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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体に開閉可能に支持されるドアをモータの動力により開閉移動させるようにした車両
用ドアの開閉装置において、
　前記車体に固定されるセンターガイドレールと、
　前記センターガイドレールに移動可能に支持されると共に、前記ドアに連結される移動
部材と、
　前記センターガイドレールの長手方向の一端部に設置される閉用反転部材及び他端部に
設置される開用反転部材と、
　前記モータの回転を前記移動部材に対して閉扉力として伝達可能であって、前記閉用反
転部材に掛け回されて前記移動部材の閉用連結部に連結される閉用ケーブルと、
　前記モータの回転を前記移動部材に対して開扉力として伝達可能であって、前記開用反
転部材に掛け回されて前記移動部材の開用連結部に連結される開用ケーブルと、を備え、
　前記閉用反転部材は、前記センターガイドレールの下面側と上面側のうち、いずれか一
方の面に、前記開用反転部材は、前記センターガイドレールの下面側と上面側のうち、い
ずれか他方の面に、それぞれ設置され、
　前記閉用連結部は、前記移動部材の上部と下部のうち、前記閉用反転部材が設置される
前記センターガイドレールの下面側と上面側のいずれか一方の面に対応する位置に設置さ
れ、前記開用連結部は、前記上部と下部のうち、前記開用反転部材が設置される前記セン
ターガイドレールの下面側と上面側のいずれか他方の面に対応する位置に設置され、
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　前記閉用ケーブルは、前記センターガイドレールの前記いずれか一方の面に沿って移動
し、
　前記開用ケーブルは、前記センターガイドレールの前記いずれか他方の面に沿って移動
することを特徴とする車両用ドアの開閉装置。
【請求項２】
　前記閉用連結部及び前記開用連結部に、前記閉用ケーブル及び前記開用ケーブルに対し
てそれぞれ緊張力を付与するためのテンショナーを設けたことを特徴とする請求項１記載
の車両用ドアの開閉装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両のドアを電動で開閉可能とした車両用ドアの開閉装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１に記載の車両用ドアの開閉装置は、車体側面に固定される前後方向
のガイドレールと、スライドドアを開閉可能に支持するため、ガイドレールに沿って移動
可能な移動部材と、モータを含むドア開閉駆動ユニット（特許文献１においては、ドア駆
動部）と、ドア開閉駆動ユニットの回転ドラムに巻き取り、繰り出し可能に巻き付けられ
た開用ケーブル及び閉用ケーブルとを備え、回転ドラムから繰り出された各ケーブルをガ
イドレールに支持された各反転プーリにそれぞれ掛け回した状態で移動部材のケーブル連
結部に連結することで、モータの動力を開用ケーブルまたは閉用ケーブルを介して移動部
材に伝達して、スライドドアを開閉移動させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－２３２５３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に記載の車両用ドアの開閉装置は、各ケーブルの端末部が互いに対
向するように移動部材のケーブル連結部にそれぞれ連結されるため、移動部材の移動方向
への寸法が拡大する原因をもたらす。移動部材の寸法が拡大すると、移動部材における移
動ストローク、ひいてはスライドドアの開閉ストロークにも大きな影響を及ぼす。特に、
ケーブル連結部内に各ケーブルの弛みを吸収するためのコイルスプリングを設けたものに
あっては、移動部材の寸法がさらに拡大して、スライドドアの開閉ストロークに与える影
響が顕著になる。
【０００５】
　本発明は、従来の技術が有する上記のような問題点に鑑み、移動部材の移動ストローク
に影響を与え難い構成の車両用ドアの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】
【０００６】
　前記課題を解決するため、第１の発明は、車体に開閉可能に支持されるドアをモータの
動力により開閉移動させるようにした車両用ドアの開閉装置において、前記車体に固定さ
れるセンターガイドレールと、前記センターガイドレールに移動可能に支持されると共に
、前記ドアに連結される移動部材と、前記センターガイドレールの長手方向の一端部に設
置される閉用反転部材及び他端部に設置される開用反転部材と、前記モータの回転を前記
移動部材に対して閉扉力として伝達可能であって、前記閉用反転部材に掛け回されて前記
移動部材の閉用連結部に連結される閉用ケーブルと、前記モータの回転を前記移動部材に
対して開扉力として伝達可能であって、前記開用反転部材に掛け回されて前記移動部材の
開用連結部に連結される開用ケーブルと、を備え、前記閉用反転部材は、前記センターガ
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イドレールの下面側と上面側のうち、いずれか一方の面に、前記開用反転部材は、前記セ
ンターガイドレールの下面側と上面側のうち、いずれか他方の面に、それぞれ設置され、
前記閉用連結部は、前記移動部材の上部と下部のうち、前記閉用反転部材が設置される前
記センターガイドレールの下面側と上面側のいずれか一方の面に対応する位置に設置され
、前記開用連結部は、前記上部と下部のうち、前記開用反転部材が設置される前記センタ
ーガイドレールの下面側と上面側のいずれか他方の面に対応する位置に設置され、前記閉
用ケーブルは、前記センターガイドレールの前記いずれか一方の面に沿って移動し、前記
開用ケーブルは、前記センターガイドレールの前記いずれか他方の面に沿って移動するこ
とを特徴とする。
【０００８】
　第２の発明は、第１の発明において、前記閉用連結部及び前記開用連結部に、前記閉用
ケーブル及び前記開用ケーブルに対してそれぞれ緊張力を付与するためのテンショナーを
設ける。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によると、閉用連結部は、移動部材の上部と下部のうち、閉用反転部材が設置さ
れるセンターガイドレールの下面側と上面側のいずれか一方の面に対応する位置に設置さ
れ、開用連結部は、移動部材の上部と下部のうち、開用反転部材が設置されるセンターガ
イドレールの下面側と上面側のいずれか他方の面に対応する位置に設置されていることに
よって、移動部材の移動方向への寸法縮小が可能となり、移動部材の移動ストロークの拡
大を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明を適用した車両の外観斜視図である。
【図２】レールモジュール及びドア要部の斜視図である。
【図３】レールモジュールに主動部を連結した状態の斜視図である。
【図４】同じく車外側から見た正面図である。
【図５】同じく車内側から見た裏面図である。
【図６】同じく平面図である。
【図７】レールモジュール及び主動部の車体への組付け要領を説明するための斜視図であ
る。
【図８】図４におけるVIII－VIII線縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明に係わる一実施形態を、図面に基づいて説明する。なお、以下の説明では
、図１における左方、図２における下方を「前方」とし、図１における右方、図２におけ
る上方を「後方」とする。
【００１２】
　図１に示すように、車両のスライドドア（以下、「ドア」と記す）Ｄは、車体Ｂの側面
に固定される前後方向を向くアッパーガイドレール１、センターガイドレール２及びロア
ガイドレール３により前後方向へスライド可能に支持されることによって、車体Ｂの側面
に取り付けられる後述のドア開閉駆動ユニット４の電動力によって、車体Ｂの側面に設け
られた乗降口を閉鎖した全閉位置から、車体Ｂの外側面より若干外方に移動しつつ車体Ｂ
の側面、すなわちセンターガイドレール２に沿って後方へ移動した全開位置、及びその逆
へ移動することができる。なお、センターガイドレール２の上部は、車体Ｂに固定される
フィニッシャＢ２により被われる。
【００１３】
　図２に示すように、車体Ｂの側面を形成するパネルＰには、ドア開閉駆動ユニット４の
後述の従動部４１をパネルＰの外側から内側に導入可能な矩形状の開口部Ｐ１が設けられ
る。なお、開口部Ｐ１は、ドア開閉駆動ユニット４における従動部４１をパネルＰの外側
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から内側へ導入可能な程度の大きさに形成される。
【００１４】
　さらに、本実施形態は、開口部Ｐ１の大きさを最小限に抑えるために、後述するように
、ドア開閉駆動ユニット４における従動部４１は、パネルＰの外側から取り付け可能で、
ドア開閉駆動ユニット４の後述の主動部４２は、パネルＰの内側から取り付け可能な構成
を備えている。
【００１５】
　センターガイドレール２は、主に図８に示すように縦断面がチャンネル形状を呈して、
長手方向が車両の前後方向へ向くようにパネルＰの外側面に固定される。
【００１６】
　図２～７に示すように、センターガイドレール２における車内側へ湾曲した前部の下面
側には、ボーデンケーブルにより構成される後述の閉用ケーブル１０が掛け回される閉用
反転部材をなすフロント反転プーリ５が上下方向を向く軸６回りに回転自在に枢支され、
また、同じく後方へ直線状に延伸する後部の上面側には、ボーデンケーブルにより構成さ
れる後述の開用ケーブル１１が掛け回される開用反転部材をなすリヤ反転プーリ７が上下
方向を向く軸８回りに回転自在に枢支される。さらに、センターガイドレール２の湾曲し
た下部分には、閉用ケーブル１０を前後方向へ摺接案内するための平面視弓形の下ガイド
板２２、また同じく上部分には、開用ケーブル１１を前後方向へ摺接案内するための平面
視弓形の上ガイド板２３がそれぞれ固定される。
【００１７】
　ドアＤは、アッパーガイドレール１及びロアガイドレール３にそれぞれ前後方向へ移動
可能に支持される移動部材（図示略）、及びセンターガイドレール２に前後方向へ移動可
能に支持される移動部材９にそれぞれ連結されることで車体Ｂに対して前後方向へ開閉可
能に支持される。
【００１８】
　移動部材９は、主に図８に示すように、垂直軸回りに回転可能なローラ９３及び水平軸
回りに回転可能なローラ９４を枢支し、各ローラ９３、９４がセンターガイドレール２内
を転動することで、図６に２点鎖線で示すように、センターガイドレール２の前端部に位
置する全開位置９Ａと後端部に位置する全閉位置９Ｂ間をセンターガイドレール２に沿っ
て移動することができる。
【００１９】
　移動部材９の下部には、フロント反転プーリ５に掛け回されて後方へ延伸する閉用ケー
ブル１０の後端部が連結される前後方向を向く筒状の閉用連結部９１が設けられ、また、
同じく上部には、リヤ反転プーリ７に掛け回されて前方へ延伸する開用ケーブル１１の前
端部が連結される前後方向を向く筒状の開用連結部９２が設けられる。すなわち、閉用連
結部９１及び開用連結部９２は、移動部材９の移動方向に直交する方向へ互いに離間した
位置に設けられる。
【００２０】
　閉用連結部９１及び開用連結部９２のそれぞれの内部には、閉用ケーブル１０及び開用
ケーブル１１に対して緊張力を付与することで各ケーブル１０、１１の弛みを吸収するた
めの前後方向を向くコイルスプリングにより形成されるテンショナー９１１及び９２１（
図８参照）が収容される。
【００２１】
　図３～８に示すように、ドア開閉駆動ユニット４は、パネルＰに取り付けられる従動部
４１と、従動部４１に連結される主動部４２とを備える。
【００２２】
　従動部４１は、取付ブラケット２１を介してパネルＰに固定される略円筒状の上下方向
を向くケーシング４１１と、当該ケーシング４１１内に上下方向の軸回りに回転可能に枢
支される回転ドラム４１２とを含んで構成される。なお、本実施形態においては、ケーシ
ング４１１を２本のボルト１４により取付ブラケット２１に固定し、取付ブラケット２１
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を２本のボルト１５によりパネルＰに固定することで、ケーシング４１１はパネルＰに固
定される。しかし、本発明は、本実施形態に限定されるものでなく、取付ブラケット２１
を省略して、ケーシング４１１をパネルＰに直接固定するようにしても良い。
【００２３】
　ケーシング４１１は、取付ブラケット２１を介してパネルＰの外側から固定されること
で、パネルＰの開口部Ｐ１に挿入されてパネルＰの内側に配置される筒状の本体部分と、
パネルＰの外側にあって、当該本体部分に回転可能に収容された回転ドラム４１２から繰
り出された後述の閉用ケーブル１０をパネルＰの外側に導出するための前方へ延伸するア
ーム状の閉側ケーブル導出部４１１ａと、同じくパネルＰの外側にあって、後述の開用ケ
ーブル１１をパネルＰの外側に導出するための後方へ延伸するアーム状の開側ケーブル導
出部４１１ｂとを有する。
【００２４】
　回転ドラム４１２は、ケーシング４１１の本体部分に回転可能に収容されることで、パ
ネルＰの内側に配置されると共に、外周面には、主動部４２の後述のモータ４２１の動力
を移動部材９に対して閉扉力として伝達可能な閉用ケーブル１０及び開扉力として伝達可
能な開用ケーブル１１がそれぞれ巻き取り、繰り出し可能に巻き付けられる。
【００２５】
　閉側ケーブル導出部４１１ａの前端とフロント反転プーリ５の近傍であるセンターガイ
ドレール２における前端部下面側との間には、撓曲可能であって、閉用ケーブル１０が挿
通する閉用アウタチューブ１２が設けられる。開側ケーブル導出部４１１ｂの後端とリヤ
反転プーリ７の近傍であるセンターガイドレール２における後端部上面側との間には、撓
曲可能であって、開用ケーブル１１が挿通する開用アウタチューブ１３が設けられる。
【００２６】
　回転ドラム４１２から繰り出された閉用ケーブル１０は、閉側ケーブル導出部４１１ａ
、閉用アウタチューブ１２内を挿通して当該アウタチューブ１２の前端から導出し、フロ
ント反転プーリ５に掛け回されて後方へ配線されて移動部材９の閉用連結部９１に連結さ
れることで、センターガイドレール２の下面に沿って前後方向へ移動する。回転ドラム４
１２から繰り出された開用ケーブル１１は、開側ケーブル導出部４１１ｂ、開用アウタチ
ューブ１３内を挿通して当該アウタチューブ１３の後端から導出し、リヤ反転プーリ７に
掛け回されて前方へ配線されて移動部材９の開用連結部９２に連結されることで、センタ
ーガイドレール２の上面に沿って前後方向へ移動する。
【００２７】
　なお、回転ドラム４１２は、その回転軸線Ｏ方向（図５参照）が若干前方（図５におい
て右方）へ傾いた回転軸（図示略）によりケーシング４１１内に回転可能に枢支される。
これにより、特に図４、５に明示されるように、閉側ケーブル導出部４１１ａは、その長
手方向が若干前方斜め下方へ傾き、開側ケーブル導出部４１１ｂは、その長手方向が若干
後方斜め上方へ傾いている。このようにすると、閉側ケーブル導出部４１１ａの前端から
導出される閉用ケーブル１０は、閉用アウターチューブ１２の曲げ度合いを少なくした状
態で、閉側ケーブル導出部４１１ａより下方に位置するフロント反転プーリ５に対して掛
け回すことが可能となる。さらに、図８に示すように、回転軸Ｏは、若干車内側（図８に
おいて左側）に傾いている。これにより、従動部４１及び主動部４２の車内側への突出量
を抑えつつ、パネルＰと主動部４２との間の隙間が十分に確保され、主動部４２の組付性
向上を図ることが可能となる。
【００２８】
　主動部４２は、回転軸が回転軸線Ｏと同軸上にあるモータ４２１と、モータ４２１の下
部に連結される略円筒状の上下方向を向くケーシング４２２と、ケーシング４２２内に回
転軸線Ｏと平行な軸回りに回転可能に枢支され、モータ４２１の回転を減速するための遊
星歯車等により構成される減速歯車（図示略）と、減速歯車の減速回転を出力するための
下方へ突出する出力軸４２３とを含み、出力軸４２３を回転ドラム４１２に対して上方か
ら差し込んで連結すると共に、ケーシング４２２の下部をケーシング４１１の上部に締結
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することで従動部４１に連結される。なお、主動部４２の従動部４１に対する連結作業は
、後述のように、従動部４１をパネルＰに取り付けた後に行われる。
【００２９】
　次に、本実施形態における動作について説明する。
　移動部材９は、ドアＤが全閉位置にあるときには全閉位置９Ｂに位置し、また全開位置
にあるときには全開位置９Ａに位置する。
　ドアＤが全閉位置９Ｂにあるとき、所定の操作スイッチがオープン操作されると、モー
タ４２１が正転し、当該正転は、主動部４２の減速歯車、出力軸４２３を介して従動部４
１の回転ドラム４１２に対してオープン方向への回転として伝達される。
【００３０】
　回転ドラム４１２がオープン方向へ回転すると、回転ドラム４１２は、開用ケーブル１
１を巻き取り、閉用ケーブル１０を繰り出すことによって、移動部材９は、センターガイ
ドレール２の前端部から後方へ移動して全開位置９Ａまで移動する。これにより、ドアＤ
は、全閉位置から全開位置へ移動して当該全開位置に停止する。
【００３１】
　また、ドアＤが全開位置にあるとき、操作スイッチがクローズ操作された場合には、モ
ータ４２１が逆転することで、回転ドラム４１２は、オープン方向と反対方向のクローズ
方向へ回転して、開用ケーブル１１を繰り出し、閉用ケーブル１０を巻き取る。移動部材
９は、センターガイドレール２の後端部から前方へ移動して全閉位置９Ｂまで移動する。
これにより、ドアＤは、全開位置から全閉位置へ移動して停止する。
【００３２】
　ドアＤが全閉位置にある状態、すなわちセンターガイドレール２が露呈した状態におい
ては、センターガイドレール２の下面側に沿って移動する閉用ケーブル１０は、回転ドラ
ム４１２に巻き取られ、センターガイドレール２の下面側に配置されるフロント反転プー
リ５に掛け回されて移動部材９に連結されるため外部に露呈しない。これにより、ドア２
の全閉状態において、閉用ケーブル１０が乗降者の視界に入ることがないため、見栄え向
上を図ることができると共に、閉用ケーブル１０への塵埃付着の防止も図ることが可能と
なる。また、開用ケーブル１１は、回転ドラム４１２から繰り出されてセンターガイドレ
ール２の上面に導出されるものの、フィニッシャＢ２によって覆われるため、乗降者の視
界に入らない。したがって、ドアＤが全閉位置にあって、センターガイドレール２が露呈
した状態にあっても、閉用ケーブル１０及び開用ケーブル１１が見えないため、見栄え向
上を図ることができる。
【００３３】
　次に、ドア開閉駆動ユニット４の車体Ｂに対する組付け要領について説明する。
　先ず、図２、７に示すように、主動部４２と従動部４１とを互いに分離した状態で、か
つセンターガイドレール２をパネルＰに固定する前の段階で、従動部４１におけるケーシ
ング４１１の閉側ケーブル導出部４１１ａ及び開側ケーブル導出部４１１ｂから導出され
た閉用ケーブル１０及び開用ケーブル１１を、フロント反転プーリ５及びリヤ反転プーリ
７にそれぞれ掛け回して移動部材９の閉用連結部９１及び開用連結部９２にそれぞれ連結
することで、センターガイドレール２、閉用ケーブル１０、開用ケーブル１１及び従動部
４１を含むレールモジュールを構成する。
【００３４】
　レールモジュールの一部を構成する従動部４１をパネルＰの外側から開口部Ｐ１に挿入
し、従動部４１のケーシング４１１に予め固定した取付ブラケット２１をパネルＰにボル
ト１５により固定する。続いて、センターガイドレール２を複数のボルトをもってパネル
Ｐに固定する。これにより、主動部４２を除く全ての要素を集中して車体Ｂに組み付ける
ことができる。
【００３５】
　続いて、パネルＰの開口部Ｐ１に車外側から車内側に向けて導入された従動部４１に対
して主動部４２を車内側から連結する。これにより、主動部４２の出力軸４２３が回転ド
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ラム４１２と一体回動するように連結され、モータ４２１の回転は各ケーブル１０、１１
に対して伝達可能となる。
【００３６】
　以上により、本発明に係る本実施形態における車両用ドアの開閉装置は、ドア開閉駆動
ユニット４を従動部４１と主動部４２とを分割して構成すると共に、パネルＰに従動部４
１を車外側から車内側に導入可能な開口部Ｐ１を形成したことによって、従動部４１から
繰り出された各ケーブル１０、１１をセンターガイドレール２に移動可能に組み付けられ
た移動部材９の各連結部９１、９２にそれぞれ連結した形態のレールモジュールを構成し
た上で、当該レールモジュールの従動部４１をセンターガイドレール２と共に、パネルＰ
に車外側から組み付け、その後に、主動部４２を車内側から従動部４１に連結することが
できるため、車両組立てラインでの各部品の車体Ｂへの組付け時間の短縮を図ることがで
きる。
【００３７】
　さらに、パネルＰに形成される開口部Ｐ１は、ドア開閉駆動ユニット４におけるモータ
４２１を含まない従動部４１のみを導入可能な大きさで足りるため、パネルＰの剛性への
影響を最小限に抑えることができる。
【００３８】
　さらに、センターガイドレール２、閉用ケーブル１０、開用ケーブル１１及び従動部４
１を含むレールモジュールを構成することで、センターガイドレール２をパネルＰに固定
する前の段階で、各ケーブル１０、１１を移動部材９に連結作業を効率的に行うことがで
きると共に、車体Ｂへの組付時における各ケーブル１０、１１に与えるダメージを最小限
に抑えることができる。
【００３９】
　さらに、各ケーブル１０、１１が連結される移動部材９の各連結部９１、９２を、各ケ
ーブル１０、１１の移動方向に対向しない位置、すなわち移動部材９の移動方向に対して
直交する方向へ互いに離間する位置に設けたことによって、従来技術のように、各連結部
が互いに対向する構成に比して、移動部材９の移動方向の寸法を短縮することが可能とな
り、移動部材９の移動ストローク、ひいてはドアＤの開閉ストロークの拡大を図ることが
できる。
【００４０】
　さらには、リヤ反転プーリ７をセンターガイドレール２の上面側、また開用連結部９２
を移動部材９の上部にそれぞれ設けて、開用ケーブル１１がセンターガイドレール２の上
面に沿って移動し得る構成としたことによって、ドアＤの閉鎖時、開用ケーブル１１が乗
降者から見えないため、見栄えの向上を図ることができると共に、開用ケーブル１１に対
する悪戯防止をも図ることができる。
【００４１】
　さらに、フロント反転プーリ５及びリヤ反転プーリ７を、センターガイドレール２にお
ける下面側及び上面側に配置することで、移動部材９の移動軌跡上に障害となるものが存
在しないため、ドアＤの開閉ストロークの拡大を図ることができる。
【００４２】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で、本
実施形態に対して、次のような種々の変形や変更を施すことが可能である。
【００４３】
（ｉ）閉用反転部材５及び／または開用反転部材７を回転しないものとする。
（ii）閉用反転部材５をセンターガイドレール２の前端部上面側に設置し、開用反転部材
７をセンターガイドレール２の後端部下面側に設置し、閉用連結部９１を移動部材９の上
部に設け、開用連結部９２を移動部材９の下部に設ける。但し、この場合には、前述のよ
うなドアが全閉位置にあるとき、開用ケーブル１１が乗降者から見え難くなるという効果
は奏し得ないものとなる。
【符号の説明】
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【００４４】
１　アッパーガイドレール　　　　　２　センターガイドレール
２１　取付ブラケット　　　　　　　２２　下ガイド板
２３　上ガイド板　　　　　　　　　３　ロアガイドレール
４　ドア開閉駆動ユニット　　　　　４１　従動部
４１１　ケーシング　　　　　　　　４１１ａ　閉側導出部
４１１ｂ　開側導出部　　　　　　　４１２　回転ドラム
４２　主動部　　　　　　　　　　　４２１　モータ
４２２　ケーシング　　　　　　　　４２３　出力軸
５　フロント反転プーリ（閉用反転部材）
６　軸　　　　　　　　　　　　　　７　リヤ反転プーリ（開用反転部材）
８　軸　　　　　　　　　　　　　　９　移動部材
９１　閉用連結部　　　　　　　　　９１１　テンショナー
９２　開用連結部　　　　　　　　　９２１　テンショナー
９３、９４　ローラ　　　　　　　　１０　閉用ケーブル
１１　開用ケーブル　　　　　　　　１２　閉用アウタチューブ
１３　開用アウタチューブ　　　　　１４、１５　ボルト
Ｂ　車体　　　　　　　　　　　　　Ｂ２ フィニッシャ
Ｄ　スライドドア（ドア）　　　　　Ｏ　回転軸線
Ｐ　パネル　　　　　　　　　　　　Ｐ１　開口部

【図１】 【図２】



(9) JP 5796238 B2 2015.10.21

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(10) JP 5796238 B2 2015.10.21

【図７】 【図８】



(11) JP 5796238 B2 2015.10.21

10

フロントページの続き

(72)発明者  木村　俊太郎
            神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号　三井金属アクト株式会社内
(72)発明者  石垣　浩
            神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号　三井金属アクト株式会社内

    審査官  湊　和也

(56)参考文献  特開２０１３－１８１３３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－０９１９６２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０５Ｆ　　１１／５４　　
              Ｅ０５Ｆ　　１５／６４３　　
              Ｂ６０Ｊ　　　５／０４　　　　
              Ｂ６０Ｊ　　　５／０６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

