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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一座席、第二座席、これら第一、第二座席間の第一列コンソールを有する第一着座列
と、
　第一座席及び、第二座席、基板フレーム、及び前記第一、第二座席間の着座コンソール
装置を有する第二着座列を備える
　車両インテリアであって、
　前記着座コンソール装置は、
　前記基板フレームにそれぞれ回転可能に結合された、座席基板及び座席背部を備えた座
席と、
　前記座席背部と結合して二重目的コンポーネントを形成し、且つ、前記第一着座列の第
一列コンソールと係合するように形成された第二列コンソールと、を備え、
　前記着座コンソール装置は、前記二重目的コンポーネントを前記座席基板に対して回転
することにより、座席を展開し前記第二列コンソールを収納する着座形態と、前記第二列
コンソールを展開し前記座席を収納するコンソール形態との間で構成可能であり、且つ、
前記第二列コンソールの運動は前記座席基板の運動と連係されており、前記座席基板は、
前記第二列コンソールが展開されるとき、関節機構により、下方へ移動するよう構成され
ている車両インテリア。
 
【請求項２】
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　前記着座コンソール装置がコンソール形態にあるときの展開位置と、前記着座コンソー
ル装置が着座形態にあるときの収納位置との間で動作するように構成されたパネルをさら
に備え、
　前記パネルは、当該パネルが収納位置から展開位置へ後方へスライドするように、前記
第１列コンソールに移動可能に設けられている、
　ることを特徴とする請求項１に記載の車両インテリア。
 
【請求項３】
　前記パネルは、前記着座コンソール装置がコンソール形態にあるとき、前記着座コンソ
ール装置の前記第二列コンソールと前記車両インテリアの床の間に位置することを特徴と
する請求項２に記載の車両インテリア。
 
【請求項４】
　前記第一列コンソールは、前記着座コンソール装置がコンソール形態にあるとき、前記
着座コンソール装置の前記第二列コンソールの一部を収容するように形成された窪みを備
えることを特徴とする請求項１に記載の車両インテリア。
 
【請求項５】
　請求項１の車両インテリアであって、前記関節機構は、前記座席基板及び基板フレーム
に回転可能に結合された第二リンクと、前記座席背部及び前記座席基板に回転可能に結合
された第一リンクとを有し、前記着座コンソール装置がコンソール形態にあるとき、前記
座席基板を下げるようにされている車両インテリア。
 
【請求項６】
　展開位置から収納位置への前記座席背部の移動は、前記関節機構を作動させて、前記基
板フレームに対して前記第二リンクにより前記座席基板を下げることを特徴とする請求項
５に記載の車両インテリア。
 
【請求項７】
　前記第二着座列は第一外側座席と第二外側座席を備え、前記第一外側座席は前記第二着
座列の幅の約４０％を占め、前記第二外側座席は前記第二着座列の約４０％を占め、前記
着座コンソール装置は前記第二着座列の幅の約２０％を占めることを特徴とする請求項１
に記載の車両インテリア。
 
【請求項８】
　第三着座列をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の車両インテリア。
 
【請求項９】
　前記第二列コンソールは、アームレスト、収納ビン、カップホルダー、動力用ポート、
データ用ポート、コントロールまたはこれらの組み合わせの少なくとも１つまたは複数を
備えることを特徴とする請求項１に記載の車両インテリア。
 
【請求項１０】
　前記第一着座列は、車両の着座の前方列であることを特徴とする請求項１に記載の車両
インテリア。
 
【請求項１１】
　前記着座コンソール装置は、前記座席背部、座席基板、および基板フレームに結合され
、前記座席背部と座席基板間の動作を伝達するように構成された作動機構とをさらに備え
る請求項１に記載の車両インテリア。
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【請求項１２】
　前記作動機構は第一リンク部材と第二リンク部材から構成され、前記第一リンク部材は
座席基板に結合した第一端部と、座席背部に結合した第二端部と、基板フレームに結合し
た中間部とを備え、前記第二リンク部材は座席基板に結合した第一端部と、基板フレーム
に結合した第二端部とを備えることを特徴とする請求項１１に記載の車両インテリア。
 
【請求項１３】
　前記第一リンク部材の第一端部と前記第二リンク部材の第一端部は座席基板のスロット
と係合する第一ピンに結合し、第一リンク部材の中間部は基板フレームのスロットと係合
する第二ピンに結合し、第一リンク部材の第二端部は回動可能に座席背部に結合すること
を特徴とする請求項１２に記載の車両インテリア。
 
【請求項１４】
　前記座席基板は、第一ピンと座席基板上のスロットとの係合および第二ピンと基板フレ
ーム上のスロットとの係合によって動作し、案内されるように構成されることを特徴とす
る請求項１３に記載の車両インテリア。
 
【請求項１５】
　前記座席背部は、座席背部の回動動作を制限するために基板フレーム上のスロット中に
延びるストップピンを備えることを特徴とする請求項１１に記載の車両インテリア。
 
【請求項１６】
　前記第二列コンソールは、基板と、前記基板に結合され、前記着座コンソール装置が着
座形態にあるときの収納位置と前記着座コンソール装置がコンソール形態にあるときの展
開位置との間で動作可能な延材部をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の車両
インテリア。
 
【請求項１７】
　前記延材部は、前記第一列コンソールと係合するように収納位置と展開位置間で直線的
にスライドすることを特徴とする請求項１６に記載の車両インテリア。
 
【請求項１８】
　請求項１の車両インテリアであって、前記基板フレームは前記座席の運動を制限する車
両インテリア。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、２００６年８月４日に米国において、「構造可変着座コンソ－ル装置」と
いう名称のもとに出願された米国仮特許出願第60/705,717号（代理人整理番号０２６０３
２－４９３７）の優先権を主張し、その全ての内容をここに引用により一体化する。
【０００２】
　本発明は、構造可変着座コンソ－ル装置に関する。より具体的には、協調した機械式ま
たは動力式動作で床コンソールに変換する着座列装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　２つの外側座席間に配置されたセンターコンソールを着座の第二列に備えることが知ら
れている。このような公知第二列センターコンソールは通常一部の高級車にのみ使用され
ている。この第二列センターコンソールはこれら前方座席間に配置されたセンターコンソ
ールと連結することもできる。このような配置は、第二列の乗員の利便性と機能性にスポ
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ーテイあるいは豪華な外観をもたらすことを意図している。しかしながら、このような固
定式第二列コンソールは車両内の座席スペースや他の自由度を制限することになる。
【０００４】
　また、機能的な、またはコンソール表面を提供するために、揺動する第二（または、第
三等）列着座のアームレストを具備することも知られている。このような公知アームレス
トは配置位置まで揺動するとコンソール機能（例えば、収納エリア、カップホルダ）を有
するアームレストから構成されるようにしても良い。しかしながら、このような公知アー
ムレストでは、固定式第二列、センターコンソールがもたらす、特定の優れた特徴（およ
び／または特徴の組み合わせ）や望ましい外観を実現することができなくなる。例えば、
このような公知のアームレストには、アームレストや座席の揺動外形を示すスペースや隙
間があるが、これらの隙間や外形は固定式第二列、センターコンソールに好ましい外観を
与えるものではない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、構造可変着座コンソール装置を供給することは好ましいことになる。また、ベ
ンチ式着座と分割式着座の間に形成（再設定、変形等）できる着座コンソール装置に外側
座席間のコンソールを提供することは好ましいことである。システムがコンソール形態に
設けられるとむき出しになるかもしれないスペースや隙間に対する遮蔽を装置に提供する
ことはさらに好ましいことになる。隣接する（外側の）座席とほぼ垂直に整列する上方表
面を有するコンソールを提供することはさらに望ましいことになる。また、展開されると
座席の構成要素や外形をカバーしたり、隠したり、目立たなくしたりすることによって車
両インテリアの固定形態に見えるコンソール形態を提供することはさらに好ましいことで
ある。さらに垂直高式コンソールが外側の座席とほぼ整列するように座席を下げることが
できる関節機構を提供することは望ましい。上述の関連および他の問題を避けることので
きる低価格で、信頼性のある、広範囲の用途を有する構造可変着座コンソール装置を提供
することによって、従来技術に比べて遥かに進んだ技術を提供することになる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は着座列で使用され、着座形態とコンソール形態間で形状が変化する着座コンソ
ール装置に関する。この装置は座席基板と座席背部からなる座席と、座席背部の反対側に
取り付けられたコンソールから構成される。この座席背部は着座形態を提供する第一の位
置と着座列を分割するコンソール形態を提供する第二の位置の間で回動する。
【０００７】
　本発明はまた、車両インテリアに関する。この車両インテリアは第一座席、第二座席、
これら第一、第二座席間の第一列コンソールからなる第一着座列と、第一座席、第二座席
、これら第一、第二座席間の着座コンソール装置からなる第二着座列とを有する。この着
座コンソール装置は座席基板、座席背部、座席に結合し、第一着座列の第一列コンソール
と係合するように形成された第二列コンソールとからなる座席を有する。この着座コンソ
ール装置はこの座席を展開しこのコンソールを収納する着座形態とこのコンソールを展開
し、この座席を収納するコンソール形態間で変形できるように構成される。
【０００８】
　本発明はさらに、開示された実施例に示され、記述された各種特徴と特徴の組み合わせ
に関する。開示された実施例の目的と特徴が達成される他の形態は、以下の明細書に記述
されるものであり、またこの明細書を読んだ当該技術の当業者にとって明確になるもので
ある。このような他の形態は以下に示す特許請求の範囲内にあれば、開示した実施例の範
囲内に入ることになる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】着座形態にある着座コンソール装置を有する車両インテリアの斜視図である。
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【図２】コンソール形態にある図１に示される着座コンソール装置を有する車両インテリ
アの斜視図である。
【図３】他の形態と配置における収納アームレスト部品を有する図２に記載の着座コンソ
ール装置の斜視図である。
【図４Ａ】着座形態とコンソール形態間で移動する図１と図２に示される着座コンソール
装置の側面図である。
【図４Ｂ】着座形態とコンソール形態間で移動する図１と図２に示される着座コンソール
装置の側面図である。
【図５Ａ】着座形態とコンソール形態間で移動する、実施例の着座コンソール装置の側面
図である。
【図５Ｂ】着座形態とコンソール形態間で移動する、実施例の着座コンソール装置の側面
図である。
【図５Ｃ】着座形態とコンソール形態間で移動する、実施例の着座コンソール装置の側面
図である。
【図５Ｄ】着座形態とコンソール形態間で移動する、実施例の着座コンソール装置の側面
図である。
【図５Ｅ】着座形態とコンソール形態間で移動する、実施例の着座コンソール装置の側面
図である。
【図６】別の実施例による着座形態とコンソール形態にある着座コンソール装置の斜視図
である。
【図７】別の実施例による着座形態とコンソール形態にある着座コンソール装置の斜視図
である。
【図８】別の実施例による着座形態とコンソール形態にある着座コンソール装置の斜視図
である。
【図９】別の実施例による着座形態とコンソール形態にある着座コンソール装置の斜視図
である。
【図１０】別の実施例による着座コンソール装置の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１と図２は好ましい実施例による着座コンソール装置１０を示す。着座コンソール装
置１０は図１と図４Ａに示されるように着座形態（即ち、位置、状況、状態等）において
変形（再設定）でき、図２と図４Ｂに示されるようにコンソール形態（即ち、位置、状況
、状態等）において変形（再設定）可能になっている。好ましい実施例によれば、装置１
０は、２つの座席（即ち、中間着座位置）に配置されている。この装置１０は第二、第三
列等に使用されても良い。車両は、自動車（例えば、セダン、クーペ等）、バンまたは“
ミニバン”、トラック、スポーツユーテリテイカー（ＳＵＶ）等である。別の実施例によ
れば、この装置は、車両内の任意の各種位置および各種列に配置することができる。着座
コンソール装置１０は着座構成要素１２、コソール構成要素１４および関節機構１６から
なる。着座コンソール構成要素１２，１４は着座とコンソールの２重機能を備えることが
でき、これらの用途の一方に寄与するようにしても良い。着座状態において、着座構成要
素１２が展開され、コンソール構成要素１４が収納される。コンソール状態において、着
座構成要素１２が収納され、コンソール構成要素１４が展開される。
【００１１】
　着座構成要素１２は座席クッションすなわち、基板１８、座席背部すなわち、後部レス
ト２０、ヘッドレスト２２を有する。各構成要素は基板またはフレーム、発泡体または他
のタイプのパデイングおよびカバー（例えば、皮、レザー、ビニール、繊維等）を備える
ことができる。
【００１２】
　コンソール構成要素１４は基板２４とアームレスト２６からなる。基板２４は通常コン
ソールに求められる１つまたは複数の特徴、例えば、カップホルダー３０、トレイ３２、
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種々の収納エリア（例えば、ドアーやパネルを介してアクセスできる、または出来なくて
もよいビン３４）、動力用またはデータ用ポート、コントロール（例えば、エンターテイ
ンメント、ＨＶＡＣ（即ち、暖房、換気、および空調）、窓、暖房座席等）等を有してい
る。アームレスト２６は好ましくは揺動し、直線方向に調整（車両前後方向）できるよう
に構成される。アームレスト２６は基板２４に結合または取り付けられても良いし、別に
車両に取り付けられても良い。
【００１３】
　好ましい実施例によれば、二重目的または機能部品は後部レスト２０（装置１０が着座
形態にあるとき）またはコンソール１４（装置１０がコンソール形態にあるとき）の一方
を提供するために移動可能に構成される（回動、揺動等）。着座構成要素１２および／ま
たはコンソール構成要素１４は協調して動くように構成されている（例えば、関節機構１
６によって）。例えば、収納状態と展開状態間でのコンソールの動きが他の構成要素を他
の位置に関節接合する。関節機構１６は着座状態とコンソール状態の間で座席および／ま
たはコンソールの協同動作（例えば、形成、再形成、変形等）を提供するように構成され
た実施例に応じて、１つまたは複数の揺動軸、スライド、ガイド、リンケージ、ピボット
、部材等を通常備えている。好ましい実施例によれば、関節機構１６は図４Ａ－図４Ｂあ
るいは図５Ａないし図５Ｅに示されるように多重棒リンケージ（例えば、４棒リンケージ
）を含む。
【００１４】
　図４Ａと図４Ｂにおいて、関節機構１６は着座形態（図４Ａ）とコンソール形態（図４
Ｂ）間で座席を車両下方に回動または揺動し、座席背部またはコンソールを回動または揺
動させるように構成されている。関節機構は座席フレーム５０、後部レストコンソールフ
レーム５２、第一リンクアームまたは部材５４、第二リンクアームまたは部材５６からな
る。第一と第二リンク部材の対応するセットが基板フレーム５８の反対側で、座席フレー
ム５０、座席背部コンソールフレーム５２に配置される。座席フレーム５０は第一リンク
部材５４、第二リンク部材５６、揺動支持アーム６０、およびピンまたは軸６１によって
基板フレーム５８に結合される。ピン６１は、座席フレーム５０がピン６１を中心にして
揺動または回動するように座席フレーム５０の後側部を基板フレーム５８に結合させる。
支持アーム６０は立ち上がった位置で座席フレーム５０の位置決めと支持を行い、下方位
置にあるとき案内動作を行うものである。後部レストコンソールフレーム５２は第一リン
ク部材５４と揺動ピン６２によって基板フレーム５８に結合される。第一リンク部材５４
は、基板フレーム５８の側面にあるスロット６６とピン６４との係合により摺動可能に基
板フレーム５８に結合している。第一リンク部材５４の第一端部６８と第二リンク部材５
６の第一端部７０は摺動可能に座席フレーム５０の側面にあるスロット７４に係合するピ
ン７２によって座席フレーム５０に結合される。第一リンク部材５４の第二端部７６は基
板フレーム５８の上方側面部でスロット８６に係合して後部レストコンソールフレーム５
２から延びるピン７８によって基板フレーム５８に結合される。第二リンク部材５６の第
二端部８０は回動可能または揺動可能にピン８２によって基板フレーム５８に結合される
。スロット６６および／またはスロット７４は座席フレーム５０および／または座席コン
ソールフレーム５２の好ましい動作に応じて直線的にまたは曲線的に構成される。好まし
い実施例によれば、第一リンク部材５４は１つの部材または棒によって形成される。ある
いは、第一リンク部材はピン６４によって一体に結合された一対の部材であっても良い。
【００１５】
　着座形態において、ピン６４はスロット６６の前方端部８８にあり、ピン７２はスロッ
ト７４の前方端部９０にあり、ピン８４はスロット８６の前方（且つ下方）端部９２にあ
る。装置が着座形態からコンソール形態に再設定されると、後部レストコンソールフレー
ム５２はその上部が車両に対して前方に、座席に対して下方に回動するようにユザーによ
って押されまたは引かれる。後部レストコンソール５２はピン６２を中心にして揺動し、
それによってピン８４をスロット８６に沿って移動またはスライドさせ、第一リンク部材
５４の第二端部７６を後方に移動させて、ピン６２を中心にして回転し、ピン６４をスロ
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ット６６に沿って移動またはスライドさせ、ピン７２をスロット７４に沿って移動または
スライドさせる。このピン７２のスロット７４に沿った移動によって座席フレーム５０が
ピン６１を中心にして揺動し、座席フレームの前部が下方に揺動することになる。コンソ
ール形態においては、ピン６４はスロット６６の後方端部９４にあり、ピン７２はスロッ
ト７４の後方端部９６にあり、ピン８４はスロット８６の後方端部（および上方）９８に
ある。これらの揺動およびスライドが、２重目的部品（後部レスト２０とコンソール１４
）の動作を抑制および／または促進する、摩擦および／またはスプリング負荷を供給する
ことができる。
【００１６】
　別の実施例では、着座構成要素１２とコンソール構成要素１４の動作が協同されていな
いものである（例えば、関節機構１６によって）。例えば、収納と展開に対して作業者（
例えば、乗員）によって別々に作動と入力がおこなわれる。別の実施例ではコンソール形
態を作り出すため座席１８または後部レスト２０のみの関節作動を行うことができる。あ
るいは、着座コンソール装置は異なるレベルの変形を有するようにしても良い（例えば、
前部コンソール４０に結合せず、座席背部エリアを塞いでしまう等）。さらに別の実施例
では、コンソール形態を提供するため展開工程または作動を付加することにより、前方コ
ンソール４０を後方に延ばすことによりコンソール“ルック”を作り出しても良い。後部
レストコンソールフレーム５２は、またスロット８６内（および／または貫通して）に延
びるピン８４によって基板フレーム５８に結合される。ピン８４は、後部レストコンソー
ルフレーム５２が揺動または回動するにつれてスロット８６内をスライドし、これらは後
部レストコンソールフレーム５２の動作を案内し制限するストップを提供するように協働
するように構成されている。
【００１７】
　図５Ａないし５Ｅは、コンソール形態と着座形態間での着座コンソール装置１１０の動
作の一連の概略代表例を示す。別の実施例では、コンソール構成要素１１４は前方床コン
ソール１４０の表面１３８と係合するコンソール部１３６を有している。遮蔽パネル２８
は展開と収納状態の間で前方コンソール１４０から外側に移動またはスライドする。展開
位置において、パネル１２８の端部はコンソール基板１２４の一部と接するか、そこで終
わっている。別の実施例では、コンソール部１３６と前方コンソール１４０とが互いに係
合するように構成しても良い（例えば、スナップまたはラッチ式結合）。装置１１０は作
動機構１１６の案内動作によって着座形態（図５Ａ）とコンソール形態（図５Ｄと図５Ｅ
）間で作動する（例えば、移動、関節動作等）。機構１１６は第一リンク部材１５４、第
二リンク部材１５６、第三リンク部材１５７からなる。第一リンク部材１５４はピン１８
１、１８２（座席１１８に対する結合部材１５４）を中心にして揺動する。第二リンク部
材１５６はピン１６４（座席１１８に対する結合部材１５６）とピン１８４（第三リンク
部材１５７に対する結合部材１５６）を中心にして揺動する。第三リンク部材１５７は第
一ピン１６７（第二部材１５６に対する結合部材１５７）とピン１５９（後部レスト１２
０に対する結合部材１５７）を中心にして揺動する。コンソール形態に移動すると座席１
１８は下がる。アームレスト１２６は部材１６３と１６５を中心にして揺動することによ
って上がったり下がったりできる。
【００１８】
　図６と図７は好ましい実施例による着座コンソール装置２１０を示す。着座コンソール
装置２１０は図６に示されるように着座状態において（すなわち、位置、状況、形態等）
また、図７に示されるようにコンソール状態において（位置、状況、形態等）変形可能（
再変形）となっている。
【００１９】
　好ましい実施例によれば、装置２１０は、２つの座席（即ち、中間着座位置）間に配置
されている。この着座コンソール装置２１０は第二、第三列等に使用されても良い。別の
実施例によれば、この装置は、車両内の種々の任意の位置および列に配置することができ
る。着座コンソール装置２１０は着座構成要素２１２、コンソール構成要素２１４および
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関節機構２１６からなる。着座コンソール構成要素２１２，２１４は着座とコンソールの
２重機能を有しても良いし、これらの用途の一方に寄与するようにしても良い。着座状態
において、着座構成要素２１２が展開され、コンソール構成要素２１４が収納される。コ
ンソール状態において、着座構成要素２１２が収納され、コンソール構成要素２１４が展
開される。
【００２０】
　着座構成要素２１２は座席クッションすなわち、基板２１８、座席背部すなわち、後部
レスト２２０、ヘッドレスト２２２を有する。コンソール構成要素２１４は基板２２４、
アームレスト２２６、１つまたは複数の遮蔽部材２５８（例えば、パネル、ドアー、スク
リーン等）を有する。基板２２４は通常コンソールに求められる１つまたは複数の特徴、
例えば、カップホルダー、トレイ２３２、種々の収納エリア（例えば、ドアーやパネルを
介してアクセスできる、または出来なくてもよいビン２３４）、動力用又はデータ用ポー
ト、コントーロール２３５（例えば、エンターテインメント、ＨＶＡＣ（即ち、暖房、換
気、および空調）、窓、暖房座席等）等を備える。アームレスト２２６は好ましくは揺動
し、直線的に調整（車両前後方向）できるように構成される。
【００２１】
　遮蔽部材２５８は車両インテリアの固定物であるコンソールの望ましい外観と不釣合い
な隙間、スペース、および／または構造（例えば、座席、関節機構等を示す曲面）が目立
たないように（例えば、隠したり、カバーしたり、スクリーンしたり等）形成される。例
えば、コンソール延在部２３６の下方にあるエリアまたはスペースは、コンソール形態で
前方床コンソールと係合したときに、１つまたは複数の遮蔽部材２５８によって目立たな
いようになる。遮蔽部材２５８は前方座席、変形座席、隣接座席、前方コンソール２４０
から延びる、またはスライドするパネルであっても良く、あるいはこれらの任意の部品か
ら揺動または回動するパネルであっても良い。実施例によれば、遮蔽部材２５８は車両乗
員に対する利便性や特徴を付加するように構成されたレイル上にトンネルを形成し、見え
ない収納を形成し、後部コンソールの遮蔽を行う。コンソールは収納された、および展開
された両方の位置において隙間、スペース、係合等が最小化されるように車両内の固定物
の外観を維持することを意図している。
【００２２】
　図８と図９に示される実施例によると、関節機構３１６は固定式主取り付け構造ブラケ
ット３４４、第一リンケージ３４６、第二リンケージ３４８、第三リンケージ３５０を有
する。第一リンケージ３４６は座席３１８を主取り付けブラケット３４４の端部に結合し
、立ち上がりと立下り位置間で座席を案内するように構成される。第二リンケージ３４８
は後部レスト３２０を座席基板３１８に結合し、座席後部レストを主取り付けブラケット
３４４に結合する。好ましくは、ピン３５４は主取り付けブラケット３４４から延在しス
ロット３５６（例えば、直線状、曲線状、アーク上に形成することができる溝、ノッチ等
）と係合し、コンソール延在部３３６が展開されると立下りの、格納位置へ座席３１８を
案内促進するように構成される。第三リンケージ３５０は遮蔽部材３２８をコンソール基
板３２４に結合し、収納位置と展開位置の間で動作（例えば、回動、揺動等）するように
構成される。コンソール延在部３３６は前方床コンソール３４０と係合または接するよう
に前進する。後部レスト３２０は、コンソール基板４２４とコンソールが外方へ回動し、
展開位置になるように上方へ揺動する。コンソール基板３２４は展開位置へ回動すると、
外側へ回動するコンソール延在部４２６（例えば、パネル、部材等）を有している。
【００２３】
　実施例によれば、種々の部品が使用され、座席とその装置を従来の通常車両デザイン（
例えば、４０／２０／４０分割；６０／４０分割；座席背部／クッション分割等）の種々
の形態の車両に取り付けるようにできる。実施例によれば、この装置は従来の折りたたみ
式着座形態のラッチ機構と同様な機構を利用することができる。好ましくは、ラッチ機構
は座席背部と座席クッション間の境界面近くに設けられる。実施例によれば、これらの座
席は、移動して（例えば、分離して）コンソール装置の展開を可能とするように構成する
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ことができる。これらの座席が分離されると、コンソールはそれから展開位置に持ち上げ
られる。ドア支持上の開放着座式機構は開位置と閉位置間で動くと、座席上のたるみを吸
収するように構成される。
【００２４】
　図１０は前方床コンソール４４０の係合を示す別の実施例による着座コンソール装置４
１０の側面図である。後部レスト４２０は、コンソール基板４２４とコンソールが外側へ
（下方へ）揺動して展開位置になるように軸心４２１を中心にして上方に揺動する。コン
ソール基板４２４は、軸心４２５を中心にして展開位置へ回動すると、軸心４２７を中心
にして外側へ回動するコンソール延在部４２６（例えば、パネル、部材等）を有する。後
部レスト４２０は後方下方に揺動してこれら座席の背後のスペースに遮蔽２８を提供する
。
【００２５】
　座席やコンソールの材料は通常車両着座やコンソール用に使用される種々の材料のうち
いずれをも使用できる。例えば、インジェクション成形高濃度ポリエチレンはコンソール
の部品を製造する好ましい方法と材料であるが、例えば、以下の熱可塑性樹脂等の他の材
料も、使用することができる。ポリプロピレン、他のポリエチレン、アクリルニトリール
ブタジエンステイレン（ＡＢＳ）、ポリウレタンナイロン、種々の単一ポリマーのいずれ
か、共重合体樹脂、特定付加物を持つ樹脂、充填樹脂等である。また他の成形法を用いて
、例えば、ブロー成形、回転成形等によってこれらの部品を成形することもできる。関節
機構の部品は、スチールやアルミニウムのような型打合金材あるいは樹脂から製造するこ
とができる。
【００２６】
　一般に、開示した実施例は座席の第一列の背後で使用され、着座形態とコンソール形態
間で変形できる着座コンソール装置を対象としている。この装置は着座部品とこの着座部
品と協働するコンソール部品からなる。少なくともこの着座部品の一部はコンソール形態
を供給するため可動になっており、少なくともこのコンソール部品の一部は着座形態を供
給するため可動になっている。これら開示した実施例は座席の第一列の背後で使用され、
着座形態とコンソール形態間で変形できる着座コンソール装置をさらに対象としている。
この装置は着座部品とコンソール部品からなる。この着座部品は座席基板とこの座席基板
に結合した後部レストからなる。このコンソール部品は基板、この基板に結合した延材部
及び遮蔽部材からなる。この遮蔽部材は装置が着座形態にあるときの収納位置と装置がコ
ンソール形態にあるときの展開位置の間で移動可能である。この座席基板は装置がコンソ
ール形態に再設定されるときに移動し（例えば、外側座席に対して下方に）、リンク配置
によって案内されるように構成することができる。この基板はコンソール基板と共通構造
とすることができる。
【００２７】
　好ましい例や他の実施例に示された変形可能な着座コンソール装置の構成要素の構造と
配置はまた例証に過ぎないことに注意することは重要なことである。この開示では本発明
の実施例のほんのいくつかのみを詳細に記述したが、この開示を検討する当該技術の当業
者は、示された主題の新規な教示と効果から大きく逸脱せずに多くの変形例（種々の構成
要素においてサイズ、寸法、構造、形、釣り合い、パラミターの値、取り付け配置、材料
の使用、色、方向等の変更）が可能であることを容易に察知できるであろう。例えば、一
体的に形成されて示された構成要素は多数の部品から構成しても良いし、多数の部品とし
て示された構成要素は一体的に構成されても良いし、境界面の作動は反対になっても良い
し、他に変更しても良いし、この装置の構造および／または部材、コネクター、他の構成
要素の長さまたは幅は変更でき、構成要素間に設けられた調整位置の性質または数は変更
可能である（例えば、係合スロットの数、係合スロットのサイズ、係合のタイプの変更に
よって）。なお、この装置の構成要素および／または組立て体は充分な強度または耐久性
を備える種々の任意の材料から形成され、その材料は種々な色、生地および組み合わせの
いずれから構成することができる。従って、このような変形例のすべては特許請求範囲に
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含まれること意図している。他の代替、変形例、変更、省略は特許請求の範囲の精神から
逸脱することなく、好ましい且つ他の実施例におけるデザイン、動作状態、配置において
実施することができる。

【図１】 【図２】
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【図４Ｂ】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】
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