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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両における情報装置であって、
　少なくとも１つの出力装置（５，７）と、少なくとも１つの記憶装置（４）が所属する
処理装置（３）とを有し、
　該記憶装置（４）に、車両機能（３０，３１，３３～３５）および／または車両エレメ
ント（２０～２６，３２）についての車両データ、該車両機能（３０，３１，３３～３５
）および／または車両エレメント（２０～２６，３２）の機能および／または操作および
／または取り扱いについての車両データ、および／または車両状態についての車両データ
が格納されている情報装置において、
　該少なくとも１つの出力装置（５，７）を介して、該車両機能（３０，３１，３３～３
５）および／または車両エレメント（２０～２６，３２）の操作または取り扱いについて
の車両データ、および／または車両状態の変化についての車両データが、少なくとも部分
的にアニメーション出力されるように構成されており、
　前記少なくとも１つの出力装置は少なくとも１つの表示装置（５）を含んでおり、
　その時点で説明すべき車両機能（３０，３１～３３～３５）の操作装置（８，１０，１
１，１２）が光学的に表示され、該その時点で説明すべき車両機能（３０，３１～３３～
３５）の機能がアニメーションによって光学的および／または音響的に説明可能であり、
　前記車両機能（３０，３１～３３～３５）の光学的および／または音響的な説明および
／または該車両機能（３０，３１～３３～３５）の操作装置（８，１０，１１，１２）の
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光学的および／または音響的な説明は、前記表示装置（５）上での人工的な人間（１５）
のアニメーション表示と音響的出力装置（７）とによって行われるとともに、
　前記その時点で説明すべき車両機能の操作装置、または、前記車両エレメントの車内に
おける場所について通知する場合には、前記その時点で説明すべき車両機能の操作装置、
または、前記車両エレメントは、前記車両に設けられた他の操作装置、または、他の車両
部品と表示されるように相応に小さく表示し、
　前記その時点で説明すべき車両機能の操作装置、または、前記車両エレメントの機能を
説明する場合には、
　前記その時点で説明すべき車両機能の操作装置、または、その時点で説明すべき車両エ
レメントが、詳細通知のために、前記表示装置上のその時点の情報出力に依存してサイズ
変化して表示され、
　該その時点で説明すべき車両機能の操作装置または車両エレメントを全体からズームイ
ンして、拡大表示するか、または、前記その時点で説明すべき車両機能の操作装置が、当
該操作装置の前記車両内における配置を表示された状態で、拡大表示する
ように構成されている、情報装置。
【請求項２】
　前記少なくとも部分的にアニメーション出力される車両データは、ユーザによって選択
可能であるように構成されている、請求項１記載の情報装置。
【請求項３】
　その時点で説明すべき操作機能に所属する操作装置（８，１０，１１，１２）が前記表
示装置（５）上で光学的に強調可能であるかまたは可変であるように構成されている、請
求項１または２項記載の情報装置。
【請求項４】
　その時点で説明すべき操作機能に所属する操作装置（８，１０，１１，１２）の操作の
動きが表示可能であるように構成されている、請求項１から３までのいずれか１項記載の
情報装置。
【請求項５】
　その時点で説明すべき操作機能に所属する操作装置（８，１０，１１，１２）の光学的
表示は、前記少なくとも１つの表示装置（５）上でサイズ変化して表示可能に構成されて
いるか、またはズーム可能に構成されている、請求項１から４までのいずれか１項記載の
情報装置。
【請求項６】
　表示装置（５）として構成された少なくとも１つの出力装置上に、少なくとも１つの車
両エレメント（２０～２６，３２）および／または該車両エレメント（２０～２６，３２
）の機能および／または取り扱いが、光学的に表示可能であり、該車両エレメント（２０
～２６，３２）の機能および／または取り扱いが、アニメーションによって光学的および
／または音響的に説明可能に構成されており、
　前記車両エレメント（２０～２６，３２）および／または該車両エレメント（２０～２
６，３２）の機能および／または取り扱いが、前記表示装置（５）上での人工的な人間（
１５）のアニメーション表示および／または音響的出力装置（７）によって、光学的およ
び／または音響的に説明される、請求項１から５までのいずれか１項記載の情報装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの車両エレメント（２０～２６，３２）は前記車両内における配置
で、前記少なくとも１つの表示装置（５）に光学的に表示可能であるように構成されてい
る、請求項６記載の情報装置。
【請求項８】
　その時点で説明すべき車両エレメント（２０～２６，３２）は前記表示装置（５）上で
光学的に強調可能であるか、または光学的に可変に構成されている、請求項６または７記
載の情報装置。
【請求項９】



(3) JP 5260298 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

　前記少なくとも１つの出力装置（５，７）は多機能操作装置（１）の一部であり、
　前記車両データの説明は補助メニュー（１６）を介して呼び出し可能であるように構成
されている、請求項１から８までのいずれか１項記載の情報装置。
【請求項１０】
　少なくとも１つの出力装置（５，７）によって、車両機能（３０，３１～３３～３５）
についての車両データおよび／または車両エレメント（２０～２６，３２）についての車
両データおよび該車両機能（３０，３１～３３～３５）および／または車両エレメント（
２０～２６，３２）の操作、機能および／または取り扱いおよび／または車両状態につい
ての車両データに関する情報を提供する方法において、
　該少なくとも１つの出力装置（５，７）を介して、該車両データを、少なくとも部分的
にアニメーション出力し、
　前記出力装置の少なくとも１つの表示装置（５）に、その時点で説明すべき操作機能の
操作装置（８，１０，１１，１２）を表示し、該操作装置（８，１０，１１，１２）の機
能をアニメーション表示によって光学的および／または音響的に説明し、
　前記車両機能（３０，３１～３３～３５）および／または該車両機能（３０，３１～３
３～３５）の操作装置（８，１０，１１，１２）を、前記表示装置（５）上でのその時点
での情報出力に依存してサイズ変化させるとともに、人工的な人間（１５）のアニメーシ
ョン表示と音響的出力（７）とによって光学的および／または音響的に説明するとともに
、
　前記車両機能および／または該車両機能の操作装置または前記車両エレメントの車内に
おける場所について通知する場合には、前記その時点で説明すべき車両機能の操作装置ま
たは前記車両エレメントを、前記車両に設けられた他の操作装置、または、他の車両部品
と表示されるように相応に小さく表示し、
　前記その時点で説明すべき車両機能の操作装置または前記車両エレメントの機能を説明
する場合には、前記その時点で説明すべき車両機能の操作装置、または、その時点で説明
すべき車両エレメントが、詳細通知のために、前記表示装置上のその時点の情報出力に依
存してサイズ変化して表示され、
　該その時点で説明すべき車両機能の操作装置または車両エレメントを全体からズームイ
ンして、拡大表示するか、または、前記その時点で説明すべき車両機能の操作装置が、当
該操作装置の前記車両内における配置を表示された状態で、拡大表示する方法。
【請求項１１】
　ユーザによって選択された、少なくとも部分的にアニメーション出力すべき前記車両デ
ータを検出する、請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　その時点で説明すべき車両機能（３０，３１～３３～３５）に所属する操作装置（８，
１０，１１，１２）を前記表示装置（５）上で光学的に強調するか、または変化する、請
求項１０または１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記表示装置（５）において、その時点で説明すべき車両機能（３０，３１～３３～３
５）に所属する操作装置（８，１０，１１，１２）の操作の動きを表示する、請求項１０
から１２までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１４】
　前記表示装置（５）において、その時点で説明すべき車両機能（３０，３１～３３～３
５）に所属する操作装置（８，１０，１１，１２）の光学的な表示を、拡大可能および／
または縮小可能である、請求項１０から１３までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１５】
　前記操作装置（８，１０，１１，１２）の光学的な表示の拡大または縮小を、前記車両
機能（３０，３１～３３～３５）の説明の順序または該車両機能に所属する操作装置（８
，１０，１１，１２）の説明の順序に依存して行う、請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
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　少なくとも１つの車両エレメント（２０～２６，３２）を、表示し、
　該車両エレメント（２０～２６，３２）の機能および／または取り扱いをアニメーショ
ンによって光学的および／または音響的に説明し、
　前記車両エレメント（２０～２６，３２）および／または該車両エレメント（２０～２
６，３２）の機能および／または取り扱いを、前記表示装置（５）上で前記人工的な人間
（１５）のアニメーション表示および／または音響的出力装置（７）によって、光学的お
よび／または音響的に説明する、請求項１０から１５までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１７】
　少なくとも１つの車両エレメント（２０～２６，３２）を、前記車両内の配置で前記表
示装置（５）に光学的に表示する、請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　その時点で説明すべき車両エレメント（２０～２６，３２）を前記表示装置（５）上で
光学的に強調するかまたは変化する、請求項１６または１７記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有利には自動車内に設けられる情報装置に関する。この情報装置は少なくと
も１つの出力装置と処理装置とを有し、該処理装置には記憶装置が所属しており、該記憶
装置には車両データ、とりわけ車両機能および／または車両要素、該車両要素の機能およ
び／または操作および／または取り扱いおよび／または車両状態のデータおよび／または
その変化が格納されている。さらに本発明は、とりわけ車両機能および／または車両要素
およびその操作および／または機能および／または運転である車両データを出力装置によ
って通知するための方法にも関する。
【０００２】
　従来技術による車両では、ユーザが知っておくべき自動車のすべての技術的特徴と該技
術的特徴の固有の構成上の特性とは通常、印刷された状態で設けられたハンドブックない
しは運転記録に含まれる。それに対して大抵の車両は、車両コンポーネントの状態とクリ
ティカルな走行状況ないしはドライバ状況とに関して問題識別を行うための種々の診断シ
ステムを有するが、診断システムによって検出された問題は、走行前または走行中には大
抵、小形の信号ランプないしは点灯するシンボルによってのみ、または短いテキストメッ
セージまたはピクトグラムによって、ユーザに対して表示されるだけである。このように
して伝送される情報は、特定の問題が車両に存在することを意味する。この問題を解決す
るためには、このようなケースでは通常は、たとえば印刷された形態でグローブボックス
の中に存在するハンドブックに照会しなければならない。通常は、ドライバが車両ないし
は該車両の操作に問題を有する場合にのみ、このハンドブックは使用される。ハンドブッ
クを使用することは普通、面倒であり、複雑であり、どちらかというと手間を要するとと
らえられる。というのも、印刷された比較的長いテキストを読むのを比較的好まず、とり
わけ広範囲に及ぶ技術的内容に抵抗を感じてしまうことが多い、数多くのユーザが存在す
るからである。
【０００３】
　ＷＯ０１／２７７０４Ａ１に、ベルトコンベヤで量産される技術的製品の書類または情
報を作成する手法が開示されている。この手法では、製造プロセス中にベルトコンベヤで
直接、製品ブックを形成し、製品の重要な技術的特徴を該製品ブックに取り込み、製品の
使用および／または操作に関連する指示を該製品ブックに記載し、各製品個体に特徴的な
個別の装備特徴を、各製品個体に個別に割り当てられ該製品個体にカスタマイズされた製
品ブックに取り込む。このような手法では、製品ブックをＥＤＶデータセットとして作成
することもできる。この手法は、不必要な在庫を回避して、可能な限り理解しやすくかつ
良い表現の製品ブックを可能な限り低コストで製造できるようにすることを目的とする。
ここでは製品ブックは、無駄な情報を可能な限り省略して、かつ、製品個別の特徴的な装
備を考慮しなければならない。しかしこの手法は、使用中に問題が存在する場合にユーザ
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が自発的に製品ブックに照会しなければならない場合、自分で調査して、存在する問題に
関連する情報を製品ブック中に突き止めて識別した後に学習し、評価して、該ユーザが有
する経験の範囲にしたがって解釈するための支援を提供しないので、この問題を解決する
ために何の措置をとれるのか、または何の措置をとるべきかを自分で判断しなければなら
ない。しかしこのような流れは、理解しやすく作成された製品ブックでもあまり便利では
なく、複雑でありかつ長時間を要し、さらに、ユーザが誤解釈および誤判断をしてしまう
リスクを伴う。
【０００４】
　ＤＥ１９９４１９７３Ａ１に、少なくとも１つの制御装置と入力ユニットおよび表示ユ
ニットとによって自動車ドライバのアクティブな補助を行うための方法および装置が開示
されている。ここでは制御装置は、車両状態関連のセンサおよび制御装置および／または
快適性制御装置のデータおよび／または内部データバンクまたは外部データバンクにアク
セスすることができる。このことにより、自動車ドライバと車両システムとの間の通信時
に自動的な支援が行われる。ここでは、とりわけ制御装置によって、車両関連のセンサお
よび制御装置のデータの評価により、クリティカルな車両状態が検出され、この検出され
たクリティカルな自動車ドライバに基づいて自動車ドライバの可能な運転のリストが作成
され、この検出されたクリティカルな車両状態と自動車ドライバの可能な運転とが表示ユ
ニット上に表示され、自動車ドライバによって選択された運転が制御装置によって実行さ
れる。しかしここでは、システムによって提供された情報は常に、リスト形式のテキスト
として表示されるだけである。情報出力のこのような形式の変更は行われない。ここに記
載されたシステムは情報装置でもなく、制御装置によってアクションを自動的に実行する
ことによってアクティブな補助を行うためのシステムであるから、このシステムは、ユー
ザに車両内部のプロセスないしは技術的詳細を可能な限り包括的に通知し、可能な措置の
実施を可能な限り理解しやすく説明するのにも適していない。
【０００５】
　さらにＤＥ１０２００５００２２７７Ａ１は、データ処理装置と、操作装置によって選
択可能である記憶された情報を表示するための表示装置とを有する、自動車用の情報シス
テムを提案する。この情報は、電子的な手引きハンドブックの情報である。この操作装置
を介して、表示装置によって表示するための手引きハンドブックの個々の章を選択するこ
とができる。とりわけ、この電子的な手引きハンドブックは、緊急時ないしはパンク状況
での行動の指導と、応急措置の指示とを含む。
【０００６】
　本発明の基礎となる課題は、車両機能の情報を表示するための装置と、車両データの情
報を提供するための方法、とりわけ車両機能および車両機能の操作および表示の情報を提
供するための方法とにおいて、ユーザが車両機能の操作および取り扱いと、操作装置およ
び操作エレメントの機能とを簡単に習得できる装置および方法とを提供することである。
【０００７】
　前記課題は、請求項１および１２記載の構成によって解決される。従属請求項に有利な
実施形態および発展形態が記載されている。
【０００８】
　本発明では、車両データ、とりわけ車両機能および該車両機能の操作および取り扱い、
たとえば車両機能に割り当てられた操作装置に関する車両データ、および／または車両エ
レメントおよび／または該車両エレメントの機能および／または取り扱いおよび／または
車両状態および／または車両状態の変化を、表示装置として構成された出力装置上にアニ
メーション表示する。このことは有利には、たとえば操作装置または車両エレメントまた
は車両状態を、自動車内の配置で表示装置上に光学的に表示することによって行われる。
場合によっては車両機能および車両エレメントの取り扱いおよび該車両エレメントの取り
扱い中の動きおよび／または車両状態の変化に作用を及ぼす操作装置の操作取り扱いは、
本発明では表示装置上にアニメーション表示される。このことによってユーザは、該ユー
ザが適正に使用するのを補助する、機能および車両エレメントの理解しやすい表示を得る
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ことができる。
【０００９】
　本発明の１つの実施形態では、車両機能、該車両機能の操作および／または取り扱いお
よび／または車両エレメントが、場合によってはこれらの取り扱いおよび／または車両状
態とともに、人工的な人間いわゆるアバターのアニメーション表示によって、表示装置上
で光学的および音響的に説明される。ここでは、音声出力によって適切な音響的支援が行
われる。有利にはアバターは、該アバターの適切な動きによって光学的および音響的な説
明が支援されるように構成される。換言すれば、アバターが情報再生を進行案内する。
【００１０】
　このことによってユーザに対し、適切な情報がさらに理解しやすく、さらに把握しやす
く提供される。
【００１１】
　本発明の別の実施形態は、より簡単に識別できるようにするため、その時点で説明すべ
き車両機能に割り当てられた操作装置と、場合によっては表示装置上の所属の表示および
／またはその時点で説明すべき車両エレメントとが、光学的に強調されるかまたは光学的
に変化されて、表示装置上で表示されるように構成されている。
【００１２】
　その時点で説明すべき車両機能の操作装置および／または車両エレメントのスタティッ
ク状態の表示の他に、説明をより良好にするために、操作装置を操作の動きで表示し、車
両エレメントを取り扱いの動きで表示することができる。
【００１３】
　本発明の別の実施形態は、その時点で説明すべき車両機能の操作エレメント、またはそ
の時点で説明すべき車両エレメントが、表示装置上のその時点の情報出力に依存してサイ
ズ変化して表示されるように構成される。たとえばユーザに対し、車内における操作エレ
メントの場所または車両エレメントの場所を通知する場合、該操作エレメントまたは車両
エレメントは別の操作エレメントまたは車両部品とのコンテキストで表示装置上に表示さ
れ、表示装置上のこれらの表示は相応に小さくされる。操作エレメント自体または車両エ
レメント自体または操作エレメントまたは車両エレメントの機能を説明する場合には、こ
れをコンテキスト全体からズームインし、詳細通知のために相応により大きく表示するこ
とができる。
【００１４】
　本発明の１つの実施形態では、表示装置として構成された少なくとも１つの出力装置は
、車両内のいわゆる多機能操作装置の一部である。この多機能操作装置はとりわけ、車内
に装備されたオーディオ機器またはナビゲーションシステムを操作するために使用される
多機能操作装置である。この情報再生は有利には、多機能操作装置の操作装置を介して補
助メニューとして呼び出されるように構成される。
【００１５】
　以下で本発明を、実施例に基づいて詳細に説明する。
【００１６】
　添付図面
　図１　多機能操作装置を使用する情報装置の概略図である。
【００１７】
　図２　自動車の機能に関する情報を呼び出すための表示装置上のメインメニューの表示
を示す。
【００１８】
　図３ａ～３ｇ　クルーズコントロールシステムを説明する方法の流れを示す。
【００１９】
　図４ａ～４ｅ　取り外し可能なトレーラ装置を取り付ける際の方法の流れを示す。
【００２０】
　図１に示された自動車を運転および操作するための説明および補助を行うための本発明
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の情報装置は、処理装置３と、該処理装置３に接続されているかまたは該処理装置３に組
み込まれたメモリ４とを有する。このメモリには車両データが格納されており、とりわけ
車両機能のデータ、車両機能の操作装置および表示のデータが格納され、また、車両エレ
メントまたは車両部品のデータと、その機能および／または取り扱いおよび／または車両
状態および／またはその変化とが格納されている。車両機能はたとえば、ドライバアシス
トシステムまたはナビゲーションシステムまたは電動ウィンドウレギュレータの機能およ
び操作である。車両エレメントとはたとえば、シートおよび／または該シートの取り外し
の経過または取り外し可能なトレーラ装置の取り付けを指す。基本的にメモリ４は、現在
公知の操作者ハンドブックを含むすべての情報内容を有することができ、場合によっては
別の形態の情報内容でも有することができる。この実施例では処理装置３は、車内たとえ
ばセンタコンソールに配置された多機能操作装置１に接続されているかまたは該多機能操
作装置１に組み込まれている。たとえばＤＥ１９９４１９６９Ａ１から、このような多機
能操作装置が公知である。多機能操作装置の別の実施形態も考えられ、タッチスクリーン
として構成された装置も考えられる。このような多機能操作装置１により、メニュー構造
を介して、自動車の異なる電子的装置およびアプリケーションを操作することができ、た
とえばナビゲーションシステムまたはオーディオ機器を操作することができる。この実施
例では操作装置２に、図２に示された補助メニュー１６を呼び出すために使用される操作
エレメント２ａが設けられている。この補助メニュー１６を介して、ユーザが情報を得た
い車両機能および／または車両エレメントおよび／または車両状態、たとえば操作、車内
の表示または取り扱いを得たい車両機能および／または車両エレメントおよび／または車
両状態を選択することができる。この実施例では、移動電話機３０と、クルーズコントロ
ールシステム３１と、取り外し可能なトレーラ装置３２の取り扱い部と、自動車間コント
ロール部３３と、ドライバシートおよびサイドミラーに対するメモリ機能の操作部３４と
、空調設備の操作部３５とが設けられている。また、別の異なる機能の呼び出し部も、ま
た、多機能操作装置によって操作すべき電子的装置およびアプリケーションの機能および
選択部、たとえばナビゲーション装置の機能および選択部も設けることができる。説明さ
れる機能および車両エレメントの数が比較的多い場合、機能および車両エレメントをメイ
ンメニューでグループにまとめることができる。その際には、機能グループの選択後に各
機能選択をサブメニューで行うことができる。各機能の選択はこの実施例では、プッシュ
／ロータリーエレメント６を介して行われるか、またはソフトキーとして形成された操作
エレメント２を介して行われる。タッチスクリーン（感触式画面）を使用する場合、各タ
ッチスクリーン操作エレメントを接触することによって選択が行われる。
【００２１】
　図３に、クルーズコントロールシステムの選択後に表示装置５上に表示されたフィルム
によって該クルーズコントロールシステムを説明するための情報の流れが示されている。
このフィルムでは、アバター１５が手および身体の動きと音声出力とによって説明支援を
行う。選択後に、図３ａの画像が現れる。アバター１５は手および身体の動きと、音響的
出力装置７（図１）を介する音声出力「電子クルーズコントロールシステム、略してＧＲ
Ａをどのように操作するかをお教えします」とによって伝達する。図３ａでは、車両のコ
ックピットがすべての表示装置および操作装置とともに示されている。クルーズコントロ
ールシステムの操作装置８は該クルーズコントロールシステムのすべての操作エレメント
を有し、この操作装置８はカラー強調されて表示される。その後、図３ｂの表示イメージ
が現れる。操作装置８は図３ａの表示よりもズームインされ、表示面の大部分を占め、ま
たここでは、背景に対してカラー強調されて表示されている。アバター１５は、「クルー
ズコントロールシステムは、３０～２１０ｋ／ｈの間の設定された速度を一定に維持しま
す」というクルーズコントロールシステムの機能に関する指示を与える。その後にアバタ
ー１５は、「このレバーを、ロックされるまで、ステアリングホイールのほうに引っ張っ
てください」という、クルーズコントロールシステムをスイッチオンするための情報を与
える。このフィルム中で、操作装置８はユーザの方に動かされる。フィルムがさらに進む
と、図３ｃが現れる。これは、クルーズコントロールシステムを含むコンビインスツルメ
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ントの一部分を示し、これはシンボル９を付されている。アバター１５は、「スイッチオ
ン後にこのシンボルがコンビインスツルメントに現れます」という音声出力と手の動きと
で教える。その後、アバター１５は所望の速度のセットないしは記憶を説明する：「所望
の速度で走行し、レバーの横にあるセットキーを押してください」。セットキー１０は操
作装置の残りの部分に対して、識別性を改善するために強調される（図３ｄ）。速度のセ
ット後、アバター１５は、記憶された速度の上昇および低減も同様に行えることを説明す
る。クルーズコントロールシステムの一時的なスイッチオフをアバター１５によってどの
ように説明するかを示すため、フィルムの３ｅ～３ｇを使用する。これらの図では、スイ
ッチオフのために使用することができる各操作エレメントであるブレーキペダル１１また
はクラッチペダル１２または操作レバー８が、背景に対して強調される。さらに付加的に
、操作機能の説明はアバター１５の動きおよび音声出力によって支援される：「ブレーキ
ペダルを踏むか、またはマニュアルトランスミッション車の場合にはクラッチペダルを踏
むか、または、操作レバーを軽く押してステアリングホイールから離してください。クル
ーズコントロールシステムを再度スイッチオンするためには、ブレーキペダルないしはク
ラッチペダルを離し、操作レバーをステアリングホイールの方に軽く引いてください」。
【００２２】
　図４に、取り外し可能なトレーラ装置の取り付けを説明するためのアニメーション表示
される流れが複数の静止イメージで示されている。開始時にアバター１５は、「取り外し
可能なトレーラ装置はトランクルームの底部の下に、車載ツールの所にあります。これか
ら、トレーラ装置をどのように取り付け、取り外すかをお教えします。両クイックリリー
ス部を９０°回転して、後部バンパの下方のカバーを取り外してください。」と説明する
。表示装置上には、後方バンパの一部がカバー２０とともに示されている。カバー２０は
バンパに対してカラー強調されて表示されている。さらにクイックリリース部２１も示さ
れており、これも、良好に識別できるようにカバーに対してカラー強調されている。フィ
ルムでは、カバーを取り外すためには、クイックリリース部２１をどのように、どの方向
に回転しなければならないかが示される。アバター１５は手および身体の動きによって、
カバー２０およびクイックリリース部を指し示す。その後、トレーラソケットへのトレー
ラ装置の取り付けが説明される。図４ｂに、トレーラソケットを有する収容ボックスが取
り付けの流れの一部として示されている。アバター１５は手および身体の動きの支援つき
で、「この側に達するまでトレーラソケットを旋回してください。すると、ボールヘッド
の収容部が出てきます」と説明する。表示装置上では、トレーラソケット２２が図４ｂの
初期位置から図４ｃの旋回位置まで旋回される動きが、アバター１５の所期の動きによる
支援で示される。「この収容部と、ハンドホイールと、シャフトと、トレーラ装置のロッ
クボールとが清潔で損傷されていないか否かを確かめてください。」ハンドホイール２３
、シャフト２４およびロックボール２５は連続的に、アバター１５の相応の音声出力と関
連してカラー強調される。アバター１５はこう続ける：「トレーラ装置を予め緊張させる
だけで、適正に取り付けることができるので、トレーラ装置を予め緊張させ、右手でハン
ドホイールを取り出して（拡大表示されたハンドホイール２３ａもカラー強調される（図
４ｄ））この位置に維持し、ハンドホイールを矢印の方向に回転してください。これでボ
ールヘッドは予め緊張されます。このようにして、トレーラ装置を取り付けてください（
図４ｅ）。緊張されたトレーラ装置を収容部に挿入し、ロックされるまでトレーラ装置を
上方に強く押してください（トレーラ装置２６もここでカラー強調され、示されたロック
の後、トレーラ装置２６は再び色を変化する）。ここで、トレーラ装置が適正に固定され
ているか否かをチェックしてください。キーを左側に回転して引っ張り出し、カバーを被
せてください。」
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】多機能操作装置を使用する情報装置の概略図である。
【図２】自動車の機能に関する情報を呼び出すための表示装置上のメインメニューの表示
を示す。
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【図３ａ】クルーズコントロールシステムを説明する方法の流れを示す。
【図３ｂ】クルーズコントロールシステムを説明する方法の流れを示す。
【図３ｃ】クルーズコントロールシステムを説明する方法の流れを示す。
【図３ｄ】クルーズコントロールシステムを説明する方法の流れを示す。
【図３ｅ】クルーズコントロールシステムを説明する方法の流れを示す。
【図３ｆ】クルーズコントロールシステムを説明する方法の流れを示す。
【図３ｇ】クルーズコントロールシステムを説明する方法の流れを示す。
【図４ａ】取り外し可能なトレーラ装置を取り付ける際の方法の流れを示す。
【図４ｂ】取り外し可能なトレーラ装置を取り付ける際の方法の流れを示す。
【図４ｃ】取り外し可能なトレーラ装置を取り付ける際の方法の流れを示す。
【図４ｄ】取り外し可能なトレーラ装置を取り付ける際の方法の流れを示す。
【図４ｅ】取り外し可能なトレーラ装置を取り付ける際の方法の流れを示す。
【符号の説明】
【００２４】
　１　　　多機能操作装置
　２　　　操作装置
　２ａ　　操作エレメント
　３　　　処理装置
　４　　　メモリ
　５　　　表示装置
　６　　　ロータリー／プッシュエレメント
　７　　　出力装置
　８　　　操作装置、操作レバー
　９　　　シンボル
　１０　　キー
　１１　　ブレーキペダル
　１２　　クラッチペダル
　１５　　アニメーション表示される人工の人間、アバター
　１６　　補助メニュー
　２０　　カバー
　２１　　クイックリリース部
　２２　　トレーラソケット
　２３　　ハンドホイール
　２３ａ　ハンドホイール
　２４　　シャフト
　２５　　ロックボール
　２６　　トレーラ装置
　３０　　移動電話機
　３１　　クルーズコントロールシステム
　３２　　取り外し可能なトレーラ装置
　３３　　自動車間制御システム
　３４　　ドライバシート／サイドミラーメモリ
　３５　　空調電子装置
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【図３ｅ】 【図３ｆ】
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【図４ｂ】 【図４ｃ】
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