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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機体側面に取り付けられたスライドドアに機体側より電力を供給する給電ユニットであ
って、
　機体とスライドドアとの間に取り付けられる連結ケーブルと、
　前記連結ケーブルの少なくとも一方の端部を機体またはスライドドアに取り付けるホル
ダと、
　を備え、
　前記連結ケーブルの端部および前記ホルダのうちいずれか一方には球体部が設けられ、
他方には当該球体部を保持する球体保持部が設けられており、
　前記球体部の外周面上および球体保持部の内周面上のうちいずれか一方には、長方形の
一端を徐々に幅を狭くした傾斜側面を持つ案内部と係止部とを有した突起が設けられ、他
方には、前記案内部を案内する溝幅が徐々に狭くなる傾斜面を持つ第二案内部と前記係止
部を係止する被係止部とを有した溝が形成され、
　前記ホルダは、前記スライドドアが開位置にある状態では前記連結ケーブルの端部を上
下方向および水平方向に回動可能に保持し、前記スライドドアが閉位置にある状態では前
記突起の係止部が前記溝の被係止部に案内されて係止されることで前記連結ケーブルの端
部が上下方向に係止されることを特徴とする給電ユニット。
【請求項２】
　前記ホルダは、連結ケーブルの端部をスライドドアに取り付けるものであることを特徴
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とする請求項１に記載の給電ユニット。
【請求項３】
　前記連結ケーブルの端部には前記球体部が設けられ、前記ホルダには前記球体保持部が
設けられることを特徴とする請求項１に記載の給電ユニット。
【請求項４】
　前記球体部の外周面上に前記突起が設けられ、前記球体保持部の内周面上に前記溝が形
成されることを特徴とする請求項１に記載の給電ユニット。
【請求項５】
　スライドドアが開位置にある状態での前記突起に対応する前記溝の上下方向の幅が、ス
ライドドアが閉位置にある状態での前記突起に対応する前記溝の上下方向の幅より広いこ
とを特徴とする請求項１に記載の給電ユニット。
【請求項６】
　前記球体部からは導出ケーブルが上下方向に沿って導出され、
　前記球体保持部には、前記導出ケーブルを挿通させる挿通孔が形成され、
　前記挿通孔の開口縁部によって導出ケーブルの傾きが規制されることを特徴とする請求
項１～５のうちいずれか一つに記載の給電ユニット。
【請求項７】
　前記導出ケーブルにはスリーブが装着され、
　前記挿通孔の開口縁部と前記スリーブとの当接によって導出ケーブルの傾きが規制され
ることを特徴とする請求項６に記載の給電ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車体等の機体の側面に取り付けられたスライドドアに当該機体側より電力を
供給する給電ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車体側面に取り付けられたスライドドアに対しては、開閉やロックなどを電動で行うた
めに電力を車体側から供給している。車体側からスライドドア側に電力を供給する給電ユ
ニットとしては、下記特許文献１に記載のものなどが知られている。
【特許文献１】特開２００４－４０８６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記公報の給電ユニットは、車体側からスライドドアにかけてキャタピラ状の複雑な構
造を採っている。このため、製造コストがかかるものであった。また、可動部品数が多く
、振動によって音が発生しやすい構造でもあった。
【０００４】
　そこで、本発明は、比較的簡便な構造でコスト増を招くことなく、かつ、騒音源となり
にくい給電ユニットを得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明にあっては、機体側面に取り付けられたスライドドアに機体側より電力を供給す
る給電ユニットであって、機体とスライドドアとの間に取り付けられる連結ケーブルと、
前記連結ケーブルの少なくとも一方の端部を機体またはスライドドアに取り付けるホルダ
と、を備え、前記連結ケーブルの端部および前記ホルダのうちいずれか一方には球体部が
設けられ、他方には当該球体部を保持する球体保持部が設けられており、前記球体部の外
周面上および球体保持部の内周面上のうちいずれか一方には、長方形の一端を徐々に幅を
狭くした傾斜側面を持つ案内部と係止部とを有した突起が設けられ、他方には、前記案内
部を案内する溝幅が徐々に狭くなる傾斜面を持つ第二案内部と前記係止部を係止する被係
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止部とを有した溝が形成され、前記ホルダは、前記スライドドアが開位置にある状態では
前記連結ケーブルの端部を上下方向および水平方向に回動可能に保持し、前記スライドド
アが閉位置にある状態では前記突起の係止部が前記溝の被係止部に案内されて係止される
ことで前記連結ケーブルの端部が上下方向に係止されることを最も主要な特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の給電ユニットによれば、ホルダが、スライドドアが開いた状態では連結ケーブ
ルの端部を上下方向および水平方向に回動可能に保持するとともに、スライドドアが閉じ
た状態では連結ケーブルの端部を上下方向に係止する構成であるため、連結ケーブルがス
ライドドアの動作に追従して無理なく動くことができる構成を比較的簡素な構成として具
現化することができる。そして、上記従来構造に比べて可動部品数を減らすことができる
上、スライドドアの閉位置では連結ケーブルの端部が係止されてがたつきが抑制される分
、振動や騒音を減らすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明の給電ユニットの具体的な実施形態について図面を参照しながら説明する
。本実施形態では、機体としての車体に給電ユニットおよびホルダが設けられる場合につ
いて例示する。図１に、スライドドア１が閉位置にあるときの給電ユニット２の状態を示
す。また、図２に、スライドドア１が開位置にあるときの給電ユニット２の状態を示す。
また、給電ユニット部分だけを拡大して図３に示す。図３では、連結ケーブル３とドア側
ホルダ５はドア閉時とドア開時との双方が図示されている。
【０００８】
　図１～図３に示すように、本実施形態の給電ユニット２は、連結ケーブル３、車体側ホ
ルダ４、および、ドア側ホルダ５を備えている。車体側ホルダ４には、車体（機体）側の
電力供給線や信号線が接続されており、これらの配線は束ねられて連結ケーブル３内に通
されている。車体側ホルダ４の連結ケーブル３接続部は、スライドドア１の開閉に伴う連
結ケーブルの移動に追従して揺動可能に構成されている。
【０００９】
　ここで、本実施形態では、図４および図５に示すように、連結ケーブル３のスライドド
ア１側の端部３ａは、ボールジョイント機構７によってドア側ホルダ５に移動可能に保持
されている。すなわち、連結ケーブル３のスライドドア１側の端部３ａには、スリーブ５
２を介して球体部５０が設けられる一方、ドア側ホルダ５には、この球体部５０を保持す
る球体保持部５１が設けられており、これら球体部５０と球体保持部５１とによって、ボ
ールジョイント機構７が構成されている。なお、図４は、図５におけるIV－IV線断面図で
あり、図５は、図４におけるV－V線断面図である。ただし、球体部５０は断面とされてお
らず、球体保持部５１のみが断面とされている。なお、図４および図５では、球体保持部
５１は一体的に示されているが、実際にはその内部に球体部５０を容易に収納できるよう
に、二分割されたものが結合されたものである。
【００１０】
　また、球体部５０も２分割可能に構成されており、断面方形のスリーブ５２を挟み込む
ことで、連結ケーブル３のケーブル部分３ｂが球体部５０から抜けるのが防止されている
。球体部５０内に導入された連結ケーブル３に繋がる導出ケーブル６は、球体部５０の上
方から上下方向（図中Ｕ方向）に沿って導出されている。導出ケーブル６の導出部にも、
スリーブ５３がスリーブ５２と同様に取り付けられている。スリーブ５３の断面は円形で
ある。また、球体部５０の周面上には、スリーブ５２と平行に突起５４が形成されている
。突起５４の形状は、長方形の一端を徐々に幅を狭くした形態である。なお、導出ケーブ
ル６および連結ケーブル３は一体のケーブルで構成してもよい。
【００１１】
　一方、ドア側ホルダ５は、スライドドア１への固定部となるフランジ部５５と、球体部
５０を収容する球体保持部５１とを備えている。球体保持部５１は、フランジ部５５の一



(4) JP 4997944 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

方の面の中央に結合されている。フランジ部５５には、貫通孔５５ａが形成されており、
この貫通孔を挿通させたボルト５７によって、ドア側ホルダ５がスライドドア１に固定さ
れる。また、球体保持部５１は、その内部に上述した球体部５０を収容する球状の空間（
球状空洞部）が形成されている。また、この球体保持部５１には、球体部５０の回転時に
スリーブ５２を案内するスリット５８が形成されている。さらに、このスリット５８に対
して垂直な方向に、スリーブ５３が挿通される挿通孔５９が形成されている。
【００１２】
　球体保持部５１の球体部５０を収容する空間の内周面５１ａには、上述した突起５４を
案内する溝６０が形成されている。球体部５０を収容する空間の内周面５１ａを展開した
図（内側面図）を図６に示す。図６中には、スライドドア１を全開にしたとき（Ｄｏｏｒ
 Ｏｐｅｎ）の溝６０内における突起５４の位置、および、全閉にしたとき（Ｄｏｏｒ Ｃ
ｌｏｓｅ）の溝６０内における突起５４の位置も示す。突起５４はスライドドア１の開閉
に伴って移動（球体部５０が水平方向（図中Ｈ方向）に回転）するが、図６からわかるよ
うに、スライドドア１が全閉状態にあるとき（Ｄｏｏｒ Ｃｌｏｓｅ）の突起５４の位置
およびその近傍の所定範囲内では、溝６０の溝幅（上下方向（図中Ｕ方向）の幅）は突起
５４の同方向の最大幅とほぼ等しくされている。
【００１３】
　このため、スライドドア１の閉方向への移動に伴って、突起５４に対応する溝幅（溝６
０の上下方向（図中Ｕ方向）の幅）が狭くなり、これに先細り形状の突起５４が案内され
、突起５４はスムーズに図６中のＤｏｏｒ　Ｃｌｏｓｅの位置に移動される。この全閉位
置およびその近傍の所定範囲内では、溝６０によって突起５４が上下方向に規制されるこ
とで、球体部５０の球体保持部５１に対するがたつき（連結ケーブル３の端部３ａのドア
側ホルダ５に対するがたつき）が抑制されて、車両走行時の振動や騒音が抑制される。な
お、かかる構成において、突起５４の先細り形状を形成する傾斜側面５４ａ，５４ａは、
突起５４をＤｏｏｒ　Ｃｌｏｓｅの位置に移動案内する案内部に相当し、溝６０の溝幅が
徐々に狭くなる部分を形成する傾斜側面６０ａ，６０ａは、突起５４をＤｏｏｒ　Ｃｌｏ
ｓｅの位置に案内する第二案内部に相当する。
【００１４】
　一方、スライドドア１を全開にしたときの溝６０内における突起５４の位置（Ｄｏｏｒ
 Ｏｐｅｎ）に向けて、溝幅（溝６０の上下方向（図中Ｕ方向）の幅）は徐々に広げられ
ており、突起５４の先細り形状と相まって球体部５０が球体保持部５１の内部で余裕を持
って傾くことができるようになされている。スライドドア１を開放する際には、スライド
ドア１は一旦車両外側に移動してから車両側面に沿ってスライドされる。この際、連結ケ
ーブル３のドア側の端部３ａに固定される球体部５０は、球体保持部５１の内で、水平方
向（＝主移動方向；図中Ｈ方向）および上下方向（＝主移動方向と直交する方向；図中Ｕ
方向）の双方について回動可能となっている。すなわち、本実施形態では、スライドドア
１が開かれている状態では、溝６０内で突起５４が余裕を持って移動できるように構成さ
れているため、球体部５０と球体保持部５１との間に作用する無理な力（こじり力）が抑
制される。
【００１５】
　また、上述したように、スライドドア１の開閉時には、球体保持部５１に対して球体部
５０が傾くが、その傾きは挿通孔５９の開口側縁部とスリーブ５３との当接によって規制
される。溝６０の内側面と突起５４の側面との当接によって球体部５０の傾きを抑制しよ
うとすると、面接触による摩擦抵抗によって球体部５０の水平方向（図中Ｈ方向）の回転
が抑制されてしまったりするが、上述したように、挿通孔５９の開口側縁部とスリーブ５
３との当接によって球体部５０の傾きを抑制すれば点接触となって摩擦抵抗が極めて小さ
いためこのようなことはない。球体部５０の傾きが大きすぎると、配線に無理な力が作用
することが懸念されるが、上述した構造によってこれを防止している。さらに、溝６０の
内側面や突起５４の摩耗や欠けも抑止できる。
【００１６】
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　上述した構造は、可動部品数が少なく、コスト低減効果もある。また、ボールジョイン
ト機構７を採用しているため、移動方向の自由度が高く、部品同士の多少の位置ずれも吸
収することができ、各部に無理な応力を作用させることなくスライドドア１の開閉を行う
ことができる。
【００１７】
　なお、図示されていないが、連結ケーブル３は、長円又は楕円断面を持つコルゲートパ
イプ内に収納することが好ましい。コルゲートパイプは、蛇腹状の形態を有しており、断
面長軸を上下方向に配置する。このようにすると、連結ケーブル３部分が垂れ下がること
なく、かつ、スライドドア１の開閉に伴う連結ケーブル３の水平方向の屈曲にも柔軟に対
応することができる。
【００１８】
　上述した実施形態では、球体部５０が、その外周面５０ａ上に突起５４を有し、球体保
持部５１が、その内周面５１ａ上に突起５４を収納する溝６０を有しており、この溝６０
によって突起５４の上下方向の移動が規制されることで、連結ケーブル３の端部３ａがド
ア側ホルダ５によって上下方向に係止されるように構成されている。
【００１９】
　そして、スライドドア１が開状態にある状態での突起５４に対応する溝幅が、スライド
ドア１が閉状態にある状態での突起５４に対応する溝幅より広くなっている。
【００２０】
　このようにすることで、スライドドア１閉時には、溝６０によって突起５４のがたつき
が抑制され、球体部５０の球体保持部５１内でのがたつきが抑制されて、振動音の発生が
抑制される。その一方で、スライドドア１開時には、突起５４が溝６０の内部である程度
自由に移動できるため、スライドドア１の開動作に伴う球体部５０の球体保持部５１内で
の移動や傾きにより柔軟に対応することができる。
【００２１】
　また、上述した実施形態では、球体保持部５１が導出ケーブル６を挿通させる挿通孔５
９を有しており、導出ケーブル６の所定量以上の傾きを導出ケーブル６と挿通孔５９の開
口縁部との当接によって規制している。
【００２２】
　このように、導出ケーブル６の球体保持部５１に対する所定量以上の傾きを導出ケーブ
ル６（スリーブ５３）と挿通孔５９の開口縁部との当接によって規制することで、導出ケ
ーブル６や連結ケーブル３に対する負荷を抑制することができる。
【００２３】
　本発明の給電ユニットは、上述した実施形態には限定されない。例えば、上記実施形態
では、機体が自動車の車体である場合を例示したが、これに限定されるものではなく、航
空機等の各種移動体の機体であってもよいし、それ以外の機体においても本発明は実施可
能である。
【００２４】
　また、上述した実施形態では、スライドドア側のドア側ホルダのみにボールジョイント
機構を設けたが、車体側ホルダにボールジョイント機構を設けてもよい。この際、上記実
施形態おける突起および溝と同様の構造を採用することで、この構造による同様の効果を
得ることができる。また、上記実施形態における導出ケーブル（スリーブ）と挿通孔の開
口縁部との当接構造を採用することで、この構造による同様の効果を得ることができる。
【００２５】
　また、上記実施形態では、連結ケーブルの端部に球体部が設けられ、ホルダに球体保持
部が設けられたが、かかる構成には限定されず、連結ケーブルの端部に球体保持部が設け
られ、ホルダに球体部が設けられる構成であってもよい。
【００２６】
　また、上記実施形態では、球体部の外周面上に突起が設けられ、球体保持部の内周面上
に溝が形成されたが、かかる構成には限定されず、球体部の外周面上に溝が形成され、球
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体保持部の内周面上に突起が設けられる構成であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の給電ユニットの一実施形態の外観斜視図（スライドドア閉時）である。
【図２】本発明の給電ユニットの一実施形態の外観斜視図（スライドドア開時）である。
【図３】給電ユニットの拡大斜視図である。
【図４】給電ユニットの断面図（図５におけるIV－IV線断面図）である。
【図５】給電ユニットの断面図（図４におけるV－V線断面図）である。
【図６】球体保持部内面の展開図である。
【符号の説明】
【００２８】
　１　スライドドア
　２　給電ユニット
　３　連結ケーブル（ケーブル）
　３ａ　端部
　４　車体側ホルダ
　５　ドア側ホルダ
　６　導出ケーブル
　５０　球体部
　５０ａ　外周面
　５１　球体保持部
　５１ａ　内周面
　５３　スリーブ
　５４　突起
　５４ａ　傾斜側面（案内部）
　５８　スリット
　５９　挿通孔
　６０　溝
　６０ａ　傾斜側面（第二案内部）
　Ｕ　上下方向
　Ｈ　水平方向
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