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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インサイドハンドルを開扉操作した場合に閉扉保持手段を解除動作させることにより車
両本体に対するドアの開成移動を許容する一方、インサイドハンドルを閉扉操作した場合
に開扉保持手段を解除動作させることにより車両本体に対するドアの閉成移動を許容する
ようにしたドア開閉装置であって、
　一方方向へ回転した場合に閉扉保持手段を解除動作させる一方、他方方向へ回転した場
合に開扉保持手段を解除動作させる扉操作レバーを回転軸部材によりベースプレートに配
設し、かつこの扉操作レバーに係合する態様でインサイドハンドルに操作出力部を形成す
ることにより、
　インサイドハンドルが開扉操作、もしくは閉扉操作された場合にそれぞれ操作出力部を
扉操作レバーに当接させることによって当該扉操作レバーを所望の方向へ回転させ、
　さらに、扉操作レバーの他方方向への回転動作を開扉保持手段に伝達するための中間レ
バーを前記回転軸部材によりベースプレートに配設することを特徴とするドア開閉装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インサイドハンドルを開扉操作した場合に閉扉保持手段を解除動作させるこ
とにより車両本体に対するドアの開成移動を許容する一方、インサイドハンドルを閉扉操
作した場合に開扉保持手段を解除動作させることにより車両本体に対するドアの閉成移動
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を許容するようにしたドア開閉装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　スライドドアを適用する車両には、通常、車両本体とスライドドアとの間に閉扉保持手
段および開扉保持手段が設けられている。閉扉保持手段は、車両本体に対してスライドド
アを閉扉状態に保持するものであり、一方、開扉保持手段は、車両本体に対してスライド
ドアを開扉状態に保持するものである。
【０００３】
　この種の車両に適用するドア開閉装置としては、インサイドハンドルの開扉操作によっ
て回転動作することにより閉扉保持手段を解除動作させる開扉操作レバーと、インサイド
ハンドルの閉扉操作によって回転動作することにより開扉保持手段を解除動作させる閉扉
操作レバーとを備えるのが一般的である。すなわち、スライドドアが閉状態にある場合に
インサイドハンドルを開扉操作すれば、開扉操作レバーの回転動作によって閉扉保持手段
が解除動作されるため、スライドドアを開成移動させることが可能となる。一方、スライ
ドドアが開状態にある場合にインサイドハンドルを閉扉操作すれば、閉扉操作レバーの回
転動作によって開扉保持手段が解除動作されるため、スライドドアを閉成移動させること
が可能となる（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１８２４０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したドア開閉装置にあっては、インサイドハンドルと開扉操作レバーおよび閉扉操
作レバーとを一体のユニットとして構成するようにしているため、車両に対して取り付け
る場合にこれらを個別に取り扱う必要が無く、取付作業の容易化を図ることが可能となる
。しかしながら、インサイドハンドルと開扉操作レバーおよび閉扉操作レバーとの間に、
それぞれ動力を伝達させるべくリンクロッドやワイヤケーブルを配索する作業を行わなけ
ればならず、ドア開閉装置自身の組立作業はきわめて煩雑である。
【０００６】
　本発明は、上記実情に鑑みて、組立作業を容易化することのできるドア開閉装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明の請求項１に係るドア開閉装置は、インサイドハ
ンドルを開扉操作した場合に閉扉保持手段を解除動作させることにより車両本体に対する
ドアの開成移動を許容する一方、インサイドハンドルを閉扉操作した場合に開扉保持手段
を解除動作させることにより車両本体に対するドアの閉成移動を許容するようにしたドア
開閉装置であって、一方方向へ回転した場合に閉扉保持手段を解除動作させる一方、他方
方向へ回転した場合に開扉保持手段を解除動作させる扉操作レバーを回転軸部材によりベ
ースプレートに配設し、かつこの扉操作レバーに係合する態様でインサイドハンドルに操
作出力部を形成することにより、インサイドハンドルが開扉操作、もしくは閉扉操作され
た場合にそれぞれ操作出力部を扉操作レバーに当接させることによって当該扉操作レバー
を所望の方向へ回転させ、さらに、扉操作レバーの他方方向への回転動作を開扉保持手段
に伝達するための中間レバーを前記回転軸部材によりベースプレートに配設することを特
徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、インサイドハンドルに形成した操作出力部を扉操作レバーに直接当接
させることによってこれらの間の動力伝達を行うようにしているため、インサイドハンド
ルと扉操作レバーとの間を連係させる作業が不要となり、組立作業を容易に行うことが可
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能となる。しかも、一つの扉操作レバーによって開扉保持手段および閉扉保持手段を選択
的に解除動作させるようにしているため、取り扱い部品点数の削減に起因した組立作業の
容易化を図ることも可能となる。また、扉操作レバーと中間レバーとを回転軸部材により
ベースプレートに配設するため、扉操作レバーの他方方向への回転動作をリンクを介して
開扉保持手段に伝達する必要がない。従って、扉操作レバーの他方方向への回転動作を伝
達するリンクを設ける必要がないため、取り扱い部品点数の削減に起因した組立作業の容
易化を図ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係るドア開閉装置の好適な実施の形態を詳細に説
明する。
【００１０】
　図１は、本発明の実施の形態であるドア開閉装置を概念的に示したものである。ここで
例示するドア開閉装置は、インサイドハンドルＩＨが操作された場合、あるいはアウトサ
イドハンドルＯＨが操作された場合にそれぞれコントロールユニット１００が適宜動作し
、図２に示すように、四輪自動車の車両本体ＢとスライドドアＤとの間に設けた閉扉ラッ
チユニットＣＲおよび／または開扉ラッチユニットＯＲの動作を制御するためのものであ
る。
【００１１】
　ドア開閉装置の適用対象となるスライドドアＤは、車両本体Ｂの側方に沿って前後にス
ライドすることにより乗車口ＤＯを開閉するものである。尚、以下においては、車両本体
Ｂの右側に配設されるスライドドアＤ（右ハンドル車においては運転席の後方側に配設さ
れるドア）を適用対象としたドア開閉装置について順次説明を行う。車両本体Ｂの左側に
配設されるスライドドアに関しては、以下を対称に構成すれば良い。
【００１２】
　閉扉ラッチユニットＣＲは、車両本体Ｂに対してスライドドアＤを閉扉状態に保持する
閉扉保持手段を構成するものであり、スライドドアＤの後縁部と車両本体Ｂとの間に設け
てあるとともに、スライドドアＤの前縁部と車両本体Ｂとの間に設けてある。スライドド
アＤの後縁部と車両本体Ｂとの間に設けてある閉扉ラッチユニットＣＲは、クローザ装置
ＣＬを備えたものを適用している。このクローザ装置ＣＬは、図示せぬクラッチ機構を内
蔵したアクチュエータであり、閉扉ラッチユニットＣＲがハーフラッチ状態となった場合
に、クラッチ機構が接続状態であることを条件に、これをフルラッチ状態に移行させるよ
うに機能する。ハーフラッチ状態からフルラッチ状態への移行途中であっても、クラッチ
機構が接続状態から遮断状態となれば、直ちに移行動作を中断するように構成してある。
【００１３】
　開扉ラッチユニットＯＲは、車両本体Ｂに対してスライドドアＤを開扉状態に保持する
開扉保持手段を構成するもので、スライドドアＤに設けたサポートフレームＳＦと車両本
体Ｂとの間に設けてある。サポートフレームＳＦとは、スライドドアＤを車両本体Ｂに対
してスライド移動させる際のガイドとなる部分である。このようなサポートフレームＳＦ
は、ドアインナパネルＩＰの前方下端部から車両内側に向けて突設してある。
【００１４】
　図には明示していないが、これら閉扉ラッチユニットＣＲおよび開扉ラッチユニットＯ
Ｒは、いずれも従前のものと同様の構成を有したものであり、例えば車両本体Ｂに設けた
ストライカに歯合するラッチと、このラッチの移動を制御するラチェットとを備えて構成
してある。
【００１５】
　図３～図１４は、本実施の形態で適用するコントロールユニット１００の構成例を示し
たものである。ここで例示するコントロールユニット１００は、スライドドアＤのドアイ
ンナパネルＩＰにおける車両室内側の外表面上方部にベースプレート１０１を介して取り
付けられるもので、ベースプレート１０１に回転軸部材であるインサイドハンドルレバー
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軸１０２を備え、かつこのインサイドハンドルレバー軸１０２に扉操作レバー１１０、ロ
アオープンレバー（中間レバー）１６０、およびリンクレバー１２０を備えているととも
に、ベースプレート１０１においてインサイドハンドルレバー軸１０２の周囲となる部位
にチャイルドロックレバー１３０を備えている。
【００１６】
　扉操作レバー１１０は、図５に示すように、ベースプレート１０１の裏面側（車両外側
）においてインサイドハンドルレバー軸１０２の軸心回りに回転する態様でインサイドハ
ンドルレバー軸１０２の先端部に配設したもので、図７に示すように、円板状を成す操作
レバー基部１１１の周囲にリンク係合部１１２、インサイドハンドル係合部１１３、およ
び第１バネ係合部１１５を有している。
【００１７】
　リンク係合部１１２は、操作レバー基部１１１の車両前方側に位置する部分から車両前
方側に向けて延在した部分である。
【００１８】
　インサイドハンドル係合部１１３は、操作レバー基部１１１の下方側に位置する部分か
らほぼ下方に向けて延在し、かつ延在端部を車両後方側に向けて幅広に形成した部分であ
る。このインサイドハンドル係合部１１３は、リンク係合部１１２よりも十分に大きな長
さに構成したもので、車両前方側に位置する側縁部に開扉操作検出部１１６を有している
とともに、幅広の延在端部に出力部係合孔１１７および閉扉操作検出部１１８を有してい
る。
【００１９】
　開扉操作検出部１１６は、車両前方側に向けて下方に傾斜延在した後、車両後方側に向
けて下方に傾斜延在した部分である。この開扉操作検出部１１６は、インサイドハンドル
係合部１１３が下方に延在した状態にある場合にベースプレート１０１に設けた第１扉操
作検出センサＳ１から離隔する一方、図５において扉操作レバー１１０が反時計回りに回
転した場合に第１扉操作検出センサＳ１に当接してこれをＯＮ操作するものである。出力
部係合孔１１７は、車両前方側に位置する部位に前方側当接面１１７ａを有するとともに
、車両後方側に位置する部位に後方側当接面１１７ｂを構成する態様でインサイドハンド
ル係合部１１３の延在端部に形成してある。図４に示すように、インサイドハンドル係合
部１１３において出力部係合孔１１７を形成した部分は、ベースプレート１０１に形成し
た挿通窓孔１０１ａを介して表面側（車両内側）に露出している。閉扉操作検出部１１８
は、インサイドハンドル係合部１１３の先端からインサイドハンドルレバー軸１０２の径
外方向に向けて突出した部分である。この閉扉操作検出部１１８は、インサイドハンドル
係合部１１３が下方に延在した状態にある場合にベースプレート１０１に設けた第２扉操
作検出センサＳ２から離隔する一方、図５において扉操作レバー１１０が時計回りに回転
した場合に第２扉操作検出センサＳ２に当接してこれをＯＮ操作するものである。
【００２０】
　第１バネ係合部１１５は、操作レバー基部１１１の上方側に位置する部分から上方に向
けて延在した部分である。この第１バネ係合部１１５には、ベースプレート１０１に設け
たバネ係合基部１０１ｂとの間に復帰ゼンマイバネ１０３が係合してある。復帰ゼンマイ
バネ１０３は、扉操作レバー１１０をそのインサイドハンドル係合部１１３が下方に向け
て延在した常態位置に保持するためのものである。
【００２１】
　ロアオープンレバー１６０は、図５に示すように、ベースプレート１０１の裏面側にお
いて、ベースプレート１０１と扉操作レバー１１０との間であって、インサイドハンドル
レバー軸１０２の軸心回りに回転可能となる態様でインサイドハンドルレバー軸１０２に
配設したもので、図１２に示すように、円板状を成すロアオープンレバー基部１６１の周
囲に扉操作レバー接続部１６２、および第３ワイヤケーブル接続部１６３を有している。
【００２２】
　扉操作レバー接続部１６２は、ロアオープンレバー基部１６１の車両前方側に位置する
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部分から上方に向けて延在した部分であり、係合凸部１６２ａを有している。係合凸部１
６２ａは、扉操作レバー接続部１６２の上端に沿った縁部から車両外側に向けて屈曲延在
した部分であり、車両後方側に位置する部分が扉操作レバー１１０の第１バネ係合部１１
５の車両前方側に位置する部分に当接係合している。この扉操作レバー接続部１６２の車
両外側に向けて屈曲延在させた部分の先端部には、第２コイルスプリング１６４が接続し
てある。第２コイルスプリング１６４は、ベースプレート１０１との間に介在させたもの
で、ロアオープンレバー１６０を図５において常時反時計回りに付勢するものである。
【００２３】
　第３ワイヤケーブル接続部１６３は、ロアオープンレバー基部１６１の車両後方側に位
置する部分から車両後方側に向けて延在する部分である。この第３ワイヤケーブル接続部
１６３には、第３ワイヤケーブルＷＣ３の一端が連結してある。第３ワイヤケーブルＷＣ
３は、その他端部が開扉ラッチユニットＯＲに連係してあり、引張操作された場合に開扉
ラッチユニットＯＲを解除動作させるものである。
【００２４】
　リンクレバー１２０は、図５に示すように、ベースプレート１０１の裏面側において、
ベースプレート１０１とロアオープンレバー１６０との間であって、インサイドハンドル
レバー軸１０２の軸心回りに回転可能となる態様でインサイドハンドルレバー軸１０２に
配設したもので、図８に示すように、円板状を成すリンクレバー基部１２１の周囲にピン
スライド部１２２、リンクスライド接続部１２３および第２バネ係合部１２４を有してい
る。
【００２５】
　ピンスライド部１２２は、リンクレバー基部１２１の車両前方側に位置する部分から車
両前方側に向けて延在した部分であり、扉操作レバー１１０のリンク係合部１１２よりも
大きな長さに形成してある。このピンスライド部１２２には、インサイドハンドルレバー
軸１０２の軸心に対して径方向に延在する態様でピンスライド溝１２２ａが設けてある。
【００２６】
　リンクスライド接続部１２３は、リンクレバー基部１２１の下方側に位置する部分から
車両後方側に向けて下方に傾斜延在した後、車両前方側に向けて屈曲延在した部分であり
、この車両前方側に向けて延在した部分にスライド溝孔１２３ａを有している。スライド
溝孔１２３ａは、インサイドハンドルレバー軸１０２の軸心を中心とした円弧状に形成し
た狭幅の切欠である。このリンクスライド接続部１２３には、連結ピンＬＰ２をスライド
溝孔１２３ａに挿通させる態様で連結リンクＬ２の一端部が連結してある。
【００２７】
　第２バネ係合部１２４は、ピンスライド部１２２が扉操作レバー１１０のリンク係合部
１１２に沿って延在した場合にリンクレバー基部１２１の上方側に位置する部分から扉操
作レバー１１０の第１バネ係合部１１５に沿って上方に延在した部分である。この第２バ
ネ係合部１２４には、扉操作レバー１１０の第１バネ係合部１１５に係合させた復帰ゼン
マイバネ１０３が係合している。リンクレバー１２０に対して復帰ゼンマイバネ１０３は
、ピンスライド部１２２を扉操作レバー１１０のリンク係合部１１２に沿って延在した常
態位置に保持する機能を有している。
【００２８】
　チャイルドロックレバー１３０は、図４に示すように、ベースプレート１０１の表面側
においてインサイドハンドルレバー軸１０２よりも車両前方側となる部位にチャイルドロ
ックレバー軸１３１を介して回転可能に配設したもので、図９に示すように、ピン作用部
１３２および切換操作部１３３を有している。
【００２９】
　ピン作用部１３２は、チャイルドロックレバー軸１３１からリンクレバー１２０のピン
スライド部１２２と交差する方向に延在した部分であり、ピン作用溝１３２ａを有してい
る。ピン作用溝１３２ａは、ピン作用部１３２の長手方向に沿って延在したもので、その
内部に係合ピン１３４を有している。係合ピン１３４は、ピン作用溝１３２ａの長手方向
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に沿ってスライド可能に配設したもので、その車両外側に位置する端部がベースプレート
１０１のピン挿通開口１０１ｃを介して裏面側に突出し、上述したリンクレバー１２０の
ピンスライド溝１２２ａに係合している。
【００３０】
　切換操作部１３３は、チャイルドロックレバー１３０をアンロック位置とロック位置と
に切換操作するための部分であり、ベースプレート１０１の前端縁から突出する態様でチ
ャイルドロックレバー軸１３１から車両前方側に向けて延在した部分である。このチャイ
ルドロックレバー１３０は、アンロック位置に占位した場合、リンクレバー１２０のピン
スライド部１２２において係合ピン１３４を扉操作レバー１１０におけるリンク係合部１
１２の回転移動域に占位させる一方、ロック位置に占位した場合、リンクレバー１２０の
ピンスライド部１２２において係合ピン１３４を扉操作レバー１１０におけるリンク係合
部１１２の回転移動域外に占位させる機能を有している。
【００３１】
　また、上記コントロールユニット１００は、図４に示すように、ベースプレート１０１
においてインサイドハンドルレバー軸１０２よりも車両後方側となる部位に第２回転軸部
材であるレバー軸１０４を有しており、そのレバー軸１０４よりもさらに車両後方側とな
る部位に第３回転軸部材であるロッキングレバー軸１０５を有している。上記レバー軸１
０４には、オープンレバー１４０、オープンサブレバー１５０、およびオープンハンドル
レバー１７０を配設してある。これらのオープンレバー１４０、オープンサブレバー１５
０、およびオープンハンドルレバー１７０は、共通のレバー軸１０４に配設してあるが、
レバー軸１０４の軸心回りに個別に回転することが可能である。また、ロッキングレバー
軸１０５には、ロッキングレバー１８０を配設している。
【００３２】
　オープンレバー１４０は、図３および図４に示すように、ベースプレート１０１の表面
側においてロックレバー軸１０４の軸心回りに回転する態様でインサイドハンドルレバー
軸１０２に配設したもので、図１０に示すように、サブレバー係合部１４１およびワイヤ
ケーブル接続部１４２を有している。
【００３３】
　サブレバー係合部１４１は、レバー軸１０４から上方に向けて延在した部分であり、ロ
ックピンスライド溝１４１ａと係合凸部１４１ｂとを有している。ロックピンスライド溝
１４１ａは、レバー軸１０４の軸心に対して径方向に延在する態様で直線状に形成した溝
である。係合凸部１４１ｂは、サブレバー係合部１４１の車両後方側に沿った縁部からベ
ースプレート１０１に向けて屈曲延在した部分であり、ベースプレート１０１に設けたレ
バー貫通孔１０１ｄを介してベースプレート１０１の裏面側に突出している。
【００３４】
　ワイヤケーブル接続部１４２は、レバー軸１０４から下方に向けて僅かに車両後方側に
傾斜延在した部分である。このワイヤケーブル接続部１４２には、図３に示すように、第
１ワイヤケーブルＷＣ１の一端部および第２ワイヤケーブルＷＣ２の一端部がそれぞれ連
結してある。第１ワイヤケーブルＷＣ１は、その他端部がスライドドアＤの後縁部の閉扉
ラッチユニットＣＲに連係してあり、引張操作された場合にその閉扉ラッチユニットＣＲ
を解除動作させるものであるとともに、その閉扉ラッチユニットＣＲが有するクローザ装
置ＣＬのクラッチ機構を接続状態から遮断状態に切り換えるものである。第２ワイヤケー
ブルＷＣ２は、その他端部がスライドドアＤの前縁部の閉扉ラッチユニットＣＲに連係し
てあり、引張操作された場合にその閉扉ラッチユニットＣＲを解除動作させるものである
。
【００３５】
　オープンサブレバー１５０は、図５に示すように、ベースプレート１０１の裏面側にお
いてロックレバー軸１０４の軸心回りに回転する態様でインサイドハンドルレバー軸１０
２に配設したもので、図１１に示すように、オープンレバー係合部１５１、第２リンク接
続部１５２およびロックピン係合部１５３を有している。
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【００３６】
　オープンレバー係合部１５１は、レバー軸１０４から上方に向けて僅かに車両後方側に
傾斜延在した部分であり、その車両前方側の側面を介してオープンレバー１４０の係合凸
部１４１ｂに当接係合している。このオープンレバー係合部１５１には、コイルスプリン
グ連結部１５４を介して第１コイルスプリング１５５の一端部が連結してある。第１コイ
ルスプリング１５５は、ベースプレート１０１との間に介在させたもので、オープンサブ
レバー１５０を図５において常時時計回りに付勢するものである。
【００３７】
　第２リンク接続部１５２は、レバー軸１０４から下方に向けて僅かに車両後方側に傾斜
延在した部分である。この第２リンク接続部１５２には、連結リンクＬ２の他端部が連結
してある。
【００３８】
　ロックピン係合部１５３は、オープンレバー係合部１５１が係合凸部１４１ｂを介して
オープンレバー１４０のサブレバー係合部１４１に当接係合した場合に、オープンレバー
係合部１５１との間にロックピンスライド溝１４１ａに合致する係合凹部１５３ａを確保
した状態でサブレバー係合部１４１に沿って延在した部分である。このロックピン係合部
１５３は、オープンレバー１４０のロックピンスライド溝１４１ａに比べて十分に短く構
成してある。また、ロックピン係合部１５３には、ハンドルレバー係合部１５６が設けて
ある。ハンドルレバー係合部１５６は、ロックピン係合部１５３の延在端部から車両外側
に向けて屈曲した部分である。
【００３９】
　オープンハンドルレバー１７０は、図５に示すように、ベースプレート１０１の裏面側
においてレバー軸１０４の最も車両外側となる部位に配設したもので、図１３に示すよう
に、円板状を成すハンドルレバー基部１７１の周囲に第１レバー係合部１７２、第２レバ
ー係合部１７３、ワイヤケーブルスライド接続部１７４、ワイヤケーブル接続部１７５、
および第３扉操作検出部１７６を有している。
【００４０】
　第１レバー係合部１７２は、ハンドルレバー基部１７１の車両前方側に位置する部位か
ら車両前方側に向けて延在した部分であり、突出ピン１７２ａを有した部分である。突出
ピン１７２ａは、第１レバー係合部１７２の先端側に位置する部位に、オープンハンドル
レバー１７０の裏面側から車両外側に向けて突出するよう設けてある。この突出ピン１７
２ａの上端部は、図５に示すように、上記ロアオープンレバー１６０の第３ワイヤケーブ
ル接続部１６３の下端部に当接している。
【００４１】
　第２レバー係合部１７３は、ハンドルレバー基部１７１の上方側に位置する部分から車
両前方側に向けて上方に傾斜延在した部分であり、その上方側に向いた側面を介してオー
プンサブレバー１５０におけるハンドルレバー係合部１５６の車両前方側に位置する端面
に当接している。
【００４２】
　ワイヤケーブルスライド接続部１７４は、ハンドルレバー基部１７１の車両後方側に位
置する部分から車両後方側に向けて延在する部分である。このワイヤケーブルスライド接
続部１７４には、図５に示すように、第４ワイヤケーブルＷＣ４の一端部がワイヤ接続溝
孔１７４ａを介してスライド移動可能な態様で連結してある。ワイヤ接続溝孔１７４ａは
、レバー軸１０４の軸心を中心とした円弧状の狭幅の切欠である。第４ワイヤケーブルＷ
Ｃ４は、その他端部が不図示のベルクランクを介して図１に示すアルトサイドハンドルＯ
Ｈに連係してある。通常、第４ワイヤケーブルＷＣ４には張力が発生していないが、アウ
トサイドハンドルＯＨが操作された場合には、その操作により第４ワイヤケーブルＷＣ４
に張力が発生し、その張力によってオープンハンドルレバー１７０を図５において反時計
回りに揺動させる。
【００４３】
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　ワイヤケーブル接続部１７５は、図５および図１３に示すように、ワイヤケーブルスラ
イド接続部１７４の先端上部からレバー軸１０４の径外方向に突出した部分である。この
ワイヤケーブル接続部１７５には、第５ワイヤケーブルＷＣ５の一端部がワイヤ接続孔１
７５ａを介して連結してある。第５ワイヤケーブルＷＣ５は、図５に示すように、その他
端部がリリースアクチュエータＲＡの出力レバー１７９に連係されてあり、通常、出力レ
バー１７９の先端が車両前方側に占位した状態にあり、張力が発生していない。この状態
から、例えば第１扉操作検出センサＳ１，Ｓ２のＯＮ状態をトリガとしてリリースアクチ
ュエータＲＡが駆動した場合には、出力レバー１７９の先端が図５中、下方に向けて揺動
し、その揺動によって第５ワイヤケーブルＷＣ５に張力が発生してオープンハンドルレバ
ー１７０を図５において反時計回りに揺動させる。
【００４４】
　第３扉操作検出部１７６は、ワイヤケーブルスライド接続部１７４の先端下部からレバ
ー軸１０４の径外方向に突出した部分である。この第３扉操作検出部１７６は、ワイヤケ
ーブルスライド接続部１７４がハンドルレバー基部１７１から車両後方側に向けて延在し
た状態にある場合にベースプレート１０１に設けた第３扉操作検出センサＳ３から離隔す
る一方、図５においてオープンハンドルレバー１７０が反時計回りに回転した場合に第３
扉操作検出センサＳ３に当接してこれをＯＮ操作するものである。
【００４５】
　ロッキングレバー１８０は、図３および図４に示すように、ベースプレート１０１の表
面側に配設したもので、図１４に示すように、ロックピン保持部１８１およびアクチュエ
ータ係合部１８２を有している。
【００４６】
　ロックピン保持部１８１は、ロッキングレバー軸１０５から車両前方側に向けて延在し
た部分である。このロックピン保持部１８１には、その延在端部にロック部材２００が設
けてある。ロック部材２００は、基端部を介してロックピン保持部１８１に回転可能に支
承させたもので、その先端部にロックピン２０１を有している。ロックピン２０１は、ロ
ック部材２００の先端部からベースプレート１０１に向けて突出した円柱状部材であり、
その突出端部がオープンレバー１４０のロックピンスライド溝１４１ａを貫通し、さらに
ベースプレート１０１に設けたレバー貫通孔１０１ｄを貫通し、オープンサブレバー１５
０のオープンレバー係合部１５１とロックピン係合部１５３との間に設けた係合凹部１５
３ａに係合することが可能である。
【００４７】
　アクチュエータ係合部１８２は、ロッキングレバー軸１０５から車両後方側に向けて延
在し、その先端部が二股に分岐したもので、この分岐部分を介してロッキングアクチュエ
ータ１９０に連係している。
【００４８】
　ロッキングアクチュエータ１９０は、図３～図５に示すように、ベースプレート１０１
の最も車両後方側となる部位に取り付けたもので、車両前方側となる部位にロッキング出
力レバー１９１を備えている。ロッキング出力レバー１９１は、ベースプレート１０１の
表面に沿う態様であって、出力レバー軸１９０ａを中心に回動するもので、その先端部に
設けた係合突起１９２をアクチュエータ係合部１８２の分岐部分に係合させてある。
【００４９】
　このロッキングアクチュエータ１９０は、出力レバー軸１９０ａを中心にロッキング出
力レバー１９１が図４中最も時計回りに回転動作させた場合にアクチュエータ係合部１８
２を介してロックピン保持部１８１を下動させ、オープンレバー１４０のロックピンスラ
イド溝１４１ａにおいてロックピン２０１をロックピン係合部１５３の回転移動域に占位
させることによってコントロールユニット１００をアンロック状態とする一方、出力レバ
ー軸１９０ａを中心にロッキング出力レバー１９１が図４中最も反時計回りに回動動作さ
せた場合にアクチュエータ係合部１８２を介してロックピン保持部１８１を上動させ、オ
ープンレバー１４０のロックピンスライド溝１４１ａにおいてロックピン２０１をロック
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ピン係合部１５３の回転移動域外に占位させることによってコントロールユニット１００
をロック状態とするように機能する。
【００５０】
　一方、上記ドア開閉装置は、図１５～図１７に示すように、インサイドハンドルＩＨを
備えている。インサイドハンドルＩＨは、ハンドルベース部材３００と操作ハンドル部材
３１０とを備えて構成したものである。ハンドルベース部材３００と操作ハンドル部材３
１０とは、ハンドルベース部材３００の長手方向に沿った操作軸部材３２０を介して互い
に連結してあり、ハンドルベース部材３００に対して操作軸部材３２０の軸心回りに操作
ハンドル部材３１０を傾動させることが可能である。
【００５１】
　操作ハンドル部材３１０には、操作出力部３１１が唯一設けてある。操作出力部３１１
は、操作軸部材３２０を中心とした場合に操作ハンドル部材３１０とは相反する方向に向
けて延在した部分であり、ハンドルベース部材３００に設けた切欠を介してその裏面側に
至る部位まで突出している。操作出力部３１１の横断面は、上述した扉操作レバー１１０
の出力部係合孔１１７に挿通することのできる大きさに形成してある。
【００５２】
　このインサイドハンドルＩＨは、ベースプレート１０１との間に設けた図示せぬ位置決
め手段によって相対的な位置決めを行った場合、例えば一方に設けた位置決めピンを他方
に設けた位置決め孔に挿通させた場合、操作軸部材３２０が上下方向に沿って延在した状
態で操作ハンドル部材３１０の操作出力部３１１がベースプレート１０１の挿通窓孔１０
１ａを介して扉操作レバー１１０の出力部係合孔１１７に挿入した仮組付の状態となる。
この仮組付状態から図３に示すハンドルベース部材３００に設けた取付ネジ挿通孔３００
ａおよび図４に示すベースプレート１０１に設けたネジ挿通孔１０１ｆを通じて取付ネジ
を締結すれば、ドア開閉装置をスライドドアＤのドアインナパネルＩＰに取り付けること
が可能となる。この場合、インサイドハンドルＩＨと扉操作レバー１１０との間を連係さ
せる作業はまったく不要であり、取付作業を容易に行うことが可能である。
【００５３】
　尚、図３中の符号３４０は、リンクロッド３４１を介してロッキング出力レバー１９１
に連係したロックノブである。このロックノブ３４０を手動操作した場合には、ロッキン
グアクチュエータ１９０の動作を要することなくコントロールユニット１００をロック状
態とアンロック状態とに切り換えることが可能である。
【００５４】
　図１８～図２６は、コントロールユニット１００が動作した場合の各構成要素の状態を
示す概念図である。以下、これらの図を参照しながらコントロールユニット１００の動作
について説明する。
【００５５】
　まず、上述したコントロールユニット１００は、インサイドハンドルＩＨの操作ハンド
ル部材３１０が車両室内側に露出する態様でドアインナパネルＩＰに取り付けられ、搭乗
者によって適宜操作することが可能になる。
【００５６】
　コントロールユニット１００が初期状態にある場合、操作ハンドル部材３１０は中立位
置にあり、図１８に示すように、常態位置に保持された扉操作レバー１１０の出力部係合
孔１１７に操作出力部３１１が挿通された状態となっている。この図１８に示す初期状態
においては、復帰ゼンマイバネ１０３の弾性力によりリンクレバー１２０のピンスライド
部１２２が扉操作レバー１１０のリンク係合部１１２に沿って延在した常態位置に保持さ
れ、また第１コイルスプリング１５５の弾性力によりオープンサブレバー１５０、オープ
ンレバー１４０およびオープンハンドルレバー１７０が図中において最も反時計回りに回
転動作した状態にあり、さらに第２コイルスプリング１６４の弾性力によりロアオープン
レバー１６０が図中において最も時計回りに回転動作した状態にある。尚、図１８に示す
初期状態においては便宜上、チャイルドロックレバー１３０がアンロック位置にあり、か
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つコントロールユニット１００がアンロック状態にあるとしている。
【００５７】
　この初期状態から、図１６に示すように、インサイドハンドルＩＨの操作ハンドル部材
３１０を車両後方側に向けて傾動させると（インサイドハンドルＩＨの開扉操作）、操作
出力部３１１が出力部係合孔１１７の前方側当接面１１７ａに当接され、扉操作レバー１
１０を図１９に示すように時計回りに回転動作させる。扉操作レバー１１０が時計回りに
回転すると、この回転がリンク係合部１１２および係合ピン１３４を介してリンクレバー
１２０に伝達され、リンクレバー１２０が時計回りに回転する。
【００５８】
　リンクレバー１２０が回転すると、連結リンクＬ２を介してオープンサブレバー１５０
が時計回りに回転し、さらにオープンサブレバー１５０の回転がロックピン係合部１５３
およびロックピン２０１を介してオープンレバー１４０に伝達され、オープンレバー１４
０が時計回りに回転することになるため、第１ワイヤケーブルＷＣ１および第２ワイヤケ
ーブルＷＣ２がそれぞれ引張操作されることになる。
【００５９】
　第１ワイヤケーブルＷＣ１が引張操作されると、スライドドアＤの前縁部の閉扉ラッチ
ユニットＣＲが解除動作され、第２ワイヤケーブルＷＣ２が引張操作されると、スライド
ドアＤの後縁部の閉扉ラッチユニットＣＲが解除動作されることとなるため、例えばスラ
イドドアＤが閉扉状態にあった場合であっても、インサイドハンドルＩＨの車両後方側へ
の傾動操作によってこれを閉扉移動さることができるようになる。尚、第１ワイヤケーブ
ルＷＣ２が引張操作されると、スライドドアＤの後縁部の閉扉ラッチユニットＣＲが有す
るクローザ装置ＣＬのクラッチ機構が遮断状態となるため、例えばクローザ装置ＣＬが作
動している状態においても、インサイドハンドルＩＨを車両後方側へ傾動操作すれば、ハ
ーフラッチ状態からフルラッチ状態への移行動作を中断することができるようになる。
【００６０】
　尚、扉操作レバー１１０が図１９において時計回りに回転すると、開扉操作検出部１１
６が第１扉操作検出センサＳ１をＯＮ操作することになるため、この第１扉操作検出セン
サＳ１の検出結果に基づいて操作ハンドル部材３１０の車両後方側への傾動操作を検出す
ることが可能となる。
【００６１】
　次に、図１７に示すように、初期状態からインサイドハンドルＩＨの操作ハンドル部材
３１０を車両前方側へ向けて傾動させると（インサイドハンドルＩＨの閉扉操作）、操作
出力部３１１が出力部係合孔１１７の後方側当接面１１７ｂに当接され、扉操作レバー１
１０を図２０に示すように反時計回りに回転動作させる。扉操作レバー１１０が反時計回
りに回転すると、この回転が第１バネ係合部１１５を介してロアオープンレバー１６０に
伝達され、ロアオープンレバー１６０が反時計回りに回転する。
【００６２】
　ロアオープンレバー１６０が反時計回りに回転すると、第３ワイヤケーブルＷＣ３が引
張操作されることになり、開扉ラッチユニットＯＲが解除動作されることになる。この結
果、例えばスライドドアＤが開扉状態にあった場合であっても、インサイドハンドルＩＨ
を車両前方側へ傾動操作すれば、これを閉扉移動させることができるようになる。
【００６３】
　尚、扉操作レバー１１０が反時計回りに回転すると、閉扉操作検出部１１８が第２扉操
作検出センサＳ２をＯＮ操作することになるため、この第２扉操作検出センサＳ２の検出
結果に基づいて操作ハンドル部材３１０の車両前方側への傾動操作を検出することが可能
となる。
【００６４】
　次に、初期状態からアウトサイドハンドルＯＨを操作すると、第４ワイヤケーブルＷＣ
４に張力が発生し、その張力によって、図２１に示すように、オープンハンドルレバー１
７０が時計回りに回転する。オープンハンドルレバー１７０の回転は、第１レバー係合部
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１７２の突出ピン１７２ａを介してロアオープンレバー１６０に伝達され、ロアオープン
レバー１６０が反時計回りに回転することになるとともに、第２レバー係合部１７３を介
してオープンサブレバー１５０に伝達され、オープンサブレバー１５０が時計回りに回転
することになる。
【００６５】
　ロアオープンレバー１６０が反時計回りに回転すると、第３ワイヤケーブルＷＣ３が引
張操作されることになり、開扉ラッチユニットＯＲが解除動作されることになる。この結
果、例えばスライドドアＤが開扉状態にあった場合であっても、アウトサイドハンドルＯ
Ｈを操作すれば、これを閉扉移動させることができるようになる。
【００６６】
　一方、オープンサブレバー１５０が時計回りに回転すると、ロックピン係合部１５３お
よびロックピン２０１を介してオープンレバー１４０に伝達され、オープンレバー１４０
が時計回りに回転することによって第１ワイヤケーブルＷＣ１および第２ワイヤケーブル
ＷＣ２がそれぞれ引張操作されることになる。この結果、例えばスライドドアＤが閉扉状
態にあった場合であっても、アウトサイドハンドルＯＨの操作によってこれを開扉移動さ
せることができるようになり、また、例えばクローザ装置ＣＬが作動している状態におい
ても、アウトサイドハンドルＯＨを操作すれば、ハーフラッチ状態からフルラッチ状態へ
の移行動作を中断することができるようになる。
【００６７】
　上述の動作にあっては、オープンハンドルレバー１７０が回転することでロアオープン
レバー１６０が回転する場合、当接していたロアオープンレバー１６０の扉操作レバー接
続部１６２と扉操作レバー１１０の第１バネ係合部１１５とが離れ、ロアオープンレバー
１６０の反時計回りの回転によっては扉操作レバー１１０が動作することはない。さらに
、オープンハンドルレバー１７０が回転することでオープンサブレバー１５０が回転する
場合、連結リンクＬ２の一端部がリンクレバー１２０のスライド溝孔１２３ａを適宜移動
するため、オープンサブレバー１５０の時計回りの回転によってはリンクレバー１２０が
動作することはない。
【００６８】
　尚、オープンハンドルレバー１７０が時計回りに回転すると、第３扉操作検出部１７６
が第３扉操作検出センサＳ３をＯＮ操作することになるため、この第３扉操作検出センサ
Ｓ３の検出結果に基づいてアウトサイドハンドルＯＨの操作を検出することが可能となる
。
【００６９】
　上述した初期状態からコントロールユニット１００をロック状態に切り換えると、図２
２に示すように、オープンレバー１４０のロックピンスライド溝１４１ａにおいてロック
ピン２０１がロックピン係合部１５３の回転移動域外に占位することになる。従って、こ
のロック状態からインサイドハンドルＩＨを車両後方側に向けて傾動させた場合、図２３
に示すように、扉操作レバー１１０の時計回りの回転は、リンクレバー１２０および連結
リンクＬ２を介してオープンサブレバー１５０に伝達されるものの、このオープンサブレ
バー１５０の回転がオープンレバー１４０に伝達されることはない。この結果、閉扉ラッ
チユニットＣＲが解除動作されることはなく、例えばスライドドアＤが閉扉状態にある場
合には、これを開扉移動させることができない。但し、ロック状態においても、扉操作レ
バー１１０の回転によって開扉操作検出部１１６が第１扉操作検出センサＳ１をＯＮ操作
することになるため、この第１扉操作検出センサＳ１の検出結果に基づいてインサイドハ
ンドルＩＨの車両後方側への傾動操作を検出することは可能である。尚、例えばスライド
ドアＤが開扉状態にあった場合において、ロック状態からインサイドハンドルＩＨを車両
前方側に向けて傾動させると、扉操作レバー１１０の反時計回りの回転によって、ロアオ
ープンレバー１６０が反時計回りに回転し、それにより、開扉ラッチユニットＯＲの解除
動作が可能である。換言すれば、例えばスライドドアＤが開扉状態にあり、且つロック状
態であった場合、インサイドハンドルＩＨの傾動操作によってスライドドアＤを閉扉移動
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させることは可能である。
【００７０】
　また、図２２に示したロック状態からアウトサイドハンドルＯＨを操作した場合には、
図２４に示すように、オープンハンドルレバー１７０の回転に伴うオープンサブレバー１
５０の回転がオープンレバー１４０に伝達されることはない。この結果、閉扉ラッチユニ
ットＣＲが解除動作されることはなく、例えばスライドドアＤが閉扉状態にある場合には
、これを開扉移動させることができない。但し、ロック状態においても、オープンハンド
ルレバー１７０の回転が突出ピン１７２ａを介してロアオープンレバー１６０に伝達され
、第３ワイヤケーブルＷＣ３が引張操作されることになるため、例えばスライドドアＤが
開扉状態にあった場合には、アウトサイドハンドルＯＨの操作によりこれを閉扉移動させ
ることが可能である。また、ロック状態においても、オープンハンドルレバー１７０の回
転によって第３扉操作検出部１７６が第３扉操作検出センサＳ３をＯＮ操作することにな
るため、この第３扉操作検出センサＳ３の検出結果に基づいてアウトサイドハンドルＯＨ
の操作を検出することが可能である。
【００７１】
　一方、上述した初期状態からチャイルドロックレバー１３０をロック位置に切り換える
と、図２５に示すように、リンクレバー１２０のピンスライド部１２２において係合ピン
１３４が扉操作レバー１１０におけるリンク係合部１１２の回転移動域外に占位されるこ
とになる。従って、この状態からインサイドハンドルＩＨを車両後方側に向けて傾動させ
たとしても、図２６に示すように、扉操作レバー１１０の回転がリンクレバー１２０に伝
達されることはなく、つまりリンク係合部１１２が係合ピン１３４に当接しないため、リ
ンクレバー１２０が回転することはなく、閉扉ラッチユニットＣＲが解除動作されること
もない。尚、扉操作レバー１１０の回転によって開扉操作検出部１１６が第１扉操作検出
センサＳ１をＯＮ操作することになるため、この第１扉操作検出センサＳ１の検出結果に
基づいてインサイドハンドルＩＨの車両後方側への傾動操作を検出することは可能である
。但し、この状態においても、コントロールユニット１００がアンロック状態にあれば、
アウトサイドハンドルＯＨの操作によってロアオープンレバー１６０およびオープンサブ
レバー１５０がそれぞれ時計回りに回転することになるため、スライドドアＤを開閉移動
させることが可能である。
【００７２】
　以上説明したように、上記ドア開閉装置によれば、インサイドハンドルＩＨに形成した
操作出力部３１１を扉操作レバー１１０に直接当接させることによってこれらの間の動力
伝達を行うようにしているため、インサイドハンドルＩＨと扉操作レバー１１０との間を
連係させる作業が不要となり、組立作業を容易に行うことが可能となる。しかも、一つの
扉操作レバー１１０によって開扉ラッチユニットＯＲおよび閉扉ラッチユニットＣＲを選
択的に解除動作させるようにしているため、取り扱い部品点数の削減に起因した組立作業
の容易化を図ることも可能となる。しかも、中間レバーであるロアオープンレバー１６０
と扉操作レバー１１０とを共通の回転軸部材であるインサイドハンドルレバー軸１０２に
よりベースプレート１０１に配設したため、リンクを介して扉操作レバー１１０の回転を
開扉ラッチユニットＯＲに伝達する必要がない。従って、リンクを設ける必要がないため
、取り扱い部品点数の削減に起因した組立作業の容易化を図ることも可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の実施の形態であるドア開閉装置を適用したスライドドアの斜視図である
。
【図２】図１に示したスライドドアを備える四輪自動車の側面図である。
【図３】図１に示したドア開閉装置のコントロールユニットを車両室内側から見た図であ
る。
【図４】図３に示したコントロールユニットの詳細構成を車両室内側から見た図である。
【図５】図３に示したコントロールユニットの詳細構成を車両室外側から見た図である。
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【図６】図３に示したコントロールユニットに適用するベースプレートを車両室内側から
見た図である。
【図７】図３に示したコントロールユニットに適用する扉操作レバーを車両室内側から見
た図である。
【図８】図３に示したコントロールユニットに適用するリンクレバーを車両室内側から見
た図である。
【図９】図３に示したコントロールユニットに適用するチャイルドロックレバーを車両室
内側から見た図である。
【図１０】図３に示したコントロールユニットに適用するオープンレバーを車両室内側か
ら見た図である。
【図１１】図３に示したコントロールユニットに適用するオープンサブレバーを車両室内
側から見た図である。
【図１２】図３に示したコントロールユニットに適用するロアオープンレバーを車両室内
側から見た図である。
【図１３】図３に示したコントロールユニットに適用するオープンハンドルレバーを車両
室内側から見た図である。
【図１４】図３に示したコントロールユニットに適用するロッキングレバーを車両室内側
から見た図である。
【図１５】図１に示したドア開閉装置に適用するインサイドハンドルの断面側面図である
。
【図１６】図１５に示したインサイドハンドルが開扉操作された状態を示す横断面図であ
る。
【図１７】図１５に示したインサイドハンドルが閉扉操作された状態を示す横断面図であ
る。
【図１８】図３に示したコントロールユニットの初期状態を示す概念図である。
【図１９】図３に示したコントロールユニットにおいてインサイドハンドルを開扉操作し
た状態を示す概念図である。
【図２０】図３に示したコントロールユニットにおいてインサイドハンドルを閉扉操作し
た状態を示す概念図である。
【図２１】図３に示したコントロールユニットにおいてアウトサイドハンドルを操作した
状態を示す概念図である。
【図２２】図３に示したコントロールユニットのロック状態を示す概念図である。
【図２３】図３に示したコントロールユニットがロック状態にある場合にインサイドハン
ドルを開扉操作した状態を示す概念図である。
【図２４】図３に示したコントロールユニットがロック状態にある場合にアウトサイドハ
ンドルを操作した状態を示す概念図である。
【図２５】図３に示したコントロールユニットのチャイルドロック状態を示す概念図であ
る。
【図２６】図３に示したコントロールユニットがチャイルドロック状態にある場合にイン
サイドハンドルを開扉操作した状態を示す概念図である。
【符号の説明】
【００７４】
１０１　　　ベースプレート
１０２　　　インサイドハンドルレバー軸（回転軸部材）
１１０　　　扉操作レバー
１２０　　　リンクレバー
１３０　　　チャイルドロックレバー
１４０　　　オープンレバー
１５０　　　オープンサブレバー
１６０　　　ロアオープンレバー（中間レバー）
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１７０　　　オープンハンドルレバー
１８０　　　ロッキングレバー
１９０　　　ロッキングアクチュエータ
３００　　　ハンドルベース部材
３１０　　　操作ハンドル部材
３１１　　　操作出力部
３２０　　　操作軸部材
３４０　　　ロックノブ
ＣＲ　　　閉扉ラッチユニット
Ｄ　　　スライドドア
ＤＯ　　　乗車口
ＩＨ　　　インサイドハンドル
ＯＨ　　　アウトサイドハンドル
ＯＲ　　　開扉ラッチユニット
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【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】
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