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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネル機能を有する表示部と、
　前記タッチパネル機能を有する前記表示部に対するタッチ操作に対して所定の機能を実
行するための操作部が表示される操作部表示領域であって、
　　可変的に操作部が複数表示される可変操作領域と、
　　前記可変操作領域に表示可能な操作部が固定的に１つ表示される固定操作領域と、
　　前記可変操作領域に表示されている操作部を、当該表示されている操作部とは別の機
能を実行するための操作部に切り替える機能を実行するための操作部である切替操作部が
前記可変操作領域と前記固定操作領域との間にのみ配置されて表示される切替操作領域と
、
　を有する操作部表示領域とその他の画像とにより前記表示部に分割表示するとともに、
操作部表示領域の操作部が操作された場合は、更に、操作された操作部に対応する操作画
像を含めて分割表示する制御部と、
を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記可変操作領域に複数のオーディオに係る操作部を表示し、前記固定
操作領域に前記オーディオに係る操作部よりも少ない１つの操作部を表示し、更に、前記
可変操作領域と前記固定操作領域との間にのみ前記切替操作領域を配置することを特徴と
する請求項１に記載の情報処理装置。
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【請求項３】
　前記操作画像は、操作された操作部に関連するコンテンツの再生に関するものであるこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記その他の画像は、ナビゲーション機能に係る画像、又は、オーディオ機能に係る画
像のいずれか１の画像であり、分割表示される画像のうち最も大きいサイズであることを
特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　タッチパネルの表示面を画定する複数の表示領域のうち、第１の表示領域にはナビゲー
ション画面とナビ操作ボタンとを組み合わせた画面が表示され、第２の表示領域にはナビ
ゲーション機能以外の所定操作ボタンで構成される画面が表示されるように、タッチパネ
ルで表示する画像を生成する技術がある（特許文献１）。また、各画面に関連付けられた
１つ以上の操作ボタンが表示される操作ボタン表示領域を有する表示画面を描画する技術
がある（特許文献２）。更に、水平又は垂直方向のスクロール操作によりアプリアイコン
が表示される領域を移動する技術がある（特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－０６６１９７号公報
【特許文献２】特開２０１０－１７３３７４号公報
【特許文献３】特開２０１１－０３４１４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来、ユーザは、ナビゲーション装置などの車載装置を操作する際、自動車を運転中で
ある場合には当該車載装置の操作画面を注視できない等の制約を受ける。そのため、車載
装置の操作性は良好であることが望まれる。
【０００５】
　また、近年、車載装置に備えられる機能は増加する傾向にある。そのため、車載装置に
備えられた各機能を実行するためのボタンも増加する傾向にある。当該ボタンは、物理的
なハードウェア・ボタン（以下、単に「ハードボタン」とも記載する）として設けられる
か、又は、ソフトウェアによって実現される、車載装置の操作画面に表示されるソフトウ
ェア・ボタンとして設けられる。
【０００６】
　このようなボタンが数多く設けられると、１つ１つのボタンのサイズは小さくなってし
まう。そのため、数多くのボタンを設けるほど、車載装置の操作性が低下するという問題
が生じる。なお、このような問題は、装置サイズの制限が厳しい車載装置において特に顕
著に現れる。しかしながら、スマートフォン等の車載装置以外の情報処理装置であっても
、同様の問題は現れる。
【０００７】
　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、操作性が向上したインタフェ
ースの実現を可能にする技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上述した課題を解決するために、以下の構成を採用する。
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【０００９】
　すなわち、本発明の一側面に係る情報処理装置は、タッチパネル機能を有する表示部と
、前記タッチパネル機能を有する前記表示部に対するタッチ操作に対して所定の機能を実
行するための操作部が表示される操作部表示領域であって、可変的に操作部が表示される
可変操作領域と、可変操作領域に表示可能な操作部が固定的に表示される固定操作領域と
、前記可変操作領域に表示されている操作部を、当該表示されている操作部とは別の機能
を実行するための操作部に切り替える機能を実行するための操作部である切替操作部が表
示される切替操作領域と、を有する操作部表示領域を含む画像を前記表示部に表示する制
御部と、を備える。
【００１０】
　ここで、操作部とは、タッチパネル機能によって実現される操作部であり、例えば、タ
ッチパネルの押下された位置に対応付けられた機能を実行するために、制御部の処理によ
って実現される操作ボタンである。
【００１１】
　上記構成によれば、情報処理装置の表示部に表示される画像には、所定の機能を実行す
るための操作部が表示される操作部表示領域が含まれる。この操作部表示領域には、可変
操作領域と、固定操作領域と、切替操作領域とが含まれる。可変操作領域には、可変的に
操作部が表示される。固定操作領域には、可変操作領域に表示可能な操作部が固定的に表
示される。切替操作領域には、可変操作領域に表示されている操作部を、表示されている
操作部とは別の機能を実行するための操作部に切り替える機能を実行するための操作部で
ある切替操作部が表示される。
 
【００１２】
　したがって、上記構成によれば、その機能の重要度に応じて、操作部を、可変操作領域
と固定操作領域とに配置分けすることができる。そのため、より重要度の高い機能を実行
するための操作部を固定操作領域に配置することで、当該より重要度の高い機能を実行す
るための操作部を固定的に表示することが可能となる。
【００１３】
　また、上記構成によれば、切替操作部を操作することにより、可変操作領域に表示され
ている操作部を、表示されている操作部とは別の機能を実行するための操作部に切り替え
ることができる。そのため、上記構成によれば、操作部の種類数を減らすことなく情報処
理装置に同時に表示する操作部の数を削減することができる。
【００１４】
　よって、上記構成によれば、より重要度の高い機能を実行するための操作部を固定的に
表示し、かつ、操作部の種類数を減らすことなく情報処理装置に表示する操作部の数を削
減することができるため、操作性の向上したインタフェースの実現が可能になる。
【００１５】
　また、上記一側面に係る情報処理装置の別の形態として、前記制御部は、前記可変操作
領域と前記固定操作領域との間に前記切替操作領域を配置してもよい。
【００１６】
　また、上記一側面に係る情報処理装置の別の形態として、前記制御部は、前記固定操作
領域に表示される操作部の登録を受け付けてもよい。
【００１７】
　また、上記一側面に係る情報処理装置の別の形態として、前記制御部は、前記可変操作
領域に表示される操作部の並び替えを受け付けてもよい。
【００１８】
　なお、上記一側面に係る情報処理装置の別の形態として、以上の各構成を実現する情報
処理方法であってもよいし、プログラムであってもよいし、このようなプログラムを記録
したコンピュータその他装置、機械等が読み取り可能な記憶媒体であってもよい。ここで
、コンピュータ等が読み取り可能な記録媒体とは、プログラム等の情報を、電気的、磁気
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的、光学的、機械的、又は、化学的作用によって蓄積する媒体である。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、操作性が向上したインタフェースの実現を可能にする技術を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、実施形態に係る情報処理装置の表示部に表示される画面を例示する。
【図２】図２は、実施形態に係る情報処理装置の表示部に表示される画面を例示する。
【図３】図３は、実施形態に係る情報処理装置の表示部に表示される画面を例示する。
【図４】図４は、実施形態に係る情報処理装置を例示する。
【図５】図５は、実施形態に係る情報処理装置の表示部に表示される画面の遷移を例示す
る。
【図６】図６は、実施形態に係る車載装置の表示処理等に係る機能構成を例示する。
【図７】図７は、実施形態に係る車載装置におけるボタン操作時の処理の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図８】図８は、実施形態に係る車載装置におけるボタン登録時の処理の一例を示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の一側面に係る実施の形態（以下、「本実施形態」とも表記する）を、図
面に基づいて説明する。ただし、以下で説明する本実施形態は、あらゆる点において本発
明の例示に過ぎず、その範囲を限定しようとするものではない。本発明の範囲を逸脱する
ことなく種々の改良や変形を行うことができることは言うまでもない。つまり、本発明の
実施にあたって、本実施形態に応じた具体的構成が適宜採用されてもよい。
【００２２】
　なお、本実施形態において登場するデータを自然言語により説明しているが、より具体
的には、コンピュータが認識可能な疑似言語、コマンド、パラメタ、マシン語等で指定さ
れる。
【００２３】
　また、本実施形態では、ナビゲーション機能及びオーディオ機能を有する車載装置に本
発明を適用した例を説明する。しかしながら、本発明の情報処理装置はこのような車載装
置に限定される訳ではない。車載装置が備える機能は、適宜選択されてもよい。また、本
発明は、スマートフォン等の車載装置以外の情報処理装置に適用されてもよい。
【００２４】
　§１　車載装置
　図１～３は、本実施形態に係る車載装置１の表示部１１３に表示される画面を例示する
。表示部１１３に表示される画像のナビ／オーディオ操作領域３００には、ナビゲーショ
ン機能又はオーディオ機能に係る操作画面が表示される。例えば、車載装置１においてナ
ビゲーション機能に係るプログラムが実行されている場合には、ナビ／オーディオ操作画
面には、地図画像や自車走行位置を示すカーソル等の経路案内情報が表示される（不図示
）。図１は、ナビゲーション機能に係る操作画面が表示されるナビ／オーディオ操作領域
３００が、表示部１１３に表示される画像の略全域に渡っている状態を例示する。
【００２５】
　本実施形態に係る車載装置１は、後述する操作部１１４として、ナビ／オーディオ切替
ボタン１１４ａを備える。ナビ／オーディオ切替ボタン１１４ａは、物理的に設けられた
ハードボタンであり、表面パネルシート下面にはマイクロスイッチ（押圧式スイッチ部品
）等のスイッチ部品が設置されている。
【００２６】
　ナビ／オーディオ切替ボタン１１４ａは、ナビ／オーディオ操作領域３００に表示され
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る画面を、ナビゲーション機能に係る画面又はオーディオ機能に係る画面に切り替えるた
めの押しボタンスイッチである。ナビゲーション機能に係る画面が表示されている状態で
、ナビ／オーディオ切替ボタン１１４ａが押下されると、ナビ／オーディオ操作領域３０
０に表示される画面はオーディオ機能に係る画面に切り替えられる。他方、オーディオ機
能に係る画面が表示されている状態で、ナビ／オーディオ切替ボタン１１４ａが押下され
ると、ナビ／オーディオ操作領域３００に表示される画面はオーディオ機能に係る画面に
切り替えられる。
【００２７】
　ナビゲーション機能に係る操作画面が全画面表示されている状態のナビ／オーディオ操
作領域３００には、図１に示されるように、ソース選択ボタン３００ａ及びフル／分割切
替ボタン３００ｂが表示される。ソース選択ボタン３００ａ及びフル／分割切替ボタン３
００ｂは、操作部であり、表示部１１３が備えるタッチパネルの押下された位置に対応付
けられた機能を実行するために、制御部の処理によって実現される操作ボタンである。こ
のように、操作部は、後述する操作部表示領域以外の領域に表示されてもよい。
【００２８】
　図１に示される状態のナビ／オーディオ操作領域３００に表示されるソース選択ボタン
３００ａは、実行されているオーディオ機能に係るプログラムにおいて選択されているオ
ーディオソースに対応する操作ボタンである。当該ソース選択ボタン３００ａが操作され
ると、後述する図３に示される状態の画面が表示部１１３に表示される。
【００２９】
　また、フル／分割切替ボタン３００ｂは、ナビゲーション機能に係る操作画面を全体表
示又は分割表示に切り替えるための操作ボタンである。図１に示される状態の画面におい
てフル／分割切替ボタン３００ｂが操作されると、表示部１１３の画面は、図２に示され
る状態の画面に切り替えられる。
【００３０】
　図２は、ナビゲーション機能に係る操作画面が分割表示されている状態を例示する。こ
の状態では、表示部１１３に表示される画像は、ナビゲーション機能に係る操作画面が表
示されるナビ／オーディオ操作領域３００の他、タッチパネル機能を有する表示部１１３
に対するタッチ操作に対して所定の機能を実行するための操作部（以下、「操作ボタン」
とも記載する）が表示される操作部表示領域３０１と、実行されているオーディオ機能に
係るプログラムにおいて選択されているオーディオソースに対応する操作画面が表示され
るソース操作領域３０２と、を含む。
【００３１】
　本実施形態では、操作部表示領域３０１に表示される操作ボタンの一例として、各種オ
ーディオソースを選択するための操作ボタンが例示されている。しかしながら、操作部表
示領域３０１に表示される操作ボタンは、このようなオーディオソースを選択するための
操作ボタンに限定される訳ではない。操作部表示領域３０１に表示される操作ボタンは、
適宜選択されてよい。
【００３２】
　本実施形態に係る操作部表示領域３０１は、可変的に操作ボタンが表示される可変操作
領域３０１ａ、固定的に操作ボタンが表示される固定操作領域３０１ｃ、及び、可変操作
領域３０１ａに表示されている操作ボタンを、表示されている操作ボタンとは別の機能を
実行するための操作ボタンに切り替える機能を実行するための操作ボタン（以下、「ペー
ジ切替ボタン」）が表示される切替操作領域３０１ｂとを有する。なお、ページ切替ボタ
ンは、本発明の「切替操作部」に相当する。また、これら可変操作領域３０１ａ、切替操
作領域３０１ｂ、固定操作領域３０１ｃは、画面端部（本例では左側端部）に直線状に配
置され、つまり各操作ボタンが直線状に並ぶように配置されており、操作ボタンの位置が
分かりやすく、また地図等の画像表示が効率的に行えるような画面構成となっている。
【００３３】
　本実施形態に係る可変操作領域３０１ａには、各種オーディオソースを選択するための
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操作ボタンが可変的に表示される。図２では、可変操作領域３０１ａには、ＡＭラジオを
選択するための操作ボタン（図中の「ＡＭ」ボタン）、ＦＭラジオを選択するための操作
ボタン（図中の「ＦＭ」ボタン）、ネットワークラジオを選択するための操作ボタン（図
中の「ＮＷ」ボタン）、及び、ＣＤ（Compact Disk）等のディスクドライブを選択するた
めの操作ボタン（図中の「Ｄｉｓｃ」ボタン）が表示されている。この状態で、後述する
ページ切替ボタンが操作されると、可変操作領域３０１ａに表示される操作ボタンが、こ
れらの操作ボタンから、他のオーディオソースを選択するための操作ボタンに切り替わる
。
【００３４】
　なお、本実施形態に係る車載装置１は、可変操作領域３０１ａに表示される操作ボタン
の並び替えを受け付けてよい。例えば、可変操作領域３０１ａに表示される操作ボタンは
、より重要度の高い順に、優先的に表示されるように並びかえられてよい。この場合、可
変操作領域３０１ａに表示される画像をページとして、先頭のページほど、より重要度の
高い操作ボタンが表示される。例えば、ユーザが移動したい機能ボタンを希望する表示位
置にドラッグ操作する（上端／下端位置に達すると隣接ページの可変操作領域３０１ａの
表示に切り替え）と、当該位置に対象の機能ボタンが移動するように並び替えられる。
【００３５】
　本実施形態に係る固定操作領域３０１ｃには、オーディオソースを選択するための操作
ボタンが固定的に表示される。つまり、後述するページ切替ボタンが操作されても、固定
操作領域３０１ｃに表示される操作ボタンは変更されない。固定操作領域３０１ｃには、
同じ操作ボタンが表示され続ける。そのため、固定操作領域３０１ｃは、車載装置１によ
り実行可能な機能のうち、特に重要度の高い機能に係る操作ボタンが表示されるように設
定されてよい。なお、図２では、固定操作領域３０１ｃには、車載装置１に接続される携
帯電話においてハンズフリー通話を実行するための操作ボタン（図中の「Ｐｈｏｎｅ」ボ
タン）が表示されている。
【００３６】
　なお、本実施形態に係る車載装置１は、固定操作領域３０１ｃに表示される操作ボタン
の登録を受け付けてよい。この場合、ユーザは、ページ切替ボタンが操作されても操作部
表示領域３０１に表示され続ける操作ボタンを選択することが可能になる。
【００３７】
　本実施形態に係る切替操作領域３０１ｂには、可変操作領域３０１ａに表示される操作
ボタンを切り替えるためのページ切替ボタンが表示される。図２に示されるページ切替ボ
タン（「∨」ボタン）の操作は、いわゆるページダウン操作に相当する。他方、ページア
ップ操作に係るページ切替ボタンは、「∧」と表記されてよい（不図示）。本実施形態で
は、可変操作領域３０１ａに表示される画像をページとして、「∨」ボタンを操作するこ
とで、次のページに進めることができ、「∧」ボタンを操作することで、前のページに戻
ることができる。以降、可変操作領域３０１ａに表示される画像を「ページ」とも記載す
る。
【００３８】
　なお、ページ切替ボタンの操作により巡回型でページが切り替わる、つまりページ切替
ボタンの操作により操作ボタン画面のページが順次切り替えられていき、最終ページの次
は最初のページに戻る切り替え方式を用いることも可能で、その場合には表示中の操作ボ
タン画面のページの位置（何ページか）を示す表示、例えば「２／３」（表示ページ数／
全ページ数　を示唆）と言った表示を行えば利便性が向上する。
【００３９】
　なお、切替操作領域３０１ｂは、本実施形態のように可変操作領域３０１ａと固定操作
領域３０１ｃとの間に配置されてもよい。このように切替操作領域３０１ｂが配置される
ことで、ページ切替ボタンにより操作ボタンが切り替えられる領域（可変操作領域３０１
ａ）と、操作ボタンが固定的に表示される領域（固定操作領域３０１ｃ）との境が明確に
なる。また、操作時における視線や指の移動量を少なくできる。よって、このように切替
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操作領域３０１ｂが配置されることで、操作部表示領域３０１に表示される操作ボタンの
操作性は向上する。
【００４０】
　また、図２に示される状態の画面においてフル／分割切替ボタン３００ｂが操作される
と、表示部１１３の画面は、図１に示される状態の画面に戻る。
【００４１】
　また、可変操作領域３０１ａに表示される操作ボタンの数、及び、固定操作領域３０１
ｃに表示される操作ボタンの数、また面積は、適宜選択される。例えば、本例では、固定
操作領域３０１ｃに表示される操作ボタンの数は１個であるが、同じサイズの操作ボタン
を２個設ける（面積は約２倍）ようにしても良く、ユーザが操作ボタン数を上限以下の数
から設定できるようにしても良い。
【００４２】
　本実施形態に係るソース操作領域３０２には、例えば、操作部表示領域３０１において
表示されるオーディオソースを選択するための操作ボタンが操作されることによって選択
されたオーディオソースに対応した操作画面が表示される。図２は、音楽ファイルや動画
ファイル等の再生時間が定められたコンテンツに係るオーディオソースが選択されている
場面を例示する。このような場合、ソース操作領域３０２には、再生されているコンテン
ツを操作するための操作ボタン（３０２ａ～３０２ｄ）が表示される。
【００４３】
　なお、ソース操作領域３０２には、コンテンツの再生時間を所定時間戻す、又は、進め
るための操作ボタンが表示されてもよい。操作ボタン３０２ａは、コンテンツの再生時間
を１５秒戻すための操作ボタンである。また、操作ボタン３０２ｂは、コンテンツの再生
時間を３０秒進めるための操作ボタンである。本実施形態に係る車載装置１は、このよう
な再生時間の戻し操作及び送り操作に係る所定時間（１操作当たりの戻し時間および送り
時間）の設定変更を受け付けてもよい。
【００４４】
　図３は、オーディオ機能に係る操作画面がナビ／オーディオ操作領域３００に表示され
ている状態を例示する。図１又は図２に示される状態においてナビ／オーディオ切替ボタ
ン１１４ａが押下されると、表示部１１３は、図３に示される状態になる。なお、更にナ
ビ／オーディオ切替ボタン１１４ａが押下されると、表示部１１３は元の図１又は図２の
状態に戻る。なお、オーディオ機能に係る操作画面には、例えば、ボリュームコントロー
ル等、各種オーディオソースに共通する操作に係る操作ボタンが表示される。
【００４５】
　本実施形態に係る車載装置１では、ページ切替ボタンの操作に応じて可変操作領域３０
１ａに各種操作ボタンを切り替えて表示することで、表示部１１３の画面上に表示される
操作ボタンの数を削減することができる。また、可変操作領域３０１ａと固定操作領域３
０１ｃとの間に切替操作領域３０１ｂが配置されることで、可変的に操作ボタンが表示さ
れる領域と固定的に操作ボタンが表示される領域との境を明確にすることができる。これ
らによって、本実施形態に係る車載装置１では、操作性の向上したインタフェースが実現
される。
【００４６】
　なお、本実施形態における「操作」は、例えば、各種操作ボタンのアイコンが表示され
ている領域をユーザの指等で押下することである。
【００４７】
　また、図１～３により例示される車載装置１は、左ハンドルの車に搭載されることが前
提となっているため、車載装置１の表面の左側に各種ボタンが配置されている。よって、
右ハンドルの車に搭載されることを前提とする場合、車載装置１の表面の右側に各種ボタ
ンが配置されてよい。このように、各種ボタンは、車載装置１が使用される状況に応じて
、適宜配置されてよい。
【００４８】
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　＜構成例＞
　図４は、本実施形態に係る車載装置１の構成例を示す。図４を用いて、車載装置１につ
いて、車載用オーディオ・ビジュアル・ナビゲーション一体機（以下、ＡＶＮ一体機とも
記載する。）を例に説明する。
【００４９】
　制御部１０１は、車載装置１の各部、或いは接続された外部機器からの信号、またユー
ザの操作に基づく各操作部からの操作指示信号等を受信し、それら信号に基づき車載装置
１の各部、或いは外部機器を統括的に制御する。制御部１０１は、例えば、１又は複数の
マイクロコンピュータ（マイコン）と、このマイコンの処理に利用される周辺回路（ＲＯ
Ｍ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、インタフェース回路等）を
備え、ＲＯＭ等の周辺回路に記憶されたプログラムに従い動作する。
【００５０】
　放送受信部１０２は、アンテナにより受信された放送波から、特定の周波数の放送波を
選択受信し、復調して当該放送の音声信号および、画像信号（テレビ放送の場合）を分配
回路１０８に出力する。放送受信部１０２は、同調回路、復調・復号回路等により構成さ
れる。そして、放送受信部１０２は、制御部１０１からの制御信号により、そのオン／オ
フ、受信周波数等の各種動作を制御される。
【００５１】
　ディスク再生部１０３は、ディスク（例えば、ＣＤ、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc
）やＢＤ（Blu-ray Disc））に記憶されているデータをピックアップにより読込み、読込
んだデータに基づく音声信号、画像信号等を分配回路１０８に出力する。ディスク再生部
１０３は、光学ピックアップ、ピックアップ・ディスク駆動機構、ピックアップ・ディス
ク駆動機構の制御回路、読取信号の復号回路等を備える。そして、ディスク再生部１０３
は、制御部１０１からの制御信号により、読込み処理のオン／オフ、読込み位置等の各種
動作を制御される。
【００５２】
　ＳＤ再生部１０４は、ＳＤカードを接続するためのコネクタを備える。そして、ＳＤ再
生部１０４は、当該コネクタに接続されたＳＤカードに記憶された各種データからデータ
を読み出し、読み出した画像信号、音声信号、又は、文字信号等を分配回路１０８に出力
する。なお、ＳＤ再生部１０４は、制御１０１からの制御信号により、コネクタに接続さ
れたＳＤカードからのデータ読み出し処理のオン／オフ、読み出すデータの選択等の各種
動作を制御される。
【００５３】
　ナビゲーション部１０５は、地図上に自車位置や目的地までの経路を表示したり、交差
点等で音声等により右左折等の進行方向案内を行い、また後述する交通情報通信システム
（ＶＩＣＳ（登録商標））情報受信部１０６から交通情報、ＧＰＳ情報受信部１０７から
自車位置情報を入手して表示したりして、目的地までの経路案内を行う。ナビゲーション
部１０５は、ナビゲーションの為に利用される地図情報を記憶する記憶装置（媒体）、各
種演算処理を行うＣＰＵ（Central Processing Unit）、各種処理のためにデータを記憶
するＲＡＭ等のメモリ等を備える。そして、ナビゲーション部１０５は、制御部１０１か
らの制御信号によって、ナビゲーション処理のオン／オフ等の各種動作を制御される。な
お、ナビゲーションの為に利用される地図情報を記憶する記憶装置（媒体）は、ＳＤ再生
部１０４に接続される上述のＳＤカード、ディスク再生部１０３によって処理される上述
のディスクであってもよい。
【００５４】
　ＶＩＣＳ情報受信部１０６は、ＶＩＣＳ（Vehicle Information and Communication Sy
stem）に係る交通情報を受信し、受信した交通情報をナビゲーション部１０５に出力する
。ＶＩＣＳ情報受信部１０６で、交通情報通信システムからのデータを受信する受信機（
ＦＭ受信機、電波ビーコン受信機、光ビーコン受信機）、受信したデータを復号する復号
回路等を備える。
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【００５５】
　ＧＰＳ情報受信部１０７は、ＧＰＳ衛星からのＧＰＳ信号に基づき自車位置を検出し、
検出した現在地情報をナビゲーション部１０５に出力する。ＧＰＳ情報受信部１０７は、
ＧＰＳ信号を受信するＧＰＳ信号受信回路、受信したＧＰＳ信号に基づき自車位置を算出
する演算部を備える。
【００５６】
　分配回路１０８は、制御部１０１からの制御信号により制御され、出力することが指定
された各種ソース（放送受信部１０２等）の画像信号と音声信号とをそれぞれ画像調整回
路１０９及び音声調整回路１１０に出力する。分配回路１０８は、リレー或いはスイッチ
ングトランジスタ等の電子回路を含むスイッチ群を備える。
【００５７】
　画像調整回路１０９は、制御部１０１の制御信号により制御され、分配回路１０８から
入力された画像信号に対して、輝度や色調、コントラスト等を調整し、調整した各画像信
号を画像出力部１１２に出力する。画像調整回路１０９は、画像データを記憶するメモリ
、画像データを演算処理するデジタルシグナルプロセッサ等の演算回路等を備える。
【００５８】
　音声調整回路１１０は、制御部１０１の制御信号により制御され、分配回路１０８から
入力された音声信号に対して、音量、音声を調整し、調整した音声信号をスピーカ１１１
に出力する。音声調整回路１１０は、音声データを記憶するメモリ、画像データを演算処
理するデジタルシグナルプロセッサ等の演算回路、トランジスタ・抵抗・コンデンサ・コ
イル等を含む増幅・減衰回路や共振回路等を備える。スピーカ１１１は、音声調整回路１
１０により入力された音声信号を、音声出力する。
【００５９】
　画像出力部１１２は、制御部１０１の制御信号により制御され、画像調整回路１０９か
ら入力された画像信号と、画像信号を表示部１１３に表示させるために制御部１０１から
入力された表示画像信号とに基づいて画像合成等の処理を施し、当該処理を施した画像信
号に基づき表示部１１３を駆動する。画像出力部１１２は、例えば、演算処理により画像
処理を行う画像用に特化された演算処理回路である画像ＡＳＩＣ、画像処理・出力用に画
像データを記憶するビデオメモリ、画像出力用ビデオメモリに記憶された画像データに基
づき表示部１１３を駆動する画像駆動回路等を備える。
【００６０】
　表示部１１３は、画像出力部１１２から入力される画像信号に基づき画像を表示する。
表示部１１３は、例えば、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、プラズマディスプ
レイ、冷陰極フラットパネルディスプレイ等の液晶パネル２０１と、液晶パネル２０１を
背面から証明するバックライト２００と、抵抗膜方式や静電容量方式等のタッチパネル２
０２とを備える。タッチパネル２０２は、車載装置１に対するユーザによる各種操作の操
作状態を制御部１０１に出力する。
【００６１】
　なお、本実施形態では、表示部１１３には、各種操作ボタンが表示される。これら表示
部１１３（液晶パネル２０１）に表示される操作ボタン（図１～３を参照）は、タッチパ
ネル２０２の押下された位置に対応付けられた機能を実行するための操作部である。
【００６２】
　操作部１１４は、車載装置１に対してユーザが各種操作を行うための入力部である。操
作部１１４は、例えば、押釦スイッチ、回転操作スイッチ（ロータリースイッチ）、ジョ
イスティック等である。操作部１１４は、車載装置１に対するユーザによる各種操作の操
作状態を制御部１０１に出力する。なお、本実施形態では、操作部１１４の一例として、
押しボタンスイッチであるがナビ／オーディオ切替ボタンが例示されている。操作部１１
４において用いられるスイッチの数及び種類は、用途に合わせて、適宜選択される。
【００６３】
　メモリ１１５は、各種データや制御プログラムを記憶するメモリ（記憶媒体）で、例え
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ば、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）や、書換え可能なフラッシュメモリ等を備える。メモリ
１１５は、制御部１０１の制御信号により制御され、制御部１０１に備えられたＲＡＭ等
の周辺回路に所望のデータを出力する。
【００６４】
　遠隔操作部１１６は、自動車のインストルメントパネル等に設置されたＡＶＮ一体機本
体から離れた場所、例えば、運転席と助手席間の肘掛け付近や、ステアリングホイールに
設置され、ユーザによる入力操作の操作状態を出力する。遠隔操作部１１６は、本例では
操作部の回転操作、傾動操作、押圧操作を検出する。なお、このような遠隔操作部１１６
は、回転操作量・方向に応じた信号を出力するロータリースイッチ、感圧センサにより構
成され傾動操作方向に応じた信号を出力するジョイスティック等の傾動センサ、押圧操作
によりオンオフ状態が変化する押しボタンスイッチにより構成される。
【００６５】
　無線通信部１１７は、赤外線通信やBluetooth（登録商標）による無線通信により接続
される携帯電話等の他の装置からデータを取得する。そして、無線通信部１１７は、取得
したデータに基づく音声信号、画像信号等を分配回路１０８に出力する。無線通信部１１
７は、制御部１０１からの制御信号により、通信処理のオン／オフ、データの取得等の各
種動作を制御される。
【００６６】
　なお、車載装置１は、無線通信部１１７の他、インターネット等のネットワークに接続
するための通信ユニットを備えてもよい。この場合、車載装置１は、当該ネットワークを
介して、様々な情報及び機能（プログラム）を取得することが可能となる。
【００６７】
　§２　動作例
　＜画面遷移＞
　図５は、本実施形態に係る車載装置１の表示部１１３に表示される画面の遷移を例示す
る。
【００６８】
　ナビゲーション機能に係るプログラムが実行されると、制御部１０１は、図１に示され
るようなナビゲーション機能の係るプログラムの実行画面を表示部１１３に表示させる（
Ｓ１０００）。例えば、制御部１０１は、ナビゲーション機能に係るプログラムの実行画
面として、経路案内画面を表示部１１３に表示させる。なお、この状態（Ｓ１０００）で
は、ナビゲーション機能に係るプログラムの実行画面は、表示部１１３の略全面に表示さ
れる。
【００６９】
　ナビゲーション機能に係る画面が表示部１１３の略全面に表示されている状態（Ｓ１０
００）でフル／分割切替ボタン３００ｂが操作されると、制御部１０１は、ナビゲーショ
ン機能に係る画面を、図２に示されるような分割表示させる（Ｓ１００１）。具体的には
、制御部１０１は、ナビ／オーディオ操作領域３００、操作部表示領域３０１、及び、ソ
ース操作領域３０２を含む画像を表示部１１３に表示させる。
【００７０】
　他方、ナビゲーション機能に係る画面が表示部１１３の略全面に表示されている状態（
Ｓ１０００）でナビ／オーディオ切替ボタン１１４ａが操作されると、制御部１０１は、
図３に示されるようなオーディオ機能に係る画面を表示部１１３に表示させる（Ｓ１００
２ａ）。この状態（Ｓ１００２ａ）で、更にナビ／オーディオ切替ボタン１１４ａが操作
されると、制御部１０１は、表示部１１３に表示される画面を元の状態（Ｓ１０００）に
戻す。
【００７１】
　ナビゲーション機能に係る画面が分割表示されている状態（Ｓ１００１）でナビ／オー
ディオ切替ボタン１１４ａが操作されると、制御部１０１は、図３に示されるようなオー
ディオ機能に係る画面を表示部１１３に表示させる（Ｓ１００２ｂ）。この状態（Ｓ１０
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０２ｂ）で、更にナビ／オーディオ切替ボタン１１４ａが操作されると、制御部１０１は
、表示部１１３に表示される画面を元の状態（Ｓ１００１）に戻す。
【００７２】
　他方、ナビゲーション機能に係る画面が分割表示されている状態（Ｓ１００１）で、切
替操作領域３０１ｂに表示されるページ切替ボタンが操作されると、制御部１０１は、画
面の状態はそのまま（Ｓ１００１）で、可変操作領域３０１ａに表示される操作ボタンを
切り替える。本実施形態では、ページダウン操作に係るページ切替ボタンが操作されると
、制御部１０１は、可変操作領域３０１ａに表示されるページを次のページに進める。他
方、ページアップ操作に係るページ切替ボタンが操作されると、制御部１０１は、可変操
作領域３０１ａに表示されるページを前のページに戻す。
【００７３】
　また、ナビゲーション機能に係る画面が分割表示されている状態（Ｓ１００１）で、可
変操作領域３０１ａ又は固定操作領域３０１ｃに表示されている操作ボタンが操作される
と、制御部１０１は、画面の状態そのまま（Ｓ１００１）で、操作された操作ボタンに対
応する機能を実行する。例えば、制御部１０１は、操作された操作ボタンに対応するオー
ディオソースに対応する操作画面をソース操作領域３０２に表示する。
【００７４】
　なお、これらページ切替ボタン及び操作ボタンに係る動作は、オーディオ機能に係る画
面が表示されている状態（Ｓ１００２ａ、Ｓ１００２ｂ）においても同様である。よって
、説明を省略する。
【００７５】
　＜処理例＞
　図６は、本実施形態に係る車載装置１による操作部表示領域３０１における操作ボタン
の表示処理（ページ切替ボタンによる可変操作領域３０１ａの操作ボタン切替処理を含む
）、及び、ボタン操作の実現に係る処理に係る機能構成を例示する。図中の矢印（点線）
は、参照されるデータと制御部１０１による処理の流れとを例示する。
【００７６】
　図６に示されるとおり、車載装置１は、操作ボタンの表示処理等を実行するために、操
作画面処理部４０１、表示処理部４０２、機能判別処理部４０３、及び、機能実行部４０
４を備える。操作画面処理部４０１、表示処理部４０２、機能判別処理部４０３、及び、
機能実行部４０４は、例えば、ディスク再生部１０３により再生されるディスク、ＳＤ再
生部１０５に接続されるＳＤカード、又は、メモリ１１５に格納されたプログラム等が制
御部１０１の周辺回路であるＲＡＭ等に展開され、制御部１０１のプロセッサにより実行
されることによって実現される。
【００７７】
　また、図６に示されるとおり、車載装置１は、操作ボタンの表示処理等を実行するため
に、機能テーブル５０１、ボタン／画像対応テーブル５０２、画像テーブル５０３、機能
／座標対応テーブル５０４、及び、プログラムテーブル５０５を参照する。機能テーブル
５０１、ボタン／画像対応テーブル５０２、画像テーブル５０３、機能／座標対応テーブ
ル５０４、及び、プログラムテーブル５０５は、例えば、ディスク再生部１０３により再
生されるディスク、ＳＤ再生部１０５に接続されるＳＤカード、又は、メモリ１１５に格
納されており、必要に応じて、制御部１０１の周辺回路であるＲＡＭ等に展開される。
【００７８】
　（表示処理）
　操作部表示領域３０１に操作ボタンを表示するための表示処理について説明する。制御
部１０１は、操作ボタンを操作部表示領域３０１に表示するために、ボタン／画像対応テ
ーブル５０２と画像テーブル５０３とを参照する。
【００７９】
　ボタン／画像対応テーブル５０２は、操作部表示領域３０１に表示する操作ボタンと画
像とを対応付けるための情報であり、ボタンＩＤと画像ＩＤとの対応関係を示す。ボタン
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ＩＤは、操作部表示領域３０１に表示される操作ボタンを識別するための情報である。本
実施形態では、テーブルの記憶位置によって操作ボタンの位置が特定され、当該ボタンＩ
Ｄによって操作ボタンの種別が特定される。また、画像ＩＤは、対応付けられたオーディ
オソースを選択するための操作ボタンの画像を識別するための情報である。
【００８０】
　本実施形態に係るボタン／画像対応テーブル５０２は、可変操作領域３０１ａに表示さ
れるページごとに用意される。例えば、ボタン／画像対応テーブル５０２ａは、可変操作
領域３０１ａに表示されるページとして先頭のページが選択されている際に用いられるデ
ータである。また、ボタン／画像対応テーブル５０２ｂは、可変操作領域３０１ａに表示
されるページとして末尾のページが選択されている際に用いられるデータである。つまり
、ボタン／画像対応テーブル５０２は、操作ボタンの位置、種別、画像種別を関係付ける
データで、ページ切替ボタンにより切り替えられる操作画面（可変操作領域３０１ａに表
示される操作ボタン種別の異なる画面）毎にテーブルが設けられる（本例では、テーブル
５０２ａ，５０２ｂ）。
【００８１】
　また、画像テーブル５０３は、ボタン／画像対応テーブル５０２によって特定された画
像ＩＤと操作ボタンの画像を描画するために用いられる画像データとを対応付けるための
情報である。画像データフィールドには、画像データそのものが格納されてもよいし、画
像ＩＤにより識別される画像データが格納された場所を特定するための情報が格納されて
もよい。
【００８２】
　制御部１０１は、操作画面処理部４０１の処理として、選択されているページに対応す
るボタン／画像対応テーブル５０２を選択する。ボタン／画像対応テーブル５０２ｃは、
制御部１０１によって選択されている、操作部表示領域３０１における操作ボタンの描画
に用いられるボタン／画像対応テーブルを示す。
【００８３】
　よって、ページダウン操作に係るページ切替ボタンが操作されると、制御部１０１は、
それまでに選択していたボタン／画像対応テーブルに対応するページの次のページに係る
ボタン／画像対応テーブル（本例ではテーブル５０２ｂ）にボタン／画像対応テーブル５
０２ｃを更新する。他方、ページアップ操作に係るページ切替ボタンが操作されると、制
御部１０１は、それまでに選択していたボタン／画像対応テーブルに対応するページの前
のページに係るボタン／画像対応テーブル（本例ではテーブル５０２ａ）にボタン／画像
対応テーブル５０２ｃを更新する。これにより、上述した可変操作領域３０１ａに表示さ
れる操作ボタンの切り替えが実現される。
【００８４】
　なお、各ボタン／画像対応テーブル５０２は、可変操作領域３０１ａ、切替操作領域３
０１ｂ、及び、固定操作領域３０１ｃそれぞれに表示される操作ボタンに対応する情報を
有する。
【００８５】
　図中の「Ｐａｇｅ（Ｄｏｗｎ）」又は「Ｐａｇｅ（Ｕｐ）」と記載されたレコードの情
報は、切替操作領域３０１ｂに表示される操作ボタン（ページ切替ボタン）に対応する情
報である。また、図中の「ＦＩＸ」と記載されたレコードの情報は、固定操作領域３０１
ｃに表示される操作ボタンに対応する情報である。そして、これら以外のレコードの情報
が、可変操作領域３０１ａに表示される操作ボタンに対応する情報である。
【００８６】
　ただし、固定操作領域３０１ｃに表示される操作ボタンは、ページ切替ボタンの操作に
よっては切り替えられない。そのため、固定操作領域３０１ｃに表示される操作ボタンに
対応するレコードの情報は、各ボタン／画像対応テーブルで共通の情報である。つまり、
テーブル５０２ａ，５０２ｂにおいて、固定領域の操作ボタンに対するデータ（ボタンＩ
Ｄ，画像ＩＤ）は同じものであり、ページ切替ボタン対するデータは該当画面に対応する
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ページ切り替え方向に対応するデータとなる。
【００８７】
　これらの点は、後述する機能／座標対応テーブル５０４においても同様である。
【００８８】
　操作ボタンの描画に用いるボタン／画像対応テーブル（ボタン／画像対応テーブル５０
２ｃの設定）を選択した後、制御部１０１は、表示処理部４０２の処理として、画像テー
ブル５０３を参照して、操作ボタンの描画に用いる画像データを特定する。そして、制御
部１０１は、特定した画像データを用いて、液晶パネル２０１上に操作ボタンを描画する
。
【００８９】
　具体的には、制御部１０１は、画像テーブル５０３を参照し、選択したボタン／画像対
応テーブル５０２ｃの画像ＩＤと一致する画像ＩＤのレコードを特定する。特定されたレ
コードの画像データフィールドに格納された情報により、制御部１０１は、ボタンＩＤに
より識別される操作ボタンと当該操作ボタンの画像データを対応付けることができる。よ
って、制御部１０１は、当該対応関係にあるボタンＩＤと画像データとを用いて、当該ボ
タンＩＤによって特定される操作ボタンの位置に、画像データにより示される操作ボタン
の画像を液晶パネル２０１上で描画する。なお、表示位置については、ボタン／画像対応
テーブル５０２ｃにおける各データ（ボタンＩＤ，画像データ）の記憶位置と対応づけて
いる。
【００９０】
　本実施形態では、このような処理により、操作部表示領域３０１上に操作ボタンが表示
される。
【００９１】
　なお、本実施形態では、制御部１０１は、可変操作領域３０１ａに表示される操作ボタ
ンの並び替えを受け付けてもよい。この場合、制御部１０１は、受け付けた並び替えの設
定に応じて、各テーブル（ボタン／画像対応テーブル５０２ａ，ｂ）の可変操作領域３０
１ａに表示される操作ボタンに係るレコードの情報を更新する。これにより、制御部１０
１は、可変操作領域３０１ａに表示される操作ボタンの並び替え処理を実現する。
【００９２】
　また、本実施形態では、制御部１０１は、固定操作領域３０１ｃに表示される操作ボタ
ンの登録を受け付けてよい。この場合、制御部１０１は、各テーブル（ボタン／画像対応
テーブル５０２ａ，ｂ）の固定操作領域３０１ｃに表示される操作ボタンに係るレコード
（図中の「ＦＩＸ」が記載されたレコード）の情報を、設定登録を受け付けた操作ボタン
に係る情報に更新する。これにより、制御部１０１は、固定操作領域３０１ｃに表示され
る操作ボタンの登録処理を実現する。
【００９３】
　（ボタン操作による機能の実行）
　操作部表示領域３０１に表示される操作ボタンのボタン操作の実現に係る処理について
説明する。制御部１０１は、操作ボタンのボタン操作を実現するために、機能／座標対応
テーブル５０４とプログラムテーブル５０５とを参照する。
【００９４】
　機能／座標対応テーブル５０４は、操作ボタンに対する操作により実行される機能と当
該操作された操作ボタンがタッチパネル２０２上に位置する座標とを対応付けるための情
報である。座標フィールドには、機能ＩＤにより識別される機能と対応付けられたタッチ
パネル２０２（表示部１１３）上の所定の領域に係る座標値が格納される。なお、座標フ
ィールドに格納される座標値に基づいて、タッチパネル２０２における操作ボタンの領域
が表現される。
【００９５】
　また、プログラムテーブル５０５は、操作ボタンが操作されることによって、実行が要
求される機能に対応するプログラムを特定するための情報であり、機能ＩＤとプログラム
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とを対応付ける。プログラムフィールドには、機能ＩＤにより識別される機能に係るプロ
グラムそのものが格納されてもよいし、機能ＩＤにより識別される機能に係るプログラム
が格納された場所を特定するための情報が格納されてもよい。
【００９６】
　ボタン／画像対応テーブル５０２と同様に、制御部１０１は、操作画面処理部４０１の
処理として、複数の機能／座標対応テーブルから、選択されているページに対応する機能
／座標対応テーブルを機能／座標対応テーブル５０４ｃとして選択する。機能／座標対応
テーブル（５０４ａ～５０４ｃ）それぞれは、ボタン／画像対応テーブル（５０２ａ～５
０２ｃ）それぞれと同様に説明可能である。よって、ここでは、説明を省略する。
【００９７】
　制御部１０１は、タッチパネル２０２が押下されたとき、機能判別処理部４０３の処理
として、押下された位置に応じた操作ボタンに対応付けられた機能を判別する。具体的に
は、制御部１０１は、タッチパネル２０２が押下されたとき、機能／座標対応テーブル５
０４ｃを参照してタッチパネル２０２の押下された座標値を特定し、特定された座標値に
対応する領域に相当する領域を示す座標値を格納したレコードを特定する。特定されたレ
コードに含まれる機能ＩＤにより、押下された位置に応じた操作ボタンに対応付けられた
機能が判別される。
【００９８】
　そして、制御部１０１は、機能実行部４０４の処理として、機能判別処理部４０３によ
り判別された機能を実行する。具体的には、制御部１０１は、プログラムテーブル５０５
を参照して、機能判別処理部４０３の処理で特定した機能ＩＤと一致する機能ＩＤのレコ
ードを特定する。そして、制御部１０１は、特定したレコードのプログラムフィールドに
格納された情報により特定されるプログラムを実行する。
【００９９】
　本実施形態では、このような処理により、表示部１１３上に表示された操作ボタンが押
下された際に、当該押下された操作ボタンに対応付けられた機能が実行される。
【０１００】
　次に制御部１０１の実行する、ボタン操作時の処理と、ボタンを登録（設定）する処理
についてフローチャートを用いて説明する。
【０１０１】
　図７は、ボタン操作時の処理を示すフローチャートで、この処理は装置動作時に繰り返
し実行される。
【０１０２】
　ステップＳ１０１では、制御部１０１は、ページ切替ボタンが操作されたか否かを判断
し、操作されていればステップＳ１０２に処理を移し、また、操作されていなければステ
ップＳ１０３に処理を移す。ステップＳ１０２では、制御部１０１は、操作ボタン画面の
ページ切り替えを行う。具体的には、制御部１０１は、図６に示した機能／座標対応テー
ブル５０４ｃを機能／座標対応テーブル５０４ａまたは５０４ｂで更新し、またボタン／
画像対応テーブル５０２ｃをボタン／画像対応テーブル５０２ａまたは５０２ｂで機能／
座標対応テーブル５０４ｃと連携させて更新する。
【０１０３】
　ステップＳ１０３では、制御部１０１は、機能ボタンが操作されたか否かを判断し、操
作されていればステップＳ１０４に処理を移し、また操作されていなければ本処理を終了
する。ステップＳ１０４では、制御部１０１は、操作された機能ボタンに対応するプログ
ラムを実行し、本処理を終える。具体的には、例えば、制御部１０１は、図６に示した機
能／座標対応テーブル５０４ｃから操作されたボタンの座標に対応する機能ＩＤを検索し
、当該検索された機能ＩＤに基づいてプログラムテーブル５０５で該当プログラムを特定
して実行する。
【０１０４】
　以上のような処理により、ページ切替ボタンの操作によって操作ボタン画面のページが
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切り替わる動作と、機能ボタンの操作により対応する機能の動作が実現される。
【０１０５】
　次に、図８は、ボタン登録時の処理を示すフローチャートで、この処理は装置動作時に
繰り返し実行される。
【０１０６】
　ステップＳ２０１では、制御部１０１は、ボタン登録開始操作が行われたか否かを判断
し、操作されていればステップＳ２０２に処理を移し、また操作されていなければ本処理
を終える。具体的には、例えば、機能ボタンが所定時間以上連続して操作（押圧）されて
いれば、制御部１０１は、当該ボタンに対するボタン登録の開始操作と判断する。つまり
、機能ボタンの短時間操作で当該機能の実行、長時間操作で当該ボタンに割り当てる機能
の登録となる。
【０１０７】
　ステップＳ２０２では、制御部１０１は、機能ボタンに登録可能な機能の一覧を表示し
、ステップＳ２０３に処理を移す。ステップＳ２０３では、制御部１０１は、機能の一覧
から登録すべき機能を選択する操作が行われたか否かを判断し、選択操作が行われればス
テップＳ２０４に処理を移し、行われていなければステップＳ２０３に処理を戻し、選択
操作を待つ。ステップＳ２０４では、制御部１０１は、選択された機能を登録対象の機能
ボタンに対応付けて登録する。具体的には、例えば、制御部１０１は、図６に示した機能
／座標対応テーブル５０４ａまたは５０４ｂ、及びボタン／画像対応テーブル５０２ａま
たは５０２ｂにおける登録対象の機能ボタンに対応するレコードのデータを更新する。
【０１０８】
　以上のような処理により、任意の機能ボタンをユーザが希望する機能に対応付けること
が可能となる。
【０１０９】
　また、機能ボタンの並び替えについても、例えば、図６に示した機能／座標対応テーブ
ル５０４ａまたは５０４ｂ、及びボタン／画像対応テーブル５０２ａまたは５０２ｂにお
ける各機能ボタンに対応するレコードのデータを、連携して入れ替えることにより、ユー
ザの希望する順番に機能ボタンを配置することが可能となる。
【０１１０】
　また、固定操作領域３０１ｃについては、機能／座標対応テーブル５０４ａまたは５０
４ｂ、及びボタン／画像対応テーブル５０２ａまたは５０２ｂにおいて、同じ表示位置と
なるレコードに同じ機能に対するデータを登録することにより設定できるので、固定操作
領域３０１ｃを広げるには（固定操作ボタンを追加するには）、制御部１０１は、機能／
座標対応テーブル５０４ａまたは５０４ｂ、及びボタン／画像対応テーブル５０２ａまた
は５０２ｂにおいて、同じ表示位置となるレコードに同じ機能に対するデータを登録する
処理を行い、それを解除するには別のデータを登録する処理を行えば良い。
【０１１１】
　なお、切替操作領域３０１ｂについては、可変操作領域３０１ａと固定操作領域３０１
ｃの間に配置するのが好ましいので、当該間の位置に対応する機能／座標対応テーブル５
０４ａまたは５０４ｂ、及びボタン／画像対応テーブル５０２ａまたは５０２ｂにおける
対応レコードに、切替操作ボタンに対応するデータを登録すれば良い。
【０１１２】
　§３　その他
　以上、本発明の実施の形態を詳細に説明してきたが、前述までの説明はあらゆる点にお
いて本発明の例示に過ぎず、その範囲を限定しようとするものではない。本発明の範囲を
逸脱することなく種々の改良や変形を行うことができることは言うまでもない。
【０１１３】
　例えば、本実施形態における可変操作領域３０１ａ及び固定操作領域３０１ｃに表示さ
れる操作ボタンは、オーディオソースを選択するためのボタンである。しかしながら、本
実施形態における可変操作領域３０１ａ及び固定操作領域３０１ｃに表示される操作ボタ
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ンは、このような機能の操作ボタンに限定される訳ではない。可変操作領域３０１ａ及び
固定操作領域３０１ｃに表示される操作ボタンの機能は、適宜設定されてよい。
【符号の説明】
【０１１４】
　１…車載装置、１０１…制御部、１０２…放送受信部、１０３…ディスク再生部、
　１０４…ＳＤ再生部、１０５…ナビゲーション部、１０６…ＶＩＣＳ情報受信部、
　１０７…ＧＰＳ情報受信部、１０８…分配回路、１０９…画像調整回路
　１１０…音声調整回路、１１１…スピーカ、１１２…画像出力部、１１３…表示部、
　１１４…操作部、１１４ａ…ナビ／オーディオ切替ボタン
　１１５…メモリ、１１６…遠隔操作部、１１７…無線通信部
　２００…バックライト、２０１…液晶パネル、２０２…タッチパネル、
　３００…ナビ／オーディオ操作領域、３００ｂ…フル／分割切替ボタン
　３０１…操作部表示領域
　３０１ａ…可変操作領域、３０１ｂ…切替操作領域、３０１ｃ…固定操作領域
　４０１…操作画面処理部、４０２…表示処理部、４０３…機能判別処理部、
　４０４…機能実行部、
　５０１…機能テーブル、５０２…ボタン／画像対応テーブル、５０３…画像テーブル、
　５０４…機能／座標対応テーブル、５０５…プログラムテーブル

【図１】 【図２】
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