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(57)【要約】
【課題】第１視認方向の者から見て、第２視認方向の者
が誤操作をすることを防止するとともに、第２視認方向
の者が誤操作を行うのではないかとの誤認識を第１視認
方向の者に起こさせることを防止する画像表示装置を提
供する。
【解決手段】画像表示装置は、デュアルビュー方式の液
晶パネルを備え、運転席側（第１視認方向）と助手席側
（第２視認方向）とに、異なる画像を表示することがで
きる。画像としては、運転席側に案内画像とその操作用
画像、助手席側には動画像とその操作用画像が表示され
る。この画像表示装置では、運転席側の者が、液晶表示
パネル２４上に表示された操作用画像を構成するアイコ
ンを操作しているときは、助手席側には、運転席に表示
される操作用画像と同じ操作用画像が表示される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視認方向毎に、各前記視認方向に対応する画像を表示する表示手段（２４）と、
　前記表示手段に表示される操作用画像を用いた操作を受け付ける操作受付手段（２６）
と、
　各前記視認方向に位置する各操作者が前記操作受付手段に対して操作を行う動作をして
いるか検出する動作検出手段（１２）と、
　前記表示手段に表示される前記操作用画像を用いて前記操作者が前記操作受付手段に対
して行った操作に対応する制御を実行する制御手段（１０）と、
　前記動作検出手段で前記操作受付手段に対して操作を行う動作が検出された第１視認方
向側の操作者による第１操作用画像を用いた操作が前記操作受付手段で受け付けられてい
るとき、第２視認方向側に前記第１操作用画像を表示させる誤認識防止手段（Ｓ１２～Ｓ
７０）と
　を備えることを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像表示装置において、
　前記誤認識防止手段は、
　　前記第１視認方向の操作者が、前記操作受付手段に対して操作を行う動作として、前
記操作用画像を表示している前記表示手段の画面に手を近づける動作又は接触させる動作
をしたことを前記動作検出手段が検出すると、前記第２視認方向への前記第１操作用画像
の表示を開始させる（Ｓ１２～１６及びＳ２２）ことを特徴とする画像表示装置。
【請求項３】
　請求項１，２のいずれか１項に記載の画像表示装置において、
　前記誤認識防止手段は、
　　前記第２視認方向側に前記第１操作用画像を表示させているときに、前記第１視認方
向の操作者が、前記表示手段の画面から手を遠ざける動作を前記動作検出手段が検出する
と、前記第２視認方向への前記第１操作用画像の表示を終わらせる（Ｓ５２～Ｓ７０）こ
とを特徴とする画像表示装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の画像表示装置において、
　前記誤認識防止手段は、
　　前記第２視認方向側に前記第１操作用画像を表示させているときに、前記操作受付手
段に対する操作が一定期間ないとき、前記第２視認方向への前記第１操作用画像の表示を
終わらせる（Ｓ５４～Ｓ７０）ことを特徴とする画像表示装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の画像表示装置において、
　前記誤認識防止手段は、
　　前記第２視認方向側に前記第１操作用画像を表示させているときに、前記第１操作用
画像を用いた一連の操作を確定させる確定操作を受け付けると、前記第２視認方向への前
記第１操作用画像の表示を終わらせる（Ｓ５０～Ｓ７０）ことを特徴とする画像表示装置
。
【請求項６】
　請求項３～５のいずれか１項に記載の画像表示装置において、
　前記誤認識防止手段は、
　　前記第２視認方向への前記第１操作用画像の表示を終わらせるとき、前記第１操作用
画像に替えて、前記第２視認方向に対応する第２操作用画像を前記第２視認方向に表示さ
せる（Ｓ７０）ことを特徴とする画像表示装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の画像表示装置において、
　前記誤認識防止手段は、
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　　前記第２視認方向側に前記第１操作用画像を表示させているとき、前記第２視認方向
に、前記操作受付手段による操作が禁止されていることを知らせる注意画像（３４）を表
示させることを特徴とする画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、視認方向毎に異なる画像を表示する画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、多くの車両にデュアルビュー方式の画像表示装置が備えられている。
　この画像表示装置を用いると、例えば、運転席側にはナビゲーション用の案内画像を表
示し、助手席側にはＤＶＤ再生装置で再生した動画像を表示するなど、視認方向毎に異な
る画像を同一画面上に表示することができる（特許文献１）。
【０００３】
　また、この車両用の画像表示装置では、上記した案内画像や動画像とあわせて、各画像
の操作用画像が表示される。
　この操作用画像は複数のアイコンを有する画像であり、このアイコンを操作するため、
画像表示装置の画面上にはタッチパネルが積層されている。
【０００４】
　ただし、タッチパネルではアイコンが操作されても、その操作がいずれの視認方向から
のものかを認識することができない。
　そのため、上述した特許文献１の画像表示装置では、動画像用のアイコンと、案内画像
用のアイコンとが、画面上の同じ位置に配置されないように表示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２８４５９２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、デュアルビュー方式の画像表示装置の場合、いずれの操作用画像も、一方の第
１視認方向からは見ることができても他方の第２視認方向からは見ることができない。
　そのため、上記の画像表示装置のようにアイコンを表示したとしても、第１視認方向の
者が操作をしているとき、第２視認方向の者にはそれが分からないので、第２視認方向の
者が画像表示装置の画面に触れて、誤操作をしてしまう虞がある。
【０００７】
　また、第１視認方向の者による操作中に、第２視認方向の者が画像表示装置に手を伸ば
すと、第２視認方向の者が誤操作をするのではないかとの誤認識を第１視認方向の者に抱
かせてしまう虞がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、第１視認方向の者から見て、第２視認方向の者が誤操作をすること
を防止するとともに、第２視認方向の者が誤操作を行うのではないかとの誤認識を第１視
認方向の者に起こさせることを防止する画像表示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】
【０００９】
　上記目的を達成するためになされた請求項１に記載の画像表示装置は、視認方向毎に、
各視認方向に対応する画像を表示する表示手段（２４）と、表示手段に表示される操作用
画像を用いた操作を受け付ける操作受付手段（２６）と、各視認方向に位置する各操作者
が受付手段に対して操作を行う動作をしているか検出する動作検出手段（１２）と、表示
手段に表示される操作用画像を用いて操作者が操作受付手段に対して行った操作に対応す



(4) JP 2013-242778 A 2013.12.5

10

20

30

40

50

る制御を実行する制御手段（１０）と、を備えている。
【００１０】
　そして、この画像表示装置では、誤認識防止手段（Ｓ１２～Ｓ７０）を用いて、動作検
出手段で操作受付手段に対して操作を行う動作が検出された第１視認方向側の操作者によ
る第１操作用画像を用いた操作を操作受付手段で受け付けているとき、第２視認方向側に
操作用画像を表示して、注意喚起を行っている。
【００１１】
　従って、本発明の画像表示装置では、この注意喚起が行われることにより、第２視認方
向の者が画像表示装置の画面に触れることがないので、第１視認方向の者から見て、第２
視認方向の者が誤操作をしてしまうことを防止することができる。
【００１２】
　また、本発明の画像表示装置では、この注意喚起が行われることにより、第２視認方向
の者が画像表示装置に手を伸ばすことがないので、第２視認方向の者が誤操作を行うので
はないかとの誤認識を第１視認方向の者に起こさせることを防止することができる。
【００１３】
　次に、請求項２に記載の画像表示装置を構成する誤認識防止手段のように、第１視認方
向の操作者が、操作受付手段に対して操作を行う動作として、操作用画像を表示している
表示手段の画面に手を近づける動作又は接触させる動作をしたことを動作検出手段が検出
すると、第２視認方向への第１操作用画像の表示を開始させる（Ｓ１２～１６及びＳ２２
）ようにしてもよい。
【００１４】
　このようにすると、前述した誤操作や誤認識が発生することを防止する特別な操作をし
なくても、第１視野方向の操作者が第１操作用画像を用いた操作をするために、表示手段
に手を近づけるか接触させるだけで、第２視認方向側への注意喚起を行うことができる。
【００１５】
　因みに、上記各手段等の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段等との
対応関係を示す一例であり、本発明は上記各手段等の括弧内の符号に示された具体的手段
等に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施形態の表示装置の内部構成を示すブロック図である。
【図２】液晶表示パネルに表示される画像の説明図である。
【図３】誤認識防止処理のフローチャートである。
【図４】助手席側に表示されてた操作用画像が、運転席側に表示されている操作用画像に
切り替わった様子を示す説明図である。
【図５】終了処理のフローチャートである。
【図６】助手席側に表示されてた操作用画像が、運転席側に表示されている操作用画像に
切り替わった様子の他の例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に本発明の実施形態を図面と共に説明する。
[全体構造]
　本実施形態の画像表示装置１は、中央制御装置１０、液晶表示コントローラ１１、動作
検出センサ１２、表示切替スイッチ１３、表示切替設定スイッチ１４、操作検出回路１５
、メモリ１６ａ，１６ｂを備えている。
【００１８】
　また、この画像表示装置１は、ＤＶＤ装置２０、ナビゲーション装置２２、液晶表示パ
ネル２４、タッチパネル２６を備えている。
　このうち中央制御装置１０は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えるコンピュ
ータ装置であり、後述する誤認識防止処理等の各種処理を実行する。この中央制御装置１
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０は、これら各種処理の実行に必要な情報についてメモリ１６ａ，１６ｂと通信して、そ
の必要な情報の書き込み、読み込みを行っている。
【００１９】
　液晶表示コントローラ１１は、ＤＶＤ装置２０やナビゲーション装置２２から中央制御
装置１０を介して入力される画像情報、中央制御装置１０で実行される各種処理に基づい
て中央制御装置１０から入力される制御情報に基づいて、液晶表示パネル２４の画面上に
様々な画像を表示させる画像表示用の制御装置である。
【００２０】
　動作検出センサ１２は、本実施形態の画像表示装置１を操作する操作者、具体的には運
転席に座っている運転者Ａや助手席に座っている同乗者Ｂの動作を検出するセンサである
。この動作検出センサ１２は、運転席と助手席の間の前方側の天井に設置されたルームラ
イトに隣接する位置に設置されている。この動作検出センサ１２によるセンシング方法は
、キネクト（登録商標）等の商品で知られているので、特に詳細な説明は行わない。
【００２１】
　表示切替スイッチ１３は、運転席側、中立、助手席側の３段階に切り替えが可能なスイ
ッチであり、液晶表示パネル２４に表示される後述する操作用画像の切り替えを指示する
ための物理的なスイッチであり、図示しないコンソールパネルに設置されている。例えば
、このスイッチを運転席側に切り替えると、中央制御装置１０は、液晶表示パネル２４に
表示される後述する運転席側の操作用画像３２ｂを、助手席側にも表示する制御を実行す
る（図４参照）。
【００２２】
　表示切替設定スイッチ１４は、後述する誤認識防止処理で、運転者が液晶表示パネル２
４に手を近づけるか接触させる動作をしたときに、助手席側に表示される操作用画像３０
ｂ（図２参照）を運転席側に表示される操作用画像３２ｂに切り替える（図４参照）処理
の実行の許可や不許可を設定するなど、液晶表示パネル２４で行われる各種画像の表示に
関する様々な設定をするための物理的なスイッチで、図示しないコンソールパネルに設置
されている。尚、この表示切替設定スイッチを用いて行われる各種の設定については、下
記において必要に応じて説明する。
【００２３】
　操作検出回路１５は、タッチパネル２６が操作されると、その操作位置に関する操作信
号がタッチパネル２６から入力されるが、この操作信号に基づいて、その操作位置の座標
を算出する回路である。
【００２４】
　ＤＶＤ装置２０は、ＤＶＤに記録された動画像等の画像情報を読み込む装置である。こ
のＤＶＤ装置２０は、中央制御装置１０から受けた制御信号に基づいて、ＤＶＤから読み
込んだ動画像等の画像情報やその他の情報を中央制御装置１０に出力する。
【００２５】
　ナビゲーション装置２２は、ＧＰＳ衛星から現在位置を特定するための信号を受信する
図示しない受信装置等を備え、この受信装置等から得られる情報に基づいて作成されるナ
ビゲーション用の案内画像（例えば、地図上に現在位置を示す記号が表示された画像）等
を作成する装置である。このナビゲーション装置２２は、中央制御装置１０から受けた制
御信号に基づいて、この案内画像等の画像情報やその他の情報を中央制御装置１０に出力
する。
【００２６】
　液晶表示パネル２４は、図示しないコンソールパネルに設置されており、中央制御装置
１０及び液晶表示コントローラ１１による制御を受けて、ＤＶＤ装置２０で読み取られる
動画像や、ナビゲーション装置２２で作成される案内画像等を表示する装置である。
【００２７】
　この液晶表示パネル２４は、デュアルビュー方式の液晶パネルであり、運転席側と助手
席側とに、異なる画像を表示することができる。
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　タッチパネル２６は、液晶表示パネル２４の画面上に積層された透明なパネルであり、
操作者がタッチすると、そのタッチされた操作位置を算出するための操作信号を操作検出
回路１５に出力するものである。
[表示される画像]
　次に、本実施形態の画像表示装置１を構成する液晶表示パネル２４で表示される画像に
ついて、図２を用いて説明する。
【００２８】
　本実施形態の画像表示装置１は、上述したように、図示しないコンソールパネルに設置
された液晶表示パネル２４を備えており、この液晶表示パネル２４の画面２４ａ上に、Ｄ
ＶＤ装置２０やナビゲーション装置２２から出力される動画像３０や案内画像３２が表示
される。
【００２９】
　また、この液晶表示パネル２４には、動画像３０や案内画像３２に関連する画像として
、サブ画像３０ａ、３２ａや操作用画像３０ｂ，３２ｂが表示される。これらサブ画像３
０ａ、３２ａや操作用画像３０ｂ，３２ｂは、制御装置１０に記憶された画像情報や、Ｄ
ＶＤ装置２０やナビゲーション装置２２から出力される画像情報に基づいて表示され、レ
イアウト等は制御装置１０又は液晶表示コントローラ１１で行われる制御に基づいて調整
される。
【００３０】
　このうちサブ画像３０ａは動画像３０の直下に表示され、表示内容としては、ＤＶＤ装
置２０から出力された情報に基づいて、動画像のタイトルや、再生時間等が表示される。
　また、サブ画像３２ａも案内画像３２の直下に表示され、表示内容としては、ナビゲー
ション装置から出力された情報に基づいて、渋滞情報など、道案内に必要な情報が表示さ
れる。
【００３１】
　そして、これらサブ画像３０ａ，３２ａのさらに下に、操作用画像３０ｂ、３２ｂが表
示される。
　操作用画像３０ｂは、動画像３０の早送り、巻き戻し、巻き戻しスキップ、早送りスキ
ップ、音量の上下を指示する複数のアイコンからなる画像である。
【００３２】
　また、操作用画像３２ｂは、現在地指定、目的地指定、地図の拡大（広域）、地図の縮
小（詳細）、各操作の確定（設定）を指示する複数のアイコンからなる画像である。
　本実施形態では、図２に示すように、動画像３０、サブ画像３０ａ、操作用画像３０ｂ
を助手席側に表示し、案内画像３２、サブ画像３２ａ、操作用画像３２ｂを助手席側に表
示しているが、運転席側に表示される案内画像３２、サブ画像３２ａ、操作用画像３２ｂ
は助手席側からは見ることができず、助手席側に表示される動画像３０、サブ画像３０ａ
、操作用画像３０ｂは運転席側から見ることができない。
【００３３】
　また、本実施形態では、タッチパネル２６が操作されると、操作検出回路１５から、そ
のタッチされた操作位置の座標に関する情報が入力されるので、その操作位置が、各操作
用画像３０ｂ、３２ｂを構成する各アイコンが表示される位置であった場合、中央制御装
置１０は、その操作位置に対応するアイコンによって規定された制御信号をＤＶＤ装置２
０又はナビゲーション装置２２に出力する。
【００３４】
　そのため、本実施形態では、液晶表示パネル２４に表示された操作用画像を操作すると
、ＤＶＤ装置２０やナビゲーション装置２２を操作して、この操作に対応した画像を液晶
表示パネル２４に表示させることができる。
【００３５】
　例えば、ＤＶＤ装置２０を操作したのであれば、動画像として動画の再生画像や、早送
り画像を表示したり、ナビゲーション装置２２を操作したのであれば、案内画像として、
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地図上に現在位置を表示した画像や、目的地を指定するための画像を表示させることがで
きる。
[誤認識防止処理]
　次に、中央制御装置１０で実行される図３に記載の誤認識防止処理について説明する。
【００３６】
　この誤認識防止処理は、運転席側と助手席側とに前述した動画像や案内画像をそれぞれ
表示しているとき（図２参照）に実行される。
　この誤認識防止処理がスタートすると、まず、Ｓ１０の処理が実行される。
【００３７】
　Ｓ１０では、運転席側又は助手席側に表示する操作用画像を切り替える後述する処理を
手動で行うか、自動で行うか（運転者Ａや助手席の同乗者Ｂの動きを動作検出センサ１２
で検出して行うか）いずれが選択されているかを判断する処理が実行される。
【００３８】
　具体的には、この判断の基準となる選択は、表示切替設定スイッチ１４を操作すること
により予めなされており、この選択結果に基づいて実行される。
　このＳ１０の処理で、自動が選択されていると判断された場合には、切替モードである
と判定され（Ｓ１０：ＹＥＳ）、次にＳ１２の処理が実行され、手動が選択されていると
判断された場合には、切替モードではないと判定され（Ｓ１０：ＮＯ）、次にＳ３０の処
理が実行される。
【００３９】
　Ｓ１２では、動作検出センサ１２を用いて検出されている運転席の運転者Ａ及び助手席
の同乗者Ｂの動きから、運転者Ａ及び同乗者Ｂのいずれかが液晶表示パネル２４に向かっ
て手を近づけるか又は接触させる動作をしているかを検出する処理が実行される。
【００４０】
　この処理（Ｓ１２）で、いずれも手を近づけても接触させてもいないことが検出される
と（Ｓ１２：ＮＯ）、待機する処理が実行される。一方、運転者Ａが液晶表示パネル２４
に向かって手を近づけるか又は接触させる動作をしていることが検出されると（Ｓ１２：
運転者）、Ｓ１４～Ｓ１８の処理が実行され、同乗者Ｂが液晶表示パネル２４に向かって
手を近づけるか又は接触させていることが検出されると（Ｓ１２：同乗者）、Ｓ２０～Ｓ
２４の処理が実行される。
【００４１】
　Ｓ１４では、下記のＳ１６で行われるサブ画像３０ａ及び操作用画像３０ｂを切り替え
る処理を実際に実行するか否かを判定する処理が実行される。本実施形態では、Ｓ１０に
おいて操作用画像の切り替えを自動で行うよう設定されていても、運転席側又は助手席側
毎に個別にＳ１２で運転者Ａが手を近づけるか又は接触させたときにＳ１６以下の処理を
実行し、又は、Ｓ２０で同乗者Ｂが手を近づけるか又は接触させたときにＳ２２以下の処
理を実行して操作用画像３０ｂ等を切り替える処理の実行を許可するか否かを、表示切替
設定スイッチ１４を操作することに事前に設定することができる。
【００４２】
　Ｓ１４では、助手席側に対する個別の操作用画像３０ｂ等の切り替えの許可がされてい
ると判定されたら（Ｓ１４：許可）、Ｓ１６を実行し、許可されていないと判定されたら
（Ｓ１４：不許可）、本処理を終了して再びＳ１０以下の処理が実行される。
【００４３】
　Ｓ１６では、助手席側に表示されているサブ画像３０ａ及び操作用画像３０ｂが（図２
参照）、運転席側に表示されているサブ画像３２ａ及び操作用画像３２ｂに切り替えられ
（図４参照）、液晶表示パネル２４の操作用画像３２ｂ等が表示されている部分に同乗者
Ｂが触れないよう注意喚起がなされる。
【００４４】
　次に、Ｓ１８では、運転者Ａが操作を終了したか否かを判定する処理が実行される。
　具体的には、図５に示す終了処理のフローチャートに基づいて判定される。
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　まず、Ｓ５０の処理が実行され、確定操作がなされたか否かが判定される。この判定は
例えば、運転者Ａが、操作を確定させる特定の動作をすると、その動作を動作検出センサ
１２が検出して、確定操作がなされたと判定する。
【００４５】
　この判定（Ｓ５０）で、確定操作がなされたと判定されると（Ｓ５０：ＹＥＳ）、Ｓ１
８において、操作終了と判定されたものとされ（Ｓ５６）、一方、確定操作がなされてい
ないと判定されると（Ｓ５０：ＮＯ）、次にＳ５２の処理が実行される。
【００４６】
　Ｓ５２では、運転者Ａが、液晶表示パネル２４から手を離したか否かを、動作検出セン
サ１２で検出処理が実行される。この判定（Ｓ５２）で、手を離したと判定されると（Ｓ
５２：ＹＥＳ）、Ｓ５０の処理が実行され、手を離していないと判定されると（Ｓ５２：
ＮＯ）、Ｓ５４の処理が実行される。
【００４７】
　Ｓ５４では、運転者Ａが、一定時間（例えば３分）、操作用画像３２ｂを用いた操作を
していないか否かを判定する処理が実行される。この判定（Ｓ５４）は、タッチパネル２
６から操作がなされたことを示す信号が一定時間、送信されて来なかったときに操作され
ていないと判定される。この判定（Ｓ５４）で、操作がされていないと判定されると（Ｓ
５４：ＹＥＳ）、Ｓ５６の処理が実行され、操作されていると判定されると（Ｓ５４：Ｎ
Ｏ）、Ｓ１８において、操作終了ではないと判定されたものとされる（Ｓ５８）。
【００４８】
　尚、Ｓ５０，Ｓ５２では、Ｓ１２で液晶表示パネル２４に手を近づけるか又は接触させ
る動作をしたと判定された側の者、すなわちＳ１８では運転者Ａの動作についてのみ判定
を行い、同乗者Ｂの動作については判定をしない。
【００４９】
　そして、図３の誤認識防止処理に戻り、Ｓ１８の処理で、運転者Ａの操作が終了したと
判定されると（Ｓ１８：ＹＥＳ）、次に、Ｓ７０の処理が実行され、運転者Ａの操作が終
了していないと判定されると（Ｓ１８：ＮＯ）、待機する処理が実行される。
【００５０】
　Ｓ７０では、Ｓ１６の処理で切り替えられたサブ画像３２ａと操作用画像３２ｂを元の
サブ画像３０ａと操作用画像３０ｂに切り替える処理が実行され、再びＳ１０以下の処理
が実行される。
【００５１】
　次に、Ｓ２０～Ｓ２４からＳ７０に至る処理について説明する。
　このＳ２０～Ｓ２４の処理は、上述したＳ１２の処理において、助手席側の同乗者Ｂが
液晶表示パネル２４に向かって手を近づけるか又は接触させていることが検出されるとき
に（Ｓ１２：同乗者）、実行されるものである。
【００５２】
　このＳ２０～Ｓ２４の処理は、Ｓ１４～Ｓ１８の処理が、運転者Ａによる操作によるも
のであるのに対し、助手席側の同乗者Ｂによるものである点が異なるだけである。
　そのため、詳細な説明については省略する。
【００５３】
　次に、Ｓ１０の処理で、手動が選択されていると判断された場合（Ｓ１０：ＮＯ）、す
なわち、切替モードではないと判断された場合の処理について説明する。
　このＳ１０で、切替モードではないと判断されると（Ｓ１０：ＮＯ）、まず、前述のよ
うにＳ３０の処理が実行される。
【００５４】
　Ｓ３０では、表示切替スイッチ１３が、運転席側又は助手席側に操作されているか判定
する処理が実行される。
　この判定（Ｓ３０）で、運転席側にスイッチが操作されていると判定された場合（Ｓ３
０：運転手）、Ｓ３２～Ｓ３６の処理が実行され、助手席側にスイッチが操作されている
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と判定された場合（Ｓ３０：同乗者）、Ｓ４０～Ｓ４４の処理が実行され、いずれの側に
もスイッチが操作されていない場合は（Ｓ３０：ＮＯ）、待機する処理が実行される。
【００５５】
　Ｓ３２では、Ｓ１４と同様、下記のＳ３４で行われるサブ画像３０ａ及び操作用画像３
０ｂを切り替える処理を実際に実行するか否かを判定する処理が実行される。
　この判定（Ｓ３２）で、助手席側に対する個別の操作用画像の切り替えの許可がされて
いると判定されたら（Ｓ３２：許可）、Ｓ３４を実行し、許可されていないと判定された
ら（Ｓ３２：不許可）、本処理を終了して再びＳ１０以下の処理が実行される。
【００５６】
　Ｓ３４では、Ｓ１６同様、助手席側に表示されているサブ画像３０ａ及び操作用画像３
０ｂが、運転席側に表示されているサブ画像３２ａ及び操作用画像３２ｂに切り替えられ
、液晶表示パネル２４の操作用画像が表示されている部分に同乗者Ｂが触れないよう注意
喚起がなされる。
【００５７】
　Ｓ３６では、表示切替スイッチ１３が、運転者Ａの側以外に切り替えられているか判断
する処理が実行される。この判定（Ｓ３６）で、運転者Ａの側から切り替えられていない
と判断されたら（Ｓ３６：ＯＮ）、待機する処理が実行され、運転者Ａの側から切り替え
られていると判断されると（Ｓ３６：ＯＦＦ）、Ｓ７０の処理が実行され、Ｓ３４の処理
で切り替えられた助手席側のサブ画像３２ａ及び操作用画像３２ｂを元の画像に切り替え
る処理が実行される。
【００５８】
　そして、このＳ７０の終了後、再びＳ１０以下の処理が実行される。
　次に、Ｓ４０～Ｓ４４の処理について説明する。
　このＳ４０～Ｓ４４の処理は、上述したＳ３０の処理において、表示切替スイッチ１３
が助手席側に切り替えられていたときに（Ｓ３０：同乗者）、実行されるものである。
【００５９】
　このＳ４０～Ｓ４４の処理は、Ｓ３２～Ｓ４４の処理が、助手席側のサブ画像及び操作
用画像を切り替えるものであるのに対し、運転席側のものを切り替える点が異なるだけな
ので、詳細な説明については省略する。
[本実施形態の画像表示装置１の特徴的な作用効果]
　本実施形態では、誤認識防止処理（図３）を実行することにより、運転席側に表示され
れる案内画像３２用の操作用画像３２ｂを用いた操作を受け付けているときに（Ｓ１２：
運転手）、助手席側には、図４に示すように、その案内画像３２用の操作用画像３２ｂを
表示して、注意喚起を行っている。
【００６０】
　従って、本実施形態の画像表示装置１では、この注意喚起が行われることにより、運転
者Ａの操作中は、助手席の同乗者Ｂが液晶表示パネル２４の画面に触れることがないので
、運転者Ａから見て、助手席の同乗者Ｂが誤操作をしてしまうことを防止することができ
る。
【００６１】
　また、本実施形態の画像表示装置１では、この注意喚起が行われることにより、助手席
の同乗者Ｂが液晶表示パネル２４に手を近づけるか又は接触させることがないので、助手
席側の同乗者Ｂが誤操作を行うのではないかとの誤認識を運転者Ａに起こさせることを防
止することができる。
【００６２】
　また、本実施形態では、図４に示すように、液晶表示パネル２４に手を近づけるか又は
接触させた者が運転者Ａである場合、助手席側に、操作用画像３２ｂを表示する処理を開
始している（Ｓ１２～Ｓ１６）。
【００６３】
　そのため、前述した誤操作や誤認識が発生することを防止する特別な操作をしなくても
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、運転者Ａが液晶表示パネル２４に手を近づけるか又は接触させただけで、助手席側に注
意喚起を行うことができる。
【００６４】
　また、本実施形態では、運転者Ａが液晶表示パネル２４に手を近づけるか又は接触させ
ることによって、助手席側に表示されていた操作用画像３０ｂを運転席側の操作用画像３
２ｂに切り替える処理が行われても、運転者Ａが液晶表示パネル２４から手を遠ざける操
作終了動作を行えば（Ｓ５２）、助手席側には助手席側の操作用画像３０ｂが再び表示さ
れる（Ｓ７０）。
【００６５】
　そのため、助手席側の操作用画像３０ｂが運転席側の操作用画像３２ｂに切り替えられ
ても、運転者Ａが液晶表示パネル２４から手を離すだけで、助手席側の表示を元に戻すこ
とができる（Ｓ７０）。
【００６６】
　また、本実施形態では、助手席側の操作用画像３０ｂが運転席側の操作用画像３２ｂに
切り替えられた後、運転席側の操作用画像３２ｂを用いた操作をタッチパネル２６への操
作が一定期間ない場合（Ｓ５４）、また、助手席側の操作用画像３０ｂが運転席側の操作
用画像３２ｂに切り替えられた後、操作用画像３０ｂを用いた一連の操作を確定させる操
作をすると（Ｓ５０）、助手席側の表示を元に戻している（Ｓ７０）。
【００６７】
　そのため、助手席側から操作用画像３０ｂを用いた操作ができなくなる期間を最小限に
することができる。
　また、本実施形態では、切替モードか否かを判断することにより（Ｓ１０）、操作用画
像の自動切替に関する処理（Ｓ１２以下の処理）を実行するか否かを判定しているので、
自動切替が行われることが煩わしいと感じるユーザーがいる場合、この切替モードの設定
により、自動切替を行わないようにすることができる。
【００６８】
　また、本実施形態では、この自動切替が行われる場合であっても、運転席側または助手
席側のいずれか一方側だけは自動切替が行われないようにすることができるようにしてい
るが（Ｓ１４，Ｓ２０，Ｓ３２，Ｓ４０）、例えば、運転中に自動切替が行われると、こ
の自動切替について運転者Ａは煩わしいと感じることがあるので、このような場合に対応
するためである。
（その他の実施形態）
　本実施形態では、動作検出センサ１２を、運転席と助手席の間の前方側の天井に設置さ
れたルームライトに隣接する位置に設置した例について説明したが、設置場所はこれに限
るものではない。例えば、天井面中央のルームライトの近傍でもよいし、インパネ又はコ
ンソールパネルに設置してもよい。
【００６９】
　本実施形態では、表示切替スイッチ１３及び表示切替設定スイッチ１４として、コンソ
ールパネルに設置された物理的なスイッチについて説明したが、液晶表示パネル２４等に
アイコン等の形で表示した仮想的なスイッチを用いてもよい。この場合、操作の検出は、
例えばタッチパネル２６で行えばよい。
【００７０】
　本実施形態では、Ｓ１６、Ｓ２２、Ｓ３４、Ｓ４２の処理で、運転席側又は助手席側の
サブ画像及び操作用画像を切り替える処理を行っているが、サブ画像及び操作用画像を切
り替えるだけでなく、図６に示すように、サブ画像及び操作用画像が切り替えられた側に
は、これらの画像に重ねて、操作が禁止されていることを知らせる注意画像３４を表示し
てもよい。
【００７１】
　本実施形態では、誤認識防止処理について、運転席側と助手席側とに異なる画像（動画
像と案内画像）を表示する場合について説明したが、運転席側と助手席側とに同じ画像を
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表示する場合や、いずれか一方の側にしか画像が表示されていない場合にも、この誤認識
防止処理を実行してもよい。
【００７２】
　また、本実施形態のＳ１２で、運転者Ａ又は同乗者Ｂが液晶表示パネル２４に向かって
手を近づけるか又は接触させる動作については、運転者Ａ又は同乗者Ｂの手が液晶表示パ
ネルに向かう動作があった場合に、液晶表示パネル２４に向かって手を近づける動作があ
ったと判定してもよいし、液晶表示パネル２４から所定距離の範囲内に運転者Ａ又は同乗
者Ｂの手が進入した場合に、液晶表示パネル２４に向かって手を近づける動作があったと
判定してもよいし、液晶表示パネル２４の画面に運転者Ａ又は同乗者Ｂの手が触れたとき
に、運転者Ａ又は同乗者Ｂが液晶表示パネル２４に向かって手を接触させたと判定しても
よい。
【００７３】
　また、本実施形態のＳ５２で、運転者Ａ又は同乗者Ｂが液晶表示パネル２４から手を遠
ざける動作については、運転者Ａ又は同乗者Ｂの手が液晶表示パネルから離れていく方向
の動作があった、またはこの動作が所定時間継続した場合に、液晶表示パネル２４から手
を遠ざける動作があったと判定してもよいし、液晶表示パネル２４から所定距離の範囲内
に位置した運転者Ａ又は同乗者Ｂの手が、その範囲外に出た場合に、液晶表示パネル２４
から手を遠ざける動作があったと判定してもよい。
（対応関係）
　尚、本発明の表示手段は本実施形態の液晶表示パネル２４に相当し、本発明の操作受付
手段は本実施形態のタッチパネル２６及び操作検出回路１５に相当し、本発明の動作検出
手段は本実施形態の動作検出センサ１２に相当し、本発明の制御手段が本実施形態の中央
制御装置１０に相当する。
【００７４】
　本発明の第１視認方向は、本実施形態において、運転席側から見た場合は助手席側に相
当し、助手席側から見た場合は運転席側に相当し、第２視認方向は、第１視認方向が運転
席側である場合は助手席側に相当し、第１視認方向が助手席側である場合は運転席側に相
当する。
【００７５】
　本発明の第１操作用画像及び第２操作用画像は、本実施形態の運転席側及び助手席側に
それぞれ表示される操作用画像３０ｂ、３２ｂであり、運転席側の操作用画像３２ｂを第
１操作用画像とした場合、助手席側の操作用画像３０ｂが第２操作用画像であり、助手席
側の操作用画像３０ｂを第１操作用画像とした場合、運転席側の操作用画像３２ｂが第２
操作用画像に相当するものである。
【００７６】
　本発明の誤認識防止手段は図３に示す誤認識防止処理のうち特にＳ１２～Ｓ７０の処理
に相当する。
　尚、また、本発明は、特許請求の範囲に記載された発明の趣旨に合致するものであれば
よく、上述の実施形態に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００７７】
　１… 画像表示装置　１０… 中央制御装置　１１… 液晶表示コントローラ
　１２… 動作検出センサ　１３… 表示切替スイッチ　１４… 表示切替設定スイッチ
　１５… 操作検出回路　１６ａ、１６ｂ… メモリ　２０… ＤＶＤ装置
　２２… ナビゲーション装置　２４… 液晶表示パネル　２６… タッチパネル
　３０… 動画像　３０ａ… サブ画像　３０ｂ… 操作用画像　３２… 案内画像
　３２ａ… サブ画像　３２ｂ… 操作用画像
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