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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両用のルームミラーに装着する装着アダプタであって、
　ルームミラーの運転席から見て、ルームミラーの運転席側と反対側に凸面鏡を設け、
　ルームミラーの運転席側に、表示機能付き電子装置をルームミラーを覆う形態で取り付
け、
　前記表示機能付き電子装置をそのメカニカル操作ボタンまたはタッチ操作部位がルーム
ミラーの中央部支持点側であってミラー面に向かって押圧するように前記装着アダプタを
配置することを特徴とする装着アダプタ。
【請求項２】
　前記表示機能付き電子装置の平面部が車両の進行方向に対してほぼ直角になるような装
着部を有することを特徴とする請求項１に記載の装着アダプタ。
【請求項３】
　請求項１に記載の前記凸面鏡と前記装着アダプタを一体としたことを特徴とする前記表
示機能付き電子装置の装着アダプタ。
【請求項４】
　前記表示機能付き電子装置の平面部が車両の進行方向に対してほぼ直角になるような装
着部を有することを特徴とする請求項３に記載の装着アダプタ。
【請求項５】
　請求項１から請求項４の装着アダプタを用いた車両用のルームミラーへ表示機能付き電
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子装置を取り付ける方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示機能付き小型電子装置を自動車等の車両のルームミラーに装着するアダ
プタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年スマートフォンが普及し、これを用いたナビゲーションや各種案内が自動車内で利
用することが出来るようになってきた。通常の車両インストルメントパネルにはこのよう
なスマートフォンを後付けするような構造になっていない。従って図５のようにインスト
ルメントパネル上にアダプタ９００を取り付け、更にこのアダプタにスマートフォン等の
表示機能付き電子装置Ｄを取り付けるような構造になっていた。
【０００３】
　このような方法では、表示機能付き電子装置Ｄの操作がステアリングに邪魔されること
、表示機能付き電子装置の操作面までの距離が遠く操作しにくいこと及び表示機能付き電
子装置を操作したときにこの表示機能付き電子装置Ｄが動いてしまいうまく操作ができな
いという問題点があった。　
【０００４】
　さらにこのような方法では、運転者のアイポイントから表示機能付き電子装置までの距
離が８０ｃｍから９０ｃｍの距離になり、一般的な表示機能付き電子装置の表示が小さく
視認性が悪いという問題点が有った。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、運転者の視認性と操作性を向上させた、車両内に表示機能付き電子装置を取
り付ける装着アダプタ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】
【０００６】
　上記目的を達成するための第１発明の装着アダプタは、
　車両用のルームミラーに装着する装着アダプタであって、
　ルームミラーの運転席から見て、ルームミラーの運転席側と反対側に凸面鏡を設け、
　ルームミラーの運転席側に、表示機能付き電子装置をルームミラーを覆う形態で取り付
けることを特徴とする。
【０００７】
　第１発明の装着アダプタによれば、以下の効果を発現する。
　本発明では、表示機能付き電子装置を装着アダプタを使用してルーミミラーに取り付け
している。運転者の操作範囲内に表示機能付き電子装置が配置されているので、運転者の
操作の邪魔になるものは無く、表示機能付き電子装置を大変容易に操作ができる。
　ルームミラーとフロントウインドガラスとの取り付け関係は、１００ｇ程度の重量を有
する表示機能付き電子装置を取り付けても車両振動や表示機能付き電子装置の操作により
ぶれることは少ない。しかも表示機能付き電子装置は操作しやすい。また車室内のデザイ
ンも従来の取り付け方法（図５参照）に比較し大幅に改善され、美しい車室内の外観を実
現することが出来る。
　さらにルームミラーの面積は表示機能付き電子装置により約半分になってしまうが、残
りの面積に凸面鏡を装着しているので、運転者は後方全てを見ることが出来る。
【０００８】
　第２発明の装着アダプタは、第１発明において、前記表示機能付き電子装置の平面部が
車両の進行方向に対してほぼ直角になるような装着部を有することを特徴とする。
【０００９】
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　第２発明の装着アダプタによれば、表示機能付き電子装置は車両の進行方向に対して直
角に向けることができる。従って表示機能付き電子装置に装着されているカメラを車両進
行方向に向けることが出来る。これにより車両前方の撮影が可能になり、車両前方の状態
をカメラでの撮影と撮影画像の確認が容易になる。さらに夜間後方車両のヘッドライトが
表示機能付き電子装置の画面に反射されることがないという効果もある。
【００１０】
　第３発明の装着アダプタは、第１発明または第２発明において、前記表示機能付き電子
装置をそのメカニカル操作ボタンまたはタッチ操作部位がルームミラーの中央部支持点側
になるように前記装着アダプタに配置することを特徴とする。
【００１１】
　第３発明の装着アダプタによれば、表示付き電子装置のメカニカルＳＷまたはタッチ操
作部位（タッチＳＷ）をルームミラー支持点に近づけることにより、このＳＷを操作した
とき表示機能付き電子装置のぶれ、ルームミラーのぶれを低減することが出来る。従って
運転者が表示機能付き電子装置を安定して操作でき、誤操作を少なくすることが出来る。
表示機能付き電子装置は、運転者のアイポイントから４５ｃｍから５０ｃｍの位置に取り
付けられる。それにより５インチ程度の画面が小さい表示機能付き電子装置でも大変見や
すくなる。センターコンソールに装着された７インチナビゲーション表示装置とアイポイ
ントまでの距離は約８０ｃｍ程度であり、両表示の視認角度は本発明によりルームミラー
の場所に装着した５インチの表示装置とほぼ同じになる。
【００１２】
　第４発明の装着アダプタは、第１発明に記載の前記凸面鏡と前記装着アダプタを一体と
したことを特徴とする。
【００１３】
　第４発明の装着アダプタによれば、第１発明と同様の効果を発現する。
【００１４】
　第５発明の装着アダプタは、第４発明において、前記表示機能付き電子装置の平面部が
車両の進行方向に対してほぼ直角になるような装着部を有することを特徴とする。
【００１５】
　第５発明の装着アダプタによれば、第２発明と同様の効果を発現する。
【００１６】
　第６発明の装着アダプタは、第４発明または第５発明において、前記表示機能付き電子
装置をそのメカニカル操作ボタンまたはタッチ操作部位がルームミラーの中央部支持点側
になるように前記装着アダプタを配置することを特徴とする。
【００１７】
　第６発明の装着アダプタによれば、第３発明と同様の効果を発現する。
【００１８】
　第７発明の表示機能付き電子装置の取付方法は、第１発明から第６発明の装着アダプタ
を用いた車両用のルームミラーへ前記表示機能付き電子装置を取り付けることを特徴とす
る。
【００１９】
　第７発明の装着方法によれば、第１発明と同様の効果を発現する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の装着アダプタを用いてルームミラーに表示機能付き電子装置を取付けし
た状態を表示する説明図。
【図２】本発明の装着アダプタによる表示機能付き電子装置の取付方法の説明図。
【図３】本発明の装着アダプタの実施例１の説明図。
【図４】本発明の装着アダプタの実施例２の説明図。
【図５】車室内に表示機能付き電子装置を取付けする従来方法の説明図。
【発明を実施するための形態】
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【００２１】
　以下、図面を参照して本実施形態に係る表示機能付き電子装置の装着アダプタ及びその
使用方法について説明する。
【００２２】
　図１は、本発明の装着アダプタを用いてルームミラーに表示機能付き電子装置を取り付
けした状態を表示する説明図であり、図２は本発明の装着アダプタ１００による表示機能
付き電子装置Ｄの取付方法の説明図であり、図３は本発明の実施例１の装着アダプタ１０
０の説明図であり、図４は本発明の実施例２の装着アダプタ２００の説明図であり、図５
は車室内に表示機能付き電子装置Ｄを取付けする従来方法の説明図である。
【００２３】
　図１は、本発明の装着アダプタ１００を使用し表示機能付き電子装置Ｄを車両のルーム
ミラーＲに取付けした状態を示している。本図は、実施例１の装着アダプタ１００を使用
した状態を表示している。実施例２の装着アダプタ２００を使用した状態も同様である。
尚括弧内は、実施例２に相当する部材の符号である。図示の通り車両のルームミラーＲの
運転席から見て運転席側に表示機能付き電子装置Ｄが設けられている。表示機能付き電子
装置Ｄは、以下「表示装置Ｄ」と略称する。表示装置Ｄは、スマートフォン等の公知の表
示装置を利用することができる。表示装置Ｄは、その操作部位ＭがルームミラーＲの中央
側に配置され、表示部Ｆはその反対側になるように配置される。これにより運転者は、表
示装置Ｄに表示されている画像情報が見易く、また操作部位Ｍのメカニカル操作ボタン、
タッチＳＷ等を押して操作する際に表示装置Ｄが動くことが無く、安定した姿勢を確保す
ることができる。
　また運転者は、ルームミラーで車両の後部の状況を確認する必要がある。ルームミラー
Ｒの半分程度が表示装置Ｄにより覆われている。そのために運転者が、ルームミラーＲで
後部を確認しやすくするためにルームミラーＲの表示装置Ｄで覆われていない部分には凸
面鏡１６０（２６０）が設けられている。
【００２４】
　図２は、本発明の装着アダプタ２００（１００）による表示装置Ｄの取付方法及び使用
方法の説明図である。本図は、実施例２の装着アダプタ２００を使用した状態を表示して
いる。実施例１の装着アダプタ１００を使用した状態も同様である。尚括弧内は、実施例
１に相当する部材の符号である。本図は、車両の上部から運転者と本発明の装着アダプタ
を使用してルームミラーに取付けした表示装置Ｄの位置関係を示した説明図である。この
図に示すように本発明の装着アダプタは、表示装置ＤをルームミラーＲに取り付ける場合
に表示装置Ｄが車両の進行方向に対して直角に向くようにテーパ状（楔状）の装着部分２
３０（１３０）が設けられている。テーパ状の装着部分は表示装置Ｄに装着されたカメラ
Ｃから車両前方を撮影できるように撮影の邪魔にならない形状になっている。
　また図１と同様運転者は、ルームミラーで車両の後部の状況を確認する必要があるので
、ルームミラーＲの表示装置Ｄで覆われていない部分には凸面鏡２６０（１６０）が設け
られている。
【００２５】
　本発明の装着アダプタ１００（２００）を利用し、ルームミラーＲに表示装置Ｄを装着
すれば上記の問題は解消され、表示装置Ｄを安全に視認しやすくしかも操作性が良好に使
用することができる。
【００２６】
　本発明の装着アダプタ１００（２００）の実施例について図３及び図４により説明する
。尚本発明の装着アダプタは、以下に説明する実施例に限定されるものではなく、ルーム
ミラーＲに表示装置Ｄを取り付け可能にするものは全て含まれる。
【実施例１】
【００２７】
　本実施例の装着アダプタ１００を図３により説明する。装着アダプタ１００は、ルーム
ミラーＲに表示装置Ｄを取り付け可能にする構造を備えている。図面の都合上、表示装置
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Ｄは表示していない。装着アダプタ１００は、ルームミラーＲに装着可能にするためのミ
ラー装着部（ミラーへの挿入部）１１０と表示装置Ｄを取り付け可能にする表示装置の装
着部１２０が設けられている。本発明の装着アダプタ１００は、樹脂等の材料により容易
に成形加工することができる。ミラー装着部１１０は、装着アダプタ１００をルームミラ
ーＲに取り付けできるように、ルームミラーＲの半分程度が挿入できるように空洞部とな
っている。ルームミラーＲに本装着アダプタ１００を挿入後にネジ等で固定できるように
固定手段を設けても良い。表示装置の装着部１２０は、表示装置ＤがそのカメラＣが露出
するようになっている。図３のカメラ露出部分に相当する。これにより、表示装置Ｄを装
着アダプタ１００に取り付けした場合、カメラＣは装着アダプタから露出しているので、
車両前方風景を表示装置Ｄのカメラで撮影でき、運転者がその映像も見ることができるよ
うなっている。また表示装置の装着部１２０は、テーパ部１３０上に設けられている。こ
れにより、装着アダプタ１００は、ルームミラーＲに挿入した状態で運転者が表示装置Ｄ
を車両の進行方向と直角に見ることができるようになっている。表示装置の装着部１２０
には突当部１４０と鍔部１５０があり、表示装置Ｄを挿入し突当部１４０まで押し当てれ
ば取り付けは完了する。挿入した表示装置Ｄを固定する固定手段を適宜設けることもでき
る。また予め装着アダプタ１００に表示装置Ｄを挿入した状態でルームミラーに取り付け
ることでも良い。
【００２８】
　このように本実施例の装着アダプタ１００によりルームミラーＲに表示装置Ｄを取り付
けすると、ルームミラーＲの半分程度はミラーの機能は無くなってしまう。このため運転
者が車両後部を確認しやすくするためにルームミラーＲの表示装置Ｄで覆われていない部
分に凸面鏡１６０を取り付けしている。凸面鏡１６０は、本実施例では装着アダプタ１０
０とは別体になっている。凸面鏡１６０は、ルームミラーＲに接着テープ等で取り付けす
ることでも良い。
【実施例２】
【００２９】
　本実施例の装着アダプタ２００を図４により説明する。図４は、装着アダプタ２００に
表示装置Ｄを取付けした状態も表示している。本実施例は、表示装置Ｄを取り付け可能に
する表示装置の装着部２２０と凸面鏡２６０を一体化した構成である。その装着アダプタ
２００をルームミラーＲに取付けする。取り付け方法は接着テープ等で貼り付けることで
も良い。本装着アダプタは、実施例１同様、樹脂等の材料により容易に成形加工すること
ができる。表示装置の装着部２２０は、表示装置Ｄが収納できる大きさが必要である。ま
た表示装置の装着部２２０は、テーパ部２３０上に設けられている。これにより、装着ア
ダプタ２００は、ルームミラーＲに取り付けした状態で表示装置Ｄを車両の進行方向と直
角にできる。さらに装着アダプタに表示装置Ｄを取付けした場合、カメラＣが露出するよ
うになっている。これにより、車両前方風景を表示装置ＤのカメラＣで撮影でき、運転者
がその映像も見ることができるようなっている。表示装置の装着部２２０には突当部２４
０と鍔部２５０があり、表示装置Ｄを挿入し突当部２４０まで押当てれば取り付けは完了
する。挿入した表示装置Ｄの固定手段を適宜設けることもできる。
【００３０】
　また実施例１と同様、装着アダプタ２００の表示装置の装着部２２０と反対側に凸面鏡
２６０を設けている。これにより運転者が車両後部を確認しやすくなっている。
【００３１】
　本発明は、実施例１及び実施例２に示すように、装着アダプタ１００（２００）を使用
し表示装置ＤをルームミラーＲに取り付ける構成としました。図５に示す従来方法により
表示装置Ｄを配置した場合は、運転者が表示装置Ｄを操作する際にステアリングが邪魔に
なり操作がしにくく、さらに運転者がアイポイントを下に向けなくてはならないため車両
の安全走行の面でも問題があった。このような問題が、全て本発明により解消された。
【符号の説明】
【００３２】
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　　１００　　本発明の装着アダプタ（実施例１）
　　１１０　　ミラー装着部
　　１２０　　表示装置の装着部
　　１３０　　テーパ部
　　１４０　　突当部
　　１５０　　鍔部
　　１６０　　凸面鏡
　　２００　　本発明の装着アダプタ（実施例２）
　　２２０　　表示装置の装着部
　　２３０　　テーパ部
　　２４０　　突当部
　　２５０　　鍔部
　　２６０　　凸面鏡
　　Ｄ　　　　表示機能付き電子装置（略称：表示装置）
　　Ｆ　　　　表示部
　　Ｍ　　　　操作部位
　　Ｒ　　　　ルームミラー
　　Ｃ　　　　カメラ
　　９００　　従来品の装着アダプタ
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