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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力面（３２）に入力される操作によって選択されるそれぞれ複数の選択画像部（６３
）を表示する表示領域（６０）が、表示画面（５２）に複数表示されている表示システム
であって、
　複数の前記表示領域のうちアクティブ領域（６９）として選定される一つの表示領域を
、選択操作に基づいて前記選択画像部の選択が可能な状態で表示する表示画面と、
　前記表示画面から離れて位置し、前記選択画像部を選択する選択操作が入力される前記
入力面と、
　前記入力面に入力される特定の操作であって、特定の軌跡を描くよう操作体を移動させ
る操作を、切替操作として予め記憶し、前記入力面に入力された操作が前記切替操作であ
るか否かを判定する判定手段（３３，Ｓ２０２）と、
　前記特定の軌跡を描く前記切替操作が入力されたと前記判定手段によって判定された場
合に、複数の前記表示領域が表示されたまま、当該複数の表示領域のうちの前記一つの表
示領域から他の一つの表示領域に、前記アクティブ領域を切り替える切替手段（３３，Ｓ
２０４～Ｓ２０９）と、を備え、
　前記入力面に沿って規定される入力座標系と、前記表示画面に沿って規定される表示座
標系とが対応し、
　前記切替手段は、前記特定の軌跡を描く前記切替操作が入力されたと前記判定手段によ
って判定された場合に、当該切替操作の後にて前記入力座標系における特定方向に前記操
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作体を移動させる移動操作を取得し、前記表示座標系において前記特定方向に対応する方
向を対応方向とし、前記一つの表示領域の前記対応方向に位置する前記他の一つの表示領
域を前記アクティブ領域に切り替えることを特徴とする表示システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示システムに用いられ、前記表示画面を形成する表示装置（４０）
であって、
　前記判定手段及び前記切替手段を含むことを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の表示システムに用いられ、前記入力面を形成する操作装置（２２０）
であって、
　前記判定手段及び前記切替手段を含むことを特徴とする操作装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の表示領域が表示画面に規定される表示システム、並びに当該表示シス
テムに用いられる表示装置及び操作装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば特許文献１には、複数のフレームを表示画面に規定し、各フレームにそれ
ぞれ表示された選択画像部をカーソルによって選択する車載表示装置が開示されている。
こうした車載表示装置では、複数のフレームのうちの一つが、選択画像部を選択可能なア
クティブな状態のフレームとされている。そして、アクティブな状態のフレームは、遠隔
操作器に設けられたフレーム間ジャンプボタンに操作が入力された場合に、複数のフレー
ムのうちの他のフレームへと切り替えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５―２２５１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　さて、特許文献１の車載表示装置において、操作者は、遠隔操作器に設けられた方向指
示ボタンに操作を入力することで、アクティブなフレーム内にて所望の選択画像部までカ
ーソルを移動させることができる。こうした構成によれば、操作者は、方向指示ボタンか
らフレーム間ジャンプボタンに操作の入力対象を切り替えなければ、アクティブなフレー
ムを切り替える切替操作と、アクティブとされたフレーム内にて選択画像部を選択する選
択操作とを、連続して実施することができない。故に、例えばアクティブではないフレー
ムに表示された選択画像部を選択しようとした場合、操作者は、煩雑な操作を強いられる
おそれがあった。
【０００５】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その目的は、フレーム等の表示
領域が複数規定され且つそれらのうちの一つがアクティブな領域とされる構成においても
、選択画像部を選択する操作の煩雑化を回避できる技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、入力面（３２）に入力される操
作によって選択されるそれぞれ複数の選択画像部（６３）を表示する表示領域（６０）が
、表示画面（５２）に複数表示されている表示システムであって、複数の表示領域のうち
アクティブ領域（６９）として選定される一つの表示領域を、選択操作に基づいて選択画
像部の選択が可能な状態で表示する表示画面と、表示画面から離れて位置し、選択画像部
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を選択する選択操作が入力される入力面と、入力面に入力される特定の操作であって、特
定の軌跡を描くよう操作体を移動させる操作を、切替操作として予め記憶し、入力面に入
力された操作が切替操作であるか否かを判定する判定手段（５３，Ｓ１０２）と、特定の
軌跡を描く切替操作が入力されたと判定手段によって判定された場合に、複数の表示領域
が表示されたまま、複数の表示領域のうちの一つの表示領域から他の一つの表示領域に、
アクティブ領域を切り替える切替手段（５３，Ｓ１０５，Ｓ１０６）と、を備え、入力面
に沿って規定される入力座標系と、表示画面に沿って規定される表示座標系とが対応し、
切替手段は、特定の軌跡を描く切替操作が入力されたと判定手段によって判定された場合
に、当該切替操作の後にて入力座標系における特定方向に操作体を移動させる移動操作を
取得し、表示座標系において特定方向に対応する方向を対応方向とし、一つの表示領域の
対応方向に位置する他の一つの表示領域をアクティブ領域に切り替えることを特徴とする
。
【０００７】
　この発明によれば、表示システムを操作する操作者が予め記憶された特定の切替操作を
入力面に入力した場合には、選択画像部の選択が可能な状態のアクティブ領域は、それま
でアクティブ領域であった一つの表示領域から、他の一つの表示領域へと切り替わる。故
に操作者は、複数の表示領域が表示されたまま、複数の表示領域のうちでアクティブ領域
を切り替える切替操作と、アクティブ領域とされた表示領域にて選択画像部を選択する選
択操作とを連続して実施できる。以上により、選択画像部を表示する表示領域が複数規定
され且つ複数の表示領域のうち一つがアクティブ領域とされる表示システムであっても、
所望の選択画像部を選択する操作の煩雑化は、回避可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第一実施形態による表示システムの構成を説明するための図である。
【図２】表示画面及び入力面の車室内での配置を説明するための図である。
【図３】表示画面に表示される画像を説明すると共に、表示画面と入力面との対応を説明
するための図である。
【図４】第一サブ入力面への操作により、アクティブ領域がｘ軸方向に切り替わる作動を
説明するための図である。
【図５】第二サブ入力面への操作により、アクティブ領域がｙ軸方向に切り替わる作動を
説明するための図である。
【図６】第一実施形態による表示システムにおいて、メイン入力面への操作により、アク
ティブ領域がｘ軸方向に切り替わる作動を説明するための図である。
【図７】第一実施形態による表示システムにおいて、メイン入力面への操作により、アク
ティブ領域がｙ軸方向に切り替わる作動を説明するための図である。
【図８】第一実施形態による表示システムにおいて、表示制御部により実施される入力処
理が示されるフローチャートである。
【図９】第二実施形態による表示システムにおいて、メイン入力面への操作により、アク
ティブ領域がｘ軸方向に切り替わる作動を説明するための図である。
【図１０】第二実施形態による表示システムにおいて、メイン入力面への操作により、ア
クティブ領域がｙ軸方向に切り替わる作動を説明するための図である。
【図１１】第二実施形態による表示システムにおいて、操作制御部により実施される入力
処理が示されるフローチャートである。
【図１２】第三実施形態による表示システムにおいて、メイン入力面への操作により、ア
クティブ領域がｘ軸方向に切り替わる作動を説明するための図である。
【図１３】第三実施形態による表示システムにおいて、メイン入力面への操作により、ア
クティブ領域がｙ軸方向に切り替わる作動を説明するための図である。
【図１４】第四実施形態による表示システムにおいて、メイン入力面への操作により、ア
クティブ領域が反時計回りに切り替わる作動を説明するための図である。
【図１５】第四実施形態による表示システムにおいて、表示制御部により実施される入力
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処理が示されるフローチャートである。
【図１６】図６の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の複数の実施形態を図面に基づいて説明する。尚、各実施形態において対
応する構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明を省略する場合がある。
各実施形態において構成の一部分のみを説明している場合、当該構成の他の部分について
は、先行して説明した他の実施形態の構成を適用することができる。また、各実施形態の
説明において明示している構成の組み合わせばかりではなく、特に組み合わせに支障が生
じなければ、明示していなくても複数の実施形態の構成同士を部分的に組み合せることが
できる。
【００１０】
　（第一実施形態）
　図１に示される本発明の第一実施形態による表示システム１００は、操作装置２０及び
表示装置４０等によって構成されている。操作装置２０は、図２に示されるように、操作
者の手の届き易い範囲にメイン入力面３２を露出及び位置させて、車両のセンターコンソ
ール内に設置されている。表示装置４０は、操作者から目視されるように表示画面５２を
露出させ且つ表示画面５２を運転席に向けた姿勢にて、車両のインスツルメントパネル内
に設置されている。表示システム１００は、図３に模式的に示されるような画像を表示画
面５２に表示する。まず、図３に基づいて、表示画面５２に表示される画像の詳細を説明
する。
【００１１】
　表示画面５２に表示される画像には、所定の機能がそれぞれ関連付けられた複数のアイ
コン６３が含まれている。各アイコン６３は、例えば矩形状に形成されており、関連付け
られた機能を示す文字及び当該機能を連想させる図形等を含んでいる。また、表示画面５
２に沿って規定される表示座標系が、メイン入力面３２に沿って規定される入力座標系と
対応している。よって、メイン入力面３２において特定の位置に操作者による操作が入力
されると、表示画面５２上の対応する位置に表示されたアイコン６３が選択状態とされる
。このとき、選択状態とされたアイコン６３は、矩形枠状の画像部であるフォーカス６４
によって囲まれる。以上により、表示装置４０は、選択状態となったアイコン６３に関連
付けられた処理を実施する。尚、操作者によって入力される操作は、例えばメイン入力面
３２を指先等で突く操作（以下「タップ」という）、単なる押圧、接触等である。
【００１２】
　加えて表示画面５２には、複数の表示領域６０が規定されている。第一実施形態におけ
る表示画面５２は、例えば四つの領域に分割されている。便宜的に、表示画面５２におい
て左上に位置する表示領域を６１１、右上の表示領域を６１２、左下の表示領域を６２１
、右下の表示領域を６２２とする。これら四つの表示領域６１１～６２２のうち一つが、
アクティブ領域６９として選定されている。アクティブ領域６９とされた表示領域（例え
ば図３における表示領域６２１）は、矩形枠上のアクティブ指示枠６８によって囲まれる
。アクティブ領域６９は、メイン入力面３２に入力される選択操作に基づいて、アイコン
６３の選択が可能な状態とされている。第一実施形態では、メイン入力面３２における操
作者の指Ｆの触れた位置（以下、「入力位置」という）とアクティブ領域６９における位
置とが対応する絶対入力方式が、採用されている。尚、メイン入力面３２に入力する操作
量と表示画面５２に生じる画像の移動量とが対応する相対入力方式も、当然に採用可能で
ある。
【００１３】
　次に、表示システム１００の構成を、図１，３に基づいて詳しく説明する。操作装置２
０は、表示装置４０から離れて位置しており、表示画面５２に表示されたアイコン６３を
遠隔操作によって選択するための装置である。操作装置２０は、表示装置４０と接続され
ており、アイコン６３を選択するためにメイン入力面３２に入力された操作情報を、当該
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装置４０に出力する。操作装置２０は、タッチパッド３１及び操作制御部３３等によって
構成されている。
【００１４】
　タッチパッド３１は、操作者によって入力される操作を検知する構成であって、静電容
量式のものである。タッチパッド３１は、矩形の平板状に形成された上述のメイン入力面
３２と、当該メイン入力面３２に沿って形成された第一サブ入力面３５及び第二サブ入力
面３６とを有している。第一サブ入力面３５は、メイン入力面３２の長手方向の外縁辺に
沿って、帯状に延伸している。第二サブ入力面３６は、メイン入力面３２の長手方向と直
交する方向の外縁辺に沿って、帯状に延伸している。各サブ入力面３５，３６は、メイン
入力面３２を挟んで、操作者とは反対側に位置している（図２参照）。各入力面３２，３
５，３６の表面は、絶縁材よりなる絶縁シートによって形成されている。この絶縁シート
に覆われた各入力面３２，３５，３６の内側には、ｘ軸方向に沿って延びる電極とｙ軸方
向に沿って延びる電極とが格子状に配列されている。これらの電極は、操作制御部３３と
接続されている。
【００１５】
　操作制御部３３は、各種の演算処理を行うプロセッサ、演算処理の作業領域として機能
するＲＡＭ、及び演算処理に用いられるプログラム等が格納されたフラッシュメモリ等に
よって構成されている。加えて、操作制御部３３は、表示装置４０と情報をやり取りする
ための通信インターフェースを有している。また、操作制御部３３は、タッチパッド３１
と接続されている。
【００１６】
　操作制御部３３は、所定のプログラムを実行することによってタッチパッド３１の各電
極の電位を計測する。操作者の指Ｆが各入力面３２，３５，３６のいずれかに触れること
により、絶縁シートを挟んで電極と指Ｆとの間に電荷が蓄えられる。操作制御部３３は、
計測した各電極の電位の変化から、入力面３２，３５，３６のうちから操作者の指Ｆが接
触している入力面を検知し、さらに当該入力面にて指Ｆによる入力位置のｘ座標及びｙ座
標を検出する。そして操作制御部３３は、検知した入力面を示す信号と検出した入力位置
の座標とを、操作情報として通信インターフェースから表示装置４０に出力する。
【００１７】
　表示装置４０は、Controller Area Network（ＣＡＮ）バス１０に接続されている。Ｃ
ＡＮバス１０は、車両に搭載された複数の車載装置を相互に接続してなる車内通信ネット
ワークにおいて、各車載装置間でのデータの伝送に用いられる伝送路である。表示装置４
０は、ＣＡＮバス１０に接続された複数の車載装置（例えばオーディオ機器を制御するオ
ーディオ制御装置９１及び空調機器を制御する空調制御装置９２等）との間にて、互いに
情報をやり取りすることができる。表示装置４０は、表示制御部５３及び液晶ディスプレ
イ５１を有している。
【００１８】
　表示制御部５３は、各種の演算処理を行うプロセッサ、演算処理の作業領域として機能
するＲＡＭ、画像の描画処理を行うグラフィックプロセッサ、描画処理の作業領域として
機能するグラフィックＲＡＭ等によって構成されている。加えて表示制御部５３は、演算
処理及び描画処理に用いられるデータを格納するフラッシュメモリ、ＣＡＮバス１０と接
続される通信インターフェース、及び描画した画像データを液晶ディスプレイ５１に出力
する映像出力インターフェースを有している。表示制御部５３は、ＣＡＮバス１０から取
得する情報及び操作装置２０から取得する情報に基づいて、表示画面５２に表示する画像
を描画する。そして表示制御部５３は、描画した画像の画像データを映像出力インターフ
ェースを通じて液晶ディスプレイ５１に逐次出力する。
【００１９】
　液晶ディスプレイ５１は、表示画面５２に配列された複数の画素を制御することにより
、カラー表示を実現するドットマトリクス方式の表示器である。液晶ディスプレイ５１は
、表示制御部５３から逐次取得する画像データを表示画面５２に連続的に形成することに
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より、映像を表示する。液晶ディスプレイ５１は、表示画面５２に表示する種々の映像に
より、運転者に種々の情報を提供する。
【００２０】
　以上の構成では、例えば、オーディオ機器の現在の作動状態を示すオーディオステータ
ス画像、及び空調機器の現在の作動状態を示すエアコンステータス画像等が、複数の表示
領域６１１～６２２のいずれかに割り当てられる。オーディオステータス画像は、オーデ
ィオ制御装置９１から取得する情報に基づいて描画され、音量を調整する機能及び楽曲を
選択する機能等が関連付けられたアイコン６３を含んでいる。また、エアコンステータス
画像は、空調制御装置９２から取得する情報に基づいて描画され、車室内の設定温度を調
整する機能等が関連付けられたアイコン６３を含んでいる。
【００２１】
　ここまで説明した表示システム１００は、タッチパッド３１への入力により、複数の表
示領域６１１～６２２のうちでアクティブ領域６９とする表示領域を変更する。以下、表
示画面５２上においてアクティブ領域６９を移動させるための複数の操作を、図４～７に
基づいて、詳細に説明する。
【００２２】
　まず、各サブ入力面３５，３６への入力によってアクティブ領域６９を移動させる操作
を説明する。これら第一サブ入力面３５及び第二サブ入力面３６は、アクティブ領域６９
を切り替える操作のために設けられた入力面である。図４Ａに示すように、入力座標系の
ｘ軸方向に沿う特定方向ＳＤｘに、第一サブ入力面３５を指Ｆによってなぞる操作が入力
されたとする。すると、図４Ｂに示すように、指Ｆの移動する特定方向ＳＤｘに対応する
対応方向ＣＤｘであって、表示座標系のｘ軸方向に沿う方向ＣＤｘに、表示画面５２上に
てアクティブ領域６９が移動する。以上により、アクティブ領域６９として選定される表
示領域は、左下の領域６２１から右下の領域６２２へと切り替わる。こうして、表示領域
６２２がアクティブ指示枠６８によって囲まれると共に、表示領域６２２に含まれるアイ
コン６３が、メイン入力面３２に入力される選択操作に基づいて選択可能な状態となる。
【００２３】
　また、図５Ａに示すように、入力座標系のｙ軸方向に沿う特定方向ＳＤｙに、第二サブ
入力面３６を指Ｆによってなぞる操作が入力されたとする。すると、図５Ｂに示すように
、指Ｆの移動する特定方向ＳＤｙに対応する対応方向ＣＤｙであって、表示座標系のｙ軸
方向に沿う方向ＣＤｙに、表示画面５２上にてアクティブ領域６９が移動する。以上によ
り、アクティブ領域６９として選定される表示領域は、左下の領域６２１から左上の領域
６１１へと切り替わる。こうして、表示領域６１１がアクティブ指示枠６８によって囲ま
れると共に、表示領域６１１に含まれるアイコン６３が、メイン入力面３２に入力される
選択操作に基づいて選択可能な状態となる。
【００２４】
　次に、メイン入力面３２への入力によってアクティブ領域６９を移動させる操作を説明
する。第一実施形態の表示制御部５３には、二本の指Ｆによるメイン入力面３２へのフリ
ック操作が、アクティブ領域６９を切り替える切替操作として予め記憶されている。これ
により操作者は、メイン入力面３２への選択操作の入力を継続しつつ、予め記憶された上
述の切替操作を入力することにより、アクティブ領域６９の切り替えを適宜実施すること
ができる。
【００２５】
　図６Ａに示すように、入力座標系のｘ軸方向に沿う特定方向ＳＤｘへの二本の指Ｆによ
るフリック操作が、メイン入力面３２に対し入力されたとする。すると、図６Ｂに示すよ
うに、二本の指Ｆの移動する特定方向ＳＤｘに対応する対応方向ＣＤｘであって、表示座
標系のｘ軸方向に沿う方向ＣＤｘに、表示画面５２上にてアクティブ領域６９が移動する
。以上により、アクティブ領域６９として選定されてアクティブ指示枠６８によって囲ま
れた表示領域６２２、に含まれるアイコン６３が、メイン入力面３２に入力される選択操
作によって選択可能な状態となる。尚、フリック操作とは、メイン入力面３２をその平面
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方向に沿って弾くような操作を示す。詳しくは、メイン入力面３２に指Ｆを接触させた状
態で、ｘｙ平面に沿って所定の速度以上で指Ｆを移動させつつ、徐々に当該入力面３２か
ら離間させる操作である。こうしたフリック操作以外にも、例えばメイン入力面３２を二
本の指Ｆでなぞるようなスライド操作等も、切替操作として当然に採用可能である。
【００２６】
　また、図７Ａに示すように、入力座標系のｙ軸方向に沿う特定方向ＳＤｙへの二本の指
Ｆによるフリック操作が、メイン入力面３２に対し入力されたとする。すると、図７Ｂに
示すように、二本の指Ｆの移動する特定方向ＳＤｙに対応する対応方向ＣＤｙであって、
表示座標系のｙ軸方向に沿う方向ＣＤｙに、表示画面５２上にてアクティブ領域６９が移
動する。以上により、アクティブ領域６９として選定されてアクティブ指示枠６８によっ
て囲まれた表示領域６１１、に含まれるアイコン６３が、メイン入力面３２に入力される
選択操作によって選択可能な状態となる。
【００２７】
　以上のように、メイン入力面３２への操作の入力によって、アイコン６３の選択操作と
アクティブ領域６９の切替操作とを共に実現させる処理（以下、「入力処理」という）を
、図８に基づいて詳細に説明する。図８に示される入力処理は、車両の電源がオフ状態か
らオン状態に切り替えられて、表示システム１００への電力供給が開始されることにより
、表示制御部５３によって開始される。この入力処理は、表示システム１００への電力供
給が停止されるまで、当該表示制御部５３によって継続される。
【００２８】
　Ｓ１０１では、メイン入力面３２における操作者の入力位置の座標等を含む操作情報を
操作装置２０から取得し、Ｓ１０２に進む。Ｓ１０２では、Ｓ１０１にて取得した入力位
置の座標の変化から、メイン入力面３２に入力された操作が予め記憶している切替操作、
即ち二本の指Ｆによるフリック操作に該当するか否かを判定する。Ｓ１０２にて、操作者
による操作が切替操作ではないと判定した場合、Ｓ１０３に進む。Ｓ１０３では、Ｓ１０
１にて取得した操作を、アクティブ領域６９内におけるアイコン６３の選択操作とし、Ｓ
１０１に戻る。
【００２９】
　一方で、Ｓ１０２にて、操作者による操作が切替操作であると判定した場合、Ｓ１０４
に進む。Ｓ１０４では、メイン入力面３２上にて複数の指Ｆの移動した方向を、入力座標
系における特定方向ＳＤｘ，ＳＤｙとする。加えて、表示座標系において特定方向ＳＤｘ
，ＳＤｙに対応する方向を対応方向ＣＤｘ，ＣＤｙとする。さらに、現在のアクティブ領
域６９の対応方向ＣＤｘ，ＣＤｙに非アクティブな領域があるか否かを判定する。Ｓ１０
４にて、現在のアクティブ領域６９の対応方向ＣＤｘ，ＣＤｙに非アクティブ領域が無い
という否定判定をした場合には、誤操作と推定し、表示画面５２の表示を維持しつつ、Ｓ
１０１に戻る。一方で、Ｓ１０４にて、肯定判定をした場合には、Ｓ１０５に進む。
【００３０】
　Ｓ１０５では、現在のアクティブ領域６９を非アクティブ領域に変更し、Ｓ１０６に進
む。これにより、表示画面５２上では、アクティブ領域６９を囲んでいたアクティブ指示
枠６８が消失する。そして、Ｓ１０６では、直前までアクティブ領域６９とされていた表
示領域に対して対応方向ＣＤｘ，ＣＤｙに位置する非アクティブ領域を、新たにアクティ
ブ領域６９に変更し、Ｓ１０１に戻る。これにより、表示画面５２上では、新たに選定さ
れたアクティブ領域６９を囲むアクティブ指示枠６８の表示が開始される。これらＳ１０
５及びＳ１０６により、アイコン６３の選択が可能な状態のアクティブ領域６９は、一つ
の表示領域６２１から、他の一つの表示領域６１１，６２２へと切り替えられる（図６，
７参照）。
【００３１】
　ここまで説明した第一実施形態によれば、操作者は、メイン入力面３２への入力を継続
したままで、表示領域６１１～６２２のうちでアクティブ領域６９を切り替える切替操作
と、アクティブ領域６９にてアイコン６３を選択する選択操作とを連続して実施できる。
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以上により、アイコン６３を表示する複数の表示領域６１１～６２２が規定され且つこれ
らのうち一つがアクティブ領域６９とされる表示システム１００であっても、所望のアイ
コン６３を選択する操作の煩雑化は、回避可能となる。
【００３２】
　加えて第一実施形態によれば、操作者は、一本の指でメイン入力面３２に操作を入力す
ることでアイコン６３の選択操作を実施でき、且つ二本の指でメイン入力面３２に操作を
入力することでアクティブ領域６９の切替操作を実施できる。このように、二本の指Ｆに
よる操作を切替操作とすることにより、指Ｆの数を単数から複数に切り替えるという簡易
な操作態様の変更で、選択操作から切替操作への切り替えが可能となる。したがって、連
続する選択操作及び切替操作を円滑且つ確実に実施し得る表示システム１００が、実現で
きる。
【００３３】
　また第一実施形態によれば、メイン入力面３２にて指Ｆを移動させる特定方向ＳＤｘ，
ＳＤｙに、表示画面５２にてアクティブ領域６９の移動する対応方向ＣＤｘ，ＣＤｙが対
応している。故に、操作者は、メイン入力面３２にて二本の指Ｆを移動させる方向によっ
て、表示画面５２にて任意の表示領域６１１～６２２を自在にアクティブ領域６９へと変
更できる。よって、アクティブ領域６９を切り替える切替操作についての操作性は、さら
に向上可能となる。
【００３４】
　さらに第一実施形態において切替操作として設定されているフリック操作は、アイコン
６３を選択する選択操作時には、入力され難い操作となる。故に、フリック操作を切替操
作とすることにより、選択操作時における意図しないアクティブ領域６９の切り替えは、
抑制され得る。こうして、誤操作の低減作用がさらに発揮されることにより、表示システ
ム１００の操作性は、いっそう向上する。
【００３５】
　また加えて第一実施形態では、メイン入力面３２に隣接する各サブ入力面３５，３６へ
の操作の入力でも、表示画面５２上にてアクティブ領域６９を移動させることが可能であ
る。故に、複数の指Ｆによるフリック操作が切替操作であることを知らない操作者が操作
する場合であっても、当該操作者は、各サブ入力面第一サブ入力面３５，３６の操作でア
クティブ領域６９を切り替えることができる。このように、メイン入力面３２とは別にサ
ブ入力面３５，３６を設けることにより、習熟度の低い操作者であっても操作し易い表示
システム１００が実現可能となる。
【００３６】
　そして、入力された操作が切替操作であるか否を判定する機能、及びアクティブ領域６
９を切り替える機能は、上述の第一実施形態のように、操作装置２０及び表示装置４０の
うちで、表示装置４０の表示制御部５３によって果たされてもよい。
【００３７】
　尚、第一実施形態において、操作者の指Ｆが特許請求の範囲に記載の「操作体」に相当
し、メイン入力面３２が特許請求の範囲に記載の「入力面」に相当し、表示制御部５３が
特許請求の範囲に記載の「判定手段」及び「切替手段」に相当し、アイコン６３が特許請
求の範囲に記載の「選択画像部」に相当する。
【００３８】
　（第二実施形態）
　図９～１１に示される本発明の第二実施形態は、第一実施形態の変形例である。第二実
施形態の表示システム２００では、操作装置２２０の操作制御部３３（図１参照）が、入
力処理を実施する。加えて、特定の軌跡として、円を描くように指Ｆを移動させる操作が
、切替操作として操作制御部３３に予め記憶されている。以下、メイン入力面３２への入
力により、アクティブ領域６９を移動させる操作を、図９，１０に基づいて説明する。
【００３９】
　図９Ａに示すように、円を描くように一本の指Ｆを移動させた後に、入力座標系のｘ軸
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に沿った特定の方向ＳＤｘに当該指Ｆを移動させる操作が、メイン入力面３２に対し入力
されたとする。すると、図９Ｂに示すように、指Ｆの移動する特定方向ＳＤｘに対応する
対応方向ＣＤｘであって、表示座標系のｘ軸方向に沿う方向ＣＤｘに、表示画面５２上に
てアクティブ領域６９が移動する。以上により、アクティブ領域６９として選定されてア
クティブ指示枠６８によって囲まれた表示領域６２２、に含まれるアイコン６３が、メイ
ン入力面３２に入力される選択操作によって選択可能な状態となる。
【００４０】
　また、図１０Ａに示すように、円を描くように一本の指Ｆを移動させた後に、入力座標
系のｙ軸方向に沿った特定方向ＳＤｙに当該指Ｆを移動させる操作が、メイン入力面３２
に対し入力されたとする。すると、図１０Ｂに示すように、指Ｆの移動する特定方向ＳＤ
ｙに対応する対応方向ＣＤｙであって、表示座標系のｙ軸方向に沿う方向ＣＤｙに、表示
画面５２上にてアクティブ領域６９が移動する。以上により、アクティブ領域６９として
選定されてアクティブ指示枠６８によって囲まれた表示領域６１１、に含まれるアイコン
６３が、メイン入力面３２に入力される選択操作によって選択可能な状態となる。
【００４１】
　尚、メイン入力面３２に対し指Ｆによって描かれる円の軌跡は、正確な真円でなくても
よい。加えて円の軌跡は、図９，１０に示されるように、一周未満（例えば、半周程度）
であってもよい。
【００４２】
　以上のようなアクティブ領域６９の切り替えを実現するために、操作制御部３３にて実
施される入力処理を、図１１に基づいて詳細に説明する。図１１に示される入力処理は、
表示システム２００への電力供給が開始されることにより、操作制御部３３によって開始
される。この入力処理は、表示システム２００への電力供給が停止されるまで、当該操作
制御部３３によって継続される。
【００４３】
　Ｓ２０１では、メイン入力面３２への指Ｆによる入力位置の座標等を含む操作情報を検
出によって取得し、Ｓ２０２に進む。Ｓ２０２では、Ｓ２０１にて検出した入力位置の座
標の変化から、メイン入力面３２に入力された操作が予め記憶している切替操作、即ち指
Ｆによって円を描く操作に該当するか否かを判定する。Ｓ２０２にて、操作者による操作
が切替操作ではないと判定した場合、Ｓ２０３に進む。Ｓ２０３では、Ｓ２０１にて検出
した操作を、アクティブ領域６９内におけるアイコン６３の選択操作とし、入力位置の座
標等を含む操作情報を表示制御部５３に出力して、Ｓ２０１に戻る。これにより表示制御
部５３は、操作制御部３３から取得した座標に対応する位置のアイコン６３を選択状態と
する。
【００４４】
　Ｓ２０２にて、操作者による操作が切替操作であると判定した場合、Ｓ２０４に進む。
Ｓ２０４では、切替操作の後、当該操作に連続した移動操作であって、入力座標系におけ
る特定方向ＳＤｘ，ＳＤｙに指Ｆを移動させる移動操作が検出できたか否かを判定する。
Ｓ２０４にて、特定方向ＳＤｘ，ＳＤｙへの指Ｆの移動操作が検出できなかったと判定し
た場合、Ｓ２０５に進む。Ｓ２０５では、現在のアクティブ領域６９を非アクティブ領域
に変更する旨の指令を表示制御部５３に出力し、Ｓ２０６に進む。Ｓ２０６では、直前ま
でアクティブ領域６９とされていた表示領域に対し、反時計回りの方向に位置する非アク
ティブな領域をアクティブ領域６９に変更する旨の指令を表示制御部５３に出力し、Ｓ２
０１に戻る。
【００４５】
　Ｓ２０４にて、特定方向ＳＤｘ，ＳＤｙへの指Ｆの移動操作が検出できたと判定した場
合、Ｓ２０７に進む。Ｓ２０７では、メイン入力面３２上にて指Ｆの移動した特定方向Ｓ
Ｄｘ，ＳＤｙに対応する方向を、対応方向ＣＤｘ，ＣＤｙとする。さらに、現在のアクテ
ィブ領域６９の対応方向ＣＤｘ，ＣＤｙに非アクティブな領域があるか否かを判定する。
Ｓ２０７にて、現在のアクティブ領域６９の対応方向ＣＤｘ，ＣＤｙに非アクティブな領
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域が無いという否定判定をした場合には、上述のＳ２０５及びＳ２０６を順に実施して、
Ｓ２０１に戻る。一方、Ｓ２０７にて、肯定判定をした場合には、Ｓ２０８に進む。Ｓ２
０８では、Ｓ２０５と同様に現在のアクティブ領域６９を非アクティブ領域に変更する旨
の指令を表示制御部５３に出力し、Ｓ２０９に進む。Ｓ２０９では、直前までアクティブ
領域６９とされていた表示領域に対し対応方向ＣＤｘ，ＣＤｙに位置する非アクティブな
領域を、アクティブ領域６９に変更する旨の指令を表示制御部５３に出力し、Ｓ１０１に
戻る。以上の、Ｓ２０５及びＳ２０６並びにＳ２０８及びＳ２０９のいずれかに基づく表
示制御部５３の制御により、アイコン６３の選択が可能な状態のアクティブ領域６９は、
一つの表示領域６２１から、他の一つの表示領域６１１，６２２へと切り替えられる（図
９，１０参照）。
【００４６】
　ここまで説明した第二実施形態でも、操作者は、メイン入力面３２への入力を継続した
ままで、アクティブ領域６９の切替操作と、アイコン６３を選択する選択操作とを連続し
て実施できる。したがって、所望のアイコン６３を選択する操作の煩雑化は、第二実施形
態による表示システム２００でも回避可能となる。
【００４７】
　加えて第二実施形態によれば、切替操作として規定される円の形態は、アイコン６３を
選択する選択操作では描かれないような形態である。故に、選択操作時における意図しな
いアクティブ領域６９の切り替えは、抑制され得る。このように、メイン入力面３２への
操作の入力を継続したまま切替操作及び選択操作が実施できることに加えて、誤操作の低
減作用が発揮されることにより、表示システム２００の操作性は、さらに向上する。
【００４８】
　また第二実施形態では、切替操作後に指Ｆを移動させる特定方向ＳＤｘ，ＳＤｙと、表
示画面５２にてアクティブ領域６９の移動する対応方向ＣＤｘ，ＣＤｙとが対応している
。故に、操作者は、切替操作後における指Ｆの移動方向により、任意の表示領域６１１～
６２２を自在にアクティブ領域６９へと変更できる。よって、アクティブ領域６９を切り
替える切替操作についての操作性は、さらに向上可能となる。
【００４９】
　そして第二実施形態では、操作制御部３３が特許請求の範囲に記載の「判定手段」及び
「切替手段」に相当する。操作装置２０及び表示装置４０等を組み合わせてなる表示シス
テム２００では、入力された操作が切替操作であるか否を判定する機能と、アクティブ領
域６９を切り替える機能とが、上述のように操作制御部３３によって果たされてもよい。
【００５０】
　（第三実施形態）
　図１２及び図１３に示される本発明の第三実施形態は、第一実施形態の別の変形例であ
る。第三実施形態の表示システム３００では、特定の軌跡として、矢印を描くように指Ｆ
を移動させる操作が、切替操作として表示制御部５３（図１参照）に予め記憶されている
。以下、第三実施形態にてメイン入力面３２への入力により、アクティブ領域６９を移動
させる操作を、図１２，１３に基づいて説明する。
【００５１】
　図１２Ａに示すように、ｘ軸方向に沿った特定方向ＳＤｘを向く矢印を描くように、一
本の指Ｆを移動させたる操作が、メイン入力面３２に対し入力されたとする。すると、図
１２Ｂに示すように、指Ｆの移動する特定方向ＳＤｘに対応する対応方向ＣＤｘであって
、表示座標系のｘ軸方向に沿う方向ＣＤｘに、表示画面５２上にてアクティブ領域６９が
移動する。以上により、アクティブ領域６９として選定されてアクティブ指示枠６８によ
って囲まれた表示領域６２２、に含まれるアイコン６３が、メイン入力面３２に入力され
る選択操作によって選択可能な状態となる。
【００５２】
　また、図１３Ａに示すように、ｘ軸方向に沿った特定方向ＳＤｘを向く矢印を描くよう
に、一本の指Ｆを移動させたる操作が、メイン入力面３２に対し入力されたとする。する



(11) JP 5790578 B2 2015.10.7

10

20

30

40

50

と、図１３Ｂに示すように、指Ｆの移動する特定方向ＳＤｙに対応する対応方向ＣＤｙで
あって、表示座標系のｙ軸方向に沿う方向ＣＤｙに、表示画面５２上にてアクティブ領域
６９が移動する。以上により、アクティブ領域６９として選定されてアクティブ指示枠６
８によって囲まれた表示領域６１１、に含まれるアイコン６３が、メイン入力面３２に入
力される選択操作によって選択可能な状態となる。
【００５３】
　以上のようなアクティブ領域６９の切り替えを実現するために、第三実施形態における
入力処理のＳ１０４（図８参照）では、メイン入力面３２上に描かれた矢印の向く方向が
、入力座標系における特定方向ＳＤｘ，ＳＤｙとされる。そしてＳ１０４においては、こ
れら特定方向ＳＤｘ，ＳＤｙに対応する方向が対応方向ＣＤｘ，ＣＤｙとされて、現在の
アクティブ領域６９の対応方向ＣＤｘ，ＣＤｙに非アクティブな領域があるか否かが、表
示制御部５３（図１参照）により判定される。
【００５４】
　ここまで説明した第三実施形態でも、操作者は、メイン入力面３２への入力を継続した
ままで、アクティブ領域６９の切替操作と、アイコン６３を選択する選択操作とを連続し
て実施できる。したがって、所望のアイコン６３を選択する操作の煩雑化は、第三実施形
態による表示システム３００でも回避可能となる。
【００５５】
　（第四実施形態）
　図１４，１５に示す本発明の第四実施形態は、第一実施形態のさらに別の変形例である
。第四実施形態における表示制御部５３（図１参照）は、予め規定された時間（例えば０
．５～１．０秒程度）内にて指Ｆによりメイン入力面３２に入力される二回のタップ操作
（以下、「ダブルタップ操作」という）を、切替操作として記憶している。以下、第四実
施形態にてメイン入力面３２への入力により、アクティブ領域６９を移動させる操作を、
図１４に基づいて説明する。
【００５６】
　図１４Ａに示すように、一本の指Ｆによるダブルタップ操作がメイン入力面３２へ入力
されると、アクティブ領域６９は、表示領域６１１から、図１４Ｂに示すように、当該領
域６１１の反時計回りの方向に位置する表示領域６２１へと移動する。さらに、指Ｆによ
るダブルタップ操作がメイン入力面３２へ入力されると、アクティブ領域６９は、表示領
域６２１から、図１４Ｃに示すように、当該領域６２１の反時計回りの方向に位置する表
示領域６２２へと移動する。そして、指Ｆによるダブルタップ操作がさらにメイン入力面
３２へ入力されると、アクティブ領域６９は、表示領域６２１から、当該領域６２１の反
時計回りの方向に位置する表示領域６１２へと移動する。
【００５７】
　以上のようなアクティブ領域６９の反時計回りの移動を実現するために、表示制御部５
３（図１参照）にて実施される入力処理が、図１５に示されている。図１５の入力処理に
おいて、Ｓ４０１～Ｓ４０４は、第一実施形態のＳ１０１～Ｓ１０３，Ｓ１０５（図８参
照）と実質的に同一である。Ｓ４０５では、直前までアクティブ領域６９とされていた表
示領域に対し、反時計回りの方向に位置する非アクティブな領域を、新たにアクティブ領
域６９に変更し、Ｓ４０１に戻る。
【００５８】
　ここまで説明した第四実施形態でも、操作者は、メイン入力面３２への入力を継続した
ままで、アクティブ領域６９の切替操作と、アイコン６３を選択する選択操作とを連続し
て実施できる。加えて、ダブルタップ操作という入力容易な操作が切替操作とされること
により、操作者は、連続的な切替操作及び選択操作を容易に実施できるようになる。
【００５９】
　（他の実施形態）
　以上、本発明による複数の実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限
定して解釈されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々の実施形
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態及び組み合わせに適用することができる。
【００６０】
　図１６Ａに示すように、表示座標系の例えばｘ軸方向に並ぶ三つの表示領域６１１，６
１２，６１３が、表示画面５２に規定されたとする。こうした場合では、特定方向ＳＤｘ
への二本の指Ｆによるフリック操作につき、当該特定方向ＳＤｘへの二本の指Ｆの移動量
に基づいて、アクティブ領域６９の移動先が決定される。具体的には、フリック操作にお
いて、特定方向ＳＤｘへの二本の指Ｆの移動量が閾値を下回っている場合には、図１６Ｂ
に示すように、アクティブ領域６９は、表示領域６１１から当該領域６１１の対応方向Ｃ
Ｄｘにて接する表示領域６１２に移動する。尚、移動量の閾値は、例えばメイン入力面３
２のｘ軸方向の長さの半分程度である。
【００６１】
　対して、特定方向ＳＤｘへの二本の指Ｆの移動量が上述の閾値を超えていた場合には、
図１６Ｃに示すように、アクティブ領域６９は、対応方向ＣＤｘにて表示領域６１２を挟
んで表示領域６１１とは反対側に位置する６１３まで、表示領域６１１から移動する。以
上のように、三つ以上の表示領域が表示画面５２に並ぶ場合には、中間に位置する表示領
域６２１をスキップするアクティブ領域６９の移動が可能となることにより、表示システ
ムの操作性は、いっそう向上する。
【００６２】
　また、図１６に示すように、各サブ入力面３５，３６は、タッチパッドから省略されて
いてもよい。又は、各サブ入力面３５，３６のうちいずれか一方が、タッチパッドに設け
られていてもよい。このように各サブ入力面３５，３６をタッチパッドから省くことによ
り、メイン入力面３２の面積が確保され易くなる。
【００６３】
　さらに、表示画面において表示領域を規定する形態は、上記実施形態のものに限定され
ない。例えば、表示画面５２のｙ軸方向に三つ以上の表示領域が規定されていてもよい。
加えて、各表示領域の各面積は、互いに異なっていてもよい。加えて、上述のフォーカス
６４に替えて、メイン入力面への入力位置に応じて表示画面上を移動し、各アイコン６３
と重畳されるポインタが、アクティブ領域に表示されていてもよい。
【００６４】
　また加えて、表示制御部又は操作制御部に予め規定される切替操作は、操作者によって
変更可能であってもよい。例えば、上記第一実施形態のような二本の指によるフリック操
作に替えて、第二実施形態のような円を描く操作及び第四実施形態のような複数回のタッ
プ操作等が切替操作に設定できるよう、表示システムが構成されていてもよい。さらに、
複数の切替操作のうち、いずれか一つにでも該当する操作が入力されることにより、アク
ティブ領域が切り替えられる表示システムであってもよい。
【００６５】
　上記実施形態では、表示領域に表示される画像として、オーディオステータス画像とエ
アコンステータス画像を例示した。しかし、各表示領域に表示される画像は、上述の画像
に限定されない。これらの画像以外でも、例えば車両の周囲を撮影した撮影画像や、目的
地へ誘導するための地図画像等が、表示領域のいずれかに表示されてよい。
【００６６】
　上記実施形態では、液晶ディスプレイ５１が、特許請求の範囲に記載の「表示画面」を
形成していた。しかし、プラズマディスプレパネルを用いた表示器及び有機ＥＬを用いた
表示器等が「表示画面」を形成していてもよい。さらに、例えばウィンドウシールド及び
インスツルメントパネルの上面に設けたコンバイナ等を「表示画面」とし、プロジェクタ
等の投影手段によって、これらウィンドウシールド及びコンバイナ等に画像を投影する表
示装置が表示システムに含まれていてもよい。
【００６７】
　上記実施形態では、特定方向及び対応方向は、共に入力座標系又は表示座標系における
いずれかの軸方向に沿っていた。しかし、表示画面に並ぶ各表示領域に配置に応じて、こ
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【００６８】
　上記第一実施形態等では、入力された操作が切替操作であるか否を判定する処理及びア
クティブ領域６９を切り替える処理を、表示制御部５３が実施していた。一方、上記第二
実施形態では、これらの処理を操作制御部３３が実施していた。こうした「判定手段」及
び「切替手段」に相当する機能は、表示装置の有する表示制御部によって果たされてもよ
く、又は操作装置の有する操作制御部によって果たされていてもよい。さらに、「判定手
段」及び「切替手段」に相当する機能は、表示制御部及び操作制御部の協働によって果た
されていてもよい。或いは、「判定手段」及び「切替手段」に相当する機能を果たす回路
又は装置が、上述の表示制御部及び操作制御部とは別に表示システムに設けられていても
よい。尚、各機能を果たす制御部、回路、及び装置等は、プログラムを実行することによ
り所定の機能を果たす構成であってもよく、又はプログラムによらないで所定の機能を果
たす構成であってもよい。
【符号の説明】
【００６９】
ＳＤｘ，ＳＤｙ　特定方向、ＣＤｘ，ＣＤｙ　対応方向、Ｆ　指（操作体）、２０，２２
０　操作装置、３１　タッチパッド、３２　メイン入力面（入力面）、３３　操作制御部
（切替手段，判定手段）、３５　第一サブ入力面、３６　第二サブ入力面、４０　表示装
置、５１　液晶ディスプレイ、５２　表示画面、５３　表示制御部（切替手段，判定手段
）、６０，６１１，６１２，６２１，６２２　表示領域、６３　アイコン（選択画像部）
、６４　フォーカス、６８　アクティブ指示枠、６９　アクティブ領域、１００，２００
，３００　表示システム

【図１】

【図２】

【図３】
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