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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両内部に動作可能に結合されたマウントと、
　前記マウントに枢動可能に結合された第一の支持部材と、当該第一の支持部材に枢動軸
回りに枢動可能に結合された第二の支持部材と、を含んでいる、係合プレートと、
　前記係合プレートの前記第二の支持部材に取り付けられたキャリアプレートと、
　前記キャリアプレートと動作可能に結合されたガラス素子と、
　スイッチオン状態とスイッチオフ状態とに切り替えられるよう構成された表示装置を含
む表示モジュールと、
　前記ハウジングの底面に配置され、前記ガラス素子と動作可能に結合されたアクチュエ
ータ装置と、
　前記キャリアプレート及び前記表示モジュールの少なくとも一部が挿入される前向空隙
部を有する後部ハウジングと、
を備え、
　前記キャリアプレートは、前記表示モジュールを包囲しており、
　前記後部ハウジングは、前記キャリアプレートの後部を覆っており、
　前記キャリアプレートは、前記後部ハウジングを構造的に支持しており、
　前記アクチュエータ装置は、前記ガラス素子を一方の方向に傾けるように調整可能であ
り、それによって前記係合プレートの前記第二の支持部材を前記枢動軸回りに前記第一の
支持部材に対して回転させ且つ前記ガラス素子を軸外位置に移動させることで、前記表示



(2) JP 6526243 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

装置のスイッチオン／オフ状態をほぼ同時に変化させ、
　前記アクチュエータ装置は、前記ガラス素子を他方の方向に傾けるように調整可能であ
り、それによって前記ガラス素子を軸上位置に移動させることで、前記表示装置のスイッ
チオン／オフ状態をほぼ同時に変化させる、表示ミラーアセンブリ。
【請求項２】
　前記ガラス素子は、部分的反射性かつ部分的透過性の素子である、請求項１に記載の表
示ミラーアセンブリ。
【請求項３】
　前記ガラス素子の縁部が、クロム輪縁処理部を有する、請求項１または２のいずれかに
記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項４】
　前記表示装置は、前記ガラス素子の形状に対応する形状を有し、
　前記表示装置は、ＬＣＤ、ＬＥＤ、ＯＬＥＤ、プラズマ、およびＤＬＰ表示装置のうち
の１つである、請求項１～３のいずれかに記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項５】
　前記表示モジュールの後方に配置され、当該メインプリント基板の平面範囲が前記表示
モジュールの平面範囲と概ね平行となるように方向付けられた、メインプリント基板
を更に備える、請求項１～４のいずれかに記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項６】
　前記メインプリント基板に近接し、前記メインプリント基板の前記平面範囲と概ね直交
する平面範囲を有する、二次的基板
を更に備える、請求項５に記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項７】
　前記表示モジュールの後方に配置され、光学トレーによって支持される、光学スタック
を更に備える、請求項１～６のいずれかに記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項８】
　前記光学トレーと前記キャリアプレートとの間に配置されたグレアセンサ
を更に備え、
　前記グレアセンサは、当該表示ミラーアセンブリの外部に露出する光パイプと光通信し
ている、請求項１～７のいずれかに記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項９】
　車両内部に動作可能に結合されたマウントと、
　前記マウントに枢動可能に結合された係合プレートに取り付けられたキャリアプレート
と、
　前記キャリアプレートと動作可能に結合されたガラス素子と、
　前記ガラス素子の後方に配置された光学スタックと、
　前記ガラス素子に動作可能に結合され、当該表示ミラーアセンブリの外部に露出する光
パイプと光通信している、グレアセンサと、
　スイッチオン状態とスイッチオフ状態とに切り替えられるよう構成された表示装置を含
む表示モジュールと、
　前記ハウジングの底面に配置され、前記ガラス素子と動作可能に結合されたアクチュエ
ータ装置と、
　前記キャリアプレート及び前記表示モジュールの少なくとも一部が挿入される前向空隙
部を有する後部ハウジングと、
を備え、
　前記キャリアプレートは、前記表示モジュールを包囲しており、
　前記後部ハウジングは、前記キャリアプレートの後部を覆っており、
　前記キャリアプレートは、前記後部ハウジングを構造的に支持しており、
　前記アクチュエータ装置は、前記ガラス素子を一方の方向に傾けるように調整可能であ
り、それによって前記ガラス素子を軸外位置に移動させることで、前記表示装置のスイッ
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チオン／オフ状態をほぼ同時に変化させ、
　前記アクチュエータ装置は、前記ガラス素子を他方の方向に傾けるように調整可能であ
り、それによって前記ガラス素子を軸上位置に移動させることで、前記表示装置のスイッ
チオン／オフ状態をほぼ同時に変化させる、表示ミラーアセンブリ。
【請求項１０】
　前記ガラス素子は、部分的反射性かつ部分的透過性の素子である、請求項９に記載の表
示ミラーアセンブリ。
【請求項１１】
　前記ガラス素子の縁部が、クロム輪縁処理部を有する、請求項９または１０のいずれか
に記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項１２】
　前記表示装置は、前記ガラス素子の形状に対応する形状を有し、
　前記表示装置は、ＬＣＤ、ＬＥＤ、ＯＬＥＤ、プラズマ、およびＤＬＰ表示装置のうち
の１つである、請求項９～１１のいずれかに記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項１３】
　前記表示モジュールの後方に配置され、当該メインプリント基板の平面範囲が前記表示
モジュールの平面範囲と概ね平行となるように方向付けられた、メインプリント基板
を更に備える、請求項９～１２のいずれかに記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項１４】
　前記メインプリント基板に近接し、前記メインプリント基板の前記平面範囲と概ね直交
する平面範囲を有する、二次的基板
を更に備える、請求項９～１３のいずれかに記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項１５】
　車両内部に動作可能に結合されたマウントと、
　前記マウントに枢動可能に結合された係合プレートと動作可能に結合されたキャリアプ
レートと、
　前記キャリアプレートと動作可能に結合されたガラス素子と、
　前記キャリアプレートに動作可能に結合され、当該表示ミラーアセンブリの外部に露出
する光パイプと光通信している、グレアセンサと、
　スイッチオン状態とスイッチオフ状態とに切り替えられるよう構成された表示装置を含
む表示モジュールと、
　前記キャリアプレート及び前記表示モジュールの少なくとも一部が挿入される前向空隙
部を有する後部ハウジングと、
　前記ハウジングの底面に配置され、前記ガラス素子と動作可能に結合されたアクチュエ
ータ装置と、
を備え、
　前記キャリアプレートは、前記表示モジュールを包囲しており、
　前記後部ハウジングは、前記キャリアプレートの後部を覆っており、
　前記キャリアプレートは、前記後部ハウジングを構造的に支持しており、
　前記アクチュエータ装置は、前記ガラス素子を一方の方向に傾けるように調整可能であ
り、それによって前記ガラス素子を軸外位置に移動させることで、前記表示装置のスイッ
チオン／オフ状態をほぼ同時に変化させ、
　前記アクチュエータ装置は、前記ガラス素子を他方の方向に傾けるように調整可能であ
り、それによって前記ガラス素子を軸上位置に移動させることで、前記表示装置のスイッ
チオン／オフ状態をほぼ同時に変化させる、表示ミラーアセンブリ。
【請求項１６】
　前記ガラス素子は、部分的反射性かつ部分的透過性の素子である、請求項１５に記載の
表示ミラーアセンブリ。
【請求項１７】
　前記ガラス素子の縁部が、クロム輪縁処理部を有する、請求項１５または１６のいずれ
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かに記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項１８】
　前記表示装置は、前記ガラス素子の形状に対応する形状を有し、
　前記表示装置は、ＬＣＤ、ＬＥＤ、ＯＬＥＤ、プラズマ、およびＤＬＰ表示装置のうち
の１つである、請求項１５～１７のいずれかに記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項１９】
　前記表示モジュールの後方に配置され、当該メインプリント基板の平面範囲が前記表示
モジュールの平面範囲と概ね平行となるように方向付けられた、メインプリント基板
を更に備える、請求項１５～１８のいずれかに記載の表示ミラーアセンブリ。
【請求項２０】
　前記メインプリント基板に近接し、前記メインプリント基板の前記平面範囲と概ね直交
する平面範囲を有する、二次的基板
を更に備える、請求項１９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、概して、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と、反射性素子の後方にある表示装置と、を有する全画面表示
バックミラー装置に関する。
【発明の概要】
【０００２】
　この開示の一態様は、車両内部に動作可能に結合されたマウントを備えた表示ミラーア
センブリを含む。当該マウントは、ボールと、そこから前方に延びるソケットと、のいず
れか一つを含んでいる。係合プレートが、ボールと、当該係合プレートから後方に延びる
ソケットと、の他方を介して前記マウントに枢動可能に結合されている。当該係合プレー
トは、第一の支持部材と、当該第一の支持部材に枢動可能に結合された第二の支持部材と
、を含んでいる。キャリアプレートが、係合プレートに動作可能に結合されている。当該
キャリアプレートは、その後部上に後部ハウジングを支持している。ガラス素子が、前記
キャリアプレートに動作可能に結合されている。表示モジュールが、スイッチオン状態と
スイッチオフ状態とに切り替えられるよう構成されている。アクチュエータ装置が、前記
ハウジングの底面に配置され、前記ガラス素子と動作可能に結合されている。アクチュエ
ータ装置は、前記ガラス素子を一方の方向に傾けるように調整可能であり、それによって
前記ガラス素子を軸外位置に移動させることで、前記表示モジュールのスイッチオン／オ
フ状態をほぼ同時に変化させ、また、アクチュエータ装置は、前記ガラス素子を他方の方
向に傾けるように調整可能であり、それによって前記ガラス素子を軸上位置に移動させる
ことで、前記表示モジュールのスイッチオン／オフ状態をほぼ同時に変化させる。
【０００３】
　この開示の別の態様は、車両内部に動作可能に結合されたマウントを備えた表示ミラー
アセンブリを含む。当該マウントは、ボールと、そこから前方に延びるソケットと、のい
ずれか一つを含んでいる。キャリアプレートが、係合プレートに動作可能に結合されてい
る。当該キャリアプレートは、その後部上に後部ハウジングを支持している。ガラス素子
が、前記キャリアプレートに動作可能に結合されている。光学スタックが、前記ガラス素
子の後方に配置されている。グレアセンサが、前記ガラス素子に動作可能に結合され、当
該表示ミラーアセンブリの外部に露出する光パイプと光通信している。表示モジュールが
、スイッチオン状態とスイッチオフ状態とに切り替えられるよう構成されている。アクチ
ュエータ装置が、前記ハウジングの底面に配置され、前記ガラス素子と動作可能に結合さ
れている。アクチュエータ装置は、前記ガラス素子を一方の方向に傾けるように調整可能
であり、それによって前記ガラス素子を軸外位置に移動させることで、前記表示モジュー
ルのスイッチオン／オフ状態をほぼ同時に変化させ、また、アクチュエータ装置は、前記
ガラス素子を他方の方向に傾けるように調整可能であり、それによって前記ガラス素子を
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軸上位置に移動させることで、前記表示モジュールのスイッチオン／オフ状態をほぼ同時
に変化させる。
【０００４】
　この開示の更に別の態様は、車両内部に動作可能に結合されたマウントを備えた表示ミ
ラーアセンブリを含む。当該マウントは、ボールと、そこから前方に延びるソケットと、
のいずれか一つを含んでいる。キャリアプレートが、係合プレートに動作可能に結合され
ている。当該キャリアプレートは、その後部上に後部ハウジングを支持している。ガラス
素子が、前記キャリアプレートに動作可能に結合されている。グレアセンサが、前記キャ
リアプレートに動作可能に結合され、当該表示ミラーアセンブリの外部に露出する光パイ
プと光通信している。表示モジュールが、スイッチオン状態とスイッチオフ状態とに切り
替えられるよう構成されている。アクチュエータ装置が、前記ハウジングの底面に配置さ
れ、前記ガラス素子と動作可能に結合されている。アクチュエータ装置は、前記ガラス素
子を一方の方向に傾けるように調整可能であり、それによって前記ガラス素子を軸外位置
に移動させることで、前記表示モジュールのスイッチオン／オフ状態をほぼ同時に変化さ
せ、また、アクチュエータ装置は、前記ガラス素子を他方の方向に傾けるように調整可能
であり、それによって前記ガラス素子を軸上位置に移動させることで、前記表示モジュー
ルのスイッチオン／オフ状態をほぼ同時に変化させる。
【０００５】
　この開示の更に別の態様は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）を介して車両後方の風景のイ
メージを提供するよう構成された表示ミラーアセンブリを含む。特定のインスタンス中、
ドライバの決定に応じて、前方位置と後方位置との間でアクチュエータ装置をトグルする
ことで、ＬＣＤを停止することができる。ＬＣＤの停止後であっても、車両の後方視界は
、表示ミラーアセンブリ内部に配置された反射性部材によって見ることができる。本明細
書に記載する表示ミラーアセンブリは、製造が容易であって非常に堅牢な、ユーザのプリ
ファレンスに基づく調整可能な多機能装置を提供する。
【０００６】
　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ることになる
。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、本開示の表示ミラーアセンブリの一実施形態の上部斜視図である。
【０００８】
【図２】図２は、図１の表示ミラーアセンブリの正面図である。
【０００９】
【図３】図３は、図１の表示ミラーアセンブリの背面図である。
【００１０】
【図４】図４は、図１の表示ミラーアセンブリの上部平面図である。
【００１１】
【図５】図５は、図１の表示ミラーアセンブリの底部平面図である。
【００１２】
【図６】図６は、図１の表示ミラーアセンブリの正面斜視部分分解図である。
【００１３】
【図６Ａ】図６Ａは、図１の表示ミラーアセンブリの背面斜視部分分解図である。
【００１４】
【図７】図７は、図１の表示ミラーアセンブリの内部構成要素の正面斜視分解図である。
【００１５】
【図７Ａ】図７Ａは、図１の表示ミラーアセンブリの内部構成要素の背面斜視分解図であ
る。
【００１６】
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【図８】図８は、図１の表示ミラーアセンブリの内部構成要素の正面斜視部分分解図であ
る。
【００１７】
【図８Ａ】図８Ａは、図１の表示ミラーアセンブリの内部構成要素の背面斜視部分分解図
である。
【００１８】
【図８Ｂ】図８Ｂは、図１の表示ミラーアセンブリの拡大部分断面図である。
【００１９】
【図８Ｃ】図８Ｃは、グレアセンサにおける、図１の表示ミラーアセンブリの拡大部分断
面図である。
【００２０】
【図９】図９は、後方位置にアクチュエータ装置を有する、本開示の表示ミラーアセンブ
ルの底部斜視図である。
【００２１】
【図１０】図１０は、後方位置にアクチュエータ装置を有する、表示ミラーアセンブリの
側面平面図である。
【００２２】
【図１１】図１１は、後方位置にアクチュエータ装置を有する、表示ミラーアセンブリの
側面断面図である。
【００２３】
【図１１Ａ】図１１Ａは、ハウジングと内部構成要素を除去した、後方位置にアクチュエ
ータ装置を有する、表示ミラーアセンブリの側面断面図である。
【００２４】
【図１２】図１２は、前方位置にアクチュエータ装置を有する、本開示の表示ミラーアセ
ンブルの底部斜視図である。
【００２５】
【図１３】図１３は、前方位置にアクチュエータ装置を有する、表示ミラーアセンブリの
側面平面図である。
【００２６】
【図１４】図１４は、前方位置にアクチュエータ装置を有する、表示ミラーアセンブリの
側面断面図である。
【００２７】
【図１４Ａ】図１４Ａは、ハウジングと内部構成要素を除去した、前方位置にアクチュエ
ータ装置を有する、表示ミラーアセンブリの側面断面図である。
【００２８】
【図１５】図１５は、アクティブ領域から縁部までの距離を例示する、本開示の表示ミラ
ーアセンブリの正面図である。
【００２９】
【図１６】図１６は、アクティブ領域からガラス素子の縁部までの距離を例示する、本開
示の表示ミラーアセンブリの正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　ここで説明される実施形態は、主に、ディスプレイミラーに関連する方法ステップと装
置構成要素との組み合わせに存する。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、詳細によって開示を不明瞭にしないように、本開示の実施形態を理解する
ことに関するそれらの特定の詳細のみを示す図面において、従来の符号によって表されて
いる。前記詳細は、本明細書の説明の恩恵を有する当業者に容易に明らかになる。さらに
、説明および図面における同類の数字は、同類の要素を表す。
【００３１】
　本明細書における記述の目的のために、用語「上部の」、「下部の」、「右の」、「左
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の」、「後方の」、「前方の」、「垂直の」、「水平の」、およびそれについての派生語
は、図１において関連付けられた開示に関するものとする。別様に述べられない限り、用
語「前方の」は、ディスプレイミラーを見ることを意図される者により近い要素の表面を
指すものであり、用語「後方の」はディスプレイミラーを見ることを意図された者から離
れた要素の表面を指すものである。しかしながら、それとは逆に明確に特定されたもの以
外は、発明はさまざまな代わりの配向をとってもよい、と理解されるべきである。添付図
面に図示され、かつ以下の明細書に記述された特定のデバイスおよびプロセスは、添付さ
れた特許請求の範囲において定義された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。したがって、本明細書に開示された実施形態に関する特定の寸法
および他の物理的特性は、特許請求の範囲が明示的に別段に述べない限り、限定するもの
と見なされるべきではない。
【００３２】
　用語「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ（含む）」、「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ（備える）」、「ｃｏｍ
ｐｒｉｓｉｎｇ（備える）」、または任意の他の変形は、要素のリストを備えるプロセス
、方法、物品、または装置が、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、または装置に明示的に列挙されもせず、固有でもない他の要素を含んでも
よいように、非排他的包括にわたるように意図される。「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ　ａ．．．
」によって始められる要素は、さらなる制約を受けずに、その要素を備えるプロセス、方
法、物品、または装置において、追加の同一要素の存在を妨げない。
【００３３】
　ここで、図１乃至図１６を参照して、参照符号１０は、全体として、車両内部に動作可
能に結合されたマウント１２を有する表示ミラーアセンブリを示す。マウント１２は、ボ
ールと、そこから前方に延びるソケット１４と、のいずれか一つを含む。係合プレート１
６が、ボールと、当該係合プレート１６から後方に延びるソケット１４と、の他方を有す
る実装部材１７を介してマウント１２と枢動可能に結合されている。係合プレート１６は
、第一の支持部材２０と、第一の支持部材２０に枢動可能に結合された第二の支持部材２
２と、を含む。キャリアプレート２４が、係合プレート１６と動作可能に結合されている
。キャリアプレート２４は、その後部２８上に後部ハウジング２６を支持している。ガラ
ス素子３０は、キャリアプレート２４と動作可能に結合されている。表示モジュール３２
は、スイッチオン状態とスイッチオフ状態とに切り替わるよう構成されている。アクチュ
エータ装置３４が、後部ハウジング２６の底面に配置され、ガラス素子３０と動作可能に
結合されている。アクチュエータ装置３４は、ガラス素子３０を一の方向に傾けるように
調整可能であり、それによってガラス素子３０を軸外位置に移動させることで、表示モジ
ュール３２のスイッチオン／オフ状態をほぼ同時に変化させ、また、アクチュエータ装置
３４は、ガラス素子３０を別の方向に傾けるように調整可能であり、それによってガラス
素子３０を軸上位置に移動させることで、表示モジュール３２のスイッチオン／オフ状態
をほぼ同時に変化させる。
【００３４】
　前記で参照したように、参照符号１０は概ね、車両用の表示ミラーアセンブリの形態の
バックミラー装置を指している。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３０（本明細書中、「ガラス素子」ともいう）を含む。表示モジュール３２
は、部分的反射性かつ部分的透過性の素子３０を通して見ることができる。表示ミラーア
センブリ１０は、さらに、フロントシールド４０およびキャリアプレート２４を含み、こ
れらは部分的反射性かつ部分的透過性の素子３０と表示モジュール３２とを遮蔽しかつ支
持する。表示モジュール３２は、一般的にいくつかの構成要素を含むが、これらには、表
示装置４４、光学スタック４６、光学トレー４８、メインプリント基板（ＰＣＢ）５０、
および放熱板５２が含まれる。後部ハウジング２６は、フロントシールド４０、表示モジ
ュール３２、およびキャリアプレート２４を少なくとも部分的に受容する。後部ハウジン
グ２６は、キャリアプレート２４の後部を被覆するが、表示ミラーアセンブリ１０を構造
的に支持しない。しかし、キャリアプレート２４は、そこから後方に延びる実装部材１７



(8) JP 6526243 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

を介して、バックミラー装置１０全体を支持する。当該実装部材１７は、車両のフロント
ガラスに結合されたマウント１２との接続のために設けられている。
【００３５】
　図１を参照すると、表示ミラーアセンブリ１０は表示領域６０を有しており、この表示
領域６０にはガラス素子３０の前面６２が含まれる。当該表示領域６０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カスタム輪郭形状、であってもよい。
【００３６】
　図６及び図６Ａを参照すると、車両用の表示ミラーアセンブリ１０は、部分的に分解図
示された内部構成要素とともに示されている。表示ミラーアセンブリ１０は、ガラス素子
３０と、フロントシールド４０と、キャリアプレート２４と、を有し、表示モジュール３
２、後部ハウジング２６、後部カバープレート７０および実装部材１７を閉じ込めている
。図７及び図７Ａに示されるように、フロントシールド４０と、キャリアプレート２４と
、表示モジュール３２の構成要素とは、表示モジュール３２のいくつかの構成要素とフロ
ントシールド４０およびキャリアプレート２４とを動作可能に互いに接続しかつ表示モジ
ュール３２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４０は、表示モジュール３２に当該フロントシールド４０を動作可能に
結合するために保持形体を含んでおり、キャリアプレート２４は、表示モジュール３２に
当該キャリアプレート２４を動作可能に結合するために保持形体を有している。保持形体
としては、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。
【００３７】
　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。
【００３８】
　図１乃至図４、図６並びに図６Ａに示されるように、ガラス素子３０は概ね平面であり
、外周部８０と当該外周部８０の周りの境界部８２とを有する。境界部８２は、表示ミラ
ーアセンブリ１０内のガラス素子３０の後方に位置したフロントシールド４０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等の縁処理が施されていてもよく、限定
されるものではないが、エレクトロオプティ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。境界部８２は、ガラス素子３０の外周部８０か
ら表示装置４４の外側縁部へ延びていてもよい。あるいは、境界部８２は、より狭くても
よく、境界部８２の少なくともいくつかの部分に沿って表示装置４４の外側縁部に外周部
８０から達しなくてもよい。ガラス素子３０の外周部８０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。
【００３９】
　ガラス素子３０は、電気光学要素であってもよいし、プリズムなどの要素であってもよ
い。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つのア
ノード材料、および少なくとも１つのカソード材料を含むエレクトロクロミック媒体であ
る。典型的には、アノード材料とカソード材料の両方が電気活性であり、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
」は、本明細書では、特定の電位差に曝されたときにその酸化状態が変化する材料として
定義されることが理解される。さらに、「エレクトロクロミック」という用語は、その通
常の意味にかかわらず、特定の電位差に曝されたときに１つまたは複数の波長でその消光
係数に変化を示す材料として定義されることが理解されよう。本明細書に記載のエレクト
ロクロミック成分は、電流が当該材料に加えられると色または不透明度が第１相から第２
相に変化するように、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
トロクロミック成分は、単層、単相成分、多層成分、または多相成分であり得、「Ｅｌｅ
ｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ
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　Ｓａｍｅ」と題する米国特許第５，９２８，５７２号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉ
ｃ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ」と題する米国特許第５，９９８，６１７号、「Ｅｌｅｃｔｒｏ
ｃｈｒｏｍｉｃ　Ｍｅｄｉｕｍ　Ｃａｐａｂｌｅ　Ｏｆ　Ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　Ａ　Ｐｒ
ｅｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｃｏｌｏｒ」と題する米国特許第６，０２０，９８７号、「Ｅｌｅ
ｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ」と題する米国特許第６，０３７，４７１
号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｍｅｄｉａ　Ｆｏｒ　Ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　Ａ　
Ｐｒｅ－ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｃｏｌｏｒ」と題する米国特許第６，１４１，１３７号、「
Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題する米国特許第６，２４１，９１６
号、「Ｎｅａｒ　Ｉｎｆｒａｒｅｄ－Ａｂｓｏｒｂｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉ
ｃ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　Ｓａｍｅ，
」と題する米国特許第６，１９３，９１２号、「Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒ
ｏｍｉｃ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ　Ｗｉｔｈ　Ｐｈｏｔｏｓｔａｂｌｅ　Ｄｉｃａｔｉｏｎ
　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　Ｓｔａｔｅｓ」と題する米国特許第６，２４９，３６９号、そし
て「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｍｅｄｉａ　Ｗｉｔｈ　Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏ
ｎ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ，　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｆｏｒ　Ｔｈｅ　Ｐｒ
ｅｐａｒａｔｉｏｎ　Ｔｈｅｒｅｏｆ　ａｎｄ　Ｕｓｅ　Ｉｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏ
ｍｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」と題する米国特許第６，１３７，６２０号、「Ｅｌｅｃｔｒｏ
ｃｈｒｏｍｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題する米国特許第６，５１９，０７２号、そして「Ｅ
ｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ，　Ｍａｎ
ｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｕｓｉｎｇ　
Ｓｕｃｈ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ，　Ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ　Ｆｏｒ　Ｍａｋｉ
ｎｇ　Ｓｕｃｈ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」と題する国際特許
出願ＰＣＴ／ＵＳ９８／０５５７０号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｐｏｌｙｍｅ
ｒ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題する国際特許出願ＰＣＴ／ＥＰ９８／０３８６２号、および「Ｅ
ｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ，　Ｍａｎ
ｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｕｓｉｎｇ　
Ｓｕｃｈ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ，　Ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ　Ｆｏｒ　Ｍａｋｉ
ｎｇ　Ｓｕｃｈ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」と題する国際特許
出願ＰＣＴ／ＵＳ９８／０５５７０号、に記載され、それらのすべては、当該参照により
その全体が本明細書に組み込まれる。ガラス素子はまた、部分的に反射性で部分的に透過
性を有する任意の他の要素であってもよい。ガラス素子３０に電流を供給するために、要
素の両側に電気要素が設けられ、要素間に電位を生成する。Ｊクリップなどの素子クリッ
プ８９が、それぞれの電気要素と電気的に係合され、素線が当該ＪクリップからメインＰ
ＣＢへと延びる。
【００４０】
　ここで図７及び図７Ａを参照すると、フロントシールド４０が機能し、無線周波数（Ｒ
Ｆ）電磁放射から表示モジュール３２を遮蔽すると共に、ガラス素子３０および表示モジ
ュール３２の支持を提供する。フロントシールド４０は、限定されるものではないが鋼材
を含む、ＲＦ放射をブロックするのに適している、１つ以上の材料から形成される。非限
定例として、フロントシールド４０は、型押しされた鋼材から形成され得る。
【００４１】
　再び図７及び図７Ａを参照すると、フロントシールド４０は、開口部が開通した輪の形
状に概ね成形される。フロントシールド４０は、前面部９０、後面部９２、及び外面部９
４を有しており、該外面部９４はガラス素子３０の外周部８０と概ね同一の広がりを持つ
。フロントシールド４０は、そこから延びてガラス素子３０と機械的に係合する保持形体
９６を含む。発泡性接着剤等の接着剤がガラス素子３０をフロントシールド４０に固定す
る際に用いられてもよい。フロントシールド４０は、さらにタブ９８を備え、キャリアプ
レート２４（または表示モジュールの構成要素）と動作可能に係合する。タブ９８にはさ
らに穴部が開口しており、光学スタック４６等の表示モジュール３２の少なくとも１つの
構成要素と動作可能に係合する。
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【００４２】
　図８及び図８Ａに最も良好に示されるように、表示モジュール３２は、フロントシール
ド４０の後ろに配置され、表示装置４４はフロントシールド４０の開口部を通して見るこ
とができる。表示モジュール３２の構成要素は、フロントシールド４０からキャリアプレ
ート２４へ向けて、表示装置４４、光学スタック４６、光学トレー４８、メインＰＣＢ５
０、及び放熱板５２が順次配置されている。
【００４３】
　表示装置４４は概ね平面であり、外側縁部１００が前面１０２を画定する。表示装置４
４の前面１０２は、表示ミラーアセンブリ１０の表示領域６０の形状に対応し、かつ嵌合
するように、成形され得る。あるいは、表示装置４４は、表示領域６０に嵌合するが相補
的ではない前面１０２を有してもよく、この場合、例えば、表示装置４４の前面１０２が
概ね矩形状であり、ガラス素子３０の前面６２が輪郭付けられた外周部を有する。表示装
置４４の外側縁部１００とガラス素子３０の外周部８０との間の距離は、外側縁部１００
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４４に
は視認可能な前面の領域があり、この領域はガラス素子３０の表示領域６０の約５６％か
ら約７０％である。表示装置４４は、キャリアプレート２４を係合するタブ１０３を含む
。
【００４４】
　表示装置４４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
他の表示技術であり得る。表示装置４４は、二次的ＰＣＢ１１０に動作可能に結合される
が、この二次的ＰＣＢ１１０は、フレキシブル電気コネクタを介して動作可能に機械的か
つ電気的にメインＰＣＢ５０に結合される。フレキシブル電気コネクタは、表示モジュー
ル３２の表示装置４４とメインＰＣＢ５０の間、及び放熱板５２の少なくとも一部、にわ
たって延びるのに十分な長さを有する。また、二次的ＰＣＢ１１０は、表示装置４４の上
縁部に実質的に沿って延びる幅も有する。二次的ＰＣＢ１１０は、メインＰＣＢ５０に動
作可能に結合された時、表示モジュール３２の上縁部に沿った構成要素の固定を助ける。
【００４５】
　図８乃至図８Ｃに示されるように、光学スタック４６は、表示装置４４に隣接した前面
部１２０、光学トレー４８に隣接した後面部１２２、及び外周部１２４を含む。光学スタ
ック４６は、さらに、外周部１２４の少なくとも一部分の周りにそこから延びる係合タブ
または接着剤１２６を含む。他の実施形態では、フロントシールド４０を係合する係合タ
ブ１２６、ねじを受ける要素、またはそれらの両方が、表示モジュール３２の異なる構成
要素上に設けられる場合がある。
【００４６】
　図６、図６Ａ、及び図８Ｃに示されるように、グレアセンサ１３０が、光学トレー４８
の後面部１３２上に設けられている。グレアセンサ１３０は、受光領域１３３を含み、当
該受光領域１３３は、後部ハウジング２６の外側に延びる光パイプ１３４を介して光を受
ける。当該光パイプ１３４は、後続車両のヘッドライトから光を受け、これをグレアセン
サ１３０にリレーし、当該グレアセンサ１３０はガラス素子３０の上で視認可能な可能性
が高いグレアに関する情報を測定し、この情報を表示ミラーアセンブリ１０に伝える。こ
れにより、表示ミラーアセンブリ１０が、ガラス素子３０を介して表示装置４４を見るこ
とが可能となるように最適化され得る。光パイプ１３４は、後部ハウジング２６及びキャ
リアプレート２４上に延びる。しかし、光パイプ１３４は表示ミラーアセンブリ１０の外
部のいずれの部分にも延び得るよう企図される。グレアセンサ１３０の光学的な垂直／水
平方向のパターンは対称的であり、グレアセンサ１３０の配向は重要ではない。グレアセ
ンサ１３０は、受けた光を表す信号が当該グレアセンサ１３０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。
【００４７】
　図８Ａ及び図８Ｂに示されるように、放熱板５２は光学スタック４６から後方に配置さ
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れ、メインＰＣＢ ５０及び表示モジュール３２の他の構成要素によって生じた熱を放散
する。放熱板５２は、前面部及び上壁１４０を有する概ね平面体を有する。複数の穴部１
４２が、機械的留め具１４４を介したキャリアプレート２４との機械的係合のために、放
熱板５２の上壁１４０から上方に開口している。
【００４８】
　メインＰＣＢ ５０は、表示モジュール３２の構成要素とガラス素子３０とに電力及び
制御を提供すべく作動する。図８乃至図８Ｃに示されるように、メインＰＣＢ ５０は概
ね平面であり、前面部１４５、後面部１４６、及び側端縁１４８を有する。前面部１４５
は光学トレー４８に面しており、後面部１４６は放熱板５２に面している。電気的構成要
素は、概ねメインＰＣＢ５０の後面部１４６上に方向付けられているが、これらの構成要
素は前面部１４５上に配置されてもよい。メインＰＣＢ ５０は、ガラス素子３０の電気
素子線と動作可能に電気的に係合するための電気コネクタ１５０と、二次的ＰＣＢ１１０
と動作可能に電気的に係合するための電気コネクタ１５１と、ワイヤリングハーネス１５
４と動作可能に電気的に係合するための電気コネクタ１５２と、を含む。表示ミラーアセ
ンブリ１０の上に設けられ得る追加の機能的素子が、グレアセンサ１３０、または表示ミ
ラーアセンブリ１０の他の任意の機能的なボタンないし構成（形体）等の、メインＰＣＢ
５０に電気的に接続されてもよい。メインＰＣＢ５０は、さらに、上端縁に沿って切欠部
１５６を具備することで、表示モジュール３２の構成要素に対してキャリアプレート２４
を固定するのに用いられるねじの通過を可能にしている。
【００４９】
　キャリアプレート２４は、表示ミラーアセンブリ１０を支持し、かつ表示モジュール３
２をＲＦ放射から遮蔽するよう機能する。図７及び図７Ａを再び参照すると、キャリアプ
レート２４はまた、表示モジュール３２を閉じ込める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。キャリアプレート２４は、そのような放
射をブロックしかつ表示ミラーアセンブリ１０の所望の支持を提供するのに適当な、鋼材
等の材料から形成される。非限定例として、キャリアプレート２４は、型押しされた鋼材
から形成され得る。特に、キャリアプレート２４は、全体的にマウント１２上に表示ミラ
ーアセンブリ１０を支持する。
【００５０】
　キャリアプレート２４は、外周部を有する後壁部１６０と、外周部８０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１６２と、を備える。周壁部１６２に
はスロット１６４があり、当該スロット１６４は、キャリアプレート２４の上端縁に沿っ
た直立タブ１０３に対応する。キャリアプレート２４は、それに開口した少なくとも１つ
の機械的留め具穴部を具備し、その中に少なくとも１つの機械的留め具１６６を収納する
。当該機械的留め具１６６は、キャリアプレート２４を通って延び、表示モジュール３２
の構成要素の中に延び、キャリアプレート２４を表示モジュール３２に固定する。
【００５１】
　後部ハウジング２６は、前向空隙部１７０を具備し、当該前向空隙部１７０には、フロ
ントシールド４０、キャリアプレート２４、及びそれらの間に支持された表示モジュール
３２の全てまたは一部分が挿入されている。後部ハウジング２６は、キャリアプレート２
４上に位置する対応する係合形体と結合する、機械的係合形体を含む。後部ハウジング２
６及び後部カバープレート７０は、一般的に、本質的に装飾的であり、荷重支持は提供し
ない。ボタンアセンブリ１８０が、後部ハウジング２６内に位置付けられる。
【００５２】
　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３０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３０を通して見られ
る表示装置４４により、ガラス素子３０上のいかなるグレアも表示装置４４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、後続車両（すなわち、当該表示ミラーアセンブリ１０を備えた車両の
後方で運転される車両）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
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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３４は、図９乃至図１４Ａ
に示されるように、表示ミラーアセンブリ１０と動作可能に結合している。作動時、アク
チュエータ装置３４は、少なくともガラス素子３０を軸から外して（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。典型的には、アクチュエータ装置３４が
作動することにより、ガラス素子３０が上方に傾いて（図１２乃至図１４Ａ）ガラス素子
３０は軸外位置に移動される。しかしながら、認識されるべきことは、軸を基準にして任
意の方向にガラス素子３０を移動させるようにアクチュエータ装置３４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３４は、また、作動時に表示装置４４を移
動させるように構成され得る。アクチュエータ装置３４は、また、表示装置４４をスイッ
チオンまたはスイッチオフ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３
４が作動してガラス素子３０を軸外に移動させる場合、表示装置４４をスイッチオフする
ことができる。図１５及び図１６に示されるように、表示ミラーアセンブリ１０は、小さ
な外周縁のみを残してガラス素子３０の形状を補償しガラス素子３０の前面をほぼ占める
、表示領域を有する。
【００５３】
　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、表示領域上で見え
る表示装置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に関
する情報を含んでいてもよい。
【００５４】
　図９乃至図１１Ａを参照すると、アクチュエータ装置３４が後部位置にある場合、表示
ミラーアセンブリ１０は軸上表示モードにある。表示ミラーアセンブリ１０は、表示装置
４４を作動させて、あるいは表示装置４４を作動させずに、ユーザによって利用可能であ
り、表示装置４４を作動させない場合には、ガラス素子３０の反射性能力が利用される。
軸外モードに移る場合、アクチュエータ装置３４がユーザによって前方に引き出され（図
１２乃至図１４Ａ）、これによって第二の支持部材２２（実装部材１７と固定的に結合さ
れている）が枢動軸１９０を中心に第一の支持部材２０から回転して離れることとなる。
第二の支持部材２２が回転して離れると、キャリアプレート２４及び表示ミラーアセンブ
リ１０の残部も回転して離れる。後部ハウジング２６も、キャリアプレート２４と共に移
動する。ユーザは、軸上表示モードへ表示ミラーアセンブリ１０を引き戻すには、逆操作
を行うだけでよい。第二の支持部材２２の第一の支持部材２０に対する回転は、ガイドピ
ン１９２によってガイドされ、かつ制限される。
【００５５】
　表示ミラーアセンブリは、概ね以下のようにして構成される。ガラス素子は、研磨され
ているため、ガラス素子は０．７ｍｍのオフセットを有する研磨された縁部を備える。ガ
ラス素子はその後、発泡性接着剤または液状接着剤のいずれかでフロントシールドに接着
される。表示装置、光学スタック、及び光学トレーは、フロントシールドに取り付けられ
る。メインＰＣＢは、光学トレーに取り付けられ、表示装置のフレックス接続部が接続さ
れる。二次的ＰＣＢ（またはＬＥＤ　ＰＣＢ）はその後、熱伝導性接着剤で放熱板に取り
付けられる。二次的ＰＣＢ及び放熱板サブアセンブリはその後、機械的締め具、ヒートス
テーク、または他の機械的取り付け方法で、光学トレーに取り付けられる。エレクトロオ
プティック接続がその後、ガラス素子とメインＰＣＢの間に、フレックスケーブル、細線
、または他の導電性方法を介してなされる。ソケットプレートがその後、後部キャリアプ
レートに機械的に取り付けられ、キャリアプレートは、低プロファイルの機械的締め具、
ルーバースナップ、または他の低プロファイルの取り付け方法によって、フロントシール
ドに機械的に取り付けられる。後部ハウジングは、キャリアプレートの後部に取り付けら
れ、機械的締め具を介して取り付けられる。車両ワイヤハーネス及びカメラジャンパハー
ネスが、メインＰＣＢに取り付けられ、グレアセンサが後部ハウジング内にスナップされ
る。ボタンサブアセンブリが後部ハウジングまたはキャリアプレート内にスナップされ、
後部カバープレートが後部ハウジングの背部上に置かれて、任意の機械的締め具、ならび
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に車両及び／またはカメラコネクタを被覆する。結果としての表示ミラーアセンブリは、
アクティブ領域から表示ミラーアセンブリの縁部まで、そしてアクティブ領域からガラス
素子の縁部まで、の距離が小さい、向上した表示装置を有する。
【００５６】
　結果としての構成は、低プロファイルのエレクトロオプティック接続を提供する。また
、キャリアプレートは、表示ミラーアセンブリの主要な構造部材として設計される。後部
キャリアプレート及びフロントシールドは、互いに機械的に取り付けられて、ガラス素子
からマウントまでの負荷経路を提供し、電気的放射性能を向上させる。ソケットプレート
は、後部キャリアプレートに機械的に取り付けられる。このため、後部ハウジングを構造
的部材とする必要性が除去される。その結果、通常は後部ハウジング内に存在し得るスナ
ップ及び保持リブも除去することができる。ソケットプレート構成のため、線のブライン
ド接続が除去され、ガラス素子が組み立てられる前に製造中にユニットを作動力について
テストすることができる。後部ハウジングマルチピース設計は、装飾的カバーとして機能
するが、キャリアプレートの後部を被覆する以外では、構造的機能を提供しない。加えて
、グレアセンサ構成は概ね、光パイプを介して光を内部グレアセンサに方向付ける。当該
構成全体は、ガラス素子からフロントシールドまでの低減された接着領域をもたらし、そ
の結果、コストを低減させ、製造時間を改善する。
【００５７】
　本開示は、米国特許第９，１７４，５７７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２０１２／０３２７２３４号、米国仮特許出願第６１／
７０９，７１６号、米国仮特許出願第６１／７０７，６７６号、及び、米国仮特許出願第
６１／７０４，８６９号に記述されているような後方視認アセンブリと共に使用されうる
。これら文献の開示内容は、当該参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。さらに
、本開示は、米国特許第８，８８５，２４０号、米国特許第８，８１４，３７３号、米国
特許第８，６４６，９２４号、米国特許第８，６４３，９３１号、米国特許第８，２６４
，７６１号、米国仮特許出願第６１／７０７，６２５号、及び、米国仮特許出願第６１／
５９０，２５９号に記述されているような後方視認パッケージアセンブリと共に使用され
うる。これら文献の開示内容は、当該参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。さ
らに、本開示は、米国特許第８，８２７，５１７号、米国特許第８，２１０，６９５号、
及び、米国特許第８，２０１，８００号に記述されているようなベゼルを含むことができ
ることが意図されている。これら文献の開示内容は、当該参照によりその全体が本明細書
に組み込まれる。
【００５８】
　本明細書に記載される本開示の実施形態は、ある特定の非プロセッサ回路と併せて、本
明細書に記載される表示ミラーアセンブリ１０の機能のうちのいくつか、ほとんど、また
は全てを実装する一つ以上の従来のプロセッサ、ならびに、一つ以上のプロセッサを制御
する固有の記憶されたプログラム命令、からなり得ることが理解されよう。非プロセッサ
回路には、信号ドライバ、クロック回路、電源回路、及び／またはユーザ入力デバイスが
含まれ得るが、これらに限定されない。そのようなものとして、これらの機能は、分類シ
ステムを使用または構築するのに用いられる方法の工程として解釈され得る。代替的に、
いくつかまたは全ての機能は、記憶されたプログラム命令を有しない状態機械によって、
または、各機能もしくは所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
装される一つ以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）において、実装されることが可能
である。当然のことながら、これらの二つのアプローチの組み合わせを使用することが可
能である。故に、これらの機能のための方法及び手段が本明細書に記載されてきた。さら
に、当業者であれば、例えば、利用可能な時間、現在の技術、及び経済的配慮によって動
機付けられる、有意の努力及び多くの設計選択にもかかわらず、本明細書に開示される概
念及び原理によって導かれるとき、最小限の実験をもってかかるソフトウェア命令及びプ
ログラムならびにＩＣを容易に生成可能であろうことが予想される。
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【００５９】
　記述された発明及び他の構成要素の構築は、いなかる特定の材料にも限定されないこと
が、当業者によって理解されるだろう。本明細書に開示された発明の他の例示的な実施形
態は、本明細書に別段の記載がある場合を除き、広範な材料から形成され得る。
【００６０】
　本開示用に、用語「ｃｏｕｐｌｅｄ（結合された）」（ｃｏｕｐｌｅ，ｃｏｕｐｌｉｎ
ｇ，ｃｏｕｐｌｅｄなどその形式のすべてにおいて）は、直接的であれ間接的であれ、互
いに２つの構成要素（電気的または機械的）が接合することを概して意味する。このよう
な接合は、本質的に静止状態かまたは本質的に可動状態であってもよい。このような接合
は、２つの構成要素（電気的または機械的）、ならびに、互いとまたは２つの構成要素と
１つの単体として一体成形される付加的中間部材で、達成されてもよい。このような接合
は、本質的に永続的であってよいか、または、別段の記載がない限り、本質的に取外し可
能つまり遊離可能であってもよい。
【００６１】
　例示的な実施形態において示されるような本開示の要素の構築および配置は、単に説明
的であることに注意することも重要である。本発明の少数の実施形態だけが、本開示にお
いて詳細に記述されているが、本開示を検討する当業者は、列挙された主題の新規の教示
および利点から逸脱することなく、多くの修正が可能（例えば、さまざまな要素のサイズ
、寸法、構造、形および比率、パラメータ値、取り付け方法、材料の使用、色、向きなど
）であることを容易に認識するだろう。例えば、一体成形として示される要素は、複数の
部品が一体成形されてもよいように示される複数の部品または要素から構成されてもよく
、インタフェースの操作が逆にまたは他の態様に変化されてもよく、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化されてもよく、要素
間に提供された調整位置の性質または個数が変化されてもよい。システムの要素および／
またはアセンブリは、任意の広範な色、質感、および組合せにおいて、十分な強度または
耐久性を提供する、任意の広範な材料から構成されてもよい。その結果、すべてのこのよ
うな修正は、本発明の範囲内に含まれるように意図される。他の代用、修正、変化、およ
び省略は、本発明の精神から逸脱することなく、所望の他の例示的な実施形態のデザイン
、操作条件および配置において、なされ得る。
【００６２】
　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ステップも、その他の開示
されたプロセスまたはステップと組み合わされ、本開示の範囲内で構造を形成し得ること
が理解されるであろう。本明細書に開示された例示的な構造およびプロセスは、説明のた
めのものであり、制限として解釈してはならない。
【００６３】
　変形および修正が、本開示の概念から逸脱することなく、前述の構造および方法におい
てなされ得ることも理解されるべきであり、さらに、このような概念は、特許請求の範囲
がそれらの言葉で別段に明確に述べられていない限り、以下の特許請求の範囲に含まれる
ものとされることが理解されるべきである。
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