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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面に規定された複数の表示領域のいずれかを選択する領域選択モードと、前記領
域選択モードにて選択された前記表示領域に表示され所定の機能が関連付けられたボタン
画像を選択する機能選択モードと、を備える表示システムであって、
　操作が入力される入力面を前記表示画面から離間した位置に有し、前記領域選択モード
において各前記表示領域に対応した配置にて複数の入力領域を前記入力面に規定する入力
手段と、
　前記領域選択モードであるときに、各前記入力領域のいずれかへの入力に基づいて、入
力のあった当該入力領域を選択入力領域とすると共に、当該選択入力領域に対応した位置
の前記表示領域を選択表示領域とし、当該選択表示領域についての前記機能選択モードに
切り替える切替手段と、
　前記切替手段によって前記機能選択モードに切り替えられたことに基づいて、前記選択
入力領域を拡大することにより、前記選択表示領域において前記ボタン画像を選択するた
めの操作が入力される拡大入力領域を前記入力面に規定する領域拡大手段と、
　を備えることを特徴とする表示システム。
【請求項２】
　前記領域選択モードにおいて前記表示画面には、第一表示領域と前記第一表示領域より
も面積の狭い第二表示領域とが前記表示領域として規定され、
　前記領域選択モードにおいて前記入力手段は、前記第二表示領域に対応する第二入力領
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域を、前記第一表示領域に対応する第一入力領域よりも狭い面積にて前記入力面に規定す
ることを特徴とする請求項１に記載の表示システム。
【請求項３】
　前記領域選択モードにおいて前記表示画面には、第一表示領域と前記第一表示領域より
も面積の狭い第二表示領域とが前記表示領域として規定され、
　前記領域選択モードにおいて前記入力手段は、前記第一表示領域に対応する第一入力領
域と前記第二表示領域に対応する第二入力領域とを等しい面積にて前記入力面に規定する
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の表示システム。
【請求項４】
　前記切替手段は、前記領域選択モードから前記機能選択モードに切り替えた後、予め設
定された時間が経過したことに基づいて、当該機能選択モードから前記領域選択モードに
戻すことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の表示システム。
【請求項５】
　前記領域拡大手段は、前記切替手段によって前記機能選択モードに切り替えられたこと
に基づいて、前記選択表示領域以外の前記表示領域に対応する前記入力領域を縮小してな
る縮小入力領域を、前記拡大入力領域と共に前記入力面に規定し、
　前記切替手段は、前記縮小入力領域への入力に基づいて、当該縮小入力領域に対応する
前記表示領域を前記選択表示領域とし、当該選択表示領域についての前記機能選択モード
に切り替えることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の表示システム。
【請求項６】
　前記領域拡大手段は、前記縮小入力領域に対応する前記選択表示領域についての前記機
能選択モードに切り替えられたことに基づいて、当該縮小入力領域を拡大してなる前記拡
大入力領域を前記入力面に規定することを特徴とする請求項５に記載の表示システム。
【請求項７】
　前記領域拡大手段は、前記切替手段によって前記機能選択モードに切り替えられたこと
に基づいて、前記入力面の全域に前記拡大入力領域を規定することを特徴とする請求項１
～６のいずれか一項に記載の表示システム。
【請求項８】
　前記入力手段は、前記入力面を囲む外縁のうちで、二つの前記入力領域を分ける境界線
の延長上に位置する部分に、当該外縁から突出する突起部、をさらに有することを特徴と
する請求項１～７のいずれか一項に記載の表示システム。
【請求項９】
　前記入力手段は、前記入力面における前記境界線の位置を変更したこと基づいて、変更
後の当該境界線の延長上に位置する部分に、前記突起部を形成することを特徴とする請求
項８に記載の表示システム。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項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
る表示装置であって、
　前記切替手段及び前記領域拡大手段を含むことを特徴とする表示装置。
【請求項１１】
　請求項１～９のいずれか一項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
操作装置であって、
　前記切替手段及び前記領域拡大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、表示画面に表示され所定の機能が関連付けられたボタン画像を、入力面への
操作の入力により選択する表示システム、並びにこの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】
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【０００２】
　従来、例えば特許文献１には、所定の機能が関連付けられたアイコンを表示するディス
プレイ、及びディスプレイに表示されたアイコンを選択するための操作が入力されるパッ
ド操作面を備える表示システムが開示されている。一方、特許文献２には、複数の表示領
域が表示画面に規定されたディスプレイ、及び複数の表示領域のいずれかを選択する操作
が入力される複数のキーを備える表示システムが開示されている。この特許文献２に開示
の表示システムにおいて、複数のキーの配置は、複数の表示領域の配置と対応している。
各キーのいずれかに操作者の操作が入力されると、当該キーに対応した表示領域が選択さ
れ、この表示領域は、表示画面に拡大表示される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１８６２７９号公報
【特許文献２】特開２０００－２１４９７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　さて、近年の表示システムにおいて、表示画面は、高精細化及び大型化される傾向にあ
る。上述した特許文献１のような表示システムにおいて、表示画面が高精細化されると、
表示画面に表示されるアイコン等のボタン画像は、小さくされる。さらに、表示画面が大
型化されると、タッチパッド型操作部の面積は、表示画面の面積に対して相対的に狭くな
る。故に、表示画面上のアイコンの表示位置に対応するパッド操作面上の位置に、入力を
正確に加えることは、非常に難しくなる。こうして、アイコンが小型化され且つ正確な入
力が困難となることにより、アイコンを選択する操作時間は、長くなってしまっていた。
【０００５】
　そこで、本願発明者らは、特許文献２のような表示領域を選択するための複数のキーを
、特許文献１の表示システムにさらに設ける構成を新たに想到した。しかし、特許文献１
及び特許文献２を組み合わせた構成では、表示領域の選択は、複数のキーのいずれかへの
入力に基づいて行われる。一方で、アイコンを選択するための入力は、パッド操作面に行
われる。これらによれば、表示領域の選択からアイコンの選択へと操作の内容が切り替わ
る度に、操作者は、複数のキーからパッド操作面へと操作対象を変更しなければならなく
なる。こうして操作が煩雑化することにより、操作者の操作時間の短縮は、困難であった
。
【０００６】
　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、目標とするボタン
画像を選択する操作を操作者に短時間で実施させることができる表示システムを提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、表示画面に規定された複数の表
示領域のいずれかを選択する領域選択モードと、領域選択モードにて選択された表示領域
に表示され所定の機能が関連付けられたボタン画像を選択する機能選択モードと、を備え
る表示システムであって、操作が入力される入力面を表示画面から離間した位置に有し、
領域選択モードにおいて各表示領域に対応した配置にて複数の入力領域を入力面に規定す
る入力手段と、領域選択モードであるときに、各入力領域のいずれかへの入力に基づいて
、入力のあった当該入力領域を選択入力領域とすると共に、当該選択入力領域に対応した
位置の表示領域を選択表示領域とし、当該選択表示領域についての機能選択モードに切り
替える切替手段と、切替手段によって機能選択モードに切り替えられたことに基づいて、
選択入力領域を拡大することにより、選択表示領域においてボタン画像を選択するための
操作が入力される拡大入力領域を入力面に規定する領域拡大手段と、を備える表示システ
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ムとする。
【０００８】
　この発明によれば、表示画面に規定された複数の表示領域のいずれかを選択する領域選
択モードにおいて、選択表示領域の選択は、入力手段の入力面に規定された複数の入力領
域のいずれかへの入力に基づいて、行われる。一方で、所定の機能が関連付けられたボタ
ン画像を選択する機能選択モードにおいて、選択表示領域のボタン画像の選択も、入力面
に規定された拡大入力領域への操作の入力により、行われる。これらによれば、領域選択
モードから機能選択モードに切り替えられても、操作者は、入力面への入力を継続したま
まで、選択表示領域の選択操作とボタン画像の選択操作とを、連続して実施できる。故に
、操作の煩雑化に起因して操作時間が長くなる事態は、回避され得る。
【０００９】
　加えて、選択表示領域の機能選択モードに切り替えられると、当該選択表示領域に対応
する選択入力領域は、入力面において拡大されることにより、拡大入力領域となる。こう
して、ボタン画像を選択する操作の入力される入力領域の面積は、表示領域の面積に対し
て相対的に広く確保される。故に、操作者は、選択表示領域上のボタン画像の表示位置に
対応する選択入力領域上の位置に、入力を正確に加え易くなる。以上により、ボタン画像
が表示画面に小さく表示される形態であっても、当該ボタン画像を選択する操作時間が長
くなる事態は、回避され得る。
【００１０】
　したがって、表示システムは、目標とするボタン画像を選択する操作を操作者に短時間
で実施させることができる。
【００１１】
　請求項２に記載の発明では、領域選択モードにおいて、表示画面には、第一表示領域と
第一表示領域よりも面積の狭い第二表示領域とが表示領域として規定され、入力手段は、
第二表示領域に対応する第二入力領域を、第一表示領域に対応する第一入力領域よりも狭
い面積にて入力面に規定することを特徴とする。
【００１２】
　この発明では、領域選択モードにおいて、表示画面に規定される第一表示領域が第二表
示領域よりも面積が狭い場合、入力面に規定される第一入力領域及び第二入力領域につい
ても、第二入力領域の面積は、第一入力領域の面積よりも狭くされる。故に、表示画面に
おける表示領域の配置と入力面における入力領域の配置との対応が操作者によって分り易
いものとなるので、表示領域を選択する際の操作者の誤操作は、低減され得る。以上によ
り、表示領域を選択する操作の操作性が向上するので、ボタン画像を選択する操作時間は
、さらに短縮され易くなる。
【００１３】
　請求項３に記載の発明では、領域選択モードにおいて、表示画面には、第一表示領域と
第一表示領域よりも面積の狭い第二表示領域とが表示領域として規定され、入力手段は、
第一表示領域に対応する第一入力領域と第二表示領域に対応する第二入力領域とを等しい
面積にて入力面に規定することを特徴とする。
【００１４】
　この発明では、領域選択モードにおいて、表示画面に規定される第一表示領域が第二表
示領域よりも面積が狭い場合であっても、入力面に規定される第一入力領域及び第二入力
領域について、第二入力領域の面積と第一入力領域の面積とは、互いに等しくされる。故
に、第二表示領域の面積が第一表示領域の面積に対し非常に小さくされた場合でも、入力
面において第二表示領域に対応する第二入力領域の面積は、確保され得る。以上により、
特に面積の狭い第二表示領域を選択する際の操作者の誤操作が、低減され得る。こうして
表示領域を選択する操作の操作性が向上することにより、ボタン画像を選択する操作時間
は、さらに短縮され易くなる。
【００１５】
　また、領域選択モードにおいて表示画面に規定される複数の表示領域の配置及び各表示
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領域に表示されるボタン画像の機能等に応じて、各入力領域は、請求項２に記載のように
各表示領域の面積に対応するように規定されてもよく、請求項３に記載のように等しい面
積で規定されてもよい。
【００１６】
　請求項４に記載の発明では、切替手段は、領域選択モードから機能選択モードに切り替
えた後、予め設定された時間が経過したことに基づいて、当該機能選択モードから領域選
択モードに戻すことを特徴とする。
【００１７】
　この発明によれば、機能選択モードに切り替えた後、予め設定された時間が経過した場
合、表示画面は、領域選択モードの表示に戻される。故に、一旦選択した表示領域につい
てボタン画像を選択する操作を終了させた操作者は、当該表示領域とは別の表示領域につ
いてボタン画像を選択する操作を開始した際に、機能選択モードから領域選択モードに戻
す操作を省略し得る。したがって、領域選択モードを備える形態の表示システムであって
も、操作の煩雑化に起因して操作時間が長くなる事態は、確実に回避可能となる。
【００１８】
　請求項５に記載の発明では、領域拡大手段は、切替手段によって機能選択モードに切り
替えられたことに基づいて、選択表示領域以外の表示領域に対応する入力領域を縮小して
なる縮小入力領域を、拡大入力領域と共に入力面に規定し、切替手段は、縮小入力領域へ
の入力に基づいて、当該縮小入力領域に対応する表示領域を選択表示領域とし、当該選択
表示領域についての機能選択モードに切り替えることを特徴とする。
【００１９】
　この発明によれば、選択表示領域についての機能選択モードに切り替えられた場合でも
、選択表示領域以外の表示領域に対応する入力領域が、縮小されつつも、縮小入力領域と
して入力面に規定され続ける。故に、領域選択モードでの表示領域の選択時において、誤
操作によって操作者の意に反する表示領域が選択表示領域とされた場合でも、操作者は、
縮小入力領域に操作を入力することにより、意図した表示領域についての機能選択モード
に切り替えることができる。以上の構成では、誤った表示領域が選択された場合でも、当
該表示領域の機能選択モードから、領域選択モードに戻す操作を要すること無く、他の表
示領域の機能選択モードに直接的に切り替える操作が可能となる。したがって、領域選択
モードを備える形態の表示システムであっても、操作の煩雑化に起因して操作時間が長く
なる事態は、確実に回避可能となる。
【００２０】
　請求項６に記載の発明では、領域拡大手段は、縮小入力領域に対応する選択表示領域に
ついての機能選択モードに切り替えられたことに基づいて、当該縮小入力領域を拡大して
なる拡大入力領域を入力面に規定することを特徴とする。
【００２１】
　この発明では、操作者による入力のあった縮小入力領域が入力面において拡大されるこ
とにより、新たな拡大入力領域が規定される。以上により、操作者は、入力面への入力を
継続したままで、一つの表示領域についての機能選択モードから他の表示領域についての
機能選択モードに切り替える操作と、切り替え後の表示領域においてボタン画像を選択す
る操作とを、連続して実施できる。したがって、操作の煩雑化に起因して操作時間が長く
なる事態は、さらに回避可能となる。
【００２２】
　請求項７に記載の発明では、領域拡大手段は、切替手段によって機能選択モードに切り
替えられたことに基づいて、入力面の全域に拡大入力領域を規定することを特徴とする。
【００２３】
　この発明によれば、入力面の全域が拡大入力領域として規定されるので、ボタン画像を
選択する操作の入力される入力領域の面積は、表示領域の面積に対して相対的にさらに広
く確保され得る。以上により、ボタン画像の表示位置に対応する選択入力領域上の位置に
入力を正確に加え易くなるので、ボタン画像を選択する操作時間が長くなる事態は、確実



(6) JP 5413448 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

に回避可能となる。
【００２４】
　請求項８に記載の発明では、入力手段は、入力面を囲む外縁のうちで、二つの入力領域
を分ける境界線の延長上に位置する部分に、当該外縁から突出する突起部、をさらに有す
ることを特徴とする。
【００２５】
　この発明によれば、二つの入力領域を分ける境界線の延長上に位置する突起部は、一つ
の入力領域と他の入力領域との境界線の位置を、触覚を通じて操作者に示し得る。故に、
操作者は、入力面に視線を向けること無く、目標とする表示領域に対応した入力領域に操
作を入力し得る。以上により、領域選択モードでの表示領域の選択時において誤操作され
難くなるので、操作者は、表示領域を選択する操作をすみやかに実施し得る。こうして突
起部は、操作者による操作の短時間化に貢献できる。
【００２６】
　請求項９に記載の発明では、入力手段は、入力面における境界線の位置を変更したこと
基づいて、変更後の当該境界線の延長上に位置する部分に、突起部を形成することを特徴
とする。
【００２７】
　この発明では、入力面において二つの入力領域を分ける境界線の位置が変更されると、
突起部の形成される位置は、変更後の境界線の延長上に位置する部分に移される。故に、
突起部は、入力面における境界線の現在の位置に係わらず、境界線の位置を、触覚を通じ
て操作者に示し続けることができる。以上により、突起部は、表示領域の選択時における
誤操作を低減させる作用を継続的に発揮できるので、操作者による操作の短時間化にさら
に確実に貢献できる。
【００２８】
　請求項１０に記載の発明は、請求項１～９のいずれか一項に記載の表示システムに用い
られ、表示画面を形成する表示装置であって、切替手段及び領域拡大手段を含むことを特
徴とする。また、請求項１１に記載の発明は、請求項１～９のいずれか一項に記載の表示
システムに用いられ、入力面を形成する操作装置であって、切替手段及び領域拡大手段を
含むことを特徴とする。
【００２９】
　一般に、上述の表示システムは、表示画面を形成する表示装置及び入力面を形成する操
作装置等を組み合わせることにより、構成されている。このように操作装置及び表示装置
等を組み合わせた構成では、領域選択モードから機能選択モードに切り替える切替手段、
及び拡大入力領域を規定する領域拡大手段は、これらの装置のうちで、表示装置に含まれ
ていてもよく、又は操作装置に含まれていてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【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】領域選択モードから機能選択モードに切り替えられる際の表示画面及び入力面の
態様を説明するための図である。
【図５】領域選択モードから機能選択モードに切り替えられる際の表示画面及び入力面の
態様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、表示制御部により実施されるメイン
処理が示されるフローチャートである。
【図７】領域選択モードから機能選択モードに切り替えられる際の表示画面及び入力面の
態様を説明するための図である。
【図８】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メイン
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処理が示されるフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　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。
【００３２】
　（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。
【００３３】
　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。表示画面５２上の
位置と、入力面３２上の位置とは、互いに対応している。故に、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。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
。
【００３４】
　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。第一実施形態では
、横方向に二つ規定された表示領域６０のうちで面積の広い一方が、第一表示領域６１で
ある。また、第一表示領域６１の運転席側に位置し、第一表示領域６１よりも面積の狭い
他方が、第二表示領域６２である。
【００３５】
　以上の表示画面５２に対応する入力面３２においては、複数の入力領域７０が、表示画
面５２の表示領域６０に対応した配置にて規定されている。入力面３２にて、横方向に二
つ規定された入力領域７０のうち第一表示領域６１に対応する一方が、第一入力領域７１
である。また、第一入力領域７１の運転席側に位置する他方が、第二表示領域６２に対応
する第二入力領域７２である。尚、入力面３２における操作者の指の触れた位置（入力位
置）と表示画面５２における位置とが一対一で整合する絶対入力方式、又は入力面３２に
おける入力位置と表示画面５２における位置とが整合しない相対入力方式、のいずれも、
本発明は採用できる。
【００３６】
　次に、表示システム１００の構成を、図１，２に基づいて詳しく説明する。操作装置２
０は、表示装置４０から離れた位置に設けられており、上述のように表示画面５２に表示
されたアイコン６３（図３参照）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を選択するために入力面３２に
入力された操作情報を、当該装置４０に出力する。操作装置２０は、タッチパッド３１、
操作制御部３３、複数の突起部３５、及び複数のアクチュエータ３７を有している。
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【００３７】
　タッチパッド３１は周知の静電容量式であって、詳細な構成の説明は省略するが、矩形
の平板状に形成された上述の入力面３２を形成し、操作者による入力面３２への操作を検
出する。入力面３２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入力面３２の内側には、ｘ方向に沿って延びる電極とｙ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。
【００３８】
　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
の各電極及び各アクチュエータ３７と接続されている。
【００３９】
　操作制御部３３は、所定のプログラムを実行することにより、各アクチュエータ３７に
制御信号を出力すると共に、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
（図４Ａ参照）が入力面３２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
において操作者の指の接触しているｘ座標及びｙ座標（図３参照）を検出する。そして操
作制御部３３は、検出した座標を操作情報として、通信インターフェースから表示装置４
０に出力する。
【００４０】
　複数の突起部３５は、図３に示されるように、操作装置２０において、入力面３２を囲
む外縁３４に設けられている。各突起部３５は、各アクチュエータ３７（図１参照）とそ
れぞれ接続されており、当該各アクチュエータ３７により、外縁３４からの突出及び外縁
３４への収納を制御される。複数の突起部３５のうちで、第一入力領域７１及び第二入力
領域７２を分ける入力境界線７６の延長上に位置する一つが、外縁３４から突出する。こ
うして突起部３５は、入力境界線７６の位置を、触覚を通じて操作者に示す作用を発揮す
る。
【００４１】
　複数のアクチュエータ３７は、図１に示されるように、操作制御部３３と接続されてい
る。アクチュエータ３７は、操作制御部３３からの制御信号に基づいて伸縮可能な可動部
を有している。アクチュエータ３７は、制御信号に基づいて可動部を伸縮させることによ
り、当該可動部によって支持する突起部３５を外縁３４（図３参照）から突出させる作動
と、当該突起部３５を外縁３４に収容する作動とを実施する。
【００４２】
　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等と間において、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。
【００４３】
　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
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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
（図３参照）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。
【００４４】
　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
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。
【００４５】
　ここまで説明した表示システム１００は、表示モードとして、上述のように複数の表示
領域６０のいずれかを選択する領域選択モードと、この領域選択モードにて選択された表
示領域６０に表示されるアイコン６３を選択する機能選択モードとを備えている。以下、
操作者の操作によって領域選択モードから機能選択モードへと切り替える表示システム１
００の作動を、図４及び図５に基づいて、詳細に説明する。
【００４６】
　図４に示される作動は、例えば第一表示領域６１及び第二表示領域６２に、互いに関連
する画像の表示された領域選択モードにおける表示態様の推移である。表示画面５２に表
示される画像は、具体的には、ナビゲーションシステムの目的地を検索する際の画像であ
る。このとき、第一表示領域６１には、文字入力のための画像が表示され、当該領域６１
の各アイコン６３には、カナ文字が関連付けられている。また、第二表示領域６２には、
検索に基づく候補を列挙した画像が表示され、当該領域６２の各アイコン６３には、候補
として挙げられた目的地が関連付けられている。
【００４７】
　図４Ａに示されるように、上述の目的地の検索に係わる領域選択モードにおいて、第二
入力領域７２の面積は、第一入力領域７１の面積よりも狭くされている。これにより、入
力面３２における各入力領域７１，７２の各面積は、表示画面５２における各表示領域６
１，６２の各面積に対応する。故に、各入力領域７１，７２を分ける入力境界線７６の入
力面３２における位置は、各表示領域６１，６２を分ける表示境界線６６の表示画面５２
における位置と対応する。そして、入力境界線７６の延長上に位置する突起部３５が、外
縁３４から突出している。
【００４８】
　以上説明した領域選択モードであるときに、操作者の指Ｆ等による第一入力領域７１へ
のタップの入力があると、この入力に基づいて当該領域７１は、選択入力領域７９とされ
る。そして、第一表示領域６１が選択表示領域６９とされることにより、表示システム１
００の表示モードは、選択表示領域６９（６１）についての機能選択モードに切り替えら
れる。ここで、表示モードが領域選択モードから機能選択モードに切り替えられた後にお
いて、入力面３２への入力が無いまま一定時間経過した場合、表示モードは、再び領域選
択モードに戻される。
【００４９】
　図４Ｂに示されるように、選択表示領域６９（６１）についての機能選択モードに切り
替えられたことに基づいて、選択入力領域７９は、入力面３２の全域まで拡大される。こ
うして、選択表示領域６９内のアイコン６３を選択する操作の入力される拡大入力領域７
４が、当該入力面３２の全域に規定される。加えて、外縁３４から突出していた突起部３
５は、当該外縁３４に収容される。以上により、操作者は、入力面３２の全域を用いて、
選択表示領域６９のアイコン６３を選択する操作を実施できる。尚、上述の領域選択モー
ドから機能選択モードへの切り替えに際しては、表示画面５２における各表示領域６１，
６２の拡縮は、行われない。
【００５０】
　また、図５に示される作動は、例えば各表示領域６１，６２に、互いに関連の薄い画像
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の表示された領域選択モードにおける表示態様の推移である。具体的に、第一表示領域６
１には、オーディオ機器の現在の作動状態を示す画像が表示され、当該領域６１の各アイ
コン６３には、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ている。ま
た、第二表示領域６２には、空調機器の現在の作動状態を示す画像が表示され、当該領域
６２の各アイコン６３には、車室内の設定温度を調整する機能等が関連付けられている。
【００５１】
　図５Ａに示されるように、上述の車載機器の状態表示に係わる領域選択モードにおいて
、第一入力領域７１と第二入力領域７２とは、互いに等しい面積にて入力面３２に規定さ
れている。そして、各入力領域７１，７２を分ける入力境界線７６の延長上に位置する中
央の突起部３５が、外縁３４から突出している。
【００５２】
　以上説明した領域選択モードであるときに、操作者の指Ｆ等による第一入力領域７１へ
のタップの入力があると、この入力に基づいて当該領域７１は、選択入力領域７９とされ
る。そして、第一表示領域６１が選択表示領域６９とされることにより、表示システム１
００の表示モードは、選択表示領域６９（６１）についての機能選択モードに切り替えら
れる。
【００５３】
　図５Ｂに示されるように、選択表示領域６９（６１）についての機能選択モードに切り
替えられたことに基づいて、選択入力領域７９は、入力面３２において拡大されることに
より、拡大入力領域７４として当該入力面３２に規定される。一方で、第二入力領域７２
は、入力面３２において縮小され、縮小入力領域７５として拡大入力領域７４と共に入力
面３２に規定される。加えて、入力境界線７６の位置が変更されたことに基づいて、外縁
３４から突出していた中央の突起部３５が当該外縁３４に収納されると共に、変更後の当
該境界線７６の延長上に位置する最も運転席側の突起部３５が外縁３４から突出する。さ
らに、選択表示領域６９とされた第一表示領域６１は、表示画面５２の全域まで拡大され
る。以上により、操作者は、拡大入力領域７４を用いて、拡大された第一表示領域６１の
アイコン６３を選択する操作を実施できる。
【００５４】
　さらに、選択表示領域６９（６１）についての機能選択モードであるときに、操作者の
指Ｆ等による縮小入力領域７５への入力があると、この入力に基づいて、第二表示領域６
２（図５Ｃ参照）が選択表示領域６９とされる。以上により、表示システム１００の表示
モードは、第一表示領域６１についての機能選択モードから、第二表示領域６２について
の機能選択モードに切り替えられる。尚、上述の機能選択モードへの移行に際して入力面
３２に入力される操作は、例えば拡大入力領域７４に接触させた指Ｆを縮小入力領域７５
まで移動させた後、当該領域７５から離す操作（以下「スワイプ」という）、及び縮小入
力領域７５に対するタップ等である。
【００５５】
　図５Ｃに示されるように、縮小入力領域７５（図５Ｂ参照）は、入力面３２において拡
大されることにより、拡大入力領域１７５として当該入力面３２に規定される。一方で、
拡大入力領域７４（図５Ｂ参照）は、入力面３２において縮小され、縮小入力領域１７４
として拡大入力領域１７５と共に当該入力面３２に規定される。
【００５６】
　加えて、入力境界線７６の位置が再び変更されたことに基づいて、最も運転席側に位置
する突起部３５が外縁３４に収納されると共に、変更後の当該境界線７６の延長上に位置
し、最も助手席側の突起部３５が外縁３４から突出する。さらに、選択表示領域６９とさ
れた第二表示領域６２は、表示画面５２の全域まで拡大される。以上により、操作者は、
新たに規定された拡大入力領域１７５を用いて、拡大された第二表示領域６２のアイコン
６３を選択する操作を実施できる。
【００５７】
　また上述のように、いずれかの表示領域６１，６２についての機能選択モードに切り替
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えられた後において、入力面３２への入力が無いまま一定時間経過した場合、表示モード
は、再び領域選択モードに戻される。
【００５８】
　以上説明した表示モードを切り替える処理（以下、「メイン処理」という）を、図６に
基づいて詳細に説明する。図６に示されるメイン処理は、領域選択モードに切り替える操
作者の操作の入力に基づいて、表示制御部５３によって実施される。尚、表示制御部５３
は、機能選択モードに切り替えた後、予め設定された時間が経過したときに、表示モード
を領域選択モードに戻すサブ処理を、以下のメイン処理と併せて実施する。
【００５９】
　Ｓ１０１では、操作者による操作の入力された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による操作情報の取得が前回の操作
情報の取得から一定時間、経過しているか否かを判定する。Ｓ１０２にて、前回の操作情
報の取得から一定時間が経過していないと判定した場合、Ｓ１０５に進む。このとき、表
示モードは、選択表示領域６９についての機能選択モードである。一方、Ｓ１０２にて、
前回の操作情報の取得から一定時間が経過していたと判定した場合、Ｓ１０３に進む。こ
のとき、表示モードは、領域選択モードに戻されている。
【００６０】
　Ｓ１０３では、操作情報に含まれる座標に基づいて、表示画面５２に表示される複数の
表示領域６０のうちから、選択表示領域６９を設定し、Ｓ１０４に進む。以上により、表
示モードを、選択表示領域６９についての機能選択モードに領域選択モードから切り替え
られる。Ｓ１０４では、入力領域７０における入力境界線７６の位置を変更することによ
り、拡大入力領域７４及び縮小入力領域７５を入力領域７０として規定する（図５Ｂ参照
）し、Ｓ１０１に戻る。加えて、表示画面５２の全域を選択表示領域６９（６１）とする
。また、入力境界線７６の位置が変更されたことを示す情報を操作制御部３３に出力する
。操作制御部３３は、表示制御部５３から取得した情報に基づき、制御信号によって各ア
クチュエータ３７を制御することにより、突起部３５の形成される位置を変更する。
【００６１】
　Ｓ１０５では、Ｓ１０１にて取得した操作情報の示す座標が拡大入力領域７４内である
か否かを判定する。Ｓ１０５にて、操作情報の示す座標が拡大入力領域７４内で無く、縮
小入力領域７５であると判定した場合、Ｓ１０７に進む。一方で、Ｓ１０５にて、操作情
報の示す座標が拡大入力領域７４内であると判定した場合、Ｓ１０６に進む。Ｓ１０６で
は、入力面３２への入力を、選択表示領域６９内のアイコン６３を選択する操作とし、表
示画面５２において入力のあった座標に対応する位置のアイコン６３を選択状態とし、Ｓ
１０１に戻る。Ｓ１０６では、具体的に、取得した入力面３２における座標を、表示画面
５２における座標に変換する。そして、表示画面５２において変換後の座標に表示された
アイコン６３を選択状態とし、当該アイコン６３に関連付けられた処理を実施する。
【００６２】
　Ｓ１０７では、縮小入力領域７５に対応する他の表示領域６０に選択表示領域６９を変
更することにより、新たに選択された選択表示領域６９の機能選択モードへと表示モード
を切り替え、Ｓ１０８に進む。Ｓ１０８では、入力領域７０における入力境界線７６の位
置を変更することにより、縮小入力領域１７４及び拡大入力領域１７５を新たに規定し（
図５Ｃ参照）、Ｓ１０１に戻る。加えて、表示画面５２の全域を、選択表示領域６９（６
２）とする。また、入力境界線７６の位置が変更されたことを示す情報を操作制御部３３
に出力する。操作制御部３３は、表示制御部５３から取得した情報に基づき、制御信号に
よって各アクチュエータ３７を制御することにより、突起部３５の形成される位置を変更
する。
【００６３】
　ここまで説明した第一実施形態では、領域選択モードにおける選択表示領域６９の選択
は、入力面３２に規定された複数の入力領域７０のいずれかへの入力に基づいて、行われ
る。一方で、機能選択モードにおけるアイコン６３の選択も、入力面３２に規定された拡
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大入力領域７０への操作の入力により、行われる。これらによれば、領域選択モードから
機能選択モードに切り替えられても、操作者は、入力面３２への入力を継続したままで、
選択表示領域６９の選択操作とアイコン６３の選択操作とを、連続して実施できる。故に
、操作の煩雑化に起因して操作時間が長くなる事態は、回避され得る。
【００６４】
　加えて、機能選択モードに切り替えられると、選択入力領域７９は、入力面３２におい
て拡大されることにより、拡大入力領域７４となる。こうして、入力領域７０の面積が表
示領域６０の面積に対して相対的に広く確保されることにより、操作者は、アイコン６３
の表示位置に対応する選択入力領域７９上の位置に、タップによる入力を正確に加え易く
なる。以上により、アイコン６３が表示画面５２に小さく表示される形態であっても、当
該アイコン６３を選択する操作時間が長くなる事態は、回避され得る。
【００６５】
　したがって、表示システム１００は、目標とするアイコン６３を選択する操作を操作者
に短時間で実施させることができる。
【００６６】
　加えて第一実施形態では、目的地の検索に係わる領域選択モードにおいて、第二入力領
域７２の面積は、第一入力領域７１の面積よりも狭くされている。以上により、表示画面
５２における表示領域６０の配置と入力面３２における入力領域７０の配置との対応が操
作者によって分り易いものとなるので、表示領域６０を選択する際の操作者の誤操作は、
低減され得る。
【００６７】
　一方で、車載機器の状態表示に係わる領域選択モードにおいては、各表示領域６１，６
２の面積に係わらず、第二入力領域７２の面積は、第一入力領域７０の面積と等しくされ
ている。故に、第二表示領域６２の面積が第一表示領域６１の面積に対し非常に小さくさ
れた場合でも、当該第二入力領域７２の面積は、確保される。以上により、第二表示領域
６２を選択する際の操作者の誤操作が、低減され得る。
【００６８】
　これらのように、領域選択モードにおいて表示画面５２に規定される各表示領域６０の
配置及び各表示領域６０に表示されるアイコン６３の機能等に応じて、入力面３２に各入
力領域７０を規定する方法は、適宜変更されてよい。適格な規定方法が選定されることに
より、表示領域６０を選択する操作の操作性が向上するので、アイコン６３を選択する操
作時間は、さらに短縮され易くなる。
【００６９】
　また第一実施形態では、各機能選択モードに切り替えられた後、予め設定された時間が
経した場合、表示画面５２は、領域選択モードの表示に戻される。故に、一旦選択した表
示領域６０についてアイコン６３を選択する操作を終了させた操作者は、別の表示領域６
０についてアイコン６３を選択する操作を開始した際に、領域選択モードに戻す操作を省
略し得る。したがって、領域選択モードを備える形態の表示システム１００であっても、
操作の煩雑化に起因して操作時間が長くなる事態は、確実に回避可能となる。
【００７０】
　さらに第一実施形態では、車載機器の状態表示に係わる領域選択モードにおいて、選択
表示領域６９以外の表示領域（以下、「非選択表示領域」という）に対応する入力領域７
０が、縮小されつつも、縮小入力領域７５として入力面３２に規定され続ける。故に、領
域選択モード時に、誤操作によって操作者の意に反する表示領域６０が選択表示領域６９
とされた場合でも、操作者は、縮小入力領域７５に操作を入力することにより、意図した
表示領域６０についての機能選択モードに素早く切り替えることができる。こうして、誤
って選択された選択表示領域６９の機能選択モードから、領域選択モードに戻す操作を要
すること無く、他の表示領域６０の機能選択モードに直接的に切り替える操作が可能とな
る。したがって、領域選択モードを備える形態の表示システム１００であっても、操作の
煩雑化に起因して操作時間が長くなる事態は、確実に回避可能となる。
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【００７１】
　加えて、縮小入力領域７５への入力に基づいて、当該領域７５が入力面３２にて拡大さ
れることにより、新たな拡大入力領域１７５が規定される。故に、操作者は、入力面３２
への入力を継続したままで、例えば第一表示領域６１についての機能選択モードから第二
表示領域６２についての機能選択モードに切り替える操作と、切り替え後のアイコン６３
を選択する操作とを、連続して実施できる。したがって、操作の煩雑化に起因して操作時
間が長くなる事態は、さらに回避可能となる。
【００７２】
　また加えて第一実施形態では、文字入力に係わる機能選択モードにおいて、入力面３２
の全域が拡大入力領域７４として規定されるので、入力領域７０の面積は、表示領域６０
の面積に対して相対的にさらに広く確保され得る。以上により、アイコン６３の表示位置
に対応する選択入力領域７９上の位置に入力を正確に加え易くなるので、アイコン６３を
選択する操作時間が長くなる事態は、確実に回避可能となる。
【００７３】
　さらに加えて第一実施形態では、各入力領域７１，７２の間の入力境界線７６の位置が
突起部３５により触覚を通じて示されるので、操作者は、入力面３２に視線を向けること
無く、目標とする表示領域６０に対応した入力領域７０に操作を入力することができる。
以上によれば、領域選択モードにおける誤操作を抑えることができるので、操作者は、表
示領域６０を選択する操作をすみやかに実施し得る。こうして突起部３５は、操作者によ
る操作の短時間化に貢献できる。
【００７４】
　加えて、入力面３２における入力境界線７６の位置が変更されると、突起部３５の形成
れる位置は、変更後の当該境界線７６の延長上となる。こうして突起部３５は、入力面３
２における入力境界線７６の現在位置に係わらず、当該境界線７６の位置を、触覚を通じ
て操作者に示し続けることができる。以上により、突起部３５は、表示領域６０の選択時
における誤操作を低減させる作用を継続的に発揮できるので、操作者による操作の短時間
化にさらに貢献できる。
【００７５】
　尚、第一実施形態において、タッチパッド３１が特許請求の範囲に記載の「入力手段」
に相当し、表示制御部５３が特許請求の範囲に記載の「切替手段」及び「領域拡大手段」
に相当し、アイコン６３が特許請求の範囲に記載の「ボタン画像」に相当し、入力境界線
７６が特許請求の範囲に記載の「境界線」に相当する。
【００７６】
　（第二実施形態）
　図７及び図８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、
領域選択モードから機能選択モードに切り替える処理及び拡大入力領域２７４を規定する
処理等を実施する。加えて、第二実施形態における車載機器の状態表示に係わる領域選択
モードでは、目的地の検索に係わる領域選択モードと同様に、表示画面５２における各表
示領域６１，６２の拡縮は、行われない。以下、第二実施形態にて実施される領域選択モ
ードの一つについて、図７に基づいて詳細に説明する。尚、第二実施形態のタッチパッド
２３１からは、第一実施形態の突起部３５（図３参照）に相当する構成が省略されている
。
【００７７】
　図７Ａに示されるように、第二実施形態の状態表示に係わる領域選択モードでは、入力
面３２における第一入力領域２７１及び第二入力領域２７２の各面積は、表示画面５２に
おける第一表示領域６１及び第二表示領域６２の各面積に対応している。故に、入力面３
２における入力境界線２７６の位置は、表示画面５２における表示境界線６６の位置と対
応する。以上の領域選択モードであるときに、操作者の指Ｆ等による第一入力領域２７１
へのタップの入力があると、当該領域２７１は、選択入力領域２７９とされる。そして、
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第一表示領域６１が選択表示領域６９とされることにより、表示モードは、選択表示領域
６９（６１）についての機能選択モードに切り替えられる。
【００７８】
　図７Ｂに示されるように、選択表示領域６９（６１）についての機能選択モードに切り
替えられると、選択入力領域２７９は、拡大されることにより、拡大入力領域２７４とし
て入力面３２に規定される。一方で、第二入力領域２７２は、縮小されることにより、縮
小入力領域２７５として拡大入力領域２７４と共に入力面３２に規定される。このとき、
選択表示領域６９とされた第一表示領域６１の面積は、表示画面５２にて維持される。
【００７９】
　さらに、操作者の指Ｆによる縮小入力領域２７５へのタップ等による入力があると、こ
の入力に基づいて、第二表示領域６２が選択表示領域６９とされる。以上により、表示モ
ードは、第一表示領域６１についての機能選択モードから、第二表示領域６２についての
機能選択モードに切り替えられる。
【００８０】
　図７Ｃに示されるように、縮小入力領域２７５（図７Ｂ参照）は、拡大されることによ
り、拡大入力領域３７５として入力面３２に新たに規定される。一方で、拡大入力領域２
７４（図５Ｂ参照）は、縮小されることにより、縮小入力領域３７４として拡大入力領域
３７５と共に入力面３２に規定される。このとき、選択表示領域６９とされた第二表示領
域６２の面積は、表示画面５２にて維持される。以上により、操作者は、新たに規定され
た拡大入力領域３７５を用いて、拡大された第二表示領域６２のアイコン６３を選択する
操作を実施できる。そして、選択表示領域６９（６２）についての機能選択モードに切り
替えられた後、入力面３２への入力が無いまま一定時間経過した場合、表示モードは、再
び図７Ａに示されるような領域選択モードに戻される。
【００８１】
　次に、第二実施形態におけるメイン処理を、図８に基づいて詳細に説明する。図８に示
されるメイン処理は、領域選択モードに切り替える操作者の操作の入力に基づいて、操作
制御部３３によって実施される。尚、操作制御部３３は、機能選択モードに切り替えた後
、予め設定された時間が経過したときに、表示モードを領域選択モードに戻すサブ処理を
、以下のメイン処理と併せて実施する。
【００８２】
　Ｓ２０１では、操作者による操作の入力された座標を検出し、Ｓ２０２に進む。Ｓ２０
２では、Ｓ２０１による入力の検出が、前回の入力の検出から一定時間、経過したか否か
を判定する。Ｓ２０２にて、前回の入力の検出から一定時間が経過していないと判定した
場合、Ｓ２０５に進む。このとき、表示モードは、選択表示領域６９についての機能選択
モードである。一方、Ｓ２０２にて、前回の入力の検出から一定時間が経過したと判定し
た場合、Ｓ２０３に進む。このとき、表示モードは、領域選択モードに戻されている。
【００８３】
　Ｓ２０３では、検出した座標に基づいて、複数の表示領域６０のうちから、選択表示領
域６９を設定する。そして、設定した選択表示領域６９を通知する指令を、表示制御部５
３に出力し、Ｓ２０４に進む。以上により、領域選択モードから選択表示領域６９につい
ての機能選択モードに、表示モードを切り替える。Ｓ２０４では、入力境界線２７６の位
置を変更することにより、拡大入力領域２７４及び縮小入力領域２７５を入力面３２に規
定し（図７Ｂ参照）、Ｓ２０１に戻る。
【００８４】
　Ｓ２０５では、Ｓ２０１にて検出した座標が拡大入力領域２７４内であるか否かを判定
する。Ｓ２０５にて、検出した座標が拡大入力領域２７４内で無く、縮小入力領域２７５
であると判定した場合、Ｓ２０７に進む。一方で、Ｓ２０５にて検出した座標が拡大入力
領域２７４内であると判定した場合、Ｓ２０６に進む。Ｓ２０６では、入力面３２への入
力を、選択表示領域６９内のアイコン６３を選択する操作とし、Ｓ２０１に戻る。Ｓ２０
６では、具体的に、拡大入力領域２７４における座標を、選択表示領域６９における座標
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に変換し、変換した座標を含む操作情報を、表示制御部５３に出力する。表示制御部５３
は、選択表示領域６９において操作制御部３３から取得した座標に対応する位置のアイコ
ン６３を選択状態とし、当該アイコン６３に関連付けられた処理を実施する。
【００８５】
　Ｓ２０７では、縮小入力領域２７５に対応する他の表示領域６０を選択表示領域６９に
変更することにより、新たに選択された選択表示領域６９の機能選択モードに表示モード
を切り替える。そして、変更後の選択表示領域６９を通知する指令を、表示制御部５３に
出力し、Ｓ２０８に進む。Ｓ２０８では、入力境界線２７６の位置を変更することにより
、新たに縮小入力領域３７４及び拡大入力領域３７５を入力面３２に規定し（図７Ｃ参照
）、Ｓ２０１に戻る。
【００８６】
　ここまで説明した第二実施形態でも、入力面３２への入力を継続したままで、選択表示
領域６９の選択操作とアイコン６３の選択操作とを連続して実施可能であって、且つ当該
アイコン６３を選択する操作時間が長くなる事態は、回避され得る。したがって、表示シ
ステム２００は、第一実施形態による表示システム１００（図１参照）と同様の効果を奏
し、目標とするアイコン６３を選択する操作を操作者に短時間で実施させることができる
。
【００８７】
　尚、第二実施形態において、タッチパッド２３１が特許請求の範囲に記載の「入力手段
」に相当し、操作制御部３３が特許請求の範囲に記載の「切替手段」及び「領域拡大手段
」に相当し、入力境界線２７６が特許請求の範囲に記載の「境界線」に相当する。
【００８８】
　（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
態及び組み合わせに適用することができる。
【００８９】
　上記第一実施形態では、領域選択モードから機能選択モードに切り替える処理及び拡大
入力領域を規定する処理等を表示制御部５３が実施していた。一方、上記第二実施形態で
は、これらの処理等を操作制御部３３が実施していた。一般に、表示システムは、表示装
置及び操作装置等を組み合わせることにより構成されている。故に、特許請求の範囲に記
載の「切替手段」及び「領域拡大手段」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、「切替手段」及び「領域拡大手段」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、「切替手段」及び「領域拡大手
段」に相当する機能を果たす回路又は装置が、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。
【００９０】
　上記実施形態において、表示領域６０は、表示画面５２の横方向に二つ規定されていた
。しかし、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、表示領域は、鉛直方向となる表示画面の縦方向において、複数規定されて
いてもよい。加えて、表示画面に規定される表示領域の数は、二つに限定されない。三つ
以上の表示領域が、表示画面に規定されていてもよい。
【００９１】
　上記第一実施形態において、車載装置の状態表示に係わる領域選択モードでは、入力面
３２に第二入力領域７２が残されるものの、第二表示領域６２は、表示画面５２に残され
ていなかった。しかし、このような非選択表示領域は、選択表示領域についての機能選択
モードであるときに、面積を縮小されつつ、表示画面に表示さ続けてもよい。
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　上記実施形態では、機能選択モードに切り替えられた後、入力面への操作の入力がない
まま一定の時間が経過した場合、表示モードは、領域選択モードへと戻されていた。この
ような領域選択モードに戻されるまでの時間は、適宜変更可能であってもよい。又は、入
力面への操作の入力が所定の時間無くても、表示モードは、機能選択モードのまま維持さ
れてもよい。或いは、領域選択モード及び機能選択モードの内容に応じて、機能選択モー
ドから領域選択モードに戻される場合と、機能選択モードが維持される場合とが、別々に
設定されていてもよい。
【００９３】
　上記第一実施形態では、複数設けられた突起部３５のうちで、入力境界線７６の延長上
に位置する突起部３５が、外縁３４から突出していた。しかし、タッチパッドは、入力境
界線の位置に対応して、外縁を移動する形態の突起部を有していてもよい。さらに、突起
部は、入力境界線の位置に応じて移動可能でなくてもよい。入力境界線の延長上となり得
る位置に一つ又は複数の突起部が、予め設けられていてもよい。
【００９４】
　上記実施形態では、静電容量式のタッチパッドが「入力手段」として採用されていた。
しかし、例えば抵抗膜式等の周知の構成よりなるタッチパッドが、「入力手段」として採
用されてよい。
【００９５】
　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。
【符号の説明】
【００９６】
１０　ＣＡＮバス、２０，２２０　操作装置、３１，２３１　タッチパッド（入力手段）
、３２　入力面、３３　操作制御部（切替手段，領域拡大手段）、３４　外縁、３５　突
起部、３７　アクチュエータ、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，領域拡大手段）、６０　表示領域、６１　第一表示領
域、６２　第二表示領域、６３　アイコン（ボタン画像）、６６　表示境界線、６９　選
択表示領域、７０　入力領域、７１，２７１　第一入力領域、７２，２７２　第二入力領
域、７４，１７５，２７４，３７５　拡大入力領域、７５，１７４，２７５，３７４　縮
小入力領域、７６，２７６　入力境界線（境界線）、７９，２７９　選択入力領域、９１
　オーディオ制御装置、９２　空調制御装置、１００，２００　表示システム
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