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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の車両用シートと、
　前記一対の車両用シートにそれぞれ着座する乗員から発せられた音声を相手側の乗員へ
反射して収束させながら伝達させるための音声反射伝達部と、
　前記乗員の一方から発せられた音声を前記音声反射伝達部によって前記乗員の他方へ反
射して収束させながら伝達させ得ると共に、前記乗員の他方から発せられた音声を前記音
声反射伝達部によって前記乗員の一方へ反射して収束させながら伝達させ得る第一態様と
、前記乗員同士の音声の伝達率が前記第一態様よりも低い第二態様と、に切り替えるため
の切替手段と、
　を備えたことを特徴とする車室内構造。
【請求項２】
　前記音声反射伝達部は、前記乗員の頭部の位置をそれぞれ焦点とする仮想楕円に沿った
凹面状を成し得る構成とされている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の車室内構造。
【請求項３】
　前記切替手段は、
　前記音声反射伝達部を前記一対の車両用シート側に露出させる露出状態と、前記音声反
射伝達部を前記一対の車両用シート側から覆う被覆状態と、を取り得る遮蔽手段とされて
いる、
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　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の車室内構造。
【請求項４】
　前記遮蔽手段は、
　巻取部材に巻取可能な巻取式カバー部材を有すると共に、前記巻取式カバー部材が前記
巻取部材に巻き取られることで前記露出状態とされ、前記巻取式カバー部材が前記巻取部
材から展開されることで前記被覆状態とされる、
　ことを特徴とする請求項３に記載の車室内構造。
【請求項５】
　前記遮蔽手段は、
　車室内における格納位置と展開位置との間でスライド可能なスライド式カバー部材を有
すると共に、前記スライド式カバー部材が前記格納位置にスライドされることで前記露出
状態とされ、前記スライド式カバー部材が前記展開位置にスライドされることで前記被覆
状態とされる、
　ことを特徴とする請求項３に記載の車室内構造。
【請求項６】
　前記遮蔽手段は、複数に分割された構成とされている、
　ことを特徴とする請求項３～請求項５のいずれか一項に記載の車室内構造。
【請求項７】
　前記音声反射伝達部は、車室内に設けられた車室部材に固定的に設けられている、
　ことを特徴とする請求項１～請求項６のいずれか一項に記載の車室内構造。
【請求項８】
　前記音声反射伝達部は、車室内に複数設けられている、
　ことを特徴とする請求項１～請求項７のいずれか一項に記載の車室内構造。
【請求項９】
　前記切替手段は、
　前記音声反射伝達部が一体的に設けられると共に、前記乗員から発せられた音声を前記
音声反射伝達部によって相手側の乗員へ反射して収束させながら伝達させ得る第一姿勢と
、前記乗員同士の音声の伝達率が前記第一姿勢よりも低い第二姿勢と、を取り得る可変体
とされている、
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の車室内構造。
【請求項１０】
　前記可変体は、
　車室内にスライド位置を変更可能に設けられたスライド体を有すると共に、前記スライ
ド体のスライド位置が変更されることで前記第一姿勢と前記第二姿勢とに切り替わる、
　ことを特徴とする請求項９に記載の車室内構造。
【請求項１１】
　前記可変体は、
　前記音声反射伝達部を構成する反射面を備え車室内に前記反射面の向きを変更可能に設
けられた変位体を有すると共に、前記変位体が前記反射面の向きを変更されることで前記
第一姿勢と前記第二姿勢とに切り替わる、
　ことを特徴とする請求項９に記載の車室内構造。
【請求項１２】
　前記可変体は、
　車室内に少なくとも一部の形状を変更可能に設けられた変形体を有すると共に、前記変
形体が前記少なくとも一部の形状を変更されることで前記第一姿勢と前記第二姿勢とに切
り替わる、
　ことを特徴とする請求項９に記載の車室内構造。
【請求項１３】
　前記可変体は、
　車室内に回動角度を変更可能に設けられた回動体を有すると共に、前記回動体が前記回
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動角度を変更されることで前記第一姿勢と前記第二姿勢とに切り替わる、
　ことを特徴とする請求項９に記載の車室内構造。
【請求項１４】
　前記可変体は、前記回動体を複数有する構成とされている、
　ことを特徴とする請求項１３に記載の車室内構造。
【請求項１５】
　前記回動体は、
　前記音声反射伝達部を構成する反射面と、
　前記乗員から発せられた音声を吸収可能な吸収面と、
　を有する、
　ことを特徴とする請求項１３又は請求項１４に記載の車室内構造。
【請求項１６】
　前記音声反射伝達部は、車室内の天井部に設けられている、
　ことを特徴とする請求項１～請求項１５のいずれか一項に記載の車室内構造。
【請求項１７】
　一対の車両用シートと、
　前記一対の車両用シートにそれぞれ着座する乗員から発せられた音声を相手側の乗員へ
反射して収束させながら伝達させるための音声反射伝達部と、
　車室内に設けられた車室部材と、
　を備え、
　前記車室部材は、
　前記音声反射伝達部を構成して前記乗員の一方から発せられた音声を前記音声反射伝達
部によって前記乗員の他方へ反射して収束させながら伝達させ得ると共に、前記乗員の他
方から発せられた音声を前記音声反射伝達部によって前記乗員の一方へ反射して収束させ
ながら伝達させ得る第一変形状態と、前記乗員同士の音声の伝達率が前記第一変形状態よ
りも低い第二変形状態と、に変位可能な反射面と、
　前記乗員から発せられた音声を吸収可能な吸収面と、
　前記反射面を前記第二変形状態から前記第一変形状態に変形させるための変形手段と、
　前記反射面が前記乗員の頭部側を向いた第一態様と、前記吸収面が前記乗員の頭部側を
向いた第二態様と、に切り替えるための切替手段と、
　を有する、
　ことを特徴とする車室内構造。
【請求項１８】
　前記反射面と前記吸収面とは、無端ベルトに設けられ、
　前記変形手段は、前記無端ベルトにおける前記反射面の裏面を前記吸収面の裏面に接合
させて前記反射面を前記第二変形状態から前記第一変形状態に変形させるための接合手段
とされ、
　前記切替手段は、前記第一態様と前記第二態様とに切り替わるように前記無端ベルトを
回転させるための回転手段とされている、
　ことを特徴とする請求項１７に記載の車室内構造。
【請求項１９】
　前記反射面と前記吸収面とは、前記車室部材の一方の面と他方の面とに設けられ、
　前記変形手段は、前記車室部材における前記反射面の裏面を前記吸収面の裏面に接合さ
せて前記反射面を前記第二変形状態から前記第一変形状態に変形させるための接合手段と
され、
　前記切替手段は、前記第一態様と前記第二態様とに切り替わるように前記車室部材を車
室内に回動可能に支持する回動支持手段とされている、
　ことを特徴とする請求項１７に記載の車室内構造。
【請求項２０】
　前記乗員の状況を検出する乗員状況検出手段と、
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　前記第一態様と前記第二態様とに切り替えるために前記切替手段を駆動させる切替駆動
手段と、
　前記乗員状況検出手段の検出結果に基づいて前記切替駆動手段を制御する切替制御手段
と、
　を備えたことを特徴とする請求項１～請求項１９のいずれか一項に記載の車室内構造。
【請求項２１】
　一対の車両用シートと、
　前記一対の車両用シートにそれぞれ着座する乗員から発せられた音声を相手側の乗員へ
反射して収束させながら伝達させるための音声反射伝達部と、
　前記音声反射伝達部の位置及び形状の少なくとも一方を変更させるための変更手段と、
　前記乗員の状況を検出する乗員状況検出手段と、
　前記変更手段を駆動させるための変更駆動手段と、
　前記乗員状況検出手段の検出結果に基づいて前記変更駆動手段を制御する変更制御手段
と、
　を備えたことを特徴とする車室内構造。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車室内構造に係り、特に乗員間のコミュニケーションを取り易くするための
構成を備えた車室内構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の車室内構造としては、次のものが知られている（例えば、特許文献１参
照）。例えば、特許文献１には、車室内音調整装置の例が開示されている。この特許文献
１に記載の例では、フロントシートのヘッドレスト側部に音響レンズが設けられており、
この音響レンズによってリアシートに着座する乗員の声がフロントシートに着座する乗員
に良く聞こえるようになっている。
【特許文献１】実公平４－７１５５８号公報
【特許文献２】特開平１１－３５５７４８号公報
【特許文献３】特開昭６３－１９５０４３号公報
【特許文献４】実開昭６１－１５１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に記載の例では、リアシートに着座する乗員の声がフロント
シートに着座する乗員に良く聞こえるようになっているものの、その逆、つまり、フロン
トシートに着座する乗員の声がリアシートに着座する乗員に良く聞こえるようにはなって
いない。従って、フロントシート及びリアシートに着座する乗員間のコミュニケーション
を取り易くして、より一層快適な車室内空間を実現させるためには改善の余地がある。
【０００４】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、一対の車両用シートに着座する乗
員間のコミュニケーションを取り易くすることで、より一層快適な車室内空間を実現する
ことができる車室内構造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】
【０００５】
　前記課題を解決するために、請求項１に記載の車室内構造は、一対の車両用シートと、
前記一対の車両用シートにそれぞれ着座する乗員から発せられた音声を相手側の乗員へ反
射して収束させながら伝達させるための音声反射伝達部と、前記乗員の一方から発せられ
た音声を前記音声反射伝達部によって前記乗員の他方へ反射して収束させながら伝達させ
得ると共に、前記乗員の他方から発せられた音声を前記音声反射伝達部によって前記乗員
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の一方へ反射して収束させながら伝達させ得る第一態様と、前記乗員同士の音声の伝達率
が前記第一態様よりも低い第二態様と、に切り替えるための切替手段と、を備えたことを
特徴とする。
【０００６】
　請求項１に記載の車室内構造によれば、一対の車両用シートにそれぞれ着座する乗員か
ら音声が発せられると、この音声は音声反射伝達部によって相手側の乗員へ反射して収束
されながら伝達される。つまり、どちらの乗員から発せられた音声も相手側の乗員へ伝達
することができる。しかも、一対の車両用シートにそれぞれ着座する乗員から発せられた
音声を相手側の乗員へ単に反射させて伝達させるだけでなく音声反射伝達部によって反射
して収束させながら伝達させることができる。これにより、一対の車両用シートに着座す
る乗員間のコミュニケーションを取り易くすることができるので、より一層快適な車室内
空間を実現することができる。
　また、請求項１に記載の車室内構造によれば、切替手段によって第一態様に切り替えら
れたときには、乗員から発せられた音声を音声反射伝達部によって相手側の乗員へ反射し
て収束させながら伝達させることができるので、一対の車両用シートに着座する乗員間の
コミュニケーションを取り易くできる。一方、切替手段によって第二態様に切り替えられ
たときには、乗員同士の音声の伝達率が第一態様よりも低くされるので、一対の車両用シ
ートに着座する乗員間のプライバシーを維持できる。このように、切替手段によって第一
態様と第二態様とに切り替えられることにより、乗員間のコミュニケーションを取り易い
車室内空間と、乗員間のプライバシーを維持できる車室内空間とを両立することができる
ので、乗員の意思に合った快適な車室内空間を実現することができる。
【０００７】
　請求項２に記載の車室内構造は、請求項１に記載の車室内構造において、前記音声反射
伝達部は、前記乗員の頭部の位置をそれぞれ焦点とする仮想楕円に沿った凹面状を成し得
る構成とされている、ことを特徴とする。
【０００８】
　請求項２に記載の車室内構造によれば、音声反射伝達部は、乗員の頭部の位置をそれぞ
れ焦点とする仮想楕円に沿った凹面状を成し得る構成とされている。ここで、一般に、楕
円に沿った凹面は、楕円の一方の焦点から発せられた音声を楕円の他方の焦点に反射して
収束させながら伝達するという特性を有する。従って、音声反射伝達部が乗員の頭部の位
置をそれぞれ焦点とする仮想楕円に沿った凹面状を成す場合には、仮想楕円の一方の焦点
に頭部が位置している一方の乗員の頭部からの音声を仮想楕円の他方の焦点に位置する乗
員の頭部へ収束させながら伝達させることができる。
【００１１】
　請求項３に記載の車室内構造は、請求項１又は請求項２に記載の車室内構造において、
前記切替手段は、前記音声反射伝達部を前記一対の車両用シート側に露出させる露出状態
と、前記音声反射伝達部を前記一対の車両用シート側から覆う被覆状態と、を取り得る遮
蔽手段とされている、ことを特徴とする。 
【００１２】
　請求項３に記載の車室内構造によれば、切替手段としての遮蔽手段が音声反射伝達部を
一対の車両用シート側に露出させる露出状態とされたときには、乗員から発せられた音声
を音声反射伝達部によって相手側の乗員へ反射して収束させながら伝達させることができ
る。一方、切替手段としての遮蔽手段が音声反射伝達部を一対の車両用シート側から覆う
被覆状態とされたときには、乗員同士の音声の伝達率を上述の露出状態よりも低くするこ
とができる。このように、遮蔽手段を露出状態と被覆状態とに切り替えることにより、乗
員から発せられた音声を音声反射伝達部によって相手側の乗員へ反射して収束させながら
伝達させ得る第一態様と、乗員同士の音声の伝達率が第一態様よりも低い第二態様と、に
切り替えることができる。
【００１３】
　請求項４に記載の車室内構造は、請求項３に記載の車室内構造において、前記遮蔽手段
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は、巻取部材に巻取可能な巻取式カバー部材を有すると共に、前記巻取式カバー部材が前
記巻取部材に巻き取られることで前記露出状態とされ、前記巻取式カバー部材が前記巻取
部材から展開されることで前記被覆状態とされる、ことを特徴とする。
【００１４】
　請求項４に記載の車室内構造によれば、巻取式カバー部材が巻取部材に巻き取られるこ
とで遮蔽手段を露出状態とすることができ、巻取式カバー部材が巻取部材から展開される
ことで遮蔽手段を被覆状態とすることができる。
【００１５】
　請求項５に記載の車室内構造は、請求項３に記載の車室内構造において、前記遮蔽手段
は、車室内における格納位置と展開位置との間でスライド可能なスライド式カバー部材を
有すると共に、前記スライド式カバー部材が前記格納位置にスライドされることで前記露
出状態とされ、前記スライド式カバー部材が前記展開位置にスライドされることで前記被
覆状態とされる、ことを特徴とする。
【００１６】
　請求項５に記載の車室内構造によれば、スライド式カバー部材が格納位置にスライドさ
れることで遮蔽手段を露出状態とすることができ、スライド式カバー部材が展開位置にス
ライドされることで遮蔽手段を被覆状態とすることができる。
【００１７】
　請求項６に記載の車室内構造は、請求項３～請求項５のいずれか一項に記載の車室内構
造において、前記遮蔽手段は、複数に分割された構成とされている、ことを特徴とする。
【００１８】
　請求項６に記載の車室内構造によれば、遮蔽手段は、複数に分割された構成とされてい
るので、この遮蔽手段のうちの一部を駆動させるだけで遮蔽手段全体を露出状態と被覆状
態とに切り替えることができる。これにより、遮蔽手段全体を駆動させて露出状態と被覆
状態とに切り替える場合に比して、遮蔽手段を駆動させるための構成を簡素なものとする
ことができる。
【００１９】
　請求項７に記載の車室内構造は、請求項１～請求項６のいずれか一項に記載の車室内構
造において、前記音声反射伝達部は、車室内に設けられた車室部材に固定的に設けられて
いる、ことを特徴とする。
【００２０】
　請求項７に記載の車室内構造によれば、音声反射伝達部を車室内に設けられた車室部材
に固定的に設けるという簡素な構成で、一対の車両用シートに着座する乗員間のコミュニ
ケーションを取り易い快適な車室内空間を実現することができる。
【００２１】
　請求項８に記載の車室内構造は、請求項１～請求項７のいずれか一項に記載の車室内構
造において、前記音声反射伝達部は、車室内に複数設けられている、ことを特徴とする。
【００２２】
　請求項８に記載の車室内構造によれば、音声反射伝達部が車室内に複数設けられている
ので、一つの大きな音声反射伝達部によって乗員間の音声伝達をする場合に比して、一つ
当たりの音声反射伝達部の大きさを小さくすることができる。これにより、音声反射伝達
部が占めることによる車室内空間の縮小を最小限に抑えつつ、一対の車両用シートに着座
する乗員間のコミュニケーションを取り易い快適な車室内空間を実現することができる。
【００２３】
　請求項９に記載の車室内構造は、請求項１又は請求項２に記載の車室内構造において、
前記切替手段は、前記音声反射伝達部が一体的に設けられると共に、前記乗員から発せら
れた音声を前記音声反射伝達部によって相手側の乗員へ反射して収束させながら伝達させ
得る第一姿勢と、前記乗員同士の音声の伝達率が前記第一姿勢よりも低い第二姿勢と、を
取り得る可変体とされている、ことを特徴とする。
【００２４】
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　請求項９に記載の車室内構造によれば、切替手段としての可変体が第一姿勢とされたと
きには、乗員から発せられた音声を音声反射伝達部によって相手側の乗員へ反射して収束
させながら伝達させることができる。一方、切替手段としての可変体が第二姿勢とされた
ときには、乗員同士の音声の伝達率を上述の露出状態よりも低くすることができる。この
ように、可変体を第一姿勢と第二姿勢とに切り替えることにより、乗員から発せられた音
声を音声反射伝達部によって相手側の乗員へ反射して収束させながら伝達させ得る第一態
様と、乗員同士の音声の伝達率が第一態様よりも低い第二態様と、に切り替えることがで
きる。しかも、可変体を直接的に姿勢変化させるので、例えば、第一態様と第二態様との
切り替えのために上述の遮蔽手段等を別途設ける必要が無い。これにより、より簡素な構
成により、乗員間のコミュニケーションを取り易い車室内空間と、乗員間のプライバシー
を維持できる車室内空間とを両立することができる。
【００２５】
　請求項１０に記載の車室内構造は、請求項９に記載の車室内構造において、前記可変体
は、車室内にスライド位置を変更可能に設けられたスライド体を有すると共に、前記スラ
イド体のスライド位置が変更されることで前記第一姿勢と前記第二姿勢とに切り替わる、
ことを特徴とする。
【００２６】
　請求項１０に記載の車室内構造によれば、スライド体のスライド位置が変更されること
で可変体を第一姿勢と第二姿勢とに切り替えることができる。
【００２７】
　請求項１１に記載の車室内構造は、請求項９に記載の車室内構造において、前記可変体
は、前記音声反射伝達部を構成する反射面を備え車室内に前記反射面の向きを変更可能に
設けられた変位体を有すると共に、前記変位体が前記反射面の向きを変更されることで前
記第一姿勢と前記第二姿勢とに切り替わる、ことを特徴とする。
【００２８】
　請求項１１に記載の車室内構造によれば、変位体が反射面の向きを変更されることで可
変体を第一姿勢と第二姿勢とに切り替えることができる。
【００２９】
　請求項１２に記載の車室内構造は、請求項９に記載の車室内構造において、前記可変体
は、車室内に少なくとも一部の形状を変更可能に設けられた変形体を有すると共に、前記
変形体が前記少なくとも一部の形状を変更されることで前記第一姿勢と前記第二姿勢とに
切り替わる、ことを特徴とする。
【００３０】
　請求項１２に記載の車室内構造によれば、変形体が少なくとも一部の形状を変更される
ことで可変体を第一姿勢と第二姿勢とに切り替えることができる。
【００３１】
　請求項１３に記載の車室内構造は、請求項９に記載の車室内構造において、前記可変体
は、車室内に回動角度を変更可能に設けられた回動体を有すると共に、前記回動体が前記
回動角度を変更されることで前記第一姿勢と前記第二姿勢とに切り替わる、ことを特徴と
する。
【００３２】
　請求項１３に記載の車室内構造によれば、回動体が回動角度を変更されることで可変体
を第一姿勢と第二姿勢とに切り替えることができる。
【００３３】
　請求項１４に記載の車室内構造は、請求項１３に記載の車室内構造において、前記可変
体は、前記回動体を複数有する構成とされている、ことを特徴とする。
【００３４】
　請求項１４に記載の車室内構造によれば、可変体は、回動体を複数有する構成とされて
いるので、一つの大きな回動体により構成された場合に比して、回動体の一つ当たりの回
動領域を小さくすることができる。これにより、車室内空間における回動体の回動領域の
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確保のためのスペースを最小限に抑えつつ、一対の車両用シートに着座する乗員間のコミ
ュニケーションを取り易い快適な車室内空間を実現することができる。
【００３５】
　請求項１５に記載の車室内構造は、請求項１３又は請求項１４に記載の車室内構造にお
いて、前記回動体は、前記音声反射伝達部を構成する反射面と、前記乗員から発せられた
音声を吸収可能な吸収面と、を有する、ことを特徴とする。
【００３６】
　請求項１５に記載の車室内構造によれば、回動体を反射面が乗員側へ向くように回動さ
せることで乗員から発せられた音声を音声反射伝達部によって相手側の乗員へ反射して収
束させながら伝達させることができる。一方、回動体を吸収面が乗員側へ向くように回動
させることで乗員から発せられた音声を吸収面で吸収することができ、乗員同士の音声の
伝達率を低くすることができる。
【００３７】
　請求項１６に記載の車室内構造は、請求項１～請求項１５のいずれか一項に記載の車室
内構造において、前記音声反射伝達部は、車室内の天井部に設けられている、ことを特徴
とする。
【００３８】
　請求項１６に記載の車室内構造によれば、音声反射伝達部が車室内の天井部に設けられ
ているので、一対の車両用シートにそれぞれ着座する乗員から発せられた音声が車室内の
設置物へ干渉することを抑制しつつ、この音声をより離れた相手側の乗員へ伝達させるこ
とができる。
【００３９】
　また、前記課題を解決するために、請求項１７に記載の車室内構造は、一対の車両用シ
ートと、前記一対の車両用シートにそれぞれ着座する乗員から発せられた音声を相手側の
乗員へ反射して収束させながら伝達させるための音声反射伝達部と、車室内に設けられた
車室部材と、を備え、前記車室部材は、前記音声反射伝達部を構成して前記乗員の一方か
ら発せられた音声を前記音声反射伝達部によって前記乗員の他方へ反射して収束させなが
ら伝達させ得ると共に、前記乗員の他方から発せられた音声を前記音声反射伝達部によっ
て前記乗員の一方へ反射して収束させながら伝達させ得る第一変形状態と、前記乗員同士
の音声の伝達率が前記第一変形状態よりも低い第二変形状態と、に変位可能な反射面と、
　前記乗員から発せられた音声を吸収可能な吸収面と、前記反射面を前記第二変形状態か
ら前記第一変形状態に変形させるための変形手段と、前記反射面が前記乗員の頭部側を向
いた第一態様と、前記吸収面が前記乗員の頭部側を向いた第二態様と、に切り替えるため
の切替手段と、を有する、ことを特徴とする。
【００４０】
　請求項１７に記載の車室内構造によれば、切替手段によって第一態様に切り替えられ、
且つ、変形手段によって反射面が第一変形状態に変形させられたときには、反射面が乗員
の頭部側を向き且つ音声反射伝達部を構成して乗員から発せられた音声を相手側の乗員へ
反射して収束させながら伝達させ得る形状となる。従って、この反射面によって乗員から
発せられた音声を相手側の乗員へ反射して収束させながら伝達させることができる。これ
により、一対の車両用シートに着座する乗員間のコミュニケーションを取り易くできる。
一方、切替手段によって第二態様に切り替えられたときには、吸収面が乗員の頭部側を向
くので、乗員から発せられた音声を吸収面で吸収することができる。従って、乗員同士の
音声の伝達率を上述の第一態様よりも低くすることができる。これにより、一対の車両用
シートに着座する乗員間のプライバシーを維持できる。このように、乗員間のコミュニケ
ーションを取り易い車室内空間と、乗員間のプライバシーを維持できる車室内空間とを両
立することができるので、乗員の意思に合った快適な車室内空間を実現することができる
。
【００４１】
　請求項１８に記載の車室内構造は、請求項１７に記載の車室内構造において、前記反射
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面と前記吸収面とは、無端ベルトに設けられ、前記変形手段は、前記無端ベルトにおける
前記反射面の裏面を前記吸収面の裏面に接合させて前記反射面を前記第二変形状態から前
記第一変形状態に変形させるための接合手段とされ、前記切替手段は、前記第一態様と前
記第二態様とに切り替わるように前記無端ベルトを回転させるための回転手段とされてい
る、ことを特徴とする。
【００４２】
　請求項１８に記載の車室内構造によれば、切替手段としての回転手段を用いて無端ベル
トが回転されて反射面が乗員の頭部側に向けられ、且つ、変形手段としての接合手段によ
って無端ベルトにおける反射面の裏面が吸収面の裏面に接合させたときには、反射面が乗
員の頭部側を向き且つ音声反射伝達部を構成して乗員から発せられた音声を相手側の乗員
へ反射して収束させながら伝達させ得る形状となる。従って、この反射面によって乗員か
ら発せられた音声を相手側の乗員へ反射して収束させながら伝達させることができる。一
方、この状態から切替手段としての回転手段を用いて無端ベルトが回転されると、接合手
段の接合状態が解除され、その後、吸収面が乗員の頭部側へ向けられる。従って、乗員か
ら発せられた音声を吸収面で吸収することができ、乗員同士の音声の伝達率を上述の第一
態様よりも低くすることができる。
【００４３】
　請求項１９に記載の車室内構造は、請求項１７に記載の車室内構造において、前記反射
面と前記吸収面とは、前記車室部材の一方の面と他方の面とに設けられ、前記変形手段は
、前記車室部材における前記反射面の裏面を前記吸収面の裏面に接合させて前記反射面を
前記第二変形状態から前記第一変形状態に変形させるための接合手段とされ、前記切替手
段は、前記第一態様と前記第二態様とに切り替わるように前記車室部材を車室内に回動可
能に支持する回動支持手段とされている、ことを特徴とする。
【００４４】
　請求項１９に記載の車室内構造によれば、切替手段としての回動支持手段を用いて反射
面が乗員の頭部側に向けられるように車室部材を回動させ、且つ、変形手段としての接合
手段によって車室部材における反射面の裏面を吸収面の裏面に接合させたときには、音声
反射伝達部を構成する反射面が乗員の頭部側を向き且つ乗員から発せられた音声を相手側
の乗員へ反射して収束させながら伝達させ得る形状となる。従って、この反射面によって
乗員から発せられた音声を相手側の乗員へ反射して収束させながら伝達させることができ
る。一方、切替手段としての回動支持手段を用いて吸収面が乗員の頭部側に向けられるよ
うに車室部材を回動させたときには、乗員から発せられた音声を吸収面で吸収することが
できる。従って、乗員同士の音声の伝達率を上述の第一態様よりも低くすることができる
。
【００４５】
　請求項２０に記載の車室内構造は、請求項１～請求項１９のいずれか一項に記載の車室
内構造において、前記乗員の状況を検出する乗員状況検出手段と、前記第一態様と前記第
二態様とに切り替えるために前記切替手段を駆動させる切替駆動手段と、前記乗員状況検
出手段の検出結果に基づいて前記切替駆動手段を制御する切替制御手段と、を備えたこと
を特徴とする。
【００４６】
　請求項２０に記載の車室内構造によれば、乗員状況検出手段によって乗員の状況が検出
されると、切替制御手段が乗員状況検出手段の検出結果に基づいて切替駆動手段を制御し
、これにより、切替手段が駆動されて第一態様と第二態様とに切り替えられる。従って、
乗員の状況に応じて自動的に第一態様と第二態様とに切り替えることができるので、乗員
の状況を反映した快適な車室内空間を実現することができる。
【００４７】
　また、前記課題を解決するために、請求項２１に記載の車室内構造は、一対の車両用シ
ートと、前記一対の車両用シートにそれぞれ着座する乗員から発せられた音声を相手側の
乗員へ反射して収束させながら伝達させるための音声反射伝達部と、前記音声反射伝達部
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の位置及び形状の少なくとも一方を変更させるための変更手段と、前記乗員の状況を検出
する乗員状況検出手段と、前記変更手段を駆動させるための変更駆動手段と、前記乗員状
況検出手段の検出結果に基づいて前記変更駆動手段を制御する変更制御手段と、を備えた
ことを特徴とする。
【００４８】
　請求項２１に記載の車室内構造によれば、変更手段を用いることで、例えば乗員の位置
に応じて音声反射伝達部の位置及び形状の少なくとも一方を変更させることができる。こ
れにより、乗員の位置が変化しても快適な車室内空間を維持することができる。
【００５０】
　また、請求項２１に記載の車室内構造によれば、乗員状況検出手段によって乗員の状況
が検出されると、変更制御手段が乗員状況検出手段の検出結果に基づいて変更駆動手段を
制御し、これにより、変更駆動手段によって変更手段が駆動される。従って、乗員の状況
に応じて変更手段を自動的に駆動させることができるので、乗員の状況を反映した快適な
車室内空間を実現することができる。
【発明の効果】
【００５１】
　以上詳述したように、本発明によれば、一対の車両用シートに着座する乗員間のコミュ
ニケーションを取り易くすることで、より一層快適な車室内空間を実現することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５２】
　［第一実施形態］
　はじめに、図１を参照しながら、本発明の第一実施形態について説明する。
【００５３】
　図１には、本発明の第一実施形態に係る車室内構造１０の全体構成が側面図にて示され
ている。
【００５４】
　図１に示される本発明の第一実施形態に係る車室内構造１０は、例えば、ミニバン等の
車両に好適に適用されるものであり、車両前後方向に並ぶ一対の車両用シート１２，１４
を備えている。前側の車両用シート１２は、例えば運転席シートとされており、後側の車
両用シート１４は、例えば運転席側の三列目シートとされている。
【００５５】
　ルーフ外板１６の内側には、車室内の天井部を構成する天井部材１８（本発明における
車室部材に相当）が設けられている。この天井部材１８には、一対の車両用シート１２，
１４にそれぞれ着座する乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声を相手側の乗員へ反射して伝
達させるための音声反射伝達部２２が固定的に設けられている。
【００５６】
　この音声反射伝達部２２は、一対の車両用シート１２，１４にそれぞれ着座する乗員Ｐ
１，Ｐ２の頭部の位置をそれぞれ焦点２４Ａ，２４Ｂとする仮想楕円２６に沿った凹面状
を成している。
【００５７】
　そして、本発明の第一実施形態に係る車室内構造１０によれば、以下の特有な作用及び
効果を奏する。
【００５８】
　つまり、本発明の第一実施形態に係る車室内構造１０によれば、音声反射伝達部２２は
、一対の車両用シート１２，１４にそれぞれ着座する乗員Ｐ１，Ｐ２の頭部の位置をそれ
ぞれ焦点２４Ａ，２４Ｂとする仮想楕円２６に沿った凹面状を成している。
【００５９】
　ここで、一般に、楕円に沿った凹面は、楕円の一方の焦点から発せられた音声を楕円の
他方の焦点に反射して収束させながら伝達するという特性を有する。
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【００６０】
　従って、本発明の第一実施形態に係る車室内構造１０において、仮想楕円２６の第一の
焦点２４Ａに頭部が位置している前側の乗員Ｐ１から音声が発せられた場合には、この前
側の乗員Ｐ１からの音声を仮想楕円２６の第二の焦点２４Ｂに位置する後側の乗員Ｐ２の
頭部へ収束させながら伝達させることができる。
【００６１】
　同様に、仮想楕円２６の第二の焦点２４Ｂに頭部が位置している後側の乗員Ｐ２から音
声が発せられた場合には、この後側の乗員Ｐ２からの音声を仮想楕円２６の第一の焦点２
４Ａに位置する前側の乗員Ｐ１の頭部へ収束させながら伝達させることができる。
【００６２】
　しかも、一対の車両用シート１２，１４にそれぞれ着座する乗員Ｐ１，Ｐ２から発せら
れた音声を相手側の乗員へ単に反射させて伝達させるだけでなく音声反射伝達部２２によ
って反射して収束させながら伝達させることができる。
【００６３】
　これにより、一対の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミュニケ
ーションを取り易くすることができるので、より一層快適な車室内空間を実現することが
できる。
【００６４】
　また、本発明の第一実施形態に係る車室内構造１０によれば、音声反射伝達部２２を車
室内に設けられた天井部材１８に固定的に設けるという簡素な構成で、一対の車両用シー
ト１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミュニケーションを取り易い快適な車室内
空間を実現することができる。
【００６５】
　さらに、本発明の第一実施形態に係る車室内構造１０によれば、音声反射伝達部２２が
車室内の天井部に設けられているので、一対の車両用シート１２，１４にそれぞれ着座す
る乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声が車室内の設置物へ干渉することを抑制しつつ、こ
の音声をより離れた相手側の乗員へ伝達させることができる。
【００６６】
　なお、本発明の第一実施形態に係る車室内構造１０において、音声反射伝達部２２は、
天井部材１８に設けられていたが、インストルメントパネル、ドアトリム等の天井部材１
８以外の他の車室部材に設けられていても良い。
【００６７】
　また、本発明の第一実施形態に係る車室内構造１０において、音声反射伝達部２２は、
車両前後方向に切断した場合の断面が仮想楕円に沿った凹面状を成すように構成されてい
たが、次のように構成されていても良い。
【００６８】
　つまり、例えば、前側の車両用シート１２に着座する乗員Ｐ１に対し後側の車両用シー
ト１４に着座する乗員Ｐ２が車両幅方向にずれることを想定する場合（例えば、前側の車
両用シート１２が助手席で、後側の車両用シート１４が運転席側の三列目シートされる場
合など）には、車両幅方向に切断した場合の断面についても乗員Ｐ１，Ｐ２の頭部の位置
をそれぞれ焦点とする仮想楕円に沿った凹面状を成すように構成されていても良い。また
、車両幅方向に切断した断面を車両幅方向に隣合う乗員の頭部の位置をそれぞれ焦点とす
る仮想楕円に沿った凹面状に形成しても良い。
【００６９】
　［第二実施形態］
　次に、図２を参照しながら、本発明の第二実施形態について説明する。
【００７０】
　図２には、本発明の第二実施形態に係る車室内構造２０の全体構成が側面図にて示され
ている。
【００７１】
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　図２に示される本発明の第二実施形態に係る車室内構造２０は、上述の本発明の第一実
施形態に係る車室内構造１０に対し、天井部材１８の構成が変更されたものである。
【００７２】
　つまり、天井部材１８には、複数の音声反射伝達部２２Ａ，２２Ｂが固定的に設けられ
ている。天井部材１８の中央部に設けられた第一の音声反射伝達部２２Ａは、一対の車両
用シート１２，１４にそれぞれ着座する乗員Ｐ１，Ｐ２の頭部の位置をそれぞれ焦点２４
Ａ，２４Ｂとする第一の仮想楕円２６Ａに沿った凹面状を成している。
【００７３】
　一方、天井部材１８の第一の音声反射伝達部２２Ａよりも前側及び後側にそれぞれ設け
られた第二の音声反射伝達部２２Ｂは、一対の車両用シート１２，１４にそれぞれ着座す
る乗員Ｐ１，Ｐ２の頭部の位置をそれぞれ焦点２４Ａ，２４Ｂとする第二の仮想楕円２６
Ｂに沿った凹面状を成している。
【００７４】
　なお、第一の音声反射伝達部２２Ａ及び第二の音声反射伝達部２２Ｂのうち一方が反射
した音声が他方に干渉しないように、第一の音声反射伝達部２２Ａと焦点２４Ａ，２４Ｂ
とを結ぶ線上から外れた位置に第二の音声反射伝達部２２Ｂが配置されると共に、第二の
音声反射伝達部２２Ｂと焦点２４Ａ，２４Ｂとを結ぶ線上から外れた位置に第一の音声反
射伝達部２２Ａが配置されている。
【００７５】
　そして、本発明の第二実施形態に係る車室内構造２０によれば、以下の特有な作用及び
効果を奏する。
【００７６】
　つまり、本発明の第二実施形態に係る車室内構造２０によれば、複数の音声反射伝達部
２２Ａ，２２Ｂが車室内に設けられているので、この複数の音声反射伝達部２２Ａ，２２
Ｂによって一対の車両用シート１２，１４にそれぞれ着座する乗員Ｐ１，Ｐ２から発せら
れた音声を相手側の乗員へ反射して収束させながら伝達させることができる。
【００７７】
　また、上述の本発明の第一実施形態に係る車室内構造１０のように、一つの大きな音声
反射伝達部２２によって乗員Ｐ１，Ｐ２間の音声伝達をする場合に比して、一つ当たりの
音声反射伝達部２２Ａ，２２Ｂの大きさを小さくすることができる。
【００７８】
　つまり、上述の本発明の第二実施形態に係る車室内構造２０では、第二の音声反射伝達
部２２Ｂを設けることによって第一の音声反射伝達部２２Ａの大きさを小さくすることが
でき、第一の音声反射伝達部２２Ａの両端側の部分の車室内側への出っ張りを小さくする
ことができる。
【００７９】
　これにより、この第一の音声反射伝達部２２Ａが占めることによる車室内空間の縮小を
最小限に抑えつつ、一対の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミュ
ニケーションを取り易い快適な車室内空間を実現することができる。
【００８０】
　なお、本発明の第二実施形態に係る車室内構造２０において、複数の音声反射伝達部２
２Ａ，２２Ｂは、天井部材１８に設けられていたが、天井部材１８以外の他の車室部材に
設けられていても良い。
【００８１】
　［第三実施形態］
　次に、図３を参照しながら、本発明の第三実施形態について説明する。
【００８２】
　図３には、本発明の第三実施形態に係る車室内構造３０の全体構成が側面図にて示され
ている。
【００８３】
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　図３に示される本発明の第三実施形態に係る車室内構造３０は、上述の本発明の第二実
施形態に係る車室内構造２０に対し、巻取式カバー部材３２（本発明における遮蔽手段及
び切替手段に相当）が追加されたものである。
【００８４】
　巻取式カバー部材３２は、一対の車両用シート１２，１４にそれぞれ着座する乗員Ｐ１
，Ｐ２の頭部の位置と天井部材１８との間に配置されている。この巻取式カバー部材３２
は、遮音性の高い布材等により構成されており、巻取部材３３に巻取可能とされている。
【００８５】
　そして、本発明の第三実施形態に係る車室内構造３０によれば、以下の特有な作用及び
効果を奏する。
【００８６】
　つまり、本発明の第三実施形態に係る車室内構造３０によれば、図３（Ａ）に示される
如く、巻取式カバー部材３２が巻取部材３３に巻き取られて音声反射伝達部２２を一対の
車両用シート１２，１４側に露出させる露出状態とされたときには（車室内構造３０にお
けるこの状態が本発明における第一態様に相当する）、乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音
声が音声反射伝達部２２Ａ，２２Ｂによって相手側の乗員へ反射して収束されながら伝達
される。これにより、一対の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミ
ュニケーションを取り易くできる。
【００８７】
　一方、図３（Ｂ）に示される如く、巻取式カバー部材３２が巻取部材３３から展開され
て音声反射伝達部２２Ａ，２２Ｂを一対の車両用シート１２，１４側から覆う被覆状態と
されたときには（車室内構造３０におけるこの状態が本発明における第二態様に相当する
）、一対の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声が巻取
式カバー部材３２によって吸収され、乗員Ｐ１，Ｐ２同士の音声の伝達率が上述の露出状
態よりも低くなる。これにより、一対の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ
２間のプライバシーを維持できる。
【００８８】
　このように、本発明の第三実施形態に係る車室内構造３０によれば、巻取式カバー部材
３２を露出状態と被覆状態とに切り替えられることにより、乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミュニ
ケーションを取り易い車室内空間と、乗員Ｐ１，Ｐ２間のプライバシーを維持できる車室
内空間とを両立することができるので、乗員Ｐ１，Ｐ２の意思に合った快適な車室内空間
を実現することができる。
【００８９】
　また、本発明の第三実施形態に係る車室内構造３０によれば、例えば天井部材１８を音
声の反射性の高い材料で構成した場合でも、天井部材１８を巻取式カバー部材３２によっ
て覆うことができるので、乗員Ｐ１，Ｐ２同士のコミュニケーションが無いときの天井部
材１８における音の反射を抑制できる。これにより、騒音を抑えた快適な車室内空間を実
現することができる。
【００９０】
　［第四実施形態］
　次に、図４，図５を参照しながら、本発明の第四実施形態について説明する。
【００９１】
　図４には、本発明の第四実施形態に係る車室内構造４０の全体構成が側面図にて示され
ており、図５には、この車室内構造４０に備えられた遮蔽部材３４の全体構成が平面図に
て示されている。
【００９２】
　図４に示される本発明の第四実施形態に係る車室内構造４０は、上述の本発明の第三実
施形態に係る車室内構造３０に対し、巻取式カバー部材３２の代わりに遮蔽部材３４（本
発明における遮蔽手段及び切替手段に相当）が備えられたものである。
【００９３】
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　遮蔽部材３４は、一対の車両用シート１２，１４にそれぞれ着座する乗員Ｐ１，Ｐ２の
頭部の位置と天井部材１８との間に配置されており、遮音性の高い板材等により構成され
ている。
【００９４】
　この遮蔽部材３４は、車両前後方向に複数に分割されており、複数の固定式カバー部材
３６及びスライド式カバー部材３８により構成されている。各固定式カバー部材３６及び
スライド式カバー部材３８は、図５に示されるように、いずれも車両幅方向に延びる短冊
状に構成されている。
【００９５】
　また、固定式カバー部材３６は、車両前後方向に等間隔に固定的に設置されている。一
方、スライドカバー部材は、図４（Ａ），図５（Ａ）に示される如く固定式カバー部材３
６と板厚方向に重ねられた格納位置と、図４（Ｂ），図５（Ｂ）に示される如く固定式カ
バー部材３６と平面方向に並ぶ展開位置との間でスライド可能とされている。
【００９６】
　そして、本発明の第四実施形態に係る車室内構造４０によれば、以下の特有な作用及び
効果を奏する。
【００９７】
　つまり、本発明の第四実施形態に係る車室内構造４０によれば、図４（Ａ），図５（Ａ
）に示される如く、スライド式カバー部材３８が格納位置にスライドされると、遮蔽部材
３４が音声反射伝達部２２Ａ，２２Ｂを一対の車両用シート１２，１４側に露出させる露
出状態とされる（車室内構造４０におけるこの状態が本発明における第一態様に相当する
）。
【００９８】
　このときには、乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声が音声反射伝達部２２Ａ，２２Ｂに
よって相手側の乗員へ反射して収束されながら伝達される。これにより、一対の車両用シ
ート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミュニケーションを取り易くできる。
【００９９】
　一方、図４（Ｂ），図５（Ｂ）に示される如く、スライド式カバー部材３８が展開位置
にスライドされると、遮蔽部材３４が音声反射伝達部２２Ａ，２２Ｂを一対の車両用シー
ト１２，１４側から覆う被覆状態とされる（車室内構造４０におけるこの状態が本発明に
おける第二態様に相当する）。
【０１００】
　このときには、一対の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられ
た音声が遮蔽部材３４によって吸収され、乗員Ｐ１，Ｐ２同士の音声の伝達率が上述の露
出状態よりも低くなる。これにより、一対の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１
，Ｐ２間のプライバシーを維持できる。
【０１０１】
　このように、本発明の第四実施形態に係る車室内構造４０によれば、遮蔽部材３４を露
出状態と被覆状態とに切り替えられることにより、乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミュニケーショ
ンを取り易い車室内空間と、乗員Ｐ１，Ｐ２間のプライバシーを維持できる車室内空間と
を両立することができるので、乗員Ｐ１，Ｐ２の意思に合った快適な車室内空間を実現す
ることができる。
【０１０２】
　また、本発明の第四実施形態に係る車室内構造４０によれば、遮蔽部材３４は、固定式
カバー部材３６及びスライド式カバー部材３８に分割された構成とされているので、この
遮蔽部材３４のうちのスライド式カバー部材３８を駆動させるだけで遮蔽部材３４全体を
露出状態と被覆状態とに切り替えることができる。これにより、遮蔽部材３４全体を駆動
させて露出状態と被覆状態とに切り替える場合に比して、遮蔽部材３４を駆動させるため
の構成を簡素なものとすることができる。
【０１０３】
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　なお、本発明の第四実施形態に係る車室内構造４０では、遮蔽部材３４が車両前後方向
に複数に分割されて、各固定式カバー部材３６及びスライド式カバー部材３８がそれぞれ
車両幅方向に延びる短冊状に構成されていたが、次のように構成されていても良い。
【０１０４】
　つまり、図６に示されるように、遮蔽部材３４が車両前後方向及び車両幅方向にそれぞ
れに複数に分割されて、各固定式カバー部材３６及びスライド式カバー部材３８がそれぞ
れセル状に構成されていても良い。
【０１０５】
　また、本発明の第四実施形態に係る車室内構造４０において、遮蔽部材３４は、スライ
ド式カバー部材３８と固定式カバー部材３６とに分割して構成されていたが、上述の本発
明の第三実施形態に係る車室内構造３０における巻取式カバー部材３２と固定式カバー部
材３６とに分割して構成されていても良い。
【０１０６】
　また、本発明の第四実施形態に係る車室内構造４０では、天井部材１８に音声反射伝達
部２２Ａ，２２Ｂが形成されていたが、ルーフ外板１６に音声反射伝達部２２Ａ，２２Ｂ
が形成され、天井部材１８が遮蔽部材として構成されていても良い。
【０１０７】
　［第五実施形態］
　次に、図７を参照しながら、本発明の第五実施形態について説明する。
【０１０８】
　図７には、本発明の第五実施形態に係る車室内構造５０の全体構成が側面図にて示され
ている。
【０１０９】
　図７に示される本発明の第五実施形態に係る車室内構造５０は、上述の本発明の第二実
施形態に係る車室内構造２０に対し、天井部材１８（本発明における車室部材、切替手段
、可変体、スライド体に相当）が車両前後方向にスライド可能に設けられたものである。
【０１１０】
　つまり、天井部材１８は、図７（Ａ）に示される如く前側位置（本発明における第一姿
勢に相当）と、図７（Ｂ）に示される如く後側位置（本発明における第二姿勢に相当）に
スライド可能とされている。
【０１１１】
　そして、本発明の第五実施形態に係る車室内構造５０によれば、以下の特有な作用及び
効果を奏する。
【０１１２】
　つまり、本発明の第五実施形態に係る車室内構造５０によれば、図７（Ａ）に示される
如く、天井部材１８が前側位置にスライドされたときには（車室内構造５０におけるこの
状態が本発明における第一態様に相当する）、乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声が音声
反射伝達部２２Ａ，２２Ｂによって相手側の乗員へ反射して収束されながら伝達される。
これにより、一対の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミュニケー
ションを取り易くできる。
【０１１３】
　一方、図７（Ｂ）に示される如く、天井部材１８が後側位置にスライドされたときには
（車室内構造５０におけるこの状態が本発明における第二態様に相当する）、焦点が乗員
Ｐ１，Ｐ２の頭部からずれた位置へ移動されるため、乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声
が音声反射伝達部２２Ａ，２２Ｂによって相手側の乗員と異なる位置へ反射される。これ
により、図７（Ａ）に示される如く天井部材１８が前側位置にスライドされたときよりも
、乗員Ｐ１，Ｐ２同士の音声の伝達率を低くすることができるので、一対の車両用シート
１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間のプライバシーを維持できる。
【０１１４】
　このように、本発明の第五実施形態に係る車室内構造５０によれば、天井部材１８を前
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側位置と後側位置とに切り替えることにより、乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミュニケーションを
取り易い車室内空間と、乗員Ｐ１，Ｐ２間のプライバシーを維持できる車室内空間とを両
立することができるので、乗員Ｐ１，Ｐ２の意思に合った快適な車室内空間を実現するこ
とができる。
【０１１５】
　しかも、天井部材１８を直接的にスライドさせるので、例えば、乗員Ｐ１，Ｐ２間のコ
ミュニケーションを取り易い車室内空間と、乗員Ｐ１，Ｐ２間のプライバシーを維持でき
る車室内空間との切り替えのために、上述の本発明の第三実施形態に係る車室内構造３０
及び本発明の第四実施形態に係る車室内構造４０のように、遮蔽手段等を別途設ける必要
が無い。
【０１１６】
　これにより、より簡素な構成により、乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミュニケーションを取り易
い車室内空間と、乗員Ｐ１，Ｐ２間のプライバシーを維持できる車室内空間とを両立する
ことができる。
【０１１７】
　なお、本発明の第五実施形態に係る車室内構造５０では、音声反射伝達部２２Ａ，２２
Ｂが天井部材１８に一体的に設けられると共に、この天井部材１８がスライドされる構成
とされていたが、音声反射伝達部２２Ａ，２２Ｂが他の車室部材に一体的に設けられると
共に、この車室部材がスライドされる構成とされていても良い。
【０１１８】
　［第六実施形態］
　次に、図８を参照しながら、本発明の第六実施形態について説明する。
【０１１９】
　図８には、本発明の第六実施形態に係る車室内構造６０の全体構成が側面図にて示され
ている。
【０１２０】
　図８に示される本発明の第六実施形態に係る車室内構造６０は、上述の本発明の第一実
施形態に係る車室内構造１０に対し、車室内における音声反射伝達部２２の設置箇所が変
更されたものである。
【０１２１】
　つまり、音声反射伝達部２２は、コンソールボックス４２を開閉するためのコンソール
ドア４４（本発明における車室部材、切替手段、可変体、変位体に相当）に一体的に設け
られている。
【０１２２】
　コンソールドア４４は、一方の面を音声反射伝達部２２が一体的に設けられた凹曲面状
の反射面４４Ａとされており、他方の面を乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声を拡散させ
得る凸曲面状の拡散面４４Ｂとされている。
【０１２３】
　また、このコンソールドア４４は、図８（Ａ）に示される如く反射面４４Ａを上向きと
した第一姿勢と、図８（Ｂ）に示される如く反射面４４Ａを下向きとした第二姿勢と、を
取り得るようになっている。
【０１２４】
　そして、本発明の第六実施形態に係る車室内構造６０によれば、以下の特有な作用及び
効果を奏する。
【０１２５】
　つまり、本発明の第六実施形態に係る車室内構造６０によれば、図８（Ａ）に示される
如く、コンソールドア４４が反射面４４Ａを上向きとした第一姿勢とされたときには（車
室内構造６０におけるこの状態が本発明における第一態様に相当する）、乗員Ｐ１，Ｐ２
から発せられた音声が音声反射伝達部２２によって相手側の乗員へ反射して収束されなが
ら伝達される。これにより、一対の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間
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のコミュニケーションを取り易くできる。
【０１２６】
　一方、図８（Ｂ）に示される如く、コンソールドア４４が反射面４４Ａを下向きとした
第二姿勢とされたときには（車室内構造６０におけるこの状態が本発明における第二態様
に相当する）、乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声が拡散面４４Ｂによって拡散されて相
手側の乗員と異なる位置へ反射される。これにより、図８（Ａ）に示される如くコンソー
ルドア４４が反射面４４Ａを上向きとした第一姿勢とされたときよりも、乗員Ｐ１，Ｐ２
同士の音声の伝達率が低くなるので、一対の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１
，Ｐ２間のプライバシーを維持できる。
【０１２７】
　このように、本発明の第六実施形態に係る車室内構造６０によれば、コンソールドア４
４をひっくり返すことにより、乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミュニケーションを取り易い車室内
空間と、乗員Ｐ１，Ｐ２間のプライバシーを維持できる車室内空間とを両立することがで
きるので、乗員Ｐ１，Ｐ２の意思に合った快適な車室内空間を実現することができる。
【０１２８】
　なお、本発明の第六実施形態に係る車室内構造６０では、音声反射伝達部２２がコンソ
ールドア４４に一体的に設けられると共に、このコンソールドア４４がひっくり返される
構成とされていたが、音声反射伝達部２２が他の車室部材に一体的に設けられると共に、
この車室部材がひっくり返される構成とされていても良い。
【０１２９】
　つまり、例えば、図９に示される本発明の第六実施形態に係る車室内構造６０の変形例
では、音声反射伝達部２２は、Ａピラー４６の車室内側に設けられたトリム部材４８（本
発明における車室部材、切替手段、可変体、変位体に相当）に一体的に設けられている。
【０１３０】
　トリム部材４８は、一方の面が音声反射伝達部２２が一体的に設けられた凹曲面状の反
射面４８Ａとされており、他方の面が乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声を吸収し得る凸
曲面状の吸収面４８Ｂとされている。また、このトリム部材４８は、図９（Ａ）に示され
る如く反射面４４Ａを車室内側向きとした第一姿勢と、図９（Ｂ）に示される如く反射面
４４Ａを車室外側向きとした第二姿勢と、を取り得るようになっている。
【０１３１】
　このように構成されていても、トリム部材４８をひっくり返すことにより、乗員Ｐ１，
Ｐ２間のコミュニケーションを取り易い車室内空間と、乗員Ｐ１，Ｐ２間のプライバシー
を維持できる車室内空間とを両立することができるので、乗員Ｐ１，Ｐ２の意思に合った
快適な車室内空間を実現することができる。
【０１３２】
　なお、本変形例において、トリム部材４８は、Ａピラー４６の車室内側に設けられたピ
ラートリムとして構成されていたが、例えば、ドアの車室内側に設けられたドアトリムと
して構成されても良い。また、トリム部材４８は、車室内に複数設けられていても良い。
【０１３３】
　［第七実施形態］
　次に、図１０を参照しながら、本発明の第七実施形態について説明する。
【０１３４】
　図１０には、本発明の第七実施形態に係る車室内構造７０の全体構成が側面図にて示さ
れている。
【０１３５】
　図１０に示される本発明の第七実施形態に係る車室内構造７０は、上述の本発明の第二
実施形態に係る車室内構造２０に対し、車室内における複数の音声反射伝達部２２Ａ，２
２Ｂの設置箇所が変更されたものである。
【０１３６】
　つまり、第一の音声反射伝達部２２Ａは、サンバイザ５２（本発明における車室部材、



(18) JP 4311487 B2 2009.8.12

10

20

30

40

50

切替手段、可変体、変位体、回動体に相当）に一体的に設けられており、第二の音声反射
伝達部２２Ｂは、サンバイザ５２を収容するための収容凹部５４の底面に一体的に設けら
れている。
【０１３７】
　また、サンバイザ５２は、一方の面を音声反射伝達部２２Ａが一体的に設けられた凹曲
面状の反射面５２Ａとされており、他方の面を乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声を吸収
し得る吸収面５２Ｂとされている。
【０１３８】
　さらに、サンバイザ５２は、車室内の天井部に回動軸部５６を介して回動可能に支持さ
れており、図１０（Ａ）に示される如く反射面５２Ａを下向きとした展開位置（本発明に
おける第一姿勢に相当）と、図１０（Ｂ）に示される如く反射面５２Ａを上向きとした格
納位置（本発明における第二姿勢に相当）と、を取り得るようになっている。
【０１３９】
　そして、本発明の第七実施形態に係る車室内構造７０によれば、以下の特有な作用及び
効果を奏する。
【０１４０】
　つまり、本発明の第七実施形態に係る車室内構造７０によれば、図１０（Ａ）に示され
る如く、サンバイザ５２が反射面５２Ａを下向きとした展開状態とされたときには（車室
内構造７０におけるこの状態が本発明における第一態様に相当する）、乗員Ｐ１，Ｐ２か
ら発せられた音声が音声反射伝達部２２Ａによって相手側の乗員へ反射して収束されなが
ら伝達される。これにより、一対の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間
のコミュニケーションを取り易くできる。
【０１４１】
　一方、図１０（Ｂ）に示される如く、サンバイザ５２が反射面５２Ａを上向きとした格
納状態とされたときには（車室内構造７０におけるこの状態が本発明における第二態様に
相当する）、サンバイザ５２によって音声反射伝達部２２Ｂが覆われると共に、乗員Ｐ１
，Ｐ２から発せられた音声が吸収面５２Ｂによって吸収される。これにより、図１０（Ａ
）に示される如くサンバイザ５２が展開状態とされたときよりも、乗員Ｐ１，Ｐ２同士の
音声の伝達率が低くなるので、一対の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２
間のプライバシーを維持できる。
【０１４２】
　このように、本発明の第七実施形態に係る車室内構造７０によれば、サンバイザ５２を
回動させることにより、乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミュニケーションを取り易い車室内空間と
、乗員Ｐ１，Ｐ２間のプライバシーを維持できる車室内空間とを両立することができるの
で、乗員Ｐ１，Ｐ２の意思に合った快適な車室内空間を実現することができる。
【０１４３】
　［第八実施形態］
　次に、図１１を参照しながら、本発明の第八実施形態について説明する。
【０１４４】
　図１１には、本発明の第八実施形態に係る車室内構造８０の全体構成が側面図にて示さ
れている。
【０１４５】
　図１１に示される本発明の第八実施形態に係る車室内構造８０は、上述の本発明の第一
実施形態に係る車室内構造１０に対し、アクチュエータ５８が追加されると共に、天井部
材１８（本発明における車室部材、切替手段、可変体、変形体に相当）が可撓性を有する
構成とされたものである。
【０１４６】
　つまり、アクチュエータ５８は、例えば、図示しない操作スイッチ等からの操作信号に
応じて天井部材１８の中央部を車両上下方向に押し引きする構成とされている。
【０１４７】
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　一方、天井部材１８は、図１１（Ａ）に示される如くアクチュエータ５８により中央部
を引き上げられることで音声反射伝達部２２を構成する第一姿勢と、図１１（Ｂ）に示さ
れる如くアクチュエータ５８により中央部を引き下げられて平坦状を成す第二姿勢と、を
取り得るようになっている。
【０１４８】
　そして、本発明の第八実施形態に係る車室内構造８０によれば、以下の特有な作用及び
効果を奏する。
【０１４９】
　つまり、本発明の第八実施形態に係る車室内構造８０によれば、図１１（Ａ）に示され
る如く、天井部材１８がアクチュエータ５８により中央部を引き上げられることで音声反
射伝達部２２を構成する第一姿勢とされたときには（車室内構造８０におけるこの状態が
本発明における第一態様に相当する）、乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声が音声反射伝
達部２２によって相手側の乗員へ反射して収束されながら伝達される。これにより、一対
の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミュニケーションを取り易く
できる。
【０１５０】
　一方、図１１（Ｂ）に示される如く、天井部材１８がアクチュエータ５８により中央部
を引き下げられて平坦状を成す第二姿勢とされたときには（車室内構造８０におけるこの
状態が本発明における第二態様に相当する）、乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声が相手
側の乗員と異なる位置へ反射される。これにより、図１１（Ａ）に示される如く天井部材
１８が音声反射伝達部２２を構成するときよりも、乗員Ｐ１，Ｐ２同士の音声の伝達率を
低くなるので、一対の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間のプライバシ
ーを維持できる。
【０１５１】
　このように、本発明の第八実施形態に係る車室内構造８０によれば、天井部材１８の形
状を変更することにより、乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミュニケーションを取り易い車室内空間
と、乗員Ｐ１，Ｐ２間のプライバシーを維持できる車室内空間とを両立することができる
ので、乗員Ｐ１，Ｐ２の意思に合った快適な車室内空間を実現することができる。
【０１５２】
　なお、本発明の第八実施形態に係る車室内構造８０では、天井部材１８の全体の形状が
変更されることにより天井部材１８に音声反射伝達部２２が構成されるようになっていた
が、天井部材１８の一部の形状が変更されることによりこの天井部材１８の一部に音声反
射伝達部２２が構成されるようになっていても良い。
【０１５３】
　また、本発明の第八実施形態に係る車室内構造８０では、天井部材１８の形状が変更さ
れて音声反射伝達部２２が天井部材１８に構成されるようになっていたが、天井部材１８
以外の他の車室部材の形状が変更されて音声反射伝達部２２がこの他の車室部材に構成さ
れるようになっていても良い。
【０１５４】
　［第九実施形態］
　次に、図１２を参照しながら、本発明の第九実施形態について説明する。
【０１５５】
　図１２には、本発明の第九実施形態に係る車室内構造９０の全体構成が側面図にて示さ
れている。
【０１５６】
　図１２に示される本発明の第九実施形態に係る車室内構造９０は、上述の本発明の第一
実施形態に係る車室内構造１０に対し、天井部材１８（本発明における車室部材、切替手
段、可変体に相当）が複数の回動板６２（本発明における回動体に相当）に分割されると
共に、この回動板６２を乗員Ｐ１，Ｐ２の音声発生状況に応じて駆動させるための駆動装
置６４が追加されたものである。
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【０１５７】
　各回動板６２は、一方の面が乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声を反射し得る反射面６
２Ａとされており、他方の面が乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声を吸収し得る吸収面６
２Ｂとされている。
【０１５８】
　また、各回動板６２は、車室内の天井部に回動軸部６６を介して回動可能に支持されて
いる。そして、天井部材１８は、図１２（Ａ）に示される如く各回動板６２が反射面６２
Ａを下向きとされることで音声反射伝達部２２を構成する第一姿勢と、図１２（Ｂ）に示
される如く各回動板６２が吸収面６２Ｂを下向きとした第二姿勢と、を取り得るようにな
っている。
【０１５９】
　駆動装置６４は、乗員Ｐ１，Ｐ２の音声発生状況を検出するセンサ７２（本発明におけ
る乗員状況検出手段に相当）と、回動体を回転駆動させるモータ７４（本発明における切
替駆動手段に相当）と、センサ７２の出力信号に基づいてモータ７４を制御するＥＣＵ７
６（本発明における切替制御手段に相当）と、を備えている。
【０１６０】
　センサ７２は、例えば、乗員Ｐ１，Ｐ２の音声発生状況を検出することができるマイク
等により構成されている。
【０１６１】
　そして、本発明の第九実施形態に係る車室内構造９０によれば、以下の特有な作用及び
効果を奏する。
【０１６２】
　つまり、本発明の第九実施形態に係る車室内構造９０によれば、センサ７２によって乗
員Ｐ１，Ｐ２の音声発生状況が検出され、ＥＣＵ７６がセンサ７２の出力信号に基づいて
乗員Ｐ１，Ｐ２の音声が発生したと判断するとモータ７４を制御し、これにより、各回動
板６２が反射面６２Ａを下向きとされるように回動される。
【０１６３】
　そして、図１２（Ａ）に示される如く、各回動板６２が反射面６２Ａを下向きとされた
ときには（車室内構造９０におけるこの状態が本発明における第一態様に相当する）、天
井部材１８が音声反射伝達部２２を構成するので、乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声が
音声反射伝達部２２によって相手側の乗員へ反射して収束されながら伝達される。これに
より、一対の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミュニケーション
を取り易くできる。
【０１６４】
　一方、センサ７２によって乗員Ｐ１，Ｐ２の状況が検出され、ＥＣＵ７６がセンサ７２
の出力信号に基づいて乗員Ｐ１，Ｐ２の音声が発生していない判断するとモータ７４を制
御し、これにより、各回動板６２が吸収面６２Ｂを下向きとされるように回動される。
【０１６５】
　そして、図１２（Ｂ）に示される如く、各回動板６２が吸収面６２Ｂを下向きとされた
ときには（車室内構造９０におけるこの状態が本発明における第二態様に相当する）、一
対の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声が各回動板６
２の吸収面６２Ｂによって吸収される。これにより、図１２（Ａ）に示される如く各回動
板６２が反射面６２Ａを下向きとされたときよりも、乗員Ｐ１，Ｐ２同士の音声の伝達率
が低くなるので、一対の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間のプライバ
シーを維持できる。
【０１６６】
　このように、本発明の第九実施形態に係る車室内構造９０によれば、天井部材１８を構
成する各回動板６２の回動角度を変更が変更されることにより、乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミ
ュニケーションを取り易い車室内空間と、乗員Ｐ１，Ｐ２間のプライバシーを維持できる
車室内空間とを両立することができるので、乗員Ｐ１，Ｐ２の意思に合った快適な車室内
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空間を実現することができる。
【０１６７】
　また、本発明の第九実施形態に係る車室内構造９０によれば、乗員Ｐ１，Ｐ２の音声発
生状況に応じて各回動板６２を自動的に回動させることができるので、乗員Ｐ１，Ｐ２の
音声発生状況を反映した快適な車室内空間を実現することができる。
【０１６８】
　また、本発明の第九実施形態に係る車室内構造９０によれば、複数の回動板６２は、天
井部材１８を複数に分割しただけの構成であるので、従来の天井部材１８と同等の見栄え
及び車室内空間の容量を確保できる。
【０１６９】
　また、本発明の第九実施形態に係る車室内構造９０によれば、複数の回動板６２は、吸
収面６２Ｂを下向きとした第二姿勢から反射面６２Ａを下向きとして音声反射伝達部２２
を構成する第一姿勢とされた場合でも第二姿勢のときと全体の形状が変化しない。従って
、複数の回動板６２が反射面６２Ａを下向きとして音声反射伝達部２２を構成する第一姿
勢とされた場合でも、吸収面６２Ｂを下向きとした第二姿勢とされた場合に比して、車室
内空間の容量が変化することを抑制できる。
【０１７０】
　また、本発明の第九実施形態に係る車室内構造９０によれば、天井部材１８は、回動板
６２を複数有する構成とされているので、一つの大きな回動板６２により構成された場合
に比して、回動板６２の一つ当たりの回動領域を小さくすることができる。これにより、
車室内空間における回動板６２の回動領域の確保のためのスペースを最小限に抑えつつ、
一対の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミュニケーションを取り
易い快適な車室内空間を実現することができる。
【０１７１】
　なお、本発明の第九実施形態に係る車室内構造９０では、乗員Ｐ１，Ｐ２の音声発生状
況に応じて回動板６２が駆動装置６４によって自動的に回動されるようになっていたが、
次のように構成されていても良い。
【０１７２】
　つまり、乗員Ｐ１，Ｐ２による操作スイッチ等の操作に応じて回動板６２が駆動装置６
４によって回動されるようになっていても良く、また、操作ハンドル等によって各回動板
６２を手動で回動させることができるようになっていても良い。また、回動板６２が乗員
Ｐ１，Ｐ２の着座席に応じて部分的に回動されるようになっていても良い（例えば、回動
板が車両幅方向に分割され、このうち運転席シートと運転席側の三列目シートとを音声伝
達可能とする回動板のみが回動されるようになっていても良い）。
【０１７３】
　また、本発明の第九実施形態に係る車室内構造９０では、複数の回動板６２が、一つの
音声反射伝達部２２を構成するようになっていたが、複数の音声反射伝達部を構成するよ
うになっていても良い。
【０１７４】
　例えば、図１３に示される本発明の第九実施形態に係る車室内構造９０の変形例では、
天井部材１８の中央部に配置された回動板６２が、第一の音声反射伝達部２２Ａを構成し
、天井部材１８の前側及び後側に配置された回動板６２が、第二の音声反射伝達部２２Ｂ
を構成するようになっている。
【０１７５】
　この構成によれば、複数の音声反射伝達部２２Ａ，２２Ｂが車室内に設けられているの
で、この複数の音声反射伝達部２２Ａ，２２Ｂによって一対の車両用シート１２，１４に
それぞれ着座する乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声を相手側の乗員へ反射して収束させ
ながら伝達させることができる。
【０１７６】
　また、上述のように、複数の回動板６２によって一つの音声反射伝達部２２を構成する
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場合に比して、一つ当たりの音声反射伝達部２２Ａ，２２Ｂの大きさを小さくすることが
できる。
【０１７７】
　つまり、本変形例では、第二の音声反射伝達部２２Ｂを設けることによって第一の音声
反射伝達部２２Ａの大きさを小さくすることができ、第一の音声反射伝達部２２Ａの両端
側の部分の車室内側への出っ張りを小さくすることができる。
【０１７８】
　これにより、この第一の音声反射伝達部２２Ａが占めることによる車室内空間の縮小を
最小限に抑えつつ、一対の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミュ
ニケーションを取り易い快適な車室内空間を実現することができる。
【０１７９】
　また、本発明の第九実施形態に係る車室内構造９０では、乗員Ｐ１，Ｐ２の音声発生状
況に応じて複数の回動板６２を駆動装置６４により自動的に回動させることで乗員Ｐ１，
Ｐ２から発せられた音声を反射する状態と音声を吸収する状態との切替が行われるような
っていたが、次のように構成されていても良い。
【０１８０】
　つまり、乗員Ｐ１，Ｐ２の音声発生状況に応じて他の部材を駆動装置６４により自動的
に駆動させることで乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声を反射する状態と音声を吸収する
状態との切替が行われるようになっていても良い。
【０１８１】
　例えば、駆動装置６４を本発明の第三実施形態乃至第八実施形態に係る車室内構造１０
に適用し、巻取式カバー部材３２、スライド式カバー部材３８、天井部材１８、コンソー
ルドア４４やトリム部材４８、サンバイザ５２等を乗員Ｐ１，Ｐ２の音声発生状況に応じ
て駆動装置６４により自動的に駆動させることで乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声を反
射する状態と音声を吸収する状態との切替が行われるようになっていても良い。
【０１８２】
　また、本発明の第九実施形態に係る車室内構造９０では、センサ７２がマイク等により
構成され、ＥＣＵ７６がこのセンサ７２の出力信号に基づいて乗員Ｐ１，Ｐ２の音声の発
生を判断した場合に各回動板６２が反射面６２Ａを下向きとされるようにモータ７４を駆
動させる構成とされていたが、次のように構成されていても良い。
【０１８３】
　つまり、センサ７２が乗員Ｐ１，Ｐ２の存在を検知する乗員Ｐ１，Ｐ２存在検知センサ
により構成され、ＥＣＵ７６がこのセンサ７２の出力信号に基づいて乗員Ｐ１，Ｐ２が存
在すると判断した場合に各回動板６２が反射面６２Ａを下向きとされるようにモータ７４
を駆動させる構成とされていても良い。
【０１８４】
　［第十実施形態］
　次に、図１４を参照しながら、本発明の第十実施形態について説明する。
【０１８５】
　図１４には、本発明の第十実施形態に係る車室内構造１００の全体構成が側面図にて示
されている。
【０１８６】
　図１４に示される本発明の第十実施形態に係る車室内構造１００は、上述の本発明の第
九実施形態に係る車室内構造９０に対し、複数の回動板６２（本発明における変更手段に
相当）を回転駆動させるための駆動装置６４の構成が変更されたものである。
【０１８７】
　つまり、駆動装置６４において、センサ８２（本発明における乗員状況検出手段に相当
）は、乗員Ｐ１，Ｐ２の位置を検出することができる赤外線センサ、着座位置検出センサ
等により構成されている。
【０１８８】
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　モータ８４（本発明における変更駆動手段に相当）は、複数の回動板６２を回転駆動さ
せる構成とされており、ＥＣＵ８６（本発明における変更制御手段に相当）は、センサ８
２の出力信号に基づいてモータ８４を制御する構成とされている。
【０１８９】
　そして、本発明の第十実施形態に係る車室内構造１００によれば、以下の特有な作用及
び効果を奏する。
【０１９０】
　つまり、本発明の第十実施形態に係る車室内構造１００によれば、センサ８２によって
乗員Ｐ１，Ｐ２の位置が検出され、ＥＣＵ８６がセンサ８２の出力信号に基づいて乗員Ｐ
１，Ｐ２の位置が変化したと判断するとモータ８４を制御し、これにより、複数の回動板
６２により構成される音声反射伝達部２２が乗員Ｐ１，Ｐ２の頭部の位置をそれぞれ焦点
２４Ａ，２４Ｂとする仮想楕円２６に沿った形状を維持するように、各回動板６２の回動
角度が調節される。
【０１９１】
　すなわち、図１４（Ａ）に示される如く前側の乗員Ｐ１に対し後側の乗員Ｐ２の位置が
遠くなったときと、図１４（Ｂ）に示される如く前側の乗員Ｐ１に対し後側の乗員Ｐ２の
位置が近くなったときのいずれの場合でも、複数の回動板６２により構成される音声反射
伝達部２２が乗員Ｐ１，Ｐ２の頭部の位置をそれぞれ焦点２４Ａ，２４Ｂとする仮想楕円
２６に沿った形状に維持される。これにより、乗員Ｐ１，Ｐ２の位置が変化しても快適な
車室内空間を維持することができる。
【０１９２】
　また、本発明の第十実施形態に係る車室内構造１００によれば、乗員Ｐ１，Ｐ２の位置
に応じて複数の回動板６２を自動的に回動させることができるので、乗員Ｐ１，Ｐ２の位
置を反映した快適な車室内空間を実現することができる。
【０１９３】
　なお、本発明の第十実施形態に係る車室内構造１００では、天井部材１８を構成する各
回動板６２の回動角度を調節することで音声反射伝達部２２の形状が変化されるように構
成されていたが、天井部材１８以外の他の車室部材を駆動させることで音声反射伝達部２
２の形状が変化されるように構成されていても良い。
【０１９４】
　また、本発明の第十実施形態に係る車室内構造１００において、音声反射伝達部２２は
、各回動板６２の回動角度を調節することで形状が変化されるように構成されていたが、
各回動板６２の回動角度を調節することで位置が変化されるように構成されていても良く
、また、各回動板６２の回動角度を調節することで形状及び位置の少なくとも一方が変化
されるように構成されていても良い。
【０１９５】
　また、本発明の第十実施形態に係る車室内構造１００では、乗員Ｐ１，Ｐ２の位置に応
じて回動板６２の回動角度が駆動装置６４によって自動的に調節されるようになっていた
が、次のように構成されていても良い。
【０１９６】
　つまり、乗員Ｐ１，Ｐ２による操作スイッチ等の操作に応じて回動板６２の回動角度が
駆動装置６４によって調節されるようになっていても良く、また、操作ハンドル等によっ
て各回動板６２の回動角度を手動で調節することができるようになっていても良い。
【０１９７】
　［第十一実施形態］
　次に、図１５を参照しながら、本発明の第十一実施形態について説明する。
【０１９８】
　図１５には、本発明の第十一実施形態に係る車室内構造１１０の全体構成が側面図にて
示されている。
【０１９９】
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　図１５に示される本発明の第十一実施形態に係る車室内構造１１０は、上述の本発明の
第一実施形態に係る車室内構造１０に対し、天井部材１８から音声反射伝達部２２が省か
れた代わりに、ベルト式天井部材９２（本発明における車室部材に相当）と、モータ１０
２が追加されたものである。
【０２００】
　ベルト式天井部材９２には、反射面９４Ａと吸収面９４Ｂとが設けられた無端ベルト９
４が備えられている。無端ベルト９４の内側には、無端ベルト９４における反射面９４Ａ
の裏面を吸収面９４Ｂの裏面に接合させるための面状ファスナ９６（本発明における変形
手段及び接合手段に相当）が設けられている。
【０２０１】
　反射面９６Ａは、図１５（Ｂ）に示される如く面状ファスナ９６によって無端ベルト９
４における反射面９４Ａの裏面が吸収面９４Ｂの裏面に接合されたときには音声反射伝達
部２２を構成する第一変形状態とされ、図１５（Ａ），図１５（Ｃ）に示される如く面状
ファスナ９６の接合状態が解除されたときには平坦状を成す第二変形状態とされる。
【０２０２】
　また、無端ベルト９４は、一対のプーリ９８（本発明における切替手段及び回転手段に
相当）に架け渡されており、このプーリ９８の回動に伴って回転される構成とされている
。また、一方のプーリ９８は、モータ１０２によって回転されるようになっている。
【０２０３】
　そして、本発明の第十一実施形態に係る車室内構造１１０によれば、以下の特有な作用
及び効果を奏する。
【０２０４】
　つまり、本発明の第十一実施形態に係る車室内構造１１０によれば、モータ１０２によ
って無端ベルト９４が回転されることで、図１５（Ａ）に示される如く反射面９４Ａが乗
員Ｐ１，Ｐ２の頭部側に向けられる（車室内構造１１０におけるこの状態が本発明におけ
る第一態様に相当する）。
【０２０５】
　そして、乗員Ｐ１，Ｐ２が反射面９４Ａを押すことにより、図１５（Ｂ）に示される如
く、無端ベルト９４における反射面９４Ａの裏面が面状ファスナ９６によって吸収面９４
Ｂの裏面に接合されたときには、反射面９４Ａが音声反射伝達部２２を構成して乗員Ｐ１
，Ｐ２から発せられた音声を相手側の乗員へ反射して収束させながら伝達させ得る形状（
本発明における第一変形状態に相当）となる。
【０２０６】
　従って、この反射面９４Ａによって乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声を相手側の乗員
へ反射して収束させながら伝達させることができる。これにより、一対の車両用シート１
２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミュニケーションを取り易くできる。
【０２０７】
　一方、この状態からモータ１０２によって無端ベルト９４が回転されると、面状ファス
ナ９６の接合状態が解除されて反射面９４Ａが吸収面９４Ｂから離間して平坦状（本発明
における第二変形状態に相当）を成し、その後、図１５（Ｃ）に示される如く、吸収面９
４Ｂが乗員Ｐ１，Ｐ２の頭部側へ向けられる（車室内構造１１０におけるこの状態が本発
明における第二態様に相当する）。
【０２０８】
　従って、乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声を吸収面９４Ｂで吸収することができる。
これにより、図１５（Ｂ）に示される如く反射面９４Ａが音声反射伝達部２２を構成する
ときよりも、乗員Ｐ１，Ｐ２同士の音声の伝達率を低くすることができるので、一対の車
両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間のプライバシーを維持できる。
【０２０９】
　このように、本発明の第十一実施形態に係る車室内構造１１０によれば、乗員Ｐ１，Ｐ
２間のコミュニケーションを取り易い車室内空間と、乗員Ｐ１，Ｐ２間のプライバシーを
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維持できる車室内空間とを両立することができるので、乗員Ｐ１，Ｐ２の意思に合った快
適な車室内空間を実現することができる。
【０２１０】
　なお、本発明の第十一実施形態に係る車室内構造１１０において、上述の本発明の第九
実施形態に係る車室内構造９０における駆動装置６４を適用し、乗員Ｐ１，Ｐ２の音声発
生状況に応じて無端ベルト９４がモータ１０２により自動的に回転されることで、図１５
（Ｂ）に示される如く無端ベルト９４における反射面９４Ａの裏面が面状ファスナ９６に
よって吸収面９４Ｂの裏面に接合された状態から、図１５（Ｃ）に示される如く吸収面９
４Ｂが乗員Ｐ１，Ｐ２の頭部側へ向けられる状態に切り替えられるようになっていても良
い。
【０２１１】
　また、本発明の第十一実施形態に係る車室内構造１１０では、面状ファスナ９６によっ
て無端ベルト９４における反射面９４Ａの裏面を吸収面９４Ｂの裏面に接合させるために
乗員Ｐ１，Ｐ２が反射面９４Ａを押す必要があったが、図示しないアクチュエータにより
反射面９４Ａが吸収面９４Ｂ側に引き込まれるように構成されていても良い。
【０２１２】
　また、この反射面９４Ａを吸収面９４Ｂ側に引き込むためのアクチュエータを含めて、
図１５（Ｂ）に示される如く無端ベルト９４における反射面９４Ａの裏面が面状ファスナ
９６によって吸収面９４Ｂの裏面に接合された状態と、図１５（Ｃ）に示される如く吸収
面９４Ｂが乗員Ｐ１，Ｐ２の頭部側へ向けられる状態との切替が乗員Ｐ１，Ｐ２の音声発
生状況に応じて自動的に行われるようなっていても良い。
【０２１３】
　［第十二実施形態］
　次に、図１６を参照しながら、本発明の第十二実施形態について説明する。
【０２１４】
　図１６には、本発明の第十二実施形態に係る車室内構造１２０の全体構成が側面図にて
示されている。
【０２１５】
　図１６に示される本発明の第十二実施形態に係る車室内構造１２０は、上述の本発明の
第十一実施形態に係る車室内構造１１０に対し、ベルト式天井部材９２及びモータ１０２
の代わりに、サンバイザ１１２（本発明における車室部材に相当）が備えられたものであ
る。
【０２１６】
　つまり、サンバイザ１１２において、一方の面は反射面１１２Ａとされており、他方の
面は吸収面１１２Ｂとされている。
【０２１７】
　反射面１１２Ａは、図１６（Ｂ）に示される如く面状ファスナ１１６（本発明における
変形手段及び接合手段に相当）によってサンバイザ１１２における反射面１１２Ａの裏面
が吸収面１１２Ｂの裏面に接合されたときには音声反射伝達部２２を構成する第一変形状
態とされ、図１６（Ａ），図１６（Ｃ）に示される如く面状ファスナ１１６の接合状態が
解除されたときには平坦状を成す第二変形状態とされる。
【０２１８】
　また、サンバイザ１１２は、車室内の天井部に回動軸部１１８（本発明における切替手
段及び回動支持手段に相当）を介して回動可能に支持されており、図１６（Ａ），図１６
（Ｂ）に示される如く反射面１１２Ａが乗員Ｐ１，Ｐ２の頭部側を向いた展開位置と、図
１６（Ｃ）に示される如く吸収面１１２Ｂが乗員Ｐ１，Ｐ２の頭部側を向いた格納位置と
、を取り得るようになっている。
【０２１９】
　そして、本発明の第十二実施形態に係る車室内構造１２０によれば、以下の特有な作用
及び効果を奏する。
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【０２２０】
　つまり、本発明の第十二実施形態に係る車室内構造１２０によれば、乗員Ｐ１，Ｐ２が
サンバイザ１１２を回動軸部１１８を支点として展開位置側へ回動させることで、サンバ
イザ１１２が反射面１１２Ａを乗員Ｐ１，Ｐ２の頭部側に向けた展開位置に回動される（
車室内構造１２０におけるこの状態が本発明における第一態様に相当する）。
【０２２１】
　そして、乗員Ｐ１，Ｐ２が反射面１１２Ａを押すことにより、図１６（Ｂ）に示される
如く、サンバイザ１１２における反射面１１２Ａの裏面が面状ファスナ１１６によって吸
収面１１２Ｂの裏面に接合されたときには、反射面１１２Ａが音声反射伝達部２２を構成
して乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声を相手側の乗員へ反射して収束させながら伝達さ
せ得る形状（本発明における第一変形状態に相当）となる。
【０２２２】
　従って、この反射面１１２Ａによって乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声を相手側の乗
員へ反射して収束させながら伝達させることができる。これにより、一対の車両用シート
１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間のコミュニケーションを取り易くできる。
【０２２３】
　一方、この状態から乗員Ｐ１，Ｐ２が面状ファスナ１１６の接合状態を解除すると、反
射面１１２Ａが吸収面１１２Ｂから離間して平坦状（本発明における第二変形状態に相当
）を成し、その後、サンバイザ１１２を回動軸部１１８を支点として格納位置側へ回動さ
せることで、図１６（Ｃ）に示される如く、サンバイザ１１２が吸収面１１２Ｂを乗員Ｐ
１，Ｐ２の頭部側に向けた格納位置に回動される（車室内構造１２０におけるこの状態が
本発明における第二態様に相当する）。
【０２２４】
　従って、乗員Ｐ１，Ｐ２から発せられた音声を吸収面１１２Ｂで吸収することができる
。これにより、図１６（Ｂ）に示される如く反射面１１２Ａが音声反射伝達部２２を構成
するときよりも、乗員Ｐ１，Ｐ２同士の音声の伝達率を低くすることができるので、一対
の車両用シート１２，１４に着座する乗員Ｐ１，Ｐ２間のプライバシーを維持できる。
【０２２５】
　このように、本発明の第十二実施形態に係る車室内構造１２０によれば、乗員Ｐ１，Ｐ
２間のコミュニケーションを取り易い車室内空間と、乗員Ｐ１，Ｐ２間のプライバシーを
維持できる車室内空間とを両立することができるので、乗員Ｐ１，Ｐ２の意思に合った快
適な車室内空間を実現することができる。
【０２２６】
　なお、本発明の第十二実施形態に係る車室内構造１２０において、上述の本発明の第九
実施形態に係る車室内構造９０における駆動装置６４を適用し、乗員Ｐ１，Ｐ２の音声発
生状況に応じてサンバイザ１１２が駆動装置６４により自動的に回転されることで図１６
（Ａ）に示される如く展開位置と図１６（Ｃ）に示される如く格納位置とに切り替えられ
るようになっていても良い。
【０２２７】
　また、この場合に、駆動装置６４のアクチュエータ５８を追加し、乗員Ｐ１，Ｐ２の音
声発生状況に応じてサンバイザ１１２が駆動装置６４により自動的に展開位置に回動され
たときに、このアクチュエータ５８により反射面１１２Ａを吸収面１１２Ｂ側に引き込む
ようにして反射面１１２Ａの裏面を面状ファスナ１１６によって吸収面１１２Ｂの裏面に
接合するようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【０２２８】
【図１】本発明の第一実施形態に係る車室内構造の全体構成を示す側面図である。
【図２】本発明の第二実施形態に係る車室内構造の全体構成を示す側面図である。
【図３】本発明の第三実施形態に係る車室内構造の全体構成を示す側面図である。
【図４】本発明の第四実施形態に係る車室内構造の全体構成を示す側面図である。
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【図５】図４の車室内構造に備えられた遮蔽部材の全体構成を示す平面図である。
【図６】本発明の第四実施形態に係る車室内構造の変形例を示す図である。
【図７】本発明の第五実施形態に係る車室内構造の全体構成を示す側面図である。
【図８】本発明の第六実施形態に係る車室内構造の全体構成を示す側面図である。
【図９】本発明の第六実施形態に係る車室内構造の変形例を示す図である。
【図１０】本発明の第七実施形態に係る車室内構造の全体構成を示す側面図である。
【図１１】本発明の第八実施形態に係る車室内構造の全体構成を示す側面図である。
【図１２】本発明の第九実施形態に係る車室内構造の全体構成を示す側面図である。
【図１３】本発明の第九実施形態に係る車室内構造の変形例を示す図である。
【図１４】本発明の第十実施形態に係る車室内構造の全体構成を示す側面図である。
【図１５】本発明の第十一実施形態に係る車室内構造の全体構成を示す側面図である。
【図１６】本発明の第十二実施形態に係る車室内構造の全体構成を示す側面図である。
【符号の説明】
【０２２９】
１０，２０,３０,４０,５０,６０,７０,８０，９０，１００，１１０，１２０　車室内構
造
１２，１４　車両用シート
１８　天井部材（車室部材）
２２，２２Ａ，２２Ｂ　音声反射伝達部
２４Ａ，２４Ｂ　焦点
２６，２６Ａ，２６Ｂ　仮想楕円
３２　巻取式カバー部材（遮蔽手段、切替手段）
３３　巻取部材
３４　遮蔽部材（遮蔽手段、切替手段）
３６　固定式カバー部材
３８　スライド式カバー部材
４４　コンソールドア（車室部材、切替手段、可変体、変位体）
４８　トリム部材（車室部材、切替手段、可変体、変位体）
５２　サンバイザ（車室部材、切替手段、可変体、変位体、回動体）
６２　回動板（回動体）
７２，８２　センサ（乗員状況検出手段）
７４　モータ（切替駆動手段）
７６　ＥＣＵ（切替制御手段）
８４　モータ（変更駆動手段）
８６　ＥＣＵ（変更制御手段）
９２　ベルト式天井部材（車室部材）
９４　無端ベルト
９６　面状ファスナ（変形手段、接合手段）
９８　プーリ（切替手段、回転手段）
１１２　サンバイザ（車室部材）
１１６　面状ファスナ（変形手段、接合手段）
１１８　回動軸部（切替手段、回動支持手段）
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