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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各種情報を出力する表示部と、
　前記表示部の表示面上に配置される不透明な仕切り部材であって、前記表示面の一部を
占める第１の領域と、前記表示面の一部を占めると共に前記第１の領域に隣接する第２の
領域との境界上に配置された仕切り部材と、
　を備え、
　前記表示部は、輪郭形状が一定の呈示画像を、前記呈示画像と前記仕切り部材とが相対
的に接近する方向又は離反する方向に且つ前記仕切り部材を跨ぐように、前記表示面の前
記第１、第２の領域上を相対移動させると共に、前記呈示画像のうち、前記第１の領域に
位置する第１の部分を非出力とし、前記第２の領域に位置する第２の部分を出力する、
　ことを特徴とする車両用表示装置。
【請求項２】
　各種入力を受け付ける入力部、
　を更に備え、
　前記表示部は、入力信号を前記入力部が受け付けたときには、前記呈示画像を、該入力
信号に基づいて特定される方向に前記表示面上を移動させて出力する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の車両用表示装置。
【請求項３】
　前記入力部は、ステアリング又はステアリング近傍に設置されたスイッチを有し、
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　前記表示部は、該スイッチからの入力信号を前記入力部が受け付けたときには、前記呈
示画像を、該スイッチの前記ステアリングにおける設置位置又はステアリングに対する設
置位置に基づいて特定される方向に前記表示面上を移動させて出力する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の車両用表示装置。
【請求項４】
　前記仕切り部材は、ステアリングに則した形状である、
　ことを特徴とする請求項３に記載の車両用表示装置。
【請求項５】
　外部信号を受け付ける通信部、
　を更に備え、
　前記表示部は、該外部信号を前記通信部が受け付けたときには、前記呈示画像を、該外
部信号に基づいて特定される方向に前記表示面上を移動させて出力する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の車両用表示装置。
【請求項６】
　前記第１の領域には画像が出力される、
　ことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の車両用表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の車両用表示装置の中には、グラフィックによる表示が可能な表示部を備え、種々
の呈示情報を多様な表示態様にて表示可能なものがある（特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６―１３２９５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、表示部に多数の呈示情報を多様な表示態様で表示すると、表示が複雑化
し、使用者が呈示情報を認識する際の負担が過大となるおそれがある。
【０００５】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、使用者が呈示情報
を認識する際の負担を軽減可能な車両用表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前述した目的を達成するために、本発明に係る車両用表示装置は、下記（１）～（６）
を特徴としている。
（１）　各種情報を出力する表示部と、
　前記表示部の表示面上に配置される不透明な仕切り部材であって、前記表示面の一部を
占める第１の領域と、前記表示面の一部を占めると共に前記第１の領域に隣接する第２の
領域との境界上に配置された仕切り部材と、
　を備え、
　前記表示部は、輪郭形状が一定の呈示画像を、前記呈示画像と前記仕切り部材とが相対
的に接近する方向又は離反する方向に且つ前記仕切り部材を跨ぐように、前記表示面の前
記第１、第２の領域上を相対移動させると共に、前記呈示画像のうち、前記第１の領域に
位置する第１の部分を非出力とし、前記第２の領域に位置する第２の部分を出力する、
　こと。
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（２）　上記（１）の車両用表示装置であって、
　各種入力を受け付ける入力部、
　を更に備え、
　前記表示部は、入力信号を前記入力部が受け付けたときには、前記呈示画像を、該入力
信号に基づいて特定される方向に前記表示面上を移動させて出力する、
　こと。
（３）　上記（２）の車両用表示装置であって、
　前記入力部は、ステアリング又はステアリング近傍に設置されたスイッチを有し、
　前記表示部は、該スイッチからの入力信号を前記入力部が受け付けたときには、前記呈
示画像を、該スイッチの前記ステアリングにおける設置位置又はステアリングに対する設
置位置に基づいて特定される方向に前記表示面上を移動させて出力する、
　こと。
（４）　上記（３）の車両用表示装置であって、
　前記仕切り部材は、ステアリングに則した形状である、
　こと。
（５）　上記（１）の車両用表示装置であって、
　外部信号を受け付ける通信部、
　を更に備え、
　前記表示部は、該外部信号を前記通信部が受け付けたときには、前記呈示画像を、該外
部信号に基づいて特定される方向に前記表示面上を移動させて出力する、
　こと。
（６）　上記（１）～（５）のいずれかの車両用表示装置であって、
　前記第１の領域には画像が出力される、
　こと。
【０００７】
　上記（１）の構成の車両用表示装置では、呈示画像が、仕切り部材に対して相対的に接
近する方向又は離反する方向に表示面上を移動して出力され、且つ、当該呈示画像のうち
の第１の領域に位置する第１の部分が非出力とされ、当該呈示画像のうちの第２の領域に
位置する第２の部分が出力される。これにより、呈示画像が、仕切り部材に対して接近す
る方向又は離反する方向に移動しているように視認され、当該呈示画像のうち、表示部に
出力される第２の部分が占める面積が減少又は増加しているように視認される。即ち、呈
示画像が仕切り部材に対して滑り入る又は呈示画像が仕切り部材から滑り出すように視認
される。
　また、上記（１）の構成の車両用表示装置では、呈示画像のうちの出力されない第１の
部分と出力される第２の部分の境界が、仕切り部材によって覆われる。これにより、当該
境界が視認されない。
　上記（２）の構成の車両用表示装置では、使用者の操作により呈示画像が移動する際に
、使用者が行う操作と、表示面における呈示画像の表示位置の変化の方向とが対応する。
　上記（３）の構成の車両用表示装置では、スイッチのステアリングにおける設置位置又
はスイッチのステアリングに対する設置位置に基づいて特定される表示面に沿う方向に呈
示画像が移動する。これにより、使用者の操作によって呈示画像が移動する際に、使用者
が行う操作と、表示面における呈示画像の表示位置の変化の方向とが対応する。
　上記（４）の構成の車両用表示装置では、スイッチのステアリングにおける設置位置又
はスイッチのステアリングに対する設置位置に基づいて特定される表示面に沿う方向に呈
示画像が移動する。また、仕切り部材は、ステアリングに則した形状である。これにより
、使用者の操作によって呈示画像が移動する際に、使用者が操作したスイッチのステアリ
ングにおける設置位置又は使用者が操作したスイッチのステアリングに対する設置位置に
基づいて特定される表示面に沿う方向と、該ステアリングに則した形状である仕切り部材
に対して呈示画像が移動する方向とが対応する。
　上記（５）の構成の車両用表示装置では、外部機器から受け付けた外部信号により呈示
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画像が移動する際に、受け付けた外部信号と、表示面上における呈示画像の表示位置の変
化の方向とが対応する。
　上記（６）の構成の車両用表示装置では、呈示画像が、第１の領域に出力された画像及
び仕切り部材に対して相対的に接近する方向又は離反する方向に表示面上を移動して出力
され、且つ、当該呈示画像のうちの第１の領域に位置する第１の部分が非出力とされ、当
該呈示画像のうちの第２の領域に位置する第２の部分が出力される。これにより、呈示画
像が、第１の領域に出力された画像及び仕切り部材に対して接近する方向又は離反する方
向に移動しているように視認され、当該呈示画像のうちの表示部に出力される第２の部分
が占める面積が減少又は増加しているように視認される。即ち、呈示画像が、第１の領域
に出力された画像及び仕切り部材に対して滑り入る又は第１の領域に出力された画像及び
仕切り部材から滑り出すように視認される。
　また、上記（６）の構成の車両用表示装置では、第１の領域に出力される画像と呈示画
像のうちの出力される第２の部分の境界が、仕切り部材によって覆われる。これにより、
当該境界が視認されない。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の車両用表示装置によれば、使用者が呈示情報を認識する際の負担を軽減可能な
車両用表示装置を提供できる。
【０００９】
　以上、本発明について簡潔に説明した。更に、以下に説明される発明を実施するための
形態（以下、「実施形態」という。）を添付の図面を参照して通読することにより、本発
明の詳細は更に明確化されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施形態に係る車両用表示装置のハードウェアの構成例を示すブロック
図である。
【図２】図２は、実施形態に係る車両用表示装置のステアリングを示す模式図である。
【図３】図３（ａ）～図３（ｃ）は、液晶表示器の表示内容を示す図であり、図３（ａ）
は通常表示の場合の表示内容を、図３（ｂ）はサイド画像の表示開始処理を開始した後、
固定表示するまでの一時刻における表示内容を、図３（ｃ）はサイド画像を固定表示して
いる場合の表示内容を示している。
【図４】図４（ａ）は、第１の領域と第２の領域の境界、及び当該境界と可動リングの配
置位置の関係を説明するための説明図であり、図４（ｂ）は図４（ａ）の一部拡大図であ
る。
【図５】図５は、実施形態に係る車両用表示装置による表示を開始した後の処理ルーチン
を表すフローチャートである。
【図６】図６は、サイド画像の表示開始処理を開始した後、固定表示するまでの処理ルー
チンを表すフローチャートである。
【図７】図７は、サイド画像の表示終了処理を開始した後、消去するまでのフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明に係る車両用表示装置に関する具体的な実施形態について各図を参照しながら以
下に説明する。
【００１２】
　本実施形態に係る車両用表示装置１００は、例えば自動車等の車両に搭載されて用いら
れる。
【００１３】
　図１は、本実施形態に係る車両用表示装置１００のハードウェアの構成例を示したもの
である。
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　図１に示すように、車両用表示装置１００は、マイクロコンピュータ（ＣＰＵ：Centra
l Processing Unit）１０１、読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ：Electrically Erasab
le Programmable Read Only Memory）１０２、インタフェース１０３、インタフェース１
０４、インタフェース１０５、操作部１０６、インタフェース１０７、ＣＰＵ電源部１０
８、グラフィックコントローラ１０９、フレームメモリ１１０、Ｘドライバ１１１、Ｙド
ライバ１１２、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）電源部１１３、及び液晶表示器（ＴＦ
Ｔ－ＬＣＤ：Thin Film Transistor Liquid Crystal Display）１１４を備えている。
【００１４】
　マイクロコンピュータ１０１は、予め用意されたプログラムを実行し、車両用表示装置
１００の機能を実現するために必要な様々な処理を行う。例えば、後述する図５～図７の
フローチャートに示した処理をマイクロコンピュータ１０１が行う。
【００１５】
　読み出し専用メモリ１０２は、マイクロコンピュータ１０１が実行するプログラムの内
容や予め用意された固定データなどを保持している。例えば、後述する図５～図７におい
てマイクロコンピュータ１０１が参照するメータ画像６０及びサイド画像７０のデータ、
サイド画像７０の初期位置に関するデータ、サイド画像７０の移動パターンに関するデー
タ、サイド画像７０の終端位置、及びサイド画像７０の消去位置等が読み出し専用メモリ
１０２に保持されている。
【００１６】
　インタフェース１０３は、車両側のイグニッションスイッチの状態を表す信号（ＩＧＮ
＋）をマイクロコンピュータ１０１に入力する。
【００１７】
　インタフェース１０４は、マイクロコンピュータ１０１と車両側の各種制御装置（ＥＣ
Ｕ：Electric Control Unit）との間で通信を行うために利用される。具体的には、車速
、エンジン回転速度、燃料残量、冷却水温、クラッチ接続の有無等の現在の様々な車両状
態を表すデータが、ほぼリアルタイムのデータとして車両側からマイクロコンピュータ１
０１に入力される。
【００１８】
　インタフェース１０５は、操作部１０６から受け付けた信号をマイクロコンピュータ１
０１に入力する。操作部１０６は、使用者からの操作を受け付けるための種々のスイッチ
を備えている。本実施形態では、操作部１０６は、車両の操舵装置として、図２に示すよ
うなステアリング２０を備えている。ステアリング２０は、略円環形状のステアリングホ
イール２１を備え、当該ステアリングホイール２１の回転軸に対して左側に設置された左
側スイッチ２２と、ステアリングホイールの回転軸に対して右側に設置された右側スイッ
チ２３と、を更に備えている。左側スイッチ２２及び右側スイッチ２３は押圧式スイッチ
であり、押圧されると、左側スイッチ２２は入力信号Ｌを、右側スイッチ２３は入力信号
Ｒを、インタフェース１０５を介してマイクロコンピュータ１０１に出力する。左側スイ
ッチ２２及び右側スイッチ２３は、後述するように、サイド画像７０の表示開始処置及び
表示終了処理を開始する際に用いられる。
【００１９】
　また、ステアリング２０は、ステアリングホイール２１の後方のステアリングコラム（
図示せず。）に設置される左側レバースイッチ２４及び右側レバースイッチ２５を備えて
いる。図２に示すように、左側レバースイッチ２４及び右側レバースイッチ２５は、ステ
アリング２０の近傍に設置され、左側レバースイッチ２４はステアリングホイール２１の
回転軸に対して左側に、右側レバースイッチ２５は回転軸に対して右側に設置されている
。左側レバースイッチ２４及び右側レバースイッチ２５は、例えば方向指示器、ライト及
びワイパなどの車載装置を操作するための公知のレバースイッチであり、操作を受け付け
ると入力信号をインタフェース１０５を介してマイクロコンピュータ１０１に出力する。
【００２０】
　インタフェース１０７は、外部機器から受け付けた外部信号をマイクロコンピュータ１
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０１に入力する通信インタフェースである。インタフェース１０７は、例えば外部機器で
ある携帯端末からの外部信号である電話着信信号を受信して、マイクロコンピュータ１０
１に入力する。
【００２１】
　ＣＰＵ電源部１０８は、車両側のプラス側電源ライン（＋Ｂ）から供給される直流電力
を入力してマイクロコンピュータ１０１の動作に必要な直流電圧（Ｖｃｃ）を生成する。
また、必要に応じてリセット信号を生成したり、マイクロコンピュータ１０１から出力さ
れるスリープ信号に従って電力供給を抑制するための動作も行う。
【００２２】
　液晶表示器１１４は、液晶デバイスにより構成された多数の微小表示セルをＸ方向およ
びＹ方向に並べて配置されたカラーの２次元表示画面を有している。多数の微小表示セル
の表示状態をセル毎に個別に制御することにより、２次元表示画面上に図形、文字、画像
等の所望の情報をグラフィック表示することができる。以下では、液晶表示器１１４の表
示内容を説明する。
【００２３】
　図３（ａ）～図３（ｃ）は、液晶表示器１１４の表示内容を示す図であり、図３（ａ）
は通常表示の場合の表示内容を、図３（ｂ）はサイド画像７０の表示開始処理を開始した
後、固定表示するまでの一時刻における表示内容を、図３（ｃ）はサイド画像７０を固定
表示している場合の表示内容を示している。図４（ａ）は、第１の領域３１と第２の領域
３２の境界、及び当該境界と可動リング５０の配置位置の関係を説明するための説明図で
ある。図４（ｂ）は、図４（ａ）の一部拡大図である。
【００２４】
　まず、通常表示の場合における表示内容について説明する。液晶表示器１１４は、２次
元画面表示によって、図３（ａ）～図４（ｂ）に示すようなグラフィック表示画面を表示
する。液晶表示器１１４の表示面上には、図３（ａ）～図４（ｂ）に示すように、可動リ
ング５０が配置されている。可動リング５０は、不透明なプラスチック材料から成り、中
央に円形の開口部を有して略円環形状に形成されている。即ち、ステアリングホイール２
１に則した形状に形成されている。液晶表示器１１４は、概略的には、中央部に位置する
略円形状の第１の領域３１に速度スケール３３及び指針３４等を表示するメータ画像６０
を出力し、表示面のうちの第１の領域３１以外の第２の領域３２に水温計表示３７、平均
燃費表示３８、及び燃料表示３９等を表示する画像を出力する。第２の領域３２は、第１
の領域３１に隣接している。図４（ａ）及び図４（ｂ）では、第１の領域３１と第２の領
域３２の境界を二点鎖線により示している。図４（ａ）及び図４（ｂ）に示すように、可
動リング５０は、液晶表示器１１４の表示面上における当該境界上に位置して視認される
ように配置される。以下では、第１の領域３１及び第２の領域３２における、より具体的
な表示内容を説明する。
【００２５】
　第１の領域３１には、即ちメータ画像６０としては、図３（ａ）～図４（ｂ）に示すよ
うに、速度スケール３３、指針３４、シフトインジケータ３５、及び走行モード表示３６
等が表示される。指針３４は、速度スケール３３上の一部を指し示して現在の車両の速度
を示す。シフトインジケータ３５は現在のシフトレンジを、走行モード表示３６は現在の
走行モードを示す。
【００２６】
　第２の領域３２には、図３（ａ）～図４（ｂ）に示すように、水温計表示３７、平均燃
費表示３８、燃料表示３９、及び瞬間燃費表示４０等が表示される。水温計表示３７は現
在の冷却水の水温を、平均燃費表示３８は現在の平均燃費を、燃料表示３９は現在の燃料
の残量を、瞬間燃費表示４０は現在の瞬間燃費を示す。尚、第２の領域３２にも第１の領
域と同様に画像が出力されるが、説明を分かり易くするために、本明細書中では第２の領
域３２に出力される画像については省略して説明する場合がある。
【００２７】
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　次に、サイド画像７０について説明する。サイド画像７０は、使用者に所定の情報を呈
示するための呈示画像である。サイド画像７０は、図３（ａ）に示すように通常表示の際
には表示されない。サイド画像７０は、図３（ｂ）及び図３（ｃ）に示すように、後述す
るサイド画像７０の表示開始処理にしたがって可動リング５０に対して滑り出すように表
示され、表示終了処理にしたがって図３（ｂ）及び図３（ｃ）とは逆の順序にて表示され
ることにより可動リング５０に対して滑り入るように表示されて消去される。図３（ｂ）
及び図３（ｃ）では、サイド画像７０は可動リング５０から図中右方向に移動する場合を
示しているが、後述するように、図３（ｂ）及び図３（ｃ）と同様に図中左方向にも移動
可能である（図示せず。）。サイド画像７０の表示態様の詳細については後述する。
【００２８】
　液晶表示器１１４の表示画面のＹ方向の走査位置は、Ｙドライバ１１２の出力により順
次に切り替わる。Ｙドライバ１１２は、グラフィックコントローラ１０９から出力される
垂直同期信号に同期して、Ｙ方向の走査位置を順次に切り替える。
【００２９】
　Ｘドライバ１１１は、グラフィックコントローラ１０９から出力される水平同期信号に
同期して液晶表示器１１４の表示画面のＸ方向の走査位置を順次に切り替える。また、Ｘ
ドライバ１１１はグラフィックコントローラ１０９から出力されるＲＧＢ各色の画像デー
タを走査位置の表示セルに与えて画面中の表示内容を制御する。
【００３０】
　グラフィックコントローラ１０９は、マイクロコンピュータ１０１から入力される様々
な命令に従って、様々なグラフィック要素を液晶表示器１１４の画面上に表示する。実際
には、画素毎の表示内容を保持するフレームメモリ１１０に対して、マイクロコンピュー
タ１０１又はグラフィックコントローラ１０９が表示データを書き込みグラフィックの描
画を行う。また、液晶表示器１１４の画面を２次元走査するための垂直同期信号及び水平
同期信号を生成し、これらの同期信号に同期したタイミングでフレームメモリ１１０上の
該当するアドレスに格納されている表示データを液晶表示器１１４に与える。
【００３１】
　ＬＣＤ電源部１１３は、車両側のプラス側電源ライン（＋Ｂ）から供給される直流電力
を入力して、液晶表示器１１４の表示に必要とされる所定の直流電力を生成する。
【００３２】
　次に、車両用表示装置１００の具体的な動作について説明する。
　図５は、実施形態に係る車両用表示装置１００による表示を開始した後の処理ルーチン
を表すフローチャートである。図６は、サイド画像７０の表示開始処理を開始した後、固
定表示するまでの処理ルーチンを表すフローチャートである。図７は、サイド画像７０の
表示終了処理を開始した後、消去するまでのフローチャートである。
【００３３】
　まず、図５のフローチャートを参照して、液晶表示器１１４による表示を開始した後の
処理について説明する。
　まず、運転手は、イグニッションスイッチをオンにする。直流電圧（Ｖｃｃ）が供給さ
れたマイクロコンピュータ１０１は、液晶表示器１１４による表示を開始する。
【００３４】
　ステップＳ４１では、マイクロコンピュータ１０１は、読み出し専用メモリ１０２を参
照して、メータ画像６０の画像データを取得する。その後、取得したデータに基づいて、
図３（ａ）に示すように、液晶表示器１１４に通常表示の場合における表示画面を出力さ
せる。
【００３５】
　ステップＳ４２では、マイクロコンピュータ１０１は、左側スイッチ２２及び右側スイ
ッチ２３の状態を判別する。具体的には、マイクロコンピュータ１０１は、サイド画像７
０の表示開始処理を開始するための入力信号を待ち受ける。本実施形態では、サイド画像
７０の表示開始処理は、左側スイッチ２２からの入力信号Ｌ及び右側スイッチ２３からの
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入力信号Ｒの一方を受け付けたときに開始される。したがって、ステップＳ４２の判別の
結果、入力信号Ｌ又は入力信号Ｒを受け付けたと判定した場合には、ステップＳ４３の処
理を実行し、サイド画像７０の表示開始処理を開始する。一方、ステップＳ４２の判別に
より、入力信号Ｌ又は入力信号Ｒを受け付けていないと判定した場合には、再度ステップ
Ｓ４１を実行する。
【００３６】
　ステップＳ４３では、マイクロコンピュータ１０１は、サイド画像７０の表示開始処理
を実行する。ステップＳ４３における表示開始処理の詳細については後述する。
【００３７】
　ステップＳ４４では、マイクロコンピュータ１０１は、左側スイッチ２２及び右側スイ
ッチ２３の状態を判別する。具体的には、マイクロコンピュータ１０１は、サイド画像７
０の表示終了処理を開始するための入力信号を待ち受ける。本実施形態では、サイド画像
７０の表示終了処理は、ステップＳ４２において表示開始処理を開始する際に受け付けた
入力信号と同一の入力信号を受け付けたときに開始される。即ち、ステップＳ４２で入力
信号Ｌを受け付けて表示開始処理を開始した場合には、ステップＳ４４においても入力信
号Ｌを受け付けることにより表示終了処理が開始され、入力信号Ｒによっては開始されな
い。ステップＳ４４の判別の結果、表示終了処理を開始するための入力信号Ｌ又は入力信
号Ｒを受け付けたと判定した場合には、ステップＳ４５の処理を実行し、サイド画像７０
の表示終了処理を開始する。一方、ステップＳ４４の判別により、表示終了処理を開始す
るための入力信号Ｌ又は入力信号Ｒを受け付けていないと判定した場合には、再度ステッ
プＳ４４を実行する。
【００３８】
　ステップＳ４５では、マイクロコンピュータ１０１は、サイド画像７０の表示終了処理
を実行する。ステップＳ４５における表示終了処理の詳細については後述する。
【００３９】
　次に、図６のフローチャートを参照して、サイド画像７０の表示開始処理を開始した後
、固定表示するまでの処理の詳細について説明する。サイド画像７０は、ステップＳ４２
において、表示開始処理を開始するための入力信号として右側スイッチ２３からの入力信
号Ｒを受け付けた場合には、図３（ｂ）及び図３（ｃ）に示すように、可動リング５０か
ら右方向に移動して出力される。一方、左側スイッチ２２からの入力信号Ｌを受け付けた
場合には、可動リング５０から左方向に移動して出力される。即ち、ステップＳ４２にお
いて受け付けた入力信号の種別により異なる方向に移動して出力される。以下では、まず
、ステップＳ４２において、サイド画像７０の表示開始処理を開始するための入力信号と
して、右側スイッチ２３からの入力信号Ｒを受け付けた場合の表示開始処理について説明
する。
【００４０】
　図６に示す表示開始処理のうち、ステップＳ５１～ステップＳ５５における処理は表示
開始処理の開始後、サイド画像７０を初期位置に表示するための処理である。ステップＳ
５６～ステップＳ６０における処理は初期表示後の各時刻において実行される処理であり
、サイド画像７０の出力位置が移動を停止する位置である終端位置に到達するまでの間に
繰り返し実行される。
【００４１】
　まず、ステップＳ５１～ステップＳ５５における初期表示処理について説明する。
　ステップＳ５１では、マイクロコンピュータ１０１は、メータ画像６０の出力位置を液
晶表示器１１４から受け付ける。これにより、メータ画像６０の表示面上における表示位
置が特定される。尚、以下、本実施形態ではメータ画像６０の出力位置が変化しない場合
について説明するが、メータ画像６０の表示位置が変化する場合には、当該メータ画像６
０の表示位置に合わせて可動リング５０の配置位置を変更してもよい。
【００４２】
　ステップＳ５２では、マイクロコンピュータ１０１は、後述するステップＳ５５におい
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てサイド画像７０を表示面上に出力する際の出力位置である、サイド画像７０の初期位置
に関するデータを読み出し専用メモリ１０２から読み出す。この際、マイクロコンピュー
タ１０１は、図５のステップＳ４２において受け付けた入力信号に対応する初期位置に関
するデータを読み出す。ステップＳ４２において入力信号Ｒを受け付けた場合には、サイ
ド画像を右方向に移動して出力する場合の初期位置に関するデータを読み出す。これによ
り、サイド画像７０の表示面上における初期表示位置が特定される。本実施形態では、初
期表示位置として、サイド画像７０の全てがメータ画像６０を出力する第１の領域３１内
に位置して、図３（ａ）に示す通常表示の場合と同様にサイド画像７０が表示されない位
置としている。これにより、サイド画像７０が、表示されない状態から徐々に表示面積が
拡大するように移動して表示される。
【００４３】
　ステップＳ５３では、マイクロコンピュータ１０１は、ステップＳ５１で受け付けたメ
ータ画像６０の出力位置と、ステップＳ５２で受け付けたサイド画像７０の初期位置と、
に基づいて、表示領域のうちのメータ画像６０とサイド画像７０とが重複する部分である
オーバラップ部分４１を特定する。上述したように本実施形態では、サイド画像７０は、
初期位置においてその全てが第１の領域３１内に位置する。このため、初期位置において
はサイド画像７０の全体がオーバラップ部分４１となる。
【００４４】
　ステップＳ５４では、マイクロコンピュータ１０１は、ステップＳ５３で特定したオー
バラップ部分４１に基づいて、サイド画像７０のうちの表示面上に出力する部分を特定す
る。本実施形態では、サイド画像７０のうちの第１の領域３１に位置する第１の部分７０
ａが非出力とされ、サイド画像７０のうちの第２の領域３２に位置する第２の部分７０ｂ
が出力される。尚、第１の部分７０ａは、オーバラップ部分４１と一致する。即ち、ステ
ップＳ５４では、マイクロコンピュータ１０１は、サイド画像７０のうちのオーバラップ
部分４１以外の部分である第２の部分７０ｂを特定する。上述したように本実施形態では
、サイド画像７０は、初期位置においてその全てが第１の領域３１内に位置する。このた
め、初期位置においては第２の部分７０ｂが存在しない。
【００４５】
　ステップＳ５５では、マイクロコンピュータ１０１は、サイド画像７０を、ステップＳ
４２で受け付けた初期位置に、ステップＳ５４で特定した第２の部分７０ｂ以外の部分で
ある第１の部分７０ａを非出力部分とし、第２の部分７０ｂを出力部分として出力する。
これにより、液晶表示器１１４の表示面には、第２の部分７０ｂのみが使用者に視認可能
に表示される。上述したように本実施形態では、サイド画像７０は、初期位置においてそ
の全てが第１の領域３１内に位置する。このため、初期位置においては第２の部分７０ｂ
が存在しないため、サイド画像７０は表示されない。
【００４６】
　以上、サイド画像７０が初期位置に表示されるまでの処理について説明した。
　以下では、サイド画像７０が初期位置から終端位置まで表示面上を移動して表示される
際の処理について説明する。
【００４７】
　ステップＳ５６では、マイクロコンピュータ１０１は、サイド画像７０の移動パターン
に関するデータを読み出し専用メモリ１０２から読み出す。移動パターンに関するデータ
により、サイド画像７０が初期位置から終端位置まで移動して表示される際の移動軌跡や
移動速度等が規定される。例えば、初期位置から終端位置まで直線的に一定速度で移動す
る移動パターンを設定することができる。ステップＳ５６では、マイクロコンピュータ１
０１は、当該データを参照して、サイド画像７０の次の出力位置を特定する。
【００４８】
　ステップＳ５７では、マイクロコンピュータ１０１は、ステップＳ５１で受け付けたメ
ータ画像６０の出力位置と、ステップＳ５６で受け付けたサイド画像７０の次の出力位置
と、に基づいて、オーバラップ部分４１を特定する。図４（ａ）及び図４（ｂ）は、サイ
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ド画像７０が初期位置から終端位置まで移動するまでの間の一時刻における表示を例示し
た図である。。図４（ａ）及び図４（ｂ）では、オーバラップ部分４１は斜線により示さ
れている。
【００４９】
　ステップＳ５８では、マイクロコンピュータ１０１は、ステップＳ５７で特定したオー
バラップ部分４１に基づいて、サイド画像７０のうちのオーバラップ部分４１以外の部分
である第２の部分７０ｂを特定する。
【００５０】
　ステップＳ５９では、サイド画像７０を、ステップＳ５６で特定した次の出力位置に、
ステップＳ５８で特定した第２の部分７０ｂを出力部分として出力する。これにより、サ
イド画像７０が、メータ画像６０及び可動リング５０から離反する方向に移動して表示さ
れる。
【００５１】
　ステップＳ６０では、マイクロコンピュータ１０１は、サイド画像７０の終端位置に関
するデータを読み出し専用メモリ１０２から読み出す。その後、マイクロコンピュータ１
０１は、現在のサイド画像７０の出力位置が当該終端位置に達しているか否かを判定する
。判定の結果、出力位置が終端位置に達してないと判定した場合には、マイクロコンピュ
ータ１０１は再度ステップＳ５６の処理を実行する。一方、判定の結果、出力位置が終端
位置に達していると判定した場合には、マイクロコンピュータ１０１は、サイド画像７０
の表示開始処理を終了する。即ち、表示開始処理の終了後には、サイド画像７０は移動を
停止して終端位置に固定表示される。この終端位置としては、例えば、サイド画像７０の
全てが第２の領域３２内に位置して、図３（ｃ）に示すようにその全てが表示面上に表示
される位置とすることができる。
【００５２】
　以上の処理により、サイド画像７０が初期位置から終端位置まで移動して表示され、メ
ータ画像６０及び可動リング５０に対して離反するように移動して視認される。即ち、サ
イド画像７０がメータ画像６０及び可動リング５０から、滑り出るように視認される。ま
た、サイド画像７０のうちの表示面に出力されない第１の部分７０ａと出力される第２の
部分７０ｂの境界、及びメータ画像６０と第２の部分７０ｂの境界が可動リング５０によ
って覆われる。これにより、これら境界が使用者に視認されない。
【００５３】
　尚、ステップＳ４２において、サイド画像７０の表示開始処理を開始するための入力信
号として、右側スイッチ２３からの入力信号Ｒを受け付けた場合の表示開始処理について
説明したが、左側スイッチ２２からの入力信号Ｌを受け付けた場合の表示開始処理につい
ても同様の処理が実行される。当該場合には、ステップＳ５２では、サイド画像７０を左
方向に移動して出力する場合の初期位置に関するデータが読み出される。また、ステップ
Ｓ５６では、サイド画像７０を左方向に移動して出力する場合の移動パターンに関するデ
ータが参照される。また、ステップＳ６０では、サイド画像７０を左方向に移動して出力
する場合の終端位置が読み出される。
【００５４】
　次に、図７のフローチャートを参照して、サイド画像７０の表示終了処理を開始した後
、消去するまでの処理について説明する。上記の説明に引き続き、ステップＳ４２におい
て、サイド画像７０の表示開始処理を開始するための入力信号として、右側スイッチ２３
からの入力信号Ｒを受け付けた場合について説明する。上述したように、本実施形態では
、サイド画像７０の表示終了処理は、ステップＳ４２において表示開始処理を開始する際
に受け付けた入力信号と同一の入力信号を受け付けたときに開始される。このため、ステ
ップＳ４４において、表示終了処理を開始するための入力信号として入力信号Ｒを受け付
けた場合の表示終了処理について説明する。このとき、サイド画像７０は、図３（ｃ）に
示す終端位置から出力を停止する位置である消去位置まで左方向に移動した後、出力が停
止される。この結果、サイド画像７０は、可動リング５０に対して滑り入るように表示さ
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れて消去される。サイド画像７０の表示終了処理の開始時においては、サイド画像７０は
終端位置に表示されている。
【００５５】
　ステップＳ６１では、マイクロコンピュータ１０１は、メータ画像６０の出力位置を液
晶表示器１１４から受け付ける。
【００５６】
　ステップＳ６２では、マイクロコンピュータ１０１は、サイド画像７０の移動パターン
に関するデータを読み出し専用メモリ１０２から読み出し、当該データを参照して、サイ
ド画像７０の次の出力位置を特定する。
【００５７】
　ステップＳ６３では、マイクロコンピュータ１０１は、ステップＳ６１で受け付けたメ
ータ画像６０の出力位置と、ステップＳ６２で受け付けたサイド画像７０の次の出力位置
と、に基づいて、オーバラップ部分４１を特定する。
【００５８】
　ステップＳ６４では、マイクロコンピュータ１０１は、ステップＳ６３で特定したオー
バラップ部分４１に基づいて、サイド画像７０のうちのオーバラップ部分４１以外の部分
である第２の部分７０ｂを特定する。
【００５９】
　ステップＳ６５では、サイド画像７０を、ステップＳ６２で特定した次の出力位置に、
ステップＳ６４で特定した第２の部分７０ｂを出力部分として出力する。これにより、サ
イド画像７０が、メータ画像６０及び可動リング５０に接近する方向に移動して表示され
る。
【００６０】
　ステップＳ６６では、マイクロコンピュータ１０１は、サイド画像７０消去位置に関す
るデータを読み出し専用メモリ１０２から読み出す。その後、マイクロコンピュータ１０
１は、現在のサイド画像７０の出力位置が当該消去位置に達しているか否かを判定する。
判定の結果、出力位置が消去位置に達してないと判定した場合には、マイクロコンピュー
タ１０１は再度ステップＳ６２の処理を実行する。一方、判定の結果、出力位置が消去位
置に達していると判定した場合には、マイクロコンピュータ１０１は、ステップＳ６７の
処理を実行する。サイド画像７０の出力を停止する消去位置としては、初期表示処理にお
ける初期位置の場合と同様にサイド画像７０が表示されない位置とすることができる。本
実施形態では、消去位置は初期位置と同一である構成とした。
【００６１】
　ステップＳ６７では、マイクロコンピュータ１０１は、サイド画像７０の液晶表示器１
１４への出力を停止する。これにより、サイド画像７０が液晶表示器１１４上から消去さ
れる。
【００６２】
　以上の処理により、サイド画像７０が終端位置から消去位置まで移動して表示され、メ
ータ画像６０及び可動リング５０に対して接近するように移動して視認される。即ち、サ
イド画像７０がメータ画像６０及び可動リング５０に対して、滑り入るように視認される
。
【００６３】
　尚、ステップＳ４４において、サイド画像７０の表示開始処理を開始するための入力信
号として、右側スイッチ２３からの入力信号Ｒを受け付けた場合の表示開始処理について
説明したが、左側スイッチ２２からの入力信号Ｌを受け付けた場合の表示開始処理につい
ても同様の処理が実行される。
【００６４】
（変形例１）
　本実施形態に係る車両用表示装置１００の変形例１について説明する。変形例１では、
ステアリング２０に設置された左側スイッチ２２及び右側スイッチ２３の代わりに、ステ
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アリング２０の近傍に設置された左側レバースイッチ２４及び右側レバースイッチ２５に
よって使用者の操作を受け付ける。その他の点については前述した実施形態と同一である
ので記載を省略して説明する。
【００６５】
　即ち、変形例１に係る車両用表示装置１００では、左側レバースイッチ２４により入力
信号Ｌを、右側レバースイッチ２５により入力信号Ｒを受け付け、サイド画像７０の表示
開始処理及び表示終了処理を実行する。このとき、サイド画像７０により呈示される情報
は、前述した実施形態における呈示情報と同一のものでもよいし、左側レバースイッチ２
４及び右側レバースイッチ２５に対応付けられた別個の呈示情報でもよい。呈示情報とし
ては、例えば、一般的にレバースイッチにより切り替えられるライトのオンオフに関する
情報を呈示することができる。
【００６６】
（変形例２）
　本実施形態に係る車両用表示装置１００の変形例２について説明する。変形例２では、
ステアリング２０に設置された左側スイッチ２２及び右側スイッチ２３からの入力信号の
代わりに、インタフェース１０７により受け付けた外部信号に基づいて、サイド画像７０
の表示開始処理及び表示終了処理を実行する。このとき、サイド画像７０は、受け付けた
外部信号に基づいて特定される方向に移動されて表示される。例えば、インタフェース１
０７が電話着信信号を受信した場合には右側に、メール着信信号を受信した場合には左側
に移動されて表示される。即ち、変形例２におけるサイド画像７０は、外部機器である携
帯端末から電話を着信したことを使用者に情報として呈示する。その他の点については前
述した実施形態と同一であるので記載を省略して説明する。
【００６７】
　例えば電話着信信号を受信した場合には、図３（ｃ）に示すサイド画像７０が右側に移
動されて表示される。このとき、サイド画像７０は、画像上部に表示されている文字「着
信中」により電話を着信したことを示し、当該文字の下部に表示されている文字「Ａ」に
より当該電話の着信相手を示す。また、液晶表示器１１４はその一部が、液晶表示による
２次元画面表示を行うと同時に、該画面への指の接触による操作入力を受け付け可能なタ
ッチパネルにより構成されており、サイド画像７０は、文字「Ａ」の下部に操作ボタンと
しての文字「ＯＫ」又は「ＣＡＮ」を表示する。使用者は、「ＯＫ」ボタンを押下するこ
とにより通話を開始でき、「ＣＡＮ」ボタンを押下することにより着信を切断できる。
【００６８】
　以下では、実施形態に係る車両用表示装置１００の作用及び効果について説明する。
【００６９】
　実施形態に係る車両用表示装置１００は、各種情報を出力する液晶表示器１１４と、液
晶表示器１１４の表示面上に配置される可動リング５０と、を備え、液晶表示器１１４は
、サイド画像７０を、サイド画像７０と可動リング５０とが相対的に接近する方向又は離
反する方向に移動させて出力し、且つ、サイド画像７０のうち、表示面の一部を占める第
１の領域３１に位置する第１の部分７０ａを非出力とし、該第１の領域３１に隣接する第
２の領域３２に位置する第２の部分７０ｂを出力し、可動リング５０は、第１の領域３１
と第２の領域３２の境界上に配置される。
　これにより、サイド画像７０が、可動リング５０に対して相対的に接近する方向又は離
反する方向に移動して液晶表示器１１４に出力され、且つ、当該サイド画像７０のうちの
第１の領域３１に位置する第１の部分７０ａが非出力とされ、当該サイド画像７０のうち
の第２の領域３２に位置する第２の部分７０ｂが出力される。これにより、サイド画像７
０が、可動リング５０に対して接近する方向又は離反する方向に移動しているように使用
者に視認され、当該サイド画像７０のうち、液晶表示器１１４に出力される第２の部分７
０ｂが占める面積が減少又は増加しているように視認される。即ち、サイド画像７０が可
動リング５０に対して滑り入る又はサイド画像７０が可動リング５０から滑り出すように
視認される。
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　この結果、呈示情報であるサイド画像７０が液晶表示器１１４の表示面上に出現したこ
と又は表示面上から消失したことが、サイド画像７０の可動リング５０に対する表示面上
での移動によって使用者に示される。このため、使用者は、サイド画像７０を容易に認識
することができる。
　また、実施形態に係る車両用表示装置によれば、サイド画像７０のうちの出力されない
第１の部分７０ａと出力される第２の部分７０ｂの境界が、可動リング５０によって覆わ
れる。これにより、当該境界が使用者に視認されない。
　この結果、画像の出力部分と非出力部分の境界が使用者に視認されないため、使用者が
違和感なく視認できる。
　したがって、実施形態に係る車両用表示装置１００によれば、使用者が呈示情報を認識
する際の負担を軽減できる。
【００７０】
　また、実施形態に係る車両用表示装置１００は、各種入力を受け付ける操作部１０６、
を更に備え、液晶表示器１１４は、入力信号Ｌ又は入力信号Ｒを操作部１０６が受け付け
たときには、サイド画像７０を、該入力信号Ｌ又は入力信号Ｒに基づいて特定される左方
向又は右方向に表示面上を移動させて出力する。
　これにより、使用者の操作によりサイド画像７０が移動する際に、使用者が行う操作と
、表示面におけるサイド画像７０の表示位置の変化の方向とが対応する。
　この結果、使用者は、サイド画像７０が出現する際に移動する方向又は消失する際に移
動する方向を自身が行う操作に基づいて把握することができる。このため、サイド画像７
０を容易に認識することができる。したがって、実施形態に係る車両用表示装置１００に
よれば、使用者が呈示情報を認識する際の負担を軽減できる。
【００７１】
　また、実施形態に係る車両用表示装置１００は、操作部１０６は、ステアリング２０又
はステアリング２０近傍に設置された左側スイッチ２２及び右側スイッチ２３、又は左側
レバースイッチ２４及び右側レバースイッチ２５を有し、液晶表示器１１４は、これらス
イッチからの入力信号を操作部１０６が受け付けたときには、サイド画像７０を、これら
スイッチのステアリング２０における設置位置又はステアリング２０に対する設置位置に
基づいて特定される左方向又は右方向に表示面上を移動させて出力する。
　これにより、スイッチのステアリング２０における設置位置又はスイッチのステアリン
グ２０に対する設置位置に基づいて特定される左方向又は右方向に呈示画像が移動する。
このため、使用者の操作によってサイド画像７０が移動する際に、使用者が行う操作と、
表示面におけるサイド画像７０の表示位置の変化の方向とが対応する。
　この結果、使用者は、サイド画像７０が出現する際に移動する方向又は消失する際に移
動する方向を、スイッチのステアリング２０における設置位置又はスイッチのステアリン
グ２０に対する設置位置に基づいて、把握することができる。このため、サイド画像７０
を容易に認識することができる。したがって、実施形態に係る車両用表示装置１００によ
れば、使用者が呈示情報を認識する際の負担を軽減できる。
【００７２】
　また、実施形態に係る車両用表示装置１００は、可動リング５０は、ステアリングに則
した形状である。
　これにより、左側スイッチ２２及び右側スイッチ２３のステアリング２０における設置
位置又は左側レバースイッチ２４及び右側レバースイッチ２５のステアリング２０に対す
る設置位置に基づいて特定される左方向又は右方向にサイド画像７０が移動する。また、
可動リング５０は、ステアリング２０に則した円環形状である。これにより、使用者の操
作によってサイド画像７０が移動する際に、使用者が操作した左側スイッチ２２及び右側
スイッチ２３のステアリング２０における設置位置又は使用者が操作した左側レバースイ
ッチ２４及び右側レバースイッチ２５のステアリング２０に対する設置位置に基づいて特
定される表示面に沿う方向と、該ステアリング２０に則した円環形状である可動リング５
０に対してサイド画像７０が移動する方向とが対応する。
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　この結果、使用者は、サイド画像７０が出現する又は消失する際に可動リング５０に対
して移動する方向を、スイッチのステアリング２０における設置位置又はスイッチのステ
アリング２０に対する設置位置に基づいて直感的に把握することができる。このため、使
用者は、サイド画像７０を容易に認識することができる。したがって、実施形態に係る車
両用表示装置１００によれば、使用者が呈示情報を認識する際の負担を軽減できる。
【００７３】
　また、実施形態に係る車両用表示装置１００は、外部信号を受け付けるインタフェース
１０７、を更に備え、液晶表示器１１４は、該外部信号をインタフェース１０７が受け付
けたときには、サイド画像７０を、該外部信号に基づいて特定される方向に表示面上を移
動させて出力する。
　これにより、外部機器から受け付けた外部信号によりサイド画像７０が移動する際に、
受け付けた外部信号と、表示面上におけるサイド画像７０の表示位置の変化の方向とが対
応する。
　この結果、使用者は、サイド画像７０が出現する際に移動する方向又は消失する際に移
動する方向を直感的に把握することができる。このため、サイド画像７０を容易に認識す
ることができる。したがって、実施形態に係る車両用表示装置１００によれば、使用者が
呈示情報を認識する際の負担を軽減できる。
【００７４】
　また、実施形態に係る車両用表示装置１００は、第１の領域３１にはメータ画像６０が
出力される。
　これにより、サイド画像７０が、第１の領域３１に出力されたメータ画像６０及び可動
リング５０に対して相対的に接近する方向又は離反する方向に移動して液晶表示器１１４
に出力され、且つ、当該サイド画像７０のうちの第１の領域３１に位置する第１の部分７
０ａが非出力とされ、当該サイド画像７０のうちの第２の領域３２に位置する第２の部分
７０ｂが出力される。これにより、サイド画像７０が、第１の領域３１に出力されたメー
タ画像６０及び可動リング５０に対して接近する方向又は離反する方向に移動しているよ
うに視認され、当該サイド画像７０のうちの液晶表示器１１４に出力される第２の部分７
０ｂが占める面積が減少又は増加しているように視認される。即ち、サイド画像７０が、
メータ画像６０及び可動リング５０に対して滑り入る又はメータ画像６０及び可動リング
５０から滑り出すように視認される。
　この結果、呈示情報であるサイド画像７０が液晶表示器１１４の表示面上に出現したこ
と又は表示面上から消失したことが、サイド画像７０のメータ画像６０及び可動リング５
０に対する表示面上での移動によって使用者に示される。このため、使用者は、サイド画
像７０を容易に認識することができる。
　また、実施形態に係る車両用表示装置によれば、メータ画像６０と第２の部分７０ｂの
境界が、可動リング５０によって覆われる。これにより、当該境界が使用者に視認されな
い。
　この結果、画像間の境界が使用者に視認されないため、使用者が違和感なく視認できる
。
　したがって、実施形態に係る車両用表示装置１００によれば、使用者が呈示情報を認識
する際の負担を軽減できる。
【００７５】
　尚、本発明の技術的範囲は、上述した実施形態に限定されるものではない。上述した実
施形態は、本発明の技術的範囲内で種々の変形や改良等を伴うことができる。
【００７６】
　例えば、本実施形態に係る車両用表示装置１００では、サイド画像７０は可動リング５
０に対して左方向及び右方向の２方向に移動可能である構成としたが、上下方向に移動可
能である構成としてもよいし、上下左右以外のその他の方向に移動可能である構成として
もよいし、２方向以上に移動可能である構成としてもよい。例えば、図２に示した左側ス
イッチ２２がステアリング２０の左上部に設置されていると看做して、サイド画像７０が
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可動リング５０に対して左上方向に移動する構成としてもよい。また、例えば、ステアリ
ング２０の上下左右にそれぞれスイッチが設置され、各スイッチからの入力信号に基づい
てサイド画像７０が上下左右方向に移動する構成としてもよい。
【００７７】
　また、本実施形態に係る車両用表示装置１００では、サイド画像７０の初期表示位置を
、サイド画像７０の全てが第１の領域３１内に位置してサイド画像７０が表示されない位
置としたが、サイド画像７０の一部が第１の領域３１内に位置としてもよい。また、終端
位置及び消去位置についても初期位置と同様に任意に変更可能である。
【００７８】
　また、本実施形態に係る車両用表示装置１００では、液晶表示器１１４の全面にグラフ
ィック表示がなされている構成としたが、サイド画像７０が表示される部分以外の表示部
分はアナログ式のものとする構成としてもよい。例えば、可動リング５０内の第１の領域
３１に表示されるメータ画像６０の代わりに、当該第１の領域に従来の回転指針式の速度
計を備え、サイド画像７０が当該速度計に対して滑り入る又は滑り出るように移動して表
示される構成としてもよい。
【００７９】
　また、本実施形態に係る車両用表示装置１００では、サイド画像７０が可動リング５０
に対して接近又は離反する方向に移動する構成としたが、可動リング５０ではなく移動可
能ではない装飾リングに対して移動する構成としてもよいし、画面表示の境界を定める仕
切り部材に対して移動する構成としてもよい。また、可動リング５０は略円環状である構
成としたが、任意の形状を採用し得る。
【００８０】
　また、本実施形態に係る車両用表示装置１００では、サイド画像７０のデータを読み出
し専用メモリ１０２に保持しておき、サイド画像７０と第１の領域３１とのオーバラップ
部分４１を特定して、当該オーバラップ部分４１にしたがってサイド画像７０の出力部分
を決定して表示処理を行う構成としたが、出力位置に応じた複数のサイド画像７０のデー
タを予め読み出し専用メモリ１０２に保持しておき、サイド画像７０の出力位置に対応し
たサイド画像７０のデータを読み出し専用メモリ１０２から読み出して、サイド画像７０
の表示処理を行う構成としてもよい。
【符号の説明】
【００８１】
１００　車両用表示装置
１０１　マイクロコンピュータ
１０２　読み出し専用メモリ
１０３　インタフェース
１０４　インタフェース
１０５　インタフェース
１０６　操作部（入力部）
１０７　インタフェース
１０８　ＣＰＵ電源部
１０９　グラフィックコントローラ
１１０　フレームメモリ
１１１　Ｘドライバ
１１２　Ｙドライバ
１１３　ＬＣＤ電源部
１１４　液晶表示器（表示部）
２０　ステアリング
２１　ステアリングホイール
２２　左側スイッチ
２３　右側スイッチ
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２４　左側レバースイッチ
２５　右側レバースイッチ
３１　第１の領域
３２　第２の領域
３３　速度スケール
３４　指針
３５　シフトインジケータ
３６　走行モード表示
３７　水温計表示
３８　平均燃費表示
３９　燃料表示
４０　瞬間燃費表示
４１　オーバラップ部分
５０　可動リング（仕切り部材）
６０　メータ画像
７０　サイド画像
７０ａ　第１の部分
７０ｂ　第２の部分

【図１】 【図２】
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