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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  運転者から目視可能な位置に設けられたディスプレイと、
  センターコンソール上に設けられたアームレストと、
  前記アームレストの前方において前記センターコンソール上に設けられ、該アームレス
トに腕を載置した状態で操作可能なダイアルスイッチと、
  前記ダイアルスイッチの直前方において前記センターコンソール上に設けられ、前記ア
ームレストに腕を載置した状態で手指によって押し下げ操作可能な押し下げスイッチと、
  前記ダイアルスイッチの近傍でかつ前記押し下げスイッチの車幅方向延長範囲となる位
置において、前記センターコンソール上に設けられた音量調整スイッチと、
を備え、
  前記ダイアルスイッチおよび前記押し下げスイッチはそれぞれ、前記ディスプレイにお
ける画面操作用とされ、
　前記音量調整スイッチが、前記ダイアルスイッチの側方でかつ該ダイアルスイッチと前
後方向の前方側において一部重なる位置に設けられている、
ことを特徴とする車両用入力装置。
【請求項２】
請求項１において、
  前記ダイアルスイッチと押し下げスイッチとの少なくとも一方の操作に応じて、前記音
量調整スイッチによって音量調整される機器の種類が切換えられるようにされている、こ
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とを特徴とする車両用入力装置。
【請求項３】
請求項１または請求項２において、
  前記ダイアルスイッチは、前記ディスプレイに表示されている複数の表示モードの中か
ら１つの表示モードを選択する表示モード選択用とされ、
  前記押し下げスイッチは、前記複数種の表示モードのうちあらかじめ対応付けられてい
る特定の１つの表示モードに対応した画面を前記ディスプレイに表示させるためのショー
トカットキーとされている、
ことを特徴とする車両用入力装置。
【請求項４】
請求項１ないし請求項３のいずれか１項において、
  前記音量調整スイッチは、前記ダイアルスイッチを挟んで、ステアリングハンドルとは
反対側に配置されている、ことを特徴とする車両用入力装置。
【請求項５】
請求項１ないし請求項３のいずれか１項において、
  前記センターコンソールの一側方に、パーキングブレーキレバーが配設され、
  前記音量調整スイッチは、前記ダイアルスイッチを挟んで、前記パーキングブレーキレ
バーとは反対側に配置されている、
ことを特徴とする車両用入力装置。
【請求項６】
請求項１ないし請求項５のいずれか１項において、
  前記音量調整スイッチと前記ダイアルスイッチとの間隔が、指を挟まないような間隔に
設定されている、ことを特徴とする車両用入力装置。
【請求項７】
請求項１ないし請求項６のいずれか１項において、
  前記押し下げスイッチは、前記アームレストに腕を載置した状態で人差し指、中指、薬
指で操作されるように、車幅方向に沿って３個設けられ、
  前記ダイアルスイッチと前記音量調整スイッチとの各上面はそれぞれ、前記アームレス
トよりも低い位置となるようにされ、
  前記押し下げスイッチの上面は、前記ダイアルスイッチよりもさらに低い位置とされ、
  前記音量調整スイッチは、前記ダイアルスイッチよりも小径な回転式とされている、
ことを特徴とする車両用入力装置。
【請求項８】
請求項３において、
  前記ダイアルスイッチが押し下げ可能とされ、
  前記ダイアルスイッチの回転操作に応じて前記ディスプレイに表示されている複数種の
表示モードのうち１つの表示モードが選択される一方、該ダイアルスイッチの押し下げ操
作により該選択されている１つの表示モードに対応した画面が前記ディスプレイに表示さ
れる、
ことを特徴とする車両用入力装置。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、車両用入力装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
  車両、特に自動車にあっては、運転者により操作される各種機器類が大幅に増加してい
る。そして、ナビゲーション装置で代表されるように、ディスプレイ（表示画面）での画
面操作も多く行われるようになっている。
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【０００３】
  特許文献１には、運転しながら画面操作しやすいように、センターコンソールに細長い
スティック状の操作スイッチ（ジョイスティック）を設けて、その前後左右の動きを機器
類の所定操作に対応付け、また操作スイッチの頂部に設けたモード切換スイッチを設けた
ものが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１０１９５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
  ところで、車両には各種の音源ソースが存在する。例えば、ナビゲーション装置（の音
声ガイド）、ＡＭラジオ、ＦＭラジオ、テレビ、ＣＤ、ＤＶＤ等多数存在する。この場合
、上記各種の音源ソースのスピーカを共通にしたとしても、センターコンソールに設けた
スイッチによって音源が切換わるような操作を行ったとき、この切換えと同時に音量が大
きく変化する場合が往々にして生じるものである。この場合、運転者は、例えばインスト
ルメントパネルの操作部に設けられた音量調整スイッチまで手を伸ばして音量調整を行う
必要があり、ダイアルスイッチの操作後に音量調整のために手を大きく移動させる必要が
ある。また、車両によっては、ステアリングハンドル（のスポーク部）に音量調整スイッ
チを設けたものもあるが、この場合でも、ステアリングハンドルを握っていない一方の手
でセンターコンソールのダイアルスイッチを操作した後に、この一方の手をステアリング
ハンドルにある音量調整スイッチに移動させてその操作を行わなければならず、音量調整
のために少なからず手を大きく移動させる必要がある。
【０００６】
  本発明は以上のような事情を勘案してなされたもので、その目的は、センターコンソー
ルに設けたスイッチの操作に応じて音量が変化したようなときでも、手を大きく移動させ
ることなく即座に音量調整を行えるようにした車両用入力装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
  前記目的を達成するため、本発明にあっては次のような解決手法を採択してある。すな
わち、請求項１に記載のように、
  運転者から目視可能な位置に設けられたディスプレイと、
  センターコンソール上に設けられたアームレストと、
  前記アームレストの前方において前記センターコンソール上に設けられ、該アームレス
トに腕を載置した状態で操作可能なダイアルスイッチと、
  前記ダイアルスイッチの直前方において前記センターコンソール上に設けられ、前記ア
ームレストに腕を載置した状態で手指によって押し下げ操作可能な押し下げスイッチと、
  前記ダイアルスイッチの近傍でかつ前記押し下げスイッチの車幅方向延長範囲となる位
置において、前記センターコンソール上に設けられた音量調整スイッチと、
を備え、
  前記ダイアルスイッチおよび前記押し下げスイッチはそれぞれ、前記ディスプレイにお
ける画面操作用とされ、
　前記音量調整スイッチが、前記ダイアルスイッチの側方でかつ該ダイアルスイッチと前
後方向の前方側において一部重なる位置に設けられている、
ようにしてある。
【０００８】
  上記解決手法によれば、腕をアームレストに載置した状態のまま、ダイアルスイッチあ
るいは押し下げスイッチを操作することができ、また音量調整スイッチをも操作できるこ
とになる。このため、運転者は、ダイアルスイッチあるいは押し下げスイッチを操作する
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ことにより音量が変化した際にも、運転に集中しつつ、腕をアームレストに載置したまま
手先を若干移動させて音量調整スイッチにアクセスして、音量調整することができる。ま
た、ダイアルスイッチおよび押し下げスイッチの操作に応じてディスプレイに表示されて
いる画面操作が行われるが、この画面操作は、腕をアームレストに載置した状態でかつ前
方を注視したまま行うことができ、極めて操作性のよいものとなり、かつ安全運転の上で
も好ましいものとなる。以上に加えて、腕をアームレストに載置した状態のまま、手先を
車幅方向に移動させることによって音量調整スイッチを操作することができ、操作性のよ
り一層向上の上で好ましいものとなる。
【０００９】
  上記解決手法を前提とした好ましい態様は、請求項２以下に記載のとおりである。すな
わち、
  前記ダイアルスイッチと押し下げスイッチとの少なくとも一方の操作に応じて、前記音
量調整スイッチによって音量調整される機器の種類が切換えられるようにされている、よ
うにしてある（請求項２対応）。この場合、例えば、テレビ、ラジオ、ＣＤ等々、音源ソ
ースとなる機器類が変更されることにより音量が変化される場合に、請求項１に対応した
効果を得ることができる。
【００１０】
【００１１】
  前記ダイアルスイッチは、前記ディスプレイに表示されている複数の表示モードの中か
ら１つの表示モードを選択する表示モード選択用とされ、
  前記押し下げスイッチは、前記複数種の表示モードのうちあらかじめ対応付けられてい
る特定の１つの表示モードに対応した画面を前記ディスプレイに表示させるためのショー
トカットキーとされている、
ようにしてある（請求項３対応）。この場合、ダイアルスイッチの操作によって、複数の
表示モードの中から所望の１つの表示モードを選択できるようにしつつ、押し下げスイッ
チを操作することにより、所望の表示モードに対応した表示内容に一挙に切換えることが
できる。
【００１２】
  前記音量調整スイッチは、前記ダイアルスイッチを挟んで、ステアリングハンドルとは
反対側に配置されている、ようにしてある（請求項４対応）。この場合、音量調整スイッ
チは、腕をアームレストに載置した状態では、運転者から遠い側となる小指側に位置され
ることになり、ダイアルスイッチや押し下げスイッチにアクセスする際に、誤って音量調
整スイッチに触れてしまう事態を防止する等の上で好ましいものとなる。
【００１３】
  前記センターコンソールの一側方に、パーキングブレーキレバーが配設され、
  前記音量調整スイッチは、前記ダイアルスイッチを挟んで、前記パーキングブレーキレ
バーとは反対側に配置されている、
ようにしてある（請求項５対応）。この場合、パーキングブレーキレバーを操作する際に
、誤って音量調整スイッチを操作してしまう事態を防止する上で好ましいものとなる。換
言すれば、パーキングブレーキレバーを操作する際に、音量調整スイッチが邪魔にならな
いようにする上で好ましいものとなる。
【００１４】
  前記音量調整スイッチと前記ダイアルスイッチとの間隔が、指を挟まないような間隔に
設定されている、ようにしてある（請求項６対応）。この場合、操作性を向上させつつ、
指の挟まり防止を行うことができる。
【００１５】
  前記押し下げスイッチは、前記アームレストに腕を載置した状態で人差し指、中指、薬
指で操作されるように、車幅方向に沿って３個設けられ、
  前記ダイアルスイッチと前記音量調整スイッチとの各上面はそれぞれ、前記アームレス
トよりも低い位置となるようにされ、
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  前記押し下げスイッチの上面は、前記ダイアルスイッチよりもさらに低い位置とされ、
  前記音量調整スイッチは、前記ダイアルスイッチよりも小径な回転式とされている、
ようにしてある（請求項７対応）。この場合、押し下げスイッチの個数を増加させてディ
スプレイの表示内容切換えについての便利さをより向上させることができる。また、３つ
の押し下げスイッチは、腕をアームレストに載置した状態で、人差し指、中指、薬指で個
別に操作することが可能となり、操作すべき押し下げスイッチの押し間違いの防止を図り
つつ、各押し下げスイッチの操作性を十分向上させることができる。また、ダイアルスイ
ッチ、音量調整スイッチおよび押し下げスイッチの上面はそれぞれ、アームレストよりも
低い位置にあるので、腕をアームレストに載置した状態で、手首から先の部分を自然な形
で下方へ垂らした状態で、上記各スイッチを操作することができる。そして、押し下げス
イッチの上面は、ダイアルスイッチの上面よりも低くされているので、ダイアルスイッチ
を回転操作する際に押し下げスイッチが邪魔になってしまう事態をも防止できる。さらに
、
ダイアルスイッチは音量調整スイッチよりも大径としてあるので、回転操作を行いやすく
、また音量調整スイッチはダイアルスイッチよりも小径にしてあるので、指先でもって微
妙に音量調整できると共に、ダイアルスイッチを操作する際に誤って音量調整スイッチに
触れてしまう事態を防止する上でも好ましいものとなる。
【００１６】
  前記ダイアルスイッチが押し下げ可能とされ、
  前記ダイアルスイッチの回転操作に応じて前記ディスプレイに表示されている複数種の
表示モードのうち１つの表示モードが選択される一方、該ダイアルスイッチの押し下げ操
作により該選択されている１つの表示モードに対応した画面が前記ディスプレイに表示さ
れる、
ようにしてある（請求項８対応）。この場合、ダイアルスイッチの回転操作によってある
表示モードを選択した後、その押し下げ操作を行うことにより、選択状態にある表示モー
ドに対応した画面を即座にディスプレイに表示させることができ、この一連の操作を手指
のわずかな動きでもって実現することができる。
【発明の効果】
【００１７】
  本発明によれば、センターコンソールに設けたスイッチの操作に応じて音量が変化した
ようなときでも、手を大きく移動させることなく即座に音量調整を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態を示すもので、センターコンソール付近の様子を示す要部斜
視図。
【図２】センターコンソール上に設けられたスイッチとアームレストとを示す平面図。
【図３】センターコンソール上に設けられたスイッチを示す斜視図。
【図４】センターコンソール上に設けられたスイッチを、腕をアームレストに載置した状
態で操作する様子を示すもので、図２に対応した図。
【図５】センターコンソール上のスイッチに関連した制御ブロック図。
【図６】押し下げスイッチのうち「ホーム」スイッチを操作したときの画面表示例を示す
図。
【図７】図６の状態からナビゲーションを選択したときあるいはナビゲーション選択用の
押し下げスイッチを操作したときの画面表示例を示す図。
【図８】図６の状態から音楽を選択したときあるいは音楽選択用の押し下げスイッチを操
作したときの画面表示例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
  車両としての自動車の運転席付近を示す図１において、１はインストルメントパネル、
２はフロントウインドガラス、３はステアリングハンドルである。図１では、左ハンドル
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車が示される。
【００２０】
  インストルメントパネル１の車幅方向中央部には、車体前後方向に延びるセンターコン
ソール４の前端部が連結されている。このセンターコンソール４上には、前方側から後方
側へ順次、変速機操作用の操作ノブ５、スイッチパネル部６、アームレスト７が配置され
ている。また、センターコンソール４のうち、ステアリングハンドル３側には、パーキン
グブレーキレバー８が配設されている。
【００２１】
  前記スイッチパネル部６の詳細が、図２、図３に示される。スイッチパネル部６には、
以下に説明するような複数のスイッチが設けられている。まず、上下方向軸線回りに回転
操作され、かつ押し下げ操作可能なダイアルスイッチ１０を有する。このダイアルスイッ
チ１０の直前方に位置させて、車幅方向に沿って３つの押し下げスイッチ１１、１２、１
３が配設されている。また、ダイアルスイッチ１０の左側方直近には、押し下げスイッチ
１４が配設され、右側方直近には押し下げスイッチ１５が配設されている。
【００２２】
  スイッチパネル部６には、さらに、音量調整スイッチ２０が配設されている。この音量
調整スイッチ２０は、前記押し下げスイッチ１１～１３の配列方向右方側に配設されてい
る。つまり、音量調整スイッチ２０は、ダイアルスイッチ１０を挟んで、ステアリングハ
ンドル３やパーキングブレーキレバー８とは反対側に配設されている。
【００２３】
  音量調整スイッチ２０の前後方向位置は、前記３つの押し下げスイッチ１１～１３の前
後方向長さ範囲と重なるように、つまり押し下げスイッチ１１～１３を車幅方向に延長し
た範囲に位置設定されている。また、音量調整スイッチ２０の一部がダイアルスイッチ１
０の前端部と前後方向位置が重なるようにされている（ダイアルスイッチ１０の車幅方向
延長範囲内に、音量調整スイッチ２０の後部が位置される）。
【００２４】
  ダイアルスイッチ１０は、回転操作される関係上、例えば突出高さが例えば２～３ｃｍ
程度とされた略円柱状に形成されている。また、ダイアルスイッチ１０は、手のひらが載
置された状態であるいは親指、人差し指、中指の３本の手指先で回転操作しやすいように
、大径とされている（大人の指２～４本分の直径で、例えば４～６ｃｍ程度）。
【００２５】
  一方、音量調整スイッチ２０も回転操作に応じて音量調整されるようになっており、例
えば突出高さが２～３ｃｍ程度の略円柱状とされている。また、音量調整スイッチ２０は
、手指（特に親指と人差し指）で回転操作しやすいように、ダイアルスイッチ１０よりも
十分に小径とされている（例えば大人の指１本分程度の直径で、例えば１～２ｃｍ程度）
とされている。音量調整スイッチ２０は、ダイアルスイッチ１０の近傍ではあるが、ダイ
アルスイッチ１０との間に指（大人の１本の指）が挟まれない程度の小間隔（例えば２～
３ｃｍ程度）を有するように位置設定されている。
【００２６】
  押し下げスイッチ１１～１５は、ダイアルスイッチ１０や音量調整スイッチ２０に比し
て、その高さは十分低くされている（例えば突出高さが２～５ｍｍ程度）。また、各押し
下げスイッチ１１～１５は、１本の指先で押し下げ操作しやすいように、比較的大きな面
積を有している（例えば、車幅方向幅が１．５～２．０ｃｍ程度で、前後方向長さが例え
ば２～３ｃｍ程度）。ただし、ダイアルスイッチ１０の直前方に配設された３つの押し下
げスイッチ１１～１３のうち、中央の押し下げスイッチ１２は、後述するように、使用頻
度が高いホームスイッチとされている関係上、その幅および突出高さが、押し下げスイッ
チ１１及び１３に比して大きくされている。なお、中央の押し下げスイッチ１２の区別の
ために、例えばその上面に凹部あるいは突部を形成する等により、押し下げスイッチ１１
、１３と明確に識別できるようにすることもできる。
【００２７】
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  ダイアルスイッチ１０とアームレスト７の前端とは、比較的近い位置とされている。具
体的には、図４に示すように、運転者の腕３０（実施形態では右手）をアームレスト７に
載置した状態で、肘を固定して手首を下方へ曲げた際に、手のひらがダイアルスイッチ１
０の直上方に位置されて、指の付け根付近がダイアルスイッチ１０の前端部に位置するよ
うにされている。
【００２８】
  図４に示すように、手のひらをダイアルスイッチ１０上に触れた状態で、指先を若干下
方へ曲げることにより、人差し指３０ａでもって押し下げスイッチ１１を楽に押し下げ操
作可能となっている。同様にして、中指３０ｂでもって、押し下げスイッチ１２を楽に押
し下げ操作可能となっている。薬指３０ｃでもって、押し下げスイッチ１３を楽に押し下
げ操作可能となっている。親指３０ｄでもって、押し下げスイッチ１４を楽に押し下げ操
作可能となっている。小指３０ｅでもって、押し下げスイッチ１５を楽に押し下げ操作可
能となっている。このように、押し下げスイッチとして、手指の位置と数に対応させて１
１～１５の５つ設けることにより、運転者に対して各押し下げスイッチ１１～１５のスイ
ッチ操作を習熟（記憶）させる効果が大きいものとなる。
【００２９】
  各スイッチ１０～１６、２０の上面は、それぞれアームレスト７の上面よりも低くされ
ている（例えば、アームレスト７の先端部上面に対して、ダイアルスイッチ１０の上面が
３～１０ｃｍ程度低くされている）。これにより、アームレスト７に腕３０を載置した状
態で、手首から先が自然に垂れる状態で、各種スイッチ１０～１６が操作できるようにさ
れている。この状態から、手首付近を中心にして手先を図４時計方向へ若干移動させるこ
とにより、音量調整スイッチ２０を操作できるようになっている。
【００３０】
  再び図１において、インストルメントパネル１上には、車幅方向中央部において、例え
ば液晶画面等を利用して構成された薄型のディスプレイ（表示画面）４０が配設されてい
る。また、インストルメントパネル１上には、ステアリングハンドル３のまっすぐ前方位
置において、ヘッドアップディスプレイ４１が配設されている。各ディスプレイ４０、４
１は、運転者から目視し易い位置とされている。
【００３１】
  前記各スイッチ１０～１６は、実施形態では、前記ディスプレイ４０に表示される画面
の操作用とされている。この各スイッチ１０～１６の操作に関連した画面操作のための制
御系統例について、図５を参照しつつ説明する。まず、Ｕは、マイクロコンピュータを利
用して構成されたコントローラ（制御ユニット）である。このコントローラＵは、例えば
ナビゲーション装置５１、各種オーディオ機器５２、テレビチューナ５３の作動状態に応
じた表示内容をディスプレイ４０に表示させるように制御する。また、上記機器類５１～
５３について共通とされたスピーカ５４の音量を制御する。
【００３２】
  各スイッチ１０～１６の機能について説明する。まず、ダイアルスイッチ１０は、その
回転操作によって、ディスプレイ４０に表示される複数の表示モードの中から１つの表示
モードを選択する。そして、中央スイッチ１６を操作することにより、ダイアルスイッチ
１０で選択されている表示モードに応じた画面が、ディスプレイ４０に表示される。
【００３３】
  押し下げスイッチ１１は、オーディオ機器５２選択用の画面を表示させるためのショー
トカットキーとされている（オーディオ選択キー）。押し下げスイッチ１２は、選択対象
となる全ての機能をその選択のために表示させるためのショートカットキーとされている
（ホームキー）。押し下げスイッチ１３は、ナビゲーション装置５２を選択するためのシ
ョートカットキーとされている（ナビキー）。押し下げスイッチ１４は、ディスプレイ４
０の表示内容を、１つ前の表示内容に切換えるためのショートカットキーとされている（
戻るキー）。押し下げスイッチ１５は、あらかじめ運転者により登録された画面を表示さ
せるショートカットキーとされている（お気に入りキー）。
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【００３４】
  次に、各種スイッチ１－～１６、２０の操作に応じた制御ユニットＵによるディスプレ
イ４０の画面制御例について説明する。まず、ホームキーとなる押し下げスイッチ１２が
押し下げ操作されると、図６に示すようなホーム画面がディスプレイ４０に表示される。
このホーム画面では、全ての機能を選択できるようになっており、表示されていない機能
は、ダイアルスイッチ１０を回転操作することにより表示されるようになる。ディスプレ
イ４０には、左右に矢印が付された補助表示５０が表示されて、ダイアルスイッチ１０の
回転操作によって、所望の機能（表示モード）が選択できることを報知するようになって
いる。
【００３５】
  図６では、戻る表示６１、オーディオ表示６２、ナビゲーション表示６３、お気に入り
表示６４、テレビ表示６５、設定表示６６の６種類が表示されている。この状態で、現在
選択されている機能を示す１つの表示（表示モード）が、上記各表示６１～６６のうちい
ずれか１つが例えば点滅されることに報知され、図６では、ナビゲーション表示６３が点
滅されて選択状態にあることが示される。なお、選択されていることを示すカーソル機能
としては、点滅に限らず、例えば、別途各表示６１～６６のいずれか１つにのみ棒状のカ
ーソルを点灯表示させる等、適宜の手法を採択できる。
【００３６】
  ナビゲーション表示６３が点滅されて選択状態にあることが示される図６の状態で、ダ
イアルスイッチ１０を押し下げ操作すると、ディスプレイ４０の表示内容が、図７に示す
ように、ナビゲーション装置５１用の表示内容となる車両の現在位置を中心とした地図表
示に切換えられる（押し下げ操作が決定機能を有する）。ディスプレイ４０にある表示内
容が表示されている状態（例えばテレビ放映されている状態）で、ショートカットキーと
しての押し下げスイッチ１３を操作したときは、ディスプレイ４０の表示内容が、図７の
ような車両の現在地位を中心とした地図表示に一気に切換えられる。
【００３７】
  図６の状態から、ダイアルスイッチ１０を回転操作してオーディオ表示６２を選択した
後、ダイアルスイッチ１０を押し下げ操作することにより、図８に示すようなオーディオ
機器の選択用画面に切換えられる。ショートカットキーとしての押し下げスイッチ１１を
操作したときは、ディスプレイ４０の表示内容が、一気に図８のような表示内容に切換え
られる。
【００３８】
  図８の状態では、ＵＳＢ表示７１（ＵＳＢメモリに記憶された音楽の選択用）、ＤＶＤ
表示７２（映画の選択用）、ＭＤ表示７３（ミニディスクに記憶された音楽の再生選択用
）、テープ表示７４（カセットテープに記憶された音楽の再生選択用）、ＡＭ表示（ＡＭ
ラジオ放送の選択用）、ＦＭ表示７６（ＦＭラジオ放送の選択用）とされている。
【００３９】
  図８の状態では、ＦＭ表示７６が点滅されていて、ＦＭラジオ放送が選択された状態で
ある。この選択状態でダイアルスイッチ１０を押し下げ操作することにより、次の階層と
なる複数のＦＭ放送曲が、選択のために図６、図８と同じような態様でもって表示される
。表示された複数のＦＭ放送局をダイアルスイッチ１０の回転操作で選択し、この後ダイ
アルスイッチ１０を押し下げ操作することにより、所望のＦＭ放送局が決定されて、その
放送がスピーカ５４から出力されることになる。なお、お気に入りの登録は、例えば図６
の設定表示６６を選択、決定した後、その下にある階層から選択、決定される。勿論、階
層数は、適宜設定できる。また、図６のナビゲーション表示６３を選択、決定したときに
、即座に現在位置を中心とした地図情報を表示させるのではなく、ナビゲーション装置５
４に関連した各種機能を複数表示させ、この複数表示の１つとして現在位置の地図表示を
選択するための表示を行わせる等、階層の設定等は適宜変更できる。
【００４０】
  上述のようにして、所望の機能（表示モード）が選択、決定されて、決定された内容に
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適宜出力されることになる。
【００４１】
  ここで、各スイッチ１０～１５によってディスプレイ４０の表示内容が切換えられると
き、この切換に応じてスピーカ５４からの音量が大きく変化する場合がある。例えば、テ
レビ放映からＡＭラジオ放送に切換えたとき、音量が大きく変化される場合がある。この
場合は、図４に示すような状態、つまり腕３０をアームレスト７に載置した状態で、手首
から先の部分を若干図４時計方向に回動（移動）させることにより、音量調整スイッチ２
０にアクセスすることができ、音量調整を簡単に行うことができる。運転者は、ディスプ
レイ４０の表示内容切換えのための操作や音量調整を、前方を注視したまま簡単かつ確実
に行うことができる。
【００４２】
  以上実施形態について説明したが、本発明は、実施形態に限定されるものではなく、特
許請求の範囲の記載された範囲において適宜の変更が可能である。ダイアルスイッチ１０
や押し下げスイッチ１１～１５の機能は、ディスプレイ４０での画面操作に関連したもの
であれば、適宜設定できるものであり、またヘッドアップディスプレイ４１での画面操作
用として用いることもできる。ダイアルスイッチ１０は、前後・左右にチルト操作可能と
して、この操作をもディスプレイ４０（４１）の画面操作用としての機能を割り当てるよ
うにすることもできる（例えば前後チルトで、次画面への切換と前画面への切換えを行い
、左右チルトで画面のスクロールを行う等）。押し下げスイッチとしては、１１～１３の
うちいずれ１つあるいは２つとしてもよい。押し下げスイッチ１４、１５のいずれか一方
あるいは両方を設けないようにしてもよい。音量調整スイッチ２０を、ダイアルスイッチ
１０よりもステアリングハンドル３に近い側に配設したり、パーキングブレーキレバー８
に近い側に配置するようにしてもよい。音量調整スイッチ２０は、回転式に限らず、前後
方向に揺動するシーソー式としたり（例えば前側を押しさげることにより音量増大とされ
、後側を押し下げることにより音量低下とされる）、前後方向にスライドされるスライド
式にする等、適宜の形式とすることができる。また、ダイアルスイッチ１０、押し下げス
イッチ１１～１５の操作に応じた画面表示の制御対象となる機器としては、例えば空調機
器等適宜選択できる。勿論、本発明の目的は、明記されたものに限らず、実質的に好まし
いあるいは利点として表現されたものを提供することをも暗黙的に含むものである。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
  本発明は、車載ディスプレイの表示内容切換用として好適である。
【符号の説明】
【００４４】
  Ｕ：コントローラ
  １：インストルメントパネル
  ３：ステアリングハンドル
  ４：センターコンソール
  ６：スイッチパネル部
  ７：アームレスト
１０：ダイアルスイッチ
１１～１５：押し下げスイッチ
２０：音量調整スイッチ
４０、４１：ディスプレイ
５１：ナビゲーション装置
５２：オーディオ機器
５３：ＴＶチューナ
５４：スピーカ



(10) JP 5935671 B2 2016.6.15

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 5935671 B2 2016.6.15

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】



(12) JP 5935671 B2 2016.6.15

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００４－２４９９０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－１７３８４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０８４８７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１４９７２１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０５Ｇ　　　１／０１　　　　
              Ｇ０５Ｇ　　　１／６２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

