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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に設けられた操作部によって前記車両に搭載された可動部を動作させるための利用
指示を受け付けるハードウェアスイッチと、
　前記可動部を示す画像と、当該可動部の動作を示す矢印の画像と、前記可動部の動作を
行わせる指示を行う指示部とをソフトウェアスイッチとして所定の画面に表示するととも
に、前記指示部に対する指示操作によって前記可動部に対する動作指示を受け付けるソフ
トウェアスイッチ制御手段と、
　前記ハードウェアスイッチが操作されたときに、当該操作されたハードウェアスイッチ
によって動作される前記可動部を示す画像と、当該可動部の動作を示す矢印の画像と、当
該可動部の動作を行わせる指示を行う指示部とを前記所定の画面に表示させるとともに、
前記ハードウェアスイッチによって動作される可動部の動作に対応する指示部を強調表示
するスイッチ特定情報提示手段と、
を備えるスイッチ制御装置。
【請求項２】
　前記ハードウェアスイッチは、前記操作部に対応した発光部を備え、
　前記スイッチ特定情報提示手段は、前記他方のスイッチが前記ハードウェアスイッチで
あるときに前記発光部を発光させる、
請求項１に記載のスイッチ制御装置。
【請求項３】
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　スイッチの表示を制御するスイッチ制御方法であって、
　前記車両に搭載された可動部を示す画像と、当該可動部の動作を示す矢印の画像と、前
記可動部の動作を行わせる指示を行う指示部とをソフトウェアスイッチとして所定の画面
に表示するとともに、前記指示部に対する指示操作によって前記可動部に対する動作指示
を受け付けるソフトウェアスイッチ制御工程と、
　前記可動部を動作させるための利用指示を受け付けるハードウェアスイッチが操作され
たときに、当該操作されたハードウェアスイッチによって動作される前記可動部を示す画
像と、当該可動部の動作を示す矢印の画像と、当該可動部の動作を行わせる指示を行う指
示部とを前記所定の画面に表示させるとともに、前記ハードウェアスイッチによって動作
される可動部の動作に対応する指示部を強調表示するスイッチ特定情報提示工程と、
を含むスイッチ制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に設けられた付属機能を利用するスイッチの制御装置および方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　車両のシートのポジション調整やミラーの角度調整など、車両には各種の付属機能が設
けられており、通常、各種スイッチによってこれらの付属機能を利用する。このようなス
イッチとして、操作部によって付属機能を調整するハードウェアスイッチや、タッチディ
スプレイにシートやミラーの画像等を表示し、タッチ操作によって各種付属機能を動作さ
せるソフトウェアスイッチが知られている（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２００５－１５３６８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来の技術においては、ハードウェアスイッチの位置や、そのスイッチに対応付けられ
た付属機能を的確に把握することが困難であった。
  すなわち、車両のハードウェアスイッチにおいてはシートの横やダッシュボードの下部
など運転者から見づらい位置にスイッチが設けられることが多く、このような場合にはハ
ードウェアスイッチの位置や対応付けられた付属機能を的確に把握することが困難である
。また、車両の付属機能の数が多いと各付属機能を操作するためのハードウェアスイッチ
の数が非常に多数となるため、やはり、各ハードウェアスイッチの位置や対応付けられた
付属機能を的確に把握することが困難である。
【０００４】
　さらに、上述の従来の技術のように、タッチディスプレイによるソフトウェアスイッチ
を利用する際には画面上への視線移動や画面の切り替え等が必要になる。従って、タッチ
ディスプレイ上に表示されているソフトウェアスイッチを視認しながらハードウェアスイ
ッチを認識あるいは操作することは困難である。このため、やはりハードウェアスイッチ
とソフトウェアスイッチとの対応関係を明確に把握することは困難であった。
  本発明は、上記課題にかんがみてなされたもので、ハードウェアスイッチの位置や、そ
のスイッチに対応付けられたソフトウェアスイッチを的確に把握させるための技術を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の目的を達成するため、本発明においては、ハードウェアスイッチとソフトウェア
スイッチとによって車両に設の付属機能を操作する構成において、ハードウェアスイッチ
とソフトウェアスイッチとのいずれか一方が操作されたときに、当該操作されたスイッチ
によって利用される付属機能に対応した他方のスイッチを特定するための情報を提示する
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。
【０００６】
　すなわち、ハードウェアスイッチが操作されたときにはそのハードウェアスイッチによ
って利用される付属機能に対応したソフトウェアスイッチを特定するための情報が提示さ
れる。また、ソフトウェアスイッチは、付属機能を示す情報と付属機能の利用指示を行う
指示部とを前記画面に表示したスイッチである。従って、上述のようにハードウェアスイ
ッチの操作に応じてソフトウェアスイッチを特定するための情報を提示すると、前記画面
上でハードウェアスイッチに対応した付属機能が明示されることになる。このため、操作
者は、操作したハードウェアスイッチにて利用可能な付属機能を把握することが可能であ
る。
【０００７】
　一方、ソフトウェアスイッチが操作されたときにはそのソフトウェアスイッチによって
利用される付属機能に対応したハードウェアスイッチを特定するための情報が提示される
。上述のようにソフトウェアスイッチにおいては、前記画面上に、ソフトウェアスイッチ
によって利用する付属機能が明示されているため、ソフトウェアスイッチを操作する段階
でその操作者はソフトウェアスイッチに対応付けられた付属機能を明確に把握している。
【０００８】
　従って、ソフトウェアスイッチの操作に応じてハードウェアスイッチを特定するための
情報が提示されると、ソフトウェアスイッチに対応付けられた付属機能を利用するための
ハードウェアスイッチの位置を的確に把握することが可能である。さらに、この動作を数
回繰り返せば、スイッチの操作者は容易に適切なハードウェアスイッチの位置を記憶する
ことができるので、一旦、その位置を記憶すれば、車両のエンジン停止中やエンジン始動
前等においてソフトウェアスイッチを駆動していない状態であってもハードウェアスイッ
チによって容易に付属機能を利用することが可能である。
【０００９】
　ここで、ハードウェアスイッチにおいては、操作部に対して指などによって物理的な動
作を与えることによって付属機能を利用するための利用指示を行うことができればよく、
例えば、ボタン，レバー，つまみ，ダイヤル等の押込操作，揺動操作，回転操作，移動操
作等によって利用指示を受け付けるスイッチを採用可能である。
【００１０】
　また、車両における付属機能としては、ハードウェアスイッチとソフトウェアスイッチ
とによって利用指示を行うすべての機能が想定され、例えば、ステアリングやシート，ミ
ラー，ヘッドレスト等の位置調整機能や角度調整機能，シートヒータ機能，ドライビング
ポジションの記憶機能，エアコン機能，オーディオ機能，駐車アシスト実行指示機能，ナ
ビゲーションシステムによる案内実行指示機能など、スイッチによって利用可能なあらゆ
る機能が前記付属機能に相当する。
【００１１】
　さらに、ソフトウェアスイッチにおいては、画面上で付属機能を示す情報とその利用指
示を行う指示部とを明示することができればよく、その態様は特に限定されない。例えば
、付属機能を示す情報として、付属機能を示すアイコンを表示しても良いし、付属機能を
示す文字を表示してもよく、各種の態様を採用可能である。また、指示部においても当該
指示部に対する指示操作によって付属機能の利用指示を行うことができればよく、ここで
も、付属機能の利用状態（例えば、シートポジション調整時のシート移動方向）を示すア
イコンや文字等を採用可能である。
【００１２】
　また、ソフトウェアスイッチにおいて、前記指示部に対する指示操作は付属機能の利用
指示を実施するための指示操作であればよく、前記画像表示手段の画面をタッチパネルに
よって構成し、指示部に対するタッチ操作を前記指示操作としても良いし、画面に付属し
たカーソルキーやダイヤル等によって指示部を選択可能に構成し、所望の指示部を選択し
て指示操作を行う構成としてもよく、種々の構成を採用可能である。



(4) JP 4997988 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

【００１３】
　さらに、上述の画面においては画像を表示することができればよく、少なくともソフト
ウェアスイッチとしての表示内容に相当する画像を表示することができればよいが、むろ
ん、ナビゲーションシステムやインストルメントパネル等の画像表示手段を流用しても良
いし、ＨＵＤ等を利用しても良い。
【００１４】
　さらに、スイッチ特定情報提示手段においては、ある付属機能を利用するためにハード
ウェアスイッチとソフトウェアスイッチとのいずれか一方が操作されたときに、その付属
機能を操作するための他方のスイッチを特定するための情報を提示することができればよ
い。ここで、スイッチを特定するための情報としては、スイッチの存在を操作者に認識さ
せるためのあらゆる情報がこれに相当し、画像，音声等によってスイッチの位置を示す情
報を提示する構成やスイッチを示す情報を画面上で表示する構成、スイッチを示す表示を
強調する構成等を採用可能である。
【００１５】
　例えば、ハードウェアスイッチを特定するための情報を提示する構成としては、ハード
ウェアスイッチを構成する操作部に発光部を組み付け、当該発光部を発光させることによ
ってハードウェアスイッチ自体からその位置を示す光を出力するように構成してもよいし
、ハードウェアスイッチの周囲に設けた発光部によって当該ハードウェアスイッチを照ら
す構成を採用してもよく、種々の構成を採用可能である。
【００１６】
　また、ソフトウェアスイッチを特定するための情報を提示する構成としては、画面上に
複数のソフトウェアスイッチが表示されている状況において、利用指示のなされた付属機
能に対応したソフトウェアスイッチを強調表示して当該ソフトウェアスイッチを特定させ
る構成や、画面上に表示されていなかったソフトウェアスイッチを表示してソフトウェア
スイッチを特定させる構成等を採用可能である。むろん、ソフトウェアスイッチの表示に
おいては、ハードウェアスイッチに対応したソフトウェアスイッチを明示することができ
ればよく、前記付属機能を示す情報と当該付属機能の利用指示を行う指示部とのいずれか
または双方を画面に表示すればよい。
【００１７】
　さらに、本発明のようにハードウェアスイッチとソフトウェアスイッチとのいずれか一
方が操作されたときに、他方のスイッチを特定するための情報を提示する手法は、プログ
ラムや方法としても適用可能である。また、以上のようなスイッチ制御装置、プログラム
、方法は、単独のスイッチ制御装置として実現される場合もあれば、車両に備えられる各
部と共有の部品を利用して実現される場合もあり、各種の態様を含むものである。例えば
、以上のようなスイッチ制御装置を備えたナビゲーション装置や方法、プログラムを提供
することが可能である。また、一部がソフトウェアであり一部がハードウェアであったり
するなど、適宜、変更可能である。さらに、スイッチ制御装置を制御するプログラムの記
録媒体としても発明は成立する。むろん、そのソフトウェアの記録媒体は、磁気記録媒体
であってもよいし光磁気記録媒体であってもよいし、今後開発されるいかなる記録媒体に
おいても全く同様に考えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
  ここでは、下記の順序に従って本発明の実施の形態について説明する。
（１）スイッチ制御装置の構成：
（２）スイッチ制御処理：
（３）他の実施形態：
【００１９】
　（１）スイッチ制御装置の構成：
  図１は、車両に搭載されたスイッチ制御装置１０の構成を示すブロック図である。本実
施形態におけるスイッチ制御装置１０は、車両に設けられたハードウェアスイッチ２０ａ
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，２０ｂ～２０ｍ，２０ｎとアクチュエータ２３ａ，２３ｂ～２３ｍ，２３ｎとナビゲー
ション装置３０と表示部４０とが協働することによって実現される。
【００２０】
　ハードウェアスイッチ２０ａ，２０ｂ～２０ｍ，２０ｎは、車両における各種の可動部
を動作させる機能（請求項における付属機能に相当する）を実現するために、アクチュエ
ータ２３ａ，２３ｂ～２３ｍ，２３ｎと組で構成されたスイッチである。表示部４０は、
車両に設けられたディスプレイに任意の画像を表示するユニットであり、本実施形態にお
いては画面に対する指の接触によって指示操作を受け付けるタッチパネルを備えている。
【００２１】
　ナビゲーション装置３０は、図示しないＧＰＳ受信部における受信信号や図示しない記
憶媒体に記憶された地図情報等を利用して車両を案内するナビゲーション処理を実行する
システムであり、この機能の一部としてソフトウェアスイッチを実現し、また、スイッチ
の制御を実施するように構成されている。すなわち、ナビゲーション装置３０は図示しな
いＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭ等によって所定のプログラムを実行するＥＣＵ３１を備えてお
り、当該ＥＣＵ３１によって上述のソフトウェアスイッチやスイッチの制御機能を含むナ
ビゲーションプログラム３２を実施する。
【００２２】
　また、ＥＣＵ３１はハードウェアスイッチ２０ａ，２０ｂ～２０ｍ，２０ｎとアクチュ
エータ２３ａ，２３ｂ～２３ｍ，２３ｎと表示部４０とに接続されており、当該ＥＣＵ３
１はハードウェアスイッチ２０ａ，２０ｂ～２０ｍ，２０ｎ、アクチュエータ２３ａ，２
３ｂ～２３ｍ，２３ｎおよび表示部４０と信号の授受を行って各部の制御を行い、また、
各部から情報を取得する。
【００２３】
　より具体的には、車両に複数の可動部Ａ，Ｂ～Ｍ，Ｎが設けられており、各可動部に対
応するハードウェアスイッチ２０ａ，２０ｂ～２０ｍ，２０ｎとアクチュエータ２３ａ，
２３ｂ～２３ｍ，２３ｎが設けられている。また、各ハードウェアスイッチには操作部２
１ａ，２１ｂ～２１ｍ，２１ｎが設けられている。さらに、ハードウェアスイッチとソフ
トウェアスイッチとの双方によって利用可能な可動部（図１に示す例では可動部Ａ，Ｂ～
Ｍ）においては、そのハードウェアスイッチに発光部が設けられている。すなわち、図１
に示す例においては、ハードウェアスイッチ２０ａ，２０ｂ～２０ｍに発光部２２ａ，２
２ｂ～２２ｍが設けられている。
【００２４】
　操作部２１ａ，２１ｂ～２１ｍ，２１ｎは、指などによって物理的な動作を与えること
が可能なボタン，レバー，つまみ，ダイヤル等の機構であり、この機構に対する押込操作
，揺動操作，回転操作，移動操作等によって各種の可動部を動作させるための指示を行う
。すなわち、操作部２１ａ，２１ｂ～２１ｍ，２１ｎが操作されるとその操作に応じた信
号が出力され、ＥＣＵ３１はこの信号によってその操作内容を取得する。
【００２５】
　発光部２２ａ，２２ｂ～２２ｍは各操作部２１ａ，２１ｂ～２１ｍに組み込まれており
、ＥＣＵ３１が出力する信号に応じて発光する。また、各発光部２２ａ，２２ｂ～２２ｍ
は、その出力光が各操作部２１ａ，２１ｂ～２１ｍの外部に出力されるように構成されて
いる。従って、発光部２２ａ，２２ｂ～２２ｍが発光しているときには対応する操作部２
１ａ，２１ｂ～２１ｍから光が出力され、運転者は各操作部２１ａ，２１ｂ～２１ｍの位
置を極めて容易に特定することができる。
【００２６】
　アクチュエータ２３ａ，２３ｂ～２３ｍ，２３ｎは、電気的な信号に応じて物理的な運
動を行う機構であり、ＥＣＵ３１が出力する信号に応じて車両に搭載された可動部を動作
させる。例えば、車両に搭載されたシートは、リクライニング，座面の前後移動，上下移
動，角度調整等を実施する機能を備えており、シートの各部が可動である。そこで、これ
らの各部にアクチュエータ２３ａ，２３ｂ～２３ｍ，２３ｎを組み込み、ＥＣＵ３１の制
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御下でアクチュエータを駆動することによって前記各部を動作させるように構成する。
【００２７】
　なお、本実施形態においては、アクチュエータによって上述のシートの他、ステアリン
グの前後移動，上下移動およびドアミラーの角度調整を実施可能に構成されている。また
、本実施形態において、発光部を備えていないハードウェアスイッチ２０ｎは、ソフトウ
ェアスイッチによる利用を想定していない可動部を動作させるためのスイッチ（例えば、
トランクを開けるためのスイッチ）である。
【００２８】
　図２は、ハードウェアスイッチの一例を示す図であり、同図２においては車両に搭載さ
れた運転席のシート５０を斜視図で示している。シート５０は、座面５０ａを構成する部
位の側面に複数の操作部２１ａ，２１ｂ，２１ｃを備えており、各操作部２１ａ，２１ｂ
，２１ｃによって座面５０ａの前後移動，リクライニング，上下移動および角度調整を実
施可能である。なお、図２においては、操作部２１ａを拡大して示している。
【００２９】
　当該操作部２１ａは、座面５０ａを構成する部位の側面に略矩形の部位が突出した構成
であり、操作部２１ａの前側を押込操作することによって座面５０ａを前側に移動させる
指示を行い、操作部２１ａの後側を押込操作することによって座面５０ａを後側に移動さ
せる指示を行う構成となっている。例えば、操作部２１ａの前側を押込操作することによ
って当該押込操作がなされたことを示す信号がＥＣＵ３１に出力され、ＥＣＵ３１はこの
信号に応じて座面５０ａを前側に移動させるための信号を出力し、アクチュエータ２３ａ
がこの信号に応じて駆動して座面５０ａを前側に移動させる。
【００３０】
　また、操作部２１ａの内部には発光部２２ａが組み込まれており、ＥＣＵ３１がスイッ
チ特定情報提示部３２ｂの指示に基づいて当該発光部２２ａを発光させるための信号を出
力すると、発光部２２ａが発光し、操作部２１ａを特定するための情報（光出力）を運転
者に提示する。なお、本実施形態において、前記可動部Ａ，Ｂ～Ｍにはシート５０以外に
もステアリングやドアミラーが含まれ、ハードウェアスイッチによる動作指示によってア
クチュエータを駆動し、各部を動作させるように構成されている。
【００３１】
　一方、本実施形態において、ソフトウェアスイッチは、ナビゲーションプログラム３２
が備えるソフトウェアスイッチ制御部３２ａとＥＣＵ３１と表示部４０とによって実現さ
れる。ＥＣＵ３１は、ソフトウェアスイッチ制御部３２ａを実行し、当該ソフトウェアス
イッチ制御部３２ａの処理に基づいて可動部Ａ，Ｂ～Ｍの動作を示す情報とその動作を行
わせる指示を行う指示部とを表示させるための信号を表示部４０に出力する。
【００３２】
　表示部４０は、この信号に基づいて可動部Ａ，Ｂ～Ｍの動作を示す情報と指示部とを表
示する。本実施形態において、表示部４０は指示操作受付部４０ａを備えており、画面上
への指等の接触を検出することができる。すなわち、指示操作受付部４０ａは、画面上で
指等が接触された部位を検出し、その位置を示す信号を出力するように構成されており、
ＥＣＵ３１はこの信号に基づいて表示部４０の画面に対するタッチ操作を取得する。従っ
て、ＥＣＵ３１は、上述の指示部に対するタッチ操作を取得することによって可動部Ａ，
Ｂ～Ｍに対する動作指示を取得することができる。
【００３３】
　ＥＣＵ３１が、当該可動部Ａ，Ｂ～Ｍに対する動作指示を受け付けると、ソフトウェア
スイッチ制御部３２ａは、当該動作指示がなされた可動部Ａ，Ｂ～Ｍを特定し、対応する
アクチュエータ２３ａ，２３ｂ～２３ｍを駆動するための信号を出力する。以上の構成に
より、表示部４０にて指示された可動部が駆動することになり、表示部４０における表示
に応じてアクチュエータを駆動させるソフトウェアスイッチが実現されている。
【００３４】
　図３は、ソフトウェアスイッチを実現する際に表示部４０に表示される画面の一例を示
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す図である。同図３に示す画面４１においては、車両の可動部Ａ，Ｂ～Ｍのうち、ステア
リングとシートとドアミラーとを動作させるためのソフトウェアスイッチが表示されてい
る。すなわち、画面４１には、ステアリング，シート，ドアミラーを示す画像とともにそ
の動作を示す矢印の画像を表示し、この表示によって可動部の機能を示している。また、
可動部の動作に対応した指示部を三角形の画像で表示し、その利用指示を行うように構成
している。従って、運転者が画面４１に表示された三角形に触れると、ステアリング，シ
ート，ドアミラーにおいて当該三角形に対応したアクチュエータが駆動され、指示された
動作がなされる。
【００３５】
　本実施形態においては、上述のようにハードウェアスイッチの操作部がシート５０の座
面５０ａを構成する部位の側面に取り付けられており、車両を運転する総ての運転者（特
に始めてこの車両を運転する運転者）が即座に適切なハードウェアスイッチの位置を認識
できるとは限らない。また、本実施形態における車両は可動部が複数個設けられており、
ハードウェアスイッチも複数個設けられているため、運転者が各スイッチの機能を的確に
把握することは困難である。そこで、本実施形態においては、ナビゲーションプログラム
３２にスイッチ特定情報提示部３２ｂが設けられており、以下の処理によってハードウェ
アスイッチの位置や機能を明示する。
【００３６】
　（２）スイッチ制御処理：
  ナビゲーションプログラム３２を実行している状態において、ＥＣＵ３１は運転者の指
示等によって適宜ソフトウェアスイッチ制御部３２ａを実行してソフトウェアスイッチに
よる可動部の動作を行うことができる。また、ＥＣＵ３１やアクチュエータ等に電力を供
給可能な任意の状態においてハードウェアスイッチ２０ａ，２０ｂ～２０ｍ，２０ｎによ
る可動部の動作を行うことができる。
【００３７】
　一方、ＥＣＵ３１のスイッチ特定情報提示部３２ｂは図４に示す処理を行っており、ス
イッチの操作を受け付けたか否かを判別している（ステップＳ１００）。すなわち、ＥＣ
Ｕ３１は、ソフトウェアスイッチに基づくスイッチの操作（表示部４０が出力する信号）
またはハードウェアスイッチの操作部に対する操作（操作部に対する操作によって出力さ
れる信号）を受け付けたか否かを判別している。
【００３８】
　当該ステップＳ１００にてスイッチの操作を受け付けたと判別したときには、受け付け
たスイッチに対応した可動部を動作させるためのハードウェアスイッチとソフトウェアス
イッチとの双方が存在するか否かを判別する（ステップＳ１０５）。当該ステップＳ１０
５にてハードウェアスイッチとソフトウェアスイッチとの双方が存在すると判別されたと
きには、操作されたスイッチがソフトウェアスイッチであるか否かを判別する（ステップ
Ｓ１１０）。
【００３９】
　当該ステップＳ１１０にてソフトウェアスイッチが操作されたと判別されたときには、
このソフトウェアスイッチに対応するハードウェアスイッチの発光部を点灯させる（ステ
ップＳ１１５）。すなわち、ＥＣＵ３１が表示部４０からの信号を受信することによって
動作すべき可動部が判明するので、ＥＣＵ３１はその可動部に対応した発光部を点灯させ
るための信号を出力する。
【００４０】
　ステップＳ１１０にてハードウェアスイッチが操作されたと判別されたときには、この
ハードウェアスイッチに対応するソフトウェアスイッチを特定するための情報を表示部４
０の画面上で提示する（ステップＳ１２０）。すなわち、ＥＣＵ３１がハードウェアスイ
ッチの操作部からの信号を受信することによって動作すべき可動部が判明するので、ＥＣ
Ｕ３１はその可動部に対応したソフトウェアスイッチを特定するための情報を表示するた
めの信号を表示部４０に出力する。



(8) JP 4997988 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

【００４１】
　なお、ここでは、操作されたハードウェアスイッチに対応したソフトウェアスイッチを
特定するための情報を提示することができればよく、表示部４０において図３に示すよう
なソフトウェアスイッチが表示されていない状態においては、少なくとも操作されたハー
ドウェアスイッチに対応したソフトウェアスイッチを画面上に表示する。表示部４０にお
いて図３に示すようなソフトウェアスイッチが表示されている状態であれば、操作された
ハードウェアスイッチに対応したソフトウェアスイッチを強調表示する。例えば、図３に
示すようなソフトウェアスイッチが表示されている状態で、操作部２１ａにて座面を後方
に移動させる押込操作がなされたとき、その押込操作に対応した三角形の指示部にハッチ
ングを付すなどして表示部４０の画面上で強調表示する。むろん、表示部４０において図
３に示すようなソフトウェアスイッチが表示されていない状態において、図３に示すよう
に複数のソフトウェアスイッチを表示するとともに、操作されたハードウェアスイッチに
対応したソフトウェアスイッチを強調表示する構成を採用しても良い。
【００４２】
　一方、ステップＳ１０５にてハードウェアスイッチとソフトウェアスイッチとの双方が
存在すると判別されないときには、ステップＳ１１０～Ｓ１２０をスキップする。すなわ
ち、本実施形態においては、図１に示す可動部Ｎのようにハードウェアスイッチとソフト
ウェアスイッチとの一方のみしか設けられていないスイッチが存在し、このようなスイッ
チにおいてはハードウェアスイッチの位置や機能を明示することができない。そこで、ス
テップＳ１１０～Ｓ１２０をスキップし、一方のスイッチ（操作されたスイッチ）に対応
した可動部を動作させるための他方のスイッチを特定する情報を提示するための処理を行
わない。
【００４３】
　以上の処理を行うと、ＥＣＵ３１はステップＳ１００において操作を受け付けたスイッ
チに対応するアクチュエータを認識し（ステップＳ１２５）、このアクチュエータを駆動
させる（ステップＳ１３０）。すなわち、ＥＣＵ３１はスイッチによる操作対象のアクチ
ュエータを駆動するための信号を出力し、アクチュエータがこの信号に応じて動作するこ
とによって操作対象となっている可動部を動作させる。
【００４４】
　以上のように、ソフトウェアスイッチが操作されたとき、例えば、図３に示すハッチン
グを付した指示部にてシートの座面を後方に移動させる指示がなされたとき、ステップＳ
１２５，Ｓ１３０にてシートの座面を後方に移動させるが、このとき、対応するハードウ
ェアスイッチの操作部２１ａにて発光部２２ａが点灯している。ソフトウェアスイッチを
操作する際に、運転者は表示部４０の表示を視認しながら操作を行うので、操作対象が座
面であり、その指示が後方への移動であることを明確に把握している。
【００４５】
　本実施形態においては、この状態において操作部２１ａを発光部２２ａにて示すので、
当該操作部２１ａが座面を後方に移動させるためのスイッチであることを極めて容易に認
識することができる。従って、この操作を少なくとも一回、好ましくは数回繰り返すとそ
の運転者は座面を後方に移動させるためのハードウェアスイッチの位置を覚えることがで
き、一旦、その位置を記憶すれば、車両のエンジン停止中やエンジン始動前等においてソ
フトウェアスイッチを駆動していない状態であってもハードウェアスイッチによって容易
に付属機能を利用することが可能である。
【００４６】
　また、ハードウェアスイッチが操作されたとき、例えば、表示部４０において図３に示
すソフトウェアスイッチが表示されている状態において、図２に示す操作部２１ａにて座
面を後方に移動させる押込操作がなされたとき、座面を後方に移動させるためのソフトウ
ェアスイッチにおいて、図３に示すように三角形の指示部にハッチングを付すなどして表
示部４０の画面上で強調表示する。従って、運転者が操作部２１ａによる操作対象を明確
に把握することなく操作部２１ａを操作したとしても、その操作対象が座面であり、その
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指示が後方への移動であることを容易に把握することができる。
【００４７】
　（３）他の実施形態：
  以上の実施形態は本発明を実施するための一例であり、ハードウェアスイッチとソフト
ウェアスイッチとのいずれか一方が操作されたときに、他方のスイッチを特定するための
情報を提示することができる限りにおいて、他にも種々の実施形態を採用可能である。例
えば、上述のスイッチ制御装置においては、複数のスイッチの制御をＥＣＵ３１が行って
いたが、複数のスイッチの制御を複数のＥＣＵで行うように構成してもよい。
【００４８】
　図５は、複数のスイッチのそれぞれに対応したＥＣＵが設けられている車両のスイッチ
制御装置を示すブロック図である。同図５において、図１と同じ符号を付して示した要素
は上述の要素と同様の構成となっている。本実施形態において、各ハードウェアスイッチ
２０ａ，２０ｂ～２０ｍの操作部２１ａ，２１ｂ～２１ｍ，発光部２２ａ，２２ｂ～２２
ｍとアクチュエータ２３ａ，２３ｂ～２３ｍとのそれぞれはＥＣＵ３１０ａ，３１０ｂ～
３１０ｍのそれぞれに対して接続されている。
【００４９】
　すなわち、各ＥＣＵ３１０ａ，３１０ｂ～３１０ｍは、操作部の操作に基づいてアクチ
ュエータを駆動可能であり、表示部４００から出力される信号に応じて発光部を点灯させ
ることが可能である。また、操作部が操作されたときにその操作部を示す信号を表示部に
対して出力することが可能である。
【００５０】
　さらに、ＥＣＵ３１０ａ，３１０ｂ～３１０ｍは表示部４００に接続されている。表示
部４００においては、図示しないＥＣＵによって各種のプログラムを実行可能であり、各
種の画像を表示することができる。本実施形態においては、当該図示しないＥＣＵにおい
てソフトウェアスイッチ制御部３２０ａを実行してソフトウェアスイッチを実現すること
が可能である。すなわち、上述の図３と同様のインタフェースによって可動部に対する操
作指示を受け付け、対応するアクチュエータに接続されたＥＣＵに対してその動作指示を
示す信号を出力する。なお、ハードウェアスイッチ２０ｎは、ソフトウェアスイッチによ
る利用を想定していない可動部を動作させるためのスイッチであり、ＥＣＵ３１０ｎに制
御されるが、ＥＣＵ３１０ｎは表示部４００に接続されていない。
【００５１】
　ＥＣＵ３１０ａ，３１０ｂ～３１０ｍはハードウェアスイッチの位置や機能を明示する
ためにスイッチ特定情報提示部３２０ａ，３２０ｂ～３２０ｍよる処理を実行可能である
。図６，図７は、当該スイッチ特定情報提示部３２０ａ，３２０ｂ～３２０ｍによる処理
を示すフローチャートである。
【００５２】
　スイッチ特定情報提示部３２０ａ，３２０ｂ～３２０ｍにおいては、ハードウェアスイ
ッチとソフトウェアスイッチとの操作指示を受け付けており、ハードウェアスイッチによ
る操作を受け付けたとき（ステップＳ２００）には、対応するアクチュエータを駆動し（
ステップＳ２０５）、対応するソフトウェアスイッチが存在するか否かを判別する（ステ
ップＳ２１０）。そして、ステップＳ２１０にて対応するソフトウェアスイッチが存在す
ると判別されたときには、そのソフトウェアスイッチを特定するための情報を表示部４０
０の画面上で提示する（ステップＳ２１５）。従って、操作したハードウェアスイッチに
対応した操作対象とその動作を容易に把握することができる。
【００５３】
　一方、ソフトウェアスイッチによる操作を受け付けたとき（ステップＳ３００）には、
対応するアクチュエータを駆動し（ステップＳ３０５）、対応するハードウェアスイッチ
が存在するか否かを判別する（ステップＳ３１０）。そして、ステップＳ３１０にて対応
するハードウェアスイッチが存在すると判別されたときには、そのハードウェアスイッチ
に対応した発光部を点灯させる（ステップＳ３１５）。従って、運転者は、ハードウェア
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スイッチの位置を容易に認識し、覚えることができる。
【００５４】
　さらに、上述の実施形態においては、スイッチによる操作対象がステアリング，シート
，ミラー等の可動部であったが、操作対象は可動部に限定されず車両内の付属機能を利用
する利用指示を行うスイッチの総てに対して本発明を適用することができる。例えば、ヘ
ッドレスト等の位置調整機能や角度調整機能，シートヒータ機能，ドライビングポジショ
ンの記憶機能，エアコン機能，オーディオ機能，駐車アシスト実行指示機能，ナビゲーシ
ョンシステムによる案内実行指示機能を利用するスイッチに対して本発明を適用すること
ができる。
【００５５】
　さらに、上述の例においては運転席のシートに設けられたスイッチについて説明したが
、むろん、シートは運転席に限られず、助手席や後部座席の可動部を動作させるスイッチ
について本発明を適用しても良い。
【００５６】
　さらに、図３に示すソフトウェアスイッチの態様は一例であり、図３に示すようにスイ
ッチによって利用する付属機能を示すアイコンを表示する構成としても良いし、付属機能
を示す文字を表示してもよく、各種の態様を採用可能である。また、指示部においても、
当該指示部に対する指示操作によって付属機能の利用指示を行うことができればよく、図
３に示すように三角形等のアイコンによって指示部を構成する例の他、付属機能の利用状
態（例えば、シートポジション調整時のシート移動方向）を示す文字等によって指示部を
構成してもよい。
【００５７】
　むろん、ソフトウェアスイッチを特定するための情報を提示する際には、スイッチによ
る操作対象を明示することができればよいので、上述のように三角形の指示部を強調表示
する構成の他、付属機能を示す情報、すなわち、シートのアイコンやシートに重ねられた
矢印も合わせて強調表示する構成を採用しても良いし、付属機能を示す情報を強調表示す
る構成を採用しても良い。
【００５８】
　画面にソフトウェアスイッチが表示されていない状態でハードウェアスイッチが操作さ
れたとき、そのハードウェアスイッチに対応したソフトウェアスイッチを画面に表示する
構成においても各種の表示態様を採用可能である。すなわち、ソフトウェアスイッチを画
面に表示する際に、操作されたハードウェアスイッチに対応した付属機能を示す情報を表
示する構成としても良いし、当該付属機能の利用指示を行う指示部によって付属機能を特
定できる場合には当該指示部を画面に表示する構成としても良い。むろん、双方を表示す
る構成としても良い。
【００５９】
　さらに、ソフトウェアスイッチにおける指示操作の入力は、指示操作受付部４０ａの制
御に基づくタッチパネルに対するタッチ操作によって行う構成に限定されず、画面に付属
したカーソルキーやダイヤル等によって指示部を選択可能に構成し、所望の指示部を選択
した状態で指示操作を行う構成としてもよく、種々の構成を採用可能である。
【００６０】
　さらに、表示部４０の画面においては、少なくともソフトウェアスイッチとしての表示
内容に相当する画像を表示することができればよく、インストルメントパネル等の画像表
示手段を流用しても良いし、ＨＵＤ等を利用しても良い。
【００６１】
　さらに、上述の実施形態においてはハードウェアスイッチを特定するための情報を、操
作部に組み込まれた発光部からの出力光によって提示しているが、他にも、スイッチの存
在を操作者に認識させるためのあらゆる情報によってハードウェアスイッチを特定するた
めの情報を構成することができる。例えば、画像，音声等によってスイッチの位置を示す
情報であっても良いし、ハードウェアスイッチの周囲に設けた発光部によってハードウェ
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アスイッチを照らす構成を採用してもよく、種々の構成を採用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】車両に搭載されたスイッチ制御装置の構成を示すブロック図である。
【図２】ハードウェアスイッチの一例を示す図である。
【図３】ソフトウェアスイッチの一例を示す図である。
【図４】スイッチ制御処理を示すフローチャートである。
【図５】スイッチ制御装置を示すブロック図である。
【図６】スイッチ制御処理を示すフローチャートである。
【図７】スイッチ制御処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６３】
  １０…スイッチ制御装置、２０ａ，２０ｂ～２０ｍ，２０ｎ…ハードウェアスイッチ、
２１ａ，２１ｂ～２１ｍ，２１ｎ…操作部、２２ａ，２２ｂ～２２ｍ…発光部、２３ａ，
２３ｂ～２３ｍ，２３ｎ…アクチュエータ、３０…ナビゲーション装置、３１…ＥＣＵ、
３２…ナビゲーションプログラム、３２ａ…ソフトウェアスイッチ制御部、３２ｂ…スイ
ッチ特定情報提示部、４０…表示部、４０ａ…指示操作受付部、４１…画面、５０…シー
ト、５０ａ…座面

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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