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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸方向に移動して第１被回転体を回転させる第１円筒出力軸と、
　モータにて回転し、第１クラッチを介して第１円筒出力軸を回転可能に連結する第１回
転体と、
　軸方向に移動して第２被回転体を回転させる第２円筒出力軸と、
　前記モータにて回転し、第２クラッチを介して第２円筒出力軸を回転可能に連結する第
２回転体と、
　回動軸と回動して第１及び第２円筒出力軸を軸方向に移動制御する制御板と、
　前記モータにて回転し、第３クラッチを介して前記回動軸を回転可能に連結する第３回
転体と
を有し、
　前記第１及び第２クラッチは、前記モータが第２回転数以上の回転で、第１及び第２円
筒出力軸を回動させ、モータが第２回転数未満の回転で、第１及び第２円筒出力軸を回動
停止させる遠心クラッチであり、
　前記第３クラッチは、前記モータが前記第２回転数より低速の第１回転数未満の回転で
、回動軸を回動させ、前記モータの第１回転数以上の回転で、回動軸を回動停止させる遠
心クラッチであり、
　前記制御板は、回動して第１及び第２円筒出力軸の軸方向の移動位置を、第１及び第２
被回転体を回転させる第１回動位置、第１被回転体のみ回転させる第２回動位置、及び、
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第２被回転体のみ回転させる第３回動位置に配置制御されるものであることを特徴とする
クラッチ付きモータ。
【請求項２】
　請求項１に記載のクラッチ付きモータにおいて、
　前記第１及び第２クラッチは、
　前記第１及び第２回転体の回転に伴い同第１及び第２回転体の回転中心軸線を中心に旋
回するとともに、その中心軸線に対して径方向に移動可能な第１及び第２駆動用作動体と
、
　前記旋回に基づく遠心力が、前記第２回転数によって第２遠心力に達したとき、その第
２遠心力に対して前記第１及び第２駆動用作動体を非連結位置から連結位置に移動させる
第１及び第２弾性部材と、
　前記第１及び第２円筒出力軸を一体回転させるとともに、前記第１及び第２円筒出力軸
を軸方向に移動可能に支持する第１及び第２従動体と
をそれぞれ有し、
　前記第１及び第２駆動用作動体が連結位置に達した時、前記第１及び第２駆動用作動体
に設けた第１及び第２係合部材が、第１及び第２従動体に設けた第１及び第２被係合部材
と周方向において係合し、前記第１及び第２円筒出力軸を回動させることを特徴とするク
ラッチ付きモータ。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のクラッチ付きモータにおいて、
　前記第３クラッチは、
　前記第３回転体の回転に伴い同第３回転体の回転中心軸線を中心に旋回するとともに、
その中心軸線に対して径方向に移動可能な切替用作動体と、
　前記旋回に基づく遠心力が、前記第１回転数によって第１遠心力に達したとき、その第
１遠心力に対して前記切替用作動体を係合位置から非係合位置に移動させる第３弾性部材
と
を有し、
　前記切替用作動体が係合位置に達した時、前記切替用作動体に設けた係合部材が、前記
回動軸に設けた被係合部材と周方向において係合し、前記回動軸を回動させることを特徴
とするクラッチ付きモータ。
【請求項４】
　請求項２に従属する請求項３に記載のクラッチ付きモータにおいて、
　前記第１、第２及び第３弾性部材の内の少なくとも１つには、その伸縮する方向の直交
方向の変位を規制する補助部材が設けられたことを特徴とするクラッチ付きモータ。
【請求項５】
　第１開閉体と第２開閉体をそれぞれ開閉させる開閉体の開閉装置であって、
　軸方向に移動して第１被回転体を回転させて前記第１開閉体を開閉移動させる第１円筒
出力軸と、
　モータにて回転し、第１クラッチを介して第１円筒出力軸を回転可能に連結する第１回
転体と、
　軸方向に移動して第２被回転体を回転させて前記第２開閉体を開閉移動させる第２円筒
出力軸と、
　前記モータにて回転し、第２クラッチを介して第２円筒出力軸を回転可能に連結する第
２回転体と、
　回動軸と回動して第１及び第２円筒出力軸を軸方向に移動制御する制御板と、
　前記モータにて回転し、第３クラッチを介して回動軸を回転可能に連結する第３回転体
と
を有し、
　前記第１及び第２クラッチは、前記モータが第２回転数以上の回転で第１及び第２円筒
出力軸を回動させ、前記モータが第２回転数未満の回転で第１及び第２円筒出力軸を回動
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停止させる遠心クラッチであり、
　前記第３クラッチは、前記モータが前記第２回転数より低速の第１回転数未満の回転で
回動軸を回動させ、前記モータが第１回転数以上の回転で回動軸を回動停止させる遠心ク
ラッチであり、
　前記制御板は、回動して第１及び第２円筒出力軸の軸方向の移動位置を、第１及び第２
被回転体を回転させて前記第１及び第２開閉体を開閉移動させる第１回動位置、第１被回
転体のみ回転させて前記第１開閉体を開閉移動させる第２回動位置、及び、第２被回転体
のみ回転させて前記第２開閉体を開閉移動させる第３回動位置に配置制御されるものであ
ることを特徴とする開閉体の開閉装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の開閉体の開閉装置において、
　前記第１開閉体を開閉移動させるための第１操作スイッチと、
　前記第２開閉体を開閉移動させるための第２操作スイッチと、
　前記第１及び第２開閉体を同時に開閉移動させるための第３操作スイッチと、
　前記第１操作スイッチの操作に応答して、前記制御板が第２回動位置に、又、前記第２
操作スイッチの操作に応答して、前記制御板が第３回動位置に、又、前記第３操作スイッ
チの操作に応答して、前記制御板が第１回動位置に、それぞれ配置されるように、前記モ
ータを回転制御する制御回路と
を備えたことを特徴とする開閉体の開閉装置。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載の開閉体の開閉装置において、
　前記第１開閉体は、車両のルーフパネルに形成したルーフ開口部を開閉するサンシェー
ドであり、
　前記第２開閉体は、前記ルーフ開口部を開閉するルーフガラスであることを特徴とする
開閉体の開閉装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クラッチ付きモータ及び開閉体の開閉装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、開閉体の開閉装置の１つとして、自動車の屋根（ルーフパネル）に備えたサンル
ーフ装置がある。一般に、車両用サンルーフ装置には、ルーフガラスとサンシェードとか
ら構成されている。ルーフガラス及びサンシェードは、共に開閉可能に設けられている。
そして、ルーフガラスを閉めた状態で、サンシェードを開けることによって、車内に外光
を取り入れることができる。また、ルーフガラス及びサンシェードを開けた状態にするこ
とによって、外光とともに、車内に外気を導入することができる。さらに、ルーフガラス
及びサンシェードを閉めた状態にすることによって、外光及び外気を遮断することができ
る。そして、この種のサンルーフ装置において、ルーフガラス及びサンシェードを電動モ
ータにて開閉させるものが提案されている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－４５２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１のサンルーフ装置においては、ガラスパネル及びサンシェードを
開閉させるためにそれぞれ別々の電動モータが使用されていた。つまり、サンルーフ装置
には、２台の電動モータが装備されていた。従って、サンルーフ装置のコストアップにつ
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ながるとともに、サンルーフ装置の大型化や重量増につながっていた。
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、その目的は、安価で軽量
・小型化することができるクラッチ付きモータ及び開閉体の開閉装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するクラッチ付きモータは、軸方向に移動して第１被回転体を回転させ
る第１円筒出力軸と、モータにて回転し、第１クラッチを介して第１円筒出力軸を回転可
能に連結する第１回転体と、軸方向に移動して第２被回転体を回転させる第２円筒出力軸
と、前記モータにて回転し、第２クラッチを介して第２円筒出力軸を回転可能に連結する
第２回転体と、回動軸と回動して第１及び第２円筒出力軸を軸方向に移動制御する制御板
と、前記モータにて回転し、第３クラッチを介して回動軸を回転可能に連結する第３回転
体とを有し、前記第１及び第２クラッチは、前記モータが第２回転数以上の回転で第１及
び第２円筒出力軸を回動させ、前記モータが第２回転数未満の回転で第１及び第２円筒出
力軸を回動停止させる遠心クラッチであり、前記第３クラッチは、前記モータが前記第２
回転数より低速の第１回転数未満の回転で回動軸を回動させ、前記モータが第１回転数以
上の回転で、回動軸を回動停止させる遠心クラッチであり、前記制御板は、回動して第１
及び第２円筒出力軸の軸方向の移動位置を、第１及び第２被回転体を回転させる第１回動
位置、第１被回転体のみ回転させる第２回動位置、及び、第２被回転体のみ回転させる第
３回動位置に配置制御されるものであることを特徴とする。
【０００７】
　上記構成によれば、１つのモータの回転数を制御するだけで、第１被回転体と第２被回
転体のいずれか１つ、又は、同時に両方を回転させることができることから、安価で軽量
・小型なクラッチ付きモータを実現することができる。
【０００８】
　上記構成において、前記第１及び第２遠心クラッチは、前記第１及び第２回転体の回転
に伴い同第１及び第２回転体の回転中心軸線を中心に旋回するとともに、その中心軸線に
対して径方向に移動可能な第１及び第２駆動用作動体と、前記旋回に基づく遠心力が、前
記第２回転数によって第２遠心力に達したとき、その第２遠心力に対して前記第１及び第
２駆動用作動体を非連結位置から連結位置に移動させる第１及び第２弾性部材と、前記第
１及び第２円筒出力軸を一体回転させるとともに、前記第１及び第２円筒出力軸を軸方向
に移動可能に支持する第１及び第２従動体とをそれぞれ有し、前記第１及び第２駆動用作
動体が連結位置に達した時、前記第１及び第２駆動用作動体に設けた第１及び第２係合部
材が、第１及び第２従動体に設けた第１及び第２被係合部材と周方向において係合し、前
記第１及び第２円筒出力軸を回動させることが好ましい。
【０００９】
　上記構成によれば、第１及び第２駆動用作動体は、モータの回転数が第２回転数以上に
なると第２遠心力以上の遠心力が加わり、第１及び第２駆動用作動体の第１及び第２係合
部材が第１及び第２従動体の第１及び第２被係合部材とそれぞれ係合状態となる。
【００１０】
　上記構成において、前記第３遠心クラッチは、前記第３回転体の回転に伴い同第３回転
体の回転中心軸線を中心に旋回するとともに、その中心軸線に対して径方向に移動可能な
切替用作動体と、前記旋回に基づく遠心力が、前記第１回転数によって第１遠心力に達し
たとき、その第１遠心力に対して前記切替用作動体を係合位置から非係合位置に移動させ
る第３弾性部材とを有し、前記切替用作動体が係合位置に達した時、前記切替用作動体に
設けた係合部材が、前記回動軸に設けた被係合部材と周方向において係合し、前記回動軸
を回動させることが好ましい。
【００１１】
　上記構成によれば、切替用作動体は、モータの回転数が第１回転数以上になると第１遠
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心力以上の遠心力が加わり、切替用作動体の係合部材が回動軸の被係合部材と非係合状態
となる。
【００１２】
　上記構成において、前記第１、第２及び第３弾性部材の内の少なくとも１つには、その
伸縮する方向の直交方向の変位を規制する補助部材が設けられることが好ましい。
　上記構成によれば、第１、第２及び第３弾性部材の内の少なくとも１つには、その伸縮
する方向の直交方向の変位を規制する補助部材が設けられるため、伸縮する方向の直交方
向の変位が規制される。これにより、例えば、第１、第２及び第３弾性部材として圧縮コ
イルばねを用いた場合等、その座屈を防止することが可能となる。又、組み付け性を向上
させることが可能となる。
【００１３】
　上記課題を解決する開閉体の開閉装置は、第１開閉体と第２開閉体をそれぞれ開閉させ
る開閉体の開閉装置であって、軸方向に移動して第１被回転体を回転させて前記第１開閉
体を開閉移動させる第１円筒出力軸と、モータにて回転し、第１クラッチを介して第１円
筒出力軸を回転可能に連結する第１回転体と、軸方向に移動して第２被回転体を回転させ
て前記第２開閉体を開閉移動させる第２円筒出力軸と、前記モータにて回転し、第２クラ
ッチを介して第２円筒出力軸を回転可能に連結する第２回転体と、回動軸と回動して第１
及び第２円筒出力軸を軸方向に移動制御する制御板と、前記モータにて回転し、第３クラ
ッチを介して回動軸を回転可能に連結する第３回転体とを有し、前記第１及び第２クラッ
チは、前記モータが第２回転数以上の回転で第１及び第２円筒出力軸を回動させ、前記モ
ータが第２回転数未満の回転で第１及び第２円筒出力軸を回動停止させる遠心クラッチで
あり、前記第３クラッチは、前記モータが前記第２回転数より低速の第１回転数未満の回
転で、回動軸を回動させ、前記モータが第１回転数以上の回転で、回動軸を回動停止させ
る遠心クラッチであり、前記制御板は、回動して第１及び第２円筒出力軸の軸方向の移動
位置を、第１及び第２被回転体を回転させて前記第１及び第２開閉体を開閉移動させる第
１回動位置、第１被回転体のみ回転させて前記第１開閉体を開閉移動させる第２回動位置
、及び、第２被回転体のみ回転させて前記第２開閉体を開閉移動させる第３回動位置に配
置制御されるものであることを特徴とする。
【００１４】
　上記構成によれば、１つのモータで第１開閉体と第２開閉体のいずれか１つ、又は、同
時に両方を開閉ことができることから、安価で軽量・小型な開閉装置を実現することがで
きる。
【００１５】
　上記構成において、前記第１開閉体を開閉移動させるための第１操作スイッチと、前記
第２開閉体を開閉移動させるための第２操作スイッチと、前記第１及び第２開閉体を同時
に開閉移動させるための第３操作スイッチと、前記第１操作スイッチの操作に応答して、
前記制御板が第２回動位置に、又、前記第２操作スイッチの操作に応答して、前記制御板
が第３回動位置に、又、前記第３操作スイッチの操作に応答して、前記制御板が第１回動
位置に、それぞれ配置されるように、前記モータを回転制御する制御回路とを備えたこと
が好ましい。
【００１６】
　上記構成によれば、第１～３操作スイッチを適宜操作することによって、第１開閉体と
第２開閉体のいずれか１つ、又は、同時に両方を開閉ことができる。
　上記構成において、前記第１開閉体は、車両のルーフパネルに形成したルーフ開口部を
開閉するサンシェードであり、前記第２開閉体は、前記ルーフ開口部を開閉するルーフガ
ラスであることが好ましい。
【００１７】
　上記構成によれば、１つのモータで車両に設けたサンルーフ装置のサンシェードとルー
フガラスのいずれか１つ、又は、同時に両方を開閉ことができることから、安価で軽量・
小型なサンルーフ装置を実現することができる。
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【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、安価で軽量・小型化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】実施形態における車両用サンルーフ装置を装備した車両の要部斜視図。
【図２】同じく、車両用サンルーフ装置のクラッチ付きモータの正面図。
【図３】同じく、切替制御機構を説明する断面図。
【図４】同じく、第１及び第２ピニオン駆動機構を説明する断面図。
【図５】同じく、（ａ）は切替用作動板の係合ピンが切替用出力軸の第１係合片に係合す
る係合位置を示す図、（ｂ）は切替用作動板の係合ピンが切替用出力軸の第１係合片が係
合しない非係合位置を示す図。
【図６】同じく、制御板が中央位置に配置された状態を示す図。
【図７】同じく、（ａ）は制御板が右回動位置に配置された状態を示す図、（ｂ）は制御
板が左回動位置に配置された状態を示す図。
【図８】同じく、制御板の正面図。
【図９】同じく、制御板の側面図。
【図１０】同じく、（ａ）は円筒出力軸が下側高さ位置にある図、（ｂ）は円筒出力軸が
、上側高さ位置にある図。
【図１１】同じく、（ａ）は駆動用作動板の係合ピンが非連結位置にある図、（ｂ）は駆
動用作動板の係合ピンが連結位置にある図。
【図１２】同じく、第１ピニオン（第２ピニオン）の導入凹部に形成した第３係合片を説
明するための第１ピニオン（第２ピニオン）をケースハウジング側から見た正面図。
【図１３】別例における第１及び第２カバーとその組み付け状態を説明するための説明図
。
【図１４】同じく、第１及び第２カバーを説明するための平面図。
【図１５】図１４のＩ－Ｉ線に沿った断面図。
【図１６】別例における第１及び第２カバーを説明するための平面図。
【図１７】別例における板ばねと第１及び第２カバーを説明するための平面図。
【図１８】同じく、第１及び第２カバーを説明するための側面図。
【図１９】図１８のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図。
【図２０】別例における第１及び第２カバーとその組み付け状態を説明するための説明図
。
【図２１】同じく、板ばねと第１及び第２カバーを説明するための平面図。
【図２２】同じく、第１及び第２カバーを説明するための側面図。
【図２３】図２２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った断面図。
【図２４】別例における第１及び第２カバーとその組み付け状態を説明するための説明図
。
【図２５】同じく、引っ張りコイルばねと第１及び第２カバーを説明するための平面図。
【図２６】図２５のＩＶ－ＩＶ線に沿った断面図。
【図２７】同じく、引っ張りコイルばねが伸びた状態を説明するための断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、車両用サンルーフ装置に具体化した開閉体の開閉装置の一実施形態について説明
する。
　図１は、車両用サンルーフ装置を装備した車両の要部斜視図であって、車両１のルーフ
パネル２には、矩形状のルーフ開口部２ａが形成されている。その矩形状のルーフ開口部
２ａには、透明のルーフガラス３が配置されている。ルーフガラス３は、前後方向に往復
スライド移動（スライド開閉作動）可能に設けられている。
【００２１】
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　また、矩形状のルーフ開口部２ａであってルーフガラス３の下側（車内側）には、遮光
性の合成樹脂板よりなるサンシェード４が配置されている。サンシェード４は、ルーフガ
ラス３と同様に、前後方向に往復スライド移動可能に設けられている。
【００２２】
　そして、ルーフガラス３とサンシェード４を後方にスライド移動させて、ルーフ開口部
２ａに対して共に開けた状態にすると、外気と外光を車内に導入することができる。また
、ルーフガラス３を前方にスライド移動させてルーフ開口部２ａに対して閉めた状態にし
、サンシェード４を後方にスライド移動させてルーフ開口部２ａに対して開けた状態にす
ると、外気を遮断し、外光を車内に導入することができる。さらに、ルーフガラス３とサ
ンシェード４を前方にスライド移動させてルーフ開口部２ａに対して共に閉めた状態にす
ると、外気及び外光の車内への導入を遮断することができる。
【００２３】
　図１に示すように、ルーフ開口部２ａの前端部であって、ルーフパネル２と室内側の内
側天井パネル（図示略）との間には、モータＭが配設されている。モータＭは、ルーフガ
ラス３を前後方向に往復スライド移動（開閉作動）させるとともに、サンシェード４を前
後方向に往復スライド移動させる駆動源である。
【００２４】
　つまり、ルーフガラス３とサンシェード４は、１つのモータＭにてそれぞれ個別に前後
方向に往復スライド移動されるようになっている。
　次に、ルーフガラス３及びサンシェード４の駆動機構について説明する。
【００２５】
　図２に示すように、モータＭは、モータケース５から突出した出力軸Ｓがモータケース
５と併設した減速・クラッチ部６のケースハウジング７内に突出されている。出力軸Ｓは
ケースハウジング７内において回転可能に支持されたウォーム軸８と駆動連結されている
。
【００２６】
　また、ケースハウジング７のフロント壁７ａには、図示しない駆動力伝達機構を介して
サンシェード４を開閉動作させる第１ピニオンＧ１が回転可能に設けられているとともに
、図示しない駆動力伝達機構を介してルーフガラス３を開閉動作させる第２ピニオンＧ２
が回転可能に設けられている。
【００２７】
　第１ピニオンＧ１は、ケースハウジング７内に設けられた第１ピニオン駆動機構Ａ（図
４参照）を介して、モータＭの出力軸Ｓ（ウォーム軸８）の正逆回転によって、正逆回転
する。また、第２ピニオンＧ２は、ケースハウジング７内に設けられた第２ピニオン駆動
機構Ｂ（図４参照）を介して、モータＭの出力軸Ｓ（ウォーム軸８）の正逆回転によって
、正逆回転する。
【００２８】
　さらに、ケースハウジング７内には、切替制御機構Ｃ（図３参照）が設けられている。
同切替制御機構Ｃは、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂを制御して第１及び第２ピニ
オンＧ１，Ｇ２の両方又はいずれか一方を正逆回転させるようになっている。
【００２９】
　（切替制御機構Ｃ）
　まず、切替制御機構Ｃについて説明する。
　（切替用ホイール本体１１）
　図３に示すように、切替制御機構Ｃは、図２に示すウォーム軸８と噛合して正逆回転す
る切替用ウォームホイール１０を有している。図３に示すように、切替用ウォームホイー
ル１０は、その切替用ホイール本体１１の中心部に形成した軸孔１２に切替用出力軸１３
が貫挿され、その切替用出力軸１３に対して回転可能に支持されている。切替用出力軸１
３は、その下端部がケースハウジング７のリア壁７ｂに回転可能にかつ軸方向に移動不能
に連結され、上端部がケースハウジング７のフロント壁７ａに回転可能にかつ軸方向に移
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動不能に連結されている。
【００３０】
　切替用ホイール本体１１は、上側外周部にフランジ１１ａが形成されていて、そのフラ
ンジ１１ａを除く外周面にはウォーム軸８と噛合するギヤ歯が形成されている。従って、
切替用ホイール本体１１は、ウォーム軸８の正逆回転によって、切替用出力軸１３の中心
軸線Ｏ１を回転中心としてケースハウジング７内で正逆回転（回動）する。
【００３１】
　そして、本実施形態では、ウォーム軸８（出力軸Ｓ）の回転数に対する切替用ホイール
本体１１の回転数の減速比Ｒ１は予め設定されている。
　図３に示すように、切替用ホイール本体１１のフランジ１１ａは、ケースハウジング７
のフロント壁７ａの内側面に凹設した嵌合凹部７ｃに嵌合されている。
【００３２】
　切替用ホイール本体１１の軸方向の上面は、図５において、左右対称に一対の収容凹部
１５が凹設されている。収容凹部１５は、その内底面が平面に形成されている。そして、
切替用ホイール本体１１の軸方向の上面には、左右対称の収容凹部１５が凹設されること
によって両収容凹部１５間にストッパ壁１６が形成されている。
【００３３】
　図５に示すように、収容凹部１５は、ストッパ壁１６と直交する方向に延びる互いに対
峙する内側面をガイド面１５ａとし、そのガイド面１５ａは、互いに平行な平面にて形成
されている。また、収容凹部１５は、ストッパ壁１６と対向する内側面を円弧面１５ｂと
し、その円弧面１５ｂの中心半径の中心軸を中心軸線Ｏ１と一致させている。
【００３４】
　また、図５に示すように、切替用ホイール本体１１の軸方向の上面には、中心部に形成
された切替用出力軸１３が貫通する軸孔１２が拡開されて大径孔１７が形成されている。
大径孔１７は、切替用出力軸１３の外周面であって互いに中心軸線Ｏ１を挟んで相対向す
る位置に径方向外側に向かって突出形成した第１係合片１３ａが回転可能（回動可能）に
収容される空間となっている。
【００３５】
　この大径孔１７が形成されることによって、ストッパ壁１６は大径孔１７を挟んで分断
されるとともに、収容凹部１５の内底面はその一部が大径孔１７として拡開形成される。
その結果、左右対称に一対の収容凹部１５は、分断されたストッパ壁１６間に大径孔１７
に連通するピン導入口１８が形成される。
【００３６】
　（切替用作動板２０）
　図５に示すように、一対の収容凹部１５には、切替用作動板２０がそれぞれ収容されて
いる。切替用作動板２０の径方向内側は、ストッパ壁１６と当接する第１ストッパ面２１
が形成されている。また、切替用作動板２０の径方向外側は、収容凹部１５の円弧面１５
ｂと当接する円弧状の第２ストッパ面２２が形成されている。
【００３７】
　そして、切替用作動板２０の第１ストッパ面２１がストッパ壁１６と当接する時、切替
用作動板２０の第２ストッパ面２２が収容凹部１５の円弧面１５ｂと離間するようになっ
ている。反対に、切替用作動板２０の第２ストッパ面２２が収容凹部１５の円弧面１５ｂ
と当接する時、切替用作動板２０の第１ストッパ面２１がストッパ壁１６と離間するよう
になっている。
【００３８】
　さらに、切替用作動板２０の両側は、収容凹部１５のガイド面１５ａに対して摺接する
摺接面２３が形成されている。従って、切替用作動板２０は、一対のガイド面１５ａに沿
って径方向に移動可能となるとともに切替用ホイール本体１１と一体回転する。
【００３９】
　切替用作動板２０の第１ストッパ面２１の中央位置には、係合ピン２５が径方向内側に
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向かって突出形成されている。係合ピン２５は、第２ストッパ面２２が収容凹部１５の円
弧面１５ｂと当接する位置にある時、その先端部が、収容凹部１５の内底面の大径孔１７
にかからない位置にくるように形成されている。つまり、係合ピン２５は、同係合ピン２
５が中心軸線Ｏ１を中心に回動した時、切替用出力軸１３に形成した第１係合片１３ａと
係合しない。
【００４０】
　また、係合ピン２５は、第１ストッパ面２１がストッパ壁１６と当接する位置にある時
、その先端部が、ピン導入口１８から大径孔１７の一部を横切って切替用出力軸１３に当
接するように形成されている。つまり、係合ピン２５は、切替用出力軸１３に形成した第
１係合片１３ａと係合する。
【００４１】
　図３及び図５に示すように、切替用作動板２０であって、係合ピン２５から中心軸線Ｏ
１を結ぶ線上に沿ってバネ収容穴２６が形成されている。バネ収容穴２６には、収容凹部
１５の内底面から突出形成された係止片２７が貫挿されている。係止片２７は、切替用作
動板２０の第１ストッパ面２１がストッパ壁１６と当接する時、バネ収容穴２６の径方向
外側の内面に当接するように突出形成されている。
【００４２】
　バネ収容穴２６において、そのバネ収容穴２６の径方向内側の内面と係止片２７との間
には第１スプリングバネＳＰ１が配設されている。第１スプリングバネＳＰ１は、切替用
作動板２０（係合ピン２５）に対して、常に径方向内側に向かって弾性力を付与するよう
になっている。従って、切替用作動板２０（係合ピン２５）は、常に、第１ストッパ面２
１がストッパ壁１６を弾圧していることから、係合ピン２５は切替用出力軸１３に形成し
た第１係合片１３ａとの係合する状態にある。
【００４３】
　そして、切替用ホイール本体１１が回転（回動）すると、切替用作動板２０は中心軸線
Ｏ１を中心として旋回する。このとき、切替用作動板２０の係合ピン２５が第１スプリン
グバネＳＰ１にて切替用出力軸１３の第１係合片１３ａと係合状態にあることから、切替
用出力軸１３も切替用ホイール本体１１とともに連れ回りする。
【００４４】
　この切替用作動板２０の旋回によって、切替用作動板２０に遠心力が加わる。切替用作
動板２０は、その遠心力によって第１スプリングバネＳＰ１の弾性力に抗して径方向外側
に移動する力が増大する。そして、遠心力が増大するにつれて、切替用作動板２０は、第
１ストッパ面２１がストッパ壁１６に当接した位置から離間し、第２ストッパ面２２が収
容凹部１５の円弧面１５ｂに向かって移動する。すなわち、遠心力が増大するにつれて、
切替用作動板２０の係合ピン２５は、ピン導入口１８から抜け出て切替用出力軸１３に形
成した第１係合片１３ａとの係合が外れる方向に移動するようになっている。
【００４５】
　ここで、図５（ａ）に示すように、切替用作動板２０の係合ピン２５が第１スプリング
バネＳＰ１にて切替用出力軸１３の第１係合片１３ａと係合状態にある位置を係合位置と
いう。また、図５（ｂ）に示すように、切替用作動板２０の係合ピン２５が切替用出力軸
１３の第１係合片１３ａから係合が外れた状態にある位置を非係合位置という。
【００４６】
　そして、本実施形態では、モータＭの回転数（出力軸Ｓ、ウォーム軸８）が第１回転数
Ｎ１以上に回転した時、図５（ｂ）に示すように、切替用作動板２０の係合ピン２５が非
係合位置の状態になるように設定している。つまり、モータＭの回転数が第１回転数Ｎ１
に対して切替用ホイール本体１１が減速比Ｒ１で回転する時に切替用作動板２０に加わる
遠心力（第１遠心力）にて、切替用作動板２０の係合ピン２５は、第１スプリングバネＳ
Ｐ１の弾性力に抗して非係合位置に移動する。
【００４７】
　（制御板３０）
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　図３及び図６に示すように、切替用出力軸１３の下端部には、制御板３０が固着されて
いる。図６に示すように、制御板３０は、基端部が切替用出力軸１３に固着された可動板
部３０ａと、可動板部３０ａの先端部両側からそれぞれ四半円弧状に延出形成された第１
及び第２制御板部３１，３２とを有している。
【００４８】
　図６に示すように、制御板３０は、ケースハウジング７のリア壁７ｂの内側面に凹設し
たガイド凹部７ｄに収容されている。ガイド凹部７ｄは、可動板部３０ａの基端部を回動
中心に回動したとき、その回動に伴って可動板部３０ａと第１及び第２制御板部３１，３
２の回動を許容する形状に凹設されている。つまり、ガイド凹部７ｄは、可動板部３０ａ
が中心軸線Ｏ１を中心に揺動する空間と第１及び第２制御板部３１，３２が中心軸線Ｏ１
を中心に回動する空間を有する凹部である。
【００４９】
　また、ガイド凹部７ｄの深さは、制御板３０の板厚と同じ深さ、若しくは、若干深い深
さに形成されている。従って、制御板３０の可動板部３０ａは、その基端部が切替用出力
軸１３に連結固着された状態でガイド凹部７ｄに配設され、その上面がリア壁７ｂに内側
面とほぼ同一平面となる。
【００５０】
　図８に示すように、制御板３０の第１及び第２制御板部３１，３２は、左右対称の同一
形状であって、基端アーム部３１ａ，３２ａ、その基端アーム部３１ａ，３２ａから延び
る制御部３１ｂ，３２ｂとからなる。また、図９に示すように、制御部３１ｂ，３２ｂは
、先端部が基端部より板厚が薄くなるよう形成されている。そして、板厚が薄い先端部分
を肉薄領域Ｚａとし、板厚が厚い（可動板部３０ａと同じ板厚）基端部を肉厚領域Ｚｂと
する。肉薄領域Ｚａは、制御部３１ｂ，３２ｂのガイド凹部７ｄの内底面と摺接しない上
面側を切り欠くことによって形成されている。
【００５１】
　従って、制御部３１ｂ，３２ｂの肉薄領域Ｚａの上面は、リア壁７ｂの内側面と同一平
面にならずガイド凹部７ｄ内に位置する。これに対して、制御部３１ｂ，３２ｂの肉厚領
域Ｚｂの上面は、リア壁７ｂの内側面とほぼ同一平面となる。
【００５２】
　なお、肉厚領域Ｚｂの上面と肉薄領域Ｚａの上面の間は、緩やかな傾斜面にて繋がって
いる。
　また、第１及び第２制御板部３１，３２の制御部３１ｂ，３２ｂには、図６及び図７に
示すように、後記する第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの支軸４２が貫通する円弧状
の逃げ穴３５，３６が貫通形成されている。そして、制御板３０は、切替用出力軸１３が
正逆回転（回動）することによって、図７（ａ）と図７（ｂ）に示す範囲で回動する。
【００５３】
　ここで、制御板３０が、図７（ｂ）に示す反時計回り方向に偏倚した位置にある状態を
左回動位置（第２回動位置）という。反対に、制御板３０が、図７（ａ）に示す時計回り
方向に偏倚した位置にある状態を右回動位置（第３回動位置）という。また、図６に示す
ように、制御板３０の可動板部３０ａが、ウォーム軸８に対して直交する位置にある状態
を中央位置（第１回動位置）という。
【００５４】
　（第１ピニオン駆動機構Ａ）
　図４に示すように、サンシェード４を駆動させる第１ピニオン駆動機構Ａについて説明
する。
【００５５】
　図２及び図４に示すように、ウォーム軸８と噛合して正逆回転する駆動用ウォームホイ
ール４０を有している。図４及び図１０に示すように、駆動用ウォームホイール４０は、
その駆動用ホイール本体４１が支軸４２と円筒出力軸４３からなる２重の軸部に対して回
転可能に支持されている。
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【００５６】
　支軸４２の基端部は、ケースハウジング７のリア壁７ｂに対して回転不能に貫通固着さ
れている。また、支軸４２の先端部は、ケースハウジング７のフロント壁７ａに対して回
転可能に支持されている第１ピニオンＧ１を回転可能に支持している。
【００５７】
　詳述すると、支軸４２は、その基端部がケースハウジング７のリア壁７ｂに形成された
ガイド凹部７ｄ内に配置された第１制御板部３１の逃げ穴３５を貫通してリア壁７ｂに固
着されている。支軸４２は、その直径が円弧状の逃げ穴３５の幅よりも小さく形成されて
おり、第１制御板部３１の回動を規制することはない。また、支軸４２は、制御板３０が
中央位置に配置された状態の時、逃げ穴３５が第１制御板部３１の肉厚領域Ｚｂの傾斜面
寄りに位置するようにリア壁７ｂに固着されている。従って、支軸４２は、制御板３０の
左回動位置への回動及び右回動位置への回動を許容する。
【００５８】
　（円筒出力軸４３）
　図４に示すように、支軸４２は、円筒出力軸４３の筒内を貫通し、円筒出力軸４３を回
転可能かつ軸方向に移動可能に支持している。円筒出力軸４３の下端面は、第１制御板部
３１の制御部３１ｂの上面に当接している。そして、円筒出力軸４３の下端部は、その外
径がガイド凹部７ｄ内に介在される大きさに形成されている。
【００５９】
　円筒出力軸４３の上部には、大径の頭部４４が形成され、その頭部４４の平坦な上面に
は支軸４２を一定の間隔をあけて囲んだ環状壁４５が形成されている。この環状壁４５を
形成することによって、環状壁４５の内周面、環状壁４５よりも内側にある頭部４４の上
面及び支軸４２の外周面とで形成される空間には、第２スプリングバネＳＰ２が配設され
ている（図１０参照）。
【００６０】
　詳述すると、第２スプリングバネＳＰ２は、支軸４２に取着した掛け止め片４２ａと環
状壁４５よりも内側にある頭部４４の上面の間に配設されている。第２スプリングバネＳ
Ｐ２は、円筒出力軸４３に対して、常に下方に向かって弾性力を付与するようになってい
る。従って、円筒出力軸４３の下端面は、常に、第１制御板部３１の制御部３１ｂの上面
を弾圧している。
【００６１】
　なお、第２スプリングバネＳＰ２の下端部と環状壁４５よりも内側にある頭部４４の上
面、及び、円筒出力軸４３の下端面と第１制御板部３１の制御部３１ｂの上面は、それぞ
れ摺動可能に当接されている。
【００６２】
　これによって、円筒出力軸４３の下端面が制御部３１ｂの肉厚領域Ｚｂの上面に当接し
ているとき、円筒出力軸４３は上方位置に配置される。反対に、円筒出力軸４３の下端面
が制御部３１ｂの肉薄領域Ｚａの上面に当接しているとき、円筒出力軸４３は下方位置に
配置される。
【００６３】
　ここで、円筒出力軸４３が、図１０（ｂ）に示す上方位置にある状態を上側高さ位置と
いう。反対に、円筒出力軸４３が、図１０（ａ）に示す下方位置にある状態を下側高さ位
置という。
【００６４】
　図１２に２点鎖線に示すように、円筒出力軸４３の頭部４４に形成した環状壁４５の外
周には、２つの第２係合片４６が径方向外側に向かって延出形成されている。２つの第２
係合片４６は、中心軸線Ｏ２を挟んで相対向するように形成されている。
【００６５】
　そして、円筒出力軸４３が上側高さ位置にある時、第２係合片４６を含む環状壁４５は
、第１ピニオンＧ１のフロント壁７ａ側に形成した導入凹部９に挿入される位置に配置さ



(12) JP 6443201 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

れる。反対に、円筒出力軸４３が下側高さ位置にある時、第２係合片４６を含む環状壁４
５は、第１ピニオンＧ１のフロント壁７ａ側に形成した導入凹部９から抜け出る位置に配
置される。
【００６６】
　ここで、図４及び図１０に示すように、第１ピニオンＧ１のフロント壁７ａ側に形成し
た導入凹部９は、平断面円形の凹部であって、その内底面の中央部に支軸４２が貫通して
いる。そして、内底面の中央部に貫通した支軸４２に対して回転可能に支持されている。
【００６７】
　また、図１２に示すように、導入凹部９の内周面には、相対向する位置に２つの第３係
合片９ａが径方向内側に向かって延出形成されている。そして、図１２に２点鎖線で示す
ように、第２係合片４６を含む環状壁４５が導入凹部９に挿入された状態で、円筒出力軸
４３が回転すると、第２係合片４６が中心軸線Ｏ２を中心に回転して導入凹部９の第３係
合片９ａと周方向に係合し第１ピニオンＧ１を回転させる。
【００６８】
　反対に、第２係合片４６を含む環状壁４５が導入凹部９から抜け出ている状態で、円筒
出力軸４３が回転しても、第２係合片４６と第３係合片９ａとが係合しないので第１ピニ
オンＧ１が回転しない。
【００６９】
　（駆動用ホイール本体４１）
　図４及び図１０に示すように、円筒出力軸４３は、駆動用ホイール本体４１を貫通し、
同駆動用ホイール本体４１を回転可能に支持しているとともに、回転する駆動用ホイール
本体４１に対して軸方向に移動可能に連結されている。
【００７０】
　駆動用ホイール本体４１は、上側部外周部にフランジ４１ａが形成されていて、そのフ
ランジ４１ａを除く外周面にはウォーム軸８と噛合するギヤ歯が形成されている。従って
、駆動用ホイール本体４１は、ウォーム軸８の正逆回転によって、支軸４２の中心軸線Ｏ
２を回転中心としてケースハウジング７内で正逆回転する。
【００７１】
　そして、本実施形態では、ウォーム軸８（出力軸Ｓ）の回転数に対する駆動用ホイール
本体４１の回転数の減速比Ｒ２は予め設定されている。
　図４及び図１１に示すように、駆動用ホイール本体４１の上面の中心部には、平断面円
形の収容凹部４１ｂが凹設されているとともに、その収容凹部４１ｂを囲むようにその上
面に環状の内環状壁４７が上方に向かって延出形成されている。また、駆動用ホイール本
体４１の上面であってフランジ４１ａの外周部には、環状の外環状壁４８が上方に向かっ
て延出形成されている。
【００７２】
　駆動用ホイール本体４１の上面であって外環状壁４８の内側に沿って、一定幅の環状の
環状案内溝４９が上面に凹設されている。
　図１１に示すように、駆動用ホイール本体４１の上面には、中心軸線Ｏ２を挟んで相対
向するように一対のガイド壁５０が突出形成されている。一対のガイド壁５０の径方向外
側面は、外環状壁４８の内側に沿って形成した環状案内溝４９の径方向内側の側面と面一
に形成されている。一対のガイド壁５０の互いに相対向する面（ガイド面５１）は、平行
に対峙する平面にて形成されている。
【００７３】
　一対のガイド壁５０は、その中間位置でストッパ壁５２を挟んで内環状壁４７と互いに
連結されている。従って、対峙する一対のガイド面５１は、ストッパ壁５２にてそれぞれ
２分されている。
【００７４】
　そして、駆動用ホイール本体４１の上面には、内環状壁４７、一対のガイド壁５０及び
ストッパ壁５２にて囲まれた一対の収容凹部５３がそれぞれ形成される。一対の収容凹部
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５３は、径方向外側（ストッパ壁５２と反対側）、すなわち、外環状壁４８（環状案内溝
４９）側が環状案内溝４９に向けてそれぞれ開放されている。
【００７５】
　（駆動用作動板６０）
　一対の収容凹部５３には、駆動用作動板６０がそれぞれ収容されている。駆動用作動板
６０の径方向内側は、内環状壁４７及びストッパ壁５２と当接するストッパ面６１が形成
されている。また、駆動用作動板６０の両側は、２分された一対のガイド壁５０のガイド
面５１に対して摺接する摺接面６２がそれぞれ形成されている。従って、駆動用作動板６
０は、一対のガイド壁５０のガイド面５１に沿って径方向に移動可能となるとともに駆動
用ホイール本体４１と一体回転する。
【００７６】
　駆動用作動板６０の径方向外側は、駆動用ホイール本体４１の上面の外周縁の曲率より
も大きい曲率の円弧面６３が形成されている。そして、円弧面６３は、ストッパ面６１が
内環状壁４７及びストッパ壁５２の側面と当接する位置にある時、環状案内溝４９よりも
径方向内側に位置するとともに、円弧面６３の両端位置が最も環状案内溝４９から離間し
ている。
【００７７】
　円弧面６３の中央位置には、係合ピン６４が径方向外側に向かって突出形成されている
。係合ピン６４は、ストッパ面６１が内環状壁４７及びストッパ壁５２と当接する位置に
ある時、環状案内溝４９の径方向内側に位置するように形成されている。そして、駆動用
作動板６０が、径方向外側に移動したとき、係合ピン６４は、環状案内溝４９を跨いで外
環状壁４８に当接する。つまり、駆動用作動板６０は、係合ピン６４が外環状壁４８と当
接する位置と環状案内溝４９の径方向内側に配置される位置との間で移動可能に、かつ、
駆動用ホイール本体４１と一体回転可能に収容凹部５３に収容されている。
【００７８】
　駆動用作動板６０であって、係合ピン６４から中心軸線Ｏ２を結ぶ線上に沿ってバネ収
容穴６５が形成されている。そして、バネ収容穴６５には駆動用ホイール本体４１の上面
から突出形成された係止片６６が貫挿されている。係止片６６は、駆動用作動板６０のス
トッパ面６１が内環状壁４７及びストッパ壁５２と当接する時、バネ収容穴６５の径方向
外側の内面に当接するように突出形成されている。
【００７９】
　バネ収容穴６５において、そのバネ収容穴６５の径方向内側の内面と係止片６６との間
には第３スプリングバネＳＰ３が配設されている。第３スプリングバネＳＰ３は、駆動用
作動板６０に対して、常に径方向内側に向かって弾性力を付与するようになっている。従
って、駆動用作動板６０は、第３スプリングバネＳＰ３の弾性力を受けることでストッパ
面６１が内環状壁４７及びストッパ壁５２を弾圧し、係合ピン６４が環状案内溝４９の径
方向内側に位置するようになっている。駆動用ホイール本体４１が回転すると、第３スプ
リングバネＳＰ３にて内環状壁４７及びストッパ壁５２を弾圧している駆動用作動板６０
は中心軸線Ｏ２を中心として旋回する。
【００８０】
　この旋回によって、駆動用作動板６０に遠心力が加わる。駆動用作動板６０は、その遠
心力によって第３スプリングバネＳＰ３の弾性力に抗して径方向外側に移動する力が増大
する。そして、遠心力が増大するにつれて、駆動用作動板６０は、ストッパ面６１が内環
状壁４７及びストッパ壁５２に当接した位置から離間した位置にガイド壁５０の各ガイド
面５１に沿って移動するようになっている。すなわち、遠心力が増大するにつれて、駆動
用作動板６０の係合ピン６４は、環状案内溝４９を跨いで外環状壁４８に当接する方向に
移動するようになっている。
【００８１】
　ここで、図１１（ｂ）に示すように、駆動用作動板６０の係合ピン６４が第３スプリン
グバネＳＰ３にて環状案内溝４９を跨いで外環状壁４８に当接する状態の位置を連結位置
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という。また、図１１（ａ）に示すように、駆動用作動板６０の係合ピン６４が環状案内
溝４９から外れ径方向内側に退避した状態の位置を非連結位置という。
【００８２】
　そして、本実施形態では、モータＭの回転数（出力軸Ｓ、ウォーム軸８）が第１回転数
Ｎ１よりも高速回転の第２回転数Ｎ２以上に回転した時、図１１（ｂ）に示すように、駆
動用作動板６０の係合ピン６４が連結位置の状態になるように設定している。つまり、モ
ータＭの回転数が第２回転数Ｎ２に対して駆動用ホイール本体４１が減速比Ｒ２で回転す
る時に駆動用作動板６０に加わる遠心力（第２遠心力）にて、駆動用作動板６０の係合ピ
ン６４は、第３スプリングバネＳＰ３の弾性力に抗して連結位置に移動する。
【００８３】
　（従動体７０）
　図１０（ａ）（ｂ）に示すように、駆動用ホイール本体４１の中央部に形成した収容凹
部４１ｂには、従動体７０が嵌合されていて、その従動体７０は、収容凹部４１ｂに対し
て中心軸線Ｏ２を回転中心に回転可能に嵌合されている。従動体７０は、軸方向上面に大
径の大径凹部７１が形成され、軸方向下面に小径の小径凹部７２が形成されている。そし
て、大径凹部７１の底面の中央部と小径凹部７２の底面の中央部には、両底面を貫通する
貫通孔７３が形成されている。
【００８４】
　貫通孔７３は、支軸４２に対して回転可能にかつ軸方向に移動可能な円筒出力軸４３が
貫通されている。貫通孔７３は、円筒出力軸４３に対して回転不能に連結されている。ま
た、貫通孔７３は、円筒出力軸４３を軸方向に移動可能に支持している。
【００８５】
　つまり、円筒出力軸４３は、従動体７０と一体回転するとともに、従動体７０に対して
軸方向に移動可能となるように連結される。
　そして、図１０（ａ）に示すように、円筒出力軸４３が下側高さ位置にある時、同円筒
出力軸４３の頭部４４の下面が従動体７０の上面に形成した大径凹部７１の底面に当接す
る。反対に、図１０（ｂ）に示すように、円筒出力軸４３が上側高さ位置にある時、同円
筒出力軸４３の頭部４４の下面が従動体７０の上面に形成した大径凹部７１の底面から離
間する。
【００８６】
　従動体７０の外周面には、フランジ７４が形成されている。フランジ７４の外周部には
、２つの第４係合片７５が下方に向かって延出形成されている。２つの第４係合片７５は
、中心軸線Ｏ２を挟んで相対向するように形成されている。また、２つの第４係合片７５
の先端部は、駆動用ホイール本体４１の外環状壁４８の内側に沿って形成した環状案内溝
４９に介在するように、フランジ７４の外周部から延出形成されている。
【００８７】
　従って、図１１（ｂ）に示すように、駆動用作動板６０の係合ピン６４が連結位置に配
置されているとき、係合ピン６４は、フランジ７４の第４係合片７５と係合する。その結
果、従動体７０は、駆動用ホイール本体４１の回転力が伝達されて駆動用ホイール本体４
１の回転とともに回転して、円筒出力軸４３を回転させる。このとき、円筒出力軸４３が
上側高さ位置にある時、すなわち、円筒出力軸４３の環状壁４５が第１ピニオンＧ１の導
入凹部９に挿入されている時、第２係合片４６と第３係合片９ａが係合して第１ピニオン
Ｇ１は回転する。
【００８８】
　また、図１１（ａ）に示すように、駆動用作動板６０の係合ピン６４が非連結位置に配
置されているとき、係合ピン６４は、フランジ７４の第４係合片７５との係合が外れる。
その結果、従動体７０は、駆動用ホイール本体４１の回転力が伝達されず回転停止の状態
となり、円筒出力軸４３を回転停止の状態にさせる。
【００８９】
　（第２ピニオン駆動機構Ｂ）
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　次に、ルーフガラス３を駆動する第２ピニオン駆動機構Ｂについて説明する。なお、第
１ピニオン駆動機構Ａと第２ピニオン駆動機構Ｂは、互いに同一構成である。また、第１
ピニオン駆動機構Ａと第２ピニオン駆動機構Ｂは、切替制御機構Ｃを挟んで対称位置に設
けられている。そのため、説明の便宜上、第２ピニオン駆動機構Ｂついて、第１ピニオン
駆動機構Ａの構成部材と同じ名称と符号を付して簡単に説明する。
【００９０】
　第２ピニオン駆動機構Ｂの円筒出力軸４３は、その下端面が第２制御板部３２の制御部
３２ｂの上面（制御面）に当接する。そして、円筒出力軸４３の下端面が第２制御板部３
２の制御部３２ｂの肉厚領域Ｚｂの上面に当接しているとき、円筒出力軸４３は上側高さ
位置に配置される。反対に、円筒出力軸４３の下端面が第２制御板部３２の制御部３２ｂ
の肉薄領域Ｚａの上面に当接しているとき、円筒出力軸４３は下側高さ位置に配置される
。
【００９１】
　そして、第２ピニオン駆動機構Ｂの円筒出力軸４３が上側高さ位置にある状態で、同円
筒出力軸４３が回転すると、第２ピニオンＧ２は回転する。反対に、第２ピニオン駆動機
構Ｂの円筒出力軸４３が下側高さ位置にある状態で、同円筒出力軸４３が回転しても、第
２ピニオンＧ２は回転しない。
【００９２】
　つまり、切替制御機構Ｃによって制御板３０が中央位置に配置されている状態では、第
１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの両円筒出力軸４３は、上側高さ位置に配置される。
従って、この状態で第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの両円筒出力軸４３が回転する
と、第１及び第２ピニオンＧ１，Ｇ２は共に同方向に回転することになる。つまり、ルー
フガラス３及びサンシェード４を開閉動作させることができる。
【００９３】
　また、切替制御機構Ｃによって制御板３０が左回動位置に配置されている状態では、第
１ピニオン駆動機構Ａの円筒出力軸４３は上側高さ位置に配置され、第２ピニオン駆動機
構Ｂの円筒出力軸４３は下側高さ位置に配置される。従って、この状態で第１及び第２ピ
ニオン駆動機構Ａ，Ｂの両円筒出力軸４３が共に回転しても、第１ピニオンＧ１のみ回転
し、第２ピニオンＧ２は回転しないことになる。つまり、サンシェード４のみ開閉動作さ
せることができる。
【００９４】
　さらに、切替制御機構Ｃによって制御板３０が右回動位置に配置されている状態では、
第１ピニオン駆動機構Ａの円筒出力軸４３は下側高さ位置に配置され、第２ピニオン駆動
機構Ｂの円筒出力軸４３は上側高さ位置に配置される。従って、この状態で第１及び第２
ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの両円筒出力軸４３が共に回転しても、第２ピニオンＧ２のみ回
転し、第１ピニオンＧ１は回転しないことになる。つまり、ルーフガラス３のみ開閉動作
させることができる。
【００９５】
　（ＥＣＵ８０）
　図２に示すように、減速・クラッチ部６のケースハウジング７内には、電子制御装置（
ＥＣＵ）８０が設けられている。
【００９６】
　ＥＣＵ８０は、モータＭの回転制御する制御回路であって、マイクロコンピュータより
構成されている。ＥＣＵ８０は、運転席に設けたサンシェード開閉用の第１操作スイッチ
ＳＷ１、ルーフガラス開閉用の第２操作スイッチＳＷ２、及び、ルーフガラス・サンシェ
ード開閉用の第３操作スイッチＳＷ３からの操作信号を入力する。
【００９７】
　ＥＣＵ８０は、第１操作スイッチＳＷ１からの開・閉操作信号又は停止操作信号を入力
すると、サンシェード４を開閉動作又は開閉停止させるためにモータＭを回転制御する。
また、ＥＣＵ８０は、第２操作スイッチＳＷ２からの開・閉操作信号又は停止操作信号を
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入力すると、ルーフガラス３を開閉動作又は停止動作させるためにモータＭを回転制御す
る。さらに、ＥＣＵ８０は、第３操作スイッチＳＷ３からの開・閉操作信号又は停止操作
信号を入力すると、ルーフガラス３及びサンシェード４を同時に開閉動作又は停止動作さ
せるためにモータＭを回転制御する。
【００９８】
　第１操作スイッチＳＷ１からの開操作信号が出力されると、ＥＣＵ８０は、サンシェー
ド４を開ける操作と判断して、まず、モータＭを逆回転させる。制御板３０が中央位置か
ら左回動位置に向かって回動し、第２制御板部３２の肉薄領域Ｚａの上面と第２ピニオン
駆動機構Ｂの円筒出力軸４３の下端面とが摺接するまで、ＥＣＵ８０は、モータＭの回転
数が第１回転数Ｎ１未満で回転制御する。つまり、ＥＣＵ８０は、制御板３０が左回動位
置になるまで第１回転数Ｎ１未満でモータＭを逆回転制御する。
【００９９】
　そして、ＥＣＵ８０は、制御板３０が左回動位置になるとモータＭを一旦停止した後、
回転方向を正回転方向にする。この時、ＥＣＵ８０は、第２制御板部３２の肉薄領域Ｚａ
の上面と第２ピニオン駆動機構Ｂの円筒出力軸４３の下端面との摺接が外れる前に正回転
方向に第１回転数Ｎ１以上になるように回転数を上げ、その後は第２回転数Ｎ２以上にな
るように回転制御する。
【０１００】
　反対に、第１操作スイッチＳＷ１からの閉操作信号が出力されると、ＥＣＵ８０は、サ
ンシェード４を閉める操作と判断して、モータＭを逆回転させる。
　つまり、ＥＣＵ８０は、モータＭの回転数を第１回転数Ｎ１未満で逆回転させて制御板
３０を中央位置から左回動位置に向かって回動させる。制御板３０が左回動位置になり、
第２制御板部３２の肉薄領域Ｚａの上面と第２ピニオン駆動機構Ｂの円筒出力軸４３の下
端面とが摺接した時、ＥＣＵ８０は、モータＭの回転数を第１回転数Ｎ１以上に上げ、そ
の後は第２回転数Ｎ２以上になるように回転制御する。
【０１０１】
　また、第１操作スイッチＳＷ１からの停止操作信号が出力されると、ＥＣＵ８０は、サ
ンシェード４の開閉動作を停止させる操作と判断して、モータＭを回転停止させる。
　この時、ＥＣＵ８０は、モータＭを一旦停止させた後、制御板３０が左回動位置から中
央位置に回動復帰するようにモータＭを第１回転数Ｎ１未満で正回転させ、制御板３０が
中央位置に復帰した時に停止させる。つまり、第１操作スイッチＳＷ１から開操作信号か
ら停止操作信号が出力された時には、ＥＣＵ８０は、モータＭを正回転方向に第１回転数
Ｎ１未満で回転させ、制御板３０が左回動位置から中央位置に復帰した時に停止させる。
同様に、第１操作スイッチＳＷ１から閉操作信号から停止操作信号が出力された時には、
ＥＣＵ８０は、モータＭを正回転方向に第１回転数Ｎ１未満で回転させ、制御板３０が左
回動位置から中央位置に復帰した時に停止させる。
【０１０２】
　第２操作スイッチＳＷ２からの開操作信号が出力されると、ＥＣＵ８０は、ルーフガラ
ス３を開ける操作と判断して、モータＭを正回転させる。
　つまり、ＥＣＵ８０は、モータＭの回転数を第１回転数Ｎ１未満で正回転させて制御板
３０を中央位置から右回動位置に向かって回動させる。制御板３０が右回動位置になり、
第１制御板部３１の肉薄領域Ｚａの上面と第１ピニオン駆動機構Ａの円筒出力軸４３の下
端面とが摺接した時、ＥＣＵ８０は、モータＭの回転数を第１回転数Ｎ１以上に上げ、そ
の後は第２回転数Ｎ２以上になるように回転制御する。
【０１０３】
　第２操作スイッチＳＷ２の閉操作信号が出力されると、ＥＣＵ８０は、ルーフガラス３
を閉める操作と判断して、まず、モータＭを正回転させる。制御板３０が右回動位置にな
り、第１制御板部３１の肉薄領域Ｚａの上面と第１ピニオン駆動機構Ａの円筒出力軸４３
の下端面とが摺接した時、ＥＣＵ８０は、モータＭを一旦停止した後、回転方向を逆回転
方向にする。この時、ＥＣＵ８０は、第１制御板部３１の肉薄領域Ｚａの上面と第１ピニ
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オン駆動機構Ａの円筒出力軸４３の下端面との摺接が外れる前に逆回転方向に第１回転数
Ｎ１以上になるように回転数を上げ、その後は第２回転数Ｎ２以上になるように回転制御
する。
【０１０４】
　また、第２操作スイッチＳＷ２からの停止操作信号が出力されると、ＥＣＵ８０は、ル
ーフガラス３の開閉動作を停止させる操作と判断して、モータＭを回転停止させる。
　この時、ＥＣＵ８０は、モータＭを一旦停止させた後、制御板３０が右回動位置から中
央位置に復帰するようにモータＭを第１回転数Ｎ１未満で逆回転させ、制御板３０が中央
位置に復帰した時に停止させる。つまり、第２操作スイッチＳＷ２から開操作信号から停
止操作信号が出力された時には、ＥＣＵ８０は、モータＭを逆回転方向に第１回転数Ｎ１
未満で回転させ、制御板３０が右回動位置から中央位置に復帰した時に停止させる。同様
に、第２操作スイッチＳＷ２から閉操作信号から停止操作信号が出力された時には、ＥＣ
Ｕ８０は、モータＭを逆回転方向に第１回転数Ｎ１未満で回転させ、制御板３０が右回動
位置から中央位置に復帰した時に停止させる。
【０１０５】
　第３操作スイッチＳＷ３からの開操作信号が出力されると、ＥＣＵ８０は、ルーフガラ
ス３及びサンシェード４を同時に開ける操作と判断して、モータＭを正回転させる。しか
も、ＥＣＵ８０は、制御板３０が中央位置から右回動位置に向かって回動し、第１制御板
部３１の肉厚領域Ｚｂの上面と第１ピニオン駆動機構Ａの円筒出力軸４３の下端面との摺
接が外れる前までに、モータＭの回転数が第１回転数Ｎ１に達するように回転制御する。
【０１０６】
　そして、ＥＣＵ８０は、モータＭの回転数が正回転方向に第１回転数Ｎ１に到達した後
は、モータＭの回転数が正回転方向に第２回転数Ｎ２以上になるように回転制御する。
　反対に、第３操作スイッチＳＷ３からの閉操作信号が出力されると、ＥＣＵ８０は、ル
ーフガラス３及びサンシェード４を同時に閉める操作と判断して、モータＭを逆回転させ
る。しかも、ＥＣＵ８０は、制御板３０が中央位置から左回動位置に向かって回動し、第
２制御板部３２の肉厚領域Ｚｂの上面と第２ピニオン駆動機構Ｂの円筒出力軸４３の下端
面との摺接が外れる前までに、モータＭの回転数が第１回転数Ｎ１に達するように回転制
御する。
【０１０７】
　そして、ＥＣＵ８０は、モータＭの回転数が逆回転方向に第１回転数Ｎ１に到達した後
は、モータＭの回転数が逆回転方向に第２回転数Ｎ２以上になるように回転制御する。
　また、第３操作スイッチＳＷ３からの停止操作信号が出力されると、ＥＣＵ８０は、ル
ーフガラス３及びサンシェード４の開閉動作を停止させる操作と判断して、モータＭを回
転停止させる。
【０１０８】
　この時、ＥＣＵ８０は、モータＭを一旦停止させた後、制御板３０が中央位置に復帰す
るようにモータＭを第１回転数Ｎ１未満で回転させ、制御板３０が中央位置に復帰した時
停止させる。つまり、第３操作スイッチＳＷ３から開操作信号から停止操作信号が出力さ
れた時には、ＥＣＵ８０は、モータＭを逆回転方向に第１回転数Ｎ１未満で回転させ、制
御板３０が中央位置に復帰した時停止させる。反対に、第３操作スイッチＳＷ３から閉操
作信号から停止操作信号が出力された時には、ＥＣＵ８０は、モータＭを正回転方向に第
１回転数Ｎ１未満で回転させ、制御板３０が中央位置に復帰した時停止させる。
【０１０９】
　次に、本実施形態の作用について説明する。
　いま、ルーフガラス３及びサンシェード４が全閉状態にありモータＭが停止している。
この停止状態において、切替制御機構Ｃの切替用作動板２０の係合ピン２５が係合位置に
配置され切替用出力軸１３の第１係合片１３ａと係合する係合状態にある。また、第１及
び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの駆動用作動板６０の係合ピン６４が非連結位置に配置さ
れ従動体７０の第４係合片７５との係合が外れた非係合状態にある。
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【０１１０】
　さらに、この状態では、制御板３０は、中央位置に配置され、第１及び第２ピニオン駆
動機構Ａ，Ｂの両円筒出力軸４３は、上側高さ位置に配置されている。その結果、各円筒
出力軸４３の第２係合片４６は、第１及び第２ピニオンＧ１，Ｇ２の導入凹部９に形成し
た第３係合片９ａと係合する係合状態にある。
【０１１１】
　（サンシェード４の開動作）
　そして、サンシェード４を開状態にすべく第１操作スイッチＳＷ１を開操作すると、Ｅ
ＣＵ８０は第１操作スイッチＳＷ１から開操作信号を入力する。ＥＣＵ８０は、サンシェ
ード４を開ける操作と判断し、第１ピニオンＧ１のみ正回転させるためにモータＭの回転
制御を行う。
【０１１２】
　まず、ＥＣＵ８０は、モータＭの回転数が第１回転数Ｎ１未満で逆回転するようにモー
タＭを回転制御する。第１回転数Ｎ１未満でのモータＭの逆回転によって、制御板３０は
、中央位置から左回動位置に向かって回動する。
【０１１３】
　この時、モータＭの回転数が第１回転数Ｎ１未満であって、切替制御機構Ｃの切替用作
動板２０の係合ピン２５が係合位置に配置されて切替用出力軸１３の第１係合片１３ａと
係合状態にある。また、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの両駆動用ホイール本体４
１は逆回転するけれど、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの駆動用作動板６０の係合
ピン６４が非連結位置のままなので円筒出力軸４３は回転しない。
【０１１４】
　制御板３０が左回動位置に向かって回動して、第２制御板部３２の肉薄領域Ｚａの上面
と第２ピニオン駆動機構Ｂの円筒出力軸４３の下端面とが摺接した時に、ＥＣＵ８０は、
モータＭを正回転させる。このとき、ＥＣＵ８０は、回動する第２制御板部３２の肉薄領
域Ｚａの上面が第２ピニオン駆動機構Ｂの円筒出力軸４３の下端面から外れる前までにモ
ータＭの回転数の第１回転数Ｎ１を上げる。
【０１１５】
　換言すると、第２ピニオン駆動機構Ｂの円筒出力軸４３が下側高さ位置に配置されて、
その円筒出力軸４３の第２係合片４６が第２ピニオンＧ２の第３係合片９ａと非係合状態
になった時、ＥＣＵ８０は、回転数を素早く第１回転数Ｎ１に達するようにモータＭを正
回転制御する。
【０１１６】
　モータＭの回転数が第１回転数Ｎ１に達すると、切替制御機構Ｃの切替用作動板２０の
係合ピン２５が非係合位置に配置されて切替用出力軸１３の第１係合片１３ａと非係合状
態になり、切替用出力軸１３は回転（回動）を停止して、制御板３０が左回動位置で停止
する。
【０１１７】
　ＥＣＵ８０は、モータＭの回転数を第１回転数Ｎ１から第２回転数Ｎ２以上にモータＭ
を正回転制御する。
　回転数が第２回転数Ｎ２になると第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの駆動用作動板
６０の係合ピン６４がそれぞれ連結位置に配置されて円筒出力軸４３の第４係合片７５と
係合する係合状態になり、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの両円筒出力軸４３が正
回転する。
【０１１８】
　このとき、第１ピニオン駆動機構Ａの円筒出力軸４３は上側高さ位置に配置されている
ことから、その回転力を第１ピニオンＧ１に伝達して同第１ピニオンＧ１を正回転駆動さ
せる。そして、第１ピニオンＧ１の正回転によって、サンシェード４は開方向に移動する
。
【０１１９】
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　一方、第２ピニオン駆動機構Ｂの円筒出力軸４３は下側高さ位置に配置されていること
から、その回転力は第２ピニオンＧ２に伝達されず、同第２ピニオンＧ２は停止したまま
である。
【０１２０】
　そして、希望の開放位置までサンシェード４が移動したとき、第１操作スイッチＳＷ１
を停止操作する。すると、ＥＣＵ８０は、モータＭを停止させてサンシェード４を希望の
位置で停止させる。このとき、ＥＣＵ８０は、モータＭを一旦停止させた後、モータＭを
正回転方向に第１回転数Ｎ１未満で回転させ、制御板３０を左回動位置から中央位置に復
帰させた後停止させる。
【０１２１】
　これによって、外光を車内に導入することができる。
　（ルーフガラス３の開動作）
　サンシェード４が開放された状態から、ルーフガラス３を開状態にすべく第２操作スイ
ッチＳＷ２を開操作すると、ＥＣＵ８０は第２操作スイッチＳＷ２から開操作信号を入力
する。ＥＣＵ８０は、ルーフガラス３を開ける操作と判断し、第２ピニオンＧ２のみ正回
転させるためにモータＭの回転制御を行う。
【０１２２】
　まず、ＥＣＵ８０は、モータＭの回転数が第１回転数Ｎ１未満で正回転するようにモー
タＭを回転制御する。第１回転数Ｎ１未満でのモータＭの正回転によって、制御板３０は
、中央位置から右回動位置に向かって回動する。
【０１２３】
　この時、モータＭの回転数が第１回転数Ｎ１未満であって、切替制御機構Ｃの切替用作
動板２０の係合ピン２５が係合位置に配置されて切替用出力軸１３の第１係合片１３ａと
係合状態にある。また、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの両駆動用ホイール本体４
１は正回転するけれど、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの駆動用作動板６０の係合
ピン６４が非連結位置のままなので円筒出力軸４３は回転しない。
【０１２４】
　制御板３０が右回動位置に向かって回動して、第１制御板部３１の肉薄領域Ｚａの上面
と第１ピニオン駆動機構Ａの円筒出力軸４３の下端面とが摺接した時に、ＥＣＵ８０は、
モータＭの回転数が第１回転数Ｎ１に達するようにモータＭを回転制御する。
【０１２５】
　換言すると、第１ピニオン駆動機構Ａの円筒出力軸４３が下側高さ位置に配置されて、
その円筒出力軸４３の第２係合片４６が第１ピニオンＧ１の第３係合片９ａと非係合状態
になった時、ＥＣＵ８０は、第１回転数Ｎ１に達するようにモータＭを正回転制御する。
【０１２６】
　モータＭの回転数が第１回転数Ｎ１に達すると、切替制御機構Ｃの切替用作動板２０の
係合ピン２５が非係合位置に配置されて切替用出力軸１３の第１係合片１３ａと非係合状
態になり、切替用出力軸１３は回転（回動）を停止して、制御板３０が右回動位置で停止
する。
【０１２７】
　続いて、ＥＣＵ８０は、モータＭの回転数を第１回転数Ｎ１から第２回転数Ｎ２以上に
モータＭを正回転制御する。
　回転数が第２回転数Ｎ２になると第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの駆動用作動板
６０の係合ピン６４がそれぞれ連結位置に配置されて従動体７０の第４係合片７５と係合
する係合状態になり、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの両円筒出力軸４３が正回転
する。
【０１２８】
　このとき、第２ピニオン駆動機構Ｂの円筒出力軸４３は上側高さ位置に配置されている
ことから、その回転力を第２ピニオンＧ２に伝達して同第２ピニオンＧ２を正回転駆動さ
せる。そして、第２ピニオンＧ２の正回転によって、ルーフガラス３は開方向に移動する
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。
【０１２９】
　一方、第１ピニオン駆動機構Ａの円筒出力軸４３は下側高さ位置に配置されていること
から、その回転力は第１ピニオンＧ１に伝達されず、同第１ピニオンＧ１は停止したまま
である。
【０１３０】
　そして、希望の開放位置までルーフガラス３が移動したとき、第２操作スイッチＳＷ２
を停止操作する。すると、ＥＣＵ８０は、モータＭを停止させてルーフガラス３を希望の
位置で停止させる。このとき、ＥＣＵ８０は、モータＭを一旦停止させた後、モータＭを
逆回転方向に第１回転数Ｎ１未満で回転させ、制御板３０を右回動位置から中央位置に復
帰させた後停止させる。
【０１３１】
　これによって、外光と外気を車内に導入することができる。
　（ルーフガラス３の閉動作）
　続いて、上記状態からルーフガラス３を閉状態にすべく第２操作スイッチＳＷ２を閉操
作すると、ＥＣＵ８０は第２操作スイッチＳＷ２から閉操作信号を入力する。ＥＣＵ８０
は、ルーフガラス３を閉める操作と判断し、第２ピニオンＧ２のみ逆回転させるためにモ
ータＭの回転制御を行う。
【０１３２】
　まず、ＥＣＵ８０は、モータＭの回転数が第１回転数Ｎ１未満で正回転するようにモー
タＭを回転制御する。第１回転数Ｎ１未満でのモータＭの正回転によって、制御板３０は
、中央位置から右回動位置に向かって回動する。
【０１３３】
　この時、モータＭの回転数が第１回転数Ｎ１未満であって、切替制御機構Ｃの切替用作
動板２０の係合ピン２５が係合位置に配置されて切替用出力軸１３の第１係合片１３ａと
係合状態にある。また、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの両駆動用ホイール本体４
１は正回転するけれど、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの駆動用作動板６０の係合
ピン６４が非連結位置のままなので円筒出力軸４３は回転しない。
【０１３４】
　制御板３０が右回動位置に向かって回動して、第１制御板部３１の肉薄領域Ｚａの上面
と第１ピニオン駆動機構Ａの円筒出力軸４３の下端面とが摺接した時に、ＥＣＵ８０は、
モータＭを逆回転させる。このとき、ＥＣＵ８０は、回動する第１制御板部３１の肉薄領
域Ｚａの上面が第１ピニオン駆動機構Ａの円筒出力軸４３の下端面から外れる前までにモ
ータＭの回転数の第１回転数Ｎ１を上げる。
【０１３５】
　換言すると、第１ピニオン駆動機構Ａの円筒出力軸４３が下側高さ位置に配置されて、
その円筒出力軸４３の第２係合片４６が第１ピニオンＧ１の第３係合片９ａと非係合状態
になった時、ＥＣＵ８０は、回転数を素早く第１回転数Ｎ１に達するようにモータＭを逆
回転制御する。
【０１３６】
　モータＭの回転数が第１回転数Ｎ１に達すると、切替制御機構Ｃの切替用作動板２０の
係合ピン２５が非係合位置に配置されて切替用出力軸１３の第１係合片１３ａと非係合状
態になり、切替用出力軸１３は回転（回動）を停止して、制御板３０が右回動位置で停止
する。
【０１３７】
　ＥＣＵ８０は、モータＭの回転数を第１回転数Ｎ１から第２回転数Ｎ２以上にモータＭ
を逆回転制御する。
　回転数が第２回転数Ｎ２になると第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの駆動用作動板
６０の係合ピン６４がそれぞれ連結位置に配置されて円筒出力軸４３の第４係合片７５と
係合する係合状態になり、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの両円筒出力軸４３が逆



(21) JP 6443201 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

回転する。
【０１３８】
　このとき、第２ピニオン駆動機構Ｂの円筒出力軸４３は上側高さ位置に配置されている
ことから、その回転力を第２ピニオンＧ２に伝達して同第２ピニオンＧ２を逆回転駆動さ
せる。そして、第２ピニオンＧ２の逆回転によって、ルーフガラス３は閉方向に移動する
。
【０１３９】
　一方、第１ピニオン駆動機構Ａの円筒出力軸４３は下側高さ位置に配置されていること
から、その回転力は第１ピニオンＧ１に伝達されず、同第１ピニオンＧ１は停止したまま
である。
【０１４０】
　そして、例えば全閉位置までルーフガラス３が移動したとき、第２操作スイッチＳＷ２
を停止操作する。すると、ＥＣＵ８０は、モータＭを停止させてルーフガラス３を全閉位
置で停止させる。このとき、ＥＣＵ８０は、モータＭを一旦停止させた後、モータＭを逆
回転方向に第１回転数Ｎ１未満で回転させ、制御板３０を右回動位置から中央位置に復帰
させた後停止させる。
【０１４１】
　これによって、外気が遮断されて外光のみが車内に導入される状態になる。
　（サンシェード４の閉動作）
　続いて、上記状態からサンシェード４を閉状態にすべく第１操作スイッチＳＷ１を閉操
作すると、ＥＣＵ８０は第１操作スイッチＳＷ１から閉操作信号を入力する。ＥＣＵ８０
は、サンシェード４を閉める操作と判断し、第１ピニオンＧ１のみ逆回転させるためにモ
ータＭの回転制御を行う。
【０１４２】
　まず、ＥＣＵ８０は、モータＭの回転数が第１回転数Ｎ１未満で逆回転するようにモー
タＭを回転制御する。第１回転数Ｎ１未満でのモータＭの逆回転によって、制御板３０は
、中央位置から左回動位置に向かって回動する。
【０１４３】
　この時、モータＭの回転数が第１回転数Ｎ１未満であって、切替制御機構Ｃの切替用作
動板２０の係合ピン２５が係合位置に配置されて切替用出力軸１３の第１係合片１３ａと
係合状態にある。また、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの両駆動用ホイール本体４
１は逆回転するけれど、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの駆動用作動板６０の係合
ピン６４が非連結位置のままなので円筒出力軸４３は回転しない。
【０１４４】
　制御板３０が左回動位置に向かって回動して、第２制御板部３２の肉薄領域Ｚａの上面
と第２ピニオン駆動機構Ｂの円筒出力軸４３の下端面とが摺接した時に、ＥＣＵ８０は、
モータＭの回転数が第１回転数Ｎ１に達するようにモータＭを回転制御する。
【０１４５】
　換言すると、第２ピニオン駆動機構Ｂの円筒出力軸４３が下側高さ位置に配置されて、
その円筒出力軸４３の第２係合片４６が第２ピニオンＧ２の第３係合片９ａと非係合状態
になった時、ＥＣＵ８０は、第１回転数Ｎ１に達するようにモータＭを逆回転制御する。
【０１４６】
　モータＭの回転数が第１回転数Ｎ１に達すると、切替制御機構Ｃの切替用作動板２０の
係合ピン２５が非係合位置に配置されて切替用出力軸１３の第１係合片１３ａと非係合状
態になり、切替用出力軸１３は回転（回動）を停止して、制御板３０が左回動位置で停止
する。
【０１４７】
　続いて、ＥＣＵ８０は、モータＭの回転数を第１回転数Ｎ１から第２回転数Ｎ２以上に
モータＭを逆回転制御する。
　回転数が第２回転数Ｎ２になると第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの駆動用作動板
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６０の係合ピン６４がそれぞれ連結位置に配置されて従動体７０の第４係合片７５と係合
する係合状態になり、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの両円筒出力軸４３が逆回転
する。
【０１４８】
　このとき、第１ピニオン駆動機構Ａの円筒出力軸４３は上側高さ位置に配置されている
ことから、その回転力を第１ピニオンＧ１に伝達して同第１ピニオンＧ１を逆回転駆動さ
せる。そして、第１ピニオンＧ１の逆回転によって、サンシェード４は閉方向に移動する
。
【０１４９】
　一方、第２ピニオン駆動機構Ｂの円筒出力軸４３は下側高さ位置に配置されていること
から、その回転力は第２ピニオンＧ２に伝達されず、同第２ピニオンＧ２は停止したまま
である。
【０１５０】
　そして、例えば全閉位置までサンシェード４が移動したとき、第１操作スイッチＳＷ１
を停止操作する。すると、ＥＣＵ８０は、モータＭを停止させてサンシェード４を全閉位
置で停止させる。このとき、ＥＣＵ８０は、モータＭを一旦停止させた後、モータＭを正
回転方向に第１回転数Ｎ１未満で回転させ、制御板３０を左回動位置から中央位置に復帰
させた後停止させる。
【０１５１】
　これによって、車内への外光及び外気の導入を遮断することができる。
　（ルーフガラス３及びサンシェード４の開動作）
　ルーフガラス３及びサンシェード４を同時に開状態にすべく第３操作スイッチＳＷ３を
開操作すると、ＥＣＵ８０は第３操作スイッチＳＷ３から開操作信号を入力する。ＥＣＵ
８０は、ルーフガラス３及びサンシェード４を同時に開ける操作と判断し、第１及び第２
ピニオンＧ１，Ｇ２を正回転させるためにモータＭの回転制御を行う。
【０１５２】
　まず、ＥＣＵ８０は、中央位置にある制御板３０が、制御部３１ｂの肉厚領域Ｚｂから
第１ピニオン駆動機構Ａの円筒出力軸４３の下端面が外れる前までにモータＭの回転数が
第１回転数Ｎ１以上で正回転するようにモータＭを正回転制御する。従って、制御板３０
は、中央位置から僅かに偏倚しただけで制御板３０は回動停止する。
【０１５３】
　その結果、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの両円筒出力軸４３が上側高さ位置に
配置され、各円筒出力軸４３の第２係合片４６が第１及び第２ピニオンＧ１，Ｇ２の第３
係合片９ａと係合状態となる。
【０１５４】
　この状態から、ＥＣＵ８０は、モータＭの回転数を第１回転数Ｎ１から第２回転数Ｎ２
以上にモータＭを正回転制御する。回転数が第２回転数Ｎ２になると第１及び第２ピニオ
ン駆動機構Ａ，Ｂの駆動用作動板６０の係合ピン６４がそれぞれ連結位置に配置されて従
動体７０の第４係合片７５と係合する係合状態になり、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ
，Ｂの両円筒出力軸４３が正回転する。
【０１５５】
　このとき、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの両円筒出力軸４３は共に上側高さ位
置に配置されていることから、その回転力は、第１及び第２ピニオンＧ１，Ｇ２を正回転
駆動させる。そして、第１及び第２ピニオンＧ１，Ｇ２の正回転によって、ルーフガラス
３及びサンシェード４は開方向に移動する。
【０１５６】
　そして、希望の開放位置までルーフガラス３及びサンシェード４が移動したとき、第３
操作スイッチＳＷ３を停止操作する。すると、ＥＣＵ８０は、モータＭを停止させてルー
フガラス３及びサンシェード４を全閉位置で停止させる。このとき、ＥＣＵ８０は、モー
タＭを一旦停止させた後、モータＭを逆回転方向に第１回転数Ｎ１未満で回転させ、制御



(23) JP 6443201 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

板３０を偏倚した位置から中央位置に復帰させた後停止させる。
【０１５７】
　これによって、外光と外気を車内に同時に導入することができる。
　（ルーフガラス３及びサンシェード４の閉動作）
　ルーフガラス３及びサンシェード４を同時に閉状態にすべく第３操作スイッチＳＷ３を
閉操作すると、ＥＣＵ８０は第３操作スイッチＳＷ３から閉操作信号を入力する。ＥＣＵ
８０は、ルーフガラス３及びサンシェード４を同時に閉める操作と判断し、第１及び第２
ピニオンＧ１，Ｇ２を逆回転させるためにモータＭの回転制御を行う。
【０１５８】
　まず、ＥＣＵ８０は、中央位置にある制御板３０が、制御部３１ｂの肉厚領域Ｚｂから
第２ピニオン駆動機構Ｂの円筒出力軸４３の下端面が外れる前までにモータＭの回転数が
第１回転数Ｎ１以上で逆回転するようにモータＭを逆回転制御する。従って、制御板３０
は、中央位置から僅かに偏倚しただけで制御板３０は回動停止する。
【０１５９】
　その結果、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの両円筒出力軸４３が上側高さ位置に
配置され、各円筒出力軸４３の第２係合片４６が第１及び第２ピニオンＧ１，Ｇ２の第３
係合片９ａと係合状態となる。
【０１６０】
　この状態から、ＥＣＵ８０は、モータＭの回転数を第１回転数Ｎ１から第２回転数Ｎ２
以上にモータＭを逆回転制御する。回転数が第２回転数Ｎ２になると第１及び第２ピニオ
ン駆動機構Ａ，Ｂの駆動用作動板６０の係合ピン６４がそれぞれ連結位置に配置されて従
動体７０の第４係合片７５と係合する係合状態になり、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ
，Ｂの両円筒出力軸４３が逆回転する。
【０１６１】
　このとき、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの両円筒出力軸４３は共に上側高さ位
置に配置されていることから、その回転力は、第１及び第２ピニオンＧ１，Ｇ２を逆回転
駆動させる。そして、第１及び第２ピニオンＧ１，Ｇ２の逆回転によって、ルーフガラス
３及びサンシェード４は閉方向に移動する。
【０１６２】
　そして、例えば全閉位置までルーフガラス３及びサンシェード４が移動したとき、第３
操作スイッチＳＷ３を停止操作する。すると、ＥＣＵ８０は、モータＭを停止させてルー
フガラス３及びサンシェード４を全閉位置で停止させる。このとき、ＥＣＵ８０は、モー
タＭを一旦停止させた後、モータＭを正回転方向に第１回転数Ｎ１未満で回転させ、制御
板３０を偏倚した位置から中央位置に復帰させた後停止させる。
【０１６３】
　これによって、車内への外光及び外気の導入を同時に遮断することができる。
　次に、上記実施形態の効果を以下に記載する。
　（１）上記実施形態によれば、１つのモータＭの回転数を制御するだけで、第１及び第
２ピニオンＧ１，Ｇ２の両方、又は、いずれか一方にモータＭの回転力を伝達できるよう
にした。つまり、１つのモータＭにて、ルーフガラス３及びサンシェード４の両方、又は
、いずれか一方を開閉動作させるようにした。
【０１６４】
　従って、安価で小型・軽量な車両用サンルーフ装置を実現することができる。
　（２）上記実施形態では、切替用出力軸１３に固着した制御板３０の回動位置を制御し
て、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの円筒出力軸４３をそれぞれ上側高さ位置又は
下側高さ位置にする。そして、第１及び第２ピニオン駆動機構Ａ，Ｂの円筒出力軸４３を
それぞれ上側高さ位置又は下側高さ位置を制御することによって、第１及び第２ピニオン
Ｇ１，Ｇ２の両方、又は、いずれか一方にモータＭの回転力を伝達できるようにした。
【０１６５】
　従って、簡単な構成で、第１及び第２ピニオンＧ１，Ｇ２の駆動を切り替えることがで
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きる。
　（３）上記実施形態では、第１ピニオン駆動機構Ａと第２ピニオン駆動機構Ｂは互いに
同一の構成である。従って、部品が共通化でき組立も容易になる。
【０１６６】
　上記実施の形態は、以下のように変更してもよい。
　○上記実施形態の第１スプリングバネＳＰ１及び第３スプリングバネＳＰ３に、その伸
縮する方向の直交方向の変位を規制する補助部材を設けてもよい。
【０１６７】
　例えば、図１３～図１５に示すように、第１スプリングバネＳＰ１に、補助部材として
の第１及び第２カバー８１，８２を設けてもよい。詳しくは、まず第１カバー８１は、有
底四角筒状に形成され、その底部には円柱状の支持柱８１ａ（図１５参照）が形成されて
いる。又、第１カバー８１の対向する一対の側壁における開口側の外側面には、外側に突
出する爪部８１ｂが形成されている。又、第２カバー８２は、有底四角筒状に形成され、
その底部には円柱状の支持柱８２ａ（図１５参照）が形成されている。第２カバー８２は
、その筒部が第１カバー８１の筒部を内嵌可能な大きさに形成され、対向する一対の側壁
の前記爪部８１ｂと対応した位置には、長孔８２ｂが形成されている。そして、第１カバ
ー８１は、第２カバー８２に内嵌されつつ、爪部８１ｂが長孔８２ｂ内に収容されること
で、長孔８２ｂ内で爪部８１ｂが移動可能な分だけ第２カバー８２に対して出没可能に移
動が許容され且つ第２カバー８２からの抜け止めがなされている。そして、第１スプリン
グバネＳＰ１は、両端部が各支持柱８１ａ，８２ａに外嵌されつつ、第１カバー８１と第
２カバー８２の内部に圧縮された状態で収容されている。
【０１６８】
　又、この例の第２カバー８２の前記長孔８２ｂが形成されていない一対の側壁には、凸
部８２ｃが形成され、前記切替用作動板２０におけるバネ収容穴２６には前記凸部８２ｃ
が嵌る凹部２６ａが形成されている。
【０１６９】
　そして、第１スプリングバネＳＰ１を収容した第１及び第２カバー８１，８２は、凸部
８２ｃが凹部２６ａに嵌められ、第１カバー８１の底部が前記係止片２７と当接するよう
にバネ収容穴２６に収容される。
【０１７０】
　このようにすると、第１及び第２カバー８１，８２によって、第１スプリングバネＳＰ
１の伸縮する方向の直交方向の変位が規制される。これにより、例えば、圧縮コイルばね
である第１スプリングバネＳＰ１の座屈を防止することができる。又、組み付け性を向上
させることができる。詳しくは、例えば、第１スプリングバネＳＰ１がバネ収容穴２６に
直接収容される上記実施形態では、前記ケースハウジング７の前記嵌合凹部７ｃ（図３参
照）の底部と切替用ホイール本体１１のフランジ１１ａとの間隔の設計管理が難しく、大
きな間隔となると第１スプリングバネＳＰ１が座屈してしまう虞があるが、それを防止す
ることができる。又、例えば、上記実施形態では、第１スプリングバネＳＰ１をバネ収容
穴２６に収容させた後に、切替用ホイール本体１１（切替用ウォームホイール１０）をケ
ースハウジング７に組み付けるまでに、第１スプリングバネＳＰ１が座屈しつつバネ収容
穴２６から飛び出す虞があり、組み付け性が悪かったが、この組み付け性を向上させるこ
とができる。さらに、この例の第１及び第２カバー８１，８２は、長孔８２ｂと爪部８１
ｂとによって、組み付けられた状態で分解しないように保持されるため、取り扱いが容易
となり、組み付け性をより向上させることができる。
【０１７１】
　又、上記別例（図１３～図１５参照）の第１及び第２カバー８１，８２は、図１６に示
すように、単純な有底四角筒状の第１及び第２カバー８３，８４としてもよい。この例（
図１６参照）では、組み付けられた状態で分解しないように保持させておくことはできな
いが、構成を単純としながら、第１スプリングバネＳＰ１の伸縮する方向の直交方向の変
位を規制することができる。



(25) JP 6443201 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

【０１７２】
　又、上記別例（図１３～図１５参照）では、圧縮コイルばねである第１スプリングバネ
ＳＰ１を用いたが、図１７～図１９に示すように、前記第１スプリングバネＳＰ１を板ば
ね８５に変更してもよい。尚、この例では、１つの第１スプリングバネＳＰ１を一対の板
ばね８５に変更している。又、第１及び第２カバー８１，８２は、一対の板ばね８５を収
容すべく上記別例（図１３～図１５参照）からサイズを変更しているが、上記別例（図１
３～図１５参照）と同等の機能を有する構成には、同じ記号を付して、その説明を省略す
る。
【０１７３】
　更に、図２０～図２３に示すように、上記別例（図１７～図１９参照）の板ばね８５を
１つ収容すべくサイズを変更した第１及び第２カバー８１，８２とし、その組み付けた部
材を１つの切替用作動板２０につき２つ設けてもよい。即ち、この例では、１つの切替用
作動板２０に２つのバネ収容穴２６が形成されている。２つのバネ収容穴２６は、前記係
合ピン２５と前記中心軸線Ｏ１とを通る直線に対して平行に延びるように且つ対称の位置
に形成されている。又、勿論、前記係止片２７は各バネ収容穴２６に対応した位置にそれ
ぞれ形成されている。そして、１つの板ばね８５を収容した第１及び第２カバー８１，８
２は、上記別例と同様にバネ収容穴２６に収容される。このようにしても、上記別例と同
様の効果を得ることができる。
【０１７４】
　又、上記別例（図１３～図１５参照）では、圧縮コイルばねである第１スプリングバネ
ＳＰ１を用いたが、図２４～図２７に示すように、前記第１スプリングバネＳＰ１を引っ
張りコイルばね８６に変更してもよい。詳しくは、この例では、図２６に示すように、引
っ張りコイルばね８６の両端が各支持柱８１ａ，８２ａに固定されつつ、第１カバー８１
と第２カバー８２の内部に収容されている。一方、図２４に示すように、バネ収容穴２６
の凹部２６ａは、バネ収容穴２６における径方向外側（前記中心軸線Ｏ１から遠い側）に
形成され、前記係止片２７は、バネ収容穴２６において凹部２６ａよりも径方向内側に配
置されている。そして、引っ張りコイルばね８６を収容した第１及び第２カバー８１，８
２は、前記凸部８２ｃが凹部２６ａに嵌められ、第１カバー８１の底部が前記係止片２７
に固定されるようにバネ収容穴２６に収容される。よって、この例では、引っ張りコイル
ばね８６は、切替用作動板２０を径方向内側（前記中心軸線Ｏ１側）に引っ張るように作
用し、上記実施形態と同様に遠心力が加わると、図２７に示すように、引っ張りコイルば
ね８６が伸びて切替用作動板２０（係合ピン２５）が前記非係合位置に移動するように設
定されている。この構成では、引っ張りコイルばね８６を用いたため、その座屈は元々生
じないが、組み付け性を向上させることが可能となる。
【０１７５】
　又、上記した別例（図１３～図２７参照）では、第１スプリングバネＳＰ１に関する別
例としたが、第３スプリングバネＳＰ３に関して同様に変更してもよい。
　○上記実施形態では、第１ピニオンＧ１をサンシェード駆動用ピニオンとし、第２ピニ
オンＧ２をルーフガラス駆動用ピニオンとしたが、これに特に限定されるものではなく、
仕様に応じてそれらの対応関係を逆の設定としてもよい。
【０１７６】
　○上記実施形態では、開閉装置を車両用サンルーフ装置に具体化したが、それ以外の開
閉体の開閉装置に応用してもよい。
【符号の説明】
【０１７７】
　１…車両、２…ルーフパネル、２ａ…ルーフ開口部、３…ルーフガラス（第２開閉体）
、４…サンシェード（第１開閉体）、５…モータケース、６…減速・クラッチ部、７…ケ
ースハウジング、７ａ…フロント壁、７ｂ…リア壁、７ｃ…嵌合凹部、７ｄ…ガイド凹部
、８…ウォーム軸、９…導入凹部、９ａ…第３係合片、１０…切替用ウォームホイール（
第３回転体）、１１…切替用ホイール本体、１１ａ…フランジ、１２…軸孔、１３…切替
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弧面、１６…ストッパ壁、１７…大径孔、１８…ピン導入口、２０…切替用作動板（第３
遠心クラッチ、切替用作動体）、２１，２２…第１及び第２ストッパ面、２３…摺接面、
２５…係合ピン、２６…バネ収容穴、２７…係止片、３０…制御板、３０ａ…可動板部、
３１，３２…第１及び第２制御板部、３１ａ，３２ａ…基端アーム部、３１ｂ，３２ｂ…
制御部、３５，３６…逃げ穴、４０…駆動用ウォームホイール（第１及び第２回転体）、
４１…駆動用ホイール本体、４１ａ…フランジ、４１ｂ…収容凹部、４２…支軸、４２ａ
…掛け止め片、４３…円筒出力軸（第１及び第２円筒出力軸）、４４…頭部、４５…環状
壁、４６…第２係合片、４７…内環状壁、４８…外環状壁、４９…環状案内溝、５０…ガ
イド壁、５１…ガイド面、５２…ストッパ壁、５３…収容凹部、６０…駆動用作動板（第
１及び第２遠心クラッチ、第１及び第２駆動用作動体）、６１…ストッパ面、６２…摺接
面、６３…円弧面、６４…係合ピン（第１及び第２係合部材）、６５…バネ収容穴、６６
…係止片、７０…従動体（第１及び第２遠心クラッチ、第１及び第２従動体）、７１…大
径凹部、７２…小径凹部、７３…貫通孔、７４…フランジ、７５…第４係合片（第１及び
第２被係合部材）、８０…ＥＣＵ（制御回路）、８１，８３…補助部材の一部を構成する
第１カバー、８２，８４…補助部材の一部を構成する第２カバー、８５…板ばね（第３弾
性部材）、８６…引っ張りコイルばね（第３弾性部材）、Ｍ…モータ、Ｓ…出力軸、Ｇ１
，Ｇ２…第１及び第２ピニオン（第１及び第２被回転体）、Ａ…第１ピニオン駆動機構、
Ｂ…第２ピニオン駆動機構、Ｃ…切替制御機構、Ｏ１，Ｏ２…中心軸線、ＳＰ１…第１ス
プリングバネ（第３弾性部材）、ＳＰ２…第２スプリングバネ、ＳＰ３…第３スプリング
バネ（第１及び第２弾性部材）、Ｚａ…肉薄領域、Ｚｂ…肉厚領域、ＳＷ１～ＳＷ３…第
１～第３操作スイッチ。
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