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(57)【要約】
【課題】部分的反射性かつ部分的透過性の素子および反
射性素子の後ろにある表示装置を持つ表示ミラーアセン
ブリを提供する。
【解決手段】車両用の表示ミラーアセンブリは、第１の
側面および第２の側面を持つフロントシールドを含む。
部分的反射性かつ部分的透過性の素子は第１の側面上に
取り付けられる。バックシールドはフロントシールドの
後ろに配置される。表示モジュールは、フロントシール
ドとバックシールドの間に取り付けられ、フロントシー
ルドから順に、表示装置、光学ブロック、その上縁に沿
って取り付けられたエッジ点灯ＰＣＢを持つ放熱板、お
よびＰＣＢを含む。フロントシールドは、第１の保持形
体で表示モジュールの少なくとも１つの構成要素に固定
され、バックシールドは第２の保持形体で表示モジュー
ルの少なくとも１つの構成要素に固定される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両用の表示ミラーアセンブリであって、
　　筐体と、
　　周辺隠蔽層とフレームレスの縁部とを有するガラス素子と、
　　前記筐体に配置された表示モジュールであって、
　該表示モジュールはフロントシールドに動作可能に接続され、かつバックシールドに作
動可能に接続されており、
　前記表示モジュールが、
　　該表示モジュールの表示装置の起動および解除にそれぞれ対応するオン状態とオフ状
態の間で動作可能な表示スイッチと、
　　プリント基板（ＰＣＢ）と、
　　前記筐体に回転可能なように連結されたアクチュエータ装置と、を含み、
　　前記アクチュエータ装置が、前記ミラーアセンブリを回転させて画像の視界を最適化
する第１の位置へと調整可能であり、前記アクチュエータ装置が同時に前記表示スイッチ
を前記オフ状態に切り替え、前記アクチュエータ装置が、画像の視界のために最適でない
位置へと前記ミラーアセンブリを回転させる第２の位置へも調整可能であり、前記アクチ
ュエータ装置が同時に前記表示スイッチを前記オン状態に動かすように構成されている、
車両用の表示ミラーアセンブリ。
【請求項２】
　前記ガラス素子が、部分的反射性かつ部分的透過性の素子を含む、請求項１に記載の表
示ミラーアセンブリ。
【請求項３】
　さらに光学ブロック近傍に放熱板を備えている、請求項１または２に記載の表示ミラー
アセンブリ。
【請求項４】
　前記アクチュエータ装置が、前記表示モジュールを起動及び解除のうち少なくとも１つ
を行うように構成されている、請求項１～３のいずれか１項に記載の表示ミラーアセンブ
リ。
【請求項５】
　前記プリント基板に動作可能なように結合され、かつ前記放熱板の上縁に沿って延びる
溝部の中に配置されたエッジ点灯基板をさらに備えた、請求項３または４のいずれかに記
載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項６】
　前記部分的反射性かつ部分的透過性の素子がエレクトロクロミック部材である、請求項
２～５のいずれか１項に記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項７】
　前記プリント基板に動作可能なように結合され、かつ前記表示モジュールの上縁に固定
されているフレキシブル電気コネクタをさらに備えている、請求項２に記載の表示ミラー
アセンブリ。
【請求項８】
　前記部分的反射性かつ部分的透過性の素子の前面部の外側縁部から前記表示モジュール
の前面部の外周縁部までの距離が約９ｍｍ未満である、請求項２～７のいずれか１項に記
載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項９】
　前記表示装置が、前記部分的反射性かつ部分的透過性の素子の形状に対応する形状を持
ち、前記表示装置がＬＣＤ、ＬＥＤ、ＯＬＥＤ、プラズマ、またはＤＬＰ表示素子である
請求項２～８のいずれか１項に記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の表示ミラーアセンブリであって、
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　　前記光学ブロックと係合したグレアセンサオプティックをさらに備える表示ミラーア
センブリ。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の表示ミラーアセンブリであって、
　　前記表示ミラーアセンブリに示される情報を見ている人に提供する部分的透過性グラ
フィックオーバーレイをさらに備える、表示ミラーアセンブリ。
【請求項１２】
　前記プリント基板が前記アクチュエータ装置に電気的に結合されている、請求項１～１
１のいずれか１項に記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項１３】
　前記光学ブロックが前記表示モジュールの前記表示装置の後ろに配置されている請求項
２～１２のいずれか１項に記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項１４】
　請求項１～１３に記載の表示ミラーアセンブリであって、
　　前記表示スイッチが前記アクチュエータ装置の近傍の前記プリント基板に動作可能に
結合されている、表示ミラーアセンブリ。
【請求項１５】
　車両用の表示ミラーアセンブリであって、
　　第１の側面および第２の側面を持つフロントシールドであって、部分的反射性かつ部
分的透過性の素子が前記第１の側面上に取り付けられているフロントシールドと、
　　前記フロントシールドに動作可能の結合されたバックシールドと、
　　前記フロントシールドと前記バックシールドの間に取り付けられている表示モジュー
ルと、
　　前記表示モジュールの後ろに配置され、グレアセンサオプティックを含む光学ブロッ
クと、及び、
　　プライマリプリント基板（ＰＣＢ）と、を備え、
　前記フロントシールドが、第１の保持形体で前記表示モジュールの少なくとも１つの構
成要素に固定され、前記バックシールドが第２の保持形体で前記表示モジュールの少なく
とも１つの構成要素に固定されており、
　前記表示ミラーアセンブリが、
　前記光学ブロックと前記プリント基板の間に配置された放熱板であって、その上縁に沿
ってエッジ点灯基板を固定するための位置決め形体を含む放熱板と、
　前記部分的反射性かつ部分的透過性の素子、前記フロントシールド、表示モジュール、
およびバックシールドを少なくとも部分的に取り囲む筐体と、をさらに備える車両用の表
示ミラーアセンブリ。
【請求項１６】
　前記ＰＣＢが前記筐体と回転可能に結合された外部スイッチと電気的に結合されている
、請求項１５に記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項１７】
　前記第１の保持形体が前記フロントシールドと前記光学ブロックを動作可能なように係
合し、前記第２の保持形体が前記バックシールドと前記放熱板および前記光学ブロックを
動作可能なように係合させる、１５または１６に記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項１８】
　前記部分的反射性かつ部分的透過性の素子がエレクトロクロミック部材である、請求項
１５または１７のいずれか１項に記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項１９】
　前記部分的反射性かつ部分的透過性の素子がクロム輪縁処理を有する、請求項１５～１
８のいずれか１項に記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項２０】
　前記表示装置が、前記部分的反射性かつ部分的透過性の素子の形状に対応する形状を持



(4) JP 2018-144811 A 2018.9.20

10

20

30

40

50

ち、前記表示装置がＬＣＤ、ＬＥＤ、ＯＬＥＤ、プラズマ、またはＤＬＰ表示素子である
、請求項１５～１９のいずれか１項に記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項２１】
　請求項１５～２０のいずれか１項に記載の表示ミラーアセンブリであって、
　前記表示ミラーアセンブリに示される情報を、見ている人に提供する部分的透過性グラ
フィックオーバーレイをさらに備える、表示ミラーアセンブリ。
【請求項２２】
　前記表示モジュールが、前記表示ミラーアセンブリに示される情報を見ている人に提供
する画像を表示することができる、請求項１５～２１のいずれか１項に記載
の表示ミラーアセンブリ。
【請求項２３】
　車両用の表示ミラーアセンブリであって、
　　第１の側面および第２の側面を持つフロントシールドであって、部分的反射性かつ部
分的透過性の素子が前記第１の側面上に取り付けられているフロントシールドと、
　　前記フロントシールドの後ろに配置されたバックシールドと、
　　前記フロントシールドと前記バックシールドの間に取り付けられた表示モジュールで
あって、
　　　グレアセンサオプティックを含む光学ブロックと、
　　　その上縁に沿って取り付けられたエッジ点灯基板を持つ放熱板と、
　　　プリント基板（ＰＣＢ）とを含み、前記フロントシールドが、第１の保持形体で前
記表示モジュールの少なくとも１つの構成要素に固定され、前記バックシールドが第２の
保持形体で前記表示モジュールの少なくとも１つの構成要素に固定される表示モジュール
と、
　前記部分的反射性かつ部分的透過性の素子、前記フロントシールド、表示モジュール、
およびバックシールドを少なくとも部分的に取り囲む筐体と、
　前記部分的反射性かつ部分的透過性の素子に動作可能に接続されて、前記表示モジュー
ルを第１の位置と第２の位置との間を移動させ、前記表示モジュールの起動及び解除を行
うスイッチと、を備える車両用の表示ミラーアセンブリ。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の表示ミラーアセンブリであって、
　前記表示ミラーアセンブリに示される情報を、観察者に提供する部分的透過性グラフィ
ックオーバーレイをさらに備える、表示ミラーアセンブリ。
【請求項２５】
　前記表示モジュールが、前記表示ミラーアセンブリに示される情報を観察者に提供する
画像を表示することができる、請求項２３または２４のいずれかに記載の表示ミラーアセ
ンブリ。
【請求項２６】
　前記ＰＣＢが、前記筐体と回転可能に結合された前記スイッチと電気的に連結されてい
る、請求項２３～２５のいずれか１項に記載の表示ミラーアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は一般的にバックミラー装置システムに関連し、より具体的には、部分的反射性
かつ部分的透過性の素子および反射性素子の後ろにある表示装置を持つ表示ミラーアセン
ブリに関連する。
【発明の概要】
【０００２】
　本開示の少なくとも１つの態様は、第１の側面および第２の側面を含むフロントシール
ドを持つ車両用の表示ミラーアセンブリを含む。部分的反射性かつ部分的透過性の素子は
第１の側面上に取り付けられる。バックシールドはフロントシールドの後ろに配置される
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。キャリアプレートは、フロントシールドとバックシールドの間に配置される。表示モジ
ュールは、フロントシールドとバックシールドの間に取り付けられ、フロントシールドか
ら順に、表示装置、光学ブロック、その上縁に沿って取り付けられたエッジ点灯ＰＣＢを
持つ放熱板、およびＰＣＢを含む。フロントシールドは、第１の保持形体で表示モジュー
ルの少なくとも１つの構成要素に固定され、バックシールドは第２の保持形体で表示モジ
ュールの少なくとも１つの構成要素に固定される。筐体は、フロントシールド、表示モジ
ュール、およびバックシールドを少なくとも部分的に取り囲む。
【０００３】
　本開示の少なくとも１つの態様は、ＲＦ遮蔽特性を備える第１の金属シールド部材を持
つ表示ミラーのためのＲＦシールドを含む。第１の金属シールド部材は、表示モジュール
を保持するように構成された構造機能を持つキャリアプレートを形成する。第２の金属シ
ールド部材は、ＲＦ遮蔽特性を含む。第１の金属シールド部材および第２の金属シールド
部材はそれぞれ、第１の金属シールド部材と第２の金属シールド部材の間に配置された表
示モジュールを動作可能なように係合するための保持形体を持つ。
【０００４】
　本開示の少なくとも１つの態様は、車両用表示ミラーアセンブリを製造するための方法
を含む。部分的反射性かつ部分的透過性の素子は、フロントシールドの前側に固定される
。表示モジュールは、フロントシールドの後側上に位置づけられ、フロントシールドは表
示モジュールに動作可能なように固定される。バックシールドは、表示モジュールの後側
上に位置づけられ、バックシールドは表示モジュールに動作可能なように固定される。フ
ロントシールド、表示モジュール、およびバックシールドは、ガラス素子と後部筐体の間
に、キャリアプレートのない構成で動作可能なように固定される。
【０００５】
　本開示の少なくとも１つの態様は、筐体を持つ車両用表示ミラーアセンブリを含む。ミ
ラーアセンブリは筐体と動作可能なように連結される。表示モジュールは筐体に取り付け
られる。表示スイッチは、表示モジュールの起動および解除にそれぞれ対応するオン状態
とオフ状態の間で動作可能である。表示モジュールは、プリント基板（ＰＣＢ）を含む。
２モードスイッチは筐体に回転可能なように連結される。２モードスイッチは、画像の可
視性を最適化するようにミラーアセンブリを回転させ、同時に表示スイッチをオフ状態に
移動させる第１の位置に調節可能である。２モードスイッチは、画像の可視性にとって最
適ではない位置にミラーアセンブリを回転させ、同時に表示スイッチをオン状態に移動さ
せる第２の位置にも調節可能である。
【０００６】
　本開示の少なくとも１つの態様は、表示モジュールに動作可能なように接続された２モ
ードスイッチを含み、２モードスイッチは筐体に対して外向きに延びる。２モードスイッ
チは、表示モジュールを起動または解除する少なくとも第１の位置および第２の位置を行
き来させ、約２度から７度の間で使用者から見えるミラー要素のピッチを旋回させるよう
に構成されている。
【０００７】
　本開示のこれらおよびその他の特徴、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することにより、当業者によってさらに理解および認識がな
される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】車両用表示ミラーアセンブリの正面斜視図である。
【図２】図１の表示ミラーアセンブリの底部正面斜視図である。
【図３】図１の表示ミラーアセンブリの側面立面図である。
【図４】図１の表示ミラーアセンブリの部分的に分解した上部斜視図である。
【図５】図１の表示ミラーアセンブリの部分的に分解した上部斜視図である。
【図６】図１の表示ミラーアセンブリの上部分解斜視図である。
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【図７Ａ】２モードスイッチ付きの車両用表示ミラーアセンブリの等角投影正面斜視図で
ある。
【図７Ｂ】図７Ａの表示ミラーアセンブリの正面斜視図である。
【図７Ｃ】図７Ａの表示ミラーアセンブリの側面立面図である。
【図７Ｄ】図７Ａの表示ミラーアセンブリの側面立面図である。
【図７Ｅ】図７Ａの表示ミラーの断面側面図である。
【図８Ａ】２モードスイッチが第１の位置にある、車両用表示ミラーアセンブリの正面立
面図である。
【図８Ｂ】図８Ａの表示ミラーアセンブリの底部斜視図である。
【図８Ｃ】図８Ａの表示ミラーアセンブリの側面立面断面図である。
【図９Ａ】２モードスイッチが第２の位置にある、車両用表示ミラーアセンブリの正面立
面図である。
【図９Ｂ】図９Ａの表示ミラーアセンブリの底部斜視図である。
【図９Ｃ】図９Ａの表示ミラーアセンブリの側面立面断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図示した本発明の実施形態は、表示ミラーアセンブリに関連する方法ステップおよび装
置構成要素の組み合わせに、主として属する。したがって、装置構成素子および方法ステ
ップが説明されており、必要に応じて図中の慣習的な符号により、本開示の実施形態の理
解に関係のある特定の詳細のみを示すことで、当業者が容易に理解して本明細書中の説明
の利益を得るであろう詳細な開示が不明瞭にならないようにする。さらに、説明および図
面にある同様の数字は同様の要素を表す。
【００１０】
　本書での説明の目的で、「上側」、「下側」、「右」、「左」、「後部」、「前部」、
「垂直」、「水平」といった用語、およびそこから派生したものは、図１で方向付けられ
たように開示に関連するものとする。別途定めがない限り、「前部」という用語は、表示
ミラーの意図される観察者に近い要素の表面を指すものとし、「後部」という用語は、表
示ミラーの意図される観察者から遠い要素の表面を指すものとする。ただし、当然のこと
ながら、それに反して明示的に特定された場合を除き、本開示は、これとは異なる様々な
向きをとることができる。また、当然のことながら、添付した図表に図示し、以下の明細
書で説明した特定の装置およびプロセスは、添付した請求の範囲に定義された発明の概念
の単なる模範的実施形態にすぎない。よって、請求の範囲でそうでないことが明示的に述
べられていない限り、本書で開示された実施形態に関連する具体的な寸法およびその他の
物理的特性は、制限的なものとはみなされないものとする。
【００１１】
　「含む」、「備える」、「含んでいる」という用語またはそれらの他の変形は、非排他
的包含を網羅することを目的としており、リストの要素を含むプロセス、方法、物品、ま
たは装置は、これらの要素のみを含むのではなく、明示的にリストされていないか、また
はこのようなプロセス、方法、物品、または装置に固有の他の要素を含みうる。「１つの
…を含む」が前に付く要素は、それ以上の制約なしに、その要素を含むプロセス、方法、
品目、または装置の追加的な同一要素の存在を除外しない。
【００１２】
　ここで図１～図３を参照すると、参照符号１０は概ね車両用の表示ミラーアセンブリを
示す。表示ミラーアセンブリ１０は、部分的反射性かつ部分的透過性の素子１２（本明細
書中、「ガラス素子」ともいう）と、部分的反射性かつ部分的透過性の素子１２を介して
見られる表示モジュール１８（図６）とを具備する。図４に示すとおり、表示ミラーアセ
ンブリ１０は、さらに、フロントシールド１４およびバックシールド１６とを備え、これ
らは部分的反射性かつ部分的透過性の素子１２と表示モジュール１８（図６）とを遮蔽し
かつ支持する。図５および図６に示すとおり、表示モジュール１８は、いくつかの構成要
素２０一般的に含むが、これらには、表示装置２２、光学ブロック２４、放熱板２６、お
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よびプライマリプリント基板（ＰＣＢ）２８が含まれる。筐体３０は、フロントシールド
１４、表示モジュール１８、およびバックシールド１６を少なくとも部分的に収容し、そ
こから後方へ延びる実装部材３２を有する。実装部材３２は車両のフロントガラス上に設
けられるように構成されている。筐体は、部分的反射性かつ部分的透過性の素子の外側輪
郭の一部となるように構成されうる。
【００１３】
　図１～図５を一般に参照すると、表示ミラーアセンブリ１０は、ガラス素子１２の前部
基板４２の前面上に配置された表示画面４０を持つ。表示画面４０は矩形形状、台形形状
、または審美的な理由で望ましい任意の曲線形状であってもよい。
【００１４】
　図４を参照すると、車両用の表示ミラーアセンブリ１０は部分的に分解して図示された
構成要素とともに示される。表示ミラーアセンブリ１０は、ガラス素子１２と、フロント
シールド１４と、表示モジュール１８、後部筐体３０、および実装部材３２を閉じ込めた
カプセルに入れるバックシールド１６とを具備する。図４～図６に示されるように、フロ
ントシールド１４と、バックシールド１６と、表示モジュール１８の構成要素とは、表示
モジュール１８のいくつかの構成要素と、フロントシールド１４およびバックシールド１
６とを動作可能なように互いに接続し、かつ表示モジュール１８に対する支持を提供する
ための様々な保持形体を備えている。具体的には、フロントシールド１４は、表示モジュ
ール１８にフロントシールド１４を動作可能なように接続するために保持形体を含んでい
る。また、バックシールド１６は、表示モジュール１８にバックシールド１６を動作可能
なように接続するために保持形体を持っている。保持形体として、概ねスナップフィット
式接続、タブおよびスロットによる接続、ねじ込み式接続、および他の公知の保持形体が
挙げられる。保持形体の一部または全てが接着剤化合物の追加によって強化されてもよい
。保持形体のいくつかの非限定的な実例が本明細書中に詳細に記述されている。
【００１５】
　以下、表示ミラーアセンブリ１０について、対象とするビューワーに最も近い要素から
始めて、ビューワーから後方に遠ざかる方向に続けて、より詳しく説明する。
【００１６】
　図４に示されるように、ガラス素子１２は概ね平坦であり、外周部４６と外周部４６の
周りの境界部とを有する。境界部は、フロントシールド１４の外周部および表示ミラーア
センブリ１０内のガラス素子１２の裏側に位置したと他の素子を隠すように、クロム輪ま
たは他の同様な仕上げなど、周辺隠蔽層４８または縁処理を組み込むことができ、これに
は、エレクトロクロミックユニット上のシール、アップリケ、発泡性接着剤、またはパッ
ド印刷が含まれるがこれに限定されない。境界部は、ガラス素子１２の外周部４６から表
示装置２２の外側縁部５０へ延びていてもよい。あるいは、境界部は、より狭くてもよく
、境界部の少なくともいくつかの部分に沿って表示装置２２の外側縁部５０に外周部４６
から達しなくてもよい。ガラス素子１２の外周部４６は、研磨された縁部または面取りさ
れた縁部を有してもよく、あるいはフレームレスであってもよい。
【００１７】
　ガラス素子１２は、電気光学素子を含むかまたはプリズムタイプの構造を含みうる。プ
リズムタイプの構造は一般に、上部から底部までのさまざまな厚さをもつ１つのガラス素
子１２を含む。電気光学素子と共に、ガラス素子１２は少なくとも２つのガラス基板を含
む。例えば、図６に示すとおり、ガラス素子１２は前部基板４２ならびに後部基板５１を
含む。電気光学素子の１つの非限定例は、エレクトロクロミック媒体であり、このエレク
トロクロミック媒体には少なくとも一種類の媒体と、少なくとも一種類の陽極材料と、少
なくとも一種類の陰極材料とが含まれる。通常、陽極材料および陰極材料は、両方とも電
気活性材料であり、また、それらの少なくとも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（ｅｌｅｃｔｒｏａｃｔｉｖｅ）」は、本明細
書中で、特定の電位差にさらされると同時に、その酸化状態で修飾を受ける材料として定
義されるものと、理解される。さらに、用語「エレクトロクロミック」は、本明細書中で
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、その通常の意味にかかわらず、特定の電位差にさらされると同時に、１つまたは複数の
波長でその消衰係数の変化を示す材料として、定義される。エレクトロクロミック構成要
素は、本明細書中に記載されているように、色および不透明性が電流によって影響される
材料を含むので、電流が材料に引加されると、色または不透明性が第１の相から第２の相
に変化する。
【００１８】
　本明細書に開示されたエレクトロクロミック構成要素は、単層、単相構成要素、または
多相構成要素であってもよく、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ａｎｄ　
Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　Ｓａｍｅ」と題された米国特許第５，９２８，
５７２号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ」と題された米国特許
第５，９９８，６１７号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｍｅｄｉｕｍ　Ｃａｐａｂ
ｌｅ　Ｏｆ　Ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　Ａ　Ｐｒｅ－ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｃｏｌｏｒ」と題さ
れた米国特許第６，０２０，９８７号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｃｏｍｐｏｕ
ｎｄｓ」と題された米国特許第６，０３７，４７１号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ
　Ｍｅｄｉａ　Ｆｏｒ　Ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　Ａ　Ｐｒｅ－ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｃｏｌｏ
ｒ」と題された米国特許第６，１４１，１３７号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ」と題された米国特許第６，２４１，９１６号、「Ｎｅａｒ　Ｉｎｆｒａｒｅ
ｄ－Ａｂｓｏｒｂｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ　Ａｎｄ
　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　Ｓａｍｅ」と題された米国特許第６，１９３
，９１２号、「Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ　
Ｗｉｔｈ　Ｐｈｏｔｏｓｔａｂｌｅ　Ｄｉｃａｔｉｏｎ　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　Ｓｔａｔ
ｅｓ」と題された米国特許第６，２４９，３６９号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　
Ｍｅｄｉａ　Ｗｉｔｈ　Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｓｔａｂｉｌ
ｉｔｙ，　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｆｏｒ　Ｔｈｅ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　Ｔｈｅｒｅｏｆ
　ａｎｄ　Ｕｓｅ　Ｉｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」と題された
米国特許第６，１３７，６２０号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ」と
題された米国特許出願広報第２００２／００１５２１４　Ａ１号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈ
ｒｏｍｉｃ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ，　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉ
ｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓｕｃｈ　Ｓｏｌ
ｉｄ　Ｆｉｌｍｓ，　Ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ　Ｆｏｒ　Ｍａｋｉｎｇ　Ｓｕｃｈ　
Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」と題された国際特許出願第ＰＣＴ／
ＵＳ９８／０５５７０号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ」と題された国際特許出願第ＰＣＴ／ＥＰ９８／０３８６２号、および「Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ，　Ｍａｎｕｆａｃ
ｔｕｒｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓｕｃｈ
　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ，　Ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ　Ｆｏｒ　Ｍａｋｉｎｇ　Ｓ
ｕｃｈ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」と題された国際特許出願第
ＰＣＴ／ＵＳ９８／０５５７０号が挙げられ、これらは、その全体が参照により本明細書
に組み込まれる。ガラス素子１２は、さらに部分的反射かつ部分的透過の特性を有する任
意の他の要素であってもよい。ガラス素子１２に電流を流すために、その素子の両面に電
気素子５２が設けられており、その間に電位を生じる。Ｊ型クリップ５４は、各電気素子
５２と電気的に係合し、素子線がＪ型クリップ５４からプライマリＰＣＢ　２８に延びる
。
【００１９】
　ここで図５～図６に例示された実施形態を参照すると、フロントシールド１４およびバ
ックシールド１６が働いて、無線周波数（ＲＦ）電磁放射から表示モジュール１８を保護
し、ガラス素子１２および表示モジュール１８の支持を提供する。フロントシールド１４
は、ＲＦ放射をブロックするのに適している１つ以上の材料（限定されるものではないが
、例えば鋼材）から形成される。非限定例として、フロントシールド１４は、型押しされ
た厚さ約０．２ｍｍ～１．０ｍｍの鋼材から形成され得る。電磁放射の防止に加えて、フ
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ロントシールド１４およびバックシールド１６は、電磁感受性（伝導）からも装置の回路
を保護する。
【００２０】
　再び図５～図６を参照すると、フロントシールド１４は、開口部６２が開通した輪６０
の形状に概ね成形される。フロントシールド１４は、前面部６４、後面部６６、および外
面部６８を有しており、該外面部６８はガラス素子１２の外周部４６と同一の広がりを持
つ。フロントシールド１４は、そこから延びてガラス素子１２と機械的に係合する保持形
体７０を具備する。発泡性接着剤７２などの接着剤もガラス素子１２をフロントシールド
１４に固定する際に用いてもよい。フロントシールド１４は、さらに後向きタブ７４を備
え、バックシールド１６（または表示モジュール１８の構成要素）と動作可能なように係
合する。後向きタブ７４には穴部７６が開口しており、光学ブロック２４などの表示モジ
ュール１８の少なくとも１つの構成要素と動作可能なように係合する。
【００２１】
　図６に明瞭に示されるように、表示モジュール１８は、フロントシールド１４の後ろに
配置され、表示装置２２はフロントシールド１４の開口部６２を通して見ることができる
。表示モジュール１８の複数の構成要素は、フロントシールド１４からバックシールド１
６へ向けて、表示装置２２、光学ブロック２４、放熱板２６、およびプライマリＰＣＢ２
８の順で配置されている。
【００２２】
　表示装置２２は概ね平面であり、外側縁部５０が前面７８を画定する。表示装置２２の
前面７８は、表示ミラーアセンブリ１０の表示画面４０の形状に対応し、かつ嵌合するよ
うに、形作られ得る。あるいは、表示装置２２は前面７８を有してもよく、この前面は、
例えば、表示装置２２の前面７８が概ね矩形状であり、かつガラス素子１２の前部基板４
２が曲線状外周部４６を有する表示画面４０に対して相補的ではないが、表示画面４０内
に係合する。表示装置２２の外側縁部５０とガラス素子１２の外周部４６との間の距離は
、外側縁部５０の少なくとも１つの部分に沿って約９ｍｍ以下である。一実施形態では、
表示装置２２には視認可能な前面７８の領域があり、この領域はガラス素子１２の表示画
面４０の約５６％から約７０％である。
【００２３】
　表示画面２２は液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、発光ダイオード（ＬＥＤ）、有機発光ダ
イオード（ＯＬＥＤ）、プラズマ、デジタルライ卜プロセッシング（ＤＬＰ）、またはそ
の他の表示技術でありうる。表示装置２２は、さらに、フレキシブル電気コネクタ８０を
具備するが、このコネクタは、動作可能なように機械的かつ電気的にプライマリＰＣＢ　
２８に連結されている。フレキシブル電気コネクタ８０は、表示装置２２とプライマリＰ
ＣＢ　２８との間の表示モジュール構成要素の上に伸びてそのまわりを覆うのに十分であ
る長さＬと、表示装置２２の最先端部８２に実質的に沿って延びる幅を有する。フレキシ
ブル電気コネクタ８０は、製造を容易にする面取りをしうる。フレキシブル電気コネクタ
８０は、プライマリＰＣＢ　２８に操作可能なように連結された時、表示モジュール１８
の最先端部に沿った構成要素の固定を助ける。
【００２４】
　図５および図６に示すとおり、光学ブロック２４は、表示装置２２に面している前面部
９０と、放熱板２６に面している後面部９２と、外周部９４とを具備する。光学ブロック
２４は、さらに、外周部９４の少なくとも一部分の周りに一般に外側に延びるタブ９６を
具備する。例示された実施形態では、タブ８６は光学ブロック２４の側面から延長する。
しかし、タブ９６は光学ブロック２４の外周に沿ってどこにでも配置されうることが企図
されている。タブ９６は、フロントシールド１４の後向きタブ７４の穴部７６を通って収
納され、光学ブロック２４をフロントシールド１４に、動作可能なように連結される。光
学ブロック２４は、さらに、その後面部９２上に機械的留め具を受けるために、少なくと
も１つの受け要素９８を具備する。受け要素９８は機械的留め具１００と係合するように
構成されており、この機械的留め具１００は、バックシールド１６と、光学ブロック２４
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とバックシールド１６との間の表示モジュール１８の構成要素とに、ねじ込みされている
。他の実施形態では、フロントシールド１４を係合するタブ９６、ねじを受ける要素９８
、またはその両方が表示モジュール１８の異なる構成要素上に設けられる場合がある。
【００２５】
　図４および６に示されるように、グレアセンサオプティック１０２は、ガラス素子１２
を介して受光する位置であって表示装置２２の後ろではない位置内に、光学ブロック２４
の前面部９０上に設けられる。グレアセンサオプティック１０２は、光学ブロック２４の
受け入れ開口部１０４の中にスナップ式に嵌合する。グレアセンサオプティック１０２は
、表示ミラーアセンブリ１０がガラス素子１２を介して表示装置２２を見ることができる
よう最適化さるように、後続車両のヘッドライトから光を受け、ガラス素子１２の上で見
える可能性のあるグレアに関する情報を測定し、この情報が表示ミラーアセンブリ１０に
伝えられる。グレアセンサオプティック１０２の光学的な垂直／水平方向のパターンは対
照的であり、円形形状で示されているようにグレアセンサ１０２の向きは重要ではなくな
る。グレアセンサオプティック１０２は、非対称な垂直／水平方向の集光パターンを持つ
こともでき、この場合に、表示ミラーアセンブリ１０中の正しい向きを確認するためにキ
ー付きの形状がレンズ中に配置されることになる。表示ミラーアセンブリ１０の筐体３０
内にグレアセンサオプティック１０２を少なくとも部分的にパッケージングすることがで
き、グレアセンサオプティック１０２への光を伝搬するように構成される導光部を有して
もよい。グレアセンサオプティック１０２は、受信した光を表す信号はグレアセンサオプ
ティック１０２から表示ミラーアセンブリ１０に伝えられる車両の後部上の撮像素子であ
ってもよい。
【００２６】
　図５および図６を再び参照すると、放熱板２６は光学ブロック２４から後方に配置され
、プライマリＰＣＢ　２８および表示モジュール１８の他の構成要素によって生じた熱を
放散する。放熱板２６は、前面部１１２および最先端部１１４を備えた概ね平面体１１０
を有する。溝部１１６は放熱板２６の最先端部１１４に沿って延び、前向き開口部１１８
を画成する。エッジ点灯ＰＣＢ　１２０およびギャップフィルタまたは熱伝導材料１２２
は、溝部１１６内に部分的に配置されるが、エッジ点灯ＰＣＢ　１２０は前方の放熱板２
６から概ね垂直に延びて、最先端部１１４から下方に向き、かつ最先端部１１４から離れ
ている操作可能な面を有する。エッジ点灯ＰＣＢ　１２０は、プライマリＰＣＢ　２８と
電気接続に適した配線を具備し、電力および信号がエッジ点灯ＰＣＢ　１２０に供給可能
にする。ギャップフィルタ１２２は、ギャップフィルタパッド、熱伝導性エポキシ、また
はエッジ点灯ＰＣＢ　１２０から放熱板２６への熱伝達を増加させるために使用されるそ
の他の材料でありうる。複数のタブ１２８は、バックシールド１６との機械的係合のため
に、放熱板２６の最先端部１１４から上方に延びる。
【００２７】
　放熱板２６は、少なくとも１つの穴部１３０を含み、この穴部１３０を通して、バック
シールド１６から光学ブロック２４にねじ込まれた機械的留め具１００を受ける。光学ブ
ロック２４の受け要素９８は、放熱板２６の少なくとも１つの穴部１３０を通って延びて
、機械的留め具１００を受けるように随意に起こされる。光学ブロック２４の受け要素９
８は、製造時には表示モジュール１８の構成要素の位置合わせを助けることもあり、また
それが起こされると、構成要素間での相互作用において表示モジュール１８に対するさら
なる補強がなされる。さらに、受け要素９８は、表示モジュール１８の構成要素を固定す
ると同時に、構成要素の適正な間隔の維持を助ける。
【００２８】
　プライマリＰＣＢ　２８は、表示モジュール１８の構成要素とガラス素子１２とに電力
および制御を提供すべく作動する。図５および図６に示すとおり、プライマリＰＣＢ　２
８は概ね平面であり、前面部１４０、後面部１４２、および側端部１４４を有する。前面
部１４０は放熱板２６に面しており、後面部１４２はバックシールド１６に面している。
電気的な構成要素は、プライマリＰＣＢ　２８の両方の面の上で概ね配向している。プラ
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イマリＰＣＢ　２８は、ガラス素子１２の電気素子線と作動的に電気的に係合するための
電気コネクタと、フレキシブル電気コネクタ８０と作動的に電気的に係合するための電気
コネクタと、ワイヤリングハーネスと作動的に電気的に係合するための電気コネクタとを
、具備する。表示ミラーアセンブリ１０の上に設けられてもよい追加の機能的素子も、グ
レアセンサオプティック１０２、他の任意の機能的なボタン、または表示ミラーアセンブ
リ１０の構成などの、プライマリＰＣＢ　２８に電気的に接続されてもよい。プライマリ
ＰＣＢ　２８は、さらに、側端部１４４に沿って側面切欠部１５０を具備することで、表
示モジュール１８の構成要素に対してバックシールド１６を固定するのに用いられる機械
的留め具１００の通過を可能にする。
【００２９】
　図４および図５を再び参照すると、バックシールド１６はまた、表示モジュール１８を
覆う役目をするとともに、さらに、表示ミラーアセンブリ１０の構成要素間を連結する。
バックシールド１６は、ＲＦ放射性および伝導性放射から表示モジュール１８を保護する
よう機能する。バックシールド１６は、そのような放射線を遮断し、かつ表示ミラーアセ
ンブリ１０の所望の支援を提供するのに適当な鋼材等の材料から形成される。非限定的な
例として、バックシールド１６は、約０．２～１ｍｍの厚さを持つ、型押しされた鋼材か
ら形成することができる。溶接または金型形成バックシールド１６を提供できることも企
図されている。
【００３０】
　図６に示されるように、バックシールド１６は、外周部１６２を有する後壁部１６０と
、外周部１６２の少なくとも一部分について後壁部１６０から前方へ延びる周壁部１６４
とを具備する。周壁部１６４にはスロット１６６があり、放熱板２６の最先端部１１４に
沿って直立タブ１２８に一致し、それと動作可能なように機械的に係合可能である。バッ
クシールド１６は、それに開口した少なくとも１つの穴部１６８を具備し、その中に機械
的留め具１００を収納する。ここで、機械的留め具１００はバックシールド１６を通って
延び、表示モジュール１８の構成要素の中に入り、バックシールド１６を表示モジュール
１８に固定する。機械的留め具１００は、バックシールド１６の後壁部１６０、プライマ
リＰＣＢ　２８の側面切欠部１５０、放熱板２６を通って延び、光学ブロック２４の後面
部９２上のねじを受ける要素９８上に固定される。
【００３１】
　図６に示されるように、後部筐体３０は、前向空隙部１７０を具備し、この前向空隙部
１７０には、フロントシールド１４、バックシールド１６、およびそれらに支持された表
示モジュール１８の全てまたは一部分が挿入されている。後部筐体３０は、この後部筐体
３０の周壁部１６４上または放熱板２６等の表示モジュール１８構成要素上に位置した対
応する係合形体１７４とスナップ式に嵌合する機械的係合形体１７２を具備する。実装部
材３２は、任意の既知の方法で、後部筐体３０と動作可能なように係合する。
【００３２】
　以下の説明に関して、表示ミラーアセンブリ１０は、ガラス素子１２の平面に垂直な線
が観察者の目の方へ延びる場合、「軸上」と見なされる。ガラス素子１２を通して見られ
る表示装置２２により、ガラス素子１２上のいかなるグレアも表示装置２２の可視性を妨
げる可能性がある。表示ミラーアセンブリ１０が軸上にあり、夜時間ドライブ条件中に用
いられている場合、牽引車両（すなわち、表示ミラーアセンブリ１０を備えた車両の後ろ
で駆動される車両）からのヘッドライトは、ドライバに見えるグレアを引き起こす場合が
ある。本開示の一実施形態によれば、アクチュエータ装置１７６は、図２および図６に示
されるように、表示ミラーアセンブリ１０と動作可能なように結合している。始動時、ア
クチュエータ装置１７６は、少なくともガラス素子１２を軸から外れて（すなわち、ドラ
イバの目に向けられた直線から離れて）移動させる。通常、アクチュエータ装置１７６が
作動することにより、ガラス素子１２が上方に傾いて鏡を軸外位置に移動させる。しかし
ながら、認識されるべきことは、軸を基準にして任意の方向に鏡を移動させるようにアク
チュエータ装置１７６を構成することができるということである。アクチュエータ装置１
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７６は、また、起動時に表示装置２２を移動させるように構成され得る。アクチュエータ
装置１７６は、また、表示装置２２のスイッチオンまたはスイッチオフを可能にするよう
に構成され得る。したがって、アクチュエータ装置１７６が始動して鏡を軸の外に移動さ
せる場合、表示装置２２をスイッチオフすることができる。典型的に、アクチュエータ装
置１７６が作動する時、表示ミラーアセンブリ１０はガラス素子１２および表示装置２２
と共に回転して、互いに一定の距離の関係を保つ。アクチュエータ装置１７６が起動する
時、実装部材３２およびフリッパープレートは、車両の残りの部分に対して動かない。図
示した実施形態では、ガラス素子１２および表示装置２２は互いに強固に固定されており
、互いに独立しては動かない。代替的に、ガラス素子１２は表示装置２２とは独立して動
くように構成されうる。さらに、表示ミラーアセンブリ１０のビューアーに情報を提供す
るために、表示ミラーアセンブリ１０が使用されている場合、表示ミラーアセンブリ１０
は、表示画面４０上で見える表示装置２２上の部分的に透過性のグラフィックオーバーレ
イまたはイメージ等の視野１７８に関する情報を含んでいてもよい。
【００３３】
　本明細書中で記載された表示ミラーアセンブリ１０を組み立てるために、Ｊ型クリップ
５４をガラス素子１２に取り付け、次に、素子線をＪ型クリップ５４の上面部分に半田付
けする。その後、発泡性接着剤７２を用いて、フロントシールド１４の前面部６４および
フロントシールド１４の前方保持形体７０にガラス素子１２を固定する。その後、フロン
トシールド１４が反転され、ガラス素子１２は保護面上に下向きになる。
【００３４】
　第１のサブアセンブリ１８０（図５）は、表示装置２２および光学ブロック２４を含む
もので、グレアセンサオプティック１０２を光学ブロック２４の受け入れ開口部１０４に
スナップ嵌合し、表示装置２２を光学ブロック２４に接着させることによって組み立てら
れる。表示装置２２と光学ブロック２４との粘着は、接着剤で光学ブロック２４の前面部
９０を覆い、接着剤全体にわたってリリースライナーを適用することが含まれてもよく、
ここではリリースライナーは接着剤から容易に除去可能である。表示装置２２と光学ブロ
ックの２４を組み立てる時にリリースライナーが取り除かれ、表示装置２２は光学ブロッ
ク２４の前面部１１２に置かれる。表示装置２２の位置決めを行うために、表示装置２２
の一端部を光学ブロック２４上の適当な位置に位置合わせし、続いて表示装置２２を回転
させて光学ブロック２４の前面部９０と接触させる。第１のサブアセンブリ１８０は、フ
ロントシールド１４の後面部６６に所定の位置に置かれる。光学ブロック２４から外側に
延びるタブ９６は、穴部７６を通ってフロントシールド１４の後向きタブ７４に挿入され
る。
【００３５】
　第２のサブアセンブリ１８２（図５）は、放熱板２６およびエッジ点灯ＰＣＢ　１２０
を含むもので、これが組み立てられる。第２のサブアセンブリ１８２を組み立てるために
、ギャップフィルタ１２２をエッジ点灯ＰＣＢ　１２０に付着させる。この付着には、接
着剤でギャップフィルタ１２２の一面を覆い、次に、それがエッジ点灯ＰＣＢ　１２０の
作動可能側を妨害しないように、エッジ点灯ＰＣＢ　１２０にギャップフィルタ１２２を
適用することが含まれてもよい。その後、ギャップフィルタ１２２およびエッジ点灯ＰＣ
Ｂ　１２０を、放熱板２６の前面部１１２上の溝部１１６にある開口部に挿入する。必要
に応じて位置決め形体を、放熱板２６、エッジ点灯ＰＣＢ　１２０、またはそれら両方の
上に設け、溝部１１６へのサイド点灯ＰＣＢおよびギャップフィルタ１２２の挿入を助け
る。第２のサブアセンブリ１８２は、光学ブロック２４の後面部９２の所定の位置に置か
れる。光学ブロック２４から後方へ延びるねじを受ける要素９８は、放熱板２６の穴部１
３０を通して延びる。
【００３６】
　プライマリＰＣＢ　２８は、第２のサブアセンブリ１８２の最先端部上に、前面部１４
０が上向きの状態で置かれる。表示装置２２からのフレキシブル電気コネクタ８０は、対
応する電気コネクタに結合される。次に、第２のサブアセンブリ１８２の最先端部を中心
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にしてプライマリＰＣＢ　２８を１８０度回転させ、前面部１４０が放熱板２６に接触す
るようにする。プライマリＰＣＢ　２８を回転させる場合、フレキシブル電気コネクタは
、表示モジュール１８の少なくとも一部分の最先端部に覆われる。素子線を対応の電気コ
ネクタに電気的に接続し、エッジ点灯ＰＣＢ　１２０のワイヤリングハーネスを対応の電
気コネクタと接続する。
【００３７】
　図４および図５に示すとおり、バックシールド１６はプライマリＰＣＢ　２８上に配置
され、放熱板２６から上方に延びるタブ１２８はバックシールド１６の周壁部１６４のス
ロット１６６に係合される。少なくとも１本のねじ１００が、バックシールド１６のねじ
穴部１６８、ＰＣＢの側面切欠部１５０、放熱板２６を通して、光学ブロック２４のねじ
を受ける要素９８に挿入される。このようにして、２～３本のねじ１００が固定されるこ
とが望ましい。放熱板またはその他の機械的締結装置を使用して、サブアセンブリを一緒
に組み立てうる。
【００３８】
　後部筐体３０の前向空隙部１７０はバックシールド１６上に配置され、後部筐体３０の
機械的係合形体１７２はスナップ嵌合して、放熱板２６の対応する係合形体１７４に係合
される。組み立てに先立って、実装部材３２を後部筐体３０に取り付けてもよい。
【００３９】
　本開示は、米国特許第８，８１４，３７３号、第８，２０１，８００号、第８，２１０
，６９５号、米国特許出願広報第２０１４／００６３６３０号、第２０１３／００６２４
９７号、第２０１２／０３２７２３４号、および米国仮特許出願第６１／７０９，７１６
号、第６１／７０７，６７６号、第６１／７０４，８６９号（これらは参照によりその全
体を本明細書に組み込む）に記述されているものなど、取り付けシステムと共に使用され
うる。さらに、本開示は、米国特許第８，８１４，３７３号、第８，６４６，９２４号、
第８，６４３，９３１号、および第８，２６４，７６１号、米国特許出願第２０１３／０
１９４６５０号、および米国仮特許出願第６１／７０７，６２５号、第６１／５９０，２
５９号（これらは参照によりその全体を本明細書に組み込む）に記述されているものなど
、バックミラーパッケージ組立品と共に使用されうる。さらに、本開示は、米国特許第８
，８２７，５１７号、第８，２１０，６９５号、および第８，２０１，８００号（これら
は参照によりその全体を本明細書に組み込む）に記述されているものなど、ベゼルを含む
ことができることが意図されている。
【００４０】
　本開示にもとづく表示ミラーアセンブリにはいくつかの利点がある。表示モジュールは
、フロントシールドとバックシールドとに支持されており、別個の支持体やキャリアプレ
ートを必要としない。キャリアプレートの除外やフロントシールドとバックシールドの中
への保持形体の包含により、表示ミラーアセンブリをより軽くすることが可能になり、製
造用の部品がより少なくなり、さらに、表示ミラーアセンブリの表示画面全体のうちより
大きな割合を表示可能な表示装置をもたせることができる。
【００４１】
　図７Ａ～７Ｅに示されるように、表示ミラーアセンブリ１０は、図１～６の要素の１つ
以上を含むことができ、筐体３０は、部分的反射性かつ部分的透過性の素子１２を満足す
るように変更されうる。追加的または代替的に、表示ミラーアセンブリは、表示モジュー
ル１８の起動および解除の少なくとも１つを行い、部分的反射性かつ部分的透過性の素子
１２の位置を第１の位置と第２の位置の間で交互に変更するように構成された外部２モー
ドスイッチ２００を含みうる。
【００４２】
　図７Ｃおよび７Ｄに示されるように、２モードスイッチ２００は筐体３０の底部に配置
できる。運転者が２モードスイッチ２００を作動させる時、表示装置２２は起動または解
除され、および／または表示ミラーアセンブリ１０は約２度～７度の間で点線の方向に旋
回して、表示ミラーアセンブリ１０が第１の位置と第２の位置の間を交互に行き来できる
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ようにする。１つの実施形態では、運転者が表示ミラーアセンブリ１０を解除モードにし
て、部分的反射性かつ部分的透過性の素子１２内の画像が従来的ミラーシステムの使用時
に見えることが期待されうるものとなるまで、表示ミラーアセンブリ１０の位置を調節で
きるように企図されている。これによって、表示装置をオフ位置に戻した時、運転者は自
分が望む反射性画像にすぐに戻ることができる。説明のためであって限定を目的としない
が、図７Ｃは一般的に、２モードスイッチ２００がオン位置にある表示ミラーアセンブリ
１０を示しており、これは表示装置２２を起動して、使用者に対する部分的反射性かつ部
分的透過性の素子１２の角度を変える。表示装置２２がオンの時、表示ミラーアセンブリ
１０は、表示ミラーアセンブリ１０がオフの時の位置に対してほぼ垂直方向の約２度～７
度の間で旋回できる。図７Ｄは、２モードスイッチ２００がオフ位置にある表示ミラーア
センブリ１０を一般的に示しており、部分的反射性かつ部分的透過性の素子１２は反射状
態にあるので使用者は車両の後ろの画像を見ている。表示装置２２が起動された時に表示
ミラーアセンブリ１０を旋回させると、表示された画像を損ねる望ましくない反射を減ら
すことができる。日中および夜間の両方の運転条件で、望ましくない反射は起こりうる（
例えば、高いレベルの周辺光の背景、ヘッドランプ。反射は表示装置２２に示されるヘッ
ドランプと重ならない可能性がある）。とりわけ、表示ミラーアセンブリ１０が２モード
スイッチ２００なしで使用された場合、表示ミラーアセンブリ１０はＥＣ機能でも操作さ
れる可能性も高いであろう。しかし、これは表示装置２２の色ずれを起こし、ＥＣ素子が
暗い状態とクリアな状態の間で移行する間、表示装置２２の明暗度を一定に保とうとして
その他の問題を起こす。
【００４３】
　次に図７Ｅを参照すると、表示ミラーアセンブリの断面図は、部分的反射性かつ部分的
透過性の素子１２、表示装置２２、光学ブロック２４、放熱板２６、およびプライマリＰ
ＣＢ　２８を含む。筐体３０は、フロントシールド１４、表示モジュール１８、およびバ
ックシールド１６を少なくとも部分的に取り囲む。発泡性接着剤７２などを含むがこれに
限定されない接着剤をガラス素子１２をフロントシールド１４に固定する際に用いること
も可能である。表示モジュール１８および光学ブロック２４は、フロントシールド１４お
よびバックシールド１６のみではなく、キャリアまたは保持プレート２０２によって保持
されうる。キャリアまたは保持プレート２０２の壁材厚は約１．５ｍｍであるか、または
代替的に、１．０ｍｍ～２．０ｍｍの範囲の厚さを持つことができ、これにより表示ミラ
ーアセンブリ１０の適切な保持を維持しながら、表示モジュール１８の視認可能エリアの
量を向上させることができる。
【００４４】
　図８Ａ～９Ｃを参照すると、２モードスイッチ機能は、実装部材３２、実装部材プレー
ト３４、第１の旋回軸３００、第２の旋回軸３０２、２モードスイッチバネ３０４、２モ
ードスイッチ２００、プライマリＰＣＢ　２８、表示スイッチ３０６、後部筐体３０、表
示装置２２、および部分的反射性かつ部分的透過性の素子１２（これらは両方とも後部筐
体３０に強固に取り付けられる）の間の相互作用から構成される。第１の旋回軸３００は
、後部筐体３０と実装部材プレート３４の間に配置された円筒形回転部材によって定義さ
れる。第２の旋回軸３０２は、後部筐体３０と２モードスイッチ２００の間に配置された
円筒形回転部材によって定義される。２モードスイッチ２００がオン位置からオフ位置に
移動する時、２モードスイッチ２００は第２の旋回軸３０２の周りに回転する。２モード
スイッチ２００の回転中、実装部材３２および実装部材プレート３４は、表示ミラーアセ
ンブリ１０の観察者に対して移動しない。しかし、後部筐体３０、表示装置２２、プライ
マリＰＣＢ　２８、および部分的反射性かつ部分的透過性の素子１２は、第１の旋回軸３
００の周りに回転する。２モードスイッチ２００は第２の旋回軸３０２の周りを約７５～
１０５度回転する。第２の旋回軸３０２の中心から、２モードスイッチ２００および２モ
ードスイッチバネ３０４のバネ受けエリア３０８までの距離は、２モードスイッチ２００
と２モードスイッチバネ３０４の間のバネ受けエリア３０８と第１の旋回軸３００との間
の距離と比べるとかなり小さい。第１の旋回軸３００と第２の旋回軸３０２の間の距離の
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差により、２モードスイッチ２００が７５～１１０度回転する時、後部筐体３０が約２～
７度回転する。表示スイッチ３０６は、実装部材プレート３４と表示スイッチ３０６の間
の所定の距離でプライマリＰＣＢ　２８に強固に取り付けられるので、２モードスイッチ
２００はオン位置にある時（図７Ｃおよび図８Ａ～８Ｃ）、表示スイッチ３０６は押し下
げられておらず、２モードスイッチ２００がオフ位置にある時、表示スイッチ３０６は押
し下げられるようになる（図７Ｄおよび図９Ａ～９Ｃ）。
【００４５】
　図８Ａ～図９Ｃを参照すると、２モードスイッチ２００の回転は一般的に２つの機能を
実行し、第１の機能は、部分的反射性かつ部分的透過性の素子１２を２～７度回転し、第
２の機能は表示スイッチ３０６を、押し下げられた（起動）位置と押し下げられていない
（解除）位置の間で移動させ、これはモードに応じて表示装置２２をオンおよびオフに切
り替える。とりわけ、オン／オフの押し下げられた／押し下げられていない状態はどちら
の向きでもよく、表示ミラーアセンブリ１０の機能にとっては重要でない。言い換えると
、表示スイッチ３０６は、押し下げられた時に表示装置２２を起動し、押し下げられてい
ない時に表示装置２２を解除するように構成されうる。代替的に、表示スイッチ３０６は
、押し下げられた時に表示装置２２を解除し、押し下げられていない時に表示装置２２を
起動するように構成されうる。１つの実施形態では、表示装置２２がオフで、画像の視界
を最適化するようにミラーが回転すると、表示スイッチ３０６がオフ状態になり、表示装
置２２が解除されることが企図されている。２モードスイッチ２００が、反射した画像が
視界にとって最適化されてはいない状態になるように移動すると、表示スイッチ３０６は
オン状態となり、表示装置２２が起動される。
【００４６】
　本明細書に記載された本開示の実施形態が、１つまたは複数の従来のプロセッサと１つ
または複数のプロセッサを制御する固有の内蔵プログラム命令とで、本明細書中に記載し
たように、特定の非プロセッサ回路と、いくらか、ほとんど、または全ての表示ミラーア
センブリ１０の機能とともに構成されてもよいことが理解されるであろう。非プロセッサ
回路としては、限定されるものではないが、シグナルドライバ、クロック回路、電源回路
、および／またはユーザ入力装置を挙げることが可能である。そのため、これらの機能は
、分類システムの使用または構築に用いられる方法のステップとして、解釈されてもよい
。一方、一部または全部の機能は、プログラム命令を格納していない状態機械によって、
あるいは、各機能または機能の特定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）によって、実装され得
る。もちろん、２つのアプローチの組み合わせを用いることが可能である。したがって、
これらの機能の方法および手段が本明細書中に説明されている。当業者であれば、おそら
くかなりの努力と多くの設計選択肢にもかかわらず、本明細書で開示される概念および原
理によって導かれた場合、例えば、利用可能な時間、現在の技術、および経済的な考慮事
項によって動機づけられて、最小限の実験でそのようなソフトウェア命令およびプログラ
ムならびにＩＣを容易に生成することができると、期待される。
【００４７】
　記述された開示およびその他の構成要素の構造が、任意の特定材料に限定されないこと
は、当業者であれば理解するであろう。本明細書の開示のその他の例示的実施形態は、本
明細書に別段の記述がない限り、多種多様の材料から形成されうる。
【００４８】
　この開示の目的で、「連結」（その全ての形態で、連結する、連結した、連結された、
など）という用語は、一般に、（電気的なまたは機械的な）２つの成分を直接的または間
接的に相互に結合することを意味する。こうした結合は、本質的に固定されたものとする
ことも、本質的に移動可能とすることもできる。こうした結合は、（電気的なまたは機械
的な）２つの構成要素、およびまた別の構成要素とまたはその２つの構成要素と１つの単
一体として一体的に形成される任意の追加的な中間体部材を用いて達成しうる。こうした
結合は、特に明記されない限り、本質的に永久的とすることも、本質的に取り外し可能ま
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【００４９】
　例示的実施形態で図示されている本開示の要素の構造および配列は、例示にすぎないこ
とに注意することも重要である。本開示では、本革新について少数の実施形態のみを詳細
に説明してきたが、本開示を検討する当業者は、数多くの改造（例えば、様々な要素のサ
イズ、寸法、構造、形状および比率、パラメータの値、取り付け配列、材料の使用、色、
向き、などの変化）が、詳述されている主題に関する新規性のある教示および利点から大
きく逸脱することなく、考えられることを簡単に認識するであろう。例えば、一体的に形
成されたように示されている要素は、複数の部品から構成されてもよく、あるいは複数の
部品として示される要素は、一体的に形成されてもよい。インターフェースの操作を逆に
行ってもよいし、または、さもなければ変えてもよい。システムの構造および／または部
材あるいはコネクタまたは他の要素の長さおよび幅は、変えられてもよい。要素間に設け
られた調整位置の性質または数は変えられてもよい。注目すべきは、システムの要素およ
び／または組立品は、充分な強度または耐久力を与える任意の広範囲の材料から、非常に
多様な色、質感、および組合せの任意のもので構成しうることである。したがって、こう
したすべての改造は、本革新の範囲内に含まれることが意図される。この革新の精神を逸
脱することなく、望ましいその他の模範的実施形態の設計、動作条件、および配列におい
て、その他の置換、改良、変更、および省略がなされうる。
【００５０】
　当然のことながら、任意の記述されたプロセスまたは記述されたプロセス内の手順は、
記述されたその他のプロセスまたは手順と組み合わせて、本開示の範囲内での構造を形成
しうる。本書で開示されている模範的構造およびプロセスは、例証の目的であり、制限す
るものとは解釈されないものとする。
【００５１】
　また当然のことながら、本開示の概念を逸脱することなく、前述の構造および方法に対
して変形および改造をすることができ、また当然のことながら、こうした概念は、それら
の請求の範囲に文言で明示的に別段の定めをした場合を除き、下記の請求の範囲によって
網羅されることが意図されている。
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