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(57)【要約】
【課題】通常時には金属色調を呈するとともに、左折あ
るいは右折時には上記金属色調の表面を透してランプの
点灯状態が視認されるようにする。
【解決手段】ベッセル状の形態からなるものであって所
定の熱可塑性合成樹脂材にて形成されるとともに、内面
側に金属色層１２を有するハウジングカバー１と、ベッ
セル状ハウジングカバー１の内部、具体的にはハウジン
グカバー１の底の部分の裏面側に設けられるものであっ
てランプバルブあるいは発光ダイオード等からなる発光
体２５を主に形成されるターンシグナルランプ装置２と
、ミラー５５及び当該ミラー５５を駆動するアクチュエ
ータ５６等からなる電動ミラー装置５と、当該電動ミラ
ー装置５を収容するドアミラーハウジング６と、からな
る。ターンシグナルランプ装置２の一方の面側にはドア
ミラーハウジング６への取付けに寄与する係合爪２１６
が設けられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ターンシグナルランプ装置内蔵のハウジングカバーを有するドアミラー装置において、
ベッセル状の形態からなるものであってターンシグナルランプ装置を収容するハウジング
カバーを、透明性を有する熱可塑性合成樹脂製成形体にて表面側及び裏面側のいずれの面
側をも平滑な面からなるように形成させるとともに、このような熱可塑性合成樹脂製成形
体の裏面側に金属色層を設けて、通常時においては、その外表面側からは全体が均一な態
様の金属色調が視認されるようにし、一方、このような構成からなるものにおいて、上記
ターンシグナルランプ装置の設置される部分を除いた上記熱可塑性合成樹脂製成形体の内
面側であって上記金属色層の上面側に光を透過させないように形成された不透明層を設け
、更に、このような構成からなるハウジングカバーの内面側であって上記不透明層を有し
ないところに、他部材への取付用係合爪を有するターンシグナルランプ装着を、その取付
用係合爪を有しない面側を所定の接着手段を用いて取付けるようにし、これによって他部
材への取付けが容易に行なえるようにしたターンシグナルランプ装置内蔵のハウジングカ
バーを有するドアミラー装置。
【請求項２】
　請求項１記載のターンシグナルランプ装置内蔵のハウジングカバーを有するドアミラー
装置において、上記金属色層を金属蒸着手段にて形成させるとともに、その金属蒸着態様
を上記ターンシグナルランプ装置から発せられる光を透過させるように形成されたハーフ
ミラー調からなるようにしたことを特徴とするターンシグナルランプ装置内蔵のハウジン
グカバーを有するドアミラー装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ターンシグナルランプ装置をドアミラーハウジング内に設けるようにしたも
のであり、特に、ターンシグナルランプ装置を予めハウジングカバー内へ接着手段等を用
いて取付けておくようにするとともに、当該ターンシグナルランプ装置側には他部材への
取付けに寄与する係合爪を設けておくようにし、このようなターンシグナルランプ装置付
きのドアミラーハウジングカバーを、上記係合爪を介してドアミラーハウジングのところ
に簡単に取付けることのできるようにした構成からなるターンシグナルランプ装置内蔵の
ハウジングカバーを有するドアミラー装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近の乗用車等においては、例えば特開２００７－８３７４０号公報記載のものの如く
、ドアミラーのハウジングの一部にターンシグナルランプ装置等の発光体を取り付けるよ
うにしたものが挙げられる。このように、ターンシグナルランプ装置をドアミラーの一部
に取り付けることによって、周りに居る歩行者、あるいは対向車等に自車の走行方向を的
確に認識させることができるようになり、歩行者の安全性確保、あるいは車両の走行安全
性の向上等が図られるようになる。
【特許文献１】特開２００７－８３７４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、上記従来のものは、ターンシグナルランプ装置等の発光体の設置に当たって
、ミラーハウジングカバーの一部に切欠部を設けるとともに、ここのところに、別体のも
のからなるターンシグナルランプ装置等を、ビスネジ等からなる所定の締結手段を用いて
取り付けるようにしているものである。従って、この従来のものにおいては、ミラーハウ
ジングカバーに設けられた切欠部と当該切欠部内に設置されるターンシグナルランプ装置
の周辺部との間に隙間や段差が生ずることとなり、この隙間や段差から雨水等が浸入した
り、あるいは、この隙間あるいは段差によって走行風に基づく風切音等が発生すると言う
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問題点がある。このような問題点を解決するために、ターンシグナルランプ装置を形成す
るレンズ部をも含めて、これらをドアミラーのハウジングカバー等と一体的に形成させる
ようにし、通常時には、金属色調を呈するものであって一体化された曲面形態からなるミ
ラーハウジングカバーの曲面のみが視認されるようにするとともに、ターンシグナルラン
プ装置等の発光体の作動時においては、上記金属色調ミラーハウジングカバーを透過して
上記ターンシグナルランプ装置を形成する発光体の作動状態が表示され、これによってタ
ーンシグナルランプ装置の作動態様が周りに視認され得るようにしたターンシグナルラン
プ装置をハウジングカバー内部に有するドアミラー装置を提供しようとするのが、本発明
の目的（課題）である。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決するために、本発明においては次のような手段を講ずることとした。す
なわち、請求項１記載の発明である第一の発明においては、ターンシグナルランプ装置内
蔵のハウジングカバーを有するドアミラー装置に関して、ベッセル状の形態からなるもの
であってターンシグナルランプ装置を収容するハウジングカバーを、透明性を有する熱可
塑性合成樹脂製成形体にて表面側及び裏面側のいずれの面側をも平滑な面からなるように
形成させるとともに、このような熱可塑性合成樹脂製成形体の裏面側に金属色層を設けて
、通常時においては、その外表面側からは全体が均一な態様の金属色調が視認されるよう
にし、一方、このような構成からなるものにおいて、上記ターンシグナルランプ装置の設
置される部分を除いた上記熱可塑性合成樹脂製成形体の内面側であって上記金属色層の上
面側に光を透過させないように形成された不透明層を設け、更に、このような構成からな
るハウジングカバーの内面側であって上記不透明層を有しないところに、他部材への取付
用係合爪を有するターンシグナルランプ装着を、その取付用係合爪を有しない面側を所定
の接着手段を用いて取付けるようにし、これによって他部材への取付けが容易に行なえる
ようにしたターンシグナルランプ装置内蔵のハウジングカバーを有する構成からなるよう
にした。
【０００５】
　次に、請求項２記載の発明である第二の発明について説明する。このものも、その基本
的な点は上記第一の発明と同じである。すなわち、本発明のものにおいては、請求項１記
載のターンシグナルランプ装置内蔵のハウジングカバーを有するドアミラー装置に関して
、上記金属色層を金属蒸着手段にて形成させるとともに、その金属蒸着態様を上記ターン
シグナルランプ装置から発せられる光を透過させるように形成されたハーフミラー調から
なるようにした構成を採ることとした。
【発明の効果】
【０００６】
　請求項１記載の発明である第一の発明について説明する。本発明によれば、ターンシグ
ナルランプ装置を内蔵するミラーハウジングカバーが形成されるとともに、このようなミ
ラーハウジングカバー内に設置されるターンシグナルランプ装置の一方の側には他部材へ
の取付けに寄与する係合爪が設けられるようになっていることより、この係合爪を介して
ターンシグナルランプ装置内蔵のドアミラーハウジングカバーは他部材への取付け、例え
ばドアミラーハウジング等への取付けが、簡単に、かつ、効率良く行なわれることとなる
。そして、このような構成からなる上記ハウジングカバーからは通常時においては仕切線
等のない平滑な曲面全面から金属色調が視認されるようになる。また、ターンシグナルラ
ンプ装置の作動時においては、上記金属色を呈するハウジングカバーの外表面上に、ター
ンシグナルランプ装置等を形成する発光体からの光が照射されるようになる。これによっ
て、対向車あるいは歩行者等に対してターンシグナルランプ装置としての機能を認識（視
認）させることができるようになる。これらに加えて、更に、本発明のものにおいては、
上記金属色層が透明性を有する熱可塑性合成樹脂製成形体の裏面側に設けられるようにな
っていることより、金属色層の擦れ等に対する耐摩耗性等を向上させることができるよう
になる。
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【０００７】
　次に、請求項２記載の発明である第二の発明について説明する。本発明によれば、通常
時には金属色調が全面にわたって視認されるものであって、ターンシグナルランプ装置の
作動時においてはランプ等の発光体からの光が金属色調外表面の一部に照射されて視認さ
れるように形成されたベッセル状のハウジングカバーを、上記第一の発明のものと同様、
所定の熱可塑性合成樹脂材からなる透明体基盤を基礎に形成させるとともに、このような
透明体基盤上への金属色調の付加をアルミニウム（Ａｌ）等の所定の金属をスパッタリン
グ手段を含む所定の金属蒸着手段にて行なわせるようにしたので、光透過性のある金属色
層を効率良く形成させることができるようになる。その結果、ターンシグナルランプ装置
等を内部に有するドアミラー装置の生産性の向上を図ることができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明を実施するための最良の形態について、図１ないし図３を基に説明する。このも
のは、図１に示す如く、ベッセル状の形態からなるものであって所定のプラスチック材（
熱可塑性合成樹脂材）にて形成されるハウジングカバー１と、当該ベッセル状ハウジング
カバー１の内部、具体的にはハウジングカバー１の底の部分の裏面側に設けられるもので
あってランプバルブあるいは発光ダイオード等からなる発光体２５を主に形成されるとと
もに、他部材への取付けに寄与する係合爪または係合フック部２１６等を有するターンシ
グナルランプ装置２と、ミラー５５及び当該ミラー５５を駆動するアクチュエータ５６等
からなる電動ミラー装置５と、当該電動ミラー装置５を収容するドアミラーハウジング６
と、からなることを基本とするものである。
【０００９】
　このような構成からなるものにおいて、上記ターンシグナルランプ装置２を内蔵するハ
ウジングカバー１は、例えば図１及び図２に示す如く、ポリカーボネート樹脂（ＰＣ）、
ポリメタクリル酸メチル樹脂（ＰＭＭＡ）等の熱可塑性合成樹脂材を用いて透明体からな
るベッセル状の形態に形成された透明体基盤１１を基礎に形成されるようになっているも
のである。そして、この透明体基盤１１の裏面側には、例えば図２に示す如く、スパッタ
リング手段あるいは所定の金属蒸着手段、更にはフィルム貼付手段等を用いて、所定の厚
さを有する金属色層１２が設けられるようになっているものである。
【００１０】
　なお、上記金属色層１２は、通常は一様な金属色が認識（視認）されるものであるとと
もに、当該金属色層１２を有するベッセル状の透明体基盤１１の内側に設けられるターン
シグナルランプ装置２が点灯されたときには、その光が本金属色層１２を透過して外部か
ら、その点灯状態が視認されるような所定の厚さ及び蒸着密度を有するように設定されて
いるものである。具体的には、その一例として、金属色層１２の厚さとしては６００Å（
オングストローム）以下であることが望ましい。また、金属としては、Ａｌ、Ｃｒ、Ｔｉ
、Ｓｎ、Ｉｎ等が挙げられる。そして、このような金属色層１２の上面側（内側）には保
護膜としてのクリア層（図略）が設けられる場合がある。また、このような金属色層１２
の上面側であって、上記ターンシグナルランプ装置２の設置される部分（光透過部）１９
を除いたところには、図２に示す如く、発光体２５からの光をハウジングカバー１の外側
へは透過させないような性状を有する不透明層１３が設けられるようになっている。この
不透明層１３は、不透明塗料等からなる塗膜にて、あるいは、不透明フィルムの貼付手段
等にて形成されるようになっているものである。
【００１１】
　このような構成を採ることによって、通常時には、金属色調の視認されるハウジングカ
バー１が形成されることとなる。また、一方、上記ターンシグナルランプ装置２の点灯時
には、ターンシグナルランプ装置２からの光が上記光透過部１９のところを透過して、金
属色層１２の表面側に視認されることとなる。
【００１２】
　次に、このような構成からなるハウジングカバー１内に設置されるものであって発光体
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２５を有するターンシグナルランプ装置２の取付態様について、その一実施例を図２を基
に説明する。このものは、発光体２５を有するターンシグナルランプ装置２の、そのケー
ス２１の開口部の周辺部のところが、ベッセル状ハウジングカバー１の底の部分の裏面側
のところに接着手段７を介して取付けられるようになっているものである。また、本ター
ンシグナルランプ装置２を形成するケース２１のところには、図２に示すような係合フッ
ク部あるいは係合爪２１６が設けられるようになっている。そして、この係合フック部（
係合爪）２１６はドアミラーハウジング６の一部に設けられた係合穴６２に係合するよう
になっているものである。
【００１３】
　このような構成を採ることにより、本実施の形態のものにおいては、通常時においては
、例えば図３に示す如く、ハウジングカバー１全体が仕切線等のない平滑な曲面にて一体
的に形成（視認）されるとともに、全面が金属色調を有するようになり、優れたデザイン
上の美感を呈するようになる。その一方、ターンシグナルランプ装置２の作動時において
は、例えば図３の破線図示の如く、上記金属色を呈するハウジングカバー１の外表面上に
、ターンシグナルランプ装置２からの光が照射されるようになる。これによって、周りに
ターンシグナルランプ装置の作動状態を認識（視認）させることができるようになる。
【００１４】
　次に、上記ハウジングカバー１についての、その具体的構成に関して、図１及び図２を
基に説明する。このものは、ポリカーボネート樹脂（ＰＣ）等の熱可塑性合成樹脂材を用
いて透明体からなるベッセル状の形態に一体成形された透明体基盤１１（図２参照）を基
礎に形成されるようになっているものである。そして、この透明体基盤１１の裏面側には
、その全面に渡って、スパッタリング手段あるいは所定の金属蒸着手段等にて形成される
ものであって、６００Å以下の厚さ、好ましくは１００～４００Åの厚さを有するように
設定された金属色層１２が設けられるようになっているものである。この金属色層１２は
、通常時、具体的にはターンシグナルランプ装置２の否点灯時には上記透明体基盤１１を
透過して金属色調が視認されるとともに、ターンシグナルランプ装置２の点灯時には当該
ターンシグナルランプ装置２からの光が透過するようになっているものである。
【００１５】
　なお、この金属色層１２を形成する金属としては、Ａｌ、Ｃｒ、Ｔｉ等が用いられる。
そして、このような金属色層１２の上面側である裏面側には保護膜としてのクリア層等が
設けられるようになっている。また、上記透明体基盤１１及び金属色層１２の裏面側であ
ってターンシグナルランプ装置２の設置される部分（光透過部）１９を除いたところには
、ターンシグナルランプ装置２からの光をハウジングカバー１の外側へは透過させないよ
うな性状を有する不透明層１３が設けられるようになっている。この不透明層１３は、不
透明塗料等からなる塗膜にて、あるいは不透明フィルムの貼付等にて形成されるようにな
っているものである。
【００１６】
　次に、このようなハウジングカバー１の裏面側に設けられるターンシグナルランプ装置
２の、その具体的構成について説明する。このものは、例えば図２に示す如く、内部に発
光体２５であるランプバルブを有する箱型の形体からなるケース２１を基礎に形成される
ようになっているものである。なお、このケース２１は不透明性の熱可塑性合成樹脂製成
形体にて形成されるようになっているものである。そして、このようなケース２１の周辺
部のところが所定の接着手段７を介して、上記透明体基盤１１の内面側であって、不透明
層１３が一部除かれた状態に形成された光透過部１９のところに取付けられるようになっ
ているものである。
【００１７】
　また、このようなケース２１の、その周辺部のところには、複数本の係合フック部２１
６が一体的に設けられるようになっており、この係合フック部２１６は、ドアミラーハウ
ジング６に設けられた係合穴６２に結合されるようになっているものである。このように
、上記ハウジングカバー１の裏面側に取付けられたターンシグナルランプ装置２の係合フ
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ック部２１６を介して、ハウジングカバー１全体がドアミラーハウジング６のところに取
付けられるようになっている。また、このようなハウジングカバー１の外周部のところが
、図１に示す如く、両面接着テープ等の接着手段８を介してドアミラーハウジング６のと
ころに、必要に応じてハウジングカバー１の取外しが可能なように取付けられるようにな
っている。これによって、内部にターンシグナルランプ装置２を有するドアミラー装置が
形成されることとなる。なお、上記ハウジングカバー１の内面側とターンシグナルランプ
装置２の取付面との間には、例えば図２に示す如く、パッド３が一部に設けられるように
なっており、これによって両者間におけるシール性の向上、あるいは両者間における打音
の発生防止等を図るようにしているものである。
【００１８】
　このような構成を採ることにより、通常時、すなわち、ターンシグナルランプ装置２の
否点灯時においては、全面が一様に金属色を呈するドアミラーハウジングカバー１が視認
されるようになる。また、これに対して、ターンシグナルランプ装置２が点灯されたとき
には、上記金属色調のドアミラーハウジングカバー１の表面上にターンシグナルランプ装
置２の光が発せられるようになり、周りの者に、その発光状態が視認されるようになる。
また、ターンシグナルランプ装置２をハウジングカバー１側に予め設けておく、すなわち
、両者を一体化させてサブアセンブリ状態としておくことによって、ターンシグナルラン
プ装置付きのハウジングカバー１をドアミラーハウジング６のところにワンタッチ操作に
て取付けることができるようになる。その結果、ターンシグナルランプ装置付きのドアミ
ラー装置を効率良く組立てることができるようになる。また、本発明のものにおいては、
ハウジングカバー１は、その表面側はもちろんのこと、裏面側においても、リブや取付部
等の突起部等が全く無い状態の面から成るようになっていることより、ハウジングカバー
１の成形加工時において、その表面にひけ等が生ぜず、ハウジングカバー１の表面は常に
平滑な面を得ることができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の全体構成を示す縦断面図である。
【図２】本発明の主要部を成すターンシグナルランプ装置の全体構成を示す部分断面図で
ある。
【図３】本発明にかかるターンシグナルランプ装置の全体構成を示す外観図である。
【符号の説明】
【００２０】
　１　ハウジングカバー
　１１　透明体基盤
　１２　金属色層
　１３　不透明層
　１９　光透過部
　２　ターンシグナルランプ装置
　２１　ケース
　２１６　係合フック部（係合爪）
　２５　発光体
　３　パッド
　５　電動ミラー装置
　５５　ミラー
　５６　アクチュエータ
　６　ドアミラーハウジング
　６２　係合穴
　７　接着手段
　８　接着手段
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【図１】 【図２】
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