
JP 2012-516271 A 2012.7.19

10

(57)【要約】
　エレクトロクロミック（EC）ガラスエレメント（303
）および電気部品を取り付けるためのプリント回路基板
（603）を含む車両バックミラー組立体（600）。液晶デ
ィスプレイ（LCD）（615）は、プリント回路基板（603
）に取り付けられ、その一方で、複数の発光ダイオード
（LED）（608）は、またバックライトを提供するために
LCD（603）の下の同じプリント回路基板にも取り付けら
れる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレクトロクロミック（EC）ガラスエレメント；
　電気部品を取り付けるためのプリント回路基板；
　プリント回路基板に取り付けられた液晶ディスプレイ（LCD）；および、
　バックライトを提供するためにLCDの下のプリント回路基板に取り付けられた複数の発
光ダイオード（LED）、
を含む車両のバックミラー組立体。
【請求項２】
　エレクトロクロミック（EC）ミラーエレメント；
　プリント回路基板（PCB）；
　PCBに取り付けられ、かつECエレメントを介して突出する液晶ディスプレイ（LCD）；
　PCBの上に取り付けられ、かつLCDバックライトを提供するためのマトリックス配置で配
置された複数の発光ダイオード（LED）
を含む自動車ミラー組立体であって；および、
　LCDは、安全な車両操作を増強するために、ドライバーに少なくとも1つのドライバー補
助機能を提供する、自動車ミラー組立体。
【請求項３】
　エレクトロクロミック（EC）ミラーエレメント；
　プリント回路基板（PCB）；
　ECミラーエレメントを介して情報を示すためのPCBに接続された液晶ディスプレイ（LCD
）；
　LCDに電力を提供するためのバスバー；
　LCDバックライトを提供するためにPCBに取り付けられたマトリックス配置に形成された
複数の発光ダイオード；
　LCDによって発光されるRFエネルギーからPCBに対するシールディング部品のためにPCB
に接地された無線周波数（RF）シールド；
　バスバーからRFシールドへの接地接続を提供するためのエラストマー導体、
を含むドライバーに増強されたドライバー補助機能を提供するためのバックミラー組立体
であって；および、
　LCD上に示されるドライバー補助機能は、LCD上に所望の情報量だけを示すように、サイ
ズを動的にスケール変更できる、バックミラー組立体。
【請求項４】
　エレクトロクロミック（EC）ガラスエレメント；
　電気部品を取り付けるためのプリント回路基板；
　プリント回路基板に接続された液晶ディスプレイ（LCD）；
　バックライトを提供するためにLCDの下のプリント回路基板に取り付けられた複数の発
光ダイオード（LED）、
を含むLCDディスプレイを介して少なくとも1つのドライバー補助機能をドライバーに提供
するためのバックミラー組立体であって；および、
　ドライバー補助機能は、LCD上でドライバーに示され、かつドライバー補助機能のタイ
プに基づいてサイズがスケール変更される、バックミラー組立体。
【請求項５】
　エレクトロクロミック（EC）ガラスエレメント；
　電気部品を取り付けるためのプリント回路基板；
　プリント回路基板に取り付けられたメイン液晶ディスプレイ（LCD）；
　バックライトを提供するためにLCDの下のプリント回路基板に取り付けられた複数の発
光ダイオード（LED）；および、
　ドライバーにメインLCDを形成させるためのボタンバーディスプレイアクチュエータ、
を含む車両バックミラー組立体。
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【請求項６】
　LCD上に提示される情報が所望の情報量だけを示すように動的にスケール変更できる、
請求項1、2または5に記載のミラー組立体。
【請求項７】
　複数のLEDがマトリックス配列に配置される、請求項1、4または5に記載のミラー組立体
。
【請求項８】
　LCDに向けて光を反射するための複数のLED上に配置されたリフレクターをさらに含む、
請求項1、4または5に記載のミラー組立体。
【請求項９】
　LCDと複数のLEDとの間に配置された少なくとも1つの光学フィルムをさらに含む、請求
項1、2、4または5に記載のミラー組立体。
【請求項１０】
　LCDによって発光されるRFエネルギーを含むために少なくとも1つのシールドをさらに含
む、請求項1、4または5に記載のミラー組立体。
【請求項１１】
　電力をバスバーに提供するためにECガラスエレメントに接続されたバスバーをさらに含
む、請求項1、4または5に記載のミラー組立体。
【請求項１２】
　LCDのためにRF接地接続を提供するための伝導性エラストマーエレメントをさらに含む
、請求項1、4または5に記載のミラー組立体。
【請求項１３】
　RF接地接続を提供するためにバスバーとRFシールドとの間に配置された伝導性エラスト
マーのエレメントをさらに含む、請求項1または5に記載のミラー組立体。
【請求項１４】
　LCDに電力を供給するバスバーとプリント回路基板に接地された少なくとも1つのシール
ドとの間に接地接続を提供するために伝導性エラストマーエレメントをさらに含む、請求
項1、4または5に記載のミラー組立体。
【請求項１５】
　ドライバーにLCDを配置させるためのボタンバーディスプレイアクチュエータをさらに
含む、請求項1または4に記載のミラー組立体。
【請求項１６】
　ボタンバーディスプレイアクチュエータがLCDの一部である、請求項15に記載のミラー
組立体。
【請求項１７】
　ボタンバーディスプレイアクチュエータが第2のLCDを利用する、請求項15に記載のミラ
ー組立体。
【請求項１８】
　LCDが車線離脱検出、前方衝突警告、非常ブレーキ検出、ドライバー減退モニタリング
、交通速度標識認識、歩行者保護、運転間隔モニタリング、暗視、車間距離制御、視野範
囲拡大、死角検出および後部カメラディスプレイ（RCD）の群から少なくとも1つを含むド
ライバー補助機能を示すように作動する、請求項1または5に記載のミラー組立体。
【請求項１９】
　LCDに電力を提供するための少なくとも1つのバスバー；および、
　PCBに接地接続を提供するためのバスバーと無線周波数（RF）シールドとの間に配置さ
れたエラストマー導体、
をさらに含む、請求項2に記載のミラー組立体。
【請求項２０】
　導電性エラストマーがRFエネルギーに低インピーダンスを提供する、請求項3または19
に記載のミラー組立体。
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【請求項２１】
　LCDの後方に向けて光を反射するための複数のLED上に配置されたリフレクターをさらに
含む、請求項2または3に記載のミラー組立体。
【請求項２２】
　リフレクターが各々複数のLEDの1つを収容する複数のくぼみを含む、請求項1または5に
記載のミラー組立体。
【請求項２３】
　リフレクターが各々複数のLEDの1つを収容する複数のくぼみを含む、請求項21に記載の
ミラー組立体。
【請求項２４】
　それぞれ複数のくぼみの1つが少なくとも1つの反射壁を含む、請求項22に記載のミラー
組立体。
【請求項２５】
　複数のくぼみのそれぞれが少なくとも1つの反射壁を含む、請求項21に記載のミラー組
立体。
【請求項２６】
　それぞれ複数のくぼみの1つが少なくとも1つの反射壁を含む、請求項8に記載のミラー
組立体。
【請求項２７】
　少なくとも1つの光学フィルムが輝度強化フィルム（BEF）である、請求項9に記載のミ
ラー組立体。
【請求項２８】
　ドライバーがLCDを構成できるために、ECミラーエレメントの下に配置されたボタンバ
ーディスプレイアクチュエータをさらに含む、請求項2または3に記載のミラー組立体。
【請求項２９】
　ボタンバーディスプレイアクチュエータがLCDの一部である、請求項28に記載のミラー
組立体。
【請求項３０】
　ボタンバーディスプレイアクチュエータが第2のLCDを利用する、請求項28に記載のミラ
ー組立体。
【請求項３１】
　ドライバー補助機能が車線離脱検出器、前方衝突検出器、非常ブレーキ検出器、ドライ
バー減退モニタリング検出器、交通速度標識認識検出器、歩行者保護検出器、運転間隔モ
ニタリング検出器、暗視検出器、車間距離制御検出器、視野範囲拡大検出器、死角検出お
よび後部カメラディスプレイ（RCD）の群から少なくとも1つを含む、請求項2に記載のミ
ラー組立体。
【請求項３２】
　リフレクターが、それぞれ複数のLEDの1つを入れ子になっている複数のくぼみを含む、
請求項21に記載のミラー組立体。
【請求項３３】
　LCDと複数のLEDとの間に配置された少なくとも1つの輝度強化フィルム（BEF）をさらに
含む、請求項3に記載のミラー組立体。
【請求項３４】
　ドライバーがLCDを構成できるために、第2のLCDを利用するボタンバーディスプレイア
クチュエータをさらに含む、請求項3に記載のミラー組立体。
【請求項３５】
　バックミラーが内部バックミラーである、請求項3に記載のミラー組立体。
【請求項３６】
　ドライバー補助機能が車線離脱検出器、前方衝突検出器、非常ブレーキ検出器、ドライ
バー減退モニタリング検出器、交通速度標識認識検出器、歩行者保護検出器、運転間隔モ
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ニタリング検出器、暗視検出器、車間距離制御検出器、視野範囲拡大検出器、死角検出お
よび後部カメラディスプレイ（RCD）の群から少なくとも1つを含む、請求項3に記載のミ
ラー組立体。
【請求項３７】
　ドライバー補助機能が車線離脱警告、車間距離制御前方衝突警告、非常ブレーキ、ドラ
イバー減退モニタリング、交通速度標識認識、歩行者保護および車両死角検出から少なく
とも1つを含む、請求項4に記載のミラー組立体。
【請求項３８】
　リフレクターがそれぞれ複数のLEDの1つが入れ子になっている複数のくぼみを含む、請
求項8に記載のミラー組立体。
【請求項３９】
　それぞれ複数のくぼみの1つが少なくとも1つの反射壁を含む、請求項38に記載のミラー
組立体。
【請求項４０】
　RFアースを提供するためにバスバーとRFシールドとの間に配置された伝導性エラストマ
ーエレメントをさらに含む、請求項4に記載のミラー組立体。
【請求項４１】
　ボタンバーディスプレイアクチュエータが別々のLCDである、請求項15に記載のミラー
組立体。
【請求項４２】
　ボタンバーディスプレイアクチュエータがECガラスエレメントの下にさらなる情報を示
すためにメインLCDを利用する、請求項5に記載のミラー組立体。
【請求項４３】
　ボタンバーディスプレイアクチュエータが第2のLCDである、請求項5に記載のミラー組
立体。
【発明の詳細な説明】
【発明の概要】
【０００１】
　バックライトは、液晶ディスプレイ（LCD）に使用される照明の形態である。バックラ
イトは、LCDの前に置かれる前灯と異なり、ディスプレイパネルの側方または後方からLCD
を照射する。バックライトは、小さなディスプレイにおいて低光条件における可読性を高
めるために、並びにコンピュータディスプレイおよびLCDテレビにおいて陰極線管（CRT）
ディスプレイに類似の様式で光を生成させるために使用される。典型的なLCDバックライ
トは従来は冷却陰極蛍光灯（CCFL）であった。しかし、発光ダイオード（LED）が、一般
的なバックライト技術としてますます主流になりつつある。
【０００２】
　現在、LEDバックライトは、小型で安価なLCDパネルにおいて最も一般に使用されている
。LEDの技術、パッケージング、および材料における最近の進歩は、LEDの明るさを劇的に
増大させ、それにより、LEDはLCDバックライトを含むあらゆる種類の照明で使用されるよ
うになった。LEDバックライトの課題は、まずLEDデバイス自体から、次いでディスプレイ
組立体から熱を取り除くことである。LCDの性能以外に、バックライトは大抵、ディスプ
レイの画質に影響を及ぼす最も重要な技術である。非常に強い明るさが望まれる場合に白
熱電球バックライトを使用し得るが、白熱電球の使用は、例えば寿命が限定され、発生す
る熱量が高いため、電球をディスプレイから離して取り付けなければならないなど、多く
の欠点を有する。ここ数年で、小型カラーLCDディスプレイはより広範な製品に組み込ま
れてきている。カラーディスプレイは、一昔前は電子製品において高価なものと考えられ
ていたが、現在では初歩的製品で標準的に採用されている。幸いにも、LCDカラーディス
プレイの原価が規模の経済（スケールメリット）によってその生産コストが下がったこと
で、多くの異なる種類の電子製品および機器に組み込まれるようになった。
【０００３】
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　カラーLCDディスプレイは、あらゆる照明環境において適切に見ることができるように
、典型的には白いバックライトを必要とする。このバックライトサブシステムは大抵の場
合、高輝度の白LEDの配列、光を分配するディフューザ、および得られた電力を調節され
た定電流に変換しLEDを駆動するバックライトドライバーからなる。バックライトに必要
なLEDの数は大抵、ディスプレイのサイズによって決まる。LEDの場合、光源出力が電流と
比例し、また、LEDが非常に急なI-V曲線を有することから、LEDは典型的にLCDディスプレ
イの一縁部全体に分配されるため、均一な照明を確保するにはLEDを通る電流を厳密に適
合させることが重要である。加えて、ユーザが明るさを調整し、環境光の条件に合わせて
補正できるように、ソフトウェア制御が必要である。LEDのカラーポイントは、LEDを通る
電流に応じてシフトし得るので、一般には、LED電流を固定値に設定し、平均的光出力を
減少させるようにLEDをパルス幅変調する。コストと性能との適切なバランスを実現する
ため、小型カラーLCDディスプレイを組み込む場合は、設計で考慮すべき多数の要因があ
る。
【０００４】
　小型LCDディスプレイはまた、自動車ミラーなどの自動車用途に関して使用されてきた
。種々のタイプの自動車ミラーディスプレイを示す適用例は、米国特許番号6,870,655；6
,737,630；6,572,233；6,552,326；6,420,800；6,407,468；6,346,698；6,170,956；5,88
3,605；および5,825,527、「Vehicle Rearview Assembly Including A Display for Disp
laying Video Captured by a Camera and User Instructions」の表題の米国特許出願第1
2/193,426号、並びに「Discrete LED Backlight Control for a Reduced Power LCD Disp
lay System」の表題の米国特許出願第12/196,476号において示され、これらはすべて同一
出願人Gentex Corporationに与えられ、参照によりその全体が本明細書に援用される。自
動防眩バックミラーに直接設置されるビデオディスプレイの通常の例は、それが後部カメ
ラディスプレイ（RCD）と対にされる場合である。この適用において、ディスプレイは車
両後部の全景をリアルタイムで示す。車両がバックギアに入れられると、LCDディスプレ
イがミラーガラスを介して自動的に現れる。車両がその他のいずれかのギアに入れられる
と、ディスプレイが消える。操作の際、60mmのLCDまたはそれに似たものが、ミラーの反
射面を介して現れる。その結果、ドライバーに有用な直観的な位置に明るい高解像度のデ
ィスプレイが表示されることになる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　本発明に関する主題は、明細書を完結させる請求項の部分において特に指摘かつ明確に
主張されているものである。本発明は、そのさらなる目的および利点とともに、添付の図
面と合わせて記載されている以下の記述を参照することにより最もよく理解することがで
き、図面中において同様の数字は同様の部品を表す。
【図１】本発明の態様に従ったバックライトを有する自動車ミラー組立体の正面斜視図で
ある。
【図２】図1で示した自動車ミラー組立体の後部斜視図である。
【図３】図1に示した自動車ミラー組立体の上部分解斜視図である。
【図４】本発明の態様に使用されるような回路基板の上部斜視図である。
【図５】図4で示した回路基板組立体の底面斜視図である。
【図６Ａ】図1に示すバックライトを有する自動車ミラー組立体における、上部分解斜視
図である。
【図６Ｂ】図1に示すバックライトを有する自動車ミラー組立体における、底面分解斜視
図である。
【図７】本発明の態様によるLCDバックライト組立体の分解斜視図である。
【図８】図6に示したリフレクターの斜視図である。
【図９】本発明の態様に従って自動車ミラー組立体に使用されるような導電性エラストマ
ーパッドの側面斜視図である。
【図１０】図9に示した導電性エラストマーパッドの上部斜視図である。
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【図１１】図9に示した導電性エラストマーパッドの拡大側面斜視図である。
【図１２】本発明の他の態様によるクリップオンクリップの拡大側面図である。
【図１３】本発明のさらに他の態様によるクリップが接地した組立体の拡大斜視図である
。
【図１４Ａ】本発明のさらにもう一つの態様に従って低インピーダンス接地接続を提供す
ることに使用するためのクリップの図である。
【図１４Ｂ】本発明のさらにもう一つの態様に従って低インピーダンス接地接続を提供す
ることに使用するためのクリップの図である。
【図１４Ｃ】本発明のさらにもう一つの態様に従って低インピーダンス接地接続を提供す
ることに使用するためのクリップの図である。
【図１４Ｄ】本発明のさらにもう一つの態様に従って低インピーダンス接地接続を提供す
ることに使用するためのクリップの図である。
【図１５】本発明の態様による車両のバックミラーに関連して使用される車線離脱警告ド
ライバー補助機能の図解である。
【図１６】本発明の態様による車両のバックミラーに関連して使用される車間距離適応走
行ドライバー補助機能の図解である。
【図１７】本発明の態様による車両のバックミラーに関連して使用される前方衝突警告・
非常ブレーキドライバー補助機能の例証である。
【図１８】本発明の態様による車両のバックミラーに関連して使用されるドライバー運転
能力減衰ドライバー補助機能の図解である。
【図１９】本発明の態様による車両のバックミラーに関連して使用される交通標識認識ド
ライバー補助機能の図解である。
【図２０】本発明の態様による車両のバックミラーに関連して使用される歩行者認識およ
び暗視ドライバー補助機能の図解である。
【図２１】本発明の態様による車両のバックミラーに関連して使用される死角警告ドライ
バー補助機能の図解である。
【図２２】本発明の態様による車両のバックミラーに関連して使用される後部カメラディ
スプレイのドライバー補助機能の図解である。
【図２３】本発明の態様におけるさらなる機能を提供するために再設定可能なボタンバー
を使用するミラーの図解である。
【図２４Ａ】図23に示した再設定可能なボタンバーの種々な態様の断面図を図示する。
【図２４Ｂ】図23に示した再設定可能なボタンバーの種々な態様の断面図を図示する。
【図２４Ｃ】図23に示した再設定可能なボタンバーの種々な態様の断面図を図示する。(
発明の詳細な説明)
【０００６】
　本発明による態様を詳細に記述する前に注意すべきことは、本態様が主にLCDのための
バックライトを含む自動車ミラー組立体に関する方法工程および装置部品の組み合わせに
属することである。従って、装置部品および方法工程は、本発明の態様を理解するのに妥
当である具体的な詳細だけを示した図面において、適切な場合には従来の記号によって表
したため、詳細についての開示は不明瞭でなく、本明細書に記述される利益を有する当業
者にとって容易に理解できるであろう。
【０００７】
　この文書において、第1および第2、上部および底面などの関係する用語は、1つの実体
または作用を、もう一つの実体または作用から単に区別するために使用され得、このよう
な実体または作用の間の実際のどのような関係または順位をも、必然的に要求し、または
暗示するものでもない。用語「含む」、「含むこと」、またはその他の任意の変形は、非
独占的包含をカバーすることが意図される：エレメントの一覧を含むプロセス、方法、物
品または装置は、これらのエレメントのみを含むのではなく、このようなプロセス、方法
、物品または装置に明白にリストされていない、または固有でないその他のエレメントを
含んでいてもよい。「一つの・・・を含む」（“comprises . . . a”）に続くエレメン
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トは、さらなる制約なしで、このエレメントを含むプロセス、方法、物品または装置にお
けるさらなる同一のエレメントの存在を妨げない。
【０００８】
　図1は、本発明の態様に従ったバックライトを有する自動車ミラー組立体100の正面斜視
図である。自動車ミラー組立体は、上部ベゼル105および底面ベゼル107によって形成され
るミラーベゼル103の中に配置されたミラーエレメント101を含む。センサカバー109は、
ミラーガラス101の中に配置され、かつミラーエレメント101とともに使用されるエレクト
ロクロミックガラスシート（図示せず）の反射率を調節するために動作する光センサ（図
示せず）をカバーするために動作する。車両を運転するドライバーを補助するためのコン
パス、温度計またはその他の電子デバイスを挿入するために、中空空間または空所（図示
せず）がまた、ミラーに使用され得る。図1に示されていないが、ベゼルは、自動車ミラ
ー組立体の種々の機能を調節するために動作する、1つ以上のボタンまたはその他のアク
チュエータを含んでいてもよい。
【０００９】
　同様に、図2は、図1において示した自動車ミラー組立体の後部斜視図である。ベゼル20
1がミラー筐体103に接続される場合のミラー組立体200を示してある。回動可能な軸205は
、ミラー筐体203を自動車フロントガラスに固定するために使用される調節可能なウェッ
ジマウント207と組み合わせて使用される。軸205およびウェッジマウント207は、ドライ
バーがリアガラスウインドウを介してドライバーの後ろにある対象物を見るために、ミラ
ーを所望の位置に動かすことができるように作動する。
【００１０】
　図3は、図1に示した自動車ミラー組立体の上部の分解図である。自動車ミラー組立体30
0は、ミラーガラス303の上に配置されたベゼル301を含む。ミラーガラス303は、光がミラ
ーガラス303を通過して反射検出器305に向かうことが可能な開口部305を含む。反射検出
器305およびLCD 307は、回路基板311上に配置され、回路基板311に電力を供給するために
後部コネクタ312を使用する。マウンティングファスナー313は、ミラー筐体315内に部品
を固定するために、後部コネクタ312の後ろにおいて使用される。ファスナー313は、空所
またはくぼみ316および輪郭領域318を有する筐体315の中で入れ子になっている。当業者
に明らかなように、回路基板311、ミラー303およびベゼル301などの部品のそれぞれは、
くぼみ316の中に収まるようぴったり適合する。ファスナー317は、前面ガラス（図示せず
）に付着するためのマウント321と嵌合する軸319まで延びている筐体315の後部に接続さ
れる。レンズ323は、光、イメージ、または車両の運転においてドライバーを補助するた
めに使用され得るその他のデータを検出するために、筐体の背後における開口部（図示せ
ず）に光が入ることを可能にするように動作する。レンズ323は、LCDの明るさおよびECの
グレア感光性を調節する目的で環境光レベルを検出するために使用される光センサに環境
光を向ける。
【００１１】
　図4は、回路基板組立体上に取り付けられたLCDの上部斜視図である。回路基板組立体40
0は、支持面を提供するために支持体プレート403の下に配置されたプリント回路基板401
を含む。LCD 405は、複数の発光ダイオード（LED）（図示せず）が液晶のエレメントを照
射するLCDのバックライトのためにLCD 405の背後に配置される場合、任意の外部のドータ
ーボード等を使わずに、回路基板に取り付けられる。同様に、図5は、図4において示した
回路基板組立体の底面斜視図である。回路基板組立体500は、ミラーおよびそのユーザの
機能性を提供するために使用される種々の機械部品および電子部品で占有された回路基板
501を含む。雄型コネクタ505は、種々の電子部品503、並びにLCDに電力を供給するために
使用される。シールドアセンブリ507は、LCDの背後において、無線周波数（RF）発光が、
回路基板上または車両の中のその他の部品と干渉することを防止するために使用される。
【００１２】
　図6Aおよび図6Bは、図1に示したバックミラー組立体において使用するためのLCD組立体
の上部および底面分解図である。LCD組立体600は、LCDによって発光されるRF放射を遮断
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するための後部シールド601を含む。プリント回路基板603は、電子部品604、並びに部品6
04およびLCDに電力を提供するための雌型コネクタ606を取り付けるために使用される。リ
フレクター605は、プリント回路基板603の下に配置され、かつ複数のLED 608の光を反射
するために使用される。ディフューザ607は、リフレクター605に隣接して配置され、LCD 
613の後部面全体により均一な、または柔らかい光を提供するために、LED配列体からの光
を拡散し、広げ、または散乱させるように動作する。当業者に明らかなように、光学ディ
フューザは、光を拡散させるために異なる方法を使用し、すりガラスディフューザ、テフ
ロンディフューザ、ホログラフィックディフューザ、オパールガラスディフューザおよび
グレイドガラスディフューザを含み得る。第1の光学フィルム609および第2の光学フィル
ム611は、ディフューザの前に配置され、そしてLCD 613とともに使用されたときに退出角
度調節を介して明るさを増強させるために、LCDパネルについて主に使用される薄いポリ
エステル地材料を使用して製造される。輝度強化フィルム（BEF）は、光が再利用される
場合、使用可能な光をビューアの方へ屈折させ、そして残りの光のほとんどをディスプレ
イのある後部へ反射させる。90°にて交差する2つのBEFを使用することによって、視角は
、ディスプレイの明るさを最高60%まで増加させることができる。90°にて交差する2枚の
シートを使用して、ディスプレイの明るさは最高120%まで増加し得るが、視角は、プリズ
ムの外形によって影響され得る。
【００１３】
　LCD 613は、典型的にはカラーLCDであり、液晶で満たされ、かつ光源バックライトまた
はリフレクター605の前に配列される任意の数のカラーまたはモノクロ画素によって構成
される、薄く平らなパネルの形に作られた電子的に調整された光学デバイスである。これ
は、プラズマまたは陰極線管（CRT）ディスプレイと比較して、少ない量の電力を使用す
るので、多くの電子デバイスにおいてよく利用される。フロントシールド615は、任意のR
F放射を含むためのフロントシールド601でLCD組立体を覆うために使用される。最後に、
さらに本明細書に記述されるように、圧縮または組み立てられた状態のときにLCD組立体6
00の支持面を提供するために、支持体プレート617が導電性エラストマー618と組み合わせ
て使用される。導電性エラストマー618は、LCD組立体600における部品の間に、優れたDC
およびRF電圧アースを提供する。最後に、反射レンズ619は、支持体プレート内の開口部
に入る光を、プリント回路基板603上に位置する光センサ（図示せず）用に拡散するため
に使用される。
【００１４】
　図7は、本発明の態様によるLCDバックライト組立体の分解図である。本明細書に注目さ
れるように、LCDバックライト組立体700は、バックライトを提供するためのLED 703の配
列を有するプリント回路基板701を含む。バックシールド702は、プリント回路基板701の
下側の電子部品を分離するために使用される。配列のサイズおよびレイアウトはLEDの6×
10グリッド配列として示したが、LEDの用途、スタイルおよび／またはタイプ、並びにLCD
 707に関連するLEDの操作に依存した目的に合わせることができる。リフレクター705は、
所定パターンにおいて最大量の光を投射するためのLED 703上で適合するように構成され
ている。LCD 707をバックライトで照らすための最大光投射を提供するために、配列にお
けるLEDのそれぞれがリフレクター705の中に作製されるチャンバーと入れ子になるように
リフレクター705が配置される。LCD 707はドライバーにイメージを提供するためにリフレ
クター705の上部に配置され、その一方で、フロントシールド709は、LCD 707の操作の間
、発生され得るRF放射を調整するよう動作する。
【００１５】
　図8は、図6A、図6Bおよび図7に示したリフレクターの斜視図である。リフレクター800
は、反射くぼみ801のマトリックスを含み、各くぼみは、LED放射部分（図示せず）がくぼ
みに突出することを可能にするための開口部803を含む。各くぼみ801は、クロムなどの高
度に反射する表面で塗られ、または装われている側壁805および後壁面807を含み、これら
はそれぞれのくぼみ801の外側の方向に向かって光を反射するために動作する。実質的に
四角の側壁で示したが、くぼみはまた、丸くても、および／または放物線状に成形されて
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もよいことは、当業者に明らかであろう。これによって、LCDをバックライトで照らすた
めに個々のLEDの光を特異的な位置に投射させることができる。この配置は、バックライ
トプロセスの間に不均一な光の投射から暗い点または「死の」点が作成され得るような光
の散乱を減少させる。リフレクター800は、さらに、フレーム811に突出する1つ以上の固
定クリップを含み、プリント回路基板などのその他の部品で強固な位置にリフレクターを
保つことができる。
【００１６】
　完全に組み立てられた状態にあるときに、LCDによって提供されるRF放射を含むために
、ミラー上における、前後のRFシールドと接地接続との間に形成される優れた電気的接続
が重要である。先行技術のミラーデザインにおいて、エレクトロクロミック（EC）エレメ
ントに対する電気的接続は、回路基板とECエレメントとの連続性を確立するために、その
ワイヤーの各末端上にコネクタをもつ電気的なワイヤーを使用した。多くの場合に、ワイ
ヤーは、プリント回路基板上の種々の部品に電力を供給するために使用されるエレメント
バスバーに直接はんだ付けされた。この種のワイヤーおよびコネクタの組み合わせは、低
直流抵抗を有するが、RFエネルギーに高インピーダンスをも提供した。プリント回路基板
側に雄型コネクタが取り付けられることによりワイヤーハーネスが製造され、そしてオペ
レータは回路基板およびエレメントバスバーにワイヤーハーネスのプラグを差し込まなけ
ればならなかった。使用において、オペレータがワイヤーハーネスを取り付けたときにワ
イヤーハーネスがミラー筐体内に慎重に送られなかった場合、ワイヤーは容易にダメージ
を受け得る。1つの例は、筐体支持体リブと回路基板との間に入っているワイヤーであっ
てもよく、この場所ははさまれ得るために、最終的にワイヤーを開放させ、または通電を
破壊させる可能性があった。EC防眩ミラーエレメントが、無線周波数（RF）においてかな
り十分に大きい伝導性金属層を含む場合、これらの金属層はRFエネルギーを放射するデバ
イスに容量的に結合できる。これにより、ECミラーエレメントはまた、非励振ラジエータ
またはアンテナとしても作動できるだろう。接地されていないままのこの非励振アンテナ
は、ミラー組立体におけるマイクロプロセッサおよびその他の電子部品によって生成され
るRFエネルギーを放射できる。RFエネルギーのこの伝播によって、ミラーは厳密なRF放射
要件を満たさなくなる。
【００１７】
　RFエネルギーの伝播または放射をなくすために、エレクトロクロミック防眩ミラー素子
の伝導性金属層は、ミラーのエレクトロニクスアースへの接続で無線周波数の低インピー
ダンス接続を有しなければならない。無線周波数にて、電気エネルギーが導体の表面上に
移動するので、インピーダンスを最小化するために大きな表面領域が必要とされる。無線
周波数にて十分に低いインピーダンスを達成するために、相当に大きな直径のワイヤーが
必要とされるだろう。大きな直径のワイヤーのサイズおよび重量のため、並びにこの大き
なワイヤーに合わせるのに必要な大きなコネクタのため、大きなワイヤーはミラー筐体に
おいて使われるのに実用的でない。その代わりに、無線周波数にて低インピーダンス接続
を作りだすために、銅合金またはその他の金属の薄くて広い片を回路基板およびエレメン
トバスバーにはんだ付けできる。しかし、この解決法における問題は、大きな金属片をは
んだ付けできる適切な温度まで加熱することが困難であるということである。その上、い
ったんワイヤーが適所にはんだ付けされると、はんだ接合部に損傷を与えることなく、あ
るいは「コールド」はんだ接合を生じさせずに、はんだを冷却するのに十分な時間、銅合
金またはその他の金属の薄くて広い片を適所に保つのは困難である。
【００１８】
　図9、図10および図11は、本発明の態様に従って使用される導電性エラストマーパッド
の種々の図を図示する。図9は、自動車ミラー組立体に使用される導電性エラストマーパ
ッドの側面斜視図である。図10は、導電性エラストマーパッドの上部斜視図である。図11
は、図9に示した導電性エラストマーパッドの側面の拡大斜視図である。直流電流（DC）
およびRF周波数の両方において低抵抗および低インピーダンスの電気的接続を提供するた
めに、図9に図示した自動車ミラー組立体は、ECエレメントバスバーとLCD用のシールドと
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の間に挟まれている伝導性エラストマー材料または「エラストマー」などの圧縮性の伝導
性パッドを利用する。図9-11に示したように、自動車ミラー組立体900は、第1の基板901
および第2の基板903を有するECエレメントを含んでおり、ECエレメントに電力を供給する
ために、第1の基板901と第2の基板903との間にエレメントバスバー905が配置される。EC
エレメントが非励振アンテナになることを防止するため、DCおよびRF周波数の両方にて低
インピーダンス接地経路を提供するために、伝導性エラストマーパッド907は、エレメン
トバスバー907およびLCDシールド909により電気的な接点を作るように配置される。LCDシ
ールド909の下に配置されるのは、バックライトLEDおよびその他の機械部品および電子部
品（図示せず）を取り付けるために使用されるプリント回路基板913である。組み立てら
れた状態にあるときに、プリント回路基板913は、支持物または支持体プレートに取り付
けられたエラストマーパッド907に圧縮力を提供する。これは、次に、エラストマーパッ
ド907をバスバー907に接続させることができる。作動の際に、RFエネルギーは、ECエレメ
ントの第1の基板901および第2の基板903からLCDシールド909まで効率的に短絡させことが
できる。LCDシールドは、プリント回路基板913上のアースに電気的に接続され、任意のマ
イクロプロセッサまたはフレックスケーブル（図示せず）が、ECエレメントで使用される
インジウムスズ酸化物（ITO）層とカップリングすること、および非励振アンテナとして
作用し得ることを防止する。
【００１９】
　導電性エラストマーパッド907は、ニッケルグラファイトの中に含浸されたシリコンエ
ラストマーなどで製造されてもよい。このようなパッドの１つの例は、Laird Technologi
es Corporation（Model #8861-0100-93）によって製造される。パッドの厚みは、バスバ
ー905とLCDシールド909との間の距離またはギャップ、並びにこれらの部品の間に必要な
圧縮量によって決定されるだろう。当業者に知られているように、銀（Ag）、銀／銅（Ag
／Cu）、銀／アルミニウム（Ag／AI）、銀／ニッケル（Ag／Ni）、銀／グラファイト（Ag
／GI）、炭素（C）、ニッケル／グラファイト（Ni／GI）などの種々の材料が、その導電
性を増強するために、パッドにおける充填剤として使用され得る。組み立てプロセスの間
に伝導性パッドを適当な状態に保つために、伝導性接着剤も使用できる。加えて、導電性
エラストマーはまた、圧縮性の発泡体または圧縮性のエラストマー上に適用される伝導性
繊維の形態をとることもできるが、これらは時間とともに腐食し、その材料の導電性を制
限し得るため、伝導性繊維は一般に導電性エラストマーよりも好ましいものではない。同
様に、発泡体様の材料もまた、高温における「ユニット式の」厚みが圧縮の喪失を生じさ
せることが想定されるため、好まれない。
【００２０】
　自動車ミラー組立体における低インピーダンスのRFアースを提供するための導電性エラ
ストマーパッド907の使用は、ワイヤーハーネスおよびコネクタの必要の減少、並びに製
造費全体の節約を含む、いくつかの異なる利点を提供する。加えて、はさまれたワイヤー
アースからの不連続性を取り囲む問題もまた除去される。組立ての際、エラストマーパッ
ド907は、多様な配置において取り付けられ得るため、最後の組み立てプロセスの際に、
バスバー905またはLCDシールド909に取り付けられることが可能であり、これにより、回
路基板とエレメントとの間にDCおよびRFにおいて低インピーダンスの電気的接続を提供し
、およびエレクトロクロミックエレメントが非励振アンテナになることを防止する。
【００２１】
　図12は、本発明の別の態様によるクリップオンクリップ組立体1200の拡大側面図である
。本態様において、クリップオンクリップ組立体1200は、はんだ可能な、銀メッキされた
メタルサポート1203に結合および／または接続される、伝導性の銀で被覆された中空のシ
リコーン突出である、圧縮性の伝導性パッド1201を含む。エラストマーパッド907とは対
照的に、圧縮性の伝導性パッド1201は、ECエレメント（図示せず）に向かいあう回路基板
1205の側部にはんだ付けできる。ECエレメントおよびPCB1205が組み立てられた状態のと
き、ミラーの正面／後部ハウジングは、圧縮性の伝導性パッド1201を係合し、これが平ら
なランディングエリア1209によりクリップ1207上へ押圧され得、これが回路基板1205から
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ECエレメントまで電気的に接続させるエレメントバスバークリップ1211上にパチンと留め
られる。エレメントバスバークリップ上で適合するバスバークリップ1211は、圧縮性の伝
導性パッドを整合させるための平らな領域上に伝導性の仕上げを有する、平らなランディ
ングエリア1213を含む。いくつかの状態下で、圧縮性の伝導性パッド1201がECエレメント
上のバスバー1215と直接接触され得る場合、その他の態様は平らなランディングエリア12
09を除去してもよい。この種の圧縮性の伝導性パッド1201を使用することにおける利点は
、最後の組み立てプロセスの間、伝導性パッド1201が回路基板の正常な処理において生じ
る予想外の乱用に耐え得るだろうということである。圧縮性のパッド1201がミスアライメ
ントに対して非常に大きな耐性を有するという事実からみて、かすかな損傷の機会さえ排
除し、長期間の耐久性に対する全体のポジティブな効果を有することになる。
【００２２】
　図13は、本発明のもう一つの別の態様によるクリップ接地組立体1300の拡大された斜視
図である。クリップ接地組立体1300は、ばね接点と組み合わせた「クリップオンクリップ
」配置を使用することにより、DCおよびRFエネルギーのための接地接続を提供するために
使われる。クリップ接地組立体1300は、ECエレメント1305のバスバー1303の端の上に摩擦
係合されるバスバークリップ1301を含む。バスバークリップ1301は、電気的接続を形成す
るために、エレメントバスバー1303をはさみ、かつシールド1307に押しつけられる。当業
者に明らかなように、バスバークリップ1301はS型であり、圧縮されるときに、いくらか
の弾性を提供する。バスバークリップ1301は、このような弾性を促進するために、段差ダ
イスで金属片原料から作製できる。接続界面表面は、伝導性の仕上げにめっきされてもよ
く、これにより腐食せず、またRF電圧における導電性にその他の障害を生じさせないだろ
う。この部分は、オペレータによってエレメントバスバー上に容易にパチンと留めること
ができる。この態様は、ECエレメントが非励振アンテナになることを防止する、PCBとEC
エレメントとの間の低インピーダンスのDCおよびRF電気的接続をもまた提供するだろう。
【００２３】
　図14Aおよび図14Bは、本発明のさらにもう一つの態様による低インピーダンス接地接続
の提供に使用されるクリップ1400の斜視図である。図14Cおよび図14Dは、図14Bにおいて
示したミラーおよびクリップ組立体が低インピーダンス接続を提供するように嵌合される
方法を図示する側面図である。このミラーおよびクリップ組立体1400を使用することによ
り、低インピーダンスRF接続部はまた、金属形成された接点を使用して、例えば金属片原
料から段付きダイスを使用して、作成できる。図14Aは、PCB 1405に接続された第1の部分
1403と、接続デバイス1409を係合するように構成されている第2の部分1407とを有するL字
状の導体1401を組み込んでいる、ミラー組立体およびクリップ組立体1400を図示する。
【００２４】
　図14Aにて図示したように、接続デバイス1409は、フランジ1413を使用してバスバー141
1と電気的に接続される。バスバー1411は、ミラー端1410に沿って延びている。本明細書
に記述されるように、バスバー1413は第1の基板1415および第2の基板1417で構成されるEC
反射エレメント1412に電力を提供するために使用される。反射エレメント1412が線1419に
沿って移動し、かつPCB 1405が線1421に沿って移動するように、または反射エレメント14
12だけが線1420に沿って移動するように、または回路基板1405だけが線1421に沿って移動
するように、L字状の導体1401が、接続デバイス1409のあらかじめ選択された部分と嵌合
し得る。L字状の導体1401の第2の部分1407は、図14Bにて図示したような横縁1424および
後縁1426によって接続される、複数の第1の下方へ曲げられたフィンガー1423と複数の第2
の上方へ曲げられたフィンガー1425との間に、その平らな導体を挿入することによって嵌
合する。係合するときに、L字状の導体1401は、摩擦で係合するため、下方へ曲げられた
フィンガー1423および上方へ曲げられたフィンガー1425内にはさまれ、確実な電気的接続
を確立する。図14Cおよび図14Dに示したように、フィンガーは、端1432から測定すると開
位置1428に、および閉位置1430にある。L字状の導体1401、下方へ曲げられたフィンガー1
423および上方へ曲げられたフィンガー1425は、接続において補助するための伝導性仕上
げを含むことができると考えられる。適切に嵌合されるときに、ミラーおよびクリップ組
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立体1400は、反射エレメント1412が非励振アンテナになることを防止するために、回路基
板1405と反射エレメント1412の間に低インピーダンスのDCおよびRFの電気的接続を提供す
る。
【００２５】
　シールドをDCアースに接続するという変形が必要とされる状況において、すなわち、バ
スバーとPCBとの間において、アウトドアエレクトロクロミック（OEC）ミラーのための負
極端子を回路アースから変更させないことが必要でもよい。この場合、DCアースからシー
ルドを分離する間に低RFインピーダンス接続を提供するために、シールドと回路アースと
の間にコンデンサを直列に配置できる。当業者は、各シールド接続位置にて、複数のRF周
波数が遮断されるであろう場合に低インピーダンス経路を可能にするために、複数のコン
デンサを並列に使用できると認識するだろう。各コンデンサは、DCを遮断する間にそのコ
ンデンサが非常に低いRFインピーダンスを達成する自己共振周波数を有する。次いで最善
のシールド性能を達成するように容量値を調整できる。
【００２６】
　自動防眩バックミラーに位置するLCDは、多くの機能を有する。例えば、バックアップ
カメラとともに使われるとき、ディスプレイは車両の後部の全景をリアルタイムで示す。
ディスプレイは、車両がリバースにシフトしたときに、自動的にミラーガラスを介して現
れる。そしてディスプレイは、車両がその他の任意のギアにシフトしたときに消滅する。
これは、道路交通情報およびより安全な運転環境をドライバーに提供するための多くのそ
の他の機能のために使用され得るようなミラーディスプレイの、ただ1つの適用例である
。LCD上に示される情報はまた、それがディスプレイの一定の領域だけに適合し得るよう
に、サイズが動的に変更され得る。従って、ドライバー補助情報とともに、全体の、およ
び／または完全な矩形画像が、必ずしも示される必要はない。ディスプレイは、アイコン
であってもよいし、または完全なグラフィックフォーマットであってもよい。
【００２７】
　The National Television Standards Committee（NTSC）は、画像形成装置から対応す
るディスプレイまでビデオ情報を伝達するために共通に利用されるアナログ信号を提供す
る。本発明の少なくとも1つの態様において、Analog Devices，Inc. から入手可能なp／n
 ADV7180のようなビデオデコーダは、少なくとも1つのNTSCアナログビデオ信号を受ける
ように構成され、かつOptrex Corporationから入手可能なp／n T-55229GD035HU-T-AENま
たはp／n T-55195GD024H-T-AENのようなLCDモジュールに接続されている。関連する態様
において、LCDモジュールは、Himax Technologies，Inc. から入手可能なp／n HX8224-A0
1のようなLCDデジタルドライバーを組み込む。少なくとも1つの態様において、LCD電圧／
信号タイミングがビデオデコーダによってLCDモジュールに提供される。もう一つの態様
において、LCD電圧／信号タイミングがLCDデジタルドライバーによってLCDモジュールに
提供される。関連する態様は、例えば、画像形成装置からNTSC信号を受信し、かつLCD上
にコンテントを表示するように構成されている車両バックミラー組立体において特に有用
である。関連する態様は、グラフィックオーバレイ、ビデオによって組み込まれる車両の
軌道を表示する線、例えばビデオデコーダにより受信する単一のNTSC信号の中に、例えば
画像形成装置から受信した車両の後方の景色を組み込む。対応するオーバレイは、画像モ
ジュール内で生成されてもよく、またはビデオデコーダによって最終的に受信するNTSC信
号を生成するために、別々のモジュールにおける画像形成装置からの信号と組み合わせら
れてもよい。好ましい態様において、ビデオデコーダ、LCDデジタルドライバー、LCD、こ
れらのサブコンビネーションまたはこれらのコンビネーションは、車両のバックミラー組
立体の筐体内に提供される。さらに好ましい態様において、ビデオデコーダ、LCDデジタ
ルドライバー、LCD、これらのサブコンビネーションまたはこれらのコンビネーションは
、共通のプリント回路基板上に組み込まれる。少なくとも1つの態様において、このハー
ドウェアの少なくとも一部分は、電気光学ミラーエレメントドライブ回路、並びに関連す
るグレアおよび／または環境光感知回路とともに提供される。
【００２８】
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　Techwell,Inc.から入手可能なp／n TW8816のようなビデオデコーダは、Toshiba Matsus
hita Display Technology Co., Ltd.から入手可能なp／n LTA035B3J0Fまたはp／n LT033C
A25000のようなLCDモジュールに接続される。関連する態様において、LCDモジュールは、
Toshiba Corporationから入手可能なp／n JBT6LE0（ソース）およびp／n JBT6LB1（ゲー
ト）のようなLCDデジタルドライバーを組み込む。少なくとも1つの態様において、LCD電
圧／信号タイミングは、ビデオデコーダによってLCDモジュールに提供される。少なくと
も1つの態様において、ビデオデコーダおよびCANバスインターフェースは、Freescale, I
ncから入手可能なp／n 9S08AW48、Renesasから入手可能な p／n R5F21207JFP、またはNEC
から入手可能なp／n UPD70F3370Aのようなマイクロコントローラーにさらに接続される。
【００２９】
　例えば、少なくとも1つの態様において、これらのサブコンビネーションまたはこれら
のコンビネーションは、所望のコンテントを表示するために提供される。これらの態様は
、画像形成装置から受信した車両の後方の景色のビデオ、例えば、内部で生成するオーバ
レイ情報を含むNTSC信号を受信して、その後オーバレイ情報または組み合わせたコンテン
トを表示するように構成されている車両のバックミラー組立体において特に有用である。
関連する態様は、静的指針、動的指針、動的駐車補助、後部クロスパス警報、運転上の指
示（すなわち、ホームリンク（Homelink））、および／または車両ステータス情報（すな
わち、コンパスヘッド、警告、情報、警報など）および／またはドライバー補助機能（す
なわち、車線離脱警告、車間距離制御、運転間隔モニタリングおよび調節など）を組み込
む。
【００３０】
　少なくとも1つの関連する態様において、LCDバックライトは、利用されるLCDの所望の
領域に依存的である。例えば、LCDの特定の領域においてビデオが表示されず、かつグラ
フィックのみを表示すべき場合、LCDのその他の部分と関連する他のバックライトは、防
眩されてもよく、または消光されてもよい。少なくとも1つの態様において、このハード
ウェアの少なくとも一部分は、電気光学ミラーエレメントドライブ回路、並びに関連する
グレアおよび／または環境光感知回路とともに提供される。好ましい態様において、ビデ
オデコーダ、LCDデジタルドライバー、LCD、マイクロプロセッサ、CANトランシーバー、
これらのサブコンビネーションまたはこれらのコンビネーションは、車両バックミラー組
立体の筐体の中に提供される。
【００３１】
　さらに好ましい態様において、ビデオデコーダ、LCDデジタルドライバー、LCD、マイク
ロプロセッサ、CANトランシーバー、これらのサブコンビネーションまたはこれらのコン
ビネーションは、共通のプリント回路基板上に組み込まれる。少なくとも1つの態様にお
いて、このハードウェアの少なくとも一部分は、共通のプリント回路基板上の電気光学ミ
ラーエレメントドライブ回路、並びに関連するグレアおよび／または環境光感知回路とと
もに提供される。
【００３２】
　Renesasから入手可能なp／n SH7264またはTexas Instrumentsから入手可能なp／n TMS4
80G202のようなグラフィック処理ユニット（GPU）は、例えば、Toshiba Matsushita Disp
lay Technology Co., Ltd.から入手可能なp／n LTA035B3J0Fもしくはp／n LT033CA25000
もしくはp／n LT033CA14000のようなLCDモジュールに接続される。関連する態様において
、LCDモジュールは、Toshiba Corporationから入手可能なp／n JBT6LE0（ソース）および
p／n JBT6LB1（ゲート）またはRenesasから入手可能なp／n R61509のようなLCDデジタル
ドライバーを組み込む。少なくとも1つの態様において、LCD電圧／信号タイミングは、LC
Dデジタルドライバー、GPUまたは外部LCDタイミングコントローラによって提供される。
【００３３】
　少なくとも1つの態様において、Techwell, Inc.から入手可能なp／n TW8816のようなビ
デオデコーダは、GPUに接続される。少なくとも1つの態様において、GPU、ビデオデコー
ダ、およびCANバスインターフェースは、例えば、Freescale, Inc.から入手可能なp／n 9
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S08AW48、Renesasから入手可能なp／n R5F21207JFP、またはNECから入手可能なp／n UPD7
0F3370Aのようなマイクロコントローラーにさらに接続される。少なくとも1つの態様にお
いて、これらのサブコンビネーションまたはこれらのコンビネーションは、所望のコンテ
ントを表示するために提供される。これらの態様は、画像形成装置から受信した車両の後
方の景色のビデオを含むNTSC信号、例えば、内部で生成するグラフィック情報、並びにそ
の後表示されるグラフィック情報または組み合わせたコンテントを受信するように構成さ
れている車両バックミラー組立体において特に有用である。関連する態様は、静的指針、
動的指針、動的駐車補助、後部クロスパス警報、運転上の指示（すなわち、ホームリンク
（Homelink））、および／または車両ステータス情報（すなわち、コンパスヘッド、警告
、情報、警報など）および／またはドライバー補助機能（すなわち、車線離脱警告、車間
距離制御、運転間隔モニタリングおよび調節など）を組み込む。
【００３４】
　少なくとも1つの関連する態様において、LCDバックライトは、利用されるLCDの所望の
領域に依存的である。例えば、LCDの特定の領域においてビデオが表示されず、かつグラ
フィックのみに表示すべき場合、LCDのその他の部分に関連する他のバックライトは、防
眩されてもよく、または消光されてもよい。LCDは、正面および後部の偏光子の吸収軸が9
0度に離れているようなノーマリーホワイトの構成でもよく、またはより好ましくは、正
面および後部の偏光子の吸収軸が平行であるようなノーマリーブラックでもよい。少なく
とも1つの態様において、このハードウェアの少なくとも一部分は、電気光学ミラーエレ
メントドライブ回路、並びに関連するグレアおよび／または環境光感知回路とともに提供
される。好ましい態様において、ビデオデコーダ、LCDデジタルドライバー、LCD、マイク
ロプロセッサ、CANトランシーバー、GPU、これらのサブコンビネーションまたはこれらの
コンビネーションは、車両バックミラー組立体の筐体内に提供される。
【００３５】
　さらに好ましい態様において、ビデオデコーダ、LCDデジタルドライバー、LCD、マイク
ロプロセッサ、CANトランシーバー、GPU、これらのサブコンビネーションまたはこれらの
コンビネーションは、共通のプリント回路基板上に組み込まれる。少なくとも1つの態様
において、このハードウェアの少なくとも一部分は、共通のプリント回路基板上の電気光
学ミラーエレメントドライブ回路、並びに関連するグレアおよび／または環境光感知回路
とともに提供される。
【００３６】
　Texas Instrumentsから入手可能なp／n DM6437のようなグラフィック処理ユニット（GP
U）は、例えば、Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd.から入手可能なp／n
 LTA035B3J0F、p／n LT033CA25000またはp／n LT033CA14000のようなLCDモジュールに接
続される。関連する態様において、LCDモジュールは、Toshiba Corporationから入手可能
なp／n JBT6LE0（ソース）およびp／n JBT6LB1（ゲート）またはRenesasから入手可能なp
／n R61509のようなLCDデジタルドライバーを組み込む。少なくとも1つの態様において、
LCD電圧／信号タイミングは、LCDデジタルドライバー、GPUまたは外部LCDタイミングコン
トローラによって提供される。
【００３７】
　少なくとも1つの態様において、Techwell, Inc.から入手可能なp／n TW8816のようなビ
デオデコーダはGPUに接続される。少なくとも1つの態様において、GPU、ビデオデコーダ
およびCANバスインターフェースは、Freescale社から入手可能なp／n 9S08AW48またはRen
esas社から入手可能なp／n R5F21207JFPまたはNECから入手可能なp／n UPD70F3370Aのよ
うなマイクロコントローラーにさらに接続される。少なくとも1つの態様において、これ
らのサブコンビネーションまたはこれらのコンビネーションは、所望のコンテントを表示
するために提供される。これらの態様は、1つ以上のNTSCまたは画像形成装置から受信し
た車両の後方の景色のビデオを受信する、例えば、内部でグラフィック情報を生成する、
イメージデータを知的処理する、並びにその後にグラフィック情報、画像情報または組み
合わせたコンテントを表示するように構成されている車両バックミラー組立体において特
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に有用である。関連する態様は、静的指針、動的指針、動的駐車補助、後部クロスパス警
報、運転上の指示（すなわち、ホームリンク（Homelink））、および／または車両ステー
タス情報（すなわち、コンパスヘッド、警告、情報、警報など）および／またはドライバ
ー補助機能（すなわち、車線離脱警告、車間距離制御、運転間隔モニタリングおよび調節
など）を組み込む。
【００３８】
　少なくとも1つの関連する態様において、LCDバックライトは、利用されるLCDの所望の
領域に依存的である。例えば、LCDの特定の領域においてビデオが表示されず、かつグラ
フィックのみを表示すべき場合、LCDのその他の部分と関連する他のバックライトは、防
眩されてもよく、または消光されてもよい。
【００３９】
　少なくとも1つの態様において、このハードウェアの少なくとも一部分は、電気光学ミ
ラーエレメントドライブ回路、並びに関連するグレアおよび／または環境光感知回路とと
もに提供される。好ましい態様において、ビデオデコーダ、LCDデジタルドライバー、LCD
、マイクロプロセッサ、CANトランシーバー、GPU、これらのサブコンビネーションまたは
これらのコンビネーションは、車両バックミラー組立体の筐体内に提供される。さらに好
ましい態様において、ビデオデコーダ、LCDデジタルドライバー、LCD、マイクロプロセッ
サ、CANトランシーバー、GPU、これらのサブコンビネーションまたはこれらのコンビネー
ションは、共通のプリント回路基板上に組み込まれる。少なくとも1つの態様において、
このハードウェアの少なくとも一部分は、共通のプリント回路基板上の電気光学ミラーエ
レメントドライブ回路、並びに関連するグレアおよび／または環境光感知回路とともに提
供される。
【００４０】
　作動の際に、少なくとも2つのビデオ信号が、対応する画像形成装置から個々に取り出
され得る。関連するビデオ処理装置は、ピクチャー・イン・ピクチャーディスプレイを提
供するように構成されている。少なくとも1つの関連する態様において、第1の画像形成装
置の視界は相対的に幅広の視界を提供し、その一方で、第2の画像形成装置は狭い視界を
提供する。後部視覚システムは、少なくとも1つの超音波センサによって対象物が検出さ
れたときに、第1の画像形成装置からの画像の中に第2の画像形成装置からの画像を自動的
に表示するために、超音波センサなどのさらなるセンサを組み込んでいてもよい。Advanc
ed Television Standards Committee（ATSC）は、画像形成装置から対応するディスプレ
イまでのビデオ情報の伝達のために、共通に利用されるデジタル信号を提供する。本発明
の少なくとも1つの態様においてATSC対応装置が提供されてもよいことは、当業者によっ
て理解されるべきである。本明細書に記述されるビデオおよびオーバレイディスプレイの
コンテントとともに、タッチスクリーンズーム／ナビゲーションを含むiPhoneまたはGoog
le Phoneの機能を車両バックミラー組立体の中に組み入れることは、本発明の範囲内であ
る。フィジカルオペレータインタフェースボタンと組み合わせてディスプレイ上に示した
「ソフトキー」は、「タッチスクリーン」デバイスとして構成されるベゼル、筐体の中に
配置されてもよい。任意のサブコンビネーションまたはこれらのコンビネーションは、要
望通りに、現在選択されている項目のメニューまたはメニューから選択されている情報を
ディスプレイ上に示すために利用されてもよい。所望の機能を提供するために、ソフトキ
ーに加えて、またはこれに代えてフィイジカルオペレータインタフェースを使用してもよ
いことは、当業者によって理解されるべきである。少なくとも1つの態様において、オペ
レータインタフェースは、音声認識システムを介して設定される；関連する組立体は、対
応する機能を提供するために適応された少なくとも1つのマイクロホンを含んでいてもよ
い。
【００４１】
　オペレータインタフェースはまた、ユーザが任意の所定のディスプレイのコンテントを
選択でき、そしてその状況下、特定のコンテントが生じるように、提供されてもよい。所
有者は、所定のビデオ信号の上方に重畳される4つほどの独特のレイヤーから選択する能
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力を与えられてもよい。少なくとも1つの態様において、ピクチャー・イン・ピクチャー
機能が提供されてもよい。ディスプレイのコンテントは、パーク、リバース、ニュートラ
ル、ドライブ、ロー（PRNDL）機構の機能であるように構成されていてもよく、または所
有者がリバース、ドライブ、パーク、エンジンオイルレベル、エンジンオイル寿命、エン
ジン温度、チェックエンジン、半ドア警告灯などの多数の車両入力の機能としてディスプ
レイコンテントを選択し得るように構成されていてもよい。同様に、車両がリバースに置
かれるときに、後部方向の景色のビデオとともに、9個のセクターの格子パターンがディ
スプレイの一部として構成されてもよい。関連する車両が、車両の後部上のソナーセンサ
などのさらなるセンサを備えるとき、ディスプレイは、対象物が検出されたときにディス
プレイのコンテントの中に、赤い三角形警告などのグラフィックを自動的に含むように構
成されていてもよい。
【００４２】
　少なくとも1つの態様において、ディスプレイの中の警告の位置は、例えば、対応する
センサによって所定の対象物が検出されたところに依存して、9個のセクターの1つの中に
自動的に現れてもよい。ビデオ、テキストおよびグラフィックスの任意のコンビネーショ
ンまたはサブコンビネーションが、任意の所定のディスプレイのコンテントの中に組み込
まれてもよいことを理解すべきである。本発明の少なくとも1つの態様において、対応す
る画像形成装置が非応答性であることが検出されるとき、または受容できない画像を提供
するときに、「遮断されたカメラモード」を青いスクリーンによって示してもよい。関連
する態様は、画像形成装置が機能しないことを示すために同様に機能するように適応され
ていてもよい。
【００４３】
　さらなる入力装置もまた、所定の期間、例えば5秒、連続的に押される場合に特定の機
能を提供するように構成されているボタンまたは一時的にあらかじめ定められた順序で押
され、かつ離されたときに特定の機能を提供するように構成されているボタンなどの、さ
らなるオペレータインタフェースを有する本発明によるバックミラー組立体に提供されて
もよいことは、当業者によって理解されるべきである。このようなオペレータインタフェ
ースを含む態様において、所与のボタンは、あらかじめ定められたイベントに依存する複
数の機能を有してもよい。イグニション状態および／またはダッシュ押しボタンなどの補
助入力は、カーエリアネットワーク（CAN）などの車両情報バスを介して伝達されてもよ
い。少なくとも1つの態様において、ビデオデコーダおよび／または特定用途向け集積回
路（ASIC）は、少なくとも1つのCANインタフェースにより提供される。本発明の任意の所
定の態様において、特定のディスプレイのコンテントは、ビデオ、静的オーバレイ、動的
および／または動的オーバレイにみえるように構成されている一連の静的オーバレイを含
んでいてもよいことを理解すべきである。任意の所定のオーバレイは、アルファベット文
字、数字、直線、曲線、接線、これらのサブコンビネーションまたはこれらのコンビネー
ションを含んでいてもよい。例えば、特定のディスプレイは、車両経路を絵のように表す
ステアリングホイール角度入力の関数である線を含む動的オーバレイとともに、対応する
画像形成装置から受信した車両の後部視界のビデオを含んでいてもよい。このディスプレ
イは、対応するリバースが選択されるときにのみアクティブになってもよい。あるいは、
別のディスプレイにおいて、オーバレイは、超音波センサの関数である線を含んでいても
よい。好ましい態様において、ステアリングホイール角度、リバース選択および超音波セ
ンサ情報などの入力は、CANバスなどの車両バスを介して得られる。
【００４４】
　本発明の少なくとも1つの態様において、組立体は、例えばファーストレスポンダー（
すなわち、OnStar、Syncなど）活性化；オイルおよびエアフィルターなどの一般的なメン
テナンスリマインダ／リセット指示；タイヤ空気圧警告；エンジンクーラント状態；半ド
ア警告灯；等の、一定の車両入力の状態に応じて、それら自身の中に、およびそれら自身
における、動的なベクタグラフィックスを有するオーバレイを含むように提供される。少
なくとも1つの関連する態様において、組立体は、相手先商標製品製造会社（OEM）および



(18) JP 2012-516271 A 2012.7.19

10

20

30

40

50

／または車両の所有者が、メモリ言語特異的に、好ましいグラフィックコンテントを含む
、好ましいテキストコンテントを含む、またはその他同種のオーバレイを書き込むことが
できる。少なくとも1つの態様において、特定のディスプレイを選択するプロセス、また
は組立体に新たなディスプレイを格納するプロセスは、ディスプレイおよび／または電気
光学エレメントの強度を制御するために利用されるアルゴリズムに非依存的である。タッ
チスクリーンディスプレイまたはオペレータインタフェースを有するディスプレイが、車
両システム運転、安全機能、非常接触システム、方向補助などの車両とのヒューマンイン
タフェースを増強するために構成されてもよいことを理解すべきである。
【００４５】
　さらに、ディスプレイ組立体は、独自のディスプレイを有するもう一つのデバイスの存
在を検出し、かつデバイスが表示するコンテントを自動的に模倣するように構成されて提
供される。この構成は、GPS、ナビゲーションおよびインターネット接続などの多くの機
能を提供するBluetooth技術を備えた携帯電話等のために特に有用である。完全なナビゲ
ーションシステムは、対応するディスプレイおよびオペレータインタフェースとともに提
供されてもよい。関連する態様において、所望の目的地に対する方向の段階的なテキスト
表示が提供される。少なくとも1つの関連する態様において、組立体は、音声手段を介し
て方向を提供するために、スピーカーとともに提供される。バックミラー組立体において
LCDを介してドライバーに提供されるドライバー補助機能は、以下を含むが、限定されな
い：
【００４６】
　（車線離脱警告）
　図15は、本発明の態様による車両のバックミラー組立体に関連して使用されるドライバ
ー補助機能である車線離脱警告の図解である。ディスプレイ1501は、区分線1503を図示し
、ニンジン1505a、1505bが車線区分線1503の間の距離を測定するためのイメージングテク
ノロジーによって調節されて、車両があらかじめ定められたいくつかの車線の境界の外側
にあるときを決定する。車線検出のドライバー補助機能は、路面標識を検出し、かつこれ
らの標識に関する種々の測定をシステムに提供する。実行される際、車線離脱警告検出は
、種々の車線区分線を検出するための検出および分類アルゴリズムと組み合わせた洗練さ
れたイメージフィルタリング技術を利用する。これらの標識は、実線、破線、ボッツ（Bo
tt's）ドットおよび二重線の標識を含み得るが、限定されない。これらの標識は、種々の
気象状況、並びにコンクリートおよびアスファルト表面などの路面のタイプ下において検
出されなければならない。
【００４７】
　この技術はまた、昼間、並びに夜間条件においても、白および黄色の車線区分線を同定
できる。車線区分線が見えることを考慮すると、これらの検出は、散乱、すなわち、道路
上の陰影、雨、降雪または任意のその他の障害の存在によって妨げられない。典型的な車
線検出アルゴリズムは、車両の車輪から車線区分線までの距離を測定すること、並びに車
線区分線のより詳細な説明、例えばその幅を提供できる。車線検出技術は、典型的には、
標識の側位、勾配および曲率を明らかにする3-パラメーター車線区分線モデルに基づく。
中心線の検出技術は、種々の適用例、主に車線離脱警告のために使うことができ、この場
合には意図せずに車線区分線を横断する前にドライバーがミラーディスプレイにおいて警
告を受ける。実行はまた、車線区分線に対する車両の横方向の速度の算出に基づいてもよ
い。
【００４８】
　警告メカニズムは、感度が調整されてもよい；例えば、システムは、車両が実際に車線
区分線を横ぎっている場合にのみ警告してもよく、または早期警戒を与えてもよい。警告
は道のタイプに適応してもよく、例えば、幅が狭い道の場合にはより緩やかにドライバー
に提供でき、またはドライバーにカーブを「カット」させることができる。システムイン
タフェースに応じて、ディスプレイは、意図せず車道を離脱するドライバーに警告するた
めに種々のタイプの警告をドライバーに提供でき、または眠気に関連する不規則な運転パ
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ターンをモニターすることによって、眠いドライバーに警報を提供できる。最後に、車線
離脱警告はまた、スタンドアロンアプリケーションとして、またはミラーディスプレイに
関連して使用されるより広範なソフトウェアアプリケーションにおける機能としても、供
給できる。車線離脱警報システムの例は、米国特許第7,095,567号、第7,206,697号および
第7,038,577号において記述され、これらは本明細書に参照により援用される。
【００４９】
　（車間距離制御）
　図16は、本発明の態様による車両のバックミラー組立体に関連して使用される車間距離
制御ドライバー補助機能1600の図解である。図解において、ディスプレイ1601は、主車両
によって使用される道1603および主車両の先頭といくらかの距離にある車両1605を表示す
る。車間距離制御（ACC）システムは、車両より前にあるものを感知し、それが同じレー
ンにあるかどうか決定し、かつ安全について行く距離を維持するように車両の速度を変化
させる。多数のACCシステムは、レーダおよびレーザ技術を使用し得るし、一方その他は
ステレオタイプ配置において多数のビデオカメラを使用する。単一のカメラに基づいたAC
Cシステムのための距離制御での進歩した成果もまた使用され得る。全ての場合において
、ACCシステムは、どれが「対象物」、すなわち別の車両であるか、およびどれが単に背
景の一部であるかを感知するために、車両の前方の景色の距離画像を利用し、または回収
するように機能する。パターン認識技術は、ACCシステムとともに動作し、単一のカメラ
の単眼処理を使用する、信頼でき、かつ安定な検出を行なうことを可能にする。
【００５０】
　作動の際に、検出範囲は、選択されたカメラの視界に基づいて変化する。例えば、50度
の横方向の視界は、90mから始まって120mまで続く検出範囲を提供する。システムは、最
大範囲を超えるまで（最小の範囲の制約はない）、対象物にロックする。システムが単眼
処理に基づくという事実にもかかわらず、スムーズな車両の制御のために、範囲および相
対速度の推定が十分な精度のレベルまで行われる。そのためには、車道に対する車両位置
などのキュー、検出された対象物の網膜寸法および網膜発散（スケール変化）が、人間ド
ライバーが典型的なドライブの間に使用するものに類似の方法において使用される。人間
の視覚システムがたった約数メートルで深さ不一致範囲の能力を有するという点で、その
他のキューも安全な距離での運転を作動調節するために使用される。システムは、多種多
様な天気および照明条件の下で、オートバイ並びに全ての型およびサイズの車両の後尾を
検出する。システムは、トラフィック密度に対して不変である、すなわち、ハイウェイ設
定または都市設定において同程度によく機能し、かつ静的な標的と移動する標的との間を
区別できる。
【００５１】
　標的検出および範囲推定を越えて、ACCシステムは、「主」標的（経路における現在の
車両）を追随するために車線区分線に従い、かつ隣接した車両からカットイン移動（視覚
的な移動処理を使用する間）を感知する。カットイン表示が、ACCループにおけるクルー
ズスピード続行を制御するために使われる。システムは、広い（約50度）視野および狭い
（約25度）視野を提供し、拡張された最大範囲推定（150mから200mまで続く）を可能にし
、その間中曲がりくねった道路条件下でカットインおよび標的ロックの広い横方向の適用
範囲を維持する、二重のカメラ配置などの複数の検出入力を融合できる。この配列は、都
市交通における基本のACC機能を図示する。標的は、境界ボックスによってマークしても
よく、赤色が「主」標的を示し得る。境界ボックスは、画像において車両の後部全体があ
るとすぐに現れる。カットイン表示は、適用可能なときに、テキストオーバレイにおいて
マークされる。ホスト車両が隣接した車両によって追い越され（視覚動作分析を介して発
せられる）、かつ経路外の標的の早期検出のためにパターン認識モジュール上へ通過すれ
ばすぐに、システムは、「通過する」表示（図示せず）を表示する。当業者は、無関係な
（散乱した）大量の背景情報のため、都市の交通は特に課題であることを認識できる。車
間距離制御システムの例は、米国特許第7,302,344号、第7,324,043号および第7,368,714
号において記述され、これらは本明細書に参照により援用される。
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【００５２】
　（運転間隔モニタリングおよび警告）
　ドライバーが大抵、車両とその他の対象物との間の十分な距離を維持しない場合には、
運転間隔モニタリングは、図16に示したものと類似する。これは、追突事故の主要な原因
となる。これらの事故は大抵、先の車両までの距離と、ドライバーの車両の走行速度との
両方を考慮することが必要であるために多くのドライバーが適切な運転間隔距離を維持す
ることが困難であると見いだした時に、生じる。事故の減少のために十分な運転間隔を維
持することの重要性は、世界中の交通当局によって認識され、かつ数多くの国において強
制されている。運転間隔は、前方を運転する車両の現在位置に到達するためにかかる時間
として定義され、かつ先の車両までの距離をホスト車両の走行速度で割ることによって算
出される。運転間隔検出は、車両検出および範囲測定の両方のために単眼視を使用し、更
にCIPV（Closest In Path Vehicle）を決定するために道路の形状および曲率を測定する
ために、車線解析をも適用する。運転間隔測定は、明るい条件では車の後部の検出に依存
し、暗闇／夜条件ではテールライトの検出に依存する。運転間隔モニタリングは、進行中
の運転間隔状態をドライバーに提供するために、バックミラーディスプレイにおいて数値
表示またはアナログダイヤルを介して提供されてもよく、その一方で、運転間隔警告はま
た、運転間隔が不十分なときに、グラフィックまたは音声警告を介して提供されてもよい
。運転間隔モニタリングの例は、本明細書に参照により援用される米国特許第6,002,983
号において示される。
【００５３】
　（前方衝突警告システム）
　図17は、本発明の態様による車両のバックミラーに関連して使用される前方衝突警告／
非常ブレーキドライバー補助機能1700の図解である。ディスプレイ1701は、主車両1703を
標的車両1705に近い位置に図示し、その結果警告が発せられる。前方衝突警告システムは
、車速または方向に変化が起こらない場合、車両がもう一つの車両に衝突するだろう状況
を検出する。この状態では、車両は、LCD上の可視指示および／または警告音によって、
ドライバーに警告する。衝突すると予測される時間が典型的な人間の反応時間より短い場
合、非常ブレーキが作動される。AWS（Advance Warning System）などの視野のみの解決
に加えて、前方衝突警告システムは、レーダと組み合わせて使用されるアクティブブレー
キを提供できる。アクティブブレーキ適用の状況において、長距離レーダ情報が、非常に
正確な範囲および相対速度測定のために使われる。車両経路および標的車両境界が、事故
の確率を予測するために使用される。レーダセンサは、正確な測定能力および悪天候状況
に対する耐性などの多くの利点を有するが、この適用は長距離レーダのみを使用して実行
できない。
【００５４】
　ほとんどの場合、レーダシステムは、その作動環境を感知するために、およそ76GHzに
て作動する単一の検知様式を使用する。しかし、認識問題に対するこの単一センサアルゴ
リズムアプローチは、単一の様式の失敗に至り得る。このレーダは、天気および照明条件
による影響を受けないが、レーダからのセンサデータは、極めて複雑かつ動的な運転環境
を解釈しようとする状況では極めて制限される。ほとんどの場合、ACCの強制的適用のた
めにレーダデータとスマートプロセッシングの組み合わせが適切であるが、しかしACC状
況は、レーダデータに対して、どれくらい多くの処理が行われるかを問わず、そのデータ
自体は完全に状況を解釈するほど非常に十分な忠実度で環境を反映しない。空間的な解像
度は、検出された視野において相対的に粗く、そうすると、検出物は景色中に不適当に配
置され、かつ対象物のサイズを決定するのが非常に困難となり得る。その結果、小さな対
象物は大きく現れ得るし、完全に異なる対象物が類似して見え、および位置の配置が単に
大雑把になる可能性がある。これは改善の余地を残しており、検知技術が安全機能に向け
て適用されるにつれて重要になる。
【００５５】
　ブレーキによる衝突軽減を実行するためには、イメージングを、対象物の境界を決定し
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、かつレーダ標的を車両または非車両に分類するために使用する。システムは、後尾衝突
の効果を減少させるように、またはこのような衝突を回避するように設計されている。前
方衝突警告システムの例は、米国特許第7,302,344号および第7,050,908号において記述さ
れ、これらは本明細書に参照により援用される。
【００５６】
　（非常ブレーキ）
　同様に、静止車両を含む後尾の衝撃および衝突は、両方の共通の事故シナリオである。
このような場合の多くにおいて、事故の原因は、ドライバーの注意散漫および衝撃を回避
するのに間に合うように反応できなかったことである。これらのタイプの場合において、
非常ブレーキシステムは、事故を防止するための唯一の手段が車両を減速することである
という状況を検出する。車両が自律的に制動し始める結果、図17に示すように、警告音お
よび視覚的指示が、車両のミラーのディスプレイ部分においてドライバーに提供される。
事故前状況を検出するために、長距離レーダ情報が、非常に正確な範囲および相対速度の
測定のために使用される。車両経路および標的車両境界は、事故の確率を予測するために
使用される。非常ブレーキを実行するためには、対象物の境界を決定し、かつレーダ標的
を車両または非車両に分類するためにイメージングを使用する。これが自律的に車両を制
動する適用であるということであるため、誤った制動の介入は許容され得ない。
【００５７】
　（ドライバー減退モニタリング）
　図18は、本発明の態様による車両のバックミラーに関連して使用されるドライバー減退
ドライバー補助機能1800の図解である。ディスプレイ1801は、運転の休憩のための時間で
あることをドライバーに知らせるために、アイコン警告1803、並びにテキスト警告1805の
両方を図示する。どれほど車が安全であっても、および交通状況がどれほどよく制御でき
ても、安全性は、なおも常に人間に依存的である。ドライバーは、常に、警戒状態を保た
なければならず、また正しい決定を行なわなければならない。システムは、ドライバーが
疲労またはストレスのために彼または彼女の最善のパフォーマンスレベルでないかどうか
を感知するように作動する。例えば、ドライバー減退検出器は、ドライバーの運転パラメ
ーターを解析することによって、ドライバーを警告できる。運転パラメーターは、スロッ
トル移動、ブレーキ、舵角、並びにさらに指示器およびワイパーの使用を、道路上の車線
区分線およびその他の車に対する車両の位置と組み合わせてモニターすることなどの事項
を含み得る。道路上のその他の車の挙動およびこれらの状態に対するドライバーの反応も
また、ドライバーが警戒しているかどうかを指し示し得る。ドライバーが減退していると
考えられる場合、ミラーディスプレイ1801において警告音および視覚的指示が与えられ、
そしてドライバーは停止し、かつ休むように勧められる。ドライバー減退モニタリングシ
ステムの例は、米国特許第7,227,472号および第7,245,231号において記述され、これらは
本明細書に参照により援用される。
【００５８】
　（交通／速度標識認識）
　図19は、本発明の態様による車両のバックミラーに関連して使用される交通標識認識ド
ライバー補助機能1900の図解である。ディスプレイ1901は、落石危険標識1903の認識を図
示し、およびバックミラーディスプレイにおいてドライバーに、この標識を示す。交通／
速度標識認識の適用例は、現在続いている道路において有効であろう制限をドライバーに
通知し、かつ警告するために使用され得るドライバー支援機能である。このような制御の
例は、「速度制限帯域」または「追い越し禁止」の指示である。システムは、ドライバー
が法定速度を維持して、地方の交通指示または都市制限に従うことを補助できる。システ
ムは視覚のみの情報を使用して種々の交通標識を認識し、かつ解釈し得るため、従って、
その他の車両または樹木によって覆われ得る標識は認識され得ない。いくつかのプラット
フォームにおいて、視覚処理結果を車両ナビゲーションシステムに組み込むことができる
。交通および速度標識認識システムの例は、米国特許第7,317,386号および第7,327,855号
において記述され、これらは本明細書に参照により援用される。
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【００５９】
　（歩行者認識）
　図20は、本発明の態様による車両のバックミラーに関連して使用される歩行者認識およ
び暗視ドライバー補助機能2000の図解である。ディスプレイ2000は、バックミラー上にお
ける歩行者2001の検出、およびドライバーに対して表示したアイコン警告2005を図示する
。歩行者は最も脆弱な道路利用者である一方、昼と夜との両方の状態において最も観察し
にくいものである。歩行者の車両経路における歩行または車両経路への歩行は、歩行者お
よび車両の乗員の両方に重篤な傷害を生じさせる衝突の危険にさらされている。歩行者の
検出技術は、静止する歩行者と移動する歩行者との両方を検出するために、高度なパター
ン認識および分類子を画像処理および光学フロー解析とともに組み合わせる。通知のため
、並びに衝突軽減およびアクティブブレーキのため、検出能力は、昼および夜の両方にお
ける広範囲の適用をカバーする。歩行者の検出適用は、これに限らないが向上された暗視
、事故防止のための早期警告システム、事故軽減のための衝突前システム、非常ブレーキ
システム、近距離および低速死角の歩行者の検出（後部監視／側方監視カメラ／360度）
を含む多くのカテゴリーに分けることができる。車線離脱警告システムの例は、米国特許
第7,331,415号、第7,349,582号および第7,380,633号において記述され、これらは本明細
書に参照により援用される。
【００６０】
　（暗視（近／遠IR））
　図20に示したものと同様に、暗視の適用は、ドライバーによる使用のための昼および夜
のシナリオの両方の役に立ち得る。歩行者認識に関連して使用される視覚処理モジュール
はまた、近および遠赤外線（IR）スペクトルを受け入れるように適応され得る。歩行者検
出などのいくつかの適用において、これらのIRスペクトルの使用は、昼間の性能に適合さ
せるため、および夜間に有意に検出範囲を延長するために必須である。遠赤外線センサは
、能動的な周囲照明を必要とすることなく標的の熱感受性の利点を提供する。車両、歩行
者および動物の画像は、乏しい可視状態下であっても、有意に増強され、かつはっきりと
見える。視覚処理と組み合わせた場合には、遠赤外線センサは、可視スペクトルセンサと
同じ機能を提供できる一方、ドライバーに優れた可視性を提供する。
【００６１】
　（死角／車線変更）
　図21は、本発明の態様による車両のバックミラーに関連して使用される死角警告ドライ
バー補助機能2100の図解である。ディスプレイ2101は、車両の左側および右側の両方に関
する画像を提供するように動作する。図解において、左側画像2103は、車両の死角におけ
る自転車に乗る人2105を示す。同様に、右側画像は、車両の死角における自転車に乗る人
2107を示す。従って、サイドミラー上にカメラを載置することによって、ホスト車両の死
角領域がモニターされ、およそ50mの距離から接近する車両およびオートバイを検出する
ように動作する。サイドカメラから見た近い領域および遠い領域の複合解析は、車線変更
が安全であるかどうかをドライバーに示すことを対象にする。死角領域解析は、視覚的な
動きおよび光学フロー解析に主に基づいている。言い換えると、通常の状況において画素
の外部の流れを予想し得るし；従って、この仮定の違反は、死角領域における外来の対象
物の存在を示し得る。しかし、死角領域の解析単独では、ドライバーを車線変更操作にお
ける乏しい選択から保護するために十分ではないかもしれない。
【００６２】
　ホスト車両からおよそ50mの距離から始まって急速に接近する車両もまた同様に、車線
変更のための潜在的脅威を有し得る。これらの接近する車両は、視覚的動作単独によって
確実に検出されるには小さ過ぎる網膜フットプリントを生成する。従って、パターン認識
モジュールは、光学フロープロセシングを増大するために必要とされ、かつその上、車線
解析モジュールも同様に必要だろう。車線解析は、接近する車両が、隣接した車線もしく
は1つ離れた車線に（これにより、脅威を有しない）またはホスト車両自体の車線にある
かどうかを（曲がりくねる道に関連する問題）、決定するために必要とされる。まとめる
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と、所望の機能的な仕様を達成するために、システムは、前向きイメージングシステムが
例えば、パターン認識、動きおよび車線解析を、「後退」の視覚位置で含むであろうほぼ
全ての機能モジュールを使用しなければならない。死角および車線変更システムの例は、
米国特許第7,391,563号および第7,355,524号において記述され、これらは本明細書に参照
により援用される。
【００６３】
　（後部カメラディスプレイ（RCD））
　図22は、本発明の態様による車両のバックミラーに関連して使用される後部カメラディ
スプレイドライバー補助機能2200の図解である。バックミラーディスプレイ2201は、車両
の後ろに位置するショッピングカート2202を図示する。車両の後部に載置されたカメラは
、バックミラーに位置するLCDを介してドライバーに対して表示される、多数の重要なド
ライバー補助機能をもまた提供できる。本明細書に記述されるように、車両検出および歩
行者検出は、RCDにおいて適用可能であり、衝突移行、後退障害物警告および歩行者検出
などのその他の適用例についてもまた使用できる。このような技術の例は、米国特許第7,
327,226号および第7,379,814号において示され、これらは本明細書に参照により援用され
る。
【００６４】
　（視野範囲推定）
　視野範囲推定は、障害物までの距離およびこれらの相対速度を測定するプロセスである
。単眼画像から範囲を決定するための主なキューは、遠近法である。画像における車両の
サイズにおいて、および車両の底面の位置（すなわち、道路面上の車両の位置）において
、遠近法が注目される。接触する範囲、範囲割合および時間を決定するために、道路上の
位置、道路の所見、サイズおよび分岐（スケールの変化）などのいくつかの視覚のキュー
を組み合わせた適応性の組み合わせ方法が、使用され得る。使用中、イメージング配列は
、視野およびレーダの範囲測定を使用して、車両の前進に対する範囲測定の比較を示す。
【００６５】
　図23は、本発明の態様による、さらなる機能を提供するための再構成可能なボタンバー
アクチュエータ2300を使用するミラーの図解である。再構成可能なボタンバーアクチュエ
ータ2300は、メインLCDディスプレイの一部であってもよい、または第2のLCDディスプレ
イとともに使用されてもよい少なくとも1つのディスプレイ2301を含む。再構成可能なボ
タンバーアクチュエータ2300は、再構成可能なボタンバー2300を形成する1つ以上のタッ
チセンサ2303、2305、2307および2309を提供し、かつ表示するために用いられる。タッチ
センサは、抵抗タッチ、容量タッチ、表面音波、機械的に作用されるシリコーンスイッチ
パッドなどの多くの標準的なタッチセンサ技術をもまた使用してもよい。再構成可能なボ
タンバー2300は、典型的には、ドライバーによる簡単なアクセスのためにミラーベゼル23
11の下に配置される。作動の際に、ボタンバー2300は、メインディスプレイ2313が可変と
なるようにさせ、これによりドライバーがミラー反射領域2315におけるメインディスプレ
イ2313上に表示された情報をカスタマイズおよび／または制御できる。ボタンバーディス
プレイ2301は、モノクロLCD、カラーLCD、OLEDなどの標準的な技術を使用し、反射面の後
ろに置かれる、メインディスプレイ2313のために典型的に必要とされる高強度バックライ
トを必要としない。ボタンバーディスプレイ2301は、メインディスプレイ2313の操作およ
び機能の制御においてドライバーを補助するためのボタン、スイッチまたはその他の制御
徴候のイメージを描出するために作動する。本明細書に記述されるように、このタイプの
制御は、特にドライバー補助機能の使用において有用である。
【００６６】
　任意には、IRセンサが、タッチセンサ2303、2305、2307および2309に関連して使用され
、ドライバーの指またはその他の対象物がセンサとともに使用されるIRビームの経路内に
置かれるときにスイッチを作動させることができる。使用中、ボタンバーディスプレイ23
01中に使われるボタンのグラフィカル表示は、その結果光センサがトリガーされ、そのボ
タンが選択されたことを示す。これによって、ミラー2315の反射する領域に指紋、汚れま
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たはその他の残留物を残すことなく、現在のメニュー選択肢またはその他の関連する車両
状態に従って、これらの再構成可能なボタンのセットをドライバーに示すことが可能であ
る。タッチセンサは、抵抗タッチ、容量タッチなどの多くの標準的なタッチセンサ技術を
もまた使用できる。メインディスプレイ2313は、反射領域の一部または任意に反射領域全
体をカバーできる。ディスプレイ2313およびその中に表示したアイコンは、非常事態、イ
ベントの緊急性および／またはドライバー優先度に依存してサイズをスケール変更可能で
もよい。ボタンバーディスプレイ2301およびボタンバーディスプレイ2313は、同じディス
プレイ基板を使用してもよく、その一方でベゼルによって分離され、かつ異なる強度のLE
Dバックライトを有する2つの帯域を有してもよい。
【００６７】
　図24A、図24Bおよび図24Cは、図23において示した再構成可能なボタンバーの種々の態
様の断面図を図示する。図24Aは、ベゼル2401、ECガラスエレメント2403、メインLCD 240
5およびメインLCDバックライト2407がメインPCB 2409上に載置される再構成可能なボタン
バー組立体2400の断面図を示す。本態様において、再構成可能なボタンバー2410の部品の
それぞれがメインディスプレイと分離され、従ってタッチパネル2411、ボタンLCD 2413お
よびボタンLCDバックライト2417が、メインPCB 2409のそれから分離され、かつ切り離さ
れているボタンPCB 2415にそれぞれ取り付けられる。メインディスプレイおよびボタンバ
ーディスプレイの間で共有される唯一のエレメントはベゼル2401である。本明細書に記述
されるように、再構成可能なボタンバー組立体2400は、ドライバーが、ECガラスエレメン
ト2403上に指紋またはその他の残留物を残すことなく、メインLCD 2405における種々のド
ライバー補助機能を制御し、かつアクセスできるように動作する。
【００６８】
　図24Bは、メインディスプレイおよびボタンバーディスプレイの両方が共通のPCBを共有
する、再構成可能なボタンバー組立体2425の別の態様を図示する。ベゼル2427、ECガラス
エレメント2429、メインLCDバックライト2431は、それぞれメインPCB 2433に取り付けら
れ、かつECガラス2429の後ろでメインディスプレイを提供するために動作する。再構成可
能なボタンバー2435は、共通のPCB 2433に載置されたタッチパネル2437、ボタンLCD 2439
およびボタンLCDバックライトを含む。本明細書に記述されるように、ボタンバーは、EC
ガラスエレメント2429上に指紋またはその他の残留物を残すことなく、ドライバーがメイ
ンLCD 2431上の種々のドライバー補助機能を作動させることができる、ディスプレイボタ
ンまたはその他の制御情報に使用される。
【００６９】
　最後に、図24Cは、メインディスプレイとボタンバーディスプレイとの両方が、共通のP
CBおよびLCDの両方を共有する、再構成可能なボタンバー組立体のさらにもう一つの別の
態様を図示する。再構成可能なボタンバー組立体2450は、ベゼル2451、ECガラスエレメン
ト2453、メインLCD 2455、メインLCDバックライト2457を含み、全てメインPCB 2459に載
置される。再構成可能なボタンバー2460は、メインPCB 2459に載置されたタッチパネル24
61およびボタンLCDバックライト2463を含む。本態様において、メインLCD 2455は、タッ
チパネル2461下で再構成可能なボタンバー2460を超えて延びている。この配置は、図24A
および図24Bに示したようなそれ自体のLCDを有することなく、再構成可能なボタンバー24
60がメインLCD 2455を共有することを可能にする。その他の態様と同様に、再構成可能な
ボタンバー組立体2450は、ドライバーがECガラスエレメント2453上の指紋またはその他の
残留物を残すことなく、メインLCD 2455上の種々のドライバー補助機能を選択できる。
【００７０】
　従って、本発明の態様は、エレクトロクロミック（EC）ミラーエレメント、プリント回
路基板（PCB）、ECミラーエレメントを介して情報を示すためにPCBに接続された液晶ディ
スプレイ（LCD）、LCDに電力を提供するためのバスバー、LCDバックライトを提供するた
めにPCBに取り付けられたマトリックス配置に形成された複数の発光ダイオード、LCDによ
って放射されるRFエネルギーからPCB上の部品を遮蔽するためにPCBに接地された無線周波
数（RF）シールドおよびバスバーからRFシールドまで接地接続を提供するためのエラスト
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ックミラー組立体に向けられる。LCD上に示されるドライバー補助機能は、LCD上に所望の
情報量だけを示すために、サイズが動的にスケール変更させることができる。加えて、自
動車バックミラー組立体は、ドライバーにLCDを構成させ、または再構成させるための、E
Cミラーエレメントの下に延びているボタンバーアクチュエータディスプレイを、さらに
含むことができる。ボタンバーアクチュエータディスプレイは、ドライバーにLCDを構成
させるために、第1のLCDディスプレイまたは第2のLCDを利用できる。
【００７１】
　上記の記述は、好ましい態様のみにおいて考慮される。本発明の改変は、当業者および
本発明を作製する、または使用する人々に生じるだろう。従って、図面において示した態
様および上述した態様は、単に例証する目的であって、本発明の範囲を限定する意図では
なく、本発明の範囲は、特許法の原理に従って解釈されるように以下の特許請求の範囲に
よって定義され、かつ均等範囲を含むことが理解される。
【００７２】
　前述の明細書において、本発明の特定の態様を記述した。しかし、当業者は、以下に特
許請求の範囲において記載したような本発明の要旨を逸脱しない範囲でなされ得る種々の
改変および変更を認識できる。従って、明細書および図面は、限定する意味ではなくむし
ろ例証であることが注意されるべきであり、かつこのような改変の全てが本発明の範囲内
に含まれることが意図される。利益、利点、問題に対する解決および任意の利益、利点ま
たは解決を生じさせ、またはより明確になるようにする任意のエレメントは、いずれかの
、または全ての特許請求の範囲における重要な、必要とされる、もしくは必須な特徴また
はエレメントとして解釈されるわけではない。本発明は、この出願の係属中に作成される
任意の補正書を含む添付された特許請求の範囲および発行されるこれらの特許請求の範囲
の全ての均等物によって単に定義される。

【図１４Ｄ】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年7月29日(2011.7.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　LCDディスプレイを介して少なくとも1つのドライバー補助機能をドライバーに提供する
ためのバックミラー組立体であって：
　エレクトロクロミック（EC）ガラスエレメント；
　電気部品を取り付けるためのプリント回路基板；
　前記プリント回路基板に接続された液晶ディスプレイ（LCD）；
　バックライトを提供するために前記LCDの下の前記プリント回路基板に取り付けられた
複数の発光ダイオード（LED）、
を含み、および、
　前記ドライバー補助機能は、LCD上でドライバーに示され、かつ前記ドライバー補助機
能のタイプに基づいてサイズがスケール変更される、バックミラー組立体。
【請求項２】
　前記LCD上に提示される情報が、前記LCDの一定の領域だけに適合することができるよう
に、サイズが動的にスケール変更される、請求項1に記載のミラー組立体。
【請求項３】
　十分な、および／または完全な矩形の画像がドライバー補助情報と共に必ずしも示され
る必要はない、請求項1に記載のミラー組立体。
【請求項４】
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　前記LCDの特定領域にビデオなしで、かつグラフィックだけが表示されるべき状態で前
記LCDの他の部分と関連した他のバックライトが調光され、またはオフにされる、請求項1
に記載のミラー組立体。
【請求項５】
　LCDバックライトが、使用されるべき前記LCDの所望の領域に依存的である、請求項1に
記載のミラー組立体。
【請求項６】
　車両がリバースにシフトされるときに、前記LCDディスプレイがECガラスエレメントを
介して自動的に現れて、かつ前記車両が任意の他のギアにシフトされるときに、前記LCD
ディスプレイが消灯する、請求項1に記載のミラー組立体。
【請求項７】
　前記複数のLEDがマトリックス配列に配置される、請求項1に記載のミラー組立体。
【請求項８】
　前記LCDに向けて光を反射するための前記複数のLED上に配置されたリフレクターをさら
に含む、請求項1に記載のミラー組立体。
【請求項９】
　前記LCDと前記複数のLEDとの間に配置された少なくとも1つの光学フィルムをさらに含
む、請求項1に記載のミラー組立体。
【請求項１０】
　前記LCDによって放射されるRFエネルギーを含むために少なくとも1つのシールドをさら
に含む、請求項1に記載のミラー組立体。
【請求項１１】
　電力を提供するためにECガラスエレメントに接続されたバスバーをさらに含む、請求項
1に記載のミラー組立体。
【請求項１２】
　LCDのためにRF接地接続を提供するために伝導性エラストマーエレメントをさらに含む
、請求項1に記載のミラー組立体。
【請求項１３】
　ドライバーがLCDを構成することができるために、ボタンバーディスプレイアクチュエ
ータをさらに含む、請求項1に記載のミラー組立体。
【請求項１４】
　ボタンバーディスプレイアクチュエータが第2のLCDを利用する、請求項13に記載のミラ
ー組立体。
【請求項１５】
　ドライバー補助機能が車線離脱警告、車間距離制御、前方衝突警告、非常ブレーキ、ド
ライバー減退モニタリング、交通速度標識認識、歩行者検出および車間死角検出の群から
少なくとも1つを含む、請求項1に記載のミラー組立体。
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