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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
表示面の第１の視野方向に第１のコンテンツ画像を表示し、前記第１の視野方向とは異な
る第２の視野方向に第２のコンテンツ画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段の表示面へのタッチ操作を受け付ける入力手段と、
　前記入力手段に対して、前記第１の視野方向からのタッチ操作がされるか否かを検出す
る検出手段と、
　前記検出手段により前記第１の視野方向からのタッチ操作が検出されたとき、前記第２
の視野方向に対して前記第１の視野方向からのタッチ操作がされることを示す操作情報を
報知する報知手段と、
　前記第１のコンテンツ画像と前記第２のコンテンツ画像を比較する比較手段とを含み、
　前記報知手段は、前記比較手段により第１のコンテンツ画像が第２のコンテンツ画像と
異なる比較結果が得られたとき、前記操作情報を報知する、
を有する電子装置。
【請求項２】
表示面の第１の視野方向に第１のコンテンツ画像を表示し、前記第１の視野方向とは異な
る第２の視野方向に第２のコンテンツ画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段の表示面へのタッチ操作を受け付ける入力手段と、
　前記入力手段に対して、前記第１の視野方向からのタッチ操作がされるか前記第２の視
野方向からのタッチ操作がされるかを検出する検出手段と、
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　前記検出手段により前記第１の視野方向からのタッチ操作が検出されたとき、前記第２
の視野方向に対して前記第１の視野方向からのタッチ操作がされることを示す操作情報を
報知し、前記検出手段により前記第２の視野方向からのタッチ操作が検出されたとき、前
記第１の視野方向に対して前記第２の視野方向からのタッチ操作がされることを示す操作
情報を報知する報知手段と、
　前記第１のコンテンツ画像と前記第２のコンテンツ画像を比較する比較手段とを含み、
　前記報知手段は、前記比較手段により第１のコンテンツ画像が第２のコンテンツ画像と
異なる比較結果が得られたとき、前記操作情報を報知する、
を有する電子装置。
【請求項３】
前記報知手段は、前記操作情報を表すメッセージを少なくとも画像出力または音声出力の
いずれか一方により報知する、
請求項１または請求項２のいずれかに記載の電子装置。
【請求項４】
前記第１および第２のコンテンツ画像には、それぞれのコンテンツ画像に対する操作コマ
ンドを割り当てた操作キーが少なくとも１以上配置されており、
　前記検出手段は、さらに、前記タッチ操作がされる前記表示面の位置を検出し、
　前記報知手段は、前記検出手段により検出された位置に、前記第１のコンテンツ画像お
よび前記第２のコンテンツ画像の両方に前記操作キーが配置されているとき、前記操作情
報の報知を行う、
請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の電子装置。
【請求項５】
前記報知手段は、前記第１のコンテンツ画像の前記タッチ操作の位置にある操作キーに割
り当てられた操作コマンドと、前記第２のコンテンツ画像の前記タッチ操作の位置にある
操作キーに割り当てられた操作コマンドと、が異なるとき前記操作情報の報知を行う、
請求項４に記載の電子装置。
【請求項６】
前記報知手段は、前記操作キーの表示形態を変形させる、あるいは、非表示にすることで
前記操作情報の報知を行う、
請求項４または請求項５のいずれかに記載の電子装置。
【請求項７】
前記電子装置は、車両に搭載され、運転席と助手席の中間部分に設置されており、
　前記第１の視野方向は助手席側からの視野方向であり、前記第２の視野方向は運転席側
からの視野方向である、
請求項１ないし請求項６のいずれか一項に記載の電子装置。
【請求項８】
前記検出手段は、赤外光、超音波および電磁波による近接センサ、前記表示手段の表示面
前方を撮像する撮像手段、または、静電容量式タッチパネルからなる前記入力手段のうち
少なくともいずれか１からの出力信号に基づき、前記タッチ操作の方向および／または位
置を検出する、
請求項１ないし請求項７のいずれか一項に記載の電子装置。
【請求項９】
前記電子装置は、前記コンテンツとして、ナビゲーションコンテンツ、オーディオコンテ
ンツ、ビデオコンテンツ、テレビコンテンツ、ラジオコンテンツのうち少なくとも２種類
以上の機能を制御する、
請求項１ないし請求項８のいずれか一項に記載の電子装置。
【請求項１０】
表示面の第１の視野方向に第１のコンテンツ画像を表示し、前記第１の視野方向とは異な
る第２の視野方向に第２のコンテンツ画像を表示するステップと、
　前記表示面へのタッチ操作を受け付けるステップと、
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　前記表示面に対して、前記第１の視野方向からのタッチ操作がされるか否かを検出する
ステップと、
　前記検出するステップにより前記第１の視野方向からのタッチ操作が検出されたとき、
前記第２の視野方向に対して前記第１の視野方向からのタッチ操作がされることを示す操
作情報を報知するステップと、
　前記第１のコンテンツ画像と前記第２のコンテンツ画像を比較するステップとを含み、
　前記報知するステップは、前記比較するステップにより第１のコンテンツ画像が第２の
コンテンツ画像と異なる比較結果が得られたとき、前記操作情報を報知する、
を有する電子装置の報知方法。
【請求項１１】
表示面の第１の視野方向に第１のコンテンツ画像を表示し、前記第１の視野方向とは異な
る第２の視野方向に第２のコンテンツ画像を表示するステップと、
　前記表示面へのタッチ操作を受け付けるステップと、
　前記表示面に対して、前記第１の視野方向からのタッチ操作がされるか前記第２の視野
方向からのタッチ操作がされるかを検出するステップと、
　前記検出するステップにより前記第１の視野方向からのタッチ操作が検出されたとき、
前記第２の視野方向に対して前記第１の視野方向からのタッチ操作がされることを示す操
作情報を報知し、前記検出するステップにより前記第２の視野方向からのタッチ操作が検
出されたとき、前記第１の視野方向に対して前記第２の視野方向からのタッチ操作がされ
ることを示す操作情報を報知するステップと、
　前記第１のコンテンツ画像と前記第２のコンテンツ画像を比較するステップとを含み、
　前記報知するステップは、前記比較するステップにより第１のコンテンツ画像が第２の
コンテンツ画像と異なる比較結果が得られたとき、前記操作情報を報知する、
を有する電子装置の報知方法。
【請求項１２】
表示手段、入力手段、検出手段を含む電子装置が実行する報知プログラムであって、
　前記表示手段に表示面の第１の視野方向に第１のコンテンツ画像を表示させ、前記第１
の視野方向とは異なる第２の視野方向に第２のコンテンツ画像を表示させるステップと、
　前記入力手段に前記表示面へのタッチ操作を受け付けさせるステップと、
　前記検出手段に前記表示面に対して、前記第１の視野方向からのタッチ操作がされるか
否かを検出させるステップと、
　前記検出するステップにより前記第１の視野方向からのタッチ操作が検出されたとき、
前記第２の視野方向に対して前記第１の視野方向からのタッチ操作がされることを示す操
作情報を前記表示手段に報知するステップと、
　前記第１のコンテンツ画像と前記第２のコンテンツ画像を比較するステップとを含み、
　前記報知するステップは、前記比較するステップにより第１のコンテンツ画像が第２の
コンテンツ画像と異なる比較結果が得られたとき、前記操作情報を報知する、
電子装置の報知プログラム。
【請求項１３】
表示手段、入力手段、検出手段を含む電子装置が実行する報知プログラムであって、
　前記表示手段に表示面の第１の視野方向に第１のコンテンツ画像を表示させ、前記第１
の視野方向とは異なる第２の視野方向に第２のコンテンツ画像を表示させるステップと、
　前記入力手段に前記表示面へのタッチ操作を受け付けさせるステップと、
　前記検出手段に前記表示面に対して、前記第１の視野方向からのタッチ操作がされるか
前記第２の視野方向からのタッチ操作がされるかを検出させるステップと、
　前記検出するステップにより前記第１の視野方向からのタッチ操作が検出されたとき、
前記第２の視野方向に対して前記第１の視野方向からのタッチ操作がされることを示す操
作情報を前記表示手段に報知し、前記検出するステップにより前記第２の視野方向からの
タッチ操作が検出されたとき、前記第１の視野方向に対して前記第２の視野方向からのタ
ッチ操作がされることを示す操作情報を前記表示手段に報知するステップと、
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　前記第１のコンテンツ画像と前記第２のコンテンツ画像を比較するステップとを含み、
　前記報知するステップは、前記比較するステップにより第１のコンテンツ画像が第２の
コンテンツ画像と異なる比較結果が得られたとき、前記操作情報を報知する、
電子装置の報知プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示面に対して第１の方向と第１の方向とは異なる第２の方向とに異なる画
面を表示することが可能なデュアルビューディスプレイを備える電子装置に関し、特に、
そのタッチ操作に対する報知方法および報知プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、図７に示すように１つのディスプレイＤＰに対して第１の方向から見える画
面（Ａ画面）と第１方向とは異なる第２の方向から見える画面（Ｂ画面）とを異ならせて
表示させることができるデュアルビューディスプレイが存在する（Ａ画面とＢ画面の表示
内容は異なる）。例えば、これを自動車等のセンターコンソール部に搭載した車載ナビゲ
ーション装置に利用し、運転席側に座る人（運転者）に対してナビゲーション画面を表示
し、助手席側に座る人（助手席同乗者）に対してＤＶＤやテレビ放送などの映像を表示す
ることができる。
【０００３】
　また、近年の車載ナビゲーション装置では、ディスプレイの前面にタッチパネルを設け
ておき、画面上に表示された操作キーをタッチすることで、その操作キーに割り当てられ
た操作コマンドを実行することが可能となっている。
　例えば、特許文献１および特許文献２に、運転席側からの操作か助手席側からの操作か
を判断し、運転席側からの操作であれば運転席側に表示されている画面（機能）の操作に
対する制御を実行し、助手席側からの操作であれば助手席側に表示されている画面（機能
）の操作に対する制御を実行する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１５１３６４号公報
【特許文献２】特開２００８－１１４７７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述するタッチパネル付デュアルビューディスプレイは、運転席側と助手席側とで異な
る画面が表示されるため、例えば、助手席同乗者が所望の操作をしようとその表示面に手
を伸ばすと、運転者からは、助手席同乗者がどのような機能の画面を見ていて、何の操作
をしようとしているかが分からないことになる。特に、運転者が見ている画面と助手席同
乗者が見ている画面とで、操作しようとしている位置に表示されている操作キーが異なる
場合、運転者は、助手席同乗者が間違った操作をしているものと勘違いしてしまう可能性
や、なぜそのような操作をするのか気になってしまうことがある。これにより、運転者に
不安感を与え、運転に支障をきたしてしまう。
【０００６】
　このようなことは、車載用に限らず、デュアルビューディスプレイを搭載した各種電子
装置および電子システムでも同様に発生し、操作した方向とは異なる方向の画面を見てい
るユーザにとっては、何の操作をしようとしているかが分からず、不安感を与えてしまう
。
　上述する特許文献１および特許文献２はこのような課題を解決するための構成を何ら示
すものではない。
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【０００７】
　そこで、本発明は、上記課題に鑑みて創作されたものであり、その目的は、異なる方向
に対して複数の画面を表示可能なディスプレイを備えた電子装置において、操作をしよう
とするユーザとは別のユーザに対する不安感を低減させることができる電子装置、報知方
法および報知プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の電子装置は、表示面の第１の視野方向に第１のコンテンツ画像を表示し、前記
第１の視野方向とは異なる第２の視野方向に第２のコンテンツ画像を表示する表示手段と
、前記表示手段の表示面へのタッチ操作を受け付ける入力手段と、前記入力手段に対して
、前記第１の視野方向からのタッチ操作がされるか否かを検出する検出手段と、前記検出
手段により前記第１の視野方向からのタッチ操作が検出されたとき、前記第２の視野方向
に対して前記第１の視野方向からのタッチ操作がされることを示す操作情報を報知する報
知手段と、を有する。
【０００９】
　あるいは、本発明の電子装置は、表示面の第１の視野方向に第１のコンテンツ画像を表
示し、前記第１の視野方向とは異なる第２の視野方向に第２のコンテンツ画像を表示する
表示手段と、前記表示手段の表示面へのタッチ操作を受け付ける入力手段と、前記入力手
段に対して、前記第１の視野方向からのタッチ操作がされるか前記第２の視野方向からの
タッチ操作がされるかを検出する検出手段と、前記検出手段により前記第１の視野方向か
らのタッチ操作が検出されたとき、前記第２の視野方向に対して前記第１の視野方向から
のタッチ操作がされることを示す操作情報を報知し、前記検出手段により前記第２の視野
方向からのタッチ操作が検出されたとき、前記第１の視野方向に対して前記第２の視野方
向からのタッチ操作がされることを示す操作情報を報知する報知手段と、を有する。
【００１０】
　さらに、前記電子装置は、前記第１のコンテンツ画像と前記第２のコンテンツ画像を比
較する比較手段を含み、前記報知手段は、前記比較手段により第１のコンテンツ画像が第
２のコンテンツ画像と異なる比較結果が得られたとき、前記操作情報を報知する。
　そして、前記報知手段は、前記操作情報を表すメッセージを少なくとも画像出力または
音声出力のいずれか一方により報知する。
【００１１】
　好ましくは、前記コンテンツ画像には、当該コンテンツに対する操作コマンドを割り当
てた操作キーが少なくとも１以上配置されており、前記検出手段は、さらに、前記タッチ
操作がされる前記表示面の位置を検出し、前記報知手段は、前記検出手段により検出され
た位置に、前記第１のコンテンツ画像および前記第２のコンテンツ画像の両方に前記操作
キーが配置されているとき、前記操作情報の報知を行う。
　さらに、前記報知手段は、前記第１のコンテンツ画像の前記タッチ操作の位置にある操
作キーに割り当てられた操作コマンドと、前記第２のコンテンツ画像の前記タッチ操作の
位置にある操作キーに割り当てられた操作コマンドと、が異なるとき前記操作情報の報知
を行うようにする。
【００１２】
　好ましくは、前記報知手段は、前記他方のコンテンツ画像の重複する位置にある操作キ
ーの表示形態を変形させる、あるいは、非表示にすることで前記操作情報の報知を行う。
　前記電子装置は、車両に搭載され、運転席と助手席の中間部分に設置されており、前記
第１の視野方向は助手席側からの視野方向であり、前記第２の視野方向は運転席側からの
視野方向である。
【００１３】
　また、前記検出手段は、赤外光、超音波および電磁波による近接センサ、前記表示手段
の表示面前方を撮像する撮像手段、または、静電容量式タッチパネルからなる前記入力手
段のうち少なくともいずれか１からの出力信号に基づき、前記タッチ操作の方向および／
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または位置を検出する。
　そして、前記電子装置は、前記コンテンツとして、ナビゲーションコンテンツ、オーデ
ィオコンテンツ、ビデオコンテンツ、テレビコンテンツ、ラジオコンテンツのうち少なく
とも２種類以上の機能を制御する。
【００１４】
　本発明の電子装置の報知方法は、表示面の第１の視野方向に第１のコンテンツ画像を表
示し、前記第１の視野方向とは異なる第２の視野方向に第２のコンテンツ画像を表示する
ステップと、前記表示面へのタッチ操作を受け付けるステップと、前記表示面に対して、
前記第１の視野方向からのタッチ操作がされるか否かを検出するステップと、前記検出す
るステップにより前記第１の視野方向からのタッチ操作が検出されたとき、前記第２の視
野方向に対して前記第１の視野方向からのタッチ操作がされることを示す操作情報を報知
するステップと、を有する。
【００１５】
　あるいは、本発明の電子装置の報知方法は、表示面の第１の視野方向に第１のコンテン
ツ画像を表示し、前記第１の視野方向とは異なる第２の視野方向に第２のコンテンツ画像
を表示するステップと、前記表示面へのタッチ操作を受け付けるステップと、前記表示面
に対して、前記第１の視野方向からのタッチ操作がされるか前記第２の視野方向からのタ
ッチ操作がされるかを検出するステップと、前記検出するステップにより前記第１の視野
方向からのタッチ操作が検出されたとき、前記第２の視野方向に対して前記第１の視野方
向からのタッチ操作がされることを示す操作情報を報知し、前記検出するステップにより
前記第２の視野方向からのタッチ操作が検出されたとき、前記第１の視野方向に対して前
記第２の視野方向からのタッチ操作がされることを示す操作情報を報知するステップと、
を有する。
【００１６】
　本発明の電子装置の報知プログラムは、表示面の第１の視野方向に第１のコンテンツ画
像を表示し、前記第１の視野方向とは異なる第２の視野方向に第２のコンテンツ画像を表
示するステップと、前記表示面へのタッチ操作を受け付けるステップと、前記表示面に対
して、前記第１の視野方向からのタッチ操作がされるか否かを検出するステップと、前記
検出するステップにより前記第１の視野方向からのタッチ操作が検出されたとき、前記第
２の視野方向に対して前記第１の視野方向からのタッチ操作がされることを示す操作情報
を報知するステップと、を実行させる。
【００１７】
　あるいは、本発明の電子装置の報知プログラムは、表示面の第１の視野方向に第１のコ
ンテンツ画像を表示し、前記第１の視野方向とは異なる第２の視野方向に第２のコンテン
ツ画像を表示するステップと、前記表示面へのタッチ操作を受け付けるステップと、前記
表示面に対して、前記第１の視野方向からのタッチ操作がされるか前記第２の視野方向か
らのタッチ操作がされるかを検出するステップと、前記検出するステップにより前記第１
の視野方向からのタッチ操作が検出されたとき、前記第２の視野方向に対して前記第１の
視野方向からのタッチ操作がされることを示す操作情報を報知し、前記検出するステップ
により前記第２の視野方向からのタッチ操作が検出されたとき、前記第１の視野方向に対
して前記第２の視野方向からのタッチ操作がされることを示す操作情報を報知するステッ
プと、を実行させる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、第１の視野方向からの操作がされようとしているかを検出し、第１の
視野方向からの操作が検出されたとき、第１の視野方向とは異なる第２の視野方向に対し
て、第１の視野方向から操作がされようとしていることを報知するようにしたため、操作
するユーザとは異なる方向の画面を見ているユーザの不安感を低減させることができる。
　また、第１の視野方向または第２の視野方向のいずれから操作されようとしているかを
検出し、第１の視野方向からの操作が検出されたとき、第１の視野方向とは異なる第２の
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視野方向に対して、第１の視野方向から操作されようとしていることを報知し、一方、第
２の視野方向からの操作が検出されたとき、第２の視野方向とは異なる第２の視野方向に
対して、第２の視野方向から操作されようとしていることを報知するようにしたため、操
作するユーザとは異なる方向の画面を見ているユーザの不安感を低減させることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施例に係る車載ナビゲーション装置１の構成例を示すブロック図であ
る。
【図２】本発明の実施例に係る物体検出部６０の構成例を示す図である。
【図３】本発明の実施例に係る車載ナビゲーション装置１の制御部１００により実行され
るタッチ操作報知制御の機能ブロック図である。
【図４】本発明の実施例に係るタッチ操作報知の表示例を示す図であり、図４（ａ）は詳
細なメッセージ表示の例を示し、図４（ｂ１）は対象の操作キーを非表示にした例を示し
、図４（ｂ２）は、対象の操作キーをマスキングした例を示し、図４（ｃ）は簡易なメッ
セージ表示の例を示す。
【図５】本発明の実施例に係る車載ナビゲーション装置１のタッチ操作報知制御の動作フ
ローを示す図である。
【図６】本発明の実施例に係る車載ナビゲーション装置１のタッチ操作報知制御の具体例
を示す図である。
【図７】デュアルビューディスプレイの２画面表示機能を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　次に、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。本発明の電子装
置は、自動車等の移動体上に固定的に搭載されるもの、ユーザによって移動体に持ち込む
ことができるもの、あるいは、移動体から着脱可能なもののいずれであってもよい。本発
明の電子システムは、ノート型パーソナルコンピュータ、タブレット型パーソナルコンピ
ュータ、パームトップ型コンピュータ、多機能携帯電話端末（スマートフォン）、携帯電
話端末、車載システム、ナビゲーションシステム、車載装置、ナビゲーション装置におい
て、実施することができる。
　以下の説明では、電子装置の一例として、移動体としての車両に搭載された車載ナビゲ
ーション装置を一例にとって説明する。
【００２１】
　図１は、本発明の実施例に係る車載ナビゲーション装置１のシステム構成例を示すブロ
ック図である。同図に示すように、車載ナビゲーション装置１は、ＧＰＳ受信機１０と、
自律航法センサ１１と、ユーザインタフェースを構成する操作部２０と、目的地までの経
路案内などの各種ナビゲーション機能を実行するナビゲーション部３０と、オーディオデ
ータやビデオデータの再生などの各種オーディオ機能を実行するオーディオ・ビジュアル
部（以下、ＡＶ部）３１と、テレビやラジオを受信し再生する各種放送受信機能を実行す
る放送受信部３２と、デュアルビューディスプレイ４０に画面を表示させる表示出力部４
１と、スピーカ５０から音声を出力させる音声出力部５１と、手や指などの物体を検出す
る物体検出部６０と、各種データを記憶するデータメモリ７０と、各種プログラムやアプ
リケーションを格納するプログラムメモリ７１と、車載ナビゲーション装置１の各部を制
御する制御部１００と、を含んで構成される。
【００２２】
　但し、図１に示す車載システムの構成は一例であることに留意すべきである。例えば、
ナビゲーション部３０、ＡＶ部３１、放送受信部３２の他、音声通話などの電話通信機能
を実行する電話通信部、その他アプリケーションソフトウェアを実行するアプリ実行部な
ど各種機能を実行する機能部を統合的に備えるものであってもよい。
【００２３】
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　ＧＰＳ受信機１０は、ＧＰＳ衛星から配信されるＧＰＳ信号（時刻や軌道に関する情報
）を受信し、受信したＧＰＳ信号を、制御部１００に出力する。
　自律航法センサ１１は、車両の回転角度を検出するジャイロなどの角度センサや一定走
行距離毎にパルスを発生する距離センサなどにより構成され、車両の速度、角速度や自車
方位などを検出し、この検出信号を制御部１００に出力する。なお、これらの情報は、車
両と接続するための通信バス（図示しない）を介して、車両に備え付けられた自律航法セ
ンサから取得するような構成であってもよい。
【００２４】
　操作部２０は、車載ナビゲーション装置１における各種指示操作を受け付けるためのも
のであり、各種スイッチ類、デュアルビューディスプレイ４０に取り付けられたタッチパ
ネルやトラックパッドなどの各種ポインティングデバイス、マイクロフォンなどの音声入
力装置等により構成され、操作内容に応じた操作信号を制御部１００に出力する。本実施
例において、操作部２０は、デュアルビューディスプレイ４０に取り付けられたユーザか
らの入力を受け取るタッチパネルを少なくとも含んで構成される。
【００２５】
　ナビゲーション部３０は、ＧＰＳ受信機１０からのＧＰＳ信号や自律航法センサ１１か
らの検出信号に基づき、自車位置を算出する自車位置算出機能（本発明に係る電子装置が
車載用ではないときは現在位置算出機能）、所望の地点や施設を検索する目的地検索機能
、目的地までの最適な経路を探索する経路探索機能、探索された経路の誘導案内を行う誘
導案内機能、自車位置（または現在位置）周辺の地図画像や経路が描画された地図画像な
どを描画する地図描画機能など、車載ナビゲーション装置１の各種ナビゲーション機能を
実行する。
　ナビゲーション部３０が動作されるとき、制御部１００は、各種ナビゲーション機能に
より生成された画像データを表示出力部４１に出力するとともに、音声データを音声出力
部５１に出力する。
【００２６】
　ＡＶ部３１は、各種記憶媒体からオーディオデータを読み出し、これを再生するオーデ
ィオ再生機能と、各種記憶媒体からビデオデータを読み出し、これを再生するビデオ再生
機能など、車載ナビゲーション装置１の各種ＡＶ機能を実行する。
　ＡＶ部３１が動作されるとき、制御部１００は、各種ＡＶ機能により各種画像データ、
映像データを表示出力部４１に出力するとともに、音声データを音声出力部５１に出力す
る。
【００２７】
　ＡＶ部３１が実行するオーディオ再生機能は、ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイディスク、メ
モリ媒体、データメモリ７０、図示しないデータ通信部によってネットワークを介して接
続された外部サーバなどに記憶されたオーディオデータ（音声データやオーディオ情報な
ど）を、上記記憶媒体から取得し、制御部１００は、ＡＶ部３１からこれらの信号を受け
取り、オーディオ情報に基づく画像データを表示出力部４１に出力するとともに、音声デ
ータを音声出力部５１に出力する。また、ＡＶ部３１が実行するビデオ再生機能では、Ｃ
Ｄ、ＤＶＤ、ブルーレイディスク、メモリ媒体、データメモリ７０、図示しないデータ通
信部によってネットワークを介して接続された外部サーバなどに記憶されたビデオデータ
（音声データや映像データ、ビデオ情報など）を、上記記憶媒体から取得し、制御部１０
０は、ＡＶ部３１からこれらの信号を受け取り、映像データおよびビデオ情報に基づく画
像データを表示出力部４１に出力するとともに、音声データを音声出力部５１に出力する
。
【００２８】
　放送受信部３２は、図示しないアンテナを含んで構成され、所定のチャンネル（周波数
）のテレビ放送波を受信し、このテレビ放送の番組を再生するテレビ再生機能と、所定の
チャンネル（周波数）のラジオ放送波を受信し、このラジオ放送の番組を再生するラジオ
再生機能など、車載ナビゲーション装置１の放送受信機能を実行する。
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　放送受信部３２が動作されるとき、制御部１００は、各種放送受信機能により抽出した
映像データを表示出力部４１に出力するとともに、音声データを音声出力部５１に出力す
る。
【００２９】
　放送受信部３２が実行するテレビ再生機能は、ユーザによって選択されたチャンネルの
地上波デジタル放送を受信し、受信したテレビ放送をデコードし、音声信号、映像信号、
電子番組情報（ＥＰＧ）、文字データなどを抽出する。そして、制御部１００は、放送受
信部３２からこれらの信号を受け取り、受信したテレビ放送の番組の映像データを表示出
力部４１に出力するとともに、受信したテレビ放送の番組の音声データを音声出力部５１
に出力する。また、放送受信部３２が実行するラジオ再生機能は、ユーザによって選択さ
れたチャンネルのラジオ放送を受信し、受信したラジオ放送をデコードし、ステレオ信号
、モノラル信号、多重化された文字信号などを抽出する。制御部１００は、放送受信部３
２からこれらの信号を受けとり、受信したラジオ放送の番組の音声データを音声出力部５
１に出力する。
【００３０】
　デュアルビューディスプレイ４０は、ディスプレイ上に視差バリアと呼ばれるフィルタ
を設置し、バックライトからの光の向きを左右に分離することで、表示面に対して左右な
どの異なる方向に異なる画面を同時に表示するものである。なお、このデュアルビューデ
ィスプレイ４０では、左右など異なる方向に同じ画面を表示することで、通常のシングル
ビューディスプレイとして利用することもできる。
　以下、本実施例に係る車載ナビゲーション装置１に備わるデュアルビューディスプレイ
４０は、車両前方中央部（センターコンソール部）に取り付けられ、運転席側と助手席側
から見る方向の画面が異なるように表示可能に構成されている例を説明する。
【００３１】
　表示出力部４１は、制御部１００から出力される画像データや映像データを、運転席側
から見える画面（運転席画面）と助手席側から見える画面（助手席画面）にそれぞれ表示
させる画像を切り分け、表示出力制御を実行する。
　具体的には、表示出力部４１は、制御部１００から出力される運転席画像をデュアルビ
ューディスプレイ４０の運転席側から見える運転席画面に表示させ、制御部１００から出
力される助手席画像をデュアルビューディスプレイ４０の助手席側から見える運転席画面
に表示させる。
【００３２】
　音声出力部５１は、制御部１００から出力される音声データをＤ／Ａ変換および増幅制
御を行い、スピーカ５０から音声を出力する。さらに、音声出力部５１は、車両に複数台
のスピーカ５０が搭載されているとき、音声を出力させるスピーカ５０を選択し、その選
択されたスピーカ５０のみから音声出力する制御を行うこともできる。
【００３３】
　物体検出部６０は、赤外線ＬＥＤ等からの光を検出する光学式や、そのほか誘導型、静
電容量型、超音波型、電磁波型などの方式の近接センサにより構成され、デュアルビュー
ディスプレイ４０の前面の領域に手や指などの物体が進入したときに、それを検出し、検
出信号を制御部１００に出力する。
【００３４】
　例えば、赤外線による光学式近接センサであれば、赤外線を照射する発光素子と、その
照射された赤外線が手や指などの物体に当たって反射してくる赤外線を受光する受光素子
と、を含んで構成され、受光素子が赤外線を受光したときに、デュアルビューディスプレ
イ４０の前面の領域に手や指などの物体が進入したことを検出し、その検出信号を制御部
１００に出力する。
　さらに、物体検出部６０は、デュアルビューディスプレイ４０の表示面に手や指などの
物体が接近したときに、その位置を検出し、検出信号を制御部１００に出力する。
【００３５】
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　この物体検出部６０は、上述する近接センサの他に、デュアルビューディスプレイ４０
の前面を撮像するカメラや、操作部２０を構成する静電容量式タッチパネルなど、デュア
ルビューディスプレイ４０の前面の物体の検出や表示面への物体の接近を検出できるもの
であれば、物体検出部６０として利用することも可能である。
【００３６】
　例えば、物体検出部６０がカメラで構成される場合には、このカメラによりデュアルビ
ューディスプレイ４０の前面が撮像され、撮像された画像を解析し、手や指などの物体の
進入および接近を検出する。また、物体検出部６０が静電容量式タッチパネルで構成され
る場合には、デュアルビューディスプレイ４０の前面に設けた静電容量式タッチパネルが
、手や指などの物体の進入および接近により生じる静電容量の変化を検出することで、手
や指などの物体の進入および接近を検出するように構成される。
【００３７】
　好ましい態様としては、物体検出部６０は、図２に示すように、赤外線による光学式近
接センサ（発光素子ＳＥ１および受光素子ＳＥ２をペアとする複数組の発光素子および受
光素子）を、デュアルビューディスプレイ４０を固定するためのフレームＦＬ前面の前後
左右の複数の位置に設け、そして、操作部２０の機能を備えた静電容量式タッチパネルＬ
Ｃ（基板上に、ＩＴＯなどの透明電極から構成された２つの電極が対になるように電極パ
ターンが形成される）をデュアルビューディスプレイ４０の前面に設けておく。そして、
光学式近接センサにより、デュアルビューディスプレイ４０の前面に進入してきた手や指
などの物体が検出され、また、静電容量式タッチパネルＬＣによって、デュアルビューデ
ィスプレイ４０の表示面に接近した手や指などの物体が検出される。
【００３８】
　なお、物体検出部６０は、デュアルビューディスプレイ４０の前面への物体の進入の検
出およびデュアルビューディスプレイ４０の表示面への物体の接近の検出を、各種近接セ
ンサ、カメラ、静電容量式タッチパネルのいずれか１つによりその両方の検出するように
してもよく、それぞれ異なるもので構成し、検出するようにしてもよい。
【００３９】
　データメモリ７０は、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｃ　Ｄｒｉｖｅ）、フラッシュメモリ
などの記憶装置であり、地図データを格納する地図データベース（地図ＤＢ）、オーディ
オデータやビデオデータなどを格納するコンテンツデータベース（コンテンツＤＢ）など
を記憶する。
　プログラムメモリ７１は、制御部１００が実行する各種プログラムデータやアプリケー
ションデータを格納する。
【００４０】
　制御部１００は、中央処理装置、マイクロコンピュータ、またはマイクロプロセッサな
どの装置を含み、プログラムメモリ７１に記憶されたプログラムやアプリケーションを実
行し、車載ナビゲーション装置１の各部を制御する。
【００４１】
　次に、本発明の実施例１に係る車載ナビゲーション装置１のタッチ操作の報知制御方法
に関する機能的な機能ブロック図を、図３に示す。同図に示すように、タッチ操作の報知
制御の機能ブロックは、運転席画像生成部１１０と、助手席画像生成部１１１と、操作方
向特定部１１２と、コンテンツ比較部１１３と、操作位置予測部１１４と、操作コマンド
比較部１１５と、報知制御部１１６と、を含んで構成される。好ましい態様では、図３に
示すようなタッチ操作の報知制御方法に関する機能は、制御部１００がプログラムまたは
アプリケーションを実行することにより実施される。
【００４２】
　運転席画像生成部１１０は、ナビゲーション部３０によるナビゲーション機能、ＡＶ部
３１によるＡＶ機能（オーディオ再生機能、ビデオ再生機能）、放送受信部３２による放
送受信機能（テレビ再生機能、ラジオ再生機能）により制御部１００から出力された画像
データ、映像データ、その他の情報に基づき、運転席画像を生成する。このとき、運転席
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画面の機能に対する各種操作キーを運転席画像に重畳させる。そして、運転席画像生成部
１１０は、生成した運転席画像を表示出力部４１に出力し、表示出力部４１がその運転席
画像を運転席側の視野方向から見える画面（運転席画面）に表示させる。また、運転席画
像生成部１１０は、生成した運転席画像をコンテンツ比較部１１３に提供する。
【００４３】
　例えば、運転席画像生成部１１０は、ユーザ操作により運転席画面にナビゲーション機
能の地図画像の表示させる指示を受け、ナビゲーション部３０から出力される地図画像に
基づき、この地図画像を運転席画像として生成する。このとき、運転席画像生成部１１０
は、ナビゲーション機能を操作するための操作キー（例えば、縮尺変更キーや周辺施設検
索キー）および車載ナビゲーション装置１の全体を操作するための操作キー（例えば、機
能切り替えを行うメニューキーなど）をこの地図画像に重畳させた運転席画像を生成する
。
【００４４】
　助手席画像生成部１１１は、ナビゲーション部３０によるナビゲーション機能、ＡＶ部
３１によるＡＶ機能（オーディオ再生機能、ビデオ再生機能）、放送受信部３２による放
送受信機能（テレビ再生機能、ラジオ再生機能）により制御部１００から出力された画像
データ、映像データ、その他の情報に基づき、助手席画像を生成する。このとき、助手席
画面の機能に対する各種操作キーを助手席画像に重畳させる。そして、助手席画像生成部
１１１は、生成した助手席画像を表示出力部４１に出力し、表示出力部４１がその助手席
画像を助手席側の視野方向から見える画面（助手席画面）に表示させる。また、助手席画
像生成部１１１は、生成した助手席画像をコンテンツ比較部１１３に提供する。
【００４５】
　例えば、助手席画像生成部１１１は、ユーザ操作により助手席画面に放送受信機能のテ
レビ放送の表示させる指示を受け、放送受信部３２から出力されるテレビ放送の映像デー
タに基づき、この映像データを助手席画像として生成する。このとき、助手席画像生成部
１１１は、テレビ放送機能を操作するための操作キー（例えば、チャンネル切り替えキー
や音量切り替えキーなど）および車載ナビゲーション装置１の全体を操作するための操作
キー（例えば、機能切り替えを行うメニューキーなど）をこの映像データに重畳させた助
手席画像を生成する。
【００４６】
　操作方向特定部１１２は、デュアルビューディスプレイ４０の表示面に対して運転席側
からタッチ操作しようとしているか、助手席側からタッチ操作しているかを、物体検出部
６０からの検出信号に基づき、操作方向として特定する。そして、操作方向特定部１１２
は、特定した検出信号を操作方向としてコンテンツ比較部１１３、操作位置予測部１１４
および報知制御部１１６に提供する。
　例えば、操作方向特定部１１２は、助手席同乗者が操作しようとして、デュアルビュー
ディスプレイ４０の前面に手を伸ばすと、物体検出部６０によりそれが検出され、その検
出信号に基づき、操作がされようとしている方向（操作方向）が助手席側であることを特
定し、コンテンツ比較部１１３、操作位置予測部１１４および報知制御部１１６に特定し
た操作方向を提供する。
【００４７】
　操作方向特定部１１２は、物体検出部６０が赤外線による光学式近接センサで構成され
る場合、物体検出部６０から提供される受光素子の検出信号に基づき、運転席側に設置さ
れた受光素子が赤外線を検出したとき、運転席側からの操作であると特定し、一方、助手
席側に設置された受光素子が赤外線を検出したとき、助手席側からの操作であると特定す
る。
【００４８】
　また、操作方向特定部１１２は、物体検出部６０がカメラで構成される場合、物体検出
部６０から提供される画像に基づき、画像認識によりデュアルビューディスプレイ４０に
対して、手や指などの物体が運転席側から進入してきたか助手席側から進入してきたかを
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特定し、それに基づき、操作方向を特定する。また、操作方向特定部１１２は、物体検出
部６０が静電容量式タッチパネルで構成される場合、物体検出部６０から提供される静電
容量の変化に基づき、運転席側の静電容量の変化が検出されたとき、運転席側からの操作
であると特定し、一方、助手席側の静電容量の変化が検出されたとき、助手席側からの操
作であると特定する。
【００４９】
　コンテンツ比較部１１３は、運転席画像生成部１１０から提供されるコンテンツ画像と
、助手席画像生成部１１１から提供されるコンテンツ画像が同じであるか否かを比較し、
その比較結果を報知制御部１１６に提供する。
　例えば、コンテンツ比較部１１３は、運転席画像生成部１１０により地図画像が運転席
画像として生成され、助手席画像生成部１１１によりテレビ映像が助手席画像として生成
されている場合、運転席画像と助手席画像のコンテンツ画像は異なると判断し、その比較
結果を報知制御部１１６に提供する。また、コンテンツ比較部１１３は、運転席画像生成
部１１０により地図画像が運転席画像として生成され、助手席画像生成部１１１により地
図画像が助手席画像として生成されている場合、運転席画像と助手席画像のコンテンツ画
像は同じであると判断し、その比較結果を報知制御部１１６に提供する。
【００５０】
　以下の説明では、コンテンツ比較部１１３は、運転席画像と助手席画像が同じコンテン
ツ画像であるか否かに基づき、コンテンツの比較を行っているが、これに限らず、例えば
、ナビゲーション部３０、ＡＶ部３１、放送受信部３２のいずれから出力された画像であ
るか否かを比較するようにしてもよく、また、運転席側と助手席側とで上記いずれの機能
が実行されているか否かを比較するようにしてもよい。
【００５１】
　操作位置予測部１１４は、物体検出部６０からの検出信号に基づき、デュアルビューデ
ィスプレイ４０の表示面に接近する手や指などの物体の位置を特定し、ユーザがタッチ操
作しようとしている位置（操作予測位置）を予測する。操作位置予測部１１４は、予測し
た操作予測位置を操作コマンド比較部１１５および報知制御部１１６に提供する。
【００５２】
　具体的には、物体検出部６０が静電容量式のタッチパネルで構成されている場合、操作
位置予測部１１４は、物体検出部６０が検出した静電容量の変化に基づき、ユーザの手や
指などがデュアルビューディスプレイ４０に接近したときの静電容量の初期状態（画面の
近傍に物体が存在しない状態）からの変化量を検知する。この変化量は、ユーザの手や指
が画面に近づくほど大きくなるので、その大きさに基づき、操作予測位置の予測を行う。
また、光学式近接センサの検出結果を併用し、操作予測位置の予測を行うようにしてもよ
い。
【００５３】
　操作コマンド比較部１１５は、操作位置予測部１１４が予測した操作予測位置に表示さ
れている運転席画像の操作キーに割り当てられた操作コマンドと助手席画像の操作キーに
割り当てられた操作コマンドが同じであるか異なるかを比較し、その比較結果を報知制御
部１１６に提供する。
　具体的には、操作コマンド比較部１１５は、操作方向特定部１１２によって特定された
操作方向に表示される画像（例えば、助手席画像）上の操作予測位置に表示されている操
作キーを特定するとともに、上記操作方向とは反対方向に表示される画像（例えば、運転
席画像）上の操作予測位置に表示されている操作キーを特定する。そして、操作コマンド
比較部１１５は、この２つの操作キーに割り当てられた操作コマンドが同じであるか異な
るかを比較し、その比較結果を報知制御部１１６に提供する。
【００５４】
　このとき、上述する操作方向とは反対方向に表示させる画像上の操作予測位置に操作キ
ーが表示されていない場合（その位置を操作しても何の操作コマンドも割り当てられてい
ない場合）には、その比較結果として異なる旨の情報を報知制御部１１６に提供する。
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　以下、実施例の説明では、この操作コマンド比較部１１５は、操作位置予測部１１４が
予測した操作予測位置付近に表示された操作キーを特定してから、その操作キーに割り当
てられた操作コマンドの比較を行う例を説明するが、操作コマンド比較部１１５は、操作
キーの特定を行わず、直接、操作位置予測部１１４が予測した操作予測位置に対応する操
作コマンドを特定し、操作コマンドの比較を行うようにすることも可能である。
【００５５】
　１つの好ましい態様では、報知制御部１１６は、コンテンツ比較部１１３により運転席
画像と助手席画像のコンテンツ画像が異なると判定され、かつ、操作コマンド比較部１１
５により操作されようとしている操作予測位置に表示されている操作キーに割り当てられ
た操作コマンドが運転席画像と助手席画像とで異なると判定された場合に、操作方向特定
部１１２が特定した操作方向とは反対方向の表示画面上に、操作方向からの操作が行われ
ようとしていることを示すメッセージを報知する。
【００５６】
　報知制御部１１６が実行する報知制御は、操作方向とは反対方向である運転席画像生成
部１１０または助手席画像生成部１１１に対して、所定の操作メッセージを表示させるよ
うに指示し、その指示を受けた運転席画像生成部１１０または助手席画像生成部１１１が
、運転席画像または助手席画像に上記操作メッセージを重畳させ、表示出力部４１に出力
する。もしくは、報知制御部１１６が表示出力部４１に対して、操作方向とは反対方向で
ある運転席画面または助手席画面に表示させるように指示し、表示出力部４１が、その反
対方向の画面に対して表示させるようにしてもよい。
【００５７】
　好ましい態様では、報知制御部１１６は、操作方向特定部１１２からの操作方向および
操作位置予測部１１４からの操作予測位置に基づき、タッチ操作されようとしている操作
キーを特定する。そして、その特定した操作キーに割り当てられた操作コマンドを特定し
、その操作コマンドに関する情報を用いた操作メッセージ（例えば運転席画像に「助手席
操作－チャンネル切替－」が表示）を表示させるように指示する（図４（ａ））。他の態
様では、操作しようとしている操作キーと同じまたはその付近に存在する他の画面上の操
作キーを非表示にするか（図４（ｂ１））、その操作キーの表示形態を変形（グレーアウ
トやマスキングなど）する（図４（ｂ２））ことで報知するようにしてもよい。また、単
に操作方向からの操作であることを示す操作メッセージ（例えば「助手席が操作していま
す」）を表示させるように指示する（図４（ｃ））ことも可能である。
　また、報知制御部１１６による報知は、上述するようにメッセージの表示だけでなく、
音声による報知を併用してもよく、また、音声に報知だけを行うようにすることも可能で
ある。
【００５８】
　本実施例の説明では、報知制御部１１６は、コンテンツ比較部１１３により運転席画面
と助手席画面のコンテンツ画像が異なると判定され、かつ、操作コマンド比較部１１５に
より操作予測位置に表示されている操作キーに割り当てられた操作コマンドが異なると判
定された場合に報知制御を実行する例を説明するが、これに限らず、操作コマンド比較部
による操作コマンドの比較は行わず、コンテンツ比較部１１３により運転席画面と助手席
画面のコンテンツ画像が異なると判定されれば、報知制御を実行するようにすることも可
能である。この場合、操作位置予測部１１４や操作コマンド比較部１１５は車載ナビゲー
ション装置１に必ずしも必要な構成ではない。
【００５９】
　次に、上記のように構成された実施例に係る車載ナビゲーション装置１のタッチ操作報
知制御の動作を、図５を参照して説明する。
　運転席画面には運転者が指示した機能に対する運転席画像が表示され、助手席画面には
助手席同乗者が指示した機能に対する助手席画像が表示されているときに、運転者または
助手席同乗者が、所望の操作をしようと手をデュアルビューディスプレイ４０の前面に近
づけると、物体検出部６０がその手または指などの物体の進入を検出し、その検出信号を
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制御部１００に出力する（ステップＳ１０１）。
【００６０】
　操作方向特定部１１２は、物体検出部６０からの検出信号に応答し、その操作方向（運
転席側か助手席側か）を特定する（ステップＳ１０３）。
　操作方向特定部１１２が操作方向を特定すると、続いて、コンテンツ比較部１１３が運
転席画像生成部１１０から提供されるコンテンツ画像と、助手席画像生成部１１１から提
供されるコンテンツ画像を比較する（ステップＳ１０５）。そして、コンテンツ比較部１
１３はその比較結果を報知制御部１１６に提供する。
　このコンテンツ比較部１１３の比較の結果、同じコンテンツ画像が表示されていると判
断されると（ステップＳ１０７のＹＥＳ）、本タッチ操作報知制御の動作を終了する。一
方、コンテンツ比較部１１３の比較の結果、異なるコンテンツ画像が表示されていると判
断されると（ステップＳ１０７のＮＯ）、続いて、操作位置予測部１１４が、デュアルビ
ューディスプレイ４０の前面に進入した手や指がタッチしようとしている位置（操作予測
位置）を物体検出部６０からの検出信号に基づき予測する（ステップＳ１０９）。
【００６１】
　操作位置予測部１１４が操作予測位置を予測すると、操作コマンド比較部１１５が、そ
の操作予測位置に表示されている運転席画像の操作キーと助手席画像の操作キーを特定し
、それらの操作キーに割り当てられている操作コマンドを比較し、同じであるか異なるか
を判断する（ステップＳ１１１）。
　操作コマンド比較部１１５が同じ操作コマンドであると判断すると（ステップＳ１１１
のＹＥＳ）、本タッチ操作報知制御の動作を終了する。一方、操作コマンド比較部１１５
が異なる操作コマンドであると判断すると（ステップＳ１１１のＮＯ）、報知制御部１１
６は、ステップＳ１０３で特定した操作方向とは別の方向の画面に、操作方向からのタッ
チ操作であることを示す操作メッセージを表示させるように、別の方向の画像生成部（運
転席画像生成部１１０または助手席画像生成部１１１のいずれか一方）に指示する。
【００６２】
　運転席画像生成部１１０がその指示を受けると、運転席画像生成部１１０は、運転席画
像にその操作メッセージを重畳させた運転席画像を生成し、表示出力部４１に出力する。
もしくは助手席画像生成部１１０がその指示を受けると、助手席画像生成部１１０は、助
手席画像にその操作メッセージを重畳させた助手席画像を生成し、表示出力部４１に出力
する。そして、表示出力部４１は、その提供された運転席画像を運転席画面に、またはそ
の提供された助手席画像を助手席画面に表示させる（ステップＳ１１３）。このとき、報
知制御部１１６は、タッチ操作がされようとしていることを音声出力部５１にスピーカ５
０から音声出力するように指示してもよい。
　そして、ユーザが操作部２０のタッチパネルをタッチすると、制御部１００は、その位
置に配置される操作キーを特定し、特定した操作キーに対する操作コマンドを実行する。
【００６３】
　このタッチ操作報知制御の具体例を、図６を用いて説明する。一例として、図６（ａ）
に示すように、運転席画面には、ナビゲーション部３０により生成された地図画像に、車
載ナビゲーション装置１の各種機能を切り替えるメニューキーＫＹ１と、ナビゲーション
機能特有の縮尺変更キーＫＹ２、周辺検索キーＫＹ３などの操作キーを配置した運転席画
像ＳＣ１が表示され、助手席画面には、放送受信部３２により生成されたテレビ画像に、
同じく車載ナビゲーション装置１の各種機能を切り替えるメニューキーＫＹ４（ＫＹ１と
同じ操作コマンドが割り当てられている）と、放送受信機能特有のチャンネル切り替えキ
ーＫＹ５、音量切り替えキーＫＹ６、データ放送表示キーＫＹ７などの操作キーを配置し
た助手席画像ＳＣ２が表示されている。
【００６４】
　このような状況において、図６（ｂ）に示すように、例えば助手席同乗者がテレビの受
信チャンネルを変更しようと、助手席画像に表示されるチャンネル切り替えキーＫＹ５の
タッチ操作のため、手Ｈ１をデュアルビューディスプレイ４０の前面に設けたタッチパネ
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ルに伸ばすと、物体検出部６０がその手Ｈ１を検出する。そして、操作方向特定部１１２
が、物体検出部６０から提供される検出信号に基づき、助手席側から操作がされようとし
ていること（すなわち、操作方向が助手席側であること）を特定する。
【００６５】
　操作方向特定部１１２により操作方向が助手席側であることが特定されると、コンテン
ツ比較部１１３は、運転席画像生成部１１０により生成された運転席画像と助手席画像生
成部１１１により生成された助手席画像のコンテンツ画像を比較する。
　このとき上述するように、運転席画像のコンテンツ画像は地図画像であり、助手席画像
のコンテンツ画像はテレビ画像であるため、コンテンツ比較部１１３は、この２つのコン
テンツ画像が異なっていると判断し、報知制御部１１６に提供する。
【００６６】
　その後、図６（ｃ）に示すように、助手席同乗者が所望の操作キー（チャンネル切り替
えキーＫＹ５）をタッチしようと、さらに手（指）Ｈ２をデュアルビューディスプレイ４
０の前面に設けたタッチパネルに近づけると、物体検出部６０がそれを検出し、その検出
信号（例えば、静電容量式タッチパネルによる静電容量の変化）を操作位置予測部１１４
に出力する。
　そして、操作位置予測部１１４が、提供される検出信号に基づき、助手席同乗者がタッ
チしようとしている位置（操作予測位置）を予測する。そして、操作位置予測部１１４は
、予測した操作予測位置を操作コマンド比較部１１５に提供する。
【００６７】
　操作コマンド比較部１１５は、操作予測位置が提供されると、運転席画像および助手席
画像上のその操作予測位置に表示されている操作キーを特定し、それぞれ運転席画像には
縮尺変更キーＫＹ２が、助手席画像にはチャンネル切り替えキーＫＹ５が表示されている
と特定する。この縮尺変更キーＫＹ２にはナビゲーション部３０の地図表示機能の表示す
る地図縮尺変更操作を実行するための操作コマンドが割り当てられており、一方、チャン
ネル切り替えキーＫＹ５には放送受信部３２のテレビ再生機能の受信チャンネル（周波数
）の切り替え操作を実行するための操作コマンドが割り当てられているため、操作コマン
ド比較部１１５は、この縮尺変更キーＫＹ２とチャンネル切り替えキーＫＹ５に割り当て
られる操作コマンドが異なると判断し、その結果を報知制御部１１６に提供する。
【００６８】
　続いて、報知制御部１１６は、コンテンツ比較部１１３により異なるコンテンツ画像が
表示されていると判断され、かつ、操作コマンド比較部１１５により異なる操作コマンド
であると判断されたため、操作方向（助手席側）とは反対方向（運転席側）の画像を生成
する運転席画像生成部１１０に対して、助手席同乗者が助手席画面の操作をしようとして
いることを示す操作メッセージＭＳＧを表示するように、指示する。
　そして、運転席画像生成部１１０は、その表示指示を受け、生成した運転席画像に上述
する操作メッセージＭＳＧを重畳させた運転席画像を生成し、それを表示出力部４１に出
力する。表示出力部４１は、それをデュアルビューディスプレイ４０の運転席画面に表示
させ、運転者に対して図６（ｃ）に示す運転席画面ＳＣ３が表示される。このとき、助手
席画面は、テレビ画像が表示されたままとなる。
【００６９】
　ここで、助手席同乗者がチャンネル切り替えキーＫＹ５のタッチ操作ではなく、車載ナ
ビゲーション装置１の機能切り替えるメニューキーＫＹ４を操作しようとした場合、この
とき、運転席画像と助手席画像のコンテンツ画像は異なるが、タッチしようとした位置（
操作予測位置）に表示される操作キーは、運転席画像および助手席画像ともにメニューキ
ーであるため、操作メッセージＭＳＧの表示は行わない。
　また、助手席同乗者がデータ放送表示キーＫＹ７を操作しようした場合、このとき、運
転席画像と助手席画像のコンテンツ画像は異なり、タッチしようとした位置（操作予測位
置）に表示される操作キーは、助手席画面はデータ放送表示キーＫＹ７であり、運転席画
像は操作キーがないため、異なると判断し、操作メッセージＭＳＧの表示を行う。
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　また、上述する具体例の説明では、助手席側から操作を行った例のみを説明したが、運
転席側から操作が行われると、同様に助手席画面に、運転席側からの操作であることが報
知される。
【００７０】
　このようにすることで、本実施例の車載ナビゲーション装置１によれば、第１の視野方
向または第２の視野方向からの操作が検出されたとき、この操作が検出された方向とは別
の方向に対して、他方から操作がされようとしていることを報知するため、操作するユー
ザとは異なる方向の画面を見ているユーザの不安感を低減させることができる。
【００７１】
　上述する実施例では、操作位置予測部１１４がタッチ操作の位置を予測した段階でその
タッチ操作を報知する例を示したが、実際にタッチしたときに表示することも可能である
。この場合には、操作位置予測部１１４は必須ではない。
　また、上述する実施例では本発明に係る電子装置を車載ナビゲーション装置１である例
を説明したが、車載用に限定されるものではない。車載用でない場合は、上述する助手席
からの視野方向を第１の視野方向、運転席からの視野方向を第２の視野方向に置き換えて
適用させることで、車載用以外の電子装置のタッチ操作の報知制御を実現することが可能
である。
【００７２】
　さらに、上述する実施例の説明では、第１（助手席側）の視野方向と第２（運転席側）
の視野方向との異なる２方向にそれぞれ所定の画面を表示することができるデュアルビュ
ーディスプレイを例に説明したが、３方向、４方向など複数方向にそれぞれ所定の画面を
表示することができるマルチビューディスプレイを利用し、上述するタッチ操作の報知制
御を実行することも可能である。例えば、３方向である場合、第１視野方向と第２視野方
向、第２視野方向と第３視野方向、第３視野方向と第１視野方向のそれぞれに対して、上
述するタッチ操作の報知制御を実行することで、３方向に対するマルチビューディスプレ
イに適用することができる。別の実施形態では、３方向のいずれから操作されるかを特定
し、その操作方向とその他の２つの視野方向に対してコンテンツ画像の比較を行い、操作
方向とコンテンツ画像が異なる視野方向に対して、タッチ操作の報知を行うようにするこ
とで、３方向のマルチビューディスプレイに適用することも可能である。
【００７３】
　そして、上述する実施例の説明では、物体検出部６０が、運転席側からの操作であるか
助手席側からの操作であるかを検出し、検出した方向（操作方向）とは他の方向に対して
報知制御を行う例を説明したが、例えば、物体検出部６０は助手席側からの操作がされる
か否かを検出するようにしておき、物体検出部６０によって手や指などの物体の進入が検
出されると、助手席画像と運転席画像とのコンテンツ画像の比較や操作コマンドの比較を
実行し、コンテンツ画像が異なりかつ操作コマンドが異なると判断されると、運転者に助
手席同乗者による操作であることを報知するようにしてもよい。逆もまた同様である。
　このようにすることで、運転者または助手席同乗者のどちらか一方に対してのみタッチ
操作の報知制御を行うことができるので、最低限の制御のみを実行することが可能である
。
【００７４】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明は、特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。
【符号の説明】
【００７５】
１　車載ナビゲーション装置　　　　　　　　　１０　ＧＰＳ受信機
１１　自律航法センサ　　　　　　　　　　　　２０　操作部
３０　ナビゲーション部　　　　　　　　　　　３１　オーディオ・ビジュアル部
３２　放送受信部　　　　　　　　　　　　　　４０　デュアルビューディスプレイ
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４１　表示出力部　　　　　　　　　　　　　　５０　スピーカ
５１　音声出力部　　　　　　　　　　　　　　６０　物体検出部
７０　データメモリ　　　　　　　　　　　　　７１　プログラムメモリ
１００　制御部　　　　　　　　　　　　　　　１１０　運転席画像生成部
１１１　助手席画像生成部　　　　　　　　　　１１２　操作方向特定部
１１３　コンテンツ比較部　　　　　　　　　　１１４　操作位置予測部
１１５　操作コマンド比較部　　　　　　　　　１１６　報知制御部
ＫＹ１～ＫＹ７　操作キー
　

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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