
(57)【要約】
【目的】自動車レース、カートレース等に使用するヘル
メットにドライバーが必要な情報（時間、回転数、速
度）を発光体により光の色、又は位置で知らせるように
したヘルメットである。
【構成】ヘルメットのバイザー に発光体ユニット 、
ヘルメット に時計スタート用タッチセンサスイッチ

、伸縮自在ケーブル を設け、制御ボックス で任意
に設定された数値になると発光体が光るようにし、その
光の色、位置を分けることによって知りたい情報を得る
ことを特徴とする。



【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】ヘルメットのバイザー に発光体ユニット

を取付け予めセットした時間、エンジン回転数、及び
速度等の表示を光によって人に伝えるようにしたヘルメ
ット。
【請求項２】時間、回転数、及び速度は数字または発光
体の光の色、又は位置を分けることによって人に伝え
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本考案の全体図

【図２】本考案の発光体の取付図
【符号の説明】
．ヘルメット本体    ．バイザー    ．発光体ユ

ニット
．時計スタートスイッチ  ．伸縮自在ケーブル    
．制御ボックス
．時計回路          ．演算回路    ．設定部

▲１０▼．電源部        ▲１１▼．入力回路      ▲
１２▼．出力回路
▲１３▼．表示部

【図１】
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【図２】

  
─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成６年１２月２日
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正内容】
【書類名】      明細書
【考案の名称】  時間、エンジン回転数及び速度を光で
表示するヘルメット
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項】  ヘルメット本体１と、該ヘルメット本体に
取り付けられるバイザー部２と、該バイザー部に使用者
が視認可能のように取り付けられる発光体ユニット３
と、時間を計測するための時計のスタート用タッチセン
サ４と、上記発光ダイオードユニットを動作させるため
の制御ボックス６と、上記発光ダイオードユニット及び
上記制御ボックスを接続させる伸縮自在ケーブル５と、
からなり、
上記発光体ユニット３は、時間の所定の設定値となった
場合に光表示する第１発光体と、回転数の所定の設定値
となった場合に光表示する第２発光体と、速度の所定の
設定値となった場合に光表示する第３発光体とからな
り、上記第１、第２及び第３発光体は、ヘルメット使用
者に各々個別的に識別されて認識され、
上記制御ボックス６は、予め所定の時間、所定の回転数
及び所定の速度が設定される設定部９と、速度信号及び
回転数信号を入力する入力回路１１と、所定の時間を入
力する時計回路７と、上記入力回路及び上記時計回路か

ら入力されるデータと上記設定部に設定された設定値と
を比較演算する演算回路８と、該演算回路の結果を出力
する出力回路１２とを備え、
所定の上記各設定値に達した時に上記各発光体が光表示
されることを特徴とする時間、エンジン回転数及び速度
を光で表示するヘルメット。
【請求項２】  上記第１、第２及び第３発光体がヘルメ
ット使用者に各々個別的に識別されて認識される手段
は、該第１、第２及び第３発光体の発光色が各々異なる
請求項１記載の、時間、エンジン回転数及び速度を光で
表示するヘルメット。
【請求項３】  上記第１、第２及び第３発光体がヘルメ
ット使用者に各々個別的に識別されて認識される手段
は、該第１、第２及び第３発光体の各々配置される場所
が異なる請求項１又は２記載の、時間、エンジン回転数
及び速度を光で表示するヘルメット。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施例に係るヘルメットの全体説明図であ
る。
【図２】本実施例で用いる制御ボックスの構成を示す説
明図である。
【符号の説明】
１；ヘルメット本体、２；バイザーぶ、３；発光体ユニ
ット、４；時計スタートスイッチ、５；伸縮自在ケーブ
ル、６；制御ボックス、７；時計回路、８；演算回路、
９；設定部、１０；電源部、１１；入力回路、１２；出
力回路、１３；表示部。
【手続補正４】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図

【補正方法】変更
【補正内容】

【図  １】 【図  ２】
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【考案の詳細な説明】

【０００１】【産業上の利用分野】

      この考案は従来の自動車レース用等のヘルメットに時間、回転数、及び速

      度を光で表示し人に伝えるようにしたヘルメットである。

【０００２】【従来の技術】

      従来のヘルメットは、人間の安全のみを考えたものでその他の機能を発光

      体等の光で表示できるものがなかった。

【０００３】【考案が解決しようとする課題】

      時間、回転数、速度等の情報をヘルメットに集中的に光表示することによ

      り特に自動車レース等でドライバーの知りたい情報を、ダッシュボードパ

      ネルを見ることなく光で知らせるようにしたものである。

      本考案は、次のような課題が解決できる。

    （イ）  前方に視線を向けたまま知りたい情報が伝わるためドライバー自身

          の安全性を高めることができる。

    （ロ）  マシンのオーバーレブ（回転数オーバーによるエンジン破損）を防

          ぐことができる。

    （ハ）  ラップタイムをドライバー自身で測定可能になるので、そのためピ

          ットクルーが不要になる。

  また、時間表示機能の内ストップウオッチとして使用できるようヘルメット本

体外部にタッチセンサスイツチ を設けて、ドライバー自身がストップウオッチ

の操作ができるようにする。この機能によりサーキット周回毎の走行が予め設定

した目標時間内かどうかを知ることができるようにした。

【０００４】【問題を解決するための手段】

  ヘルメットバイザー部 の外部に発光体ユニット を取付ける。

  発光ダイオードユニット には予めセットした時間を光表示するための緑色の

発光体と、予めセットした回転数を光表示するための赤色の発光体、及び予めセ

ットした速度を光表示するための黄色の発光体を取付ける。

  この内、時間を計測するための時計のスタート用タッチセンサスイッチ は、

ヘルメット本体 外部の操作しやすい位置に取付け、ドライバー自身が操作でき
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るようにする。

  発光体ユニット を動作させる制御ボックス は、ヘルメット本体外に取付け

ヘルメットとは伸縮自在ケーブル によって接続される。

  本考案は、以上のような構成からなるヘルメットである。

【０００５】【作用】

  回転数と速度については、制御ボックス で予めセットした数値以上になると

発光体が光るようにしているが、時間に付いては時計のスタート用タッチセンサ

スイッチ を押すことによりラップタイム、延べ走行時間等を測定することがで

きる。

【０００６】【実施例】

  以下、本案の実施例について説明する。

（イ）  ヘルメット 及びバイザー に図（１）のごとく発光体ユニット タッ

チセンサスイッチ 、及び伸縮自在ケーブル を取付ける。

（ロ）  制御ボックス 内では、車輪から出される速度信号とエンジンから出さ

れる回転信号、及び時計スタート用タッチセンサスイッチ から来る信号を受け

て、予め設定された数値と比較演算し各発光体への出力信号を制御する。

（ハ）  制御ボックス 内は、時計回路 、演算回路 、設定部 、電源部▲１

０▼、入力回路▲１１▼、出力回路▲１２▼、表示回路▲１３▼と７つの回路機

能で構成されており、入力、出力ケーブルでヘルメット、エンジン、及び車輪に

接続されている。

  なお取付場所はドライバーシート付近の安全な場所とする。

【０００７】【考案の効果】

  本案は以上のような構成で、これによる効果は次のようなものである。

（イ）  時計機能を使用する場合

  時計スタート用タッチセンサスイッチ を押し、制御ボックス 内の時計回路

をスタートさせる。その後制御ボックス 内で予め設定した時間がくると発光体

ユニット の緑が点灯しドライバーに知らせる。

  例えば、サーキット等でコントロールライン通過時点で、タッチセンサスイッ

チ を押して、次にコントロールラインを通過するまでに発光体の緑が点灯した
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場合は、予め設定した時間内にサーキットの周回ができなかったことになり、ド

ライバーに対し設定時間より遅れていることを知らせる。

（ロ）  回転数表示機能を使用する場合

  制御ボックス で予め設定した回転数以上にエンジン回転が上がると、発光体

の赤が点灯しエンジンの極限状態を知らせ、オーバーレブによるエンジンの破損

を防止する。

（ハ）  速度表示機能を使用する場合

  制御ボックス で予め設定した速度以上になると、発光体の黄が点灯しドライ

バーに知らせる。

  例えば、サーキット等で苦手なコーナーの練習走行をする場合など、コーナー

進入速度を予め設定しておけば設定速度を光で知らせてくれるため、スピードメ

ーターを見る必要がなく安全性の高い練習走行ができる。

  

【提出日】平成６年１２月２日

【手続補正３】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正内容】

【考案の詳細な説明】

      【０００】】

    【産業上の利用分野】

  この考案は従来の自動車レース用等のヘルメットに時間、回転数及び速度等を

光で表示し人に伝えるようにしたヘルメットである。

      【０００２】

    【従来の技術】

  従来のヘルメットは、人間の安全のみを考えたものであり、その他の機能を発

光体等の光で表示できるものがなかった。

      【０００３】
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    【考案が解決しようとする課題】

  本考茶は、上記必要性に鑑みてなされたものであり、時間、回転数及び速度を

ヘルメットに集中的に光表示することにより、特に自動車レース等でドライバー

の知りたい情報を、ダッシュボードパネルを見ることなく光で知らせるようにし

たものである。

      【０００４】

    【課題を解決するための手段】

  本第１考案のヘルメットは、ヘルメット本体１と、該ヘルメット本体に取り付

けられるバイザー部２と、該バイザー部に使用者が視認可能のように取り付けら

れる発光体ユニット３と、時間を計測するための時計のスタート用タッチセンサ

４と、上記発光ダイオードユニットを動作させるための制御ボックス６と、上記

発光グイオードユニット及び上記制御ボックスを接続させる伸縮自在ケーブル５

と、からなり、

  上記発光体ユニット３は、時間の所定の設定値となった場合に光表示する第１

発光体と、回転数の所定の設定値となった場合に光表示する第２発光体と、速度

の所定の設定値となった場合に光表示する第３発光体とからなり、上記第１、第

２及び第３発光体は、ヘルメット使用者に各々個別的に識別されて認識され、上

記制御ボックス６は、予め所定の時間、所定の回転数及び所定の速度が設定され

る設定部９と、速度信号及び回転数信号を入力する入力回路１１と、所定の時間

を入力する時計回路７と、上記入力回路及び上記時計回路から入力されるデータ

と上記設定部に設定された設定値とを比較演算する演算回路８と、該演算回路の

結果を出力する出力回路１２とを備え、所定の上記各設定値に達した時に上記各

発光体が光表示されることを特徴とする。

  上記第１、第２及び第３発光体がヘルメット使用者に各々個別的に識別されて

認識される手段は、該第１、第２及び第３発光体の発光色が各々異なるものとす

ることができる。

  上記第１、第２及び第３発光体がヘルメット使用者に各々個別的に識別されて

認識される手段は、該第１、第２及び第３発光体の各々配置される場所が異なる

ものとすることができる。
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  本考案は、例えば、以下に示すような構成からなるヘルメットとすることがで

きる。即ち、ヘルメットバイザー部２の外部に発光体ユニット３を取付ける。

  発光ダイオードユニット３には予めセットした時間を光表示するための緑色の

発光体と、予めセットした回転数を光表示するための赤色の発光体、及び予めセ

ットしだ速度を光表示するための黄色の発光体を取付ける。このうち、時間を計

測するための時計のスタート用タッチセンサスイッチ４は、ヘルメット本体１外

部の操作しやすい位置に取付け、ドライバー自身が操作できるようにする。そし

て、発光体ユニット３を動作させる制御ボックス６は、ヘルメット本体外に取付

けヘルメットとは伸縮自在ケーブル５によって接続される。

      【０００５】

    【作用及び考案の効果】

  回転数と速度については、制御ボックス６で予めセットした数値以上になると

発光体が光るようにしている。そして、時間については、時計のスタート用タッ

チセンサスイッチ４を押すことにより、ラップタイム、延べ走行時間等を測定す

ることができる。

  従って、本考案は、次のような作用及び効果を有する。

（イ）前方に視線を向けたまま知りたい情報が伝わるため、ドライバー自身の安

全性を高めることができる。

（ロ）マシンのオーバーレブ（回転数オーバーによるエンジン破損）を防ぐこと

ができる。

（ハ）ラップタイムをドライバー自身で測定可能になるので、そのためピットク

ルーが不要になる。

（ニ）時間表示機能のうち、ストップウォッチとして使用できるようヘルメット

本体外部にタッチセンサスイッチ４を設けているので、ドライバー自身がストッ

プウォッチの操作ができる。従って、この機能により、サーキット周回毎の走行

が、予め設定した目標時間内かどうかを知ることができる。

      【０００６】

    【実施例】

  以下、本考案の実施例について、図１及び図２に基づいて具体的に説明する。
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  ます、ヘルメット１及びバイサー部２に、図１の如く発光体ユニット３、タッ

チセンサスイッチ４及び伸縮自在ケーブル５を取り付ける。そして、制御ボック

ス６内では、車輪から出される速度信号と、エンジンから出される回転信号、及

び時計スタート用タッチセンサスイッチ４から来る信号を受けて、予め設定され

た数値と比較演算し、各発光体への出力信号を制御する。

  この制御ボックス６は、時計回路７、演算回路８、設定部９、電源部１０、入

力回路１１、出力回路１２及び表示回路１３の７つの回路機能で構成されており

、入力、出力ケーブルでヘルメット、エンジン、及び車輪に接続されている。尚

、この制御ボックスの取付場所は、ドライバーシート付近の安全な場所とする。

      【０００７】

  本実施例のヘルメットは以上のような構成のため、これによる効果は次のよう

なものである。

（イ）時計機能を使用する場合

  時計のスタート用タッチセンサスイッチ４を押し、制御ボックス６内の時計回

路をスタートさせる。その後、制御ボックス６内で予め設定した時間がくると発

光体ユニット３の緑が点灯しドライバーに知らせる。

  例えば、サーキット等でコントロールライン通過時点で、タッチセンサスイッ

チ４を押して、次にコントロールラインを通過するまでに発光体の緑が点灯した

場合は、予め設定した時間内にサーキットの周回ができなかったことになり、ド

ライバーに対し設定時間より遅れていることを知らせることができる。

（ロ）回転数表示機能を使用する場合

  制御ボックス６で予め設定した回転数以上にエンジン回転が上がると、発光体

の赤が点灯し、エンジンの極限状態を知らせるので、オーバーレブによるエンジ

ンの破損を防止できる。

（ハ）速度表示機能を使用する場合

  制御ボックス６で予め設定した速度以上になると、発光体の黄が点灯しドライ

バーに知らせる。

  例えば、サーキット等で苦手なコーナーの練習走行をする場合など、コーナー

進入速度を予め設定しておけば、設定速度を光で知らせてくれるため、スピード
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メーターを見る必要がなく、安全性の高い練習走行ができる。
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