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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両のフロア側部下方に設けられるロアガイドレールと、
　前記フロア下方にあって前記ロアガイドレールよりも車両内方に固着されるサイドフレ
ームと、
　スライドドアに取り付けられ、かつ前記ロアガイドレール内を開閉方向へ移動可能なロ
アローラブラケットと、
　前記フロア上に配置される電動式駆動部と、
　前記フロアにおける前記電動式駆動部と後記フロントケーブルガイドとの間で、かつ前
記ロアガイドレールと前記サイドフレームとの間の領域に穿設されたフロント挿通孔を通
って前記フロア上から下へ導出されると共に、前記フロア上に導出される後端が前記電動
式駆動部、また前記フロア下へ導出される前端が前記ロアガイドレールの前端部に設けら
れるフロントケーブルガイドにそれぞれ連結されるチューブ状の閉扉用アウターケーシン
グと、
　前記閉扉用アウターケーシングと前記フロント挿通孔との間を密閉するシール部材と、
　前記フロアにおける前記電動式駆動部と後記リヤケーブルガイドとの間で、かつ前記ロ
アガイドレールと前記サイドフレームとの間の領域に穿設されたリヤ挿通孔を通って前記
フロア上から下へ導出されると共に、前記フロア上に導出される前端が前記電動式駆動部
、また前記フロア下へ導出される後端が前記ロアガイドレールの後端部に設けられるリヤ
ケーブルガイドにそれぞれ連結されるチューブ状の開扉用アウターケーシングと、



(2) JP 4447634 B2 2010.4.7

10

20

30

40

50

　前記開扉用アウターケーシングと前記リヤ挿通孔との間を密閉するシール部材と、
　前記電動式駆動部に巻き取り及び送り出し可能に巻回されると共に、前記閉扉用アウタ
ーケーシング内を挿通して前記フロントケーブルガイドを経由して前記ロアローラブラケ
ットに連結される閉扉用インナーケーブルと、
　前記電動式駆動部に巻き取り及び送り出し可能に巻回されると共に、前記開扉用アウタ
ーケーシング内を挿通して前記リヤケーブルガイドを経由して前記ロアローラブラケット
に連結される開扉用インナーケーブルとを備えたことを特徴とする車両用スライドドアの
自動開閉装置。
【請求項２】
　前記電動式駆動部は、モータと、前記モータに連結され、かつ前記閉、開扉用インナー
ケーブルが巻き取り及び送り出し可能に巻回される回転ドラムを収容したギヤケースとを
含み、前記ギヤケースを、前記回転ドラムの回転軸心方向が上下方向へ向くように、前記
フロア上に配置したことを特徴とする請求項１記載の車両用スライドドアの自動開閉装置
。
【請求項３】
　前記電動式駆動部を、前記フロア上におけるシートの下方に配置したことを特徴とする
請求項１または２記載の車両用スライドドアの自動開閉装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両のスライドドアを電動式駆動部の動力により自動開閉させるようにした
車両用スライドドアの自動開閉装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両用スライドドアの自動開閉装置においては、例えば、特許文献１、２に記載された
ようなものがある。
　特許文献１に記載された発明は、ロアガイドレール及び電動式駆動部を車体フロア下方
に配置し、電動式駆動部の回転ドラムに巻き取り及び送り出し可能に巻回されるケーブル
を、スライドドアに取り付けられ、かつロアガイドレール内を移動可能なロアローラブラ
ケットに連結することによって、電動式駆動部の動力をもって、スライドドアを自動開閉
させるようになっている。
【０００３】
　特許文献２に記載された発明は、ロアガイドレールを車体フロア下方に配置し、電動式
駆動部を車体フロア上に配置し、電動式駆動部の回転ドラムに巻き取り及び送り出し可能
に巻回されるケーブルを、スライドドアに取り付けられ、かつロアガイドレール内を移動
可能なロアローラブラケット及び車体側部に設けられるリヤガイドレール内を移動可能な
リヤローラブラケットにそれぞれ連結することによって、電動式駆動部の動力をもって、
スライドドアを自動開閉させるようになっている。
【０００４】
【特許文献１】実公平５－３６０５８号公報
【特許文献２】特開平１０－２０５２１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に記載された発明は、電動式駆動部が雨水、塵埃等が流入し易い悪条件
の車体フロア下方に配置されるため、電動式駆動部の防水対策としては不利な構造である
。
　また、上記特許文献２に記載された発明は、電動式駆動部が車体フロア上の車内に配置
されるため、電動式駆動部の防水対策には最適な構成であるが、電動式駆動部の回転ドラ
ムに巻回されたケーブルが、ロアローラブラケット、及びロアローラブラケットから大き
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く離れたリアローラブラケットにそれぞれ連結しなければならないため、ケーブルが無駄
に長くなる問題がある。
【０００６】
　本発明は、上述のような問題点に鑑み、電動式駆動部の防水対策として有利な構造とし
、かつ電動式駆動部に巻回されるケーブルの長さを最小限に抑えることができるようにし
た車両用スライドドアの自動開閉装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明に係わる車両用スライドドアの自動開閉装置は、車両
のフロア側部下方に設けられるロアガイドレールと、前記フロア下方にあって前記ロアガ
イドレールよりも車両内方に固着されるサイドフレームと、スライドドアに取り付けられ
、かつ前記ロアガイドレール内を開閉方向へ移動可能なロアローラブラケットと、前記フ
ロア上に配置される電動式駆動部と、前記フロアにおける前記電動式駆動部と後記フロン
トケーブルガイドとの間で、かつ前記ロアガイドレールと前記サイドフレームとの間の領
域に穿設されたフロント挿通孔を通って前記フロア上から下へ導出されると共に、前記フ
ロア上に導出される後端が前記電動式駆動部、また前記フロア下へ導出される前端が前記
ロアガイドレールの前端部に設けられるフロントケーブルガイドにそれぞれ連結されるチ
ューブ状の閉扉用アウターケーシングと、前記閉扉用アウターケーシングと前記フロント
挿通孔との間を密閉するシール部材と、前記フロアにおける前記電動式駆動部と後記リヤ
ケーブルガイドとの間で、かつ前記ロアガイドレールと前記サイドフレームとの間の領域
に穿設されたリヤ挿通孔を通って前記フロア上から下へ導出されると共に、前記フロア上
に導出される前端が前記電動式駆動部、また前記フロア下へ導出される後端が前記ロアガ
イドレールの後端部に設けられるリヤケーブルガイドにそれぞれ連結されるチューブ状の
開扉用アウターケーシングと、前記開扉用アウターケーシングと前記リヤ挿通孔との間を
密閉するシール部材と、前記電動式駆動部に巻き取り及び送り出し可能に巻回されると共
に、前記閉扉用アウターケーシング内を挿通して前記フロントケーブルガイドを経由して
前記ロアローラブラケットに連結される閉扉用インナーケーブルと、前記電動式駆動部に
巻き取り及び送り出し可能に巻回されると共に、前記開扉用アウターケーシング内を挿通
して前記リヤケーブルガイドを経由して前記ロアローラブラケットに連結される開扉用イ
ンナーケーブルとを備える。この構成により、電動式駆動部がフロア上に配置されるため
、防水対策として有利な構造とすることができる。さらには、電動式駆動部とフロントケ
ーブルガイド及びリヤケーブルガイドとを連結する閉、開扉用アウターケーシングを、フ
ロア上から下へ貫通させると共に、閉、開扉用インナーケーブルを、閉、開扉用アウター
ケーシング内を挿通させる構造によって、電動式駆動部とロアローラブラケットとを、最
短距離をもって連結することができ、閉、開扉用インナーケーブルの長さを最小限に抑え
ることができる。さらには、閉、開扉用アウターケーシングを、ロアガイドレールとサイ
ドフレーム間への配置が可能となり、フロア下の未使用空間を有効利用することができる
。
【０００８】
　本発明は更に、前記電動式駆動部は、モータと、前記モータに連結され、かつ前記閉、
開扉用インナーケーブルが巻き取り及び送り出し可能に巻回される回転ドラムを収容した
ギヤケースとを含み、前記ギヤケースを、前記回転ドラムの回転軸心方向が上下方向へ向
くように、前記フロア上に配置する。この構成により、電動式駆動部のギヤケースを横置
き配置が可能となり、車室内への突出量を最小限に抑えることができる。
【０００９】
　本発明は更に、前記電動式駆動部を、前記フロア上におけるシートの下方に配置する。
この構成により、車内の未使用空間を有効利用することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　上記構成により、本発明は、電動式駆動部の防水対策として極めて有利な構造とするこ
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とができると共に、電動式駆動部に巻回される閉、開扉用インナーケーブルの長さを最小
限に抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明に係わる車両用スライドドアの自動開閉装置の一実施形態を、図面に基づ
いて説明する。図１は、本発明を適用した車両要部の概略斜視図、図２は、後斜め上方か
ら見た車体要部の斜視図、図３は、図１におけるIII－III線に沿う概略横断面図、図４は
、自動開閉装置の平面図である。なお、以下の説明では、図１における左斜め下方を「車
両前方」とし、右斜め上方を「車両後方」とし、左斜め上方を「車両内方」とし、右斜め
下方を「車両外方」とする。
【００１３】
　１は、車両の車体、２は、スライドドアである。車体１のフロア８の側部に一体的に形
成されたステップ８１の下側には、前端が車体１の内方へ向けて湾曲する前後方向を向く
チャンネル状のロアガイドレール３が配置され、またロアガイドレール３よりも車両内方
のフロア８の下側には、車体補強用の横断面ほぼＵ字状のサイドフレーム９が前後方向へ
向けて固着されている。
【００１４】
　ロアガイドレール３内には、スライドドア２の内面前側下部に取り付けられるロアロー
ラブラケット４が前後方向へ摺動自在に係合している。また、車体１の側面後部には、前
後方向を向くチャンネル状のウエストガイドレール５が固着され、このウエストガイドレ
ール５内には、スライドドア２の後端中位部に取り付けられたウエストローラブラケット
６が前後方向へ摺動自在に係合している。
【００１５】
　スライドドア２をモータ動力で自動開閉させるための電動式駆動部７は、防水対策とし
て有利なフロア８上、すなわち車室内の後部シート１０の下方に配置される。一般的に、
後部シート１０の下方は、未使用空間となっているため、電動式駆動部７を後部シート１
０の下方に配置することによって、車室内の未使用空間を有効利用することができる。
【００１６】
　スライドドア２は、ロアローラブラケット４、ウエストローラブラケット６及びスライ
ドドア２の前端上部に取り付けられたアッパーローラブラケット（図示略）がそれぞれロ
アガイドレール３、ウエストガイドレール５及び車体１の上部に固着されたアッパーガイ
ドレール（図示略）に沿って摺動することによって、図１に想像線で示す全閉位置Ｘから
、若干車体１の外側方へ出て、そのまま後方へ移動した、図１に想像線で示す全開位置Ｙ
まで開いたり、またはその逆方向へ移動して閉じたりするようになっている。
【００１７】
　図５は、車両外方から見たロアガイドレール３の前部の側面図、図６は、同じく後部の
側面図、図７は、ロアガイドレール３を横断面したロアガイドレール３の前部及びロアロ
ーラブラケット４の平面図、図８は、ロアガイドレール３を横断面したロアガイドレール
３の後部及びロアローラブラケット４の平面図、図９は、図８におけるIX－IX線断面図で
ある。
【００１８】
　ロアガイドレール３は、図３、９に示すように、車体１外方（図３において左方、図９
において下方）を向く側が開口する縦断面がチャンネル形状をなし、かつ主に図４に示す
ように、前半分に車体１の内方へ向けて湾曲する湾曲部３Ａを形成し、後半分に前後方向
を向く直線部３Ｂを形成すると共に、上部に水平ガイド路３１、下部に垂直ガイド路３２
をそれぞれ形成している。
【００１９】
　垂直ガイド路３２における車体１内方を向く側壁３２１の前端部には、図５、７に示す
ように、電動式駆動部７の後述の回転ドラム７３に巻き取り及び送り出し可能に巻回され
た後述の閉扉用インナーケーブル１１が挿通する閉扉ケーブル挿通孔３３が穿設され、ま
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た、同じく後端部には、図６、８に示すように、電動式駆動部７の回転ドラム７３に巻き
取り及び送り出し可能に巻回された後述の開扉用インナーケーブル１２が挿通する開扉ケ
ーブル挿通孔３４が穿設されている。
【００２０】
　ロアガイドレール３の側壁３２１における閉扉ケーブル挿通孔３３に対応する箇所には
、内部に閉扉用インナーケーブル１１が掛け回されてその向きを方向転換させるためのプ
ーリ１６１を枢支したフロントケーブルガイド１６が、閉扉ケーブル挿通孔３３を閉塞す
るように固定される。閉扉用インナーケーブル１１は、フロントケーブルガイド１６を経
由して閉扉ケーブル挿通孔３３を通ってロアガイドレール３内に進入する。
【００２１】
　ロアガイドレール３の垂直壁３２１における開扉ケーブル挿通孔３４に対応する箇所に
は、内部に開扉用インナーケーブル１２が掛け回されてその向きを方向転換させるための
プーリ１７１を枢支したリヤケーブルガイド１７が、開扉ケーブル挿通孔３４を閉塞する
ように固定される。開扉用インナーケーブル１２は、リヤケーブルガイド１７を経由して
開扉ケーブル挿通孔３４を通ってロアガイドレール３内に進入する。
【００２２】
　ロアガイドレール３の後端部には、側面視Ｌ字状に折曲されたストッパープレート１９
が固定され、このストッパープレート１９の前面には、スライドドア２を全開位置に停止
させるための、ロアローラブラケット４の後部に当接可能なゴム等のクッション部材２０
が固定されている。
【００２３】
　図３、図７～図９に示すように、ロアローラブラケット４は、スライドドア２に左右方
向を向くボルト４０１により固定されるベースプレート４０と、垂直軸４１１回りに回転
可能で、ロアガイドレール３の水平ガイド路３１内を転動可能な水平ローラ４１と、水平
軸４２１回りに回転可能で、垂直ガイド路３２内を転動可能な垂直ローラ４２と、閉、開
扉用インナーケーブル１１、１２の端末に固着された円柱状のケーブルエンド１１１、１
２１が係止されるケーブル連結ブラケット４３と、閉扉用インナーケーブル１１の一部が
当接可能なガイドプレート４４とを有し、スライドドア２の開閉移動に伴って、図２、７
に示す全閉位置と、図４、８に示す全開位置間を往復移動する。
【００２４】
　水平ローラ４１は、ベースプレート４０における垂直ローラ４２の後方で、かつ垂直ロ
ーラ４２よりも上方位置に枢支される。ケーブル連結ブラケット４３は、ベースプレート
４０の上面における水平ローラ４１の後側に、ボルト１５及び上側保持プレート４５によ
り固定されると共に、その下面には、閉、開扉用インナーケーブル１１、１２のケーブル
エンド１１１、１２１が回動可能に係合される円形溝状の閉扉用係止部４３１及び開扉用
係止部４３２が設けられている。
【００２５】
　両係止部４３１、４３２は、垂直ローラ４２よりも車両外方の位置にあって、水平ロー
ラ４１の近傍の後斜め下方で、かつ垂直ローラ４２の水平軸４２１とほぼ同等の高さの位
置に設けられる。また、閉扉用係止部４３１は、開扉用係止部４３２よりも車両外方に設
けられる。これにより、閉、開扉用インナーケーブル１１、１２のケーブルエンド１１１
、１２１は、互いに車両内外方向へずれた位置で、かつ両ケーブルエンド１１１、１２１
の中心を結ぶ直線Ａ（図８参照）がスライドドア２の開閉方向に対してほぼ直交するよう
にロアローラブラケット４に連結される。なお、各係止部４３１、４３２に連結される各
インナーケーブル１１、１２の各ケーブルエンド１１１、１１２は、ケーブル連結ブラケ
ット４３の下面に固定される下側保持プレート４６によって下側から保持される。
【００２６】
　クッション部材２０は、図８に示すように、ケーブル連結ブラケット４３における両係
止部４３１、４３２の真後ろの後縁に当接することによって、ロアローラブラケット４を
介してスライドドア２を全閉位置に停止させる。
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【００２７】
　閉、開扉用インナーケーブル１１、１２のケーブルエンド１１１、１２１を、水平ロー
ラ４１及び垂直ローラ４２よりも後方の位置で、ロアローラブラケット４に連結する構造
とすることによって、ロアローラブラケット４の前部には、各ケーブルエンド１１１、１
２１を連結するための連結部分を形成する必要はない。これにより、両ケーブルエンド１
１１、１２１を、ローラブラケット４における水平ローラ４１の後側のみに集中して連結
することができるため、ローラブラケット４におけるケーブルエンド１１１、１２１が連
結されない前側を前方へ大きく突出させる必要が無くなり、ローラブラケット４の開閉方
向の寸法を最小限に抑えることができ、ロアローラブラケット４を、垂直ローラ４２がフ
ロントケーブルガイド１６よりも前方、すなわちロアガイドレール３における湾曲部３Ａ
の前端近傍まで移動させることができる。この結果、フロントケーブルガイド１６をロア
ガイドレール３の前端よりも前方へ突出しない位置に取り付けても、スライドドア２を全
閉位置まで確実に移動させることができる。
【００２８】
　さらには、両ケーブルエンド１１１、１２１を、垂直ローラ４２よりも車両外方に位置
するようにローラブラケット４に連結する構成により、ローラロアローラブラケット４に
おける両ケーブルエンド１１１、１２１の連結部分が、ロアガイドレール３内において垂
直ローラ４２よりも車両内方へ突出しないため、両ケーブルエンド１１１、１２１の連結
部分とガイドレール３の側壁３２１との干渉を防止することができる。
【００２９】
　ガイドプレート４４は、ベースプレート４０の上面にボルト１８により固定されると共
に、その端部には、垂直ローラ４２の側面を覆うと共に、閉扉用係止部４３１の方向へ向
けて斜めに延出するガイド部４４１が設けられている。
【００３０】
　ガイド部４４１は、垂直ローラ４２とロアガイドレール３の側壁３２１との間を通過す
る閉扉用インナーケーブル１１が垂直ローラ４２に接触しないように、閉扉用インナーケ
ーブル１１を案内するものである。これにより、閉扉用インナーケーブル１１のケーブル
エンド１１１を、垂直ローラ４２よりも後方で、かつ車両外方位置に連結した構成であっ
ても、閉扉用インナーケーブル１１と垂直ローラ４２との接触を防止して、垂直ローラ４
２の円滑な回動を可能にし、さらには閉扉用インナーケーブル１１の切損を防止すること
ができる。
【００３１】
　電動式駆動部７は、正逆回転可能なモータ７１と、モータ７１の側部に連結され、モー
タ７１の回転を減速する減速機（図示略）及び回転ドラム７３を収容したギヤケース７２
とを備え、ギヤケース７２は、回転ドラム７３の回転軸心方向が上下方向へ向くように、
フロア８上に横置き配置される。この構造により、電動式駆動部７をフロア８上に配置し
ても、車室内への突出量を最小限に抑えることができる。
【００３２】
　回転ドラム７３には、ロアローラブラケット４を介して、スライドドア２を閉じ方向へ
牽引するための閉扉用インナーケーブル１１及び開き方向へ牽引するための開扉用インナ
ーケーブル１２がそれぞれ巻き取り及び送り出し可能に巻回されている。
【００３３】
　フロントケーブルガイド１６とギヤケース７２の前部との間は、前端がフロントケーブ
ルガイド１６、後端がギヤケース７２にそれぞれ連結された撓曲可能なチューブ状の閉扉
用アウターケーシング１３により連結されている。閉扉用アウターケーシング１３は、フ
ロア８に穿設されたフロント挿通孔８２を貫通して、フロア８の上面から下面へ導出され
る。フロント挿通孔８２には、フロント挿通孔８２とフロント挿通孔８２を貫通する閉扉
用アウターケーシング１３との間の隙間を密閉するゴムにより形成される環状のシール部
材２１が嵌合されている。
【００３４】
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　フロント挿通孔８２は、フロア８におけるフロントケーブルガイド１６とギヤケース７
２間で、かつロアガイドレール３とサイドフレーム９間の位置に設けられる。
【００３５】
　閉扉用インナーケーブル１１は、ギヤケース７２の前面から導出されて閉扉用アウター
ケーシング１３内を挿通し、フロントケーブルガイド１６を経由して閉扉ケーブル挿通孔
３３からロアガイドレール３内に進入する。ロアガイドレール３内に進入した閉扉用イン
ナーケーブル１１の後端に固着されたケーブルエンド１１１は、前述のようにロアローラ
ブラケット４に設けた閉扉用係止部４３１に連結される。
【００３６】
　ギヤケース７２の前部とリヤケーブルガイド１７との間は、前端がギヤケース７２、後
端がリヤケーブルガイド１７にそれぞれ連結された撓曲可能なチューブ状の開扉用アウタ
ーケーシング１４により連結されている。開扉用アウターケーシング１４は、フロア８に
穿設されたリヤ挿通孔８３を貫通して、フロア８の上面から下面へ導出される。リヤ挿通
孔８３には、リヤ挿通孔８３とリヤ挿通孔８３を挿通する開扉用アウターケーシング１４
との間の隙間を密閉するゴムにより形成される環状のシール部材２２が嵌合されている。
【００３７】
　リヤ挿通孔８３は、フロア８におけるギヤケース７２とリヤケーブルガイド１７間で、
かつロアガイドレール３とサイドフレーム９間の位置に設けられる。
【００３８】
　開扉用インナーケーブル１２は、ギヤケース７２の後面から導出されて開扉用アウター
ケーシング１４内を挿通し、リヤケーブルガイド１７を経由して開扉ケーブル挿通孔３４
からロアガイドレール３内に進入する。ロアガイドレール３内に進入した開扉用インナー
ケーブル１２の後端に固着されたケーブルエンド１２１は、前述のようにロアローラブラ
ケット４に設けた開扉用係止部４３２に連結される。
【００３９】
　上述のように、電動式駆動部７のギヤケース７２とフロントケーブルガイド１６及びリ
ヤケーブルガイド１７とを連結する閉、開扉用アウターケーシング１３、１４を、フロア
８上から下へ貫通させると共に、閉、開扉用インナーケーブル１１、１２を、閉、開扉用
アウターケーシング１３、１４内を挿通させる構造によって、電動式駆動部７のギヤケー
ス７２とロアローラブラケット４とを、最短距離をもって連結することができ、閉、開扉
用インナーケーブル１１、１２の長さを最小限に抑えることができる。また、フロント、
リヤ挿通孔８２、８３を、フロア８におけるロアガイドレール３とサイドフレーム９との
間の位置に穿設したことによって、閉、開扉用アウターケーシング１３、１４を、フロア
８下方のロアガイドレール３とサイドフレーム９間への配置が可能となり、フロア８下の
未使用空間を有効利用することができる。
【００４０】
　次に、本実施形態における作用について説明する。スライドドア２が全開位置にある場
合、ロアローラブラケット４は、図４、８に示すように、ロアガイドレール３における直
線部３Ｂの後端に位置して、ケーブル連結ブラケット４３の後部がストッパープレート１
９のクッション部材２０に当接している。また、閉扉用インナーケーブル１１は、垂直ロ
ーラ４２に接触しないように、ガイドプレート４４のガイド部４４１に当接している。
【００４１】
　車両の運転席等に設けられた操作スイッチ（図示略）の閉扉操作に基づいて、電動式駆
動部７におけるモータ７１の動力により回転ドラム７３が閉扉方向へ回転すると、閉扉用
インナーケーブル１１は回転ドラム７３に巻き取られ、開扉用インナーケーブル１２は回
転ドラム７３から送り出される。これにより、ロアローラブラケット４は、閉扉用インナ
ーケーブル１１により前方へ牽引されてロアガイドレール３の直線部３Ｂ内を前方へ直線
移動して湾曲部３Ａに進入する。
【００４２】
　ロアローラブラケット４がロアガイドレール３の湾曲部３Ａに進入すると、スライドド
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ア２は、前方へ移動しつつ車両内方へ向けて移動する。このとき、閉扉用インナーケーブ
ル１１のケーブルエンド１１１は、ロアローラブラケット４の水平ローラ４１及び垂直ロ
ーラ４２よりも後方で、かつ車両外方のの閉扉用係止部４３１に連結されているため、ロ
アローラブラケット４を湾曲部３Ａに沿って車両内方へ向けて効率的に全閉位置まで移動
させることができる。そして、最終的に、主に図７に示すように、ロアガイドブラケット
４が、その垂直ローラ４２がフロントケーブルガイド１６の位置よりも前方に移動し、ス
ライドドア２は全閉位置になる。
【００４３】
　スライドドア２が全閉位置に移動すると、その時点で、スライドドア２の後端部に設け
たドアラッチ装置（図示略）が車体１に固着されたストライカ（図示略）に係合すること
によって、スライドドア２は全閉位置に保持され、電動式駆動部７のモータ７１は停止す
る。
【００４４】
　また、スライドドア２が全閉位置にあるとき、操作スイッチの開扉操作に基づいて、電
動式駆動部７におけるモータ７１の動力により回転ドラム７３が開扉方向へ回転すると、
開扉用インナーケーブル１２は回転ドラム７３に巻き取られ、閉扉用インナーケーブル１
１は回転ドラム７３から送り出される。これにより、ロアローラブラケット４は、開扉用
インナーケーブル１２により後方へ牽引されて全開位置に移動する。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明を適用した車両要部の概略斜視図である。
【図２】後斜め上方から見た車体要部の斜視図である。
【図３】図１におけるIII－III線に沿う概略横断面図である。
【図４】自動開閉装置の平面図である。
【図５】車両外方から見たロアガイドレールの前部の側面図である。
【図６】車両外方から見たロアガイドレールの後部の側面図である。
【図７】ロアガイドレールを横断面したロアガイドレールの前部及びロアローラブラケッ
トの平面図である。
【図８】ロアガイドレールを横断面したロアガイドレールの後部及びロアローラブラケッ
トの平面図である。
【図９】図８におけるIX－IX線断面図である。
【符号の説明】
【００４６】
１　車体
２　スライドドア
３　ロアガイドレール
３Ａ　湾曲部
３Ｂ　直線部
４　ロアローラブラケット
５　ウエストガイドレール
６　ウエストローラブラケット
７　電動式駆動部
８　フロア
９　サイドフレーム
１０　後部シート
１１　閉扉用インナーケーブル
１２　開扉用インナーケーブル
１３　閉扉用アウターケーシング
１４　開扉用アウターケーシング
１５　ボルト
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１６　フロントケーブルガイド
１７　リヤケーブルガイド
１８　ボルト
１９　ストッパープレート
２０　クッション部材
２１、２２　シール部材
３１　水平ガイド路
３２　垂直ガイド路
３３　閉扉ケーブル挿通孔
３４　開扉ケーブル挿通孔
４０　ベースプレート
４１　水平ローラ
４２　垂直ローラ
４３　ケーブル連結ブラケット
４４　ガイドプレート
４５　上側保持プレート
４６　下側保持プレート
７１　モータ
７２　ギヤケース
７３　回転ドラム
８１　ステップ
８２　フロント挿通孔
８３　リヤ挿通孔
１１１　ケーブルエンド
１２１　ケーブルエンド
１６１　プーリ
１７１　プーリ
３２１　側壁
４０１　ボルト
４１１　垂直軸
４２１　水平軸
４３１　閉扉用係止部
４３２　開扉用係止部
４４１　ガイド部
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