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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報の入力および画像の表示を行うタッチパネルと、
　前記タッチパネルに対向して位置する検出対象の動きを非接触で検出する近接センサと
、
　前記近接センサで前記タッチパネルに前記検出対象の所定量の接近が検出された場合に
、前記タッチパネルの表示領域において、一定範囲の表示領域に表示された画像である内
部アイコンの大きさは変更せずに、前記内部アイコンを除く領域に表示された画像である
外部アイコンを縮小する処理を行い、当該処理を行った外部アイコンと前記内部アイコン
とを前記タッチパネルの表示領域に表示する制御部とを備えた
　ことを特徴とする表示入力装置。
【請求項２】
　情報の入力および画像の表示を行うタッチパネルと、
　前記タッチパネルに対向して位置する検出対象の動きを非接触で検出する近接センサと
、
　前記近接センサで前記タッチパネルに前記検出対象の所定量の接近が検出された場合に
、前記タッチパネルの表示領域において、一定範囲の表示領域に表示された画像である内
部アイコンの大きさは変更せずに、前記内部アイコンを除く領域に表示された画像である
外部アイコンの間隔を狭める処理を行い、前記処理を行った外部アイコンと前記内部アイ
コンとを前記タッチパネルの表示領域に表示する制御部とを備えた
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　ことを特徴とする表示入力装置。
【請求項３】
　情報の入力および画像の表示を行うタッチパネルと、
　前記タッチパネルに対向して位置する検出対象の動きを非接触で検出する近接センサと
、
　前記近接センサで前記タッチパネルに前記検出対象の所定量の接近が検出された場合に
、前記タッチパネルの表示領域において、一定範囲の表示領域に表示された画像である内
部アイコンの大きさは変更せずに、前記内部アイコンを除く領域に表示された画像である
外部アイコンの形状を変更する処理を行い、当該処理を行った外部アイコンと前記内部ア
イコンとを前記タッチパネルの表示領域に表示する制御部とを備えた
　ことを特徴とする表示入力装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記近接センサにより前記タッチパネルに対向する検出対象の垂直方向
の距離を検知し、前記垂直方向の距離に応じて変化する縮小率に従い、前記外部アイコン
を縮小する処理を行う請求項１記載の表示入力装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記近接センサで前記タッチパネルに前記検出対象の所定量の接近が検
出された場合に、前記内部アイコンの間隔を拡大する処理を行い、当該処理を行った内部
アイコンを前記タッチパネルの表示領域に表示することを特徴とする請求項１から請求項
４のうちのいずれか１項記載の表示入力装置。
【請求項６】
　検出対象の接近および動きを非接触で検出する近接センサを有し、情報の入力および画
像の表示を行うタッチパネルと接続可能に構成され、
　前記近接センサで前記タッチパネルに前記検出対象の所定量の接近が検出された場合に
、前記タッチパネルの表示領域において、一定範囲の表示領域に表示された画像である内
部アイコンの大きさは変更せずに、前記内部アイコンを除く領域に表示された画像である
外部アイコンを縮小する処理を行い、当該処理を行った外部アイコンと前記内部アイコン
とを前記タッチパネルの表示領域に表示する制御部を備えた
　ことを特徴とする車載情報機器。
【請求項７】
　検出対象の接近および動きを非接触で検出する近接センサを有し、情報の入力および画
像の表示を行うタッチパネルと接続可能に構成され、
　前記近接センサで前記タッチパネルに前記検出対象の所定量の接近が検出された場合に
、前記タッチパネルの表示領域において、一定範囲の表示領域に表示された画像である内
部アイコンの大きさは変更せずに、前記内部アイコンを除く領域に表示された画像である
外部アイコンの間隔を狭める処理を行い、前記処理を行った外部アイコンと前記内部アイ
コンとを前記タッチパネルの表示領域に表示する制御部を備えた
　ことを特徴とする車載情報機器。
【請求項８】
　検出対象の接近および動きを非接触で検出する近接センサを有し、情報の入力および画
像の表示を行うタッチパネルと接続可能に構成され、
　前記近接センサで前記タッチパネルに前記検出対象の所定量の接近が検出された場合に
、前記タッチパネルの表示領域において、一定範囲の表示領域に表示された画像である内
部アイコンの大きさは変更せずに、前記内部アイコンを除く領域に表示された画像である
外部アイコンの形状を変更する処理を行い、当該処理を行った外部アイコンと前記内部ア
イコンとを前記タッチパネルの表示領域に表示する制御部を備えた
　ことを特徴とする車載情報機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は、特に、ナビゲーションシステム等の車載情報機器に用いて好適な、表示入
力装置およびナビゲーション装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　タッチパネルは、液晶パネルのような表示装置と、タッチパッドのような座標位置入力
装置とを組み合わせた電子部品であり、液晶パネルに表示されたアイコン等の画像領域に
指でタッチするだけでタッチされた画像の位置情報を感知して機器を操作することのでき
る表示入力装置であり、車載ナビゲーションシステム等、主に直感的に扱えることが要求
される機器に組み込まれることが多い。
【０００３】
　上記したタッチパネルを含むマンマシン装置の操作性や使い勝手を向上させるための提
案が従来から多数出願されている。
　例えば、指を近づけたときに指の近傍に位置するキースイッチを拡大して表示し、選択
操作を容易化した表示入力装置（例えば、特許文献１参照）、垂直方向の距離を検出し、
その距離に応じた拡大率で情報を表示するＣＲＴ装置（例えば、特許文献２参照）、アニ
メーション機能により、周辺のボタンアイコンが回転移動して押下されたボタンアイコン
に収束して表示される表示装置および表示方法（例えば、特許文献３参照）等が知られて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３１４９９号公報
【特許文献２】特開平０４－１２８８７７号公報
【特許文献３】特開２００４－２５９０５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記した特許文献１に開示された技術によれば、指を近づけたときに近傍のアイコンが
拡大表示されるため、誤操作を防止でき、選択操作を容易にするが、指を近づけるまでユ
ーザが押下しようとするアイコンの大きさが変化するため操作に違和感があり、逆に操作
性を損なう場合がある。また、特許文献２に開示された技術によれば、拡大縮小を制御し
ようとした場合、タッチパネル面と指の位置が離れすぎ、指のＺ軸方向のぶれにより拡大
縮小が揺れ、制御が困難になることがある。
　更に、特許文献３に開示された技術によれば、ボタンアイコンの表示面積が小さいタッ
チパネルにおいてはわかりやすい画像表示が可能であるが、押下したボタンアイコン以外
の周辺アイコンは見えにくいといった欠点を有していた。
【０００６】
　この発明は上記した課題を解決するためになされたものであり、制御が簡単で、操作に
違和感のない優れた操作性を有する表示入力装置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】
【０００７】
　上記した課題を解決するためにこの発明の表示入力装置は、画像の表示および入力を行
うタッチパネルと、タッチパネルに対向して位置する検出対象の動きを非接触で検出する
近接センサと、近接センサでタッチパネルに検出対象の所定量の接近が検出された場合に
、タッチパネルの表示領域において、一定範囲の表示領域に表示された画像である内部ア
イコンの大きさは変更せずに、内部アイコンを除く領域に表示された画像である外部アイ
コンを縮小する処理を行い、当該処理を行った外部アイコンと内部アイコンとをタッチパ
ネルの表示領域に表示する制御部とを備えたものである。
【発明の効果】
【０００８】
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　この発明によれば、制御が簡単で、操作に違和感のない優れた操作性を有する表示入力
装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】この発明の実施の形態１に係る表示入力装置の内部構成を示すブロック図である
。
【図２】この発明の実施の形態１に係る表示入力装置が有するナビＣＰＵのプログラム構
造を機能展開して示したブロック図である。
【図３】この発明の実施の形態１に係る表示入力装置が有する描画回路の内部構成を示す
ブロック図である。
【図４】この発明の実施の形態１に係る表示入力装置の動作を示すフローチャートである
。
【図５】この発明の実施の形態１に係る表示入力装置の動作の一例をタッチパネル上に模
式的に示した画面遷移図である。
【図６】この発明の実施の形態１に係る表示入力装置の他の動作の一例をタッチパネル上
に模式的に示した画面遷移図である。
【図７】この発明の実施の形態２に係る表示入力装置が有するナビＣＰＵのプログラム構
造を機能展開して示したブロック図である。
【図８】この発明の実施の形態２に係る表示入力装置の動作を示すフローチャートである
。
【図９】この発明の実施の形態２に係る表示入力装置の動作の一例をタッチパネル上に模
式的に示した画面遷移図である。
【図１０】この発明の実施の形態３に係る表示入力装置の動作を示すフローチャートであ
る。
【図１１】この発明の実施の形態３に係る表示入力装置の動作をグラフ表示した図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、この発明をより詳細に説明するために、この発明を実施するための形態について
、添付の図面にしたがって説明する。
実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１に係る表示入力装置の構成を示すブロック図である。
図１に示されるように、この発明の実施の形態１に係る表示入力装置は、タッチパネル式
表示装置（以下、タッチパネルと略称する）１と、外部センサ２と、制御部３と、により
構成される。
【００１１】
　タッチパネル１は、情報の表示ならびに入力を行うもので、例えば、情報の表示を行う
ＬＣＤパネル１０上に、情報の入力を行うタッチセンサ１１が積層されて構成され、ここ
では、更に、タッチセンサ１１の外周に沿うように、タッチパネル１と、タッチパネル１
に対向して位置する指やペン等、検出対象の動きを２次元で非接触検知する近接センサ１
２がセル単位で複数実装されている。
【００１２】
　近接センサ１２は、検出セルとして、例えば赤外線を使用した場合、赤外線発光ＬＥＤ
（Light Emitted Diode）と、受光トランジスタとが、タッチセンサ１１の外周に格子状
に対向配置され、検出対象が近づいたことによる遮蔽もしくは反射光により、接近を検出
するとともに、その座標位置を検出するものである。
　近接センサ１２は、その検出セルが上記した赤外線に限らず、例えば、検出対象とコン
デンサのように平行に配置された２枚の平板との間に生じる静電容量の変化により接近を
検出する静電容量型で代替してもよい。この場合、平板は、一方の片側が検出対象に向く
接地面、他方の片側がセンサ検出面となり、この２極間に形成される静電容量の変化によ
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り検出対象の接近を検出するとともにその座標位置を検出することができる。
【００１３】
　一方、外部センサ２は車両の随所に実装され、少なくとも、ＧＰＳ（Global Positioni
ng System）センサ２１と、車速センサ２２と、加速度センサ２３とを含む。
　ＧＰＳセンサ２１は、ＧＰＳ衛星からの電波を受信して、制御部３が、緯度、経度を測
位するための信号を生成して制御部３に出力する。車速センサ２２は、車両が走行中か否
かを判定するための車速バルスを計測して制御部３に出力する。加速度センサ２３は、例
えば、バネに取り付けた錘が変位する量を計測して錘にかかる加速度を推定するセンサで
あり、３軸加速度センサの場合、例えば、０（重力加速度のみ）から数１００Ｈｚまでの
加速度変動に追従し、Ｘ、Ｙ方向の加速度ベクトルの合計から地面に対する向き（姿勢）
を測定して制御部３に出力する。
【００１４】
　制御部３は、ルート検索や目的地誘導等、ナビゲーション機能を実行するため基本的処
理機能の他に、近接センサ１２でタッチパネル１に指やペン等検出対象の所定量の接近が
検出された場合に、タッチパネル１に表示された一定範囲の表示領域外の画像を加工し、
一定範囲の表示領域の画像と区別して表示する機能を有する。ここでは、後述するように
、縮小による画像生成処理、あるいは階調・色・点滅・強調等の表示修飾制御等により一
定範囲の表示領域外の画像を加工することにより、一定範囲の表示領域の画像と区別して
表示することとした。
　このため、制御部３は、ナビゲーション処理を主にタッチパネル１の制御を行うＣＰＵ
（以下、ナビＣＰＵ３０という）と、描画回路３１と、メモリ３２と、地図ＤＢ（Data B
ase）３３、とにより構成される。
【００１５】
　なお、ここで、「一定範囲の表示領域」とは、タッチパネル１の表示領域にソフトウエ
アキーボードが表示される場合を想定した場合、指等の検出対象をタッチパネル１に近づ
けたときに、その検出対象により押下される候補キーの一部配列をいい、「一定範囲の表
示領域外」とは、上記した候補キーを除く全てのキー配列をいう。このため、以下の説明
では便宜上、一定範囲の表示領域に表示される画像を「内部アイコン」、一定範囲の表示
領域外に表示され、内部アイコンと区別するために加工される画像を「外部アイコン」と
呼ぶことにする。
【００１６】
　ナビＣＰＵ３０は、タッチパネル１に表示されたルート検索等のナビゲーションメニュ
ーがユーザにより選択されることで、そのメニューにしたがうナビゲーション処理を行う
。ナビゲーション処理を行うにあたり、ナビＣＰＵ３０は、地図ＤＢ３３に格納された地
図情報を参照し、外部センサ２から取得される各種センサ信号に基づき、ルート検索、あ
るいは目的地誘導等のナビゲーションを行う。
　また、ナビＣＰＵ３０は、近接センサ１２でタッチパネル１に指やペン等検出対象の所
定量の接近が検出された場合に、タッチパネル１に表示された外部アイコンを加工し、内
部アイコンと区別して表示する制御部３としての機能を実現するために、メモリ３２に記
憶されたプログラムにしたがい画像情報を生成して描画回路３１の制御を行う。その場合
のナビＣＰＵ３０が実行するプログラムの構造は図２に示されており、その詳細は後述す
る。
【００１７】
　描画回路３１は、ナビＣＰＵ３０により生成される画像情報を一定の速度で、内蔵し、
あるいは外付けされるビットマップメモリ部上に展開し、同じく内蔵する表示制御部によ
りビットマップメモリ部に展開された画像情報をタッチパネル１（ＬＣＤパネル１０）の
表示タイミングに同期して読み出し、タッチパネル１に表示する。
　上記したビットマップメモリ部および表示制御部は、図３に示されており、その詳細は
後述する。
【００１８】
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　なお、メモリ３２には、上記したプログラムが記憶されるプログラム領域の他に、作業
領域に画像情報記憶領域等が割り付けられ記憶されている。
　また、地図ＤＢ３３には、ルート検索、誘導等、ナビゲーションに必要な地図や施設情
報等が格納されている。
【００１９】
　図２は、この発明の実施の形態１に係る表示入力装置（制御部３）が有する図１のナビ
ＣＰＵ３０が実行するプログラムの構造を機能展開して示したブロック図である。
　図２に示されるように、ナビＣＰＵ３０は、主制御部３００と、近接座標位置計算部３
０１と、タッチ座標位置計算部３０２と、画像情報生成部３０３と、画像情報転送部３０
４と、ＵＩ（User Interface）提供部３０５と、操作情報処理部３０６とを含む。
【００２０】
　近接座標位置計算部３０１は、近接センサ１２によりタッチパネル１への指の接近が検
出されたときに、その指のＸＹ座標位置を計算して主制御部３００に引き渡す機能を有す
る。
　タッチ座標位置計算部３０２は、指等の検出対象によるタッチパネル１へのタッチがタ
ッチセンサ１１により検出された場合に、そのＸＹ座標位置を計算して主制御部３００に
引き渡す機能を有する。
【００２１】
　画像情報生成部３０３は、主制御部３００による制御の下でタッチパネル１（ＬＣＤパ
ネル１０）に表示する画像情報を生成し、画像情報転送部３０４へ出力する機能を有する
。
　画像情報生成部３０３は、タッチパネル１に表示された外部アイコンの画像を加工し、
内部アイコンと区別して表示するために、例えば、タッチパネル１に指が近づいたときに
、指により押下される候補キーの一部配列（内部アイコン）はそのままにし、候補キーを
除くキー配列を構成する画素を一定の割合で間引くことにより縮小された外部アイコンを
生成する。このように、元の画像の画素を一定の割合で間引くことにより更新された外部
アイコンと内部アイコンとを合成して生成される画像情報を、描画指令とともに描画回路
３１に出力する。また、画像情報転送部３０４は、画像情報生成部３０３により生成され
た画像情報を主制御部３００によるタイミング制御に基づき描画回路３１に転送する機能
を有する。ここではビット画像の間引きで縮小処理の方法で説明したが、ビット画像では
なくベクタ画像の場合は所定の縮小計算処理によりきれいな縮小画像ができる。また、予
め縮小サイズの画像を準備しておいてそれを提示しても良い。
【００２２】
　ＵＩ提供部３０５は、環境設定時、タッチパネル１に設定画面を表示し、一定範囲の表
示領域外の画像を縮小処理する際の縮小率を、タッチパネル１を介して入力されるユーザ
設定を取り込んで縮小率を可変設定する機能を有する。
　また、操作情報処理部３０６は、主制御部３００による制御の下、タッチ座標位置計算
部３０２で計算されたタッチ座標位置に基づく一定の表示領域の情報に定義された操作情
報、例えば、ソフトキーボードであれば、タッチされたキーに基づく画像情報を生成して
画像情報転送部３０４へ出力し、アイコンボタンであれば、そのアイコンボタンに定義さ
れた目的地検索等のナビゲーション処理を実行して画像情報を生成し、画像情報転送部３
０４へ出力し、それぞれタッチパネル１（ＬＣＤモニタ１０）に表示する機能を有する。
【００２３】
　なお、メモリ３２には、上記したプログラムが記憶されるプログラム領域３２１の他に
、所定容量の作業領域が割り当てられており、この作業領域の中には、画像情報生成部３
０３により生成される画像情報がテンポラリに記憶される画像情報記憶領域３２２が含ま
れる。
【００２４】
　図３は、図１に示す描画回路３１の内部構成を示すブロック図である。図３に示される
ように、描画回路３１は、描画制御部３１０と、画像バッファ部３１１と、描画部３１２
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と、ビットマップメモリ部３１３と、表示制御部３１４により構成され、いずれも、アド
レス、データ、コントロールのためのラインが複数本で構成されるローカルバス３１５経
由で共通接続されている。
【００２５】
　上記構成において、描画制御部３１０は、ナビＣＰＵ３０（画像情報転送部３０４）か
ら出力される描画指令をデコードして直線描画や矩形描画あるいは直線の傾き等について
の描画の前処理を行う。そして描画制御部３１０は描画部３１２を起動し、描画部３１２
は、描画制御部３１０によりデコードされた画像情報をビットマップメモリ部３１３に高
速転送して書き込む（描画）。
　そして、表示制御部３１４は、ビットマップメモリ部３１３に保持された画像情報をタ
ッチパネル１のＬＣＤパネル１０の表示タイミングに同期してローカルバス３１５経由で
読出し、タッチパネル１（ＬＣＤパネル１０）に供給して所望の表示を得る。
【００２６】
　図４は、この発明の実施の形態１に係る表示入力装置の動作を示すフローチャートであ
り、図５、図６は、そのときタッチパネル１に表示されるソフトキーボード画像の表示遷
移の一例を示した図である。
　以下、図４～図６を参照しながら、図１～図３に示すこの発明の実施の形態１に係る表
示入力装置の動作について詳細に説明する。
【００２７】
　図４において、タッチパネル１の表示領域には、例えば、図５（ａ）に示されるように
、施設検索時に使用されるソフトキーボードが表示されているものとする（ステップＳＴ
４１）。この状態において、ユーザが、まず、タッチパネル１に検出対象としての指を近
づけると、近接センサ１２が指の近接を検出し（ステップＳＴ４２“ＹＥＳ”）、ナビＣ
ＰＵ３０の近接座標位置計算部３０１によるＸＹ座標計算処理を起動する。
　ここで、近接座標位置計算部３０１は、タッチパネル１に近接した指のタッチパネル１
上における指座標（Ｘ、Ｙ）を計算し、主制御部３００に出力する（ステップＳＴ４３）
。
【００２８】
　指座標を取得した主制御部３００は、画像情報生成部３０３による画像情報生成処理を
起動し、これをうけて画像情報生成部３０３は、指座標近傍に位置するソフトウエアキー
ボードの一部領域を除く外部アイコンの画像を縮小処理し、内部アイコンの画像と合成し
、更新する（ステップＳＴ４４）。
　すなわち、画像情報生成部３０３は、タッチパネル１に表示された外部アイコンの画像
を縮小処理するために、例えば、図５（ａ）の円内に示されるように、既に生成済みのソ
フトキーボードの一部領域（内部アイコン）を除いて隣接する周辺の画像情報（外部アイ
コン）をメモリ３２の画像情報記憶領域３２２から一定の割合で読み出し間引き、一部領
域内の画像情報を合成することにより、指座標位置周辺の一部領域の情報が強調されソフ
トウエアキーボード画像情報を生成する。
【００２９】
　なお、外部アイコンを縮小するときの縮小率についてはユーザ設定を可能とし、このこ
とにより柔軟な縮小処理を可能とし、利便性を提供している。
　具体的には、主制御部３００による制御の下、ＵＩ提供部３０５がタッチパネル１に設
定画面を表示し、ユーザによる操作入力を取り込んで画像情報生成部３０３が縮小処理す
る際の縮小率を可変制御する。縮小率の設定は事前の環境設定時であっても利用シーンに
あわせて動的に設定してもよい。
【００３０】
　ところで、画像情報生成部３０３で生成された画像情報は、メモリ３２の画像情報記憶
領域３２２に記憶されるとともに、画像情報転送部３０４に出力される。
　画像情報転送部３０４は、これをうけて更新された画像情報を描画指令とともに描画回
路３１に転送し、描画回路３１は、描画制御部３１０による制御の下で描画部３１２が転
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送をうけた画像情報を展開してビットマップメモリ部３１３に高速で描画する。そして、
表示制御部３１４がビットマップメモリ部３１３に描画された、例えば、図５（ａ）に示
す更新されたソフトウエアキーボード画像を読み出し、タッチパネル１（ＬＣＤパネル１
０）に表示を行う。
【００３１】
　なお、タッチパネル１（タッチセンサ１１）によりアイコンが指でタッチされたことが
検出されると（ステップＳＴ４５“ＹＥＳ”）、タッチ座標位置計算部３０２は、そのタ
ッチ座標位置を計算して操作情報処理部３０６を起動し、操作情報処理部３０６は、タッ
チ座標位置計算部３０２で計算されたタッチ座標に相当するキーに基づく操作処理を実行
する（ステップＳＴ４６）。ここで、タッチ座標に相当するキーに基づく操作処理とは、
ソフトキーボードの場合、タッチされたキーに基づく画像情報を生成して画像情報転送部
３０４に出力し、アイコンボタンの場合、タッチされたアイコンボタンに定義された目的
地検索等のナビゲーション処理を実行して画像情報を生成して画像情報転送部３０４に出
力し、それぞれタッチパネル１（ＬＣＤモニタ１０）に表示することをいう。
【００３２】
　以上説明のように、上記したこの発明の実施の形態１に係る表示入力装置によれば、制
御部３（ナビＣＰＵ３０）が、近接センサ１２でタッチパネル１に指等検出対象の所定量
の接近が検出された場合に、タッチパネル１に表示された一定範囲の表示領域外における
画像（外部アイコン）を、例えば、縮小処理することによって加工し、一定範囲の表示領
域における画像（内部アイコン）と区別して表示することにより、制御が簡単なため処理
負荷をそれほど要することなく内部アイコンが強調されるため、入力操作が容易になり、
したがって操作性が向上する。
【００３３】
　なお、上記した実施の形態１によれば、一定範囲の表示領域外における画像を縮小する
ことにより一定範囲の表示領域の画像と区別することとしたが、例えば、図５（ｂ）に示
されるように、タッチパネル１に表示された外部アイコンの形状を、四角形状から円形状
に変更し、内部アイコンの画像と区別して表示してもよい。
　また、図６（ａ）に示されるように、タッチパネル１に表示された外部アイコンにおけ
る２以上の画像の間隔（キー間隔）を狭める処理を行い、一定範囲の表示領域の画像と区
別して表示してもよく、また、図６（ｂ）に示されるように、一定範囲の表示領域におけ
る２以上の画像の間隔を拡大し、一定範囲の表示領域外の画像と区別して表示してもよい
。いずれも上記した画像情報生成部３０３が、外部アイコンの間隔を変更する位置の画像
に縮小、あるいは拡大処理を施し画像更新することにより実現が可能である。
　ステップＳＴ４４では外部アイコンを瞬時に縮小表示に、一度縮小してから通常の検索
表示にするステップＳＴ４２からステップＳＴ４１にかけて瞬時に、拡大縮小を行ったが
アニメーション効果のように徐々にサイズを変えるようにしても使い勝手の良い操作感を
得ることができる。また、指が遠くなって近づいてすぐに表示サイズを通常にもどすので
はなく、一定時間（例えば０．５秒程度）たってから戻しても良い。ただし、指が近接し
たままＸ，Ｙ軸方向に移動している場合は瞬時に表示内容を変えるほうが操作感が良い。
　上記実施例では、指の近接と、指のタッチを検出するタッチパネル表示装置を用いたが
、指の接触と押下とを検出するタッチパネル表示装置を用いて、タッチした場合には外部
アイコンを縮小して表示し、タッチをはずれると通常のサイズとし、押下の場合にアイコ
ンに応じた所定の操作をするように構成しても良い。
【００３４】
実施の形態２．
　図７は、この発明の実施の形態２に係る表示入力装置（制御部３）が有するナビＣＰＵ
３０が実行するプログラムの構造を機能展開して示したブロック図である。
　この発明の実施の形態２に係る表示入力装置において、図２に示す実施の形態１との差
異は、実施の形態１のナビＣＰＵ３０が、ＵＩ提供部３０５を除いて有するプログラム構
造に、表示属性情報生成部３０７が付加されたことにある。
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【００３５】
　表示属性情報生成部３０７は、主制御部３００による制御の下で、画像情報生成部３０
３により生成される画像情報毎に、タッチパネル１に表示された外部アイコンを加工し、
内部アイコンと区別して表示するために、階調、色、点滅、反転、強調等の表示属性に基
づいて画像の表示修飾制御を行う場合の属性情報を生成する。
　表示属性情報生成部３０７は、メモリ３２の画像情報記憶領域３２２に、表示属性情報
生成部３０７により生成される表示属性情報を、画像情報生成部３０３により生成される
画像情報と組みで書き込み記憶する。このため、画像情報転送部３０４は、画像情報生成
部３０３により生成される画像情報と表示属性情報生成部３０７により生成される表示属
性情報とを組で、主制御部３００によるタイミング制御に基づき描画回路３１に転送する
。
【００３６】
　図８は、この発明の実施の形態２に係る表示入力装置の動作を示すフローチャートであ
り、図９は、そのときタッチパネル１に表示されるソフトウエアキーボード画像の一例を
示した図である。
　以下、図８、図９を参照しながら、この発明の実施の形態２に係る表示入力装置の動作
につき、特に、実施の形態１の動作との差に着目して説明する。
【００３７】
　図８において、タッチパネル１に、例えば、図９（ａ）に示す通常の検索表示画面が表
示されているものとし、以降、ユーザがタッチパネル１に指を近づけてから指座標（Ｘ、
Ｙ）を主制御部３００に出力するまでの処理（ステップＳＴ８１～ＳＴ８３）は、実施の
形態１で説明したステップＳＴ４１～ＳＴ４３の処理と同じであるため、重複を回避する
意味で説明を省略する。
【００３８】
　次に、制御部３（ナビＣＰＵ３０）は、タッチパネル１に表示された外部アイコンに表
示属性情報に基づく表示修飾制御を施し、内部アイコンと区別して表示する（ステップＳ
Ｔ８４）。
　具体的に、近接座標位置計算部３０１から指座標を取得した主制御部３００は、画像情
報生成部３０３と表示属性情報生成部３０７を制御し、画像情報生成部３０３は、取得し
た指座標に基づき、指座標近傍に位置するソフトウエアキーボードの外部アイコンと、内
部アイコンと合成した画像情報を生成し、表示属性情報生成部３０７は、画像情報生成部
３０３により生成された画像情報のうち、タッチパネル１に表示された外部アイコンにグ
レースケール処理を施す表示属性情報を生成する。
【００３９】
　画像情報生成部３０３で生成された画像情報、ならびに表示属性情報生成部３０７で生
成された表示属性情報は、メモリ３２の画像情報記憶領域３２２に対で記憶されるととも
に画像情報転送部３０４に出力される。
　続いて、画像情報転送部３０４から転送される画像情報および表示属性情報は、描画回
路３１に描画指令と共に転送され、描画指令をうけた描画回路３１（描画制御部３１０）
は、直線描画や矩形描画等の指令をデコードして描画部３１２を起動し、描画部３１２は
、描画制御部３１０によりデコードされた画像情報をビットマップメモリ部３１３に高速
描画する。
【００４０】
　続いて、表示制御部３１４は、ビットマップメモリ部３１３に保持された画像情報をタ
ッチパネル１のＬＣＤパネル１０の表示タイミングに同期して読出し、更に、表示属性情
報生成部３０７で生成され、画像情報転送部３０４により出力された表示属性情報に基づ
き外部アイコンにグレースケール（階調制御）による表示修飾処理を施し、タッチパネル
１（ＬＣＤパネル１０）に表示する。
　このとき表示されるソフトウエアキーボードの一例が図９に示されている。
【００４１】



(10) JP 5430782 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

　なお、タッチパネル１によりアイコンが指でタッチされたことが検出されると（ステッ
プＳＴ８５“ＹＥＳ”）、実施の形態１同様、タッチ座標位置計算部３０２は、そのタッ
チ座標位置を計算して操作情報処理部３０６を起動する。そして、操作情報処理部３０６
が、タッチ座標位置計算部３０２で計算されたタッチ座標に相当するキーに基づく操作処
理を実行し、上記した一連の処理が終了する（ステップＳＴ８６）。
【００４２】
　以上説明のように上記したこの発明の実施の形態２に係る表示入力装置によれば、制御
部３（ナビＣＰＵ３０）が、近接センサ１２でタッチパネル１に指等検出対象の所定量の
接近が検出された場合に、タッチパネル１に表示された一定範囲の表示領域外における画
像（外部アイコン）を、例えば、グレースケール処理することによって加工し、一定範囲
の表示領域における画像（内部アイコン）と区別して表示することにより、内部アイコン
が強調され、入力操作が容易になるため操作性が向上する。
　なお、上記した実施の形態２に係る表示入力装置によれば、グレースケール処理を施す
ことにより、外部アイコンと内部アイコンとを区別して表示したが、階調制御に限らず、
色、点滅、反転、強調等、他の表示属性制御で代替してもよい。
【００４３】
実施の形態３．
　図１０は、この発明の実施の形態３に係る表示入力装置の動作を示すフローチャートで
ある。なお、以下に説明する実施の形態３では、実施の形態１同様、図１に示す表示入力
装置と同じ構成を用い、また、図２に示すプログラム構造と同じ構造を用いることとする
。
　但し、ここで説明する実施の形態３に係る表示入力装置は、パネル面と指との間のＺ方
向の距離も測定可能な３次元タッチパネルに適用したものである。したがって、図１に示
すＸＹ方向の位置検知が可能なタッチパネル１をＺ方向の距離も測定可能な３次元タッチ
パネルに置換えるものとする。３次元位置を計測する技術は、上記した特許文献２に開示
されており、ここではこの技術を適用するものとして説明する。
【００４４】
　図１０のフローチャートにおいて、ステップＳＴ１０１でタッチパネル１に、実施の形
態１、２同様、施設検索時に使用されるソフトキーボードが表示されているものとする。
この状態で、ユーザがタッチパネル１に指を近づけると、近接センサ１２が指の近接を検
出して（ステップＳＴ１０２“ＹＥＳ”）、ナビＣＰＵ３０の近接座標位置計算部３０１
が動作する。このとき、近接座標位置計算部３０１は、Ｚ軸も含めて指座標（Ｘ、Ｙ、Ｚ
）を計算し、主制御部３００に出力する（ステップＳＴ１０３）。
【００４５】
　３次元の指座標を取得した主制御部３００は、近接センサ１２によりタッチパネルに対
向する指のＺ軸（垂直方向）の距離に応じて縮小率を決定し、タッチパネルに表示された
一定範囲の表示領域外における画像を縮小表示する（ステップＳＴ１０４）。
　すなわち、画像情報生成部３０３は、取得したＸＹ方向の指座標に基づき、指座標近傍
に位置するソフトウエアキーボードの一部領域を除く外部アイコンを、Ｚ方向の座標によ
って決まる縮小率にしたがって縮小処理し、内部アイコンと合成し更新する。このとき用
いられる、タッチパネル１のパネル面と指との間のＺ軸方向の距離（横軸）と、縮小率（
縦軸）との関係が図１１のグラフに示されている。図１１に示されるように、Ｚ軸方向の
距離が４ｃｍで最大（１：通常サイズによる表示）となり、Ｚ軸方向の距離が４ｃｍ～１
ｃｍに近づくにつれて徐々に縮小率が減少し、１ｃｍ～０ｃｍまでの間、外部アイコンの
縮小率はほとんど変化が無く、０．５倍以下の縮小率で推移する。図１１の縮小率１．０
とは元のサイズを、縮小率０．５とは一辺のサイズが０．５倍になることを示す。
【００４６】
　なお、タッチパネル１（タッチセンサ１１）によりアイコンが指でタッチされたことが
検出されると（ステップＳＴ１０５“ＹＥＳ”）、タッチ座標位置計算部３０２は、その
タッチ座標位置を計算して操作情報処理部３０６を起動し、操作情報処理部３０６は、タ
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ッチ座標位置計算部３０２で計算されたタッチ座標に相当するキーに基づく操作処理を実
行する処理（ステップＳＴ１０６）は、図４に示す実施の形態１と同様である。
【００４７】
　上記したこの発明の実施の形態３に係る表示入力装置によれば、制御部３（ナビＣＰＵ
３０）が、近接センサ１２でタッチパネル１に指等検出対象の所定量の接近が検出された
場合に、タッチパネル１に表示された一定範囲の表示領域外における画像（外部アイコン
）を、タッチパネルに対向する検出対象の垂直方向の距離に応じた縮小率にしたがい縮小
表示することにより、内部アイコンが強調されるため入力操作が容易になり、したがって
操作性が向上する。
　なお、外部アイコンは、Ｚ軸方向との距離に応じて縮小処理されることに制限されるも
のではなく、Ｚ軸方向の距離に応じて、例えば、グレースケール等表示属性のレベルを変
更してもよい。
【００４８】
　以上説明のように、この発明の実施の形態１～実施の形態３に係る表示入力装置によれ
ば、制御部３が、近接センサ１２でタッチパネル１に検出対象の所定量の接近が検出され
た場合に、タッチパネル１に表示された一定範囲の表示領域外における画像（外部アイコ
ン）を加工し、一定範囲の表示領域における画像（内部アイコン）と区別して表示するこ
とにより、制御部３に処理負荷をそれほど要することなく入力操作が容易になり、操作に
違和感のない優れた操作性を有する表示入力装置を提供することができる。
　なお、上記した実施の形態１～実施の形態３に係る表示入力装置によれば、１以上の一
定範囲の表示領域の情報としてソフトウエアキーボードのみを表示の対象として説明した
が、ソフトウエアキーボードに限らず、タッチパネル１の任意の表示領域に表示された特
定の情報であってもよい。また、検出対象として、指のみ例示したが、指に代わるペン等
の検出物であっても同様の効果が得られる。
【００４９】
　また、この発明の実施の形態１～実施の形態３に係る表示入力装置によれば、表示入力
装置をナビゲーションシステム等の車載情報機器に適用した場合についてのみ説明したが
、車載情報機器以外に、パソコン、ＦＡ（Factory Automation）コンピュータの入出力手
段として、あるいは公共機関やイベント会場等の案内システムに適用してもよい。
【００５０】
　なお、図２、図７に示す制御部３（ナビＣＰＵ３０）が有する機能は、全てをハードウ
ェアによって実現しても、あるいはその少なくとも一部をソフトウェアで実現してもよい
。
　例えば、制御部３が、近接センサ１２でタッチパネル１に検出対象の所定量の接近が検
出された場合に、タッチパネル１に表示された一定範囲の表示領域外における画像（外部
アイコン）を加工し、一定範囲の表示領域における画像（内部アイコン）と区別して表示
するデータ処理は、１または複数のプログラムによりコンピュータ上で実現してもよく、
また、その少なくとも一部をハードウェアで実現してもよい。
【００５１】
　なお、本願発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、ある
いは各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要
素の省略が可能である。
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