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(57)【要約】
【課題】表示データの相互干渉がなく視認性の良いドッ
トマトリクス型ＬＣＤの表示制御方法および表示制御装
置を提供すること。
【解決手段】複数のＣＯＭ信号ラインおよび複数のＳＥ
Ｇ信号ラインで形成されるドットマトリクス型ＬＣＤの
画面を複数の表示エリアに分割し、各表示エリアにそれ
ぞれ、文字、数字等の表示パターンを表示するように制
御するドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御方法であっ
て、前記画面を、同一ＣＯＭ信号ラインを共有しないよ
うに各表示エリアに分割し、分割された各表示エリアの
ＣＯＭ信号ラインとＳＥＧ信号ラインとにより、それぞ
れ文字、数字等の表示パターンを表示するように制御す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のＣＯＭ信号ラインおよび複数のＳＥＧ信号ラインで形成されるドットマトリクス
型ＬＣＤの画面を複数の表示エリアに分割し、各表示エリアにそれぞれ、文字、数字等の
表示パターンを表示するように制御するドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御方法であっ
て、
　前記画面を、同一ＣＯＭ信号ラインを共有しないように前記各表示エリアに分割し、分
割された各表示エリアの前記ＣＯＭ信号ラインと前記ＳＥＧ信号ラインとにより、それぞ
れ前記文字、数字等の表示パターンを表示するように制御する
　ことを特徴とするドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御方法。
【請求項２】
　複数のＣＯＭ信号ラインおよび複数のＳＥＧ信号ラインで形成される画面を有するドッ
トマトリクス型ＬＣＤと、
　前記ドットマトリクス型ＬＣＤの画面を、同一ＣＯＭ信号ラインを共有しないように複
数の表示エリアに分割し、分割された各表示エリアにそれぞれ表示すべき画面データを生
成する画面データ生成手段と、
　前記画面データ生成手段で生成された前記画面データに対応するＣＯＭ信号およびＳＥ
Ｇ信号を前記ドットマトリクス型ＬＣＤの前記ＣＯＭ信号ラインおよび前記ＳＥＧ信号ラ
インに供給して駆動するＬＣＤ駆動手段と
　を備えていることを特徴とするドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御装置。
【請求項３】
　請求項２記載のドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御装置において、
　前記画面データ生成手段は、前記各表示エリアに表示すべき画面データを非同期で生成
し、生成した各画面データを合成して合成画面データを前記ＬＣＤ駆動手段に供給するこ
とを特徴とするドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御装置。
【請求項４】
　請求項２記載のドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御装置において、
　前記画面データ生成手段は、前記各表示エリアに表示すべき画面データを非同期で生成
し、生成した各画面データを非同期で前記ＬＣＤ駆動手段に供給することを特徴とするド
ットマトリクス型ＬＣＤの表示制御装置。
【請求項５】
　請求項２から４のいずれか１項に記載のドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御装置にお
いて、
　前記ドットマトリクス型ＬＣＤは、第１のＣＯＭ信号ライン群および第１のＳＥＧ信号
ライン群で形成される第１の表示領域と、第２のＣＯＭ信号ライン群および第２のＳＥＧ
信号ライン群で形成される第２の表示領域で形成される画面を有し、
　前記画面データ生成手段は、前記第１および／または第２の表示領域を、同一ＣＯＭ信
号ラインを共有しないように複数の表示エリアに分割し、前記第１および／または第２の
表示領域と、分割された各表示エリアに、それぞれ表示すべき画面データとを生成し、
　前記ＬＣＤ駆動手段は、前記画面データ生成手段で生成された前記第１の表示領域に表
示すべき前記画面データに対応するＣＯＭ信号およびＳＥＧ信号を前記ドットマトリクス
型ＬＣＤの前記第１のＣＯＭ信号ライン群および前記第１のＳＥＧ信号ライン群に供給し
て駆動する第１のＬＣＤ駆動手段と、前記画面データ生成手段で生成された前記第２の表
示領域に表示すべき前記画面データに対応するＣＯＭ信号およびＳＥＧ信号を前記ドット
マトリクス型ＬＣＤの前記第２のＣＯＭ信号ライン群および前記第２のＳＥＧ信号ライン
群に供給して駆動する第２のＬＣＤ駆動手段とを含む
　ことを特徴とするドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、ドットマトリクス型ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）の表示制御方法および表示
制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ドットマトリクス型ＬＣＤは、図１１に示すように、ＣＯＭ（コモン）信号ラインＣＯ
Ｍ０～ＣＯＭｎとＳＥＧ（セグメント）信号ラインＳＥＧ１～ＳＥＧｎが直交するように
配置され、その交点をドットとして点灯または消灯させることにより、文字や数字等の表
示パターンを表すことができる。
【０００３】
　このようなドットマトリクス型ＬＣＤを用いた車両用表示装置では、例として図１２に
示すように、ドットマトリクス型ＬＣＤの画面の同一表示エリアに異なる車両情報の表示
をスイッチ操作で切り替えるように表示制御するものがある。たとえば、図１２に示すよ
うに、外気温（任意表示の情報）を表示したり（図１２（Ａ））、オド／トリップメータ
（必須表示の情報）を表示したり（図１２（Ｂ））するものである。
【０００４】
　また、ドットマトリクス型ＬＣＤを用いた車両用表示装置では、図１３に示すように、
表示画面に、複数の車両情報、たとえば、外気温（任意表示の情報）、Ａ／Ｔポジション
（常時表示の情報）およびオド／トリップメータ（必須表示の情報）等をエリア分割して
同時に表示するように表示制御するものがある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、図１２のように表示制御するものは、同一表示エリアに異なる車両情報
を切り替え表示するために、視認性が悪いという問題がある。
【０００６】
　また、図１３のように表示制御するものは、同一ＣＯＭ信号ラインに、異なる車両情報
を表示する複数の表示エリアがまたがっているために、単独の表示エリアでの表示データ
処理ができない。すなわち、ＬＣＤの表示制御を行うＬＣＤコントローラへのデータ送信
最小単位は、ＣＯＭ信号ラインの１ライン分であるため、複数のエリアが同一ＣＯＭ信号
ラインにまたがっていると、表示エリア同士の相互干渉が発生し、表示データ処理がしに
くくなるという問題がある。たとえば、Ａ／Ｔシフトポジション画面を表示（更新）する
にあたり、同一ＣＯＭ信号ラインにまたがる外気温画面およびオド／トリップメータ画面
も生成する必要がある。ゆえに、Ａ／Ｔシフトポジション画面データを生成したとしても
、外気温画面データとオド／トリップメータ画面データが生成されなければ、ＬＣＤの画
面に表示することができない。
【０００７】
　そこで本発明は、上記の課題に鑑み、表示データの相互干渉がなく視認性の良いドット
マトリクス型ＬＣＤの表示制御方法および表示制御装置を提供することを目的としている
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するためになされた請求項１記載の発明のドットマトリクス型ＬＣＤの
表示制御方法は、複数のＣＯＭ信号ラインおよび複数のＳＥＧ信号ラインで形成されるド
ットマトリクス型ＬＣＤの画面を複数の表示エリアに分割し、各表示エリアにそれぞれ、
文字、数字等の表示パターンを表示するように制御するドットマトリクス型ＬＣＤの表示
制御方法であって、前記画面を、同一ＣＯＭ信号ラインを共有しないように前記各表示エ
リアに分割し、分割された各表示エリアの前記ＣＯＭ信号ラインと前記ＳＥＧ信号ライン
とにより、それぞれ前記文字、数字等の表示パターンを表示するように制御することを特
徴とする。
【０００９】
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　請求項１記載の発明においては、複数のＣＯＭ信号ラインおよび複数のＳＥＧ信号ライ
ンで形成されるドットマトリクス型ＬＣＤの画面を複数の表示エリアに分割し、各表示エ
リアにそれぞれ、文字、数字等の表示パターンを表示するように制御するドットマトリク
ス型ＬＣＤの表示制御方法であって、前記画面を、同一ＣＯＭ信号ラインを共有しないよ
うに各表示エリアに分割し、分割された各表示エリアのＣＯＭ信号ラインとＳＥＧ信号ラ
インとにより、それぞれ文字、数字等の表示パターンを表示するように制御する。それに
より、複数の表示エリアがＣＯＭ信号ラインに沿って同一ＣＯＭ信号ラインを共有しない
ように分割されているため、視認性が向上する。また、単独の表示エリアでの表示データ
を生成、更新することが容易となり、他エリアとの相互干渉のないシンプルな表示制御が
可能になる。また、相互干渉がないため、新規エリアの追加や削除等の仕様変更にも柔軟
に対応することができる。
【００１０】
　上記課題を解決するためになされた請求項２記載の発明のドットマトリクス型ＬＣＤの
表示制御装置は、複数のＣＯＭ信号ラインおよび複数のＳＥＧ信号ラインで形成される画
面を有するドットマトリクス型ＬＣＤと、前記ドットマトリクス型ＬＣＤの画面を、同一
ＣＯＭ信号ラインを共有しないように複数の表示エリアに分割し、分割された各表示エリ
アにそれぞれ表示すべき画面データを生成する画面データ生成手段と、前記画面データ生
成手段で生成された前記画面データに対応するＣＯＭ信号およびＳＥＧ信号を前記ドット
マトリクス型ＬＣＤの前記ＣＯＭ信号ラインおよび前記ＳＥＧ信号ラインに供給して駆動
するＬＣＤ駆動手段とを備えていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項２記載の発明においては、複数のＣＯＭ信号ラインおよび複数のＳＥＧ信号ライ
ンで形成される画面を有するドットマトリクス型ＬＣＤと、ドットマトリクス型ＬＣＤの
画面を、同一ＣＯＭ信号ラインを共有しないように複数の表示エリアに分割し、分割され
た各表示エリアにそれぞれ表示すべき画面データを生成する画面データ生成手段と、画面
データ生成手段で生成された画面データに対応するＣＯＭ信号およびＳＥＧ信号をドット
マトリクス型ＬＣＤのＣＯＭ信号ラインおよびＳＥＧ信号ラインに供給して駆動するＬＣ
Ｄ駆動手段とを備えている。それにより、複数の表示エリアがＣＯＭ信号ラインに沿って
同一ＣＯＭ信号ラインを共有しないように分割されているため、視認性が向上する。また
、単独の表示エリアでの表示データを生成、更新することが容易となり、他エリアとの相
互干渉のないシンプルな表示制御が可能になる。また、相互干渉がないため、新規エリア
の追加や削除等の仕様変更にも柔軟に対応することができる。
【００１２】
　上記課題を解決するためになされた請求項３記載の発明は、請求項２記載のドットマト
リクス型ＬＣＤの表示制御装置において、前記画面データ生成手段は、前記各表示エリア
に表示すべき画面データを非同期で生成し、生成した各画面データを合成して合成画面デ
ータを前記ＬＣＤ駆動手段に供給することを特徴とする。
【００１３】
　請求項３記載の発明においては、画面データ生成手段は、各表示エリアに表示すべき画
面データを非同期で生成し、生成した各画面データを合成して合成画面データをＬＣＤ駆
動手段に供給する。それにより、表示コンテンツ毎に信号入力タイミング、表示更新時間
が異なっていても、表示データをエリア毎に別々に（非同期で）生成するため、他エリア
との相互干渉のないシンプルな表示制御が可能になる。
【００１４】
　上記課題を解決するためになされた請求項４記載の発明は、請求項２記載のドットマト
リクス型ＬＣＤの表示制御装置において、前記画面データ生成手段は、前記各表示エリア
に表示すべき画面データを非同期で生成し、生成した各画面データを非同期で前記ＬＣＤ
駆動手段に供給することを特徴とする。
【００１５】
　請求項４記載の発明においては、画面データ生成手段は、各表示エリアに表示すべき画
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面データを非同期で生成し、生成した各画面データを非同期でＬＣＤ駆動手段に供給する
。それにより、表示コンテンツ毎に信号入力タイミング、表示更新時間が異なっていても
、表示データをエリア毎に別々に（非同期で）生成するため、他エリアとの相互干渉のな
いシンプルな表示制御が可能になる。
【００１６】
　上記課題を解決するためになされた請求項５記載の発明は、請求項２から４のいずれか
１項に記載のドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御装置において、前記ドットマトリクス
型ＬＣＤは、第１のＣＯＭ信号ライン群および第１のＳＥＧ信号ライン群で形成される第
１の表示領域と、第２のＣＯＭ信号ライン群および第２のＳＥＧ信号ライン群で形成され
る第２の表示領域で形成される画面を有し、前記画面データ生成手段は、前記第１および
／または第２の表示領域を、同一ＣＯＭ信号ラインを共有しないように複数の表示エリア
に分割し、前記第１および／または第２の表示領域と、分割された各表示エリアに、それ
ぞれ表示すべき画面データとを生成し、前記ＬＣＤ駆動手段は、前記画面データ生成手段
で生成された前記第１の表示領域に表示すべき前記画面データに対応するＣＯＭ信号およ
びＳＥＧ信号を前記ドットマトリクス型ＬＣＤの前記第１のＣＯＭ信号ライン群および前
記第１のＳＥＧ信号ライン群に供給して駆動する第１のＬＣＤ駆動手段と、前記画面デー
タ生成手段で生成された前記第２の表示領域に表示すべき前記画面データに対応するＣＯ
Ｍ信号およびＳＥＧ信号を前記ドットマトリクス型ＬＣＤの前記第２のＣＯＭ信号ライン
群および前記第２のＳＥＧ信号ライン群に供給して駆動する第２のＬＣＤ駆動手段とを含
むことを特徴とする。
【００１７】
　請求項５記載の発明においては、ドットマトリクス型ＬＣＤは、第１のＣＯＭ信号ライ
ン群および第１のＳＥＧ信号ライン群で形成される第１の表示領域と、第２のＣＯＭ信号
ライン群および第２のＳＥＧ信号ライン群で形成される第２の表示領域で形成される画面
を有し、画面データ生成手段は、第１および／または第２の表示領域を、同一ＣＯＭ信号
ラインを共有しないように複数の表示エリアに分割し、第１および／または第２の表示領
域と、分割された各表示エリアに、それぞれ表示すべき画面データとを生成し、ＬＣＤ駆
動手段は、画面データ生成手段で生成された第１の表示領域に表示すべき画面データに対
応するＣＯＭ信号およびＳＥＧ信号をドットマトリクス型ＬＣＤの第１のＣＯＭ信号ライ
ン群および第１のＳＥＧ信号ライン群に供給して駆動する第１のＬＣＤ駆動手段と、画面
データ生成手段で生成された第２の表示領域に表示すべき画面データに対応するＣＯＭ信
号およびＳＥＧ信号をドットマトリクス型ＬＣＤの第２のＣＯＭ信号ライン群および第２
のＳＥＧ信号ライン群に供給して駆動する第２のＬＣＤ駆動手段とを含む。それにより、
ＬＣＤのＣＯＭ信号ライン方向に異なる表示エリアが配置されている場合にも、他エリア
との相互干渉のない表示制御が可能になる。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１記載の発明によれば、複数の表示エリアがＣＯＭ信号ラインに沿って同一ＣＯ
Ｍ信号ラインを共有しないように分割されているため、視認性が向上する。また、単独の
表示エリアでの表示データを生成、更新することが容易となり、他エリアとの相互干渉の
ないシンプルな表示制御が可能になる。また、相互干渉がないため、新規エリアの追加や
削除等の仕様変更にも柔軟に対応することができる。
【００１９】
　請求項２記載の発明によれば、複数の表示エリアがＣＯＭ信号ラインに沿って同一ＣＯ
Ｍ信号ラインを共有しないように分割されているため、視認性が向上する。また、単独の
表示エリアでの表示データを生成、更新することが容易となり、他エリアとの相互干渉の
ないシンプルな表示制御が可能になる。また、相互干渉がないため、新規エリアの追加や
削除等の仕様変更にも柔軟に対応することができる。
【００２０】
　請求項３記載の発明によれば、表示コンテンツ毎に信号入力タイミング、表示更新時間
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が異なっていても、表示データをエリア毎に別々に（非同期で）生成するため、他エリア
との相互干渉のないシンプルな表示制御が可能になる。
【００２１】
　請求項４記載の発明によれば、表示コンテンツ毎に信号入力タイミング、表示更新時間
が異なっていても、表示データをエリア毎に別々に（非同期で）生成するため、他エリア
との相互干渉のないシンプルな表示制御が可能になる。
【００２２】
　請求項５記載の発明によれば、ＬＣＤのＣＯＭ信号ライン方向に異なる表示エリアが配
置されている場合にも、他エリアとの相互干渉のない表示制御が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００２４】
　本発明のドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御方法では、たとえば、車両状態を表す車
両情報を表示するために車両用表示装置に使用されるドットマトリクス型ＬＣＤにおいて
、複数のＣＯＭ信号ラインおよび複数のＳＥＧ信号ラインで形成されるＬＣＤの画面を、
ＣＯＭ信号ラインに沿って同一ＣＯＭ信号ラインを共有しないように複数の表示エリアに
明確に分割して表示制御するものであり、それによりユーザーの視認性を向上させること
ができるものである。
【００２５】
　本発明では、たとえば、図１に示すように、ドットマトリクス型ＬＣＤの画面を、ＣＯ
Ｍ信号ラインに沿って同一ＣＯＭ信号ラインを共有しないようにＡ，Ｂ、Ｃの３つの表示
エリアに分割し、Ａエリアには燃費、外気温、ワーニング等の任意表示の情報を表示し（
ここでは、２５．０℃の外気温が表示されている）、ＢエリアにはＡ／Ｔポジション、車
高等の常時表示の情報を表示し（ここでは、Ｐ（パーキング）のＡ／Ｔポジションが表示
されている）、Ｃエリアにはオド／トリップメータ等の必須表示の情報を表示する（ここ
では、８８８８８８．８ｋｍのオド／トリップメータが表示されている）ように表示制御
する。
【００２６】
　このような表示制御方法によれば、同一ＣＯＭ信号ライン上に、異なる車両情報を表示
する複数の表示エリアがまたがらないため、表示エリア間の相互干渉がなく、単独の表示
エリアでの表示データを生成、更新することが容易となる。
【００２７】
　具体的には、入力される車両情報の表示コンテンツに基づいて、ＣＰＵで、分割された
各エリアの表示データを別々に（非同期で）生成し、ＣＰＵからＬＣＤコントローラにデ
ータ送信する。送信方法としては、Ａ，Ｂ，Ｃの表示データを合成して１画面分として送
信する方法（ＣＰＵ処理フロー１）と、Ａ，Ｂ，Ｃの中で表示更新が必要なエリアのみ送
信する方法（ＣＰＵ処理フロー２）がある。
【００２８】
　（ＣＰＵ処理フロー１）
　図２に示すＣＰＵ処理フロー１では、まず、ＣＰＵにて、ＬＣＤに表示すべき車両情報
の入力処理および演算を行い、次に、ＬＣＤのＡ，Ｂ，Ｃエリア画面に表示するための画
面データをそれぞれ非同期で別々に生成し、次に、それぞれ生成した画面データを合成し
、次に、合成した画面データをＬＣＤコントローラに定期的に送信する。ＬＣＤコントロ
ーラは、ＣＰＵから送信された合成画面データに基づき、ＣＯＭ信号およびＳＥＧ信号を
ＬＣＤに供給し、図１に示すように、ＬＣＤのＣＯＭ信号ラインに沿ってエリア分割され
たＡエリア、ＢエリアおよびＣエリアにそれぞれ別々の車両情報を表示させる。
【００２９】
　（ＣＰＵ処理フロー２）
　図３に示すＣＰＵ処理フロー２では、まず、ＣＰＵにて、ＬＣＤに表示すべき車両情報
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の入力処理および演算を行い、次に、ＬＣＤのＡ，Ｂ，Ｃエリア画面に表示するための画
面データをそれぞれ非同期で別々に生成し、次に、それぞれ生成したＡエリア画面データ
、Ｂエリア画面データおよびＣエリア画面表示データをそれぞれ非同期でＬＣＤコントロ
ーラに定期的に送信する。ＬＣＤコントローラは、ＣＰＵから送信された各画面データに
対応するＣＯＭ信号およびＳＥＧ信号をＬＣＤに供給し、図１に示すように、ＬＣＤのＣ
ＯＭ信号ラインに沿ってエリア分割されたＡエリア、ＢエリアおよびＣエリアにそれぞれ
別々の車両情報を表示させる。
【００３０】
　次に、本発明のドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御方法を実施する表示制御装置を車
両用メータに適用した実施の形態について説明する。
【００３１】
　（第１の実施形態）図４は、本発明のドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御方法を実施
する表示制御装置を適用した車両用メータの電気的構成例を示すブロック図である。この
第１の実施形態では、上述のＣＰＵ処理フロー１による表示制御方法が採用されている。
【００３２】
　図４に示すように、車両用メータは、マイクロコンピュータ（以下、ＣＰＵという）２
１と、ＣＰＵ２１に適正な電源電圧Ｖｃｃを供給する電源回路２２と、イグニッションス
イッチ（図示しない）のオンオフ信号をＣＰＵ２１に入力するためのインターフェース（
Ｉ／Ｆ）回路２３と、照明制御信号をＣＰＵ２１に入力するためのＩ／Ｆ回路２４と、各
種センサ（図示しない）からの車速検出信号（車速パルス信号）、エンジン回転数検出信
号、水温検出信号、燃料検出信号、外気温検出信号、Ａ／Ｔシフトポジション信号および
各種ウォーニング検出信号を車内ＬＡＮを介してＣＡＮデータ方式でＣＰＵ２１に入力す
るためのＩ／Ｆ回路２５と、トリップノブスイッチ２６と、外部メモリとしてのＥＥＰＲ
ＯＭ２７と、ＣＰＵ２１で駆動され走行速度を指示する速度計ムーブメント２８と、ＣＰ
Ｕ２１で駆動されエンジン回転数を指示する回転計ムーブメント２９と、ＣＰＵ２１で駆
動され水温を指示する水温計ムーブメント３０と、ＣＰＵ２１で駆動され燃料残量を指示
する燃料計ムーブメント３１と、ＣＰＵ２１から出力される点灯制御信号を照明用ＬＥＤ
３６ａ～３６ｎに供給するＩ／Ｆ回路３３と、ＣＰＵ２１から出力されるウォーニング制
御信号を、各種ウォーニング状態を表示するウォーニング用ＬＥＤ３７ａ～３７ｎに供給
するＩ／Ｆ回路３４と、ＣＰＵ２１で生成された画面データが供給されるＬＣＤコントロ
ーラ３８と、ＬＣＤコントローラ３８からＣＯＭ信号およびＳＥＧ信号が供給され、車両
情報を表示するＬＣＤ３９とを備えている。ＣＰＵ２１は、請求項における画面データ生
成手段に相当し、ＬＣＤコントローラ３８は、請求項におけるＬＣＤ駆動手段に相当する
。
【００３３】
　ＣＰＵ２１内には、メモリとしてＲＯＭおよびＲＡＭが内蔵されており、ＲＯＭには、
Ａ、ＢおよびＣエリア画面生成用ソフトウェアが格納されており、ＲＡＭには、Ａエリア
画面データ、Ｂエリア画面データおよびＣエリア画面データをそれぞれ一時的に記憶する
ための記憶エリアが確保されている。各記憶エリアには、各ＣＯＭ信号ラインおよびＳＥ
Ｇ信号ラインの０，１データが記憶される。
【００３４】
　ＥＥＰＲＯＭ２７には、オド／トリップメータの総走行距離を表示するための単位：１
ｋｍ以上のデータが記憶される。また、１ｋｍ未満のデータは、ＣＰＵ２１内のＲＡＭに
一時的に記憶される。
【００３５】
　ＬＣＤ３９は、ドットマトリクス型ＬＣＤであり、ＣＯＭ信号ラインとＳＥＧ信号ライ
ンが直交するように配置され、その交点をドットとして点灯または消灯させることにより
、文字や数字等の表示パターンを表すことができる。
【００３６】
　次に、上述の構成を有する車両用メータのＣＰＵ２１が実行する画面データ生成処理に
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ついて、図５のフローチャートを参照して説明する。
【００３７】
　まず、Ｉ／Ｆ回路２５を介してＣＡＮデータを取り込み（ステップＳ１）、次いで、Ｌ
ＣＤ３９の画面上のＡエリアに表示する画面データ（外気温データ）の生成処理を行う（
ステップＳ２）。
【００３８】
　このステップＳ２の処理は、図６に示すサブルーチンの実行により行われる。すなわち
、図６に示すように、まずステップＳ１で取り込んだＣＡＮデータ内の外気温データを読
み出し（ステップＳ２１）、次いで現在表示中の外気温データをＲＡＭから読み出す（ス
テップＳ２２）。
【００３９】
　次に、外気温データを変更するか否かを判定する（ステップＳ２３）。この判定では、
今回取り込んだ外気温データが前回取り込んでＲＡＭに記憶されている現在表示中の外気
温データと異なっている場合は、外気温データを変更することとし（ステップＳ２３のＹ
）、次いでＲＡＭに記憶されている前回の外気温データを今回取り込んだ外気温データに
変更（更新）し（ステップＳ２４）、次いで図５のメインルーチンに戻る。一方、今回取
り込んだ外気温データが前回取り込んだ外気温データと同じであれば、外気温データを変
更しないこととし（ステップＳ２３のＮ）、次いで図５のメインルーチンに戻る。
【００４０】
　図５に戻って、次に、Ｂエリアに表示する画面データ（Ａ／Ｔシフトポジションデータ
）の生成処理を行う（ステップＳ３）。
【００４１】
　このステップＳ３の処理は、図７に示すサブルーチンの実行により行われる。すなわち
、図７に示すように、まずステップＳ１で取り込んだＣＡＮデータ内のＡ／Ｔシフトポジ
ションデータを読み出し（ステップＳ３１）、次いで現在表示中のＡ／Ｔシフトポジショ
ンデータをＲＡＭから読み出す（ステップＳ３２）。
【００４２】
　次に、Ａ／Ｔシフトポジションデータを変更するか否かを判定する（ステップＳ３３）
。この判定では、今回取り込んだＡ／Ｔシフトポジションデータが前回取り込んでＲＡＭ
に記憶されている現在表示中のＡ／Ｔシフトポジションデータと異なっている場合は、Ａ
／Ｔシフトポジションデータを変更することとし（ステップＳ３３のＹ）、次いでＲＡＭ
に記憶されている前回のＡ／Ｔシフトポジションデータを今回取り込んだＡ／Ｔシフトポ
ジションデータに変更（更新）し（ステップＳ３４）、次いで図５のメインルーチンに戻
る。一方、今回取り込んだＡ／Ｔシフトポジションデータが前回取り込んだＡ／Ｔシフト
ポジションデータと同じであれば、Ａ／Ｔシフトポジションデータを変更しないこととし
（ステップＳ３３のＮ）、次いで、図５のメインルーチンに戻る。
【００４３】
　図５に戻って、次に、Ｃエリアに表示する画面データ（オド／トリップメータデータ）
の生成処理を行う（ステップＳ４）。
【００４４】
　このステップＳ４の処理は、図８に示すサブルーチンの実行により行われる。すなわち
、図８に示すように、まずステップＳ１で取り込んだＣＡＮデータ内の車速パルスデータ
を取り込み（ステップＳ４１）、次いで車速パルスを積算する（ステップＳ４２）。この
車速パルスの積算値は、総走行距離を示す値となる。
【００４５】
　次に、積算合計が１ｋｍ以上になったか否かを判定し（ステップＳ４３）、なっていな
ければ（ステップＳ４３のＮ）、次いでステップＳ４１に戻り、なっていれば（ステップ
Ｓ４３のＹ）、次いで前回のオドメータ値に１ｋｍを加算する（ステップＳ４４）。次に
、加算後のオドメータ値をＥＥＰＲＯＭ２７に格納し（ステップＳ４４）、次いで図５の
メインルーチンに戻る。
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【００４６】
　図５に戻って、次に、ステップＳ２，Ｓ３およびＳ４で生成された画面Ａ，ＢおよびＣ
データを合成し（ステップＳ５）、次いで合成した画面データをＬＣＤコントローラ３８
へ出力する（ステップＳ６）。
【００４７】
　次に、第１の実施形態の車両用メータにおけるＬＣＤの表示制御の動作について説明す
る。
【００４８】
　まず、Ｉ／Ｆ回路２５を介してＣＡＮデータを取り込み、ＣＰＵ２１にて入力および演
算処理を行い、ＬＣＤ３９の画面のＡエリアに表示するための画面データ、すなわち外気
温を表示するための画面Ａデータと、ＬＣＤ３９の画面のＢエリアに表示するための画面
データ、すなわちＡ／Ｔシフトポジションを表示するための画面Ｂデータと、ＬＣＤ３９
の画面のＣエリアに表示するための画面データ、すなわちオド／トリップメータを表示す
るための画面Ｃデータとをそれぞれ非同期で別々に生成し、次に、それぞれ生成した画面
データを合成する。
【００４９】
　そして、ＣＰＵ２１は、合成した画面データをＬＣＤコントローラ３８に定期的に送信
する。ＬＣＤコントローラ３８は、ＣＰＵ２１から送信された合成画面データに基づき、
ＣＯＭ信号およびＳＥＧ信号をＬＣＤ３９に供給し、ＬＣＤのＣＯＭ信号ラインに沿って
エリア分割されたＡエリアに外気温を表示させ、ＢエリアにＡ／Ｔシフトポジションを表
示させ、Ｃエリアにオド／トリップメータを表示させる。
【００５０】
　このように、本発明の第１の実施形態によれば、複数の表示エリアがＣＯＭ信号ライン
に沿って同一ＣＯＭ信号ラインを共有しないように分割されているため、視認性が向上す
る。また、表示コンテンツ毎に（車両からの）信号入力タイミング、表示更新時間が異な
っていても、表示データをエリア毎に別々に（非同期で）生成するため、他エリアとの相
互干渉のないシンプルな表示制御が可能になる。また、相互干渉がないため、新規エリア
の追加や削除等の仕様変更にも柔軟に対応することができる。
【００５１】
　（第２の実施形態）次に、本発明の第２の実施形態について説明する。この第２の実施
形態では、図４に示す車両用メータにおいて、ＣＰＵ２１が実行する画面データ生成処理
が、上述のＣＰＵ処理フロー２による表示制御方法が採用されているものである。
【００５２】
　以下、第２の実施形態における車両用メータのＣＰＵ２１が実行する画面データ生成処
理について、図９のフローチャートを参照して説明する。
【００５３】
　まず、Ｉ／Ｆ回路２５を介してＣＡＮデータを取り込み（ステップＳ１１）、次いで、
ＬＣＤ３９の画面上のＡエリアに表示する画面データ（外気温データ）の生成処理を行う
（ステップＳ１２）。このステップＳ１２の処理は、第１の実施形態と同様に図６に示す
サブルーチンの実行により行われる。次に、ステップＳ１２で生成された画面Ａデータを
ＬＣＤコントローラ３８へ出力する（ステップＳ１３）。
【００５４】
　次に、Ｂエリアに表示する画面データ（Ａ／Ｔシフトポジションデータ）の生成処理を
行う（ステップＳ１４）。このステップＳ１４の処理は、第１の実施形態と同様に図７に
示すサブルーチンの実行により行われる。次に、ステップＳ１４で生成された画面Ｂデー
タをＬＣＤコントローラ３８へ出力する（ステップＳ１５）。
【００５５】
　次に、Ｃエリアに表示する画面データ（オド／トリップメータデータ）の生成処理を行
う（ステップ１６）。このステップＳ１６の処理は、第１の実施形態と同様に図８に示す
サブルーチンの実行により行われる。次に、ステップＳ１６で生成された画面Ｃデータを
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ＬＣＤコントローラ３８へ出力し（ステップＳ１７）、次いで、処理を終了する。
【００５６】
　次に、第２の実施形態の車両用メータにおけるＬＣＤの表示制御の動作について説明す
る。
【００５７】
　まず、Ｉ／Ｆ回路２５を介してＣＡＮデータを取り込み、ＣＰＵ２１にて入力および演
算処理を行い、ＬＣＤ３９の画面のＡエリアに表示するための画面データ、すなわち外気
温を表示するための画面Ａデータと、ＬＣＤ３９の画面のＢエリアに表示するための画面
データ、すなわちＡ／Ｔシフトポジションを表示するための画面Ｂデータと、ＬＣＤ３９
の画面のＣエリアに表示するための画面データ、すなわちオド／トリップメータを表示す
るための画面Ｃデータとをそれぞれ非同期で別々に生成する。
【００５８】
　そして、ＣＰＵ２１は、生成した画面Ａデータ、画面Ｂデータおよび画面Ｃデータをそ
れぞれ非同期でＬＣＤコントローラ３８に送信する。ＬＣＤコントローラ３８は、ＣＰＵ
２１からそれぞれの画面データが非同期で送信されてくるたびに、当該画面データに対応
するＣＯＭ信号およびＳＥＧ信号をＬＣＤ３９に供給し、ＬＣＤのＣＯＭ信号ラインに沿
ってエリア分割されたＡエリアに外気温を表示させ、ＢエリアにＡ／Ｔシフトポジション
を表示させ、Ｃエリアにオド／トリップメータを表示させる。
【００５９】
　このように、本発明の第２の実施形態によれば、複数の表示エリアがＣＯＭ信号ライン
に沿って同一ＣＯＭ信号ラインを共有しないように分割されているため、視認性が向上す
る。また、表示コンテンツ毎に（車両からの）信号入力タイミング、表示更新時間が異な
っていても、表示データをエリア毎に別々に（非同期で）生成するため、他エリアとの相
互干渉のないシンプルな表示制御が可能になる。また、相互干渉がないため、新規エリア
の追加や削除等の仕様変更にも柔軟に対応することができる。
【００６０】
　以上の通り、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限らず、種々の変
形、応用が可能である。
【００６１】
　たとえば、ＬＣＤは、複数のＬＣＤコントローラで別々に制御されるＣＯＭ信号ライン
およびＳＥＧ信号ラインを有する構成としても良い。一例として、図１０に示すように、
外気温を表示するエリアと、オドトリップメータを表示するエリアを、ＣＯＭ信号ライン
Ａ群（請求項における第１のＣＯＭ信号ライン群に相当）およびＳＥＧ信号ラインＡ群（
請求項における第１のＳＥＧ信号ライン群に相当）で構成し、Ａ／Ｔシフトポジションを
表示するエリアを、ＣＯＭ信号ラインＢ群（請求項における第２のＣＯＭ信号ライン群に
相当）およびＳＥＧ信号ラインＢ群（請求項における第２のＳＥＧ信号ライン群に相当）
で構成する。そして、外気温を表示する画面データと、オドトリップメータを表示する画
面データと、Ａ／Ｔシフトポジションを表示する画面データを、ＣＰＵ２１で上述のＣＰ
Ｕ処理フロー１またはＣＰＵ処理フロー２により生成し、ＣＰＵ２１から外気温を表示す
る画面データと、オドトリップメータを表示する画面データが供給される１台のＬＣＤコ
ントローラ（請求項における第１のＬＣＤ駆動手段に相当）でＣＯＭ信号ラインＡ群およ
びＳＥＧ信号ラインＡ群を駆動し、ＣＰＵ２１からＡ／Ｔシフトポジションを表示する画
面データが供給されるもう１台のＬＣＤコントローラ（請求項における第２のＬＣＤ駆動
手段に相当）でＣＯＭ信号ラインＢ群およびＳＥＧ信号ラインＢ群を駆動する。このよう
に構成した場合も、ＣＯＭ信号ラインが複数の表示エリアにまたがらせずに表示制御でき
るので、視認性が向上する。
【００６２】
　また、他の実施例として、ＣＯＭ信号ラインに沿って同一ＣＯＭ信号ラインを共有しな
いように分割された各表示エリア間の境界のＣＯＭ信号ラインのドットを点灯させて区分
け線を画面上に表示させても良い。このようにすれば、各表示エリアを明確に区分けして
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視認することができるので、さらに視認性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明のドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御方法によるＬＣＤの画面表示例を
示す図である。
【図２】本発明のドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御方法によるＣＰＵ処理フローの一
例を示す図である。
【図３】本発明のドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御方法によるＣＰＵ処理フローの他
の例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御方法を実施
する表示制御装置を適用した車両用メータの電気的構成例を示すブロック図である。（第
１の実施形態）
【図５】本発明の第１の実施形態における車両用メータのＣＰＵが実行する画面データ生
成処理を示すフローチャートである。（第１の実施形態）
【図６】図５のフローチャートにおけるサブルーチンを示すフローチャートである。（第
１の実施形態）
【図７】図５のフローチャートにおけるサブルーチンを示すフローチャートである。（第
１の実施形態）
【図８】図５のフローチャートにおけるサブルーチンを示すフローチャートである。（第
１の実施形態）
【図９】本発明の第２の実施形態における車両用メータのＣＰＵが実行する画面データ生
成処理を示すフローチャートである。（第２の実施形態）
【図１０】本発明の表示制御方法を適用できるＬＣＤの他の構成例を示す図である。
【図１１】一般的なドットマトリクス型ＬＣＤの構成を示す図である。
【図１２】従来のドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御方法の一例を説明する図である。
【図１３】従来のドットマトリクス型ＬＣＤの表示制御方法の他の例を説明する図である
。
【符号の説明】
【００６４】
　２１　ＣＰＵ（画面データ生成手段）
　３８　ＬＣＤコントローラ（ＬＣＤ駆動手段）
　３９　ドットマトリクス型ＬＣＤ
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