
JP 2009-504502 A 2009.2.5

10

(57)【要約】
　乗用車のインストルメントクラスタは、搭乗者エリア
に最も近い位置にある前縁部、搭乗者エリアから最も遠
い位置にある後縁部、および光透過性部を備えてもよい
トリム要素を備えることができる。インストルメントク
ラスタは、トリム要素の後縁部に近接したアップリケと
、少なくとも１つの照明デバイスを備える回路とを備え
ることができる。トリム要素は、少なくとも１つの照明
デバイスが光を放出するとき、少なくとも１つの照明デ
バイスから前縁部を通って搭乗者エリアの方へと光が透
過されるように構成することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搭乗者エリアに最も近い位置にある前縁部、前記搭乗者エリアから最も遠い位置にある
後縁部、および光透過性部を備えるトリム要素と、
　前記トリム要素の前記後縁部に近接したアップリケと、
　少なくとも１つの照明デバイスを備える回路と、を備え
　前記トリム要素が、前記少なくとも１つの照明デバイスが光を放出するとき、前記少な
くとも１つの照明デバイスから前記前縁部を通って前記搭乗者エリアの方へと光が透過さ
れるように構成される、乗用車のインストルメントクラスタ。
【請求項２】
　前記前縁部が、光透過性部を備える、請求項１に記載のインストルメントクラスタ。
【請求項３】
　前記光透過性部が、少なくとも部分的に半透明である、請求項２に記載のインストルメ
ントクラスタ。
【請求項４】
　前記トリム要素が、側面を有するトリムバレルを備える、請求項１に記載のインストル
メントクラスタ。
【請求項５】
　前記トリムバレルの側面が、前記少なくとも１つの照明デバイスから、前記トリムバレ
ルの側面を越えて、ある所定の距離光を透過するように構成される、請求項４に記載のイ
ンストルメントクラスタ。
【請求項６】
　前記トリムバレルが、前記少なくとも１つの照明デバイスから光を散乱するように構成
された少なくとも部分的に半透明な材料を含む、請求項４に記載のインストルメントクラ
スタ。
【請求項７】
　前記トリムバレルが、前記少なくとも１つの照明デバイスから放出された光を阻止する
ように構成された非透過性部を備える、請求項４に記載のインストルメントクラスタ。
【請求項８】
　前記非透過性部が、前記少なくとも１つの照明デバイスが光を放出するとき、エッチン
グ部を通って光を透過できるように構成されたエッチング部を備える、請求項７に記載の
インストルメントクラスタ。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの照明デバイスが、前記前縁部と前記後縁部との間に位置付けられ
た複数の発光ダイオードを備える、請求項４に記載のインストルメントクラスタ。
【請求項１０】
　前記複数の発光ダイオードが、前記トリム要素で三次元効果を与えるために、所定のシ
ーケンスで光を放出するように構成される、請求項９に記載のインストルメントクラスタ
。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの照明デバイスが、少なくとも１つの発光ダイオードを備える、請
求項１に記載のインストルメントクラスタ。
【請求項１２】
　取付けエリアを備えるインストルメントパネルと、
　前記取付けエリアで前記インストルメントパネルに取り付けられ、後部、搭乗者エリア
に最も近い位置にある前縁部、搭乗者エリアから最も遠い位置にある後縁部、および少な
くとも１つの光透過性部を有するトリム要素を備えるインストルメントクラスタと、
　前記トリム要素の前記後縁部に近接したアップリケと、
　前記トリム要素の前記後部に近接した位置にあり、照明デバイスが光を放出するとき、
前記前縁部を通って前記搭乗者エリアの方へ光を透過するように構成された照明デバイス
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とを備える、乗用車のライティングデバイス。
【請求項１３】
　前記前縁部が、前記光透過性部を備える、請求項１２に記載のライティングデバイス。
【請求項１４】
　前記トリム要素が、側面を有するトリムバレルを備える、請求項１２に記載のライティ
ングデバイス。
【請求項１５】
　前記トリムバレルの側面が、前記少なくとも１つのトリムバレルの表側面を越えて、あ
る所定の距離、前記少なくとも１つの照明デバイスから光を透過するように構成される、
請求項１４に記載のライティングデバイス。
【請求項１６】
　前記トリムバレルが、前記少なくとも１つの照明デバイスから光を散乱するように構成
された少なくとも部分的に半透明な材料を含む、請求項１４に記載のライティングデバイ
ス。
【請求項１７】
　前記トリムバレルが、前記少なくとも１つの照明デバイスから放出された光を阻止する
ように構成された非透過性部を備える、請求項１４に記載のライティングデバイス。
【請求項１８】
　前記非透過性部が、前記少なくとも１つの照明デバイスが光を放出するとき、エッチン
グ部を通って光を透過できるように構成されたエッチング部を備える、請求項１７に記載
のライティングデバイス。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの照明デバイスが、前記前縁部と前記後縁部との間に位置付けられ
た複数の発光ダイオードを備える、請求項１４に記載のライティングデバイス。
【請求項２０】
　前記複数の発光ダイオードが、前記トリム要素で三次元効果を与えるために、所定のシ
ーケンスで光を放出するように構成される、請求項１９に記載のライティングデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、自動車用ディスプレイの分野に関し、特に、車両用インストルメン
トクラスタおよびトリム要素に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの車両には、さまざまなタイプの情報を表示するインストルメントクラスタがある
。この情報は、速度計、回転速度計、燃料計などの計器の使用を含むものでありうる。こ
の情報はまた、シートベルトインジケータ、燃料残量警告、エンジンチェック警告、エン
ジン温度警告、アンチロックブレーキインジケータ、トラクションコントロールインジケ
ータ、タイヤ空気圧警告、および／または他のインジケータを含んでもよい。この情報は
、方向指示器をさらに含んでもよい。
【０００３】
　多くのインストルメントパネルおよびインストルメントクラスタは、昼夜兼用のディス
プレイとしてデザインされている。したがって、インストルメントクラスタは、さまざま
なタイプのライティングシステムを利用して、日中でも夜間でも情報を判読可能であるよ
うにデザインされている場合が多い。しかしながら、インストルメントパネルおよびイン
ストルメントクラスタに利用されている既知のライティングシステムは、その数の多さに
もかかわらず、典型的に、ほとんどが美的に優れた特徴および特性を備えていない。
【０００４】
　したがって、車両の搭乗者と対面する位置にあり、照明されてもよく、車両の搭乗者の
方へ、アップリケおよび／または計器の面から離れる方向に光を向ける前縁部を備えるイ
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ンストルメントクラスタ照光式バレルトリムリングを備えるシステムおよび方法を提供す
ることが有益であろう。バレルの側面を照明可能で、および／または、バレルの側面から
離れる方向に透過可能である光透過性または拡散性材料を含むものであってもよいインス
トルメントクラスタ照光式バレルトリムリングを提供することがさらに有益であろう。バ
レルトリムリングの寸法または奥行きの錯覚を作り出すように、光の層を複数有するイン
ストルメントクラスタ照光式バレルトリムリングを提供することがさらに有益であろう。
上記および他の有益な特徴の任意の１つ以上を与えるシステムおよび方法を提供すること
が望まれる。
【０００５】
　本願明細書の教示は、上述した１つ以上の問題に対処するものであるか否かにかかわら
ず、添付の特許請求の範囲内にある実施形態にまで及ぶものである。
【発明の開示】
【０００６】
　１つの実施形態によれば、乗用車のインストルメントクラスタは、搭乗者エリアに最も
近い位置にある前縁部、搭乗者エリアから最も遠い位置にある後縁部、および光透過性部
を備えるトリム要素と、トリム要素の後縁部に近接したアップリケと、少なくとも１つの
照明デバイスを備える回路とを備える。トリム要素は、少なくとも１つの照明デバイスが
光を放出するとき、少なくとも１つの照明デバイスから前縁部を通って搭乗者エリアの方
へと光が透過されるように構成される。
【０００７】
　別の実施形態によれば、乗用車のライティングデバイスは、取付けエリアを備えるイン
ストルメントパネルと、取付けエリアでインストルメントパネルに取り付けられ、後部、
搭乗者エリアに最も近い位置にある前縁部、搭乗者エリアから最も遠い位置にある後縁部
、および少なくとも１つの光透過性部を有するトリム要素を備えるインストルメントクラ
スタと、トリム要素の後縁部に近接したアップリケと、トリム要素の後部に近接した位置
にあり、照明デバイスが光を放出するとき、前縁部を通って搭乗者エリアの方へ光を透過
するように構成された照明デバイスとを備える。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１を参照すると、１つの例示的な実施形態によるインストルメントクラスタ２０が示
されている。インストルメントクラスタ２０は、複数の自動車システムから自動車の運転
者および／または自動車の搭乗者に自動車のデータを提供するように構成された部品の集
合体である。インストルメントクラスタ２０は、運転者の前方、センタースタック付近な
ど、あるいは、車両のヘッドライナに結合されたオーバーヘッドコンパートメントでもよ
いが、自動車のインストルメントパネル１０上の１つ以上の場所に固定して取り付けられ
るように構成されたハウジング２２を備える。インストルメントクラスタ２０は、任意の
適切な取付けエリアでインストルメントパネル１０に結合されてもよい。インストルメン
トクラスタ２０は、車、小型バン、トラックなどの陸上輸送に使用される任意の乗用車で
ありうる自動車とともに使用するのに適したものである。別の実施形態によれば、インス
トルメントクラスタおよびパネルは、水上乗物、航空機などの任意のタイプの乗物ととも
に使用されてもよい。
【０００９】
　１つの例示的な実施形態によれば、図１に最良に示すように、インストルメントクラス
タ２０は、速度計ディスプレイ２６と、エンジンの毎分回転数（ＲＰＭ）ディスプレイ２
８と、複数の自動車データを表示するように構成されたディスプレイ３０とを備える。自
動車データは、速度、エンジンＲＰＭ、エンジンオイル温度、燃料残量、エンジンオイル
レベル、エンジンウォーター温度、エンジンオイル圧力、瞬間消費量、ターボレート、バ
ッテリーレベル、シートベルトインジケータ、フロントガラスウォッシュレベル、ハザー
ドライトインジケータ、および／または他の情報を含みうる。インストルメントクラスタ
２０は、表示したより多くの、または少ないディスプレイを含むことができる。
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【００１０】
　以下、図２を参照すると、インストルメントクラスタ２０がさらに詳細に図示されてい
る。インストルメントクラスタ２０は、複数の照明デバイス５２（例えば、光源、発光ダ
イオード、白熱電球など）を有する回路基板３２（例えば、プリント回路基板）と、目盛
りの形状（例えば、線、矢印、円など）をとりうる速度およびＲＰＭマーキング、光ガイ
ド、または光パイプ（例えば、光を透過するように構成されたプラスチックや他の材料）
などの印を有するアップリケ３６と、レンズ４８（任意）を有するトリム要素４６（例え
ば、ベゼル、トリムリング、バレル、トンネルなど）とを備える。１つの例示的な実施形
態によれば、回路基板は、制御回路を含んでもよく、または制御回路に結合されてもよい
。回路基板に結合された制御回路および／または制御回路を備える回路基板は、１つ以上
のアナログおよび／またはディジタル電気または電子コンポーネントを備えることができ
、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、プ
ログラマブル論理回路、および／または他の回路要素を含んでもよい。１つの例示的な実
施形態によれば、制御回路は、自動車内の複数の自動車システムから１つ以上の電気ワイ
ヤまたはバスを介してデータを受信するように構成される。例えば、制御回路は、自動車
に関して、燃料レベルセンサから燃料データを受信し、エンジンオイル温度センサからエ
ンジンオイル温度データを受信するように構成されうる。さまざまな例示的な実施形態に
よれば、回路基板は、プリント回路基板、フレキシブル回路基板、硬質回路基板、導体箔
、および／または他の適切な形態であってもよい。
【００１１】
　１つの例示的な実施形態によれば、複数の照明デバイス５２は、回路基板３２上に、ア
ップリケ３６およびトリム要素４６を通って光を透過する発光ダイオード（ＬＥＤ）３４
を備える。トリム要素４６は、複数のトリムリング、トンネル、またはバレル５４（図１
にディスプレイ２６、２８、３０の部分の一部として示す）を備えてもよい。各トリムリ
ング５４は、前縁部６４（例えば、前縁）と、後縁部６６（例えば、後縁）と、外表面６
８と、内表面７０とを備えてもよい。トリム要素４６は、ＬＥＤ３４から放出された光が
、前縁部６４、外表面６８、および内表面７０の少なくとも１つを通って透過されるよう
に構成されてもよい（例えば、前縁部６４、外表面６８、および内表面７０が、トリム要
素４６の光透過性部であってもよい）。１つの例示的な実施形態によれば、前縁部６４、
外表面６８、および内表面７０は、ＬＥＤ３４が光を放出するとき、ＬＥＤ３４から光を
透過するために少なくとも部分的に半透明なものであってもよい。１つの例示的な実施形
態によれば、前縁部または前縁は、車両の搭乗者が見えるように、車両の搭乗者のすぐ近
くにある。１つの例示的な実施形態によれば、ＬＥＤは、トリム要素とアップリケとの間
に位置付けられてもよい。さまざまな例示的な実施形態によれば、トリム要素をアップリ
ケよりも車両の乗員に近づけて設けることで、３Ｄ効果、関心のあるトリムの詳細、始動
中または停止シーケンス中の娯楽、補助インジケータ、または方向指示器などが可能とな
る。
【００１２】
　図２に示す１つの例示的な実施形態によれば、トリム要素４６は、光が前縁部６４のみ
を通過するように構成されてもよい。１つの例示的な実施形態によれば、前縁部６４は、
適切な光透過性材料を含んでもよい。外表面６８および内表面７０は、照明デバイス５２
（例えば、ＬＥＤ３４）からの光の透過を阻止および／または制限するように構成されて
もよい。１つの例示的な実施形態によれば、外表面６８および内表面７０は、照明デバイ
ス５２から放出される光を阻止するために（さらに、それによって、光パイプを生じて前
縁部６４を通るライティング効果を生じさせるために）、表面に適用されうるマスキング
ペイント、フィルム、またはフォイルなどの処理を含んでもよい。さまざまな別の実施形
態によれば、前縁部を通るが、トリム要素の外表面および内表面を通過しない光の効果を
生じさせるために、任意の他の適切な技術が使用されてもよい。１つの例示的な実施形態
によれば、前縁部６４は、金属またはフォイルの外観を備えたものであってもよい。前縁
部６４は、ベゼルのような外観を作り出すために、反射性の金属物質またはコーティング
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を含む処理を含みうる。車両の乗員エリアからの光を反射するとともに、ＬＥＤ３４から
車両の乗員エリアへと通る放出光を透過するために、コーティングにより、前縁部６４を
少なくとも部分的に半透明にできる。
【００１３】
　図３に示す１つの例示的な実施形態によれば、トリム要素４６は、光が外表面６８およ
び内表面７０の少なくとも１つのみを通過するように構成されてもよい。１つの例示的な
実施形態によれば、外表面６８および内表面７０は、適切な光透過性材料を含んでもよい
。前縁部６４は、照明デバイス５２（例えば、ＬＥＤ３４）から光の透過を阻止および／
または制限するように構成されてもよい。１つの例示的な実施形態によれば、前縁部６４
は、照明デバイス５２から放出される光を阻止するために、前縁部に適用されうるマスキ
ングペイント、フィルム、またはフォイルなどの処理を含んでもよい。１つの例示的な実
施形態によれば、前縁部６４は、前縁部６４に沿って「デッドフロント」または非照明を
生じるように、流量学的な材料またはフォイル金属材料を含んでもよい。トリム要素４６
は、照明デバイス５２が光を放出するとき、「グロー効果」をもたらす材料を含んでもよ
い。例えば、トリム要素４６は、すべての光をある特定の場所に向けるのではなく、複数
の方向に光を拡散または散乱する材料を含んでもよい。１つの例示的な実施形態によれば
、トリム要素材料は、少なくとも部分的に反射性のものであってもよく、グロー効果をも
たらすように光を散乱させてもよい。別の例示的な実施形態によれば、トリム要素は、グ
ロー効果を生じるように紫外線ＬＥＤによって出される燐を含んでもよい。さまざまな別
の実施形態によれば、グロー効果を全体にもたらす任意の他の適切な方法が用いられても
よい。１つの例示的な実施形態によれば、トリム要素４６は、表面６８および７０を越え
て光を放出するように構成されてもよい。光は、照明デバイス５２から、光透過性表面６
８および７０を通って、表面６８および７０を越えた場所に放出されてもよい。
【００１４】
　図４に示す１つの例示的な実施形態によれば、外表面６８および内表面７０は、照明デ
バイス５２（例えば、ＬＥＤ３４）からの光の透過を阻止および／または制限するように
構成されてもよい。１つの例示的な実施形態によれば、外表面６８および内表面７０は、
照明デバイス５２から放出される光を阻止するために、表面に適用されうるマスキングペ
イント、フィルム、またはフォイルなどの処理を含んでもよい。図４に示すように、表面
６８および７０の光阻止材料に、さまざまなパターン８０がエッチングされてもよい。エ
ッチングパターン８０または他の反射表面に光を透過するために、投光ライトまたは他の
適切なライトが使用されてもよい。視覚的なマーキングを作り出すために、半透明シート
の形態を乱すことによって半透明シートにエッチングが埋め込まれてもよく、それにより
、光の外向きの透過が、半透明トリム要素に送られる。これは、トリム要素のエッチング
、トリム要素のトポグラフィの変更、トリム要素のエンボス加工、トリム要素のツールテ
クスチャリング、トリム要素へのインモールドグラフィックの転写、トリム要素のフォイ
ルペイント、トリム要素の結晶構造の変更、または任意の他の適切な技術によって行われ
てもよい。１つの実施形態によれば、トリム要素が形成されるとき、エッチングまたはマ
ーキングは、成形ステップにおいて追加される。エッチングまたはマーキングは、結果的
に得られる画像が三次元の外観を有するように、三次元で半透明トリム要素に形成されて
もよい（例えば、トリム要素に３Ｄ画像をレーザエッチングすることによって）。３Ｄ画
像は、さまざまな製品に３Ｄ画像を形成するためのクリストロジー３Ｄ（Ｃｒｙｓｔｏｌ
ｏｇｙ　３－Ｄ）に類似した技術を用いて形成されてもよい。
【００１５】
　図５に示す１つの例示的な実施形態によれば、トリム要素４６に沿って層状のライティ
ング効果を生じるために、複数の照明デバイス５２が利用されてもよい。照明デバイス５
２は、表面６８、７０の１つ、フランジ８２、回路３２、または前縁部６４と後縁部６６
との間にあるトリム要素４６に沿った他の構造に結合されてもよい。１つの例示的な実施
形態によれば、照明デバイス５２は、トリム要素４６の一部分（部分８１として図示）内
の位置に設けられるように構成されてもよい。別の例示的な実施形態によれば、照明デバ
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イス５２は、トリム要素４６の外側部分（部分８３として図示）に沿った位置に設けられ
るように構成されてもよい。照明デバイス５２は、層状または三次元の深さの刻印を作成
するために、トリム要素４６の長さに沿って（例えば、部分６６および６４の間に）、所
定のシーケンスで光を放出するように構成されてもよい。さまざまな例示的な実施形態に
よれば、照明デバイス５２は、任意の適切な関数列に従って光を放出するように構成され
てもよい（例えば、照明デバイスは、あるシーケンスで車両の始動時に点灯し、ストロボ
効果を生じるように構成されてもよい）。
【００１６】
　１つの例示的な実施形態によれば、トリム要素の光透過性部分の任意の部分が、任意の
適切な構成に従って、他の光透過性部分と組み合わせて光を透過するように構成されても
よい。例えば、前縁部６４、内表面７０、および外表面６８は、照明デバイス５２が光を
放出すると同時に、照明デバイス５２から各々が光を透過するように構成されてもよい。
別の実施形態によれば、照明デバイス５２が光を放出するとき、前縁部６４のみが光を透
過してもよい。別の実施形態によれば、照明デバイスが光を放出すると、表面６８および
／または７０のみが、光を透過してもよい。
【００１７】
　１つの例示的な実施形態によれば、照明デバイス５２は、車両のさまざまな機能と関連
させて光を放出するように構成されてもよい。例えば、車両の運転者が方向指示器を利用
するとき、照明デバイス５２の１つ以上が、光を放出するように構成されてもよい（例え
ば、左折の方向指示器と調和させて、左バレルの前縁部を点灯させて、車両の運転者に方
向指示器の特徴をさらに示してもよい）。別の例示的な実施形態によれば、車両ディスプ
レイ上にチェックエンジンライトが現れるとき、３つのバレルが、赤または他の明るい色
で点灯してもよい。ライトをさらに追加することで、運転手に対して、問題となる可能性
に注意を向けさせたり車両の機能に気づかせたりして、さらなる安全性の特徴が得られる
。さまざまな例示的な実施形態によれば、照明デバイスは、任意の数の適切な色であって
もよく、任意の数の車両機能（例えば、車両の始動、高温、低オイル、低燃料、方向指示
器、高速など）と関連させて照明するように構成されてもよい。
【００１８】
　さまざまな例示的な実施形態によれば、ＬＥＤが光を放出したとき、昼夜問わず、照明
エリアまたは部分を観察することができる。別の実施形態によれば、２つ以上の部分（例
えば、表面６８、表面７０、前縁部６４など）が、複数（および／またはすべて）の光透
過性部分を照明する単一のＬＥＤなどの単一の照明デバイスによって照明されてもよい。
さまざまな例示的な実施形態によれば、トリム要素、表面、縁部または部分、および照明
される部分は、任意の数の構成であってもよい。例えば、エッチングされるパターンは、
楕円形、三角形、矩形、３Ｄ、２Ｄなどであってもよい。
【００１９】
　トリム要素４６は、照明されていないとき、ほとんど目立たない第１の視覚状態を有し
てもよい。トリム要素４６は、照明されているとき、より目立った第２の視覚状態を有し
てもよい。トリム要素は、第１の視覚状態から第２の視覚状態へ切り換えられてもよい。
トリム要素のある部分は、第１の視覚状態から第２の視覚状態へ同時に選択的に切り換え
可能であるように構成されてもよい。１つの例示的な実施形態によれば、トリム要素の第
１の視覚状態と第２の視覚状態との間のコントラストが高くなるように、光源が利用され
る。
【００２０】
　インストルメントクラスタのコンポーネントまたは部品に、任意の数の構成が用いられ
てもよい。例えば、アップリケ、シート、および光パイプは、平面、非平面、湾曲、矩形
、楕円形、不規則な形状のものであっても、厚くても、フィルムでもよく、何らかの他の
適切な形態をとるものであってもよい。部品は、半透明のものであってもよい。部品は、
プラスチック、ポリマー、ガラス、アクリル、および／または他の適切な材料から形成さ
れてもよい。１つの例示的な実施形態によれば、インストルメントクラスタの従来のレン
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ズは、シートとしての機能を果たすこともでき、このシートは、プラスチック材料から形
成されてもよく、実質的に平面形態を有してもよい。透明なシートおよび光パイプにより
、光が透過する。シートおよび光パイプの透明度、光源の輝度、およびさまざまな他の要
因は、照明される適切な場所に十分な量の光が到達できるが、他の適切でない場所には光
がほとんどまたはまったく到達できず照明できないように選択されることが好ましい。
【００２１】
　図６を参照すると、インストルメントクラスタの形成方法１００が示されている。この
方法は、ブロック２０２において、インストルメントクラスタの後部に光源を有する回路
基板を形成し、ブロック２０４において、アップリケを形成し、ブロック２０６において
、１つ以上の光透過性部分を有するトリム要素を形成し、そしてブロック２０８において
、トリム要素、アップリケ、および回路基板を取り付けることを含む。この方法は、印を
有するトリム要素を取り付けることと、光パイプ、目盛り、印、およびトリム要素の後部
エリアを照明することとを含んでもよい。光透過性部を有するトリム要素を形成する工程
は、印を有するように構成された方法で、トリム要素を成形することを含んでもよい（例
えば、互いからの印の分離、成形スコアの利用、トリム要素のエッチング、トリム要素の
トポグラフィの変更、トリム要素のエンボス加工、トリム要素のツールテクスチャリング
、トリム要素へのインモールドグラフィックの転写、トリム要素のフォイルペイント、こ
れらのステップの組み合わせ、または何らかの他の工程）。
【００２２】
　各ブロックにおけるコンポーネントの設置は、スナップ接続、クリップ接続、接着剤、
溶接（例えば、音波、レーザなど）、および／または他の適切な手段の使用を含んでもよ
い。光源からの照明は、１つまたは２つ以上の光源で光透過性部を照明することを含んで
もよい。照明は、測定したパラメータの値、車両条件の変化、および／またはユーザーか
らの入力に応じたものであってもよい。照明は、エンジンの点火に基づいたものであって
もよく、および／または、付属品（例えば、ラジオ、エアコン、ヒータ、室内灯、ナビゲ
ーションシステムなど）の状態の変化に応じたものであってもよい。トリム要素は、計器
に隣接したインストルメントパネルの表面、インストルメントクラスタのレンズ表面、ま
たは任意の他の適切な表面または場所のいずれかに位置づけられてもよい。
【００２３】
　例示的な好ましい別の実施形態に示すようなシステムの要素の構造および配置は、説明
的なものにすぎない。本願明細書では、いくつかの実施形態しか詳細に記載していないが
、本願明細書を検討した当業者であれば、列挙した主題の新規な教示および利点から実質
的に逸脱することなく、多くの修正が可能であることを容易に認識するであろう（例えば
、さまざまな要素のサイズ、寸法、構造、形状、および比率、パラメータ値、取付け配置
、材料の使用、色、配向など）。例えば、一体形成されているように示す要素が、複数の
部品から作られたものであってもよく、または複数の部品として示されている要素が、一
体形成されてもよく、ファスナ、コネクタなどの操作が、例えば、逆にされても、変更さ
れてもよい。システムの要素および／またはアセンブリは、多種多様な色、テクスチャ、
およびそれらの組み合わせで多種多様な成形可能なプラスチック材料の任意のもの（耐衝
撃性プラスチック、またはハードコーティング材料などのさまざまなコーティングを有す
るプラスチックなど）を含む、十分な強度と耐久性を備えた多種多様な材料の任意のもの
から作られたものであってもよいことに留意されたい。このシステムは、ディジタルディ
スプレイ、電子ディスプレイなどの多種多様なコンポーネントおよび／または特徴の任意
のものと関連させて使用されてもよいことにも留意されたい。したがって、このようなす
べての修正例は、本発明のシステムの範囲内に含まれると意図されている。他の代替物、
修正例、変更、および省略は、本発明のシステムの範囲から逸脱することなく、好ましい
他の例示的な実施形態のデザイン、動作条件、および配置でなされてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】１つの例示的な実施形態によるインストルメントクラスタの正面透視図である。
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【図２】１つの例示的な実施形態によるインストルメントクラスタの側面図である。
【図３】１つの例示的な実施形態によるインストルメントクラスタの側面図である。
【図４】１つの例示的な実施形態によるインストルメントクラスタの側面図である。
【図５】１つの例示的な実施形態によるインストルメントクラスタの側面図である。
【図６】１つの例示的な実施形態によるインストルメントクラスタを形成するプロセスの
ブロック図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(11) JP 2009-504502 A 2009.2.5

10

20

30

40

【国際調査報告】



(12) JP 2009-504502 A 2009.2.5

10

20

30

40



(13) JP 2009-504502 A 2009.2.5

10

20

30

40



(14) JP 2009-504502 A 2009.2.5

10

20

30

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,L
C,LK,LR,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK
,SL,SM,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  シイファート、　ティモシー　ジェイ．
            アメリカ合衆国　４９５１９　ミシガン州　ワイオミング　ダントン　ドライブ　エスダブリュー
            　２６６８
(72)発明者  メイヤーズ、　スコット　アール．
            アメリカ合衆国　４９４２４　ミシガン州　ホランド　スターフラワー　ドライブ　１１２２４
(72)発明者  パイル、　エリザベス　エイ．
            アメリカ合衆国　４９４６４　ミシガン州　ズィーランド　ワンハンドレッドス　アベニュー　４
            １５９
(72)発明者  ボージソン、　ティモシー　ジェイ．
            アメリカ合衆国　４９４２６　ミシガン州　ハドソンヴィル　ジェイミーソン　３３８５
(72)発明者  稲垣　徹
            アメリカ合衆国　４９４２４　ミシガン州　ホランド　サード　ストリート　１７１７０
(72)発明者  バーグ、　ブルック　アール．
            アメリカ合衆国　４９５０７　ミシガン州　グランド　ラピッズ　カレッジ　アベニュー　エスイ
            ー　１２３４
(72)発明者  シュルツ、　スティーブ
            アメリカ合衆国　４９４２４　ミシガン州　ホランド　ゴールデンアイ　ドライブ　１９１２
(72)発明者  エイク、　ロジャー　ダブリュー．
            アメリカ合衆国　４９４２３　ミシガン州　ホランド　イースト　フォーティーンス　ストリート
            　３４
Ｆターム(参考) 3D344 AA19  AA26  AA27  AB01  AC02  AC07  AD02  AD13 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

