(12)公開特許公報(A)

(19)日本国特 許庁(JP)

(11)特 許出願公開番号

特開2004‑50918
(43)公 開日
(51)Int.Cl.

7

識別 記号

平成16年 2月19日 (2004.2.19)

FI

ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参 考)

B62D 65/18

B62D 65/18

Z

3C030

B23P 21/00

B23P 21/00

303A

3D114

B65G

B23P 21/00

307Z

3F022

1/137

B65G

1/137

A

請 求項の数
(21)出願番号

2002‑209568

(22)出願日

平成14年7月18日(2002.7.18)

(71)出願人

2 審 査請求 未請求 OL (全6頁)

000002967
ダイハ ツ工業株式会社
大阪府 池田市ダイハツ 町1番1号

(74)代理人

100064584
【弁理 士】 江 原 省吾

(74)代理人

100093997
【弁理 士】 田 中 秀佳

(74)代理人

100101616
【弁理 士】 白 石 吉之

(74)代理人

100107423
【弁理 士】 城 村 邦彦

(74)代理人

100120949
【弁理 士】 熊 野 剛

(74)代理人

100121186
最終頁に続く

(54)【発明の 名称】組立待機 車列レーンの車 両投入抜取指示 システム
(57)【要約】
【 課題】車列レー ンに対する車両 の投入抜出方法 を省力
化 ・合理化し、も って組立ライン の組立順序遵守 率向上
と 組立ライン稼働 率を可及的に向 上させる。
【 解決手段】ホス トＰＣ１５から 生産車両の順序 に関す
る データと各組立 待機車両の組立 工数データを車 列レー
ン コントローラ１ ６に取込む。車 列レーンコント ローラ
１ ６は塗装ライン ３の出口側にあ るモニタ１８に 次の車
両 をどの車列レー ン１に投入すべ きかを指示する 。作業
員 Ｐ１はモニタ１ ８の表示に従っ て操作盤８を操 作して
車 両を所定の車列 レーン１に投入 する。一方、車 列レー
ン コントローラ１ ６はバッファラ イン２の入口に あるモ
ニ タ１９にどの車 列レーン１の車 両をバッファラ イン２
に 抜出すかを指示 する。この際、 下流の組立ライ ンの稼
働 率が可及的に平 準化する車両の 順序となるよう 車列レ
ー ンコントローラ １６により抜出 車両が特定され る。
【 選択図】

図１

(19)日本国特 許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特 許出願公開番号

特開2004‑98738
(43)公 開日
(51)Int.Cl.

7

識別 記号

FI

ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参 考)

B62D 65/00

B62D 65/00

Q

B23K

1/00

B23K

1/00

U

B23K

3/00

B23K

3/00

310P

請 求項の数
(21)出願番号

2002‑259952

(22)出願日

平成14年9月5日(2002.9.5)

平成16年 4月2日(2004.4.2)

(71)出願人

3D114

7 審 査請求 未請求 OL (全9頁)

000003908
日産デ ィーゼル工業株 式会社
埼玉県 上尾市大字壱丁 目1番地

(74)代理人

100071696
【弁理 士】 高 橋 敏忠

(74)代理人

100090000
【弁理 士】 高 橋 敏邦

(72)発明者

齋 藤 正 浩
埼玉県 上尾市大字壱丁 目一番地 日産デ
ィーゼ ル工業株式会社 内

(72)発明者

遠 藤 政 志
埼玉県 上尾市大字壱丁 目一番地 日産デ
ィーゼ ル工業株式会社 内

Ｆターム(参考)
3D114 AA17
(54)【発明の 名称】車体組立 ラインのろう付 け方法及び装置
(57)【要約】
【 課題】車体をろ う付けして組み 立てる際に発生 、飛散
す るスパッタが車 体に付着するこ とを防止する車 体組立
ラ インのろう付け 方法及び装置の 提供。
【 解決手段】車体 （２）を組立ラ インに載置する 車体載
置 工程と、該車体 （２）を所定の ろう付け作業を 実施す
る ろう付け位置（ Ｐｓ）に定置す る車体定位置工 程と、
該 車体（２）を組 立ライン（８） に安定させるた めの係
合 をする係合工程 と、その係合完 了を確認して前 記車体
（ ２）のルーフ板 （２０）上部を 覆うカバー（３ ０）を
上 方からルーフ板 （２０）上部に 下降させるカバ ー（３
０ ）下降工程と、 車体（２）への ろう付けを実施 するろ
う 付け工程と、ろ う付け完了後に ろう付け完了信 号を発
信 するろう付け完 了信号発信工程 と、そのろう付 け完了
信 号発信後にカバ ー（３０）を上 昇させるカバー （３０
） 上昇工程とを含 んでいる。
【 選択図】

図１
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(19)日本国特 許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特 許出願公開番号

特開2004‑122960
(43)公 開日
(51)Int.Cl.
B60J

7

識別 記号

5/00

FI

ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参 考)

B60J

5/00

Z

B60J

5/00

M

請求項 の数
(21)出願番号

2002‑290633

(22)出願日

平成14年10月3日(2002.10.3)

平成16年 4月22日 (2004.4.22)

(71)出願人

7 審査請 求 未請 求 OL (全20頁)

000003137
マツダ 株式会社
広島県 安芸郡府中町新 地3番1号

(74)代理人

100067747
【弁理 士】 永 田 良昭

(74)代理人

100121603
【弁理 士】 永 田 元昭

(72)発明者

守山 幸宏
広島県 安芸郡府中町新 地3番1号 マツダ
株式会 社内

(54)【発明の 名称】車両のサ イドドア構造お よびその組立て 方法
(57)【要約】
【 課題】ドアモジ ュール取付け用 の開口にドアモ ジュー
ル ユニットと結合 される他のドア 機能部品を仮預 けする
係 止部を設けるこ とで、他のドア 機能部品とドア モジュ
ー ルユニットの本 体とを同時に組 付けることが難 しいド
ア 形態において、 ドアの組付け性 を確保すること ができ
る 車両のサイドド ア構造の提供を 目的とする。
【 解決手段】車両 の側部開口を開 閉する車両のサ イドド
ア 構造であって、 上記サイドドア ２はドアアウタ パネル
と ドアインナパネ ル２２とが接合 されて構成され 、上記
ド アインナパネル ２２にはドア機 能部品８２，８ ４が一
体 的にモジュール 化されたドアモ ジュールユニッ ト７７
を 取付けるための ドアモジュール 取付け用の開口 ２３が
設 けられ、上記ド アモジュール取 付け用の開口２ ３には
ド アモジュールユ ニット７７と結 合される他のド ア機能
部 品８９を仮預け する係止部９１ が設けられたこ とを特
徴 とする。
【 選択図】

図 １４

(19)日本国特 許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特 許出願公開番号

特開2004‑291909
(43)公 開日
(51)Int.Cl.

7

識別 記号

B62D 25/06

FI

ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参 考)

B62D 25/06

Z

請求項 の数
(21)出願番号

2003‑089955

(22)出願日

平成15年3月28日(2003.3.28)

平成16年 10月21日(2004.10.21)

(71)出願人

3D003

5 審査請 求 未請 求 OL (全12頁)

000003908
日産デ ィーゼル工業株 式会社
埼玉県 上尾市大字壱丁 目1番地

(74)代理人

100071696
【弁理 士】 高 橋

(74)代理人

【弁理 士】 高 橋
(72)発明者

敏忠

100090000
中

澤

敏邦

勇

埼玉県 上尾市大字壱丁 目一番地

日産

ディー ゼル工業株式会 社内
(72)発明者

渡

辺

修

埼玉県 上尾市大字壱丁 目一番地
ディー ゼル工業株式会 社内
最終頁に続く
(54)【発明の 名称】車両の屋 根の構造及び組 立方法
(57)【要約】
【 課題】ルーフパ ネルと補強材の ルーフメンバー との溶
接 精度の向上を図 った車両の屋根 の構造及び組立 方法の
提 供。
【 解決手段】屋根 前方部材（１） と第１のルーフ メンバ
ー （３）とを結合 する第１のブラ ケット（２）と 、第１
の ルーフメンバー （３）と第２の ルーフメンバー （５）
と を結合する第２ のブラケット（ ４）とを有し、 第２の
ブ ラケット（４） の端部（４ｂ） と第２のルーフ メンバ
ー （５）には、第 ２のブラケット （４）の当該端 部（４
ｂ ）を第２のルー フメンバー（５ ）に係止（仮止 め）し
以 って第２のブラ ケット（４）と 第２のルーフメ ンバー
（ ５）との相対位 置を維持するた めの仮止め機構 （Ｋｓ
） が設けられてい る。
【 選択図】

図１

日産

(19)日本国特 許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特 許出願公開番号

特開2004‑299588
(43)公 開日
(51)Int.Cl.

7

識別 記号

平成16年 10月28日(2004.10.28)

FI

ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参 考)

B62D 25/08

B62D 25/08

D

3D003

// B60K 11/04

B60K 11/04

H

3D038

請求項の数
(21)出願番号

2003‑096058

(22)出願日

平成15年3月31日(2003.3.31)

(71)出願人

10 審査請 求 未請 求 OL (全10頁)
000003137
マツダ 株式会社
広島県 安芸郡府中町新 地3番1号

(74)代理人

100076428
【弁理 士】 大 塚

(74)代理人

【弁理 士】 高 柳
(74)代理人

康弘

100116894
【弁理 士】 木 村

(72)発明者

司郎

100115071
【弁理 士】 大 塚

(74)代理人

康徳

100112508

渡

秀二

忠義

広島県 安芸郡府中町新 地3番1号
ダ株式 会社内
Ｆターム(参考)
(54)【発明の 名称】車両のフ ロント車体構造 及び車両の組立 方法
(57)【要約】
【 課題】車体の剛 性が劣ることな く、ラジエータ のため
の 開口面積をより 大きく確保し得 る車両のフロン ト車体
構 造を提供するこ と。
【 解決手段】車幅 方向に延設され 、ラジエータを 支持す
る ための上部サポ ート部材１０及 び下部サポート 部材２
０ を含むフロント エンドモジュー ル枠Ａをフロン トサイ
ド フレーム１００ 間に配設した車 両のフロント車 体構造
で あって、記下部 サポート部材２ ０をクロスメン バ２１
と 一体に構成し、 クロスメンバ２ １の両端部を、 フロン
ト サイドフレーム １００に設けた 連結ブラケット ５０に
そ れぞれ接続した ことを特徴とす る。
【 選択図】

図１

マツ

