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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のセンサ部と、
前記センサ部からの信号に基づいて時々刻々と変化する複数の動的画像を生成する信号処
理部と、
前記複数の動的画像のうち、選択された少なくとも1つの画像を個別のウィンドウを用い
て表示する情報表示部と、
操作対象となる表示中の動的画像を特定する操作対象特定部と、
前記動的画像に関連する複数のメニュー項目を階層構造で記憶するメニュー記憶部と、
メニュー選択に使用する回転操作部と、
前記回転操作部の操作に応じて、前記動的画像を表示画面上に表示した状態で、前記回転
操作部が配置された側の前記表示画面の縁部から、前記操作対象特定部で特定された動的
画像に対応する前記メニュー項目を前記表示画面の一部に表示し、表示したメニュー項目
を前記回転操作部の回転操作に連動してスクロールさせるとともに、前記信号処理部に対
してメニュー実行指示を出力するメニュー表示部と、
を備え、
前記信号処理部は、前記メニュー表示部のメニュー実行指示に基づき、動的画像を生成し
、表示中の動的画像を更新することを特徴とする情報表示装置。
【請求項２】
請求項１に記載の情報表示装置において、
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前記センサ部は、魚群探知用のセンサ部、レーダ映像生成用のセンサ部、プロッタに位置
情報を与えるセンサ部、の少なくとも１つを含むことを特徴とする情報表示装置。
【請求項３】
請求項１に記載の情報表示装置において、
前記メニュー表示部は、仮想的に環状に並べたメニュー項目の一部のみを前記表示画面上
に表示するようにし、
前記回転操作部の回転操作に応じて前記メニュー項目を環状にスクロールさせることを特
徴とする情報表示装置。
【請求項４】
請求項３に記載の情報表示装置において、
前記回転操作部は、前記仮想的に環状に並べたメニュー項目の円周内に配置され、
前記メニュー項目は、前記回転操作部の回転操作に連動して、前記回転操作部の周りを環
状にスクロールすることを特徴とする情報表示装置。
【請求項５】
請求項１から４の何れかに記載の情報表示装置において、
前記メニュー表示部は、上位階層に分類されたメニュー項目の選択指示を受付けると、当
該選択されたメニュー項目の下位階層に分類されたメニュー項目を表示するとともに、既
選択済の上位階層メニュー項目の一部または全部を表示画面上に残しておくことを特徴と
する情報表示装置。
【請求項６】
請求項１から５の何れかに記載の情報表示装置において、
前記メニュー表示部は、表示中のメニュー項目に下位階層が存在するか否かを識別するた
めの情報を表示することを特徴とする情報表示装置。
【請求項７】
請求項６に記載の情報表示装置において、
前記メニュー表示部は、上位階層のメニュー項目の表示時に、当該メニュー項目の下位階
層に２つのメニュー項目が存在する場合と、３つ以上のメニュー項目が存在する場合とで
、メニュー項目の一部又は全部を異なった表示にすることを特徴とする情報表示装置。
【請求項８】
請求項６に記載の情報表示装置において、
前記メニュー表示部は、表示中のメニュー項目の下位階層がＯＮとＯＦＦの２つのメニュ
ー項目からなる場合には、メニュー項目とともに、表示中のメニュー項目のＯＮ／ＯＦＦ
情報を同時に表示することを特徴とする情報表示装置。
【請求項９】
請求項１から７の何れかに記載の情報表示装置において、
前記メニュー表示部は、上位階層のメニュー項目の表示時に、メニュー項目の表示内容と
して、現在実行中の下位階層のメニュー内容を表示することを特徴とする情報表示装置。
【請求項１０】
請求項１から９の何れかに記載の情報表示装置において、
前記メニュー記憶部は、複数のメニュー群を有し、
メニュー表示部は、前記複数のメニュー群から予め設定された１つのメニュー群を選択し
、前記回転操作部を用いたメニュー選択時に前記選択したメニュー群に含まれるメニュー
項目の中からメニュー選択を行うことを特徴とする情報表示装置。
【請求項１１】
請求項１から１０の何れかに記載の情報表示装置において、
前記メニュー表示部は、表示するメニュー項目を所定の透過率を有するメニューアイコン
として、表示画面上に表示中の動的画像に重畳して表示することを特徴とする情報表示装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、リアルタイム性を有する複数の動的画像を、１つの表示画面に統合して表示す
る情報表示装置のメニュー選択に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
近年、レーダ装置、プロッタ、魚群探知機、ファックス、ＡＩＳ（Automatic Identifica
tion System）などの船舶に搭載される各種情報処理端末をネットワークを用いて融合さ
せ、これらの情報を１つの表示画面上に表示する情報表示装置の開発が進められている（
特許文献１、２）。
このような情報表示装置は、複数のセンサからの信号を用いて動的な情報を生成し、該生
成した情報をリアルタイムに１つの表示画面上に表示する。これにより、海上での衝突予
防援助情報や、航海情報、或いは漁労情報などの多種多様な情報をユーザに提供している
。
【０００３】
図９は、従来の情報表示装置の操作手法を説明するための説明図である。図９に示すよう
に従来の情報表示装置は、操作部に設けられた複数のボタン３００にそれぞれ対応するメ
ニューの内容を表示画面上に表示し、階層化したメニュー項目から所望のメニュー項目を
ユーザに選択させている。
【特許文献１】特開平１１－３４４５５４号公報
【特許文献２】特開２００２－３２８１５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、物理的に個数が限られたボタン３００を用いて、多数の選択肢から所望の
項目を選択させるためには、各ボタン３００に応じたメニュー項目を深い階層まで階層付
けする必要があり、所望のメニューを選択するまでユーザに多くの操作を強いることとな
り、ユーザによる操作性が低下するという問題がある。また、物理的に離れたボタン３０
０を操作してメニュー選択を行うため、常に揺れている船上では、操作し辛いといった問
題もある。
【０００５】
さらに、図１０に示すように、遠隔操作可能なコントローラ４００を用いて情報表示装置
を操作する場合には、コントローラ４００に設けられたボタン３００と情報表示装置の表
示部とが離れているため、ボタン３００と表示画面上に表示されたメニューの内容との対
応関係がわかりにくく、操作し辛いといった問題がある。
【０００６】
特に、レーダ装置や魚群探知機等の各種情報処理端末から送信される種々の情報を統合し
て表示する情報表示装置においては、各種情報処理端末の諸機能に応じた機能選択を簡易
に行えることが肝要であり、多機能化する各種情報端末に応じた設計自由度の高い機能選
択手法の開発が望まれている。
【０００７】
本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、１つの表示画面上に各種情報処理
端末から得られた動的な情報をリアルタイムに表示した状態で、ユーザが簡単な操作によ
って所望の機能選択を実行することができる情報表示装置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】
【０００８】
前記課題を解決するために、本発明は、複数のセンサ部と、前記センサ部からの信号に基
づいて時々刻々と変化する複数の動的画像を生成する信号処理部と、前記複数の動的画像
のうち、選択された少なくとも1つの画像を個別のウィンドウを用いて表示する情報表示
部と、操作対象となる表示中の動的画像を特定する操作対象特定部と、前記動的画像に関
連する複数のメニュー項目を階層構造で記憶するメニュー記憶部と、メニュー選択に使用
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する回転操作部と、前記回転操作部の操作に応じて、前記動的画像を表示画面上に表示し
た状態で、前記回転操作部が配置された側の前記表示画面の縁部から、前記操作対象特定
部で特定された動的画像に対応する前記メニュー項目を前記表示画面の一部に表示し、表
示したメニュー項目を前記回転操作部の回転操作に連動してスクロールさせるとともに、
前記信号処理部に対してメニュー実行指示を出力するメニュー表示部と、を備え、前記信
号処理部は、前記メニュー表示部のメニュー実行指示に基づき、動的画像を生成し、表示
中の動的画像を更新することを特徴とする。

【０００９】
前記センサ部は、例えば、魚群探知用のセンサ部、レーダ映像生成用のセンサ部、プロッ
タに位置情報を与えるセンサ部を含み、信号処理部は、センサ部からの信号に基づいて、
魚群探知機の画像、レーダ画像、プロッタ画像の、時々刻々と変化する動的画像を生成す
る。
メニュー選択時には、この動的画像を表示した状態で、表示画面上の一部の領域にメニュ
ー項目を表示し、前記回転操作部の回転操作に連動して表示したメニュー項目をスクロー
ルさせ、メニュー選択を行う。これにより、ユーザは時々刻々と変化する動的画像を確認
しながら、メニュー項目の選択を回転操作部のみを操作することに行うことができ、動揺
の大きい船上であっても容易に情報表示装置の操作を行うことが可能になる。
【００１０】
また、前記メニュー表示部によるメニュー項目の表示は、仮想的に環状に並べたメニュー
項目の一部のみを前記表示画面上に表示するようにし、前記回転操作部の回転操作に応じ
て前記メニュー項目を環状にスクロールさせる。この時、前記回転操作部は、前記環状に
並べたメニュー項目の円周内に配置し、前記メニュー項目を前記回転操作部の回転操作に
連動して環状にスクロールさせる。これにより、表示画面上に表示したメニュー項目の動
きと前記回転操作部の回転操作とに、より一体感が生まれ、ユーザ操作性をさらに高める
ことが可能になる。
【００１１】
また、前記メニュー表示部は、現在表示されているメニュー項目の内容だけでなく、階層
に関する情報をも同時に表示するようにしてもよい。例えば、上位階層に分類されたメニ
ュー項目の選択指示を受付けると、当該選択されたメニュー項目の下位階層に分類された
メニュー項目を表示するとともに、既選択済の上位階層メニュー項目の一部または全部を
表示画面上に残すようにしたり、また、表示中のメニュー項目に下位階層が存在するか否
かを識別するための情報を表示するようにしてもよい。これにより、ユーザは現在選択中
のメニュー項目の階層を認識しながらメニュー選択を行うことができ、ユーザ操作性を高
めることが可能になる。
【００１２】
また、前記メニュー表示部は、上位階層のメニュー項目の表示時に、当該メニュー項目の
下位階層に２つのメニュー項目が存在する場合と、３つ以上のメニュー項目が存在する場
合とで、メニュー項目の一部又は全部を異なった表示にする。例えば、表示中のメニュー
項目の下位階層がＯＮとＯＦＦの２つのメニュー項目からなる場合には、メニュー表示部
は、メニュー項目とともに、表示中のメニュー項目のＯＮ／ＯＦＦ情報を同時に表示する
。これにより、下位階層のメニュー項目を表示することなく、上位階層のメニュー項目を
表示したままで下位階層のＯＮ／ＯＦＦの選択が可能になる。
【００１３】
また、前記メニュー表示部は、上位階層のメニュー項目の表示時に、メニュー項目の表示
内容として、現在実行中の下位階層のメニュー内容を表示するようにしてもよい。これに
より、下位階層のメニュー項目を表示させなくてもユーザは現在実行中のメニュー項目を
視認することができる。
【００１４】
さらに、本発明は、前記メニュー記憶部が複数のメニュー群を有し、メニュー表示部が、
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前記複数のメニュー群から予め設定された１つのメニュー群を選択し、前記回転操作部を
用いたメニュー選択時に前記選択したメニュー群に含まれるメニュー項目の中からメニュ
ー選択を行うようにしてもよい。つまり、初級者用、中級者用、上級者用などの複数のメ
ニュー群を予め用意しておき、ユーザが自己の熟練度に応じたメニュー群を選択して、メ
ニュー選択を行えるようにする。これにより、ユーザによる操作利便性を向上させること
が可能になる。
【００１５】
また、前記メニュー表示部は、表示するメニュー項目を所定の透過率を有するメニューア
イコンとして、表示画面上に表示中の動的画像に重畳して表示してもよい。
【発明の効果】
【００１６】
本発明によれば、ユーザは、表示中のリアルタイム性を有する動的画像を監視しながら、
回転操作部を用いて表示中の動的画像の機能選択を直感的に行うことが可能になる。また
、複数のメニュー項目の選択を1つの回転操作部を用いてソフト的な処理で実行するよう
にしたことにより、１つの階層で選択可能なメニュー項目数に特に制約を受けず、メニュ
ー項目数を自由に増減させることができ、設計の自由度を大幅に向上させることが可能に
なる。
【００１７】
さらに本発明によれば、メニューを表示する際に、メニューアイコン中にメニュー項目の
階層に関する情報を同時に表示するため、表示画面上のメニューアイコン内に表示された
情報を頼りに、直感的なメニュー選択を行うことが可能になり、ユーザによるメニュー選
択をより一層容易にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
（実施の形態１）
以下、本発明の実施の形態１による情報表示装置について図面を参照しながら説明する。
図１は、本発明の実施の形態１による情報表示装置の構成の一例を示すブロック図であり
、図２は、本発明の実施の形態１による情報表示装置の１つの表示例を示す図である。
【００１９】
図１において、本発明の実施の形態１による情報表示装置は、各種センサ１と、信号処理
装部２と、情報表示部３と、ディスプレイ４と、操作部５と、制御部６と、メニュー記憶
部７と、指示対象表示部８と、メニュー表示部９とからなり、操作部５は、ウィンドウ選
択部５１と、回転操作部５２と、リターン操作部５３とから構成される。
【００２０】
各種センサ１は、例えば、図１に示すような魚群探知用センサ、レーダ映像生成用センサ
、航跡等を表示するプロッタに位置情報を与える位置センサ（プロッタ用センサ）である
。魚群探知用センサは水中に超音波信号を送受信する振動子を含み、該振動子で受信した
エコーを予め決められたフォーマットのデータに変換して信号処理部２に出力する。レー
ダ映像生成用センサはレーダアンテナを含み、レーダアンテナで受信したエコーを予め決
められたフォーマットのデータに変換して信号処理部２に出力する。プロッタ用センサは
自船位置を検出するためのＧＰＳ受信機などであり、表示画面に表示された地図上に自船
位置を表示するために、プロッタ用センサで検出した位置情報を信号処理部２に出力する
。
【００２１】
信号処理部２は、ＣＰＵ等の情報処理部であり、各種センサ１から得られた信号を用いて
時々刻々と変化する少なくとも１つ以上の動的な情報を生成する。情報表示部３は、信号
処理部２で生成した動的な情報を予め決められた、或いはユーザによって選択された表示
モードでディスプレイ４上に表示する。なお、表示モードとは、表示画面の分割数などの
表示形態と、分割子画面に表示する動的画像の内容（例えばレーダ、魚探、プロッタなど
）の情報を少なくとも含む。これにより、複数のセンサ信号に基づいて生成した時々刻々
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と変化する複数の動的画像が１つの表示画面上に統合して表示される。
【００２２】
ウィンドウ選択部５１は、メニュー選択の対象となるウィンドウを選択する。図２に示す
ように、表示画面を２分割して個別に異なる情報（例えば、一方の表示領域にレーダ画像
、他方の表示領域に魚群探知機の探知画像）を表示するような場合、ウィンドウ選択部５
１の操作によって、メニュー選択を行う対象が切り替えられる。図２の例では"ＳＥＬＥ
ＣＴ"ボタンがウィンドウ選択部５１に相当し、図２の"ＳＥＬＥＣＴ"ボタンが押下され
る度にメニュー選択の対象が、Ｗｉｎｄｏｗ １とＷｉｎｄｏｗ ２とで切り替えられる。
図２の点線で囲った領域が現在選択されている領域を示す。そして、図２に示すように、
Ｗｉｎｄｏｗ １が選択された状態で回転操作部５２が操作されると、Ｗｉｎｄｏｗ ２に
表示中の情報に関するメニュー項目を選択するためのメニューアイコンが表示される。
【００２３】
回転操作部５２は、メニュー項目を選択するための選択手段であり、例えば、ロータリー
エンコーダ等の回転角度検出手段により構成される。ユーザによる回転操作が行われた場
合、回転操作部５２は回転操作が行われたことを検知して制御部６に対してメニュー項目
を表示画面上に表示する旨の指示を出す。また、回転操作部５２は、ユーザによる操作量
、つまり回転操作部５２の回転角を検知し、表示したメニュー項目のスクロール量の指示
を制御部６に対して行う。また、回転操作部５２は、ユーザによる押下操作を検知してユ
ーザが選択したメニュー項目の実行指示を出す。このように、回転操作部５２によってユ
ーザによる一連のメニュー選択を実行できるようにしたことにより、物理的に離れた位置
に配置されたボタン（ハードキー）を用いてメニュー選択する場合の不憫さを解消し、動
揺の大きい船上においても、ユーザによるメニュー選択を容易に行うことが可能になる。
　
【００２４】
リターン操作部５３は、１つ前の状態に戻す操作を行うためのキーである。図２の例では
"ＢＡＣＫ"ボタンがリターン操作部５３に相当する。例えば、回転操作部５２の操作によ
ってメニュー表示がなされた状態で"ＢＡＣＫ"ボタンが押下されると、一つ前の状態、つ
まり表示画面上にメニュー表示がなされていない状態に戻る。また、上位階層のメニュー
項目を選択後、下位階層のメニュー項目表示時に"ＢＡＣＫ"ボタンが押下されると、一つ
前の状態、つまり上位階層のメニュー項目の表示状態に戻る。
【００２５】
制御部６は、ユーザインターフェイスである操作部５から出力された操作信号をうけ、ユ
ーザ操作に基づく所定の処理を各処理部に実行させる。
【００２６】
メニュー記憶部７は、例えば、レーダ用の複数のメニュー項目からなるメニューグループ
、魚群探知機用の複数のメニュー項目からなるメニューグループ、プロッタ用の複数のメ
ニュー項目からなるメニューグループのように、各種センサ１からの信号を用いて生成さ
れる動的画像にそれぞれ対応したメニューグループを記憶保持している。各メニューグル
ープを構成するメニュー項目はそれぞれ図３に示すような階層構造をとっている。
【００２７】
指示対象表示部８は、メニュー選択の対象となる動的画像を特定するためのものであり、
ここでは、図２に示すように、メニュー選択の対象となる画面を特定する太い点線枠を表
示画面上に表示する。指示対象表示部８は、制御部６からの制御信号に基づいて、メニュ
ー選択の対象となるウィンドウを切替える。
【００２８】
メニュー表示部９は、ディスプレイ上に表示中の動的な画像に重畳してメニュー記憶部７
に記憶されている所定のメニュー項目に対応するメニューアイコンを表示するとともに、
操作部５からの指示に基づいて表示したメニューアイコンを移動させる。メニュー表示部
９は、あたかも、仮想的に環状に配列したメニューアイコンの一部が表示画面上に表示さ
れているようにメニューアイコンの表示位置を制御し、回転操作部５２の回転操作に連動
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して新たなメニューアイコンが表示画面の縁部から次々と表れるようにメニューアイコン
を環状にスクロールさせる。この時、図２に示すように、回転操作部５２をディスプレイ
近傍に配置し、メニューアイコンが回転操作部５２の周りを移動するように制御する。こ
れにより、表示画面上に表示されたメニューアイコンのスクロールと回転操作部５２の回
転操作に一体感を持たせることができる。
【００２９】
また、表示画面を分割してそれぞれの子画面で複数の動的画像を表示する場合、メニュー
アイコンは、画面分割された境界線上に跨って表示するようにしてもよい。これにより、
メニューアイコンは等分割されたそれぞれの子画面に同じ割合で重畳することとなり、表
示中の動的画像を極力隠すことなく、メニュー選択を行うことが可能になる。また、メニ
ュー表示部９が表示するメニューアイコンは、ディスプレイ４上に表示されている動的な
情報の視認性を妨げないため、所定の透過率を有するメニューアイコンとするのが好まし
い。表示されるメニューアイコンは、表示中の動的画像の視認性を妨げないような大きさ
とし、表示画面全体の１０％以下あるいは５％以下の領域に表示することが好ましく、さ
らに表示画面の端付近に表示することが望ましい。
【００３０】
また、メニュー表示部９は、選択対象となっているメニュー項目をわかりやすくユーザに
視認させるため、選択対象となっているメニュー項目を表示色が異なるメニューアイコン
（灰色）で表示し、さらに、他のメニューアイコンよりも突出した位置に表示する。この
ように選択対象となっているメニューアイコンを他のメニューアイコンよりも突出した位
置に表示することにより、色覚異常のユーザであっても容易に選択対象のメニューアイコ
ンを特定することが可能になる。
【００３１】
また、図２に示す例では、メニュー表示部９がメニュー項目とともに、楕円マーク１００
と三角マーク１０１を表示している。楕円マーク１００は、表示中のメニュー項目に下位
の階層があり、その下位階層がＯＮとＯＦＦのように２つの選択肢からなることを示す。
さらに、メニュー項目に対応する機能（コマンド）を実行中であるか否かを、楕円マーク
１００の点灯、消滅で表示している。これにより、上位階層のメニュー項目を表示したま
ま実行指示を出せばＯＮ／ＯＦＦの切替えを行うことができ、下記階層のメニュー項目を
表示することなくメニュー選択を行うことが可能になる。なお、下位階層のメニュー項目
はＯＮ／ＯＦＦの２つの選択肢からなるメニュー項目のみに限定されず、例えば、最下位
階層のメニュー項目が２つの選択肢からなるメニュー項目である場合でも、メニュー項目
の内容をメニュー項目の実行指示に応じて切替表示することにより、下位階層のメニュー
項目を表示せずにメニュー選択を実行させることが可能である。
【００３２】
また、図２中の三角マーク１０１は、表示中のメニュー項目に下位の階層があり、その下
位階層に３つ以上の選択肢があることを示す。三角マーク１０１が表示されているメニュ
ー項目が選択されると、選択された階層のメニューアイコンが表示画面上から消え、下位
階層のメニュー項目のメニューアイコンが表示される。なお、図４（ｅ）に示すように選
択元のメニューアイコンの一部を表示画面上に残しておくようにしてもよく、この場合、
上位の階層から移動してきたことをユーザに視認させることができる。
【００３３】
また、楕円マーク１００と三角マーク１０１の何れのマークも付されていないメニュー項
目は、最下位層のメニュー項目（下位階層がないメニュー項目）を示し、当該メニュー項
目が選択されることにより、該メニュー項目に対応する機能（コマンド）が実行される。
このように、メニューアイコン中にメニュー項目の階層に関する情報を付すことにより、
ユーザの操作性をより一層向上させることができる。
【００３４】
次に、本発明の実施の形態１による情報表示装置の操作処理について図４、図５を用いて
説明する。
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図４は、本発明の実施の形態１による情報表示装置の動作を説明するための説明図であり
、ユーザによる操作に応じた表示画面上の変化の一例を示したものである。ここでは、図
４（ａ）から（ｆ）の順で表示状態が変化する。図５は、メニュー選択の対象となるウィ
ンドウが選択された後のメニュー選択処理を説明するフローチャートである。
【００３５】
ユーザは、先ずメニュー選択の対象を特定するため、ウィンドウ選択部５１を操作する。
図４（ａ）では、"ＳＥＬＥＣＴ"ボタンが図１のウィンドウ選択部５１に相当する。"Ｓ
ＥＬＥＣＴ"ボタンが押下される度に子画面を囲む太い点線枠が移動し、メニュー選択の
対象とするウィンドウが特定される。
【００３６】
この状態で回転操作部５２の回転操作が行われると、回転操作部５２から制御部６にメニ
ュー表示指示が発せられ（Ｓ１０１）、制御部６はメニュー選択の対象となっている子画
面に表示中の動的画像に対応するメニューをメニュー記憶部７から読み出す。そして、読
み出したメニューの最上位階層のメニュー項目をメニュー表示部９に表示させる（Ｓ１０
２）。
【００３７】
なお、ステップＳ１０１のメニュー表示指示は、回転操作部５２の回転操作の他、回転操
作部５２の押下或いは他のボタンによる操作をトリガとして行ってもよい。また、メニュ
ー項目の表示手法としては、図４（ｂ）に示すように、メニューアイコンを画面側面から
スライドインさせたり、メニュー表示指示を受けた瞬間にメニューアイコンを表示させる
等、種々の表示方法が考えられる。
【００３８】
メニュー表示後に、制御部６が回転操作部５２の回転操作を検出する（Ｓ１０３）と、制
御部６はメニュー表示部９を制御し、表示したメニューアイコンを回転操作部５２の回転
操作に連動して環状にスクロールさせる（Ｓ１０４）。メニューアイコンは、図４（ｃ）
に示すように、回転操作部５２の周りを回転操作部５２の回転操作に連動して環状に移動
する。これにより、ユーザの回転操作部５２の操作に連動したメニューアイコンのスクロ
ールを実現でき、ユーザに対して直感的な操作感を与えることが可能になる。
【００３９】
次に、ユーザが回転操作部５２を押下することによりメニュー項目の実行指示が発令され
ると、制御部６はメニュー項目の実行指令を受付け（Ｓ１０５）、選択されたメニュー項
目に下位階層があるか否かを判断する（Ｓ１０６）。
【００４０】
下位階層がない場合、制御部６は選択されたメニュー項目に対応するコマンドの実行指令
を信号処理部２に対して行う（Ｓ１０９）。一方で、下位階層がある場合、制御部６は下
位階層のメニュー項目がＯＮ／ＯＦＦの選択肢からなるメニュー項目であるか否かを判断
する（Ｓ１０７）。
【００４１】
下位階層を構成するメニュー項目がＯＮ／ＯＦＦの場合には下位階層のメニュー項目を表
示せずに、制御部６が信号処理部２に対してＯＮ／ＯＦＦの切り替え指示を行う（Ｓ１０
９）とともに、メニューアイコン中の楕円マーク１００の点灯、消滅を、メニュー項目の
実行状況に応じて切替える旨の指示を出す。
【００４２】
下位階層を構成するメニュー項目がＯＮ／ＯＦＦでない場合には、更なる選択操作が必要
であるため、選択された上位階層のメニュー項目を収納し、下位階層のメニュー項目を表
示する（Ｓ１０８）。この様子が図４の（ｄ）に相当する。この時、現在表示中のメニュ
ーアイコンが下位階層のメニュー項目であることをユーザに知らせるため、既選択済の上
位階層のメニューアイコンの一部または全部を表示画面上に表示しておく（図４（ｅ））
。なお、下位階層のメニュー項目が表示された後の処理については、前述したステップＳ
１０３からステップＳ１０７の処理が同様に行われる。
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【００４３】
そして、ステップＳ１０９により選択されたメニュー項目に対応するコマンドの実行指令
が発令されると、制御部６は信号処理部２に指示された処理を実行させ、処理結果を表示
画面上に表示する。この時、メニューアイコンは表示したままで、メニュー選択後の処理
結果を表示画面上に表示された動的画像に反映させる。これにより、選択したメニューの
反映状況を表示画面上で確認しながら、さらなるメニュー選択を行うか否かを選択するこ
とが可能になる。
【００４４】
制御部６は、選択されたメニュー項目に対応するコマンド実行後、一定期間内に更なるコ
マンドの実行指令が発令されない場合、メニュー表示部９を制御して表示中のメニューア
イコンを収納し（Ｓ１１０）、メニュー選択処理を終了する（図４（ｆ））。なお、図５
には示していないが、制御部６は、これ以外にも、予め決められた所定の時間内に、さら
なるメニュー選択操作が行われなかったことを検出してメニュー項目の収納を行う。
【００４５】
図６は、本発明の実施の形態１による情報表示装置のメニューアイコンの表示手法を説明
するための説明図である。
【００４６】
制御部６は、メニューアイコンを表示する際に先ず、下位階層のメニュー項目が存在する
か否かを判断する（Ｓ２０１）。下位階層のメニュー項目が存在しない場合には、メニュ
ー項目に対応する表示情報のみをメニュー表示部９に表示させる（Ｓ２０２）。図３に示
したメニュー一覧を用いて説明すると、"Ｂ"の第２階層がこのステップＳ２０２の表示処
理に該当し、メニュー項目に対応する表示情報として、"Ｂ－ａ"、"Ｂ－ｂ"、"Ｂ－ｃ"が
表示される。この際、図２に示した楕円マーク１００や三角マーク１０１は表示されない
。なお、下位階層の"Ｂ－ａ"、"Ｂ－ｂ"、"Ｂ－ｃ"のメニュー表示時に、現在実行中のメ
ニューに色付けする等、現在実行中のメニュー項目が認識できるような表示を行う。
【００４７】
下位階層のメニュー項目が存在する場合、制御部６は、下位階層を構成するメニュー項目
がＯＮ／ＯＦＦの２つ選択肢からなるメニュー項目であるか否かを判断する（Ｓ２０３）
。下位階層を構成するメニュー項目がＯＮ／ＯＦＦの２つ選択肢からなるメニュー項目で
ある場合には、現在の状態がＯＮとＯＦＦのいずれの状態にあるのかを判定する（ステッ
プＳ２０４）。下位階層を構成するメニュー項目がＯＮ／ＯＦＦでない場合には、ステッ
プＳ２０８に行く。
【００４８】
現在の状態がＯＮの場合には、当該メニュー項目に対応する機能がＯＮである旨を表示す
る（Ｓ２０５）。現在の状態がＯＦＦの場合には、当該メニュー項目に対応する機能がＯ
ＦＦである旨を表示する（Ｓ２０６）。この表示形態の一例が図２の楕円マーク１００で
ある。例えば、メニュー項目に対応する所定の機能がＯＮ状態である場合には、楕円マー
ク１００内を点灯させ、メニュー項目に対応する所定の機能がＯＦＦ状態である場合には
、楕円マーク１００内を消灯させる。なお、下位階層のメニュー項目がＯＮとＯＦＦ以外
であっても、下位階層の情報を文字で表現するなどすれば、いずれの下位階層のメニュー
項目が選択されているのかを表示することが可能になる。また、制御部６は、対象となっ
ているメニュー項目に対応する表示情報をメニュー表示部９に表示させる（Ｓ２０７）。
図３に示した例では、"Ａ"の第１階層がステップＳ２０４～ステップＳ２０７の表示処理
に該当し、メニュー項目に対応する表示情報として、"Ａ"が表示されるとともに、点灯或
いは消滅した楕円マーク１００が表示される。
【００４９】
ステップＳ２０３にて、下位階層を構成するメニュー項目がＯＮ／ＯＦＦの２つ選択肢か
らなるメニュー項目でないと判断された場合には、制御部６は、下位階層が存在する旨の
表示を行う（Ｓ２０８）。この表示形態の一例が図２の三角マーク１０１である。制御部
６は、さらに、次の階層が最下位の階層であるか否かの判定を行い（Ｓ２０９）、次の階
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層が最下位の階層である場合には、三角マーク１０１とともに、現在実行中の最下位階層
のメニュー項目に対応する表示情報をメニュー表示部９に表示させる（Ｓ２１０）。図３
に示した例では、"Ｂ"の第１階層がステップＳ２１０の表示処理に該当し、メニュー表示
としては、現在実行中のモード"Ｂ－ａ"、"Ｂ－ｂ"、"Ｂ－ｃ"のいずれかとともに、下位
の階層の存在を示す三角マーク１０１が表示される。これにより、上位階層"Ｂ"の選択時
に、下位階層"Ｂ－ａ"、"Ｂ－ｂ"、"Ｂ－ｃ"の何れを実行中であるのかの情報を得ること
ができ、ユーザによる操作性をさらに向上させることができる。
【００５０】
一方で、次の階層が最下位の階層でない場合には、制御部６は、対象となっているメニュ
ー項目に対応する表示情報をメニュー表示部９に表示させる（Ｓ２１１）。図３に示した
例では、"Ｃ"の第１階層がステップＳ２１１の表示処理に該当し、メニュー項目に対応す
る表示情報として "Ｃ"が表示されるとともに、下位の階層の存在を示す三角マーク１０
１が表示される。なお、制御部６は、次の階層が最下位の階層であるか否かに関わらず、
対象となっているメニュー項目に対応する表示情報をメニューアイコン中に表示させても
よい。
【００５１】
以上のように、本発明の実施の形態１による情報表示装置によれば、回転操作部５２を用
いた直感的な操作が可能になり、リアルタイム性を有する動的画像を常に監視しながら、
容易にメニュー選択を行うことが可能になる。また、選択対象となるメニュー項目の数を
ソフト的な処理で自由に変更することができるため、設計の自由度も大幅に向上する。
【００５２】
さらに、メニュー項目を表示する際に、メニューアイコン中にメニュー項目の階層に関す
る情報を同時に表示することにより、メニューアイコン内に表示された情報を頼りに、直
感的なメニュー選択を行うことが可能になり、ユーザによるメニュー選択をより一層容易
にすることができる。
【００５３】
なお、本発明の実施の形態１による情報表示装置では、ウィンドウ選択部５１と指示対象
表示部８によってメニュー選択の対象となるウィンドウを特定したが、例えば、ウィンド
ウ選択部５１及び指示対象表示部８を設けず、選択するメニュー項目の最上位階層を、ウ
ィンドウ選択を行うメニュー項目とし、前述の回転操作部５２の操作によってメニュー選
択の対象となる動的画像をも特定するようにしてもよい。
【００５４】
（実施の形態２）
次に、本発明の実施の形態２による情報表示装置について説明する。
本発明の実施の形態２による情報表示装置は、図７に示す、ユーザの熟練度に応じたメニ
ュー項目群を情報表示端末のメニュー記憶部７内に記憶している点において前述した本発
明の実施の形態１による情報表示装置と相違する。　
【００５５】
図７に示す例では、メニュー記憶部７が予め初級者・中級者・上級者用のメニュー群を保
持している。なお、このメニュー群はレーダ用の複数のメニュー項目からなるメニューグ
ループ、魚群探知機用の複数のメニュー項目からなるメニューグループ、プロッタ用の複
数のメニュー項目からなるメニューグループ等の、メニューグループ（図３）の集合であ
る。
【００５６】
そして、情報表示装置は、初期設定等のタイミングで、ユーザにこれら複数のメニュー項
目群の中から所望のメニュー項目群を選択させるようにし、ユーザによるメニュー表示指
示を受付けると、情報表示装置の制御部６は、予めユーザによって選択されたメニュー項
目群をメニュー記憶部７から読み出す。これにより、予めユーザの熟練度に応じたメニュ
ーを表示することが可能になる。もちろん、予め用意されるメニュー項目群は、ユーザが
自由にカスタマイズできるようにしてもよく、ユーザがよく使う機能のみ選択したメニュ
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ー項目群をメニュー記憶部７が保持するようにしてもよい。
また、メニュー項目群の選択はユーザによる事前設定だけでなく、例えば、ユーザが回転
操作部５２を長押したことをトリガに、メニュー項目群の変更を行うようにしてもよい。
【００５７】
（実施の形態３）
次に、本発明の実施の形態３による情報表示装置について説明する。
本発明の実施の形態３による情報表示装置は、図８に示すように、遠隔操作可能なコント
ローラ２００を用いて情報表示装置を操作する点において前述した本発明の実施の形態１
による情報表示装置と相違する。　
【００５８】
コントローラ２００は、情報表示装置に設けられている操作部５と同様に、ウィンドウ選
択部５１と、回転操作部５２と、リターン操作部５３とからなり、前述した本発明の実施
の形態１による情報表示装置の操作部５と同様の処理を行う。
【００５９】
なお、本発明は、本発明の各実施の形態で説明した発明の本旨を逸しない範囲で自由に設
計変更可能であり、本発明の各実施の形態で説明した内容に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の実施の形態１による情報表示装置の構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態１による情報表示装置の１つの表示例を示す図
【図３】本発明の実施の形態１による情報表示装置のメニュー記憶部に記憶されたメニュ
ーの一例を示す図
【図４】本発明の実施の形態１による情報表示装置の動作を説明するための説明図
【図５】本発明の実施の形態１による情報表示装置のメニュー選択対象が特定された後の
メニュー選択処理を説明するためのフローチャート
【図６】本発明の実施の形態１による情報表示装置のメニューアイコンの表示手法を説明
するための説明図
【図７】本発明の実施の形態２による情報表示装置のメニュー記憶部に記憶されたメニュ
ー項目群の一例を示す図
【図８】本発明の実施の形態３による情報表示装置の構成を示す図
【図９】従来の情報表示装置の構成を示す図
【図１０】従来の遠隔操作用の情報表示装置を示す図
【符号の説明】
【００６１】
１　各種センサ
２　信号処理部
３　情報表示部
４　ディスプレイ
５　操作部
６　制御部
７　メニュー記憶部
８　指示対象表示部
９　メニュー表示部
５１　ウィンドウ選択部
５２　回転操作部
５３　リターン操作部
１００　楕円マーク
１０１　三角マーク
２００、４００　コントローラ
３００　ボタン



(12) JP 5101373 B2 2012.12.19

【図１】 【図３】

【図５】 【図６】



(13) JP 5101373 B2 2012.12.19

【図７】 【図９】

【図１０】



(14) JP 5101373 B2 2012.12.19

【図２】

【図４】



(15) JP 5101373 B2 2012.12.19

【図８】



(16) JP 5101373 B2 2012.12.19

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ブライス　ピゾー
            フランス国　３２２　アンパス　デ　オッツ　テア４０３９０　サン　バルテレミ

    審査官  円子　英紀

(56)参考文献  特開２００４－３２６４０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２８８８００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２６０６６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２５０６７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１６３８００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１９１３００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００５－５０９９７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２０７５６１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０４８　　　
              Ｇ０６Ｆ　　　３／１４　　　　
              Ｇ０１Ｓ　　　７／０６　　　　
              Ｇ０１Ｓ　　　７／６２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

