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(57)【要約】
【課題】従来とは異なる構成でリクライニング機構を構
成することを目的とする。
【解決手段】リクライニング機構１は、シートクッショ
ンに固定されるベースプレート１０と、シートバックに
固定され、ベースプレート１０に対して回動可能なイン
ターナルギヤ５０と、インターナルギヤ５０に噛み合う
ロック姿勢と、インターナルギヤ５０から外れた解除姿
勢との間で回動可能となるように、ベースプレート１０
に回動可能に支持されるロックギヤ２０と、ベースプレ
ート１０に直線的に移動可能に支持され、ロックギヤ２
０を押圧することで、ロックギヤ２０をロック姿勢また
は解除姿勢にするスライドカム３０と、スライドカム３
０を操作するための操作部材（回動カム４０）とを備え
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートクッションに対するシートバックの傾斜角度を調整するためのリクライニング機
構であって、
　前記シートクッションおよび前記シートバックの一方に固定されるベースプレートと、
　前記シートクッションおよび前記シートバックの他方に固定され、前記ベースプレート
に対して回動可能なインターナルギヤと、
　前記インターナルギヤに噛み合うロック姿勢と、前記インターナルギヤから外れた解除
姿勢との間で回動可能となるように、前記ベースプレートに回動可能に支持されるロック
ギヤと、
　前記ベースプレートに所定の線上に沿って移動可能に支持され、前記ロックギヤを押圧
することで、前記ロックギヤを前記ロック姿勢または前記解除姿勢にするスライドカムと
、
　前記スライドカムを操作するための操作部材と、を備えたことを特徴とするリクライニ
ング機構。
【請求項２】
　前記スライドカムは、前記ロックギヤを前記ロック姿勢に向けて押圧する第１位置と、
前記ロックギヤを前記解除姿勢に向けて押圧する第２位置とに移動可能に構成されている
ことを特徴とする請求項１に記載のリクライニング装置。
【請求項３】
　前記スライドカムを前記第１位置に向けて付勢する第１付勢部材を備えたことを特徴と
する請求項２に記載のリクライニング装置。
【請求項４】
　前記ベースプレートは、前記シートクッションに固定され、
　前記スライドカムの移動方向は、上下方向に設定されていることを特徴とする請求項２
または請求項３に記載のリクライニング装置。
【請求項５】
　前記ロックギヤは、複数設けられ、前記スライドカムを前記第２位置から前記第１位置
に向けて移動させる際に互いに異なるタイミングで前記インターナルギヤに噛み合うよう
に構成されていることを特徴とする請求項２～請求項４のいずれか１項に記載のリクライ
ニング機構。
【請求項６】
　前記複数のロックギヤは、第１ロックギヤと第２ロックギヤとを有し、
　前記スライドカムは、前記第１ロックギヤを前記ロック姿勢に向けて押圧するための第
１押圧部と、前記第２ロックギヤを前記ロック姿勢に向けて押圧するための第２押圧部と
を有し、
　前記スライドカムが前記第２位置に位置するときに、前記スライドカムの移動方向にお
ける前記第１押圧部から前記第１ロックギヤまでの距離が、前記第２押圧部から前記第２
ロックギヤまでの距離と異なることを特徴とする請求項５に記載のリクライニング機構。
【請求項７】
　前記スライドカムを介して前記ロックギヤを前記ロック姿勢に向けて付勢する第１付勢
部材と、
　前記ロックギヤを前記解除姿勢に向けて付勢する第２付勢部材と、を備え、
　前記スライドカムは、前記ロックギヤを前記ロック姿勢に向けて押圧する第３位置と、
当該第３位置から離れて前記第２付勢部材による前記ロックギヤの回動を許可する第４位
置とに移動可能に構成されていることを特徴とする請求項１に記載のリクライニング装置
。
【請求項８】
　前記ロックギヤを前記ロック姿勢に向けて付勢する第３付勢部材を備え、
　前記スライドカムは、前記ロックギヤを前記解除姿勢に向けて押圧する第５位置と、当
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該第５位置から離れて前記第３付勢部材による前記ロックギヤの回動を許可する第６位置
とに移動可能に構成されていることを特徴とする請求項１に記載のリクライニング機構。
【請求項９】
　前記ベースプレートは、前記インターナルギヤの軸方向において前記スライドカムと対
向するスライド面と、前記スライド面から突出して前記スライドカムの移動方向に直交す
る方向において前記スライドカムを挟むように配置され、当該スライドカムを案内する一
対のガイド部とを有し、
　前記インターナルギヤは、前記ベースプレートに前記軸方向で対面する対面部と、当該
対面部から前記ベースプレート側に突出する突出部とを有し、
　前記各ガイド部には、前記突出部の移動を規制することで前記インターナルギヤの回動
量を規制する回動規制部が設けられていることを特徴とする請求項１～請求項８のいずれ
か１項に記載のリクライニング機構。
【請求項１０】
　前記ベースプレートの前記ガイド部の周囲には、前記インターナルギヤとは反対側に突
出する凸部が設けられていることを特徴とする請求項９に記載のリクライニング機構。
【請求項１１】
　前記ベースプレートの前記ロックギヤと対向する部分には、当該ロックギヤとの摺動抵
抗を低減するための摺動抵抗低減部が設けられていることを特徴とする請求項１～請求項
１０のいずれか１項に記載のリクライニング機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シートクッションに対するシートバックの傾斜角度を調整するためのリクラ
イニング機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、リクライニング機構は、シートクッションに固定されるベースプレートと、
シートバックに固定され、ベースプレートに対して回動可能なインターナルギヤと、イン
ターナルギヤに噛み合うロック位置とインターナルギヤから外れた解除位置とに変位可能
なロックギヤと、ロックギヤをロック位置に向けて押圧するカムを有している。このよう
なリクライニング機構には、様々なタイプのものがあり、例えばカムとロックギヤがベー
スプレートに直線的に移動可能に支持されるタイプや（特許文献１参照）、カムおよびロ
ックギヤがベースプレートに回動可能に支持されるタイプや（特許文献２参照）、カムが
ベースプレートに回動可能に支持され、ロックギヤがベースプレートに直線的に移動可能
に支持されるタイプがある（特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５１９５７６１号公報
【特許文献２】特表２００２－５２１１６５号公報
【特許文献３】特許第５１８９８７９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、本願発明者等は、従来技術にはない新規な構成のリクライニング機構を発明
した。
【０００５】
　そこで、本発明は、従来とは異なる新たな構成のリクライニング機構を提供することを
目的とする。
【０００６】
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　また、本発明は、部品点数の増加を抑えることや、ロックギヤをインターナルギヤに強
固に噛み合わせることを目的とする。また、本発明は、ロックギヤをロック姿勢に維持す
ることや、複数のロックギヤをインターナルギヤに噛み合わせやすくすることを目的とす
る。また、本発明は、リクライニング機構の簡易化を図ることや、ガイド部の剛性を高く
することや、ロックギヤの回動をスムーズにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記した課題を解決する本発明は、シートクッションに対するシートバックの傾斜角度
を調整するためのリクライニング機構であって、前記シートクッションおよび前記シート
バックの一方に固定されるベースプレートと、前記シートクッションおよび前記シートバ
ックの他方に固定され、前記ベースプレートに対して回動可能なインターナルギヤと、前
記インターナルギヤに噛み合うロック姿勢と、前記インターナルギヤから外れた解除姿勢
との間で回動可能となるように、前記ベースプレートに回動可能に支持されるロックギヤ
と、前記ベースプレートに所定の線上に沿って移動可能に支持され、前記ロックギヤを押
圧することで、前記ロックギヤを前記ロック姿勢または前記解除姿勢にするスライドカム
と、前記スライドカムを操作するための操作部材と、を備える。
【０００８】
　ここで、「所定の線」とは、直線や曲線などを意味する。
【０００９】
　これによれば、従来とは異なる新たな構成のリクライニング機構を提供することができ
る。
【００１０】
　また、前記した構成において、前記スライドカムは、前記ロックギヤを前記ロック姿勢
に向けて押圧する第１位置と、前記ロックギヤを前記解除姿勢に向けて押圧する第２位置
とに移動可能に構成されていてもよい。
【００１１】
　これによれば、スライドカムでロックギヤを押圧するだけで、ロックギヤのロック・解
除の両方を行うことができるので、例えばロックギヤを解除するためのバネなどが不要に
なり、部品点数の増加を抑えることができる。
【００１２】
　また、前記した構成において、前記スライドカムを前記第１位置に向けて付勢する第１
付勢部材を備えていてもよい。
【００１３】
　これによれば、第１付勢部材の付勢力をスライドカムを介してロックギヤに伝達するこ
とができるので、ロックギヤをインターナルギヤに強固に噛み合わせることができる。
【００１４】
　また、前記した構成において、前記ベースプレートは、前記シートクッションに固定さ
れ、前記スライドカムの移動方向は、上下方向に設定されていてもよい。
【００１５】
　これによれば、衝突時にシートバックに対して前後方向に力が加わった場合において、
その力がスライドカムに対してその移動方向には作用しないので、スライドカムが解除方
向に動いてしまうのを抑えることができ、ロックギヤをロック姿勢に維持することができ
る。
【００１６】
　また、前記した構成において、前記ロックギヤは、複数設けられ、前記スライドカムを
前記第２位置から前記第１位置に向けて移動させる際に互いに異なるタイミングで前記イ
ンターナルギヤに噛み合うように構成されていてもよい。
【００１７】
　これによれば、例えば複数のロックギヤをインターナルギヤに同時に噛み合わせる構造
に比べ、複数のロックギヤをインターナルギヤに噛み合わせやすくすることができる。
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【００１８】
　また、前記した構成において、前記複数のロックギヤは、第１ロックギヤと第２ロック
ギヤとを有し、前記スライドカムは、前記第１ロックギヤを前記ロック姿勢に向けて押圧
するための第１押圧部と、前記第２ロックギヤを前記ロック姿勢に向けて押圧するための
第２押圧部とを有し、前記スライドカムが前記第２位置に位置するときに、前記スライド
カムの移動方向における前記第１押圧部から前記第１ロックギヤまでの距離が、前記第２
押圧部から前記第２ロックギヤまでの距離と異なるように構成してもよい。
【００１９】
　これによれば、簡単な構造で、各ロックギヤがインターナルギヤに噛み合うタイミング
をずらすことができる。
【００２０】
　また、前記した構成において、前記スライドカムを介して前記ロックギヤを前記ロック
姿勢に向けて付勢する第１付勢部材と、前記ロックギヤを前記解除姿勢に向けて付勢する
第２付勢部材と、を備え、前記スライドカムは、前記ロックギヤを前記ロック姿勢に向け
て押圧する第３位置と、当該第３位置から離れて前記第２付勢部材による前記ロックギヤ
の回動を許可する第４位置とに移動可能に構成されていてもよい。
【００２１】
　この構成によれば、第１付勢部材の付勢力をスライドカムを介してロックギヤに伝達す
ることができるので、ロックギヤをインターナルギヤに強固に噛み合わせることができる
。
【００２２】
　また、前記した構成において、前記ロックギヤを前記ロック姿勢に向けて付勢する第３
付勢部材を備え、前記スライドカムは、前記ロックギヤを前記解除姿勢に向けて押圧する
第５位置と、当該第５位置から離れて前記第３付勢部材による前記ロックギヤの回動を許
可する第６位置とに移動可能に構成されていてもよい。
【００２３】
　この構成によれば、第３付勢部材の付勢力をロックギヤに伝達することができるので、
ロックギヤをインターナルギヤに強固に噛み合わせることができる。
【００２４】
　また、前記した構成において、前記ベースプレートは、前記インターナルギヤの軸方向
において前記スライドカムと対向するスライド面と、前記スライド面から突出して前記ス
ライドカムの移動方向に直交する方向において前記スライドカムを挟むように配置され、
当該スライドカムを案内する一対のガイド部とを有し、前記インターナルギヤは、前記ベ
ースプレートに前記軸方向で対面する対面部と、当該対面部から前記ベースプレート側に
突出する突出部とを有し、前記各ガイド部には、前記突出部の移動を規制することで前記
インターナルギヤの回動量を規制する回動規制部が設けられていてもよい。
【００２５】
　これによれば、突出部の移動を規制する回動規制部をガイド部に設けているので、例え
ば回動規制部をガイド部以外の部分に設ける構造に比べ、リクライニング機構の簡易化を
図ることができる。
【００２６】
　また、前記した構成において、前記ベースプレートの前記ガイド部の周囲には、前記イ
ンターナルギヤとは反対側に突出する凸部が設けられていてもよい。
【００２７】
　これによれば、凸部によってガイド部の剛性の高くすることができる。
【００２８】
　また、前記した構成において、前記ベースプレートの前記ロックギヤと対向する部分に
は、当該ロックギヤとの摺動抵抗を低減するための摺動抵抗低減部が設けられていてもよ
い。
【００２９】
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　これによれば、ロックギヤとベースプレートの摺動抵抗を低減することができるので、
ロックギヤの回動をスムーズに行うことができる。
【発明の効果】
【００３０】
　請求項１に記載の構成によれば、従来とは異なる新たな構成のリクライニング機構を提
供することができる。
【００３１】
　請求項２に記載の構成によれば、部品点数の増加を抑えることができる。
【００３２】
　請求項３，７，８に記載の構成によれば、ロックギヤをインターナルギヤに強固に噛み
合わせることができる。
【００３３】
　請求項４に記載の構成によれば、ロックギヤをロック姿勢に維持することができる。
【００３４】
　請求項５に記載の構成によれば、複数のロックギヤをインターナルギヤに噛み合わせや
すくすることができる。
【００３５】
　請求項６に記載の構成によれば、簡単な構造で、各ロックギヤがインターナルギヤに噛
み合うタイミングをずらすことができる。
【００３６】
　請求項９に記載の構成によれば、リクライニング機構の簡易化を図ることができる。
【００３７】
　請求項１０に記載の構成によれば、凸部によってガイド部の剛性の高くすることができ
る。
【００３８】
　請求項１１に記載の構成によれば、ロックギヤの回動をスムーズに行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の第１実施形態に係るリクライニング機構が設けられた乗物用シートを示
す側面図である。
【図２】リクライニング機構を分解して示す分解斜視図である。
【図３】ロック状態のリクライニング機構を示す断面図である。
【図４】解除状態のリクライニング機構を示す断面図である。
【図５】インターナルギヤを内側から見た斜視図である。
【図６】インターナルギヤの解除状態保持部によってロックギヤが解除状態に保持されて
いる状態を示す断面図である。
【図７】インターナルギヤの解除状態保持部によってロックギヤが解除状態に保持されて
いない状態を示す断面図である。
【図８】ベースプレートを外側から見た斜視図である。
【図９】第２の実施形態に係るリクライニング機構のロック状態を示す断面図（ａ）と、
図９（ａ）のＩ－Ｉ断面図（ｂ）である。
【図１０】第２の実施形態に係るリクライニング機構の解除状態を示す断面図である。
【図１１】第３の実施形態に係るリクライニング機構の解除状態を示す断面図である。
【図１２】第３の実施形態に係るリクライニング機構の各ロックギヤのインターナルギヤ
との噛み合いタイミングを示す断面図（ａ）と、図１２（ａ）のＡ部分の拡大図（ｂ）と
、図１２（ａ）のＢ部分の拡大図（ｃ）である。
【図１３】第４の実施形態に係るリクライニング機構の解除状態を示す断面図である。
【図１４】第４の実施形態に係るリクライニング機構のロック状態を示す断面図である。
【図１５】第５の実施形態に係るリクライニング機構の解除状態を示す断面図である。
【図１６】第５の実施形態に係るリクライニング機構のロック状態を示す断面図である。



(7) JP 2015-23927 A 2015.2.5

10

20

30

40

50

【発明を実施するための形態】
【００４０】
［第１の実施形態］
　以下、図面を参照しながら、本発明の第１の実施形態について説明する。なお、本発明
において、前後、左右、上下は、乗物用シートＳに座る乗員を基準とする。
【００４１】
　図１に示すように、リクライニング機構１は、乗物用シートＳのシートクッションＳ１
に対するシートバックＳ２の傾斜角度を調整するための機構であり、シートクッションＳ
１の後部の左右方向の一方に設けられている。なお、以下の説明では、リクライニング機
構１は、シートクッションＳ１の右側に設けられているものとする。
【００４２】
　シートクッションＳ１は、左右に離間して配置される一対のクッションサイドフレーム
Ｆ１を有し、シートバックＳ２は、左右に離間して配置される一対のバックサイドフレー
ムＦ２を有する。それぞれのバックサイドフレームＦ２の下端部は、対応するクッション
サイドフレームＦ１の後端部と左右方向から見て重なり、当該後端部よりも左右方向内側
に配置されている。そして、リクライニング機構１は、右側のクッションサイドフレーム
Ｆ１の後端部と右側のバックサイドフレームＦ２の下端部との間に設けられている。
【００４３】
　図２に示すように、リクライニング機構１は、ベースプレート１０と、２つのロックギ
ヤ２０と、スライドカム３０と、操作部材の一例としての回動カム４０と、インターナル
ギヤ５０と、リング６０と、第１付勢部材の一例としての渦巻バネＳＰとを備えている。
【００４４】
　ベースプレート１０は、シートクッションＳ１を構成するクッションサイドフレームＦ
１（図１参照）に固定されている。インターナルギヤ５０は、リング６０を介してベース
プレート１０に回動可能に支持されており、シートバックＳ２を構成するバックサイドフ
レームＦ２（図１参照）に固定され、シートバックＳ２と一体に回動するようになってい
る。
【００４５】
　そして、インターナルギヤ５０のベースプレート１０に対する回動は、ベースプレート
１０とインターナルギヤ５０の間に配置されたスライドカム３０等によって動作するロッ
クギヤ２０によって規制（ロック）または許容（解除）されるようになっている。これに
より、ロックギヤ２０等の作動状態によって、シートクッションＳ１に対するシートバッ
クＳ２の傾動を規制または許容することが可能となっている。以下に、各部材について、
詳細に説明する。
【００４６】
　ベースプレート１０は、円板状の基部１１と、基部１１から左側（インターナルギヤ５
０側）に膨出する一対のガイド部１２および一対の上側膨出部１３とを有している。
【００４７】
　基部１１の左側の面のうち一対のガイド部１２で挟まれた部分は、インターナルギヤ５
０の軸方向においてスライドカム３０と対向し、当該スライドカム３０を上下方向にスラ
イド可能に支持するためのスライド面１１ａとなっている。スライド面１１ａは、基部１
１の中心部から上方および下方に延びるように形成されている。また、基部１１の中心部
には、回動カム４０の回動軸部４１を挿通させるための貫通孔１１ｂが形成されている。
【００４８】
　一対のガイド部１２は、スライドカム３０を上下方向に移動可能に案内する部位であり
、スライドカム３０の移動方向に直交する前後方向においてスライド面１１ａを挟むよう
に配置されている。各ガイド部１２の左側の面には、左側に向けて膨出する回動規制部１
５が１つずつ形成されている。各回動規制部１５は、インターナルギヤ５０の回動軸から
等距離に配置されており、インターナルギヤ５０に形成された突出部５４の円周方向への
移動を規制することで、インターナルギヤ５０の回動量を規制している（図６，７参照）
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。これにより、インターナルギヤ５０と一体に回動するシートバックＳ２の傾動量を規制
することが可能となっている。また、回動規制部１５をガイド部１２に設けているので、
例えば回動規制部をガイド部以外の部分に設ける構造に比べ、リクライニング機構１の簡
易化を図ることが可能となっている。
【００４９】
　各上側膨出部１３は、各ガイド部１２の上側に互いに間隔を空けて配置されている。そ
して、各上側膨出部１３の前後方向外側の下部と各ガイド部１２の前後方向外側の上部に
は、各ロックギヤ２０に一体に形成される回動軸部２１の外周面２２をそれぞれ回動可能
に支持する軸受面１４が一体に形成されている。このようにロックギヤ２０に一体に形成
した回動軸部２１の外周面２２を、ベースプレート１０に一体に形成した軸受面１４で支
持する構成とすることで、例えばロックギヤおよびベースプレートとは別部材の軸部材を
介してロックギヤをベースプレートに対して回動可能にする構成と比べ、リクライニング
機構１を簡易に構成することが可能となっている。
【００５０】
　詳しくは、図３に示すように、回動軸部２１の外周面２２は、回動軸部２１の回動軸線
２１Ａを中心とした円弧状の第１外周面２２ａと、回動軸線２１Ａに対して第１外周面２
２ａとは反対側に設けられ、回動軸線２１Ａを中心とした円弧状の第２外周面２２ｂとを
有している。第１外周面２２ａは、回動軸線２１Ａの上側に配置されており、回動軸線２
１Ａまでの距離が、第２外周面２２ｂから回動軸線２１Ａまでの距離よりも大きくなるよ
うに形成されている。つまり、第１外周面２２ａの曲率半径は、第２外周面２２ｂの曲率
半径よりも大きくなっている。
【００５１】
　なお、図３等の各断面図においては、便宜上、回動カム４０を破断させずに図示してい
る。また、図３，４においては、便宜上、後述するインターナルギヤ５０の突出部５４お
よび解除状態保持部５５の図示を省略する。
【００５２】
　一方、軸受面１４は、第１外周面２２ａに倣った形状に形成されて当該第１外周面２２
ａを回動可能に支持する第１内周面１４ａと、第２外周面２２ｂに倣った形状に形成され
て当該第２外周面２２ｂを回動可能に支持する第２内周面１４ｂとを有している。
【００５３】
　ロックギヤ２０の第１外周面２２ａの前後方向外側には、ロックギヤ２０の内側に向け
て凹む断面視円弧状の第１凹部２３ａが隣接して形成されており、当該第１凹部２３ａの
内周面が第１外周面２２ａに連続するように形成されている。また、同様に、ロックギヤ
２０の第２外周面２２ｂの前後方向外側には、ロックギヤ２０の内側に向けて凹む第２凹
部２３ｂが隣接して形成されており、当該第２凹部２３ｂの内周面が第２外周面２２ｂに
連続するように形成されている。
【００５４】
　これにより、各外周面２２ａ，２２ｂの面積を大きくすることができるとともに、大き
な面積の各外周面２２ａ，２２ｂに合わせて軸受面１４の面積も大きくすることができる
ので、軸受面１４で外周面２２を良好に支持することが可能となっている。
【００５５】
　第１外周面２２ａの前後方向内側の端縁には、当該端縁から第１外周面２２ａと交差す
る方向、詳しくは下方に延びる第１被規制面２２ｃが形成されている。また、第２外周面
２２ｂの前後方向内側の端縁には、当該端縁から第２外周面２２ｂと交差する方向、詳し
くは上方に延びる第２被規制面２２ｄが形成されている。
【００５６】
　一方、第１内周面１４ａの前後方向内側の端縁には、当該端縁から第１内周面１４ａと
交差する方向、詳しくは下方に延びる第１規制面１４ｃが形成されている。また、第２内
周面１４ｂの前後方向内側の端縁には、当該端縁から第２内周面１４ｂと交差する方向、
詳しくは上方に延びる第２規制面１４ｄが形成されている。
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【００５７】
　第１規制面１４ｃは、第１被規制面２２ｃが前後方向内側（インターナルギヤ５０から
離れる方向）へ移動するのを規制するための面であり、第１被規制面２２ｃの前後方向内
側に配置され、当該第１被規制面２２ｃと前後方向で近接して対向している。また、第２
規制面１４ｄは、第２被規制面２２ｄが前後方向内側（インターナルギヤ５０から離れる
方向）へ移動するのを規制する面であり、第２被規制面２２ｄの前後方向内側に配置され
、当該第２被規制面２２ｄと前後方向で近接して対向している。
【００５８】
　第１被規制面２２ｃと第１規制面１４ｃとの間隔は、ロックギヤ２０が図３に示すロッ
ク姿勢であるときに、第２被規制面２２ｄと第２規制面１４ｄとの間隔よりも小さくなる
ように設定されている。より詳しくは、ロックギヤ２０がロック姿勢であるときに、第１
被規制面２２ｃが第１規制面１４ｃに接触し、第２被規制面２２ｄが第２規制面１４ｄか
ら離れるようになっている。
【００５９】
　このように各面が構成されることで、例えば衝突時などにおいて乗物用シートＳに大き
な力が加わった場合には、第１被規制面２２ｃの移動が第１規制面１４ｃで規制されるの
で、ロックギヤ２０とインターナルギヤ５０の係合状態を保持することが可能となってい
る。
【００６０】
　より詳しくは、第１規制面１４ｃによって移動が規制される第１被規制面２２ｃは、前
述したように第１外周面２２ａから回動軸線２１Ａまでの距離が第２外周面２２ｂから回
動軸線２１Ａまでの距離よりも大きく構成されることで、第２被規制面２２ｄよりも大き
な面積で形成されている。また、各被規制面２２ｃ，２２ｄの移動を規制する各規制面１
４ｃ，１４ｄは、対応する被規制面２２ｃ，２２ｄに合わせた大きさで形成されることで
、第１規制面１４ｃが第２規制面１４ｄよりも大きな面積で形成されている。
【００６１】
　このようにロック姿勢のときに近接する第１被規制面２２ｃおよび第１規制面１４ｃを
、第２被規制面２２ｄおよび第２規制面１４ｄよりも大きくすることで、例えば衝突時な
どにおいて乗物用シートＳに大きな力が加わった場合には、大きな第１被規制面２２ｃの
移動を大きな第１規制面１４ｃで規制することができるので、ロックギヤ２０とインター
ナルギヤ５０の係合状態を保持することが可能となっている。
【００６２】
　また、第２被規制面２２ｄおよび第２規制面１４ｄを設けているので、例えば衝突時に
おいて第１被規制面２２ｃまたは第１規制面１４ｃが変形してロックギヤ２０が動いた場
合であっても、第２被規制面２２ｄと第２規制面１４ｄとの当接により、ロックギヤ２０
とインターナルギヤ５０の係合状態を保持することが可能となっている。
【００６３】
　ロックギヤ２０は、スライドカム３０の移動方向に直交する前後方向において当該スラ
イドカム３０を挟んで１つずつ設けられ、インターナルギヤ５０に噛み合うロック姿勢と
、インターナルギヤ５０から外れた解除姿勢（図４の姿勢）との間で回動可能となるよう
に、ベースプレート１０に回動可能に支持されている。ロックギヤ２０は、インターナル
ギヤ５０の周方向に沿って延びる長尺状に形成されており、上側の端部および下側の端部
が、スライドカム３０の移動軌跡上に配置され、スライドカム３０の移動方向の各端部と
移動方向で対向している。ロックギヤ２０は、前述した回動軸部２１と、回動軸部２１か
らインターナルギヤ５０の内周面に沿って下方に延びる略円弧状の第１延出部２４と、回
動軸部２１から前後方向内側（インターナルギヤ５０から離れる方向）に延びる第２延出
部２５とを有している。
【００６４】
　第１延出部２４の外周面には、インターナルギヤ５０に形成される複数の内歯５１に噛
み合う複数のギヤ歯２４ａが設けられている。第１延出部２４の先端部には、ロックギヤ
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２０がロック姿勢であるときにおいて、上下方向に沿って延びる第１面２４ｂと、第１面
２４ｂの上端から前後方向外側および上側に向けて斜めに延びる傾斜面２４ｃと、傾斜面
２４ｃの前後方向外側の端縁から上方に向けて延びる第２面２４ｄとが形成されている。
各面２４ｂ～２４ｄの間の角部や隅部は、なだらかなＲ形状（曲面形状）に形成されてい
る。
【００６５】
　そして、傾斜面２４ｃがスライドカム３０によって下方に押圧されることで、ロックギ
ヤ２０がインターナルギヤ５０にロックされるようになっている。より詳しくは、ロック
ギヤ２０がロック姿勢であるときには、スライドカム３０と傾斜面２４ｃとの接触部と、
１または複数のギヤ歯２４ａと当該ギヤ歯２４ａに接触する内歯５１との接触部と、第１
被規制面２２ｃと第１規制面１４ｃとの接触部とにより、ロックギヤ２０が３箇所で支持
されている。
【００６６】
　また、第１延出部２４の左側の面には、当該面から左側に突出する円弧状突起２６がイ
ンターナルギヤ５０の内周面に沿うように形成されている（図２も参照）。
【００６７】
　各ロックギヤ２０にそれぞれ形成される第２延出部２５は、各回動軸部２１から延びて
互いに近づくように形成され、各ロックギヤ２０がロック姿勢であるときに、各第２延出
部２５同士の間隔が、ロックギヤ２０とインターナルギヤ５０との噛み合い量よりも小さ
くなるように構成されている。これにより、衝突時の強い力によって、第１規制面１４ｃ
が変形して第１被規制面２２ｃの移動を規制できなくなり、ロック姿勢のロックギヤ２０
が動いた場合であっても、各第２延出部２５同士の接触により、ロックギヤ２０とインタ
ーナルギヤ５０との係合状態を保持することが可能となっている。
【００６８】
　スライドカム３０は、上下方向に長い略矩形の板状部材であり、一対のガイド部１２に
挟まれて上下方向に直線的に移動可能に支持されている。スライドカム３０は、下端部で
ロックギヤ２０の第１延出部２４の先端部を押圧することでロックギヤ２０をロック姿勢
に向けて押圧する第１位置（以下、ロック位置ともいう。）と、上端部でロックギヤ２０
の第２延出部２５の先端部を押圧することでロックギヤ２０を解除姿勢に向けて押圧する
第２位置（図４の位置、以下、解除位置ともいう。）とに移動可能に構成されている。
【００６９】
　これによれば、スライドカム３０でロックギヤ２０を押圧するだけで、ロックギヤ２０
のロック・解除の両方を行うことができるので、例えばロックギヤを解除するためのバネ
などが不要になり、部品点数の増加を抑えることが可能となっている。また、スライドカ
ム３０でロックギヤ２０の長手方向の両端部を押圧するように構成したので、例えばロッ
クギヤの長手方向の中央部をスライドカムで押圧する構造と比べ、ロックギヤ２０が回動
しやすくなり、ロックギヤ２０のロックまたは解除を良好に行うことが可能となっている
。
【００７０】
　さらに、スライドカム３０の移動方向の各端部でロックギヤ２０を押圧するので、例え
ばスライドカムの移動方向の中央部でロックギヤを押圧する構造と比べ、スライドカム３
０の移動方向の各端部からロックギヤ２０に力を効率良く伝達することができるとともに
、スライドカム３０の大型化を抑制することが可能となっている。また、スライドカム３
０の移動方向を上下方向に設定したので、衝突時にシートバックＳ２に対して前後方向に
力が加わった場合には、その力はインターナルギヤ５０およびロックギヤ２０を介してス
ライドカム３０にその移動方向とは直交する方向に加えられる。そのため、スライドカム
３０が解除方向に動いてしまうのを抑えることができるので、ロックギヤ２０をロック姿
勢に維持することが可能となっている。
【００７１】
　スライドカム３０の下端部には、当該スライドカム３０が解除位置からロック位置の少
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し手前の位置に移動する間において各ロックギヤ２０の各傾斜面２４ｃに当接（摺接）す
る一対の第１当接面３１と、スライドカム３０がロック位置に位置するときに各ロックギ
ヤ２０の各傾斜面２４ｃに当接する一対の第２当接面３２が設けられている。また、スラ
イドカム３０の前後両側には、各ガイド部１２にガイドされる一対の被ガイド面３３が上
下方向に延びるように形成されている。
【００７２】
　各第１当接面３１は、下方に向かうにつれて互いに近づく方向に傾斜するように形成さ
れており、スライドカム３０の前後方向中央において連結されている。各第１当接面３１
の前後方向外側の端縁には、第１当接面３１と第２当接面３２とを連結する第１連結面３
４が上方に向けて延びるように形成されている。第１連結面３４は、ロックギヤ２０がロ
ック姿勢であるときに、ロックギヤ２０と非接触状態となっている。
【００７３】
　各第２当接面３２は、各第１連結面３４の上端から上方および前後方向外側に向けて傾
斜するように形成されている。このように各第２当接面３２が傾斜して形成されることで
、各第２当接面３２を各ロックギヤ２０の下側の端部（第１面２４ｂと傾斜面２４ｃの間
のＲ形状の角部）の間に嵌め込むことができるので、くさび効果により各ロックギヤ２０
をインターナルギヤ５０に強固にロックすることが可能となっている。
【００７４】
　また、各第２当接面３２は、各ロックギヤ２０がロック姿勢であるときに、各ロックギ
ヤ２０の第１面２４ｂと傾斜面２４ｃの間のＲ形状の角部に合致するように、スライドカ
ム３０の内側に向けて凹んだ湾曲形状となっている。これにより、各ロックギヤ２０がロ
ック姿勢であるときに、湾曲した各第２当接面３２と各ロックギヤ２０のＲ形状の角部と
の接触面積が大きくなるので、ロック状態を安定させることが可能となっている。
【００７５】
　各第２当接面３２の前後方向外側の端縁には、第２当接面３２と被ガイド面３３とを連
結する第２連結面３５が、上方に延びた後、徐々に前後方向外側に湾曲するように形成さ
れている。
【００７６】
　各被ガイド面３３の下端側の部位は、各ロックギヤ２０がロック姿勢であるときに各ロ
ックギヤ２０の第２面２４ｄに前後方向で対向する対向面３３ａとなっている。対向面３
３ａは、ロックギヤ２０がロック姿勢であるときに、ロックギヤ２０と非接触状態で配置
され、対向面３３ａと第２面２４ｄとの間隔は、ロックギヤ２０がロック姿勢であるとき
に、ロックギヤ２０とインターナルギヤ５０との噛み合い量よりも小さくなるように設定
されている。
【００７７】
　これにより、衝突時において、ロック姿勢のロックギヤ２０が動いた場合であっても、
対向面３３ａと第２面２４ｄとの接触により、ロックギヤ２０とインターナルギヤ５０の
係合状態を保持することが可能となっている。また、対向面３３ａとロックギヤ２０とが
非接触であることから、ロックギヤ２０やスライドカム３０等の構成部品に製品誤差や組
付誤差がある場合でも、スライドカム３０をロック方向に移動させる際に、対向面３３ａ
とロックギヤ２０が干渉しないので、ロック時においてスライドカム３０の各第２当接面
３２のみを各ロックギヤ２０に接触させることができ、ロックギヤ２０をインターナルギ
ヤ５０に噛み合わせやすくすることができる。
【００７８】
　また、前述した各第２当接面３２の前後方向外側の各端縁間の長さＬ１は、各対向面３
３ａの間隔Ｌ２よりも小さくなっている。これにより、各第２当接面３２および各第２当
接面３２よりも前後方向内側に配置される各第１当接面３１が、各ロックギヤ２０の間に
入りやすくなるので、ロックギヤ２０をスムーズにロック姿勢まで回動させることが可能
となっている。
【００７９】
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　また、各ロックギヤ２０が解除姿勢であるときには、スライドカム３０の下端部と各ロ
ックギヤ２０の第１延出部２４の先端部との間に隙間が形成されるように構成されている
。これにより、スライドカム３０の解除位置からロック位置への動き出しをスムーズにす
ることが可能となっている。
【００８０】
　スライドカム３０の上端部３６は、上方に向かうにつれて徐々に幅狭となる先細り形状
に形成されており、その上端の角部は、なだらかなＲ形状に形成されている。そして、ス
ライドカム３０をロック位置から解除位置に移動する際において、上端部３６が各ロック
ギヤ２０の第２延出部２５の先端部に当接して当該先端部を上方に押圧することで、各ロ
ックギヤ２０がロック姿勢から解除姿勢に回動するようになっている。
【００８１】
　図２に示すように、スライドカム３０の左側の面には、当該面から左側に突出して回動
カム４０の溝穴４４に係合する凸部３７が設けられている。また、スライドカム３０の略
中央部には、回動カム４０の回動軸部４１を左右方向に貫通させるとともにスライドカム
３０の移動を可能にするための上下方向に長い長孔３８が形成されている。
【００８２】
　回動カム４０は、スライドカム３０を上方に移動させるための部材であり、乗員によっ
て操作される図示せぬ操作レバーに連動して回動するように構成されている。回動カム４
０は、ベースプレート１０の貫通孔１１ｂに回動可能に支持される回動軸部４１と、回動
軸部４１の左側の端部から回動軸部４１の径方向外側に向けて延びるカム板部４２とを備
えている。
【００８３】
　回動軸部４１は、スライドカム３０の長孔３８およびベースプレート１０の貫通孔１１
ｂを通ってベースプレート１０の右側に突出する略円柱状に形成されている。回動軸部４
１の外周面の一部は、平面状に形成されたバネ掛け部４１ａとして形成されている。
【００８４】
　バネ掛け部４１ａには、渦巻バネＳＰの内側の端部が係合しており、回動カム４０は、
渦巻バネＳＰによって常時ロック方向（図３における反時計回りの方向）に付勢されてい
る。回動カム４０には、回動軸部４１とカム板部４２とを貫通する六角孔４３が形成され
ており、当該六角孔４３には、図示せぬ操作レバーまたは当該操作レバーに連動する連動
機構が係合している。
【００８５】
　カム板部４２には、回動カム４０の回動中心から離れた位置に、スライドカム３０の凸
部３７が入り込んで係合する略Ｖ字状の溝穴４４が形成されている。図３に示すように、
溝穴４４は、インターナルギヤ５０の略径方向に沿って延びる第１溝穴４４ａと、第１溝
穴４４ａの径方向外側の端部から反時計回り方向に延びる第２溝穴４４ｂとを有している
。
【００８６】
　第１溝穴４４ａは、回動カム４０をロック方向（反時計回り方向）に回動させたときに
凸部３７を下方に押圧してスライドカム３０をロック位置に移動させるとともに、回動カ
ム４０を解除方向（時計回り方向）に回動させたときに凸部３７を上方に押圧してスライ
ドカム３０を解除位置に移動させるように構成されている。
【００８７】
　第２溝穴４４ｂは、スライドカム３０が解除位置に位置した後、つまり凸部３７が第１
溝穴４４ａの径方向外側の端部に位置した後に回動カム４０をさらに解除方向に回動させ
たときに、凸部３７を上下に移動させないような形状に形成されている。詳しくは、第２
溝穴４４ｂは、第１溝穴４４ａの径方向外側の端部に位置する凸部３７の回動カム４０に
対する相対的な移動軌跡（円弧状の軌跡）を含む形状で形成されている。そして、第２溝
穴４４ｂの第１溝穴４４ａとは反対側の端部は、乗員が操作レバーを引ききったときにお
いて凸部３７との間に間隔が空くような位置に設定されている（図４参照）。
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【００８８】
　このように第２溝穴４４ｂを形成することで、第１溝穴４４ａが凸部３７を上方に押圧
することによってスライドカム３０が解除位置に位置してから、さらに回動カム４０を解
除方向に回動させた場合であっても、第２溝穴４４ｂによって凸部３７がそれ以上動くの
を抑えることができるので、リクライニング機構１に過大な負荷がかかるのを抑えること
が可能となっている。
【００８９】
　図２および図５に示すように、インターナルギヤ５０は、ベースプレート１０に軸方向
で対面する対面部の一例としての円板部５２と、当該円板部５２の外周部からベースプレ
ート１０側に突出し、内周側に内歯５１を有するリング状の内歯形成部５３とを有してい
る。
【００９０】
　円板部５２は、ベースプレート１０との間で各ロックギヤ２０、スライドカム３０およ
び回動カム４０を収容する筐体を形成する部位であり、第１保持部５２ａと、当該第１保
持部５２ａの径方向内側に配置される第２保持部５２ｂとを有している。
【００９１】
　第１保持部５２ａは、インターナルギヤ５０の軸を中心としたリング状に形成されてお
り、ベースプレート１０との間で各ロックギヤ２０を挟み込んで保持している。第１保持
部５２ａには、左側に向けて凹む４つの円弧状凹部５６が、インターナルギヤ５０の軸を
中心とした円弧状に形成され、かつ、周方向において等間隔に並ぶように形成されている
。これにより、インターナルギヤ５０の剛性を高くすることができるので、インターナル
ギヤ５０とベースプレート１０との間でロックギヤ２０等を良好に保持することが可能と
なっている。
【００９２】
　第２保持部５２ｂは、第１保持部５２ａよりもベースプレート１０とは反対側に凹むよ
うな有底円筒状に形成されており、ベースプレート１０との間でスライドカム３０と回動
カム４０を挟み込んで保持している。
【００９３】
　第２保持部５２ｂの底面には、ベースプレート１０の各回動規制部１５に円周方向で当
接する突出部５４がベースプレート１０側に突出するように形成されている。第１保持部
５２ａには、当該第１保持部５２ａからベースプレート１０側に突出する解除状態保持部
５５が形成されている。
【００９４】
　解除状態保持部５５は、シートバックＳ２が最も前方に倒れた状態から少し起きた状態
になるまでの間、各ロックギヤ２０を解除状態に保持するための部位であり、インターナ
ルギヤ５０の軸方向から見て略台形状に形成されている。解除状態保持部５５は、シート
バックＳ２を前方に倒すときにインターナルギヤ５０の回動方向下流側となる先端部５５
ａが下流側に向かうにつれて先細となる楔形状に形成されている。詳しくは、先端部５５
ａの径方向内側の面（インターナルギヤ５０の軸側の面）は、回動方向下流側に向かうに
つれて径方向外側に傾斜するように形成されている。
【００９５】
　解除状態保持部５５の径方向内側には、ロックギヤ２０の円弧状突起２６を径方向外側
から支持するための支持面５５ｂが、円弧状突起２６の外周面に沿うように形成されてい
る。図７に示すように、各ロックギヤ２０が解除姿勢であるときにおいて、解除状態保持
部５５の先端（先端部５５ａの先端）は、ロックギヤ２０の円弧状突起２６よりも径方向
外側の位置に配置され、支持面５５ｂは、円弧状突起２６の外周面よりも径方向内側に配
置されている。
【００９６】
　これにより、各ロックギヤ２０が解除姿勢であるときに、解除状態保持部５５を、図７
に示す位置から反時計回りに移動させると、楔形状の先端部５５ａによって前側の円弧状
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突起２６が内側に押されて、前側のロックギヤ２０が解除姿勢から反時計回りに僅かに回
動する。このように回動する前側のロックギヤ２０は、スライドカム３０を上方に僅かに
押し上げ、上方に移動するスライドカム３０は、後側のロックギヤ２０の上端部を僅かに
押し上げて、後側のロックギヤ２０を時計回りに僅かに回動させる。そのため、解除状態
保持部５５によって前側のロックギヤ２０を保持している間は、各ロックギヤ２０が解除
姿勢（図７の姿勢）よりもインターナルギヤ５０から離れた姿勢となるので、各ロックギ
ヤ２０の解除状態をより良好に保持することが可能となっている。
【００９７】
　このように、シートバックＳ２が最も前方に倒れた状態から少し起きた状態になるまで
の間、解除状態保持部５５によって前側の円弧状突起２６の外周面を支持することで、乗
員が操作レバーを操作しなくても、シートバックＳ２を、最も前方に倒した状態と少し起
こした状態との範囲で自由に傾動させることが可能となっている。また、解除状態保持部
５５の先端部５５ａが楔形状に形成されているので、解除状態保持部５５を円弧状突起２
６から外れた位置（例えば図７の位置）から図示反時計回りに移動させて円弧状突起２６
に係合させる際に、仮にロックギヤ２０が解除姿勢よりも僅かにロック姿勢側に傾いてい
た場合であっても、楔形状の先端部５５ａによってロックギヤ２０を解除方向に回動させ
ることができる。そのため、解除状態保持部５５でロックギヤ２０を良好に解除状態に保
持することが可能となっている。特に、本実施形態では、円弧状突起２６の上端部がＲ形
状に形成されているので、よりスムーズに楔形状の先端部５５ａによってロックギヤ２０
を解除方向に回動させることが可能となっている。
【００９８】
　図２および図８に示すように、渦巻バネＳＰは、回動カム４０を介してスライドカム３
０をロック位置に向けて付勢するバネであり、その内側の端部が回動カム４０の回動軸部
４１のバネ掛け部４１ａに係合し、その外側の端部がベースプレート１０の右側の面から
突出するバネ係合部１６に係合している。これにより、渦巻バネＳＰの付勢力を回動カム
４０およびスライドカム３０を介して各ロックギヤ２０に伝達することができるので、各
ロックギヤ２０をインターナルギヤ５０に強固に噛み合わせることが可能となっている。
【００９９】
　また、ベースプレート１０には、右側の面から突出するとともにベースプレート１０の
軸を中心とした円弧状に形成される凸部または摺動抵抗低減部の一例としての３つの円弧
状膨出部１７が、周方向に間隔を空けて並ぶように設けられている。これにより、ベース
プレート１０の剛性を高くすることができるので、インターナルギヤ５０とベースプレー
ト１０との間でロックギヤ２０等を良好に保持することが可能となっている。
【０１００】
　また、３つのうち上側の２つの円弧状膨出部１７は、各ガイド部１２の周囲、詳しくは
、前後方向外側に隣接して設けられている。これにより、各円弧状膨出部１７によって各
ガイド部１２の剛性を高くすることができるので、各ガイド部１２によってスライドカム
３０を良好にガイドすることが可能となっている。
【０１０１】
　また、前述した２つの円弧状膨出部１７は、ベースプレート１０の各ロックギヤ２０と
対向する位置において、各ロックギヤ２０とは反対側に膨出するように形成されている。
これにより、各ロックギヤ２０とベースプレート１０との摺動抵抗を低減することができ
るので、各ロックギヤ２０の回動をスムーズに行うことが可能となっている。
【０１０２】
　次に、リクライニング機構１の動作について詳細に説明する。
　図３に示すように、各ロックギヤ２０がロック姿勢である状態において、乗員が操作レ
バーを渦巻バネＳＰの付勢力に抗して解除方向に操作すると、回動カム４０が図示時計回
りに回動することで、回動カム４０の第１溝穴４４ａで凸部３７が上方に押し上げられ、
スライドカム３０がロック位置から上方に向けて移動する。
【０１０３】
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　その後、図４に示すように、上方に向けて移動するスライドカム３０の上端部３６が、
各ロックギヤ２０の第２延出部２５の先端部に当接して当該先端部を上方に押し上げるこ
とで、各ロックギヤ２０がロック姿勢から解除姿勢に向けて回動し、スライドカム３０が
解除位置に到達したときに各ロックギヤ２０が解除姿勢となる。ここで、スライドカム３
０が解除位置に到達した後においても乗員による解除方向への力によって回動カム４０が
図示時計回りに回動する場合には、第２溝穴４４ｂによって凸部３７が動かされないので
、スライドカム３０を解除位置に保持したまま回動カム４０のみを回動させることができ
る。これにより、乗員が操作レバーを引ききった場合において、リクライニング機構１に
過大な負荷がかかるのを抑えることができる。
【０１０４】
　また、各ロックギヤ２０が解除姿勢である状態において、乗員が操作レバーから手を放
すと、渦巻バネＳＰの付勢力により、回動カム４０が図示反時計回りに回動し、回動カム
４０の第１溝穴４４ａによって凸部３７が下方に押し下げられ、スライドカム３０が下方
に移動する。下方に移動するスライドカム３０は、まず、各第１当接面３１の前後方向外
側の端部で各ロックギヤ２０の傾斜面２４ｃを下方に押し下げることで、各ロックギヤ２
０を解除姿勢からロック姿勢に向けて回動させる。
【０１０５】
　その後、各ロックギヤ２０が略ロック姿勢になると、スライドカム３０の各第１当接面
３１の前後方向外側の端部（第１当接面３１と第１連結面３４との間の角部）が各ロック
ギヤ２０の傾斜面２４ｃから外れて、各ロックギヤ２０の第１面２４ｂの間に入り込んで
いく。これにより、スライドカム３０の各第２当接面３２が、各ロックギヤ２０の傾斜面
２４ｃに近づくように移動していき、各傾斜面２４ｃ（Ｒ形状の角部）の間に入り込むこ
とで、各第２当接面３２によるくさび効果により各ロックギヤ２０がロック姿勢に強固に
保持される。
【０１０６】
　また、図６に示すように、各ロックギヤ２０が解除姿勢であるときに、乗員がシートバ
ックＳ２を前側に倒していくと、インターナルギヤ５０の突出部５４が後側の回動規制部
１５に当接したときに、シートバックＳ２の前側への傾動が規制される。この状態におい
ては、解除状態保持部５５により各ロックギヤ２０が解除姿勢に保持されているので、乗
員が操作レバーから手を放しても各ロックギヤ２０が解除姿勢に保持される。これにより
、乗員は、シートバックＳ２を最も前側に倒した状態から少し起こすまでの間、操作レバ
ーを操作することなく、シートバックＳ２を動かすことができる。
【０１０７】
　また、図７に示すように、各ロックギヤ２０が解除姿勢であるときに、乗員がシートバ
ックＳ２を後側に倒していくと、インターナルギヤ５０の突出部５４が前側の回動規制部
１５に当接したときに、シートバックＳ２の後側への傾動が規制される。
【０１０８】
　また、図３に示すように、ロックギヤ２０がロック姿勢であるときに、乗物用シートＳ
に衝突荷重が加わってロックギヤ２０の上側部分が内側に向けて動いた場合には、第１被
規制面２２ｃの移動が第１規制面１４ｃで規制されるので、ロックギヤ２０の上側部分と
インターナルギヤ５０の係合状態を保持することができる。さらに、この際、ロックギヤ
２０の上側部分の移動を規制するための第１被規制面２２ｃおよび第１規制面１４ｃが第
２被規制面２２ｄおよび第２規制面１４ｄよりも大きく形成されることにより、大きな第
１被規制面２２ｃの移動を大きな第１規制面１４ｃで規制することができるので、ロック
ギヤ２０の上側部分とインターナルギヤ５０の係合状態を保持することができる。
【０１０９】
　また、衝突時において第１被規制面２２ｃまたは第１規制面１４ｃが変形してロックギ
ヤ２０の上側部分が内側に動いた場合には、第２被規制面２２ｄと第２規制面１４ｄとの
当接または各ロックギヤ２０の第２延出部２５同士の当接により、ロックギヤ２０の上側
部分とインターナルギヤ５０の係合状態を保持することができる。
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【０１１０】
　また、衝突時においてロック姿勢のロックギヤ２０の下側部分が動いた場合であっても
、スライドカム３０の各対向面３３ａと各ロックギヤ２０の第２面２４ｄとの接触により
、ロックギヤ２０の下側部分とインターナルギヤ５０の係合状態を保持することができる
。
【０１１１】
　さらに、衝突時においてシートバックＳ２に対して前後方向に力が加わった場合には、
スライドカム３０の移動方向が上下方向に設定されていることにより、その力はインター
ナルギヤ５０およびロックギヤ２０を介してスライドカム３０にその移動方向とは直交す
る方向に加えられる。そのため、スライドカム３０が解除方向に動いてしまうのを抑える
ことができるので、ロックギヤ２０とインターナルギヤ５０の係合状態を保持することが
できる。
【０１１２】
　以上、本実施形態によれば、従来とは異なる新たな構成のリクライニング機構１を提供
することができる。
【０１１３】
［第２の実施形態］
　次に、本発明の第２の実施形態について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。
　図９（ａ）に示すように、リクライニング機構２は、ベースプレート１００と、２つの
ロックギヤ２００と、スライドカム３００と、操作部材の一例としての回動シャフト４０
０と、インターナルギヤ５００と、図示せぬリングと、第１付勢部材の一例としての圧縮
コイルバネＳＰ２とを備えている。ベースプレート１００は、シートクッションＳ１を構
成するクッションサイドフレームＦ１に固定されている。インターナルギヤ５００は、リ
ングを介してベースプレート１００に回動可能に支持されており、シートバックＳ２を構
成するバックサイドフレームＦ２に固定され、シートバックＳ２と一体に回動するように
なっている。
【０１１４】
　そして、インターナルギヤ５００のベースプレート１００に対する回動は、ベースプレ
ート１００とインターナルギヤ５００の間に配置されたスライドカム３００等によって動
作するロックギヤ２００によって規制（ロック）または許容（解除）されるようになって
いる。これにより、ロックギヤ２００等の作動状態によって、シートクッションＳ１に対
するシートバックＳ２の傾動を規制または許容することが可能となっている。以下に、各
部材について、詳細に説明する。
【０１１５】
　ベースプレート１００は、円板状の基部１１０と、基部１１０から左側（インターナル
ギヤ５００側）に膨出する一対のガイド部１２０および結合部１３０とを有している。
【０１１６】
　基部１１０の左側の面のうち一対のガイド部１２０で挟まれた部分は、インターナルギ
ヤ５００の軸方向においてスライドカム３００と対向し、当該スライドカム３００をスラ
イド可能に支持するためのスライド面１１１となっている。スライド面１１１は、基部１
１０の中心部から上方および下方に延びるように形成されている。
【０１１７】
　一対のガイド部１２０は、スライドカム３００を上下方向に移動可能に案内する部位で
あり、スライドカム３００の移動方向に直交する前後方向においてスライド面１１１を挟
むように配置されている。そして、各ガイド部１２０の下端部は、結合部１３０によって
結合されている。
【０１１８】
　これにより、各ガイド部１２０の剛性を結合部１３０によって高めることができるので
、剛性の高い各ガイド部１２０によってスライドカム３００を良好に支持することが可能
となっている。
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【０１１９】
　また、一対のガイド部１２０および結合部１３０には、インターナルギヤ５００に形成
された突出部５４０をインターナルギヤ５００の回動方向に移動可能にするための円弧状
の凹部１４０が設けられている。インターナルギヤ５００の突出部５４０は、凹部１４０
内に入り込み、凹部１４０の回動方向における両端部１４１，１４２によって移動が規制
されている。
【０１２０】
　これにより、インターナルギヤ５００と一体に回動するシートバックＳ２の傾動量を規
制することが可能となっている。また、このように凹部１４０内に突出部５４０を入り込
ませる構成とすることで、例えば第１の実施形態のように突出部５４の移動を規制する一
対の回動規制部１５を一対のガイド部１２からインターナルギヤ５０側に突出するように
形成した構造と比べ、リクライニング機構２を軸方向に小型化することが可能となってい
る。
【０１２１】
　ロックギヤ２００は、スライドカム３００の移動方向に直交する前後方向において当該
スライドカム３００を挟んで１つずつ設けられ、その下端部がベースプレート１００に固
定された支持軸１５０に回動可能に支持されている。つまり、ロックギヤ２００は、支持
軸１５０を介してベースプレート１００に回動可能に支持されている。
【０１２２】
　ロックギヤ２００は、インターナルギヤ５００に噛み合うロック姿勢（図９（ａ）の姿
勢）と、インターナルギヤ５００から外れた解除姿勢（図１０の姿勢）との間で回動可能
となっている。詳しくは、ロックギヤ２００は、支持軸１５０からインターナルギヤ５０
０の周方向に沿って上方へ延びる略円弧状の第１延設部２１０と、第１延設部２１０の上
端部から前後方向内側（インターナルギヤ５００から離れる方向）に延びる第２延設部２
２０とを有している。
【０１２３】
　第１延設部２１０の外周面の一部には、インターナルギヤ５００に形成される複数の内
歯５１０に噛み合う複数のギヤ歯２１１が設けられている。第２延設部２２０は、第１延
設部２１０の上端部から前後方向内側に延びた後、上方および前後方向内側に向けて斜め
に延び、その先端部が先細形状となるように形成されている。
【０１２４】
　第２延設部２２０は、その下側（径方向内側）に、係合面２２１と、ロック側被押圧面
２２２と、係合面２２１とロック側被押圧面２２２とを連結する連結面２２３とを有し、
その上側（径方向外側）に、解除側被押圧面２２４を有している。
【０１２５】
　係合面２２１は、解除姿勢（図１０の姿勢）であるロックギヤ２００をスライドカム３
００によって上方に押圧する際に最初にスライドカム３００と当接する面であり、上方に
向かうにつれて前後方向内側に傾斜するように形成されている。係合面２２１は、ロック
ギヤ２００が解除姿勢であるときに、後述するスライドカム３００の当接面３１２に上下
方向で対向して近接するように配置されている。
【０１２６】
　ロック側被押圧面２２２は、ロックギヤ２００がロック姿勢であるときにおいてスライ
ドカム３００からの押圧力を受ける面であり、係合面２２１よりも前後方向内側で、かつ
、上側の位置に配置されている。ロック側被押圧面２２２は、上方に向かうにつれて前後
方向内側に傾斜するように形成されており、ロックギヤ２００がどの姿勢であっても、後
述するスライドカム３００のロック側押圧面３１３に上下方向で対向する位置に配置され
ている。
【０１２７】
　連結面２２３は、ロックギヤ２００がロック姿勢であるときに、係合面２２１の前後方
向内側の端縁から上下方向に沿って上方に延びた後、前後方向内側に湾曲してロック側被
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押圧面２２２に連結されるように形成されている。
【０１２８】
　解除側被押圧面２２４は、ロック姿勢であるロックギヤ２００をスライドカム３００に
よって下方に押圧する際にスライドカム３００と当接する面であり、上方に向かうにつれ
て前後方向内側に傾斜するように形成されている。解除側被押圧面２２４は、ロックギヤ
２００がどの姿勢であっても、後述するスライドカム３００の当接部３３２と上下方向で
対向する位置に配置されている。
【０１２９】
　スライドカム３００は、一対のガイド部１２０に挟まれて上下方向に直線的に移動可能
に支持されている。スライドカム３００は、ロックギヤ２００のロック側被押圧面２２２
を上方に押圧することでロックギヤ２００をロック姿勢に向けて押圧するロック位置（図
９（ａ）の位置）と、ロックギヤ２００の解除側被押圧面２２４を下方に押圧することで
ロックギヤ２００を解除姿勢に向けて押圧する解除位置（図１０の位置）とに移動可能に
構成されている。
【０１３０】
　これによれば、スライドカム３００でロックギヤ２００を押圧するだけで、ロックギヤ
２００のロック・解除の両方を行うことができるので、例えばロックギヤを解除するため
のバネなどが不要になり、部品点数の増加を抑えることが可能となっている。また、スラ
イドカム３００でロックギヤ２００の長手方向の一端部を押圧するように構成したので、
例えばロックギヤの長手方向の中央部をスライドカムで押圧する構造と比べ、ロックギヤ
２００が回動しやすくなり、ロックギヤ２００のロックまたは解除を良好に行うことが可
能となっている。
【０１３１】
　さらに、スライドカム３００の移動方向を上下方向に設定したので、衝突時にシートバ
ックＳ２に対して前後方向に力が加わった場合には、その力はインターナルギヤ５００お
よびロックギヤ２００を介してスライドカム３００にその移動方向とは直交する方向に加
えられる。そのため、スライドカム３００が解除方向に動いてしまうのを抑えることがで
きるので、ロックギヤ２００をロック姿勢に維持することが可能となっている。
【０１３２】
　具体的に、スライドカム３００は、上下方向に長い略矩形のスライド部３１０と、スラ
イド部３１０の上端から上方に向けて延びる連結部３２０と、連結部３２０の上端から前
後方向外側に延びる解除側押圧部３３０とを有している。
【０１３３】
　スライド部３１０は、各ガイド部１２０にガイドされる一対の被ガイド面３１１と、各
被ガイド面３１１の上端から上方および前後方向内側に傾斜するように形成される一対の
当接面３１２と、一対のロック側押圧面３１３とを有している。
【０１３４】
　当接面３１２は、解除姿勢であるロックギヤ２００をスライドカム３００によって上方
に押圧する最初の段階においてロックギヤ２００の係合面２２１と当接する面であり、ロ
ックギヤ２００が解除姿勢であるときに、ロックギヤ２００の係合面２２１と平行になる
とともに、当該係合面２２１に近接して配置されている。
【０１３５】
　ロック側押圧面３１３は、ロックギヤ２００がロック姿勢であるときに、ロックギヤ２
００のロック側被押圧面２２２を押圧する面であり、当接面３１２よりも前後方向内側で
、かつ、上側の位置に配置されている。詳しくは、ロック側押圧面３１３の前後方向外側
の端縁には、略下方に延びた後前後方向外側に屈曲して当接面３１２に繋がる連結面（符
号略）が形成されており、当該連結面とロック側押圧面３１３との間の角部はＲ形状に形
成されている。そして、このＲ形状となる角部（ロック側押圧面３１３の前後方向外側の
端部）が、ロック側被押圧面２２２に当接するようになっている。
【０１３６】
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　また、スライド部３１０の下部には、回動シャフト４００を左右方向に貫通させるとと
もにスライドカム３００の移動を可能にするための長孔３１４が上下方向に沿って形成さ
れている。また、スライド部３１０には、後述する回動シャフト４００の係合片４１０と
係合可能な係合溝穴３１５が長孔３１４に連続して形成されている。
【０１３７】
　連結部３２０は、スライド部３１０と解除側押圧部３３０とを連結する部位であり、一
対のロック側押圧面３１３の前後方向内側に隣接して配置され、各ロック側押圧面３１３
から上方に向けて上下方向に沿って延びるように形成されている。連結部３２０は、ロッ
クギヤ２００が解除姿勢であるときに、連結部３２０とロックギヤ２００の先端部（第２
延設部２２０）との間に隙間が形成されるような幅で形成されている。これにより、ロッ
クギヤ２００の解除時に、ロックギヤ２００の先端部が連結部３２０に接触しないので、
ロックギヤ２００の解除動作をスムーズに行うことが可能となっている。
【０１３８】
　解除側押圧部３３０は、インターナルギヤ５００の内周面に沿った円弧状に形成される
本体部３３１と、当該本体部３３１の両端部に形成される一対の当接部３３２とを有して
いる。各当接部３３２は、円柱状に形成され、本体部３３１から下側（径方向内側）に突
出し、その外周面が解除側被押圧面２２４に当接するように構成されている。
【０１３９】
　このように解除側被押圧面２２４と当接する当接部３３２が本体部３３１から突出する
ことで、解除側押圧部３３０全体の剛性を高めることができるので、解除側押圧部３３０
によって解除側被押圧面２２４を好適に押圧することが可能となっている。また、各当接
部３３２を円柱状に形成することで、各当接部３３２と各解除側被押圧面２２４との摺接
抵抗を減らすことができるので、ロックギヤ２００の解除動作をスムーズに行うことが可
能となっている。さらに、本体部３３１をインターナルギヤ５００の内周面に沿った円弧
状に形成することで、例えば本体部を矩形に形成するものに比べ、本体部３３１とインタ
ーナルギヤ５００との干渉を抑えることが可能となっている。
【０１４０】
　回動シャフト４００は、スライドカム３００を下方に移動させるための部材であり、乗
員によって操作される図示せぬ操作レバーに連動して回動するように構成されている。回
動シャフト４００は、その外周面の一部に、当該外周面から径方向外側に突出してスライ
ドカム３００の係合溝穴３１５に係合する係合片４１０を有している。これにより、ロッ
クギヤ２００がロック姿勢であるときに、回動シャフト４００を図示時計回りに回動させ
ると、係合片４１０により係合溝穴３１５が下方に押圧されて、スライドカム３００が下
方に移動するようになっている。
【０１４１】
　インターナルギヤ５００は、ベースプレート１００に軸方向で対面する円板部５２０（
図９（ｂ）参照）と、当該円板部５２０の外周部からベースプレート１００側に突出し、
内周側に内歯５１０を有するリング状の内歯形成部５３０とを有している。
【０１４２】
　円板部５２０は、ベースプレート１００との間で各ロックギヤ２００およびスライドカ
ム３００を収容する筐体を形成する部位であり、ベースプレート１００のガイド部１２０
等に形成される凹部１４０に対応した部分には、ベースプレート１００側に向けて突出す
る突出部５４０が設けられている。
【０１４３】
　圧縮コイルバネＳＰ２は、スライドカム３００をロック位置に向けて付勢するバネであ
り、スライドカム３００とベースプレート１００の結合部１３０との間に配置されている
。これにより、圧縮コイルバネＳＰ２の付勢力をスライドカム３００を介して各ロックギ
ヤ２００に伝達することができるので、各ロックギヤ２００をインターナルギヤ５００に
強固に噛み合わせることが可能となっている。
【０１４４】
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　次に、リクライニング機構２の動作について詳細に説明する。
　図９（ａ）に示すように、各ロックギヤ２００がロック姿勢である状態において、乗員
が操作レバーを解除方向に操作すると、回動シャフト４００が図示時計回りに回動するこ
とで、回動シャフト４００の係合片４１０によってスライドカム３００の係合溝穴３１５
が下方に押し下げられ、スライドカム３００が圧縮コイルバネＳＰ２の付勢力に抗してロ
ック位置から下方に向けて移動する。
【０１４５】
　その後、図１０に示すように、下方に向けて移動するスライドカム３００の各当接部３
３２が、各ロックギヤ２００の解除側被押圧面２２４に当接して当該解除側被押圧面２２
４を下方に押し下げることで、各ロックギヤ２００がロック姿勢から解除姿勢に向けて回
動し、スライドカム３００が解除位置に到達したときに各ロックギヤ２００が解除姿勢と
なる。
【０１４６】
　また、各ロックギヤ２００が解除姿勢である状態において、乗員が操作レバーから手を
放すと、圧縮コイルバネＳＰ２の付勢力により、スライドカム３００が上方に移動する。
上方に移動するスライドカム３００は、まず、各当接面３１２で各ロックギヤ２００の係
合面２２１を上方に押し上げることで、各ロックギヤ２００を解除姿勢からロック姿勢に
向けて回動させる。
【０１４７】
　その後、各ロックギヤ２００が略ロック姿勢になると、スライドカム３００の各当接面
３１２が各ロックギヤ２００の係合面２２１から外れて、各ロックギヤ２００の間に入り
込んでいく。これにより、スライドカム３００の各ロック側押圧面３１３が、各ロックギ
ヤ２００のロック側被押圧面２２２に近づくように移動していき、各ロック側被押圧面２
２２を押圧することで、各ロックギヤ２００がロック姿勢に保持される。
【０１４８】
［第３の実施形態］
　次に、本発明の第３の実施形態について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。な
お、本実施形態は、前述した第１の実施形態に係るリクライニング機構１の一部の構造を
変更したものであるため、第１の実施形態と略同様の構成要素については、同一符号を付
し、その説明を省略する。
【０１４９】
　図１１および図１２に示すように、第３の実施形態に係るリクライニング機構３は、ス
ライドカム３０を解除位置（図１１の位置）からロック位置に向けて移動させる際に、各
ロックギヤ２０が互いに異なるタイミングでインターナルギヤ５０に噛み合うように構成
されている（図１２（ｂ），（ｃ）参照）。これにより、例えば第１の実施形態のように
２つのロックギヤ２０をインターナルギヤ５０に同時に噛み合わせる構造に比べ、２つの
ロックギヤ２０をインターナルギヤ５０に噛み合わせやすくすることが可能となっている
。
【０１５０】
　詳しくは、第３の実施形態に係るリクライニング機構３は、第１の実施形態とは異なり
、スライドカム３０に形成される一対の第１当接面３１Ａ，３１Ｂのうち前側の第１当接
面３１Ａの前側の端部Ａ１が後側の第１当接面３１Ｂの後側の端部Ｂ１よりも上方に位置
するように形成されている。つまり、スライドカム３０が解除位置に位置するときに、前
側の第１当接面３１Ａの前側の端部Ａ１から前側のロックギヤ２０までの上下方向におけ
る距離が、後側の第１当接面３１Ｂの後側の端部Ｂ１から後側のロックギヤ２０までの上
下方向における距離よりも大きくなるように、各第１当接面３１Ａ，３１Ｂの傾きが設定
されている。
【０１５１】
　なお、第３の実施形態においては、前側のロックギヤ２０が第１ロックギヤに相当し、
前側の第１当接面３１Ａの前側の端部Ａ１が第１押圧部に相当し、後側のロックギヤ２０
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が第２ロックギヤに相当し、後側の第１当接面３１Ｂの後側の端部Ｂ１が第２押圧部に相
当する。
【０１５２】
　これによれば、各第１当接面３１Ａ，３１Ｂの傾きを異ならせるだけなので、簡単な構
造で、各ロックギヤ２０がインターナルギヤ５０に噛み合うタイミングをずらすことが可
能となっている。
【０１５３】
　次に、リクライニング機構３の動作について詳細に説明する。なお、以下の説明では、
便宜上、前側のロックギヤ２０の符号を２０Ａとも表記し、後側のロックギヤ２０の符号
を２０Ｂとも表記する。
【０１５４】
　図１１に示すように、各ロックギヤ２０が解除姿勢である状態において、乗員が把持し
ていた操作レバーを放すと、渦巻バネＳＰ（図２参照）の付勢力が回動カム４０を介して
スライドカム３０に伝わり、当該スライドカム３０が下方に移動する。その後、スライド
カム３０の前側の第１当接面３１Ａが前側のロックギヤ２０Ａに当接する前に、後側の第
１当接面３１Ｂが後側のロックギヤ２０Ｂに当接することで、前側のロックギヤ２０Ａよ
りも先に後側のロックギヤ２０Ｂが回動する。
【０１５５】
　図１２（ａ）に示すように、スライドカム３０の前側の第１当接面３１Ａが前側のロッ
クギヤ２０Ａに当接すると、前側のロックギヤ２０Ａが後側のロックギヤ２０Ｂに遅れて
回動し始める。これにより、図１２（ｂ），（ｃ）に示すように、後側のロックギヤ２０
Ｂが前側のロックギヤ２０Ａよりも先にインターナルギヤ５０に噛み合い始め、これに遅
れて前側のロックギヤ２０Ａがインターナルギヤ５０に噛み合うため、各ロックギヤ２０
をインターナルギヤ５０に噛み合わせやすくすることができる。
【０１５６】
　そして、最終的には、第１の実施形態と同様に、スライドカム３０の各第２当接面３２
により各ロックギヤ２０がロック姿勢に向けて押圧される（図３参照）。なお、各ロック
ギヤ２０をロック姿勢から解除姿勢に回動させる動作は、第１の実施形態と同様であるた
め、その説明は省略する。
【０１５７】
［第４の実施形態］
　次に、本発明の第４の実施形態について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。な
お、本実施形態は、前述した第１の実施形態に係るリクライニング機構１の一部の構造を
変更したものであるため、第１の実施形態と略同様の構成要素については、同一符号を付
し、その説明を省略する。
【０１５８】
　図１３に示すように、第４の実施形態に係るリクライニング機構４は、第１の実施形態
とは異なり、スライドカム３０で各ロックギヤ２０を解除姿勢に向けて押圧する代わりに
、第２付勢部材の一例として２つの板バネＳＰ３によって各ロックギヤ２０を解除姿勢に
向けて押圧している。
【０１５９】
　板バネＳＰ３は、ガイド部１２とロックギヤ２０の第２延出部２５との間に設けられ、
第２延出部２５を支持することで、ロックギヤ２０を解除姿勢に保持している。
【０１６０】
　板バネＳＰ３は、渦巻バネＳＰ（図２参照）の付勢力よりも小さな付勢力に設定されて
いる。詳しくは、各板バネＳＰ３の付勢力によって解除方向に回動する各ロックギヤ２０
がスライドカム３０を上方に押圧する力よりも、渦巻バネＳＰの付勢力によってロック方
向に移動するスライドカム３０が各ロックギヤ２０を下方に押圧する力の方が大きくなる
ように、各板バネＳＰ３と渦巻バネＳＰの付勢力が設定されている。
【０１６１】
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　スライドカム３０は、各ロックギヤ２０が解除姿勢であるときに、その上端部３０ａが
各ロックギヤ２０の第２延出部２５から下方に離れるように形成されており、各ロックギ
ヤ２０の第２延出部２５を解除方向に押圧しないように構成されている。そして、スライ
ドカム３０は、各ロックギヤ２０をロック姿勢に向けて押圧する第３位置（図１４の位置
、以下、ロック位置ともいう。）と、当該ロック位置から離れて板バネＳＰ３による各ロ
ックギヤ２０の回動を許可する第４位置（図１３の位置、以下、解除位置ともいう。）と
に移動可能に構成されている。
【０１６２】
　次に、第４の実施形態に係るリクライニング機構４の動作について詳細に説明する。
　図１４に示すように、各ロックギヤ２０がロック姿勢である状態において、乗員が操作
レバーを渦巻バネＳＰの付勢力に抗して解除方向に操作すると、回動カム４０が図示時計
回りに回動することで、スライドカム３０がロック位置から上方に向けて移動する。
【０１６３】
　その後、スライドカム３０の下端部が各ロックギヤ２０の下端部の間から上方に抜ける
と、スライドカム３０による各ロックギヤ２０の解除方向への回動の規制が解除されて、
各板バネＳＰ３の付勢力により各ロックギヤ２０が解除方向に回動し始める。そして、図
１３に示すように、スライドカム３０が解除位置に移動すると、各ロックギヤ２０が解除
姿勢となる。
【０１６４】
　また、各ロックギヤ２０が解除姿勢である状態において、乗員が操作レバーから手を放
すと、渦巻バネＳＰの付勢力により、回動カム４０が図示反時計回りに回動し、スライド
カム３０が下方に移動する。スライドカム３０の下端部が各ロックギヤ２０の下端部に当
接すると、スライドカム３０が各ロックギヤ２０を各板バネＳＰ３の付勢力に抗してロッ
ク方向に回動させる。その後は、第１の実施形態と同様の動作により、スライドカム３０
の下端部が各ロックギヤ２０の下端部の間に入り込んで、各ロックギヤ２０がロック姿勢
となる。
【０１６５】
［第５の実施形態］
　次に、本発明の第５の実施形態について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。な
お、本実施形態は、前述した第１の実施形態に係るリクライニング機構１の一部の構造を
変更したものであるため、第１の実施形態と略同様の構成要素については、同一符号を付
し、その説明を省略する。
【０１６６】
　図１５に示すように、第５の実施形態に係るリクライニング機構５は、第１の実施形態
とは異なり、スライドカム３０で各ロックギヤ２０をロック姿勢に向けて押圧する代わり
に、第３付勢部材の一例として圧縮コイルバネＳＰ４によって各ロックギヤ２０をロック
姿勢に向けて直接押圧している。つまり、第５の実施形態では、第１の実施形態で設けて
いた渦巻バネＳＰの代わりに、圧縮コイルバネＳＰ４を設けている。
【０１６７】
　圧縮コイルバネＳＰ４は、各ロックギヤ２０の下端部の間に設けられ、各ロックギヤ２
０の下端部に対して互いに離れる方向に付勢力を付与することで、各ロックギヤ２０をロ
ック姿勢に向けて付勢している。詳しくは、圧縮コイルバネＳＰ４は、その両端部が、各
ロックギヤ２０の第１面２４ｂから前後方向内側に突出する支持軸２４ｅに支持されてい
る。
【０１６８】
　スライドカム３０は、各ロックギヤ２０がロック姿勢（図１６の姿勢）であるときに、
その下端部３０ｂが各ロックギヤ２０の下端部から上方に離れるように形成されており、
各ロックギヤ２０をロック方向に押圧しないように構成されている。そして、スライドカ
ム３０は、各ロックギヤ２０を解除姿勢に向けて押圧する第５位置（図１５の位置、以下
、解除位置ともいう。）と、当該解除位置から下方に離れて圧縮コイルバネＳＰ４による
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各ロックギヤ２０の回動を許可する第６位置（図１６の位置、以下、ロック位置ともいう
。）とに移動可能に構成されている。
【０１６９】
　次に、第５の実施形態に係るリクライニング機構５の動作について詳細に説明する。
　図１５に示すように、各ロックギヤ２０が解除姿勢である状態において、乗員が操作レ
バーを元の位置（リクライニング機構５をロック状態にするための位置）に戻すと、回動
カム４０が図示反時計回りに回動し、スライドカム３０が下方のロック位置まで移動する
。これにより、スライドカム３０によって解除姿勢に保持されていた各ロックギヤ２０が
、圧縮コイルバネＳＰ４の付勢力により、ロック方向に回動し、図１６に示すようなロッ
ク姿勢となる。なお、スライドカム３０を図１６に示すロック位置まで移動させるには、
上述したような乗員の手動により操作レバーを元の位置まで操作することにより行う方法
に限らず、例えば回動カム４０をロック方向に付勢するための新たなバネを設けるととも
に、スライドカム３０の下方への移動をロック位置で規制する規制部を設けることで行っ
てもよい。
【０１７０】
　また、各ロックギヤ２０がロック姿勢である状態において、乗員が操作レバーを解除方
向に操作すると、回動カム４０が図示時計回りに回動することで、スライドカム３０がロ
ック位置から上方に向けて移動する。その後、スライドカム３０の上端部３６が各ロック
ギヤ２０の第２延出部２５に当接すると、スライドカム３０が圧縮コイルバネＳＰ４の付
勢力に抗して各ロックギヤ２０を解除方向に回動させる。そして、図１５に示すように、
スライドカム３０が解除位置に移動すると、各ロックギヤ２０が解除姿勢となる。
【０１７１】
　以上、本発明は、前述した各実施形態に限定されず、以下の他の形態に示すように、適
宜変形して実施することが可能である。
【０１７２】
　第１の実施形態では、２つの被規制面２２ｃ，２２ｄを設けたが、本発明はこれに限定
されず、第１外周面および第２外周面のいずれか一方のみに被規制面を設けてもよい。な
お、この場合には、規制面も１つだけ設ければよい。
【０１７３】
　前記各実施形態では、ベースプレートをシートクッションに固定し、インターナルギヤ
をシートバックに固定したが、本発明はこれに限定されず、ベースプレートをシートバッ
クに固定し、インターナルギヤをシートクッションに固定してもよい。
【０１７４】
　前記各実施形態では、ロックギヤを２つ設けることにしたが、本発明はこれに限定され
ず、例えばロックギヤは１つであってもよいし、３つ以上であってもよい。
【０１７５】
　前記各実施形態では、第１付勢部材として渦巻バネＳＰや圧縮コイルバネを例示したが
、本発明はこれに限定されず、第１付勢部材は、例えばトーションバネや板バネなどであ
ってもよい。
【０１７６】
　第３の実施形態では、各第１当接面３１Ａ，３１Ｂを異なる傾きにする、つまりスライ
ドカムに設けられる第１押圧部および第２押圧部を異なる形状とすることで、スライドカ
ムの移動方向における第１押圧部から第１ロックギヤまでの距離と、第２押圧部から第２
ロックギヤまでの距離とを異なるように構成したが、本発明はこれに限定されるものでは
ない。例えば、第１押圧部および第２押圧部を同じ形状で形成し、第１ロックギヤおよび
第２ロックギヤにおける各押圧部との当接部分の形状を異なる形状にすることで、スライ
ドカムの移動方向における第１押圧部から第１ロックギヤまでの距離と、第２押圧部から
第２ロックギヤまでの距離とを異なるように構成してもよい。
【０１７７】
　第４の実施形態では、第２付勢部材として板バネＳＰ３を例示したが、本発明はこれに
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限定されず、第２付勢部材は、例えばトーションバネ、線バネ、圧縮コイルバネなどであ
ってもよい。
【０１７８】
　第５の実施形態では、第３付勢部材として圧縮コイルバネＳＰ４を例示したが、本発明
はこれに限定されず、第３付勢部材は、例えばトーションバネ、線バネ、板バネなどであ
ってもよい。
【０１７９】
　前記各実施形態では、リクライニング機構を、乗物に設けられる乗物用シートＳに適用
したが、本発明はこれに限定されず、リクライニング機構は、例えばマッサージチェアな
ど、乗物以外のものに設けられるシートに適用してもよい。
【０１８０】
　前記実施形態では、スライドカム３０を直線上に沿って移動可能に構成したが、本発明
はこれに限定されず、例えばスライドカムを若干湾曲したような曲線上に沿って移動可能
に構成してもよい。
【０１８１】
　前記実施形態では、摺動抵抗低減部として円弧状膨出部１７を例示したが、本発明はこ
れに限定されず、例えばベースプレートのロックギヤと対向する面を滑りやすくするため
に、当該面に塗布されるコーティング剤を摺動抵抗低減部としてもよい。
【符号の説明】
【０１８２】
　１　　　リクライニング機構
　１０　　ベースプレート
　２０　　ロックギヤ
　３０　　スライドカム
　４０　　回動カム
　５０　　インターナルギヤ
　Ｓ１　　シートクッション
　Ｓ２　　シートバック
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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