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(57)【要約】
【課題】ユーザーが地図の拡大、縮小を行うことを利用
して、選択項目の選択における負担を軽減する。
【解決手段】表示領域に、複数の選択項目のそれぞれを
、アイコン３３によって表示し、複数のアイコン３３の
うち、ＣＤアイコン３５ｂを拡大して表示させることに
より、ＣＤアイコン３５ｂに対応する選択項目が選択さ
れたときに表示すべき表示内容を有する表示画面が表示
される表示態様とした。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示領域内で拡大、及び、縮小自在に地図を表示する表示部を備え、
　前記表示領域に、複数の選択項目のそれぞれを、アイコンによって表示し、
　複数のアイコンのうち、１のアイコンを拡大して表示させることにより、当該１のアイ
コンに対応する選択項目が選択されたときに表示すべき表示内容を有する表示画面が表示
される表示態様としたことを特徴とする車載機器。
【請求項２】
　アイコンを、選択可能なものとし、
　複数のアイコンのうち、１のアイコンが選択された場合、当該１のアイコンが徐々に拡
大していく動きを表現した後、当該１のアイコンに対応する選択項目が選択されたときに
表示すべき表示内容を有する表示画面を表示することを特徴とする請求項１に記載の車載
機器。
【請求項３】
　１のアイコンを拡大して表示したときに表示される表示画面に、他の選択項目を、アイ
コンによって表示可能とし、
　当該他の選択項目に対応するアイコンを拡大して表示させることにより、さらに、当該
他の選択項目が選択されたときに表示すべき表示内容を有する表示画面が表示される表示
態様としたことを特徴とする請求項１又は２に記載の車載機器。
【請求項４】
　同一の表示画面に表示された１の選択項目に対応するアイコンと、他の選択項目に対応
するアイコンとについて、当該１の選択項目を選択したときに表示される表示画面と、当
該他の選択項目を選択したときに表示される表示画面との間で、表示画面を遷移可能に構
成したことを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の車載機器。
【請求項５】
　同一の表示画面に表示された１の選択項目に対応するアイコンと、他の選択項目に対応
するアイコンとの前記表示領域における位置関係を反映して、当該１の選択項目を選択し
たときに表示される表示画面と、当該他の選択項目を選択したときに表示される表示画面
との間で、表示画面の遷移の指示をできる構成したことを特徴とする請求項４に記載の車
載機器。
【請求項６】
　複数のアイコンのうち、１のアイコンを拡大して表示させることにより、当該１のアイ
コンに対応する選択項目が選択されたときに表示すべき表示内容を有する表示画面を表示
することを、前記表示領域の表示を１段階拡大したこととし、
　現時点で、表示領域に表示されている表示画面が、前記表示領域の表示を何段階拡大し
たものであるかを明示的に示すインジケーターを表示することを特徴とする請求項１ない
し５のいずれかに記載の車載機器。
【請求項７】
　表示領域内で拡大、及び、縮小自在に地図を表示する表示部を備えた車載機器を制御し
て、
　前記表示領域に、複数の選択項目のそれぞれをアイコンによって表示し、複数のアイコ
ンのうち、１のアイコンを拡大して表示することにより、当該１のアイコンに対応する選
択項目が選択されたときに表示すべき表示内容を有する表示画面を表示することを特徴と
する車載機器の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地図を表示する車載機器、及び、車載機器の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、各種情報を表示可能な表示パネルを備え、この表示パネルの表示領域に、経路誘
導時や、車両の現在位置の報知時に利用する地図を表示する車載機器（ナビゲーション装
置）が知られている（例えば、特許文献１参照）。
　この種の車載機器では、ユーザーが、表示領域に表示した地図のスケールを、拡大、及
び、縮小できるようにしたものがある。拡大した地図と、縮小した地図とでは、ユーザー
に提供される情報が異なっており、ユーザーは、自身のニーズに応じて、地図の拡大、及
び、縮小を行う。
　また、車載機器では、表示領域に選択項目（例えば、ナビゲーション機能を有する機器
では、目的地を入力する画面へ遷移することを選択するための選択項目）をアイコンによ
って表示するものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－８５２０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、一般に、上述した車載機器において、表示領域に表示される選択項目は、階層
構造となっており、上位の階層に属する選択項目から、下位の階層に属する選択項目へ向
かって段階的に選択項目を選択する構造となっている。この場合、選択項目が多数存在す
る場合等、所望の選択項目を探すことが難しく、選択項目の選択が負担となることがあっ
た。
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、ユーザーが地図の拡大、縮小を
行うことを利用して、選択項目の選択における負担を軽減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明は、車載機器において、表示領域内で拡大、及び、
縮小自在に地図を表示する表示部を備え、前記表示領域に、複数の選択項目のそれぞれを
、アイコンによって表示し、複数のアイコンのうち、１のアイコンを拡大して表示させる
ことにより、当該１のアイコンに対応する選択項目が選択されたときに表示すべき表示内
容を有する表示画面が表示される表示態様としたことを特徴とする。
【０００６】
　また、上記発明の車載機器において、本発明は、アイコンを、選択可能なものとし、複
数のアイコンのうち、１のアイコンが選択された場合、当該１のアイコンが徐々に拡大し
ていく動きを表現した後、当該１のアイコンに対応する選択項目が選択されたときに表示
すべき表示内容を有する表示画面を表示することを特徴とする。
【０００７】
　また、上記発明の車載機器において、本発明は、１のアイコンを拡大して表示したとき
に表示される表示画面に、他の選択項目を、アイコンによって表示可能とし、当該他の選
択項目に対応するアイコンを拡大して表示させることにより、さらに、当該他の選択項目
が選択されたときに表示すべき表示内容を有する表示画面が表示される表示態様としたこ
とを特徴とする。
【０００８】
　また、上記発明の車載機器において、本発明は、同一の表示画面に表示された１の選択
項目に対応するアイコンと、他の選択項目に対応するアイコンとについて、当該１の選択
項目を選択したときに表示される表示画面と、当該他の選択項目を選択したときに表示さ
れる表示画面との間で、表示画面を遷移可能に構成したことを特徴とする。
【０００９】
　また、上記発明の車載機器において、本発明は、同一の表示画面に表示された１の選択
項目に対応するアイコンと、他の選択項目に対応するアイコンとの前記表示領域における
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位置関係を反映して、当該１の選択項目を選択したときに表示される表示画面と、当該他
の選択項目を選択したときに表示される表示画面との間で、表示画面の遷移の指示をでき
る構成したことを特徴とする。
【００１０】
　また、上記発明の車載機器において、本発明は、複数のアイコンのうち、１のアイコン
を拡大して表示させることにより、当該１のアイコンに対応する選択項目が選択されたと
きに表示すべき表示内容を有する表示画面を表示することを、前記表示領域の表示を１段
階拡大したこととし、現時点で、表示領域に表示されている表示画面が、前記表示領域の
表示を何段階拡大したものであるかを明示的に示すインジケーターを表示することを特徴
とする。
【００１１】
　また、上記目的を達成するために、本発明は、表示領域内で拡大、及び、縮小自在に地
図を表示する表示部を備えた車載機器を制御して、前記表示領域に、複数の選択項目のそ
れぞれをアイコンによって表示し、複数のアイコンのうち、１のアイコンを拡大して表示
することにより、当該１のアイコンに対応する選択項目が選択されたときに表示すべき表
示内容を有する表示画面を表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ユーザーが地図の拡大、縮小を行うことを利用して、選択項目の選択
における負担を軽減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態に係る車載ナビゲーション装置の機能的構成を示すブロック図である
。
【図２】表示パネルに表示された地図を拡大、縮小した様子を示す図である。
【図３】メイン画面を示す図である。
【図４】メイン画面のＣＤアイコンが拡大する様子を示す図である。
【図５】ＣＤアイコン選択画面を示す図である。
【図６】楽曲選択アイコンが拡大する様子を示す図である。
【図７】楽曲情報画面を示す図である。
【図８】ＣＤアイコン選択画面が右方向へスクロールしていく様子を示す図である。
【図９】ナビ設定アイコン選択画面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
　図１は、本実施形態に係る車載ナビゲーション装置１（車載機器）の機能的構成を示す
ブロック図である。
　車載ナビゲーション装置１は、車両に搭載される装置であり、ナビゲーション部１１と
、ＣＤ再生部１２と、ラジオ受信部１３と、テレビ受信部１４と、音声出力部１５と、表
示部１６と、操作部１７と、記憶部１８と、を備えている。
　制御部１０は、ＣＰＵや、ＲＯＭ、ＲＡＭ、その他の周辺回路を備え、車載ナビゲーシ
ョン装置１の各部を中枢的に制御する。
　ナビゲーション部１１は、制御部１０の制御の下、所定の目的地までの経路案内を行う
。ナビゲーション部１１は、図示しないＧＰＳ受信機やジャイロセンサなどの自車両位置
検出手段を備え、自車両位置検出手段により自車両の現在位置を順次取得し、記憶部１８
に記憶された地図データ１８ａを利用して、地図上に自車両の現在を明示しつつ、目的地
に至るまでの経路を明示し、経路案内を行う。
　ＣＤ再生部１２は、制御部１０の制御の下、ＣＤに記録された音楽データを読み取り、
音声信号として、制御部１０に出力する。
【００１５】
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　ラジオ受信部１３は、図示しないアンテナ及びＡＭ／ＦＭチューナー等を備え、制御部
１０の制御の下、ユーザーにより選択されたチャンネルに係るラジオ放送波を受信してラ
ジオ放送の音声信号を制御部１０に出力する。
　テレビ受信部１４は、図示しないアンテナ及びデジタルテレビチューナー等を備え、制
御部１０の制御の下、ユーザーにより選択されたチャンネルに係るテレビ放送波を受信し
てテレビ放送の音声信号、映像信号を制御部１０に出力する。
　音声出力部１５は、Ｄ／Ａコンバーターや、アンプ等を備え、制御部１０の制御の下、
車両に設けられたスピーカーから各種音声を出力する。
　表示部１６は、液晶表示パネル等の表示パネル１６ａを備え、制御部１０の制御の下、
各種情報を表示する。表示パネル１６ａには、経路案内に利用される地図や、テレビ放送
に係る映像のほか、後述するメイン画面３０を表示可能である。
　操作部１７は、車載ナビゲーション装置１に設けられた操作スイッチ１７ａと、表示パ
ネル１６ａに重ねて配置されたタッチパネル１７ｂを備え、操作スイッチ１７ａに対する
操作、及び、タッチパネル１７ｂに対するタッチ操作を検出し、制御部１０に出力する。
　記憶部１８は、ハードディスクや、フラッシュメモリー等の不揮発性メモリーを備え、
各種データを書き換え可能に記憶する。記憶部１８には、地図データ１８ａが記憶される
。地図データ１８ａは、表示パネル１６ａに表示される地図に係る情報のほか、地図上に
存在する施設や、道路に係る情報が含まれている。
【００１６】
　図２は、表示パネル１６ａに表示される地図の表示態様を示す図である。
　本実施形態では、表示パネル１６ａに表示した地図について、そのスケールを拡大、縮
小できる。
　例えば、表示パネル１６ａの表示領域に、図２（Ａ）に示す地図が表示されているもの
とする。なお、図２（Ａ）において、自車両マーク３１は、地図上の自車両の位置を示す
マークである。
　この場合において、ユーザーによって、地図のスケールを拡大することが指示された場
合、図２（Ｂ）に示すように、自車両の位置が地図の中心である状態が維持されたまま、
表示された地図が拡大される。この図２（Ｂ）に示す地図では、図２（Ａ）に示す地図と
比較して、自車両の周辺の施設や、道の状態等がより詳細に表示されるため、ユーザーは
、これら情報をより詳細に認識することができる。
　また、表示パネル１６ａの表示領域に、図２（Ａ）に示す地図が表示されている場合に
おいて、ユーザーによって、地図のスケールを縮小することが指示された場合、図２（Ｃ
）に示すように、自車両の位置が地図の中心である状態が維持されたまま、表示された地
図が縮小される。この図２（Ｃ）に示す地図では、図２（Ａ）に示す地図と比較して、自
車両の遠方の地理、地形等がより多く表示されることとなるため、ユーザーは、これら情
報を効率よく取得できる。
　なお、ユーザーは、例えば、地図のスケールを明示すると共に、スケールの拡大、縮小
を指示可能なインジケーター（図２では不図示）を表示パネル１６ａに表示させ、このイ
ンジケーターをタッチ操作することにより、地図のスケールの拡大、縮小を指示でき、ま
た、車載ナビゲーション装置１の操作スイッチ１７ａを操作することにより、地図のスケ
ールの拡大、縮小を指示できる。
【００１７】
　さらに、本実施形態では、表示パネル１６ａに表示した地図について、上下左右にスク
ロール可能である。詳細には、地図における北－南の方角と、地図における上－下の方向
とが対応しており、また、地図における東－西の方角と、地図における右－左の方向とが
対応しており、ユーザーが、現在表示されている地図を１の方向（例えば、「上」）にス
クロールすることを指示した場合、地図が当該１の方向（例えば、「上」）にスクロール
し、当該スクロールに伴って、地図が当該１の方向に対応する方角（例えば、「上」に対
応する「北」）に遷移する。スクロールと同時に、スケールの拡大、縮小は行われず、ス
クロール前に表示されていた地図と、スクロール後に表示されていた地図とは、同じスケ
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ールである。
　図２を参照し、例えば、表示パネル１６ａの表示領域に、図２（Ａ）に示す地図が表示
されている場合において、ユーザーによって、地図を右方向にスクロールすることが指示
されたとする。この場合、図２（Ｄ）に示すように、地図が右方向にスクロールし、これ
に伴って表示されている地図が東に遷移し、図２（Ａ）と比較して、自車両のより東側が
表示された状態となる。
　なお、地図のスクロールは、例えば、上下左右にスクロールすることを指示するための
タッチ操作可能なスイッチを地図上に表示し、このスイッチに対するタッチ操作により行
えるようにしてもよく、また、操作スイッチ１７ａを操作することによって行えるように
してもよい。
【００１８】
　ところで、上述したように、スケールが異なる地図では、ユーザーが認識可能な情報が
異なる。従って、ユーザーは、自身が認識したいとする情報に応じて、地図のスケールを
変更することが多い。例えば、自車両の周辺の施設をより詳しく知りたいと考えたユーザ
ーが、地図のスケールを拡大して周辺の施設に係る情報をより詳細に認識し、その後、再
び、地図のスケールを、道路の状態が把握しやすいスケールに変更する、といったことは
、しばしば行われる。従って、ユーザーは、地図のスケールを拡大、縮小することに慣れ
ている場合が多いと言える。
　また、ユーザーは、車両の運転中、自車両の周辺のみならず、目的地の周辺や、自車両
から離れた場所を参照したいと考える場合も多く、また、目的地の周辺や、自車両から離
れた場所を参照する必要が生じる場合も多い。このため、ユーザーが、地図を上下左右に
スクロールすることは、しばしばあり、ユーザーは、地図をスクロールすることに慣れて
いる場合が多いと言える。
　このことを利用して、本実施形態では、ユーザーが、各種の選択項目の状況について直
感的、かつ、容易に把握できるようにし、選択項目の選択にかかるユーザーの負担を軽減
している。
【００１９】
　図３は、メイン画面３０の一例を模式的に示す図である。
　このメイン画面３０は、ユーザーの指示に応じて、表示パネル１６ａの表示領域に適宜
表示される画面であり、車載ナビゲーション装置１が備える各種機能の実行を選択するた
めの選択項目や、各種設定を行うための選択項目毎に、各選択項目に対応するアイコン３
３が表示される。従って、メイン画面３０は、ユーザーが、各種機能を実行したり、また
、各種設定を行ったりする際に、最初に、表示される画面である。
　図３に示すように、メイン画面３０は、ナビ領域３４と、オーディオ領域３５と、設定
領域３６との３つの領域に区分されている。
　ナビ領域３４には、マイリストアイコン３４ａと、電話番号アイコン３４ｂと、住所ア
イコン３４ｃと、施設名称アイコン３４ｄと、ジャンルアイコン３４ｅと、登録リストア
イコン３４ｆと、の６つのアイコンが表示されている。図３に示すように、各アイコンは
、略正方形の枠の中に、シンボルマークと、識別用の簡単な名称と、が表示された態様と
なっており、正方形の枠に囲まれた領域をタッチ操作することにより、各アイコンに対応
する選択項目を選択可能な構成となっている。なお、後述するインジケーター５０のプラ
ススイッチ５３を利用して、アイコンを選択することもできるが、これについては後述す
る。
　各アイコンについて、簡単に説明すると、マイリストアイコン３４ａは、経路案内用の
目的地を設定する場合において、ユーザー自身が登録した目的地の中から、目的地を選択
する際にユーザーによって選択される選択項目に対応するアイコンである。また、電話番
号アイコン３４ｂは、電話番号を利用して目的地を設定する際に、住所アイコン３４ｃは
、住所を利用して目的地を設定する際に、施設名称アイコン３４ｄは、施設の名称を利用
して目的地を設定する際に、ジャンルアイコン３４ｅは、施設のジャンルを利用して目的
地を設定する際に、登録リストアイコン３４ｆは、選択可能な目的地として登録された施



(7) JP 2012-98873 A 2012.5.24

10

20

30

40

50

設を一覧表示する際に、それぞれ、ユーザーによって選択される選択項目に対応するアイ
コンである。
【００２０】
　また、オーディオ領域３５には、ＦＭ／ＡＭアイコン３５ａと、ＣＤアイコン３５ｂと
、ＴＶアイコン３５ｃと、マイアルバムアイコン３５ｄと、ＭＣＴアイコン３５ｅと、の
５つのアイコンが表示されている。
　各アイコンについて、簡単に説明すると、ＦＭ／ＡＭアイコン３５ａは、ラジオ放送を
聴取する際に、ＣＤアイコン３５ｂは、ＣＤに記録された音楽の再生の指示等、ＣＤ再生
部１２に対する各種指示を行う際に、ＴＶアイコン３５ｃは、テレビ放送を視聴する際に
、マイアルバムアイコン３５ｄは、録音したアルバムＣＤに係る楽曲を再生する際に、Ｍ
ＣＴアイコン３５ｅは、録音した楽曲を再生する際に、それぞれ、ユーザーによって選択
される選択項目に対応するアイコンである。ＣＤアイコン３５ｂを選択した場合における
表示内容については、後に詳述する。なお、本実施形態に係る車載ナビゲーション装置１
では、音楽に係る楽曲データを記憶部１８の所定の記憶領域に記憶可能である。
【００２１】
　また、設定領域３６には、ナビ設定アイコン３６ａと、オーディオ設定アイコン３６ｂ
と、録音設定アイコン３６ｃと、モニター設定アイコン３６ｄと、データ編集設定アイコ
ン３６ｅと、メニュー設定アイコン３６ｆと、の６つのアイコンが表示されている。
　各アイコンについて、簡単に説明すると、ナビ設定アイコン３６ａは、上述した経路案
内に係る各種設定を行う際に、オーディオ設定アイコン３６ｂは、ＣＤ再生部１２の機能
を含む各種オーディオに係る機能に係る各種設定を行う際に、録音設定アイコン３６ｃは
、ＣＤに記録された音楽の録音を含む録音に係る各種設定を行う際に、モニター設定アイ
コン３６ｄは、表示パネル１６ａの各種設定を行う際に、それぞれ、ユーザーによって選
択される選択項目に対応するアイコンである。
【００２２】
　ここで、上記メイン画面３０に表示された各アイコンのうち、ＣＤアイコン３５ｂが選
択された場合を例にして、アイコンが選択された場合の表示態様について具体的に説明す
る。上述したように、ＣＤアイコン３５ｂの選択は、ＣＤアイコン３５ｂを構成する略正
方形の枠に囲まれた領域をタッチ操作することにより可能である。
【００２３】
　図４は、ＣＤアイコン３５ｂが選択された直後の、表示パネル１６ａの表示領域の状態
を示す図であり、より具体的には、拡大中のＣＤアイコン３５ｂを示す図である。図５は
、ＣＤアイコン３５ｂが選択された後の最終的な表示領域の状態を示す図である。
　本実施形態では、ＣＤアイコン３５ｂがタッチ操作により選択された場合、ＣＤアイコ
ン３５ｂが徐々に拡大していく様子が表現されたアニメーションが表示される。より具体
的には、図４に示すように、あたかもＣＤアイコン３５ｂに対してズームインするように
、ＣＤアイコン３５ｂの略正方形の矩形の枠（図３）が、徐々に拡大していき（図４）、
最終的に、ＣＤアイコン３５ｂの枠が、表示領域に沿って表示領域の略全域に延在した状
態となる（図５）。この表示領域の略全域に延在した枠の内部には、再生可能な楽曲の一
覧が表示される。この「再生可能な楽曲の一覧」は、ＣＤアイコン３５ｂに対応する選択
項目が選択された場合に、表示すべき情報（表示内容）である。
　以下、ＣＤアイコン３５ｂが選択された後に、最終的に表示領域に表示される画面のこ
とを、「ＣＤアイコン選択画面」といい、図５において符号４０を付す。
【００２４】
　このように、本実施形態では、アイコンが選択された場合、あたかも当該アイコンにズ
ームインするように、当該アイコンが徐々に拡大していく動きが表現された後、当該アイ
コンに対応する選択項目が選択されたときに表示すべき表示内容を有する表示画面が表示
される構成となっている。
　ここで、図２を用いて説明したように、表示パネル１６ａの表示領域に地図を表示した
場合、この地図のスケールを拡大することにより、より詳細に自車両の周辺の情報（周辺
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に存在する施設の情報や、道路の形状等）が表示されることとなる。
　そして、本実施形態では、１のアイコンを選択し、当該１のアイコンを拡大表示するこ
とにより、当該１のアイコンに関するより詳細な情報（当該１のアイコンに対応する選択
項目が選択されたときに表示すべき表示内容）が表示される構成となっている。
　このように、表示領域の表示を拡大することにより、より詳細な情報が表示される、と
いう表示態様が、地図を拡大する場合と、アイコンを選択する場合とで同様であるため、
ユーザーは、地図を拡大するのと同様の感覚で、１のアイコンを選択でき、かつ、１のア
イコンを選択した後に表示された表示画面（例、図５のＣＤアイコン選択画面４０）が、
当該１のアイコンに関するより詳細な情報（当該１のアイコンに対応する選択項目が選択
されたときに表示すべき表示内容）であることを、直感的に把握でき、これにより、選択
項目の選択におけるユーザーの負担が軽減する。
【００２５】
　さらに、図５を参照し、ＣＤアイコン選択画面４０には、再生可能な楽曲のそれぞれが
、選択項目として、５つのアイコン（楽曲選択アイコン４１－楽曲選択アイコン４５）に
よって表示されている。これら楽曲選択アイコン４１－４５は、タッチ操作によって選択
可能な構成となっており、楽曲選択アイコン４１－４５のいずれかがタッチ操作された場
合、当該タッチ操作された楽曲選択アイコンに対応する選択項目が選択されたと判別され
、当該選択項目が選択されたときの機能、具体的には、選択された楽曲選択アイコンに対
応する楽曲の再生が実行される。
　ここで、図５における楽曲選択アイコン４１がタッチ操作された場合における表示態様
について説明する。この楽曲選択アイコン４１がタッチ操作された場合、当該楽曲選択ア
イコン４１に対応する楽曲（便宜的に「トラック０１」と称する）の再生が実行される。
【００２６】
　図６は、楽曲選択アイコン４１が選択された直後の、表示パネル１６ａの表示領域の状
態を段階的に示す図である。図７は、楽曲選択アイコン４１が選択された後の最終的な表
示領域の状態を示す図である。
　図６に示すように、楽曲選択アイコン４１が選択された場合、上述したＣＤアイコン３
５ｂを選択した場合と同様、あたかも楽曲選択アイコン４１にズームインするように、楽
曲選択アイコン４１が徐々に拡大していく様子が表現されたアニメーションが表示される
。そして、図７に示すように、最終的に、トラック０１に関する基本情報、具体的には、
トラック０１（再生中の楽曲）が記録されているアルバム名、当該アルバムにおけるトラ
ック名、及び、トラック０１に係るアーティスト名を表示内容とする表示画面（以下、「
楽曲情報画面」というものとし、図７において符号４６を付す）が表示される。当該表示
内容は、楽曲選択アイコン４１に対応する選択項目が選択された場合に表示すべき情報で
ある。
　このように、本実施形態では、１のアイコンを拡大表示して表示された表示画面に、さ
らに、他のアイコンが存在した場合において、当該他のアイコンを拡大表示した場合、当
該他のアイコンに対応する選択項目が選択された場合に表示すべき表示内容を有する表示
画面が表示される構成となっている。つまり、アイコンを、順次、拡大表示していくこと
と、各アイコンに対応する選択項目の階層を、順次、下っていくことと、が対応した処理
となっている。つまり、本実施形態では、アイコンを、順次、拡大表示していくほど、各
アイコンに対応する選択項目の階層が、順次、下がっていき、より詳細な情報（各アイコ
ンを選択したときに表示すべき表示内容）が、順次、表示されていくこととなる。
　このように、表示領域の表示を拡大することにより、より詳細な情報が表示される、と
いう表示態様が、地図の場合と、アイコンの場合とで同様であるため、ユーザーは、地図
を拡大するのと同様の感覚で、１のアイコンを選択でき、かつ、１のアイコンを選択した
後に表示された表示画面が、当該１のアイコンに関するより詳細な情報（当該１のアイコ
ンに対応する選択項目が選択されたときに表示すべき表示内容）であることを、直感的に
把握でき、これにより、選択項目の選択におけるユーザーの負担が軽減する。
【００２７】
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　さて、図３～図７を参照し、表示領域の左端には、上下に延びるインジケーター５０が
表示される。
　このインジケーター５０は、現在表示されている表示画面が、アイコンをメイン画面３
０を起点として何段階拡大した後に表示されたものであるのかを明示するインジケーター
であり、上下方向に所定の間隔をあけて複数の目盛り５１が形成されており、複数の目盛
り５１のうち、１つの目盛り５１が排他的に点灯（他の目盛りと異なる色による表示）す
る。そして、マイナススイッチ５２に最も近い目盛り５１が、メイン画面３０を表示して
いる場合に点灯する目盛り５１であり、アイコンを拡大表示するごとに（＝アイコンを、
段階的に、順次、選択するごとに）、点灯する目盛り５１が、プラススイッチ５３方向へ
１つずつ遷移する。
　例えば、図５に示すように、ＣＤアイコン選択画面４０は、メイン画面３０のＣＤアイ
コン３５ｂを拡大する（＝選択する）ことによって表示される表示画面であり、換言すれ
ば、メイン画面３０を起点として、１段階、アイコンを拡大することによって表示される
表示画面である。このため、ＣＤアイコン選択画面４０では、インジケーター５０におい
て、点灯する目盛り５１が、マイナススイッチ５２に２番目に近い目盛り５１となる。
　また、図７に示すように、楽曲情報画面４６は、ＣＤアイコン選択画面４０の楽曲選択
アイコン４１を拡大する（＝選択する）ことによって表示される表示画面であり、換言す
れば、メイン画面３０を起点として、２段階、アイコンを拡大することによって表示され
る表示画面である。このため、楽曲情報画面４６では、インジケーター５０において、点
灯する目盛り５１が、マイナススイッチ５２に３番目に近い目盛り５１となる。
【００２８】
　また、インジケーター５０のプラススイッチ５３をタッチ操作することにより、アイコ
ンの選択、及び、このアイコンの選択に伴うアイコンの拡大を実行することもできる。
　具体的には、本実施形態では、選択の候補となっているアイコンであることを明示する
カーソル（例えば、図５で符号５４を付したカーソル）を、アイコンと対応づけて表示可
能となっている。
　そして、カーソルによって選択候補のアイコンが選択された状態で、プラススイッチ５
３をタッチ操作することにより、当該カーソルに対応するアイコンが選択されたこととな
り、当該アイコンが拡大するアニメーションが実行される。
　また、インジケーター５０のマイナススイッチ５２をタッチ操作することにより、現在
の表示画面の前に表示されていた表示画面、すなわち、現在の表示画面に移行するための
アイコンが表示された表示画面へ、表示画面を移行することができる。
　具体的には、ある１の表示画面が表示されている状況下で、マイナススイッチ５２がタ
ッチ操作されると、あたかも、当該１の表示画面からズームアウトしていくように、表示
領域の表示が、縮小していき、最終的に、当該１の表示画面に移行するための表示画面が
表示される。これは、地図のスケールを縮小したときの表示態様と同様の表示態様であり
、ユーザーは、感覚的に、表示画面が、当該１の表示画面へと移行する際に選択されるア
イコンが表示された表示画面へと移行していることを、直感的、かつ、容易に把握できる
。
　また、上述したように、本実施形態では、地図のスケールの拡大、縮小を、専用のイン
ジケーターで行えるようになっているが、アイコンの選択（拡大）、及び、前の表示画面
への移行を、地図の拡大、縮小と同様に、インジケーター５０によって行えるようにする
ことにより、地図のスケールの拡大、縮小とより同様の感覚で、アイコンに対応する選択
項目の選択を行うことができ、よりユーザーの選択項目の負担が軽減する。
【００２９】
　また、図５を参照し、ＣＤアイコン選択画面４０には、上スクロール指示スイッチ５５
、下スクロール指示スイッチ５６、右スクロール指示スイッチ５７、及び、左スクロール
指示スイッチ５８の各スイッチがタッチ操作可能に表示される。なお、これらスクロール
指示スイッチは、メイン画面３０に表示された各アイコンを選択した後の、各表示画面上
に適宜表示される。
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　これらスクロール指示スイッチは、メイン画面３０に表示された１のアイコンを、メイ
ン画面３０を起点として所定の段階拡大したときに表示される表示画面から、メイン画面
３０に表示された他のアイコンを、メイン画面３０を起点として上記と同一の所定の段階
拡大したときに表示される表示画面へと遷移することを指示するためのスイッチである。
　以下、スクロール指示スイッチを操作したときの表示態様について、具体的に例を挙げ
て説明する。
【００３０】
　図８は、ＣＤアイコン選択画面４０の右スクロール指示スイッチ５７をタッチ操作した
直後の表示領域の状態を段階的に示す図である。図９は、ＣＤアイコン選択画面４０の右
スクロール指示スイッチ５７をタッチ操作した後の、最終的な表示領域の状態を示す図で
ある。
　図８に示すように、ＣＤアイコン選択画面４０が表示されている状況で、右スクロール
指示スイッチ５７を操作した場合、表示領域の略全域に延在するＣＤアイコン３５ｂが左
方向へ移動していくと共に、画面が右方向へスクロールしていくアニメーションが表示さ
れる。そして、最終的にナビ設定アイコン選択画面６０が表示される。
　このナビ設定アイコン選択画面６０は、メイン画面３０において、ナビ設定アイコン３
６ａを選択した場合に表示される表示画面である。つまり、メイン画面３０のＣＤアイコ
ン３５ｂを選択することによって表示される（＝メイン画面３０を１段階拡大することに
よって表示される）ＣＤアイコン選択画面４０を右方向にスクロールすることにより、メ
イン画面３０のナビ設定アイコン３６ａを選択した場合に表示される（＝メイン画面３０
を１段階拡大することによって表示される）表示画面が表示される。
　このように、本実施形態では、メイン画面３０に表示された１のアイコンをメイン画面
３０を起点として所定の段階拡大したときに表示される表示画面（以下、「１のアイコン
に対応する表示画面」という）におけるスクロール指示スイッチを操作することにより、
当該表示画面から、メイン画面３０に表示された他のアイコンをメイン画面３０を起点と
して上記と同一の所定の段階拡大したときに表示される表示画面（以下、「他のアイコン
に対応する表示画面」という）へと遷移できる構成となっている。
【００３１】
　さらに、本実施形態では、メイン画面３０における１のアイコンと、他のアイコンとの
位置関係を踏まえた上で、当該１のアイコンに対応する表示画面をスクロールすることに
より、他のアイコンに対応する表示画面へと遷移可能な構成となっている。具体的には、
メイン画面３０において、１のアイコンの上、下、左、又は、右側に他のアイコンが配置
されている場合は、１のアイコンに対応する表示画面を上、下、左、又は、右にスクロー
ルすることにより、他のアイコンに対応する表示画面への遷移できる構成となっている。
例えば、図３を参照して、メイン画面３０において、ナビ設定アイコン３６ａは、ＣＤア
イコン３５ｂの右隣に配置されているが、ＣＤアイコン３５ｂを選択することによって表
示されるＣＤアイコン選択画面４０（ＣＤアイコン３５ｂに対応する画面）における右ス
クロール指示スイッチ５７を操作して、ＣＤアイコン選択画面４０を右方向へスクロール
することにより、ＣＤアイコン選択画面４０が、ナビ設定アイコン３６ａを選択すること
によって表示されるナビ設定アイコン選択画面６０（ナビ設定アイコン３６ａに対応する
画面）へ遷移する。
【００３２】
　ここで、上述したように、地図を表示している場合、画面を上、下、左、右方向へスク
ロールすることにより、表示された地図が北、南、西、東方向へ遷移する。さらに、当該
地図の遷移に際し、地図のスケールは変わらない。これを踏まえ、上述したように、１の
アイコンに対応する表示画面から、他のアイコンに対応する表示画面へ、メイン画面３０
における１のアイコンと他のアイコンとの位置関係を反映した上でスクロール指示スイッ
チを操作することにより、遷移可能な構成とすることにより、地図をスクロールするのと
同様の感覚で、表示画面を遷移することができ、ユーザーの操作性が向上すると共に、ユ
ーザーは、現在表示されている表示画面を、遷移可能な他の表示画面との関係で把握でき
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、利便性が向上する。
　特に、本実施形態では、スクロール指示スイッチを操作した場合、１のアイコンに対応
する表示画面から、他のアイコンに対応する表示画面へとスクロールしていく様子が表現
されたアニメーションが表示されるため、ユーザーは、表示画面が、メイン画面３０を起
点として同一の段階だけ拡大した他の表示画面へと移行していることを直感的、かつ、容
易に把握できる。
【００３３】
　以上説明したように、本実施形態では、メイン画面３０の１のアイコンを拡大して表示
させることにより、当該１のアイコンに対応する選択項目が選択されたときに表示すべき
表示内容を有する表示画面が表示される。例えば、メイン画面３０のＣＤアイコン３５ｂ
を拡大して表示させることにより、当該ＣＤアイコン３５ｂに対応する選択項目が選択さ
れたときに表示すべき情報である「再生可能な楽曲の一覧」が表示される。
　このように、表示領域の表示を拡大することにより、より詳細な情報が表示される、と
いう表示態様が、地図の場合と、アイコンの場合とで同様であるため、ユーザーは、地図
を拡大するのと同様の感覚で、１のアイコンを選択でき、かつ、１のアイコンを選択した
後に表示された表示画面（例、図５のＣＤアイコン選択画面４０）が、当該１のアイコン
に関するより詳細な情報（当該１のアイコンに対応する選択項目が選択されたときに表示
すべき表示内容）であることを、直感的に把握でき、これにより、選択項目の選択におけ
るユーザーの負担が軽減する。
【００３４】
　また、本実施形態では、１のアイコンが選択された場合、当該１のアイコンが徐々に拡
大していく動きが表現されたアニメーションが表示された後、当該１のアイコンに対応す
る選択項目が選択されたときに表示すべき表示内容を有する表示画面が表示される。
　これにより、１のアイコンを拡大することにより、当該１のアイコンに対応する選択項
目が選択されたときに表示すべき表示内容が表示されている、というイメージをユーザー
に抱かせることができると共に、ユーザーは、１のアイコンを選択した後に表示された表
示画面が、当該１のアイコンに関するより詳細な情報（当該１のアイコンに対応する選択
項目が選択されたときに表示すべき表示内容）であることを、直感的に把握でき、これに
より、選択項目の選択におけるユーザーの負担が軽減する。
【００３５】
　また、本実施形態では、１のアイコンを拡大表示して表示された表示画面に、さらに、
他のアイコンが存在した場合において、当該他のアイコンを拡大表示した場合、当該他の
アイコンに対応する選択項目が選択された場合に表示すべき表示内容を有する表示画面が
表示される構成となっている。つまり、アイコンを、順次、拡大表示していくことと、各
アイコンに対応する選択項目の階層を、順次、下っていくことと、が対応した処理となっ
ている。つまり、本実施形態では、アイコンを、順次、拡大表示していくほど、各アイコ
ンに対応する選択項目の階層が、順次、下がっていき、より詳細な情報（各アイコンを選
択したときに表示すべき表示内容）が、順次、表示されていくこととなる。
　このように、表示領域の表示を拡大することにより、より詳細な情報が表示される、と
いう表示態様が、地図の場合と、アイコンの場合とで同様であるため、ユーザーは、地図
を拡大するのと同様の感覚で、１のアイコンを選択でき、かつ、１のアイコンを選択した
後に表示された表示画面が、当該１のアイコンに関するより詳細な情報（当該１のアイコ
ンに対応する選択項目が選択されたときに表示すべき表示内容）であることを、直感的に
把握でき、これにより、選択項目の選択におけるユーザーの負担が軽減する。
【００３６】
　また、本実施形態に係る車載ナビゲーション装置１は、１のアイコンに対応する表示画
面から、他のアイコンに対応する表示画面へ、メイン画面３０における１のアイコンと他
のアイコンとの位置関係を反映した上でスクロール指示スイッチを操作することにより、
遷移可能な構成となっている。
　これにより、地図をスクロールするのと同様の感覚で、表示画面を遷移することができ
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、ユーザーの操作性が向上すると共に、ユーザーは、現在表示されている表示画面を、遷
移可能な他の表示画面との関係で把握でき、利便性が向上する。
【００３７】
　なお、上述した実施の形態は、あくまでも本発明の一態様を示すものであり、本発明の
範囲内で任意に変形および応用が可能である。
　例えば、メイン画面３０のアイコンの態様は、図３に示したものに限らず、任意に設定
可能である。すなわち、本発明は、拡大、縮小可能に地図を表示する車載機器に対して、
広く適用可能である。
【符号の説明】
【００３８】
　１　車載ナビゲーション装置（車載機器）
　１０　制御部
　１１　ナビゲーション部
　３０　メイン画面（同一の表示画面）
　３３　アイコン
　３５ｂ　ＣＤアイコン（１のアイコン）
　３６ａ　ナビ設定アイコン（他のアイコン）
　４０　ＣＤアイコン選択画面（１のアイコンに対応する選択項目が選択されたときに表
示すべき表示内容を有する表示画面）
　４１　楽曲選択アイコン（他の選択項目に対応するアイコン）
　４６　楽曲情報画面（他の選択項目が選択されたときに表示すべき表示内容を有する表
示画面）
　５０　インジケーター
　６０　ナビ設定アイコン選択画面（他の選択項目を選択したときに表示される表示画面
）
【図１】 【図２】
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