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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性の基材と、
　前記基材の表面に貼着された表皮材と、
　前記基材の裏面側に配置され、前記基材の裏面に光を照射するとともに白色で発光する
照光部と、を備え、
　前記表皮材は、暗色の表糸と、当該表糸よりも明るい色である裏糸と、によって編まれ
た編物であり、
　前記裏糸は、前記表糸より細い糸で目を詰めて細かく編まれており、
　前記表皮材の表面には、前記表糸が露出しているとともに、前記表皮材の裏面には、前
記裏糸が露出している
　内装部品。
【請求項２】
　前記表皮材の裏糸は、蛍光色である
　請求項１に記載の内装部品。
【請求項３】
　前記表皮材の裏面には、前記裏糸の色よりも暗い色の模様が設けられている
　請求項１又は２に記載の内装部品。
【請求項４】
　前記基材の表面及び裏面の少なくとも一方には、前記裏糸よりも暗い色の模様の描かれ
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たシートが設けられる
　請求項１又は２に記載の内装部品。
【請求項５】
　前記基材と前記照光部との間には、前記照光部から照射された光を拡散する拡散部材が
設けられている
　請求項１～４のいずれか一項に記載の内装部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基材の表面に表皮材が貼着された内装部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両には、インストルメントパネルやドアトリムなどの内装部品が設けられている（例
えば、特許文献１参照）。
　特許文献１に記載の車両のドアトリムは、透光性の芯材と、芯材の表面に貼付された表
皮材とを有するトリム本体と、トリム本体と車体パネルとの間に配置され、トリム本体の
裏側から光を照射する照光ユニットとを備えている。この表皮材は、異なる柄模様をもつ
複数の層から構成されている。そして、照光ユニットの消灯時には、表皮材の表面側の柄
模様のみがトリム表面に現出する。一方、照光ユニットの点灯時には、上記柄模様に加え
て表皮材の裏面側の柄模様がトリム表面に現出することで、表面側の柄模様と裏面側の柄
模様とが融合した模様が現出する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１０１８４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１に記載の内装部品は、照光ユニットによって光を照射することに
より、表皮材を明るく光らせることができる。ただし、照光ユニットによって照射される
光が白色等である場合には、照光ユニットの点灯時と消灯時とで視認される表皮材の色が
ほとんど変化しない。このため、視覚的演出を効果的に行うことが難しい。
【０００５】
　本発明は、こうした実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、視覚的演出を効果
的に行うことのできる内装部品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以下、上記課題を解決するための手段及びその作用効果について説明する。
　上記課題を解決する内装部品は、透光性の基材と、前記基材の表面に貼着された表皮材
と、前記基材の裏面側に配置され、前記基材の裏面に光を照射するとともに白色で発光す
る照光部と、を備え、前記表皮材は、暗色の表糸と、当該表糸よりも明るい色である裏糸
と、によって編まれた編物であり、前記裏糸は、前記表糸より細い糸で目を詰めて細かく
編まれており、前記表皮材の表面には、前記表糸が露出しているとともに、前記表皮材の
裏面には、前記裏糸が露出していることをその要旨としている。
【０００７】
　上記構成によれば、照光部の消灯時には表糸の暗色がそのまま表皮材の表面の色として
視認される。一方、夜間や暗所において照光部を点灯させると、照光部から照射された光
により表皮材が明るく光る。このとき、照光部から照射された光は、基材を透過するとと
もに、表皮材を構成する明るい色の裏糸によって反射されながら、暗色の表糸の隙間など
を透過する。そして、このように表皮材を透過した光が表皮材の表面の色として視認され
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る。したがって、照光部によって照射される光が白色の場合であっても、表皮材を透過す
る光の色を、表皮材の表面の色、すなわち表糸の色のみからでは想像し難い他の明るい色
に変換することができる。よって、視覚的演出を効果的に行うことができる。
【０００８】
　上記内装部品について、前記表皮材の裏糸は、蛍光色であることが好ましい。
　上記構成によれば、照光部を夜間や暗所において点灯させると、照光部から照射された
光が表皮材を透過したときに、表皮材の裏糸が蛍光（波長変換）効果により光を得て発光
する。このため、表皮材がより明るく光って見え、表皮材の裏面の色を更に視認させるこ
とができる。よって、視覚的演出を一層効果的に行うことができる。
【０００９】
　上記内装部品について、前記表皮材の裏面には、前記裏糸の色よりも暗い色の模様が設
けられていることが好ましい。
　上記構成によれば、照光部を夜間や暗所において点灯させると、表皮材の裏面に設けら
れた模様の部分では光が吸収されやすくなり、模様の部分を光が透過し難くなる。このた
め、表皮材において模様の部分よりもそれ以外の部分を明るく光らせることができ、明暗
を作ることができる。したがって、視覚的演出を一層効果的に行うことができる。
【００１０】
　上記内装部品について、前記基材の表面及び裏面の少なくとも一方には、前記裏糸より
も暗い色の模様の描かれたシートが設けられることが好ましい。
　上記構成によれば、照光部を夜間や暗所において点灯させると、シートの模様の部分で
は光が吸収されやすくなり、模様の部分を光が透過し難くなる。このため、表皮材におい
て模様の部分よりもそれ以外の部分を明るく光らせることができ、明暗を作ることができ
る。したがって、視覚的演出を一層効果的に行うことができる。
【００１１】
　上記内装部品について、前記基材と前記照光部との間には、前記照光部から照射された
光を拡散する拡散部材が設けられていることが好ましい。
　上記構成によれば、照光部から照射された光が拡散部材によって拡散されるので、照光
部単体による光の照射範囲が限られているときであっても、表皮材のより広い範囲を明る
く光らせることができるようになる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、視覚的演出を効果的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】内装部品の第１の実施形態において消灯時の外観を示す正面図。
【図２】同実施形態の内装部品における構造を示す図１の２－２断面図。
【図３】同実施形態の内装部品における構造を模式的に示す模式図。
【図４】同実施形態の内装部品における構造を点灯時において示す模式図。
【図５】同実施形態の内装部品における点灯時の外観を示す正面図。
【図６】内装部品の第２の実施形態における構造を点灯時において示す模式図。
【図７】同実施形態の内装部品における表皮材の外観を模式的に示す平面図。
【図８】同実施形態の内装部品における点灯時の外観を示す正面図。
【図９】内装部品の変形例における構造を点灯時において示す模式図。
【図１０】内装部品の変形例における構造を模式的に示す模式図。
【図１１】内装部品の変形例における点灯時の外観を示す正面図。
【図１２】内装部品の変形例における点灯時の外観を示す正面図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　（第１の実施形態）
　以下、図１～図５を参照して、内装部品を車両のダッシュボードに具体化した第１の実
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施形態について説明する。
【００１５】
　図１に示すように、ダッシュボード１０は、エアーコンディショナの吹出口１１を備え
ている。ダッシュボード１０の表面は、車両の内装の一部として機能している。このダッ
シュボード１０は、夜間や暗所において表面の色を切り替え可能である。ダッシュボード
１０の表面は、編み物からなる表皮材３０によって覆われている。
【００１６】
　図２に示すように、ダッシュボード１０は、透光性のある透明な樹脂基材２０と、樹脂
基材２０の表面に貼着された表皮材３０と、樹脂基材２０の裏面に光を照射する照光部２
２とを備える。樹脂基材２０の裏面側には、空間を設けた状態で樹脂基材２０に沿った形
状である取付パネル２５が設けられている。取付パネル２５の表面には、反射材２６が設
けられている。
【００１７】
　照光部２２は、丸棒状の導光体２３と図示しない光源とを備えている。導光体２３は、
ダッシュボード１０の長手方向に沿って、取付パネル２５に２本設けられている。導光体
２３は、一端又は両端に設けられるＬＥＤ等の光源から入射した光を、内面反射を利用し
て入射した端の反対側へ導くものである。導光体２３の表面には、光の拡散を高める拡散
材が含有されていることが好ましい。照光部２２は、光源における消灯と点灯とを切り替
えることで、消灯と点灯とを切り替え可能である。光源（ＬＥＤ）は、白色で発光するも
のが好ましい。光源が白色であれば、波長範囲が広く、より明るく感じられる。また、白
色の光源は、青色などの短波長の光を含むため、蛍光色の裏糸３２を励起しやすく、波長
変換作用を高められる。
【００１８】
　図３に示すように、表皮材３０を構成する編み物は、表糸３１と裏糸３２とが異なる色
である。表糸３１は、暗色である。裏糸３２は、表糸３１よりも明るい色である。なお、
本実施形態において、暗い色は明度と彩度とが低い色で、明るい色は明度と彩度とが高い
色とする。このため、裏糸３２は表糸３１よりも明度と彩度とが高い。ここで、明度と彩
度とが高い低いなどの表現は、マンセル表色系やＰＣＣＳ（日本色研配色体系：Ｐｒａｃ
ｔｉｃａｌ　Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏ‐ｏｒｄｉｎａｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）により分類された表
色系によるものとする。表皮材３０の表面の色は、表糸３１が露出することで表糸３１と
ほぼ同色である。また、表皮材３０の裏面の色は、裏糸３２が露出することで裏糸３２と
ほぼ同色である。なお、表糸３１は、裏糸３２が見え難いよう裏糸３２よりも太いものを
選ぶことが好ましい。また、裏糸３２は、表糸３１よりも細めの糸で、目を詰めて細かく
編むのが好ましい。光が裏糸に照射されずに、編み目を抜けることを防ぎ、また表糸３１
の編み目に裏糸３２が位置する割合が高まることで、裏糸３２に照射された光が、表糸３
１の編み目から放射できる。この表皮材３０は、表面の色と裏面の色とが異なる編物であ
るため、表皮材３０自体は１層である。このため、異なる色の複数の層からなる表皮材を
樹脂基材に取り付けるときには位置ずれを気にしたり、複数回取り付けたりしなければな
らないが、表皮材３０は１層であるため位置ずれすることがなく、一度で取り付けること
ができる。
【００１９】
　表皮材３０の表糸３１は、例えば黒色や、紺色、焦茶色、濃灰色等の、低明度で無彩色
～低彩度の暗く濃い色である。表皮材３０の裏糸３２は、中明度で高彩度の蛍光色であっ
て、例えば黄緑色や、オレンジ色、ピンク色等である。このように蛍光色の糸であれば、
蛍光効果により光が透過した際に、裏糸３２が光を得て発光することで表皮材３０の表面
に裏面の色を浮かび上がらせることができる。また、光源２４が白色であれば、蛍光色の
裏糸３２によって蛍光色付近の波長域の光がより強く反射され、さらに暗い色の表糸３１
によって他の色調の光が吸収されることで、より鮮やかな蛍光色を表現できる。
【００２０】
　照光部２２が消灯しているときには、昼間及び夜間ともに、表皮材３０の表糸３１の色
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がそのまま視認される。光源２４を点灯させて、導光体２３を発光させると、導光体２３
から出射した光によって表皮材３０の裏糸３２の色が表皮材３０の表側に透過される。よ
って、照光部２２が夜間や暗所において点灯すると、表皮材３０の裏糸３２の色が視認さ
れる。
【００２１】
　次に、上記のように構成された内装部品の作用について説明する。
　図１に示されるように、照光部２２が消灯しているときには、ダッシュボード１０の色
は、表皮材３０の表面の色がそのまま視認される。これは、図３に示すように、表皮材３
０の表糸３１が表面に露出しているので、この表糸３１の色が視認されるためである。
【００２２】
　一方、図５に示されるように、照光部２２が夜間や暗所において点灯すると、ダッシュ
ボード１０の色は、照光部２２が消灯しているときと異なる色となり、表皮材３０の裏面
の色が視認される。これは、図４に示すように、照光部２２から出射される光によって表
皮材３０の表面を透過して表皮材３０の裏面の色が出現するためである。また、表皮材３
０の裏糸３２が蛍光色であるため、蛍光効果によって裏糸３２の色が浮かび上がったよう
に見える。
【００２３】
　上記のようなダッシュボード１０は、照光部２２の消灯と点灯とを切り替えることによ
って、夜間や暗所において、照光部２２が消灯しているときに表皮材３０の表面の色を視
認させ、照光部２２が点灯しているときに表皮材３０の裏面の色を出現させて視認させる
ことができる。よって、光視覚的演出を効果的に行なうことができる。
【００２４】
　以上説明したように、本実施形態によれば、以下の効果を奏することができる。
　（１）照光部２２の消灯時には表糸３１の暗色がそのまま表皮材３０の表面の色として
視認される。一方、夜間や暗所において照光部２２を点灯させると、照光部２２から照射
された光により表皮材３０が明るく光る。このとき、照光部２２から照射された光は、樹
脂基材２０を透過するとともに、表皮材３０を構成する明るい色の裏糸３２によって反射
されながら、暗色の表糸３１の隙間などを透過する。そして、このように表皮材３０を透
過した光が表皮材３０の表面の色として視認される。したがって、照光部２２によって照
射される光が白色の場合であっても、表皮材３０を透過する光の色を、表皮材３０の表面
の色、すなわち表糸３１の色のみからでは想像し難い他の明るい色に変換することができ
る。よって、視覚的演出を効果的に行うことができる。
【００２５】
　（２）照光部２２を夜間や暗所において点灯させると、照光部２２から照射された光が
表皮材３０を透過したときに、表皮材３０の裏糸３２が蓄光効果により光を得て発光する
。このため、表皮材３０がより明るく光って見え、表皮材３０の裏面の色を更に視認させ
ることができる。よって、視覚的演出を一層効果的に行うことができる。
【００２６】
　（第２の実施形態）
　以下、図６～図８を参照して、内装部品をダッシュボードに具体化した第２の実施形態
について説明する。この実施形態の内装部品は、表皮材３０の裏面に模様を追加した点が
上記第１の実施形態と異なっている。以下、第１の実施形態との相違点を中心に説明する
。
【００２７】
　図６に示すように、第１の実施形態と同様の表皮材３０の裏面に、例えば顔料インクに
よって模様３３が印刷されている。この模様３３は、表皮材３０の裏糸３２の色よりも暗
い色である。またこの模様３３を構成するインクは、表皮材３０の裏面側だけに付着して
おり、表皮材３０の表面側まで到達していない。よって、図７に示すように、表皮材３０
を表面側から視認したときには、例えば菱形が並んだ模様３３をほとんど認識することな
く、表皮材３０の表面の色のみが視認される。
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【００２８】
　次に、上記のように構成された内装部品の作用について説明する。
　図１に示されるように、照光部２２が消灯しているときには、第１の実施形態と同様に
、ダッシュボード１０の色は、表皮材３０の表面の色がそのまま視認される。
【００２９】
　一方、図８に示されるように、照光部２２が夜間や暗所において点灯すると、ダッシュ
ボード１０の色は、照光部２２が消灯しているときと異なる色となるとともに、表皮材３
０の裏面に印刷された模様３３が視認される。これは、図６に示すように、模様３３に光
が遮られて透過できず、模様３３の部分が影となり、模様３３以外の部分において表皮材
３０の裏面の色が透過される。このため、照光部２２が点灯しているときには、模様３３
を含んだ色を視認させることができる。
【００３０】
　上記のようなダッシュボード１０は、照光部２２の消灯と点灯とを切り替えることによ
って、異なる色を出現させて視認させることができるとともに、表皮材３０の裏面の色が
透過されるときに模様３３を含んだ色を視認させることができる。
【００３１】
　以上説明したように、本実施形態によれば、第１の実施形態の（１）及び（２）の効果
に加え、以下の効果を奏することができる。
　（３）照光部２２を夜間や暗所において点灯させると、表皮材３０の裏面に設けられた
模様３３の部分では光が吸収されやすくなり、模様３３の部分を光が透過し難くなる。こ
のため、表皮材３０において模様３３の部分よりもそれ以外の部分を明るく光らせること
ができ、明暗を作ることができる。したがって、視覚的演出を一層効果的に行うことがで
きる。
【００３２】
　なお、上記実施形態は、これを適宜変更した以下の形態にて実施することもができる。
　・上記第２の実施形態では、表皮材３０の裏面に模様３３を設けたが、模様が描かれた
シートを表皮材３０の表面及び裏面の少なくとも一方に配置してもよい。例えば、図９に
示すように、表皮材３０の裏面に印刷された模様３３に替えて、裏糸３２よりも暗い色の
模様３３が描かれたシート４０を表皮材３０の裏面に接着させる。このようにすれば、表
皮材３０の裏面に模様３３を印刷したときと同様の効果を得ることができるようになる。
また、模様３３が描かれたシート４０を交換すれば、模様を容易に変更することができる
。
【００３３】
　・また、模様３３の描かれたシート４０をカラーシートとすれば、色変換シートとして
機能させることができ、表皮材３０の裏面の色とシート４０の色とを組み合わせた色を表
皮材３０の表面に出現させることができるようになる。
【００３４】
　・上記各実施形態では、照光部２２を光源２４と導光体２３とから構成したが、導光体
２３に替えて、図１０に示すように、照光部２２を例えばＬＥＤ等の光源２４そのものを
複数並べてもよい。このようにすれば、位置毎に点灯と消灯との細かい制御が可能である
。また、位置毎に色を変えることも可能である。
【００３５】
　・また、図１０に示すように、光源２４そのものを複数並べるときには、樹脂基材２０
と光源２４との間に照射された光を拡散する拡散部材５０を設けることが好ましい。この
ようにすれば、照光部２２から照射された光は拡散部材５０によって拡散されて、照光部
２２からの光がより広範囲に拡散された状態で表皮材３０の表面側に透過させることがで
きるようになる。なお、光源２４の光で十分な光を確保することができるなら、拡散部材
５０を省略してもよい。
【００３６】
　・上記各実施形態において、裏糸３２を、蓄光作用のある蛍光色としてもよい。このよ
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うな裏糸３２は、裏糸３２を蓄光性のある染料、顔料などで染色することで得ることがで
きる。
【００３７】
　・上記各実施形態では、照光部２２を一律消灯又は点灯するようにしたが、照光部２２
を光が流れるように点灯させてもよい。例えば、照光部２２が導光体２３の場合には、導
光体２３の端に設置された光源を点滅させることで、導光体２３を通過する光が途切れて
、照光部２２を光が流れるように点灯させることができる。また、照光部２２が光源２４
そのものの場合には、光源２４を順番に点灯して消灯させることで、照光部２２を光が流
れるように点灯させることができる。このように光が流れるように点灯すると、図１１及
び図１２に示すように、照光部２２の点灯した図中左右方向の中央部分の光が透過した部
分のみ、表皮材３０の裏面の色が出現する。図１１は、第１の実施形態において光を流れ
るように点灯した状態を示している。図１２は、第２の実施形態において光を流れるよう
に点灯した状態を示している。また、裏糸３２が蓄光作用のある蛍光色であれば、蓄光作
用によって残光効果が得られ、光量の強弱によるグラデーションによって、光の動きがよ
りスムーズに見えるようになる。
【００３８】
　・上記実施形態では、取付パネル２５の表面に反射材２６を設けたが、照光部２２の光
で十分な光を確保することができるなら、反射材２６を省略してもよい。
　・上記各実施形態では、裏糸３２を蛍光色としたが、蛍光色でなくてもよい。
【００３９】
　・上記各実施形態では、樹脂基材２０を基材として用いたが、樹脂に限らず、ガラス等
の他の材料からなる透明な基材を用いてもよい。
　・上記各実施形態では、車両のダッシュボード１０に内装部品を具体化したが、ダッシ
ュボード１０に限らず、車両のセンターコンソール、インストルメントパネル等に内装部
品を具体化してもよい。なお、インストルメントパネルのロアに内装部品が具体化したと
きには、足元照明としても使用でき、足元の視認性を高めることができる。
【００４０】
　・また、車両のコンソールサイド、ドアトリム等に内装部品を具体化してもよい。この
ように、内装側面に適用されれば、車内の全体の明るさが増加して、空間の快適性を向上
させることができるようになる。
【００４１】
　・また、車両のコンソールボックス、アクセサリーボックス、ドアトリムポケット、カ
ップホルダー等の内張りに内装部品を具体化してもよい。このように内張りに具体化すれ
ば、照光部の点灯時に収納品のシルエットが強調されることで、収納品を容易に判別でき
、意匠性を向上させることができる。また、表面が編み物で構成されているので、衝撃吸
収効果も期待することができる。
【００４２】
　・さらに、車両の内装部品に限らず、住宅等の内装部品に具体化してもよい。
【符号の説明】
【００４３】
　１０…ダッシュボード、１１…吹出口、２０…樹脂基材、２２…照光部、２３…導光体
、２４…光源、２５…取付パネル、２６…反射材、３０…表皮材、３１…表糸、３２…裏
糸、３３…模様、４０…シート、５０…拡散部材。
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