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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部の表示画面を互いに異なる複数の目視方向から目視した場合に、各目視方向から
の目視画面上に、各目視方向にそれぞれ対応する対応コンテンツの画像をそれぞれ視認し
得るように前記表示画面に複数の対応コンテンツの画像を表示可能とされ、
　前記複数の対応コンテンツのうちの少なくとも1つの対応コンテンツの画像として、タ
ッチパネルの操作画面を含む画像を表示可能とされた表示装置であって、
　任意の１つの対応コンテンツの画像の優先度に応じて、他の対応コンテンツのタッチパ
ネルの操作画面の操作が行われないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の表
示の制御を行う表示制御手段を備え、
　前記表示制御手段は、前記任意の１つの対応コンテンツのタッチパネルの操作画面の操
作が行われているときに、前記他の対応コンテンツのタッチパネルの操作画面の操作が行
われないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の表示の制御を行うこと
　を特徴とする表示装置。
【請求項２】
　表示部の表示画面を互いに異なる複数の目視方向から目視した場合に、各目視方向から
の目視画面上に、各目視方向にそれぞれ対応する対応コンテンツの画像をそれぞれ視認し
得るように前記表示画面に複数の対応コンテンツの画像を表示可能とされ、
　前記複数の対応コンテンツのうちの少なくとも1つの対応コンテンツの画像として、タ
ッチパネルの操作画面を含む画像を表示可能とされた表示装置であって、
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　任意の１つの対応コンテンツの画像の優先度に応じて、他の対応コンテンツのタッチパ
ネルの操作画面の操作が行われないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の表
示の制御を行う表示制御手段を備え、
　前記表示制御手段は、前記任意の１つの対応コンテンツのタッチパネルの操作画面の操
作が行われているとき、または、前記任意の１つの対応コンテンツの画像として重要情報
が表示されているときに、前記他の対応コンテンツのタッチパネルの操作画面の操作が行
われないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の表示の制御を行うこと
　を特徴とする表示装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記他の対応コンテンツのタッチパネルの操作画面の操作が行わ
れないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の表示の制御として、前記他の対
応コンテンツのタッチパネルの操作画面を表示しないための制御を行うこと
　を特徴とする請求項１または請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記他の対応コンテンツのタッチパネルの操作画面の操作が行わ
れないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の表示の制御として、前記他の対
応コンテンツのタッチパネルの操作画面が操作不能である旨の警告を表示するための制御
を行うこと
　を特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記他の対応コンテンツのタッチパネルの操作画面の操作が行わ
れないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の表示の制御として、前記他の対
応コンテンツのタッチパネルの操作画面を操作不能な状態に薄く表示するための制御を行
うこと
　を特徴とする請求項１、請求項２または請求項４のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記他の対応コンテンツのタッチパネルの操作画面の操作が行わ
れないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の表示の制御として、タッチパネ
ル操作以外の入力操作を許容する操作画面を表示するための制御を行うこと
　を特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記任意の１つの対応コンテンツが、運転席の操作者に対応する対応コンテンツとされ
、前記他の対応コンテンツが、助手席の操作者に対応する対応コンテンツとされているこ
とを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記運転席の操作者に対応する対応コンテンツのタッチパネルの操作画面が、ナビゲー
ションの操作画面とされていることを特徴とする請求項７に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記運転席の操作者に対応する対応コンテンツの画像として表示される重要情報が、運
転に必要な重要情報とされていることを特徴とする請求項７に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記運転に必要な重要情報が、交差点拡大画像を含むことを特徴とする請求項９に記載
の表示装置。
【請求項１１】
　前記運転に必要な重要情報が、交通渋滞情報を含むことを特徴とする請求項９に記載の
表示装置。
【請求項１２】
　前記任意の１つの対応コンテンツの画像の優先度に応じて、前記表示制御手段に割り込
み信号が入力されるように形成され、前記表示制御手段は、前記割り込み信号の入力を契
機として、前記他の対応コンテンツのタッチパネルの操作画面の操作が行われないように
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するための前記他の対応コンテンツの画像の表示の制御を行うこと
　を特徴とする請求項１乃至請求項１１のいずれか１項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に係り、特に、表示部の表示画面を互いに異なる複数の目視方向か
ら目視した場合に、各目視方向からの目視画面上に、各目視方向にそれぞれ対応する対応
コンテンツの画像をそれぞれ視認し得るように表示画面に複数の対応コンテンツの画像を
表示するのに好適な表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ナビゲーション装置等に用いられる表示装置として、表示画面が１つでありなが
ら、表示画面の目視方向に応じて視認される画像を異ならせることができるデュアルビュ
ーディスプレイが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　このようなデュアルビューディスプレイによれば、ナビゲーション、ＤＶＤおよびテレ
ビ等の互いに異なる複数のコンテンツを同時に提供することができる。
【０００４】
　例えば、デュアルビューディスプレイをナビゲーション装置に搭載した場合には、運転
席の操作者（運転者）は、表示画面を運転席側の目視方向から目視した目視画面上に、こ
の運転席側の目視方向に対応する対応コンテンツの画像として、例えば、ナビゲーション
の画像を視認することができる。
【０００５】
　一方、助手席の操作者は、表示画面を助手席側の目視方向から目視した目視画面上に、
この助手席側の目視方向に対応する対応コンテンツの画像として、例えば、ＤＶＤの画像
や音楽ＣＤのタイトル入力画面等を視認することができる。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－２３３８１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、従来から、デュアルビューディスプレイの表示画面には、ナビゲーションに
おける目的地設定やＤＶＤにおけるメニュー選択等の入力操作を行うためのタッチパネル
の操作画面が表示されるようになっていた。
【０００８】
　そして、このような操作画面に対して、運転席および助手席の操作者は、当然に手指を
触れて操作を行うことになる。
【０００９】
　これにより、従来は、助手席の操作者がタッチパネルの操作画面を操作すると、運転席
の操作者が、ナビゲーションの操作画面の操作等の運転に必要な操作を行うことが困難と
なる場合があった。
【００１０】
　さらに、助手席の操作者がタッチパネルの操作画面を操作すると、この助手席の操作者
の手指が邪魔になって、運転席の操作者が、ナビゲーションの交差点拡大画像や交通情報
等の運転に必要な情報を見ることが困難となる場合があった。例えば、図７に示すように
、デュアルビューディスプレイ１における運転席側の目視画面２上に、ナビゲーションの
交通渋滞情報の画像（ＶＩＣＳ－レベル２）が視認され、助手席側の目視画面３上に、タ
ッチパネルによる入力操作が可能とされたＣＤのタイトル入力画面が視認されている場合
について考える。
【００１１】
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　このような場合において、助手席の操作者がＣＤのタイトル入力を行うと、助手席の操
作者の手指が、交通渋滞情報の画像を部分的に覆い隠すことになり、交通渋滞情報の画像
の視認性が損なわれてしまう。この場合、たとえ、ＣＤのタイトル入力画面の表示領域と
、交通渋滞情報の画像の表示領域とを左右に分割して、ＣＤのタイトル入力の際に、助手
席側の操作者の手指が交通渋滞情報の画像を覆い隠さないようにしたとしても、今度は、
表示される画像自体が非常に小さくなるため、やはり、交通渋滞情報の画像の視認性が損
なわれることになる。
【００１２】
　このように、従来は、必要時における１人の操作者によるコンテンツの利用が、他の操
作者によるタッチパネルの操作画面の操作によって妨げられるといった問題が生じていた
。
【００１３】
　そこで、本発明は、このような問題に鑑みなされたものであり、必要時における１人の
操作者によるコンテンツの利用が、他の操作者によるタッチパネルの操作画面の操作によ
って妨げられないようにすることができる表示装置を提供することを目的とするものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前述した目的を達成するため、本発明に係る表示装置は、任意の１つの対応コンテンツ
の画像の優先度に応じて、他の対応コンテンツのタッチパネルの操作画面の操作が行われ
ないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の表示の制御を行う表示制御手段を
備えたことを特徴としている。
【００１５】
　そして、このような構成によれば、表示制御手段により、任意の１つの対応コンテンツ
の画像の優先度に応じて、他の対応コンテンツのタッチパネルの操作画面の操作が行われ
ないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の表示の制御を行うことが可能とな
る。
【００１６】
　また、本発明に係る表示装置は、表示制御手段が、任意の１つの対応コンテンツのタッ
チパネルの操作画面の操作が行われているときに、他の対応コンテンツのタッチパネルの
操作画面の操作が行われないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の表示の制
御を行うことを特徴としている。
【００１７】
　そして、このような構成によれば、表示制御手段により、任意の１つの対応コンテンツ
のタッチパネルの操作画面の操作が行われているときに、他の対応コンテンツのタッチパ
ネルの操作画面の操作が行われないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の表
示の制御を行うことが可能となる。
【００２０】
　さらにまた、本発明に係る表示装置は、表示制御手段が、任意の１つの対応コンテンツ
のタッチパネルの操作画面の操作が行われているとき、または、前記任意の１つの対応コ
ンテンツの画像として重要情報が表示されているときに、他の対応コンテンツのタッチパ
ネルの操作画面の操作が行われないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の表
示の制御を行うことを特徴としている。
【００２１】
　そして、このような構成によれば、表示制御手段により、任意の１つの対応コンテンツ
のタッチパネルの操作画面の操作が行われているとき、または、前記任意の１つの対応コ
ンテンツの画像として重要情報が表示されているときに、他の対応コンテンツのタッチパ
ネルの操作画面の操作が行われないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の表
示の制御を行うことが可能となる。
【００２２】
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　また、本発明に係る表示装置は、表示制御手段が、他の対応コンテンツのタッチパネル
の操作画面の操作が行われないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の表示の
制御として、前記他の対応コンテンツのタッチパネルの操作画面を表示しないための制御
を行うことを特徴としている。
【００２３】
　そして、このような構成によれば、表示制御手段により、他の対応コンテンツのタッチ
パネルの操作画面の操作が行われないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の
表示の制御として、前記他の対応コンテンツのタッチパネルの操作画面を表示しないため
の制御を行うことが可能となる。
【００２４】
　さらに、本発明に係る表示装置は、表示制御手段が、他の対応コンテンツのタッチパネ
ルの操作画面の操作が行われないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の表示
の制御として、前記他の対応コンテンツのタッチパネルの操作画面が操作不能である旨の
警告を表示するための制御を行うことを特徴としている。
【００２５】
　そして、このような構成によれば、表示制御手段により、他の対応コンテンツのタッチ
パネルの操作画面の操作が行われないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の
表示の制御として、前記他の対応コンテンツのタッチパネルの操作画面が操作不能である
旨の警告を表示するための制御を行うことが可能となる。
【００２６】
　さらにまた、本発明に係る表示装置は、表示制御手段が、他の対応コンテンツのタッチ
パネルの操作画面の操作が行われないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の
表示の制御として、前記他の対応コンテンツのタッチパネルの操作画面を操作不能な状態
に薄く表示するための制御を行うことを特徴としている。
【００２７】
　そして、このような構成によれば、表示制御手段により、他の対応コンテンツのタッチ
パネルの操作画面の操作が行われないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の
表示の制御として、前記他の対応コンテンツのタッチパネルの操作画面を操作不能な状態
に薄く表示するための制御を行うことが可能となる。
【００２８】
　また、本発明に係る表示装置は、表示制御手段が、他の対応コンテンツのタッチパネル
の操作画面の操作が行われないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の表示の
制御として、タッチパネル操作以外の入力操作を許容する操作画面を表示するための制御
を行うことを特徴としている。
【００２９】
　そして、このような構成によれば、表示制御手段により、他の対応コンテンツのタッチ
パネルの操作画面の操作が行われないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の
表示の制御として、タッチパネル操作以外の入力操作を許容する操作画面を表示するため
の制御を行うことが可能となる。
【００３０】
　さらに、本発明に係る表示装置は、任意の１つの対応コンテンツが、運転席の操作者に
対応する対応コンテンツとされ、他の対応コンテンツが、助手席の操作者に対応する対応
コンテンツとされていることを特徴としている。
【００３１】
　そして、このような構成によれば、表示制御手段により、運転席の操作者に対応する対
応コンテンツの画像の優先度に応じて、助手席の操作者に対応する対応コンテンツのタッ
チパネルの操作画面の操作が行われないようにするための前記助手席の操作者に対応する
対応コンテンツの画像の表示の制御を行うことが可能となる。
【００３２】
　さらにまた、本発明に係る表示装置は、運転席の操作者に対応する対応コンテンツのタ
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ッチパネルの操作画面が、ナビゲーションの操作画面とされていることを特徴としている
。
【００３３】
　そして、このような構成によれば、表示制御手段により、運転席の操作者によってナビ
ゲーションの操作画面が操作されているときに、助手席の操作者に対応する対応コンテン
ツのタッチパネルの操作画面の操作が行われないようにするための前記助手席の操作者に
対応する対応コンテンツの画像の表示の制御を行うことが可能となる。
【００３４】
　また、本発明に係る表示装置は、運転席の操作者に対応する対応コンテンツの画像とし
て表示される重要情報が、運転に必要な重要情報とされていることを特徴としている。
【００３５】
　そして、このような構成によれば、表示制御手段により、運転席の操作者に対応する対
応コンテンツの画像として運転に必要な重要情報が表示されているときに、助手席の操作
者に対応する対応コンテンツのタッチパネルの操作画面の操作が行われないようにするた
めの前記助手席の操作者に対応する対応コンテンツの画像の表示の制御を行うことが可能
となる。
【００３６】
　さらに、本発明に係る表示装置は、前記運転に必要な重要情報が、交差点拡大画像を含
むことを特徴としている。
【００３７】
　そして、このような構成によれば、表示制御手段により、運転席の操作者に対応する対
応コンテンツの画像として交差点拡大画像が表示されているときに、助手席の操作者に対
応する対応コンテンツのタッチパネルの操作画面の操作が行われないようにするための前
記助手席の操作者に対応する対応コンテンツの画像の表示の制御を行うことが可能となる
。
【００３８】
　さらにまた、本発明に係る表示装置は、前記運転に必要な重要情報が、交通渋滞情報を
含むことを特徴としている。
【００３９】
　そして、このような構成によれば、表示制御手段により、運転席の操作者に対応する対
応コンテンツの画像として交通渋滞情報が表示されているときに、助手席の操作者に対応
する対応コンテンツのタッチパネルの操作画面の操作が行われないようにするための前記
助手席の操作者に対応する対応コンテンツの画像の表示の制御を行うことが可能となる。
【００４０】
　また、本発明に係る表示装置は、任意の１つの対応コンテンツの画像の優先度に応じて
、表示制御手段に割り込み信号が入力されるように形成され、前記表示制御手段が、前記
割り込み信号の入力を契機として、他の対応コンテンツのタッチパネルの操作画面の操作
が行われないようにするための前記他の対応コンテンツの画像の表示の制御を行うことを
特徴としている。
【００４１】
　そして、このような構成によれば、表示制御手段が、割り込み信号の入力を契機として
、他の対応コンテンツのタッチパネルの操作画面の操作が行われないようにするための前
記他の対応コンテンツの画像の表示の制御を行うことが可能となる。
【発明の効果】
【００４４】
　本発明に係る表示装置によれば、必要時における１人の操作者によるコンテンツの利用
が、他の操作者によるタッチパネルの操作画面の操作によって妨げられないようにするこ
とができる。また、このような効果を奏するために、複数の操作者のうちのいずれの操作
者による操作が行われたかを識別した上で、特定の操作者のタッチパネル操作を無効にす
るような複雑な制御を行うことを要しないため、コストを削減することができる。
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【００４５】
　また、本発明に係る表示装置によれば、必要時における１人の操作者によるタッチパネ
ルの操作画面の操作が、他の操作者によるタッチパネルの操作画面の操作によって妨げら
れないようにすることができる。
【００４６】
　さらに、本発明に係る表示装置によれば、１人の操作者に提供される重要情報の視認性
が、他の操作者によるタッチパネルの操作画面の操作によって損なわれないようにするこ
とができる。
【００４７】
　さらにまた、本発明に係る表示装置によれば、必要時における１人の操作者によるタッ
チパネルの操作画面の操作が、他の操作者によるタッチパネルの操作画面の操作によって
妨げられないようにすることができるとともに、１人の操作者に提供される重要情報の視
認性が、他の操作者によるタッチパネルの操作画面の操作によって損なわれないようにす
ることができる。
【００４８】
　また、本発明に係る表示装置によれば、必要時における１人の操作者によるコンテンツ
の利用が行われている場合には、他の操作者に対してタッチパネルの操作画面を表示しな
いようにすることができる結果、より簡便な制御によって、必要時における１人の操作者
によるコンテンツの利用が、他の操作者によるタッチパネルの操作画面の操作によって妨
げられないようにすることができる。
【００４９】
　さらに、本発明に係る表示装置によれば、必要時における１人の操作者によるコンテン
ツの利用が行われている場合には、他の操作者に対してタッチパネルの操作画面が操作不
能である旨の警告を表示することができる結果、より簡便な制御によって、必要時におけ
る１人の操作者によるコンテンツの利用が、他の操作者によるタッチパネルの操作画面の
操作によって妨げられないようにすることができる。
【００５０】
　さらにまた、本発明に係る表示装置によれば、必要時における１人の操作者によるコン
テンツの利用が行われている場合には、他の操作者に対してタッチパネルの操作画面を操
作不能な状態に薄く表示することができる結果、より簡便な制御によって、必要時におけ
る１人の操作者によるコンテンツの利用が、他の操作者によるタッチパネルの操作画面の
操作によって妨げられないようにすることができる。
【００５１】
　また、本発明に係る表示装置によれば、必要時における１人の操作者によるコンテンツ
の利用が行われている場合には、他の操作者に対してタッチパネル操作以外の入力操作を
許容する操作画面を表示することができる結果、より簡便な制御によって、必要時におけ
る１人の操作者によるコンテンツの利用が、他の操作者によるタッチパネルの操作画面の
操作によって妨げられないようにすることができる。
【００５２】
　さらに、本発明に係る表示装置によれば、必要時における運転席の操作者によるコンテ
ンツの利用が、助手席の操作者によるタッチパネルの操作画面の操作によって妨げられな
いようにすることができる。
【００５３】
　さらにまた、本発明に係る表示装置によれば、必要時として、運転席の操作者による運
転に必要なナビゲーション操作画面の操作が行われているときに、この運転席の操作者に
よるナビゲーションの操作画面の操作が、助手席の操作者によるタッチパネルの操作画面
の操作によって妨げられないようにすることができる。
【００５４】
　また、本発明に係る表示装置によれば、必要時として、運転席の操作者に運転に必要な
重要情報が提供されているときに、この運転席の操作者に提供される運転に必要な重要情
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報の視認性が、助手席の操作者によるタッチパネルの操作画面の操作によって損なわれな
いようにすることができる。
【００５５】
　さらに、本発明に係る表示装置によれば、必要時として、運転席の操作者に交差点拡大
画像が提供されているときに、この運転席の操作者に提供される交差点拡大画像の視認性
が、助手席の操作者によるタッチパネルの操作画面の操作によって損なわれないようにす
ることができる。
【００５６】
　さらにまた、本発明に係る表示装置によれば、必要時として、運転席の操作者に交通渋
滞情報が提供されているときに、この運転席の操作者に提供される交通渋滞情報の視認性
が、助手席の操作者によるタッチパネルの操作画面の操作によって損なわれないようにす
ることができる。
【００５７】
　また、本発明に係る表示装置によれば、割り込み信号を用いることによって、さらに簡
便な制御によって、必要時における１人の操作者によるコンテンツの利用が、他の操作者
によるタッチパネルの操作画面の操作によって妨げられないようにすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５９】
　以下、本発明に係る表示装置の実施形態について、図１乃至図６を参照して説明する。
【００６０】
　本実施形態における表示装置は、車載用ナビゲーション装置における表示装置として用
いられるようになっている。
【００６１】
　図１に示すように、本実施形態における表示装置６は、表示部７を有しており、この表
示部７の表示画面の前面には、操作者が手指を触れることによって、種々の入力操作が可
能とされたタッチパネル８が配設されている。
【００６２】
　本実施形態における表示装置６は、表示部７の表示画面を、運転席側および助手席側の
互いに異なる目視方向から目視した場合に、各目視方向からの目視画面上に、各目視方向
にそれぞれ対応する対応コンテンツの画像をそれぞれ視認することができるデュアルビュ
ーディスプレイとされている。
【００６３】
　図１に示すように、表示装置６は、ナビゲーション制御部１０を有しており、このナビ
ゲーション制御部１０は、運転席の操作者に対応する対応コンテンツ（以下、運転席側対
応コンテンツと称する）の画像として、ナビゲーションに関する画像（以下、ナビゲーシ
ョン画像と称する）を表示するための表示出力すなわち画像データの出力を行うようにな
っている。
【００６４】
　ナビゲーション制御部１０の入力側には、ハードディスクドライブ１１（ＨＤＤ）が接
続されている。
【００６５】
　このハードディスクドライブ１１には、地図画像、タッチパネル８によって目的地設定
等の入力操作が可能とされたナビゲーションの操作画面（以下、ナビゲーション操作画面
と称する）、交通渋滞情報および交差点拡大画像等の各種のナビゲーション画像の画像デ
ータ（以下、ナビゲーション画像データと称する）を生成するために必要なデータ（地図
データ等）が格納されている。
【００６６】
　ナビゲーション制御部１０は、このハードディスクドライブ１１に格納されたデータを
読み込んでナビゲーション画像データを生成し、生成したナビゲーション画像データを出
力（表示出力）するようになっている。
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【００６７】
　なお、交通渋滞情報画像の生成には、図示しないビーコン受信機やＦＭ多重レシーバ等
を介してＶＩＣＳセンタから受信した道路交通情報が用いられるようになっている。
【００６８】
　さらに、本実施形態における表示装置６は、ＤＶＤ／ＣＤ制御部１２を有しており、Ｄ
ＶＤ／ＣＤ制御部１２は、助手席の操作者に対応する対応コンテンツ（以下、助手席側対
応コンテンツと称する）の画像として、ＤＶＤ画像またはＣＤ画像を表示するための画像
データを出力（表示出力）するようになっている。
【００６９】
　なお、ＤＶＤ画像には、本編の画像以外にも、メニュー画面等のタッチパネル８による
入力操作が可能とされたＤＶＤの操作画面が含まれている。また、ＣＤ画像には、音楽Ｃ
Ｄのタイトル入力画面等のタッチパネル８による入力操作が可能とされたＣＤの操作画面
が含まれている。
【００７０】
　ＤＶＤ／ＣＤ制御部１２の入力側には、ＤＶＤ／ＣＤメカ１４が接続されており、この
ＤＶＤ／ＣＤメカ１４に搭載されるＤＶＤディスクまたはＣＤデイスクには、ＤＶＤ画像
またはＣＤ画像の画像データがそれぞれ格納されている。
【００７１】
　ＤＶＤ／ＣＤ制御部１２は、ＤＶＤ／ＣＤメカ１４に搭載されたＤＶＤディスクまたは
ＣＤディスクに格納されたＤＶＤ画像またはＣＤ画像（以下、ＤＶＤ／ＣＤ画像と称する
）の画像データ（以下、ＤＶＤ／ＣＤ画像データと称する）を読み込んで出力（表示出力
）するようになっている。
【００７２】
　ナビゲーション制御部１０およびＤＶＤ／ＣＤ制御部１２の出力側であって、表示部７
の入力側には、表示制御部１５が接続されている。
【００７３】
　この表示制御部１５には、ナビゲーション制御部１０から出力されたナビゲーション画
像データと、ＤＶＤ／ＣＤ制御部１２から出力されたＤＶＤ／ＣＤ画像データとが入力さ
れるようになっている。
【００７４】
　そして、表示制御部１５は、入力されたナビゲーション画像データとＤＶＤ／ＣＤ画像
データとを加工することによって、図２に示すように、ナビゲーション画像とＤＶＤ／Ｃ
Ｄ画像とが１ラインずつ交互に整列された合成画像を表示するためのデュアルビュー表示
用の合成画像データを生成するようになっている。
【００７５】
　そして、表示制御部１５は、生成した合成画像データを表示部７に出力するようになっ
ている。
【００７６】
　これにより、表示部７の表示画面上には、ナビゲーション画像とＤＶＤ／ＣＤ画像との
合成画像が表示されるようになっている。
【００７７】
　そして、この合成画像を運転席側の目視方向から目視すれば、運転席側の目視画面２上
に、ナビゲーション画像を視認することができる。一方、前記合成画像を助手席側の目視
方向から目視すれば、助手席側の目視画面３上に、ＤＶＤ／ＣＤ画像を視認することがで
きる。
【００７８】
　表示部７のタッチパネル８の出力側には、タッチスイッチ入力処理部１６が接続されて
おり、このタッチスイッチ入力処理部１６には、タッチパネル８の検出信号として、Ｘ軸
信号とＹ軸信号とが入力されるようになっている。
【００７９】
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　そして、タッチスイッチ入力処理部１６は、入力されたＸ軸信号およびＹ軸信号に基づ
いて、ナビゲーション制御部１０またはＤＶＤ／ＣＤ制御部１２に対して、ナビゲーショ
ン操作画面またはＤＶＤもしくはＣＤの操作画面（以下、ＤＶＤ／ＣＤ操作画面と称する
）においてなされた入力操作に対応する入力操作信号を出力するようになっている。
【００８０】
　ナビゲーション制御部１０およびＤＶＤ／ＣＤ制御部１２は、タッチスイッチ入力処理
部１６から出力された入力操作信号に基づいて、タッチパネル８による入力操作後の画面
を表示するための画像データを生成するようになっている。
【００８１】
　このような基本構成を備えた本実施形態の表示装置６において、ＤＶＤ／ＣＤ制御部１
２は、表示制御手段として機能するようになっている。
【００８２】
　すなわち、ＤＶＤ／ＣＤ制御部１２は、ナビゲーション画像の優先度に応じて、ＤＶＤ
／ＣＤ操作画面の操作が行われないようにするためのＤＶＤ／ＣＤ画像の表示の制御を行
うようになっている。
【００８３】
　具体的には、ＤＶＤ／ＣＤ制御部１２は、図３に示すように、運転席側の目視画面２上
に視認されるナビゲーション画像がナビゲーション操作画面であり、かつ、このナビゲー
ション操作画面がタッチパネル８によって操作されているときには、助手席側の目視画面
３に対応するＤＶＤ／ＣＤ操作画面の表示を行わないように制御するようになっている。
【００８４】
　ここで、ナビゲーション操作画面が操作されているときとは、運転席の操作者がナビゲ
ーション操作画面に触れてから一連の操作処理を終了するまでの間の時間である。
【００８５】
　ナビゲーション制御部１０は、ナビゲーション操作画面が操作されているとき（操作中
）に、ＤＶＤ／ＣＤ制御部１２に対して、ナビゲーション操作画面が操作中であることを
通知する割り込み信号を出力するようになっている。
【００８６】
　そして、ＤＶＤ／ＣＤ制御部１２は、ナビゲーション制御部１０からの前記割り込み信
号の入力を契機として、ＤＶＤ／ＣＤ操作画面の表示を行わないように制御するようにな
っている。
【００８７】
　また、ＤＶＤ／ＣＤ制御部１２は、図４に示すように、運転席側の目視画面２上に視認
されるナビゲーション画像として、交差点拡大画像や交通渋滞情報等の運転に必要な重要
情報が表示されているとき（表示中）には、助手席側の目視画面３に対応するＤＶＤ／Ｃ
Ｄ操作画面の表示を行わないように制御するようになっている。
【００８８】
　ナビゲーション画像が運転に必要な重要情報であることについても、ナビゲーション制
御部１０からＤＶＤ／ＣＤ制御部１２に対して出力される割り込み信号によって、ＤＶＤ
／ＣＤ制御部１２に通知されるようになっている。
【００８９】
　したがって、本実施形態によれば、ＤＶＤ／ＣＤ制御部１２により、ナビゲーション操
作画面の操作中または運転に必要な重要情報の表示中には、ＤＶＤ／ＣＤ操作画面が表示
されないように制御することが可能となる。
【００９０】
　これにより、図３に示すように、ナビゲーション操作画面の操作中には、ＤＶＤ／ＣＤ
操作画面そのものが表示されないため、運転席の操作者によるナビゲーション操作画面の
操作が、助手席の操作者によるＤＶＤ／ＣＤ操作画面の操作によって妨げられないように
することができる。同様に、図４に示すように、運転に必要な重要情報の表示中には、Ｄ
ＶＤ／ＣＤ操作画面そのものが表示されないため、運転に必要な重要情報の視認性が、助
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手席の操作者によるＤＶＤ／ＣＤ操作画面の操作によって妨げられないようにすることが
できる。
【００９１】
　なお、前述したＤＶＤ／ＣＤ操作画面の操作が行われないようにするためのＤＶＤ／Ｃ
Ｄ画像の表示の制御としては、図３、図４に示した制御以外の制御を行うようにしてもよ
い。
【００９２】
　例えば、図５に示すように、ＤＶＤ／ＣＤ制御部１２およびナビゲーション制御部１０
により、ナビゲーション操作画面の操作中または運転に必要な重要情報の表示中には、助
手席側の目視画面３に対応するＤＶＤ／ＣＤ操作画面を非表示とし、代りに、ＤＶＤ／Ｃ
Ｄ操作画面が操作不能である旨を示す警告を表示するように制御してもよい。警告として
は、例えば、「運転者操作中はタッチパネル操作できません。リモコンをご使用下さい。
」等の文字画像を挙げることができる。
【００９３】
　また、このとき、リモコンによる入力操作等のタッチパネル以外による入力操作を許容
する操作画面を表示するようにしてもよい。
【００９４】
　図５のようにすれば、ナビゲーション操作画面の操作中または運転に必要な重要情報の
表示中には、助手席の操作者が、ＤＶＤ／ＣＤ操作画面が操作不能であることを一目で把
握することができるため、助手席の操作者がＤＶＤ／ＣＤ操作画面に触れないようにする
ことができる。
【００９５】
　これにより、図３、図４の場合と同様に、運転席の操作者によるナビゲーション操作画
面の操作が、助手席の操作者によるＤＶＤ／ＣＤ操作画面の操作によって妨げられないよ
うにすることができ、また、運転に必要な重要情報の視認性が、助手席の操作者によるＤ
ＶＤ／ＣＤ操作画面の操作によって妨げられないようにすることができる。
【００９６】
　さらに、図６に示すように、ＤＶＤ／ＣＤ制御部１２およびナビゲーション制御部１０
により、ナビゲーション操作画面の操作中または運転に必要な重要情報の表示中には、助
手席側の目視画面３に対応するＤＶＤ／ＣＤ操作画面を操作不能な状態に薄く表示するよ
うに制御してもよい。
【００９７】
　そのようにすれば、ナビゲーション操作画面の操作中または運転に必要な重要情報の表
示中には、図５の場合と同様に、助手席の操作者が、ＤＶＤ／ＣＤ操作画面が操作不能で
あることを一目で把握することができる。
【００９８】
　これにより、図３乃至図５の場合と同様に、運転席の操作者によるナビゲーション操作
画面の操作が、助手席の操作者によるＤＶＤ／ＣＤ操作画面の操作によって妨げられない
ようにすることができ、また、運転に必要な重要情報の視認性が、助手席の操作者による
ＤＶＤ／ＣＤ操作画面の操作によって妨げられないようにすることができる。
【００９９】
　次に、本実施形態の作用について説明する。
【０１００】
　本実施形態においては、運転席側の対応コンテンツの画像として、ナビゲーション操作
画面が表示されており、かつ、このナビゲーション操作画面が操作中である場合には、そ
の旨を通知する割り込み信号が、ナビゲーション制御部１０からＤＶＤ／ＣＤ制御部１２
に対して出力される。
【０１０１】
　ＤＶＤ／ＣＤ制御部１２は、前記ナビゲーション操作画面が操作中である旨を通知する
割り込み信号がナビゲーション制御部１０側から入力されると、現在表示されているＤＶ
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Ｄ／ＣＤ操作画面の表示を消すように（表示しないように）制御する。
【０１０２】
　これにより、図３に示すように、ナビゲーション操作画面の操作中には、ＤＶＤ／ＣＤ
操作画面が表示されないことになる。
【０１０３】
　また、本実施形態においては、運転席側の対応コンテンツの画像として、運転に必要な
重要情報が示されている場合には、その旨を通知する割り込み信号が、ナビゲーション制
御部１０からＤＶＤ／ＣＤ制御部１２に対して出力される。
【０１０４】
　ＤＶＤ／ＣＤ制御部１２は、前記運転に必要な重要情報が示されている旨の割り込み信
号がナビゲーション制御部１０側から入力されると、現在表示されているＤＶＤ／ＣＤ操
作画面の表示を消すように制御する。
【０１０５】
　これにより、図４に示すように、運転に必要な重要情報の表示中には、ＤＶＤ／ＣＤ操
作画面が表示されないことになる。
【０１０６】
　以上述べたように、本実施形態における表示装置６によれば、必要時（運転に必要な操
作時または運転に必要な情報の提供時）における運転席の操作者による運転席側対応コン
テンツ（ナビゲーション画像）の利用が、助手席の操作者によるタッチパネル８の操作画
面の操作によって妨げられないようにすることができる。
【０１０７】
　なお、本発明は、前述した実施の形態に限定されるものではなく、必要に応じて種々の
変更が可能である。
【０１０８】
　例えば、前記実施形態においては、ナビゲーション操作画面の操作中または運転に必要
な重要情報の表示中において、前記ＤＶＤ／ＣＤ操作画面の操作が行われないようにする
ためのＤＶＤ／ＣＤ画像の表示の制御を行うようになっていたが、これに限定する必要は
ない。
【０１０９】
　例えば、運転席の操作者が、自らが必要時であると判断した際に、その旨を入力する入
力操作を行うことができるように構成し、この入力操作が行われることを受けて、前記Ｄ
ＶＤ／ＣＤ操作画面の操作が行われないようにするためのＤＶＤ／ＣＤ画像の表示の制御
を行うようにしてもよい。
【０１１０】
　そのようにすれば、運転席の操作者の意思をさらに反映させた状態で、必要時における
運転席の操作者による運転席側対応コンテンツの利用が、助手席の操作者によるタッチパ
ネルの操作画面の操作によって妨げられないようにすることができる。
【０１１１】
　また、前記実施形態においては、運転席の操作者にとっての必要時における運転席の操
作者による運転席側対応コンテンツの利用が妨げられないようにするための制御について
述べたが、本発明は、このような実施態様に限定されるものではない。例えば、助手席の
操作者にとっての必要時における助手席の操作者による助手席側対応コンテンツの利用が
、運転席側の操作者によるタッチパネルの操作によって妨げられないようにする場合にも
有効に適用することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】本発明に係る表示装置の実施形態を示すブロック図
【図２】本発明に係る表示装置の実施形態において、合成画像データの一例を示す説明図
【図３】本発明に係る表示装置の実施形態において、ナビゲーション操作画面の操作中に
、運転席側の目視画面上に視認される画像および助手席側の目視画面上に視認される画像
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の一例を示す説明図
【図４】本発明に係る表示装置の実施形態において、運転に必要な重要情報の表示中に、
運転席側の目視画面上に視認される画像および助手席側の目視画面上に視認される画像の
一例を示す説明図
【図５】本発明に係る表示装置の実施形態において、ナビゲーション操作画面の操作中ま
たは運転に必要な重要情報の表示中に、運転席側の目視画面上に視認される画像および助
手席側の目視画面上に視認される画像の図３および図４と異なる一例を示す説明図
【図６】本発明に係る表示装置の実施形態において、ナビゲーション操作画面の操作中ま
たは運転に必要な重要情報の表示中に、運転席側の目視画面上に視認される画像および助
手席側の目視画面上に視認される画像の図３乃至図５と異なる一例を示す説明図
【図７】従来のデュアルビューディスプレイにおいて、運転席側の目視画面上に視認され
る画像および助手席側の目視画面上に視認される画像の一例を示す図
【符号の説明】
【０１１３】
　２　運転席側の目視画面
　３　助手席側の目視画面
　６　表示装置
　８　タッチパネル
　１０　ナビゲーション制御部
　１２　ＤＶＤ／ＣＤ制御部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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