
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　この筐体内に出し入れ自在に設けられた第１の表示部と、
　前記第１の表示部の前記筐体内から排出される方向に沿って、前記第１の表示部の前方
に設けられた第２の表示部と、を備え

【請求項２】
記第２の表示部 記第１の表示部が前記筐体内に収容された際に、前記筐体部材

の端面が開口部と相対向することを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項３】
　前記筐体が前記開口部の周縁部に設けられかつ開口部の幅方向に沿った枢軸を備え、
　前記第１の表示部を前記筐体内に収容する収容位置と表示する情報を視認させる視認位
置とに亘って移動自在に支持する第１の駆動機構を備え、
　前記第２の表示部が、前記端面が開口部を閉塞しかつ前記表示パネルに表示する情報を
視認できる方向に付勢された状態で前記枢軸に枢支されているとともに、
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、
　前記筐体が前記第１の表示部を出し入れする開口部を備え、
　前記第２の表示部は、情報を表示する表示パネルとこの表示パネルを収容する筐体部材
と、を備え、前記第１の表示部が前記筐体内から排出されて表示する情報を視認させる視
認位置に位置付けられた際に、前記筐体部材の端面が開口部と相対向することを特徴とす
る表示装置。

　前 は、前



　前記第１の駆動機構が前記第１の表示部を前記収容位置から前記視認位置または前記視
認位置から前記収容位置に向かって移動させる際に、前記第２の表示部を前記第１の表示
部が押圧して前記開口部を開放する方向に前記枢軸回りに回動させることを特徴とする請
求項 に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記筐体が、前記開口部の周縁に設けられかつ開口部の幅方向に沿った枢軸を備え、
　前記第１の表示部を前記筐体内に収容する収容位置と表示する情報を視認させる視認位
置とに亘って移動自在に支持する第１の駆動機構と、
　前記第２の表示部を前記枢軸回りに回動自在に支持する第２の駆動機構と、を備え、
　前記第１の表示部が前記収容位置又は視認位置に位置した際に、前記第２の表示部は、
前記表示パネルに表示する情報を視認できる状態に保たれており、
　前記第１の駆動機構が前記第１の表示部を前記収容位置から前記視認位置または前記視
認位置から前記収容位置に向かって移動させる際に、前記第２の駆動機構が、前記筐体の
端面が開口部に相対向した状態からこの開口部が開放される方向に、前記第２の表示部を
前記枢軸回りに回動させることを特徴とする請求項 に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第１の表示部は、情報を表示する表示パネルと、この表示パネルを収容する筐体部
材と、を備え、
　前記第２の表示部の表示パネルは、前記第１の表示部の表示パネルより小形に形成され
ているとともに、
　前記第２の表示部は、前記第１の表示部が前記収容位置と視認位置との双方に位置した
際に、前記表示パネルに表示する情報を視認できる状態に保たれていることを特徴とする

または に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、自動車等の移動体に装着されるとともに、筐体に対し出し入れ自在な表示部を
有する表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、移動体としての車両には、テレビ装置や、ナビゲーション装置（以下カーナビ
と呼ぶ）などの、液晶表示パネルなどを備えた表示ユニットが取付られることがある。前
述したナビゲーション装置の表示ユニットは、車両の現在位置などの各種の表示する。
【０００３】
前記表示ユニットは、前述したナビゲーション装置が表示する情報をより明瞭に表示する
ことや、カーオーディオなどのチューナやＣＤデッキなどや、エアコンディショナ（以下
エアコンと呼ぶ）などの操作状況、動作状況や設定状況などの、車両に搭載される電装品
の各種の情報などの、より多様な情報を表示することが望まれている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
前述した表示ユニットは、車両に搭載される電装品の各種の情報などのより多様な情報を
表示することが望まれているため、前記液晶表示パネルが大型化する傾向となっていた。
一方、液晶表示パネルが大型化すると、この表示ユニットの設置位置を確保することが困
難となる傾向となっていた。
【０００５】
この種の問題を解決するために、本発明の出願人は、特開平５－１８５８７５号公報及び
特開平８－３３２９０３号公報に記載した表示装置を提案している。前述した公報に記載
された表示装置は、筐体と、情報を表示する表示ユニットと、備え、前記表示ユニットを
筐体内にこの筐体の開口部を介して出し入れ自在に設けている。
【０００６】
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１または請求項２

１または請求項２

請求項３ 請求項４



前記筐体は、前記開口部が車両の運転者に対向した状態で、インストルメントパネルまた
はコンソールボックスなどに取り付けられる。そして、前記表示ユニットは、前記インス
トルメントパネルまたはコンソールボックスに出し入れ自在に設けられる。
【０００７】
この種の表示装置は、使用時のみ表示ユニットを前記筐体内から排出した視認位置に保持
する。そして、非使用時には、前記表示ユニットを前記筐体内に収容する収容位置に保持
する。このように、前述した公報に記載された表示装置は、非使用時には、前記表示ユニ
ットの端面などが前記筐体の開口部を介して、運転者に向かって対向している。
【０００８】
前述した公報に記載された表示装置は、非使用時に、前記表示ユニットの端面などが運転
者に対向しているので、前述したインストルメントパネルやコンソールボックスなどの限
られた空間内に設けられる設置スペースを有効に活用できるとは言い難かった。
【０００９】
したがって、本発明の目的は、各種の電装品の情報などのより多様な情報を表示できかつ
設置スペースを抑制できるとともに、設置スペースを有効に活用することを可能とする表
示装置を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決し目的を達成するために、請求項１に記載の本発明の表示装置は、筐体
と、この筐体内に出し入れ自在に設けられた第１の表示部と、前記第１の表示部の前記筐
体内から排出される方向に沿って、前記第１の表示部の前方に設けられた第２の表示部と
、を備え

ことを特徴としている。
【００１１】
　請求項２に記載の本発明の表示装置は、請求項１記載の表示装置において 記第２の
表示部は 記第１の表示部が前記筐体内に収容された際に、前記筐体部材の端面が開口
部と相対向することを特徴としている。
【００１３】
　 に記載の本発明の表示装置は、請求項 記載の表示装置におい
て、前記筐体が前記開口部の周縁部に設けられかつ開口部の幅方向に沿った枢軸を備え、
前記第１の表示部を前記筐体内に収容する収容位置と表示する情報を視認させる視認位置
とに亘って移動自在に支持する第１の駆動機構を備え、前記第２の表示部が、前記端面が
開口部を閉塞しかつ前記表示パネルに表示する情報を視認できる方向に付勢された状態で
前記枢軸に枢支されているとともに、前記第１の駆動機構が前記第１の表示部を前記収容
位置から前記視認位置または前記視認位置から前記収容位置に向かって移動させる際に、
前記第２の表示部を前記第１の表示部が押圧して前記開口部を開放する方向に前記枢軸回
りに回動させることを特徴としている。
【００１４】
　 に記載の本発明の表示装置は、請求項 記載の表示装置におい
て、前記筐体が前記開口部の周縁に設けられかつ開口部の幅方向に沿った枢軸を備え、前
記第１の表示部を前記筐体内に収容する収容位置と表示する情報を視認させる視認位置と
に亘って移動自在に支持する第１の駆動機構と、前記第２の表示部を前記枢軸回りに回動
自在に支持する第２の駆動機構と、を備え、前記第１の表示部が前記収容位置又は視認位
置に位置した際に、前記第２の表示部は、前記表示パネルに表示する情報を視認できる状
態に保たれており、前記第１の駆動機構が前記第１の表示部を前記収容位置から前記視認
位置または前記視認位置から前記収容位置に向かって移動させる際に、前記第２の駆動機
構が、前記筐体の端面が開口部に相対向した状態からこの開口部が開放される方向に、前
記第２の表示部を前記枢軸回りに回動させることを特徴としている。
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、前記筐体が前記第１の表示部を出し入れする開口部を備え、前記第２の表示部
は、情報を表示する表示パネルとこの表示パネルを収容する筐体部材と、を備え、前記第
１の表示部が前記筐体内から排出されて表示する情報を視認させる視認位置に位置付けら
れた際に、前記筐体部材の端面が開口部と相対向する

、前
、前

請求項３ １または請求項２

請求項４ １または請求項２



【００１５】
　 に記載の本発明の表示装置は、 または 記載の表示装置におい
て、前記第１の表示部は、情報を表示する表示パネルと、この表示パネルを収容する筐体
部材と、を備え、前記第２の表示部の表示パネルは、前記第１の表示部の表示パネルより
小形に形成されているとともに、前記第２の表示部は、前記第１の表示部が前記収容位置
と視認位置との双方に位置した際に、前記表示パネルに表示する情報を視認できる状態に
保たれていることを特徴としている。
【００１６】
請求項１に記載した本発明の表示装置によれば、筐体内に出し入れ自在に設けられた第１
の表示部と、筐体内から排出される方向に沿って前記第１の表示部の前方に設けられた第
２の表示部と、を備えている。このように、第１の表示部と第２の表示部とを備えている
ため、カーオーディオやエアコンなどの各種の電装品などのより多様な情報を表示するこ
とが可能となる。
【００１７】
　また、前記第１の表示部は前記筐体内に出し入れ自在に設けられ、第２の表示部は前記
第１の表示部の排出方向に沿った前方に配されているので、これらの表示部を設置する際
にかかる設置スペースを抑制できるとともに、設置スペースを有効に活用することが可能
となる。

【００１８】
請求項２に記載した本発明の表示装置によれば、第１の表示部が筐体内に収容された際に
、第２の表示部の筐体部材の端面が前記筐体の開口部に相対向する。このため、この第２
の表示部を設置する際にかかる設置スペースをより抑制することが可能となる。
【００２０】
　 に記載した本発明の表示装置によれば、第２の表示部が、筐体の枢軸に枢支さ
れているとともに、この第２の表示部の筐体部材の端面が前記筐体の開口部を閉塞する方
向に付勢されている。このため、この第２の表示部を設置する際にかかる設置スペースを
より一層抑制することが可能となる。
【００２１】
また、第１の駆動機構が、第１の表示部を収容位置から視認位置へ向かってまたは視認位
置から収容位置へ向かって移動する際に、第２の表示部を押圧して前記開口部を開放する
よう回動する。このため、前記第１の表示部の筐体内への出し入れを確実に行うことがで
きる。
【００２２】
さらに、第２の表示部が、その表示パネルに表示する情報を視認できる方向に付勢されて
枢軸に枢支されている。このため、前記第１の表示部が収容位置又は視認位置に位置した
際に、前記第２の表示部の表示パネルに表示される情報を視認することができる。したが
って、第１の表示部が収容位置又は視認位置に位置しているかに関わらず、第２の表示部
は常に情報を表示することが可能となる。
【００２３】
　 に記載した本発明の表示装置によれば、第２の表示部が、筐体の開口部の周縁
部に設けられた枢軸回りに回動自在に設けられている。このため、この第２の表示部を設
置する際にかかる設置スペースをより一層抑制することが可能となる。
【００２４】
また、第１の駆動機構が、第１の表示部を収容位置から視認位置へ向かってまたは視認位
置から収容位置へ向かって移動する際に、第２の駆動機構が前記開口部を開放するよう第
２の表示部を回動する。このため、前記第１の表示部の筐体内への出し入れを確実に行う
ことができる。
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請求項５ 請求項３ 請求項４

　第１の表示部が筐体内から排出された際に、第２の表示部の筐体部材の端面が前記筐体
の開口部に相対向する。このため、この第２の表示部を設置する際にかかる設置スペース
をより抑制することが可能となる。

請求項３

請求項４



【００２５】
さらに、第２の表示部が、前記第１の表示部が収容位置又は視認位置に位置した際に、前
記第２の表示部が表示パネルに表示する情報を視認できる状態に保たれている。このため
、第１の表示部が収容位置又は視認位置に位置しているかに関わらず、第２の表示部は常
に情報を表示することが可能となる。
【００２６】
　 に記載した本発明の表示装置によれば、第２の表示部の表示パネルが、第１の
表示部の表示パネルより小形に形成されている。このため、これらの表示部の設置にかか
る設置スペースを抑制できることにくわえ、表示装置自体の設置にかかる設置スペースを
抑制することが可能となる。
【００２７】
【発明の実施の形態】
本発明の第１の実施形態を図１ないし図８を参照して説明する。
図１などに示す本発明の第１の実施形態にかかる表示装置１は、移動体としての車両のイ
ンストロメントパネルＤなどに装着されるカーナビ、エアコンなどの各種の電装品の情報
を表示する。
【００２８】
表示装置１は、図１ないし図８に示すように、筐体２と、筐体２内に出し入れ自在に設け
られた第１の表示部としての第１の表示ユニット３と、第２の表示部としての第２の表示
ユニット６と、第１の駆動機構９（図５などに示す）などを備えている。
【００２９】
筐体２は、図１ないし図４に示すように、インストロメントパネルＤなどに装着される箱
状に形成されている。筐体２は、インストロメントパネルＤに装着された際に、車両の乗
員室側に相対向する開口部２ａと、図示しない操作スイッチとを備えている。筐体２は、
開口部２ａを介して第１の表示ユニット３を内部に出し入れする。
【００３０】
また、前記筐体２は、前記インストロメントパネルＤなどに装着された際に、開口部２ａ
の下方に電装品収容室２ｂを設けている。電装品収容室２ｂは、例えば、カーオーディオ
のチューナやＣＤデッキなどの電装品１０を収容する。図示例においては、電装品収容室
２ｂは電装品１０としてＣＤデッキを収容している。なお、この電装品収容室２ｂは、前
記ＣＤデッキなどの電装品１０の操作を行うことができるように、運転者側に相対向する
壁が開口して形成されている。
【００３１】
さらに、筐体２の開口部２ａの周縁部としての下縁部には、枢軸７が設けられている。枢
軸７は、開口部２ａ及び筐体２即ち表示装置１の幅方向に沿って配されている。枢軸７は
、前記開口部２ａを形成する筐体２の周縁より運転者側に向かって突出して配されている
。枢軸７は、筐体２に取付られる底部材８によって、支持されている。
【００３２】
第１の表示ユニット３は、液晶表示パネルなどからなる文字や画像などの情報を運転者な
どに向かって表示して視認させるための表示パネル３ａと、この表示パネル３ａを収容す
る筐体部材３ｂなどを備えている。表示パネル３ａは、例えば、電装品としてのカーナビ
の各種の情報を表示したり、電装品としてのテレビ装置の表示部として用いられる。前記
筐体部材３ｂは、前記筐体２内に収容できる大きさに形成されている。
【００３３】
第１の表示ユニット３は、前記筐体２内に、表示パネル３ａが下方に向かって相対した状
態で収容される。第１の表示ユニット３は、第１の駆動機構９によって、筐体２内に出し
入れ自在に支持される。
【００３４】
第２の表示ユニット６は、液晶表示パネルなどからなる文字や画像などの情報を運転者な
どに向かって表示して視認させるための表示パネル６ａと、この表示パネル６ａを収容す
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る筐体部材６ｂなどを備えている。表示パネル６ａは、電装品としてのＣＤデッキの設定
状況などの各種の情報や、エアコンなどの設定状況、動作状況などの各種の情報を表示す
る。筐体部材６ｂは、正面からみて矩形状の箱状に形成されている。
【００３５】
第２の表示ユニット６は、前記表示パネル６ａが運転者に対し相対向しかつ運転者側から
見て横長となる格好で配されている。第２の表示ユニット６は、その表示パネル６ａが前
記表示パネル３ａより小形に形成されている。第２の表示ユニット６は、前述した格好で
配された際に、その下端部６ｃが、前記枢軸７によって枢支されている。
【００３６】
第２の表示ユニット６は、枢軸７に枢支されることによって、前記開口部２ａを開閉自在
に設けられている。また、この第２の表示ユニット６は、図示しないばねなどの付勢手段
によって、前記枢軸７回りに開口部２ａを閉塞する方向に付勢されている。
【００３７】
また、第２の表示ユニット６は、前記枢軸７に枢支されることによって、第１の表示ユニ
ット３が筐体２内から排出される方向に沿って、前記第１の表示ユニット３が後述する収
容位置及び視認位置の双方に位置した際にこの第１の表示ユニット３の前方に位置する。
【００３８】
第２の表示ユニット６は、第１の表示ユニット３が後述する視認位置又は収容位置に位置
した際に、前記ばねなどの付勢手段の付勢力によって、前記筐体部材６ｂの前記表示パネ
ル６ａの反対側に位置する端面６ｄが前記開口部２ａと相対向する。そして、前記端面６
ｄが、前記開口部２ａを形成する筐体２の周縁と当接した状態で保たれる。
【００３９】
第１の駆動機構９は、サブシャーシ１１と、移送機構４と、回動支持機構５と、を備えて
いる。サブシャーシ１１は、図５及び図７に示すように、第１の表示ユニット３の筐体部
材３ｂの外側に取り付けられている。
【００４０】
サブシャーシ１１は、図６及び図８に示すように、前記筐体部材３ａの底壁に相対するシ
ャーシ底壁１１ａと、前記筐体部材３ａの底壁に連なる側壁に相対するシャーシ側壁１１
ｂと、を備えている。
【００４１】
サブシャーシ１１は、筐体部材３ａを外周から覆った状態に配されている。サブシャーシ
１１は、前記表示ユニット３が筐体２内に収容された際に、この第１の表示ユニット３の
奥側に位置する端部３ｃ（図５及び図７などに示す）と、前記筐体２の運転者から最も離
れた奥壁２ｂ（図５及び図７などに示す）とに亘って、配されている。
【００４２】
サブシャーシ１１は、移送機構４によって、筐体２内に収容された状態と、開口部２ａを
介して筐体２外へ排出された状態とに亘って筐体２の奥行き方向に沿って移動自在に支持
されている。
【００４３】
サブシャーシ１１は、その運転者側に位置する端部１１ｃ（図５及び図７に示す）に枢軸
１４を配している。枢軸１４は、筐体２即ち表示装置１の幅方向に沿って配されている。
枢軸１４は、前記第１の表示ユニット３の一端部３ｃ（図４に示す表示パネル３ａが運転
者側に相対向した状態では、図中の下端に位置し、図３に示す表示パネル３ａが下方に相
対向した状態では、筐体部材３の奥側に位置する端部である。）を支持している。
【００４４】
枢軸１４は、前記サブシャーシ１１に対しその軸線回りに回動自在に設けられているとと
もに、第１の表示ユニット３に固定されている。即ち、枢軸１４は、第１の表示ユニット
３と連動して回動するとともに、サブシャーシ１１とは独立して回動する。
【００４５】
移送機構４は、前記サブシャーシ１１を筐体２の奥行き方向に沿って移動自在とする。移
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送機構４は、サブシャーシ１１を移動することによって、表示ユニット３を前記筐体２内
に収容した状態とこの筐体２の外へ排出した状態とに亘って移送する。
【００４６】
移送機構４は、図５及び図７に示すように、移送用駆動モータ２１と、スライド機構部２
２とを備えている。移送用駆動モータ２１は、サブシャーシ１１に取り付けられている。
移送用駆動モータ２１の出力軸には、ウォームギヤ２３が取付られている。
【００４７】
スライド機構部２２は、互いに噛み合った複数の歯車２４と、これらの歯車２４のうち一
つと互いに噛み合った移送用歯車２５と、この移送用歯車２５と並設された従動歯車２６
と、移送用歯車２５と従動歯車２６とを互いに連結する連結シャフト２７と、一対のラッ
ク２８などを備えている。
【００４８】
前記歯車２４のうち他の一つの歯車２４は、前記ウォームギヤ２３と互いに噛み合ってい
る。移送用歯車２５と従動歯車２６とは、表示装置１の幅方向に沿って互いに間隔を存し
て配されている。連結シャフト２７は、サブシャーシ１１に回転自在に支持されている。
【００４９】
一対のラック２８は、表示装置１の幅方向に沿って互いに間隔を存して配されている。そ
れぞれのラック２８は、筐体２に固定されている。それぞれのラック２８は、筐体２の奥
行き方向に沿って配されている。一方のラック２８は、移送用歯車２５と互いに噛み合い
、他方のラック２８は、従動歯車２６と互いに噛み合っている。
【００５０】
前述した構成によって、移送機構４は、前記移送用駆動モータ２１を、例えば、正転駆動
することによって、サブシャーシ１１を表示ユニット３ごと、筐体２の奥行き方向に沿っ
て、筐体２内に収容した状態から筐体２の外側へ向かって移送する。移送機構４は、例え
ば、前記移送用駆動モータ２１を逆転駆動することによって、サブシャーシ１１を表示ユ
ニット３ごと、筐体２外に排出された状態から筐体２内に向かって移送する。
【００５１】
回動支持機構５は、回動用駆動モータ３１と、回動機構部３２と、を備えている。回動用
駆動モータ３１は、サブシャーシ１１に取り付けられている。回動用駆動モータ３１の出
力軸には、ウォームギヤ３３が取り付けられている。
【００５２】
回動機構部３２は、互いに噛み合った複数の歯車３４と、前記枢軸１４に取り付けられた
駆動歯車３５と、を備えている。駆動歯車３５は、枢軸１４と同軸でかつこの枢軸１４に
固定されている。駆動歯車３５は、枢軸１４と共に回転する。前記複数の歯車３４のうち
一つの歯車３４は、前記ウォームギヤ３３と互いに噛み合っているとともに、他の一つの
歯車３４は、前記駆動歯車３５と互いに噛み合っている。
【００５３】
前述した構成によって、回動支持機構５は、前記回動用駆動モータ３１を、例えば、正転
駆動することによって、移送機構４によって筐体２外へ排出された表示ユニット３を、表
示パネル３ａが下方に相対向した状態から乗員室の正面に向かって即ち運転者に相対向す
るよう、第２移動シャーシ１２ごと、前記一端部３ｃを中心として回動する。
【００５４】
回動支持機構５は、前記回動用駆動モータ３１を、例えば逆転駆動することによって、表
示パネル３ａが運転者に相対向した状態から下方に相対向するよう、第２移動シャーシ１
２ごと、表示ユニット３を前記一端部３ｃを中心として回動する。
【００５５】
前述した構成によって、第１の駆動機構９は、表示ユニット３を筐体２内に収容する収容
位置と、表示パネル３ａに表示した情報を視認させる視認位置とに亘って移動自在に支持
する。
【００５６】
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前述した構成によれば、第１の表示ユニット３が前記筐体２内に収容された収容位置に位
置する状態では、図２に示すように、第２の表示ユニット６の端面６ｄが開口部２ａに相
対向した状態となっている。このとき、前記表示パネル６ａは運転者に向かって相対向し
ているとともに、端面６ｄが開口部２ａを形成する筐体２の周縁に当接している。
【００５７】
そして、前記操作スイッチが操作されると、まず移送用駆動モータ２１が正転駆動して、
サブシャーシ１１とともに、第１の表示ユニット３が、筐体２内から排出される。第１の
表示ユニット３が筐体２内から排出されるのにしたがって、第１の表示ユニット３が第２
の表示ユニット６をばねなど付勢手段の付勢力に抗して押圧する。第２の表示ユニット６
は、前記開口部２ａを開放する方向に枢軸７回りに回転される。
【００５８】
図３に示すように、第１の表示ユニット３が筐体２内から完全に排出されると、移送用駆
動モータ２１が停止する。このとき、第１の表示ユニット３は、表示パネル３ａが下方に
向かって相対向した状態となる。
【００５９】
そして、前記回動用駆動モータ３１が正転駆動して、第１の表示ユニット３が、枢軸１４
回りにサブシャーシ１１に対して回動する。表示パネル３ａが乗員室の正面即ち運転者に
相対向する、表示パネル３ａに表示する情報を運転者などに視認させる視認位置に位置す
る。
【００６０】
このとき、第１の表示ユニット３が枢軸１４回りに回動するのにしたがって、前記第２の
表示ユニット６が表示パネル６ａが運転者に相対向する方向に、枢軸７回りに徐々に回動
する。そして、図４に示すように、前記表示パネル３ａ，６ａに表示された情報を運転者
が視認できる位置に、前記第１及び第２の表示ユニット３，６が位置する。
【００６１】
また、図４に示すように、前述したように、表示パネル３ａ，６ａが運転者に相対向した
状態に表示ユニット３，６が位置した状態で、前述した操作スイッチを操作すると、まず
、前記回動用駆動モータ３１が、例えば逆転駆動する。
【００６２】
すると、表示パネル３ａが下方に向かって相対向するよう第１の表示ユニット３が徐々に
枢軸１４回りに回動する。このとき、第２の表示ユニット６は、前記第１の表示ユニット
３に押圧されて、表示ユニット６ａが下方に向かって相対する徐々に方向に回動する。
【００６３】
そして、図３に示すように、表示パネル３ａ，６ａが下方に向かって相対向する状態まで
回動されると、前記回動用駆動モータ３１が停止する。このとき、第２の表示ユニット６
は、開口部２ａを開放した状態となっている。そして、前記回動用駆動モータ３１が停止
するとともに、移送用駆動モータ２１が、例えば、逆転駆動する。第１の表示ユニット３
が筐体２内に向かって移送されていき、筐体２内に収容される。
【００６４】
このとき、第１の表示ユニット３が筐体２内に収容されるのにしたがって、前記第２の表
示ユニット６は、前記表示パネル６ａが運転者に向かって相対向する方向に前記枢軸７回
りに徐々に回動する。
【００６５】
第１の表示ユニット３が筐体２内に完全に収容されると、図２に示すように、表示パネル
６ａが運転者に向かって相対向する状態に、第２の表示ユニット６が位置する。このとき
、第２の表示ユニット６の端面６ｄは、前記開口部２ａと互いに相対向する。
【００６６】
本実施形態の表示装置１によれば、例えば、カーナビの各種の情報を表示する第１の表示
ユニット３と、エアコンなどの設定状況などの情報を表示する第２の表示ユニット６とを
備えているため、各種の電装品の情報などのより多様な情報を表示することが可能となる
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。
【００６７】
また、前記第１の表示ユニット３は筐体２内に出し入れ自在に設けられ、第２の表示ユニ
ット６は前記第１の表示ユニット３の前方に配されているので、これらの表示ユニット３
，６を設置する際にかかる設置スペースを抑制できる。したがって、表示装置１自体の設
置に係る設置スペースを抑制できるとともに、設置スペースの有効利用を行うことが可能
となる。
【００６８】
また、第１の表示ユニット３が収容位置及び視認位置との双方に位置した際に、第２の表
示ユニット６の筐体部材６ｂの端面６ｄが前記開口部２ａに相対向するため、この第２の
表示ユニット６を設置する際にかかる設置スペースをより抑制することが可能となる。し
たがって、表示装置１自体の設置に係る設置スペースをより抑制できかつ設置スペースの
有効活用を図ることが可能となる。
【００６９】
さらに、第１の表示ユニット３が収容位置及び視認位置との双方に位置した際に、表示パ
ネル６ａが運転者に相対向する状態に第２の表示ユニット６が位置する。このため、第１
の表示ユニット３の非使用時であっても、第２の表示ユニット６の表示パネル６ａに例え
ば、エアコンなどの電装品の各種の情報を表示できる。
【００７０】
したがって、第１の表示ユニット３が収容位置又は視認位置に位置しているかに関わらず
、第２の表示ユニット６が電装品の各種の情報を表示できるので、表示装置１自体の設置
スペースのより一層の有効活用を図ることが可能となる。
【００７１】
第２の表示ユニット６が、筐体２に幅方向に沿って配された枢軸７に、開口部２ａを閉塞
する方向に付勢されて枢支されているため、この第２の表示ユニット６を設置する際にか
かる設置スペースをより一層抑制することが可能となる。
【００７２】
また、第１の駆動機構９が、第１の表示ユニット３を収容位置から視認位置または視認位
置から収容位置に向かって移動する際に、第２の表示ユニット６を押圧して前記開口部２
ａを開放するよう回動するため、前記第１の表示ユニット３の筐体２内への出し入れを確
実に行うことができる。
【００７３】
第２の表示ユニット６の表示パネル６ａが、第１の表示ユニット３の表示パネル３ａより
小形に形成されているため、これらの表示ユニット３，６にかかる設置スペースを抑制で
きることにくわえ、表示装置１自体の設置にかかる設置スペースを抑制できる。したがっ
て、より多様な情報を表示できかつ設置スペースを抑制できる表示装置１を提供できる
【００７４】
次に、本発明の第２の実施形態に係る表示装置１を図９ないし図２０を参照して説明する
。なお、前述した第１の実施形態と同一構成部分には、同一符号を付して説明を省略する
。
【００７５】
本実施形態の表示ユニット１の第１の表示ユニット３は、図１２及び図１８などに示すよ
うに、複数のヒンジ部４１によって、前記サブシャーシ１１に支持されている。ヒンジ部
４１は、表示装置１の幅方向に沿って互いに間隔を存して配されている。
【００７６】
それぞれのヒンジ部４１は、図１２及び図１８などに示すように、前記サブシャーシ１１
に取り付けれた第１のヒンジ片４１ａと、第１の表示ユニット３に取り付けられた第２の
ヒンジ片４１ｂと、を備えている。これらのヒンジ片４１ａ，４１ｂは、それぞれ帯板状
に形成されている。
【００７７】
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第１のヒンジ片４１ａは、図１８に示すように、一端部がサブシャーシ１１の端部１１ｃ
に取り付けられている。第２のヒンジ片４１ｂは、図１８に示すように、一端部が第１の
表示ユニット３の一端部３ｃに取り付けられている。これらのヒンジ片４１ａ，４１ｂは
、他端部が互いに回動自在に連結されている。
【００７８】
第２のヒンジ片４１ｂは、前記枢軸１４及び駆動歯車３５と連結されている。第２のヒン
ジ片４１ｂは、前記駆動歯車３５及び枢軸１４とともに回動する。このような構成によっ
て、前記回動用駆動モータ３１が駆動すると、前記第１の表示ユニット３は、第２のヒン
ジ片４１ｂとともに枢軸１４回りに回動する。
【００７９】
また、本実施形態において、前記筐体２の下面には、図９ないし図１７に示すように、第
２の駆動機構４５が取り付けられている。第２の駆動機構４５は、図１９及び図２０に示
すように、シャーシ部材４６と、第２の回動支持機構４７などを備えている。
【００８０】
シャーシ部材４６は、前記筐体２の開口部２ａの下方に取り付けられている。第２の回動
支持機構４７は、第２の回動用駆動モータ５１と、第２の回動機構部５２などを備えてい
る。第２の回動用駆動モータ５１は、シャーシ部材４６に取り付けられている。第２の回
動用駆動モータ５１の出力軸には、ウォームギヤ５３が取り付けられている。
【００８１】
第２の回動機構部５２は、互いに噛み合った複数の歯車５４と、前記枢軸７に取り付けら
れた駆動歯車５５と、を備えている。駆動歯車５５は、枢軸７と同軸に配されかつこの枢
軸７に固定されている。駆動歯車５５は、枢軸７と共に回転する。前記複数の歯車５４の
うち一つの歯車５４は、前記ウォームギヤ５３と互いに噛み合っているとともに、他の一
つの歯車５４は、前記駆動歯車５５と互いに噛み合っている。
【００８２】
前述した構成によって、第２の回動支持機構４７は、第２の回動用駆動モータ５１を、例
えば、正転駆動することによって、第２の表示ユニット６を、表示パネル６ａが下方に相
対向した状態から乗員室の正面に向かって即ち運転者に相対向するよう、前記端部６ｃを
中心として回動する。
【００８３】
第２の回動支持機構４７は、第２の回動用駆動モータ３１を、例えば逆転駆動することに
よって、表示パネル６ａが運転者に相対向した状態から下方に相対向するよう、前記端部
６ｃを中心として回動する。
【００８４】
前述した構成によれば、第１の表示ユニット３が前記筐体２内に収容された収容位置に位
置する状態では、図９に示すように、第２の表示ユニット６の端面６ｄが開口部２ａに相
対向した状態となっている。このとき、前記表示パネル６ａは運転者に向かって相対向し
ているとともに、端面６ｄが開口部２ａを形成する筐体２の周縁に当接して、前記開口部
２ａをあたかも閉塞した状態となっている。
【００８５】
そして、前記操作スイッチが操作されると、まず、移送用駆動モータ２１を正転駆動する
とともに、第２の回動用駆動モータ５１を逆転駆動する。すると、図１０及び図１１に示
すように、サブシャーシ１１とともに、第１の表示ユニット３が、筐体２内から排出され
るとともに、第２の表示ユニット６が、前記開口部２ａを開放する方向に、表示パネル６
ａが下方に相対向するように、枢軸７回りに回転される。
【００８６】
そして、図１１に示すように、前記表示パネル６ａが下方に向かって相対向すると、前記
第２の回動用駆動モータ５１が停止する。なお、このとき、前記移送用駆動モータ２１は
、正転駆動している状態となっており、前記第１の表示ユニット３を筐体２内から排出さ
れる動作を継続している。
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。
【００８７】
図１２に示すように、第１の表示ユニット３が筐体２内から完全に排出されると、移送用
駆動モータ２１が停止する。このとき、第１の表示ユニット３は、表示パネル３ａが下方
に向かって相対向した状態となる。
【００８８】
そして、前記回動用駆動モータ３１が正転駆動して、第１の表示ユニット３が、図１３及
び図１４に示すように、枢軸１４回りに回動する。表示パネル３ａが乗員室の正面即ち運
転者に相対向する、表示パネル３ａに表示する情報を運転者などに視認させる視認位置に
位置する。
【００８９】
前記表示パネル３ａが視認位置に位置すると、前記回動用駆動モータ３１が停止する。そ
して、第２の回転支持機構４７の第２の回動用駆動モータ５１が、図１６に示すように、
正転駆動して、下方に向かって相対向した状態から表示パネル６ａが運転者に相対向する
よう、前記枢軸７即ち端部６ｃを中心として回動する。
【００９０】
そして、図１７に示すように、表示パネル６ａが運転者に相対向する状態に位置すると、
前記第２の回動用駆動モータ５１が停止する。このように、前記表示パネル３ａ，６ａに
表示された情報を運転者が視認できる位置に、前記第１及び第２の表示ユニット３，６が
位置する。
【００９１】
また、図１７に示すように、前述したように、表示パネル３ａ，６ａが運転者に相対向し
た状態で、前述した操作スイッチを操作すると、まず、第２の回動用駆動モータ５１が、
例えば逆転駆動する。
【００９２】
すると、図１６に示すように、表示パネル６ａが下方に向かって相対向するよう第１の表
示ユニット６が徐々に枢軸７回りに回動する。このとき、第１の表示ユニット３は、前記
視認位置に保持された状態を保っている。
【００９３】
図１５に示すように、表示パネル６ａが下方に向かって相対向すると、第２の回動用駆動
モータ５１が停止して、前記回動用駆動モータ３１が、例えば逆転駆動する。すると、図
１４及び図１３に示すように表示パネル３ａが下方に向かって相対向するよう第１の表示
ユニット３が徐々に枢軸１４回りに回動する。
【００９４】
図１２に示すように、表示パネル３ａが下方に向かって相対向する状態まで回動されると
、前記回動用駆動モータ３１が停止する。このとき、第２の表示ユニット６は、開口部２
ａを開放した状態となっている。そして、移送用駆動モータ２１が、例えば、逆転駆動す
る。図１１及び図１０に示すように、第１の表示ユニット３が筐体２内に向かって移送さ
れていき、筐体２内に収容される。
【００９５】
このとき、第１の表示ユニット３が筐体２内に中程まで収容されると、第２の回動用駆動
モータ５１が、例えば正転駆動する。図１０に示すように、前記第２の表示ユニット６は
、前記表示パネル６ａが運転者に向かって相対向する方向に前記枢軸７回りに徐々に回動
する。
【００９６】
第１の表示ユニット３が筐体２内に完全に収容されると、図９に示すように、表示パネル
６ａが運転者に向かって相対向する状態に、第２の表示ユニット６が位置する。このとき
、第２の表示ユニット６の端面６ｄは、前記開口部２ａと互いに相対向するとともに、前
記開口部２ａをあたかも閉塞する状態となっている。
【００９７】
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このように、本実施形態の表示装置１によれば、第１の表示ユニット３が筐体２内に収容
された状態であっても、第２の表示ユニット６が表示パネル６ａが運転者に向かって相対
向した状態となっている。このため、第１の表示ユニット３の表示パネル３ａに情報を表
示しない場合であっても、第２の表示ユニット６の表示パネル６ａに情報を表示すること
ができる。
【００９８】
したがって、より多様な情報を表示できるとともに、第１の表示ユニット３が収容位置又
は視認位置に位置しているかに関わらず、第２の表示ユニット６は常に情報を表示できる
ので、表示装置１の設置スペースの有効活用を図ることが可能となる。
【００９９】
また、本実施形態の表示装置１によれば、第１の実施形態と同様に、表示ユニット３，６
を備え、第１の表示ユニット３が筐体２内に出し入れ自在に設けられ、第２の表示ユニッ
ト６が端部６ｃを中心として回動自在に設けらているので、より多様な情報を表示でき、
設置スペースを抑制できるとともに、設置スペースの有効活用を図ることが可能となる。
【０１００】
また、副次的な効果として、第１の駆動機構９が、第１の表示ユニット３を収容位置から
視認位置へ向かってまたは視認位置から収容位置へ向かって移動する際に、第２の駆動機
構４５が前記開口部２ａを開放するよう第２の表示ユニット６を回動する。このため、前
記第１の表示ユニット３の筐体２内への出し入れを確実に行うことができる。
【０１０１】
また、前述した第１及び第２の実施形態において、前記表示ユニット３，６をそれぞれ一
端部３ｃ，６ｃを中心として回動する表示装置１を示しているが、本発明は、前記表示パ
ネル３ａ，６ａをそれぞれ乗員室の正面に相対向させた後、表示パネル３ａ，６ａが運転
者に向かって相対向するよう前記表示ユニット３，６のうち少なくとも一方が揺動自在に
支持された表示装置にも適用することができる。
【０１０２】
【発明の効果】
以上説明したように請求項１に記載の本発明によれば、第１の表示部と第２の表示部とを
備えているため、カーオーディオやエアコンなどの各種の電装品などのより多様な情報を
表示することが可能となる。
【０１０３】
また、前記第１の表示部は筐体内に出し入れ自在に設けられ、第２の表示部は前記筐体内
からの排出方向に沿って第１の表示部の前方に配されているので、これらの表示部を設置
する際にかかる設置スペースを抑制できかつ設置スペースを有効活用することが可能とな
る。このため、表示装置自体の設置に係る設置スペースを抑制することが可能となる。
【０１０４】
　したがって、より多様な情報を表示できかつ設置スペースを抑制できるとともに設置ス
ペースを有効活用できる表示装置を提供することができる。

【０１０５】
請求項２に記載の本発明によれば、第１の表示部が筐体内に収容された際に、第２の表示
部の筐体部材の端面が前記筐体の開口部に相対向するため、この第２の表示部を設置する
際にかかる設置スペースをより抑制することが可能となる。したがって、より多様な情報
を表示できかつ設置スペースを抑制できる表示装置を提供できることにくわえ、表示装置
自体の設置に係る設置スペースをより抑制することが可能となる。
【０１０７】
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　第１の表示部が筐体内から排出された際に、第２の表示部の筐体部材の端面が前記筐体
の開口部に相対向するため、この第２の表示部を設置する際にかかる設置スペースをより
抑制することが可能となる。したがって、より多様な情報を表示できかつ設置スペースを
抑制できる表示装置を提供できることにくわえ、表示装置自体の設置に係る設置スペース
をより抑制することが可能となる。



　 に記載の本発明によれば、第２の表示部が、筐体の枢軸に枢支されかつ筐体部
材の端面が前記筐体の開口部を閉塞する方向に付勢されているため、この第２の表示部を
設置する際にかかる設置スペースをより一層抑制することが可能となる。したがって、よ
り多様な情報を表示できかつ設置スペースを抑制できる表示装置を提供できることにくわ
え、表示装置自体の設置に係る設置スペースをより一層抑制することが可能となる。
【０１０８】
また、副次的な効果として、第１の駆動機構が、第１の表示部を収容位置から視認位置へ
向かってまたは視認位置から収容位置へ向かって移動する際に、第２の表示部を押圧して
前記開口部を開放するよう回動する。このため、前記第１の表示部の筐体内への出し入れ
を確実に行うことができる。
【０１０９】
さらに、第１の表示部が収容位置又は視認位置に位置しているかに関わらず、第２の表示
部は常に情報を表示できるので、より一層、設置スペースの有効活用を図ることが可能と
なる。
【０１１０】
　 に記載の本発明によれば、第２の表示部が、筐体の開口部の周縁部に設けられ
た枢軸回りに回動自在に設けられているため、この第２の表示部を設置する際にかかる設
置スペースをより一層抑制することが可能となる。したがって、より多様な情報を表示で
きかつ設置スペースを抑制できる表示装置を提供できることにくわえ、表示装置自体の設
置に係る設置スペースをより一層抑制することが可能となる。
【０１１１】
また、副次的な効果として、第１の駆動機構が、第１の表示部を収容位置から視認位置へ
向かってまたは視認位置から収容位置へ向かって移動する際に、第２の駆動機構が前記開
口部を開放するよう第２の表示部を回動する。このため、前記第１の表示部の筐体内への
出し入れを確実に行うことができる。
【０１１２】
さらに、第１の表示部が収容位置又は視認位置に位置しているかに関わらず、第２の表示
部は常に情報を表示することが可能となるので、より一層、多様な情報を表示できるとと
もに、設置スペースの有効活用を図ることが可能となる。
【０１１３】
　 に記載の本発明によれば、第２の表示部の表示パネルが、第１の表示部の表示
パネルより小形に形成されているため、これらの表示部にかかる設置スペースを抑制でき
るとともに、表示装置自体の設置にかかる設置スペースを抑制できる。したがって、より
多様な情報を表示できかつ設置スペースを抑制できる表示装置を提供できる
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる表示装置の取付状態の一例を示す斜視図である。
【図２】同実施形態の表示装置において第１の表示ユニットが筐体内に収容された状態を
示す斜視図である。
【図３】同実施形態の表示装置の筐体内から第１の表示ユニットが排出された状態を示す
斜視図である。
【図４】同実施形態の表示装置の第１の表示ユニットが見やすい角度まで回動された状態
を示す斜視図である。
【図５】同実施形態の表示装置を示す平面図である。
【図６】図５に示された表示装置の左側面図である。
【図７】同実施形態の表示装置の筐体内から第１の表示ユニットが排出された状態を示す
平面図である。
【図８】図７に示された状態の表示装置の左側面図である。
【図９】本発明の第２の実施形態にかかる表示装置において第１の表示ユニットが筐体内
に収容された状態を示す斜視図である。
【図１０】同実施形態の表示装置の筐体内から第１の表示ユニットが排出される状態を示
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す斜視図である。
【図１１】同実施形態の表示装置の筐体内から第１の表示ユニットが排出される際に、第
２の表示ユニットが回動した状態を示す斜視図である。
【図１２】同実施形態の表示装置の筐体内から第１の表示ユニットが排出された状態を示
す斜視図である。
【図１３】同実施形態の表示装置の第１の表示ユニットが回動される状態を示す斜視図で
ある。
【図１４】同実施形態の表示装置の第１の表示ユニットが回動される状態を示す斜視図で
ある。
【図１５】同実施形態の表示装置の第１の表示ユニットが見やすい角度まで回動された状
態を示す斜視図である。
【図１６】同実施形態の表示装置の第２の表示ユニットが回動される状態を示す斜視図で
ある。
【図１７】同実施形態の表示装置の第２の表示ユニットが見やすい角度まで回動された状
態を示す斜視図である。
【図１８】同実施形態の表示装置の筐体内から第１の表示ユニットが排出された状態を示
す平面図である。
【図１９】同実施形態の表示装置の第２の駆動機構と第２の表示ユニットとを示す平面図
である。
【図２０】図１９に示された表示装置の第２の駆動機構と第２の表示ユニットとを示す左
側面図である。
【符号の説明】
１　表示装置
２　筐体
２ａ　開口部
３　第１の表示ユニット（第１の表示部）
３ａ　表示パネル
３ｂ　筐体部材
６　第２の表示ユニット（第２の表示部）
６ａ　表示パネル
６ｂ　筐体部材
６ｄ　端面
９　第１の駆動機構
４５　第２の駆動機構
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

(17) JP 3887133 B2 2007.2.28



フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
                        Ｈ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４Ｎ   5/64     (2006.01)   5/64     (2006.01)   5/64     (2006.01)   5/64     (2006.01)   5/64     (2006.01)   5/64     (2006.01)   5/64     (2006.01)   5/64     (2006.01)           Ｂ６０Ｒ  11/02    　　　Ｃ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０２Ｆ   1/1333  　　　　          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ   5/64    ５２１Ｆ          　　　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G09F  9/00
              B60K 37/00
              B60K 37/04
              B60R 11/02
              G02F  1/1333
              H04N  5/64

(18) JP 3887133 B2 2007.2.28


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

