前記キャラクタ
が前記操作区域にそれぞれ表示されるように、互いに異なる種類の操作対象機器の前記キ
ャラクタが、前記画像生成手段１３ｂによって、前記表示部ＤＰ１～ＤＰ４に表示される
ものである。
【００１２】
　また、この発明例に係る表示機能付多機能スイッチ装置のスイッチ部ＭＦ１～ＭＦ４は
、前記他方のスイッチの前記操作区域が押下される毎に表示内容が増加変化し、かつ、前
記一方のスイッチの前記操作区域が押下される毎に前記表示内容が減少変化する、キャラ
クタが、前記表示部ＤＰ１～ＤＰ４により前記他方のスイッチの操作区域と前記一方のス
イッチの操作区域とに跨って表示されるものである。
【００１３】
　更に、この発明に係る表示機能付多機能スイッチのスイッチ部ＭＦ１～ＭＦ４は、前記
一方の操作区域には、前記操作対象機器のキャラクタが前記表示部により表示され、かつ
、前記他方の操作区域には、前記一方の操作区域に表示された前記操作対象機器と互いに
異なる種類の選択可能な操作対象機器のキャラクタと、前記所定の選択順序にしたがって
該選択可能な操作対象機器の次に選択可能な操作対象機器のキャラクタとが、前記表示部
ＤＰ１～ＤＰ４によりそれぞれ表示され、そして、前記他方の操作区域を押下することに
より、前記選択可能な操作対象機器と、前記所定の選択順序にしたがって該選択可能な操
作対象機器の次に選択可能な前記操作対象機器とが、前記所定の選択順序にしたがって切
り替えられるものである。好ましくは、スイッチ部ＭＦ１～ＭＦ４は、シーソスイッチで
構成されている。
【００１４】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。先ず、本実施の
形態を説明するにあたり、本発明に係る表示機能付多機能スイッチ装置が適用される対象
の一例を、図２を参照して説明する。なお、以下、表示機能付多機能スイッチ装置を「ス
イッチ装置」と略記する。図２は、本発明のスイッチ装置スイッチ装置が適用可能なセン
ターコンソールを含む自動車のダッシュボード回りの要部斜視図であり、図中、１はダッ
シュボード、３はインストルメントパネルを示し、このインストルメントパネル３の車幅
方向略中央部にセンターコンソール５が配置されている。このセンターコンソール５には
、カーナビゲーション用の画面７やエアコン出口９とアシュトレイ１１とに上下を挟まれ
て、本実施の形態１に係る多機能スイッチ装置の装置本体を構成するインテグレーション
パネル１３が組み込まれている。
【００１５】
実施の形態１．
　次に、本発明の実施の形態１に係る表示機能付多機能スイッチ装置を各添付図面に基づ
いて説明する。
【００１６】
　図３に示すように、インテグレーションパネル１３は、パネルの最上段には表示機能付
きマルチファンクションスイッチ（以下、ＭＦスイッチと略記する。）ＭＦ１～ＭＦ４が
、ＭＦスイッチＭＦ１～ＭＦ４の下段にはＭＦスイッチの表示面をエアコンモードに切り
替える操作ボタンＢ１とＭＦスイッチの表示面をオーディオモードに切り替える操作ボタ
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ンＢ２が、パネルの最下段には左側より「デフォッガ」、「熱線リアウィンドウヒータ」
、「エアー循環と換気」というそれぞれの選択対象の各機器を示すシンボルマークが視認
できる３つ１組のエアコンモードの操作ボタンＢ３ａ～Ｂ３ｃが、これら操作ボタンＢ３
ａ～Ｂ３ｃの右側には交通情報を表示するシンボルマークが視認できるボタンＢ４ａ、音
質と音場を設定するサウンドモード切り替え用のモードボタンＢ４ｂ、受信可能な放送局
を自動的に割り当てるオートプリセットボタンＢ４ｃが配置されている。更に、プリセッ
トボタンＢ４ｃの右隣にはパワースイッチを兼ねたボリュームのつまみＮが配置されてい
る。
【００１７】
　本実施の形態１に係るＭＦスイッチのキートップを兼ねた表示面には、例えばオーディ
オ機器を操作するための操作ボタンＢ２をＯＮしオーディオモード表示状態にすると、図
４（ａ）に示すようにＭＦスイッチＭＦ１の表示面の左側にテレビという選択対象機器を
示す文字が、そして表示面の右側にＣＤプレーヤとＭＤプレーヤという選択対象機器を示
す２つ文字が縦に液晶ディスプレイＤＰによる表示を通して映し出される。
【００１８】
　また、図４（ｂ）に示すようにＭＦスイッチＭＦ２の表示面の左側には、カセットレコ
ーダという選択対象機器を示す文字である「ＴＡＰＥ」が、そして表示面の右側にカーラ
ジオという選択対象機器を示す２つ文字である「ＡＭ」，「ＦＭ」が縦に液晶ディスプレ
イＤＰによる表示を通して映し出される。なお、各ＭＦスイッチに表示される文字の表示
形態は、現在選択されている機器と次に選択される機器とでは表示形態を替えて表示され
る。
【００１９】
　次に、エアコンを操作するための操作ボタンＢ１をＯＮしエアコンモード表示状態にす
ると、図４（ｃ）に示すように表示面においては、ＭＦスイッチＭＦ１中の左側スイッチ
ＭＦ１ａ側には送風レベルを減少させる操作記号を示す「━」の文字が、ＭＦスイッチＭ
Ｆ１中の右左側スイッチＭＦ１ｂ側には送風レベルを増加させる操作記号を示す「╋」の
文字が視認させる。また、これら操作記号を挟んで表示面全面には実際の送風量変化に応
じて表示内容が変化する「送風レベル」のシンボルマークが視認される。
【００２０】
　図４（ａ）に示す表示面には、左半分及び右半分のそれぞれに選択される機器を文字表
示したが、実際にはＭＦスイッチＭＦ１中の左側スイッチＭＦ１ａの表示面には図４（ｂ
）に示すようにテレビのアイコンＣＲ１が、右側スイッチＭＦ１ｂにアニメーション表示
によるＣＤのアイコンＣＲ２と、アイコンＣＲ２の下には「ＣＤ」の文字と「ＭＤ」の文
字が左右に視認される。
【００２１】
　ＣＤプレーヤが現在選択されている機器であれば、「ＣＤ」という文字を黒字に白抜き
で表示し、次に選択されるＭＤプレーヤを示す「ＭＤ」という文字は通常の表示形態で表
示される。テレビは現在選択候補でないためアイコンＣＲ１の表示形態はワイヤーフレー
ム表示による静止画像で表示される。
　また、ＭＦスイッチＭＦ２における各スイッチＭＦ２ａ，ＭＦ２ｂ対応の表示面には面
静止画によるカセット挿入口のアイコンＣＲ３と、マイクのアイコンＣＲ４が、そしてア
イコンＣＲ３には「ＴＡＰＥ」という文字が、アイコンＣＲ４の下には「ＡＭ」，「ＦＭ
」という文字が左右に視認される。
【００２２】
　このように現在スイッチ装置に接続され選択可能なテレビ、ＣＤプレーヤ、ＭＤプレー
ヤ、カセットプレーヤ、カーラジオ等のカーオーディオ機器は各表示面にてアイコン及び
文字にて視認されるが、現在選択されている機器はアニメーション表示され、選択されて
いない機器は静止画で表示される。
【００２３】
　ＭＦスイッチＭＦ１～ＭＦ３に図６に示すシーソスイッチを使用することで、単一のＭ
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Ｆスイッチで選択可能な機器を少なくとも３種類設定することができる。
【００２４】
　即ち、図４（ｂ）に示すように、ＭＦスイッチＭＦ１における左側スイッチＭＦ１ａに
対応する表示面には現在スイッチ装置に接続され選択可能なテレビのアイコンＣＲ１を静
止画で表示すると共に、アイコンＣＲ１の下方に「ＴＶ」という文字を表示させる。
　そして、右側スイッチＭＦ１ｂに対応する表示面には現在スイッチ装置に接続され選択
されているＣＤプレーヤのアイコンＣＲ２をアニメーション表示させる共に「ＣＤ」とい
う文字を表示させ、「ＣＤ」という文字の右隣に次に選択可能は「ＭＤ」という文字を「
ＣＤ」という文字と表示形態を異ならせて表視認させる。
【００２５】
　この結果、複数あるカーオーディオ機器中でＣＤプレーヤが稼働可能状態となる。だが
、静止画表示されているテレビのアイコンＣＲ１部分を押下する左側スイッチＭＦ１ａに
対応するリミットスイッチＳＷ１（図６（ａ）を参照）がＯＮ動作しテレビのアイコンＣ
Ｒ１をアニメーション表示すると共に、アイコンＣＲ１の下に表示された「ＴＶ」という
文字の表示形態を黒字に白の内抜きで表示する。一方、右側スイッチＭＦ１ｂに対応する
表示面に表示されたＣｄのアイコンＣＲ２は静止画に替わり、「ＣＤ」という文字も通常
の表示形態に変わる。
【００２６】
　また、ＣＤプレーヤが現在選択されている状態で、右側スイッチを再度押下すると、ア
イコンＣＲ２はアニメーション表示によるＭＤに変わり、「ＭＤ」という文字は、黒字に
白の内抜きで表示され、「ＣＤ」という文字は通常の表示形態に変わる。即ち、右側スイ
ッチを繰り返し押下すると現在選択されている機器と次に選択される機器がスイッチの押
下毎に切り替わる。
【００２７】
　また、ＭＦスイッチＭＦ２に関しても同様に、右側スイッチＭＦ２ｂを繰り返し押下す
ると現在選択されている機器と次に選択される機器が、例えば、ＡＭ放送受信からＦＭ放
送受信へ、また逆にＦＭ放送受信からＡＭ放送受信にスイッチの押下毎に切り替わる。こ
のとき、マイクのアイコンＣＲ４はアニメーション表示となり、カセットテープのアイコ
ンＣＲ３は静止画となる。
　カセットテープのアイコンＣＲ３を押下するとアイコンＣＲ３はアニメーション表示と
なりマイクは静止画表示形に切り替わる。
　この結果、スイッチの機能割り当ての自由度が広くなり多機能スイッチとしての機能を
十分に果たすことができる。
【００２８】
　次に、本実施の形態１に係る表示機能付多機能スイッチ装置の電気的な概略構成につい
て説明する。
　本実施の形態１に係る表示装置付多機能スイッチ装置は、図８に電気的な概略構成のブ
ロック図で示すように、上述したＭＦスイッチ１～４における表示ディスプレイＤＰを、
ＭＦスイッチを構成するリミットスイッチＳＷ１，ＳＷ２の押下動作に伴って表示制御す
るマイクロコンピュータ（以下、「マイコン」と略記する。）１３０は、ＣＰＵ１３０ａ
、ＲＡＭ１３０ｂ、ＲＯＭ１３０ｃより構成されている。
【００２９】
　この内、ＣＰＵ１３０ａは図示しないカーエアコン、オーディオ機器（ＭＤプレーヤ，
ＣＤプレーヤ，ＴＶ，カセットレコーダ，カーラジオ）、このオーディオ機器の音質設定
機能を選択対象として予めＣＰＵ１６ａに予約させる信号を出力する操作ボタンＢ１，Ｂ
２．Ｂ３が共通バスＣＢ１を介して各入力ポートに接続されている。また、ＣＰＵ１６ａ
の入出力ポートは、共通バスＣＢ２を介して各選択対象に対応するＭＦスイッチＭＦ１～
ＭＦ４の表示デバイスＤＰ及び各リミットスイッチにＳＷ１，ＳＷ２に接続されている。
【００３０】
　また、ＲＡＭ１３０ｂには、データエリア及び各種処理作業に用いるワークエリアが設
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けられている。このワークエリアには、各種フラグやバッファのために用いるエリア等が
設けられている。また、ＲＯＭ１３０ｃには、ＣＰＵ１３０ａに各種処理動作を行わすた
めの制御プログラムが格納されている。
【００３１】
　次に、ＲＯＭ１３０ｃに格納された制御プログラムにしたがいＣＰＵ１３０ａが行う処
理を、図９、図１０のフローチャートを参照して説明する。
図９に示すフローチャートは図４（ｂ）に示す機能切り替え選択に伴う表示制御処理を説
明するものである。
【００３２】
　先ず、図示しないアクセサリスイッチのＯＮにより、自動車に搭載された図示しないバ
ッテリ等からの給電を受けてマイコン１３０が起動しプログラムがスタートすると、ＣＰ
Ｕ１３０ａは、先ず、ＲＡＭ１３０ｂの各種フラグエリアを「０」に設定すると共に、各
操作ボタンＢ１～Ｂ３より入力ポートを通して信号を入力し、選択される機能を判定する
。この判定の結果、選択機能が、例えば、ＣＤプレーヤ、ＭＤプレーヤ，カセットテープ
コーダ、カーラジオ、テレビであると、次に、所定の機器を現在選択されている機器と設
定した場合、この機器に対して次に選択される機器を決定し、選択順序を決定するなどの
初期設定を行う（ステップＳ３）。
【００３３】
　この選択順序としては例えば、図４（ａ），（ｂ）に示すように、現在選択されている
機器をＣＤプレーヤと設定した場合、次選択される機器をＭＤプレーヤと設定する。また
、現在選択されているラジオ放送をＡＭ放送と設定した場合、次選択されるラジオ放送を
ＦＭ放送に設定する。
【００３４】
　以上のように機能選択順序が決定されたならば、ＭＦスイッチＭＦ１，ＭＦ２における
各スイッチＭＦ１ａ，ＭＦ１ｂ，ＭＦ２ａ，ＭＦ２ｂに対応する各表示ディスプレイＤＰ
に図５（ｂ）に示すように、テレビ、ＣＤ、カセットテープ、マイクのアイコンＣＲ１～
ＣＲ４を静止画にて表示する。
　次に、ＭＦスイッチＭＦ１～ＭＦ４の何れかがＯＮ動作したか否かを判定する（ステッ
プＳ５）。この時、ＯＮ動作していないことが判定されたならば、各アイコンを静止画表
示し（ステップＳ７）、再び、ＭＦスイッチのＯＮ信号入力をチェックする。
【００３５】
　このとき、例えば、ＭＦスイッチＭＦ１のＯＮが判定されたならば、ＭＦスイッチＭＦ
１の左側スイッチＭＦ１ａがＯＮか否かを判定する。左側スイッチＭＦ１ａがＯＮである
ことが判定されたならば、テレビのアイコンＣＲ１を表示ディスプレイＤＰにアニメーシ
ョン表示し、現在選択されている機器をテレビであることを運転者に視認させる（ステッ
プＳ１１）。更に、ＭＦスイッチＭＦ１のＯＮ動作をチェックし、ＭＦスイッチＭＦ１が
ＯＮ動作していなければ表示ディスプレイＤＰはテレビのアイコンＣＲ１をアニメーショ
ン表示し続ける（ステップＳ１１）。
【００３６】
　しかし、ＭＦスイッチＭＦ１のＯＮ動作が判定されたならば（ステップＳ１３）、ステ
ップＳ９へ戻り左側スイッチＭＦ１ａがＯＮであるか否かを判定し、左側スイッチＭＦ１
ａがＯＮでなければ右側スイッチＭＦ１ｂに前回アニメーション表示された、例えばＣＤ
のアイコンＣＲ２をアニメーション表示させると共に、「ＣＤ」という文字を次に選択さ
れるＭＤプレーヤを示す「ＭＤ」という文字に表示形態を替えてアイコンＣＲ２の下に表
示し（ステップＳ１５）、テレビのアイコンＣＲ１を静止画表示に変える。
【００３７】
　次に、右側ＭＦスイッチＭＦ１ｂのＯＮ動作をチェックし、ＯＮ動作していなければ表
示ディスプレイＤＰはＣＤのアイコンＣＲ２をアニメーション表示し続ける（ステップＳ
１７，Ｓ１５）。右側ＭＦスイッチＭＦ１ｂのＯＮ動作が判定されたならば（ステップＳ
２１）、アイコンＣＲ２を今回の表示像であるＭＤのアニメーション表示に切り替えると
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共に（ステップＳ１９）、次に選択される機能はＣＤに切り替える。
【００３８】
　次にＭＦスイッチＭＦ１のＯＮ動作をチェックし、ＯＮ動作が判定されなければアニメ
ーション表示によるＣＤのアイコン表示を継続する（ステップＳ２１，Ｓ１９）。ＭＦス
イッチＭＦ１のＯＮ動作が判定されたならば、右側ＭＦスイッチＭＦ１ｂがＯＮ動作であ
るか否かを判定し（ステップＳ２３）、ＯＮ動作であることが判定されたならばアニメー
ション表示によるＣＤのアイコン表示をＭＤのアイコン表示に切り替える（ステップＳ２
３）。
【００３９】
　しかし、左側ＭＦスイッチＭＦ１ａのＯＮ動作であることが判定されたならば、現在選
択されている機器をテレビに切り替えるため、アニメーション表示によるアイコン表示を
テレビに切り替える（ステップＳ１１）。
　この結果、スイッチの機能割り当ての自由度が広くなる。
【００４０】
実施の形態２．
　上記実施の形態１における説明では機器の切り替え選択と選択機器の表示切り替え処理
について説明した。本実施の形態２に係る表示切り替えは、図３に示す操作ボタンＢ１を
押下してエアコンモードを選択し、ＭＦスイッチＭＦ１における表示ディスプレイの表示
面全面に、図４（ｃ）に示すように「送風レベル」のシンボルを表示し、ＭＦスイッチＭ
Ｆ１を押下毎にシンボルの形状を増減変化させ送風レベルの変化を視認させるものである
。
【００４１】
　本実施の形態によれば、「送風レベル」のシンボルマークが視認されるエアコンモード
画面を、ＭＦスイッチＭＦ１の表示ディスプレイの表示面全面に表示させることで、良好
な視認性を確保できる寸法でシンボルマークを表示できる。
【００４２】
　以下、本実施の形態２の動作を図１０のフローチャートにしたがって説明する。先ず、
初期設定として、「送風レベル」のシンボルマークが表示されたＭＦスイッチＭＦ１のか
らの入力信号を検出すると共に、送風レベルの加算値を一時記憶するｍレジスタに従来の
風量を設定する（ステップＳ２７，Ｓ３１）。
【００４３】
　風量の設定が終了したならば、ＭＦスイッチＭＦ１の右側スイッチＭＦ１ｂであるリミ
ットスイッチＳＷ２が、キートップＫＴに映し出された「╋」の部分の押下により、ＯＮ
動作したか否かを判定する（ステップＳ３３）。右側スイッチＭＦ１ｂが繰り返しＯＮ動
作すると風量は増加方向に変化する。右側スイッチＭＦ１ｂのＯＮが判定されたならば、
ｍ（＝従来の風量）に１を加算する（ステップＳ３５）。加算の結果、風量ｍは予め設定
した最大風量より大きいか判定する（ステップＳ３７）。そして最大風量より大きいこと
が判定されたならば、レジスタｍの内容を最大風量に置き換える（ステップＳ３８）。そ
して、レジスタｍの内容は最大風量を示す複数本の縦バーのキャラクタに変換される（ス
テップＳ３９）。変換されたキャラクタは表示ディスプレイＤＰに表示され、キートップ
ＫＴを通して視認される（ステップＳ４１）。しかし、ステップＳ３７で最大風量に至っ
ていないことが判定されたならば、ステップＳ３５における加算結果を、風量を示す複数
本の縦バーのキャラクタに変換し（ステップＳ３９）、ディスプレイ表示する（ステップ
Ｓ３９）。
【００４４】
　キャラクタが表示されたならば、再度、ＭＦスイッチＭＦ１のＯＮ動作をチェックし、
ＯＮ動作が判定されなければ現在のキャラクタ表示を維持する。しかし、運転者がキート
ップＫＴに映し出された「╋」の部分を繰り返し押下して風量を最大風量までに上げるの
であれば、ステップＳ３３で右側スイッチＭＦ１ｂのＯＮが判定される毎に、ステップＳ
３５，Ｓ３７，Ｓ３９，Ｓ４１，Ｓ４２を繰り返し、風量を示す長さの縦バーのキャラク
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タを順次表示する。
【００４５】
　しかし、運転者が風量を下げるため、キートップＫＴに映し出された「━」の部分を押
下すると、ＭＦスイッチＭＦ１の左側スイッチＭＦ１ａであるリミットスイッチＳＷ１が
ＯＮ動作し、ＯＮ信号がＣＰＵ１３０ａに入力されることで左側スイッチＭＦ１ａのＯＮ
動作が判定される（ステップＳ３３）。このＯＮ動作の判定の結果、ｍレジスタに格納さ
れた数値から１が減算され（ステップＳ３４）、この時減算結果は０より小さいか否かを
判定する（ステップＳ３６）。０よい小さいと判定されたならばレジスタｍの内容を０に
する（ステップＳ３６ａ）。この減算結果をキャラクタに変換すると共に（ステップＳ３
９）、表示されているキャラクタ中、減算結果と同一のキャラクタを表示させる（ステッ
プＳ４１）。
【００４６】
　しかし、運転者がキートップＫＴに映し出された「━」の部分を繰り返し押下して送風
量を「１」までに下げるのであれば、ステップＳ３３で左側スイッチＭＦ１ａのＯＮが判
定される毎に、ステップＳ３４，Ｓ３６，Ｓ３６ａ，Ｓ３９，Ｓ４１，Ｓ４２を繰り返す
。この結果、表示されたキャラクタは順次減少する風量を示す長さの縦バーのキャラクタ
に順次更新されて表示される。
【００４７】
実施の形態３．
　次に本発明に係るスイッチ装置を用いたインテグレーションパネル（図３を参照）の操
作フローを図７に基づいて説明する。
【００４８】
　例えば、操作ボタンＢ１をＯＮ動作するとＭＦスイッチＭＦ１からＭＦ４までの各表示
ディスプレイＤＰは、先ず第１階層におけるエアコンモードの画面表示となる。
【００４９】
　エアコンモードにおけるＭＦスイッチＭＦ１～ＭＦ４における各表示ディスプレイの表
示内容としては、ＭＦスイッチＭＦ１にはエアコンディショナーを示す「Ａ／Ｃ」の文字
と頭部のみの送風機能を示すシンボルマークが隣接されて表示され、ＭＦスイッチＭＦ２
には表示面全体に送風レベルのシンボルが表示され、ＭＦスイッチＭＦ３には送風停止を
示すシンボルとオートエアコンを示すシンボルがそれぞれ隣接されて表示され、またＭＦ
スイッチＭＦ４には表示面全体に車内温度調整のため画面が表示される。
【００５０】
　第１階層の画面表示から階層切換えボタンＢ５により選択される第２階層の画面表示と
しては、ＭＦスイッチＭＦ１とＭＦ４には表示面全体に車内温度調整のため画面が表示さ
れる。また、ＭＦスイッチＭＦ２には表示面全体にＤＵＡＬをＯＮ／ＯＦＦ制御するため
の画面が表示される。特に、第１階層におけるＭＦスイッチＭＦ１とＭＦ３では単一のＭ
Ｆスイッチにより異なった機能を交互に選択できる。
【００５１】
　また、操作ボタンＢ２をＯＮ動作するとＭＦスイッチＭＦ１からＭＦ４までの各表示デ
ィスプレイＤＰは、先ず第１階層におけるオーディオモードの画面表示となる。オーディ
オモードにおけるＭＦスイッチＭＦ１～ＭＦ４における各表示ディスプレイの表示内容と
しては、例えば、ＭＦスイッチＭＦ１には選択機器であるテレビを示す「ＴＶ」の文字と
、「ＴＶ」の文字の右隣にはスイッチの右側を繰り返しＯＮさせると選択切り替えされる
機器を示す「ＣＤ」と「ＭＤ」の文字が上下に表示され、ＭＦスイッチＭＦ２には選択機
器であるカセットレコーダを示す「ＴＡＰＥ」の文字と、「ＴＡＰＥ」の文字の右隣には
スイッチの右側を繰り返しＯＮさせると選択切り替えされるラジオ放送を示す「ＡＭ」と
「ＦＭ」の文字が上下に表示され、ＭＦスイッチＭＦ３の表示面全体にプリセット番号を
進退させるための画面が、ＭＦスイッチＭＦ３の表示面全体にＡＭ放送の受信周波数を調
整するための画面が表示される。
【００５２】
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　第１階層の画面表示から階層切替えボタンＢ５により選択される第２階層の画面表示と
しては、ＭＦスイッチＭＦ１からＭＦ３の各表示面には２つのプリセット周波数がプリセ
ット番号と共に表示され、ＭＦスイッチＭＦ４の表示面全体にＡＭ放送の受信周波数を調
整するための画面が表示される。特に、第１階層におけるＭＦスイッチＭＦ１とＭＦ２で
は単一のスイッチにより異なった機能を交互に選択できる。
【００５３】
　また、操作ボタンＢ３をＯＮ動作するとＭＦスイッチＭＦ１からＭＦ４までの各表示デ
ィスプレイＤＰは、先ず第１階層におけるサウンドモードの画面表示となる。サウンドモ
ードにおけるＭＦスイッチＭＦ１～ＭＦ４における各表示ディスプレイの表示内容として
は、例えば、ＭＦスイッチＭＦ１は画面表示を行わず、ＭＦスイッチＭＦ２～ＭＦ４にお
ける各表示ディスプレイの表示内容はそれぞれ表示面全体に低音域（ＢＡＳＳ）、中音域
（ＭＩＤ）、高音域（ＴＲＥ）を調整するための画面が表示される。
【００５４】
　第１階層の画面表示から階層切替えボタンＢ５により選択される第２階層の画面表示と
しては、ＭＦスイッチＭＦ１とＭＦスイッチＭＦ２にはＴＶ選択時に主音声、副音声及び
主副音声を切り替える画面が、ＭＦスイッチＭＦ２には車内の後方スピーカと前方スピー
カの音量のバランスを調整するための画面が、ＭＦスイッチＭＦ３には車内の左側スピー
カと右側スピーカの音量のバランスを調整するための画面が表示される。
【００５５】
　以上説明したように請求項１及び２に記載された発明によれば、互いに異なる種類の複
数の前記操作対象機器を所定の選択順序にしたがって更新して選択する、一方のスイッチ
と他方のスイッチとで構成された、スイッチ部ＭＦ１～ＭＦ４と、前記選択される操作対
象機器を示すキャラクタを、前記一方のスイッチにおけるスイッチ操作部上の操作区域と
、前記他方のスイッチにおけるスイッチ操作部上の操作区域と、に表示する表示部ＤＰ１
～ＤＰ４と、前記操作区域の内でどの操作区域が操作されたのかを検出するスイッチ操作
検出手段１３ｃと、前記表示部に表示された前記複数の操作対象機器を切替えるための操
作ボタンの動作を検出する操作対象検出手段１３ａと、この操作対象検出手段１３ａによ
る検出結果に基づいて操作対象機器を示すキャラクタを生成して前記表示部ＤＰ１～ＤＰ
４に送ると共に、前記操作対象検出手段による検出結果に基づいて前記操作対象機器を示
す前記キャラクタを生成して前記表示部に送ると共に、前記スイッチ操作検出手段による
操作区域検出結果に基づいて、前記表示部に表示された前記キャラクタの表示形態を更新
する画像生成手段１３ｂとを備え、前記画像生成手段１３ｂは前記スイッチ操作検出手段
１３ｃの操作検出結果に基づき、隣接する各操作区域に互いに異なる種類の操作対象機器
のキャラクタが表示されるように前記表示部ＤＰ１～ＤＰ４にキャラクタを表示させるこ
とで、スイッチの機能割り当ての自由度が広くなり多機能スイッチとの機能を十分に果た
すことができる。
【００５６】
　また、請求項１に記載された発明によれば、スイッチ部ＭＦ１～ＭＦ４は、一方の操作
区域を操作毎に表示内容が増加変化し、他方の操作区域を操作毎に前記表示内容が減少変
化するキャラクタを、前記表示部ＤＰ１～ＤＰ４により前記両操作区域に跨って表示する
ことで、良好な視認性を確保できる寸法でキャラクタを表示できる。
【００５７】
　また、請求項２に記載された発明によれば、一方の操作区域には、操作対象機器のキャ
ラクタを、他方の操作区域には、前記操作対象機器と互いに異なる種類の選択可能な操作
対象機器と、所定の選択順序にしたがって該選択可能な操作対象機器の次に選択可能な操
作対象機器と、のキャラクタを、前記表示部ＤＰ１～ＤＰ４により表示させ、前記他方の
操作区域を繰り返し操作（押下）することで、前記選択可能な操作対象機器と、前記所定
の選択順序にしたがって該選択可能な操作対象機器の次に選択可能な前記操作対象機器と
を切り替えることで、スイッチの機能割り当ての自由度が更に広くなり多機能スイッチと
の機能を十分に果たすことができる。
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【００５８】
　請求項３に記載された発明によれば、スイッチ部ＭＦ１～ＭＦ４は、そのスイッチ機構
にシーソスイッチを用いているので、単一のスイッチで選択可能な機器を複数設定するこ
とができ、多機能スイッチとしての機能をより一層効果的に果たすことができる。
【００５９】
　なお、前述した実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施形
態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の表示機能付多機能スイッチ装置の基本構成図である。
【図２】　本発明の表示機能付多機能スイッチ装置が適用可能なセンターコンソールを有
する自動車のダッシュボード回りの要部斜視図である。
【図３】　本発明の実施の形態１に係る表示機能付多機能スイッチ装置を用いたインテグ
レーションパネルの要部正面図である。
【図４】　シーソスイッチを用いた本発明の多機能スイッチの画像表示例を示す図である
。
【図５】　シーソスイッチを用いた従来の多機能スイッチの画像表示例を示す図である。
【図６】　本発明に係るシーソスイッチを用いた多機能スイッチの構成図である。
【図７】　図３に示すインテグレーションパネルの操作フローを示す説明図である。
【図８】　本発明に係る表示機能付多機能スイッチ装置の電気的な概略構成のブロック図
である。
【図９】　図８のマイクロコンピュータのＲＯＭに格納された制御プログラムにしたがっ
てＣＰＵが行う処理を示すフローチャートである。
【図１０】　図８のマイクロコンピュータのＲＯＭに格納された制御プログラムにしたが
ってＣＰＵが行う処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
ＭＦ１～ＭＦ４　多機能スイッチ
ＤＰ１～ＤＰ４　表示面
Ｂ１～Ｂ４　　　操作ボタン
１３０　　　　　マイクロコンピュータ
１３０ａ　　　　ＣＰＵ
１３０ｂ　　　　ＲＡＭ
１３０ｃ　　　　ＲＯＭ
１３ａ　　　　　操作対象検出手段
１３ｂ　　　　　画像生成手段
１３ｃ　　　　　スイッチ操作検出手段
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