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(57)【要約】
【課題】支持体と回動体との間の隙間寸法を安定化する
。
【解決手段】車両用ドアミラー装置１０では、ベース１
６の外周がベースカバー２２によって被覆されると共に
、ベース１６にバイザ４６及びミラー５４が支持されて
おり、ベースカバー２０の上壁２０Ａとバイザ４６の対
向壁４６Ｃとの間に隙間５０が形成されている。ここで
、上壁２０Ａの突部２８が対向壁４６Ｃに接触されて、
隙間５０の上下方向寸法が突部２８によって規定されて
いる。このため、隙間５０の上下方向寸法を安定化でき
て、隙間５０の見栄えを安定化できる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体側に支持される支持体と、
　前記支持体に支持されると共に、ミラーが設けられ、前記支持体との間に隙間が形成さ
れると共に、前記支持体に対し回動されることで前記ミラーが格納又は起立される回動体
と、
　前記支持体及び前記回動体の一方に設けられ、前記支持体及び前記回動体の他方に接触
されて前記隙間寸法が規定される接触部と、
　を備えた車両用ミラー装置。
【請求項２】
　前記接触部を前記支持体及び前記回動体の他方に点接触させる請求項１記載の車両用ミ
ラー装置。
【請求項３】
　前記接触部を３個以上設けた請求項１又は請求項２記載の車両用ミラー装置。
【請求項４】
　複数の前記接触部を前記回動体の回動中心を中心とする同一円上に配置した請求項１～
請求項３の何れか１項記載の車両用ミラー装置。
【請求項５】
　前記支持体及び前記回動体の一方を前記支持体及び前記回動体の他方の下側に配置した
請求項１～請求項４の何れか１項記載の車両用ミラー装置。
【請求項６】
　前記回動体の回動中心より前記支持体に対する前記回動体の突出側に前記接触部を配置
した請求項１～請求項５の何れか１項記載の車両用ミラー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ミラーが設けられる回動体が支持体に支持される車両用ミラー装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１に記載のドアミラーでは、ミラーベースにミラーハウジングが支持され
ており、ミラーベースの対向面とミラーハウジングの対向面との間に隙間が形成されてい
る。
【０００３】
　しかしながら、このドアミラーでは、ミラーベースの対向面とミラーハウジングの対向
面との隙間寸法にバラツキが発生し易い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第０３／０３３３０３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記事実を考慮し、支持体と回動体との間の隙間寸法を安定化できる車両用
ミラー装置を得ることが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の車両用ミラー装置は、車体側に支持される支持体と、前記支持体に支
持されると共に、ミラーが設けられ、前記支持体との間に隙間が形成されると共に、前記
支持体に対し回動されることで前記ミラーが格納又は起立される回動体と、前記支持体及
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び前記回動体の一方に設けられ、前記支持体及び前記回動体の他方に接触されて前記隙間
寸法が規定される接触部と、を備えている。
【０００７】
　請求項２に記載の車両用ミラー装置は、請求項１に記載の車両用ミラー装置において、
前記接触部を前記支持体及び前記回動体の他方に点接触させる。
【０００８】
　請求項３に記載の車両用ミラー装置は、請求項１又は請求項２に記載の車両用ミラー装
置において、前記接触部を３個以上設けている。
【０００９】
　請求項４に記載の車両用ミラー装置は、請求項１～請求項３の何れか１項に記載の車両
用ミラー装置において、複数の接触部を回動体の回動中心を中心とする同一円上に配置し
ている。
【００１０】
　請求項５に記載の車両用ミラー装置は、請求項１～請求項４の何れか１項に記載の車両
用ミラー装置において、前記支持体及び前記回動体の一方を前記支持体及び前記回動体の
他方の下側に配置している。
【００１１】
　請求項６に記載の車両用ミラー装置は、請求項１～請求項５の何れか１項に記載の車両
用ミラー装置において、前記回動体の回動中心より前記支持体に対する前記回動体の突出
側に前記接触部を配置している。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載の車両用ミラー装置では、車体側に支持体が支持されており、支持体に
回動体が支持されている。さらに、回動体にミラーが設けられており、支持体に対し回動
体が回動されることで、ミラーが格納又は起立される。また、支持体と回動体との間に隙
間が形成されている。
【００１３】
　ここで、支持体及び回動体の一方に接触部が設けられており、接触部が支持体及び回動
体の他方に接触されて、隙間寸法が規定される。このため、隙間寸法を安定化できる。
【００１４】
　請求項２に記載の車両用ミラー装置では、接触部が支持体及び回動体の他方に点接触さ
れる。このため、回動体が回動される際に、支持体及び回動体の他方に対する接触部の摺
動抵抗を低減できる。
【００１５】
　請求項３に記載の車両用ミラー装置では、接触部が３個以上設けられている。このため
、支持体が３個以上の接触部を介して回動体を安定して支持でき、支持体に対する回動体
の揺動を抑制できる。
【００１６】
　請求項４に記載の車両用ミラー装置では、複数の接触部が回動体の回動中心を中心とす
る同一円上に配置されている。このため、回動体が回動される際に、複数の接触部が支持
体及び回動体の他方の当該同一円上を摺動でき、支持体及び回動体の他方に対する接触部
の摺動抵抗を低減できる。
【００１７】
　請求項５に記載の車両用ミラー装置では、接触部が設けられる支持体及び回動体の一方
が支持体及び回動体の他方の下側に配置されている。このため、回動体が回動される際に
、上側に配置されて埃等の異物が付着しにくい支持体及び回動体の他方を接触部が摺動す
ることで、支持体及び回動体の他方に対する接触部の摺動抵抗を低減できる。
【００１８】
　請求項６に記載の車両用ミラー装置では、回動体の回動中心より支持体に対する回動体
の突出側に接触部が配置されている。このため、支持体が接触部を介して回動体を効果的
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に支持でき、支持体に対する回動体の揺動を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態に係る車両用ドアミラー装置を示す車幅方向内側かつ車両前
側から見た分解斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る車両用ドアミラー装置を示す車両後側かつ上側から見
た斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る車両用ドアミラー装置の主要部を示す車両後方から見
た正面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る車両用ドアミラー装置の主要部を示す上方から見た平
面図である。
【図５】図３の領域Ａの拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１には、本発明の車両用ミラー装置が適用された実施の形態に係る車両用ドアミラー
装置１０が車幅方向内側かつ車両前側から見た分解斜視図にて示されており、図２には、
車両用ドアミラー装置１０が車両後側かつ上側から見た斜視図にて示されている。なお、
図面では、車両前方を矢印ＦＲで示し、車幅方向外方（車両右方）を矢印ＯＵＴで示し、
上方を矢印ＵＰで示す。
【００２１】
　図２に示す如く、本実施の形態に係る車両用ドアミラー装置１０は、車両のドア１２（
車体側）の外部に設けられている。ドア１２の下側部分の外側面は、配置部材（意匠部材
）としてのドアパネル１２Ａ（ドアアウタパネル）によって構成されており、ドアパネル
１２Ａの上端の車両前側端部には、取付孔（図示省略）が貫通形成されている。
【００２２】
　図１に示す如く、車両用ドアミラー装置１０は、車幅方向内側端部において、支持体を
構成する支持部材としての金属製でブロック状のベース１６を備えている。ベース１６は
、ドア１２に取付孔を介して取付けられており、これにより、車両用ドアミラー装置１０
がドア１２に取付けられている。
【００２３】
　ベース１６の下側には、仮止部材（仮置部材）としての樹脂製の仮止爪１８（仮置爪、
クランプクリップ）が取付けられている。ベース１６がドア１２に取付けられる際には、
仮止爪１８がドア１２に取付孔を介して引掛けられる（係合される）ことで、車両用ドア
ミラー装置１０がドア１２に仮止め（仮置き）されて、ドア１２に対する車両用ドアミラ
ー装置１０の位置ズレ及び脱落が抑制される。
【００２４】
　ベース１６の外周は、支持体を構成する第１対向部材及び被覆部材（意匠部材）として
の樹脂製で略円筒状のベースカバー２０によって被覆されており、ベースカバー２０内は
、下側へ開放されている。ベースカバー２０の下側端は、全周においてドアパネル１２Ａ
の取付孔外周側に対向されて、対向されるドアパネル１２Ａに沿った形状にされており、
ベースカバー２０の下側端とドアパネル１２Ａとの間には、隙間２２（図２参照）が形成
されている。ベースカバー２０の下側端の内周側部分には、全周において、シール面２４
が形成されており、シール面２４は、ベースカバー２０の内周側へ向かうに従い上側（ド
アパネル１２Ａとは反対側）へ向かう方向へ傾斜されている。
【００２５】
　ベースカバー２０の上端には、第１対向部としての平板状の上壁２０Ａが設けられてお
り、上壁２０Ａは、上下方向に垂直に配置されている。上壁２０Ａの中心側部分には、露
出孔２６が貫通形成されており、露出孔２６は、ベース１６を上方へ露出させている。
【００２６】
　図３～図５に示す如く、上壁２０Ａの上面には、外周部分において、接触部としての突
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部２８が３個形成されており、突部２８は、上壁２０Ａから上側に突出されると共に、表
面が球面状にされている。３個の突部２８は、同一形状にされて、下記駆動体４２の回動
中心軸線Ｏを中心とした同一円上に略等間隔で配置されており、突部２８は、回動中心軸
線Ｏの車幅方向外側と車両前側と車両後側とに配置されている。
【００２７】
　図１に示す如く、ベース１６の下側には、シール部材としての略板状のガスケット３０
（シール）が設けられており、ガスケット３０は、ベース１６と仮止爪１８との間に配置
されて、仮止爪１８によってベース１６に取付けられている。ガスケット３０は、ゴム製
にされて、弾性及びシール性を有しており、ガスケット３０は、ベースカバー２０の下側
面を被覆している。
【００２８】
　ガスケット３０の外周端には、全周において、板状のシール部３２が一体に形成されて
おり、シール部３２は、ガスケット３０の外周端から上側（ベースカバー２０側）へ向か
うに従いガスケット３０の内周側へ向かう方向に延出されている。シール部３２の下側端
（ガスケット３０の外周端）は、ドアパネル１２Ａに圧接されると共に、シール部３２の
上側部は、ベースカバー２０のシール面２４に圧接されており、これにより、ベースカバ
ー２０の下側端とドアパネル１２Ａとの隙間２２が、ベースカバー２０の全周において、
シールされている。このため、隙間２２及び取付孔を介してドア１２内に水等が浸入する
ことが抑制（防止）されると共に、車両の走行時に隙間２２を介してベースカバー２０内
に風が侵入することによる風切音の発生が抑制される。
【００２９】
　ベース１６の上側には、本体部３６が支持されており、本体部３６には、回動手段とし
ての格納装置３８（リトラクタ）が設けられている。
【００３０】
　格納装置３８は、支持体を構成する支持部としての金属製のスタンド４０を備えており
、スタンド４０の下端部は、略円柱状にされている。スタンド４０は、ベースカバー２０
の露出孔２６を介してベース１６に取付けられており、これにより、格納装置３８がベー
ス１６に取付けられて支持されている。スタンド４０とベース１６との間には、ベースカ
バー２０の上壁２０Ａが挟持されており、これにより、ベースカバー２０がベース１６に
固定されている。
【００３１】
　スタンド４０は、回動体を構成する駆動体４２を支持しており、格納装置３８が駆動さ
れた際には、駆動体４２がスタンド４０に対し上下方向に平行な回動中心軸線Ｏ（図４参
照）を中心として回動される。
【００３２】
　格納装置３８の駆動体４２には、回動体を構成するフレーム４４が固定されて支持され
ている。フレーム４４は、ベース１６及びベースカバー２０に対し車幅方向外側へ突出さ
れて、起立（展開）されており、格納装置３８が駆動された際には、フレーム４４が駆動
体４２と一体に回動可能にされている。このため、格納装置３８が駆動されて、フレーム
４４が車両後側かつ車幅方向内側へ回動されることで、フレーム４４（下記バイザ４６、
鏡面調整装置５２及びミラー５４を含む）が格納される（折畳まれる）。一方、格納装置
３８が駆動されて、フレーム４４が車両前側かつ車幅方向外側へ回動されることで、フレ
ーム４４（下記バイザ４６、鏡面調整装置５２及びミラー５４を含む）が起立（復帰）さ
れる。
【００３３】
　格納装置３８の駆動体４２及びフレーム４４は、回動体を構成する第２対向部材及び外
装部材（意匠部材）としての樹脂製のバイザ４６内に収容されており、バイザ４６は、フ
レーム４４に取付けられて支持されている。バイザ４６の車両前側には、略湾曲板状のバ
イザカバー４６Ａが設けられると共に、バイザ４６の車両後側には、略矩形筒状のバイザ
リム４６Ｂが設けられており、バイザカバー４６Ａとバイザリム４６Ｂとが組付けられる
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ことで、バイザ４６が構成されている。
【００３４】
　バイザ４６の車幅方向内側端部の下端には、第２対向部としての平板状の対向壁４６Ｃ
が設けられており、対向壁４６Ｃは、上下方向に垂直に配置されている。対向壁４６Ｃに
は、円状の貫通孔４８が貫通形成されており、対向壁４６Ｃは、貫通孔４８の全周におい
て、格納装置３８のスタンド４０の下端部全周に回動可能かつ上下方向へ移動可能に嵌合
されている。
【００３５】
　図３及び図５に示す如く、対向壁４６Ｃは、ベースカバー２０の上壁２０Ａと上下方向
において対向されており、対向壁４６Ｃと上壁２０Ａとの間には、上下方向において、隙
間５０が形成されている。対向壁４６Ｃには、上壁２０Ａ上面の３個の突部２８が先端（
頂部）において点接触されており、これにより、隙間５０の上下方向寸法Ｌが突部２８の
上下方向最大寸法に規定されている。
【００３６】
　図１に示す如く、フレーム４４の車両後側には、回動体を構成する鏡面調整手段として
の鏡面調整装置５２（ドライブユニット）が固定されており、鏡面調整装置５２は、バイ
ザ４６のバイザリム４６Ｂ内に挿入されている。
【００３７】
　図２にも示す如く、鏡面調整装置５２の車両後側には、回動体を構成する略矩形板状の
ミラー５４が組付けられており、ミラー５４は、バイザ４６のバイザリム４６Ｂ内に収容
されている。ミラー５４の鏡面５４Ａは、車両後側へ向けられており、ミラー５４によっ
て乗員（特に運転手）が車両後側を視認可能にされている。鏡面調整装置５２が駆動され
た際には、鏡面調整装置５２によってミラー５４が傾動されて、ミラー５４の鏡面５４Ａ
角度が調整される。
【００３８】
　次に、本実施の形態の作用を説明する。
【００３９】
　以上の構成の車両用ドアミラー装置１０では、ドア１２にベース１６及びベースカバー
２０が取付けられており、ベース１６に格納装置３８、フレーム４４、バイザ４６、鏡面
調整装置５２及びミラー５４が支持されている。格納装置３８が駆動された際には、駆動
体４２がスタンド４０に対し回動されて、駆動体４２と一体に、フレーム４４、バイザ４
６、鏡面調整装置５２及びミラー５４が回動中心軸線Ｏを中心として回動される。
【００４０】
　また、ベースカバー２０の上壁２０Ａとバイザ４６の対向壁４６Ｃとは、上下方向にお
いて対向されており、上壁２０Ａと対向壁４６Ｃとの間には、上下方向において、隙間５
０が形成されている。
【００４１】
　ここで、ベースカバー２０の上壁２０Ａ上面の突部２８がバイザ４６の対向壁４６Ｃに
接触されて、隙間５０の上下方向寸法Ｌが突部２８の上下方向最大寸法に規定されている
。このため、ベースカバー２０の寸法誤差、バイザ４６の寸法誤差、ベース１６へのベー
スカバー２０の組付誤差やフレーム４４へのバイザ４６の組付誤差等に拘らず、上壁２０
Ａと対向壁４６Ｃとの隙間５０の上下方向寸法Ｌを安定化できて、隙間５０の見栄えを安
定化できる。
【００４２】
　また、ベースカバー２０の上壁２０Ａ上面に突部２８が３個設けられている。このため
、ベースカバー２０の上壁２０Ａが３個の突部２８を介してバイザ４６の対向壁４６Ｃを
安定して支持でき、ベース１６、ベースカバー２０及びスタンド４０に対する駆動体４２
、フレーム４４、バイザ４６、鏡面調整装置５２及びミラー５４の揺動を抑制できて、ミ
ラー５４の視認性能を向上できる。しかも、バイザ４６が回動される際に、対向壁４６Ｃ
に対する突部２８の摺動抵抗を低減でき、突部２８の磨耗を抑制できる。
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【００４３】
　さらに、回動中心軸線Ｏより車幅方向外側（ベース１６、ベースカバー２０及びスタン
ド４０に対する駆動体４２、フレーム４４、バイザ４６、鏡面調整装置５２及びミラー５
４の突出側）に突部２８が配置されている。このため、ベースカバー２０の上壁２０Ａが
当該突部２８を介してバイザ４６の対向壁４６Ｃを効果的に支持でき、ベース１６、ベー
スカバー２０及びスタンド４０に対する駆動体４２、フレーム４４、バイザ４６、鏡面調
整装置５２及びミラー５４の揺動を効果的に抑制できて、ミラー５４の視認性能を効果的
に向上できる。
【００４４】
　また、バイザ４６が回動される際に、ベースカバー２０の上壁２０Ａ上面の３個の突部
２８がバイザ４６の対向壁４６Ｃに対し摺動する抵抗は、格納装置３８における駆動体４
２のスタンド４０に対する回動抵抗に比し、極めて小さい。このため、対向壁４６Ｃに対
する突部２８の摺動抵抗によって格納装置３８による駆動体４２のスタンド４０に対する
回動が阻害されることを十分に抑制できる。
【００４５】
　しかも、ベースカバー２０の上壁２０Ａ上面の突部２８が、表面を球面状にされて、バ
イザ４６の対向壁４６Ｃに点接触されている。このため、バイザ４６が回動される際に、
対向壁４６Ｃに対する突部２８の摺動抵抗を低減でき、当該摺動抵抗によって格納装置３
８による駆動体４２のスタンド４０に対する回動が阻害されることを一層十分に抑制でき
る。
【００４６】
　さらに、ベースカバー２０の上壁２０Ａ上面の３個の突部２８が回動中心軸線Ｏを中心
とする同一円上に配置されている。このため、バイザ４６が回動される際に、３個の突部
２８がバイザ４６の対向壁４６Ｃの当該同一円上を摺動でき、対向壁４６Ｃに対する突部
２８の摺動抵抗を一層低減できて、当該摺動抵抗によって格納装置３８による駆動体４２
のスタンド４０に対する回動が阻害されることを一層十分に抑制できると共に、突部２８
の磨耗を一層抑制できる。
【００４７】
　しかも、突部２８が設けられるベースカバー２０の上壁２０Ａがバイザ４６の対向壁４
６Ｃの下側に配置されている。このため、バイザ４６が回動される際に、ベースカバー２
０の上壁２０Ａの上側に配置されて埃等の異物が付着しにくいバイザ４６の対向壁４６Ｃ
を突部２８が摺動することで、対向壁４６Ｃに対する突部２８の摺動抵抗を低減でき、当
該摺動抵抗によって格納装置３８による駆動体４２のスタンド４０に対する回動が阻害さ
れることを一層十分に抑制できると共に、突部２８の磨耗を一層抑制できる。
【００４８】
　なお、本実施の形態では、ベースカバー２０の上壁２０Ａに突部２８を３個設けた。し
かしながら、ベースカバー２０の上壁２０Ａに突部２８を１個、２個又は４個以上設けて
もよい。例えば、ベースカバー２０の上壁２０Ａに突部２８を４個以上設ける場合には、
少なくとも３個の突部２８をバイザ４６の対向壁４６Ｃに接触させるのが好ましい（必ず
しも全ての突部２８をバイザ４６の対向壁４６Ｃに接触させる必要はない）。
【００４９】
　また、本実施の形態では、複数の突部２８を回動中心軸線Ｏを中心とする同一円上に配
置した。しかしながら、複数の突部２８を回動中心軸線Ｏを中心とする同一円上に配置し
なくてもよく、例えば、車幅方向外側の突部２８を他の突部２８に比し回動中心軸線Ｏか
ら離間させてもよい。
【００５０】
　さらに、本実施の形態では、ベースカバー２０の上壁２０Ａの全ての突部２８を同一形
状にした。しかしながら、ベースカバー２０の上壁２０Ａの突部２８は、形状を特に限定
されず、全てを同一形状にしなくてもよい。
【００５１】
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　しかも、本実施の形態では、ベースカバー２０の上壁２０Ａの突部２８をバイザ４６の
対向壁４６Ｃに点接触させた。しかしながら、ベースカバー２０の上壁２０Ａの突部２８
をバイザ４６の対向壁４６Ｃに線接触又は面接触させてもよい。
【００５２】
　また、本実施の形態では、ベースカバー２０の上壁２０Ａ上面に突部２８を設けた。し
かしながら、バイザ４６の対向壁４６Ｃ下面に突部２８を設けてもよい。
【００５３】
　さらに、本実施の形態では、ベースカバー２０の上壁２０Ａとバイザ４６の対向壁４６
Ｃとの隙間５０寸法を突部２８によって規定した。しかしながら、ドアパネル１２Ａとベ
ースカバー２０の下側端との隙間２２寸法を突部２８によって規定してもよい。
【００５４】
　また、本実施の形態では、本発明の車両用ミラー装置を車両用ドアミラー装置１０に適
用した。しかしながら、本発明の車両用ミラー装置を車両外部の他の車両用アウタミラー
装置（例えば車両用フェンダミラー装置）又は車両内部の車両用インナミラー装置に適用
してもよい。
【符号の説明】
【００５５】
　１０　　車両用ドアミラー装置（車両用ミラー装置）
　１２　　ドア（車体側）
　１６　　ベース（支持体）
　２０　　ベースカバー（支持体）
　２８　　突部（接触部）
　４０　　スタンド（支持体）
　４２　　駆動体（回動体）
　４４　　フレーム（回動体）
　４６　　バイザ（回動体）
　５０　　隙間
　５２　　鏡面調整装置（回動体）
　５４　　ミラー（回動体）
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