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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車両に搭載され、ジェスチャーによる入力を検出可能な電子装置であって、
　タッチパネル機能を有するディスプレイと、
　車内のユーザーによるジェスチャー入力を撮像手段により検出可能な検出手段と、
　前記ディスプレイにユーザー入力画面が表示されたとき、前記検出手段による検出領域
内であって、かつ前記ディスプレイの表示可能領域と異なる領域に、少なくともジェスチ
ャー入力が検出可能な範囲を可視化する可視化手段と、を有し、
　前記可視化手段は、前記検出可能な範囲を可視化するレーザー光またはＬＥＤ光を含み
、前記ディスプレイと異なる位置に配置される電子装置。
【請求項２】
前記可視化手段は、前記車両の天井に配置される、請求項１に記載の電子装置。
【請求項３】
前記可視化手段は、ジェスチャー入力を検出可能な範囲の中心点を可視化する、請求項１
または２に記載の電子装置。
【請求項４】
前記可視化手段は、前記ユーザー入力画面に要求されるジェスチャーを誘導する誘導指標
を可視化する、請求項１ないし３いずれか１つに記載の電子装置。
【請求項５】
前記可視化手段は、レーザー光の出射方向を搖動させる搖動機構を含み、前記ユーザー入
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力画面に要求されるジェスチャーが前記搖動機構により搖動された誘導指標によって示さ
れる、請求項１ないし４いずれか１つに記載の電子装置。
【請求項６】
電子装置はさらに、前記検出手段によって検出された検出結果に基づきジェスチャーを解
析する解析手段と、解析された結果に基づきジェスチャー入力を実行する実行手段とを含
む、請求項１ないし５に記載の電子装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ジェスチャーにより指示を入力するジェスチャー入力機能を備えた電子装置
または電子システムに関し、特に、ジェスチャー入力のガイドを提示するガイド提示技術
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、パソコン、スマートフォン、タブレット端末、車載装置など、様々な電子装置に
おいて、タッチパネルが搭載され、各種指示がタッチパネルへのタッチ操作により入力さ
れている。タッチ入力は、ディスプレイに映し出される表示画像に基づき、入力操作が直
感的に行えることから、ＩＴスキルを持たない一般の方々にも広く利用されている。この
ような直感的に操作可能な入力方式は、タッチ入力以外にも、指や手の動きにより入力操
作を行うジェスチャー入力、視線方向による視線入力、音声による音声入力などがあり、
入力操作が簡便なことから注目を集めている。
【０００３】
　特許文献１には、指で操作すべき位置及び操作の際の指使いを演奏者にガイドする、安
価な楽器の運指ガイド装置に関する技術が開示されている。引用文献２には、対象を注視
することで入力を行う視線入力システムにおいて、複数の虚像が表示されている場合であ
っても、指示の対象となる虚像を簡便に特定することができる虚像表示装置に関する技術
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２００３－２８０６４１号公報
【特許文献２】特開２００５－１３８７５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　例えば、車載装置では、車内での入力操作をより簡便化するため、ジェスチャーによる
入力方式の採用が強く望まれている。ジェスチャー入力では、ユーザーがディスプレイの
前方で、表示される指示画面に基づき指や手を移動させたり、指で合図することにより、
入力操作を行うことができる。例えば、ルート案内を行うナビゲーション画面において、
道路地図を拡大／縮小やスクロールしたり、音楽データなどを再生するメディア再生画面
において、再生する楽曲を選択するような入力操作をジェスチャー入力により行うことが
できる。
【０００６】
　図７は、従来の車載装置におけるジェスチャー入力操作を説明する図である。従来の車
載装置５００は、ナビゲーション画面等を表示するディスプレイ５０２と、ユーザーによ
るジェスチャー（入力操作）を検出する撮像カメラ５０４を含んで構成されている。例え
ば、ディスプレイ５０２に目的地の候補リスト５０３が表示されたとき、ユーザーは撮像
カメラ５０４の検出領域５０６内で、手５０８を前後方向に移動させる。手の動きを撮像
した画像データを解析することで、ディスプレイ５０２に表示されている目的地の候補リ
スト５０３を上下方向にスクロールする指示５０９を入力することができる。
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【０００７】
　しかしながら、ユーザーは、ジェスチャー入力が可能な検出領域５０６を視覚により認
識することができないため、図７に示すように、検出領域５０６から外れた位置で手５０
８を移動させてしまうことがあり、ジェスチャーによる入力操作が検出されなかったり、
あるいは誤認識されてしまうことがあった。また、ジェスチャー入力では、多数のジェス
チャーを予め登録することが可能であり、その指示画面において、どのジェスチャーが要
求されているのか分からないことがあった。
【０００８】
　本発明は、このような従来の課題を解決し、ジェスチャー入力が検出可能な領域を視覚
的に提示可能な電子装置、ジェスチャー入力方法及びプログラム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】
【０００９】
　本発明に係る電子装置は、ジェスチャーによる入力を検出可能な電子装置であって、表
示手段と、ジェスチャー入力を検出可能な検出手段と、前記表示手段にユーザー入力画面
が表示されたとき、前記検出手段による検出領域内であって、少なくともジェスチャー入
力が検出可能な範囲を可視化する可視化手段とを有する。
【００１０】
　好ましくは、前記検出手段は、撮像手段を含み、前記可視化手段は、前記撮像手段によ
る撮像領域内であって、少なくともジェスチャー入力が検出可能な範囲を可視化する。前
記可視化手段は、ジェスチャー入力を検出可能な範囲の中心点を可視化する。前記可視化
手段は、前記ユーザー入力画面に要求されるジェスチャーを誘導する誘導指標を可視化す
る。
【００１１】
　好ましくは、前記可視化手段は、レーザー光の照射、または投影画像によって検出可能
な範囲を可視化する。前記可視化手段は、レーザー光の出射方向を搖動させる搖動機構を
含み、前記ユーザー入力画面に要求されるジェスチャーが前記搖動された誘導指標によっ
て示される。好ましくは、電子装置はさらに、前記検出手段によって検出された検出結果
に基づきジェスチャーを解析する解析手段と、解析された結果に基づきジェスチャー入力
を実行する実行手段とを含む。
【００１２】
　本発明に係るジェスチャー入力方法は、ユーザー入力画面が表示されたとき、撮像カメ
ラによってジェスチャー入力を検出可能な範囲を可視化するステップとを含む。
【００１３】
　本発明に係るジェスチャー入力プログラムは、ユーザー入力画面が表示されたとき、撮
像カメラによってジェスチャー入力を検出可能な範囲を可視化するステップとを含み、電
子装置により実行される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ジェスチャー入力が検出可能な位置を視覚的に提示することで、ユー
ザーにジェスチャー入力を行うべき位置を容易に認識させることができる。また、表示さ
れるユーザー入力画面が要求するジェスチャーを誘導し、ジェスチャー入力の利便性を向
上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施例に係る電子装置の一例である車載装置を示す図である。
【図２】撮像カメラとガイド提示部との関係を示す概略図を示す図である。
【図３】本発明の実施例に係るガイド指標可視化プログラムの機能的な構成例を示すブロ
ック図である。
【図４】ガイド指標作成手段が作成するガイド指標の一例である。
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【図５】ガイド指標作成手段が作成する誘導指標の一例である。
【図６】本発明の実施例の車載装置におけるジェスチャー入力のガイド提示制御処理に関
するフローチャートである。
【図７】従来の車載装置によるジェスチャー入力を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　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。本発明の好ましい態様に
係る電子装置または電子スステムは、ディスプレイと、ユーザーの指や手等の動きや形状
等のジェスチャーを検出する検出手段と、ジェスチャーを検出可能な範囲または領域を可
視化する可視化手段と、ディスプレイに表示されたユーザー入力画面に対してジェスチャ
ー入力が行われたとき、検出手段によって検出されたジェスチャーを解析し、ジェスチャ
ーによる入力操作を実行する実行手段とを備える。
【００１７】
　本発明の電子装置または電子システムは、ノート型ＰＣ、タブレット型ＰＣ、パーソナ
ルコンピュータ、カーナビゲーション装置、ゲーム機器、施設ガイド用表示装置やその他
ジェスチャー入力可能なディスプレイ装置であることができ、ジェスチャー入力が検出可
能な範囲や領域を示すガイド指標を提示したり、ユーザー入力画面により要求されるジェ
スチャーの方向や形態を誘導する誘導指標を提示することができる。これにより、ユーザ
ーは、ジェスチャー入力を行う際、入力エリアを正確に認識することができ、また、誘導
指標により電子装置が要求するジェスチャー入力を行うことができる。
【実施例】
【００１８】
　次に、本発明の実施例に係る電子装置の一例として車載装置について図面を参照して説
明する。図１は、車載装置の構成例を示すブロック図である。車載装置１０は、ＣＤ、Ｄ
ＶＤ、ブルーレイディスク、ハードディスク装置や地上波デジタルテレビ放送などから得
られたオーディオデータやビデオデータを再生するマルチメディア再生部２０と、自車位
置周辺の道路地図を表示したり、目的地までの誘導経路を案内するナビゲーション部４０
と、ユーザーの指や手の動き等のジェスチャーを撮像する撮像カメラ６０と、撮像カメラ
６０によるジェスチャー入力が検出可能な位置や範囲、または要求されるジェスチャーの
方向や形態等のガイドを提示するガイド提示部８０と、撮像カメラ６０によって撮像され
た画像データに基づきジェスチャーを解析するジェスチャー解析部１００と、メディア再
生画面、ナビゲーション画面、ユーザー入力画面などを表示するディスプレイ１２０と、
プログラムやデータ等を記憶する記憶部１４０、ジェスチャー入力、マウス、キーボード
、タッチパネル等のユーザーからの指示を受け取る入力部１６０、マイクロコントローラ
やマイクロプロセッサ等を含みプログラムを実行することで各部を制御する制御部１８０
を含んで構成される。
【００１９】
　撮像カメラ６０は、ジェスチャー入力を検出するための検出手段であり、車内の所定の
位置に取り付けられる。例えば、撮像カメラ６０は、車内のルームミラー、ルームライト
付近に設置され、ディスプレイ１２０の前方辺りで入力操作される、指や手の動き等のジ
ェスチャーを撮像する。撮像カメラ６０は、これ以外にも、ディスプレイ１２０の外縁部
に一体的に取付けられたり、車内の天井、座席、インスツルメンツを配したダッシュボー
ドなどに取り付けるようにしてもよい。
【００２０】
　ガイド提示部８０は、ＬＥＤ光やレーザー光、または投射画像を用いて撮像カメラ６０
の検出エリア（または撮像エリア）を可視化させ、ジェスチャー入力が検出可能な位置や
範囲を示すガイド指標を提示することができる。さらにガイド提示部８０は、ディスプレ
イ１２０に表示されるユーザー入力画面が表示されたとき、そのユーザー入力画面が要求
するジェスチャーを誘導する誘導指標をガイド指標の１つとして提示することができる。
【００２１】
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　ガイド提示部８０には、好ましくはレーザー光を出射するレーザー機構や投影画像を照
射するプロジェクタが利用され、撮像カメラ６０と同様に車内の所定の位置、例えば、車
内のルームミラー、ルームライト付近に設置される。また、ガイド提示部８０は、撮像カ
メラ６０と一体化したモジュールであってもよい。ガイド提示部８０は、ガイド指標を静
止画のように可視化させてもよいし、ガイド指標を動的に変化させるものであってもよい
。後者の場合、ガイド提示部８０は、レーザー光の出射方向を搖動させるような搖動機構
、あるいは出射方向を可変するための可変ミラーや回転するポリゴンミラー等を用いてガ
イド指標の動きを制御することが可能である。ガイド提示部８０は、後述するようにガイ
ド指標供給手段から供給された情報に基づきガイド指標の可視化を行う。
【００２２】
　図２は、撮像カメラとガイド提示部との関係を示す概略図である。撮像カメラ６０は、
例えば、ルームミラーに設置され、ジェスチャー入力が行われる位置、すなわち、ディス
プレイ１２０の前方付近を撮像する。一方、ガイド提示部８０は、例えば、天井のルーム
ライト付近に設置され、撮像カメラ６０の撮像範囲内であって、ジェスチャー入力の検出
エリア１９０を可視化するガイド指標を提示する。ガイド提示部８０から出力される光は
、車内の任意の位置または空間を照明することで可視化される。図の例では、ガイド提示
部８０は、検出エリア１９０の境界１９２の４つのコーナーが可視化されるような投射パ
ターンをガイド指標として照射する。投射パターンは、このようなコーナーの可視化以外
にも、検出エリア１９０の全体の輪郭または境界を可視化するような投射パターンをガイ
ド指標として照射してもよい。さらにガイド提示部８０は、常時、投射パターンを可視化
させる以外に、検出エリア１９０の境界がレーザースポットによって光学的に走査される
ようなガイド指標であってもよい。さらに、ガイド提示部８０は、レーザー光Ｌの出射方
向を制御することにより、検出エリア１９０内に誘導指標１９４を提示することができる
。誘導指標１９４は、例えば、誘導方向にレーザースポットが移動するような動的な指標
であってもよい。
【００２３】
　ジェスチャー解析部１００は、撮像カメラ６０により撮像されたジェスチャーの画像デ
ータに基づき、入力されるジェスチャーを解析することができる。例えば、ジェスチャー
解析部１１０は、画像データに映し出された指や手を抽出し、指や手の形状や動きを検出
し、指や手の方向や、指や手が表す形態を解析する。指や手が表す形態を解析する場合に
は、予め登録されたジェスチャーのパターンと照合することで、ジェスチャー入力を識別
するようにしてもよい。ジェスチャー入力には、例えば、基準に対して平行な前後方向、
基準を直交する左右方向、円形方向の移動や、手を開く、握る、指で数を示す形態などの
複数種類を含めることが可能であり、ジェスチャー解析部１００は、入力されたジェスチ
ャーの方向や形態を判別することができる。
【００２４】
　記憶部１４０は、プログラムを格納したり、プログラム以外にも、車載装置１０のジェ
スチャー入力の判別に必要な多数の照合パターンを記憶することができる。一つの例では
、ジェスチャーの判別に必要な照合パターンのデータベースに蓄積することができる。他
の例では、制御部１８０は、外部ネットワークを介して、ジェスチャーの照合パターンな
どを配信する配信サイトにアクセスし、そこから必要な情報を取得することができる。ま
た、記憶部１４０は、ナビゲーション動作に必要な道路地図データや、メディア再生動作
に必要な楽曲データなどを記憶することができる。
【００２５】
　制御部１８０は、好ましい態様では、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを含むマイクロコントローラ
から構成され、ＲＯＭまたはＲＡＭは、車載装置の各部の動作を制御するための種々のプ
ログラムを格納することができる。さらに本実施例では、レーザー光を用いて、ジェスチ
ャー入力を検出可能な範囲を示すガイド指標や要求されるジェスチャーを誘導するガイド
指標を可視化するガイド指標可視化プログラムを保持する。
【００２６】
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　本実施例によるガイド指標可視化プログラムの機能的な構成を図３に示す。ガイド指標
可視化プログラム２００は、ユーザー入力画面、メニュー画面、メディア再生画面やナビ
ゲーション画面などをディスプレイ１２０に表示する画面表示手段２０２と、ディスプレ
イにユーザー入力画面が表示されたか否かを判定する判定手段２０４と、ディスプレイ１
２０にユーザー入力画面が表示されたと判定されたとき、撮像カメラ６０の撮像範囲内で
あって、ジェスチャー入力の検出エリアを示すガイド指標を作成するガイド指標作成手段
２０６と、ガイド指標作成手段２０６により作成されたガイド指標をガイド提示部８０へ
供給するガイド指標供給手段２０８と、ジェスチャー解析部１００の解析結果に基づきジ
ェスチャーを判別するジェスチャー判別手段２１０と、ジェスチャー判別手段２１０から
の判別結果に基づき、ジェスチャーによる入力を実行する入力実行手段２１２とを備えて
いる。
【００２７】
　画面表示手段２０２は、メディア再生やナビゲーションなどのアプリケーションの実行
に応じてユーザーに入力を促すユーザー入力画面を表示する。ユーザー入力画面は、いず
れの態様であってもよく、例えば、入力を指示するもの、選択を指示するもの、スクロー
ルを指示するもの、ドラッグを指示するもの、拡大や縮小などを示すものであり、これら
の指示は、タッチパネルやマウスから入力することが可能である他、ジェスチャーによっ
ても入力が可能である。例えば、メニューリストがユーザー入力画面として表示されたと
き、ユーザーは、ジェスチャーによってメニューから所望の項目を選択することができる
。
【００２８】
　判定手段２０４は、画面表示手段２０２によって表示された内容がユーザー入力画面で
あるか否かを判定し、この判定結果をガイド指標作成手段２０６へ提供する。
【００２９】
　ガイド指標作成手段２０６は、ディスプレイ１２０にユーザー入力画面が表示されたと
き、撮像カメラ６０の撮像範囲内に可視化されるガイド指標を作成する。
【００３０】
　図４は、ガイド指標作成手段が作成するガイド指標の一例である。ガイド指標作成手段
２０６は、図４（ａ）に示すように、ジェスチャー入力を検出可能な検出エリア１９０の
外縁上の境界線を示すガイド指標１９２ａを作成する。ガイド提示部８０が投射画像を出
射するプロジェクタである場合、ガイド指標作成手段２０６によって作成されたガイド指
標が投射される。あるいは、ガイド提示部８０がレーザー光を走査するレーザー機構であ
る場合には、ガイド提示部８０は、ガイド指標作成手段２０６によって作成されたガイド
指標に従いレーザー光を走査する。これにより、図４（ａ）に示すような矩形状のガイド
指標１９２ａが可視化される。また、ガイド指標作成手段２０６は、図４（ｂ）に示すよ
うに、検出エリア１９０のコーナーを示すガイド指標１９２ｂ、図４（ｃ）に示すように
、検出エリア１９０の中心点を示すガイド指標１９２ｃ、図４（ｄ）に示すように、検出
エリア１９０の内側を格子状に分割するガイド指標１９２ｄ等を作成することができる。
このようなガイド指標が提示されることで、検出エリア１９０の位置または範囲が可視化
される。なお、図４の例は、検出エリア１９０が矩形状であるが、検出エリアは、円形ま
たは他の形状であってもよい。
【００３１】
　さらにガイド指標作成手段２０６は、ユーザー入力画面が要求するジェスチャーの形態
を誘導する誘導指標１９４（図２を参照）を作成することができる。誘導指標１９４は、
ジェスチャー入力の検出可能な位置または範囲を示すガイド指標１９２の一つである。好
ましい態様では、ユーザー入力画面に関連付けしてジェスチャーの形態を示すジェスチャ
ー情報が記憶部１４０に記憶される。画面表示手段２０２によってユーザー入力画面が表
示されたと判定されたとき、ガイド指標作成手段２０６は、ユーザー入力画面に対応する
ジェスチャー情報を記憶部１４０から読出し、ジェスチャー情報に従い誘導指標を作成す
る。図２の例では、ディスプレイ１２０のユーザー入力画面には、スクロールを指示する
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入力１２２と、項目を選択する選択ボタン１２４が含まれており、スクロールを指示する
入力１２２に関連付けしたジェスチャー情報が記憶部１４０に記憶される。そして、ガイ
ド指標作成手段２０６は、ジェスチャー情報に従い誘導指標１９４を作成し、ガイド提示
部８０にガイド指標１９４を表示させる。なお、ユーザー入力画面において要求されるジ
ェスチャーの形態は、ユーザーが任意に設定できるようにしてもよい。
【００３２】
　図５は、ガイド指標作成手段が作成する誘導指標の一例である。ガイド指標作成手段２
０６は、取得したジェスチャー情報に従い、図５（ａ）に示すように、上下方向または左
右方向のジェスチャーを誘導するための誘導指標１９４ａを作成することができる。また
、ガイド指標作成手段２０６は、これに限らず、円状のジェスチャーを要求する誘導指標
１９４ｂ、図５（ｃ）に示すような、Ｌ字のジェスチャーを要求する誘導指標１９４ｃ、
手を握るジェスチャーを要求する誘導指標１９４ｄなど、取得したジェスチャー情報に基
づき種々の誘導指標を作成することができる。
【００３３】
　ガイド指標供給手段２０８は、ガイド指標作成手段２０６により作成されたガイド指標
をガイド提示部８０へ提供する。これにより、ガイド提示部８０は、レーザー光による走
査、または投射画像によりガイド指標を出力する。その結果、撮像カメラ６０が撮像する
撮像範囲内であってジェスチャー入力が検出可能な範囲に、ガイド指標が可視化させるこ
とができる。複数の誘導指標を提示する場合、誘導指標同士を重ね合わせるように同時に
提示するが（図５）、それぞれの誘導指標を順次個別に提示することも可能である。
【００３４】
　ジェスチャー判別手段２１０は、ジェスチャー解析部１００によって解析されたジェス
チャー画像を受け取り、当該ジェスチャー画像からジェスチャーを判別する。その判別結
果は、入力実行手段２１２に提供される。
【００３５】
　入力実行手段２１２は、ジェスチャー判別手段２１０の判別結果に基づき、対応する入
力操作を実行する。入力実行手段２１２は、例えば、メニュー画面から特定の項目を選択
したり、道路地図をスクロールしたり、次の楽曲を再生したりする。
【００３６】
　次に、図６のフローチャートに従って、本実施例の車載装置におけるジェスチャー入力
のガイド指標の制御動作について説明する。車載装置１０にて、ナビゲーション機能が起
動されるものとする。ナビゲーション機能が実行されると、画面表示手段２０２は、ディ
スプレイ１２０にナビゲーション画面を表示するが、その動作の中で、目的地検索画面や
施設検索画面などのユーザーからの入力を受け取るユーザー入力画面を表示する（Ｓ１０
１）。
【００３７】
　判定手段２０４によってユーザー入力画面が表示されたと判定されると、撮像カメラ６
０は、ジェスチャー入力を可能にするため図２に示すような検出エリア１９０の撮像を開
始する（Ｓ１０２）。但し、撮像カメラ６０は、必ずしもユーザー入力画面の表示に連動
されなくてもよく、エンジンが始動されたとき、車載装置１０が起動されたときなどに撮
像を開始するようにしてもよい。
【００３８】
　ユーザー入力画面が表示されると、ガイド指標作成手段２０６は、ディスプレイ１２０
に表示されたユーザー入力画面が関連するジェスチャー情報を有するか否かを判定する（
Ｓ１０３）。ジェスチャー情報があると判定された場合には、ガイド指標作成手段２０６
は、当該ジェスチャー情報を取得し、図５に示すような誘導指標１９４を作成する（Ｓ１
０４）。ジェスチャー情報の有無を判定することで、ガイド指標作成手段２０６に誘導指
標１９４の作成を優先させることができる。
【００３９】
　ジェスチャー情報がないと判定された場合、ユーザー入力画面がジェスチャー情報を保
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持していないため、ガイド指標作成手段２０６は、図４に示すような、ジェスチャー入力
が検出可能な検出エリア１９０の範囲を示すガイド指標１９２を作成する（Ｓ１０６）。
【００４０】
　ガイド指標が作成されると、ガイド指標供給手段２０８は、ガイド指標をガイド提示部
８０へ供給する。ジェスチャー情報がありと判定された場合には、ジェスチャー入力の検
出エリアの範囲を示すガイド指標とともに誘導指標がガイド提示部８０へ供給される。ガ
イド指標を受け取ると、ガイド提示部８０は、図２に示すように、ジェスチャー入力の検
出エリア１９０を示すガイド指標１９２および／または誘導指標１９４をユーザーに提示
する（Ｓ１０７）。ガイド指標１９２や誘導指標１９４は、それぞれ検出エリア１９０の
位置や範囲を可視化するものであり、ユーザーは視覚によりジェスチャーを実行すべきエ
リアを容易に認識することができ、検出エリア１９０を外れたジェスチャー入力が防止さ
れる。
【００４１】
　また、ガイド指標供給手段２０８は、予め設定された条件に従い、誘導指標１９４のみ
を提示することも可能である。誘導指標１９４は、ジェスチャー入力の検出エリアを示す
と同時に、現在表示されているユーザー入力画面が要求する入力操作を示すものであり、
ユーザーは、可視化された誘導指標１９４に従い、対応するジェスチャーを的確に入力す
ることができる。
【００４２】
　次に、ユーザーは、可視化されたガイド指標に応答して、検出エリア１９０内でジェス
チャーによる入力を行う。このジェスチャー入力が撮像カメラ６０によって撮像され、ジ
ェスチャー解析部１００によってジェスチャー解析が行われた後、ジェスチャー判別手段
２１０によってジェスチャーが判別される（Ｓ１０８）。好ましくは、ジェスチャー判別
手段２１０は、予め用意された照合パターンを用いて、ジェスチャーの種別を判別する。
【００４３】
　入力実行手段２１２は、ジェスチャー判別手段２１０による判別結果に基づき、ジェス
チャーによる入力を実行し、例えば、道路地図の表示エリアを移動や拡大／縮小、目的地
の候補リストをスクロール、音声案内のボリュームを調整するなどを実行する（Ｓ１０９
）。
【００４４】
　上記実施例では、ガイド提示部８０は、レーザー光等の光学的手段を用いてガイド指標
を可視化する例を示したが、ガイド提示部８０は、ガイド指標をより鮮明に可視化させる
ためにスクリーンを提供してもよい。さらにジェスチャー入力を阻害しないよう、例えば
、フォグスクリーン（霧スクリーン）が用いることも可能である。フォグスクリーンによ
ってレーザー光が散乱し、ガイド指標がより鮮明に映し出される。なお、フォグスクリー
ンの厚さは、レーザー光等の出力と同様に、ユーザーが適宜設定することができ、ガイド
指標の鮮明度を調整することができる。
【００４５】
　このように本実施例によれば、撮像カメラによるジェスチャー入力の検出エリアを示す
誘導指標やガイド指標を可視化することで、ユーザーは、ジェスチャー入力すべきエリア
や入力方法を容易に認識することができ、ジェスチャー入力による利便性が向上する。
【００４６】
　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発明の要旨の範囲において、種々の変形
・変更が可能である。
【符号の説明】
【００４７】
１０：車載装置　　　　　　　　　　　　　　　２０：マルチメディア再生部
４０：ナビゲーション部　　　　　　　　　　　６０：撮像カメラ
８０：ガイド提示部　　　　　　　　　　　　　１００：ジェスチャー解析部



(9) JP 6184827 B2 2017.8.23

１２０：ディスプレイ　　　　　　　　　　　　１４０：記憶部
１６０：入力部　　　　　　　　　　　　　　　１８０：制御部
２００：ガイド指標可視化プログラム　　　　　２０２：画面表示手段
２０４：判定手段　　　　　　　　　　　　　　２０６：ガイド指標作成手段
２０８：ガイド指標供給手段　　　　　　　　　２１０：ジェスチャー判別手段
２１２：入力実行手段
　

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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