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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネルが設けられ、表示画面の形状が略矩形形状であり、前記表示画面の四辺の
縁に前記表示画面とは異なる触感の境界部分が形成されている表示モニタと、
　前記表示画面の一部において、前記表示画面の前記四辺のうちいずれか少なくとも一つ
の辺に沿って予め設定された簡略情報表示領域に所定の第１の情報に関する簡略情報を表
示する表示制御手段と、
　前記簡略情報表示領域において押圧を検出した後、その押圧の押圧位置が移動したこと
を検出する押圧位置検出手段とを備え、
　前記表示制御手段は、前記押圧位置検出手段が前記押圧位置の移動を検出すると、前記
表示画面に、前記第１の情報に関する詳細情報を表示することを特徴とする情報端末。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報端末において、
　前記表示制御手段は、
　前記簡略情報表示領域に前記第１の情報に関する簡略情報を表示すると共に、前記表示
画面において前記簡略情報表示領域とは別に予め設定された詳細情報表示領域に所定の第
２の情報に関する詳細情報を表示し、
　前記押圧位置検出手段が前記押圧位置の移動を検出すると、前記詳細情報表示領域に前
記第１の情報に関する詳細情報を表示すると共に、前記簡略情報表示領域に前記第２の情
報に関する簡略情報を表示することを特徴とする情報端末。
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【請求項３】
　請求項２に記載の情報端末において、
　前記詳細情報表示領域に前記第１の情報に関する詳細情報を表示し、前記簡略情報表示
領域に前記第２の情報に関する簡略情報を表示しているときに、前記押圧位置検出手段が
前記押圧位置の移動を検出すると、前記表示制御手段は、前記簡略情報表示領域に前記第
１の情報に関する簡略情報を再表示すると共に、前記詳細情報表示領域に前記第２の情報
に関する詳細情報を再表示することを特徴とする情報端末。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報端末において、
　前記表示画面には、前記簡略情報表示領域以外に、道路地図が表示される道路地図表示
領域が設定されており、
　前記表示制御手段は、前記押圧位置が前記簡略情報表示領域から前記道路地図表示領域
に移動したことを前記押圧位置検出手段が検出すると、前記表示画面に、前記第１の情報
に関する詳細情報を表示することを特徴とする情報端末。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の情報端末において、
　オーディオ機能を動作するオーディオ機能動作手段を備え、
　前記第１の情報は、前記オーディオ機能の動作に関する情報を含むことを特徴とする情
報端末。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の情報端末において、
　交通情報を受信する交通情報受信手段を備え、
　前記第１の情報は、前記交通情報を含むことを特徴とする情報端末。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の情報端末において、
　前記表示画面には、前記簡略情報表示領域が複数設定されており、
　前記表示制御手段は、互いに異なる情報に関する簡略情報を複数の前記簡略情報表示領
域の各々に表示することを特徴とする情報端末。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の情報端末において、
　前記表示制御手段は、前記押圧位置検出手段によって検出される前記簡略情報表示領域
における押圧位置によって、前記詳細情報の内容を変更することを特徴とする情報端末。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載の情報端末において、
　前記表示制御手段は、前記簡略情報表示領域の押圧を検出すると、表示されている簡略
情報の内容を変更することを特徴とする情報端末。
【請求項１０】
　タッチパネルが設けられ、表示画面の形状が略矩形形状であり、前記表示画面の四辺の
縁に前記表示画面とは異なる触感の境界部分が形成されている表示モニタの前記表示画面
の一部において、前記表示画面の前記四辺のうちいずれか少なくとも一つの辺に沿って予
め設定された簡略情報表示領域に所定の第１の情報に関する簡略情報を表示し、
　前記簡略情報表示領域において押圧を検出した後、その押圧の押圧位置が移動したこと
を検出し、
　前記押圧位置の移動を検出すると、前記表示画面に、前記第１の情報に関する詳細情報
を表示することを特徴とする簡略－詳細情報の表示方法。
【請求項１１】
　押圧を検知するタッチパネルが設けられた略矩形の表示画面の縁に沿って簡略情報表示
領域を設定し、該簡略情報表示領域に所定の第１の情報に関する簡略情報を表示する簡略
情報表示手段と、
　前記タッチパネルにより検知された前記簡略情報表示領域に対する押圧の押圧位置が移
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動したことを検出する押圧位置検出手段と、
　前記押圧位置検出手段で前記押圧位置が移動したことを検出すると、前記第１の情報に
関する詳細情報を前記表示画面に表示する詳細情報表示手段とを備え、
　前記表示画面の四辺の縁に前記表示画面とは異なる触感の境界部分が形成されているこ
とを特徴とする情報端末。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の情報端末において、
　前記詳細情報表示手段は、前記表示画面の前記簡略情報表示領域とは別の領域に詳細情
報表示領域を設定し、
　前記押圧位置検出手段で前記押圧位置が移動したことを検出するまでは、前記詳細情報
表示手段は所定の第２の情報に関する詳細情報を前記詳細情報表示領域に表示し、
　前記押圧位置検出手段で前記押圧位置が移動したことを検出すると、前記詳細情報表示
手段は前記第１の情報に関する詳細情報を前記詳細情報表示領域に表示し、前記簡略情報
表示手段は前記第２の情報に関する簡略情報を前記簡略情報表示領域に表示することを特
徴とする情報端末。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、道路地図が表示されている表示画面の一部に様々な情報を表示することがで
きるナビゲーション装置およびそのナビゲーション装置に表示される簡略－詳細情報の表
示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ナビゲーション画面上に、オーディオソースに関する簡単な情報を表示したステータス
バーと、エンタテイメントキーとを表示し、エンタテイメントキーがタッチされるとオー
ディオソースに関する詳細情報をモニタ表示部に表示するナビゲーション装置が従来技術
として知られている（特許文献１）。
【特許文献１】特開２００４－１３２７４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１のナビゲーション装置では、エンタテイメントキーはオーディオ操作のため
ボタンを表示する関係上、表示を大きくすることはできない。このため、オーディオソー
スに関する詳細情報を表示するためにエンタテイメントキーの位置を目で確認しながらエ
ンタテイメントキーをタッチしなくてはならない。したがって、詳細情報を表示する操作
が運転操作に支障をきたすという問題点がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
（１）請求項１の発明の情報端末は、タッチパネルが設けられ、表示画面の形状が略矩形
形状であり、表示画面の四辺の縁に表示画面とは異なる触感の境界部分が形成されている
表示モニタと、表示画面の一部において、表示画面の四辺のうちいずれか少なくとも一つ
の辺に沿って予め設定された簡略情報表示領域に所定の第１の情報に関する簡略情報を表
示する表示制御手段と、簡略情報表示領域において押圧を検出した後、その押圧の押圧位
置が移動したことを検出する押圧位置検出手段とを備え、表示制御手段は、押圧位置検出
手段が押圧位置の移動を検出すると、表示画面に、第１の情報に関する詳細情報を表示す
ることを特徴とする。
（２）請求項２の発明は、請求項１に記載の情報端末において、表示制御手段は、簡略情
報表示領域に第１の情報に関する簡略情報を表示すると共に、表示画面において簡略情報
表示領域とは別に予め設定された詳細情報表示領域に所定の第２の情報に関する詳細情報
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を表示し、押圧位置検出手段が押圧位置の移動を検出すると、詳細情報表示領域に第１の
情報に関する詳細情報を表示すると共に、簡略情報表示領域に第２の情報に関する簡略情
報を表示することを特徴とする。
（３）請求項３の発明は、請求項２に記載の情報端末において、詳細情報表示領域に第１
の情報に関する詳細情報を表示し、簡略情報表示領域に第２の情報に関する簡略情報を表
示しているときに、押圧位置検出手段が押圧位置の移動を検出すると、表示制御手段は、
簡略情報表示領域に第１の情報に関する簡略情報を再表示すると共に、詳細情報表示領域
に第２の情報に関する詳細情報を再表示することを特徴とする。
（４）請求項４の発明は、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報端末において、表
示画面には、簡略情報表示領域以外に、道路地図が表示される道路地図表示領域が設定さ
れており、表示制御手段は、押圧位置が簡略情報表示領域から道路地図表示領域に移動し
たことを押圧位置検出手段が検出すると、表示画面に、第１の情報に関する詳細情報を表
示することを特徴とする。
（５）請求項５の発明は、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の情報端末において、オ
ーディオ機能を動作するオーディオ機能動作手段を備え、第１の情報は、オーディオ機能
の動作に関する情報を含むことを特徴とする。
（６）請求項６の発明は、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の情報端末において、交
通情報を受信する交通情報受信手段を備え、第１の情報は、交通情報を含むことを特徴と
する。
（７）請求項７の発明は、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の情報端末において、表
示画面には、簡略情報表示領域が複数設定されており、表示制御手段は、互いに異なる情
報に関する簡略情報を複数の簡略情報表示領域の各々に表示することを特徴とする。
（８）請求項８の発明は、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の情報端末において、表
示制御手段は、押圧位置検出手段によって検出される簡略情報表示領域における押圧位置
によって、詳細情報の内容を変更することを特徴とする。
（９）請求項９の発明は、請求項１乃至８のいずれか１項に記載の情報端末において、表
示制御手段は、簡略情報表示領域の押圧を検出すると、表示されている簡略情報の内容を
変更することを特徴とする。
（１０）請求項１０の発明の簡略－詳細情報の表示方法は、タッチパネルが設けられ、表
示画面の形状が略矩形形状であり、表示画面の四辺の縁に表示画面とは異なる触感の境界
部分が形成されている表示モニタの表示画面の一部において、表示画面の四辺のうちいず
れか少なくとも一つの辺に沿って予め設定された簡略情報表示領域に所定の第１の情報に
関する簡略情報を表示し、簡略情報表示領域において押圧を検出した後、その押圧の押圧
位置が移動したことを検出し、押圧位置の移動を検出すると、表示画面に、第１の情報に
関する詳細情報を表示することを特徴とする。
（１１）請求項１１の発明の情報端末は、押圧を検知するタッチパネルが設けられた略矩
形の表示画面の縁に沿って簡略情報表示領域を設定し、該簡略情報表示領域に所定の第１
の情報に関する簡略情報を表示する簡略情報表示手段と、タッチパネルにより検知された
簡略情報表示領域に対する押圧の押圧位置が移動したことを検出する押圧位置検出手段と
、押圧位置検出手段で押圧位置が移動したことを検出すると、第１の情報に関する詳細情
報を表示画面に表示する詳細情報表示手段とを備え、表示画面の四辺の縁に表示画面とは
異なる触感の境界部分が形成されていることを特徴とする。
（１２）請求項１２の発明は、請求項１１に記載の情報端末において、詳細情報表示手段
は、表示画面の簡略情報表示領域とは別の領域に詳細情報表示領域を設定し、押圧位置検
出手段で押圧位置が移動したことを検出するまでは、詳細情報表示手段は所定の第２の情
報に関する詳細情報を詳細情報表示領域に表示し、押圧位置検出手段で押圧位置が移動し
たことを検出すると、詳細情報表示手段は第１の情報に関する詳細情報を詳細情報表示領
域に表示し、簡略情報表示手段は第２の情報に関する簡略情報を簡略情報表示領域に表示
することを特徴とする。
【発明の効果】
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【０００５】
　本発明によれば、表示画面を見なくても、所定の簡略情報が表示されている表示領域を
指などで押圧し、押圧しながら移動することによって、詳細情報を表示することができ、
乗員の利便性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　本発明の実施形態によるナビゲーション装置の構成を図１に示す。図１のナビゲーショ
ン装置１は、地図表示などのナビゲーション機能のほかに、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉ
ｓｃ）を再生することができ、再生中の音楽の情報などを表示モニタ１６に表示すること
ができる。ナビゲーション装置１は、制御回路１１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３、現在地検
出装置１４、画像メモリ１５、表示モニタ１６、スピーカ１７、入力装置１８、ＣＤプレ
ーヤ部１９、ディスクドライブ１１０、タッチパネル１１２およびタッチパネルコントロ
ール部１１３を有している。ディスクドライブ１１０には、地図データが記録されたＤＶ
Ｄ－ＲＯＭ１１１が装填される。
【０００７】
　制御回路１１は、マイクロプロセッサ及びその周辺回路からなり、ＲＡＭ１３を作業エ
リアとしてＲＯＭ１２に格納された制御プログラムを実行して各種の制御を行う。この制
御回路１１がＤＶＤ－ＲＯＭ１１１に記憶された地図データに基づいて所定の経路探索処
理を行うと、その処理結果が推奨経路として表示モニタ１６に表示される。
【０００８】
　現在地検出装置１４は車両の現在地を検出する装置であり、たとえば、車両の進行方向
を検出する振動ジャイロ１４ａ、車速を検出する車速センサ１４ｂ、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａ
ｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）衛星からのＧＰＳ信号を検出するＧＰＳセ
ンサ１４ｃなどから成る。ナビゲーション装置１は、この現在地検出装置１４により検出
された車両の現在地に基づいて、地図の表示領域や経路探索開始点などを決定するととも
に、地図上にその現在地を表示する。
【０００９】
　画像メモリ１５は、表示モニタ１６に表示するための画像データを格納する。この画像
データは道路地図描画用データや各種の図形データからなり、それらはディスクドライブ
１１１によって読み込まれるＤＶＤ－ＲＯＭ１１１に記憶された地図データに基づいて、
適宜生成される。ナビゲーション装置１は、このようにして生成された画像データを用い
ることによって地図表示など行うことができる。
【００１０】
　ディスクドライブ１１０は、装填されたＤＶＤ－ＲＯＭ１１１から、表示モニタ１６へ
地図を表示するための地図データを読み出す。地図データは、地図表示用データ、経路探
索用データなどを含む。経路探索用データには、地図データに格納されている道路のリン
ク情報およびノード情報が含まれている。地図表示用データは、広域から詳細まで複数の
縮尺の地図データを有し、乗員の要求にしたがって、表示地図の縮尺を変更することがで
きる。なお、ＤＶＤ－ＲＯＭ１１１以外の他の記録メディア、たとえばＣＤ－ＲＯＭやハ
ードディスクなどより地図データを読み出してもよい。
【００１１】
　表示モニタ１６は、地図データなどの各種情報に基づいて、自車位置付近の道路地図な
どの各種情報を画面表示としてナビゲーション装置１の乗員に提供する。また、表示モニ
タ１６は、ＣＤプレーヤ部１９の動作状況やＣＤプレーヤ部１９で再生している音楽の情
報などオーディオ情報を表示する。スピーカ１７は、操作案内や経路誘導するための音声
を出力する。また、スピーカ１７より、ＣＤプレーヤ部１９で再生した音声を出力する。
【００１２】
　入力装置１８は、車両の目的地などを乗員が設定するための入力スイッチを有し、これ
は操作パネルやリモコンなどによって実現される。乗員は、表示モニタ１６の表示画面の
指示または、スピーカ１７からの音声の指示に従って入力装置１８を操作することにより
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、目的地を選択して目的地を設定する。また、入力装置１８によって、ＣＤプレーヤ部１
９に装着したＣＤを再生したり、ＣＤに収録されている音楽を選曲したりするといったＣ
Ｄプレーヤ部１９の操作を行うことができる。
【００１３】
　目的地が乗員により設定されると、ナビゲーション装置１は、現在地検出手段１４によ
り検出された現在地を出発地として目的地までの経路演算を所定のアルゴリズムに基づい
て行う。以下、この経路演算を経路探索と呼ぶ。このようにして求められた経路（以下、
推奨経路という）は、表示形態、たとえば表示色などを変えることによって、ほかの道路
と区別して画面表示される。これにより、乗員は地図上の推奨経路を画面上で認識するこ
とができる。また、ナビゲーション装置１は、推奨経路に従って車両が走行できるように
、乗員に対して画面や音声などによる進行方向指示を行い、車両を誘導する。
【００１４】
　ＣＤプレーヤ部１９は、ＣＤを再生し、再生した音声をスピーカ１７に出力する。ＣＤ
プレーヤ部１９は複数のＣＤを装着することができ、これらのＣＤに記録されているアー
ティスト情報やアルバム情報などといったオーディオ情報を制御回路１１に出力する。
【００１５】
　タッチパネル１１２は、表示モニタ１６の表面に積層される透明のタッチスイッチであ
り、表示モニタ１６に表示される画像はタッチパネル１１２を通して表示される。したが
って、表示モニタ１６の表示画面を押圧するとタッチパネル１１２が押圧される。タッチ
パネル１１２は、タッチパネル１１２上の操作位置に応じた信号をタッチパネルコントロ
ール部１１３に送出し、タッチパネルコントロール部１１３はタッチパネル１１２の押圧
位置を算出する。タッチパネル１１２は、入力装置１８と同様に入力機能を有する。表示
モニタ１６に表示された各種ボタンや表示メニューなどを指などで押圧することによって
、各種ボタンや表示メニューに定義された処理の実行を指示入力することができる。
【００１６】
　次に、図２および図３を参照して、オーディオ情報の簡略情報－詳細情報の表示切り替
え操作について説明する。ここで、オーディオ情報の簡略情報とは、ＣＤプレーヤ部１９
の動作状況やＣＤプレーヤ部１９で再生している音楽の情報などのオーディオ情報のうち
の一部の情報をいい、詳細情報とは、簡略情報に比べて詳細な情報をいう。図２は、ＣＤ
を再生しながら経路誘導しているときに表示される表示モニタ１６の表示画面である。表
示画面には、道路地図２０とともにオーディオ情報バー３０が表示される。
【００１７】
　道路地図２０には、車両の現在地を表す自車位置マーク２１と推奨経路２２とが表示さ
れる。また、道路地図２０の左上には、目的地の到着予想時刻２３と目的地までの距離２
４とが表示される。
【００１８】
　オーディオ情報バー３０は、オーディオ情報を表示するための表示画面であり、道路地
図２０の表示を妨げないようにするために、その表示領域は狭い。このため、オーディオ
情報バー３０にはオーディオ情報の詳細情報を表示することはできず、簡略情報が表示さ
れる。オーディオ情報バー３０に表示される簡略情報は、演奏モード３１、複数装着され
ているＣＤのうちの何枚目のＣＤが再生されているかを示すＣＤ番号３２、再生されてい
るＣＤのトラックナンバ３３および再生経過時間３４である。
【００１９】
　オーディオ情報バー３０は、表示画面を見なくても表示画面の縁をたどってその表示位
置がわかるようにするため、略矩形形状の表示画面の下辺に沿って表示される。表示画面
の縁は表示画面と表示モニタ１６または本体の筐体との境界であり、材質が変わったり、
凹凸が形成されたりしているので、手探りでその位置がわかる。
【００２０】
　再生している音楽の曲名や演奏しているアーティストのアーティスト名など、詳細情報
を知りたい場合、乗員は、次の操作を行い、詳細情報を表示画面に表示する。ここで、乗
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員は運転中であるので、表示モニタ１６の表示画面を見ながらナビゲーション装置１の操
作はできないものとする。そこで、車両が信号待ちなど一時停車しているときに詳細情報
をすぐに見られるようにするため、予め詳細情報を表示画面に表示させるものとする。
【００２１】
　乗員は、表示画面の縁からオーディオ情報バー３０の表示位置を手探りで見つける。オ
ーディオ情報バー３０は、略矩形形状の表示画面の下辺に沿って表示されるので容易に表
示位置がわかる。オーディオ情報バー３０の表示位置を手探りで見つけた後、オーディオ
情報バー３０を指で押圧する。そして、押圧した状態で図２の矢印の方向、つまり表示画
面の縁から内側へ向かう方向へ指を移動する。このように押圧位置が移動したか否かは、
押圧したまま押圧位置がオーディオ情報バー３０の表示領域から道路地図２０の表示領域
に移動したか否かにより検出する。
【００２２】
　押圧位置が道路地図２０の表示領域に移動すると、図３に示すようにオーディオ情報画
面４０が表示される。オーディオ情報画面４０は、表示画面のほぼ全画面に表示され、オ
ーディオ情報の詳細情報を表示する。オーディオ情報画面４０には、オーディオ情報バー
３０に表示されていた演奏モード３１、ＣＤの番号３２、トラックナンバ３３および再生
経過時間３４のほかに、再生している音楽のタイトル名４１ａ、再生している音楽のアー
ティスト名４１ｂ、ＣＤに収録されているアルバム名４１ｃ、再生している音楽のジャン
ル４１ｄおよびそのアルバムのアルバム情報４１ｅなどといった詳細情報が表示される。
【００２３】
　オーディオ情報画面４０には、詳細情報とともにＣＤの再生、停止などを操作する操作
ボタン４２ａ～４２ｃ、再生の演奏モードを切り替える演奏モードボタン４３ａ～４３ｃ
、再生しているＣＤに収められている曲名をリスト表示するトラックリストボタン４４が
表示される。
【００２４】
　オーディオ情報画面４０が表示画面に表示されると、表示画面の下辺に沿って道路地図
情報バー５０が表示される。道路地図情報バー５０には、図２の道路地図２０に表示され
ていた情報の簡略情報が表示され、自車位置マーク２１の表示位置５１、目的地到着予定
時刻２３および目的地までの距離２４が表示される。
【００２５】
　道路地図情報バー５０に表示されている簡略情報から詳細情報を表示する場合、つまり
道路地図２０を表示する場合は、道路地図情報バー５０を指で押圧し、押圧しながら指を
図３の矢印の方向に移動する。そして、押圧位置が道路地図情報バー５０の表示領域から
オーディオ情報画面４０の表示領域に移動すると、図２に示す道路地図２０が再び表示さ
れる。この場合も、道路地図情報バー５０は表示画面の下辺に沿って表示されているので
、表示画面を見なくても道路地図２０を表示することができる。
【００２６】
　次に、オーディオ情報の簡略情報－詳細情報の表示切り替え処理について図４，５のフ
ローチャートを参照して説明する。図４，５の処理は、経路誘導中、ＣＤを再生するとス
タートするプログラムにより制御回路１１において実行される。ここで、表示モニタ１６
表示画面には、道路地図２０とともにオーディオ情報バー３０が表示されているものとす
る。
【００２７】
　ステップＳ４０１では、タッチパネルコントロール部１１３が算出したタッチパネル１
１２の押圧位置より、オーディオ情報バー３０が押圧されたか判定する。押圧された場合
はステップＳ４０１が肯定判定され、ステップＳ４０２へ進む。押圧されていない場合は
ステップＳ４０１を繰り返す。
【００２８】
　ステップＳ４０２では、表示画面が押圧されているか判定する。押圧されている場合は
ステップＳ４０２が肯定判定され、ステップＳ４０３へ進む。ステップＳ４０３では、タ
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ッチパネルコントロール部１１３が算出したタッチパネル１１２の押圧位置をＲＡＭ１３
に記憶する。表示画面が押圧されていない場合はステップＳ４０２が否定判定され、ステ
ップＳ４０４へ進む。ステップＳ４０２とステップＳ４０３とは速く処理され、押圧され
たまま押圧位置が移動したことを検出することができる。
【００２９】
　ステップＳ４０４では、最後にＲＡＭ１３に記憶された押圧位置は、道路地図２０の表
示領域内であるか判定する。道路地図２０の表示領域内である場合はステップＳ４０４が
肯定判定され、ステップＳ４０５へ進む。道路地図２０の表示領域内でない場合はステッ
プＳ４０４が否定判定され、ステップＳ４０１へ戻る。
【００３０】
　ステップＳ４０５では、オーディオ情報画面４０と道路地図情報バー５０とを表示画面
に表示する。ステップＳ４０６では、ＲＡＭ１３に記憶した押圧位置の情報を消去する。
ステップＳ４０７では、ＣＤの再生は終了したか判定する。終了した場合はステップＳ４
０７が肯定判定され、道路地図２０を全画面表示にして、オーディオ情報の簡略情報－詳
細情報の表示切り替え処理を終了する。終了していない場合はステップＳ４０７が否定判
定され、図５のステップＳ５０１へ進む。
【００３１】
　ステップＳ５０１では、道路地図情報バー５０が押圧されたか判定する。押圧された場
合はステップＳ５０１が肯定判定され、ステップＳ５０２へ進む。押圧されていない場合
はステップＳ５０１が否定判定され、ステップＳ４０７へ戻る。
【００３２】
　ステップＳ５０２では、表示画面が押圧されているか判定する。押圧されている場合は
ステップＳ５０２が肯定判定され、ステップＳ５０３へ進む。ステップＳ５０３では、タ
ッチパネルコントロール部１１３が算出したタッチパネル１１２の押圧位置をＲＡＭ１３
に記憶する。表示画面が押圧されていない場合はステップＳ５０２が否定判定され、ステ
ップＳ５０４へ進む。ステップＳ５０２とステップＳ５０３とは速く処理され、押圧され
たまま押圧位置が移動したことを検出することができる。
【００３３】
　ステップＳ５０４では、最後にＲＡＭ１３に記憶された押圧位置はオーディオ情報画面
４０の表示領域内であるか判定する。オーディオ情報画面４０の表示領域内である場合は
ステップＳ５０４が肯定判定され、ステップＳ５０５へ進む。オーディオ情報画面４０の
表示領域内でない場合はステップＳ５０４が否定判定され、ステップＳ４０７へ戻る。
【００３４】
　ステップＳ５０５では、道路地図２０とオーディオ情報バー３０とを表示画面に表示す
る。ステップＳ５０６では、ＲＡＭ１３に記憶した押圧位置の情報を消去する。ステップ
Ｓ５０７では、ＣＤの再生は終了したか判定する。終了した場合はステップＳ５０７が肯
定判定され、道路地図２０を全画面表示にして、オーディオ情報の簡略情報－詳細情報の
表示切り替え処理を終了する。終了していない場合はステップＳ５０７が否定判定され、
図４のステップＳ４０１へ戻る。
【００３５】
　以上の本発明の実施の形態によるナビゲーション装置１は次のような作用効果を奏する
。
（１）道路地図２０を表示した略矩形形状の表示画面の下辺に沿って、オーディオ情報の
簡略情報を表示したオーディオ情報バー３０を表示したので、手探りで位置がわかる表示
画面の縁を基準にして表示画面を見なくてもオーディオ情報バー３０を押圧することがで
きる。そして、表示画面の縁から表示画面の内側の方向に押圧位置を移動することによっ
て、オーディオ情報の詳細情報を表示したオーディオ情報画面４０を表示画面に表示する
ことができる。したがって、表示画面を見ながら操作しなくてもオーディオ情報の簡略情
報が表示されている表示画面から詳細情報が表示されている表示画面に切り替えることが
でき、運転者の利便性が向上する。
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【００３６】
（２）オーディオ情報の詳細情報を表示したオーディオ情報画面４０を表示するとき、道
道路地図情報バー５０として道路地図２０の簡略情報を略矩形形状の表示画面の下辺に沿
って表示した。そして、道路地図情報バー５０を押圧し、表示画面の縁から表示画面の内
側の方向に押圧位置を移動することによって、再び、道路地図２０を表示画面に表示でき
るようにした。したがって、表示画面を見ながら操作しなくても元の道路地図２０の表示
画面に切り替えることができ、運転者の利便性が向上する。
【００３７】
　以上の実施の形態のナビゲーション装置１を次のように変形することができる。
（１）簡略情報を表示したオーディオ情報バー３０や道路地図情報バー５０を略矩形形状
の表示画面の下辺に沿って表示したが、表示画面の縁を基準にわかる表示位置であれば下
辺に限定されない。たとえば、略矩形形状の表示画面の上辺、左辺または右辺に沿って表
示してもよいし、略矩形形状の表示画面の隅に表示してもよい。表示画面の右上隅にオー
ディオ情報バー３０を表示した例を図６に示す。この場合もオーディオ情報バー３０を押
圧し、矢印に示すように表示画面の縁から内側の方向に向かって押圧しながら移動するこ
とによって、図３に示すオーディオ情報画面４０を表示することができる。
【００３８】
（２）表示されるオーディオ情報は、オーディオ機能の動作に関する情報であれば、ＣＤ
の再生情報に限定されない。たとえば、ＭＤ（Ｍｉｎｉ　Ｄｉｓｃ）やＴＶ、ラジオなど
のオーディオ機能の動作に関する情報でもよい。
【００３９】
（３）簡略情報－詳細情報の表示切り替わる情報はオーディオ情報に限定されない。たと
えば、車両の設けられたエアコンのエアコン情報でもよいし、ＶＩＣＳ（Ｖｅｈｉｃｌｅ
　Ｉｎｆｏｍａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）情報センターか
ら供給されるＶＩＣＳ情報などの交通情報でもよい。ＶＩＣＳ情報の場合は、光ビーコン
やＦＭ放送などで送信されるＶＩＣＳ情報を受信するためにＶＩＣＳ情報受信装置を備え
る必要がある。また、ハンドフリー電話の動作情報などでもよい。
【００４０】
（４）表示モニタ１６の表示画面に表示される簡略情報はひとつに限らず、複数の簡略情
報をそれぞれの表示領域に表示してもよい。たとえば、図７に示すように、表示画面の下
辺に沿って、オーディオ情報バー３０と、エアコン情報の簡略情報を表示したエアコン情
報バー７０とを表示するようにしてもよい。
【００４１】
　エアコン情報バー７０には、簡略情報として運転席設定温度７１と助手席設定温度７２
とが表示される。そして、エアコン情報バー７０を指で押圧し、押圧しながら指を矢印の
方向に移動し、道路地図２０まで移動すると、図８に示すエアコン情報画面８０を表示す
ることができる。エアコン情報画面８０は、エアコンに関する詳細情報を表示する表示画
面であり、エアコン情報バー７０に表示されていた運転席設定温度７１および助手席設定
温度７２のほかに、エアコンの作動表示８１、風量表示８２、運転席吹き出し口状態表示
８３、助手席吹き出し口状態表示８４および外気温表示８５が表示される。
【００４２】
　簡略情報が複数表示されている場合であっても、それぞれの簡略情報の表示領域を表示
画面の上辺、下辺、左辺、右辺などで分けたり、同じ上辺または下辺でも右側と左側で分
けたりすることによって、表示画面の縁をたどることにより、表示画面を見なくてもそれ
ぞれの簡略情報の表示領域はわかる。したがって、複数表示された簡略情報についても表
示画面を見ずに詳細情報を表示することができ、乗員の利便性は向上する。
【００４３】
（６）簡略情報が表示されている表示領域を押圧し、表示画面の縁から表示画面の内側の
方向に押圧位置を移動することによって、詳細情報が表示されるようにしたが、簡略情報
が表示されている表示領域の最初の押圧位置によって、表示される詳細情報の内容を変更
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できるようにしてもよい。
【００４４】
　たとえば、図９に示すように、オーディオ情報バー３０の左側を指で押圧し、押圧しな
がら矢印９１の方向に指を移動すると、図３に示す再生されている音楽に関する詳細情報
４１ａ～４１ｅが表示され、オーディオ情報バー３０の真ん中付近を指で押圧し、押圧し
ながら矢印９２の方向に指を移動すると、図１０に示す再生されているＣＤに収められて
いる楽曲に関する詳細情報（楽曲リスト）１０１ａ～１０１ｄが表示され、オーディオ情
報バー３０の右側を指で押圧し、押圧しながら矢印９３の方向に指を移動すると、図１１
に示すＣＤプレーヤ部１９に装着されているＣＤに関する詳細情報（アルバムリスト）１
０２ａ～１０２ｄが表示されるようにしてもよい。ひとつの簡略情報の表示領域から複数
の詳細情報を表示することができるので、乗員の利便性は向上する。
【００４５】
（７）簡略情報が表示されている表示領域を押圧し、押圧位置を変えずに押圧をやめるこ
とによって、表示される簡略情報の内容が変更できるようにしてもよい。たとえば、図２
に示すオーディオ情報バー３０を押圧し、そのまま離すと、オーディオ情報バー３０に表
示されている簡略情報の内容が、演奏モード３１、ＣＤ番号３２、トラックナンバ３３お
よび再生経過時間３４から、図１２に示すように再生している楽曲のタイトル４１ａが表
示されるようにしてもよい。また、さらに押圧すると、再生している楽曲のアーティスト
名４１ｂやアルバム名４１ｃなどが表示されるようにしてもよい。このように、簡略情報
が表示されている表示領域を押圧することによって表示内容が変更できると、簡略情報の
表示領域内に多くの情報を表示することができるので乗員の利便性が向上する。
【００４６】
（８）オーディオ情報バー３０を押圧した後、押圧しながら道路地図２０の表示領域に移
動することによってオーディオ情報画面４０を表示したが、押圧しながら移動しなくても
オーディオ情報バー３０を押圧した後、道路地図２０の表示領域を押圧することによって
オーディオ情報画面４０を表示できるようにしてもよい。
【００４７】
　本発明のナビゲーション装置は、タッチパネルが設けられ、表示画面の形状が略矩形形
状である表示モニタと、表示画面の一部に、表示画面の辺に沿って、または隅に所定の簡
略情報を表示する表示制御手段と、簡略情報の表示領域において押圧を検出するとともに
、その押圧の押圧位置が表示画面の縁から内側の方向に移動したことを検出する押圧位置
検出手段とを備え、表示制御手段は、押圧位置検出手段が押圧位置の移動を検出すると、
表示画面に、簡略情報に関する詳細情報を表示することを特徴とする構成を有していれば
、以上説明した実施形態になんら限定されない。
【００４８】
　特許請求の範囲の要素と実施の形態との対応関係を説明する。
　本発明の表示制御手段は制御回路１１および表示モニタ１６に対応し、押圧位置検出手
段は制御回路１１、タッチパネル１１２およびタッチパネルコントロール部１１３に対応
する。オーディオ機能動作手段はＣＤプレーヤ部１９に対応し、交通情報受信手段はＶＩ
ＣＳ情報受信装置に対応する。なお、以上の説明はあくまで一例であり、発明を解釈する
上で、上記の実施形態の構成要素と本発明の構成要素の対応関係になんら限定されるもの
ではない。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施形態におけるナビゲーション装置の構成を示すブロック図である。
【図２】ＣＤを再生しながら経路誘導しているときに表示される表示モニタの表示画面を
説明するための図である。
【図３】オーディオ情報画面を説明するための図である。
【図４】オーディオ情報の簡略情報－詳細情報の表示切り替え処理について説明するため
のフローチャートである。
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【図５】オーディオ情報の簡略情報－詳細情報の表示切り替え処理について説明するため
のフローチャートである。
【図６】簡略情報のほかの表示形態を説明するための図である。
【図７】２つの簡略情報を表示したときの表示画面を説明するための図である。
【図８】エアコンについての詳細情報を表示したときの表示画面を説明するための図であ
る。
【図９】１つの簡略情報の表示領域から複数の詳細情報を表示するための操作を説明する
ための図である。
【図１０】１つの簡略情報の表示領域から表示される複数の詳細情報のうちのひとつの詳
細情報を説明するための図である。
【図１１】１つの簡略情報の表示領域から表示される複数の詳細情報のうちのほかの詳細
情報を説明するための図である。
【図１２】簡略情報の表示領域に表示される内容を変更する操作について説明するための
図である。
【符号の説明】
【００５０】
１　ナビゲーション装置
１１　制御回路
１３　ＲＡＭ
１４　現在地検出装置
１６　表示モニタ
１７　スピーカ
１８　入力装置
１９　ＣＤプレーヤ部
２０　道路地図
２１　自車位置マーク
２２　推奨経路
３０　オーディオ情報バー
４０　オーディオ情報画面
５０　道路地図情報バー
７０　エアコン情報バー
８０　エアコン情報画面
１１０　ディスクドライブ
１１１　ＤＶＤ－ＲＯＭ
１１２　タッチパネル
１１３　タッチパネルコントロール部
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【図１１】 【図１２】
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