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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗物用メータ表示装置において、
　メータ本体の左右方向に細長く延びる横長の表示エリアが、左右方向に直交する直交方
向に複数並設された表示領域を備える表示部と、
　前記各表示エリアを、表示作動状態と非表示作動状態とに切り換えると共に、乗物の所
定の状態変化に伴って、前記直交方向の一方端から直交方向他方端に向かって表示作動す
る前記表示エリアの数を増加させる、表示制御部と、
を備え、
　前記表示領域の左右方向中央が車体の左右方向中央に配置されるように自動二輪車に取
り付けられている乗物用メータ表示装置。
【請求項２】
　請求項１記載の乗物用メータ表示装置において、
　乗物の状態を示す符号が、前記表示領域の左右方向中央に、前記直交方向に並んで配置
されている、乗物用メータ表示装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の乗物用メータ表示装置において、
　前記メータ表示装置は、ハンドルバーに取り付けられている、乗物用メータ表示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一つに記載の乗物用メータ表示装置において、
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　前記表示部は、前記メータ表示装置の左右方向中央に配置されており、
　前記表示領域は、左右対称に形成されている、乗物用メータ表示装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一つに記載の乗物用メータ表示装置において、
　前記複数の表示エリアの左右方向幅は、直交方向一方端から直交方向他方端に進むに連
れて増大するように設定されている、乗物用メータ表示装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一つに記載の乗物用メータ表示装置において、
　前記表示部は、前記メータ表示装置の左右方向中央に配置されており、
　前記表示領域は中央表示領域とされ、
　前記表示部は、前記中央表示領域の両側に、フレーム部材によって区分けされた左右の
表示領域を更に備えている、
乗物用メータ表示装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一つに記載の乗物用メータ表示装置において、
　前記表示エリアは、光量調節可能に構成されており、周囲が明るい場合に光量が抑えら
れ、周囲が暗い場合に光量が大きくなるように制御されている、乗物用メータ表示装置。
【請求項８】
　乗物用メータ表示装置の表示方法において、
　メータ本体の左右方向に細長く延びる横長の複数の表示エリアを、左右方向に直交する
直交方向に並設してなる表示領域を、表示部内に設け、
　前記メータ表示装置を、前記表示領域の左右方向中央が車体の左右方向中央に配置され
るように、自動二輪車に取り付け、
　前記表示部を制御する表示制御部により、前記各表示エリアを、表示作動状態と非表示
作動状態とに切り換えると共に、乗物の所定の状態変化に伴って、前記直交方向の一方端
から直交方向他方端に向かって表示作動する前記表示エリアの数を増加させる、ことを特
徴とする乗物用メータ表示装置の表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乗物用メータ表示装置及びその表示方法に関し、主として、自動二輪車等の
鞍乗り型の車両に適した乗物用メータ表示装置及びその表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１５は従来の自動二輪車用メータ表示装置の表示部の一例を示しており、乗物の状態
変化として、エンジン回転数及び車両走行速度を表示している。車両走行速度に関しては
、走行速度の変化に応じて、表示領域１００に表示された数値が変化するようになってい
る。エンジン回転数に関しては、たとえば、複数の表示エリア１０１が略左右方向に延び
るように線状に並設された表示領域１０２を備えている。このエンジン回転数の表示領域
１０２では、エンジン回転数の変化に応じて、左端からの表示長さが変化するようになっ
ており、これにより、エンジン回転数を確認できるようになっている。なお、他の従来公
知技術文献としては、特許文献１等がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１６８０３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　自動二輪車では、コーナリング時、メータ表示装置に対する乗員の視認方向が左右に変
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化する場合が多く、視認方向が変化すると、表示内容を確認するためにかかる時間も、変
化する。一方、自動二輪車では、走行中に変化する表示内容を、如何なる走行条件におい
ても、瞬時的な確認動作ができることが要望される。自動二輪車以外の乗物においても、
同様のことが要望される場合がある。
【０００５】
　本発明の目的は、走行中、乗員の知りたい表示部の表示内容を、瞬時的な確認動作で把
握し易い、乗物用メータ表示装置及び表示方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するため、本発明に係る乗物用メータ表示装置は、メータ本体の左右方
向に細長く延びる横長の表示エリアが、左右方向に直交する直交方向に複数並設された表
示領域を備える表示部と、前記各表示エリアを、表示作動状態と非表示作動状態とに切り
換えると共に、乗物の所定の状態変化に伴って、前記直交方向の一方端から直交方向他方
端に向かって表示作動する前記表示エリアの数を増加させる、表示制御部と、を備えてい
る。
【０００７】
　上記構成によると、乗物の状態変化に伴う表示の変化、すなわち作動表示領域の面積の
増減変化が大きいので、乗員は、目視により、容易に、かつ、瞬時的に、状態変化を確認
できる。
【０００８】
　特に、表示作動状態と非作動状態との間での変化が乏しい場合や、表示面で太陽光が反
射している場合、あるいは乗員の視点が表示面に対して非直交の場合であっても、乗員は
、メータ表示内容を、瞬時的に確認できる。
【０００９】
　本発明は、上記構成に加え、好ましくは、次の構成を備えることもできる。
（ａ）前記表示部は、メータ表示装置の左右方向幅中央部に配置されている。
【００１０】
　これによると、左右の一方に片寄った位置にメータ表示装置を配置する場合に比べ、メ
ータ表示部を見易くなる。しかも、メータ表示装置の表示面と乗員の視点とを結ぶ直線が
、表示面と直交する直交線と平行でなくとも、容易に表示内容を確認できる。
【００１１】
（ｂ）前記複数の表示エリアの左右方向幅は、直交方向に進むにつれて順次変化するよう
に設定されている。
【００１２】
　これによると、作動表示領域の面積変化を、表示エリアの表示数変化と異ならせること
ができる。たとえば、強調したい状態での表示面積変化を増やし、強調する必要がない状
態での表示面積変化を抑えることができる。
【００１３】
（ｃ）上記構成の場合、より好ましくは、前記複数の表示エリアの左右方向幅は、直交方
向一方端から直交方向他方端に進むに連れて増大するように設定されている。
【００１４】
　これによると、状態量が変化するに連れて、表示エリアの表示数変化よりも、表示領域
の表示面積変化を大きく取ることができ、状態量の変化を認識し易くなる。
【００１５】
（ｄ）前記表示領域は左右対称に形成されている。
【００１６】
　これによると、視点を左右方向にずらす場合があっても、左右方向の両側から状態変化
を把握し易くなる。
【００１７】
（ｅ）乗物の状態を示す符号が、前記表示エリアに対応して前記直交方向に並んで配置さ
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れている。
【００１８】
　これによると、状態量の変化が把握し易くなる。
【００１９】
（ｆ）変速装置を備えた上記自動二輪車において、駆動源の回転数を前記表示部に表示す
る。
【００２０】
　これによると、駆動源の回転数を把握し易く、変速時期を判断し易くなる。
【００２１】
（ｇ）また、上記乗物用メータ表示装置を備えた自動二輪車において、前記メータ表示装
置の左右方向中央が、車両の左右方向中央に位置するように配置してある。
【００２２】
　これによると、前記メータ表示装置の場合の効果と同様な効果を得ることができると共
に、車体のバンク時においても、見易い。
【００２３】
　なお、本願は、次に説明しるメータ表示装置の表示方法も提供するものである。
　メータ本体の左右方向に細長く延びる横長の複数の表示エリアを、左右方向に直交する
直交方向に並設してなる表示領域を、表示部内に設け、前記表示部を制御する表示制御部
により、前記各表示エリアを、表示作動状態と非表示作動状態とに切り換えると共に、乗
物の所定の状態変化に伴って、前記直交方向の一方端から直交方向他方端に向かって表示
作動する前記表示エリアの数を増加させる。
【００２４】
　勿論、この方法の発明おいても、前記本願発明と同様な効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明に係るメータ表示装置を備えた自動二輪車の操作部を後上方から見た斜視
図である。
【図２】図１のメータ表示装置を後上方から見た正面図である。
【図３】図１のメータ表示装置を左後方から見た斜視図である。
【図４】図１のメータ表示装置を前上方から見た平面図である。
【図５】図１のメータ表示装置の内部を示す正面図である。
【図６】回転数が１００００ｒｐｍ程度の状態を示す回転数表示領域の拡大正面図である
。
【図７】アイドル回転時の状態を示す図６と同様の回転数表示領域の拡大正面図である。
【図８】設定ボタン及びリセットボタンの拡大斜視図である。
【図９】図８の縦断面図である。
【図１０】表示領域形状の変形例を示す略図である。
【図１１】表示領域形状の別の変形例を示す略図である。
【図１２】表示領域形状の別の変形例を示す略図である。
【図１３】表示領域形状の別の変形例を示す略図である。
【図１４】表示領域形状の別の変形例を示す略図である。
【図１５】従来例の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１乃至図９は、本発明に係る乗物用メータ表示装置の一実施の形態であり、内燃機関
であるエンジン及び変速機を搭載した自動二輪車に備えられている。なお、説明の都合上
、自動二輪車に乗車した乗員から見た左右方向を、自動二輪車及びメータ表示装置の左右
方向として、説明する。
【００２７】
　図１は自動二輪車の操作部を後上方から見た斜視図であり、メータ表示装置１は、ハン
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ドルバー２の前側に配置され、車体左右幅の略中央に位置しており、取付ブラケット３に
よりハンドルバー２と共に操舵用上側ブラケット４に取り付けられている。上側ブラケッ
ト４の左右両端部は左右のフロントフォーク６の上端部に連結されている。ハンドルバー
２を左右に操舵することにより、メータ表示装置１は、ハンドバー２及び上側ブラケット
４等と共に、操舵軸５回りに左右に移動（角変位）するようになっている。
【００２８】
　メータ表示装置１は、水平面に対して前上がりに傾斜している（たとえば１０°～８０
°）。すなわち、メータ表示装置１は、ハンドルバー側の装置基端（後下端）１ａに対し
、ハンドルバー側と反対側の装置先端（前上端）１ａが前上方に位置するように、傾斜し
ている。
【００２９】
　図３はメータ表示装置１を左後上方から見た斜視図であり、メータ表示装置１は、左右
方向に細長い金属製のメータ本体１０と、表示面を覆う透明板（図示せず）と、表示面を
３つの領域（表示部）に区分けする樹脂製のフレーム部材１１と、該フレーム部材１１の
左右両端部に取り付けられるＵ字状のカバー部材１２、１３とを備えている。ここで、左
右方向と直交する方向のうち、メータ表示面に沿って装置基端１ａから装置先端１ｂに向
かう方向（前上方向）を、Ｘ１方向とし、メータ表示面に沿って装置先端１ｂから装置基
端１ａに向かう方向（後下方向）を、Ｘ２方向と称することとする。
【００３０】
　図４は、メータ表示装置１を前上方から見た図であり、メータ本体１０の裏面には複数
箇所（たとえば三箇所）に被取付部１０ａが形成されており、該被取付部１０ａが前記取
付ブラケット３に取り付けられる。
【００３１】
　図５は、図４のフレーム部材１１、カバー部材１２、１３及び透明板を取り除いて示す
メータ本体１０内の斜視図であり、メータ本体１０内には、左右方向に長い液晶ディスプ
レイ基板（ＬＣＤ基板）２０と、左右端部に配置された一対の発光ダイオード基板（ＬＥ
Ｄ基板）２１、２２とが収納されている。液晶ディスプレイ基板２０の表面側には、表示
部として、液晶ディスプレイ基板２０と略同面積の液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）２３が配
置されており、各発光ダイオード基板２１、２２には、複数のＬＥＤランプ２５、２６が
配置されている。
【００３２】
　さらに、メータ本体１０の左端部のＸ１方向側の部分には、表示仕様の設定あるいはモ
ードを切り換えるための設定ボタン１５及びリセットボタン１６が配置されている。
【００３３】
　上記各基板２０、２１、２２は、表示制御部２４に電気的に接続されるが、該表示制御
部２４としては、自動二輪車に搭載されたＥＣＵ（エンジコントロールユニット）が利用
される。
【００３４】
［表示面の全体のレイアウト］
　図２はメータ表示装置１の表示面全体を示しており、前記液晶ディスプレイ２３（図５
）の表示面は、フレーム部材１１により、左右方向中央の中央表示領域Ｓ１と、左側表示
領域Ｓ２と、右側表示領域Ｓ３と、の三つに区分けされている。更に左右のカバー部材１
２、１３には、前記発光ダイオード２５、２６により表示される左側サブ表示領域Ｓ４及
び右側サブ表示領域Ｓ５を画定する窓孔１８、１９が形成され、各窓孔１８、１９には透
明表示板が設けられている。
【００３５】
［中央表示領域Ｓ１の構成］
　中央表示領域Ｓ１は、本発明を適用した回転数表示部（タコメータ部）であり、車両の
状態変化として、駆動源であるエンジンの回転数を表示する。なお、該実施の形態では、
駆動源として、ガソリンエンジンを搭載しているが、電動モータ等を駆動源として搭載し
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ている場合には、電動モータの回転数を表示することになる。
【００３６】
　中央表示領域Ｓ１の形状は、装置基端１ａから装置先端１ｂに向かって（矢印Ｘ１方向
に向かって）左右幅が広がる左右対称な台形状（正確には五角形状）に形成されている。
中央表示領域Ｓ１の面積は、表示面全体の１０％以上の大きい面積とすることが好ましい
。より好ましくは、２５％以上とする。該実施の形態では、中央表示領域Ｓ１の面積は、
全体の表示面積の３０％を占めている。また、Ｘ１方向に行くに従って左右幅が広がる中
央表示領域Ｓ１の広がり角度θは、小さ過ぎると作動表示面積の変化に乏しく、広過ぎる
と表示領域が過剰になってしまうので、広がり角度θは、左右対称であって、１０°以上
で、８０°以下が好ましく、該実施の形態では、θ＝３０°としている。
【００３７】
　中央表示領域Ｓ１内には、左右方向に細長く帯状に延びるエンジン回転数表示用の表示
エリアＡが、Ｘ１Ｘ２方向に多数並べて配置され、表示エリアＡ毎に、表示作動状態及び
非表示作動状態との間の切換が可能となっている。該実施の形態では、液晶が非透過状態
（黒色状態）の時を表示作動状態とし、液晶が透過状態（たとえば白色）の時を非表示作
動状態としている。
【００３８】
　各表示エリアＡは、前述のように、Ｘ１Ｘ２方向の長さよりも左右方向の長さが長くな
っており、好ましくは、表示エリアＡの左右方向の長さは、Ｘ１Ｘ２方向の長さの３倍以
上となっている。
【００３９】
　表示エリアＡの配置数は、Ｘ１Ｘ２方向に１０本以上並べることが好ましく、本実施の
形態では２７本の表示エリアＡをＸ１Ｘ２方向に並べている。Ｘ１Ｘ２方向に並ぶ表示エ
リアＡは、Ｘ１Ｘ２方向に間隔をあけて配置されており、これにより、セグメント型の液
晶表示が形成されている。表示エリアＡのＸ１Ｘ２方向における配置密度は、たとえば、
１０００ｒｐｍの増減範囲内にＸ１Ｘ２方向に２本の表示エリアＡが配置されている。
【００４０】
　表示エリアＡは、中央表示領域Ｓ１のほぼ全域に亘るように配置されており、本実施の
形態では、中央表示領域Ｓ１の形状を、前述のようにＸ１方向に向かって左右幅が広がる
台形状に形成しているので、その台形状に対応して、表示エリアＡの左右方向幅は、装置
基端１ａから装置先端１ｂに向かって、順次左右幅が長くなるように形成されている。し
たがって、最もX１方向側の表示領域Ａの左右方向が最も長く、最もＸ２方向側の表示エ
リアＡの左右方向寸法が最も短くなっている。
【００４１】
　また、表示エリアＡは、光量調節可能に構成されており、周囲が明るい昼間は光量が抑
えられ、周囲が暗い夜間などは光量が大きくなるように制御される。
【００４２】
　中央表示領域Ｓ１の左右幅の中央には、装置基端１ａ側から装置先端１ｂ側に貫通する
空白帯が形成されており、該空白帯に、回転数を示す数値が符号として表示されている。
各数値は、×１０００ＲＰＭを表しており、装置基端１ａ側から順に、「１、２、４、６
、８、１０、１２及び１４」が記載されている。すなわち、表示数値は、「１及び２」は
連続して表示しているが、それ以降は、奇数値（３、５…１３）を間引いており、偶数値
をのみを記載している。これによって、見やすくなる。
【００４３】
　図２の状態は、全表示エリアＡが表示作動状態となった場合を示しているが、走行中、
表示エリアＡは、エンジン回転数の増加に対応して、装置基端１ａ側から装置先端１ｂ側
に向かって、順次表示作動状態の表示エリア数が増えるように制御され、これにより、作
動表示面積を装置基端１ａ側から増加させるようになっている。
【００４４】
　図７はアイドリング回転時の中央表示領域Ｓ１の状態を示しており、装置基端１ａから
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２番目の表示エリアＡまでが表示作動状態となっている。図６は、１００００ＲＰＭ近傍
時の状態を示しており、装置基端１ａから２０番目までの表示エリアＡが表示作動状態と
なっている。このように、エンジン回転数の増加に伴い、作動表示面積が装置基端１ａか
ら順次増大するようになっており、しかも、高速回転側に行くに従い、各表示エリアＡの
左右幅が長くなるので、面積増加率も高くなることになる。なお、高速側のレッドゾーン
領域（１２０００～１４０００ＲＰＭ程度）に含まれる表示エリアについては、着色表示
部２９を設けている。
【００４５】
［左側表示領域Ｓ２の構成］
　図２において、前述のように、中央表示領域Ｓ１がＸ１方向（前上方向）に向かって左
右幅が広がる台形状に形成されていることに対応して、左側の表示領域Ｓ２の形状は、Ｘ
２方向（後下方）に行くに従いメータ表示装置１の左右幅中央に向かって張り出してゆく
形状となっている。具体的には、左側表示領域Ｓ２の右側縁は、Ｘ２方向に行くに従い右
方に突出している。
【００４６】
　左側表示領域Ｓ２には、装置先端１ｂ側から順に、油温、走行距離及び時計等が表示さ
れている。さらに、左側表示領域Ｓ２のＸ２方向側の右端部には、警告用のＬＥＤランプ
３９（中央寄りの左下側のＬＥＤ）が配置されている。
【００４７】
［右側表示領域Ｓ３の構成］
　前述のように、中央表示領域Ｓ１がＸ１方向（前上方向）に向かって左右幅が広がる台
形状に形成されていることに対応して、右側の表示領域Ｓ３は、Ｘ２方向（後下方）に行
くに従いメータ表示装置１の左右幅中央に向かって張り出してゆく形状となっている。具
体的には、右側表示領域Ｓ３の左側縁は、Ｘ２方向に行くに従い左方に突出している。
【００４８】
　右側表示領域Ｓ３には、装置先端１ｂ側から順に、車速、燃費及び燃料残量等が表示さ
れるようになっている。右側表示領域Ｓ３において、車速の表示は、燃料残量及び燃費の
表示よりも大きく設定されている。また、車速表示の数字は、数字自体が矢印Ｘ１方向に
進むにつれて右側に傾斜している。
【００４９】
［サブ表示領域Ｓ４、５の構成］
　両サブ表示領域Ｓ４、Ｓ５の表示面は、中央表示領域Ｓ１の表示面よりも、表示面と垂
直な方向において後上方にずれた位置に位置している。
【００５０】
　左側サブ表示領域Ｓ４には、装置先端１ｂ側から順に、左ウインカー、オイル（非常時
）及びＡＢＳ等の状態が点灯表示され、右側サブ領域Ｓ５には、装置先端１ｂ側から順に
、右ウインカー、ハイビーム及びニュートラル等が点灯表示される。
【００５１】
［設定ボタン１５及びリセットボタン１６の構造］
　図９において、該実施の形態の設定ボタン１５及びリセットボタン１６は、発光ダイオ
ード基板２１に設けられた接点スイッチ４０、４１からの高さが異なっているが、共通の
キートップ２５ａ、２６ａが使用できるように、長さの異なる押圧用の中継ピン３４、３
５を、樹脂製のフレーム部材１１に一体成形している。すなわち、フレーム部材１１には
、取り付け台３０と、アーム支持部３３と、該アーム支持部３３から撓み可能に延びる一
対のアーム３３ａ、３３ｂと、各アーム３３ａ、３３ｂの先端に設けられた前記中継ピン
３４、３５とを、樹脂製フレーム部材１１と一体成形している。
【００５２】
　各中継ピン３４、３５の長さ方向の一端は、各接点スイッチ４０、４１の接点面に当接
あるいは対向し、各中継ピン３４、３５の長さ方向の他端は、各ボタン１５、１６のキー
トップ２５ａ、２６ｂに一体成形された押圧アーム２５ｂ、２６ｂの先端にそれぞれ対向
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している。
【００５３】
　各キートップ２５ａ、３６ａは筒状に形成され、各押圧アーム２５ｂ、２６ｂはそれぞ
れ各キートップ２５ａ、２６ａ内に配置されている。
【００５４】
　各キートップ２５ａ、２６ｂを抑えることにより、押圧アーム２５ｂ、２６及び中継ピ
ン３４、３５を介して、各接点スイッチ４０、４１をオンオフすることができる。
【００５５】
［実施の形態の作用］
　図７に示すように、アイドリング回転中は、中央表示領域Ｓ１において、装置基端１ａ
側から二番目までの表示エリアＡが表示作動状態となっており、他の表示エアリアＡは非
表示作動状態となっている。
【００５６】
　図７のアイドリング回転状態からエンジ回転数を増加させることにより、Ｘ１方向に順
次表示エリアＡが作動し、表示作動状態となってゆく。
【００５７】
　非表示作動状態から表示作動状態に切り替わる表示エリアＡが、装置基端１ａ側からＸ
１方向に順次増加することにより、全体の作動表示面積は、装置基端１ａから次第に増加
することになる。しかも、図６のように、装置先端１ｂ側に行くにしたがい、表示エリア
Ａの左右幅が次第に増加していることにより、回転数が高い領域に行くに従い、面積増加
率も高くなるのである。
【００５８】
　すなわち、高速回転になる程、表示エリアＡの面積増加率が高くなり、乗員は回転数を
瞬時的に確認し易くなるのである。
【００５９】
　エンジン回転数が減少してゆく場合には、前記エンジン回転数の増加とは逆に、装置先
端１ｂ側の表示エリアＡから順次、非表示作動状態になってゆく。
【００６０】
　表示エリアＡは、周囲が明るい昼間等では、光量を抑えるように制御され、周囲が暗い
夜間等では、光量を大きくなるように制御される。
【００６１】
［実施の形態の効果］
（１）図２において、中央表示領域Ｓ１に、左右方向に細長く延びる横長の表示エリアＡ
が、左右方向に直交し、表示面に沿う、Ｘ１Ｘ２方向に複数並設されており、自動二輪車
のエンジン回転数の増加に伴って、装置基端１ａから装置先端１ｂに向かって、表示作動
状態となる表示エリアＡの数が順次増大し、作動表示領域の面積が増大するので、走行中
、乗員は、目視により、容易に、かつ、瞬時的に、エンジン回転数変化を確認できる。特
に、表示作動状態と非表示作動状態との間での変化が乏しい場合や、表示面で太陽光が反
射している場合、あるいは乗員の視点が表示面に対して非直交の場合であっても、乗員は
、エンジン回転数変化を、瞬時的に確認しやすい。したがって、ハンドルとともにメータ
が角変位する場合、乗員が左右の姿勢移動する場合でも、見易い。
【００６２】
（２）図２において、メータ表示装置１の左右幅の中央に位置する中央表示領域Ｓ１を、
前記エンジン回転数の表示領域としているので、左右の一方の表示領域に配置する場合に
比べ、表示面が見易くなる。しかも、メータ表示装置１の表示面と乗員の視点とを結ぶ直
線が、表示面と直交する直交線と平行でなくとも、容易に表示内容を確認できる。
【００６３】
（３）図２において、複数の表示エリアＡの左右方向幅は、Ｘ１方向に進むにつれて順次
変化するように設定されているので、作動表示領域の面積変化を、表示エリアＡの表示数
変化に対して異ならせることができる。すなわち、強調したい状態〔高速回転状態）での
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作動表示面積変化を増やし、強調する必要がない状態での作動表示面積変化を抑えること
ができる。特に、該実施の形態では、複数の表示エリアＡの左右方向幅は、装置基端１ａ
から装置先端１ｂに進むに連れて増大するように設定されているので、エンジン回転数の
増加に伴って、表示エリアＡの表示数変化よりも、作動表示領域の表示面積変化を大きく
取ることができ、エンジ回転数の変化を認識し易くなる。
【００６４】
（４）図２において、中央表示領域Ｓ１は、左右対称な略台形状（正確には五角形状）に
形成されているので、乗員が視点を左右方向にずらす場合があっても、左右方向の両側か
ら回転数変化を把握し易くなる。また、左右方向の中央に配置されているので、さらに見
易い。
【００６５】
（５）図６及び図７において、回転数を表す数値｛１、２、４、６…１４」が、Ｘ１Ｘ２
方向に並んで配置されているので、回転数の変化が把握し易くなる。また、適当に数値を
間引いているので、これによっても、見やすくなる。
【００６６】
（６）図１において、自動二輪車において、メータ表示装置１の左右方向中央が、車両の
左右方向中央に位置するように配置してあるので、車体のバンク時でも表示を認識し易く
なる。
【００６７】
（７）変速装置を備えた自動二輪車において、駆動源であるエンジンの回転数を表示する
ので、エンジン回転数を把握し易く、変速時期を判断し易くなる。
【００６８】
（８）図２において、中央表示領域Ｓ１の形状は、装置基端１ａから装置先端１ｂに向か
って、左右幅が広がるように台形状に形成されているので、中央表示領域Ｓ１の左右に隣
接する表示領域Ｓ２、Ｓ３の形状は、装置基端１ａ側に行くに従い、左右幅の中央側へ広
がるように形成されている。すなわち、中央表示領域Ｓ１の左右幅が装置基端１ａ側に向
かって狭くなる形状を利用して、左右の表示領域Ｓ２、Ｓ３の面積を広げることができ、
表示面全体を有効利用することができる。
【００６９】
（９）図２及び図５において、発光ダイオード２５、２６を利用した左右端のサブ表示領
域Ｓ４、Ｓ５の表示面は、液晶ディスプレイ２３を利用した表示領域Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３の
表示面よりも、乗員側に位置するように配置されているので、発光ダイオード２５、２６
による光が、液晶ディスプレイ２３の表示面に届きにくくなり、液晶ディスプレイ２３の
画面の視認性の低下を防ぐことができる。
【００７０】
　すなわち、サブ表示領域Ｓ４、５が、中央表示領域Ｓ１に対して乗員の眼に近くなる方
にずれて配置されているので、具体的には上方にずれているので、サブ表示領域Ｓ４、Ｓ
５で発光した光が回転数表示部まで達しにくく、回転数表示が見えにくくなることをさら
に防ぐことができる。
【００７１】
（１０）中央表示領域Ｓ１内でＸ１Ｘ２方向に並ぶ表示エリアＡは、Ｘ１Ｘ２方向に間隔
を空けて配置されているので、表示イメージにメリハリをつけることができる。また、セ
グメント型の液晶表示が形成されることで、構造を簡単化することができる。
【００７２】
（１１）表示エリアＡは光量が調整調節可能となっており、周囲が明るい昼間は光量抑え
られ、周囲が暗い夜間などは光量を増大させるので、昼間は、メータ画面が眩しくなるこ
とを防ぎ、夜間は、表示が見づらくなることを防ぐことができる。
【００７３】
（１２）表示エリアＡは、表示作動状態（液晶が非透過状態）の時に暗くなるので、隣接
する表示領域Ｓ２、Ｓ３の背景（明るい）に対して動作時のコントラストが大きくなり、
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回転数変化が目立ちやすくなる。さらに、中央表示領域Ｓ１は、フレーム部材１１により
左右の表示領域Ｓ２、Ｓ３と仕切られているので、表示内容がさらに読み易くなる。
【００７４】
（１３）右側表示領域Ｓ３には、車速と、燃料残量とが合わせて表示されているので、運
転者が走行時の状態を確認しやすい。
【００７５】
（１４）右側表示領域Ｓ３において、燃料残量表示および車速表示の間に、それらに近接
して燃費が表示されるように構成されているので、車速及び燃料とともに燃費を確認しや
すい。
【００７６】
（１５）右側表示領域Ｓ３において、車速表示を他の表示（燃費及び燃料残量）に比べて
大きく表示しているので、注目する頻度が高い車速を確認しやすい。
【００７７】
（１６）右側表示領域Ｓ３において、車速表示は、数字自体がＸ１方向に進むにつれて右
側に傾斜する傾斜表示が採用されることで、右側表示領域がＸ１方向に進むにつれて左右
方向寸法が小さくなるとしても、車速表示をなるべく大きく表示することができる。
【００７８】
（１７）左側表示領域Ｓ２には、油温、走行距離、時計など、走行停止以外でも確認され
る可能性の高い表示が集中しているので、走行停止時に、左右両側の表示を確認すること
なく、運転者が確認する可能性のある情報を確認することができる。
【００７９】
（１８）左側表示領域Ｓ２において、バッテリ残量異常、燃料異常、油温異常、セキュリ
ティ異常を選択表示することで、左右両側の表示を確認することなく、異常状態を判断し
やすい。
【００８０】
（１９）図２において、警告用のランプ３９は、左側表示領域Ｓ２のＸ２方向端部の左右
幅中央寄りに配置されているので、中央表示領域Ｓ１の高回転数表示部分の配置位置（Ｘ
１方向側）とは離れることになる。これによって、警告用のランプ３９が発光または点滅
したとしても、運転者が確認を必要としやすい高回転数表示が見えにくくなることを防ぐ
ことができる。
【００８１】
（２０）左右のサブ表示領域Ｓ４、Ｓ５から離れた位置の中央表示領域Ｓ１に回転数表示
が設定されることで、ウインカー、ハイビーム、エンジン警告、ＡＢＳ動作表示などが点
灯している状態でも、それらのサブ表示領域Ｓ４、Ｓ５で発光した光が回転数表示部分ま
で達しにくく、回転数表示が見えにくくなることを防ぐことができる。
【００８２】
（２１）図１において、メータ表示装置１は、ハンドルバー２と共に左右に回動変化する
ように取り付けられているが、かかる場合でも、本該実施の形態を採用することより、視
認性を確保できる。
【００８３】
（２２）図８及び図９のように、設定ボタン１５及びリセットボタン１６として、共通の
キーヘッド２５ａ、２６ａを用い、樹脂製のフレーム部材１１と一体に形成した中継ピン
３４、３５により、各キーヘッド２５ａ。２５ｂを接点スイッチ４０、４１に連結してい
ると、製造及び加工が容易になると共に、ボタン用の部品の共通化が達成できる。
【００８４】
（２３）中央表示領域Ｓ１において、エンジン回転数の表示は、低回転表示では、表示面
積が小さく、高回転では表示面積を大きくしているので、エンジン回転数が大きい状態で
頻繁に確認する高回転型の駆動源を有する自動二輪車（乗物）に採用すると、好都合であ
る。また車両の状態量が大きくなるに伴って表示面積を大きくしているので、直感的に理
解しやすい。
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【００８５】
［その他の実施の形態］
（１）図１０乃至図１４は、図２の中央表示領域Ｓ１の形状の変形例であり、図１０は装
置基端１ａ側が頂点となる逆三角形状、図１１は、Ｘ１Ｘ２方向に長い菱形、図１２は、
Ｘ１Ｘ１方向の中央部が括れた鼓形、図１３は、Ｘ２方向端部が扇の中心となる扇形、図
１４は、Ｘ１方向にラッパ状に広がるファンネル形（漏斗形）である。
【００８６】
（２）前記図１０乃至図１４に示す中央表示領域の形状の変形例の他に、本願が適用され
る表示領域の形状は、装置基端１ａから装置先端１ｂに至るまで一様な左右幅を有する形
状（長方形状）とすることも、装置先端１ｂから装置基端１ａに向かって左右幅が広がっ
てゆく形状とすることもできる。勿論それらの場合には、中央表示領域の形状に対応して
、各表示エリアの左右幅を揃えたり、装置先端から装置基端に向かって、順次広がるよう
に形成する。
【００８７】
（３）本発明は、自動二輪車の他に、騎乗型四輪走行車や作業車等、乗物全般のメータ装
置に適用可能である。自動二輪車は、乗員視点がメータに対して相対移動しやすい乗物で
あるが、自動二輪車のほかに、旋回時に乗員が体重移動して、車体が傾斜する小型滑走艇
、騎乗型４輪走行車などでも、メータの表示内容を見やすくすることができ、本発明を好
適に適用できるのである。特にハンドルバーを備える乗物に好適に適用できる。
【００８８】
（４）太陽などの周囲外部光がメータに進入しやすい乗物、たとえばオープンカーのよう
な運転席上に屋根のない乗物、メータ周囲にひさしのない乗物などでも、メータの内容表
示をみやすくすることができ、本発明を好適することで、適用できる。
【００８９】
（５）駆動源として、ガソリンエンジンの他に、電動モータあるいはディーゼルエンジン
を搭載した乗物にも適用可能であり、駆動源は限定されない。
【００９０】
（６）前記液晶ディスプレイは、昼間は反射型、夜は発光型としてもよい。昼間は、周囲
の光でコントラストが出せ、周囲が暗い夜間は、自発光でコントラストを出せる。一般に
、表示部として液晶ディスプレイを採用すると、視野角が狭くなることがあるが、本発明
を採用することで、回転数表示が左右方向に長くでき、液晶表示による視野角の狭さを補
うことができる。
【００９１】
（７）表示エリアで示す情報は、駆動源の回転数の変化を表示する表示部には限定されず
、車両速度を表示するスピード表示部やその他の車両の状態変化を示す表示部にも適用で
きる。また、車両速度の他、走行距離、走行可能量などでも良く、走行中に変化する情報
を表示することで、走行中でも確認容易となる。
【００９２】
（８）前記図１０乃至図１４に示す中央表示領域の形状に変形例の他に、本願が適用され
る表示領域（図２の中央表示領域等）の形状は、装置基端１ａから装置先端１ｂに至るま
で一様な左右幅を有する形状（長方形状）とすることも、装置先端１ｂから装置基端１ａ
に向かって左右幅が広がってゆく形状とすることもできる。勿論それらの場合には、中央
表示領域の形状に対応して、各表示エリアの左右幅を揃えたり、装置先端から装置基端に
向かって、順次広がるように形成する。
【００９３】
（９）本願が適用される表示領域（図２の中央表示領域等）において、前記実施の形態で
は、表示エリアの作動表示状態として、液晶の非透過状態（黒色）を利用しているが、逆
にすることも可能である。すなわち、液晶の透過状態（白色）を表示作動状態として利用
すると共に液晶の非透過状態（黒色）を非作動状態として、利用することもできる。また
、表示作動状態と非表示作動状態とで、表示態様を異ならせることもできる。たとえば発
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光色または発光量を異ならせることもできる。
【００９４】
（１０）本願が適用される表示領域（図２の中央表示領域等）の形状は、装置基端１ａか
ら装置先端１ｂに至るまで一様な左右幅を有する形状（長方形状）とすることも、装置先
端１ｂから装置基端１ａに向かって左右幅が広がってゆく形状とすることもできる。勿論
それらの場合には、中央表示領域の形状に対応して、各表示エリアの左右幅を揃えたり、
装置先端から装置基端に向かって、順次広がるように形成する。その他、逆三角形状、菱
形状、鼓形状、扇形状及びラッパ形状等の形状を採用することも可能である。
【００９５】
（１１）本願が適用される表示領域を、メータ表示装置の左右の一方に寄った位置に配置
することも可能であり、また、メータ表示装置を車両の左右幅中央よりも左右の一方に寄
った位置に配置することも可能である。
【００９６】
（１２）本願が適用されるメータ表示装置は、自動二輪車のヘッドパイプ等のように、ハ
ンドルバーと共に回動しない箇所に取り付ける事も可能である。また、変速機を備えてい
ない自動二輪車等にも適用可能である。
【００９７】
（１３）本発明が適用される表示領域の表示は、液晶に限らず、LED、ＥＬなど他の表示
構造を用いてもよい。液晶表示についても、セグメント表示でなくてもよい。
【００９８】
（１４）前記実施の形態では、左右幅の中央に位置する中央表示領域の表示部に本発明を
適用したが、左側表示領域又は右側表示領域の表示部に、本発明を適用したメータ装置で
もよい。
【００９９】
（１５）図１及び図２のメータ装置では、Ｘ１方向として前上方向、Ｘ２方向として後下
方向としたが、これに限定されない。たとえばＸ１方向として、前方向または上方向であ
ってもよく、Ｘ２方向として後方向または下方向であってもよい。
【０１００】
（１６）変速機を備えていない車両のメータ装置にも適用可能である。
【０１０１】
（１７）エンジン回転数のほか、車速、充電量、燃料などの表示部に本発明を適用するこ
とも可能であり、走行中に頻繁に確認するものについて、上記構成を採用するのが好まし
い。
【０１０２】
（１８）前記実施の形態では、符号として、表示エリアに近接して数値を配置したが、数
値以外で状態量を表す符号を表示エリアに近接して配置してもよい。
【符号の説明】
【０１０３】
　１　メータ表示装置
　１ａ　メータ表示装置の基端
　１ｂ　メータ表示装置の先端
　２　ハンドルバー
　１０　メータ本体
　１１　フレーム部材
　２３　液晶ディスプレイ（表示部）
　２４　作動制御部
　Ａ　表示エリア
　Ｓ１　中央表示領域
　Ｓ２　左側表示領域
　Ｓ３　右側表示領域
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