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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車の運転者が見ることのできる画像としてアセンブリの前方位置からの画像を提供
する自動車用の2部分前方視野装置（forward view apparatus）であって、
　自動車のドアの外側に適した第1の部分と、ドアを挟んで第1の部分と反対側の自動車の
ドアの内側に適した第2の部分、
　2ミラー構成（two-mirror arrangement）であって、該2ミラー構成のミラーの第1のミ
ラーが曲面を有する2ミラー構成（two-mirror arrangement）、
　ウィンドウ、および
　視認ポータル
を含み、
　該2部分前方視野装置の前方位置からの光が、該ウィンドウを通過し、2ミラー構成によ
って視認ポータルを通して自動車の運転者の目に反射され、
　視認ポータルが第2の部分内の該2部分前方視野装置の内方側に配置され、
　該視認ポータルが車両のウィンドウを通してではなく車両内部の構造内から視認される
のに適しており、かつ
　ミラーのうちの第2の内部ミラーが第2の部分内の車両の内部構造内に配置されるととも
に、
　ミラーのうちの第1のミラーが、第1の部分内のドアの外に配置されている、
2部分前方視野装置。
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【請求項２】
　前記視認ポータルが、車両の内部と前記2部分前方視野装置の内部との連通を提供し、
したがって、該車両内部の周囲温度が、該2部分前方視野装置内部の温度に影響を与える
ことを特徴とする、請求項1記載の2部分前方視野装置。
【請求項３】
　車両が前方に動いているときに、水および／もしくは他の物質を除去するための、前記
2部分前方視野装置のウィンドウを横切る空気流を達成するのに適した形状および構成を
さらに含む、請求項1記載の2部分前方視野装置。
【請求項４】
　前記形状および構成が、2つの交差する空気流を生成させる構造を含む、請求項3記載の
2部分前方視野装置。
【請求項５】
　前記構造が、空気流を生成させる際にベンチュリ効果を使用する、請求項4記載の2部分
前方視野装置。
【請求項６】
　前記形状および構成が、前記2部分前方視野装置のウィンドウを横切って空気を送る第1
の溝を含む、請求項3記載の2部分前方視野装置。
【請求項７】
　前記形状および構成が、ベンチュリ効果を利用して空気を2ミラー構成のウィンドウの
外面から流し、それによって、第1の溝により生成される空気流を増強する第2の溝をさら
に含む、請求項6記載の2部分前方視野装置。
【請求項８】
　第2の溝が、概して前記2部分前方視野装置の外側面上に配置され、かつ車両の前方への
移動によって生成される空気流が、該第2の溝に概ね沿っている、請求項7記載の2部分前
方視野装置。
【請求項９】
　2ミラー構成のウィンドウを清掃する追加的な清掃構成をさらに含む、請求項3記載の2
部分前方視野装置。
【請求項１０】
　前記追加的な清掃構成が、
　　フロントガラス・ワイパーとして用いられる種類のワイパー、
　　前記2ミラー構成のウィンドウの外面に流体を与える装置
のうちの少なくとも１つを含む、請求項9記載の2部分前方視野装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、前方視認装置（forward viewing apparatus）に関し、特に自動車などの車
両上で使用される前方視認装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の運転者は、交通の流れの中で運転する際、常に2、3台先の車を運転すべきであ
ると言われる。この表現は、運転者が、車両の方向の変化や、それよりも重要な速度の変
化について、自分の車両の直前の車両のそのような変化を待つのではなく、自分の車両か
ら2、3台先の車両を見て、その車両の変化に対応できるようにすべきであるという意味で
ある。
【０００３】
　しかし、たとえばオーストラリアの都市の現在の交通状況では、2、3台先の車両を運転
することがまずます困難になっている。というのは、運転者が自分の車両の直前の車両よ
りも前を見ることができないことが多いからである。多くの車両は現在、濃く色付けされ
たウィンドウを有し、それによって車両またはステーション・ワゴンの前方の車を見るこ
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とが困難または不可能になっている。さらに、窓を有さないか、または濃く色付けされた
窓を有するか、または運転席が高すぎて前方の車両が見えない、多数のトラック、バン、
特に四輪駆動の「レクリエーション・ビークル（RV）」が存在する。
【０００４】
　前方視野ミラー用の機構を設け、運転者が、その車両の直前のそのような車両の周りを
見渡せるようにする試みがなされている。米国特許第4,685,779号は、明細書の「発明の
背景」節における問題の簡単な説明と1986年よりも前の先行技術の有用な概要を別として
、一方の部材が車両のドアに取り付けられ、他方の部材が連結によって第1の本体部材に
結合された2本体部材において3つのミラーを有する複雑な組合せ前方・後方視認ミラー・
アセンブリを開示している。
【０００５】
　米国特許第4,268,120号は、「死角」を無くすように車両の運転者に対する車両の両側
に配置されるようになっている前方視野ミラー構成について説明している。米国特許第4,
268,120号の図3は、透明カバーを通してハウジングに入射した光を車両の運転者に向ける
2ミラー構成（two-mirror arrangement）を示している。
【０００６】
　米国特許第685,779号および米国特許第4,268,120号に例示されているように、概念的な
前方視野ミラーが存在するにもかかわらず、現在の自動車は前方視野ミラーを備えていな
い。
【０００７】
　オーストラリアの保険会社であるNMRA Insuranceは、2002年10月31日に、車両の運転者
席からの「車の後方」の視認性の測定結果である「World First Reversing Visibility I
ndex」を発表した。試験された多くの車両は、車両の後方に大きなブラインド・スポット
を有していた。このIndexに関する報道では、ブラインド・スポットを解消する1つの方法
は、内部後部視野ミラー内に配置された小形LCD画面にリンクされた、後方を向いたビデ
オ・カメラを車両の後方に設置することであることが示された。しかし、このような構成
のコストは、1,500ドル程度になることが示された。このような数字は、理想的には車両
の各側に1つの2つのカメラと2つのスクリーンが必要になることを除いて、一般に前方視
野構成にも当てはまる。したがって、コストが2倍になり、たいていの人には手が出ない
。
【発明の開示】
【０００８】
　本発明の目的は、自動車用の改良された視野装置を提供することである。
【０００９】
　第1の局面において、本発明は、自動車用前方視野装置（forward view apparatus）で
あって、自動車の運転者が見ることのできる画像としてアセンブリの前方位置からの画像
を提供する装置であり、第1の平面ミラー、および該装置中に固定され調整が不可能な第2
の曲面ミラーを有する2ミラー構成を含む装置を提供する。
　好ましくは、これらミラーの第1のミラーは調節可能である。
【００１０】
　本発明は、自動車用前方視野装置であって、自動車の運転者が見ることのできる画像と
してアセンブリの前方位置からの画像を与える装置において、アセンブリの前方位置から
の光がウィンドウを通過し、2ミラー構成によって反射され、視認ポータルを通じて自動
車の運転者の目に入り、かつ視認ポータルが2ミラー構成の内方に配置されることを特徴
とする装置も提供する。
【００１１】
　本発明は、自動車用前方視野装置であって、自動車の運転者が見ることのできる画像と
してアセンブリの前方位置からの画像を与える装置において、閉位置と開位置との間を移
動するようになっているシャッター手段があり、閉位置では、光が装置に到達するのが妨
げられ、開位置では、光が装置に到達できることを特徴とする装置をさらに提供する。
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【００１２】
　本発明は、自動車用前方視野装置であって、自動車の運転者が見ることのできる画像と
してアセンブリの前方位置からの画像を与える装置において、自動車が前方に移動してい
るときに、水および／もしくは他の物質を除去し、かつ／または水および／もしくは他の
物質がウィンドウに付着するのを防止する、ウィンドウを横切る空気流を生成する構成を
特徴とする装置も提供する。
【００１３】
　本発明の好ましい態様について、以下に添付の図面を参照して説明する。
【００１４】
　各図面は、自動車（図示せず）上の、従来の後方視野ミラーが配置される位置に配置さ
れるようになっている本発明による右側前方視野装置10を示している。ただし、左側位置
に同じアセンブリまたは（車両の前方から後方への線を中心とする）鏡像アセンブリを設
けてよいことを理解しなければならない。ミラー・アセンブリは左ハンドル車両にも右ハ
ンドル車両にも適していることを理解すべきである。
【００１５】
　各図面において、右ハンドル前方視野装置10は、一般に後方視野ウィング・ミラー用の
先行技術のハウジングと同様であってよいハウジング12を含んでおり、後方視野ミラー構
成用のこのようなハウジングは通常、プラスチック材料で形成され、後方視野ミラー14が
配置されたカップ形状を有している。
【００１６】
　本明細書全体にわたって、「前方」という用語は、本発明のアセンブリを取り付けるこ
とのできる車両の前方と同じ意味であり、「後方」という用語は、このような車両の後方
と同じ意味を有することを理解されたい。
【００１７】
　好ましくは、ハウジング12は、右ハンドル車両（不図示）のボディの、運転者のドアの
直前に取り付けられるようになっているが、任意の適切な位置に配置してよい。ハウジン
グ12は、好ましくは車両の運転者が車両の後方を見るときに使用するようになっている従
来の後方視野ミラーである第1のミラーなど14をその後部に含んでいる。もちろん、この
ミラー内の画像は反転される。
【００１８】
　次に特に図1～4を参照して、図1の断面が図4の線A-Aに沿った断面であることに留意さ
れたい。この態様では、ミラー構成10は好ましくは、ピボット運動分離点上に取り付けら
れている。構成10は、車両から間隔を置いて配置された別個の自給式ユニットであり、車
両の動きによって生成される空気流が車とこの構成との間を通過させる。
【００１９】
　本発明の第1の態様には、運転者が、運転中の車両の直前の車両を越えて、運転者の車
両の直前の車両の前方にある車両を見たいときに前方視野画像を見ることのできる前方視
認領域16がある。好ましくは、ポータル16は、開口部であり、この開口部を通して、運転
者は車両の前方からアセンブリ10を通過した光を見ることができる。
【００２０】
　この態様では、前方視認ポータル16は、構成10のハウジング12の側面に配置されており
、視線は、後方視野ミラー14の後方および構成10のピボット運動取付け点（図示せず）の
前方を通る。
【００２１】
　図1では、後方視野ミラー14は、モータ18によって従来の方法で調整される。図1から4
の態様の前方視野ミラー構成は第1のミラー20を含んでいる。第1のミラー20は好ましくは
、平面状であり、さらに好ましくは、手動でまたはずれた位置にあってよいモータ22を用
いることによって調整可能である。ハウジング12内に第2のミラー24が配置されている。
第2のミラー24は好ましくは、固定され、すなわち調整不能であり、さらに好ましくは湾
曲している。より好ましくは、ミラー24は、非球面、球面、実質的に球面、放物線状、ま
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たは準放物線状である。しかし、ミラー24の湾曲は任意の形をとってよい。たとえば、ミ
ラー24が凸状の下部と実質的に平面状の上部とを有しても、そのような構成が側方構成で
あってもよい。
【００２２】
　光が前方視野ミラー構成に到達するようにハウジング12上にウィンドウ26が設けられて
いる。ウィンドウ26は、透明であり、好ましくは密封された透明なウィンドウであり、好
ましくはガラスまたはアクリル材料で形成される。ウィンドウ26の形状は好ましくは、ハ
ウジング12の前面の湾曲に従うが、前方視野を最大にし、ウィンドウの表面から水を弾く
のを助けるために、ウィンドウ26は好ましくは、外側に湾曲するかまたは凸状であり、さ
らに好ましくは、ハウジング12の外周の方へ配置される。ウィンドウ26に水および異物が
付着しないようにするのを助けるために関連出願に記載されているベンチュリ・アンド・
ボルテックス構成28を含めてもよい。
【００２３】
　構成10が取り付けられた車両の前方からの光は最初、固定ミラー24に当たり、調整可能
なミラー20に反射され、再び前方視認ポータル16を通して車両の運転者の目に反射される
。図1～4の態様では、構成10は好ましくは、運転者のウィンドウ、または車両の、運転者
のウィンドウとは反対側の乗員のウィンドウを通して視認するためのみに用いられる。
【００２４】
　図5～7には、本発明の第2の態様が示されている。図5の断面は、図6の線A-Aに沿った断
面である。この態様では、前方視野アセンブリ110は、好ましくは、構成が取り付けられ
る車両のボディ（三角形のドア／ウィンドウ取付け板が130で示されている）と一体化さ
れたハウジング（図1～4のハウジング12と概ね同様）を有している。したがって、図1～4
に関して説明した状況とは異なり、構成110と車両との間を空気が通過することはできな
い。
【００２５】
　構成110は、モータ118によって従来の方法で調整可能な従来の後方視野ミラー114を有
している。前方視野ポータル116はハウジング112の側部に配置されている。ハウジング11
2に第1の内方ミラー120が配置されているが、内方ミラー120は好ましくは、図5に示され
ているようにハウジングを越えて延びる。第1のミラー120は好ましくは平面状であり、さ
らに好ましくは、手動でまたはモータ122を用いることによって調整可能である。
【００２６】
　ハウジング112内に第2のミラー124が配置されている。第2のミラー124は好ましくは、
固定され、すなわち調整不能であり、さらに好ましくは湾曲している。より好ましくは、
ミラー124は、非球面、球面、実質的に球面、放物線状、または準放物線状である。しか
し、ミラー124の湾曲は任意の形をとってよい。たとえば、ミラー124が凸状の下部と実質
的に平面状の上部とを有しても、そのような構成が側方構成であってもよい。
【００２７】
　光が前方視野ミラー構成に到達するようにハウジング112上にウィンドウ126が設けられ
ている。ウィンドウ126は、透明であり、好ましくは密封された透明なウィンドウであり
、好ましくはガラスまたはアクリル材料で形成される。ウィンドウ126は、この態様では
、図6に示されているように、ハウジング112上のより中央よりに配置されている。このた
め、ハウジング112上に周辺インジケータ（図示せず）を収容することができ、かつモー
タ122をより中央よりに取り付けることができる。
【００２８】
　ウィンドウ126の形状は好ましくは、ハウジング112の前面の湾曲に従うが、前方視野を
最大にし、ウィンドウの表面から水を弾くのを助けるために、ウィンドウ126は好ましく
は、外側に湾曲するかまたは凸状であり、さらに好ましくは、ハウジング112の外周の方
へ配置される。ウィンドウ126に水および異物が付着しないようにするのを助けるために
、図1～4に関して説明したようなベンチュリ・アンド・ボルテックス構成128を含めても
よい。
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【００２９】
　構成110が取り付けられた車両の前方からの光は最初、固定ミラー124に当たり、調整可
能なミラー120に反射され、再び前方視認ポータルまたは領域116を通して車両の運転者の
目に反射される。図5～7の態様では、構成110は好ましくは、運転者のウィンドウ、また
は車両の、運転者のウィンドウとは反対側の乗員のウィンドウを通して視認するためのみ
に用いられる。
【００３０】
　図8～10には、本発明の第3の態様が示されている。図8の断面は、図9の線A-Aに沿った
断面である。この態様では、前方視野アセンブリ210は、図5～7の態様と同様に、構成が
取り付けられる車両のボディ（三角形のドア／ウィンドウ取付け板が230で示されている
）と一体化されたハウジング（図1～4のハウジング12と概ね同様）を有している。したが
って、この場合も、図1～4に関して説明した状況とは異なり、構成210と車両との間を空
気が通過することはできない。
【００３１】
　構成210は、好ましくはモータ218によって従来のように調整可能である従来の後方視野
ミラー214を有している。ハウジング212内のミラー214の内方に前方視野ポータル216が配
置されている。ドア・ウィンドウ取付け板またはブラケット230内に第1の内方ミラー220
が配置されている（図8）。第1のミラー220は好ましくは平面状であり、さらに好ましく
は、手動でまたはモータ222を用いることによって調整可能である。ミラー220およびモー
タ222の後部のピボット点232は、構成210が、衝撃が与えられたときまたは駐車時に、車
両のボディの、取付け板230の後方に倒れるのを可能にする。構成210のハウジング212は
、ミラー220の外方の分離線234に沿って取付け板230から分離される。ウィンドウ上の張
出しフランジは、ハウジング212がその動作位置に戻ったときに密閉される埋め込みOリン
グ（不図示）に係合するようになっている。ピボット点232の周りのハウジング212の移動
は、手動で行うことも、モータなど（不図示）を用いて行うことができる。
【００３２】
　図8～10の態様における視認ポータルは、他の態様とは異なり車両のウィンドウではな
く取付け板230、すなわち、ドアを通した視認を容易にする。
【００３３】
　ハウジング212内に第2のミラー224が配置されている。第2のミラー224は好ましくは、
固定され、すなわち調整不能であり、さらに好ましくは湾曲している。より好ましくは、
ミラー224は、非球面、球面、実質的に球面、放物線状、または準放物線状である。しか
し、ミラー224の湾曲は任意の形をとってよい。たとえば、ミラー224が凸状の下部と実質
的に平面状の上部とを有しても、そのような構成が側方構成であってもよい。
【００３４】
　光が前方視野ミラー構成に到達するようにハウジング212上にウィンドウ226が設けられ
ている。ウィンドウ226は、透明であり、好ましくは密封された透明なウィンドウであり
、好ましくはガラスまたはアクリル材料で形成される。ウィンドウ226の形状は好ましく
は、ハウジング212の前面の湾曲に従うが、前方視野を最大にし、ウィンドウの表面から
水を弾くのを助けるために、ウィンドウ226は好ましくは、外側に湾曲するかまたは凸状
であり、さらに好ましくは、ハウジング212の内周の方へ配置される。ウィンドウ226に水
および異物が付着しないようにするのを助けるために、関連出願に記載されたベンチュリ
・アンド・ボルテックス構成を含めてもよい。
【００３５】
　構成210が取り付けられた車両の前方からの光は最初、固定ミラー224に当たり、調整可
能なミラー220に反射され、再び前方視認ポータル216を通して車両の運転者の目に反射さ
れる。上述のように、視認ポータル226は好ましくは、取付け板230内に配置されている。
このような構成は、車両内から前方視野ミラー構成210を視認する方法を容易にする。こ
の特徴の利点は2つある。第1に、運転者が構成210を見たときに後方視野ミラー214と前方
視野ミラー220との間に明確な境界が形成される。第2に、ポータル216が構成210の内側と
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車両の内側の両方と連通しているため、ミラー220および224が曇る可能性は低い。という
のは、構成の内側が車両内側の周囲温度またはそれに近い温度に維持され、したがって、
ミラーが清掃されるかまたは曇るのが防止されるからである。　
【００３６】
　後方視野ミラー・モータ218の取付けは、構成210の中央に対して行っても、従来の後方
視野ミラーと同様に行ってもよい。調整可能なミラー220および関連するモータ222が車両
のドアの取付け板230内に配置され、いくらかさらに前方に配置されているため、特に運
転者の側からの視認が容易に向上する。ウィング・ミラー（構成210のハウジング212）の
実際のサイズは一般に従来のウィング・ミラー以下であると考えられる。前述の周辺イン
ジケータを、修正を最小限に抑えつつハウジング212内に収容することができる。インジ
ケータが必要でない場合、ミラー224を、図8に示されている位置から外方に移動させるこ
とができ、それによって視野をわずかに向上させるのが容易になる。運転者側のポータル
と乗員側のポータル（216および不図示）はどちらも、サイドウィンドウを通すことなく
容易に見ることができる。
【００３７】
　ミラー20、120、220、24、124、および224の構成に関するかぎり、主要な問題は、左右
の視認ポータル16、116、216を通した視認性に関するものであった。ミラー20/120/220お
よび関連する24/214/224を前方に移動させる（これは、構成210のようにこれらの構成部
材をドアに組み込むとより容易に行うことができる）ことによって、ミラー20/120/220の
角度を車両に対して概ね直角に設定することができる。好ましくは、ミラー20/120/220は
後方に約5度傾けられ、ミラー24/124/224は車両に対して約50度から約60度の角度に設定
される。ミラー24/124/224が非球面でない場合、車両のボンネットの側面に沿った、約20
0m前方までの、車両の前輪の視野を、乗員側で大幅に向上させることができる。運転者側
では、ミラー20/120/220を約10度回転させ、かつミラー20/120/220を後方に約5度傾ける
ことによって、同様の結果が得られる。
【００３８】
　ミラー24/124/224として使用される放物線状のミラーは満足行くものではないことが分
かった。なぜなら、このミラーの曲率が大き過ぎ、その結果左右に与えられる周辺視野が
多すぎると考えられためであった。形状が放物線状ミラーより平坦である非球面ミラーは
、車両の前輪の距離と位置の両方に対処するため、より望ましいと考えられる。
【００３９】
　次に、ウィンドウ26、126、226について説明すると、図11は、このようなウィンドウの
好ましい形状を示している。図示のウィンドウ26は、右ハンドル車両用の運転者側の構成
10用のウィンドウの一例であり、このような車両の乗員側には鏡像を使用してよい。ウィ
ンドウは226として示されているが、ウィンドウ26または126であってもよい。すべての3
つの態様において、ウィンドウ26/126/226は好ましくは、水の保持量を最小限に抑えるた
めにウィング・ミラー構成の通常の形状に従うように湾曲しているかまたは凸状になって
いる。視認ガラスまたはアクリル・ウィンドウ26/126/226は好ましくは、密閉され気密状
態であり、すなわち、水、異物などを構成10/110/210の内側に入れない。構成10/110/210
の位置および角度は、水および道路のほこりが車両のフロントガラスからそれ、視認ウィ
ンドウ26/126/226の前面を横切ることを意味している。これに対処し、ウィンドウ26/126
/226を通した視野を良好にするために、ウィンドウ26の内方に凹状表面部34（図1）が設
けられている。表面部34は、ウィンドウ26と表面領域34との間に配置された突起またはウ
ィング36と一緒に、水、異物などを収集して分散させるシステムを構成している。ウィン
ドウ26の表面に当たったあらゆる水、道路のほこりなどは、前述の関連出願に記載された
ベンチュリ・ボルテックス28によって横方向にウィンドウ26を横切って移動する。部材34
および36について図1から4の態様に関して説明したが、これらを図5～7および8～10の態
様にも同様に適用できることを理解されたい。
【００４０】
　上述のように、車両の左側にも同様のユニットを設け（右ハンドル車両の場合）、車両
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の左側に沿って前方を見ることができる。好ましくは、両方のアセンブリ10、110、210が
、運転者に近い都合の良い位置から動作させることのできる、電気モータによるミラー調
整装置を有する。または、調整を手動で行うことができる。このような代替態様は、手動
調整手段を運転者／乗員の手の届く範囲内に配置することのできる構成220に特に適して
いる。
【００４１】
　本発明の前述の3つの態様のうちの1つに関して説明した特徴は、他の2つの態様に関係
しているとみなすべきである。
【００４２】
　図3に関しては、内部ミラー・サイズを水平方向に約20mm大きくすることによって、運
転者の様々な体格に対して調整可能なミラーを調整するためのモータは必要なくなる。こ
のことは、ミラーを1つの位置に固定できることを意味する。右ハンドルか車両から左ハ
ンドル車両に変更するときに必要になる唯一の移動は手動で実現することができ、これは
工場で行うことができる。
【００４３】
　前方視野アセンブリを運転者側のウィンドウを通さずに車両の内側から視認すると、判
別が極めて容易になり、ユーザの使い勝手が向上する。これはさらに、内方および外方の
ミラーを車両内から加熱できることを意味する。このため、アセンブリ・ハウジング内の
定められた加熱は不要になる。
【００４４】
　図12～17は、本発明による前方視野装置の他の態様を示している。装置310は、参照番
号10、110、および210によって前述の各図に示されている種類の装置である。装置310は
、運転者のドアの直前で右ハンドル車両（不図示）のボディに取り付けられるようにする
ことができるが、任意の適切な位置に配置することができるハウジング312を有している
。図12～14では、ハウジング312は、使用時に車両の車体のラインに沿って配置され、車
両の乗員区画の内側に前方視野視認ポータル318を構成することのできるビナクル316を含
んでいる。もちろん、この視認ポータルは、車両の運転者が好都合に視認できる任意の場
所に配置することができる。
【００４５】
　次に特に図12～14を参照して、図14の断面が図13の線14-14に沿った断面であることに
留意されたい。この態様では、ミラー構成10は好ましくは、ピボット運動分離点320（図1
4）上に取り付けられる。図14の破線は、ハウジング312が点320の周りをピボット運動す
るときにハウジング312の外側部分が残りの部分から分離する「分離」線である。
【００４６】
　図12～14の態様では、前方視認ポータル318は、運転者が、運転中の車両の直前の車両
を越えて、運転者の車両の直前の車両の前方にある車両を見たいときに前方視野画像を見
ることを可能にする。好ましくは、ポータル318は、開口部であり、この開口部を通して
、運転者は車両の前方からアセンブリ310を通過した光を見ることができる。
【００４７】
　この態様では、前方視認ポータル318は、構成310のハウジング312の側面に配置されて
おり、視線は、後方視野ミラー314の一方の側および構成310のピボット運動取付け点320
の前方を通る。
【００４８】
　図12では、後方視野ミラー314は、モータ322によって従来の方法で調整される。図12か
ら14の態様の前方視野ミラー構成310は第1のミラー324を含んでいる。第1のミラー324は
好ましくは、平面状であり、さらに好ましくは、手動でまたはずれた位置にあってよいモ
ータ326を用いることによって調整可能である。ハウジング312内に第2のミラー328が配置
されている。第2のミラー328は好ましくは、固定され、すなわち調整不能であり、さらに
好ましくは湾曲している。より好ましくは、ミラー328は、非球面、球面、実質的に球面
、放物線状、または準放物線状である。しかし、ミラー328の湾曲は任意の形をとってよ



(9) JP 4551392 B2 2010.9.29

10

20

30

40

50

い。たとえば、ミラー328が凸状の下部と実質的に平面状の上部とを有しても、そのよう
な構成が側方構成であってもよい。
【００４９】
　光が前方視野ミラー構成に到達するようにハウジング312上にウィンドウ330が設けられ
ている。ウィンドウ330は、透明であり、好ましくは密封された透明なウィンドウであり
、好ましくはガラスまたはアクリル材料で形成される。ウィンドウ30の形状は好ましくは
、ハウジング312の前面の湾曲に従うが、前方視野を最大にし、ウィンドウの表面から水
を弾くのを助けるために、ウィンドウ330は好ましくは、外側に湾曲するかまたは凸状で
あり、さらに好ましくは、ハウジング312の外周の方へ配置される。
【００５０】
　構成310が取り付けられた車両の前方からの光は最初、固定ミラー328に当たり、調整可
能なミラー324に反射され、再び前方視認ポータル318を通して車両の運転者の目に反射さ
れる。図12～14の態様では、構成310は好ましくは、運転者のウィンドウ、または車両の
、運転者のウィンドウとは反対側の乗員のウィンドウを通して視認するためのみに用いら
れる。
【００５１】
　全体的に図12～14の態様の方針に沿ったすでに提案されている前方視野構成は、運転者
の視認性を向上させる助けになることが分かっているが、いくつかの問題が起こっている
。これらの問題は、ユーザの使い勝手、運転者の個性、不信感、アセンブリを清浄に保つ
問題、アセンブリのぎらつきおよび損傷に関する問題のような局面に関する問題である。
たとえば、運転者がミラー・アセンブリを見たときに、どのミラーを見ているのか、すな
わち、後方視野ミラーを見ているのかそれとも前方視野ミラーを見ているのか混乱する可
能性がある。さらに、ポータル318を通して前方視野画像が絶えず見えるようにすると、
運転手が注意散漫になる恐れがある。さらに、運転者は、対向車の光が前方視野装置を通
して自分の目に反射されることによって眩惑される恐れもある。最後に、ウィンドウ30の
前面（外面）が、道路のごみなどが蓄積することによって不透明になり、前方視野画像の
画質が低下するか、場合によっては蓄積が継続する場合に、装置が無用になる恐れもある
。ウィンド・ブレーカや、ボルテックス・チャネルや、小形フロントガラス・ワイパーや
、ウォータ・ジェットなしにウィンドウ330を清浄に維持するのは依然として困難である
。
【００５２】
　これらに対処するために、図12～14の態様は、好ましくはウィンドウ330を横切って滑
り、ウィンドウ330に入射する光を遮断するようになっているシャッター332を含んでいる
。モータ334は、シャッター332を作動させ、開位置と閉位置の間を移動させるようになっ
ている。モータ334は、概ねモータ322および326と同様である。
【００５３】
　シャッター332は、ミラー・ハウジング312の形状に応じてトラック（図示せず）上を滑
っても、ピボット運動させてもよい。ウィンドウ330を横切る動きは、好ましくはシャッ
ター332に成形された歯車（図示せず）に噛み合う電気モータ334を用いることによって実
現することができる。または、歯車付きモータが、極性が反転するときに延び引き込むこ
とのできるはさみ（不図示）を動作させることができる。
【００５４】
　シャッター332は、プラスチック材料または他の任意の適切な軽量材料で製造すること
ができ、閉位置では、ごみ、ほこり、雨などが入らないようにウィンドウ332を密封する
。シャッター332を開閉すると、その先端に取り付けることのできるフェルトまたはゴム
のワイパー（図示せず）がウィンドウを横切って移動し、ほこり、雨水などを除去する。
【００５５】
　シャッター332は、内方に収納され、すなわち、シャッターはウィンドウ330を横切って
移動し、車両のドア空洞部またはハウジング312の取付けビナクル316内に配置される。こ
れは、ミラー・アセンブリ310の非対称形状に対処するものである。
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【００５６】
　通常の運転条件では、左右両方のアセンブリ310のシャッター332が閉じたままであり、
前述の混乱、注意散漫、または眩惑が解消される。さらに、道路のごみ、石、雨などはす
べて、シャッター332によってそらされる。運転者は、道路状態、運転者の好みなどに応
じて、前方視野ミラー機能をいつ使用するかを選択することができる。
【００５７】
　右ハンドル車両の場合、左または右アセンブリのシャッター332を作動させるには、た
とえば、方向指示器に使用されているのと同様なインジケータ・ストークを動かすことに
よって切換え機構（不図示）をトリガする。これは、方向を示す指示器を作動させる前に
行うことができ、かつ従来の指示器に用いられているのと同じ形式で作用することができ
、すなわち、ストークを持上げると、左アセンブリ310のシャッター332が開き、ストーク
を下に動かすと右アセンブリ310のシャッター332が作動する。
【００５８】
　ストーク、ダッシュボード、または他の場所上のオーバライド・ボタン（図示せず）に
よって一方または両方シャッター332を必要に応じて常に開けておくことも、リレー・ス
イッチなどの時間遅延機能を設けて、所定の時間、たとえば1分後にシャッター332を閉じ
ることもできる。
【００５９】
　図15～17は、前方視野ミラー・アセンブリが410として指定された本発明の他の態様を
示している。図12～14に用いられると共に図15～17にも用いられているすべての参照番号
は、同じ部材を示している。部材324、326、および328は図15～17には示されておらず、
図17の断面は図16の線17-17に沿った断面である。
【００６０】
　この態様では、図12～14のミラー構成がビデオ・カメラとカメラ336によって生成され
た画像を示す画面338とで置き換えられている。カメラ336は前方を向くように位置してお
り、画面338（図示せず）に接続される回路など（図示せず）は従来のものである。画面3
38は好ましくは、LCD画面であってよく、ポータル318を通して見えるように示されていな
いが、ポータル18を横切って配置してよい。カメラ／画面構成336/338は単色または白黒
であってよい。
【００６１】
　あらゆる点で、シャッター332は、図12～14に関して説明したように動作する。
【００６２】
　図18～26には、本発明の他の態様が示されている。後方視野アセンブリ510はハウジン
グ512を有している。ハウジング512の前面にウィンドウ518が配置されている。ウィンド
ウ518は、米国特許第4,268,120号の透明パネル8と概ね同様であってよく、アセンブリ510
を取り付けることのできる車両の前方からの光をアセンブリ510の内部に送る。ウィンド
ウ518は、ハウジング512の前面に対して隆起していても、前面と同一平面を形成しても、
前面に対してくぼんでいてもよい。窓518は前面に対してくぼんでおり、本明細書で後述
する空気流生成手段と協働することが好ましい。ウィンドウは、ガラス、プラスチック材
料、または透明または実質的に透明な任意の適切な材料で形成することができる。
【００６３】
　ハウジング512の前面側および（使用時の）外側には、ウィンドウ518の前面を横切って
空気を送る手段が配置されている。この空気流については以下に図18に関して詳しく説明
するが、この手段は、ハウジング512の後部の（使用時の）内側に溝520を含んでいる。こ
れらの溝は、ハウジング512の外側に向かって、リブ522および538の高さが高くなってい
く結果として深さが深くなっていく。図18および19を見ると、溝520が隔壁524で終わり、
かつ隔壁524の孔526が溝520とウィンドウ518との連通を可能にしていることが分かる。
【００６４】
　図18および19は、ハウジング512の外側が、溝520と概ね同様であり、リブ530によって
形成され、隔壁532で終わる溝528を備え、隔壁532を通じて孔534が溝528とウィンドウ518
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との連通を可能にしていることを示している。
【００６５】
　図18には、ハウジング512の前面側のベースに配置された他の溝536も示されている。溝
536は、リブ538によって形成され、（以下に説明するように）空気をウィンドウ540内に
送る。より小さな斜めの溝542、544、546が孔548、550、552（図18および19）を通して空
気を送る。
【００６６】
　次に図19を参照すると、ハウジング512内に配置された第1の前方視野ミラー554がある
。ミラー554は、好ましくはハウジング512内に固定されるが、ミラー554が手動の手段、
電気モータ、または他の任意の手段によって移動可能であることを理解されたい。ハウジ
ング512内に第2の前方視野ミラー556も配置されている。ミラー556は好ましくは、ハウジ
ング512内のミラー556、558の後方に配置された電気モータによって移動調整可能になっ
ているが、このようなモータおよびそれに関連するケーブルおよびスイッチは示されてい
ない。このようなモータを使用する場合、モータは、後方視野ミラーを調整するのに用い
られる従来の構成と実質的に同様であってよい。もちろん、他の任意の調整形態を用いて
よい。
【００６７】
　図21は、図19のミラー・アセンブリの好ましい傾斜構成を示している。560は、右ハン
ドル車両の側面であり、562はミラー・アセンブリ510の後部のラインである。ミラー556
とライン562との間の角度が40度であり、ミラー554とライン562との間の角度が55度であ
ることが分かる。もちろん、これらの角度は例示的なものに過ぎず、ミラー556が角度40
度を使用する場合、この角度は、使用時に少なくともわずかに調整しなければならなる可
能性が高い。ミラー554とミラー556との間の例示的な距離は50mmである。
【００６８】
　図22および23はそれぞれ、好ましい形状を有するミラー554および556の平面図を示して
いる。ミラー556は、図21にも示されている側面CおよびDと一緒に示されている。これら
の側面は好ましくは、長さがそれぞれ50mmおよび67mmであり、頂部および底部の長さは好
ましくは、それぞれ90mmおよび95mmである。ミラー554は、図21にも示されている側面Eお
よびFと一緒に示されている。これらの側面の長さは好ましくは、それぞれ50mmおよび70m
mであり、頂部および底部の長さは好ましくは、それぞれ80mmおよび87mmである。もちろ
ん、すべての角度および寸法は例示的なものに過ぎず、変更することができる。
【００６９】
　使用時には、運転者は、自分の車両の直前の車両の先を見たい場合、図19および21の矢
印の方向に孔516（図19）を覗く。図19を見ると分かるように、特にミラー556、すなわち
「画像取込み」ミラーは、車両の側面のかなり外方に配置され、したがって、2台前のこ
のような車両からの画像を受け取ることができる。前方に2台先の車両からの光は、ウィ
ンドウ518を通過し、ミラー556からミラー554に反射され、次いでミラー554から孔514を
通して運転者の芽に反射される。
【００７０】
　前述のように、同様のユニットを（右ハンドル車両の場合に）車両の左側に配置し、車
両の左側に沿って前方を見ることができる。好ましくは、どちらのアセンブリ510も、運
転者に近い好都合な位置から動作させることのできる電気モータによってミラー556を調
整することができる。
【００７１】
　ウィンドウ518が汚れ、運転者の見る画像が極端に不明瞭になることがある。本発明は
、このような難点を解消する改良された構成を提供することを追及している。次に、図18
および20、特に図18に戻ると、ハウジング512の前面のウィンドウ518のベースに配置され
、溝536、542、544、および546と連通する孔564を見ることができる。
【００７２】
　左右および上向きに延びる図18内の小さな矢印は、車両（図示せず）が前方に移動して
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いるときの空気流の方向を示している。結果的にアセンブリ510が空気中を前方に移動す
るため、このような空気流が生成する。図18に示されているように、溝520／リブ522にぶ
つかった空気は、溝520によって孔526を通過させられ、ウィンドウ518を右から左に横切
る。図18に示されているように、溝538、542、544、および546にぶつかった空気は、孔56
4を通ってウィンドウ518の外面を横切りベースから頂部へ送られる。
【００７３】
　特に、溝528に沿った空気の流れ、接線方向または概ね接線方向とみなすことができ、
ベンチュリ効果を含む流れ。この場合、空気などの流体における圧力差は、その流体の流
れがある領域または位置を越えることによって生じ、その領域または位置の所の圧力を低
下させる。より高い圧力の流体が、その領域または位置を通じて流れに導入される。
【００７４】
　図18および20の態様では、流体はもちろん空気であり、孔534はベンチュリであり、よ
り低い圧力によって空気が図18の右から左に引き込まれる。ベンチュリ534を通して引き
込まれた空気の少なくとも一部は、ウィンドウ518の外面を横切って送られる空気であっ
てよい。孔526から出て孔534の方向に向かう空気の流れは、少なくとも部分的に誘発され
るか否かにかかわらず、図18の左から右に流れるエア・カーテンであって、雨、霧、みぞ
れ、雪などよって蓄積される水ならびにウィンドウ518に付着し、車両の運転者が見る前
方視野を少なくとも部分的に不明瞭にする空気および／または水によって運ばれる汚染物
質を除去する働きをするエア・カーテンを生成させることができる。この構成を、孔564
を通した上向きの空気流によって補強することも、これらの空気流によって、上向きにウ
ィンドウ518の面を横切って移動する別のエア・カーテンを生成させることもできる。
【００７５】
　もちろん、溝および孔の構成（520/526および538/542/544/546/564）のいずれかを省略
してよい。追加的な洗浄手段を使用してよい。少なくとも1つの小さなワイパーを用いて
ウィンドウ518を清掃することができ、かつ／または噴霧または他の方法によってウィン
ドウ518にかけられる水または他の流体を用いるウィンドウ洗浄構成を使用してよい。
【００７６】
　さらに、ウィンドウ518は、自動車の後部ウィンドウに用いられる電動式のデミスタ素
子、またはウィンドウを加熱して、液体の水の形態であるか、氷の形態であるか、みぞれ
などのスラリの形態であるかにかかわらず、ウィンドウ18の表面上の水を蒸発させるかも
しくは除去する他の任意の形態のデミスタ素子を備えることができる。
【００７７】
　または、高温の空気または他の任意の流体を車両のデミスタからアセンブリ510の本体5
12にパイプで送り、ウィンドウ518を含むアセンブリ510の各部材から水を蒸発させるかま
たは各部材の霜取りを行うことができる。
【００７８】
　図24から26までの態様は、いくつかの追加的な任意の部材を含んでいる。図18から23に
関して使用されたのと同じ参照符号で指定された部材は、図24から26と同じ部材を指定し
ている。ベンチュリ・ドレーン564は、図20に示されているものと概ね同様であり、同じ
部材で構成することができる。任意で、本体512の、ベンチュリ・ドレーン564が配置され
た端部には、方向指示器／ハザード・インジケータ・ライトなどを取り付けることができ
る。より好ましくは、インジケータをリブ530（図18）上に収納し、かつ／または本体512
の床上のミラー554とミラー556との間に収納することができる。これを追加反射装置とし
て用いてインジケータ・ライトを前方および後方に送ることができる。
【００７９】
　次に、図24を参照すると、ベンチュリ・スロットおよびウィング566が、図18および19
に示されているのと同様に本体512の前面上に配置されている。4つの追加的なベンチュリ
孔または通気口568は、空気がウィンドウ518の内側を横切って流れ、ウィンドウ上の曇り
を最小限に抑え、内面上の水の付着または凝縮を除去するのを可能にする。
【００８０】
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　図24の短い矢印は、ウィンドウ518のベースから入りウィンドウ518の内部を横切って流
れ、ベンチュリ・ドレーン564を通って出るかまたは図示のようにウィンドウ518の頂部か
ら出る空気の流れを示している。
【００８１】
　図24の領域574は、雨水などの水を受け、図24に長い矢印で表されているようにウィン
ドウ518の面を横切って送り、ウィンドウ518を清浄に維持するようになっている「集水領
域」である。集水領域574から流れる水を取り出す頂部ベンチュリ・スロットおよびウィ
ング570がウィンドウ518の上方に設けられている。この清掃機構と本出願で開示されるす
べての清掃構成を、ビデオ・カメラを単にウィンドウ518などのウィンドウの後方に配置
するか、または1つまたは複数のこのような構成をカメラのレンズに適用することによっ
て、ビデオ・カメラによる前方視認構成と一緒に使用することができることに留意された
い。
【００８２】
　任意で、ミラー554、556の一方または両方を垂直平面に対して斜めに傾けることができ
る。このような傾斜度は5度から10度の間であってよい。好ましくは、ミラー554は、その
底部ではなくその頂部が傾くように傾けることができる。好ましくは、ミラー556は、ミ
ラー556が配置されたアセンブリ510が取り付けられた車両から離れる方向へその頂部が傾
くように傾けることができる。もちろん、ミラー554、556のそれぞれの傾きを逆にしても
、両方のミラー554、556が同じ傾きを有してもよい。
【００８３】
　本発明が自動車用の改良された前方視認装置を提供することが分かる。
【００８４】
　2003年2月13日に出願されたオーストラリア特許仮出願第2003900638号、2003年7月4日
に出願されたオーストラリア特許仮出願第2003903410号、および2003年12月5日に出願さ
れたオーストラリア特許仮出願第2003906716号の明細書（図面を含む）の内容全体が、参
照として本明細書に組み込まれる。本出願の特許請求の範囲は、本出願の開示の一部を形
成する。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明による前方視野アセンブリの第1の態様の断面図である。
【図２】図1のアセンブリの端面図である。
【図３】図1のアセンブリの正面図である。
【図４】図1のアセンブリの背面図である。
【図５】本発明による前方視野アセンブリの第2の態様の断面図である。
【図６】図5の態様の正面図である。
【図７】図5のアセンブリの背面図である。
【図８】本発明による第3の態様の断面図である。
【図９】図8の構成の正面図である。
【図１０】図8の構成の背面図である。
【図１１】本発明による1つの例示的なウィンドウの図である。
【図１２】本発明による前方視野アセンブリの第1の態様の背面図である。
【図１３】図12のアセンブリの正面図である。
【図１４】図1の線14-14に沿った断面図である。
【図１５】本発明による前方視野アセンブリの第2の態様の背面図である。
【図１６】図15のアセンブリの正面図である。
【図１７】図16の線17-17に沿った断面図である。
【図１８】本発明の他の態様による前方視野アセンブリの背面図である。
【図１９】図18の線A-Aに沿った断面図である。
【図２０】図18のアセンブリの側面図である。
【図２１】図18のアセンブリにおける2枚のミラー間の角度を示す概略図である。



(14) JP 4551392 B2 2010.9.29

【図２２】図18のアセンブリにおける一方のミラーの平面図である。
【図２３】図18の他方のミラーの平面図である。
【図２４】本発明による後方視野ミラー・アセンブリの他の態様の正面図である。
【図２５】図24のアセンブリの側面図である。
【図２６】図24および25のアセンブリの背面図である。
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