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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】複数の表示部のうち視線誘導させたい表示部が
変化することに対応可能な表示装置を提供する。
【解決手段】表示装置は、複数の表示部に互いに異なる
内容を表示させる。複数の表示部は、例えば液晶表示ユ
ニット３０に表示される画像や表示板６１等により提供
される。表示装置は、加飾リング６０（加飾部材）と、
表示板６１と、光源制御手段と、を備える。加飾リング
６０は、複数の表示部のいずれかを加飾する。表示板６
１は、光源Ｌ３の光を反射して所定の形状に視認させる
反射部６１ａ、６１ｂを有するとともに、表示部に対し
て視認方向の手前側に配置され、透光性を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の表示部（３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、５０、２１、２２
、２３）に、互いに異なる内容を表示させる表示装置において、
　複数の前記表示部のいずれかを加飾する加飾部材（６０）と、
　光源の光を反射して所定の形状に視認させる反射部（６１ａ、６１ｂ）を有するととも
に、前記表示部に対して視認方向の手前側に配置された、透光性を有する表示板（６１）
と、
　前記光源の点灯に伴い視認される前記反射部を前記加飾部材に加飾させる反射部表示モ
ードと、前記光源の消灯に伴い前記表示板を透かして視認される前記表示部を前記加飾部
材に加飾させる反射部非表示モードとに切り替える光源制御手段（Ｓ１５、Ｓ１７）と、
を備えることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　光源により透過照明される文字表示部（２２）を有する文字板（２０）を備え、
　前記表示部は前記文字表示部であることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記加飾部材は、前記表示部の周囲に沿って部分的に延びる円弧形状であることを特徴
とする請求項１または２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記加飾部材の内周側に前記表示板が組み付けられていることを特徴とする請求項３に
記載の表示装置。
【請求項５】
　前記表示部は車速計であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載の表示
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加飾部材を備えた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、例えば車速計を表現した指針および目盛りを液晶表示パネルに表示す
るとともに、液晶表示パネルの視認方向手前側に加飾リング（加飾部材）を配置した表示
装置が記載されている。この表示装置では、液晶表示パネルの表示面に沿って加飾リング
が移動可能に構成されており、液晶表示パネルにおける車速計の表示位置を移動させた場
合に、その表示位置の移動に追従して加飾リングも移動させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４６３７５４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　さて、この種の表示装置では、ナビゲーション用のマップを車速とともに表示させるモ
ードや、タコメータを車速とともに表示させるモードに切り替えて表示させる場合がある
。そして、このような表示モードの切り替えに伴い、タコメータやマップに視線を誘導し
て強調させたい場合がある。しかしながら、特許文献１に記載の表示装置では、車速計の
表示位置に追従して加飾リングを移動させるので、表示モード切り替え等により表示位置
が変化しても、加飾により視線誘導して強調される対象が常に車速計となる。
【０００５】
　本発明は、上記問題を鑑みてなされたもので、その目的は、複数の表示部のうち視線誘
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導させたい表示部が変化することに対応可能な表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ここに開示される発明は上記目的を達成するために以下の技術的手段を採用する。なお
、特許請求の範囲およびこの項に記載した括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具
体的手段との対応関係を示すものであって、発明の技術的範囲を限定するものではない。
【０００７】
　開示される発明のひとつは、複数の表示部（３１、３２、３３、３４、３５、３６、３
７、３８、５０、２１、２２、２３）に、互いに異なる内容を表示させる表示装置におい
て、複数の表示部のいずれかを加飾する加飾部材（６０）と、光源の光を反射して所定の
形状に視認させる反射部（６１ａ、６１ｂ）を有するとともに、表示部に対して視認方向
の手前側に配置された、透光性を有する表示板（６１）と、光源の点灯に伴い視認される
反射部を加飾部材に加飾させる反射部表示モードと、光源の消灯に伴い表示板を透かして
視認される表示部を加飾部材に加飾させる反射部非表示モードとに切り替える光源制御手
段（Ｓ１５、Ｓ１７）と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　この発明によれば、複数の表示部のうち視線誘導させたい表示部が変化した場合、その
表示部を選択し、該表示部を加飾する位置へ加飾部材が移動するように制御できる。その
ため、例えば車速計およびタコメータを表示部として同時に表示させる表示装置において
、車速計に視線誘導させたい場合には車速計が加飾部材により加飾される。その後、視線
誘導させたい対象が車速計からタコメータに変化した場合には、タコメータが加飾部材に
より加飾される。このように、上記発明によれば、視線誘導させたい表示部が変化するこ
とに対応可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示装置を、車両のインストルメントパネルに組み付
けた状態を表す正面図。
【図２】図１に示す表示装置の断面を模式的に表した断面図。
【図３】図１に示す表示装置をインストルメントパネルから取り外した状態を表した正面
図。
【図４】図３に示す可動装置の細部を模式的に表した分解斜視図。
【図５】図１に示す表示装置によるナビモードでの表示内容を表した正面図。
【図６】図１に示す表示装置によるタコモードでの表示内容を表した正面図。
【図７】図１に示す表示装置の作動を制御する手順を表したフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら発明を実施するための複数の形態を説明する。各形態におい
て、先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付して重複する説
明を省略する場合がある。各形態において、構成の一部のみを説明している場合は、構成
の他の部分については先行して説明した他の形態を参照し適用することができる。
【００１１】
　図１に示す表示装置は、車両の室内に設置されたインストルメントパネル（インパネ）
のうち、運転席の車両前方側に位置する部分に組み付けられている。図１では、インパネ
の図示を省略するとともに、表示装置のうちインパネに組み付けられた状態で視認される
部分を図示している。
【００１２】
　図１および図２に示すように、表示装置は、ケース１０、文字板２０（表示手段）、液
晶表示ユニット３０（表示手段）、回路基板４０、指針５０、および加飾リング６０（加
飾部材）等を備えて構成されている。ケース１０は遮光性を有する樹脂製であり、文字板
２０、液晶表示ユニット３０および回路基板４０等を内部に収容して保持する。ケース１
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０には、後述する上側見返し板１１および下側見返し板１２が、樹脂にて一体に成形され
ている。
【００１３】
　文字板２０は、透光性を有する樹脂製であり、光源Ｌ１により透過照明される目盛り表
示部２１、文字表示部２２およびバー表示部２３を有する。以下、これらの表示部を纏め
て文字板表示部と呼び、文字板２０のうち、これらの目盛り表示部２１、文字表示部２２
およびバー表示部２３を形成している部分の各々が、特許請求の範囲に記載の表示部に相
当する。
【００１４】
　文字板２０のうち、文字板表示部が形成される部分、および液晶表示ユニット３０に対
向する部分は透光性を有し、それ以外の部分には、遮光性の塗料が印刷されている。した
がって、光源Ｌ１を点灯させると、文字板表示部が透過照明されて視認されるようになる
。また、光源Ｌ１の点灯範囲を制御することで、バー表示部２３の視認範囲が変化し、こ
れにより、車載バッテリの電力残量を表す電力計、および燃料残量を表す燃料計が表現さ
れる。
【００１５】
　上側見返し板１１および下側見返し板１２は、文字板２０に対して視認方向の手前側（
図２の左側）に配置されている。文字板２０のうち見返し板１１、１２の開口部１１ａ、
１２ａの内側に位置する部分が、視認可能な表示領域となる。つまり、見返し板１１、１
２は文字板２０の表示枠として機能する。
【００１６】
　液晶表示ユニット３０は、バックライトおよび液晶パネルを有して構成されており、文
字板２０に対して視認方向の奥側に配置されている。液晶表示ユニット３０の表示面３０
ａは、文字板２０の表示領域の中央部分に位置し、表示面３０ａの左右両側に文字板表示
部が配置されている。バックライトを点灯させると、表示面３０ａに表示された画像が文
字板２０を透過して視認される。
【００１７】
　図１に示す表示例では、指針画像３１、目盛り画像３２および数字画像３３が表示面３
０ａに表示されており、これらの画像により車速計が表現されている。つまり、車速に応
じて指針画像３１が回転表示され、指針画像３１により指し示される目盛り画像３２によ
り車速が表される。
【００１８】
　なお、図５に示す表示例では、車速を数字で表した車速画像３４、自車両の現在位置を
示すマップ画像３５、およびマップ画像３５のうち右左折予定箇所を案内表示する拡大マ
ップ画像３６が表示面３０ａに表示されている。拡大マップ画像３６は常時表示させても
よいし、自車両の現在走行位置と右左折予定箇所との離間距離が所定未満になっている期
間中にポップアップ表示させてもよい。また、図６に示す表示例では、上記車速画像３４
、作動油温度を表した油温画像３７、内燃機関の過給圧を表した過給圧画像３８が表示面
３０ａに表示されている。液晶表示ユニット３０のうち、これらの画像を表示している部
分の各々が、特許請求の範囲に記載の表示部に相当する。以下、これらの画像表示部分を
纏めて液晶表示部と呼ぶ。車速を表示する表示部やエンジン回転数を表示する表示部等、
異なる内容を表示する複数種類の表示部が存在する。
【００１９】
　回路基板４０は、液晶表示ユニット３０に対して視認方向の奥側に配置されている。回
路基板４０には、マイクロコンピュータ（マイコン４１）、光源Ｌ１、Ｌ２、および電動
モータＭ１、Ｍ２が実装されている。マイコン４１は、中央処理演算装置およびメモリ等
を有し、予め記憶されているプログラムにしたがって各種の演算処理を実行することで、
光源Ｌ１、Ｌ２および電動モータＭ１、Ｍ２の作動を制御するとともに、液晶表示ユニッ
ト３０へ画像信号を出力する。
【００２０】
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　指針５０には、電動モータＭ１の回転軸５１が取り付けられている。指針５０は、文字
板２０に対して視認方向の手前側に配置されており、電動モータＭ１を駆動させると、指
針５０は文字板２０の表面に沿って回動する。また、指針５０は透光性を有する樹脂製で
あり、光源Ｌ２から射出して指針５０の内部に入射する光により照明され、指針５０が発
光しているように視認される。指針５０の回動範囲には、下側見返し板１２の開口部１２
ａの内側に位置して視認される視認領域（図６参照）と、開口部１２ａの外側に位置して
視認不可となる退避領域（図１および図５参照）とが設けられている。
【００２１】
　加飾リング６０は、指針５０に対して視認方向の手前側に配置されている。加飾リング
６０の内周側には表示板６１が組み付けられており、表示板６１には光源Ｌ３が取り付け
られている。電動モータＭ２は、表示板６１および光源Ｌ３とともに加飾リング６０を移
動させるアクチュエータであり、電動モータＭ２を駆動させると、図３および図４に示す
移動機構７０が作動して加飾リング６０が移動する。加飾リング６０の移動軌跡は、文字
板２０の表面に平行、かつ、ステアリングホイールＳＨの円弧に沿う形状である（図３参
照）。つまり、ステアリングホイールＳＨの内周側の縁部に沿って加飾リング６０は移動
する。そして、いずれの移動位置であっても、加飾リング６０の全体がステアリングホイ
ールＳＨから露出して視認されるように設定されている。
【００２２】
　加飾リング６０は遮光性を有する樹脂製であり、任意の色で塗装されている。表示板６
１は透光性を有する樹脂製であり、表示板６１の裏面には溝形状の反射部６１ａ、６１ｂ
が形成されている。光源Ｌ３から射出した光は、表示板６１のエッジ部分から内部に入射
して導光され、反射部６１ａ、６１ｂで反射して表示板６１の表面から出射する。これに
より、反射部６１ａ、６１ｂが発光しているように視認される。反射部６１ａ、６１ｂは
、指針５０に指し示される目盛りおよび数字を表した形状に形成されている。なお、表示
板６１のエッジ部分から入射した光のうち表示板６１の外周縁部で反射する光は、加飾リ
ング６０に覆われるので視認されない。
【００２３】
　要するに、光源Ｌ２、Ｌ３を点灯させると、表示板６１の反射部６１ａ、６１ｂによる
目盛りおよび数字が視認されるとともに、指針５０が表示板６１を透かして視認される（
図６参照）。図６の例では、これらの指針５０および反射部６１ａ、６１ｂにより、内燃
機関の回転数を表示するタコメータが表現されている。そして、外部光により視認される
加飾リング６０は、該加飾リング６０の内側に位置するタコメータを加飾する。一方、光
源Ｌ２、Ｌ３を消灯させると、図１および図５に例示するように表示板６１を透かして液
晶表示ユニット３０が視認される。
【００２４】
　なお、図１の例では、液晶表示ユニット３０により表示された車速計の画像が、加飾リ
ング６０の内側に位置して加飾されている。また、図５の例では、液晶表示ユニット３０
により表示された拡大マップ画像３６が、加飾リング６０の内側に位置して加飾されてい
る。タコメータを構成する指針５０は、特許請求の範囲に記載の表示部に相当し、以下、
これをタコメータ表示部と呼ぶ。
【００２５】
　次に、図３および図４を用いて移動機構７０の構造について説明する。
【００２６】
　図３に示すように、移動機構７０は、ベース部材７１、レール７２、水平移動部７３、
上下移動部７４、ローラ７５、ローラガイド７６、プーリ７７およびベルト７８等を備え
て構成されている。ベース部材７１には、レール７２、ローラガイド７６および一対のプ
ーリ７７が取り付けられている。水平移動部７３は、水平方向に移動可能な状態でレール
７２に組み付けられている。
【００２７】
　上下移動部７４は、上下方向に移動可能な状態で水平移動部７３に組み付けられている
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。図４を用いて詳細に説明すると、水平移動部７３には、上下方向に延びる上下ガイド溝
７３０ａが形成されたガイド形成部７３０が取り付けられている。一方、上下移動部７４
には、上下ガイド溝７３０ａに挿入されるピン７４０ａが形成されたピン形成部７４０が
取り付けられている。
【００２８】
　ローラ７５は、回転可能な状態で上下移動部７４に組み付けられており、ローラガイド
７６に形成された円弧ガイド溝７６ａに嵌め込まれている。円弧ガイド溝７６ａは、ステ
アリングホイールＳＨの円弧と平行な、上側を凸とする円弧形状である。上下移動部７４
は、円弧ガイド溝７６ａに沿って移動可能な状態で、ローラガイド７６とベース部材７１
の間に挟み込まれて保持されている。
【００２９】
　一対のプーリ７７にはベルト７８が取り付けられており、ベルト７８にはガイド形成部
７３０が固定されている。したがって、電動モータＭ２を駆動させてプーリ７７とともに
ベルト７８を回転させると、ガイド形成部７３０とともに水平移動部７３がレール７２に
沿って水平方向に移動する（図４中の矢印Ｙ１参照）。すると、ローラ７５が円弧ガイド
溝７６ａにガイドされて、上下移動部７４が水平移動部７３に対して相対的に上下方向に
移動する（図４中の矢印Ｙ２参照）。換言すれば、上下移動部７４は、水平移動部７３と
ともに水平方向に移動しつつ、上下方向にも相対移動することで、円弧ガイド溝７６ａに
沿って円弧状に移動する。これにより、加飾リング６０および表示板６１は円弧状に移動
する。
【００３０】
　マイコン４１は、図７に示す処理を所定周期で繰返し実行することで、電動モータＭ１
、Ｍ２、光源Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３および液晶表示ユニット３０の作動を制御する。なお、電
動モータＭ２を駆動制御している時のマイコン４１は、制御手段に相当する。
【００３１】
　すなわち、先ず図７のステップＳ１０において、表示装置の表示モードを決定する。例
えば、予め設定されている複数種類の表示モードの中からユーザが手動操作で選択してい
る場合には、その選択された表示モードに決定する。複数種類の表示モードには、例えば
図５に示すようにマップ画像３５を表示させるナビモードや、図６に示すようにタコメー
タを表示させるタコモード、図１に示すように車速計を表示させる標準モード等が具体例
として挙げられる。なお、手動操作による選択がなされていない場合には標準モードに決
定する。
【００３２】
　続くステップＳ１１では、ステップＳ１０にて決定した表示モードに応じた内容の画像
信号を、液晶表示ユニット３０へ出力する。例えば、標準モードの場合には、指針画像３
１、目盛り画像３２および数字画像３３を表示させ、車速に応じて指針画像３１の表示位
置を回転させる。ナビモードの場合には、車速に応じた車速画像３４を表示させるととも
に、車両の現在走行位置に応じたマップ画像３５および拡大マップ画像３６を表示させる
。タコモードの場合には、車速画像３４、油温画像３７および過給圧画像３８を表示させ
る。
【００３３】
　続くステップＳ１２では、ステップＳ１０にて決定した表示モードに応じた位置に加飾
リング６０を移動させるよう、電動モータＭ２を駆動制御する。例えば、標準モードの場
合には、図３の一点鎖線に示す位置に加飾リング６０を移動させて、車速計を加飾対象と
して選択して加飾させる。タコモードの場合には、図３の実線に示す位置に加飾リング６
０を移動させて、指針５０により表現されるタコメータ（タコメータ表示部）を、加飾対
象として選択して加飾する。
【００３４】
　ナビモードの場合には、拡大マップ画像３６を加飾する位置に加飾リング６０を移動さ
せる。なお、拡大マップ画像３６を先述したようにポップアップ表示させる場合には、ポ
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ップアップ表示させていない期間には、マップ画像３５の中心位置や自車両表示位置が加
飾リング６０の中心に位置するように加飾リング６０を移動させる。そして、ポップアッ
プ表示されると同時に、拡大マップ画像３６を加飾する位置に加飾リング６０を移動させ
る。
【００３５】
　要するに、液晶表示ユニット３０により表示される各々の液晶表示部、および指針５０
によるタコメータ表示部の中から、表示モードに応じた表示部が選択される。そして、選
択された表示部を加飾する位置に加飾リング６０を移動させる。
【００３６】
　続くステップＳ１３では、決定した表示モードが、指針５０を加飾するモード（タコモ
ード）であるか否かを判定する。タコモードである場合には、エンジン回転数に応じた位
置に指針５０を回動させるよう、電動モータＭ１を駆動制御する。続くステップＳ１５で
は、光源Ｌ２を点灯させて指針５０を照明するとともに、光源Ｌ３を点灯させて、反射部
６１ａ、６１ｂによる目盛りおよび数字を視認させる。
【００３７】
　一方、ステップＳ１３にてタコモードでないと判定された場合には、指針５０を退避領
域に退避させて視認不可にするよう、電動モータＭ１を駆動制御する。続くステップＳ１
７では、光源Ｌ２、Ｌ３を消灯させて、液晶表示ユニット３０および文字板２０が表示板
６１を透かして視認されるようにする。
【００３８】
　ここで、視線誘導させることが望ましい表示部は、表示モードに応じて変化する。例え
ば、標準モード時には車速計に、ナビモード時には拡大マップ画像３６に、タコモード時
にはタコメータに視線誘導させることが望ましい。この点を鑑みた本実施形態では、表示
モードに応じた最適位置に加飾リング６０を移動させるので、視線誘導させたい表示部が
変化することに対応可能となる。
【００３９】
　すなわち、例えばナビモード時には拡大マップ画像３６が加飾されるので、文字板表示
部、車速画像３４、マップ画像３５および拡大マップ画像３６のうち、拡大マップ画像３
６に視線が誘導されることとなる。また、例えばタコモード時にはタコメータが加飾され
るので、文字板表示部、車速画像３４、油温画像３７、過給圧画像３８およびタコメータ
のうち、タコメータに視線が誘導されることとなる。また、例えば標準モード時には車速
計が加飾されるので、文字板表示部および液晶表示部（車速計）のうち、車速計に視線が
誘導されることとなる。
【００４０】
　さらに本実施形態によれば、ステアリングホイールＳＨの車両前方側に配置された表示
装置において、加飾リング６０は、ステアリングホイールＳＨの円弧に沿って移動可能に
配置されている。そのため、ステアリングホイールＳＨを操作する運転者が表示装置を見
る場合において、加飾リング６０がステアリングホイールＳＨの背後に隠れて視認できな
くなることを抑制しつつ、加飾リング６０の移動範囲を大きく確保できるようになる。よ
って、加飾リング６０により加飾可能な表示部の範囲を大きくできる。
【００４１】
　さらに本実施形態によれば、光源Ｌ３の光を反射して所定の形状に視認させる反射部６
１ａ、６１ｂを有するとともに、液晶表示部に対して視認方向の手前側にて配置された、
透光性を有する表示板６１を備える。そして、反射部表示モードと反射部非表示モードと
に切り替える光源制御手段（ステップＳ１５、Ｓ１７）を備える。反射部表示モードでは
、光源Ｌ３の点灯に伴い視認される反射部６１ａ、６１ｂを加飾リング６０に加飾させる
。反射部非表示モードでは、光源Ｌ３の消灯に伴い表示板６１を透かして視認される液晶
表示部を加飾リング６０に加飾させる。
【００４２】
　これによれば、反射部非表示モードから反射部表示モードに切り替わると、液晶表示部



(8) JP 2016-53585 A 2016.4.14

10

20

30

40

50

の手前側に反射部６１ａ、６１ｂが出現するように視認されるので、反射部６１ａ、６１
ｂへの誘目性を向上できる。しかも、そのように出現した反射部６１ａ、６１ｂは加飾リ
ング６０で加飾されるので、出現した反射部６１ａ、６１ｂへの誘目性をより一層向上で
きる。
【００４３】
　さらに本実施形態によれば、電動モータＭ２は、加飾リング６０とともに表示板６１を
移動させることを特徴とする。そのため、加飾リング６０および表示板６１の視認方向に
おける離間距離を短くできる。或いは、加飾リング６０および表示板６１の視認方向にお
ける搭載位置を同じにできる。よって、表示装置を視認方向に小型化できる。
【００４４】
　さらに本実施形態によれば、加飾リング６０および液晶表示部に対して視認方向の手前
側に配置され、表示領域を規定する表示枠として機能する下側見返し板１２を備える。そ
して、加飾リング６０の移動に伴い、加飾リング６０のうち下側見返し板１２により隠れ
る部分の面積が変化するように構成されている。そのため、移動に伴い加飾リング６０の
形状が変化しているように錯視させることができるので、加飾リング６０への注意を高め
させることができ、誘目性を向上できる。
【００４５】
　（他の実施形態）
　以上、発明の好ましい実施形態について説明したが、発明は上述した実施形態に何ら制
限されることなく、以下に例示するように種々変形して実施することが可能である。各実
施形態で具体的に組合せが可能であることを明示している部分同士の組合せばかりではな
く、特に組合せに支障が生じなければ、明示してなくとも実施形態同士を部分的に組み合
せることも可能である。
【００４６】
　文字板表示部の燃料計により表示される燃料残量が所定量にまで減少した時点で、燃料
計を加飾する位置に加飾リング６０を移動させて、燃料計に視線誘導させるようにしても
よい。また、文字板表示部の電力計により表示されるバッテリ電力残量が所定量にまで減
少した時点で、電力計を加飾する位置に加飾リング６０を移動させて、電力計に視線誘導
させるようにしてもよい。また、異常発生時にその旨を警告表示した場合に、その警告表
示部を加飾する位置に加飾リング６０を移動させて、警告表示部に視線誘導させるように
してもよい。
【００４７】
　上記実施形態では、液晶表示ユニット３０に表示される液晶表示部と、指針５０からな
るタコメータ表示部を、加飾リング６０で加飾させる表示部として適用させている。これ
に対し、文字板２０に表示される目盛り表示部２１、文字表示部２２、バー表示部２３等
の文字板表示部を、加飾リング６０で加飾させる表示部として適用させてもよい。
【００４８】
　例えば、液晶表示部、タコメータ表示部および文字板表示部の中から加飾対象となる表
示部を選択して、選択した表示部を加飾リング６０で加飾させてもよい。或いは、複数の
文字板表示部の中から加飾対象となる表示部を選択して加飾させてもよい。或いは、複数
の液晶表示部の中から加飾対象となる表示部を選択して加飾させてもよい。上記実施形態
では、加飾リング６０とともに表示板６１を移動させる構造にしているが、表示板６１を
固定した構造であってもよい。この場合、加飾リング６０および表示板６１の視認方向に
おける位置を異ならせる必要がある。
【００４９】
　上記実施形態では、液晶表示部または文字板表示部を加飾する加飾部材として、リング
形状の加飾リング６０を適用させている。しかし、本発明に係る加飾部材はリング形状に
限られるものではなく、例えば、表示部の周囲に沿って部分的に延びる円弧形状であって
もよい。
【００５０】
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　図７に示す実施形態では、表示モードを切り替えた場合において、液晶表示ユニット３
０による画像を表示モードに応じた内容に変更させた後に、加飾リング６０を移動させて
いる。これに対し、加飾リング６０を移動させた後に、表示モードに応じた内容に画像を
変更させることで、表示部への誘目性向上を図るようにしてもよい。
【００５１】
　加飾リング６０を移動させていることをユーザに気付かせるよう、当該移動に伴い報知
音を発生させてもよい。報知音発生のタイミングは、移動直前でもよいし、移動直後でも
よいし、移動期間中であってもよい。
【００５２】
　上記実施形態では、加飾リング６０の移動範囲が、液晶表示ユニット３０の表示面３０
ａを含む、表示面３０ａより広い範囲に設定されている。これに対し、表示面３０ａの範
囲から超えないように加飾リング６０の移動範囲を設定してもよい。
【００５３】
　上記実施形態では、加飾リング６０が所定の円弧に沿って移動可能に設定されている。
しかし、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、所定の直線に沿って移動可能
に設定されていてもよいし、所定の平面範囲内で二次元的に移動可能に設定されていても
よい。
【００５４】
　上記実施形態では、表示モードの切り替えに伴い加飾リング６０を最適位置に移動させ
ている。これに対し、同一の表示モードであっても、表示内容の変化に応じた最適位置に
加飾リング６０を移動させてもよい。例えば、ナビモードにおいて、拡大マップ画像３６
がポップアップ表示されている期間中は拡大マップ画像３６を加飾させ、拡大マップ画像
３６が表示されていない期間中は、マップ画像３５を加飾させてもよい。また、例えば標
準モードにおいて、燃料計に表示される燃料残量が所定量未満になっている場合には、燃
料計を加飾させてもよい。
【００５５】
　上記実施形態では、表示装置の外部の光（外光）で加飾リング６０を照明させているが
、加飾リング６０を照明する光源を設けてもよく、当該光源は加飾リング６０とともに移
動させることが望ましい。この場合には、状況に応じて、加飾リング６０を照明する色を
変化させたり、点灯、点滅、消灯を切り替えたり、点滅周期を変化させたりしてもよい。
例えば、標準モードにおいて車速計を加飾している際に、車速が所定値以上であれば加飾
リング６０の光源を青色から赤色に変更させたり、点灯から点滅に変更させたりして、誘
目性を向上させることが望ましい。
【符号の説明】
【００５６】
　２１…目盛り部（表示部）、２２…文字表示部（表示部）、２３…バー表示部（表示部
）、３１…指針画像（表示部）、３２…目盛り画像（表示部）、３３…数字画像（表示部
）、３４…車速画像（表示部）、３５…マップ画像（表示部）、３６…拡大マップ画像（
表示部）、３７…油温画像（表示部）、３８…過給圧画像（表示部）、５０…指針（表示
部）、６０…加飾リング（加飾部材）、６１…表示板６１ａ…反射部、６１ｂ…反射部、
Ｓ１５、Ｓ１７…光源制御手段。
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