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(57)【要約】
　車両用ディスプレイミラーアセンブリは、ハウジング
およびガラス要素を含み、オン状態およびオフ状態に変
わるように構成される。周辺支持体は、ガラス要素の周
辺の直近に配置され、ディプレイモジュールに対してガ
ラス要素を保持するように構成される。周辺支持体は、
それと共に一体的な無線周波数シールドを含む。アクチ
ュエータデバイスは、ハウジングの底面上に配置され、
ガラス要素と動作可能に結合される。アクチュエータデ
バイスは、ガラス要素を一方向に傾斜させるように調整
可能であり、それによって、ガラス要素を、ディスプレ
イモジュールのオン／オフ状態をほぼ同時に変化させる
軸外位置に移動させる。アクチュエータデバイスは、ガ
ラス要素を別方向に傾斜させるように調整可能であり、
それによって、ガラス要素を、ディスプレイモジュール
のオン／オフ状態をほぼ同時に変化させる軸上位置に移
動させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両用ディスプレイミラーアセンブリであって、
　ハウジングと、
　前記ハウジングと動作可能に結合されたガラス要素と、
　前記ガラス要素と前記ハウジングとの間に取り付けられ、かつ、ディスプレイ、光学ブ
ロック、およびプリント回路基板を含む、ディスプレイモジュールであって、前記ディス
プレイモジュールが、オン状態およびオフ状態に変わるように構成された、ディスプレイ
モジュールと、
　前記ガラス要素の周辺の直近に配置され、かつ、前記ディスプレイモジュールに対して
前記ガラス要素を保持するように構成された、周辺支持体であって、前記周辺支持体が、
それと一体的な無線周波数シールドを含む、周辺支持体と、
　前記ハウジングの底面上に配置され、かつ、前記ガラス要素と動作可能に結合された、
アクチュエータデバイスであって、前記アクチュエータデバイスが、ガラス要素を一方向
に傾斜させ、それによって、前記ガラス要素を、前記ディスプレイモジュールの前記オン
／オフ状態をほぼ同時に変化させる軸外位置に移動させるように調整可能であり、前記ア
クチュエータデバイスがまた、前記ガラス要素を別方向に傾斜させ、それによって、前記
ガラス要素を、前記ディスプレイモジュールの前記オン／オフ状態をほぼ同時に変化させ
る軸上位置に移動させるようにも調整可能である、アクチュエータデバイスと、を備える
、車両用ディスプレイミラーアセンブリ。
【請求項２】
　前記周辺支持体が、前記ガラス要素の外側部分に当接する、内部に延在している周辺壁
を含む、請求項１に記載のディスプレイミラーアセンブリ。
【請求項３】
　前記ガラス要素が、前面基板および後面基板を含み、前記周辺支持体が前記前面基板の
背後に位置付けられるように、前記前面基板の周辺端が露出している、請求項１又は２に
記載のディスプレイミラーアセンブリ。
【請求項４】
　前記周辺支持体から下方に延在し、かつ、それと一体的であるチンをさらに備える、請
求項１～３のいずれか一項に記載のディスプレイミラーアセンブリ。
【請求項５】
　前記プリント回路基板が、前記チン上に配置された外部ボタンと動作可能に結合される
、請求項４に記載のディスプレイミラーアセンブリ。
【請求項６】
　前記周辺支持体の前記チンに位置付けられた光センサをさらに備える、請求項４又は５
に記載のディスプレイミラーアセンブリ。
【請求項７】
　前記ガラス要素が、周辺隠蔽層を含む、請求項１～６のいずれか一項に記載のディスプ
レイミラーアセンブリ。
【請求項８】
　前記周辺支持体が、高分子材料から構築され、前記無線周波数シールドが、金属材料か
ら構築され、前記高分子材料が、前記金属材料上にオーバーモールドされる、請求項１～
７のいずれか一項に記載のディスプレイミラーアセンブリ。
【請求項９】
　前記ディスプレイモジュールが、前記ガラス要素の形状に対応する前記形状を有するデ
ィスプレイを含み、前記ディスプレイが、ＬＣＤ、ＬＥＤ、ＯＬＥＤ、プラズマ、または
ＤＬＰディスプレイ要素である、請求項１～８のいずれか一項に記載のディスプレイミラ
ーアセンブリ。
【請求項１０】
　前記ディスプレイミラーアセンブリに示される視界に関して視認者に情報を提供する、
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部分的に透過性のグラフィックオーバレイをさらに備える、請求項１～９のいずれか一項
に記載のディスプレイミラーアセンブリ。
【請求項１１】
　前記ディスプレイモジュールが、前記ディスプレイミラーアセンブリに示される視界に
関して視認者に情報を提供する画像を表示することができる、請求項１～１０のいずれか
一項に記載のディスプレイミラーアセンブリ。
【請求項１２】
　前記ディスプレイの周辺端から前記ハウジングへの距離が、１１ｍｍ未満である、請求
項１～１１のいずれか一項に記載のディスプレイミラーアセンブリ。
【請求項１３】
　前記ディスプレイの周辺端から前記ハウジングへの距離が、６．５ｍｍ未満である、請
求項１～１２のいずれか一項に記載のディスプレイミラーアセンブリ。
【請求項１４】
　前記ディスプレイの周辺端から前記ハウジングへの距離が、３．０ｍｍ未満である、請
求項１～１３のいずれか一項に記載のディスプレイミラーアセンブリ。
【請求項１５】
　前記ガラス要素が、電気光学要素を含む、請求項１～１５のいずれか一項に記載のディ
スプレイミラーアセンブリ。
【請求項１６】
　車両用ディスプレイミラーアセンブリであって、
　部分的に反射性かつ部分的に透過性の要素と、
　前記部分的に反射性かつ部分的に透過性の要素と動作可能に結合され、かつオン状態お
よびオフ状態に変わるように構成された、ディスプレイモジュールと、
　前記部分的に反射性かつ部分的に透過性の要素の周辺の周りに配置され、かつ前記ディ
スプレイモジュールに対して前記ガラス要素を保持するように構成された、高分子ベゼル
と、
　金属材料から形成され、前記高分子ベゼルと確実に係合する、無線周波数シールドであ
って、前記無線周波数シールドが、前記部分的に反射性かつ部分的に透過性の要素の後部
と当接する、内部周辺壁を含む、無線周波数シールドと、
　前記部分的に反射性かつ部分的に透過性の要素と動作可能に結合されたアクチュエータ
デバイスであって、前記アクチュエータデバイスが、前記部分的に反射性かつ部分的に透
過性の要素を、前記ディスプレイモジュールの前記オン／オフ状態をほぼ同時に変化させ
る軸外位置に傾斜させるように調整可能であり、前記アクチュエータデバイスがまた、前
記部分的に反射性かつ部分的に透過性の要素を、前記ディスプレイモジュールの前記オン
／オフ状態をほぼ同時に変化させる軸上位置に傾斜させるように調整可能でもある、アク
チュエータデバイスと、を備える、車両用ディスプレイミラーアセンブリ。
【請求項１７】
　前記高分子ベゼルが、前記ハウジングの前部と係合された、後方に延在している係合機
構を含む、請求項１６に記載のディスプレイミラーアセンブリ。
【請求項１８】
　前記高分子ベゼルから下方に延在し、それと一体的である、チンをさらに備える、請求
項１６又は１７に記載のディスプレイミラーアセンブリ。
【請求項１９】
　前記ガラス要素が、前面基板および後面基板を含み、前記ベゼルが前記前面基板の背後
に位置付けられるように、前記前面基板の周辺端が露出している、請求項１６～１８のい
ずれか一項に記載のディスプレイミラーアセンブリ。
【請求項２０】
　車両用ディスプレイミラーアセンブリであって、
　ハウジングと、
　前記ハウジングと動作可能に結合された電気光学要素と、
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　少なくとも部分的に前記電気光学要素と前記ハウジングとの間に取り付けられ、かつ、
プリント回路基板と動作可能に結合された、ディスプレイモジュールであって、前記ディ
スプレイモジュールが、オン状態およびオフ状態に変わるように構成される、ディスプレ
イモジュールと、
　前記ガラス要素の周辺の周りに配置され、かつ、前記ディスプレイモジュールに対して
前記ガラス要素を保持するように構成された、ベゼルであって、前記ベゼルが、前記ガラ
ス要素と前記ディスプレイモジュールとの間に配置された無線周波数シールドと動作可能
に結合される、ベゼルと、を備える、車両用ディスプレイミラーアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本開示は、概して、後方視野デバイスシステムに関し、より具体的には、部分的に反射
性かつ部分的に透過性の要素、および反射要素の背後のディスプレイを有する、ディスプ
レイミラーアセンブリに関する。
【発明の概要】
【０００２】
　本開示の一態様は、ハウジングを有する車両用ディスプレイミラーアセンブリを含む。
ガラス要素は、ハウジングと動作可能に結合される。ディスプレイモジュールは、ガラス
要素とハウジングとの間に取り付けられ、かつ、ディスプレイ、光学ブロック、およびプ
リント回路基板を含む。ディスプレイモジュールは、オン状態およびオフ状態に変わるよ
うに構成される。周辺支持体は、ガラス要素の周辺の直近に配置され、かつ、ディスプレ
イモジュールに対してガラス要素を保持するように構成される。周辺支持体は、それと一
体的な無線周波数シールドを含む。アクチュエータデバイスは、ハウジングの底面上に配
置され、かつガラス要素と動作可能に結合される。アクチュエータデバイスは、ガラス要
素を一方向に傾斜させるように調整可能であり、それによって、ガラス要素を、ディスプ
レイモジュールのオン／オフ状態をほぼ同時に変化させる軸外位置に移動させる。アクチ
ュエータデバイスはまた、ガラス要素を別方向に傾斜させるように調整可能でもあり、そ
れによって、ガラス要素を、ディスプレイモジュールのオン／オフ状態をほぼ同時に変化
させる軸上位置に移動させる。
【０００３】
　本開示の別の態様は、部分的に反射性かつ部分的に透過性の要素を有する車両用ディス
プレイミラーアセンブリを含む。ディスプレイモジュールは、部分的に反射性かつ部分的
に透過性の要素と動作可能に結合され、かつ、オン状態およびオフ状態に変わるように構
成される。無線周波数シールドは、金属材料から形成され、高分子ベゼルと確実に係合さ
れる。無線周波数シールドは、部分的に反射性かつ部分的に透過性の要素の後部と当接す
る内部周辺壁を含む。アクチュエータデバイスは、部分的に反射性かつ部分的に透過性の
要素と動作可能に結合される。アクチュエータデバイスは、部分的に反射性かつ部分的に
透過性の要素を、ディスプレイモジュールのオン／オフ状態をほぼ同時に変化させる軸外
位置に傾斜させるように調整可能である。アクチュエータデバイスはまた、部分的に反射
性かつ部分的に透過性の要素を、ディスプレイモジュールのオン／オフ状態をほぼ同時に
変化させる軸上位置に傾斜させるように調整可能でもある。
【０００４】
　さらに本開示の別の態様は、ハウジングを有する車両用ディスプレイミラーアセンブリ
を含む。電気光学要素は、ハウジングと動作可能に結合される。ディスプレイモジュール
は、少なくとも部分的に電気光学要素とハウジングとの間に取り付けられ、プリント回路
基板に動作可能に結合される。ディスプレイモジュールは、オン状態およびオフ状態に変
わるように構成される。ベゼルは、ガラス要素の周辺の周りに配置され、かつ、ディスプ
レイモジュールに対してガラス要素を保持するように構成される。ベゼルは、ガラス要素
とディスプレイモジュールとの間に配置された無線周波数シールドと動作可能に結合され
る。



(5) JP 2018-505436 A 2018.2.22

10

20

30

40

50

【０００５】
　本開示のこれらおよび他の特徴、利点、および目的は、以下の明細書、特許請求の範囲
、および添付図面を参照して、当業者によってさらに理解および認識されよう。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】車両用ディスプレイミラーアセンブリの正面斜視図である。
【０００７】
【図２】図１のディスプレイミラーアセンブリの後面斜視図である。
【０００８】
【図３】第１の位置においてアクチュエータを備える図１のディスプレイミラーアセンブ
リの底部後面斜視図である。
【０００９】
【図３Ａ】第２の位置においてアクチュエータを備える図１のディスプレイミラーアセン
ブリの底部後面斜視図である。
【００１０】
【図４】図１のディスプレイミラーアセンブリの部分的に分解された正面斜視図である。
【００１１】
【図４Ａ】図１の全画面ディスプレイミラーにおいて使用するためのアクチュエータの部
分的に分解された上部斜視図である。
【００１２】
【図５】図１のディスプレイミラーアセンブリの部分的に分解された正面斜視図である。
【００１３】
【図６】本開示の複合ベゼルおよび無線周波数シールドの一実施形態の正面斜視図である
。
【００１４】
【図７】図６の複合物の後面上部斜視図である。
【００１５】
【図８】図６の複合物の分解された上部斜視分解図である。
【００１６】
【図９】図６の複合物の分解された後面上部斜視図である。
【００１７】
【図１０】図６の複合物の分解された底面斜視図である。
【００１８】
【図１１】本開示のベゼルの一実施形態の正面立面図である。
【００１９】
【図１２】本開示の無線周波数シールドの一実施形態の正面立面図である。
【００２０】
【図１３】第１の位置においてアクチュエータを備える図１のディスプレイミラーアセン
ブリの側面立面図である。
【００２１】
【図１３Ａ】第１の位置におけるアクチュエータおよびファントムにおけるカバーを備え
る、図１のディスプレイミラーアセンブリの側面立面図である。
【００２２】
【図１４】第２の位置におけるアクチュエータを備える、図１のディスプレイミラーアセ
ンブリの側面立面図である。
【００２３】
【図１４Ａ】第２の位置におけるアクチュエータおよびファントムにおけるカバーを備え
る、図１のディスプレイミラーアセンブリの側面立面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
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　この図示されている実施形態は、主に、表示ミラーに関連した方法ステップおよび装置
構成要素の組み合わせにおいてある。したがって、装置構成要素および方法ステップは、
該当する場合、本明細書の説明の恩恵を受ける当業者にはすぐに分かるような詳細で、本
開示を不明瞭にしないために、本開示の実施形態の理解に関わるそれらの特定の詳細のみ
を示す図面において、通常の記号で表されている。さらに、本明細書及び図面における同
様な番号は、同様な要素を表す。
【００２５】
　本明細書における説明目的で、「ｕｐｐｅｒ（上部）」、「ｌｏｗｅｒ（下部）」、「
ｒｉｇｈｔ（右）」、「ｌｅｆｔ（左）」、「ｒｅａｒ（後ろ）」、「ｆｒｏｎｔ（前）
」、「ｖｅｒｔｉｃａｌ（垂直）」、「ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌ（水平）」、およびそれら
の派生語の用語は、図１における向きとして本開示に関わるものとする。特に明記されな
い限り、「ｆｒｏｎｔ（前）」という用語は、ディスプレイミラーの対象とする視認者に
より近い要素の表面を指すものとし、「ｒｅａｒ（後ろ）」という用語は、ディスプレイ
ミラーの対象とする視認者から離れた要素の表面を指すものとする。しかしながら、本開
示が、はっきりとそうではないと明記される場合を除いて、さまざまな代替え的な向きを
想定してもよいことが理解されるべきである。添付図面に図示され、以下の明細書に説明
される特定のデバイスおよびプロセスが、添付の特許請求の範囲において定義される発明
概念の単なる例示的な実施形態であることも理解されるべきである。このため、本明細書
に開示される実施形態に関連する特定の寸法および他の物理的特性は、特許請求の範囲が
、はっきりと特に明記しない限り、限定と見なされるべきではない。
【００２６】
　「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ（含んでいる）」、「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ（備える）」、「ｃｏ
ｍｐｒｉｓｉｎｇ（備えている）」、またはそれらの任意の他の変化形の用語は、プロセ
ス、方法、物品、または要素リストを含む装置が、それらの要素のみを含むのではなく、
このようなプロセス、方法、物品、もしくは装置に明示的に列挙されても、または固有で
もない他の要素を含んでもよいように、非排他的包含に及ぶものである。「ｃｏｍｐｒｉ
ｓｅｓ　ａ．．．（を備える）」によって続けられる要素は、多くの制約を受けることな
く、プロセス、方法、物品、または要素を備える装置における追加の同一の要素の存在を
排除しない。
【００２７】
　図１～３を参照すると、参照番号１０は、概して、車両用ディスプレイミラーアセンブ
リを示す。ディスプレイミラーアセンブリ１０は、部分的に反射性かつ部分的に透過性の
要素１２（本明細書においては「ガラス要素」とも称される）、および部分的に反射性か
つ部分的に透過性の要素１２を通して見られるディスプレイモジュール１８（図４）を含
む。図４に示されるように、ディスプレイミラーアセンブリ１０は、前部シールド１４と
一体的に結合されたベゼル１３をさらに含む。図４～５に示されるように、ディスプレイ
モジュール１８は、ディスプレイ２２、光学ブロック２４、吸熱器２６、発光ダイオード
（ＬＥＤ）プリント回路基板、および一次プリント回路基板２８を含んでいる、いくつか
の構成要素を含む。ハウジング３０は、ベゼル１３、ディスプレイモジュール１８、およ
び後部シールド１６を少なくとも部分的に収容し、かつ、そこから後方に延在する取り付
け部材３２を含む。取り付け部材３２は、車両のフロントガラスまたはヘッドライナに取
り付けるために適合される。
【００２８】
　全体的に図１～４を参照すると、ディスプレイミラーアセンブリ１０は、ガラス要素１
２の前面４２を含む、表示領域４０を有する。表示領域４０は、長方形形状、台形形状、
または美学的理由のために望まれた任意の特別注文の輪郭形状であってもよい。ガラス要
素１２の第２の表面は、クロムリング端処理などの、周辺隠蔽層を含んでもよい。
【００２９】
　図４を参照すると、車両用ディスプレイミラーアセンブリ１０は、構成要素が部分的に
分解された状態で、示される。ディスプレイミラーアセンブリ１０は、ベゼル１３に取設
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されたガラス要素１２を含む。ベゼル１３は、前部シールド１４と一体的に結合される。
前部シールド１４およびベゼル１３は、ディスプレイモジュール１８、後部ハウジング３
０、および取り付け部材３２を支持する。図４および５に示されるように、ディスプレイ
モジュール１８の構成要素は、ディスプレイモジュール１８のいくつかの構成要素を前部
シールド１４、ベゼル１３、および互いと動作可能に結合させ、かつ、ディスプレイモジ
ュール１８に支持を提供する、さまざまな保持特徴を含む。特に、ベゼル１３は、ベゼル
１３をディスプレイモジュール１８と動作可能に結合させる保持特徴を含み、後部シール
ド１６は、後部シールド１６をディスプレイモジュール１８と動作可能に結合させる保持
特徴４４を有する。保持特徴４４は、概して、スナップ嵌め連結、タブおよびスロット連
結、ヒートステーク連結、ネジ連結、および他の既知の保持特徴を含む。保持特徴のいく
つかまたはすべては、接着剤を加えることによっても強化され得る。保持特徴の特定の非
限定的かつ説明的な例は、本明細書に詳細に記述される。
【００３０】
　ディスプレイミラーアセンブリ１０は、対象とする視認者に最も近い要素で始まり、視
認者から離れて後方に延在するように、より詳細に以下に記述されよう。
【００３１】
　ガラス要素１２は、電気光学要素またはプリズムなどの単一半透過型または要素であっ
てもよい。電気光学要素の構成に対して、ガラス要素１２は、前面基板および背面基板を
含み得る。電気光学要素の１つの非限定的な例は、少なくとも１つの溶媒、少なくとも１
つの陽極材料、および第１の基板と背面基板との間に配置された少なくとも１つの陰極材
料を含む、エレクトロクロミック媒体を含む。典型的に、陽極および陰極材料の両方とも
電気活性的であり、そのうちの少なくとも１つはエレクトロクロミックである。その通常
の意味にかかわらず、用語「電気活性的」は、特定の電位差にさらされたその酸化状態に
おいて変質を受ける材料として、本明細書に定義されることを、理解されるだろう。さら
に、用語「エレクトロクロミック」は、その通常の意味にかかわらず、特定の電位差にさ
らされた、１つまたは複数の波長でのその消衰係数において変化を示す材料として、本明
細書において定義されることが理解されるであろう。エレクトロクロミック構成要素は、
本明細書に記述されたように、電流が材料に印加される場合に、色または不透明度が第１
の段階から第２の段階に変化するように、その色または不透明度が電流によって影響を受
ける材料を含む。エレクトロクロミック構成要素は、参照によりその全体が本明細書に組
み込まれる、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　
Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　Ｓａｍｅ」と題された米国特許第５，９２８，５７２号、「Ｅｌ
ｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ」と題された米国特許第５，９９８，６
１７号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｍｅｄｉｕｍ　Ｃａｐａｂｌｅ　Ｏｆ　Ｐｒ
ｏｄｕｃｉｎｇ　Ａ　Ｐｒｅ－ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｃｏｌｏｒ」と題された米国特許第６
，０２０，９８７号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ」と題され
た米国特許第６，０３７，４７１号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｍｅｄｉａ　Ｆ
ｏｒ　Ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　Ａ　Ｐｒｅ－ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｃｏｌｏｒ」と題された米
国特許第６，１４１，１３７号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題
された米国特許第６，２４１，９１６号、「Ｎｅａｒ　Ｉｎｆｒａｒｅｄ－Ａｂｓｏｒｂ
ｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ
　Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　Ｓａｍｅ」と題された米国特許第６，１９３，９１２号、「Ｃ
ｏｕｐｌｅｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ　Ｗｉｔｈ　Ｐｈｏ
ｔｏｓｔａｂｌｅ　Ｄｉｃａｔｉｏｎ　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　Ｓｔａｔｅｓ」と題された
米国特許第６，２４９，３６９号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｍｅｄｉａ　Ｗｉ
ｔｈ　Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ，Ｐｒｏｃ
ｅｓｓ　Ｆｏｒ　Ｔｈｅ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　Ｔｈｅｒｅｏｆ　ａｎｄ　Ｕｓｅ　
Ｉｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」と題された米国特許第６，１３
７，６２０号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題された米国特許第
６，５１９，０７２号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　Ｓｏｌ
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ｉｄ　Ｆｉｌｍｓ，Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｄｅ
ｖｉｃｅｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓｕｃｈ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ，Ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓ
ｅｓ　Ｆｏｒ　Ｍａｋｉｎｇ　Ｓｕｃｈ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃ
ｅｓ」と題された国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ９８／０５５７０号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃ
ｈｒｏｍｉｃ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題された国際特許出願第ＰＣＴ／ＥＰ
９８／０３８６２号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　Ｓｏｌｉ
ｄ　Ｆｉｌｍｓ，Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｄｅｖ
ｉｃｅｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓｕｃｈ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ，Ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅ
ｓ　Ｆｏｒ　Ｍａｋｉｎｇ　Ｓｕｃｈ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅ
ｓ」と題された国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ９８／０５５７０号、において記述されたよ
うに、単層、単相構成要素、多層構成要素、または多相構成要素であってもよい。ガラス
要素１２は、部分的に反射性で部分的に透過性の特性を有する他の任意の要素であっても
よい。電流をガラス要素１２に供給するために、それらの間に電位を生成するように、電
気要素が要素の反対側に供給される。Ｊクリップは、それぞれの電気要素と電気的に係合
され、素線はＪクリップから一次プリント回路基板２８に延在する。
【００３２】
　次に図１～５を参照すると、ベゼル１３の前部シールド１４は、ディスプレイモジュー
ル１８を無線周波数（ＲＦ）電磁放射線の放射から保護し、電磁波耐性を提供するように
機能し、かつ、ガラス要素１２およびディスプレイモジュール１８に対する支持を提供す
るように機能する。ベゼル１３は、ガラス要素１２の周辺の周りに配置され、ディスプレ
イモジュール１８に対してガラス要素１２を保持するように構成され、そこにおいて、前
部シールド１４はベゼル１３と一体的に結合される。前部シールド１４は、鋼の限定を受
けないことを含み、ＲＦ放射線を遮断するのに適した１つまたは複数の材料から形成され
る。非限定的な例として、前部シールド１４は、約０．５ｍｍの厚さの打ち抜きされた鋼
材料から形成され得る。中央周辺壁４６は、ベゼル１３および前部シールド１４に隣接し
て位置付けられる。中央周辺壁４６は、ガラス要素１２の後面に当接するように構成され
る。ベゼル１３は、ガラス要素１２を密接に収容する丸みのある周辺端４８を含む。中央
周辺壁４６の裏側は、ディスプレイ２２とごく近接しているか、または当接している。
【００３３】
　再び図４および５を参照すると、ベゼル１３の前部シールド１４は、ＲＦ電磁放射線が
ディスプレイミラーアセンブリ１０のガラス要素１２を貫通することを最小化かまたは排
除するように設計されたさまざまな構成を呈してもよい。同時に、ディスプレイ２２また
はハウジング３０内の他の構成要素によって生成されたＲＦ電磁放射線がハウジング３０
に残ることを防止または最小化する、ベゼル１３の前部シールド１４が、複合物を一緒に
画定する。前述のとおり、前部シールド１４は、さまざまな材料から形成され得る。同様
のことがベゼル１３に当てはまる。ベゼル１３および前部シールド１４は、複合構造を形
成するために異なる材料から形成されてもよいことが概して考えられる。例えば、ベゼル
１３は、金属材料から構成されてもよい、前部シールド１４上に成形された射出である高
分子材料から構成されてもよい。さらに、ベゼル１３から内部へ延在する、中央周辺壁４
６は、ベゼル１３または前部シールド１４の部分として形成されてもよいことが、概して
考えられる。中央周辺壁４６は、ベゼル１３に構造的剛性を提供し、かつ、ＲＦ電磁放射
線がディスプレイミラーアセンブリ１０を貫通または回避することを最小化するのを支援
してもよい。中央周辺壁４６は、ガラス要素１２がベゼル１３に対して正しい深さで確実
に位置付けられるように、位置決め特徴も構成する。したがって、ガラス要素１２は、ベ
ゼル１３のわずかに突出した前部に位置付けられ得るか、ベゼル１３の前部周辺端と同一
平面にあり得るか、または、ベゼル１３の先端をわずかに陥凹させ得る。
【００３４】
　図６～９に図示されるように、ベゼル１３の周辺端４８は、ガラス要素１２を密に収容
し、ガラス要素１２に相補的である形状も含む。ベゼル１３は、それの低い部分上のチン
４１も含む。チン４１は、光センサ、ディスプレイミラーアセンブリ１０内で機能性を作
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動させる１つまたは複数のボタン、マイクロホンなどを支持し得る。チンは、ハウジング
３０の低い前部上に延在し得、ハウジング３０の低い部分に収容され得る。ベゼル１３の
周辺は、スナップ嵌めコネクタ、機械的留め具などを含み得る、取設特徴５４同様の、位
置決め特徴５１も含む。取設特徴５４は、概してハウジング３０の内部壁上に配置された
相補的な取設特徴５６と係合するために構成される。
【００３５】
　図９～１２を参照すると、ベゼル１３および前部シールド１４の組み合わせは、さまざ
まな特徴を含む。特に、前部シールドは、ディスプレイモジュールとの係合のための一組
の保持タブを含み、ベゼル１３は、ベゼル１３の周辺壁４５において画定された、凹部４
３の形態において位置決め特徴を含む。周辺壁４５は、ベゼル１３の４つの内側のそれぞ
れの周りに延在する。図示された実施形態において、凹部４３は、前部シールド１４の側
壁４５Ａから延在する、相補的な突起４３Ａを収容するように構成された、部分的に弧状
の凹部の形態である。図示された実施形態において、突起４３Ａは、円筒の一部を概して
画定する弧状の突起である。突起４３Ａは、凹部４３の半径と同じか、またはわずかに小
さい半径を含むように構成される。したがって、ベゼル１３との前部シールド１４の係合
の間、オーバーモールドされたプラスチックは、前部シールド１４をベゼル１３に係止す
る。とりわけ、ベゼル１３の周辺壁４５は、ほぼ連続的である。前部シールド１４の側壁
４５Ａは、図示されたように、前部シールド１４の４つの側のそれぞれ上に離反壁部を含
む。しかしながら、前部シールド１４の側壁４５Ａは、図示されているように、分離され
てもよく、または、ベゼル１３に対して図示された設計と同様に、連続的であってもよい
ことが理解されよう。チン４１は、ボタン、センサ、マイクロホンなどの１つを収容する
ように構成された開口部４７を含む。さらに、ベゼル１３の側壁４５Ａは、前部シールド
１４の係合特徴４９Ａを収容するように構成された係合特徴４９を含む。これらの特徴は
、概して、光センサ、またはディスプレイミラーアセンブリ１０によって利用される他の
構成要素を固定させるために使用されてもよいことが考えられる。
【００３６】
　さらに、周辺壁４６は、ディスプレイ２２、光学ブロック２４、吸熱器２６、一次プリ
ント回路基板２８、後部シールド１６、およびハウジング３０の１つまたは複数と係合す
るように構成された複数の取設特徴を含む。取設特徴は、摩擦嵌め設計、スナップ嵌め構
成などを含み得る。機械的留め具または接着剤は、概して、上記の構成要素を固定するた
めに使用され得ることが考えられる。
【００３７】
　図４および５を参照すると、ディスプレイモジュール１８は、ディスプレイ２２が前部
シールド１４における開口部を通して視認可能である状態で、前部シールド１４の背後に
配置される。ディスプレイモジュール１８の構成要素は、前部シールド１４から、後部シ
ールド１６、ディスプレイ２２、光学ブロック２４、吸熱器２６、および一次プリント回
路基板２８の方に向かって、順序付けられる。
【００３８】
　ディスプレイ２２は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、ＬＥＤ、有機発光ダイオード（Ｏ
ＬＥＤ）、プラズマ、デジタル光処理（ＤＬＰ）、または他のディスプレイ技術であり得
る。ディスプレイ２２は、機械的に動作可能であり、かつ一次プリント回路基板２８と電
気的に接続された、フレキシブル電気コネクタ５０をさらに含む。フレキシブル電気コネ
クタ５０は、ディスプレイ２２と一次プリント回路基板２８との間でディスプレイモジュ
ール１８の構成要素の周りを包むのに十分な長さＬを有し、かつ、ディスプレイ２２の上
端５２に沿って実質的に延在する幅を有する。フレキシブル電気コネクタは、一次プリン
ト回路基板２８と動作可能に結合される場合、ディスプレイモジュール１８の上端に沿っ
て構成要素を固定するのを援助する。
【００３９】
　再び図４を参照すると、グレアセンサ６０は、ベゼル１３を通して光を受け、かつ、デ
ィスプレイ２２の背後ではない、位置において、プリント回路基板２８の前側に設けられ
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る。グレアセンサレンズ６１は、ベゼル１３の開口部４７の中にスナップ嵌めされる。グ
レアセンサ６０は、牽引車両のヘッドランプからの光を受け、ディスプレイミラーアセン
ブリ１０がガラス要素１２を通してディスプレイ２２の視認を可能にするよう最適化され
得るように、ガラス要素１２上に見える起こり得るグレアに関する情報を測定し、ディス
プレイミラーアセンブリ１０にこの情報を伝達する。グレアセンサ６０の垂直／水平パタ
ーンは対称的なので、グレアセンサ６０の方向が重要ではない。グレアセンサ６０は、デ
ィスプレイミラーアセンブリ１０のハウジング３０内に少なくとも部分的に入れられるこ
ともでき、グレアセンサ６０に光を伝搬させるように構成された光ガイドを有する。グレ
アセンサ６０は、車両の後部上の撮像素子の可能性もあり、受けた光を表す信号は、グレ
アセンサ６０からディスプレイミラーアセンブリ１０へ伝達される。環境光センサ６３も
また、プリント回路基板２８と動作可能に結合され得、二次レンズ６５を含む。
【００４０】
　吸熱器２６は、光学ブロック２４の後方に配置され、ＬＥＤプリント回路基板２８およ
び一次プリント回路基板２８の他の構成要素によって生成された熱を放散させる。吸熱器
２６は、概して前側７２および上端７４を備えた平面体７０を有する。
【００４１】
　一次プリント回路基板２８は、ディスプレイモジュール１８およびガラス要素１２に対
して電力を供給し、制御するように作動する。図４および５に示されるように、一次プリ
ント回路基板２８は概して、前側８０、後側８２、および側端８４を備える平面状である
。前側８０は吸熱器２６に対面し、後側８２は後部シールド１６に対面している。電気構
成要素は概して、一次プリント回路基板２８の両側に配向される。一次プリント回路基板
２８は、ガラス要素１２の電気要素ワイヤとの動作可能な電気係合用の電気コネクタ、フ
レキシブル電気コネクタ５０との動作可能な電気係合用の電気コネクタ、およびワイヤリ
ングハーネス９４との動作可能な電気係合用の電気コネクタ９２を含む。ディスプレイミ
ラーアセンブリ１０上に設けられ得る、付加的機能要素は、グレアセンサ６０およびディ
スプレイミラーアセンブリ１０の任意の他の機能ボタンまたは特徴のように、一次プリン
ト回路基板２８とも電気的に接続されてもよい。一次プリント回路基板２８は、後部シー
ルド１６をディスプレイモジュール１８の構成要素に固定させるのに使用される機械的留
め具の通路を可能にするため、側端８４に沿って側面カットアウト９６をさらに含む。
【００４２】
　後部シールド１６は、ＲＦ放射線の放射からプリント回路基板２８を遮断するように機
能する。後部シールド１６は、ディスプレイモジュール１８をカプセル化するのにも役立
ち、さらにディスプレイミラーアセンブリ１０の構成要素を相互係止する。後部シールド
１６は、鋼などの、このような放射線をブロックするのに適した材料から形成され、ディ
スプレイミラーアセンブリ１０に対して所望の支持を提供する。非限定的な例のように、
後部シールド１６は、打ち抜き鋼から形成され得る。
【００４３】
　後部ハウジング３０は、前方に向付けられた空洞１００を含み、空洞１００の中に、前
部シールド１４、後部シールド１６、およびディスプレイモジュール１８のすべてまたは
一部が収容され、支持される。後部ハウジング３０は、後部シールド１６の周辺壁１０６
上の位置決め特徴１０４の上に位置する、ベゼル１３の対応する係合特徴５１にスナップ
嵌めされる、機械的係合特徴１０２を含む。代替的に、機械的係合特徴１０２は、吸熱器
２６などのディスプレイモジュール構成要素のいずれとも係合してもよい。取り付け部材
３２は、後部ハウジング３０と任意の既知の方法で動作可能に係合される。
【００４４】
　再び図４および５を参照すると、取り付けアセンブリは、ハウジング３０の後壁を通っ
て延在するように、かつ内部支持体１０７と確実に係合するように構成される。複数の留
め具１０８は、取り付け部１０５で内部支持体１０７を固定する。したがって、ディスプ
レイミラーアセンブリ１０の全体は、車両のフロントガラス上に支持され得る。特に、外
側に延在する配線ハーネス１０９は、取り付け部１０５のバレル１１１を通してルーティ
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ングされるか、または、バレル１１１の周りか外部にルーティングしてもよい。カメラハ
ーネスは、取り付け部１０５の外部に取り付けられるが、バレル１１１を通してルーティ
ングされることが可能である。
【００４５】
　以下の記述に関して、ディスプレイミラーアセンブリ１０は、ガラス要素１２の平面に
対して垂直な直線が視認者の目の方に延在する場合、「軸上」と見なされる。ガラス要素
１２を通して見られるディスプレイ２２が原因で、ガラス要素１２上のいずれのグレアも
、ディスプレイ２２の視認性に干渉することがある。ディスプレイミラーアセンブリ１０
が軸上にあり、夜間走行条件中に使用される場合、後続車両（すなわち、ディスプレイミ
ラーアセンブリ１０を備える車両の背後を走行している車両）は、運転者に見えるグレア
を引き起こし得る。
【００４６】
　本開示の一実施形態によれば、アクチュエータデバイス１１０は、図１３および１３Ａ
に示されるように、ディスプレイミラーアセンブリ１０と動作可能に結合される。作動さ
れると、図１４および１４Ａに示されるように、アクチュエータデバイス１１０は、少な
くともガラス要素１２を軸外に移動させる（すなわち、運転者の目の方に向かう直線から
離れる）。通常は、アクチュエータデバイス１１０の作動は、ガラス要素１２を軸外位置
に移動させるように、ガラス要素１２を上方に傾斜させる。しかしながら、アクチュエー
タデバイス１１０が、ガラス要素１２を軸に対していずれの方向にも移動させるように構
成され得ることを、認識されるべきである。アクチュエータデバイス１１０は、起動時に
ディスプレイ２２を移動させるように構成され得る。アクチュエータデバイス１１０は、
ディスプレイ２２をオンまたはオフに変えるように構成され得る。したがって、アクチュ
エータデバイス１１０がガラス要素１２を軸外に移動させるように作動されている場合、
ディスプレイ２２をオンにすることができる。
【００４７】
　図４Ａおよび１３～１４Ａにおいて図示されるように、アクチュエータデバイス１１０
は、アクチュエータ１１２、および、視認者の目に対してガラス要素１２の角度位置を調
整するように構成された当接部材１１４を含む。アクチュエータ１１２が調整されるとき
、当接部材１１４は、ガラス要素１２上のグレアを最小化、再配向、または排除すること
ができるように、ガラス要素１２を、また可能なら同様にディスプレイ２２を移動させる
。
【００４８】
　さらに、ディスプレイミラーアセンブリ１０の視認者に情報を提供するために、ディス
プレイミラーアセンブリ１０が使用中の場合、ディスプレイミラーアセンブリ１０は、部
分的に透過性のグラフィックオーバレイまたは表示領域４０上で視認可能なディスプレイ
２２上の画像などの、視界に関する情報を含んでもよい。
【００４９】
　後部ハウジング３０の前向きの空洞は、ベゼル１３の上に配置され、後部ハウジング３
０の機械的な係合特徴は、ベゼル１３の対応する係合特徴と係合するようにスナップ嵌め
される。取り付け部材３２は、アセンブリに先立って後部ハウジング３０に装着され得る
。
【００５０】
　本開示は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる、米国特許第９，１７４，５
７７号、米国特許第８，９２５，８９１号、米国特許第８，８１４，３７３号、米国特許
第８，２０１，８００号、米国特許第８，２１０，６９５号、米国特許出願公開第２０１
２／０３２７２３４号、米国仮特許出願第６１／７０９，７１６号、米国仮特許出願第６
１／７０７，６７６号、および米国仮特許出願第６１／７０４，８６９号に説明されてい
るものなどのガラス要素に使用されてもよい。さらに、本開示は、その全体が参照により
本明細書に組み込まれる、米国特許第８，８８５，２４０号、米国特許第８，８１４，３
７３号、米国特許第８，６４６，９２４号、米国特許第８，６４３，９３１号、米国特許
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第８，２６４，７６１号、米国仮特許出願第６１／７０７，６２５号、および米国仮特許
出願第６１／５９０，２５９号に説明されているものなどの後方視認パッケージングアセ
ンブリに使用されてもよい。加えて、本開示は、その全体が参照により本明細書に組み込
まれる、米国特許第８，８２７，５１７号、米国特許第８，２１０，６９５号、および米
国特許第８，２０１，８００号に説明されているものなどのベゼルを含むことができると
考えられる。
【００５１】
　本開示によるディスプレイミラーアセンブリは、いくつかの利点を有する。ディスプレ
イモジュールは、ベゼルとハウジングとの間で支持され、追加支持またはキャリア板を必
要としない。キャリア板の省略、および前部シールドおよび後部シールドにおける保持特
徴の組み入れは、ディスプレイミラーアセンブリに、製造用部品の低減を伴い、軽くする
ことを可能にし、かつ、ディスプレイミラーアセンブリの全表示領域の大部分にわたって
視認可能であるディスプレイを備えることを可能にする。１つまたは複数のミラーベース
の付属品を備えるミラー適用に対して、１つまたは複数の付属品は、ミラー筐体に収容さ
れるか配置され得、かつ／または、ミラーアセンブリの取り付け構造に配置され得る。
【００５２】
　本開示は、周辺支持体をほぼ画定する構造を有する、ミラー筐体またはベゼルの前面ま
たは取り付け面に接着または取設された反射要素を有する、フレームレスミラーアセンブ
リも含み得る。周辺支持体は、外部に露出されていてもよく、または、ガラス要素１２の
背後のハウジング内に隠されていてもよい。この例において、周辺支持体は、反射要素の
前面の周辺端領域を包囲しない。ガラス要素１２が電気光学要素である構成において、そ
の後、前面基板の周辺端は露出され得、周辺支持体によって覆われない。背面基板は、周
辺支持体によって隠されてもよく、または隠されなくてもよい。周辺支持体は、ハウジン
グの前部周辺端と前面基板の後側との間のガラス要素１２の背後に延在してもよい。代替
的に、周辺支持体は、ハウジング内の後面基板の背後に位置付けられる可能性がある。反
射要素の平らな前面および周辺支持体は、ミラーアセンブリにフレームレスでより現代的
な外観を提供する。さらにまた、不透明な周辺境界帯および周辺支持体は、ミラーアセン
ブリの適用および所望の外観に応じて、外観をさらに高めるように対比または適合させて
もよい。例えば、不透明な境界帯は、メタリック調の外観を含んでもよく、または光吸収
的であってもよく、したがって暗色であってもよいが、周辺支持体は、暗色または黒色の
プラスチックであってもよく、あるいは、ミラーアセンブリの所望または選択された外観
を提供するためにクロムめっきまたは他の色であってもよい。ディスプレイの周辺端から
ハウジングまでの距離が、１１ｍｍ未満であり得ることも考えられる。代替的に、ディス
プレイの周辺端からハウジングの前部周辺端までの距離は６．５ｍｍ未満であり得るか、
または、ディスプレイの周辺端からハウジングまでの距離は３．０ｍｍ未満であり得る。
【００５３】
　本明細書に記述された開示の実施形態は、１つまたは複数の従来のプロセッサ、ならび
に、本明細書に記述されたような、ミラーアセンブリ１０の機能の一部、ほとんど、ある
いはすべてを、特定の非プロセッサ回路と連動して、実装するために、１つまたは複数の
プロセッサを制御する、唯一の保管されたプログラム命令からなり得る。非プロセッサ回
路は、以下に限定されないが、信号ドライバ、クロック回路、電源回路、および／または
ユーザ入力デバイスを含み得る。かくして、これらの機能は、分類システムの使用または
構築の際に使用される方法のステップとして解釈され得る。代替的に、一部あるいはすべ
ての機能は、保管されたプログラム命令を有しない状態機械によって実装される可能性が
あるか、または、それぞれの機能あるいは特定の機能のいくつかの組み合わせがカスタム
ロジックとして実装されている、１つまたは複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）に
おいて、実装される可能性がある。当然のことながら、その２つのアプローチの組み合わ
せが使用される可能性がある。したがって、これらの機能のための方法および手段が、本
明細書に記述されている。さらに、本明細書に開示された概念および原理によって導かれ
る場合、例えば、使用可能時間、現在技術、および経済的配慮によって動機付けられた、
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、当該のソフトウェア命令、プログラムおよびＩＣを容易に生成することができるだろう
。
【００５４】
　記述された開示および他の構成要素の構築が、任意の特定の材料に限定されないことが
、当業者には理解されよう。本明細書に開示された開示の他の典型的な実施形態は、本明
細書に別段に記述されない限り、多種多様な材料から形成されてもよい。
【００５５】
　本開示用に、「ｃｏｕｐｌｅｄ（結合された）」という用語（ｃｏｕｐｌｅ、ｃｏｕｐ
ｌｉｎｇ、ｃｏｕｐｌｅｄなどのその形態のすべてにおける）は、一般に、互いに直接的
または間接的な２つの構成要素の（電気的または機械的な）接合を意味する。このような
接合は、本質的に固定しているかまたは本質的に移動可能であってもよい。このような接
合は、２つの構成要素（電気的または機械的な）および任意の追加の中間部材が、単一統
一体として、互いにまたは２つの構成要素で一体的に形成されて、もたらされてもよい。
このような接合は、本質的に永続的であっても、または、別段に明記されない限り、取り
外し可能もしくは解放可能であってもよい。
【００５６】
　典型的な実施形態に示されたような本開示の構成要素の構築および配置が、一例にすぎ
ないことに留意することも重要である。本技術革新のほんのわずかな実施形態が、本開示
において詳細に説明されたが、本開示を検討する当業者は、列挙された発明の対象の新し
い教示および利点から実質的に逸脱することなく、多くの修正が可能である（例えば、さ
まざまな要素のサイズ、寸法、構造、形状および割合、パラメータ値、取り付け方法、材
料の使用、色、向きなどにおける変更）ことがすぐに分かるであろう。例えば、一体的に
形成されたように示された要素が、複数の部分から成ってもよく、複数の部分として示さ
れた要素が、一体的に形成されてもよく、インタフェースの動作が、逆にされても、そう
でなければ変えられてもよく、システムの構造および／または部材またはコネクタまたは
他の要素の長さまたは幅が変えられてもよく、要素間に設けられた調整位置の性質や個数
が変えられてもよい。システムの要素および／またはアセンブリが、多種多様な色、質感
、および組み合わせのいずれにおいても、十分な強度と耐久性をもたらす多種多様な材料
のいずれからも構築されてもよいことに留意されるべきである。したがって、このような
修正のすべては、本技術革新の範囲内に含まれるものである。所望の他の典型的な実施形
態の設計、動作状態、および配置において、他の置き換え、修正、変更、および省略が、
本技術革新の趣旨から逸脱することなく行われてもよい。
【００５７】
　いずれの説明されたプロセス、または説明されたプロセス内のいずれのステップも、他
の開示されたプロセスまたはステップと組み合わされて、本開示の範囲内の構造を形成し
得ることが理解されよう。本明細書において開示された例示的な構造およびプロセスは、
説明目的のものであり、限定と解釈されるべきではない。
【００５８】
　本開示の概念から逸脱することなく、上述の構成および方法に変更や修正が行われ得る
ことも理解されるべきであり、このような概念が、以下の特許請求の範囲に、それらの特
許請求の範囲が、それらの言語によって明示的に別段に定めない限り、含まれるものであ
ることがさらに理解されるべきである。
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