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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定の領域に自装置の機能を実行させるための画像を表示する画像表示装置であって、
　画像を表示する画像表示部と、
　前記画像表示部の前面に設けられ、接触された位置の位置情報を検出するための一点検
出式のタッチパネルと、
　前記位置情報に基づいて前記画像表示装置の制御処理を行う制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　前記タッチパネルに最初に接触した第一の接触点の位置情報である第一の位置情報が指
置領域の内側であると判断すると前記第一の位置情報を記憶装置に格納して待機状態とな
り、前記第一の接触点に対する接触を検出した後に前記指置領域外の第三の位置が接触さ
れたと前記タッチパネルが認識すると、前記第一の位置情報と前記第三の位置の位置情報
である第三の位置情報とから第四の位置情報を算出し、前記第四の位置情報を算出した後
に、前記待機状態を解除して、前記第四の位置情報が示す位置に割振られた機能を動作さ
せることを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記指置領域が設定される領域は、前記タッチパネル上に一体化されて設けられた領域
であることを特徴とする請求項１記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記指置領域が前記タッチパネルの外周縁に設定されることを特徴とする請求項１記載
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の画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定の内容を表示する画像表示部の前面に、操作者の接触操作により、所定
の入力を行うタッチパネルを配した画像表示装置に関するものであり、特にカーナビゲー
ション装置などの車載装置や、持ち歩きながら操作されることの多いモバイル機器に適用
する画像表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　タッチパネルは車載用ディスプレイ装置等に広く用いられ、液晶ディスプレイやプラズ
マディスプレイなどの表示部の前面に配置し、その表面を触れることによってこの触れた
部分が対応する情報を信号にして入力する装置で広く用いられている。
【０００３】
　従来の表示装置において、画像表示装置のタッチパネルにはタッチパネルとその周辺を
覆い、意匠枠となるエスカッションが取り付けられている（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
　特許文献１には、画像を表示する表示部と、表示部前面に設置され、操作者の接触操作
により所定の入力を行うタッチパネルと、タッチパネルの外周縁に設けられてタッチパネ
ルとその周辺を覆い意匠枠となるエスカッションと、タッチパネルにおいて、その外周縁
からエスカッションの開口部の内側まで形成されて接触操作が無効とされる操作無効領域
と、操作無効領域の内側に形成されて接触操作が有効とされる操作有効領域とを有し、タ
ッチパネルのフィルム面とエスカッションとの間の異物の噛み込みによる誤動作を防止す
るディスプレイ装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】日本国特開２００６－２４４１５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来の画像表示装置では、タッチパネルのフィルム面とエスカッシ
ョンとの間の異物の噛み込みによる誤動作は防止できるが、車輛の振動等によって操作者
の指や手がタッチパネル上の意図しない部分を接触したことによる誤動作は防止できない
という問題があった。
【０００７】
　本発明は、従来の問題を解決するためになされたもので、車輛の振動等による操作者の
指や手による誤動作を低減し、車載環境でも操作者の意図する入力を実施することのでき
る車載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】
　本発明は、特定の領域に自装置の機能を実行させるための画像を表示する画像表示装置
であって、前記画像表示装置は、画像を表示する画像表示部と、前記画像表示部の前面に
設けられ、接触された位置の位置情報を検出するための一点検出式のタッチパネルと、前
記位置情報に基づいて前記画像表示装置の制御処理を行う制御部と、を備え、前記制御部
は、前記タッチパネルに最初に接触した第一の接触点の位置情報である第一の位置情報が
指置領域の内側であると判断すると前記第一の位置情報を記憶装置に格納して待機状態と
なり、前記第一の接触点に対する接触を検出した後に前記指置領域外の第三の位置が接触
されたと前記タッチパネルが認識すると、前記第一の位置情報と前記第三の位置の位置情
報である第三の位置情報とから第四の位置情報を算出し、前記第四の位置情報を算出した
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後に、前記待機状態を解除して、前記第四の位置情報が示す位置に割振られた機能を動作
させる。
【０００９】
　この構成により、操作者が指で指置領域に触れることにより、入力する手を安定させタ
ッチパネルに接触することができ、誤入力を低減し、容易に操作者の意図する入力を実行
させることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、画像表示装置に設置されたタッチパネルにおいて、前記タッチパネル上に指
置領域を有し、指置領域に接触した操作者の指の位置を第一の接触点とし、第一の接触点
に接触したまま指置領域を除いたタッチパネル上に接触した指とは異なる指を接触するこ
とにより、入力する手を安定させタッチパネルに接触することができ、誤操作を低減し、
容易に操作者の意図する入力操作を実施することができる画像表示装置を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態における車載装置のブロック図
【図２】本発明の実施の形態における車載装置の動作説明のためのフロー図
【図３】本発明の実施の形態における車載装置において、動作説明のための概略図であり
、（ａ）、（ｃ）、（ｅ）、及び（ｇ）は画像表示部の正面図、（ｂ）、（ｄ）、及び（
ｆ）は画像表示部の横から見た図
【図４】本発明の実施の形態における車載装置において、第四の位置情報を算出する方法
の説明図
【図５】（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施の形態における車載装置において、指置領域の
設定例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態の画像表示装置について、図面を用いて説明する。ただし、
以下の説明では画像表示装置として車載用の画像表示装置を例示して説明するため、この
車載用の画像表示装置を単に「車載装置」と称して説明する。
【００１３】
　本発明の第１の実施の形態の車載装置のブロック図を図１に示す。
【００１４】
　本実施の形態における車載装置は、経路案内など行うナビゲーション機能や、例えばＤ
ＶＤ（Digital Versatile Disc）などの記録媒体に記録された音響映像の再生を行うオー
ディオ再生機能などを備えた、所謂カーナビゲーション装置とし、以下の説明においては
、これを車載装置の一例として説明する。
【００１５】
　図１において、車載装置１０は、記憶装置１１、外部入力部１２、スピーカ１３、画像
表示部１７、タッチパネル１８、制御部２０、ＤＶＤ／ＣＤドライブ２２、ＧＰＳ受信機
２３、車速センサ２４、ジャイロ２５を備えている。
【００１６】
　ただし、ＤＶＤ／ＣＤドライブ２２、ＧＰＳ受信機２３、車速センサ２４、ジャイロ２
５、スピーカ１３は、それぞれ車載装置１０の内部に一体に設けられている必要はなく、
それぞれと車載装置１０とが電気的に接続取外し可能な構成としても良い。
【００１７】
　記憶装置１１には、車載装置の起動時（あるいは緊急時など）に車載装置１０を制御す
るために必要な基本プログラムが記憶されており、さらに、映像表示部や、映像表示の制
御のためのプログラムや、ナビゲーション機能の実行、あるいはオーディオ再生機能の実
行に用いられるアプリケーションソフトを動作させるためのアプリケーションプログラム
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や、ナビゲーションのための地図に関するデータベースなど、各種プログラムおよび各種
データベースが格納されている。
【００１８】
　また、記憶装置１１には、一般的な記憶装置と同様に、各種プログラムや各種データ等
が展開される領域、画像が展開される領域が設けられている。
【００１９】
　外部入力部１２は、車載装置１０に接続可能な外部機器から出力された信号を入力する
ために設けられていて、例えばＤＶＤなどのメディアを再生して得られる映像信号や音声
信号、あるいは、デジタルテレビなどからの映像信号や音声信号を入力するために設けら
れている。
【００２０】
　スピーカ１３は、車載装置１０への操作を車載装置１０が受け付けたことを操作者へ伝
えるための効果音や、外部機器から外部入力部１２に入力された音声や、車載装置１０に
内蔵されている例えばＤＶＤ／ＣＤドライブ２２で再生された音声や音楽などを出力する
ために設けられている。
【００２１】
　画像表示部１７は、記憶装置１１に記憶された、オープニング画面やメニュー画面、外
部機器から外部入力部１２に入力された映像などの各データを画面に表示するなどのため
に設けられており、本実施の形態では一般的な液晶ディスプレイが用いられる。
【００２２】
　すなわち、画像表示部１７とは、偏光フィルタや液晶やガラス基板などを含む液晶パネ
ルと、冷陰極管あるいはＬＥＤおよび導光板など液晶パネルの光源に用いられる部品と、
画像表示のための各種信号を制御するＩＣなどの電子部品と、液晶や光源や電子部品を駆
動するための電源ユニットとが含まれて構成される。ただしこの場合、電源ユニットは画
像表示部１７と別体に設けられていても良い。
【００２３】
　タッチパネル１８は、画像表示部１７の表面に設けられた透過性のパネルであり、車載
装置１０への入力操作は、操作者がタッチパネル１８の該当箇所（エリア）に触れること
によって行われる。
【００２４】
　制御部２０は、マイクロプロセッサ及びマイクロプロセッサを動作させるための電気回
路である周辺回路を含み、記憶装置１１に格納された制御プログラムを実行して、各種の
制御処理を行う。また制御部２０は、制御部２０が制御処理した結果得られた画像データ
を画像表示部１７に表示するよう制御処理を行う。
【００２５】
　また、制御部２０はさらに、タッチパネル１８から信号を取得し、この取得した信号に
基づいて操作者の指がタッチパネルに接触した位置を算出し、算出した位置の情報を記憶
装置１１に格納されているタッチパネル１８のタッチエリアの情報と照合する。そして操
作者の指が接触した位置に該当するタッチエリアにあらかじめ関連付けられたボタンやメ
ニューやスイッチなどに定義されている機能を実行する。
【００２６】
　ＤＶＤ／ＣＤドライブ２２は、音声ソース（または音声データ）や映像ソース（映像デ
ータ）が保存されたディスクを再生するために設けられている。
【００２７】
　ＧＰＳ受信機２３は、ＧＰＳ衛星からの信号を受信するために設けられている。車速セ
ンサ２４は、車輌からの車速信号を受信し、車輌の移動速度を判別するために設けられて
いる。
【００２８】
　ジャイロ２５は、車輌の回転量や上下方向の変化量や加速度を検出するために設けられ
ている。
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【００２９】
　以上のように構成された車載装置について、図２乃至図５を用いて、その動作を説明す
る。
【００３０】
　まず、本実施の形態の車載装置１０の動作の概要は図３を用いて以下のとおり説明され
る。図３は本実施の形態における車載装置において、動作説明のための概略図である。図
３（ａ）は車載装置１０を正面から見た図である。本実施の形態においては、図３（ａ）
に示されるとおり、車載装置１０を正面から見た場合、画像表示部１７とタッチパネル１
８との大きさは、ほぼ同じである。ただし、後述するとおり、画像表示部１７とタッチパ
ネル１８との大きさは同じである必要はない。
【００３１】
　図３（ａ）において、画像表示部１７（またはタッチパネル１８）を示す枠線内が表示
領域となっており、各種の画像が表示される。また、画像表示部１７内、タッチパネル１
８内において、それぞれの外周近傍を外周縁と称する。
【００３２】
　さらに、図３（ａ）において、符号５１で示される所定の領域が指置領域として設定さ
れ、表示領域内における指置領域５１以外の領域にボタンやアイコンなどが表示される特
定の領域が設定される。
【００３３】
　ボタンやアイコンと、これらボタンやアイコンに示される文字あるいは図と、車載装置
１０のナビゲーション機能やディスク再生機能などにおける各機能とは、あらかじめ対応
づけられて（あるいは定義づけされて）設定されている。ユーザは、ボタンやアイコンな
どが表示される領域を指などで触れることでボタンやアイコンに対応づけられた（あるい
は定義づけされた）機能を実行するよう車載装置１０に指示する。
【００３４】
　特定の領域はボタンやアイコンが表示されることに限られない。例えば、車載装置１０
がカーナビゲーション機能を実行している場合、すなわち表示領域に地図画面が表示され
ている場合においては、一般的なカーナビゲーション機能と同様に、指置領域以外の表示
領域に表示された任意の点を操作者の指が接触することによって、その点を画像表示部１
７の中心点（あるいは中心付近の所望の点など）として周辺地図画面を表示するような更
新動作が実行される。また、タッチパネル１８は透過性の材質からなるものであるため、
図３（ａ）に示される状態において、使用者は表示領域全体に表示された地図画像を視認
することができる。
【００３５】
　一方、タッチパネル１８上の指置領域５１に操作者の指が接触すると、制御部２０は操
作者が接触したタッチパネル１８上の点の位置情報を検出（認識）してこの位置情報を記
憶装置１１に記憶し、その後タッチパネル１８に指が接触している間は、次の入力動作が
あるまで（次にタッチパネル１８が接触されたことを検出されるまで）、待機状態になる
。待機状態とは指置領域５１に操作者が触れる前の状態あるいは機能の動作が維持された
状態を指す。
【００３６】
　制御部２０は、待機状態の最中に次の入力動作があると「次の入力動作」における接触
位置を算出して、この接触位置に対応付けられた機能を実行する処理に移行する。
【００３７】
　すなわち、図３（ａ）に示すような車載装置１０に対して、操作者はまず、タッチパネ
ル１８と操作者の指（手）との相対位置を安定させるために操作者の親指７０をタッチパ
ネル１８上の指置領域５１に親指を置く（接触させる）。
【００３８】
　ここで、指置領域５１は、タッチパネル１８上の指置領域５１内に該当する箇所に操作
者の指が接触した場合、タッチパネル１８がその接触点の位置を検出するものの、制御部
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２０は車載装置１０の機能を何ら実行させないように設定された領域である。
【００３９】
　この状態を図３（ｃ）に示す。図３（ｃ）は操作者の親指７０がタッチパネル１８の指
置領域５１に接触している状態であって、車載装置１０の正面から見た状態を示す図であ
り、この状態では操作者の人差し指７１はタッチパネル１８に接触していない。
【００４０】
　このように、車載装置１０の動作と無関係に操作者の親指をタッチパネル１８上に置く
ことができるので、タッチパネル１８に対する操作者の指あるいは手が安定されることに
なる。
【００４１】
　タッチパネル１８上の指置領域５１以外の領域における車載装置１０の機能を動作させ
るための指示入力の操作は、一般的なタッチパネル操作と同様であり、表示画面上に複数
表示されたボタンやアイコンなどの表示エリアをタッチ（接触または押圧）することによ
って行われる。
【００４２】
　この状態を図３（ｅ）に示す。図３（ｅ）は、操作者の親指７０がタッチパネル１８の
指置領域５１に、操作者の人差し指７１が所望のボタン（またはアイコン）上に接触して
いる状態であって、車載装置１０の正面から見た状態を示す図である。
【００４３】
　操作者がこのように操作を行うことができるため、本実施の形態の車載装置によれば、
操作者が車輌の振動などによる悪影響を受けて車載装置を誤動作させずにすむ。換言する
と、操作者が意図した所望の入力操作が操作者の手（指）を安定させた状態で行うことが
できることとなる。
【００４４】
　ただし、一点検出式のタッチパネルではタッチパネル上に形成された抵抗の分割比を検
出するため二点接触した場合は、分割比が正確に検出できず二点の位置情報を検出できな
いために以下の方法で算出する。
【００４５】
　すなわち、車載装置１０は、操作者の親指７０が指置領域５１に接触した際の位置（接
触点）を認識（検出）し、次に操作者の人差し指７１が所望の位置に接触した際には親指
７０と人差し指７１との間の位置（接触点）を認識（検出）することとなる。車載装置１
０は、この認識した２つの接触点に基づいて、詳細を後述する演算処理を行い、操作者の
人差し指７１とタッチパネル１８とが接触した接触点を特定する。
【００４６】
　上述の説明における操作者が最初にタッチパネル１８に接触した接触点（上述の場合親
指７０が最初に接触した位置）を第一の接触点と称し、第一の接触点を示す（表す）位置
情報を第一の位置情報と称し、操作者が第一の接触点に接触した次にタッチパネル１８に
接触した位置（上述の場合人差し指７１が接触した位置）を第二の接触点と称し、操作者
が第一の接触点と第二の接触点とを同時に接触しているときにタッチパネル１８が検出す
る第一の接触点と第二の接触点との間に存在する点の位置情報を第三の位置情報と称し、
制御部２０の演算処理によって得られ、操作者が第一の接触点に接触した次にタッチパネ
ル１８に接触した点の位置情報を第四の位置情報と称して、以下の詳細説明を行う。
【００４７】
　なお、第一の接触点に接触させる操作者の指は親指に限らず、人差し指や小指などのほ
かの指でも良い。また、第二の接触点に接触させる操作者の指も同様に人差し指に限らな
い。
【００４８】
　図４に、第四の位置情報を算出する方法の一例を説明する。図４はタッチパネル１８の
紙面に向かって左下の角を原点として水平方向にＸ軸、垂直方向にＹ軸をとったものであ
る。
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【００４９】
　第一から第四までの各位置情報を座標で表すと、各位置情報のＸ座標はタッチパネル１
８のＸ軸方向の最大値ＬＸより小さい値をとり、各位置情報のＹ座標はタッチパネル１８
のＹ軸方向の最大値ＬＹよりも小さい値をとる。
【００５０】
　指置領域５１内の第一の接触点５３が表す位置をＰ１、第一の接触点５３の位置情報を
Ｐ１（Ｘ１、Ｙ１）とする。第一の接触点５３に触れた指とは異なる指で触れた第二の接
触点５４の位置をＰ２、第二の接触点５４の位置情報をＰ２（Ｘ２、Ｙ２）とする。第一
の接触点５３に接触したまま第二の接触点５４に接触した時、タッチパネル１８への接触
を認識する点をＰ３とし、位置情報をＰ３（Ｘ３、Ｙ３）とする。位置情報Ｐ３は第四の
位置情報を算出するための値である。
【００５１】
　ただし、一般的な一点検出式のタッチパネルの検出方法と同様に、上述の説明における
、操作者が第一の接触点５３に接触したまま第二の接触点５４に接触した時にタッチパネ
ル１８がタッチパネル１８への接触を認識する点というのは、操作者は実際にタッチパネ
ル１８に接触していない。
【００５２】
　一点検出式のタッチパネルでは操作者が２点同時にタッチパネルに接触すると、この同
時に接触された２点の間に位置する点を、あたかもその点が接触されたとタッチパネルが
認識することになる。
【００５３】
　上述の説明では、この振る舞いを便宜的に、第一の接触点５３に接触したまま第二の接
触点５４に接触した時、タッチパネル１８への接触を認識する点と表現した。以下の説明
においても、この「認識する点」を第三の接触点と称して説明する。また、第四の位置情
報が示す位置を第四の接触点と称する場合もあるが、第三の接触点と同様の意図を持つ。
【００５４】
　本発明を一点検出式のタッチパネルに応用する場合、第一の接触点５３が指置領域５１
内に存在した場合は、第一の接触点５３の位置情報Ｐ１（Ｘ１、Ｙ１）と、第一の接触点
５３を検出した後に、操作者が第一の接触点５３を接触した指を接触させたまま第一の接
触点５３を接触した指とは異なる指でタッチパネル１８を接触した際に、タッチパネル１
８が検出した第三の接触点５５の位置情報Ｐ３（Ｘ３、Ｙ３）に基づいて、第四の位置情
報Ｐ４（Ｘ４、Ｙ４）を制御部２０が算出して、第四の位置情報に割り振られた機能（例
えば、ＣＤの機能、ラジオの機能、ナビゲーションでの地図画面でのスクロール機能、ナ
ビゲーションの機能など）が制御部２０の処理によって実行される。
【００５５】
　第四の位置情報のＸ座標の値Ｘ４は、第一の位置情報のＸ座標の値Ｘ１を第三の位置情
報のＸ座標の値Ｘ３で除したものを１から引いた値をＸの最大値ＬＸ倍した値に、第一の
位置情報のＸ座標の値Ｘ１を加えた値である。
【００５６】
　第四の位置情報のＹ座標の値Ｙ４は、第一の位置情報のＹ座標の値Ｙ１を第三の位置情
報のＹ座標の値Ｙ３で除したものを１から引いた値をＹの最大値ＬＹ倍した値に、第一の
位置情報のＹ座標の値Ｙ１を加えた値である。
【００５７】
　すなわち、第四の位置情報Ｐ４（Ｘ４、Ｙ４）の算出式は以下のようになる。
【００５８】
　Ｘ４＝Ｘ１＋（１－Ｘ１／Ｘ３）×ＬＸ
　Ｙ４＝Ｙ１＋（１－Ｙ１／Ｙ３）×ＬＹ
　この方法を用いれば、１点検出のタッチパネルでも操作者が連続して接触した２点の検
出を行うことができ、入力方法の自由度が高くなる。
【００５９】



(8) JP 5409657 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

＜第四の位置情報を算出する別の方法＞
　第一の位置情報と第三の位置情報とから第四の位置情報を算出する算出式が、上述の算
出式とは異なる場合について、図４を用いて計算の異なる部分を説明する。
【００６０】
　各位置情報はタッチパネル上の座標（Ｘ，Ｙ）情報を有しており、第一の位置情報およ
び第三の位置情報に基づく第四の位置情報Ｐ４（Ｘ４、Ｙ４）の算出は、第一の位置情報
と第三の位置情報のＸＹ座標を用いて、第三の位置情報のＸ座標の値Ｘ３から第一の位置
情報のＸ座標の値Ｘ１を引いた値を第三の位置情報のＸ座標の値Ｘ３に加えた値をＸ４と
し、第三の位置情報のＹ座標の値Ｙ３から第一の位置情報のＹ座標の値Ｙ１を引いた値を
第三の位置情報のＹ座標の値Ｙ３に加えた値をＹ４とする。これにより、第四の位置情報
Ｐ４（Ｘ４、Ｙ４）が算出できる。
【００６１】
　このように、第一の接触点５３と、第一の接触点５３を接触したまま第一の接触点５３
に接触した親指７０とは異なる人差し指７１で第二の接触点５４に接触した時の第四の位
置情報Ｐ４（Ｘ４、Ｙ４）とを計算することができれば、計算式はどのような計算式が用
いられてもかまわない。
【００６２】
　次に、一点検出式のタッチパネルを用いた場合の車載装置１０の動作について、以下に
その詳細を説明する。
【００６３】
　図２は、本発明の実施の形態の車両装置において、操作者がタッチパネル１８を接触し
て入力操作を行った際に、車載装置１０が行う処理について、フローチャートに示したも
のである。また、図３（ａ）は、画像表示部１７およびタッチパネル１８を正面から見た
図であり、画像表示部１７の領域は指置領域５１と指置領域以外の領域６０に分けられる
。
【００６４】
　指置領域５１は、指置領域５１に接触した例えば親指７０などの操作者の指（手）とタ
ッチパネルとの相対位置を安定させるためだけにタッチパネル１８に触れておくための領
域、または、車載装置１０に備えられた機能の実行が割り振られておらず、操作者の操作
があったときに位置情報だけが取得される領域である。指置領域以外の領域６０はタッチ
パネル１８上で指置領域５１を除いた領域である。
【００６５】
　図３（ｂ）は図３（ａ）に示した状態を横から見た状態を示す図で、車載装置１０には
、操作者の親指７０が接するべき側から順にタッチパネル１８、画像表示部１７が配置さ
れている。
【００６６】
　図２において、始めはタッチパネル１８への入力待ちの状態であり、これは図３（ａ）
に示すような、操作者によるタッチパネル１８への操作が何もない状態に対応する（図２
におけるＳＴＡＲＴの状態）。
【００６７】
　画像表示部１７上の指置領域以外の領域６０に表示されているボタンやスイッチやメニ
ューなどが示された領域を、操作者が選んで接触する際に、操作者は、車輌の振動を受け
て振動している車載装置１０に対して、タッチパネル１８と操作者の指（手）との相対位
置を安定させるために、まず、たとえば親指などを指置領域５１に接触して操作者の手（
あるいは他の指）の動作をタッチパネル１８に対して安定させる。
【００６８】
　このときの状態を図３（ｃ）および図３（ｄ）に示す。図３（ｃ）は操作者の親指７０
がタッチパネル１８の指置領域５１に接触している状態を示す図であり、図３（ｄ）は、
図３（ｃ）に示された状態を横から見た状態を示す図である。
【００６９】
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　この状態において、タッチパネル１８は表示画面上の接触操作があった位置の位置情報
を検出する（ステップＳ１）。ここで、入力待ちの状態の後、初めてタッチパネル１８が
操作者による接触操作を検出した際の位置を第一の接触点とする。
【００７０】
　さらに、制御部２０は、第一の接触点５３が指置領域５１に含まれるか否かを判断し（
ステップＳ２）、操作者の親指７０の接触点が指置領域であると判断した場合、第一の接
触点５３の位置情報を第一の位置情報として取得し（ステップＳ３）、第一の接触点の情
報を記憶装置１１に格納する。
【００７１】
　次に操作者は、車載装置１０の機能を実行させるために、実行させたい機能が定義付け
されたメニューやボタンなどの表示エリアを接触することになるが、その場合、操作者は
第一の接触点５３に親指７０を指置領域５１に接触させたまま親指７０とは異なる指でこ
のメニューやボタンなどの表示エリアを接触することになる。
【００７２】
　図３（ｅ）に、操作者が親指７０を指置領域５１に接触させたままで、親指７０とは異
なる人差し指７１でタッチパネル１８に接触している状態を示す。また、図３（ｆ）は、
図３（ｅ）に示される状態を横から見た状態を示した図であり、操作者は親指７０と人差
し指７１とでタッチパネル１８に接触している。
【００７３】
　親指７０によるタッチパネル１８への接触に次いで２回目の接触という意味で、このと
きの人差し指７１が接触しているタッチパネル１８上の点を第二の接触点５４と称する。
人差し指７１で第二の接触点５４を接触すると、第一と第二の接触点の間の点、例えば、
図３（ｅ）の位置５５がタッチパネル１８に検出される。これを第三の位置と称する。第
三の位置がタッチパネル１８に検出されると、制御部２０では、第三の位置情報が得られ
る。
【００７４】
　ついで制御部２０は、第三の位置情報が表す位置５５が指置領域５１内に存在するか否
かを判断する（ステップＳ５）。
【００７５】
　ステップＳ５にて第三の位置情報が表す位置５５の位置情報が指置領域５１以外の領域
６０に含まれる場合、ステップＳ６に進む。
【００７６】
　制御部２０は、ステップＳ５にて第三の位置情報が表す位置５５が指置領域５１以外の
領域６０に含まれると判断した場合、第一の位置情報および第三の位置情報に基づいて、
詳細を後述する演算処理により第四の位置情報を算出する（ステップＳ６）。
【００７７】
　なお、制御部２０は、ステップＳ５において第三の位置情報が表す位置５５の位置情報
が指置領域５１に含まれると判断した場合は、操作者からの操作を無効としてステップＳ
１の前のＳＴＡＲＴ状態に戻る。
【００７８】
　これは、操作者が指置領域５１を押し、外部からの振動などで一瞬操作者の指が指置領
域５１から離れた後に再度指置領域５１を押した場合、制御部２０は、再度指置領域５１
が接触した位置を第三の位置情報として認識するので、このように処理している。
【００７９】
　ただしこれは、処理フローに操作者の指が指置領域５１から離れたことを検知するステ
ップを追加して次の処理に移行させるようにしてもよい。
【００８０】
　制御部２０は、ステップＳ６にて第四の位置情報を算出すると、画像表示部１７上にお
いて第四の位置情報が示す位置に割り振られた機能を動作させる処理を実行する（ステッ
プＳ７）。
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【００８１】
　図３（ｇ）に、第一の位置情報が表す位置（５３）から第四の位置情報が表す位置（５
６）を示す。
【００８２】
　ここで、第四の位置情報が示すタッチパネル１８上の位置は第二の位置情報が示す位置
情報と必ずしも一致しないこともあるが、その誤差は極端に小さいものであるため、実使
用上は何ら問題ない程度の誤差に収まる。
【００８３】
　ステップＳ２において第一の接触点５３が指置領域５１に含まれない場合は、処理がス
テップＳ８に進んで画面上における操作者の指の接触点に割り振られた動作を実行する。
これにより、操作者が指置領域５１に指を接触させずに直接画面に接触して操作をしたい
場合においても、操作者の意図した動作が確実に実行される。
【００８４】
　次に、指置領域５１の配置に関して、配置のバリエーションの例について図５を用いて
説明する。
【００８５】
　図５に、指置領域５１の配置の１例としての設定例を示す。図５（ａ）は、指置領域５
１はタッチパネル１８の外周縁の一部に設けられた場合の一例を示す図である。図５（ａ
）に示すとおり、この例ではタッチパネル１８の外周縁の一部として、タッチパネル１８
の外周縁をなす底辺の一部に指置領域５１が設けられている。
【００８６】
　操作時において、操作者が自然に操作者の手をタッチパネル１８にかざすことを加味す
れば、自然に親指がタッチパネルの下側に届くので、このようにタッチパネル１８の底辺
部分に指置領域５１を設けることによって、操作者がごく自然に親指を指置領域５１に置
いて、操作のための手（指）をタッチパネル１８に対して安定させることができる。
【００８７】
　あるいは、図示していないが、タッチパネル１８の外周縁の一部として、タッチパネル
１８の外周縁をなす上辺の一部に指置領域５１が設けられていてもよく、この場合、人差
し指や中指などを指置領域５１に置いて操作のための手（指）をタッチパネル１８に対し
て安定させることができる。
【００８８】
　また、指置領域５１がタッチパネル１８の外周縁の一部に設けられた場合は、指置領域
５１に接触した指が邪魔して見えなくなる表示部分が少なくなるため、操作者にとって画
像表示領域の視認性が著しく低下することはない。
【００８９】
　図５（ｂ）は、指置領域５１がタッチパネル１８の外周縁全体に設けられた場合である
。このように指置領域５１が設けられているため、操作者は表示領域の上下左右の好みの
位置を指置領域とすることができる。
【００９０】
　すなわち、タッチパネル１８の上側または下側にて指を安定させる有用性は図５（ａ）
を用いて説明した場合と同様であるが、さらに、図５（ｂ）に示すように、タッチパネル
１８の外周縁のうちその左右側にも指置領域５１が設けられることによって、例えば操作
者が車載装置１０の右側に居る場合にタッチパネル１８へ手を伸ばした場合を加味すると
、この場合、自然に中指が先に車載装置１０の左側へ延びて行くため、操作者の中指や人
差し指を指置領域５１内の左側の領域において操作のための手（指）を安定させることが
でき、親指で第二の接触点に触れることができる。操作者が車載装置１０の左側に居る場
合も同様である。
【００９１】
　一般的に操作者の横側（運転席と助手席の間）に設けられることが多いため、この配置
の例は車載装置１０に適用すると非常に利便性が高く有用である。
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【００９２】
　図５（ｃ）は、指置領域５１がタッチパネル１８の外周縁の一部に２個所部分的に設け
られた場合の一例を示す図である。
【００９３】
　この例は、元来の表示領域を少しでも大きく確保するために指置領域５１を部分的に設
けているものであるが、さらに、例えば右側の指置領域に接触した時は運転者による操作
とし、左側の指置領域に接触した時は同乗者の操作として区別して、操作内容を別々に設
定するように制御部２０に制御させることにより、従来走行中に操作できなかった操作を
可能とすることもできる。
【００９４】
　このように本発明においては、指置領域５１の配置に関して、多様なバリエーションが
用いられる。
【００９５】
　なお、以上の実施例においては、指置領域５１が画像表示部１７の表示領域内に配置さ
れるよう指置領域５１をタッチパネル１８に設けたが、指置領域５１が表示領域外に配置
されるように指置領域５１をタッチパネル１８上に設けるようにしても良い。
【００９６】
　この場合、本発明を用いることで従来の画像表示装置に用いられていたエスカッション
は不要となるため、従来エスカッションを設けるために必要だったスペースは指置領域５
１を設けるためのスペースとして活用でき、画像表示部１７に用いられる液晶パネルは従
来の大きさのものを流用することができる。
【００９７】
　また、従来の画像表示装置は、エスカッションにハードキー（押釦式のものなどの所謂
機械式スイッチ）やタッチパネルへのタッチ位置を検出する部品が設けられるため、タッ
チパネルの表面よりもエスカッションが突出してしまい高級感に欠けるという意匠的な課
題があったが、この様に指置領域５１が表示領域外に配置されるように指置領域５１をタ
ッチパネル１８上に一体化させて設けることによって、画像表示装置の正面が部分的に突
出することなく一面フラットにすることができ、意匠にも良好なものとなる。
【００９８】
　さらに、指置領域５１が表示領域外に配置されるように指置領域５１をタッチパネル１
８上に設けるようにした場合に、表示領域外に指置領域が設けられるのと共に操作者が頻
繁に使用するボタン表示をタッチパネル１８上に印刷して設けても良い。このようにすれ
ば、上記に加えてエスカッションを設けた場合と同等の操作性を確保することができると
いう効果が得られる。
【００９９】
　そして、指置領域５１の位置、大きさ、個数は、任意に設定することができる。これは
、あらかじめ決められた位置や大きさや個数を記憶装置１１に記憶させておいても良いし
、位置や大きさや個数の設定値を記憶装置１１に複数記憶させておいて、操作者の操作に
応じて制御部２０がそれぞれの設定値を決定するように車載装置１０を構成しても良い。
【０１００】
　さらに、図面では操作者が明確に視認できるように表示画面上に指置領域５１を表示し
た例を示しているが、車載装置１０は、たとえばナビゲーション機能を実行している際に
、指置領域５１の表示が使用者が確認したい地図情報を隠してしまうことも考えられるた
め、地図情報など所望の表示内容を使用者が視認できるように、指置領域５１と指置領域
５１以外の領域６０との境界だけを線などで囲むように表示する構成としても良い。
【０１０１】
　あるいは、表示画面上に表示している文字などが隠れないように境界を示す表示も行わ
ず、指置領域５１が見えなくなるように構成しても良い。
【０１０２】
　また、実施の形態の説明においては、車載装置を例に挙げて説明したが、近年その利用
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数が増加しているモバイル機器と呼ばれる装置に本発明を適用しても操作性の向上が実現
される。
【０１０３】
　なぜなら、モバイル機器は歩行中の操作者によって操作される場合があり、操作者が歩
行している間は、歩行による振動でタッチパネルと操作者の指との相対位置が安定しない
ので、モバイル機器に本発明を適用してタッチパネル上に指置領域を設ければ、操作者の
指が安定してこの問題が解消されるからである。
【０１０４】
　また、車載装置であってもモバイル機器であっても、従来のタッチパネルが設けられた
画像表示装置として、タッチパネルの外周縁に設けられてタッチパネルとその周辺を覆い
意匠枠となるエスカッションが装置の周辺に配置されていたものが一般的であったが、こ
れは、操作者がタッチパネルに触れた位置を検出するために必要な部品をタッチパネル外
周縁に設けなければならなかったためであり、さらに、このエスカッションを利用してエ
スカッション上にハードキー（押釦式のものなどの所謂機械式スイッチ）が設けられてい
るのが一般的であった。
【０１０５】
　エスカッションが設けられた画像表示装置を操作する場合、操作者の指とタッチパネル
との相対位置を安定させるために操作者がエスカッションに指を置いてしまうと、特に車
輌の振動の影響などによって操作者がエスカッションに設けられたハードキーを誤操作し
てしまう可能性が高い。
【０１０６】
　しかしながら、エスカッションを備えた画像表示装置に本発明を適用すれば、このよう
な誤操作は防げる。
【０１０７】
　あるいは、近年、静電容量型のタッチパネルなどが開発され、このエスカッションを設
ける必要がない画像表示装置が利用される機会が増えており、装置自体の見た目の良さな
どの意匠的な理由からも、エスカッションが備えられていない画像表示装置の利用が増大
している。
【０１０８】
　本願発明は、このようなエスカッションが備えられていない画像表示に適用することで
、意匠も操作性も優れた画像表示装置を実現することができる。なお、本発明は、車載用
ナビゲーション以外にも、画像表示部を有する車載オーディオにも適用することができる
。
【０１０９】
　以上説明したとおり、本発明の画像表示装置は、画像表示装置に設置されたタッチパネ
ル上において、操作者が接触した場合にその接触位置を認識するためだけに設けられた指
置領域を配置することにより、操作者はタッチパネルに対して操作者の手を安定させてタ
ッチパネルに接触することができ、誤操作が低減され、容易に操作者の意図する入力操作
を実施することができる。
【０１１０】
　その際、本願発明の画像表示装置に、一点検出式のタッチパネルを用いた場合は、上述
の演算方法を実行させることで確実に操作者の所望の入力操作に対する実行処理が行われ
、さらに、本発明の画像表示装置に、二点検出式のタッチパネルを用いた場合は、演算処
理を行う必要がないため、画像表示装置の制御部が実行する演算処理の負担を軽減するこ
とができる。
【０１１１】
　本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱
することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである
。
【０１１２】



(13) JP 5409657 B2 2014.2.5

10

20

30

　本出願は、2009年2月6日出願の日本特許出願（特願2009－025744）及び2009年12月24日
出願の日本特許出願（特願2009－291739）に基づくものであり、その内容はここに参照と
して取り込まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１１３】
　以上のように、本発明にかかる画像表示装置は、画像表示装置に設置されたタッチパネ
ルにおいて、タッチパネル上に指置領域を有し、指置領域に接触した操作者の指の位置を
第一の接触点とし、第一の接触点に接触したまま指置領域を除いたタッチパネル上に接触
した指とは異なる指を接触させることにより、操作者は、入力操作する操作者の手をタッ
チパネルに対して安定させてタッチパネルに接触することができ、誤入力が低減され、容
易に操作者の意図する入力を実施することができる効果を有し、タッチパネルを配した画
像表示装置に有効であり、ナビゲーション装置などの車載装置などに適用できる。
【符号の説明】
【０１１４】
１０　車載装置
１１　記憶装置
１２　外部入力部
１３　スピーカ
１７　画像表示部
１８　タッチパネル
２０　制御部
２２　ＤＶＤ／ＣＤドライブ
２３　ＧＰＳ受信機
２４　車速センサ
２５　ジャイロ
５１　指置領域
５３　第一の接触点
５４　第二の接触点
５５　第三の接触点
５６　第四の接触点
６０　指置領域以外の領域
７０　親指
７１　人差し指
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