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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の視野範囲に対する個別画像を同一画面上に表示する表示部を有する表示装置にお
いて、
　各視野範囲に対して表示される各個別画像に対応する各音声を出力する音声出力手段と
、
　前記各音声を独立して調整する音声調整手段と、
　音声調整複写操作手段と、
　前記音声調整複写操作手段の操作があった場合、１つの視野範囲に対して表示される個
別画像に対応する音声の音声調整状態を、前記１つの視野範囲以外の視野範囲に対して表
示される個別画像に対応する音声の音声調整状態とする音声調整複写手段とを備えること
を特徴とする表示装置。
【請求項２】
　複数の視野範囲に対する個別画像を同一画面上に表示する表示部を有する表示装置にお
いて、
　各視野範囲に対して表示される各個別画像に対応する各音声を出力する音声出力手段と
、
　前記各音声を独立して調整する音声調整手段と、
　音声調整入替操作手段と、
　前記音声調整入替操作手段の操作があった場合、１つの視野範囲に対して表示される個
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別画像に対応する音声の音声調整状態と、前記１つの視野範囲以外の少なくとも１つの視
野範囲に対して表示される個別画像に対応する音声の音声調整状態とを入れ替える音声調
整入替手段とを備えることを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　複数の視野範囲に対する個別画像を同一画面上に表示する表示部を有する表示装置にお
いて、
　各視野範囲に対して表示される各個別画像に対応する各音声を出力する音声出力手段と
、
　前記各音声を独立して調整する音声調整手段と、
　少なくとも１つの音声調整状態登録操作手段に対応して音声調整状態を示す音声調整設
定値を記憶するプリセット保持手段と、
　前記音声調整状態登録操作手段の音声調整設定値読出操作を検出し、前記プリセット保
持手段に記憶された対応する音声調整設定値により調整対象個別画像に対応する音声を調
整するプリセット音声調整手段とを備えることを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　さらに、前記音声調整状態登録操作手段の音声調整設定値登録操作を検出し、該音声調
整設定値登録操作時点における登録対応個別画像に対応する音声調整状態を前記プリセッ
ト保持手段に記憶するプリセットデータ登録手段を備えることを特徴とする、請求項３記
載の表示装置。
【請求項５】
　複数の視野範囲に対する個別画像を同一画面上に表示する表示部を有する表示装置にお
いて、
　各視野範囲に対して表示される各個別画像に対応する各音声を出力する音声出力手段と
、
　前記各音声を独立して調整する音声調整手段と、
　調整モードの切り替えを指示するモード切替操作手段と、
　前記モード切替操作手段の操作を検出し、１つの視野範囲に対して表示される個別画像
に対応する音声を独立して調整する独立モードと、２つ以上の視野範囲に対して表示され
る２つ以上の個別画像に対応する２つ以上の音声を共通に調整する共通モードとを切り替
えるモード切替手段とを備えることを特徴とする表示装置。
【請求項６】
　複数の視野範囲に対する個別画像を同一画面上に表示する表示部を有する表示装置にお
いて、
　各視野範囲に対して表示される各個別画像に対応する各音声を出力する音声出力手段と
、
　前記各音声を独立して調整する音声調整手段と、
　２つ以上の視野範囲に対して表示される２つ以上の個別画像に対応する２つ以上の音声
に対する周囲環境を検出する共通周囲環境センサと、
　前記共通周囲環境センサの検出結果に基づいて、前記２つ以上の個別画像に対応する２
つ以上の音声を調整する対周囲環境共通補償手段とを備えることを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　複数の視野範囲に対する個別画像を同一画面上に表示する表示部を有する表示装置にお
いて、
　各視野範囲に対して表示される各個別画像に対応する各音声を出力する音声出力手段と
、
　前記各音声を独立して調整する音声調整手段と、
　２つ以上の視野範囲に対して表示される２つ以上の個別画像に対応する２つ以上の音声
に対する周囲環境を個別に検出する複数の周囲環境センサと、
　前記複数の周囲環境センサの検出結果に基づいて、前記２つ以上の音声を個別に調整す
る対周囲環境補償手段とを備えることを特徴とする表示装置。
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【請求項８】
　複数の視野範囲に対する個別画像を同一画面上に表示する表示部を有する表示装置にお
いて、
　各視野範囲に対して表示される各個別画像に対応する各音声を出力する音声出力手段と
、
　前記各音声を独立して調整する音声調整手段とを備え、
　音声調整中は、所定の音声を出力することを特徴とする表示装置。
【請求項９】
　複数の視野範囲に対する個別画像を同一画面上に表示する表示部を有する表示装置にお
いて、
　各視野範囲に対して表示される各個別画像に対応する各音声を出力する音声出力手段と
、
　前記各音声を独立して調整する音声調整手段と、
　音声調整中は、音声調整対象以外の個別画像に対応する音声の出力を遮断する音声出力
遮断手段とを備えることを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
　複数の視野範囲に対する個別画像を同一画面上に表示する表示部を有する表示装置にお
いて、
　各視野範囲に対して表示される各個別画像に対応する各音声を出力する音声出力手段と
、
　前記各音声を独立して調整する音声調整手段と、
　１つの視野範囲に対して表示される個別画像に対応する音声の初期調整状態を示す初期
音声調整設定値と、前記１つの視野範囲以外の少なくとも１つの視野範囲に対して表示さ
れる個別画像に対応する音声の初期調整状態を示す初期音声調整設定値とを記憶する初期
調整設定値記憶手段と、
　表示装置起動時に、前記初期調整設定値記憶手段に記憶された初期音声調整設定値に基
づいて、対応する視野範囲に対して表示される個別画像に対応する音声を調整する初期音
声調整手段とを備えることを特徴とする表示装置。
【請求項１１】
　複数の視野範囲に対する個別画像を同一画面上に表示する表示部を有する表示装置にお
いて、
　各視野範囲に対して表示される各個別画像に対応する各音声を出力する音声出力手段と
、
　前記各音声を独立して調整する音声調整手段と、
　１つの視野範囲に対して表示される個別画像に対応する音声の調整状態を示す音声調整
設定値と該音声調整設定値による調整頻度と、前記１つの視野範囲以外の視野範囲に対し
て表示される個別画像に対応する音声の調整状態を示す音声調整設定値と該音声調整設定
値による調整頻度とを記憶する調整頻度記憶手段と、
　表示装置起動時に、前記調整頻度記憶手段に記憶された音声調整設定値および調整頻度
に基づいて、対応する視野範囲に対して表示される個別画像に対応する音声を調整する初
期音声調整手段とを備えることを特徴とする表示装置。
【請求項１２】
　表示装置の電源オフ時点の各視野範囲に対して表示される個別画像に対応する音声の音
声調整状態を示す音声調整設定値を、前記初期音声調整設定値として前記初期調整設定値
記憶手段に記憶することを特徴とする、請求項１０記載の表示装置。
【請求項１３】
　複数の視野範囲に対する個別画像を同一画面上に表示する表示部を有する表示装置にお
いて、
　各視野範囲に対して表示される各個別画像に対応する各音声を出力する音声出力手段と
、
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　前記各音声を独立して調整する音声調整手段とを備え、
　前記各音声の音量調整において、音量調整の上限が規制されていることを特徴とする表
示装置。
【請求項１４】
　複数の視野範囲に対する個別画像を同一画面上に表示する表示部と、各視野範囲に対し
て表示される各個別画像に対応する各音声を出力する音声出力手段とを備える音声調整方
法であって、
　１つの視野範囲に対して表示される個別画像に対応する音声に対する音声調整操作に基
づいて、前記１つの視野範囲に対して表示される個別画像に対応する音声の音声調整状態
を示す音声調整設定値を記憶する音声調整設定値記憶手段の音声調整設定値を書き替える
処理と、
　前記１つの視野範囲以外の視野範囲に対して表示される個別画像に対応する音声に対す
る音声調整操作に基づいて、前記１つの視野範囲以外の視野範囲に対して表示される個別
画像に対応する音声の音声調整状態を示す音声調整設定値を記憶する音声調整設定値記憶
手段の音声調整設定値を書き替える処理とを含むことを特徴とする、表示装置の音声調整
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体（例えば、車両）等の各座席で出力される音声（音響情報）の音量ま
たは／および音質等の制御を行う音響制御装置を備え、複数の方向から別個に観察可能な
複数の画像（または映像）を同一の表示パネル上に同時に表示することが可能な表示装置
、いわゆるマルチビュー表示装置に関する。また一方で、本発明は、移動体の各座席で出
力される音声の音量または／および音質等の調整を実現するための、表示装置の音声調整
方法に関する。
【０００２】
　ここで、「音量」とは、音声の大きさを意味しており、「音質」とは、音声の周波数特
性、遅延処理等により施された残響音の特性（いわゆる音場）等の音声の質的な値を意味
している。
【背景技術】
【０００３】
　左右の観察者に対して個別の画像を同一の表示パネルを介して提供することが可能な、
いわゆるマルチビュー表示装置が実現されている。このマルチビュー表示装置では、表示
パネルの左側および右側から左目および右目で個別の画像を観察することが可能であるた
め、３次元画像を見るために必要なメガネを用いることなく、３次元画像を見ることがで
きる。また、見る角度の異なる複数のユーザによって表示パネルの左側および右側から個
別の画像を観察することが可能である。このため、複数のユーザによって異なる画像を同
時に観察できるような装置への適用も可能である。例えば、このような表示装置を車両内
に取り付けた場合、運転席の運転者に対してはこの表示装置の表示パネル上にナビゲーシ
ョン情報等を表示し、助手席に座った乗員に対しては表示パネル上にテレビ画像あるいは
ＤＶＤ（Digital Video Disk：ディジタル・ビデオ・ディスク）画像等を表示することが
できる。
【０００４】
　さらに、このようなマルチビュー表示装置において、運転席側で観察される画像に対応
した第１の音声（音響情報）を運転者のみに視聴させ、助手席側で観察される画像に対応
した第２の音声（音響情報）を助手席の乗員のみに視聴させるようなシステムが知られて
いる（例えば、特許文献１）。
【０００５】
　また一方で、上記のようなマルチビュー表示装置において、運転席側で視聴される第１
の音声と助手席側で視聴される第２の音声との間で発生するクロストークを抑制する機能



(5) JP 4215782 B2 2009.1.28

10

20

30

40

50

を備えた出力制御装置が開示されている（例えば、特許文献２：ただし、この特許文献は
２００４年１２月１４日に出願されたものであり、２００６年６月頃に公開予定）。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１３７００５号公報
【特許文献２】特願２００４－３６１４０２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記のとおり、従来のマルチビュー表示装置では、特許文献１および特許文献２に開示
されているように、運転席および助手席の各座席で異なった画像の表示が行えると共に、
運転席側の画像に対応した第１の音声を運転者のみに視聴させ、助手席側の画像に対応し
た第２の音声を助手席の乗員のみに視聴させるようになっている。しかしながら、従来の
マルチビュー表示装置では、運転席および助手席の各座席で視聴される音声に関して互い
に独立に音質・音量等の調整を行う機能は備えておらず、各座席で適切な音質・音量等の
制御を実現することができないという問題が生じていた。
【０００８】
　本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、移動体等の各座席で出力される音声
に関して適切な音量または／および音質等の制御を行う音響制御装置を備えたマルチビュ
ー表示装置、および、移動体の各座席で出力される音声に関して適切な音量または／およ
び音質等の調整を実現するための音声調整方法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】
【０００９】
　上記問題点を解決するために、本発明の表示装置は、複数の視野範囲に対する個別画像
を同一画面上に表示する表示部を有し、各視野範囲に対して表示される各個別画像に対応
する各音声を出力する音声出力手段と、上記各音声を独立して調整する音声調整手段とを
備えるように構成される。
【００１０】
　好ましくは、本発明の表示装置は、音声調整複写操作手段と、上記音声調整複写操作手
段の操作があった場合、１つの視野範囲に対して表示される個別画像に対応する音声の音
声調整状態を、上記１つの視野範囲以外の視野範囲に対して表示される個別画像に対応す
る音声の音声調整状態とする音声調整複写手段とを備える。
【００１１】
　さらに、好ましくは、本発明の表示装置は、音声調整入替操作手段と、上記音声調整入
替操作手段の操作があった場合、１つの視野範囲に対して表示される個別画像に対応する
音声の音声調整状態と、上記１つの視野範囲以外の少なくとも１つの視野範囲に対して表
示される個別画像に対応する音声の音声調整状態とを入れ替える音声調整入替手段とを備
える。
【００１２】
　さらに、好ましくは、本発明の表示装置は、少なくとも１つの音声調整状態登録操作手
段に対応して音声調整状態を示す音声調整設定値を記憶するプリセット保持手段と、上記
音声調整状態登録操作手段の音声調整設定値読出操作を検出し、上記プリセット保持手段
に記憶された対応する音声調整設定値により調整対象個別画像に対応する音声を調整する
プリセット音声調整手段とを備える。
【００１３】
　さらに、好ましくは、本発明の表示装置は、上記音声調整状態登録操作手段の音声調整
設定値登録操作を検出し、この音声調整設定値登録操作時点における登録対応個別画像に
対応する音声調整状態を上記プリセット保持手段に記憶するプリセットデータ登録手段を
有する。
【００１４】
　さらに、好ましくは、本発明の表示装置は、調整モードの切り替えを指示するモード切
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替操作手段と、このモード切替操作手段の操作を検出し、１つの視野範囲に対して表示さ
れる個別画像に対応する音声を独立して調整する独立モードと、２つ以上の視野範囲に対
して表示される２つ以上の個別画像に対応する２つ以上の音声を共通に調整する共通モー
ドとを切り替えるモード切替手段とを備える。
【００１５】
　さらに、好ましくは、本発明の表示装置は、２つ以上の視野範囲に対して表示される２
つ以上の個別画像に対応する２つ以上の音声に対する周囲環境を検出する共通周囲環境セ
ンサと、上記共通周囲環境センサの検出結果に基づいて、上記２つ以上の個別画像に対応
する２つ以上の音声を調整する対周囲環境共通補償手段とを備える。
【００１６】
　さらに、好ましくは、本発明の表示装置は、２つ以上の視野範囲に対して表示される２
つ以上の個別画像に対応する２つ以上の音声に対する周囲環境を個別に検出する複数の周
囲環境センサと、この複数の周囲環境センサの検出結果に基づいて、上記２つ以上の音声
を個別に調整する対周囲環境補償手段とを有する。
【００１７】
　さらに、好ましくは、本発明の表示装置は、音声調整中は、所定の音声を出力するよう
になっている。
【００１８】
　さらに、好ましくは、本発明の表示装置は、音声調整中は、音声調整対象以外の個別画
像に対応する音声の出力を遮断する音声出力遮断手段を備える。
【００１９】
　さらに、好ましくは、本発明の表示装置は、１つの視野範囲に対して表示される個別画
像に対応する音声の初期調整状態を示す初期音声調整設定値と、上記１つの視野範囲以外
の少なくとも１つの視野範囲に対して表示される個別画像に対応する音声の初期調整状態
を示す初期音声調整設定値とを記憶する初期調整設定値記憶手段と、表示装置起動時に、
上記初期調整設定値記憶手段に記憶された初期音声調整設定値に基づいて、対応する視野
範囲に対して表示される個別画像に対応する音声を調整する初期音声調整手段とを備える
。
【００２０】
　さらに、好ましくは、本発明の表示装置は、１つの視野範囲に対して表示される個別画
像に対応する音声の調整状態を示す音声調整設定値と当該音声調整設定値による調整頻度
と、上記１つの視野範囲以外の視野範囲に対して表示される個別画像に対応する音声の調
整状態を示す音声調整設定値と当該音声調整設定値による調整頻度とを記憶する調整頻度
記憶手段と、表示装置起動時に、上記調整頻度記憶手段に記憶された音声調整設定値およ
び調整頻度に基づいて、対応する視野範囲に対して表示される個別画像に対応する音声を
調整する初期音声調整手段とを備える。
【００２１】
　さらに、好ましくは、本発明の表示装置は、表示装置の電源オフ時点の各視野範囲に対
して表示される個別画像に対応する音声の音声調整状態を示す音声調整設定値を、上記初
期音声調整設定値として上記初期調整設定値記憶手段に記憶するようになっている。
【００２２】
　さらに、好ましくは、本発明の表示装置において、上記音声の調整は、音量の調整であ
る。
【００２３】
　さらに、好ましくは、本発明の表示装置において、上記音声の調整は、音質の調整であ
る。
【００２４】
　さらに、好ましくは、本発明の表示装置は、上記音声の音量調整において、音量調整の
上限が規制されている。
【００２５】
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　また一方で、本発明の表示装置の音声調整方法は、複数の視野範囲に対する個別画像を
同一画面上に表示する表示部と、各視野範囲に対して表示される各個別画像に対応する各
音声を出力する音声出力手段とを備える表示装置の音声調整方法であって、上記各音声を
独立して調整するようになっている。
【００２６】
　さらに、本発明の表示装置の音声調整方法は、複数の視野範囲に対する個別画像を同一
画面上に表示する表示部と、各視野範囲に対して表示される各個別画像に対応する各音声
を出力する音声出力手段とを備える音声調整方法であって、１つの視野範囲に対して表示
される個別画像に対応する音声に対する音声調整操作に基づいて、上記１つの視野範囲に
対して表示される個別画像に対応する音声の音声調整状態を示す音声調整設定値を記憶す
る音声調整設定値記憶手段の音声調整設定値を書き替える処理と、上記１つの視野範囲以
外の視野範囲に対して表示される個別画像に対応する音声に対する音声調整操作に基づい
て、上記１つの視野範囲以外の視野範囲に対して表示される個別画像に対応する音声の音
声調整状態を示す音声調整設定値を記憶する音声調整設定値記憶手段の音声調整設定値を
書き替える処理とを含む。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、例えば運転席等で出力される第１の音声（音響情報）の音量・音質（
音声の大きさおよび高さ等）の調整と、助手席で出力される第２の音声の音量・音質の調
整とを互いに独立して行うことができるので、運転席および助手席等の各座席に適した音
量・音質の調整が可能になる。
【００２８】
　本発明によれば、表示部の表示画面において、運転席等から観察される第１画像の画質
の調整と、助手席等から観察される第２画像の画質の調整とを互いに独立して行うことが
できると共に、運転席等で出力される第１画像に対応する第１の音声の音量・音質の調整
と、助手席等で出力される第２画像に対応する第２の音声の音量・音質の調整とを互いに
独立して行うことができるようになっている。それゆえに、運転席および助手席等の各座
席に適した表示画面の調整が可能になると共に、上記の各座席に適した音量・音質の調整
が可能になる。
【００２９】
　さらに、本発明によれば、第１の音声または第２の音声のいずれか一方の音量・音質の
調整状態が、選択ボタン等の音声調整複写操作手段による簡単な操作で他方の音量・音質
の調整状態に変更されるので、運転者等が座席を変わるときに、好みの音量・音質を引き
継ぐことが可能になる。
【００３０】
　さらに、本発明によれば、音声調整入替操作手段によって、第１の場所および第２の場
所の各々における音量・音質の調整状態を簡単な操作で入れ替えることができるので、運
転者が変わる場合等に運転席と助手席とが変更されたときに、各々好みの音量・音質を引
き継ぐことが可能になる。
【００３１】
　さらに、本発明によれば、プリセット機能により予め保持されている第１および第２の
音声の音量・音質の複数の設定値の中から、各音声毎に所望の設定値を選択することがで
きるので、第１の場所および第２の場所における音量・音質の調整を容易に行える。
【００３２】
　さらに、本発明によれば、第１の音声および第２の音声の同じ方向への音量・音質の調
整を統合して行うことができるので、例えば周囲環境の変化（例えば、周囲の騒音レベル
の変化）に対する音量・音質の調整をまとめて行える。
【００３３】
　さらに、本発明によれば、周囲環境センサ（例えば、騒音センサ等）による検出結果に
応じて、第１の音声および第２の音声の同じ方向への音量・音質の調整を統合して行うこ
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とができるので、周囲環境の変化に対する音量・音質の調整が自動的にまとめて行われる
。
【００３４】
　さらに、本発明によれば、第１の場所および第２の場所に対してそれぞれ独立の複数の
周囲環境センサ（例えば、窓開閉センサ等）を設け、上記複数の周囲環境センサの各々に
よる検出結果に応じて運転席および助手席等の各座席毎に独立して音量・音質を調整する
ようにしているので、運転席および助手席等の各座席で異なる環境変化に応じて音量・音
質の調整が自動的に適切に行われるようになる。
【００３５】
　さらに、本発明によれば、第１の音声の音量・音質および第２の音声の音量・音質の少
なくとも一方の調整を行うための音量・音質調整音が出力されるようになっているので、
運転席および助手席等の各座席での音量・音質の調整を容易に行える。
【００３６】
　さらに、本発明によれば、表示装置の起動時に、直前に記憶されている第１の音声の音
量・音質の調整状態および第２の音声の音量・音質の調整状態（ラストメモリともよばれ
る）を読み出して第１および第２の音声の音量・音質の設定を行うようにしているので、
継続して使用する可能性が高い音量・音質の調整状態を選択することができるようになり
、音量・音質調整のための操作の手間を省くことが可能になる。
【００３７】
　さらに、本発明によれば、表示装置の起動時に、各座席毎に、設定の頻度が最も高い値
を読み出して第１および第２の音声の音量・音質の設定を行うようにしているので、使用
可能性の最も高い音量・音質の調整状態が起動時に選択されるようになる。
【００３８】
　さらに、本発明によれば、第１の音声および第２の音声の少なくとも一方に対して、音
量調整の上限が設定されるようになっているので、一方の座席側（特に助手席側）で視聴
されるテレビやＤＶＤ等の音声が、他方の座席側（特に運転席側）の乗員の聴音を妨害し
ないようにすることが可能になる。さらに、第１の音声および第２の音声に対して、それ
ぞれ独立に音量の上限を設定すれば、各々の座席側で視聴される音声が、他の座席側の乗
員に対して耳障りにならないようにすることが可能になる。
【００３９】
　さらに、本発明によれば、一方の場所において、他方の場所で出力される音声の音量・
音質の調整を行えるようになっているので、他方の場所で出力される音声が一方の場所の
乗員に及ぼす影響を容易に回避することが可能になる。また、他方の場所の乗員が音声の
音量・音質の調整方法を知らない場合であっても、一方の場所の乗員が他方の場所の音声
の音量・音質の調整を代行することが可能になる。
【００４０】
　また、本発明によれば、運転席等で出力される第１の音声の音量・音質の調整と、助手
席等で出力される第２の音声の音量・音質の調整とを互いに独立して行うことができるよ
うになっている。それゆえに、運転席および助手席等の各座席に適した音量・音質の調整
が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　以下、本発明の実施形態を添付の図面（図１～図２４）に従って説明する。但し、本発
明の技術的範囲は上記の実施形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された発明とその
均等物に及ぶものである。
　ここでは、まず、図１～図９を参照しながら、本発明の実施形態の前提となる表示装置
の概念的な構成およびその動作について説明する。
【００４２】
　図１は、本発明に係わる表示装置の概念図である。なお、これ以降、前述した構成要素
と同様のものについては、同一の参照番号を付して表すこととする。
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　図中、１は第１の画像ソース、２は第２の画像ソース、３は第１の画像ソースからの第
１の画像データ、４は第２の画像ソースからの第２の画像データ、５は表示制御部、６は
表示データ、７は表示部（例えば液晶表示パネル等）、８は第１の画像ソース１からの第
１の画像データ３に基づく第１の表示画像、９は第２の画像ソース２からの第２の画像デ
ータ４に基づく第２の表示画像、１０は表示部７に対して左側に位置する観察者（利用者
）、１１は表示部７に対して右側に位置する観察者（利用者）である。
【００４３】
　図１の概念図は、表示部７に対する観察者１０、１１の相対的位置に応じて、換言すれ
ば表示部７に対する視野角に応じて、観察者１０は第１の表示画像８を、観察者１１は第
２の表示画像９を実質的に同時に見ることができ、しかも各々の表示画像８、９は表示部
７の表示面全体にわたって見ることができることを概念的に示している。図１において、
第１の画像ソース１は例えばＤＶＤプレーヤやテレビ受信機等で、第１の画像データはそ
れらから出力される映画画像や受信画像である。また、第２の画像ソース２は例えばカー
ナビゲーション装置等で、第２の画像データはそこから出力される地図やルート案内画像
等である。そして、それぞれの第１の画像データ３および第２の画像データ４は表示制御
部５に供給され、それら画像データは、表示部７で実質的に同時に表示できるように処理
される。
【００４４】
　表示制御部５から表示データ６を供給される表示部７は、後述する視差バリアを備えた
液晶表示パネル等で構成される。表示部７の横方向の総画素の半数が第１の画像ソース１
に基づく第１の表示画像８の表示に、残りの半数の画素が第２の画像ソース２に基づく第
２の表示画像９の表示に使用される。表示部７に対して左側に位置する観察者１０には、
第１の表示画像８に対応する画素のみが見え、第２の表示画像９は表示部７の表面に形成
されている視差バリアによって遮られて実質的に見えない。また一方で、表示部７に対し
て右側に位置する観察者１１には、第２の表示画像９に対応する画素のみが見え、第１の
表示画像８は視差バリアにより遮られて実質的に見えない。
【００４５】
　係る構成により、単一の画面で左右の利用者に異なる情報やコンテンツを提供すること
ができる。もちろん、第１の画像ソース１と第２の画像ソース２とが同じであれば、従来
通り左右の利用者が同じ画像を見ることもできる。
【００４６】
　上記のとおり、本発明に係る表示装置では、複数の画像が表示される画面はあくまでも
１つであり、この１つの画面上に、それぞれ独立して画質調整が行える複数の画像（図１
では、２種類の画像）を同時に表示することを可能にしている点に注意すべきである。
【００４７】
　図２は、本発明に係るマルチビュー表示装置の車両への搭載例を示す斜視図である。図
中、１２は助手席、１３は運転席、１４はウインドシールド、１５は操作部、１６はスピ
ーカである。
【００４８】
　図１のマルチビュー表示装置の表示部７は、例えば図２に示すように、運転席１３と助
手席１２とのほぼ中央のダッシュボード部分に配置される。マルチビュー表示装置に対す
る各種操作は、表示部７の表面に一体的に形成したタッチパネル（図示せず）や操作部１
５、または、赤外線もしくは無線リモートコントローラ（図示せず）の操作によって行わ
れる。車両の各ドアにはスピーカ１６が配置され、表示画像に連動した音声や警告音等が
出力される。
【００４９】
　運転席１３に図１の観察者１１が、助手席１２には観察者１０が座る。表示部７に対す
る第１視方向（運転席側）から見ることができる画像は例えばカーナビゲーション装置の
地図等の画像であり、実質的に同時に第２視方向（助手席側）から見ることができる画像
は例えばテレビ受信画像やＤＶＤ映画画像である。したがって、運転席１３の運転者がカ
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ーナビゲーションによる運転支援を受けるのと同時に助手席１２の同乗者はテレビやＤＶ
Ｄを楽しむことができる。しかも、それぞれの画像は例えば７インチの画面全体を使用し
て表示されるため、従来のマルチウインドウ表示のように画像サイズが小さくなることも
ない。つまり、運転者、同乗者にとっては、あたかも各々に独立した専用のディスプレイ
があるかの如く、それぞれに最適な情報やコンテンツが提供されるのである。
【００５０】
　図３は、表示部７の断面構造の概略図である。図中、１００は液晶表示パネル、１０１
はバックライト、１０２は液晶表示パネルのバックライト側に設置された偏光板、１０３
は液晶表示パネルの発光方向側の前面に配置された偏光板、１０４はＴＦＴ（Thin Film 
Transistor）基板、１０５は液晶層、１０６はカラーフィルタ基板、１０７はガラス基板
、１０８は視差バリアである。液晶表示パネル１００は、ＴＦＴ基板１０４とそれに対向
して配置されるカラーフィルタ基板１０６の間に液晶層１０５を挟持した一対の基板と、
その発光方向側の前面に配置された視差バリア１０８とガラス基板１０７とを、２枚の偏
光板１０２・１０３の間に挟んだ構成となっており、バックライト１０１からやや離隔し
て配設される。そして、これらの構造により、液晶表示パネル１００は、ＲＧＢ色（三原
色）で構成される画素を有することとなる。
【００５１】
　液晶表示パネル１００の各画素は、左側（助手席側）表示用と、右側（運転席側）表示
用に分けられて表示制御される。そして、左側（助手席側）表示用画素は、視差バリア１
０８により右側（運転席側）への表示は遮断され、左側（助手席側）からのみ見えるよう
になっている。また一方で、右側（運転席側）表示用画素は、視差バリア１０８により左
側（助手席側）への表示が遮断され、右側（運転席側）からのみ見えるようになっている
。これによって、運転者と同乗者に異なった表示を提供することが可能となる。つまり、
運転者にはナビゲーションの地図情報を与え、同時に同乗者にはＤＶＤの映画等を見せる
ことが可能となる。なお、視差バリア１０８、上記液晶表示パネルの各画素の構成を変更
すれば、３方向等、複数方向に異なった画像を表示する構成も可能である。また一方で、
視差バリア自体を電気的に駆動可能な液晶シャッタ等で構成して視野角を可変するように
してもよい。
【００５２】
　図４は、表示パネルを正面から見た構造の概略図であり、前述の図３は図４中のＡ－Ａ
′断面である。図中、１０９は左側（助手席側）表示用の画素、１１０は右側（運転席側
）表示用の画素である。図３および図４は、例えば横方向に８００画素、縦方向に４８０
画素並べられた液晶表示パネル１００の一部を表す。左側（助手席側）表示用の画素１０
９と右側（運転席側）表示用の画素１１０は縦方向にグループ化され、交互に並んでいる
。視差バリア１０８は、横方向にある間隔で配置され、縦方向には一様である。これによ
って、左側から表示パネルを見ると、視差バリア１０８が右側用画素１１０を覆い隠して
、左側用画素１０９が見える。また同様に右側から見ると、視差バリア１０８が左側用画
素１０９を覆い隠して、右側用画素１１０が見える。さらに正面付近では、左側用画素１
０９と右側用画素１１０の両方が見えるため、左側の表示画像と右側の表示画像とが実質
的に重なって見える。ここで、図４中の交互に並んだ左側用画素１０９および右側用画素
１１０は、図３のようにＲＧＢ色を有しているが、各グループの縦方向内は、Ｒ列、Ｇ列
、Ｂ列のように単色で構成されていてもよいし、ＲＧＢが複数混じった列として構成され
ていてもよい。
【００５３】
　図５はＴＦＴ基板１０４の概略を示す回路図である。１１１は表示パネル駆動部、１１
２は走査線駆動回路、１１３はデータ線駆動回路、１１４はＴＦＴ素子、１１５～１１８
はデータ線、１１９～１２１は走査線、１２２は画素電極、１２３はサブピクセルである
。
　図５に示すように、サブピクセル１２３は各データ線１１５～１１８および各走査線１
１９～１２１によって囲まれた領域を一単位とし、複数形成される。各サブピクセルには



(11) JP 4215782 B2 2009.1.28

10

20

30

40

50

、液晶層１０５に電圧を印加する画素電極１２２とそれをスイッチング制御するＴＦＴ素
子１１４が形成されている。表示パネル駆動部１１１は、走査線駆動回路１１２およびデ
ータ線駆動回路１１３の駆動タイミングを制御する。走査線駆動回路１１２はＴＦＴ素子
１１４の選択走査を行い、またデータ線駆動回路１１３は画素電極１２２への印加電圧を
制御する。
【００５４】
　上記複数のサブピクセルは、第１の画像データと第２の画像データの合成データもしく
は、第１と第２の個々の画像データに基づいて、例えばデータ線１１５と１１７に第１の
画素データ（左側の画像表示用）を、またデータ線１１６と１１８に第２の画素データ（
右側の画像表示用）を送信することよって、第１の画像を表示する第１の画素群と第２の
画像を表示する第２の画素群とを形成する。
【００５５】
　図６は、本発明に係る表示装置の概略を示すブロック図であり、いわゆるＡＶＮ（Audi
o Visual Navigation） 複合機への適用例である。図中、１２４はタッチパネル、２００
は制御部、２０１はＣＤ／MD再生部、２０２はラジオ受信部、２０３はＴＶ受信部、２０
４はＤＶＤ再生部、２０５はハードディスク（ＨＤ：Hard Disk）再生部、２０６はナビ
ゲーション部、２０７は分配回路、２０８は第１の画像調整回路、２０９は第２の画像調
整回路、２１０は音声調整回路、２１１は画像出力部、２１２はＶＩＣＳ情報受信部、２
１３はＧＰＳ情報受信部、２１４はセレクタ、２１５は操作部、２１６はリモコン送受信
部、２１７はリモコン、２１８はメモリ、２１９は外部音声／映像（画像）入力部、２２
０はカメラ、２２１は明るさ検知部、２２２は乗員検知部、２２３はリア表示部、２２４
はＥＴＣ車載器、２２５は通信ユニットである。
【００５６】
　表示部７は、タッチパネル１２４、液晶表示パネル１００およびバックライト１０１か
ら構成される。表示部７の液晶表示パネル１００は、これまでに述べてきたように、第１
視方向として運転席側から見られる画像と、第２視方向として助手席側から見られる画像
とを、実質的に同時に表示することが可能となっている。なお、表示部７には、液晶表示
パネル以外のフラットパネルディスレイ、例えば有機ＥＬディスプレイ・パネル、プラズ
マ・ディスプレイ・パネル、冷陰極フラットパネルディスプレイ等を用いることもできる
。
【００５７】
　各種ソース（ＣＤ／ＭＤ再生部２０１、ラジオ受信部２０２、ＴＶ受信部２０３、ＤＶ
Ｄ再生部２０４、ＨＤ再生部２０５およびナビゲーション部２０６）からの画像データや
音声データは、制御部２００からの指示に基づき左用に指定された画像ソースの画像デー
タを第１の画像調整回路２０８に、右用に指定された画像ソースの画像データを第２の画
像調整回路２０９に分配する分配回路２０７を介して、画像データであれば第１の画像調
整回路２０８および第２の画像調整回路２０９に、音声データであれば音声調整回路２１
０にそれぞれ分配される。そして、第１および第２の画像調整回路２０８、２０９では、
画像の輝度や色調、コントラストなどが調整され、調整された各画像は画像出力部２１１
にて、表示部７に表示される。また音声調整回路２１０では各部のスピーカへの分配や音
量、音質が調整され、調整された音声が、対応するスピーカ１６から出力される。
【００５８】
　図７は画像出力部２１１の概略を示すブロック図である。図中、２２６は第１の書込回
路、２２７は第２の書込回路、２２８はＶＲＡＭ（Video Random Access Memory：グラフ
ィックス・ディスプレイのフレーム・バッファ専用ＲＡＭ）である。
【００５９】
　画像出力部２１１は、例えば図７に示すように、第１の書込回路２２６と第２の書込回
路２２７とＶＲＡＭ（Video RAM）２２８と表示部駆動部１１１とを備えている。例えば
、第１の書込回路２２６は、第１の画像調整回路２０８で調整された画像データのうち奇
数列に対応する画像データ（すなわち、図１の第１の表示画像８用の画像データ）を、第
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２の書込回路２２７は、第２の画像調整回路２０９で調整された画像データのうち偶数列
に対応する画像データ（すなわち、図１の第２の表示画像９用の画像データ）をもとにし
、それぞれＶＲＡＭ２２８における該当する領域に書き込む。また表示部駆動部１１１は
液晶表示パネル１００を駆動する回路であり、ＶＲＡＭ２２８に保持されている画像デー
タ（第１の画像データと第２の画像データの合成データ）に基づいて、液晶表示パネル１
００の対応する画素を駆動する。尚、ＶＲＡＭ２２８には第１の画像データと第２の画像
データの合成されたマルチビュー表示用の画像に対応するように画像データの書き込みが
行われているので、駆動回路は１つでよく、その動作も通常の液晶表示装置の駆動回路の
動作と同じである。また別の構成として、第１の画像データと第２の画像データを合成せ
ずに、それぞれの画像データに基づいて、液晶表示パネルの対応する画素を駆動する第１
の表示パネル駆動回路および第２の表示パネル駆動回路を用いることも考えられる。
【００６０】
　ここで、図６で示した各種ソースの一例について説明をすると、ＨＤ再生部２０５を選
択した場合、ハードディスク（ＨＤ）に記憶されたＭＰ３ファイル等の音楽データやＪＰ
ＥＧファイル等の画像データ、再生すること等を行う音楽データや画像データを選択する
ためのメニュー表示や画像データを表示部７に表示させることができる。
【００６１】
　ナビゲーション部２０６は、ナビゲーションの為に利用される地図情報を記憶した地図
情報記憶部を備え、ＶＩＣＳ情報受信部２１２、ＧＰＳ情報受信部２１３から情報を入手
し、ナビゲーション動作の為の画像を作成し、出力する。またＴＶ受信部２０３は、アン
テナからセレクタ２１４を介して、アナログＴＶ放送波およびディジタルＴＶ放送波を受
信し、その画像を出力する。
【００６２】
　また、外部音声／映像（画像）入力部２１９に接続された、例えば後方監視用のカメラ
２２０からの映像（画像）を表示部７に表示するようにしてもよい。なお、後方監視用カ
メラ２２０以外に、ビデオカメラおよびゲーム機等を外部音声／映像（画像）入力部２１
９に接続してもよい。
【００６３】
　図８は制御部２００の概略を示すブロック図である。図中、２２９はインターフェース
、２３０はＣＰＵ、２３１は記憶部、２３２はデータ記憶部である。
【００６４】
　制御部２００は、分配回路２０７ならびに各種ソースを制御し、選択された２つのソー
スもしくは１つのソースについて表示を行わせる。また制御部２００は、これら各種ソー
スをコントロールするための操作メニュー表示を表示部７に表示させることも行っている
。ここで、図８で示すように、制御部２００はマイクロプロセッサなどで構成され、イン
ターフェース２２９を介して、表示装置内の各部や各回路を統括的に制御しているＣＰＵ
２３０を備えている。このＣＰＵ２３０には、表示装置の動作に必要な各種のプログラム
を保持するＲＯＭ（Read-Only Memory：リード・オンリ・メモリ）からなるプログラム記
憶部２３１と、各種のデータを保持するＲＡＭ（Random Access Memory：ランダム・アク
セス・メモリ）からなるデータ記憶部２３２とが設けられている。なお、ＲＯＭやＲＡＭ
等は、ＣＰＵに内蔵されたものでも、外部に設けたものでも使用することが可能である。
また、ＲＯＭはフラッシュメモリのように電気的に書替可能な不揮発性メモリでもよい。
【００６５】
　利用者（ユーザ）は、上記各種ソースの操作を、表示部７の表面に取り付けられている
タッチパネル１２４や表示部７の周囲に設けられたスイッチ、もしくは音声認識等の入力
操作や選択操作を操作部２１５によって行うことができる。またリモコン送受信部２１６
を介して、リモコン２１７により入力もしくは選択操作をしてもよい。制御部２００は、
このタッチパネル１２４や操作部２１５の操作に従って、各種ソースに対する制御を含め
た制御を行っている。また、制御部２００は、図２のように車両内に複数備え付けられた
スピーカ１６の各音量等を、音声調整回路２１０を用いて制御することができるように構
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成されている。また制御部２００は、メモリ２１８に画質設定情報やプログラム、車両情
報等の各種設定情報を記憶させることも行っている。
【００６６】
　図９はメモリ２１８の概略を示すブロック図である。図中、２３３は第１の画面ＲＡＭ
、２３４は第２の画面ＲＡＭ、２３５は画質設定情報記憶部、２３６は対環境調整値保持
部である。なお、上記の第１の画面ＲＡＭ、第２の画面ＲＡＭ、画質設定情報記憶部、お
よび対環境調整値保持部の具体的な構成に関しては、図１７にても後述する。
【００６７】
　メモリ２１８は、例えば図９に示すように、利用者が設定した第１の画像および第２の
画像の画質の調整値をそれぞれ書込可能な第１の画面ＲＡＭ２３３および第２の画面ＲＡ
Ｍ２３４を有する。また、第１の画像および第２の画像の画質を調整する場合に、読み出
すことができる各画質調整用のプリセット値として予め複数段階の画質調整値が記憶され
ている画質設定情報記憶手段２３５も有する。さらに車外の明るさ変化等の周囲環境変化
に応じて画質を調整するために、周囲環境に対する第１の画像および第２の画像の画質の
調整値を保持する対環境調整値保持手段２３６を有している。ここで画質設定情報記憶手
段２３５および対環境調整値保持手段２３６は、フラッシュメモリなどの電気的に書替可
能不揮発性メモリまたはバッテリバックアップされた揮発性メモリにより構成される。
【００６８】
　制御部２００は、明るさ検知部２２１（例えば、車両のライトスイッチや光センサ）や
乗員検知部２２２（例えば、運転席や助手席に設けられる感圧センサ）により検知された
情報を元に、音声の定位位置等の設定を変更させることが可能である。
【００６９】
　２２３は車両の後席用に設けられたリア表示部であり、画像出力部２１１を介して、表
示部７に表示される画像と同じもの、または運転席用の画像もしくは助手席用の画像のい
ずれか一方が表示可能である。
【００７０】
　制御部２００は、ＥＴＣ車載器２５０からの料金表示等を表示させることを行っている
。また制御部２００は、携帯電話などと無線接続するための通信ユニット２２５を制御し
、これに関する表示がされるようにしてもよい。
【００７１】
　ついで、添付図面（図１０～図２４）を参照しながら、本発明の好ましい実施形態（実
施例）を説明する。
【００７２】
　図１０は、本発明の第１の実施形態に係るマルチビュー表示装置の構成を示すブロック
図であり、図１１は、図１０の表示部１０ａの断面形状を概略的に示す図である。
【００７３】
　ここでは、個々に画質の調整がなされた画像・音響ソースからの２種類の画像データを
ＶＲＡＭ（Video Random Access Memory：グラフィックス・ディスプレイのフレーム・バ
ッファ専用ＲＡＭ）９３に書き込むことにより、互いに独立した２種類の画像を同一の液
晶表示パネル１００ａの画面に表示するような車載用のマルチビュー表示装置の構成を簡
略化して示す。
【００７４】
　図１０のマルチビュー表示装置においては、車両の運転席および助手席に対してマルチ
ビュー表示を行わせるための表示部１０ａが設けられている。この表示部１０ａでは、運
転席等の第１の方向から観察される第１画像と助手席等の第２の方向から観察される第２
画像とが、同一のマルチビュー表示パネル２０にそれぞれ表示される。
【００７５】
　マルチビュー表示パネル２０の右側から見るユーザ（例えば、運転者）には、第１画像
が観察され、左側から見るユーザ（例えば、助手）には第２画像が観察される。右側のユ
ーザには第２画像は観察されず、左側のユーザには第１画像は観察されない。このため、
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右側のユーザは、左側のユーザの視線を気にすることなく自身の好みの画像を見ることが
でき、左側のユーザは右側のユーザの視線を気にすることなく自身の好みの画像を見るこ
とができる。
【００７６】
　さらに、図１０の表示部１０ａは、液晶表示パネル１００ａの表面側に光学系分離素子
１０４ａが設けられてマルチビュー表示パネル２０が形成され、さらにその前面にタッチ
パネル１０２ａが形成された構造となっている。なお、原理的には、液晶表示パネル１０
０ａ以外に、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube：陰極線管）やプラズマ・ディスプレイ・パネル
等からなる表示器を用いることもでき、また一方で、光学系分離素子１０４ａについては
、液晶シャッタで構成してアクティブなもの（例えば、可変シャッタ）とすることも可能
である。
【００７７】
　図１１に示すように、タッチパネル１０２ａは、可撓性を有する一対の透明絶縁基板１
２０ａ、１２８ａ、上記一対の透明絶縁基板上に形成された透明電極１２２ａ、１２６ａ
、および上記透明電極上にマトリックス状に配置されたドットスペーサ１２４ａ等から構
成される。ユーザが透明絶縁基板１２０ａ上を押圧することによってドットスペーサ１２
４ａが透明電極１２６ａに接触すると、その接点の位置が電気抵抗の測定により検出され
、図１０の画像制御部８ａにおいて、入力情報が読み取られるように構成されている。な
お、タッチパネル１０２ａは、上記の構成に限定されるものではなく、他の方式のものを
採用することも可能である。
【００７８】
　図１１の液晶表示パネル１００ａは、液晶表示素子により構成されており、縦方向に複
数の帯状部の表示領域に分割され、第１画像に対応する第１の表示領域１１０ａと、第２
画像に対応する第２の表示領域１１２ａとが交互に形成されている。前述のように、図１
１の液晶表示パネル１００ａの表面側に、光学系分離素子１０４ａが配置されマルチビュ
ー表示パネル２０が形成される。そして、液晶表示パネル１００ａの表示素子は、表示パ
ネル駆動回路９４により駆動制御される。
【００７９】
　光学系分離素子１０４ａは、運転席から観察される第１画像と、助手席から観察される
第２画像とを所定の視野角で分離してマルチビュー表示を行わせる機能を有しており、ポ
リカーボネイト等から形成される透明カバー（または透明絶縁基板）１３０ａを有する。
この透明カバー１３０ａの表裏の面には、複数の遮光部１３１ａ、１３３ａが交互に形成
され、その結果として、複数の透光性スリット部１３２ａ、１３４ａが交互に形成されて
いる。なお、図１１では、透明カバー１３０ａの表裏の面に複数の遮光部および複数の透
光性スリット部を形成する例が示されているが、透明カバー１３０ａの一方の面のみに、
複数の遮光部および複数の透光性スリット部を形成することも可能である。
【００８０】
　図１１に示すように、運転席を含む第１視野領域内の第１の乗員（例えば、運転者）１
７１は、光学系分離素子１０４ａの作用によって、第１の表示領域１１０ａの集合体とし
ての画像のみを運転席用の第１画像として視認することができ、助手席を含む第２視野領
域内の第２の乗員（例えば、助手）１７２は、光学系分離素子１０４ａの作用によって、
第２の表示領域１１２ａの集合体としての画像のみを助手席用の第２の画像として視認す
ることができる。このように実際は、１つの画面を縦方向に複数分割した１つおきの画像
を視認することとなるが、１つの表示領域の幅を非常に狭くすることによって、運転席側
からも、助手席側からも別々の画像をそれぞれ同時に視認することが可能になる。
【００８１】
　好ましくは、予め設定された厚さおよび幅を有する透光性スリット部を使用して、マル
チビューにおける視認角度や視認範囲や、クロストーク等が決定される。
【００８２】
　図１０のマルチビュー表示装置において、画像・音響ソースの例として、テレビ受像機
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２１やナビゲーション装置２２（案内音声が音声出力となる）、ＤＶＤ再生機３２が例え
ば、車室内のインストルメントパネル内等に設けられ、それぞれが異なった方向から画像
が観察できる画像・音響ソースとなっている。
【００８３】
　さらに、図１０のマルチビュー表示装置においては、表示パネル駆動回路９４が設けら
れている。この表示パネル駆動回路９４は、表示することが選択された画像・音響ソース
から送出される画像データ（異なった画像・音響ソースの画像を表示する場合は、選択さ
れた２つの画像・音響ソースの画像データ）を処理してマルチビュー表示パネル２０を駆
動する信号を生成し、それぞれ対応する第１画像および第２画像をマルチビュー表示パネ
ルにそれぞれ表示させる。
【００８４】
　さらに、図１０のマルチビュー表示装置は、画像・音響ソースから送出される第１画像
データと第２画像データとが同時に入力される入力選択回路８０を備えている。この入力
選択回路８０では、ユーザが選択した画像・音響ソースの２種類の画像データ（第１画像
データ、および第２画像データとして選択、なお、上記画像データが同じ場合もある）が
次段に出力される。
【００８５】
　さらに、図１０のマルチビュー表示装置における画質調整部８８は、第１画像の画質の
調整を行う第１の画質調整回路８１と、第２画像の画質の調整を行う第２の画質調整回路
８２とを備えている。ここで、第１の画質調整回路８１による第１画像の画質の調整と、
第２の画質調整回路８２による第２画像の画質の調整とは、互いに独立して遂行される。
上記の第１および第２の画質調整回路８１、８２による画質調整方法としては、アナログ
的に行う方法もあるが、入力された画像データをディジタル化して処理用のメモリ（図示
されていない）に記憶し、その画像データを演算処理することにより画質調整を行うのが
実際上好ましい。
【００８６】
　さらに、図１０のマルチビュー表示回路は、第１の書込回路９１と、第２の書込回路９
２と、ＶＲＡＭ９３と、前述の表示パネル駆動回路９４とを備えている。ここで、第１の
書込回路９１は、マルチビュー表示パネル２０の画面の奇数列に出力される画像データを
ＶＲＡＭ９３の該当列に書き込み、第２の書込回路７２は、同画面の偶数列に出力される
画像データをＶＲＡＭ９３の該当列に書き込む。
【００８７】
　表示パネル駆動回路９４は、液晶表示パネル１００ａを駆動するドライバ回路であり、
ＶＲＡＭ９３に保持されている第１画像データおよび第２画像データに基づいて、液晶表
示パネル１００ａの対応する画素を駆動する。既に説明したように、ＶＲＡＭ９３には、
マルチビュー表示用の画像に対応するように画像データの書き込みが行われているので、
駆動回路は１つでよく、その動作も通常の液晶表示装置の駆動回路の動作と同じである。
【００８８】
　さらに、図１０のマルチビュー表示装置は、入力選択回路８０、第１の画質調整回路８
１、第２の画質調整回路８２、第１の書込回路９１、第２の書込回路９２、ＶＲＡＭ９３
、および表示パネル駆動回路９４の動作を統括的に制御するための画像制御部８ａを備え
ている。この画像制御部８ａは、マイクロコンピュータ（マイコン）により構成される。
このマイコンには、表示装置の動作に必要な各種のプログラムを保持するＲＯＭ（Read-O
nly Memory：リード・オンリ・メモリ）等のプログラム記憶部８３と、各種のデータを保
持するＲＡＭ等の画像情報記憶部８４とが設けられている。なお、ここでは、ＲＯＭやＲ
ＡＭ等をマイコンの外部に設けているが、マイコンに内蔵のＲＯＭやＲＡＭ等を使用する
ことも可能である。
【００８９】
　さらに、図１０のマルチビュー表示装置においては、各種のデータを入力するためのタ
ッチパネルやリモコンの操作キー等の入力手段６０や、第１画像または第２画像の画質の
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調整状態を選択するための選択手段（例えば、選択ボタン等）６２を含む操作部６ａが設
けられている。このような操作部６ａとして、音量または／および音質の調整操作の開始
を指示する音声調整操作開始指示手段、音量または／および音質の調整操作の完了を指示
する音声調整操作完了指示手段、第１の音声または／および第２の音声の音量または／お
よび音質を調整する音声調整操作手段等が挙げられる。選択手段６２として、一方の音量
または／および音質の調整状態を示す音声調整設定値を他方の音声調整設定値とする音声
調整設定値の複写を指示する音声調整複写操作手段と、モード切替操作手段、一方の音量
または／および音質の調整状態を示す音声調整設定値と、他方の音量または／および音質
の調整状態を示す音声調整設定値との入れ替えを指示する音量調整入替操作手段、音量ま
たは／および音質の調整状態を示す音声調整設定値の登録を指示する音声調整設定値登録
操作手段（例えば、登録スイッチ）、予め、または後述する登録処理により記憶されてい
る音声調整設定値の呼び出しを指示する音声調整設定値読出操作手段（例えば、プリセッ
トスイッチ）が挙げられる。なお、選択手段６２は、入力手段６０と同様にタッチパネル
やリモコンの操作キーで構成してもよい。また、前述の音声調整設定値登録操作手段と音
声調整設定値読出操作手段とを兼用する音声調整設定値登録／読出操作手段（例えば、プ
リセットスイッチ）を設け、操作状態（長押し／短押し）で機能（登録指示／読出指示）
を切り替える場合もある。
【００９０】
　さらに、図１０のマルチビュー表示装置においては、運転席側および助手席側の周囲環
境の変化を検出する周囲環境センサ（例えば、明るさセンサ等）７０を含む各種のセンサ
７ａが配置されている。この周囲環境センサ７０として、音量・音質に影響を与える騒音
センサや窓開閉センサ等も別個に設けられている。なお、周囲環境センサ７０は、運転席
および助手席の周囲環境の変化（明るさ、騒音等）を共通に検出するための共通の周囲環
境センサであってもよいし、運転席、助手席の周囲環境の変化をそれぞれ別々に検出する
ための複数の周囲環境センサであってもよい。
【００９１】
　図１０のマルチビュー表示装置においては、車両の運転席（第１の場所）用に選択され
ている画像・音響ソースの第１の音声を出力する第１の音声出力部５１、および助手席（
第２の場所）用に選択されている画像・音響ソースの第２の音声を出力する第２の音声出
力部５２が設けられている。ここでは、運転席側の第１の音声出力部５１のスピーカ等か
ら第１の音声が出力され、かつ、助手席側の第２の音声出力部５２のスピーカ等から第２
の音声が出力される。
【００９２】
　さらに、図１０の音響制御装置においては、音響制御部１ａ、音量・音質調整部３３お
よび出力分配回路４ａが設けられている。
【００９３】
　より詳しくいえば、音響制御部１ａは、特定の音響ソースから送出される第１の音響情
報（すなわち、第１の音響信号）と特定の画像・音響ソースから送出される第２の音響情
報（すなわち、第２の音響信号）とを適宜処理し、それぞれ対応する第１の音声および第
２の音声を第１の音声出力部５１および第２の音声出力部５２にそれぞれ出力させるよう
にするために、音量・音質調整部３３および入力選択回路８０に対する適切な音響制御を
行う。好ましくは、音響制御部１ａと画像制御部８ａは、共通のマイコンにより構成され
る。
【００９４】
　音量・音質調整部３３は、音響制御部１ａによる制御に基づいて、第１の音響信号の音
量・音質の調整を行う第１の音量・音質調整回路３ａ－１と、音響制御部１ａによる制御
に基づいて、第２の音響信号の音量・音質の調整を行う第２の音量・音質調整回路３ａ－
２とを具備している。これらの第１の音量・音質調整回路３ａ－１および第２の音量・音
質調整回路３ａ－２は、ディジタルフィルタ等を用いてディジタル形式の音響信号の処理
を行うＤＳＰにより構成される。
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【００９５】
　ここで、第１の音量・音質調整回路３ａ－１は、画像・音響ソースの第１の音響信号の
音量・音質の調整を行う機能を有しており、第２の音量・音質調整回路３ａ－２は、画像
・音響ソースの第２の音響信号の音量・音質の調整を行う機能を有しており、第１の音量
・音質調整回路３ａ－１による第１の音響信号の音量・音質の調整と、第２の音量・音質
調整回路３ａ－２による第２の音響信号の音量・音質の調整とは、互いに独立して遂行さ
れる。
【００９６】
　入力選択回路８０は、第１の音量・音質調整回路３ａ－１および第２の音量・音質調整
回路３ａ－２に入力される音響ソースの信号を選択する。出力分配回路４ａは、画像・音
響ソースの選択状態に応じて、音量・音質の調整が行われた第１の音響信号に対応する第
１の音声および第２の音響信号に対応する第２の音声を生成する。例えば、出力分配回路
４ａは、運転席用スピーカ、助手席用スピーカから各座席の表示画像に対応した音声が出
力されるように音響信号を分配する。なお、入力選択回路および出力分配回路は、スイッ
チング回路やリレー等で構成することが可能である。
【００９７】
　最終的に、出力分配回路４ａにて生成された第１の音声および第２の音声は、予め指定
された運転席側の第１の音声出力部５１および助手席側の第２の音声出力部５２からそれ
ぞれ出力される。これによって、運転席側と助手席側とで互いに独立に第１の音声および
第２の音声の音量・音質の調整を行うことが可能になる。
【００９８】
　図１０の音響制御装置における音響制御部１ａは、第１の音量・音質調整回路３ａ－１
、第２の音量・音質調整回路３ａ－２および分配回路４ａ等の各構成要素の動作を統括的
に制御する機能を有している。この音響制御部１ａには、マルチビュー表示装置の動作に
必要な各種のプログラムを保持するＲＯＭ等のプログラム記憶部１１ａと、音響情報に関
係する各種のデータを保持するＲＡＭ等のデータ記憶部とが設けられている。なお、ここ
では、ＲＯＭやＲＡＭ等を音響制御部１ａの外部に設けているが、音響制御部１ａに内蔵
のＲＯＭやＲＡＭ等を使用することも可能である。
【００９９】
　上記のデータ記憶部として、第１の音声の調整状態を示す音声調整設定値を記憶する第
１の音声の音声調整設定値記憶部１７、および第２の音声の調整状態を示す音声調整設定
値を記憶する第２の音声の音声調整設定値記憶部１８を含む音声調整状態記憶部１２ａや
、第１の音声および第２の音声に関する複数の音声調整設定値を保持する設定値保持手段
１５ａが挙げられる。なお、上記の設定値保持手段として、第１の音声または／および第
２の音声の音声調整設定値をプリセット値として予め、または後述する登録処理により保
持するプリセットＲＡＭ（すなわち、プリセット保持手段）や、第１の音声および第２の
音声の音声調整設定値の設定頻度に関する情報を記憶する音声調整設定値情報記憶手段や
、周囲環境に対して設定される第１の音声および第２の音声の音声調整設定値を保持する
対環境調整設定値保持手段や、電源ＯＦＦ（オフ）時点直前の第１の音声の音声調整設定
値記憶部１７に記憶されている音声調整設定値または／および第２の音声の音声調整設定
値記憶部１８に記憶されている音声調整設定値等、次回起動時に設定される音声調整設定
値を記憶する初期音声調整設定値記憶手段や、モード切替操作手段により選択されたモー
ドが記憶されるモード記憶部等が挙げられる。さらに、上記のデータ記憶部として、車両
内に乗車している乗車人員（乗員）の状態（例えば、乗員の総数、各乗員が乗車している
座席）に関する情報を記憶する乗車人員情報記憶手段等の音響設定情報記憶手段１６ａが
挙げられる。
【０１００】
　より詳しくいえば、プリセットＲＡＭには、選択手段６２の音声調整設定値読出操作手
段（例えば、プリセットスイッチ）に対応して第１の音声または／および第２の音声の音
量または／および音質の音声調整設定値が記憶されるようになっている。そして、音声調
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整設定値読出操作手段が操作されれば、該当する音声調整設定値がプリセットＲＡＭから
読み出され、第１の音声の音声調整設定値記憶部１７または／および第２の音声の音声調
整設定値記憶部１８に書き込まれ、第１の音声または／および第２の音声が音量設定値に
基づいて調整されることになる。また一方で、選択手段６２の音声調整設定値登録操作手
段（例えば、登録スイッチ）および音声調整設定値読出操作手段（例えば、プリセットス
イッチ）が操作されれば、第１の音声の音声調整設定値記憶部１７または／および第２の
音声の音声調整設定値記憶部１８に書き込まれている音声調整設定値が、プリセットＲＡ
Ｍにおける音声調整設定値読出操作手段（例えば、プリセットスイッチ）に対応する領域
に書き込まれる。なお、プリセットＲＡＭのプリセット音声調整設定値の一部をメーカで
設定した固定値とする方法も有用である。なお、前述したように、音声調整設定値登録操
作手段と音声調整設定値読出操作手段とを兼用する音声調整設定値登録／読出操作手段を
設け、操作状態（長押し／短押し）で機能（登録指示／読出指示）を切り替えてもよい。
また、１つの音声調整設定値読出操作手段に対応して複数の音声調整設定値を保持するよ
うにしてもよい。その場合は、音声調整設定値読出操作手段の操作毎に、プリセットＲＡ
Ｍの操作された音声調整設定値読出操作手段に対応する領域に保持された音声調整設定値
がサイクリックに読み出される。
【０１０１】
　第１の音声の音声調整設定値記憶部１７および第２の音声の音声調整設定値記憶部１８
および第２の音声調整設定値記憶部１８には、音声調整設定値が書き込まれ、この第１お
よび第２の音声調整設定値記憶部１７、１８に書き込まれた値に応じて、第１および第２
の音量・音質調整回路３ａ－１、３ａ－２が音声の音量または／および音質の調整を行う
。
【０１０２】
　図１０のマルチビュー表示装置によれば、運転席から観察される第１画像の画質の調整
と、助手席から観察される第２画像の画質の調整とを互いに独立して行い、画質が調整さ
れた各々の画像信号をＶＲＡＭに書き込むことにより、運転席側と助手席側とで互いに独
立した画像を表示することができると共に、運転席側における第１の音声の音量または／
および音質の調整と、助手席側における第２の音声の音量または／および音質の調整とを
互いに独立して行い、音量・音質が調整された各々の音響信号を、予め指定された第１の
スピーカおよび第２のスピーカからそれぞれ出力することにより、運転席側と助手席側と
で互いに独立した音質または／および音量の調整を行うことができる。それゆえに、運転
席および助手席等の各座席に適した表示画像の調整が可能になると共に、上記の各座席に
適した音声の調整が可能になる。
　なお、各音声の調整処理については、後述する。
【０１０３】
　図１２は、本発明の第２の実施形態に係るマルチビュー表示装置の構成を示すブロック
図であり、図１３は、図４の表示部１０ａの断面形状を概略的に示す図である。
【０１０４】
　ここでは、前述の図１０の実施形態の場合と同様に、個々に画質の調整がなされた画像
・音響ソースからの２種類の画像データをＶＲＡＭ９３に書き込むことにより、互いに独
立した２種類の画像を同一のマルチビュー表示パネル２０の画面に表示するような車載用
のマルチビュー表示装置の構成を簡略化して示す。
【０１０５】
　図１２の第２の実施形態に係るマルチビュー表示装置においては、前述の図１０の第１
の実施形態の場合と同様に、車両の運転席および助手席に対してマルチビュー表示を行わ
せるための表示部１０ａが設けられている。図１２の表示部１０ａでは、前述の図１０の
第１の実施形態の場合と異なり、液晶表示パネル１００ａの表面側に、光学系分離素子１
０４ａの代わりに液晶シャッタ１０６ａが形成されている。具体的には、図１２の表示部
１０ａは、液晶表示パネル１００ａの表面側に液晶シャッタ１０６ａが設けられてマルチ
ビュー表示パネル２０が形成され、さらにその前面にタッチパネル１０２ａが形成された
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構造となっている。図１２のマルチビュー表示装置のその他の構成は、前述の図１０の第
１の実施形態の構成と同じである。したがって、ここでは、図１２および図１３の表示部
１０ａ以外の構成要素に関する詳細な説明を省略する。
【０１０６】
　図１２に示すように、タッチパネル１０２ａは、前述の図１１のタッチパネルと同様に
、可撓性を有する一対の透明絶縁基板１２０ａ、１２８ａ、上記一対の透明絶縁基板上に
形成された透明電極１２２ａ、１２６ａ、および上記透明電極上にマトリックス状に配置
されたドットスペーサ１２４ａ等から構成される。
【０１０７】
　図１３の液晶表示パネル１００ａは、前述の図１０のマルチビュー表示パネルと同様に
、液晶表示パネルにより構成されており、縦方向に複数の帯状部の表示領域に分割され、
第１画像が表示される第１の表示領域１１０ａと、第２画像が表示される第２の表示領域
１１２ａとが交互に形成されている。前述のように、液晶表示パネル１００ａの表面側に
液晶シャッタ１０６ａが配置されてマルチビュー表示パネル２０が形成される。そして、
液晶表示パネル１００ａの表示素子は、表示パネル駆動回路９４により駆動制御される。
【０１０８】
　液晶シャッタ１０６ａは、運転席から観察される第１画像と、助手席から観察される第
２画像とを所定の視野角で分離してマルチビュー表示を行わせる機能を有している。より
詳しくいえば、液晶シャッタ１０６ａは、２枚の透明ガラス基板１４１、１４５と、これ
らの透明ガラス基板１４１、１４５間に封入された液晶１４３と、透明ガラス基板１４１
の下面側および透明ガラス基板１４５の上面側に配置された偏光板１４０、１４６とを有
する。
【０１０９】
　透明ガラス基板１４１の液晶１４３側の面には、ＩＴＯ（Indium-Tin Oxide：インジウ
ム酸化錫）等からなる透明電極１４２が形成されている。また一方で、透明ガラス基板１
４５の液晶１４３側の透明電極１４２と対向する面には、ＩＴＯ等からなる透明電極１４
４が形成されている。これらの相対向する透明電極１４２、１４４と、これらの透明電極
１４２、１４４間の液晶１４３とにより、液晶シャッタ１０６ａの主要部が構成される。
【０１１０】
　透明電極１４２、１４４は、画像制御部８ａ（図１２参照）に接続されており、この画
像制御部８ａから、液晶シャッタ１０６ａを駆動するための駆動信号が供給される。この
ような構成の液晶シャッタ１０６ａにおいて、一方の透明電極１４２と他方の透明電極１
４４との間に、上記駆動信号による電圧が印加されていない状態では、液晶表示パネル１
００ａを通過した光は、例えばクロスニコルの状態に配置されている２枚の偏光板を通過
して運転席および助手席の両方に到達する。
【０１１１】
　また一方で、一方の透明電極１４２と他方の透明電極１４４との間に所定の電圧が印加
された場合、一方の透明電極１４２と他方の透明電極１４４との間の液晶１４３の向きが
変化し、これらの透明電極１４２、１４４間の領域では、光が遮断される。この結果、運
転席を含む第１視野領域内の第１の乗員（例えば、運転者）１７１は、液晶シャッタ１０
６ａの作用によって、第１の表示領域１１０ａの集合体としての画像のみを運転席用の第
１画像として視認することができ、助手席を含む第２視野領域内の第２の乗員（例えば、
助手）１７２は、液晶シャッタ１０６ａの作用によって、第２の表示領域１１２ａの集合
体としての画像のみを助手席用の第２画像として視認することができる。このように実際
は、１つの画面を縦方向に複数分割した１つおきの画像を視認することとなるが、１つの
表示領域の幅を非常に狭くすることによって、運転席側からも、助手席側からも別々の画
像をそれぞれ同時に視認することが可能になる。
【０１１２】
　この構成の場合、第１の画質調整回路８１および第２の画質調整回路８２（いずれも図
１２参照）は、一方の透明電極１４２と他方の透明電極１４４との間に印加される電圧の
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大きさを変化させて液晶シャッタ１０６ａの透過率を制御することにより、第１画像およ
び第２画像の各々の画質の補正処理を行うことも可能である。
【０１１３】
　図１４および図１５を用いて、図１０～図１３に示すマルチビュー表示装置の音声調整
処理を説明する。図１４および図１５は、図１０および図１２に示す音響制御部１ａの音
声調整処理を説明するためのフローチャートのその１およびその２である。なお、音響制
御部１ａが、音声調整手段、音声調整複写手段、音声調整入替手段、プリセット音声調整
手段、プリセット登録手段、モード切替手段、音声出力遮断手段、および初期音声調整手
段に相当する。
【０１１４】
　本フローチャートは、図１０および図１２に示す音響制御部が、入力手段６０の音声調
整操作指示手段からの音量または／および音質を調整する音声調整操作の開始指示を検出
したときに実行される。つまり、ユーザ（利用者）によって、入力手段６０の音声調整操
作指示手段が操作されると本フローチャートが実行される。
【０１１５】
　なお、ステップＳ７およびＳ８が、独立モードで、音声調整操作手段の操作を検出して
、第１の音声または第２の音声の音声調整設定値の調整を行う音声調整処理であり、ステ
ップＳ９およびＳ１０は、独立モードで、音声調整複写操作手段を検出して、他方の音声
調整設定値を一方の音声調整設定値とする音声調整複写処理であり、ステップＳ１１およ
びＳ１２は、独立モードでの音声調整設定値のプリセット処理であり、ステップＳ１３お
よびＳ１４は、独立モードでの音声調整設定値のプリセット読出処理であり、ステップＳ
１９およびＳ２０は、共通モードで、音声調整操作手段の操作を検出して、第１の音声ま
たは第２の音声の音声調整設定値の調整を行う音声調整処理であり、ステップＳ２１およ
びＳ２２は、共通モードで、第１の音声の音声調整設定値と第２の音声の音声調整設定値
とを入れ替える音声調整入替処理であり、ステップＳ２３およびＳ２４は、共通モードで
の音声調整設定値のプリセット処理であり、ステップＳ２５およびＳ２６は、共通モード
での音声調整設定値のプリセット読出処理である。
　なお、音声調整処理として音量を調整する例について説明するが、音質の調整、音量お
よび音質の両方の調整でも同様の処理を行う。
【０１１６】
　まず、画像制御部８ａに図１６の（ａ）に示す独立モード／共通モードを選択するモー
ド選択画像の表示を指示し、表示部１０ａにモード選択画像を表示させる（図１４のステ
ップＳ１）。なお、モード選択画像は、音量調整対象の音声に対応する方向にのみに表示
してもよいし、両方に表示してもよい。なお、１５Ａは単独モード選択操作部、１５Ｂは
共通モード選択操作部（１５Ａ、１５Ｂがモード切替操作手段に対応）であり、１５Ｃは
調整完了スイッチ（音声調整操作完了手段に対応）である。
【０１１７】
　次に、操作部６ａ（図１６の（ａ）の１５Ａ～１５Ｃ）が操作されたか否かを判定し、
操作部６ａの単独モード選択操作部１５Ａが操作されたことを検出した場合は、ステップ
Ｓ３に進み、操作部６ａの共通モード選択操作部１５Ｂが操作されたことを検出した場合
は、ステップＳ１７に進み、操作部６ａの調整完了スイッチ１５Ｃが操作されたことを検
出、あるいは所定時間、操作部６ａのいずれも操作されないことを検出した場合、処理を
終了する（ステップＳ２）。ステップＳ１およびＳ２がモード切替手段に対応する。つま
り、ステップＳ２では、ユーザ（利用者）の操作部６ａ（選択手段６２）のモード切替操
作手段の操作状態を判定し、独立モードの場合にはステップＳ３に進み、共通モードであ
る場合にはステップＳ１７に進む。
【０１１８】
　次に、独立モードでの音声調整処理を説明する。
　ステップＳ３では、画像制御部８ａに図１６の（ｂ）に示す単独モード音声調整画像の
表示を指示して表示部１０ａに単独モード音声調整画像を表示させ、ステップＳ４に進む
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。なお、図１６の（ｂ）中、１５Ｄは音量アップスイッチ（音声調整操作手段に対応）、
１５Ｅは音量ダウンスイッチ（音声調整操作手段に対応）、１５Ｆは音量調整設定値複写
スイッチ（音声調整複写操作手段に対応）、１５Ｇはプリセットスイッチ（音声調整設定
登録／読出操作手段に対応）、１５Ｈは戻るスイッチ、１５Ｉは調整完了スイッチ（音声
調整操作完了指示手段に対応）である。
【０１１９】
　ステップＳ４では、出力分配回路４ａに音声調整対象の音声以外の音声の出力の遮断を
指示してステップＳ５に進む。
　ステップＳ５では、音量調整を行いやすい所定の調整用音声（例えば、ホワイトノイズ
等）を音声調整対象音声が出力される音声出力部から出力させてステップＳ６に進む。
【０１２０】
　ステップＳ６では、操作部６ａ（図１６の（ｂ）の１５Ｄ～１５Ｉ）が操作されたか否
かを判定し、図１６の（ｂ）の１５Ｄ～１５Ｈが操作されたことを検出した場合、ステッ
プＳ７に進み、操作部６ａの操作完了スイッチ１５Ｉ（音声調整操作完了指示手段）が操
作されたことを検出した場合、または所定時間、操作部６ａ（図１５の（ｂ）の１５Ｄ～
１５Ｉ）がいずれも操作されないことを検出した場合、処理を終了する。
【０１２１】
　ステップＳ７では、ステップＳ６（または、後述するステップＳ１６）で検出した操作
が音量アップスイッチ１５Ｄ、音量ダウンスイッチ１５Ｅの操作か否かを判定し、検出し
た操作が音量アップスイッチ１５Ｄ、音量ダウンスイッチ１５Ｅである場合、ステップＳ
８に進み、検出した操作が音量アップスイッチ１５Ｄ、音量ダウンスイッチ１５Ｅ以外で
ある場合、ステップＳ９に進む。つまり、ステップＳ７では、ユーザ（利用者）が操作部
６ａ（入力手段６０）の音声調整操作手段を用いて音量調整操作を行った場合にはステッ
プＳ８に進み、そうでない場合には、ステップＳ９に進む。
【０１２２】
　ステップＳ８では、音量アップスイッチ１５Ｄ、音量ダウンスイッチ１５Ｅからの音量
調整指示に応じて、音声調整対象の音声の音声調整設定値を調整し、音声調整対象の音声
に対応する音声調整状態記憶部１２ａ（第１の音声が音声量調整対象である場合には、第
１の音声の音声調整設定値記憶部１７、第２の音声が音声調整対象である場合には、第２
の音声の音声調整設定値記憶部１８）に保持されている音声調整設定値を調整された音量
調整設定値で書き替えると共に、調整された音量調整設定値に対応する音声調整指示を、
音声調整対象の音声に対応する音量・音質調整回路部３３（第１の音声が音声量調整対象
である場合には、第１の音量・音質調整回路３ａ－１、第２の音声が音声調整対象である
場合には、第２の音量・音質調整回路３ａ－２）に出力してステップＳ１６に進む。つま
り、ステップＳ８では、第１の音声が音声量調整対象の音声である場合、操作部６ａの音
声調整操作手段からの音声調整指示（ユーザの音声調整操作）に応じて、第１の音声の音
声調整設定値記憶部１７の音声調整設定値を書き替えると共に、第１の音声の音声調整設
定値記憶部１７に書き込まれた音声調整設定値に対応する音声調整指示を第１の音量・音
質調整回路３ａ－１に送信して第１の音声の音量を変更し、第２の音声が音声量調整対象
の音声である場合、操作部６ａの音声調整操作手段からの音声調整指示（ユーザの音声調
整操作）に応じて、第２の音声の音声調整設定値記憶部１８の音声調整設定値を書き替え
ると共に、第２の音声の音声調整設定値記憶部１８に書き込まれた音声調整設定値に対応
する音声調整指示を第２の音量・音質調整回路３ａ－２に送信して第２の音声の音量を変
更してステップＳ１６に進む。
【０１２３】
　本処理では、運転席側または助手席側のいずれか一方の座席側から、他方の座席側で出
力される音声の音量・音質の調整を行うことも可能であるため、他方の座席側で出力され
る音声が一方の座席側の乗員に及ぼす影響を回避することができる。さらに、他方の座席
側の乗員が音量・音質の調整方法を知らない場合であっても、一方の座席側の乗員が他方
の座席側の音声の音量・音質の調整を代行することができる。
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【０１２４】
　ステップＳ９では、ステップＳ６（または、後述するステップＳ１６）で検出した操作
が音声調整設定値複写スイッチ１５Ｆの操作か否かを判定し、検出した操作が音声調整設
定値複写スイッチ１５Ｆの操作である場合、ステップＳ１０に進み、検出した操作が音声
調整設定値複写スイッチ１５Ｆ以外の操作である場合、ステップＳ１１に進む。つまり、
ステップＳ９では、ユーザ（利用者）が操作部６ａ（選択手段６２）の音声調整複写操作
手段を用いて音声調整設定値の複写操作を行った場合にはステップＳ１０に進み、そうで
ない場合には、ステップＳ１１に進む。
【０１２５】
　ステップＳ１０では、音声調整対象以外の音声（例えば、第２の音声）の音声調整設定
値を、音声調整状態記憶部１２ａ（例えば、第２の音声の音声調整設定値記憶部１８）か
ら読み出し、音声調整対象の音声（例えば、第１の音声）に対応する音声調整状態記憶部
１２ａ（例えば、第１の音声の音声調整設定値記憶部１７）の音声調整設定値を、音声調
整対象以外の音声（例えば、第２の音声）から読み出し、音声調整対象の音声（例えば、
第１の音声）に対応する音声調整状態記憶部１２ａ（例えば、第１の音声の音声調整設定
値記憶部１７）の音声調整設定値を、音声調整対象以外の音声（例えば、第２の音声）に
対応する音声調整状態記憶部１２ａ（例えば、第２の音声の音声調整設定値記憶部１８）
から読み出した音声調整設定値で書き替えると共に、音声調整対象の音声に対応する音量
・音質調整回路部３３（例えば、第１の音量・音質調整回路３ａ－１）に書き替えられた
音声調整設定値に対応する音声調整指示を出力し、ステップＳ１６に進む。つまり、ステ
ップＳ１０では、音声調整対象の音声（例えば、第１の音声）の音声調整状態が、音声調
整対象以外の音声（例えば、第２の音声）の音声調整状態に変更される。
【０１２６】
　本処理では、ユーザ（利用者）の操作によって、音声調整設定値の複写指示が行われる
と、第１の音声または第２の音声のいずれか一方の音声（音声調整対象の音声）の音声調
整設定値が、他方の音声（音声調整対象以外の音声）の音声調整設定値に変更されるよう
に処理される。具体的には、第１の音声の音声調整状態（音声調整設定値）を第２の音声
の音声調整状態（音声調整設定値）に変更する場合、第２の音声の音声調整設定値記憶部
１８の記憶値（音声調整設定値）で第１の音声の音声調整設定値記憶部１７の音声調整設
定値を書き替えるようにしている（あるいは、第２の音声の音声調整状態（音声調整設定
値）を第１の音声の音声調整状態（音声調整設定値）に変更する場合、第１の音声の音声
調整設定値記憶部１７の記憶値（音声調整設定値）で第２の音声の音声調整設定値記憶部
１８の音声調整設定値を書き替えるようにしている）。この処理により、運転者が座席を
変わるときに、好みの音量・音質をそのまま引き継ぐことができる。なお、本処理が音声
調整複写手段に対応する。
【０１２７】
　ステップＳ１１では、ステップＳ６（または、後述するステップＳ１６）で検出した操
作がプリセットスイッチ１５Ｇの長押しであるか否かを判定し、検出した操作がプリセッ
トスイッチ１５Ｇの長押しである場合、ステップＳ１２に進み、検出した操作がプリセッ
トスイッチ１５Ｇの長押し以外の操作である場合、ステップＳ１３に進む。つまり、ステ
ップＳ１１では、ユーザ（利用者）が操作部６ａ（選択手段６２）の音声調整設定値登録
／読出操作手段を用いて音量調整設定値の登録操作を行った場合にはステップＳ１２に進
み、そうでない場合には、ステップＳ１３に進む。なお、音声調整設定値の登録操作は、
本例のように音声調整設定値登録操作手段と音声調整設定値読出操作手段とを兼用する音
声調整設定値登録／読出操作手段を設けた場合、後述する音声調整設定値読出操作と異な
る態様としてもよいし、前述のように音声調整設定値登録操作手段と音声調整設定値読出
操作手段とを別個に設けた場合、音声調整設定値登録操作手段（登録スイッチ）と音声調
整設定値読出操作手段（プリセットスイッチ）の同時操作等、適宜変更可能である。また
、音声調整設定値登録操作手段は、図１６の（ｂ）に示すように複数であってもよいし、
図示しないが単数であってもよい。また、各音声で共通に設けられてもよいし、各音声毎
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に個別に設けられてもよい。
【０１２８】
　ステップＳ１２では、音声調整対象の音声に対応する音声調整状態記憶部１２ａに記憶
されている音声調整設定値を読み出し、操作されたプリセットスイッチ１５Ｇに対応する
設定値保持手段１５ａ（例えば、プリセットＲＡＭ）の対応する領域に書き込み、ステッ
プＳ１６に進む。つまり、第１の音声が音声調整対象の音声である場合、操作部６ａ（選
択手段６２）からの登録指示（ユーザの登録操作）により、第１の音声の音声調整設定値
記憶部１７に記憶されている音声調整設定値が、操作された音声調整設定値登録／読出操
作手段に対応する設定値保持手段１５ａの対応する領域に書き込まれる（あるいは、第２
の音声が音声調整対象の音声である場合、第２の音声の音声調整設定値記憶部１８に記憶
されている音声調整設定値が、操作された音声調整設定値登録／読出操作手段に対応する
設定値保持手段１５ａの対応する領域に書き込まれる）。なお、１つの音声調整設定値登
録／読出操作手段に対応する設定値保持手段１５ａの領域に書き込まれる音声調整設定値
は、１つでもよいし、複数でもよい。なお、本処理がプリセット登録手段に対応する。
【０１２９】
　ステップＳ１３では、ステップＳ６（または、後述するステップＳ１６）で検出した操
作がプリセットスイッチ１５Ｇの短押しであるか否かを判定し、検出した操作がプリセッ
トスイッチ１５Ｇの短押しである場合、ステップＳ１４に進み、検出した操作がプリセッ
トスイッチ１５Ｇの短押し以外の操作である場合、ステップＳ１５に進む。つまり、ステ
ップＳ１３では、ユーザ（利用者）が操作部６ａ（選択手段６２）の音声調整設定値登録
／読出操作手段を用いて音量調整設定値の読出操作を行った場合にはステップＳ１４に進
み、そうでない場合には、ステップＳ１５に進む。
【０１３０】
　ステップＳ１４では、操作されたプリセットスイッチ１５Ｇに対応する設定値保持手段
１５ａの領域に記憶されている音声調整設定値を読み出し、読み出された音声調整設定値
で、音声調整対象の音声（例えば、第１の音声）に対応する音声調整状態記憶部１２ａ（
例えば、第１の音声の音声調整設定値記憶部１７）の音声調整設定値を書き替えると共に
、書き替えられた音声調整設定値に対応する音声調整指示を、音声調整対象の音声に対応
する音量・音質調整回路部３３（例えば、第１の音量・音質調整回路３ａ－１）に出力す
る。このようにして、音声調整対象の音声の音声調整設定値が、設定値保持手段１５ａに
記憶されている所定の音声調整設定値に書き替わる。
【０１３１】
　本処理では、音声調整設定値登録／読出操作手段（例えば、プリセットスイッチ）の読
出操作が行われると、操作された音声調整設定値登録／読出操作手段（例えば、プリセッ
トスイッチ）に対応する設定値保持手段１５ａの領域に記憶されている音声調整設定値が
読み出され、音声調整対象の音声（第１の音声あるいは第２の音声）の音声調整設定値の
設定を行うように構成される。このような構成では、設定値保持手段１５ａに予め保持（
メーカプリセット、ユーザプリセット）されている音声調整値により各々の音声の調整が
容易に行える。なお、１つの音声調整設定値登録／読出操作手段に対応して複数の音声調
整設定値が記憶されている場合、音声調整設定値登録／読出操作手段の操作毎に記憶され
ている音声調整設定値がサイクリックに読み出されるようにしてもよい。なお、本処理が
プリセット音声調整手段に対応する。
【０１３２】
　ステップＳ１５では、ステップＳ６（または、後述するステップＳ１６）で検出した操
作が音量アップスイッチ１５Ｄ、音量ダウンスイッチ１５Ｅ、音量調整設定値複写スイッ
チ１５Ｆ、およびプリセットスイッチ１５Ｇ以外の操作であるため、操作に対応する処理
を行い、ステップＳ１６に進む。なお、検出した操作が、図１６の（ｂ）に示す戻るスイ
ッチ１５Ｈの操作である場合にはステップＳ２に戻り、調整完了スイッチ１５Ｉの操作で
ある場合には、処理を終了する。
【０１３３】
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　ステップＳ１６では、調整完了スイッチ１５Ｉが操作されたことを検出した場合、ある
いは所定の時間、操作部６ａのいずれも操作されないことを検出した場合、処理を終了し
、調整完了スイッチ１５Ｉ以外のスイッチの操作を検出した場合、ステップＳ７に進む。
なお、ステップＳ７に進んだ場合、ステップＳ７～Ｓ１５の処理は、ステップＳ１６で検
出した操作に基づいて処理を行う。
【０１３４】
　次に、共通モードでの音声調整処理を説明する。
　図１５のステップＳ１７では、画像制御部８ａに図１６の（ｃ）に示す共通モード音声
調整画像の表示を指示して表示部１０ａに共通モード音声調整画像を表示させ、ステップ
Ｓ１８に進む。なお、図１６の（ｃ）中、１５Ｊは音量アップスイッチ（音声調整操作手
段に対応）、１５Ｋは音量ダウンスイッチ（音声調整操作手段に対応）、１５Ｌは音量調
整設定値複写スイッチ（音声調整複写操作手段に対応）または音量調整設定値入替スイッ
チ、１５Ｎはプリセットスイッチ（音声調整設定登録／読出操作手段に対応）、１５Ｍは
戻るスイッチ、１５Ｏは調整完了スイッチ（音声調整操作完了指示手段に対応）である。
【０１３５】
　ステップＳ１８では、操作部６ａ（図１６の（ｃ）の１５Ｊ～１５Ｏ）が操作されたか
否かを判定し、図１６の（ｃ）の１５Ｊ～１５Ｍが操作されたことを検出した場合、ステ
ップＳ１９に進み、操作部６ａの操作完了スイッチ１５Ｏ（音声調整操作完了指示手段）
が操作されたことを検出した場合、または所定時間、操作部６ａ（図１６の（ｃ）の１５
Ｊ～１５Ｏ）がいずれも操作されないことを検出した場合、処理を終了する。
【０１３６】
　ステップＳ１９では、ステップＳ１８（または、後述するステップＳ２８）で検出した
操作が音量アップスイッチ１５Ｊ、音量ダウンスイッチ１５Ｋの操作か否かを判定し、検
出した操作が音量アップスイッチ１５Ｊ、音量ダウンスイッチ１５Ｋである場合、ステッ
プＳ２０に進み、検出した操作が音量アップスイッチ１５Ｊ、音量ダウンスイッチ１５Ｋ
以外である場合、ステップＳ２１に進む。つまり、ステップＳ１９では、ユーザ（利用者
）が操作部６ａ（入力手段６０）の音声調整操作手段を用いて音量調整操作を行った場合
にはステップＳ２０に進み、そうでない場合には、ステップＳ２１に進む。
【０１３７】
　ステップＳ２０では、音量アップスイッチ１５Ｊ、音量ダウンスイッチ１５Ｋからの音
量調整指示に応じて、第１の音声および第２の音声の音声調整設定値を調整し、音声調整
状態記憶部１２ａ（第１の音声の音声調整設定値記憶部１７および第２の音声の音声調整
設定値記憶部１８）に保持されている音声調整設定値を調整された音量調整設定値で書き
替えると共に、調整された音量調整設定値に対応する音声調整指示を、音量・音質調整回
路部３３（第１の音量・音質調整回路３ａ－１および第２の音量・音質調整回路３ａ－２
）に出力してステップＳ２８に進む。つまり、ステップＳ２０では、操作部６ａの音声調
整操作手段からの音声調整指示（ユーザの音声調整操作）に応じて、第１の音声の音声調
整設定値記憶部１７および第２の音声の音声調整設定値記憶部１８の音声調整設定値を書
き替えると共に、第１の音声の音声調整設定値記憶部１７および第２の音声の音声調整設
定値記憶部１８に書き込まれた音声調整設定値に対応する音声調整指示を第１の音量・音
質調整回路３ａ－１および第２の音量・音質調整回路３ａ－２に送信して第１の音声の音
量および第２の音声の音量を変更し、ステップＳ２８に進む。なお、ステップＳ２０の音
声調整は、第１の音声および第２の音声を同じ音量（第１の音声の音声調整設定値記憶部
１７および第２の音声の音声調整設定値記憶部１８の音声調整設定値が同じ値）になるよ
うに調整してもよいし、各音声の音声調整設定値を同じ方向（プラス方向またはマイナス
方向）に同じ値だけ調整してもよい。
【０１３８】
　ステップＳ２１では、ステップＳ１８（または、後述するステップＳ２８）で検出した
操作が音声調整設定値入替スイッチ１５Ｌの操作か否かを判定し、検出した操作が音声調
整設定値入替スイッチ１５Ｌの操作である場合、ステップＳ２２に進み、検出した操作が
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音声調整設定値入替スイッチ１５Ｌ以外の操作である場合、ステップＳ２３に進む。つま
り、ステップＳ２１では、ユーザ（利用者）が操作部６ａ（選択手段６２）の音声調整入
替操作手段を用いて音量調整設定値の複写操作を行った場合にはステップＳ２２に進み、
そうでない場合には、ステップＳ２３に進む。
【０１３９】
　ステップＳ２２では、１つの音声（例えば、第１の音声）の音声調整設定値を１つの音
声（例えば、第１の音声）に対応する音声調整状態記憶部１２ａ（例えば、第１の音声の
音声調整設定値記憶部１７）から読み出し、他の音声（例えば、第２の音声）の音声調整
設定値を他の音声（例えば、第２の音声）に対応する音声調整状態記憶部１２ａ（例えば
、第２の音声の音声調整設定値記憶部１８）から読み出す。そして、読み出された１つの
音声（例えば、第１の音声）の音声調整設定値で他の音声（例えば、第２の音声）に対応
する音声調整状態記憶部１２ａ（例えば、第２の音声の音声調整設定値記憶部１８）に保
持されている音声調整設定値を書き替え、読み出された他の音声（例えば、第２の音声）
の音声調整設定値で１つの音声（例えば、第１の音声）に対応する音声調整状態記憶部１
２ａ（例えば、第１の音声の音声調整設定値記憶部１７）に保持されている音声調整設定
値を書き替え、書き替えられた音声調整設定値に対応する音声調整指示をそれぞれに対応
する音量・音質調整回路部３３（第１の音量・音質調整回路３ａ－１および第２の音量・
音質調整回路３ａ－２）に出力してステップＳ２８に進む。このように、１つの音声（例
えば、第１の音声）の音声調整状態が他の音声（例えば、第２の音声）の音声調整状態に
変更されると共に、他の音声（例えば、第２の音声）の音声調整状態が１つの音声（例え
ば、第１の音声）の音声調整状態に変更される。なお、ステップＳ２２では、各音声に対
応する各音声調整設定値を各音声調整状態記憶部１２ａ（第１の音声の音声調整設定値記
憶部１７および第２の音声の音声調整設定値記憶部１８）から一旦読み出し、各音声調整
状態記憶部１２ａ（第１の音声の音声調整設定値記憶部１７および第２の音声の音声調整
設定値記憶部１８）の各音声調整設定値を書き替えるように処理しているが、音声調整状
態記憶部１２ａの定義を変更（第１の音声の音声調整設定値記憶部１７を第２の音声の音
声調整設定値記憶部１８に切り替え、第２の音声の音声調整設定値記憶部１８を第１の音
声の音声調整設定値記憶部１７に切り替える）するようにしてもよい。
【０１４０】
　本処理では、操作部６ａ（選択手段６２）の音声調整設定値入替操作手段のユーザ（利
用者）の操作によって、音声調整設定値の入替指示が行われると、第１の音声の音声調整
状態（音声調整設定値）が、第２の音声の音声調整状態（音声調整設定値）に変更される
と共に、第２の音声の音声調整状態（音声調整設定値）が、第１の音声の音声調整状態（
音声調整設定値）に変更されるようになる。つまり、第１の音声の音声調整設定値記憶部
１７の値と第２の音声の音声調整設定値記憶部１８に記憶されている音声調整設定値とを
入れ替える。この処理により、例えば、長時間運転等で運転者と助手席にいる乗員が変わ
る場合等に、各々の好みの音量・音質をそのまま引き継ぐことが可能になる。なお、本処
理が音声調整入替手段に対応する。
【０１４１】
　ステップＳ２３では、ステップＳ１８（または、後述するステップＳ２８）で検出した
操作がプリセットスイッチ１５Ｎの長押しであるか否かを判定し、検出した操作がプリセ
ットスイッチ１５Ｎの長押しである場合、ステップＳ２４に進み、検出した操作がプリセ
ットスイッチ１５Ｎの長押し以外の操作である場合、ステップＳ２５に進む。つまり、ス
テップＳ２３では、ユーザ（利用者）が操作部６ａ（選択手段６２）の音声調整設定値登
録／読出操作手段を用いて音量調整設定値の登録操作を行った場合にはステップＳ２４に
進み、そうでない場合には、ステップＳ２５に進む。なお、音声調整設定値の登録操作は
、本例のように音声調整設定値登録操作手段と音声調整設定値読出操作手段とを兼用する
音声調整設定値登録／読出操作手段を設けた場合、後述する音声調整設定値読出操作と異
なる態様としてもよいし、前述のように音声調整設定値登録操作手段と音声調整設定値読
出操作手段とを別個に設けた場合、音声調整設定値登録操作手段（登録スイッチ）と音声
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調整設定値読出操作手段（プリセットスイッチ）の同時操作等、適宜変更可能である。ま
た、音声調整設定値登録操作手段は、図１６の（ｃ）に示すように複数であってもよいし
、図示しないが単数であってもよい。また、各音声で共通に設けられてもよいし、各音声
毎に個別に設けられてもよい。
【０１４２】
　ステップＳ２４では、音声調整状態記憶部１２ａ（第１の音声の音声調整設定値記憶部
１７および第２の音声の音声調整設定値記憶部１８）に記憶されている音声調整設定値を
読み出し、操作されたプリセットスイッチ１５Ｎに対応する設定値保持手段１５ａ（例え
ば、プリセットＲＡＭ）の対応する領域に書き込み、ステップＳ２８に進む。つまり操作
部６ａ（選択手段６２）からの登録指示（ユーザの登録操作）により、第１の音声の音声
調整設定値記憶部１７に記憶されている音声調整設定値および第２の音声の音声調整設定
値記憶部１８に記憶されている音声調整設定値が、操作された音声調整設定値登録／読出
操作手段に対応する設定値保持手段１５ａの領域に書き込まれる。なお、前述のように、
１つの音声調整設定値登録／読出操作手段に対応する設定値保持手段１５ａの領域に書き
込まれる音声調整設定値は、１つでもよいし、複数でもよい。また、設定値保持手段１５
ａに書き込まれる音声調整設定値は、各音声毎に登録可能であってもよい。なお、本処理
がプリセット登録手段に対応する。
【０１４３】
　ステップＳ２５では、ステップＳ１８（または、後述するステップＳ２８）で検出した
操作がプリセットスイッチ１５Ｎの短押しであるか否かを判定し、検出した操作がプリセ
ットスイッチ１５Ｎの短押しである場合、ステップＳ２６に進み、検出した操作がプリセ
ットスイッチ１５Ｎの短押し以外の操作である場合、ステップＳ２７に進む。つまり、ス
テップＳ２５では、ユーザ（利用者）が操作部６ａ（選択手段６２）の音声調整設定値登
録／読出操作手段を用いて音量調整設定値の読出操作を行った場合にはステップＳ２６に
進み、そうでない場合には、ステップＳ２７に進む。
【０１４４】
　ステップＳ２６では、操作されたプリセットスイッチ１５Ｎに対応する設定値保持手段
１５ａの領域に記憶されている音声調整設定値を読み出し、読み出された音声調整設定値
で、音声調整状態記憶部１２ａ（第１の音声の音声調整設定値記憶部１７および第２の音
声の音声調整設定値記憶部１８）の音声調整設定値を書き替えると共に、書き替えられた
音声調整設定値に対応する音声調整指示を、各々対応する音量・音質調整回路部３３（第
１の音量・音質調整回路３ａ－１および第２の音量・音質調整回路３ａ－２）に出力する
。このようにして、第１の音声および第２の音声の音声調整設定値が、設定値保持手段１
５ａに記憶されている所定の音声調整設定値に書き替わる。
【０１４５】
　本処理では、音声調整設定値登録／読出操作手段（例えば、プリセットスイッチ）の読
出操作が行われると、操作された音声調整設定値登録／読出操作手段（例えば、プリセッ
トスイッチ）に対応する設定値保持手段１５ａの領域に記憶されている音声調整設定値が
読み出され、第１の音声および第２の音声の音声調整設定値の設定を行うように構成され
る。このような構成では、設定値保持手段１５ａに予め保持（メーカプリセット、ユーザ
プリセット）されている音声調整値により各々の音声の調整が容易に行える。前述のよう
に、１つの音声調整設定値登録／読出操作手段に対応して複数の音声調整設定値が記憶さ
れている場合、音声調整設定値登録／読出操作手段の操作毎に記憶されている音声調整設
定値がサイクリックに読み出されるようにしてもよい。なお、前述のように、１つの音声
調整設定値登録／読出操作手段に対応して、各音声毎に異なる音声調整設定値が保持され
ている場合には、各音声で異なる音声調整設定値が読み出される。
【０１４６】
　ステップＳ２７では、ステップＳ１８（または、後述するステップＳ２８）で検出した
操作が音量アップスイッチ１５Ｊ、音量ダウンスイッチ１５Ｋ、音量調整設定値複写スイ
ッチ１５Ｌ、およびプリセットスイッチ１５Ｎ以外の操作であるため、操作に対応する処
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理を行い、ステップＳ２８に進む。なお、検出した操作が、図１６の（ｃ）に示す戻るス
イッチ１５Ｍの操作である場合にはステップＳ２に戻り、調整完了スイッチ１５Ｏの操作
である場合には、処理を終了する。
【０１４７】
　ステップＳ２８では、調整完了スイッチ１５Ｏが操作されたことを検出した場合、ある
いは所定の時間、操作部６ａのいずれも操作されないことを検出した場合、処理を終了し
、調整完了スイッチ１５Ｏ以外のスイッチの操作を検出した場合、ステップＳ７に進む。
なお、ステップＳ１９に進んだ場合、ステップＳ１９～Ｓ２７の処理は、ステップＳ２８
で検出した操作に基づいて処理を行う。
【０１４８】
　前述のように、独立モードまたは共通モードを選択できるようになっているので、状況
により、第１の音声および第２の音声の音声調整（同じ音声調整状態、同じ方向への調整
）を統合して行ったり、各音声で独立して音声調整状態を調整したりすることができる。
【０１４９】
　なお、前述の複写処理は、共通モードに設けられてもよく、前述の入替処理は、単独モ
ードに設けられてもよい。
　また、共通モードの場合にも音声調整を行いやすいように、所定の音声を出力するよう
にしてもよい。
【０１５０】
　次に、前述の図１４および図１５に示す音響制御部１ａの音声調整処理の変形例を図１
７～図２１を用いて説明する。図１７～図２１は、音量調整設定値に上限、下限が設けら
れた音声調整処理を説明するためのフローチャートであり、図１７は、第１の変形例を示
すフローチャートであり、図１８は、第２の変形例を示すフローチャートであり、図１９
は、第３の変形例を示すフローチャートであり、図２０は、第４の変形例を示すフローチ
ャートである。また、図２１の（ａ）は、調整された音声調整設定値を設定値保持手段１
５ａに保持させる処理を説明するためのフローチャートであり、図２１の（ｂ）は、設定
値保持手段１５ａの音声調整設定値の保持例を示す図である。図１７～図２１の音声調整
処理は、図１４および図１５の音声調整処理に適宜追加可能である。
【０１５１】
　図１７～図２０の音声調整処理について説明する。本処理では、予め音声調整設定値の
調整可能範囲（適正範囲）が設定されているものとする。
【０１５２】
　まず、図１７の音声調整処理について説明する。
　図１４のステップＳ１６で、調整完了スイッチ１５Ｉが操作されたことを検出した場合
、もしくは所定時間、操作部６ａのいずれも操作されないことを検出した場合、または、
図１５のステップＳ２８で、調整完了スイッチ１５Ｏが操作されたことを検出した場合、
もしくは所定時間、操作部６ａのいずれも操作されないことを検出した場合にステップＳ
２９に進む。ステップＳ２９では、図１４および図１５の音声調整処理で調整された音声
調整設定値が予め設定された調整可能範囲（適正範囲）内か否かを判定し、適正範囲内で
あれば図１４の終了に進み、適正範囲外であれば、ステップＳ３０に進む。
【０１５３】
　ステップＳ３０では、調整された音声調整設定値が適正範囲外であることをユーザに報
知するために、対応する各構成に指示を出力して、図１４のステップＳ１６からステップ
Ｓ３０の本処理に移行した場合には、図１４のステップＳ７に進み、図１５のステップＳ
２８からステップＳ３０の本処理に移行した場合には、図１５のステップＳ１９に進む。
【０１５４】
　つまり、本処理では、調整された音声調整設定値が適正範囲外である場合、音声調整処
理が完了しないようにすると共に、音声調整設定値が適正範囲内に収まるように、調整を
促す。
【０１５５】
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　次に、図１８の音声調整処理について説明する。
　図１４のステップＳ１６で、調整完了スイッチ１５Ｉが操作されたことを検出した場合
、もしくは所定時間、操作部６ａのいずれも操作されないことを検出した場合、または、
図１５のステップＳ２８で、調整完了スイッチ１５Ｏが操作されたことを検出した場合、
もしくは所定時間、操作部６ａのいずれも操作されないことを検出した場合にステップＳ
３１に進む。ステップＳ３１では、図１４および図１５の音声調整処理で調整された音声
調整設定値が予め設定された調整可能範囲（適正範囲）内か否かを判定し、適正範囲内で
あれば図１４の終了に進み、適正範囲外であれば、ステップＳ３２に進む。
【０１５６】
　ステップＳ３２では、調整された音声調整設定値を上限または下限に調整し、対応する
音声調整状態記憶部１２ａに書き込むと共に、調整可能範囲の上限または下限に対応する
音声調整指示を、対応する音量・音質調整回路部３３に出力して図１４の処理に進む。
【０１５７】
　つまり、本処理では、調整された音声調整設定値が適正範囲外である場合、調整可能範
囲の上限または下限の音声調整状態に設定する。
【０１５８】
　次に、図１９の音声調整処理について説明する。
　図１４および図１５の各音声調整処理（図１４のステップＳ８、Ｓ１０、Ｓ１２、およ
びＳ１４、ならびに図１５のＳ２０、Ｓ２２、Ｓ２４、およびＳ２６）を行ってステップ
Ｓ３３に進む。ステップＳ３３では、図１４および図１５の音声調整処理で調整された音
声調整設定値が予め設定された調整可能範囲（適正範囲）内か否かを判定し、適正範囲内
で図１４のステップＳ８、Ｓ１０、Ｓ１２、およびＳ１４からステップＳ３３に移行した
場合、図１４のステップＳ１６に進み、適正範囲内で図１５のステップＳ２０、Ｓ２２、
Ｓ２４、およびＳ２６からステップＳ３３に移行した場合、図１５のステップＳ２８に進
む。適正範囲外であれば、ステップＳ３４に進む。
【０１５９】
　ステップＳ３４では、調整された音声調整設定値が適正範囲外であることをユーザに報
知するために、対応する各構成に指示を出力して、図１４のステップＳ８、Ｓ１０、Ｓ１
２、およびＳ１４からステップＳ３３に移行した場合には、図１４のステップＳ７に進み
、図１５のステップＳ２０、Ｓ２２、Ｓ２４、およびＳ２６からステップＳ３３に移行し
た場合には、図１５のステップＳ１９に進む。適正範囲外であれば、ステップＳ３４に進
む。図１４のステップＳ１６からステップＳ３０の本処理に移行した場合には、図１４の
ステップＳ７に進み、図１５のステップＳ２８からステップＳ３０の本処理に移行した場
合には、図１５のステップＳ１９に進む。
【０１６０】
　つまり、本処理では、調整された音声調整設定値が適正範囲外である場合、音声調整処
理が完了しないようにすると共に、音声調整設定値が適正範囲内に収まるように、調整を
促す。
【０１６１】
　次に、図２０の音声調整処理について説明する。
　図１４のおよび図１５の各音声調整処理（図１４のステップＳ８、Ｓ１０、Ｓ１２、お
よびＳ１４、ならびに図１５のＳ２０、Ｓ２２、Ｓ２４、およびＳ２６）を行ってステッ
プＳ３５に進む。ステップＳ３５では、図１４および図１５の音声調整処理で調整された
音声調整設定値が予め設定された調整可能範囲（適正範囲）内か否かを判定し、適正範囲
内で図１４のステップＳ８、Ｓ１０、Ｓ１２、およびＳ１４からステップＳ３５に移行し
た場合、図１４のステップＳ１６に進み、適正範囲内で図１５のステップＳ２０、Ｓ２２
、Ｓ２４、およびＳ２６からステップＳ３５に移行した場合、図１５のステップＳ２８に
進む。適正範囲外であれば、ステップＳ３６に進む。
【０１６２】
　ステップＳ３６では、調整された音声調整設定値を上限または下限に調整し、対応する
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音声調整状態記憶部１２ａに書き込むと共に、調整可能範囲の上限または下限に対応する
音声調整指示を、対応する音量・音質調整回路部３３に出力し、図１４のステップＳ８、
Ｓ１０、Ｓ１２、およびＳ１４からステップＳ３５に移行した場合、図１４のステップＳ
１６に進み、図１５のステップＳ２０、Ｓ２２、Ｓ２４、およびＳ２６からステップＳ３
５に移行した場合、図１５のステップＳ２８に進む。
【０１６３】
　つまり、本処理では、調整された音声調整設定値が適正範囲外である場合、調整可能範
囲の上限または下限の音声調整状態に設定するようになっているので、各々の座席側で視
聴される音声が、他の座席側の乗員に対して耳障りにならないようにすることができる。
　なお、調整可能範囲は、固定値でもよいし、前述の周囲環境センサの検出結果に基づい
て設定されてもよい。
【０１６４】
　次に、図２１を用いて、図１４の音声調整処理で調整された音声調整設定値の設定値保
持手段１５ａへの記憶処理について説明する。図２１の（ａ）は、図１４の音声調整処理
で調整された音声調整設定値の設定値保持手段１５ａへの記憶処理を示すフローチャート
であり、図２１の（ｂ）は、設定値保持手段１５ａの音声調整設定値の記憶例の一例を示
す図である。
【０１６５】
　図１４のステップＳ１６で、調整完了スイッチ１５Ｉが操作されたことを検出した場合
、もしくは所定時間、操作部６ａのいずれも操作されないことを検出した場合、または、
図１５のステップＳ２８で、調整完了スイッチ１５Ｏが操作されたことを検出した場合、
もしくは所定時間、操作部６ａのいずれも操作されないことを検出した場合にステップＳ
３７に進む。ステップＳ３７では、図１４および図１５の音声調整処理で調整された音声
調整設定値、およびその頻度（設定回数）を図２１の（ｂ）で示すように設定値保持手段
１５ａに書き込み、図１４の終了に進む。
【０１６６】
　なお、図２１の（ｂ）は、一例であり、記憶方法は、音声調整設定値と他の項目の少な
くとも１つとが対になって記憶されればよい。
　本処理で記憶された音声調整設定値は、後述する起動時や環境変化検出時の音声調整処
理で適用される。
【０１６７】
　次に、図２２を用いて、図１０および図１２に示すマルチビュー表示装置の音響制御部
１ａの環境変化に応じた音声調整処理を説明する。本フローチャートは、図１０および図
１２に示すマルチビュー表示装置の電源が電源ＯＮ（オン）になっている間（あるいは、
マルチビュー表示を行っている間）、定期的に実行される。
【０１６８】
　まず、周囲環境センサ７０から周囲環境を検出し、ステップＳ２１ｂに進む（ステップ
Ｓ２１ａ）。なお、前述したように、周囲環境センサ７０は、運転席側および助手席側の
周囲環境を共通に検出するためのものであってもよいし、運転席側および助手席側の周囲
環境をそれぞれ別々に検出するように複数設けられてもよい。
【０１６９】
　ステップＳ２１ｂでは、周囲環境センサ７０からの検出結果に応じて、設定値保持手段
１５ａに記憶されている音声調整設定値に基づいて音声調整状態記憶部１２ａ（第１の音
声の音声調整設定値記憶部１７および第２の音声の音声調整設定値記憶部１８）の音声調
整設定値を調整すると共に、調整された音声調整設定値に対応する音声調整指示を、音量
・音質調整回路部３３に出力して処理を終了する。この処理によれば、周囲環境センサ７
０による検出結果に応じて、両音声（第１の音声および第２の音声）の調整が行えるので
、各音声に対して影響を及ぼす周囲環境に対する音声の調整が自動的にまとめて行える。
【０１７０】
　なお、周囲環境の変化量を検出して音声調整を行ってもよい。また、設定値保持手段１
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５ａには、音声調整設定値として、環境に応じた音声調整設定値が記憶されていてもよい
し、環境の変化量に応じた音声調整設定値が記憶されていてもよい。また、音声調整設定
値は、予めメーカ側で記憶された固定値であってもよいし、前述の図２１で説明した処理
で記憶された音声調整設定値でよい。また、各音声毎に音声調整設定値が記憶されていて
もよい。
【０１７１】
　なお、周囲環境センサ７０が運転席側および助手席側の周囲環境を共通に検出するため
のものである場合には、周囲環境センサ７０による検出結果に応じて第１の音声および第
２の音声の同じ方向への音声調整、または同じ音声調整状態への調整が統合して行えるの
で、各音声に対して共通して影響を及ぼす周囲環境の変化に対する音声の調整が自動的に
まとめて行え、運転席側および助手席側の周囲環境をそれぞれ別々に検出するように複数
設けられている場合には、運転席側および助手席側の各座席で異なる影響を与える環境変
化に応じて音声の調整が自動的に適切に行われるようになる。このような構成では、周囲
環境の変化に応じて適切な音声調整状態を設定することができる。さらに、周囲環境の変
化が急激に起こった場合でも、例えば、トンネルや窓開走行等の周囲環境の顕著な変化に
応じた各音声の調整を迅速に行うことができるようになる。
【０１７２】
　次に、図２３を用いて、図１０および図１２に示すマルチビュー表示装置の音響制御部
１ａの起動時の音声調整処理を説明する。本フローチャートは、音響制御部１ａが、操作
部６ａ等からマルチビュー表示装置の電源ＯＮ時（あるいは、シングルビュー表示からマ
ルチビュー表示に切り替わったとき）に実行する。
【０１７３】
　起動時の初期設定等の処理を行い、ステップＳ２２ｂに進む（ステップＳ２２ａ）。ス
テップＳ２２ｂでは、音声調整状態記憶部１２ａ（第１の音声の音声調整設定値記憶部１
７および第２の音声の音声調整設定値記憶部１８）に後述する所定の音声調整設定値を書
き込み、書き込まれた音声調整設定値に対応する音声調整指示を、対応する音量・音質調
整回路部３３に出力して処理を終了する。本処理では、マルチビュー表示装置の電源ＯＮ
時（あるいは、シングルビュー表示からマルチビュー表示に切り替わったとき）に、各音
声が所定の音声調整設定値による音声調整状態に設定されるので、音声調整のための手間
を省くことが可能になる。
【０１７４】
　次に、前述の所定の音声調整設定値を説明する。所定の音響調整設定値とは、例えば、
予めメーカが設定値保持手段１５ａ（初期調整設定値記憶手段に対応）に記憶させている
初期音声調整設定値、前述の図２１で説明したようにユーザが設定値保持手段１５ａ（初
期調整設定値記憶手段に対応）に記憶させた音声調整設定値のうちの所定条件に合致する
音声調整設定値、表示装置の電源ＯＦＦ時（あるいは、マルチビュー表示からシングルビ
ュー表示に切り替わったとき）に設定値保持手段１５ａ（初期調整設定値記憶手段に対応
）に記憶された音声調整設定値（ラストメモリとも呼ばれる）、後述する表示装置の電源
ＯＦＦ時（あるいは、マルチビュー表示からシングルビュー表示に切り替わったとき）に
設定値保持手段１５ａ（初期調整設定値記憶手段に対応）に記憶された音声調整設定値の
うちの所定条件に合致する音声調整設定値等が挙げられる。
【０１７５】
　前述の所定の音声調整設定値が、予めメーカが設定値保持手段１５ａ（初期調整設定値
記憶手段に対応）に記憶させている初期音声調整設定値である場合には、設定値保持手段
１５ａに予め記憶させている初期音声調整設定値により第１および第２の音声の音声調整
を行うようにしているので、各々の音声の初期調整状態が自動的に選択され、音声調整の
ための操作の手間を省くことが可能になる。
【０１７６】
　また、所定の音声調整設定値が、表示装置の電源ＯＦＦ時（あるいは、マルチビュー表
示からシングルビュー表示に切り替わったとき）の音声調整設定値である場合には、表示
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装置の電源ＯＦＦ時（あるいは、マルチビュー表示からシングルビュー表示に切り替わっ
たとき）に音声調整状態記憶部１２ａ（第１の音声の音声調整設定値記憶部１７および第
２の音声の音声調整設定値記憶部１８）の音声調整設定値を、一旦設定値保持手段１５ａ
（初期調整設定値記憶手段に対応）に記憶させ、起動時に記憶させておいた音声調整設定
値を読み出し、第１の音声の音声調整設定値記憶部１７および第２の音声の音声調整設定
値記憶部１８に書き込むようにしてもよいし、表示装置の電源ＯＦＦ時（あるいは、マル
チビュー表示からシングルビュー表示に切り替わったとき）に第１の音声の音声調整設定
値記憶部１７および第２の音声の音声調整設定値記憶部１８に設定されている音声調整設
定値を消去されないように保持し続けるような構成（この場合は、前述の書込処理は不要
になる）であってもよい。このような構成では、表示装置の電源ＯＦＦ前（あるいは、マ
ルチビュー表示からシングルビュー表示に切り替わる前）に使用されていた音声調整状態
に設定されるので、継続して使用する可能性が高い音声調整状態を選択することができる
ようになり、音声調整のための操作の手間を省くことが可能になる。
【０１７７】
　さらに、所定の音声調整設定値が、前述の図２１で説明したようにユーザが設定値保持
手段１５ａに記憶させた音声調整設定値や後述する表示装置の電源ＯＦＦ時（あるいは、
マルチビュー表示からシングルビュー表示に切り替わったとき）に設定値保持手段１５ａ
に記憶された音声調整設定値のうちの所定条件に合致する音声調整設定値である場合には
、マルチビュー表示装置の電源ＯＮ時（あるいは、シングルビュー表示からマルチビュー
表示に切り替わったとき）に、周囲環境、頻度、ラストソース等の少なくとも１つを条件
に使用する可能性が高い音声調整設定値が設定されるので、使用の可能性が高い音声調整
状態を選択することができるようになり、音声調整のための操作の手間を省くことが可能
になる。
　なお、本処理が初期音声調整手段に対応する。
【０１７８】
　次に、図２４を用いて、図１０および図１２に示すマルチビュー表示装置の電源ＯＦＦ
時（イグニッションＯＦＦ時）（あるいは、マルチビュー表示からシングルビュー表示に
切り替わったとき）の音響制御部１ａの音声調整設定値の記憶処理を説明する。起動時の
音声調整処理を説明する。本フローチャートは、音響制御部１ａが、操作部６ａ等からの
マルチビュー表示装置の電源ＯＦＦの指示（イグニッションＯＦＦの指示）（あるいは、
マルチビュー表示→シングルビュー表示切替指示）を検出したときに実行する。つまり、
ユーザ（利用者）が、マルチビュー表示装置の電源ＯＦＦ時や、イグニッションＯＦＦ時
や、マルチビュー表示からシングルビュー表示に切り替わったときに実行される。なお、
本フローチャートは、図２１と実行されるタイミングが異なるだけである。
【０１７９】
　ステップＳ２３ａでは、マルチビュー表示装置の電源ＯＦＦ（イグニッションＯＦＦ）
（あるいは、マルチビュー表示からシングルビュー表示に切り替わった）が行われた時点
の音声調整設定値を設定値保持手段１５ａに記憶し、処理を終了する。なお、音声調整設
定値の記憶方法に関していえば、前述の図２１の（ｂ）に示すような形態で記憶される。
図２１の（ｂ）と同様に、音声調整設定値と他の項目の少なくとも１つとが対になって記
憶されればよい。このような構成では、周囲環境等に応じてユーザが調整した音声調整設
定値（ユーザが満足している音声調整設定値）が記憶されているため、記憶された音声調
整設定値を前述の図２２および図２３の処理に適用することにより、次回からの音声調整
がより適切に行われることになる。
【０１８０】
　なお、前述の図１０および図１２のマルチビュー表示装置の音響制御部１ａにより、プ
ログラム記憶部１１ａに格納されている前述のプログラム（フローチャート）を読み出し
、または音響制御部１ａに内蔵のＲＡＭやＲＯＭに格納されている前述のプログラム（フ
ローチャート）を用いて、前述の音声調整処理を実行させることが可能である。
【０１８１】



(32) JP 4215782 B2 2009.1.28

10

20

30

40

50

　より具体的にいえば、前述の図１０および図１２のマルチビュー表示装置のプログラム
記憶部１１ａまたは音響制御部１ａに内蔵のＲＡＭやＲＯＭに格納されているプログラム
（フローチャート）は、第１の方向から観察できる第１の表示領域に表示される画像（第
１画像）と第２の方向から観察できる第２の表示領域に表示される画像（第２画像）とを
表示することが可能な表示装置において、第１画像に対応する第１の音声の調整を行う音
声調整処理と、第２画像に対応する第２の音声の調整を行う音声調整処理とを含む。
【０１８２】
　好ましくは、前述の図１０および図１２のマルチビュー表示装置のプログラム記憶部１
１ａまたは音響制御部１ａに内蔵のＲＡＭやＲＯＭに格納されているプログラム（フロー
チャート）は、同表示装置において、第１の方向から観察できる第１の表示領域に表示さ
れる画像（第１画像）に対応する第１の音声に対する音声調整操作に対して、第１の音声
の音声調整設定値を記憶する第１の音声調整設定値記憶手段の音声調整設定値を書き替え
る処理と、第２の方向から観察できる第２の表示領域に表示される画像（第２画像）に対
応する第２の音声に対する音声調整操作に対して、第２の音声の音声調整設定値を記憶す
る第２の音声調整設定値記憶手段の音声調整設定値を書き替える処理とを含む。
【産業上の利用可能性】
【０１８３】
　本発明は、音響信号の音量・音質調整の機能を有する平面パネル型の液晶表示装置に限
らず、ブラウン管形の表示装置に適用することが可能である。また一方で、平面パネル型
としては、液晶表示パネルに限らず、プラズマ・ディスプレイ・パネルや、有機ＥＬ（El
ectronic Luminescence）ディスプレイ・パネルにも適用することが可能である。
【０１８４】
　また一方で、本発明は、音響信号の音量・音質調整の機能を有するカーナビゲーション
装置に限らず、マルチビュー表示が可能な表示手段を搭載している機器であればよく、携
帯電話、ＰＤＡ、パーソナルコンピュータ、テレビ受信機等の身近な機器に限らず、計測
機器、医療機器、産業機器全般等にも適用可能である。さらに、本発明は、２次元（２Ｄ
）表示に限らず、一人の視聴者の両眼にそれぞれ異なる画像が見えるようにすることで、
立体像を表示させることができる３次元（３Ｄ）表示にも適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１８５】
【図１】本発明に係る表示装置の概念図である。
【図２】表示装置の搭載例を示す斜視図である。
【図３】表示部７の断面構造の概略図である。
【図４】液晶表示パネル１００を正面から見た構造の概略図である。
【図５】ＴＦＴ基板１０４の概略を示す回路図である。
【図６】本発明に係る表示装置の概略を示すブロック図である。
【図７】画像出力部２１１の概略を示すブロック図である。
【図８】制御部２００の概略を示すブロック図である。
【図９】メモリ２１８の概略を示すブロック図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係るマルチビュー表示装置の構成を示すブロック図
である。
【図１１】図１０の表示部１０ａの断面形状を概略的に示す図である。
【図１２】本発明の第２の実施形態に係るマルチビュー表示装置の構成を示すブロック図
である。
【図１３】図１２の表示部１０ａの断面形状を概略的に示す図である。
【図１４】音響制御部１ａの音声調整処理を説明するためのフローチャート（その１）で
ある。
【図１５】音響制御部１ａの音声調整処理を説明するためのフローチャート（その２）で
ある。
【図１６】音声調整中の表示例を示す図である。
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【図１７】図１４および図１５に示す音響制御部１ａの音声調整処理の変形例（その１）
を示すフローチャートである。
【図１８】図１４および図１５に示す音響制御部１ａの音声調整処理の変形例（その２）
を示すフローチャートである。
【図１９】図１４および図１５に示す音響制御部１ａの音声調整処理の変形例（その３）
を示すフローチャートである。
【図２０】図１４および図１５に示す音響制御部１ａの音声調整処理の変形例（その４）
を示すフローチャートである。
【図２１】図１４および図１５に示す音響制御部１ａの音声調整処理の変形例（その５）
を示す図である。
【図２２】環境変化に応じた音声調整処理を説明するためのフローチャートである。
【図２３】起動時の音声調整処理を説明するためのフローチャートである。
【図２４】音声調整設定値の記憶処理を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【０１８６】
　１　　第１の画像ソース
　１ａ　　音響制御部
　２　　第２の画像ソース
　３　　第１の画像データ
　３ａ－１　　第１の音量・音質調整回路
　３ａ－２　　第２の音量・音質調整回路
　４　　第２の画像データ
　４ａ　　出力分配回路
　５　　表示制御部
　６　　表示データ
　６ａ　　操作部
　７　　表示部
　７ａ　　各種のセンサ
　８　　第１の表示画像
　８ａ　　画像制御部
　９　　第２の表示画像
　１０ａ　　表示部
　１１ａ　　プログラム記憶部
　１２ａ　　音声調整状態記憶部
　１５　　操作部
　１５ａ　　設定値保持手段
　１６　　スピーカ
　１６ａ　　音響設定情報記憶手段
　１７　　第１の音声の音声調整設定値記憶部
　１８　　第２の音声の音声調整設定値記憶部
　２０　　マルチビュー表示パネル
　３３　　音量・音質調整回路部
　５１　　第１の音声出力部
　５２　　第２の音声出力部
　６０　　入力手段
　６２　　選択手段
　７０　　周囲環境センサ
　８０　　入力選択回路
　１００　　液晶表示パネル
　１００ａ　　液晶表示パネル
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　１０２ａ　　タッチパネル
　１０４　　ＴＦＴ基板
　１０４ａ　　光学系分離素子
　１０５　　液晶層
　１０６　　カラーフィルタ基板
　１０６ａ　　液晶シャッタ
　１０７　　ガラス基板
　１０８　　視差バリア
　１０９　　左側（助手席側）表示用の画素
　１１０　　右側（運転席側）表示用の画素
　１１１　　表示部駆動部
　１１２　　走査線駆動回路
　１１３　　データ線駆動回路
　１１４　　ＴＦＴ素子
　１２４　　タッチパネル
　２００　　制御部
　２０６　　ナビゲーション部
　２０７　　分配回路
　２０８　　第１の画質調整回路
　２０９　　第２の画質調整回路
　２１０　　音声調整回路
　２１１　　画像出力部

【図１】 【図２】
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【図１４】 【図１５】
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【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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