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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車室内において車両情報を表示する計器部と、車室内において点消灯する電飾部と、前
記電飾部の点消灯を切換えるために操作される切換操作部と、前記計器部の表示輝度及び
前記電飾部の発光輝度を段階的に調整するために操作される調光操作部と、前記切換操作
部及び前記調光操作部の操作に応じて前記計器部及び前記電飾部を制御する調光制御部と
、を備え、前記計器部の表示輝度の調整段階である表示輝度段階及び前記電飾部の発光輝
度の調整段階である発光輝度段階がそれぞれ同数ずつ設定され、それら表示輝度段階及び
発光輝度段階に合わせて前記計器部の表示輝度及び前記電飾部の発光輝度が制御される車
両用調光システムであって、
　前記調光制御部は、
　前記切換操作部による前記電飾部の消灯下、前記表示輝度段階を前記調光操作部の操作
に応じて変更し且つ前記発光輝度段階を前記調光操作部の操作に拘らず保持する消灯状態
制御手段と、
　前記切換操作部による前記電飾部の点灯下、前記表示輝度段階及び前記発光輝度段階の
相異状態で前記調光操作部が操作されることを条件として、前記表示輝度段階を前記調光
操作部の操作に応じて変更し且つ前記発光輝度段階を前記表示輝度段階に合致させる点灯
状態制御手段と、
を有することを特徴とする車両用調光システム。
【請求項２】
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　前記点灯状態制御手段は、前記切換操作部による前記電飾部の点灯下、前記表示輝度段
階及び前記発光輝度段階の合致状態で前記調光操作部が操作されることにより、それら表
示輝度段階及び発光輝度段階を合致状態のまま変更することを特徴とする請求項１に記載
の車両用調光システム。
【請求項３】
　前記調光制御部は、車両環境の明暗を判定する判定手段を備え、
　前記消灯状態制御手段は、前記切換操作部による前記電飾部の消灯下、前記判定手段に
より判定された前記車両環境が明状態である場合に、前記表示輝度段階を前記調光操作部
の操作に応じて変更し且つ前記発光輝度段階を前記調光操作部の操作に拘らず保持し、
　前記点灯状態制御手段は、前記切換操作部による前記電飾部の点灯下、前記判定手段に
より判定された前記車両環境が明状態である場合に、前記表示輝度段階及び前記発光輝度
段階の相異状態で前記調光操作部が操作されることを条件として、前記表示輝度段階を前
記調光操作部の操作に応じて変更し且つ前記発光輝度段階を前記表示輝度段階に合致させ
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の車両用調光システム。
【請求項４】
　前記点灯状態制御手段は、前記切換操作部による前記電飾部の点灯下、前記表示輝度段
階及び前記発光輝度段階の相異状態で前記調光操作部が操作されるトリガ操作を検出する
ことにより、前記表示輝度段階を前記調光操作部の当該トリガ操作及び当該トリガ操作後
における前記調光操作部の操作に応じて変更し且つ前記発光輝度段階を前記表示輝度段階
に合致させることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の車両用調光システム
。
【請求項５】
　前記点灯状態制御手段は、前記切換操作部による前記電飾部の点灯下、前記表示輝度段
階及び前記発光輝度段階の相異状態で前記調光操作部が操作されるトリガ操作を検出する
と、前記表示輝度段階が前記発光輝度段階と合致するまで、前記表示輝度段階を前記調光
操作部の操作に応じて変更し且つ前記発光輝度段階を前記調光操作部の操作に拘らず保持
し、
　前記トリガ操作後、さらに前記表示輝度段階が前記発光輝度段階と合致した後において
、前記点灯状態制御手段は、前記表示輝度段階を前記調光操作部の操作に応じて変更し且
つ前記発光輝度段階を前記表示輝度段階に合致させることを特徴とする請求項１～４のい
ずれか一項に記載の車両用調光システム。
【請求項６】
　前記点灯状態制御手段は、前記切換操作部による前記電飾部の点灯下、前記表示輝度段
階及び前記発光輝度段階の相異状態で前記調光操作部が操作されるトリガ操作を検出する
と、予め設定された基準段階に対して前記発光輝度段階が異なる間は、前記表示輝度段階
及び前記発光輝度段階を相異状態のまま前記調光操作部の操作に応じて変更し、
　前記トリガ操作後、さらに前記発光輝度段階が前記基準段階と合致した後において、前
記点灯状態制御手段は、前記表示輝度段階が当該発光輝度段階と合致するまで、前記表示
輝度段階を前記調光操作部の操作に応じて変更し且つ前記発光輝度段階を前記調光操作部
の操作に拘らず保持し、
　前記トリガ操作後、さらに前記発光輝度段階が前記基準段階と合致し且つ前記表示輝度
段階が当該発光輝度段階と合致した後において、前記点灯状態制御手段は、前記表示輝度
段階を前記調光操作部の操作に応じて変更し且つ前記発光輝度段階を前記表示輝度段階に
合致させることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の車両用調光システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用調光システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　例えば特許文献１に開示されているように、車室内において車両情報を表示する計器部
の表示輝度を、調光操作部の操作に応じて段階的に調整するようにした車両用調光システ
ムが、知られている。
【０００３】
　このような車両用調光システムでは、計器部の表示輝度の調整段階が複数段階、用意さ
れている。これにより、車室内の乗員は表示輝度の調整段階を、自身の嗜好に適した段階
と合致するまで、調光操作部の操作によって変更し得る。
【０００４】
　さて、車室内において一般には、ライトスイッチといった切換操作部の操作に応じて点
消灯する電飾部が、エアコン、オーディオ機器、シフタ等に設けられている。そして、こ
うした電飾部については、近年、その発光輝度を調光操作部の操作に応じて段階的に調整
することが、検討されてきている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平６－３１８０５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　さて、電飾部の点灯下、その発光輝度を計器部の表示輝度と同じ調光操作部により段階
的に調整するようにした場合、それら発光輝度及び表示輝度の段階をそれぞれ同数ずつに
設定することが、望ましい。なぜなら、発光輝度及び表示輝度のうち一方が調光操作部の
操作に応じて明るくなるにも拘らず、それら輝度のうち他方が暗くなるような場合、車室
内の乗員に違和感を与えるおそれがあることから、両輝度段階の明暗の程度を合わせてお
くことが必要となるためである。
【０００７】
　しかし、電飾部の消灯下では、当該電飾部の発光輝度を変更する必要はない。故に、電
飾部の消灯下、調光操作部の操作に応じて計器部の表示輝度のみが変更されると、当該計
器部の表示輝度段階が電飾部の発光輝度段階とはずれてしまい、その後の電飾部の点灯下
において乗員に違和感を与えるおそれがあった。
【０００８】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、車両乗員の嗜
好に適した調光を実現する車両用調光システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載の発明は、車室内において車両情報を表示する計器部と、車室内におい
て点消灯する電飾部と、電飾部の点消灯を切換えるために操作される切換操作部と、計器
部の表示輝度及び電飾部の発光輝度を段階的に調整するために操作される調光操作部と、
切換操作部及び調光操作部の操作に応じて計器部及び電飾部を制御する調光制御部と、を
備え、計器部の表示輝度の調整段階である表示輝度段階及び電飾部の発光輝度の調整段階
である発光輝度段階がそれぞれ同数ずつ設定され、それら表示輝度段階及び発光輝度段階
に合わせて計器部の表示輝度及び電飾部の発光輝度が制御される車両用調光システムであ
って、調光制御部は、切換操作部による電飾部の消灯下、表示輝度段階を調光操作部の操
作に応じて変更し且つ発光輝度段階を調光操作部の操作に拘らず保持する消灯状態制御手
段と、切換操作部による電飾部の点灯下、表示輝度段階及び発光輝度段階の相異状態で調
光操作部が操作されることを条件として、表示輝度段階を調光操作部の操作に応じて変更
し且つ発光輝度段階を表示輝度段階に合致させる点灯状態制御手段と、を有することを特
徴とする。
【００１０】
　このような請求項１に記載の発明によると、切換操作部の操作により電飾部が消灯した
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車室内では、車両情報を表示する計器部の表示輝度段階は調光操作部の操作に応じて変更
されるが、当該電飾部の発光輝度段階は調光操作部の操作に拘らず保持される。故に、表
示輝度段階と発光輝度段階とが同数ずつ設定される構成では、電飾部の消灯下において表
示輝度段階が発光輝度段階とはずれてしまい、その後の電飾部の点灯下において車室内の
乗員に違和感を与えることが懸念される。
【００１１】
　しかし、請求項１に記載の発明によると、切換操作部の操作により電飾部が点灯した車
室内では、表示輝度段階及び発光輝度段階の相異状態にて調光操作部が操作されることを
条件として、当該操作に応じて変更される表示輝度段階に発光輝度段階が合致させられ得
る。これによれば、電飾部の点灯下、相異なる表示輝度段階及び発光輝度段階を調光操作
部の操作に応じて変更しても、両輝度段階の明暗の程度を合わせることが可能となる。し
たがって、車室内の乗員に違和感を与える事態を抑制して、当該乗員の嗜好に適した調光
を実現することができるのである。
【００１２】
　請求項２に記載の発明において点灯状態制御手段は、切換操作部による電飾部の点灯下
、計器部の表示輝度段階及び点灯部の発光輝度段階の合致状態で調光操作部が操作される
ことにより、それら表示輝度段階及び発光輝度段階を合致状態のまま変更する。この発明
によると、切換操作部の操作により電飾部が点灯した車室内では、表示輝度段階及び発光
輝度段階の合致状態で調光操作部が操作されることで、それら輝度段階が同一の段階に変
更させられ得る。これによれば、電飾部の点灯下、表示輝度段階及び発光輝度段階を相異
状態からだけでなく、合致状態から変更する場合にも、両輝度段階の明暗の程度を合わせ
ることが可能となる。したがって、車室内の乗員に違和感を与える事態を確実に抑制して
、当該乗員の嗜好に適した調光を実現することができるのである。
【００１３】
　請求項３に記載の発明において調光制御部は、車両環境の明暗を判定する判定手段を備
え、消灯状態制御手段は、切換操作部による電飾部の消灯下、判定手段により判定された
車両環境が明状態である場合に、計器部の表示輝度段階を調光操作部の操作に応じて変更
し且つ電飾部の発光輝度段階を調光操作部の操作に拘らず保持し、点灯状態制御手段は、
切換操作部による電飾部の点灯下、判定手段により判定された車両環境が明状態である場
合に、表示輝度段階及び発光輝度段階の相異状態で調光操作部が操作されることを条件と
して、表示輝度段階を調光操作部の操作に応じて変更し且つ発光輝度段階を表示輝度段階
に合致させる。
【００１４】
　このような請求項３に記載の発明によると、昼間時等、車両環境が明状態と判定される
場合に電飾部が消灯した車室内では、計器部の表示輝度段階は調光操作部の操作に応じて
変更されるのに対し、当該電飾部の発光輝度段階は調光操作部の操作に拘らず保持される
。故に、電飾部の消灯下において表示輝度段階が発光輝度段階とはずれてしまい、その後
、車両環境が明状態であるにも拘らず電飾部が点灯されたときに、車室内の乗員に違和感
を与えることが懸念される。
【００１５】
　しかし、請求項３に記載の発明によると、車両環境が明状態と判定される一方で電飾部
が点灯状態となった車室内では、表示輝度段階及び発光輝度段階の相異状態で調光操作部
が操作されると、その操作に応じて変更される表示輝度段階に発光輝度段階が合致させら
れ得る。これによれば、車両環境が明状態であるにも拘らず電飾部が点灯されたときに、
相異なる表示輝度段階及び発光輝度段階を調光操作部の操作に応じて変更しても、両輝度
段階の明暗の程度を合わせることが可能となる。したがって、車室内の乗員に違和感を与
える事態を抑制して、当該乗員の嗜好に適した調光を実現することができるのである。
【００１６】
　請求項４に記載の発明において点灯状態制御手段は、切換操作部による電飾部の点灯下
、計器部の表示輝度段階及び電飾部の発光輝度段階の相異状態で調光操作部が操作される
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トリガ操作を検出することにより、表示輝度段階を調光操作部の当該トリガ操作及び当該
トリガ操作後における調光操作部の操作に応じて変更し且つ発光輝度段階を表示輝度段階
に合致させる。この発明によると、電飾部が点灯した車室内では、表示輝度段階及び発光
輝度段階の相異状態でトリガ操作が行われることにより表示輝度段階が変更されると、当
該変更後の表示輝度段階に発光輝度段階が合致させられ得る。さらにトリガ操作後におい
ても、調光操作部の操作に応じて変更される表示輝度段階に発光輝度段階が合致させられ
得る。以上によれば、電飾部が消灯状態から点灯状態となって最初のトリガ操作に応じて
、相異なった表示輝度段階及び発光輝度段階の明暗の程度が即座に合わせられることとな
る。したがって、車室内の乗員に違和感を与えることなく、当該乗員の嗜好に適した調光
を実現することができるのである。
【００１７】
　請求項５に記載の発明において点灯状態制御手段は、切換操作部による電飾部の点灯下
、計器部の表示輝度段階及び電飾部の発光輝度段階の相異状態で調光操作部が操作される
トリガ操作を検出すると、表示輝度段階が発光輝度段階と合致するまで、表示輝度段階を
調光操作部の操作に応じて変更し且つ発光輝度段階を調光操作部の操作に拘らず保持し、
トリガ操作後、さらに表示輝度段階が発光輝度段階と合致した後において点灯状態制御手
段は、表示輝度段階を調光操作部の操作に応じて変更し且つ発光輝度段階を表示輝度段階
に合致させる。
【００１８】
　このような請求項５に記載の発明によると、電飾部が点灯した車室内では、表示輝度段
階及び発光輝度段階の相異状態でのトリガ操作が行われると、それらの輝度段階は、合致
状態となるまで電飾部の消灯時と同様に制御される。即ち、表示輝度段階は調光操作部の
操作に応じて変更されるが、電飾部の発光輝度段階は調光操作部の操作に拘らず保持され
得る。さらにトリガ操作後、かかる保持状態の発光輝度段階に対して表示輝度段階が合致
した後においては、調光操作部の操作に応じて変更される表示輝度段階に発光輝度段階が
合致させられ得る。以上によれば、電飾部が消灯状態から点灯状態となって最初のトリガ
操作後においては、当該トリガ操作時に保持された発光輝度段階の明暗に対して、表示輝
度段階の明暗を合わせることが可能になる。このように両輝度段階の明暗を合わせること
で、車室内の乗員に違和感を与える事態が抑制されて、当該乗員の嗜好に適した調光が実
現され得るのである。
【００１９】
　請求項６に記載の発明において点灯状態制御手段は、切換操作部による電飾部の点灯下
、表示輝度段階及び発光輝度段階の相異状態で調光操作部が操作されるトリガ操作を検出
すると、予め設定された基準段階に対して発光輝度段階が異なる間は、表示輝度段階及び
発光輝度段階を相異状態のまま調光操作部の操作に応じて変更し、トリガ操作後、さらに
発光輝度段階が基準段階と合致した後において、点灯状態制御手段は、表示輝度段階が当
該発光輝度段階と合致するまで、表示輝度段階を調光操作部の操作に応じて変更し且つ発
光輝度段階を調光操作部の操作に拘らず保持し、トリガ操作後、さらに発光輝度段階が基
準段階と合致し且つ表示輝度段階が当該発光輝度段階と合致した後において、点灯状態制
御手段は、表示輝度段階を調光操作部の操作に応じて変更し且つ発光輝度段階を表示輝度
段階に合致させる。
【００２０】
　このような請求項６に記載の発明によると、電飾部が点灯した車室内では、表示輝度段
階及び発光輝度段階の相異状態でのトリガ操作が行われると、それらの輝度段階は、相異
状態のままの変更により基準段階と合致した発光輝度段階に対して表示輝度段階も合致す
るまで、電飾部の消灯時と同様に制御される。即ち、表示輝度段階は調光操作部の操作に
応じて変更されるが、基準段階と合致した後の電飾部の発光輝度段階は調光操作部の操作
に拘らず保持され得る。さらにトリガ操作後、かかる保持状態の発光輝度段階に対して表
示輝度段階が合致した後においては、調光操作部の操作に応じて変更される表示輝度段階
に発光輝度段階が合致させられ得る。以上によれば、電飾部が消灯状態から点灯状態とな
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って最初のトリガ操作後においては、基準段階に保持された発光輝度段階の明暗に対して
、表示輝度段階の明暗を合わせることが可能になる。このように両輝度段階の明暗を合わ
せることで、車室内の乗員に違和感を与える事態が抑制されて、当該乗員の嗜好に適した
調光が実現され得るのである。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第一実施形態による車両用調光システムの全体構成を示すブロック図で
ある。
【図２】本発明の第一実施形態による車両用調光システムの計器を示す正面図である。
【図３】本発明の第一実施形態による車両用調光システムの車載機器を示す正面図である
。
【図４】本発明の第一実施形態による車両用調光システムの調光制御装置について説明す
るための模式図である。
【図５】本発明の第一実施形態による車両用調光システムの調光制御装置が実現する制御
フローを示すフローチャートである。
【図６】本発明の第一実施形態による車両用調光システムの調光制御装置が実現する制御
フローを示すフローチャートである。
【図７】本発明の第一実施形態による車両用調光システムの調光制御装置が実現する制御
フローを示すフローチャートである。
【図８】本発明の第一実施形態による車両用調光システムの特徴について説明するための
模式図である。
【図９】本発明の第二実施形態による車両用調光システムの調光制御装置が実現する制御
フローを示すフローチャートであって、図６に対応する図である。
【図１０】本発明の第二実施形態による車両用調光システムの特徴について説明するため
の模式図である。
【図１１】本発明の第三実施形態による車両用調光システムの調光制御装置が実現する制
御フローを示すフローチャートであって、図６に対応する図である。
【図１２】本発明の第三実施形態による車両用調光システムの特徴について説明するため
の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の複数の実施形態を図面に基づいて説明する。尚、各実施形態において対
応する構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明を省略する。
【００２３】
　（第一実施形態）
　図１は、本発明の第一実施形態による車両用調光システム１を示している。四輪乗用車
等の車両に搭載される車両用調光システム１は、計器２、車載機器３、点消灯スイッチ４
、調光スイッチ５、照度センサ６及び調光制御装置７等から構成されている。
【００２４】
　図１，２に示すように計器２は、車両において車室内前方のインストルメントパネルに
設置されるアナログ式メータであり、計器板２０、指針２１、表示光源２２及び駆動源２
３を有している。
【００２５】
　図２に示す計器板２０は、例えば透光性基板に遮光印刷層を積層してなり、車室内の前
方から後方へ向かう方向を表示方向として設置されている。計器板２０には、車室内の乗
員へ向けて表示する指標として、目盛２０ａ及び文字２０ｂがそれぞれ複数ずつ形成され
ている。これらの指標２０ａ，２０ｂは、例えば透光性基板において遮光印刷層の貫通孔
から露出する部分（図１参照）からなり、表示光源２２からの光を表示方向後側から前側
へ透過させる。ここで本実施形態の指標２０ａ，２０ｂは、車両情報としての車速情報を
表示するものであるが、その他の車両情報、例えば燃料の残量情報、エンジンの回転数情
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報、エンジン冷却水の温度情報を表示するものであってもよい。
【００２６】
　指針２１は、計器板２０の表示方向前側に設置されている。指針２１の回転軸２１ａは
、計器板２０を表示方向前側から後側へと貫通して駆動源２３に連結されており、それに
よって指針２１が回転可能となっている。指針２１は、回転軸２１ａの回転方向に沿って
並ぶ指標２０ａ，２０ｂを、当該軸２１ａの回転位置に応じて指示する。
【００２７】
　図１に示す表示光源２２は、例えば発光ダイオードを主体に構成され、計器板２０の表
示方向後側に設置されている。表示光源２２は、通電により駆動されて点灯することで、
光を計器板２０へ向けて出射する。こうして表示光源２２から出射された光は、計器板２
０の指標２０ａ，２０ｂを表示方向後側から前側へ透過することで、それらの指標２０ａ
，２０ｂを発光表示させる。したがって、指標２０ａ，２０ｂによる計器板２０の表示輝
度は、表示光源２２の発光輝度に応じて決まるようになっている。
【００２８】
　図２に示す駆動源２３は、例えばステッピングモータであり、計器板２０の表示方向後
側に設置されている。駆動源２３の出力軸２３ａは、指針２１の回転軸２１ａに連結され
ている。通電によって駆動源２３は、出力軸２３ａと共に指針２１を回転駆動する。
【００２９】
　図１，３に示すように車載機器３は、車室内前方のインストルメントパネルに設置され
るオーディオ機器であり、電飾パネル３０及び照明光源３２を有している。
【００３０】
　図３に示す電飾パネル３０は、例えば複数の液晶画素を２次元方向に配列してなる液晶
パネルであり、車室内の前方から後方へ向かう方向を表示方向として設置されている。電
飾パネル３０は、例えば車載機器３の動作状態といった複数の情報画像３０ａを、車室内
の乗員へ向けて表示する。尚、電飾パネル３０については、図１に二点鎖線で示すように
調光制御装置７と電気接続して当該制御装置７により制御してもよいし、車載機器３に専
用の別の制御装置により制御してもよい。
【００３１】
　図１に示す照明光源３２は、例えば発光ダイオードを主体に構成され、電飾パネル３０
の表示方向後側に設置されている。照明光源３２は、通電により駆動されて点灯すること
で、光を電飾パネル３０へ向けて出射する。こうして照明光源３２から出射された光は、
電飾パネル３０を表示方向後側から前側へと透過照明することで、当該パネル３０の表示
画像３０ａを発光させる。したがって、電飾パネル３０の発光輝度は、照明光源３２の点
灯輝度に応じて決まるようになっている。
【００３２】
　点消灯スイッチ４は、車両のライト及び照明光源３２の点消灯を切換えるために、運転
席上の乗員により操作可能に車室内に配置されている。ここで本実施形態の点消灯スイッ
チ４には、照明光源３２と共にテールランプを点灯させる車幅灯オン位置及び前照灯オン
位置と、照明光源３２と共にテールランプを消灯させる全灯オフ位置とが、操作位置とし
て設定されている。
【００３３】
　図１，２に示す調光スイッチ５は、計器板２０の表示輝度及び電飾パネル３０の発光輝
度を段階的に調整するために、運転席上の乗員により操作可能に車室内に配置されている
。調光スイッチ５は、例えばプッシュスイッチであり、計器板２０の表示輝度の調整段階
（表示輝度段階）及び電飾パネル３０の発光輝度の調整段階（発光輝度段階）を、一回の
操作によって一段階変更可能となっている。ここで、計器板２０の表示輝度段階及び電飾
パネル３０の発光輝度段階は、それぞれ同数ずつ（本実施形態では七段階ずつ）用意され
ている。そして、本実施形態において各輝度段階は、図４に示す如く調光スイッチ５の操
作毎に暗くなる側へと変更され、最暗段階（図４のＳｔｅｐ７）に達すると、次の調光ス
イッチ５の操作によって最明段階（図４のＳｔｅｐ１）へと戻るように設定されている。
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【００３４】
　図１に示す照度センサ６は、例えば光検出手段としてのフォトトランジスタ又はフォト
ダイオードからなり、車室内前方のインストルメントパネルの上部に設置されている。照
度センサ６は、車両のフロントウィンドシールドを通して受ける外光の照度を、検出する
。こうして検出される外光照度に基づくことにより、車両環境の明暗判定が可能となって
いる。
【００３５】
　調光制御装置７は、メモリ７０を有する例えばマイクロコンピュータであり、計器板２
０の表示方向後側において計器２に内蔵されている。調光制御装置７は、計器板２０の表
示輝度段階及び電飾パネル３０の発光輝度段階に関するテーブルを、メモリ７０に予め記
憶している。
【００３６】
　ここで図４に示すように、計器板２０の表示輝度段階に関するテーブルとしては、車両
環境が明状態となる昼間時等に適用される明状態調光テーブルＴａと、車両環境が暗状態
となる夜間時等に適用される暗状態調光テーブルＴｂとが、メモリ７０に記憶されている
。また、電飾パネル３０の発光輝度段階に関するテーブルとしては、照明光源３２の点灯
時に適用される電飾調光テーブルＴｃが、メモリ７０に記憶されている。そして、特に本
実施形態の各調光テーブルＴａ，Ｔｂ，Ｔｃは、対象とする輝度段階につき、最明段階（
図４の各Ｓｔｅｐ１）の輝度を基準として、残りの段階の輝度を百分率にて規定している
。以上より、各調光テーブルＴａ，Ｔｂ，Ｔｃが規定する輝度段階間の輝度変化率は、相
異なるものとなっている。
【００３７】
　図１に示すように調光制御装置７は、計器板２０の表示輝度段階及び電飾パネル３０の
発光輝度段階につき、調光テーブルＴａ，Ｔｂ，Ｔｃ（図４参照）に従って変更された値
Ｍａ，Ｍｂ，Ｍｃを逐次メモリ７０に記憶する。具体的に調光制御装置７は、明状態調光
テーブルＴａに従って計器板２０の表示輝度段階を変更する毎に、当該変更後の表示輝度
段階をメモリ７０の明状態記憶値Ｍａとして更新する。また、調光制御装置７は、暗状態
調光テーブルＴｂに従って計器板２０の表示輝度段階を変更する毎に、当該変更後の表示
輝度段階をメモリ７０の暗状態記憶値Ｍｂとして更新する。さらにまた、調光制御装置７
は、電飾調光テーブルＴｃに従って電飾パネル３０の発光輝度段階を変更する毎に、当該
変更後の発光輝度段階をメモリ７０の電飾記憶値Ｍｃとして更新すると共に、当該変更後
の発光輝度段階を暗状態記憶値Ｍｂとしても更新する。
【００３８】
　さらに調光制御装置７は、車両用調光システム１の電気要素、即ち光源２２，３２、駆
動源２３、スイッチ４，５及び照度センサ６と電気接続されている。それと共に調光制御
装置７は、計器２による表示情報（本実施形態では、車速情報）を取得するための車両セ
ンサ８にも、電気接続されている。こうした電気接続形態の調光制御装置７は、スイッチ
４，５の操作と照度センサ６の出力に応じて光源２２，３２への通電を制御すると共に、
車両センサ８の出力に応じて駆動源２３への通電を制御する。ここで特に、光源２２，３
２への通電制御によれば、それぞれ計器板２０の表示輝度及び電飾パネル３０の発光輝度
を、メモリ７０の記憶値Ｍａ，Ｍｂ，Ｍｃのいずれかと合わせるようにして制御可能であ
る。そこで、以下においては、計器板２０の表示輝度及び電飾パネル３０の発光輝度の調
光制御装置７による制御について、詳細に説明する。
【００３９】
　調光制御装置７は、メモリ７０に予め記憶の制御プログラムを実行することにより、図
５～７に示す制御フローを実現する。尚、この制御フローは、車両のエンジンスイッチが
オン状態となるのに応じて開始され、当該エンジンスイッチがオフ状態となるのに応じて
終了する。
【００４０】
　まず、図５に示すように制御フローのＳ１００では、照度センサ６の出力に基づいて車
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両環境の明暗を判定する。その結果、外光照度が設定照度以上であって車両環境が明状態
にあると判定されると、Ｓ１０１へ移行する一方、外光照度が当該設定照度未満であって
車両環境が暗状態にあると判定されると、Ｓ１１９（図７参照）へ移行する。
【００４１】
　明状態判定が下された場合のＳ１０１では、表示光源２２を点灯させることで、計器板
２０の表示輝度段階をメモリ７０の明状態記憶値Ｍａに合致させる。さらに続くＳ１０２
では、点消灯スイッチ４の操作位置が全灯オフ位置にあるか否かを判定する。その結果、
肯定判定が下された場合には、Ｓ１０３へ移行する一方、否定判定が下された場合には、
Ｓ１１０（図６参照）へ移行する。
【００４２】
　点消灯スイッチ４の操作位置が全灯オフ位置にある場合のＳ１０３では、照明光源３２
を消灯させる。さらに続くＳ１０４では、設定時間内に調光スイッチ５が操作されたか否
かを判定する。その結果、肯定判定が下された場合には、Ｓ１０５へ移行することにより
、計器板２０の表示輝度段階をメモリ７０の明状態記憶値Ｍａから明状態調光テーブルＴ
ａに従って一段階変更すると共に、電飾パネル３０の発光輝度段階をメモリ７０の電飾記
憶値Ｍｃに保持する。これに対し、否定判定が下された場合には、Ｓ１０６へ移行するこ
とにより、計器板２０の表示輝度段階及び電飾パネル３０の発光輝度段階をそれぞれ、メ
モリ７０の明状態記憶値Ｍａ及び電飾記憶値Ｍｃに保持する。
【００４３】
　これらＳ１０５，Ｓ１０６のいずれの実行後にあっても、Ｓ１０７へ移行する。Ｓ１０
７では、現在の計器板２０の表示輝度段階により、メモリ７０の明状態記憶値Ｍａを更新
する。尚、このとき、メモリ７０の電飾記憶値Ｍｃ及び暗状態記憶値Ｍｂは、互いに合致
した状態となっている。
【００４４】
　さらにＳ１０７の後、Ｓ１００，Ｓ１０２と同一内容のＳ１０８，Ｓ１０９によりそれ
ぞれ明状態判定及び肯定判定が下される間は、Ｓ１０４へと戻ることになる。したがって
、明状態判定下にて照明光源３２が消灯しているときには、電飾パネル３０の発光輝度段
階を調光スイッチ５の操作に拘らずに保持しながら、計器板２０の表示輝度段階を当該操
作に応じて変更することができるのである。
【００４５】
　尚、Ｓ１０８により暗状態判定が下された場合には、Ｓ１００と同様、Ｓ１１９（図７
参照）へ移行する。また、Ｓ１０９により否定判定が下された場合には、Ｓ１０２と同様
、Ｓ１１０（図６参照）へと移行することになる。
【００４６】
　以上に対し、点消灯スイッチ４の操作位置が車幅灯オン位置又は前照灯オン位置にある
場合には、図６に示すＳ１１０において照明光源３２を点灯させることにより、電飾パネ
ル３０の発光輝度段階をメモリ７０の電飾記憶値Ｍｃに合致させる。さらに続くＳ１１１
では、設定時間内に調光スイッチ５が操作されたか否かを判定する。その結果、肯定判定
が下された場合には、Ｓ１１２へ移行する一方、否定判定が下された場合には、Ｓ１１５
へ移行する。
【００４７】
　調光スイッチ５の操作により実行されるＳ１１２では、現在の計器板２０の表示輝度段
階であるメモリ７０の明状態記憶値Ｍａと、現在の電飾パネル３０の発光輝度段階である
メモリ７０の電飾記憶値Ｍｃとにつき、合致しているか否かを判定する。その結果、否定
判定が下された場合には、Ｓ１１３へ移行することにより、計器板２０の表示輝度段階を
メモリ７０の明状態記憶値Ｍａから明状態調光テーブルＴａに従って一段階変更すると共
に、電飾パネル３０の発光輝度段階を当該変更後の表示輝度段階に合致させる。これに対
し、肯定判定が下された場合には、Ｓ１１４へ移行することにより、計器板２０の表示輝
度段階及び電飾パネル３０の発光輝度段階をそれぞれ、互いに合致したメモリ７０の記憶
値Ｍａ，Ｍｃから調光テーブルＴａ，Ｔｃに従って一段階変更する。即ち、両輝度段階を
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合致状態のまま変更する。尚、調光スイッチ５が操作されないことにより実行されるＳ１
１５では、Ｓ１０６と同様、計器板２０の表示輝度段階及び電飾パネル３０の発光輝度段
階をそれぞれ、メモリ７０の記憶値Ｍａ，Ｍｃに保持する。
【００４８】
　以上、Ｓ１１３，Ｓ１１４，１１５のいずれの実行後にあっても、Ｓ１１６へ移行する
。Ｓ１１６では、現在の計器板２０の表示輝度段階により、メモリ７０の明状態記憶値Ｍ
ａを更新する。それと共にＳ１１６では、現在の電飾パネル３０の発光輝度段階により、
メモリ７０の電飾記憶値Ｍｃ及び暗状態記憶値Ｍｂを更新する。さらにＳ１１６の後、Ｓ
１００，Ｓ１０２と同一内容のＳ１１７，Ｓ１１８によりそれぞれ明状態判定及び否定判
定が下される間は、Ｓ１１１へと戻ることになる。したがって、明状態判定下にて照明光
源３２が点灯しているときには、計器板２０の表示輝度段階及び電飾パネル３０の発光輝
度段階の相異状態にてなされた調光スイッチ５の最初のトリガ操作から、それらの輝度段
階を合致させつつ変更することができるのである。
【００４９】
　尚、Ｓ１１７により暗状態判定が下された場合には、Ｓ１００と同様、Ｓ１１９（図７
参照）へと移行する。また、Ｓ１１８により肯定判定が下された場合には、Ｓ１０２と同
様、Ｓ１０３（図５参照）へと移行することになる。
【００５０】
　ここまで、Ｓ１００により明状態判定が下された場合について説明したが、Ｓ１００に
より暗状態判定が下された場合には、図７に示すＳ１１９において表示光源２２を点灯さ
せることにより、計器板２０の表示輝度段階をメモリ７０の暗状態記憶値Ｍｂに合致させ
る。さらに続くＳ１２０では、照明光源３２を点灯させることにより、電飾パネル３０の
発光輝度段階をメモリ７０の電飾記憶値Ｍｃに合致させる。尚、このとき本実施形態では
、メモリ７０の暗状態記憶値Ｍｂと電飾記憶値Ｍｃとが合致するようになっているため、
計器板２０の表示輝度段階と電飾パネル３０の発光輝度段階とについても合致することと
なる。
【００５１】
　この後、Ｓ１２１では、設定時間内に調光スイッチ５が操作されたか否かを判定する。
その結果、肯定判定が下された場合には、Ｓ１２２へ移行することにより、計器板２０の
表示輝度段階及び電飾パネル３０の発光輝度段階を、互いに合致したメモリ７０の記憶値
Ｍｂ，Ｍｃから、それぞれ調光テーブルＴｂ，Ｔｃに従って一段階変更する。これに対し
、否定判定が下された場合には、Ｓ１２３へ移行することにより、計器板２０の表示輝度
段階及び電飾パネル３０の発光輝度段階をそれぞれ、メモリ７０の記憶値Ｍａ，Ｍｃに保
持する。
【００５２】
　これらＳ１２２，Ｓ１２３のいずれの実行後にあっても、Ｓ１２４へ移行する。Ｓ１２
４では、現在の計器板２０の表示輝度段階により、メモリ７０の暗状態記憶値Ｍｂを更新
する。それと共にＳ１２４では、現在の電飾パネル３０の発光輝度段階により、メモリ７
０の電飾記憶値Ｍｃを更新する。尚、Ｓ１２４の後、Ｓ１００と同一内容のＳ１２５によ
り暗状態判定が下される間は、Ｓ１２１へと戻るが、Ｓ１２５により明状態判定が下され
た場合には、Ｓ１００と同様、Ｓ１０１（図５参照）へと移行することになる。
【００５３】
　以上説明した第一実施形態によると、明状態の車両環境下、電飾パネル３０に対する照
明光源３２が消灯した車室内では、計器板２０の表示輝度段階が調光スイッチ５の操作に
応じて変更されるのに対し、電飾パネル３０の発光輝度段階は当該操作に拘らず保持され
る。故に、例えば図８に示すように、計器板２０の表示輝度段階（図８のＳｔｅｐ１）が
電飾パネル３０の発光輝度段階（図８のＳｔｅｐ５）とはずれてしまい、その後、車両環
境が明状態であるにも拘らず照明光源３２が点灯されたときに、車室内の乗員に違和感を
与えることが懸念される。
【００５４】
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　しかし、第一実施形態によると、明状態の車両環境下、照明光源３２が点灯状態となっ
た車室内では、図８に示すように、計器板２０の表示輝度段階及び電飾パネル３０の発光
輝度段階が相異なる状態（図８のＳｔｅｐ１，５）にて調光スイッチ５がトリガ操作され
ると、それらの輝度段階が即座に合致させられる（図８の各輝度段階のＳｔｅｐ２）。こ
れによれば、照明光源３２の消灯状態において両輝度段階が互いにずれても、それら輝度
段階の明暗の程度を照明光源３２の点灯状態において確実に合わせ得る。したがって、車
室内の乗員に違和感を与えることなく、当該乗員の嗜好に適した調光を実現することがで
きるのである。
【００５５】
　尚、ここまでの第一実施形態では、計器板２０及び表示光源２２を有する計器２が特許
請求の範囲に記載の「計器部」に相当し、電飾パネル３０及び照明光源３２を有する車載
機器３が特許請求の範囲に記載の「電飾部」に相当する。また、第一実施形態では、点消
灯スイッチ４が特許請求の範囲に記載の「切換操作部」に相当し、調光スイッチ５が特許
請求の範囲に記載の「調光操作部」に相当し、調光制御装置７が特許請求の範囲に記載の
「調光制御部」に相当する。さらにまた、第一実施形態では、制御フローのＳ１０３～Ｓ
１０９を実行する調光制御装置７が特許請求の範囲に記載の「消灯状態制御手段」に相当
し、制御フローのＳ１１０～Ｓ１１８を実行する調光制御装置７が特許請求の範囲に記載
の「点灯状態制御手段」に相当し、制御フローのＳ１００，Ｓ１０８，Ｓ１１７，Ｓ１２
５を実行する調光制御装置７が特許請求の範囲に記載の「判定手段」に相当する。
【００５６】
　（第二実施形態）
　図９，１０に示すように、本発明の第二実施形態は第一実施形態の変形例である。第二
実施形態の制御フローでは、メモリ７０の記憶値Ｍａ，Ｍｃが相異なることにより図９の
Ｓ１１２にて否定判定が下された場合に、第一実施形態のＳ１１３に代えてＳ２１３を実
行する。
【００５７】
　具体的にＳ２１３では、計器板２０の表示輝度段階をメモリ７０の明状態記憶値Ｍａか
ら明状態調光テーブルＴａに従って一段階変更すると共に、電飾パネル３０の発光輝度段
階をメモリ７０の電飾記憶値Ｍｃに保持する。そして、Ｓ２１３の実行後にＳ１１６へ移
行する本実施形態によると、例えば図１０の如く表示輝度段階は、両輝度段階の相異状態
（図１０のＳｔｅｐ１，５）にてなされた調光スイッチ５の最初のトリガ操作後、当該ト
リガ操作に応じて保持される発光輝度段階（図１０のＳｔｅｐ５）と合致させることが可
能となる。
【００５８】
　以上説明した第二実施形態によれば、照明光源３２の消灯状態で計器板２０の表示輝度
段階と電飾パネル３０の発光輝度段階とが互いにずれても、それら輝度段階の明暗の程度
を合わせることが可能である。このように両輝度段階の明暗を合わせることで、車室内の
乗員に違和感を与える事態が抑制されて、当該乗員の嗜好に適した調光が実現され得るの
である。
【００５９】
　尚、ここまでの第二実施形態では、制御フローのＳ１１０～Ｓ１１２、Ｓ２１３、Ｓ１
１４～Ｓ１１８を実行する調光制御装置７が特許請求の範囲に記載の「点灯状態制御手段
」に相当する。
【００６０】
　（第三実施形態）
　図１１，１２に示すように、本発明の第三実施形態は第二実施形態の変形例である。第
三実施形態の制御フローでは、メモリ７０の記憶値Ｍａ，Ｍｃが相異なることにより図１
１のＳ１１２にて否定判定が下された場合に、第二実施形態のＳ２１３の実行に先立って
Ｓ３１３を実行する。
【００６１】
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　Ｓ３１３では、現在の電飾パネル３０の発光輝度段階であるメモリ７０の電飾記憶値Ｍ
ｃについて、所定の基準段階Ｍｃｂと合致しているか否かを判定する。ここで基準段階Ｍ
ｃｂは、複数の発光輝度段階のうち予め選択された一つの段階に設定されるものであり、
例えば本実施形態では、最暗段階（図１２のＳｔｅｐ７）に設定されている。
【００６２】
　メモリ７０の電飾記憶値Ｍｃが基準段階Ｍｃｂと異なっていることによりＳ３１３にて
否定判定が下された場合には、Ｓ３１４へ移行する。Ｓ３１４では、計器板２０の表示輝
度段階及び電飾パネル３０の発光輝度段階をそれぞれ、相異なるメモリ７０の記憶値Ｍａ
，Ｍｃから調光テーブルＴａ，Ｔｃに従って一段階変更する。即ち、両輝度段階を相異状
態のまま変更する。
【００６３】
　一方、メモリ７０の電飾記憶値Ｍｃが基準段階Ｍｃｂと合致していることによりＳ３１
３にて肯定判定が下された場合には、電飾パネル３０の発光輝度段階を保持して計器板２
０の表示輝度段階のみを変更するＳ２１３が、実行される。故に、第三実施形態のＳ２１
３では特に、メモリ７０の電飾記憶値Ｍｃと合致した基準段階Ｍｃｂに、電飾パネル３０
の発光輝度段階が合致させられることとなる。
【００６４】
　これらＳ３１３，Ｓ２１３のいずれの実行後においても、本実施形態では、Ｓ１１６へ
と移行する。このような本実施形態によると、例えば図１２に示すように、計器板２０の
表示輝度段階及び電飾パネル３０の発光輝度段階の相異状態（図１２のＳｔｅｐ１，５）
にてなされた調光スイッチ５の最初のトリガ操作後、発光輝度段階が基準段階Ｍｃｂ（図
１２のＳｔｅｐ７）と異なる間は、両輝度段階が相異したまま変更される。さらにその結
果、発光輝度段階が基準段階Ｍｃｂ（図１２のＳｔｅｐ７）に合致すると、表示輝度段階
は、当該基準段階Ｍｃｂに保持された発光輝度段階と合致させることが可能となる。
【００６５】
　以上説明した第三実施形態によれば、照明光源３２の消灯状態で計器板２０の表示輝度
段階と電飾パネル３０の発光輝度段階とが互いにずれても、それら輝度段階の明暗の程度
を合わせることが可能である。このように両輝度段階の明暗を合わせることで、車室内の
乗員に違和感を与える事態が抑制されて、当該乗員の嗜好に適した調光が実現され得るの
である。
【００６６】
　尚、ここまでの第三実施形態では、制御フローのＳ１１０～Ｓ１１２、Ｓ３１３、Ｓ３
１４、Ｓ２１３、Ｓ１１４～Ｓ１１８を実行する調光制御装置７が特許請求の範囲に記載
の「点灯状態制御手段」に相当する。
【００６７】
　（他の実施形態）
　さて、以上において本発明の第一～第三実施形態を詳細に説明してきたが、本発明はそ
れらの実施形態に限定して解釈されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内に
おいて種々の実施形態に適用可能である。
【００６８】
　具体的に「計器部」としては、計器２の如きアナログ式メータ以外にも、例えば液晶パ
ネル等を有するデジタル式メータを採用してもよい。また、「電飾部」としては、車載機
器３の如き電飾パネル３０及び光源３２を有するオーディオ機器以外にも、例えばエアコ
ン等の車載機器の他、車両のシフトレバーやスイッチ類等のうち、「計器部」とは別に点
消灯可能な部分を有するものを、採用してもよい。さらにまた、「切換操作部」としては
、点消灯スイッチ４の如く「電飾部」を車両のライトと共に点消灯するもの以外にも、例
えば「電飾部」の点消灯に専用に設けられたスイッチ等を採用してもよい。加えて、「調
光操作部」の操作に応じて調整される各輝度段階については、その操作毎に明るくなる側
へと変更され、最明段階に達すると、次の操作によって最暗段階へと戻るように設定して
もよい。さらに加えて、「調光制御部」による制御フローについては、例えば図６，９，
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１１に示す明状態判定下でのフロー部分に準じた制御を、図７に示す暗状態判定下でのフ
ロー部分の制御に代えて実現するように、変更してもよい。
【符号の説明】
【００６９】
１　車両用調光システム、２　計器（計器部）、３　車載機器（電飾部）、４　点消灯ス
イッチ（切換操作部）、５　調光スイッチ（調光操作部）、６　照度センサ、７　調光制
御装置（調光制御部・消灯状態制御手段・点灯状態制御手段）、８　車両センサ、２０　
計器板、２２　表示光源、３０　電飾パネル、３２　照明光源、７０　メモリ、Ｍａ　明
状態記憶値、Ｍｂ　暗状態記憶値、Ｍｃ　電飾記憶値、Ｍｃｂ　基準段階、Ｔａ　明状態
調光テーブル、Ｔｂ　暗状態調光テーブル、Ｔｃ　電飾調光テーブル

【図１】 【図２】

【図３】



(14) JP 5257378 B2 2013.8.7

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】

【図８】



(15) JP 5257378 B2 2013.8.7

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(16) JP 5257378 B2 2013.8.7

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  村松　孝晃
            愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地　株式会社デンソー内
(72)発明者  西山　篤志
            愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地　株式会社デンソー内
(72)発明者  鈴木　隆二
            愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地　株式会社デンソー内
(72)発明者  菅沼　伸志
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内

    審査官  大山　健

(56)参考文献  特開２００８－１２０１７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０１９２２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－００６１９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２７３２４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０１４７８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６３－２３２０４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－３１８０５０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６０Ｋ　　３５／００　　　　
              Ｈ０５Ｂ　　３７／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

