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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  シートバック（２）と，このシートバック（２）に軸支されて，シートバック（２）の
クッションパッド（１１）を貫通して形成される収容凹部（４）に収容される格納位置（
Ａ）及び，シートバック（２）の前方へ突出する突出位置（Ｂ）間を回動し得る付属部材
（７）と，前記収容凹部（４）の後方開口面を閉鎖するインナボード（２６）とを備え，
そのインナボード（２６）の下端部が上方から嵌合される保持溝（２１）を有するボード
支持部材（２０）をシートバック（２）のフレーム（１０）に取り付けた，乗り物用シー
ト装置において，
  前記保持溝（２１）と，それに嵌合した前記インナボード（２６）の下端部との対向面
の一方と他方とに，相互に係合して前記インナボード（２６）の上方移動を抑制する係止
突起（２２）と係止溝（２４）とをそれぞれ形成したことを特徴とする，乗り物用シート
装置。
【請求項２】
  請求項１記載の乗り物用シート装置において，
  前記係止溝（２４）を前記インナボード（２６）の側面に，その左右方向前幅にわたり
形成し，前記係止突起（２２）を前記保持溝（２１）の内側面に形成したことを特徴とす
る，乗り物用シート装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の乗り物用シート装置において，
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　前記係止突起（２２）を前記ボード支持部材（２０）にリブ状に一体成形したことを特
徴とする，乗り物用シート装置。
【請求項４】
　請求項２又は３記載の乗り物用シート装置において，
　前記ボード支持部材（２０）を，底壁部（２０ａ）と，この底壁部（２０ａ）の前後両
側縁から起立して相互間に前記保持溝（２１）を画成する前壁部（２０ｂ）及び後壁部（
２０ｃ）とで構成し，その前壁部（２０ｂ）及び後壁部（２０ｃ）の一方の上端部から前
記保持溝（２１）側へ屈曲するようにして前記係止突起（２２）を形成し，前記ボード支
持部材（２０）及び係止突起（２２）を一体成形したことを特徴とする，乗り物用シート
装置。
【請求項５】
  請求項４記載の乗り物用シート装置において，
  前記係止突起（２２）を前記後壁部（２０ｃ）に形成し，前記前壁部（２０ｂ）を，前
記後壁部（２０ｃ）より高く延びるように形成したことを特徴とする，乗り物用シート装
置。
【請求項６】
　請求項１～５の何れかに記載の乗り物用シート装置において，
　前記フレーム（１０）に固着されてシートバック（２）の後面を覆うバックパネル（１
５）に，後方からの切り起こし成形により前方に突出した支持片（２５）を設け，この支
持片（２５）と前記バックパネル（１５）との間で前記ボード支持部材（２０）を挟持し
，前記バックパネル（１５）には，前記支持片（２５）の切り起こし跡の開口部（２３）
を通して，前記支持片（２５）及びバックパネル（１５）による前記ボード支持部材（２
０）の挟持状態を目視確認し得るようにしたことを特徴とする，乗り物用シート装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，シートバックと，このシートバックに軸支されて，シートバックのクッショ
ンパッドを貫通して形成される収容凹部に収容される格納位置及び，シートバックの前方
へ突出する突出位置間を回動し得る付属部材と，前記収容凹部の後方開口面を閉鎖するイ
ンナボードとを備え，そのインナボードの下端部を上方から嵌合する保持溝を有するボー
ド支持部材をシートバックのフレームに取り付けた，乗り物用シート装置の改良に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　かゝる乗り物用シート装置は，特許文献１に開示されるように知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】日本特開２００１－２１１９６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に開示される乗り物用シート装置では，ボード支持部材の保持溝に嵌合
したインナボードの下端部の離脱を抑制するために，インナボードをボード保持部材にタ
ッカー止めしている。しかしながら，そのタッカー止め作業は，シートバック下方の狭隘
な場所で行わなければないため，困難で熟練を要するものである。
【０００５】
　本発明は，かゝる事情に鑑みてなされたもので，タッカー等の特別な固着部材を用いる
ことなく，ボード支持部材の保持溝に嵌合したインナボードの下端部の離脱を簡単に抑制
することを可能にした前記乗り物用シート装置を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために，本発明は，シートバックと，このシートバックに軸支され
て，シートバックのクッションパッドを貫通して形成される収容凹部に収容される格納位
置及び，シートバックの前方へ突出する突出位置間を回動し得る付属部材と，前記収容凹
部の後方開口面を閉鎖するインナボードとを備え，そのインナボードの下端部が上方から
嵌合される保持溝を有するボード支持部材をシートバックのフレームに取り付けた，乗り
物用シート装置において，前記保持溝と，それに嵌合した前記インナボードの下端部との
対向面の一方と他方とに，相互に係合して前記インナボードの上方移動を抑制する係止突
起と係止溝とをそれぞれ形成したことを第１の特徴とする。尚，前記付属部材は，後述す
る本発明の実施形態中のアームレスト７に対応する。
【０００７】
  また本発明は，第１の特徴に加えて，前記係止溝を前記インナボードの側面に，その左
右方向前幅にわたり形成し，前記係止突起を前記保持溝の内側面に形成したことを第２の
特徴とする。
【０００８】
  さらに本発明は，第１又は第２の特徴に加えて，前記係止突起をリブ状に前記ボード支
持部材に一体成形したことを第３の特徴とする。
【０００９】
  さらにまた本発明は，第２又は第３の特徴に加えて，前記ボード支持部材を，底壁部と
，この底壁部の前後両側縁から起立して相互間に前記保持溝を画成する前壁部及び後壁部
とで構成し，その前壁部及び後壁部の一方の上端部から前記保持溝側へ屈曲するようにし
て前記係止突起を形成し，前記ボード支持部材及び係止突起を一体成形したことを第４の
特徴とする。
【００１０】
  さらにまた本発明は，第４の特徴に加えて，前記係止突起を前記後壁部に形成し，前記
前壁部を，前記後壁部より高く延びるように形成したことを第５の特徴とする。
【００１１】
  さらにまた本発明は，第１～第５の特徴の何れかに加えて，前記フレームに固着されて
シートバックの後面を覆うバックパネルに，後方からの切り起こし成形により，前方に突
出した支持片を設け，この支持片と前記バックパネルとの間で前記ボード支持部材を挟持
し，前記バックパネルには，前記支持片の切り起こし跡の開口部を通して，前記支持片及
びバックパネルによる前記ボード支持部材の挟持状態を目視確認し得るようにしたことを
第６の特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
  本発明の第１の特徴によれば，ボード支持部材の保持溝と，それに嵌合したインナボー
ドの下端部との対向面の一方と他方とに，相互に係合してインナボードの上方移動を抑制
する係止突起と係止溝とをそれぞれ形成したので，インナボードの下端部を保持溝に嵌合
するだけで，係止突起及び係止溝の係合により，インナボードの上方移動を抑制すること
ができ，したがって，インナボードが後方からの荷重を受けて前方へ撓むことがあっても
，インナボードの保持溝からの離脱を防ぐことができる。しかもインナボードの保持溝か
らの離脱を抑制するための特別な固着部材が不要となり，乗り物用シート装置の構造の簡
素化と組立性が向上し，コストの低減に寄与し得る。
【００１３】
  本発明の第２の特徴によれば，係止溝をインナボードの側面に，その左右方向全幅にわ
たり形成し，係止突起を保持溝の内側面に形成したので，インナボードの左右方向に沿う
どの位置においても係止溝に係止突起を係合させることができ，組立性を良好にすること
ができる。
【００１４】
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  本発明の第３の特徴によれば，係止突起をボード支持部材にリブ状に一体成形したので
，係止突起による部品点数の増加を回避するのみならず，係止突起が補強リブとなってボ
ード支持部材の剛性を強化し，係止溝との係合力を高めることができる。
【００１５】
  本発明の第４の特徴によれば，ボード支持部材を，底壁部と，この底壁部の前後両側縁
から起立して相互間に保持溝を画成する前壁部及び後壁部とで構成し，その前壁部及び後
壁部の一方の上端部から保持溝側へ屈曲するようにして係止突起を形成し，ボード支持部
材及び係止突起を一体成形したので，係止突起付きのボード支持部材が一部品を構成して
，乗り物用シート装置の構造の簡素化に寄与することができる。しかも底壁部，前壁部及
び後壁部よりなる一体のボード支持部材は，剛性の高いチャンネル断面構造をなし，イン
ナボードを強固に支持することができる。
【００１６】
  本発明の第５の特徴によれば，ボード支持部材において，係止突起を後壁部に形成し，
前壁部を後壁部より高く延びるように形成したので，インナボードの中間部が後方からの
荷重の作用で前方へ撓むと，ボード支持部材において，インナボードは，背丈の高い前壁
部の上端を支点として前方へ傾き，それに応じてインナボード後面の係止溝が背丈の低い
後壁部上端部の係止爪に一層強く係合することになり，インナボードの上方への離脱を効
果的に抑制することができる。
【００１７】
  本発明の第６の特徴によれば，フレームに固着されてシートバックの後面を覆うバック
パネルに，後方からの切り起こし成形により前方に突出した支持片を設け，この支持片と
バックパネルとの間でボード支持部材を挟持したので，特別な支持部材を使用することな
く，インナボードをフレームに取り付けることができ，乗り物用シート装置の構造の簡素
化に一層寄与することができ，しかもバックパネルには，支持片の切り起こし跡の開口部
を通して，支持片及びバックパネルによるボード支持部材の挟持状態を目視確認し得るよ
うにしたので，バックパネルに専用の覗き窓を設けることなく，インナボードの支持状態
を目視確認することができ，組立不良を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は本発明の一実施形態に係る自動車用シート装置の正面斜視図である。
【図２】図２は図１中のシートバックのフレーム周辺部を示す正面図である。
【図３】図３は図２の３－３線断面図である。
【図４】図４は図２の４－４線拡大断面図である。
【図５】図５は図３の５部拡大図である。
【図６】図６は図５の要部斜視図である。
【図７】図７は図３の７部拡大図である。
【図８】図８は図７に対応する，インナボードの作用説明図である。
【図９】図９は図２の９－９線拡大断面図である。
【図１０】図１０は図２の１０－１０線拡大断面図である。
【図１１】図１１はインナボードの斜視図である。
【図１２】図１２は本発明の別の実施形態を示す，図６との対応図である。
【符号の説明】
【００１９】
Ｓ・・・・・・シート
２・・・・・・シートバック
４・・・・・・収容凹部
７・・・・・・付属部材（アームレスト）
１０・・・・・フレーム
１１・・・・・クッションパッド
１５・・・・・バックパネル
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２０・・・・・ボード支持部材
２０ａ・・・・底壁部
２０ｂ・・・・前壁部
２０ｃ・・・・後壁部
２１・・・・・保持溝
２２・・・・・係止突起
２３・・・・・開口部
２４・・・・・係止溝
２５・・・・・支持片
２６・・・・・インナボード
【発明を実施するための形態】
【００２０】
  以下の説明中，前後，左右とは，本発明を適用する乗り物としての自動車を基準にして
いうことにする。
【００２１】
　図１において，シートＳは，図示例では，自動車の床に設置される乗員三人用のリヤシ
ートであって，シートクッション１と，その後端部から上方に起立したシートバック２と
よりなっており，シートバック２の上部には，乗員三人用の三個のヘッドレスト３ａ，３
ｂ，３ｃが左右方向に並んで装備される。またシートバック２の中央部には収容凹部４が
設けられ，この収容凹部４内の下部に配設される左右一対のブラケット５，５（図２及び
図４参照）に枢軸６を介して支持されるアームレスト７が，収容凹部４に収まる格納位置
Ａ（図３参照）と，前方へ突出してシートクッション１上に載置される突出位置Ｂとの間
を回動し得るようになっている。このアームレスト７には，その突出位置Ｂでの上面にカ
ップホルダ８が設けられている。
【００２２】
  図１～図３，図５及び図６において，シートバック２は，フレーム１０と，このフレー
ム１０に支持されるクッションパッド１１とよりなっており，クッションパッド１１の表
面は皮革又は合成皮革製の表皮１２で被覆される。前記収容凹部４は，クッションパッド
１１の中央部を貫通しており，この収容凹部４の上方及び下方には，クッションパッド１
１の上側パッド部１１ａ及び下側パッド部１１ｂが残存する。
【００２３】
  前記フレーム１０は，シートバック２の背面の輪郭に沿うよう，略長方形に形成される
主枠１３と，前記収容凹部４の左右両側で主枠１３の上辺部１３ａ及び下辺部１３ｂ間を
連結する左右一対のクロスパイプ１４，１４とで構成され，前記ブラケット５，５は，主
枠１３の下辺部１３ｂに溶接等により固着され，またこのフレーム１０の背面に薄肉鋼板
製のバックパネル１５が溶接等により固着される。
【００２４】
  また上辺部１３ａには，前記三個のヘッドレスト３ａ，３ｂ，３ｃの各左右一対のピラ
ー１６，１６を支持する左右一対の支持筒１７，１７が三組，溶接等により固着される。
【００２５】
  図３～図１１において，前記収容凹部４には，その奥壁を構成するインナボード２６が
次のように取り付けられる。
【００２６】
  図５及び図６に示すように，前記バックパネル１５の，前記収容凹部４の下方に対応す
る部分に後方からの切り起こしにより，前方上向きに突出した複数の支持片２５，２５が
形成され，これら支持片２５，２５とバックパネル１５との間に，収容凹部４の左右全幅
の範囲に収まる長さのボード支持部材２０が挟持される。
【００２７】
  ボード支持部材２０は，合成樹脂製であって，底壁部２０ａと，この底壁部２０ａの前
後両側縁から起立する前壁部２０ｂ及び後壁部２０ｃとで構成され，これら底壁部２０ａ
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，前壁部２０ｂ及び後壁部２０ｃにより上面を開放したＵ字状の保持溝２１が画成される
。後壁部２０ｃの上端部には，保持溝２１側へ屈曲するようにして突出する係止突起２２
が左右方向に延びるリブ状に一体成形される。
【００２８】
  前壁部２０ｂ及び後壁部２０ｃは，前記支持片２５，２５よりも高く上方へ延び，また
前壁部２０ｂは，後壁部２０ｃよりも高く上方へ延びている。バックパネル１５には，支
持片２５，２５の切り起こしの際に形成される複数の開口部２３，２３が残る。
【００２９】
  上記保持溝２１には，シートバック２の前方から収容凹部４を通してインナボード２６
の下端部が上方から嵌合される。その際，インナボード２６の後面には，その左右方向全
幅にわたり延びる係止溝２４が形成されており，その係止溝２４に前記係止突起２２が係
合するようになっている。即ち，インナボード２６の下端部を保持溝２１に挿入すると，
前壁部２０ｂ及び後壁部２０ｃ間が一旦弾性的に開いてインナボード２６の下端部を受け
入れ，係止溝２４が係止突起２２の位置に来ると，前壁部２０ｂ及び後壁部２０ｃ間がそ
れらの原形復帰力により狭まって係止突起２２が係止溝２４に係合することになる。これ
らの係合により，インナボード２６の係止溝２４からの上方への抜け出しが抑制されるよ
うになっている。
【００３０】
  下側パッド部１１ｂの上面を覆う表皮１２の後端部は，前記ボード支持部材２０の前壁
部２０ｂに縫着される。
【００３１】
  図７に示すように，主枠１３の上辺部１３ａに支持される上側パッド部１１ａでは，そ
の前面を覆う表皮１２の下端部が収容凹部４の裏側へ延びて袋状部１２ａを形成しており
，保持溝２１に下端部を嵌合させたインナボード２６の上端部に上記袋状部１２ａを被せ
た後，インナボード２６の中間部を前方へ大きく撓ませながらその上端部を収容凹部４の
裏側へ移してから，インナボード２６を，それ自体の弾性復元力により原形に復帰させる
。すると，インナボード２６の上端部が前記袋状部１２ａと共にクッションパッド１１の
上側パッド部１１ａの下部後面に弾性的に支承されると共に，その上側パッド部１１ａの
反力によりインナボード２６はバックパネル１５に当接するように押圧される。その際，
図９に示すように，バックパネル１５の前面には，比較的浅い位置決め凹部２７が形成さ
れており，この位置決め凹部２７にインナボード２６が係合することにより，インナボー
ド２６の左右方向の動きが規制される。こうして，インナボード２６は収容凹部４の奥壁
となる。
【００３２】
  クッションパッド１１の全上面を覆う表皮１２の後端部は，バックパネル１５の裏側へ
回されて，バックパネル１５の上部の後面に取り付けられる上部表皮支持部材３４に縫着
される。
【００３３】
  図７～図１１に示すように，インナボード２６は，前記保持溝２１（図６）に嵌合しな
がらバックパネル１５に当接する平板部２６ａと，この平板部２６ａの上端から，中央位
置の前記ヘッドレスト３ｂを支持する左右一対の支持筒１７，１７を避けるように，前方
上向きに屈曲する傾斜部２６ｂと，この傾斜部２６ｂの上端から上方へ起立する起立部２
６ｃとよりなっており，その起立部２６ｃの上端には，前方へ円弧状に屈曲する係止爪２
８が一体に形成される。上記起立部２６ｃ及び係止爪２８が上側パッド部１１ａの下部後
面に支承される。
【００３４】
  前記フレーム１０における左右のクロスパイプ１４，１４間には，上側パッド部１１ａ
の下面を覆う表皮１２に接しながら前記係止爪２８の下面に対向するストッパ部材３０の
両端が溶接等により固着されており，インナボード２６が後方からの荷重により収容凹部
４側へ押圧され，撓み変形したとき，係止爪２８が表皮１２の袋状部１２ａを介してスト
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ッパ部材３０に係合すること（図８参照）で，インナボード２６の上端部の前方及び下方
移動が抑制されるようになっている。ストッパ部材３０は，断面円形の鋼線よりなってお
り，一方，これに係合し得る前記係止爪２８の内面は円弧面になっていて，ストッパ部材
３０と係止爪２８との係合面積を広く確保するようになっている。
【００３５】
  またインナボード２６の後面には，傾斜部２６ｂ及び係止爪２８間の剛性を強化すべく
，傾斜部２６ｂ及び係止爪２８間を一体に連結する複数条の補強リブ３１，３１…が形成
される。これら補強リブ３１，３１…は，傾斜部２６ｂ及び係止爪２８間の剛性を効果的
に強化すべく，傾斜部２６ｂ及び起立部２６ｃ間の谷部３２を埋めるよう側面視で三角形
状に形成される。その際，これら補強リブ３１，３１…は，中央位置のヘッドレスト３ｂ
を支持する左右一対の支持筒１７，１７との干渉を避けて，それら支持筒１７，１７間に
配置される。
【００３６】
  さらにインナボード２６の後面には，その全体に適度な剛性を付与すべく，前記補強リ
ブ３１，３１…より低い複数条のリブ３３，３３…がその上下方向の略全長にわたり一体
に形成される。
【００３７】
  下側パッド部１１ｂの上面を覆う表皮１２の後端部は，前記ボード支持部材２０の前壁
部２０ｂに縫着される（図５参照）。またクッションパッド１１の全下面を覆う表皮１２
は，バックパネル１５の下部の後面に固着される下部表皮支持部材３５に縫着される。ま
た前記上部及び下部表皮保持部材３４，３５には，バックパネル１５の後面を覆うカバー
シート３６の上下両端部が縫着される（図３，図５，図７参照）。
【００３８】
  次に，この実施形態の作用について説明する。
【００３９】
  アームレスト７を使用すべく，これをシートバック２の収容凹部４から前方への突出位
置Ｂへと引き出すと，車室側から収容凹部４の内部が見えるようになるが，収容凹部４の
後方開口面はインナボード２６により閉鎖されているので，収容凹部４に小物を落とし
ても，インナボード２６によって小物がシートバック２の裏側へ侵入するのを防ぐことが
できると共に，外観を良好にすることができる。
【００４０】
  また自動車の急制動時など，リヤシートＳ後方の荷物室の荷物が慣性力により勢いよく
前方へ移動して，薄肉鋼板のバックパネル１５に衝突し，その衝撃荷重がバックパネル１
５を前方へ変形させながら，インナボード２６を前方へ押圧した場合には，インナボード
２６は，その下端部の係止溝２４とボード支持部材２０の係止突起２２との係合により上
方移動が抑制されているため，ボード支持部材２０を支点として前方へ回動し，インナボ
ード２６の上端部の係止爪２８が，表皮１２の袋状部１２ａと共に，上側パッド部１１ａ
を変形させながらストッパ部材３０に係合する（図８参照）ことで，前方及び下方への移
動が抑制される。これによりインナボード２６の前方への過度の回動及び撓みを抑えるこ
とができ，インナボード２６の耐久性を確保することができる。したがって，収容凹部４
の後方開口部に，後方からの荷重を受けてインナボードを保護する特別な荷重受け部材を
設ける必要がなくなり，乗り物用シート装置の構造の簡素化，延いてはコストの低減を図
ることができる。その際，係止爪２８がストッパ部材３０に係合するまでの間に，係止爪
２８がクッションパッド１１を変形させることにより，係止爪２８のストッパ部材３０と
の係合衝撃が緩和され，係止爪２８の耐久性の向上を図ることができる。
【００４１】
  またインナボード２６の上端部をクッションパッド１１の後面に支承させると共に，イ
ンナボード２６がクッションパッド１１の弾性反発力を受けて当接するバックパネル１５
をシートバック２のフレーム１０に固着したので，シートバック２が本来備えるクッショ
ンパッド及びバックパネルを利用して，インナボード２６を支持することができ，乗り物
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用シート装置の構造の一層の簡素化を図ることができる。
【００４２】
  さらに係止爪２８は，インナボード２６に一体成形されるので，係止爪２８による部品
点数の増加もなく，構造の簡素化及びコストの低減に一層寄与し得る。
【００４３】
  さらにまたインナボード２６及び係止爪２８間に，それらを連結する補強リブ３１，３
１…を形成したので，インナボード２６及び係止爪２８間の撓みを効果的に抑制すること
ができる。
【００４４】
  さらにまたインナボード２６は，バックパネル１５に当接する平板部２６ａと，シート
バック２のフレーム１０の上部に固設されるヘッドレスト３ｂ用の支持筒１７，１７を回
避するように平板部２６ａの上端から前方へ屈曲する傾斜部２６ｂと，この傾斜部２６ｂ
の上端から起立する起立部２６ｃとで構成され，起立部２６ｃの上端に係止爪２８を一体
に形成し，係止爪２８，起立部２６ｃ及び平板部２６ａの三部分を前記補強リブ３１，３
１…により連続的に連結したので，係止爪２８，起立部２６ｃ及び平板部２６ａの三部分
の撓みを効果的に抑制すると共に，係止爪の剛性の強化を図ることができ，これにより係
止爪２８のストッパ部材３０との係合を良好にすることができる。
【００４５】
  さらにまた前記補強リブ３１，３１…は，前記傾斜部２６ｂ及び起立部２６ｃ間の谷部
３２を横切るように複数条直線的に形成され，これら補強リブ３１，３１…を左右一対の
前記支持筒１７，１７間に配置したので，高さが高い補強リブ３１，３１…がヘッドレス
ト３ｂ用の支持筒１７，１７に干渉するのを回避しながら，係止爪２８及びその根元周辺
部の剛性を効果的に強化することができる。
【００４６】
  さらにまた前記ストッパ部材３０を断面円形に形成する一方，このストッパ部材３０の
外周面に当接形成する前記係止爪２８の内側面を円弧面に形成して，係止爪２８及びスト
ッパ部材３０の係合面積を極力広くしたので，係止爪２８及びストッパ部材３０の係合圧
力の上昇を抑え，係止爪２８に耐久性を確保し得る。
【００４７】
  またインナボード２６の上方移動を抑制するために，ボード支持部材２０の保持溝２１
と，それに嵌合したインナボード２６の下端部との相対向する側面の一方と他方とに，相
互に係合してインナボード２６の上方移動を抑制する係止突起２２と係止溝２４とをそれ
ぞれ形成したので，インナボード２６の下端部を保持溝２１に嵌合するだけで，係止突起
２２及び係止溝２４の係合が得られ，インナボード２６の上方移動を簡単に抑制すること
ができ，したがって，インナボード２６の保持溝２１からの離脱を抑制するための特別な
固着部材が不要となり，乗り物用シート装置の構造の簡素化と組立性が向上し，コストの
低減に寄与し得る。
【００４８】
  また係止溝２４をインナボード２６の側面に，その左右方向全幅にわたり形成し，係止
突起２２を保持溝２１の内側面に形成したので，インナボード２６の左右方向に沿うどの
位置においても係止溝２４に係止突起２２を係合させることができ，組立性を良好にする
ことができる。
【００４９】
  さらに係止突起２２をリブ状にボード支持部材２０に一体成形したので，係止突起２２
による部品点数の増加を回避するのみならず，係止突起が補強リブとなってボード支持部
材２０の剛性を強化し，係止溝２４との係合力を高めることができる。
【００５０】
  さらにまたボード支持部材２０を，底壁部２０ａと，この底壁部２０ａの前後両側縁か
ら起立して相互間に保持溝２１を画成する前壁部２０ｂ及び後壁部２０ｃとで構成し，そ
の前壁部２０ｂ及び後壁部２０ｃの一方の上端部から保持溝２１側へ屈曲するようにして
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突起２２付きのボード支持部材２０が一部品を構成して，乗り物用シート装置の構造の簡
素化に寄与することができる。しかも底壁部２０ａ，前壁部２０ｂ及び後壁部２０ｃより
なる一体のボード支持部材２０は，剛性の高いチャンネル断面構造をなし，インナボード
２６を強固に支持することができる。
【００５１】
  さらにまたボード支持部材２０において，係止突起２２を後壁部２０ｃに形成し，前壁
部２０ｂを後壁部２０ｃより高く延びるように形成したので，インナボード２６の中間部
が後方からの荷重の作用で前方へ撓むと，ボード支持部材２０において，インナボード２
６は，背丈の高い前壁部２０ｂの上端を支点として前方へ傾き，それに応じてインナボー
ド２６後面の係止溝２４が背丈の低い後壁部２０ｃ上端部の係止爪２８に一層強く係合す
ることになり，インナボード２６の上方への離脱を効果的に抑制することができる。
【００５２】
  さらにまたフレーム１０に固着されてシートバック２の後面を覆うバックパネル１５に
，後方からの切り起こし成形により前方上向きに突出した支持片２５，２５を設け，これ
ら支持片２５，２５とバックパネル１５との間でボード支持部材２０を挟持したので，特
別な支持部材を使用することなく，インナボード２６をフレーム１０に取り付けることが
でき，乗り物用シート装置の構造の簡素化に一層寄与することができ，しかもバックパネ
ル１５には，支持片２５，２５の切り起こし跡の開口部２３，２３を通して，支持片２５
，２５及びバックパネル１５によるボード支持部材２０の挟持状態を目視確認し得るよう
にしたので，バックパネル１５に専用の覗き窓を設けることなく，インナボード２６の支
持状態を目視確認することができ，組立不良を防ぐことができる。
【００５３】
  次に，図１２に示す本発明の別の実施形態について説明する。
【００５４】
  この別の実施形態では，インナボード２６の上端部に形成される係止爪２８には，Ｕ字
状の折り返し部２８ａが設けられ，この係止爪２８がストッパ部材３０にその半周にわた
り係合し得るようになっている。その他の構成は，前実施形態と同様であるので，図１２
中，前実施形態に対応する部分には同一の参照符号を付して，重複する説明を省略する。
【００５５】
  その別の実施形態によれば，係止爪２８のストッパ部材３０との係合時，係止爪２８が
ストッパ部材３０にその半周にわたり係合することで，インナボード２６が前方へ大きく
撓んでも，係止爪２８のストッパ部材３０からの離脱を抑制し，インナボード２６の過度
の移動及び変形を抑制することができる。
【００５６】
  本発明は上記実施形態に限定されるものではなく，その要旨を逸脱しない範囲で種々の
設計変更が可能である。例えば，前記アームレスト７に代えて，カップホルダ８を備える
サイドテーブルを収容凹部４に収容することもできる。また本発明のシート装置は，自動
車用に限らず，鉄道車両，航空機等にも適用可能である。
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