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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両ステアリングホイールに配設されるハプティックホイールハウジング部と、
　前記ハプティックホイールハウジング部に配設される回路基板部と、
　前記回路基板部と導通され、ハプティックシャフトを有するハプティックホイールデバ
イスアクチュエーターと、前記ハプティックシャフトと連結され、前記ハプティックホイ
ールハウジング部に露設されるハプティックノブと、前記ハプティックシャフトの回動状
態を感知するハプティックホイールデバイス感知部と、を有するハプティックホイールデ
バイス部と、を備え、
　前記ハプティックホイールデバイス部は、車両ステアリングホイールの前面または背面
に配設され、
　前記ハプティックノブは車両ステアリングホイールがなす平面上において回動動作を行
い、
　前記ハプティックホイールデバイスアクチュエーターは前記ハプティックシャフトの長
手方向に垂直移動可能であり、
　前記ハプティックノブは車両ステアリングホイールの前面側に配設され、前記ハプティ
ックシャフトの回転中心軸は車両ステアリングホイールが回動を行う平面と交差し、
　前記ハプティックホイールデバイスアクチュエーターのハプティックシャフトは、両端
に配設される第１の端部および第２の端部を備え、
　前記ハプティックシャフトは前記第１の端部が前記ハプティックノブと連結され、且つ
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、前記第２の端部が前記ハプティックホイールデバイス感知部に連結される両軸回動方式
であることを特徴とするステアリングホイールハプティック装置。
【請求項２】
　前記ハプティックノブと前記ハプティックシャフトの第１の端部との間には、前記ハプ
ティックノブおよび前記ハプティックシャフトの第１の端部間の相対回動を防止するシャ
フトノブホルダーが介装されることを特徴とする請求項１に記載のステアリングホイール
ハプティック装置。
【請求項３】
　前記ハプティックホイールデバイス感知部と前記ハプティックシャフトの第２の端部と
の間には、前記ハプティックホイールデバイス感知部および前記ハプティックシャフトの
第２の端部間の相対回動を防止するシャフト感知ホルダーが介装されることを特徴とする
請求項１に記載のステアリングホイールハプティック装置。
【請求項４】
　前記ハプティックホイールデバイス感知部は、前記ハプティックホイールデバイスアク
チュエーター側と連結されるデバイス感知ボディ部と、前記デバイス感知ボディ部の回動
状態を検出するデバイス感知センサー部と、を備え、
　前記デバイス感知ボディ部は、
前記シャフト感知ホルダーとの相対回動が制限されるように連結されて前記ハプティック
シャフトにつれ回動するデバイス感知メインプーリーと、
　前記デバイス感知メインプーリーから離れて連結されるデバイス感知サブプーリーと、
　前記デバイス感知メインプーリーと前記デバイス感知サブプーリーとを連結するデバイ
ス感知ベルトと、
　前記デバイス感知サブプーリーに連結されて前記デバイス感知サブプーリーにつれ回動
し、前記デバイス感知センサー部の対応する位置に回動自在に配設されるデバイススロッ
トと、を備えることを特徴とする請求項３に記載のステアリングホイールハプティック装
置。
【請求項５】
　前記ハプティックノブが前記ハプティックシャフトの長手方向に垂直移動可能となる場
合にスイッチング信号を出力するプッシュスイッチ部を備えることを特徴とする請求項１
に記載のステアリングホイールハプティック装置。
【請求項６】
　前記ハプティックノブは透光材料から形成され、
　前記回路基板部は、前記ハプティックホイールデバイスアクチュエーターの端部に前記
ハプティックシャフトの第１の端部が貫設されるノブ基板を有し、
　前記ノブ基板には光を出射するハプティックノブ光源部が設けられることを特徴とする
請求項５に記載のステアリングホイールハプティック装置。
【請求項７】
　前記ハプティックノブの外縁には前記ハプティックノブと独立して垂直移動可能となる
ボタンスイッチ部が設けられることを特徴とする請求項１に記載のステアリングホイール
ハプティック装置。
【請求項８】
　前記ボタンスイッチ部は、
　一方の面が前記ハプティックホイールハウジング部の外部に露設される前記ハプティッ
クノブの外縁に配設されるボタンノブと、
　一方の端は前記ボタンノブの内部に配設され、他方の端は前記ハプティックホイールハ
ウジング部の内部に前記回路基板部に向かって配設されるボタンガイドと、
　前記ボタンガイドに取設されて前記ボタンガイドと一緒に前記ハプティックホイールハ
ウジング部に垂直移動可能に配設されるボタンガイドホルダーと、
　前記回路基板部の一方の面の上に前記ボタンガイドホルダーと接触自在に配設されるボ
タンスイッチと、
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　を備えることを特徴とする請求項７に記載のステアリングホイールハプティック装置。
【請求項９】
　前記ボタンスイッチ部はボタン光源部をさらに備え、
　前記ボタンガイドは導光材料から形成されることを特徴とする請求項７に記載のステア
リングホイールハプティック装置。
【請求項１０】
　前記ハプティックホイールハウジング部に配設され、前記回路基板部と導通されて、前
記ハプティックノブの動作に連動する所定の光を出射するステアリングホイール光源部を
備えることを特徴とする請求項１に記載のステアリングホイールハプティック装置。
【請求項１１】
　車両ステアリングホイールのホイールリムに配設され、前記ステアリングホイール光源
部から入射する光を受光して外部に出射するホイールリム光源出射部をさらに備えること
を特徴とする請求項１に記載のステアリングホイールハプティック装置。
【請求項１２】
　前記ハプティックホイールハウジング部に配設され、前記回路基板部と導通されて、外
部の車両制御装置から伝達される電気的信号に基づいて所定の光を出射するステアリング
ホイール光源部を備えることを特徴とする請求項１に記載のステアリングホイールハプテ
ィック装置。
【請求項１３】
　車両ステアリングホイールに配設されるハプティックホイールハウジング部と、
　前記ハプティックホイールハウジング部に配設される回路基板部と、
　前記回路基板部と導通され、ハプティックシャフトを有するハプティックホイールデバ
イスアクチュエーターと、前記ハプティックシャフトと連結され、前記ハプティックホイ
ールハウジング部の一方の面の上に露設されるハプティックノブと、前記ハプティックシ
ャフトの回動状態を感知するハプティックホイールデバイス感知部と、を有するハプティ
ックホイールデバイス部と、を備え、
　前記ハプティックホイールデバイス部は、車両ステアリングホイールの前面または背面
に配設されるステアリングホイールハプティック装置と、
　前記ステアリングホイールハプティック装置と導通される制御部と、
　前記制御部と導通され、所定の作動モードに関する所定のデータが記憶された記憶部と
、を備え、
　前記ハプティックノブは車両ステアリングホイールがなす平面上において回動動作を行
い、
　前記ハプティックホイールデバイスアクチュエーターは前記ハプティックシャフトの長
手方向に垂直移動可能であり、
　前記ハプティックノブは車両ステアリングホイールの前面側に配設され、前記ハプティ
ックシャフトの回転中心軸は車両ステアリングホイールが回動を行う平面と交差し、
　前記ハプティックホイールデバイスアクチュエーターのハプティックシャフトは、両端
に配設される第１の端部および第２の端部を備え、
　前記ハプティックシャフトは前記第１の端部が前記ハプティックノブと連結され、且つ
、前記第２の端部が前記ハプティックホイールデバイス感知部に連結される両軸回動方式
であることを特徴とするステアリングホイールハプティックシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はスイッチ装置に係り、さらに詳しくは、運転者の操舵に際して円滑な動作を行
えると共に迅速な認知を可能にするための簡単な構造のスイッチ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スイッチ装置は、車両、工作機械、端末、マルチメディア機器およびゲーム機などの装
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置に選択および操作のための装置として採用されている。しかしながら、装置の様々な機
能的選択のためにスイッチ装置に関する様々な研究・開発が進んでいる。単なるプッシュ
スイッチ型の押しボタンスイッチに加えて、軸方向への回動を可能にするロータリースイ
ッチもあり、様々な変形構造に関しても様々な研究がなされて生産段階に至っている。
【０００３】
　一方、スイッチ装置によって操作される対象が複雑であり、且つ、様々な機能を求める
ため、スイッチ装置にも複合的な階層的作動機能を選択するための機能が求められる。し
かしながら、従来の技術によるスイッチ装置の場合、段階的な動作を通じて階層的な作動
機能が行えるとはいえ、これは、単に従来の技術によるスイッチ装置のスイッチノブに配
設されるアイコンに照明光を照射するための光源が配設される構成を取るものに過ぎない
ため、様々な作動モードに対応する能動的な表示機能を行うことができず、ユーザーが別
途のディスプレイを見つめなければならないという煩雑さがあった。
　すなわち、スイッチ装置を操作するためにスイッチ装置のスイッチノブおよびディスプ
レイを同時に見つめなければならないため、操作が煩雑であり、しかも、車両などに取り
付けられるスイッチ装置の場合、前方注意力が分散されて車両走行の安全性を悪化させる
という問題点があった。なお、従来の技術によるスイッチ装置の別のタイプとして、静電
容量型のスイッチ構造を取ることにより、ディスプレイとスイッチ装置とを一体化させる
構成を取ったものが提案されているが、タッチスイッチの場合に操作応答性が弱く、しか
も、ユーザーに操作感を直感させることができないという不都合があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、車両のステアリングホイールに取り付けられ、コンパクトであり、しかも、
製造コストを格段に削減させる他、操作性を増大させた簡単な構造のステアリングホイー
ルハプティック装置およびこれを備えるステアリングホイールハプティックシステムを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述した目的を達成するために、本発明は、車両ステアリングホイールに配設されるハ
プティックホイールハウジング部と、前記ハプティックホイールハウジング部に配設され
る回路基板部と、前記回路基板部と導通され、ハプティックシャフトを有するハプティッ
クホイールデバイスアクチュエーターと、前記ハプティックシャフトと連結され、前記ハ
プティックホイールハウジング部に露設されるハプティックノブと、前記ハプティックシ
ャフトの回動状態を感知するハプティックホイールデバイス感知部と、を有するハプティ
ックホイールデバイス部と、を備え、前記ハプティックホイールデバイス部は、車両ステ
アリングホイールの前面または背面に配設されるステアリングホイールハプティック装置
を提供する。
【０００６】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ハプティックノブは、車両
ステアリングホイールがなす平面上において回動動作を行い、前記ハプティックホイール
デバイスアクチュエーターは前記ハプティックシャフトの長手方向に垂直移動してもよい
。
【０００７】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ハプティックノブは、車両
ステアリングホイールの前面側に配設され、前記ハプティックシャフトの回転中心軸は車
両ステアリングホイールが回動を行う平面と交差してもよい。
【０００８】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ハプティックホイールデバ
イスアクチュエーターのハプティックシャフトは、両端に配設される第１の端部および第
２の端部を備えていてもよい。
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【０００９】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ハプティックノブは、前記
ハプティックシャフトの第１の端部と連結され、且つ、前記ハプティックホイールデバイ
ス感知部は前記ハプティックシャフトの第２の端部と連結されてもよい。
【００１０】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ハプティックノブと前記ハ
プティックシャフトの第１の端部との間には、前記ハプティックノブおよび前記ハプティ
ックシャフトの第１の端部間の相対回動を防止するシャフトノブホルダーが介装されても
よい。
【００１１】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ハプティックホイールデバ
イス感知部と前記ハプティックシャフトの第２の端部との間には、前記ハプティックホイ
ールデバイス感知部および前記ハプティックシャフトの第２の端部間の相対回動を防止す
るシャフト感知ホルダーが介装されてもよい。
【００１２】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ハプティックホイールデバ
イス感知部は、前記ハプティックホイールデバイスアクチュエーター側と連結されるデバ
イス感知ボディ部と、前記デバイス感知ボディ部の回動状態を検出するデバイス感知セン
サー部と、を備え、前記デバイス感知ボディ部は、前記シャフト感知ホルダーとの相対回
動が制限されるように連結されて前記ハプティックシャフトにつれ回動するデバイス感知
メインプーリーと、前記デバイス感知メインプーリーから離れて連結されるデバイス感知
サブプーリーと、前記デバイス感知メインプーリーと前記デバイス感知サブプーリーとを
連結するデバイス感知ベルトと、前記デバイス感知サブプーリーに連結されて前記デバイ
ス感知サブプーリーにつれ回動し、前記デバイス感知センサー部の対応する位置に回動自
在に配設されるデバイススロットと、を備えていてもよい。
【００１３】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記デバイス感知メインプーリ
ーと前記デバイス感知サブプーリーとの回転比は、１以上であってもよい。
【００１４】
　前記ステアリングホイールハプティック装置は、前記ハプティックノブが前記ハプティ
ックシャフトの長手方向に垂直移動する場合にスイッチング信号を出力するプッシュスイ
ッチ部を備えていてもよい。
【００１５】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記プッシュスイッチ部は、前
記回路基板部に配設されるプッシュスイッチと、前記ハプティックホイールデバイスアク
チュエーターと一緒に垂直移動するプッシュ駆動部と、を備えていてもよい。
【００１６】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記プッシュスイッチは、複数
設けられてもよい。
【００１７】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ハプティックホイールデバ
イス感知部は、前記ハプティックホイールデバイスアクチュエーターと一緒に垂直移動し
てもよい。
【００１８】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ハプティックノブは、透光
材料から形成され、前記回路基板部は、前記ハプティックホイールデバイスアクチュエー
ターの端部に前記ハプティックシャフトの第１の端部が貫設されるノブ基板を有し、前記
ノブ基板には光を出射するハプティックノブ光源部が設けられてもよい。
【００１９】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ハプティックノブの外縁に
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は、前記ハプティックノブと独立して垂直移動するボタンスイッチ部が設けられてもよい
。
【００２０】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ボタンスイッチ部は、一方
の面が前記ハプティックホイールハウジング部の外部に露設される前記ハプティックノブ
の外縁に配設されるボタンノブと、一方の端は前記ボタンノブの内部に配設され、他方の
端は前記ハプティックホイールハウジング部の内部に前記回路基板部に向かって配設され
るボタンガイドと、前記ボタンガイドに取設されて前記ボタンガイドと一緒に前記ハプテ
ィックホイールハウジング部に垂直移動可能に配設されるボタンガイドホルダーと、前記
回路基板部の一方の面の上に前記ボタンガイドホルダーと接触自在に配設されるボタンス
イッチと、を備えていてもよい。
【００２１】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ボタンガイドホルダーの一
方の側にはボタンガイドホルダーストッパーが設けられ、前記ボタンガイドホルダースト
ッパーの対応する位置であって前記ハプティックホイールハウジング部には前記ボタンガ
イドホルダーの抜脱を防止するように前記ボタンガイドホルダーストッパーと接触可能な
ホイールハウジングボディボタンガイドホルダーストッパーが設けられてもよい。
【００２２】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ボタンガイドホルダーには
前記ボタンスイッチを駆動するボタンガイドホルダー駆動部が設けられてもよい。
【００２３】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ボタンスイッチ部は、ボタ
ン光源部をさらに備え、前記ボタンガイドは、導光材料から形成されてもよい。
【００２４】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ボタンガイドホルダー駆動
部の一方の面には、前記ボタンガイドと接触して前記ボタンガイドを支持するボタンガイ
ドホルダー駆動部載置面が形成されてもよい。
【００２５】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ボタンガイドと前記ボタン
ノブとの間には、所定の周波数領域の光のみを透過させるボタンカラーフィルターが設け
されてもよい。
【００２６】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ハプティックノブの一方の
面には凹溝構造のハプティックノブ窪みが形成され、前記ハプティックノブ窪みの前記ハ
プティックノブの回転中心に垂直な方向への窪みの深さは、前記ハプティックノブの中央
から半径方向に進むにつれて減少されてもよい。
【００２７】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ハプティックノブの一方の
面には、一方の面から突設されるハプティックノブ把持部が設けられてもよい。
【００２８】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ハプティックノブの一方の
面には、接触摩擦力を増大させるように二重射出により形成されるハプティックノブ接触
面が設けられてもよい。
【００２９】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ハプティックシャフトの回
転中心軸は、車両ステアリングホイールが回動を行う平面に平行に配設されてもよい。
【００３０】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ハプティックノブは、車両
ステアリングホイールの背面側に車両ステアリングホイールのホイールリムから所定の距
離以内に離れて配設されてもよい。
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【００３１】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記所定の距離は、運転者が前
記ホイールリムを把持した状態で操作可能な距離であってもよい。
【００３２】
　前記ステアリングホイールハプティック装置において、前記ハプティックノブと前記ハ
プティックホイールデバイス部との間には、前記ハプティックノブと前記ハプティックホ
イールデバイス部との間の回動状態を伝達するハプティック伝達部が設けられてもよい。
【００３３】
　前記ステアリングホイールハプティック装置は、前記ハプティックホイールハウジング
部に配設され、前記回路基板部と導通されて、前記ハプティックノブの動作に連動する所
定の光を出射するステアリングホイール光源部を備えていてもよい。
【００３４】
　前記ステアリングホイールハプティック装置は、車両ステアリングホイールのホイール
リムに配設され、前記ステアリングホイール光源部から入射する光を受光して外部に出射
するホイールリム光源出射部をさらに備えていてもよい。
【００３５】
　前記ステアリングホイールハプティック装置は、前記ハプティックホイールハウジング
部に配設され、前記回路基板部と導通されて、外部の車両制御装置から伝達される電気的
信号に基づいて所定の光を出射するステアリングホイール光源部を備えていてもよい。
【００３６】
　本発明の他の一面によれば、　本発明は、車両ステアリングホイールに配設されるハプ
ティックホイールハウジング部と、前記ハプティックホイールハウジング部に配設される
回路基板部と、前記回路基板部と導通され、ハプティックシャフトを有するハプティック
ホイールデバイスアクチュエーターと、前記ハプティックシャフトと連結され、前記ハプ
ティックホイールハウジング部の一方の面の上に露設されるハプティックノブと、前記ハ
プティックシャフトの回動状態を感知するハプティックホイールデバイス感知部と、を有
するハプティックホイールデバイス部と、を備え、前記ハプティックホイールデバイス部
は、車両ステアリングホイールの前面または背面に配設されるステアリングホイールハプ
ティック装置と、前記ステアリングホイールハプティック装置と導通される制御部と、前
記制御部と導通され、所定の作動モードに関する所定のデータが記憶された記憶部と、を
備えるステアリングホイールハプティックシステムを提供する。
【発明の効果】
【００３７】
　上述した構成を有する本発明に係るステアリングホイールハプティック装置およびこれ
を備えるステアリングホイールハプティックシステムは、下記の効果を有する。
【００３８】
　まず、第一に、本発明に係るステアリングホイールハプティック装置およびこれを備え
るステアリングホイールハプティックシステムは、車両ステアリングホイールの前面また
は背面に配設されて、運転者に車両ステアリングホイールを把持した状態での円滑な操作
を行わせることができる。
【００３９】
　第二に、本発明に係るステアリングホイールハプティック装置およびこれを備えるステ
アリングホイールハプティックシステムは、両軸回動方式のハプティックホイールデバイ
スアクチュエーターを備えて、一層コンパクトで且つ正確な回動感知構造を達成すること
ができる。
【００４０】
　第三に、本発明に係るステアリングホイールハプティック装置およびこれを備えるステ
アリングホイールハプティックシステムは、ハプティックホイールデバイスアクチュエー
ターのハプティックシャフトと連結されるハプティックノブを通じて回動動作およびプッ
シュ動作を同時に行うことにより、コンパクトな構成および正確な動作を両立させること
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ができ、プッシュスイッチ部を通じたディレクショナル動作も実現可能にすることにより
、駆動されるスイッチを一元化させた簡潔な構造を提供して製造を容易ならしめるととも
に、製造コストを格段に削減することができる。
【００４１】
　第四に、本発明に係るステアリングホイールハプティック装置およびこれを備えるステ
アリングホイールハプティックシステムは、ハプティックノブの外縁に配設されるボタン
スイッチ部を通じてより簡潔で且つ複合化したスイッチング機能を実現することができる
。
【００４２】
　第五に、本発明に係るステアリングホイールハプティック装置およびこれを備えるステ
アリングホイールハプティックシステムは、ハプティックノブまたはボタンスイッチ部に
それぞれの光源部を介してスイッチング動作による所定の光を出射して、運転者に一層迅
速に視認せしめることができる。
【００４３】
　第六に、本発明に係るステアリングホイールハプティック装置およびこれを備えるステ
アリングホイールハプティックシステムは、カラーフィルターを通じて簡潔で且つ複合化
したアイコン出力機能を実現して安価な製造コストでの複合化した機能実現を達成するこ
とができる。
【００４４】
　第七に、本発明に係るステアリングホイールハプティック装置およびこれを備えるステ
アリングホイールハプティックシステムは、ハプティックホイールデバイスアクチュエー
ターが固設されることにより、ハプティックノブを操作するに当たって慣性モーメントの
影響を極力抑えて操作を容易ならしめることができる。
【００４５】
　第八に、本発明に係るステアリングホイールハプティック装置およびこれを備えるステ
アリングホイールハプティックシステムは、車両ステアリングホイールの前面または背面
に配設されて、運転者がステアリングホイールを把持した状態でも、親指を用いたサムホ
イール方式の駆動構造若しくは親指以外の人差し指、中指などの指を用いた駆動構造を形
成して、運転者による円滑な駆動動作を実現することもできる。
【００４６】
　第九に、本発明に係るステアリングホイールハプティック装置およびこれを備えるステ
アリングホイールハプティックシステムは、ステアリングホイール光源部を通じて、ハプ
ティックノブの動作に連動して、若しくは、所定の光を出射して運転者に視覚的情報を与
えることにより、運転者は、一層迅速で且つ円滑にスイッチング動作状態または車両警告
または案内状態などを認知して対応することができる。
【００４７】
　本発明は図面に示す一実施形態を参考として説明されたが、これは例示的なものに過ぎ
ず、この技術分野の通常の知識を持った者であればこれから種々の変形及び均等な他の実
施形態が可能であるという点が理解できるであろう。よって、本発明の真の技術的保護範
囲は特許請求の範囲の技術的思想により定められるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の一実施形態によるステアリングホイールハプティック装置が取り付けら
れたステアリングホイールの概略平面図である。
【図２】本発明の一実施形態によるステアリングホイールハプティック装置が車両ステア
リングホイールの前面に取り付けられた状態を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態によるステアリングホイールハプティック装置の概略斜視図
である。
【図４】本発明の一実施形態によるステアリングホイールハプティック装置の概略平面図
である。
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【図５】本発明の一実施形態によるステアリングホイールハプティック装置の概略断面図
である。
【図６】本発明の一実施形態によるステアリングホイールハプティック装置のハプティッ
クノブの概略断面図である。
【図７】本発明の一実施形態によるステアリングホイールハプティック装置の概略分解斜
視図である。
【図８】本発明の一実施形態によるステアリングホイールハプティック装置のボタンスイ
ッチ部の概略斜視図である。
【図９】本発明の一実施形態によるステアリングホイールハプティック装置のボタンスイ
ッチ部のボタンガイドホルダーおよびホイールハウジングボディの概略部分拡大斜視図で
ある。
【図１０】本発明の一実施形態によるステアリングホイールハプティック装置の概略部分
拡大斜視図である。
【図１１】本発明の一実施形態によるステアリングホイールハプティック装置の部分拡大
底面斜視図である。
【図１２】本発明の一実施形態によるステアリングホイールハプティック装置を備えるス
テアリングホイールハプティックシステムの概略ブロック線図である。
【図１３】本発明の一実施形態によるステアリングホイールハプティック装置のハプティ
ックノブの回動動作を示す概略状態斜視図である。
【図１４】本発明の一実施形態によるステアリングホイールハプティック装置のボタンス
イッチ部の動作を示す概略状態斜視図である。
【図１５】本発明の一実施形態によるステアリングホイールハプティック装置のシャフト
ノブホルダーの変形例の概略斜視図である。
【図１６】本発明の一実施形態によるステアリングホイールハプティック装置のボタンス
イッチ部の概略部分拡大斜視図である。
【図１７】本発明の一実施形態によるステアリングホイールハプティック装置のボタンカ
ラーフィルターのボタンカラーフィルターボディの概略平面図である。
【図１８】本発明の他の実施形態によるステアリングホイールハプティック装置の取付状
態を示す概略背面図である。
【図１９】本発明の他の実施形態によるステアリングホイールハプティック装置の車両ス
テアリングホイール背面側に配設された状態を示す概略状態図である。
【図２０】本発明の他の実施形態によるステアリングホイールハプティック装置の部分拡
大背面図である。
【図２１】本発明の他の実施形態によるステアリングホイールハプティック装置の概略部
分斜視図である。
【図２２】本発明の他の実施形態によるステアリングホイールハプティック装置を運転者
が操作する状態での位置関係を示す概略状態図である。
【図２３】本発明の他の実施形態によるステアリングホイールハプティック装置のステア
リングホイール光源部の概略部分拡大斜視図である。
【図２４】本発明のさらに他の実施形態によるステアリングホイールハプティック装置を
備えるステアリングホイールハプティックシステムの概略ブロック線図である。
【図２５】本発明の他の実施形態によるステアリングホイールハプティック装置のステア
リングホイール光源部の変形例の概略平面図である。
【図２６】図２５における符号Ｂの部分拡大斜視断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　以下、添付図面に基づき、ステアリングホイールハプティック装置およびこれを備える
ステアリングホイールハプティックシステムについて詳細に説明する。
【実施例】
【００５０】
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　本発明の一実施形態によるステアリングホイールハプティック装置１０は、車両のステ
アリングホイール２に取り付けられて運転者に一層楽な操作感およびハプティック感を与
えて警告などの物理的警告機能を行うことにより、運転者の注意力および便宜性の増大を
図るものである。
【００５１】
　車両ステアリングホイール２は、ホイールリム２Ａと、ホイールハブ２Ｂ、２Ｃと、を
備えていてもよいが、ホイールリム２Ａは、ホイールハブスポーク２Ｃを介してホイール
ハブボディ２Ｂと連結される。この実施形態において、ホイールリムはリング状を呈して
いるが、運転者が操舵をするための接触領域が形成できる限り、本発明はこれに限定され
るものではなく、種々の構成が採用可能である。
【００５２】
　本発明のステアリングホイールハプティック装置１０は、車両ステアリングホイールの
前面側または背面側に配設される。すなわち、図１および図２に示すように、車両ステア
リングホイール２の前面にステアリングホイールハプティック装置１０が配設されてもよ
く、図１８および図１９に示すように、ステアリングホイールハプティック装置１０はス
テアリングホイール２の背面側に配設されてもよい。まず、車両ステアリングホイール２
の前面に配設される構造において、ステアリングホイールハプティック装置１０はホイー
ルハブボディ２Ｂに配設されるが、運転者に簡単な操作を行わせるサムホイール型の構造
が達成できる限り、様々に配設可能である。ステアリングホイールハプティック装置１０
は車両ステアリングホイール２の前面側に配設されるが、車両ステアリングホイール２が
なす平面ＰＬＮに対してステアリングホイールハプティック装置１０の後述するハプティ
ックシャフトの長手方向、究極的に、ハプティックノブが回動動作を行う回動中心軸Ｉ－
Ｉが交差する構造を取ることにより、運転者に親指を用いた円滑な回動動作を行わせるこ
とができる。
【００５３】
　より具体的に、ステアリングホイールハプティック装置１０は、ハプティックホイール
ハウジング部１００と、回路基板部２００と、ハプティックホイールデバイス部３００と
、を備えるが、回路基板部２００およびハプティックホイールデバイス部３００はハプテ
ィックホイールハウジング部１００に安定的に取り付けられる。
【００５４】
　ハプティックホイールハウジング部１００は、車両ステアリングホイール２、より具体
的に、この実施形態において、ホイールハブボディ２Ｂに安定的に固設される。ハプティ
ックホイールハウジング部１０は、ホイールハウジングカバー１１０と、ホイールハウジ
ングボディ１２０と、ホイールハウジングベース１３０と、を備えるが、ホイールハウジ
ングカバー１１０と、ホイールハウジングボディ１２０およびホイールハウジングベース
１３０は係合されて他の構成要素を収容するための内部空間を形成する。
【００５５】
　ホイールハウジングカバー１１０にはホイールハウジングカバー貫通口１１３が配設さ
れるが、ホイールハウジングカバー貫通口１１３を介して後述するハプティックホイール
デバイス部３００が貫設される。ホイールハウジングカバー１１０の端部側にはホイール
ハウジング取付部カバー取付部カバー取付部１１１が配設されるが、ホイールハウジング
取付部カバー取付部１１１は、後述するホイールハウジングボディ１２０および／または
ホイールハウジングベース１３０と係合される構造を形成する。
【００５６】
　ホイールハウジングカバー１１０のホイールハウジングカバー貫通口１１３寄りの内側
にはホイールハウジングカバーボタンノブガイド１１５が配設されるが、ホイールハウジ
ングカバーボタンノブガイド１１５は、後述するボタンスイッチ部５００のボタンノブ５
１０の安定的な垂直移動状態を形成する。
【００５７】
　ホイールハウジングボディ１２０はホイールハウジングカバー１１０と接するように配
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設されるが、ホイールハウジングボディ１２０はホイールハウジングボディ貫通口１２３
を備える。ホイールハウジングボディ貫通口１２３はホイールハウジングカバー貫通口１
１３と連結されてハプティックホイールデバイス部３００の安定的な連結状態を形成する
。ホイールハウジングボディ１２０の外側にはホイールハウジングボディ取付部１２１が
配設されるが、ホイールハウジングボディ取付部１２１はホイールハウジング取付部カバ
ー取付部１１１と係合されて両者間の結合が強固になる。
【００５８】
　ホイールハウジングボディ貫通口１２３の外周には放射方向に延設するホイールハウジ
ングボディボタンノブ隔壁１２４が配設されるが、これは、後述するボタンノブ５１０の
安定的な垂直移動を導く。ホイールハウジングボディボタンノブ隔壁１２４は複数設けら
れていてもよいが、ホイールハウジングボディボタンノブ隔壁１２４の間にはホイールハ
ウジングボディボタンノブ貫通口１２５が介装される。ホイールハウジングボディボタン
ノブ貫通口１２５には、後述するボタンスイッチ部５００の少なくとも一部の構成要素が
貫通自在に配設される。ホイールハウジングボディボタンノブ貫通口１２５の内側面には
、後述するボタンガイドホルダー５４０の安定的な垂直移動を導くと共に、誤組立を防止
するためのホイールハウジングボディボタンホルダーガイド１２６が配設される。なお、
ホイールハウジングボディボタンノブ貫通口１２５の内側面にはホイールハウジングボデ
ィボタンホルダーストッパー１２７が配設されるが、これにより、ボタンノブ５１０が後
述するボタンスイッチ５５０などを通じた垂直復元力によって不意にホイールハウジング
ボディボタンノブ貫通口１２５から抜脱することが防止される。
【００５９】
　ホイールハウジングベース１３０は、ホイールハウジングボディ１２０を挟んでホイー
ルハウジングカバー１１０と対向して配設される。ホイールハウジングベース１３０の外
周にはホイールハウジングベース取付部１３１が配設されるが、ホイールハウジングベー
ス取付部１３１はホイールハウジング取付部カバー取付部１１１と係合されて両者間の結
合が強固になる。
【００６０】
　ホイールハウジングベース１３０にはホイールハウジングベースコネクター１３２が配
設されるが、ホイールハウジングベースコネクター１３２には後述する回路基板部２００
からの基板コネクターピン２１１が配設されて外部電気装置との電気的接続がなされる。
ここで、図面符号２００の構成要素に対して回路基板という名称が付されているが、回路
配線が形成できる限り、通常のプリント回路基板により実現されてもよく、インサート射
出構造に形成されてもよく、ＬＥＤなどから発せられる熱を外部に放出するためのメタル
基板として形成されてもよいなど電気的信号の伝達が行える限り、種々の構成が採用可能
である。
【００６１】
　回路基板部２００は、ハプティックホイールハウジング部１００の内部に配設される。
ここで、回路基板部２００は単一の基板から形成されてもよいが、この実施形態において
は、複数の基板を有する構造を取っている。プリント回路基板２００は、他の構成要素、
特に、後述するハプティックホイールデバイス部３００と電気的に接続されてハプティッ
クホイールデバイスアクチュエーター３１０のハプティックシャフトに回動力を与えるか
、あるいは、回動状態を感知する電気的信号を伝達する。
【００６２】
　回路基板部２００は、メイン基板２１０と、感知基板２２０と、フレキシブル基板２３
０と、ノブ基板２４０と、を備える。メイン基板２１０は、ホイールハウジングボディ１
２０とホイールハウジングベース１３０との間に介装され、メイン基板２１１にはコネク
ターピン２１１が配設されて外部電気装置と導通される。メイン基板２１１の中央にはメ
イン基板貫通口２１３が配設されるが、これにより、メイン基板貫通口２１３を介して他
の構成要素、すなわち、ハプティックホイールデバイスアクチュエーター３１０が貫設さ
れることが可能になる。
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【００６３】
　感知基板２２０には、後述するハプティックホイールデバイス部３００のハプティック
ホイールデバイス感知部３３０の構成要素が配設される。感知基板２２０は、メイン基板
２１０に垂直に配設されるが、これは本発明の一実施形態の例示に過ぎず、本発明の感知
基板の配設構造がこれに制限されることなく、場合によって、メイン基板と一体化される
など様々に変形可能である。この実施形態において、感知基板２２０は、ハプティックホ
イールデバイス部３００のハプティックホイールデバイスフィクスチャー３２０のフィク
スチャーベース３２３に固設されてメイン基板２１０とは垂直に配設される構造を形成す
る。
【００６４】
　フレキシブル基板２３０は、垂直に配設される構造のメイン基板２１０および感知基板
２２０間の円滑な電気的接続のために両端がそれぞれの基板に連結される。この実施形態
において、メイン基板２１０および感知基板２２０がフレキシブル基板２３０を介して連
結されているが、メイン基板と感知基板とが直結される構造を形成してもよい。
【００６５】
　ノブ基板２４０は、後述するハプティックホイールデバイス部３００のハプティックホ
イールデバイスアクチュエーター３１０の上端側に配設され、ノブ基板２４０にはハプテ
ィックノブ光源部３４０が配設されるが、これを通じてハプティックノブ３０１を介した
光出射機能が行われてもよい。
【００６６】
　ハプティックホイールデバイス部３００はハプティックホイールハウジング部１００に
配設されるが、ハプティックホイールデバイス部１００は、ハプティックホイールデバイ
スアクチュエーター３１０と、ハプティックホイールデバイスフィクスチャー３２０と、
ハプティックホイールデバイス感知部３３０と、を備える。ハプティックホイールデバイ
スアクチュエーター３１０は回路基板部２００と電気的接続構造を形成して、これを通じ
た電気的信号を内外部の制御部などから受け取って、記憶部などに予め設定された方式に
よって、操作者が前記ハプティックノブを回す状態に対応して、または、車両状態などの
警告などのためのある所定の記憶された対応方式によって所定の回転力または衝撃力また
は回転阻止力を生成して操作者に力覚を与える。
　この実施形態において、ハプティックホイールデバイスアクチュエーター３１０は電気
モーターによって実現される。この実施形態によるハプティックホイールデバイスアクチ
ュエーター３１０は、両軸電気モーターにより形成されるが、ここで、両軸とは、ハプテ
ィックホイールデバイスアクチュエーターの両端に回転軸が配設される構造のことをいう
。両軸電気モーターにより実現されるハプティックホイールデバイスアクチュエーター３
１０のハプティックシャフト３１１、３１３には、それぞれハプティックノブ３０１およ
びハプティックホイールデバイス感知部３３０が連結される。ハプティックシャフト３１
１、３１３は、ハプティックホイールデバイスアクチュエーター３１０の両端に配設され
るが、ハプティックシャフト３１１、３１３は、第１の端部３１１と、第２の端部３１３
と、を備える。ハプティックシャフトの第１の端部３１１はハプティックノブ３０１と連
結され、ハプティックシャフトの第２の端部３１３は後述するハプティックホイールデバ
イス感知部３３０と連結される。
【００６７】
　ハプティックホイールデバイスアクチュエーター３１０は、ハプティックホイールデバ
イスフィクスチャー３２０によってハプティックホイールハウジング部１００に安定的に
配設され、後述するプッシュスイッチ部４００のプッシュスイッチ駆動部４２０と一緒に
安定的な垂直移動状態を達成する。ハプティックホイールデバイスフィクスチャー３２０
は、フィクスチャーボディ３２１と、フィクスチャーベース３２３と、を備えるが、フィ
クスチャーボディ３２１の上端にはフィクスチャーボディ貫通口３２６が配設され、フィ
クスチャーベース３２３の下端にはフィクスチャーベース貫通口３２４が配設される。両
軸電気モーター構造のハプティックホイールデバイスアクチュエーター３１０のハプティ
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ックシャフト３１１、３１３は、それぞれフィクスチャーボディ貫通口３２６およびフィ
クスチャーベース貫通口３２４を介してそれぞれ上下端に貫設される。フィクスチャーボ
ディ３２１およびフィクスチャーベース３２３の外周にはそれぞれフィクスチャー取付部
が配設され、これを通じてボルトなどのフィクスチャー締付部３２８が配設されて、フィ
クスチャーボディ３２１とフィクスチャーベース３２３との間の係合状態が強固になる。
【００６８】
　フィクスチャーボディ３２１の上端にはフィクスチャーボディノブ基板載置部３２７が
形成されるが、フィクスチャーボディノブ基板載置部３２７には回路基板部２００のノブ
基板２４０が配設されて安定的な固定状態が得られる。フィクスチャーベース３２３の一
方の側にはフィクスチャーベース感知取付部３２５が配設されるが、フィクスチャーベー
ス感知取付部３２５は、ハプティックホイールデバイス感知部３３０のサブプーリーシャ
フト３３６が回動可能な安定的な取付状態を達成する。
【００６９】
　ハプティックノブ３０１はハプティックシャフト３１１と連結され、ハプティックホイ
ールハウジング部１００の一方の面の上に露設される。ハプティックノブ３０１は、ハプ
ティックホイールデバイスアクチュエーター３１０のハプティックシャフト３１１と連結
されるが、これらの間にシャフトノブホルダー３１２が介装されてもよい。シャフトノブ
ホルダー３１２は、ハプティックノブ３０１とハプティックシャフト３１１、３１３の第
１の端部３１１との間に介装されるが、シャフトノブホルダー３１２を介してハプティッ
クノブ３０１とハプティックホイールデバイスアクチュエーター３１０のハプティックシ
ャフト３１１、３１３の第１の端部との間の不意の相対回動を防止することができる。
【００７０】
　シャフトノブホルダー３１２およびハプティックシャフトの第１の端部３１１は嵌め止
め構成を取り、シャフトノブホルダー３１２の外周は面取りされた多角形構造をなして接
触領域間の相対回動が阻止される構造を取ってもよい。また、シャフトノブホルダー３１
２ａはこれに限定されるものではなく、別途のノブスクリューなどの締付手段を介してハ
プティックシャフトの第１の端部とシャフトノブホルダーとの間の係合状態を形成しても
よいなど、ハプティックノブとハプティックホイールデバイスアクチュエーターのハプテ
ィックシャフトとの間の相対回動を防止する構造を取る限り、種々の構成が採用可能であ
る。
【００７１】
　ハプティックノブ３０１は、ハプティックノブプレート３０１ａと、ハプティックノブ
ボディ３０１ｂと、を備えるが、ハプティックノブボディ３０１ｂの下部にはハプティッ
クノブボディ溝部３０１ｃが凹設されてシャフトノブホルダー３１２が収容可能となる。
ハプティックノブボディ３０１ｂの一方の面の上にはハプティックノブプレート３０１ａ
が配設されるが、ハプティックノブボディ３０１ｂおよびハプティックノブプレート３０
１ａは一体に形成されてもよい。ハプティックノブプレート３０１ａの一方の面の上には
後述するハプティックノブ把持部３０１－２が形成されるが、これにより、ユーザーは、
ハプティックノブ３０１の円滑な回動動作、すなわち、ハプティックホイールデバイスア
クチュエーター３１０のハプティックシャフト３１１、３１３を中心とする回動動作を滑
りなしで円滑に行うことができる。
【００７２】
　また、ハプティックノブ３０１の一方の面にはハプティックノブ窪み３０１－１が形成
される。ハプティックノブ窪み３０１－１は凹溝状に形成されるが、ハプティックノブ窪
み３０１－１は中央領域に進むにつれてハプティックノブ３０１の回転軸に向かって深く
食い込む構造を取る。すなわち、ハプティックノブ窪み３０１－１はハプティックノブ３
０１の回転中心に垂直な方向への窪みの深さｄ１、ｄ２がハプティックノブ３０１の中央
から半径方向に進むにつれて減少される構造を有する。すなわち、図６に示すように、ハ
プティックノブ３０１の中央領域でのハプティックノブ窪み３０１－１の深さｄ１は、ハ
プティックノブ３０１の外縁領域でのハプティックノブ窪み３０１－１の深さｄ２よりも
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遥かに大きな値を有するように構成されて、運転者の指、特に、親指を用いてハプティッ
クノブ３０１の回動動作を行うに当たって、運転者に一層円滑な回動動作を行わせること
ができる。
【００７３】
　このような構造により、運転者がステアリングホイール２を調整しつつ親指などの指を
用いて回動動作を行うに当たって、接触状態を容易に形成して、運転者にハプティックノ
ブ３０１の円滑な回動動作を行わせることができる。すなわち、ハプティックノブ窪みが
ないか、あるいは、半球状に凸状に突き出た構造の場合、親指などによりハプティックノ
ブの表面を押圧した状態で円滑な回動動作を行うことが困難であるのに対し、この構造の
ハプティックノブ窪み付きハプティックノブは、親指などにより表面を押圧した状態で、
特に、他の指でステアリングホイールのホイールリムを把持した状態でも、運転者に一層
円滑な回動動作を行わせることができる。
【００７４】
　さらに、これらに加えて、ハプティックノブ３０１には、回動動作を円滑に行うための
構成要素がさらに設けられていてもよい。すなわち、ハプティックノブ３０１の一方の面
にはハプティックノブ把持部３０１－２が形成されるが、ハプティックノブ把持部３０１
－２はハプティックノブ３０１の一方の面から突設される。このようなハプティックノブ
把持部３０１－２の構成により、運転者が親指などを用いてハプティックノブ３０１の回
動動作を行う場合に滑りなしで円滑な回動状態を維持することができる。
【００７５】
　このようなハプティックノブ３０１は単体から構成されてもよいが、場合によって、　
ハプティックノブ３０１を通じた運転者の操作を一層円滑にするために二重射出構造に形
成されてもよい。すなわち、ハプティックノブ３０１の一方の面には運転者の指などの皮
膚との滑りがあまり起こらない材質から形成されるハプティックノブ接触面３０１－３が
形成される構造を取ってもよい。例えば、ハプティックノブ３０１は、図面符号３０１－
４で示す部分は一次的にポリカーボネート（ＰＣ）などの材質から形成され、その一方の
面にポリウレタンなどの熱可塑性弾性体により二重射出されてハプティックノブ接触面３
０１－３が付設される構造を取ってもよい。この場合、運転者のハプティックノブ操作に
際して指などの汗などによる滑りを防止して、運転者に円滑な回動動作を行わせることが
できる。
【００７６】
　ハプティックホイールデバイス感知部３３０は、ハプティックシャフト３１１、３１３
の第２の端部３１３と連結されてハプティックシャフトの回転状態、すなわち、ハプティ
ックホイールデバイスアクチュエーター３１０の作動状態を感知する。ハプティックホイ
ールデバイス感知部３３０およびハプティックホイールデバイスアクチュエーターのハプ
ティックシャフトの第２の端部はハプティックホイールデバイス感知部３３０と連結され
るが、これらの間の相対回動を防止するためにハプティックシャフトの第２の端部とハプ
ティックホイールデバイス感知部３３０との間にはシャフト感知ホルダー３１４が介装さ
れる。シャフト感知ホルダー３１４は、ハプティックシャフトの第１の端部とハプティッ
クノブとの間の連結に用いられるシャフトノブホルダー３１２に対応する構成要素であっ
て、この形状および構造はシャフトノブホルダー３１２の技術と重複し、シャフトノブホ
ルダー３１２については既に説明されているため、その詳細な説明は省略する。
【００７７】
　ハプティックホイールデバイス感知部３３０は、この実施形態において、光検出器によ
り実現されるが、ハプティックホイールデバイス感知部３３０は、デバイス感知ボディ部
３３０ａと、デバイス感知センサー部３３９と、を備える。デバイス感知ボディ部３３０
ａは、ハプティックホイールデバイスアクチュエーター３１０側と連結されてハプティッ
クシャフトの回動状態を出力し、デバイス感知センサー部３１９はデバイス感知ボディ部
３３０ａの回動状態を検出する。この実施形態において、デバイス感知ボディ部はハプテ
ィックシャフトの回動状態を機械的に伝達するための構造に形成され、デバイス感知セン
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サー部はデバイス感知ボディ部の回動を検出する光センサーにより実現されるが、デバイ
ス感知ボディ部にマグネットが着磁され、デバイス感知センサー部は磁気センサーを備え
る構成を取ってもよい。この実施形態におけるデバイス感知ボディ部３３０ａは、デバイ
ス感知メインプーリー３３１と、デバイス感知サブプーリー３３５と、デバイス感知ベル
ト３３３と、デバイススロット３３７と、を備える。デバイス感知メインプーリー３３１
は、シャフト感知ホルダー３１４との相対回動が制限されるように連結されてハプティッ
クシャフトの第２の端部３１３につれ回動する。デバイス感知メインプーリー３３１の中
央にはメインプーリー取付部３３２（図１０参照）が配設されるが、シャフト感知ホルダ
ー３１４はメインプーリー取付部３３２に挿着される。デバイス感知メインプーリー３３
１の下端にはデバイス感知メインプーリー３３１を通じたハプティックシャフトの安定的
な駆動を行うとともに、正確な力覚形成のための構成要素としてのシャフト慣性体３１５
が配設される。シャフト慣性体３１５もドーナツ状に形成されてデバイス感知メインプー
リー３３１のメインプーリー長軸部３３２に外嵌される。場合によって、シャフト慣性体
３１５およびデバイス感知メインプーリー３３１は一体に形成されてもよいが、この実施
形態によるシャフト慣性体は別体に形成されてボルトなどの締付部材を介してデバイス感
知メインプーリー３１５の下端に固設される。
【００７８】
　デバイス感知サブプーリー３３５は、デバイス感知メインプーリー３３１から離れて連
結され、デバイス感知ベルト３３３は、デバイス感知メインプーリー３３１とデバイス感
知サブプーリー３３５とを連結してデバイス感知メインプーリー３３１の機械的な回動状
態をデバイス感知サブプーリー３３５に伝達する。デバイススロット３３７は、デバイス
感知サブプーリー３３５に同軸状に連結される構造を取るが、デバイス感知サブプーリー
３３５につれ回動する。デバイススロット３３７は、サブプーリーシャフト３３６によっ
て回動自在に支持される。サブプーリーシャフト３３６は、ハプティックホイールデバイ
スフィクスチャー３２０のフィクスチャーベース３２３に回動自在に取り付けられるが、
フィクスチャーベース３２３にはフィクスチャーベース感知取付部３２５が形成され、サ
ブプーリーシャフト３３６はフィクスチャーベース感知取付部３２５に挿設される。デバ
イス感知サブプーリー３３５およびデバイススロット３３７はサブプーリーシャフト３３
６に取り付けられる。フィクスチャーベース３２３とデバイス感知サブプーリー３３５と
の間の円滑な相対回動のために、サブプーリーシャフト３３６とデバイス感知サブプーリ
ー３３５との間にはサブプーリーブッシング３３８がさらに介装されていてもよい。
【００７９】
　デバイス感知センサー部３３９はデバイススロット３３７に隣設されるが、デバイス感
知センサー部３３９は感知基板２２０に配設される。デバイス感知センサー部３３９は光
センサーにより実現されるが、デバイススロット３３７はデバイス感知センサー部３３９
の発光部および受光部の間に介装されてハプティックシャフトの第２の端部の回動状態は
デバイス感知メインプーリー、デバイス感知ベルトおよびデバイス感知サブプーリーおよ
びデバイススロットを経てデバイス感知センサー部に光学信号の変化を通じた電気的信号
の変化を出力せしめる。このような変化された電気的信号は、ホイールハウジングベース
コネクター１３２に配設されるコネクターピンを介して制御部などの内外部の電気装置に
送信可能である。
【００８０】
　この実施形態において、デバイス感知メインプーリー３３１とデバイス感知サブプーリ
ーとの回転比は、１以上の値を有することが好ましい。運転者の指により操作されるハプ
ティックノブ３０１が１回転する間に、すなわち、ハプティックノブ３０１と連結されて
同軸回転を行うデバイス感知メインプーリー３３１が１回転する間にデバイス感知サブプ
ーリー３３５は複数回回転することにより、究極的に、ハプティックノブ３０１の１回転
に対するデバイス感知センサー部３３９を通じた分解能を増大させて、ハプティックノブ
３０１およびハプティックシャフトの一層正確な回転状態の感知を行うことができる。
【００８１】
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　前記実施形態において、ハプティックホイールデバイス感知部はプーリー／ベルト構造
を取るものと説明されているが、ハプティックノブまたはハプティックシャフトの正確な
回動状態が感知できる限り、ハプティックホイールデバイス感知部は歯車伝達構造を取っ
てもよいなど種々の構成が採用可能である。歯車構造を取る場合、ハプティックシャフト
側歯車と、ハプティックホイールデバイス感知部のデバイススロットが配設される歯車と
は直結されてもよく、場合によって、これらの歯車の間に１以上の遊び歯車（アイドルギ
ア）が配設されて連結される構造を取ってもよい。なお、前記実施形態において、ハプテ
ィックホイールデバイス感知部は光センサー構造を有するものと説明されたが、ハプティ
ックノブの回転状態が感知できる限り、種々の構成が採用可能である。
【００８２】
　かようなハプティックノブ、ハプティックホイールデバイスアクチュエーター、ハプテ
ィックホイールデバイス感知部の構成を通じて操作者の意図通りの操作状態がハプティッ
クノブを介してハプティックホイールデバイス感知部において感知され、ハプティックホ
イールデバイス感知部において感知された操作状態に対応して、または、所定の方式によ
って警告などの動作を実現するために、内外部の電気装置から伝達される所定の方式によ
って、両軸モーターにより実現されるハプティックホイールデバイスアクチュエーターに
おいて生成される所定の力覚信号はハプティックノブを介して操作者に伝達されて、操作
者に一層安定的で且つ正確な触覚的認知を感じさせることができる。このようなハプティ
ックノブ３０１は、車両ステアリングホイール２がなす実質的な平面上において回動動作
を行うが、ハプティックノブ３０１は、上述したように、ハプティックシャフトを中心軸
として回動回動動作を行う。このような回動回動動作を通じて、ユーザーは、車両ステア
リングホイール２のホイールリム２Ａを通じた操舵状態を維持するとともに、親指を通じ
たステアリングホイールハプティック装置１０の操作が行えるサムホイール方式の動作を
実現することができる。これは、運転者がスイッチ操作のために、ステアリングホイール
、より具体的に、ホイールリムから手を離さなさければならないなどの動作をなくして、
ホイールリムを把持した状態で運転者の前方注意力を損なわないつつもハプティックノブ
を通じた円滑な所定のメニュー選択などの操作性能を増大させることを可能にする。例え
ば、シーソー動作またはヒンジ点を中心としてスクロール動作を行う従来の構造をディス
プレイ装置と結び付けて所定の選択メニューを画像ディスプレイする装置を構築するに当
たって、運転者が所定の選択動作を行う際に、選択操作力を調整することが困難であるこ
とを理由に選択しようとするメニューを見逃してしまったりするなどの問題点が伴われて
いたが、この構造によるサムホイール駆動方式のステアリングホイールハプティック装置
の場合、時計回り方向または反時計回り方向に親指の回動動作を行って、選択しようとす
るメニューを迅速で且つ正確に選択することができ、この過程において一層円滑な力覚を
与えることができるというメリットがある。なお、このようなステアリングホイールハプ
ティック装置の回動動作に連動するユーザーインタフェースの様々な製作を可能にする。
【００８３】
　一方、本発明に係るステアリングホイールハプティック装置は、ハプティックノブを通
じたプッシュ動作、すなわち、車両ステアリングホイールがなす平面に垂直な方向である
長手方向への垂直移動を可能にする。このような構造を通じて、ステアリングホイールハ
プティック装置は、サムホイール駆動方式の円滑な回動回動動作およびプッシュ動作を通
じて一層様々な動作を実現することができる。ステアリングホイールハプティック装置の
垂直移動を通じたスイッチング信号の変化を出力するためのプッシュスイッチ部５００が
さらに設けられていてもよい。プッシュスイッチ部４００は、プッシュスイッチ４１０と
、プッシュスイッチ駆動部４２０と、を備える。プッシュスイッチ４１０は、回路基板部
２００のメイン基板２１０の一方の面の上に配設されるが、この実施形態において、プッ
シュスイッチ４１０は、垂直移動可能なタクトスイッチにより実現されるが、メタルドー
ムスイッチにより実現されてもよいなど、垂直プッシュ動作が行える限り、様々な構成が
採用可能である。プッシュスイッチ駆動部４２０は、ハプティックホイールデバイスアク
チュエーター３１０と一緒に垂直移動してプッシュスイッチ４１０のオン／オフ切り換え
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を行う。プッシュスイッチ駆動部４２０は、プッシュスイッチ駆動ボディ４２１と、プッ
シュスイッチ駆動突起４２３と、を備える。プッシュスイッチ駆動ボディ４２１はリング
状の構造を有するが、プッシュスイッチ駆動ボディ４２１の中央にはプッシュスイッチ駆
動ボディ貫通口４２２が設けられ、プッシュスイッチ駆動ボディ貫通口４２２にはハプテ
ィックホイールデバイスアクチュエーター３１０の外周に配設されるハプティックホイー
ルデバイスフィクスチャー３２０が貫設される。プッシュスイッチ駆動ボディ貫通口４２
２の内側にはプッシュスイッチ駆動取付部４２４が配設され、これに対応する位置であっ
てハプティックホイールデバイスフィクスチャー３２０の外周にはフィクスチャーボディ
プッシュスイッチ駆動取付部３２２が配設されるが、プッシュスイッチ駆動取付部４２４
はフィクスチャーボディプッシュスイッチ駆動取付部３２２と係合されて、プッシュスイ
ッチ駆動ボディ４２１およびハプティックホイールデバイスフィクスチャー３２０の安定
的な組立工程を達成するとともに、取付状態を維持することができる。なお、プッシュス
イッチ駆動ボディの外周には締付部が設けられてフィクスチャーボディとフィクスチャー
ベースとの間の係合時に一緒に締め付られる構造を取ってもよい。
【００８４】
　プッシュスイッチ駆動突起４２３はプッシュスイッチ駆動ボディ４２１の外周に配設さ
れるが、プッシュスイッチ駆動突起４２３はプッシュスイッチ４１０と直接的な接触状態
を形成し、プッシュスイッチ４１０の初期支持状態を通じてプッシュスイッチ駆動突起４
２３、プッシュスイッチ駆動ボディ４２１、ハプティックホイールデバイスフィクスチャ
ー３２０、ハプティックホイールデバイスアクチュエーター３１０およびハプティックノ
ブ３０１の順次的な連結構造の支持状態を一定に維持することができ、プッシュスイッチ
４１０よりも大きな外力がハプティックノブ３０１に加えられる場合に所定の垂直移動状
態を形成することができる。
【００８５】
　本発明の一実施形態によるプッシュスイッチ４１０は複数設けられるが、複数のプッシ
ュスイッチ４１０の数に対応してプッシュスイッチ駆動突起４２３も複数設けられる。こ
の実施形態においては、複数（４個）のプッシュスイッチ４１０およびプッシュスイッチ
駆動突起４２３を通じて、ハプティックホイールデバイスアクチュエーター３１０および
ハプティックノブ３０１はプッシュスイッチ３１０を通じた安定的な支持状態を形成する
ことができる。
【００８６】
　外力が加えられていない常時の場合に、ハプティックホイールデバイスアクチュエータ
ー３１０はプッシュスイッチ４１０によって安定的な垂直支持状態を形成するが、運転者
などのユーザーがハプティックノブ３０１を所定の値以上の力で垂直に押圧する場合に、
ハプティックノブ３０１、ハプティックホイールデバイスアクチュエーター３１０、ハプ
ティックホイールデバイスフィクスチャー３２０およびプッシュスイッチ駆動部４２０を
介してプッシュスイッチ４１０の電気的信号の変化が発生する。この実施形態において、
プッシュスイッチ４１０は４個設けられるが、ハプティックノブ３０１の押圧方向に応じ
て個別のスイッチング動作を行うこともできる。例えば、ハプティックノブ３０１の平面
図における右上端を押圧する場合、所定の領域のみが押圧されて全体的にハプティックホ
イールデバイスアクチュエーター３１０は一方の端側のみが下動するチルト動作を実現す
ることもできる。これに対し、ハプティックホイールデバイスアクチュエーター３１０と
連結されるハプティックノブ３０１の中央領域を水平をなしつつ垂直に押圧する場合に、
全体的な垂直押圧動作が行われて４個のプッシュスイッチが駆動される信号を形成するこ
ともできる。場合によって、ハプティックノブ３０１の中心、すなわち、ハプティックホ
イールデバイスアクチュエーター３１０の中心軸を基準として対角に配設されるプッシュ
スイッチが同時にまたは所定時間内に連続して押圧される場合に、個別のチルト動作では
なく、全体の垂直押圧動作として認識させる構造を取ってもよい。
【００８７】
　一方、プッシュスイッチ部４００のプッシュスイッチ４１０はメイン基板２１０の上に
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固設される構造を取り、プッシュスイッチ駆動部４２０のみがハプティックホイールデバ
イスアクチュエーター３１０と一緒に垂直移動する構造を取るのに対し、上述したハプテ
ィックホイールデバイス感知部３３０はハプティックホイールデバイスアクチュエーター
と一緒に垂直移動する構造を取ってもよい。ハプティックホイールデバイスアクチュエー
ター３１０が配設されるハプティックホイールデバイスフィクスチャー３２０のフィクス
チャーベース３２３に感知基板２２０が固設され、デバイス感知ボディ部のデバイス感知
メインプーリーはハプティックシャフトと連結され、且つ、デバイス感知サブプーリーは
フィクスチャーベースに連結されることにより、究極的に、デバイス感知センサー部およ
びデバイス感知ボディ部はハプティックホイールデバイス部と一緒に垂直移動する構造を
形成する。このような構造を通じて、プッシュ動作を行うプッシュスイッチ部および回動
動作を行うハプティックホイールデバイス部間の連結が究極的にハプティックノブを通じ
て行われる構造を形成することにより、プッシュ垂直移動および回動回動動作の一体化を
図ることができ、これにより、運転者などの操作者に優れた操作感を与えることができ、
安定的であり、しかも、チルト機能も同時に行えるなど多角的な動作を実現することがで
きる。
【００８８】
　上述した回動回動動作およびプッシュ／チルト動作を行うとともに、それぞれの機能を
行う際に光の出射を通じて視認性を向上させるための構成要素がさらに設けられていても
よい。本発明のハプティックホイールデバイス部３００は、ハプティックノブ光源部３４
０を備えていてもよいが、ハプティックノブ光源部３４０（図１５参照）は、この実施形
態において、回路基板部２００のノブ基板２４０に配設される。ノブ基板２４０は、ハプ
ティックホイールデバイスアクチュエーター３１０の端部にハプティックシャフトの第１
の端部３１１が貫設されるようにハプティックホイールデバイスアクチュエーター３１０
の上端に配設されるが、より具体的に、フィクスチャーボディ３２１の上端にはフィクス
チャーボディノブ基板載置部３２７が配設される。フィクスチャーボディノブ基板載置部
３２７（図５参照）にノブ基板２４０が収容されるが、ノブ基板２４０は別途のラインを
介してメイン基板２１０と電気的な接続構造を形成することができる。ノブ基板２４０の
一方の面の上にはハプティックノブ光源部３４０が配設されるが、ハプティックノブ光源
部３４０はＬＥＤなどの光源により実現される。ハプティックノブ３０１はポリカーボネ
ート（ＰＣ）などの透光材料から形成されてノブ基板２４０上のハプティックノブ光源部
３４０から発せられる光を外部に円滑に伝達することができる。ハプティックノブ光源部
３４０は複数設けられていてもよいが、本発明に係るハプティックノブ光源部３４０は、
青色（Ｂ）、緑色（Ｇ）、赤色（Ｒ）の光を出射するＬＥＤが均等に角分割されて配設さ
れてもよく、多色が出力可能に単一化したモジュールが１以上配設され、それぞれのＬＥ
Ｄにより実現されるハプティックノブ光源部３４０から出射する光はハプティックノブボ
ディ３０１ｂの下面を通って外部に透光および／または導光されて外部に出射する。この
ようなハプティックノブ光源部３４０の作動状態は、所定の方式、例えば、所定の周期お
きに点滅するか、一定の信号周期にて出力するか、あるいは、所定のカラーが同時に出力
されて合成されたカラーを出力するなど、所定の制御方式によって、様々なカラー、強さ
または周期の光を外部に出射することにより、運転者などのユーザーにステアリングホイ
ールハプティック装置の作動状態またはユーザーによって選択された操作状態などを迅速
に視認させることができる。
【００８９】
　他方、本発明に係るステアリングホイールハプティック装置１０は、ボタンスイッチ部
５００を備えて、ハプティックホイールデバイス部と一緒に複合操作機能を行うことがで
きる。ボタンスイッチ部５００はハプティックノブ３０１の外縁に配設されるが、ハプテ
ィックノブ３０１を通じたハプティックホイールデバイスアクチュエーターまたはプッシ
ュスイッチ部とは独立した垂直移動動作を行うことで、所定の変化されたスイッチング信
号を生成することができる。本発明の実施形態によるボタンスイッチ部５００は、ハプテ
ィックノブ３０１を中心として外縁を取り囲む構成を取るが、ボタンスイッチ部５００は
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、ボタンノブ５１０と、ボタンガイド５３０と、ボタンホルダー５４０と、ボタンスイッ
チ５５０と、を備える。ボタンノブ５１０は、一方の面がハプティックホイールハウジン
グ部１００の外部に露出されるようにハプティックノブ３０１の外縁に配設される。ボタ
ンノブ５１０は、ボタンノブヘッド５１１と、ボタンノブボディ５１３と、を備えるが、
ボタンノブヘッド５１１はハプティックノブ３０１の外縁に露設され、ボタンノブボディ
５１３はボタンノブヘッド５１１の下端に配設される。ボタンノブヘッド５１１およびボ
タンノブボディ５１３は別体に構成されてもよいが、この実施形態においては、一体に形
成される構造を取っている。
【００９０】
　ボタンノブヘッド５１１の一方の面を通じてボタンノブアイコン５１２が表示されても
よいが、ボタンノブアイコン５１２は、ボタンノブヘッド５１２の一方の面の上に直接的
に形成されてもよく、場合によって、ボタンノブヘッド５１２はポリカーボネートなどの
透明材料から形成され、下部に配設される後述する別途の表示素子を介して出力される構
造を取ってもよい。
【００９１】
　ボタンノブヘッド５１１およびボタンノブボディ５１３は内部に空間を有する構成を取
って、ボタンノブヘッド５１１およびボタンノブボディ５１３が形成する空間にボタンガ
イド５３０が配設されてもよい。ボタンガイド５３０は、一方の端がボタンノブ５１０の
内部に配設され、他方の端が前記ハプティックホイールハウジング部１００の内部に回路
基板部２００を向くように配設される。すなわち、ボタンガイド５３０は、一方の端がボ
タンノブヘッド５１１とボタンノブボディ５１３とが形成する内部空間に配設され、他方
の端がメイン基板２１０を向くように配設される。ボタンガイド５３０は、ボタンガイド
ヘッド５３１と、ボタンガイドボディ５３３と、を備える。ボタンガイドヘッド５３１お
よびボタンガイドボディ５３３は、この実施形態において、一体に形成されているが、別
体に形成されてもよい。ボタンガイドヘッド５３１の一方の端にはボタンガイドボディ５
３３が連結されるが、ボタンガイドヘッド５３１の上端はボタンノブヘッド５１１および
ボタンノブボディ５１３が形成する内部空間に挿設され、ボタンガイドボディ５３３の端
部はボタンスイッチ５５０が配設されるメイン基板２１０を向くように、後述するボタン
ガイドホルダー５４０の内部に配設される。ボタンガイド５３０は透明または所定のカラ
ーの導光材料から形成されるが、ボタンガイドボディ５３３の端部を介して流入する光は
ボタンガイドヘッド５３１の一方の面を介して外部に伝達される。ボタンガイドボディ５
３３の側面にはボタンガイドボディ取付部５３５が配設されるが、ボタンガイドボディ取
付部５３５の対応する位置であってボタンガイドホルダー５４０の側面にはホルダー取付
部５４４が配設され、ボタンガイドボディ取付部５３５およびホルダー取付部５４４は係
合される構造を形成する。ボタンガイドボディ５３３の外周面にはボタンガイドボディ溝
５３４が凹設されるが、ボタンガイドボディ溝５３４はボタンガイドホルダー５４０に凹
設されるホルダー収容部溝５４２と係合されてボタンガイド５３０とボタンガイドホルダ
ー５４０との間の円滑な係合構造を形成して、ハプティックホイールハウジング部１００
への円滑な取付および組立時の誤組立の防止を両立させることができる。
【００９２】
　ボタンガイドホルダー５４０はボタンガイド５３０に取り付けられてボタンガイド５３
０と一緒にハプティックホイールハウジング部１００、より具体的に、ホイールハウジン
グボディ１２０に安定的に垂直移動可能に配設される。ボタンガイドホルダー５４０は、
ホイールハウジングボディ１２０の一方の面の上に形成されるホイールハウジングボタン
ノブ貫通口１２５に垂直移動可能に嵌入するが、ボタンガイドホルダー５４０の外周面に
は長手方向に沿って形成されるボタンガイドホルダーライン５４６が配設される。ボタン
ガイドホルダーライン５４６の対応する位置であってホイールハウジングボタンノブ貫通
口１２５の内周にはホイールハウジングボディボタンホルダーガイド１２６が配設される
が、ボタンガイドホルダーライン５４６およびホイールハウジングボディボタンホルダー
ガイド１２６は垂直移動可能に係合される構造を取る。
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【００９３】
　ボタンガイドホルダー５４０にはボタンガイドホルダー駆動部５４３が配設されるが、
ボタンガイドホルダー駆動部５４３はボタンガイドホルダー５４０の中央に形成されたボ
タンガイドホルダー収容部５４１の内側下端から延設して下部に配設されるボタンスイッ
チ５５０と常時接触状態を維持するように形成される。すなわち、ボタンガイドホルダー
５４０と、ボタンガイド５３０およびボタンノブ５１０は別途の支持手段を介して支持さ
れる構造を取ってもよいが、この実施形態においては、順次にボタンスイッチ５５０によ
って支持される構造を取っている。
【００９４】
　このような構造により、運転者などのユーザーによってボタンノブ５１０に加えられる
圧力は、ボタンガイド５３０およびボタンガイドホルダー５４０を介してボタンスイッチ
５５０に伝達される。ここで、ボタンガイドホルダー駆動部５４３は、ボタンガイドホル
ダー５４０のボタンガイドホルダー収容部５４１の内側面から延設して下部を向く構造を
取るが、ボタンガイドホルダー駆動部５４３の上面にはボタンガイドホルダー駆動部載置
面５４７が形成されてボタンガイドボディ係止部５３６の係止状態を形成する。すなわち
、ボタンガイド５３０の下端には分岐される２つのボタンガイド分岐部５３７が形成され
、中央にはボタンガイドボディ係止部５３６が形成されるが、ボタンガイドボディ係止部
５３６はボタンガイドホルダー駆動部載置面５４７と接して安定的な取付構造を形成する
。ボタンガイド分岐部５３７はボタンガイドボディ５３０の下端から両側に分岐されるが
、これにより、ボタンスイッチ５５０の側部に配設されるボタン光源部５６０からの光を
上部に伝達するための構造が形成される。ボタン光源部５６０は、発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）などの光源により実現されるが、ボタン光源部５６０はそれぞれのボタンガイドに対
して複数配設されることにより、ボタンガイド分岐部に別々に割り当てられる構造を取っ
てもよい。ボタンガイド５３０は、ポリカーボネートなどの透明な導光材料から形成され
てもよく、所定のカラーを有する構造を取ってもよい。
【００９５】
　さらに、ボタンスイッチ部５００には、ボタン光源部から発せられる光を用いて様々な
アイコンを形成する表示素子がさらに設けられていてもよい。加えて、ボタン光源部は、
それぞれのボタンガイドまたはボタンカラーフィルターに対して複数のカラーの光を出射
する構造を取る。ボタンスイッチ部５００は、ボタンカラーフィルター５２０をさらに備
えていてもよいが、ボタンカラーフィルター５２０は、ボタンカラーフィルターベース５
２１と、ボタンカラーフィルターボディ５２３と、を備える。ボタンカラーフィルターベ
ース５２１は導光材料から形成されて、ボタンカラーフィルターベース５２１の下面を通
って流入する光を全面に満遍なく吹き付ける機能を行う。ボタンカラーフィルターボディ
５２３は、複数のカラーの光を出射するボタン光源部からの第１のカラー光を出射する第
１の透過領域５２３ａと、ボタン光源部からの他の第２のカラー光を出射する第２の透過
領域５２３ｂと、第１の透過領域と第２の透過領域とが交差する交差領域５２３ｃと、第
１のカラー光および第２のカラー光を両方とも遮断する遮断領域５２３ｄと、を備えるが
、交差領域５２３ｃは、第１の透過領域５２３ａおよび第２の透過領域５２３ｃと一緒に
それぞれ第１のボタンアイコン５１２ａおよび第２のボタンアイコン５１２ｂを形成する
ことができる。例えば、ボタン光源部は、赤色ＬＥＤおよび青色ＬＥＤを備えていてもよ
く、第１の透過領域は赤色光を出射し、第２の透過領域は青色光を出射する構造を取るこ
とにより、第１の透過領域、第２の透過領域および交差領域などを介して所定の「ＵＳＥ
Ｒ　ＳＥＴ」または「

」などのアイコンを選択的に表示することができる。
【００９６】
　前記実施形態においては、ステアリングホイールハプティック装置が車両ステアリング
ホイールの前面側に配設される構造について説明されたが、本発明の他の実施形態として
、ステアリングホイールハプティック装置１０ｓは、車両ステアリングホイール２の背面
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側にも配設されてもよい。すなわち、図１８および図１９に示すように、ステアリングホ
イールハプティック装置１０ｓはステアリングホイール２の背面側に配設されるが、図１
９に示すように、ステアリングホイールハプティック装置１０ｓのハプティックシャフト
の回転中心軸、究極的に、ステアリングホイールハプティック装置１０ｓのハプティック
ノブ３０１ｓの回転中心軸ＩＩ－ＩＩが車両ステアリングホイール２が回動を行う平面Ｐ
ＬＮに平行に配設される構造を取ることにより、運転者は、人差し指、中指など、できる
限り親指以外の指を用いてより一層円滑にステアリングホイールハプティック装置１０ｓ
を駆動して触覚的伝達を行うこともできる。
【００９７】
　ステアリングホイールハプティック装置１０ｓは、図２１に示すように、ハプティック
ホイールハウジング部１００ｓと、回路基板部と、ハプティックホイールデバイス３００
ｓと、を備えるが、ハプティックホイールハウジング部１００ｓは、車両ステアリングホ
イールのホイールボディと一体化された構造を形成し、回路基板部がここに組み込まれる
構造を取ってもよいなど様々に変形可能である。この実施形態においては、ハプティック
ホイールデバイス３００ｓを中心に説明する。ハプティックホイールデバイス部３００ｓ
は、ハプティックシャフト３１１ｓ付きハプティックホイールデバイスアクチュエーター
３１０ｓと、ハプティックシャフト３１１ｓと連結され、外部に露出されるハプティック
ノブ３０１ｓと、ハプティックシャフト３１１ｓの回動状態を感知するハプティックホイ
ールデバイス感知部３３０ｓと、を備える。ハプティックホイールデバイスアクチュエー
ター３１０ｓは電気モーターにより実現されるが、ハプティックホイールデバイスアクチ
ュエーター３１０ｓおよびハプティックノブ３０１ｓはハプティック伝達部３１０－１ｓ
、３１０－２ｓ、３１０－３ｓを介して連結される。すなわち、ハプティックシャフト３
１１ｓの端部にはハプティック伝達プーリー３１０－１ｓが配設され、ハプティックノブ
３０１ｓのハプティックノブボディ３０１－１ｓの端部３０１－２ｓにはハプティック連
結プーリー３１０－３ｓが配設され、ハプティック伝達プーリー３０１－ｓおよびハプテ
ィック連結プーリー３１０－３ｓはハプティック伝達ベルト３１０－２ｓを介して連結さ
れて、ハプティックホイールデバイスアクチュエーター３１０ｓからの動力を受け取って
所定のハプティック機能をハプティックノブに伝達することができる。ここで、ハプティ
ックノブへの動力伝達はプーリー構造により行われると記述されたが、歯車動力伝達構造
を取ってもよく、ハプティックホイールデバイスアクチュエーターとハプティックノブと
が直結される構造を取ってもよいなど様々に変形可能である。
【００９８】
　ここで、ハプティックノブ３０１ｓは、ハプティックホイールハウジング部（図示せず
）の内部に配設されるが、ハプティックホイールハウジング部から延設するハプティック
ノブガイド１０１ｓ、１０２ｓを介して安定的な回動を行うための支持構造をさらに備え
てもよい。
【００９９】
　ハプティックホイールデバイス感知部３３０ｓは、ハプティックノブ３０１ｓと連結さ
れる。すなわち、ハプティックホイールデバイス感知部３３０ｓは、デバイス感知スロッ
ト３９７ｓと、デバイス感知センサー部３３９ｓと、を備えるが、デバイス感知スロット
３９７ｓはハプティックノブ３０１ｓに同軸状に連結されてもよく、デバイス感知センサ
ー部３３９ｓはデバイス感知スロット３９７ｓに隣設される光センサーにより実現されて
もよく、場合によって、磁気センサーにより実現されてもよい。デバイス感知センサー部
３３９ｓは、回路基板部の感知基板２２０ｓに配設される。このような構造により、所定
のハプティック動作が実現され、且つ、運転者によるハプティックノブの回動動作を感知
することにより、所定のスイッチング機能を行うとともに正確な力覚情報を与えることが
できる。
【０１００】
　図２２には、本発明の他の実施形態により車両ステアリングホイール２の背面側に配設
されるステアリングホイールハプティック装置の運転者による作動状態が示してあるが、
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通常、所定のスイッチング動作は、カーブなどの曲線走路の走行中ではなく、直進走行の
状態で行われる確率が高いが、直進走行中に、運転者は、車両ステアリングホイール２の
ホイールリム２Ａを把持した状態で中指などの指を用いてハプティックノブ３０１ｓを操
作することができ、ハプティックノブ３０１ｓを通じて所定の力覚情報を円滑に受け取る
こともできる。このように、ハプティックノブ３０１ｓは、車両ステアリングホイール２
の背面側に配設されるが、車両ステアリングホイールのホイールリム２Ａから所定の距離
以内に離れて配設される。この実施形態において、所定の距離は、例えば、５ｃｍ～２０
ｃｍであるが、これに制限されるものではなく、所定の距離は、運転者の親指を除く指で
車両ステアリングホイール２のホイールリム２Ａを把持した状態で円滑な操作が行える限
り、いなかる距離であってもよい。なお、ステアリングホイールの回転旋回動作の有無は
、ステアリングアングルセンサー（図示せず）からの信号に基づいて判別され、ステアリ
ングホイールの回転旋回動作中に発生するハプティックノブの接触がユーザーの意図通り
の接触であるか否か、およびステアリングホイールの回動が運転者の意図通りの回動であ
るか否かを判別して、ステアリングホイールハプティック装置の動作を制御することもで
きる。
【０１０１】
　他方、本発明のステアリングホイールハプティック装置１０は、ハプティックノブまた
はボタンノブを除く領域にスイッチング動作に対応する光を出射したり、所定の警告状態
で車両が進入する場合にこれを運転者に光出射したりするために、別途の光源部をさらに
備えていてもよい。すなわち、本発明のステアリングホイールハプティック装置１０は、
ステアリングホイール光源部４Ｂ、５Ｂを備えるが、ステアリングホイール光源部４Ｂ、
５Ｂは、車両ステアリングホイール２に配設される。より具体的に、図２３に示すように
、ステアリングホイール光源部４Ｂ、５Ｂは、ホイールハブボディ２Ｂとホイールスポー
ク２Ｃとの間に介装される。ステアリングホイール光源部４Ｂ、５Ｂは、ステアリングホ
イール光源部４Ｂと、ステアリングホイール光伝達部５Ｂと、を備えるが、ステアリング
ホイール光源部４ＢはＬＥＤなどの光源により実現される。この実施形態において、ステ
アリングホイール光源部４Ｂはホイールハブボディ２Ｂ側に配設されるが、ホイールハブ
ボディ２Ｂのホイールハブボディ収容部２Ｂ－１にはステアリングホイール光源基板３Ｂ
が配設され、ステアリングホイール光源部４Ｂはステアリングホイール光源基板３Ｂの一
方の面の上に配設される。なお、ステアリングホイール光源基板３Ｂ上のステアリングホ
イール光源部４Ｂの数および出力カラーなどは様々に変更可能である。ステアリングホイ
ール光伝達部５Ｂは導光体により実現されるが、ステアリングホイール光伝達部５Ｂは、
ステアリングホイール光伝達ボディ５Ｂ－１と、ステアリングホイール光伝達入力部５Ｂ
－２と、を備える。ステアリングホイール光伝達入力部５Ｂ－２を介してステアリングホ
イール光源部４Ｂから出射した光がステアリングホイール光伝達ボディ５Ｂ－１を介して
外部に出射する。このような光出射機能を通じて、運転者は、速やかに光信号を認知する
ことにより、出力信号に円滑に対応することができる。このようにステアリングホイール
光源部を介して出射する光は、ハプティックノブの回動動作に対応する所定の光を出射す
ることもでき、場合によって、外部の車両制御装置から伝達される電気的信号による出力
、例えば、駐車ブレーキの未解除、車両の開扉、トランク開き、自動制動システム（ＡＢ
Ｓ）の故障、車両バッテリーの放電または電気自動車の充電量低下状態警告、エンジンオ
イル圧力警告、タイヤ低圧または高圧状態警告、安全ベルト未着用状態警告、エンジンチ
ェック警告など運転者に所定の警告または案内機能を行う必要がある場合に、ステアリン
グホイール光源部を通じて所定の光出射機能を行うことにより、運転者に速やかな認知お
よび対応を行わせることができる。
【０１０２】
　このような警告はハプティック機能と独立して行われてもよく、同時に行われてもよい
。それぞれの警告状態などをクラスごとに分類し、それぞれのクラスにハプティック機能
または光出射機能を事前に設定することができるが、現在の車両の状態が所定のクラスに
相当する場合、これに対応するハプティック機能または光出射機能が実行されてもよい。
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例えば、駐車ブレーキの未解除、車両の開扉、トランク開きなどの状態はクラス１に分類
し、ハプティック機能の振動出力およびステアリングホイール光源部を通じた光出射は１
段階に設定して、ハプティックホイールデバイスアクチュエーターのモーターは、定格出
力の２０％とし、ステアリングホイール光源の最大光出射の２０％とし、且つ、出力周期
を１秒とすることができる。
【０１０３】
　また、ＡＢＳ故障、車両バッテリーの放電または電気自動車の充電量低下状態警告、エ
ンジンオイル圧力警告などはクラス２に分類し、ハプティック機能の振動出力およびステ
アリングホイール光源部を通じた光出射は２段階に設定して、ハプティックホイールデバ
イスアクチュエーターのモーターは、定格出力の４０％とし、ステアリングホイール光源
の最大光出射の４０％とし、且つ、出力周期を５０ｍｓとすることができる。
【０１０４】
　さらに、タイヤ低圧または高圧状態警告、安全ベルト未着用状態警告、エンジンチェッ
ク警告などはクラス３に分類し、ハプティック機能の振動出力およびステアリングホイー
ル光源部を通じた光出射は３段階に設定して、ハプティックホイールデバイスアクチュエ
ーターのモーターは、定格出力の７０％とし、ステアリングホイール光源の最大光出射の
７０％とし、且つ、出力周期を１０ｍｓとすることができる。このように所定のクラスは
設計仕様に応じて変化させて、当該警告機能の重要度を変化させてもよい。
【０１０５】
　さらに、前記実施形態において、ステアリングホイール光源部はホイールハブボディと
ホイールスポークとの間に介装される構造を取っているが、本発明はこれに制限されるも
のではなく、様々に変形可能である。すなわち、図２５および図２６に示すように、ステ
アリングホイール光源部は、ホイールリム光源出射部６Ａをさらに備えていてもよい。換
言するに、ホイールリム光源出射部６Ａは、車両ステアリングホイール２のホイールリム
２Ａに配設されるが、ホイールリム光源出射部６Ａは所定のライン型の導光材料から形成
され、ホイールリム２Ａにはホイールリム光源出力収容部２Ａ－１が形成されてもよい。
ホイールリム光源出射部６Ａの端部は、図２４における部分切欠拡大領域のように、ステ
アリングホイール光源４Ａからの光を受光するステアリングホイール光源伝達部５Ｂと当
接することにより、ステアリングホイール光源４Ａからの光を受光して外部に出射するこ
ともできる。この実施形態において、図示はしないが、ホイールリム光源出射部は別途の
光源から光を受光してもよい。このような構成により、より一層円滑な光出射機能を行う
ことができる。なお、このような光出射機能は、車両のダッシュボードまたはセンターフ
ァシアなど車両内に組み込まれる別途の出射装置により行われてもよい。
【０１０６】
　他方、本発明に係るステアリングホイールハプティック装置は、他の構成要素と組み合
わせられてステアリングホイールハプティックシステム１に設けられていてもよい。すな
わち、図１２に示すように、ステアリングホイールハプティックシステム１は、制御部２
０と連結される記憶部３０を有する装置から構成されてもよく、演算部４０をさらに有す
る装置により実現されてもよい。ハプティックノブ３０１を介して回動動作を行うに当た
って、力覚を与えるハプティックホイールデバイスアクチュエーター３１０と、ハプティ
ックホイールデバイスアクチュエーター３１０の回動状態を感知するハプティックホイー
ルデバイス感知部３３０と、ハプティックノブ３０１を有し、車両ステアリングホイール
２の前面側または背面側に配設されるステアリングホイールハプティック装置１０と、を
備え、場合によって、ステアリングホイールハプティックホイールデバイスアクチュエー
ター３１０の垂直移動を通じてプッシュ動作を行うプッシュスイッチ部４００およびハプ
ティックノブ３０１の外縁に配設されるボタンスイッチ部５００と連結されてこれらの間
の電気的信号の送受信を行う。
【０１０７】
　ステアリングホイールハプティック装置１０のスイッチ部から入力される信号はステア
リングホイールハプティックシステム１の制御部２０に転送され、制御部２０は、これと
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導通される記憶部３０に予め記憶された、作動ユニットに対する所定の作動モード、例え
ば、空調装置の作動温度調節モード、目的地選択または経路探索などのナビゲーションの
作動のためのナビゲーションモードなどの作動モードに関する所定のデータと、ステアリ
ングホイールハプティック装置１０から入力された信号とに基づいて、演算部４０に所定
の演算過程を行わせて所定の制御信号を算出し、これを出力部に転送する。前記ステアリ
ングホイールハプティックシステム１は、出力部として、ステアリングホイールハプティ
ック装置１０に設けられるハプティックホイールデバイスアクチュエーター部３１０を備
えていてもよく、別途の画像表示のためのディスプレイ部５０および／または音響出力の
ための音響出力部６０を備えていてもよい。しかしながら、制御部２０からの制御信号が
直接的に制御対象となる作動ユニット７０、例えば、自動車の空調装置、ナビゲーション
などの作動ユニットに転送されてもよい。
【０１０８】
　さらに、ステアリングホイールハプティックシステム１は、制御部２０と接続される記
憶部３０を有する装置から構成されてもよく、演算部４０をさらに有する装置により実現
されてもよい。ここで、制御部は、単体型に実現されてもよく、複数体型に実現されても
よい。すなわち、図２４に示すように、制御部２０がハプティック通信部７などを介して
別途の車両制御部８などと通信を行うことにより、ディスプレイ部５０、音響出力部６０
およびナビゲーション／車両オーディオ／空調システム／警告ランプなどの対象作動ユニ
ット７０の制御機能を行う別途の車両制御部４０を通じて出力制御を行うこともできる。
このとき、車両制御部８は、車両感知部９と接続されて、車両の状態、すなわち、車両駐
車ブレーキ作動信号、エンジンチェックまたはタイヤ圧力センサーなど車両状態を感知す
る車両感知部９などの信号に基づいて、運転者に警告をするための前記実施形態における
クラス分類による警告動作を行うこともできる。
【０１０９】
　前記実施形態は本発明を説明するための一例に過ぎず、本発明はこれらに制限されるこ
となく、様々な構成が採用可能である。
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