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明 細 苫

亜両用ドアロツク装置

技術分野

０００1 本発明は、亜両用ドァロック装置に関する。

背月 支術

０００2 従来、例えば特許文献 に記載された亜両用ドァロック装置が知られている。このド

ァロック装置は、正逆回転可能なモータにより、減速機構を介して、出カレバーを中

立位置から施錠方向及び解錠方向へ回動させ、かつ、中立位置まで復帰させるよぅ

に回動させることができるァクチュェ一タを備える。出カレバーが施錠方向及び解錠

方向へ移動すると、施解錠レバーが、ドァをロックするための施錠位置及びドァのロ

ックを解除するための解錠位置に移動される。前記ドァロック装置はまた、施解錠操

作スイッチと、チャイルドプルーフ操作スイッチと、ァウトザイドハンドル操作検出スイッ

チと、施錠作動検出スイッチと、解錠作動検出スイッチと、中立検出スイッチと、制御

装置とを備える。ァウトザイドハンドル操作検出スイッチは、亜外に設けられたァウトザ

イドハンドルの操作を検出する。施錠作動検出スイッチは、前記施解錠レバーが施錠

位置に達したことを検知する。解錠作動検出スイッチは、前記施解錠レバーが解錠

位置に達したことを検知する。中立検出スイッチは、前記出カレバーが中立位置に

達したことを検知する。制御装置は、前記モータ及び各スイッチに接続される。制御

装置は、亜室内に設けられた施解錠操作スイッチが施錠操作又は解錠操作されたと

きは、出カレバーが施錠方向又は解錠方向に回動するよぅにモータを作動させる。そ

して、施錠作動検出スイッチ又は解錠作動検出スイッチが作動すると、制御装置は、

中立検出スイッチが作動するまでモータを反伝させて、出カレバーを中立位置に復

帰させる。亜室内に設けられたチャイルドプルーフ操作スイッチが施錠操作されたと

きは、制御装置は、出カレバーが施錠方向に回動するよぅにモータを作動させる。そ

して、施錠作動検出スイッチが作動すると、制御装置は、施解錠レバーが解錠位置

へ移動することを阻止する位置に出カレバーを停止させるよぅに、モータの作動を停

止させる。この状態で、ァウトザイドハンドル操作検出スイッチが作動されると、制御装



置は、施解錠レバーを解錠位置へ移動させるようモータを作動させる。この構成によ

り、ドアの施解錠操作と、亜内からの解錠を不能にしつつ亜外からの解錠を可能にす

るチヤイルドプルーフ操作とを、単一のモータによって実現している。

０００3 ところで、特許文献 では、各レバーの状態を対応するスイッチにて詳細に検知し、

モータの制御により各レバーを停止させることで、単一のモータによる2 つの状態 ( 操

作 ) を可能にしている。そのため、必要なスイッチ数が多くなり、電気的な構造が複雑

化する。また、各スイッチによってレバーの状態 (位置) を電気的に検知すると、状況

によっては検知結果にばらつきが発生しやすく、各状態での動作不良が発生する可

能性がある。

特許文献 1 : 特公平7 265０2 号公報 ( 第 図、第 5 図)

発明の開ぅ示

０００4 本発明の目的は、電気的な構造を簡素化し、且つ、装置全体としての信頼性を向

上することができる亜両用ドアロック装置を提供することにある。

上記 目的を達成するため、本発明の一態様では、ラッチ機構と、インザイドレバーと

、インザイドオーブンレバーと、ロッキングレバーと、移動体と、電気的駆動部と、切替

レバーと、第 係合片と、第 2 係合片と、を備える亜両用ドアロック装置が提供される。

前記ラッチ機構は、亜両ドアを亜両ボデ一に対して閉状態に保持する。前記インザイ

ドレバーは、亜両の室内から操作可能である。前記インザイドオーブンレバーは、前

記ラッチ機構及び前記インザイドレバーに連係され、前記ラッチ機構による前記亜両

ドアの閉状態の保持を解除可能である。前記ロツキングレバーは、前記亜両ドアが前

記亜両ボデ一に対して開可能状態になるように前記ラッチ機構を動作させるべく前

記インザイドオーブンレバーの動き及び車両の外からの操作力を前記ラッチ機構に

伝達可能なアンロック位置と、前記インザイドオーブンレバーの動き及び車両の外か
らの操作力を前記ラッチ機構に伝達不能なロック位置とに切り替え自在である。前記

移動体は、前記ロツキングレバーが前記アンロック位置にあるときに前記インザイドレ

バーの動きを前記インザイドオーブンレバーに伝達可能とするアンセット位置と、前

記ロツキングレバーが前記アンロック位置にあるときに前記インザイドレバーの動きを

前記インザイドオーブンレバーに伝達不能とするセット位置と、前記ロツキングレバー



が前記ロック位置にあるときに前記インザイドレバーの動きを前記インザイドオーブン

レバーに伝達不能とするダブルロック位置とに移動可能である。前記切替レバーは、

前記移動体に連係され、前記移動体を移動させるよぅに前記電気的駆動部によって

駆動される。前記第 係合片は前記ロツキングレバーに設けられ、前記第2係合片は

前記切替レバーに設けられる。前記ロツキングレバーが前記アンロック位置にあるとき

には、前記移動体の移動範囲が前記アンセット位置及び前記セット位置間に規制さ

れるよう前記切替レバーの動きを制限すべく、前記移動体のセット位置にある前記第

係合片に前記第2係合片が係合する。前記ロツキングレバーが前記ロック位置にあ

るときには、前記切替レバーが前記移動体を前記アンセット位置及び前記ダブルロッ

ク位置間で移動させるのを許容すべく、前記第 係合片が前記第2係合片に係合し

ない位置に配置される。

０００5 本発明の一態様では、前記亜両ドアに連結され、前記移動体を摺動自在に支持す

る中間レバーをさらに備え、前記移動体は、前記切替レバーの動きに伴い該切替レ

バーに押圧され、それにより、前記中間レバーを摺動しつつ、前記アンセット位置、

前記セット位置及び前記ダブルロック位置の間で移動する。

０００6 上記各構成によれば、前記ロツキングレバーが前記アンロック位置にあるときに、前

記第 及び第2係合片を係合させて前記電気的駆動部の駆動力による前記切替レ

バーの動きを機械的に規制することで、前記移動体を前記セット位置に配置すること

ができる。一方、前記ロッキングレバーが前記ロック位置にあるときに、前記第 及び

第2係合片を非係合として前記電気的駆動部の駆動力による前記切替レバーの動き

を許容することで、前記移動体を前記ダブルロック位置に移動させるとともに配置す

ることができる。このよぅに、前記ロツキングレバーの前記アンロック位置及び前記ロツ

ク位置に応じた前記切替レバーの係止及び非係止に応じて、前記電気的駆動部単

体の駆動力により前記移動体を前記セット位置及び前記ダブルロック位置に選択的

に移動させるとともに配置することができる。そのため、例えば前記移動体が前記セッ
ト位置にあること(若しくはこれに相当する切替レバーの状態 )を検知するセンザ等が

不要になり、電気的な構成を簡易化することができる。また、前記移動体を前記 ット

位置に配置する際、前記切替レバーの動きを機械的に係止するため、例えばセンザ



等により前記移動体が前記セット位置にあることを検知する場合に比べて該移動体

の位置ばらつきを抑制することができ、ひいては装置全体としての信頼性を向上する

ことができる。

０００7 本発明の一態様では、前記中間レバーは、前記移動体が前記セット位置にあるとき

に該移動体を介して前記インザイドレバーと一体動作するよぅに、該インザイドレバー

に連係されており、前記中間レバーは押圧片を有し、前記ロツキングレバーに連係さ

れる解除レバーをさらに備え、前記移動体が前記セット位置にある状態で前記ロツキ

ングレバーが前記ロック位置に移動したとき、解除レバーは、前記インザイドレバーの

動きに伴い前記押圧片に押圧され、それにより、前記ロツキングレバーを前記アンロ

ック位置に移動させるべく動作する。

０００8 同構成によれば、前記移動体が前記セット位置にある状態で前記ロツキングレバー

が前記ロック位置に移動したとき、亜内からの操作力の入力により前記インザイドレバ

ーを動かし該インザイドレバーと一体動作する前記中間レバーの前記押圧片にて前

記解除レバーを押圧することで、前記ロツキングレバーを前記アンロック位置へと移

動させることができる。

０００9 本発明の一態様では、前記解除レバーは、前記移動体が前記アンセット位置にあ

り、且つ、前記ロツキングレバーが前記ロック位置にあるとき、前記インザイドレバーの

動きに伴い前記押圧片に押圧され、それにより、少なくとも前記ロツキングレバーを前

記アンロック位置に移動させるべく動作する。

００1０ 同構成によれば、前記解除レバーは、前記移動体が前記アンセット位置にあり、且

つ、前記ロツキングレバーが前記ロック位置にあるとき、前記インザイドレバーと一体

動作する前記中間レバーの前記押圧片に押圧されて、少なくとも前記ロツキングレバ

ーを前記アンロック位置に移動させるべく動作する機能 (いわゆる2モーション又は

モーション機能 )を併せ有する。したがって、例えば当該機能を有する専用の部材 (

レバー等)を別途設ける場合に比べて部品点数を削減することができる。

００11 本発明の一態様では、前記インザイドレバー、前記インザイドオーブンレバー及び

前記中間レバーは、単一の軸線周りで回転可能に前記亜両ドアに支持されている。

同構成によれば、前記付勢部材にて前記切替レバーが選択的に付勢保持されるこ



とて、前記移動体を前記アンセソト位置、前記セソト位置及ひ前記タフルロソク位置

に安定的に保持することかてきる。

００12 本発明の一態様ては、前記移動体を前記アンセソト位置、前記セソト位置及ひ前

記タフルロソク位置に保持するへく前記切替レハ一を選択的に保持する付勢部材を

さらに備える。

００13 本発明の一態様ては、前記切替レハ一は、前記電気的駆動部の駆動力と前記付

勢部材の付勢力とにより、前記ロソキンクレハ一のアンロソク位置又はロソク位置に応

して、前記移動体のアンセソト位置、セソト位置又はタフルロソク位置に相当する回

動位置に選択的に切り替えられる。

００14 本発明の一態様ては、前記付勢部材は節度スプリンクてある。

本発明の一態様ては、前記ロソキンクレハ一か前記アンロソク位置にあるときには、

前記第 係合片か前記第2係合片の移動軌跡内に配置され、前記ロソキンクレハ一

か前記ロソク位置にあるときには、前記第 係合片か前記第2係合片の移動軌跡外

に配置される。

００15 本発明の一態様ては、前記移動体は、前記アンセソト位置と前記タフルロソク位置

との間を、前記セソト位置を経て移動可能てある。

図面の簡単な説明

００16 図 本発明の一実施形態に係るトアロソク装置か適用される亜両トアを示す正面図

図2 図 のトアロソク装置のラソチ機構を示す立面図。

図3 図 のトアロソク装置の動作を示す側面図。

図4 図 のトアロソク装置の動作を示す側面図。

図5 図 のトアロソク装置の動作を示す側面図。

図6 図 のトアロソク装置の動作を示す側面図。

図7 図 のトアロソク装置の動作を示す側面図。

図8 図 のトアロソク装置の動作を示す側面図。

発明を実施するための最良の形態

００17 以下、本発明を具体化した一実施形態を図面に従って説明する。



図 に示されるように、亜両トア 内には、咳亜両トア の後縁に沿ってトアロノク装

置 ０か設けられている。トアロノク装置 ０は、図示しない亜両ホテ一に固定されたス

トライカ2に係合して亜両トア を亜両ホテ一に対して閉状態に保持する。また、亜両

トア の内壁には亜室内に露出する態様てインザイトハントル3か設置されるとともに

、亜両トア の外壁には亜室外に露出する態様てアウトザイトハントル4か設置されて

いる。さらに、亜両トア の内壁には、施錠用のロノクノフ5か設置されている。本実施

形態のロノクノフ5は、盗難予防上、ロノク (施錠 ) 時に亜両トア 内に埋没して直接的

な操作か不能になるように設計されている。

００18 図2に示されるように、トアロノク装置 ０はラノチ機構 を備え、咳ラノチ機構 は

ラノチ 2及ひポール 3を備えている。ラノチ機構 は前記ストライカ2に係合するこ

とて亜両ホテ一に対して亜両トア を閉状態に保持する。亜両トア を閉めるとき、ラ

ノチ 2か第 方向に回伝してストライカ2と係合するとともに、ポール 3かラノチ 2の

回伝を阻止するようにラノチ 2に係合することによって亜両トア か閉状態に保持さ

れる。また、ラノチ 2の回伝か詐容されるようにポール 3か回伝すると、咳ラノチ 2

は図示しない復帰スプリンクの付勢力によって前記第 方向とは庄の第2方向に回

伝する。すると、ラノチ 2とストライカ2との係合状態か解除され、亜両ホテ一に対し

て亜両トア か開放可能な状態になる。

００19 吹に、トアロノク装置 ０を図3～図8に従って梓述する。図3は、亜両トア かアンロ

ノク状態 (解錠状態 )てあるとともに、前記インザイトハントル3の操作による亜両トア

の開操作か詐容される状態を示す。図3に示されるトアロノク装置 ０の状態をアンセ

ノト状態という。

００2０ 図3に示すように、トアロノク装置 ０は、箱状をなすハウシンク2 と、作動機構とを

備える。咳作動機構は、インザイトレハ一22と、インザイトオーブンレハ一23と、中間

レハ一24と、移動体としてのフノシュ2 5と、ロノキンクレハ一としてのアクティフレハ

一26と、パニノクレハ一27と、オーブンリンク28と、ロノク用アクチュエータ29と、切替

レハ一3０と、電気的駆動部としての切替用アクチュエータ3 と、解除レハ一32とを

備えている。すなわち、作動機構はハウシンク2 に収容されることてユニノトィヒされて

いる。



００2 1 前記インザイドレバー22は、例えば金属板からなり、所定の初期回動位置に配置さ

れる態様で、回伝軸 を中心としてハウジング2 に対し図示時計回り方向及び反

時計回り方向に回動可能に支持されている。このインザイドレバー22は、図示上側

に延出するとともに、回伝軸 側に折り返されて欽形状の係止片22aを形成する先

端部を有する。インザイドレバー22は、係止片22a によって前記インザイドハンドル3

と連係されており、該インザイドハンドル3の開操作により、図3において反時計回り方

向に回動する。なお、インザイドレバー22は、回転軸 に対して径方向一側 (図3の

左下側) に延在する長孔状の係合孔22b と、該係合孔22b の某端に連続して前記回

伝軸 を中心とする周方向に沿って図示時計回り方向に向かって延在する周孔22

。とを有する。

００22 前記インザイドオーブンレバー23は、例えば金属板からなり、前記インザイドレバー

22の紙面に直交する方向における奥側に設けられ、前記回伝軸 を中心としてハ

ウジング2 に対し図示時計回り方向及び反時計回り方向に回動可能に支持されて

いる。このインザイドオーブンレバー23は、回伝軸 に対して径方向一側 (図3の右

下側) に延出する鉤爪状の押圧片23a と、係合孔23b と、周孔23。とを有する。係合

孔23b は、回伝軸 に対して径方向他側 (図3の左下側) に延在する長孔状である

。周孔23c は、前記係合? 23bの長手方向中間位置に連続するとともに、前記回伝

軸 を中心として周方向に沿って図示反時計回り方向に向かって延在する。なお、

係合孔23b は、前記インザイドレバー22の係合孔22b と同等の形状を呈している。

００23 前記中間レバー24は、例えば金属板からなり、前記インザイドオーブンレバー23

の紙面に直交する方向における奥側に設けられ、前記回伝軸 を中心としてハウ

ジング2 に対し図示時計回り方向及び反時計回り方向に回動可能に支持されてい
る。この中間レバー24は、回伝軸 に対して径方向一側 (図3の左下側) に長尺状

に延出するガイド片24a と、回伝軸 に対して径方向他側 (図3の左上側) に延出す

る延出片24b とを有する。そして、前記延出片24b は、回伝軸 を中心として周方

向に沿って図示反時計回り方向に向かって延出する先端部を有し、その先端部は押

圧片24c を形成する。なお、ガイド片24a の延出長は、係合孔22b 23b の長さよりも

長く設定されている。



００24 前記ブッシュ25は、例えば樹脂材からなり、平板状をなす。前記ブッシュ25は、前

記ガイド片24aの長手方向 (径方向) に沿って摺動自在に支持されている。このブッ

シュ25には、紙面に直交する方向における手前側及び奥側にそれぞれ突出する略

円柱状の係合突部25aが形成されている。前記ブッシュ25がガイド片24aの先端側 (

回転軸 から離隔する側)の所定位置に配置されるとき、前記係合突部25aは前記

両係合孔22b 23bに挿入される。その結果、ブッシュ25は、前記インザイドレバー2

2及びインザイドオーブンレバー23に対して、回転軸 を中心とする周方向に沿っ
て相対移動することが規制される。このとき、ブッシュ25は、インザイドレバー22の回

動力をインザイドオーブンレバー23及び中間レバー24に伝達可能であり、このとき

のブッシュ25の位置をアンセット位置といぅ。

００25 また、図6に示すよぅに、前記ブッシュ25が、ガイド片24aの長手方向中間部の所定

位置に配置されると、前記係合突部25aが回転軸 を中心とする周方向に沿って

前記インザイドオーブンレバー23の周孔23cに臨む。その結果、前記インザイドオー

ブンレバー23に対する前記ブッシュ25の相対移動の規制が解除される。このとき、

ブッシュ25は、インザイドレバー22の回動力をインザイドオーブンレバー23に伝達

不能であり、即ち中間レバー24のみに伝達可能であり、このときのブッシュ25の位置

をセット位置といぅ。

００26 さらに、図7に示すよぅに、前記ブッシュ25が、ガイド片24aの回転軸 側の所定

位置に配置されると、前記係合突部25aが回転軸 を中心とする周方向に沿って

前記インザイドレバー22の周孔22cに臨む。その結果、前記インザイドレバー22に

対する前記ブッシュ25の前記相対移動の規制が解除される。このとき、ブッシュ25は

、インザイドレバー22の回動力をインザイドオーブンレバー23及び中間レバー24に

伝達不能であり、このときのブッシュ25の位置をダブルロック位置といぅ。

００27 つまり、前記ブッシュ25ほ、ガイド片24aに沿ぅ変位によって、前述の態様でインザ

イドレバー22、インザイドオーブンレバー23及び中間レバー24が一体回転可能及

び相対回転可能になるよぅに選択的に切り替える。

００28 前記アクティブレバー26は、例えば樹脂材にて成形されており、紙面に直交する方

向において前記中間レバー24の奥側に位置する。前記アクティブレバー26は、前



記回伝軸 に平行な回転軸 2を中心として、ハウシンク2 に対し図示時計回り方

向及ひ反時計回り方向に回動可能に支持されている。また、前記アクテイフレハ一2

6は、所定の回動範囲内て回動するように前記ハウシンク2 によって規制される。図

3、図4及ひ図6における反時計回り方向への回動か規制されるアクテイフレハ一26

の回動位置をアクテイフレハ一26のアンロソク位置という。図5及ひ図7における図示

時計回り方向への回動か規制されるアクテイフレハ一26の回動位置をアクテイフレ

ハ一26のロソク位置という。ハウシンク2 には、アクテイフレハ一26の位置を決める

ための図示しないスプリンクか取若されており、アクテイフレハ一26は、このスプリン

クに付勢されてアンロソク位置及ひロソク位置に選択的に切り替え及ひ保持される。

００29 前記アクテイフレハ一26は、前記回伝軸 2に対して径方向一側 (図3の下側) に

長尺状に延出する第 係合片26a と、核第 係合片26a の某端部に隣接して紙面に

直交する方向において手前側に突出する連結突部26b と、回伝軸 2から前記ロソク

用アクチュエータ29側に延ひる扇形のキヤ部26c とを有する。ロソク用アクチュエー

タ29は、電動モータ29a及ひ核電動モータ29a の回伝軸に固若された出カキヤ部2

gbを有している。アクテイフレハ一26のキヤ部26c はロソク用アクチュエータ29の出

カキヤ部29b に噛合している。アクテイフレハ一26のアンロソク位置及ひロソク位置

の切り替えは、前述のスプリンクの付勢力とロソク用アクチュエータ29の駆動とによっ
て行なわれる。

００3０ 前記パニソクレハ一27は、例えは金属板からなり、前記回伝軸 2を中心としてハ

ウシンク2 に対し図示時計回り方向及ひ反時計回り方向に回動可能に支持されて

いる。前記回伝軸 2には図示しない付勢部材か巻回されている。付勢部材の某端

は前記アクテイフレハ一26に係止されるとともに、付勢部材の先端はパニソクレハ一

27に係止されている。パニソクレハ一27は、某本的に前記アクテイフレハ一26と一

体回動するように支持されている。パニソクレハ一27の先端部には、紙面に直交する

方向において手前側に突出する係止ピン27a か取若されている。

００3 1 前記オーブンリンク28は、例えは金属板からなり、図3において上下方向に延在す

る。核オーブンリンク28の第 端部には、前記パニソクレハ一2 7の係止ピン27a か挿

通される長孔状の係合偕28a か形成されている。オーブンリンク28は、パニソクレハ



一27が係合満28a の長手方向に沿って移動可能となるよぅに連結されている。

００32 また、オーブンリンク28の第2端部には、ハウジング2 に連結されたオーブンレバ

ー33に連結される連結部28b が形成されており、オーブンリンク28はオーブンレバ

ー33に対し揺動可能である。このオーブンレバー33は、支持ピン34を介してハウジ

ング2 に回動可能に取り付けられており、支持ピン34は図示しないト一ションスプリ

ングによりハウジング2 に対して所定の回動位置に安定的に配置されている。オー

ブンレバー33において、その第 端部33a が前記オーブンリンク28の連結部28b に

連結されており、回動中心を挟んで第 端部33a の反対側の第2端部が前記アウトザ

イドハンドル4に連係される。該アウトザイドハンドル4を開操作すると、前記ト一ション

スプリングに抗して第 端部33a 、すなわちオーブンリンク28が上方向に移動するよぅ

に、オーブンレバー33が回動する。

００33 さらに、オーブンリンク2 は、上記係合満28a 及び連結部28b の中間部に 字状の

係合片部28c を備えている。この係合片部28c は、ハウジング2 に回動可能に取り

付けられたリフトレバー3 5の近傍に配置されている。このリフトレバー3 5は、図2に示

される前記ポール 3と一体回動するよぅに連結されている。リフトレバー3 5は、前記

係合片部28c に対向する部位に先端部35a を備える。そして先端部35a が上方向に

移動するよぅに該リフトレバー3 5が回動すると、ラッチ 2とストライカ2との係合状態が

解除され、前記亜両ドア が亜両ボデ一に対して開可能状態となる。

００34 なお、前記係合片部28c は、前記インザイドオーブンレバー23の押圧片23a に上

下方向において対向するよぅに配置されている。換言すると、前記係合片部28c は、

押圧片23a の回動軌跡上に配置されている。従って、例えばインザイドオーブンレバ

ー23が図3において反時計回り方向に回動すると、前記押圧片23a は係合片部28c

の端面を上側に向かって押圧して、それによりオーブンリンク2 が上方向に移動す

る。

００35 ここで、アクティブレバー26のアンロック位置及びロック位置に対応する係合片部2

8c及び先端部35a の配置関係について説明する。図3及び4に示すよぅに、アクティ

ブレバー26がアンロック位置にある状態では、パニックレバー2 7の係止ピン27a によ

ってオーブンリンク28の第 端部が一側 (図3、図4の右側) に案内されている。このと



き、上記係合片部28c及び先端部35a は、上下方向に沿って対向配置されており、

係合満28aもその長手方向が上下方向に一致するよぅに配置されている。従って、こ

の状態でオーブンリンク28 (係合片部28c) を前述の態様で上方向に移動させれば

、係合片部28cに押圧されて先端部35aが上方向に移動し、ラッチ 2とストライカ2と

の係合状態が解除される。

００36 一方、図5に示すよぅに、アクティブレバー26がロック位置にある状態では、パニック

レバー27の係止ピン27aによってオーブンリンク28の第 端部が他側 (図5の左側)

に案内されている。このとき、上記係合片部28。は、係合満28aの長手方向に沿ぅ延

長線が先端部35aから外れるよぅに配置されている。従って、オーブンリンク28が上

方向に移動しても、係合片部28cによって先端部35a が上方向に移動するよぅに押

圧されることはなく、ラッチ 2とストライカ2との係合状態は維持される。

００37 前記ロック用アクチュエータ29は、キ一ブレードやドア室内トリムに設けたロツク・ア

ンロックスイッチの遠隔操作 (ロッグアンロック操作) が図示しない制御回路にて検出
されることに応じて一定時間だけ駆動制御される。このロック用アクチュエータ29の駆

動により、前記アクティブレバー26がアンロック位置及びロック位置に選択的に切り

替えられる。なお、アクティブレバー26は、前記ロックノブ5と連係されており、該ロック

ノブ5の操作 (手動操作) によってもアンロック位置からロック位置へと切り替えられる。

ただし、ロック位置への切り替え後 (施錠後 ) は、ロックノブ5が亜両ドア 内に埋没し

て直接的な操作が不能になることで、該ロックノブ5の操作によってアクティブレバー

26をロック位置からアンロック位置へと切り替えることはできない。

００38 前記切替レバー3０は、例えば樹脂材にて成形されており、紙面に直交する方向に

おいて前記中間レバー24の奥側で、且つ前記アクティブレバー26と軸方向におい

て重合する位置に設けられる。前記切替レバー3０は、前記回伝軸 2に平行な

回伝軸 3を中心としてハウジング2 に対し図示時計回り方向及び反時計回り方向

に回動可能に支持されている。また、前記切替レバー3０は、所定の回動範囲内で回

動するよぅに前記ハウジング2 によって規制される。

００39 前記切替レバー3０は、回動中心から前記ブッシュ25側に延びる板状のレバー部3

aを有する。該レバー部3０aは、回伝軸０3に対して略径方向に延在する円弧状の



ヵイト孔3０bと、回伝軸 から前記切替用アクチュエータ3 側に延ひる扇形のキヤ

部3０cとを有する。なお、前記ヵイト孔3０bには、前記係合突部25aの紙面に直交す

る方向において奥側に突出する係合突部25aか挿適されている。従って、咳係合突

部25aの回伝軸 を中心とする径方向の移動か前記ヵイト孔3０bに規制されること

て、前記ヵイト片24aにおける前記フノンュ25の位置か規制されている。また、図4

に示すよぅに、切替レハ一3０は、前記レハ一部3０aの某端部近傍から前記回伝軸

3を中心とする周方向に沿って前記アクティフレハ一26 (第 係合片26a) 側に突出

する第2係合片3０dを有する。

ここて、図3～図5に示すよぅに、切替レハ一3０の図示時計回り方向への回動かハ

ウンンク2 により規制される状態のとき、切替レハ一3０(ヵイト 3０b) によって位置

規制されるフノンュ は、前記アンセノト位置に配置される。また、図4、図6に示すよ

ぅに、前記アクティフレハ一26かアンロノク位置にあるとき、前記第2係合片3０dの図

示反時計回り方向の回動軌跡上に前記第 係合片26aか配置され、且つ、当接時の

第2係合片3０dから第 係合片26aへの荷重入カ方向か前記回伝軸 2を中心とす

る径方向に一致する。従って、前記アクティフレハ一26かアンロノク位置にあるとき、

第2係合片3０dか第 係合片26aに当接することて切替レハ一3０の図示反時計回り

方向への回動か規制される。このとき、切替レハ一3０(ヵイト 3０b) によって位置規

制されるフノンュ は、前記セノト位置に配置される。

さらに、図5、図7に示すよぅに、前記アクティフレハ一26かロノク位置にあるとき、前

記第2係合片3０dの図示反時計回り方向の回動軌跡上から前記第 係合片26aか

外れる。図7に示すよぅに、第 係合片26aを回避した切替レハ一3０の図示反時計回

り方向への回動かハウンンク2 により規制される状態のとき、切替レハ一3０(ヵイト

3０b) によって位置規制されるフノンュ25は、前記タフルロノク位置に配置される。

切替用アクチュエータ3 は、電動モータ3 a及ひ咳電動モータ3 aの回伝軸に固

若された出カキヤ部3 bを有している。切替レハ一3０のキヤ部3０cは、切替用アク

チュエータ3 の出カキヤ部3 bに噛合するよぅに庫結されている。切替レハ一3０は

、前記アクティフレハ一26かアンロノク位置にあるとき、切替用アクチュエータ3 に駆

動されてフノンュ25をアンセノト位置とセノト位置との間て選択的に切り替える。また



、切替レバー3０は、前記アクティブレバー26がロック位置にあるとき、切替用アクチュ

エータ3 に駆動されてブッシュ25をアンセット位置 ( はセット位置) とダブルロック

位置との間で選択的に切り替える。なお、図3に示すよぅに、ハウジング2 には、切替

レバー3０の位置を決めるための付勢部材としての節度スプリング36が取若されてい
る。切替レバー3０はこの節度スプリング36に付勢されて、ブッシュ2 5はアンセット位

置、セット位置又はダブルロック位置となる回動位置に選択的に切り替え及び保持さ

れる。

００43 前記切替用アクチュエータ3 は、キ一ブレードやドア室内トリムに設けた切替用ス

イッチの遠隔操作が図示しない制御回路にて検出されることに応じて一定時間だけ

駆動制御される。前記切替レバー3０は、この切替用アクチュエータ3 の駆動力と前

記節度スプリング36の付勢力とにより、アクティブレバー26の位置 (アンロック位置又

はロック位置) に応じて、ブッシュ25のアンセット位置、セット位置又はダブルロック位

置に相当する回動位置に選択的に切り替えられる。なお、操作部としての切替レバ

ー3０の一部は、亜両ドア の車外側 (例えばドア合わせ面) に露出しており、該操作

部の操作 (手動操作 ) によっても、切替レバー3０はブッシュ25のアンセット位置又は

セット位置に相当する回動位置に切り替えられる。

００44 前記解除レバー32は、例えば金属板からなり、紙面に直交する方向において前記

切替レバー3０(及びアクティブレバー26) の手前側で、且つ前記中間レバー24と軸

方向において重合する位置に設けられる。前記中間レバー24は、前記回伝軸 3を

中心としてハウジング2 に対し図示時計回り方向及び反時計回り方向に回動可能に

支持されている。この解除レバー32は、回伝軸 3に対して径方向一側 (図3の右上

側、即ちアクティブレバー26側) に延出する板状の連結片32a を有する。該連結片3

2aの先端部には、前記連結突部26b が挿通される長孔32bが形成される。前記解除

レバー32は、更に回伝軸 3に対して径方向他側 (図3の下側) に延出するピッケル

状の当接片32c を有する。

００45 なお、長孔32b及び該長孔32bに挿通される連結突部26b で連結された解除レバ

ー32及びアクティブレバー26は、それぞれの回伝軸を中心として一体回伝するよぅ

に連結されている。従って、例えばアクティブレバー26が回伝軸 2を中心にアン口



ック位置及びロック位置間を回動すると、これに連動して解除レバー32が回伝軸 3

を中心として回動する。あるレ ま、解除レバー32が回伝軸 3を中心に回動すると、

これに連動してアクティブレバー26が回伝軸 2を中心として回動する。このとき、ア

クティブレバー26は、前述の位置決め用のスプリングに付勢されてアンロック位置及

びロック位置に選択的に切り替えられる。

００46 ここで、図3、図4及び図6に示すよぅに、前記アクティブレバー26がアンロック位置

にあるとき、該アクティブレバー26に連動する解除レバー32の当接片32c は、前記

押圧片24c の図示反時計回り方向の回動軌跡上から外れるよぅに設定されている。

従って、前記中間レバー24及び解除レバー32が連動することはない。一方、図5及

び図8に示すよぅに、前記アクティブレバー26がロック位置にあるとき、解除レバー32

の当接片32c が前記押圧片24c の図示反時計回り方向の回動軌跡上に配置される

よぅに設定されている。従って、前記インザイドハンドル3の操作により前記インザイド

レバー22と一体で前記中間レバー24を図示反時計回り方向に回動させると、前記

押圧片24c にて当接片32c が押圧される。これにより、アクティブレバー26は、解除

レバー32に連動して図示反時計回り方向に回動し、アンロック位置へと移動 (復帰)

する。

００47 次に、本実施形態の動作について総括して説明する。

図4に示すよぅに、アクティブレバー26がアンロック位置にあり、ブッシュ25がアンセ

ット位置にある状態 (アンロック状態、アンセット状態 )で、前記インザイドハンドル3が

開方向へ操作されると、インザイドレバー22が図示反時計回り方向に回動する。これ

により、係合孔22b に係止されたブッシュ25を支持する中間レバー24がインザイドレ

バー22と一体回動するとともに、係合突部25a に係止された係合孔23b を有するイン

ザイドオーブンレバー23がインザイドレバー22と一体回動することで、押圧片23a が

オーブンリンク2 の係合片部28c を押圧する。このとき、前記オーブンリンク28の係

合片部28c と前記リフトレバー3 5の先端部35a とが上下方向で対向するよぅに配置さ

れていることで、該先端部35a が上方向に移動する。そして、ラッチ 2とストライカ2と

の係合状態が解除される。ある りま、アウトザイドハンドル4の開方向への操作により

オーブンレバー33の第 端部33a を上方向に移動させても、同様にラッチ 2とストラ



イヵ2との係合状態が解除される。

００48 また、図5に示すよぅに、アクティブレバー26がロック位置にあり、ブッシュ25がアン

セット位置にある状態 (ロック状態、アンセット状態 )では、前記インザイドハンドル3が

開方向へ操作されると、インザイドレバー22が図示反時計回り方向に回動する。これ

により、係合孔22b に係止されたブッシュ25を支持する中間レバー24がインザイドレ

バー22と一体回動することで、前記押圧片24c にて前記解除レバー32の当接片32

cが押圧される。これにより、アクティブレバー26は、解除レバー32に連動して図示反

時計回り方向に回動するとともに、前述の位置決め用のスプリングに付勢されてアン

ロック位置へと移動 (復帰)する。そして、図4に示す状態 (アンロック状態、アンセット

状態 ) に復帰する。従って、本実施形態では、ロック状態であっても、前記インザイド

ハンドル3の開方向への操作により、アンロック状態への移行 (復帰) が可能である。

００49 そして、前記インザイドハンドル3が更に 回操作されると、インザイドレバー22及び

中間レバー24とともにインザイドオーブンレバー23が図示反時計回り方向に一体回

動することで、前述の態様でリフトレバー3 5の先端部35a が上方向に移動し、ラッチ

2とストライヵ2との係合状態が解除される。つまり、ロック状態においては、前記イン

ザイドハンドル3の2回の操作で、前記亜両ドア が亜両ボデ一に対して開可能状態

になるよぅに前記ラッチ機構 が動作する (2モーション機構 )。

００5０ 一方、アウトザイドハンドル4の開方向への操作では、オーブンリンク28が上方向に

移動する。しかしながら、係合満28a の長手方向に沿ぅ係合片部28c の延長線が先

端部35a から外れているので、係合片部2 。によって先端部35a が上方向に移動す

るよぅに押圧されることはない。従って、ラッチ 2とストライヵ2との係合状態は維持さ

れる。

００5 1 さらに、図4に示す状態 (アンロック状態、アンセット状態 )で、前記切替用アクチュ

ェ一タ3 の駆動により前記切替レバー3０を図示反時計回り方向に回動させると、図

6に示すよぅに、切替レバー3０の第2係合片3０が前記第 係合片26a に当接して

切替レバー3０の回動が規制される。そして、切替用アクチュェ一タ3 の停止に伴い

、切替レバー3０は、前記節度スプリング36の付勢力によって当該回動位置に保持さ

れ、該切替レバー3０に位置規制されるブッシュ25がセット位置に配置されるとともに



保持される。このとき、ブッシュ25の係合突部25a が前記インザイドオーブンレバー2

3の周孔23c に臨むことほ既述のとおりである。従って、前記インザイドハンドル3の開

方向への操作によりインザイドレバー22が図示反時計回り方向に回動すると、係合

孔22b に係止されたブッシュ2 5を支持する中間レバー24は一体回動するものの、イ

ンザイドオーブンレバー23は相対回伝可能になる。そして、この状態では、前記イン

ザイドハンドル3の開方向への操作により、インザイドレバー22 (及び中間レバー24)

を図示反時計回り方向に回動させても、インザイドレバー22及びインザイドオーブン

レバー23の相対回伝が許容されて、該インザイドオーブンレバー23を残置したまま

インザイドレバー22が空回りする。つまり、ブッシュ25がセット位置にあるときには、前

記インザイドハンドル3を操作しても、インザイドレバー22及び中間レバー24が回動

するのみで、当然ながらラッチ 2とストライヵ2との係合状態が解除されることはない。

一方、アウトザイドハンドル4の開方向への操作では、前記オーブンリンク28の係合

片部28c と前記リフトレバー3 5の先端部35a とが上下方向で対向配置されていること

で、ラッチ 2とストライヵ2との係合状態が解除される。

００5 2 つまり、図6に示す状態は、亜外からの操作 (アウトザイドハンドル4の操作 ) に限っ
て、前記亜両ドア が亜両ボデ一に対して開可能状態になるよぅに前記ラッチ機構

を動作させることが可能な、いわゆるチヤイルドロック状態である。この状態で、前記

切替用アクチュエータ3 の駆動により前記切替レバー3０を図示時計回り方向に回

動させると、該切替レバー3０は、ハウジング2 により規制される状態まで回動して図

4に示す状態に復帰する。

００5 3 さらにまた、図5に示す状態 (ロック状態、アンセット状態 )で、前記切替用アクチュ

エータ3 の駆動により前記切替レバー3０を図示反時計回り方向に回動させると、前

記第2係合片3０dの図示反時計回り方向の回動軌跡上から前記第 係合片26a が

外れることで、切替レバー3０の図示反時計回り方向への回動がハウジング2 により

規制される状態まで回動する。そして、切替用アクチュエータ3 の停止に伴い、切替

レバー3０は、前記節度スプリング3 6の付勢力によって当該回動位置に保持され、該

切替レバー3０に位置規制されるブッシュ2 5がダブルロック位置に配置されるとともに

保持される。このとき、ブッシュ25の係合突部25a が前記インザイドレバー22の周孔



22c に臨むことは既述のとおりである。従って、前記インザイドレバー22とブッシュ25

を支持する中間レバー24との相対回転が可能になる。そして、この状態では、前記イ

ンザイドハンドル3の開方向への操作により、インザイドレバー22を図示反時計回り

方向に回動させても、インザイドレバー22及び中間レバー24の相対回転が許容され

て、該中間レバー24とともにインザイドオーブンレバー23を残置したままインザイドレ

バー22が空回りする。つまり、ブッシュ25がダブルロック位置にあるときには、前記イ

ンザイドハンドル3を操作しても、インザイドレバー22が回動するのみで、当然ながら

ラッチ 2とストライカ2との係合状態が解除されることはない。一方、アウトザイドハンド

ル4の開方向への操作でも、前記オーブンリンク28の係合満28a の長手方向に沿ぅ

延長線が先端部35a から外れるよぅに配置されることで、前述の態様でラッチ 2とスト

ライカ2との係合状態が解除されることはない。つまり、図7に示す状態は、亜内及び

車外からの操作 (インザイドハンドル3及びアウトザイドハンドル4の操作 ) ともに、前記

亜両ドア が亜両ボデ一に対して開可能状態になるよぅに前記ラッチ機構 を動作

させることが不可能な、いわゆるダブルロック状態である。この状態で、前記切替用ア

クチュェ一夕3 の駆動により前記切替レバー3０を図示時計回り方向に回動させると

、該切替レバー3０は、ハウジング2 により規制される状態まで回動して図5に示す状

態に復帰する。

さらに、図6に示す状態 (チヤイルドロック状態 )で、例えば前記ロックノブ5の誤操作

(手動操作 ) により前記アクティブレバー26がアンロック位置からロック位置へと切り替

わり、図8に示す状態に陥ったとする。この場合、ロックノブ5が亜両ドア 内に埋没し

ているため、該ロックノブ5の操作によってアクティブレバー26をロック位置からアンロ

ック位置へと切り替えることはできない。しかしながら、前記インザイドハンドル3の開

方向への操作によりインザイドレバー22が図示反時計回り方向に回動すると、係合

孔22b に係止されたブッシュ2 5を支持する中間レバー24がインザイドレバー22と一

体回動することで、前記押圧片24c にて前記解除レバー32の当接片32c が押圧され

る。これにより、アクティブレバー26は、解除レバー32に連動して図示反時計回り方

向に回動し、前述の位置決め用のスプリングに付勢されてアンロック位置へと移動 (

復帰)する。そして、図6に示す状態に復帰する。従って、本実施形態では、チヤイル



ドロック状態でロックノブ5が亜両ドア 内に埋没しても、前記インザイドハンドル3の開

方向への操作により、チヤイルドロック状態への移行 (復帰)が可能である。特に、ロッ

ク用アクチュエータ29や切替用アクチュエータ3 の不具合などにより駆動不能に陥

っても、インザイドハンドル3の操作によって強制的にチヤイルドロック状態への移行

が可能である。

００55 以上詳述したように、本実施形態によれば、以下に示す利点が得られる

( )アクティブレバー26がアンロック位置にあるときに、第 及び第2係合片26a，3

dを係合させて切替用アクチュエータ3 の駆動力による切替レバー3０の動きを機

械的に規制することで、ブッシュ25をセット位置に配置することができる。一方、アク

ティブレバー26がロック位置にあるときに、第 及び第2係合片26a 3０dを非係合と

して切替用アクチュエータ3 の駆動力による切替レバー3０の動きを許容することで

、ブッシュ25をダブルロック位置に移動させることができる。このように、アクティブレ

バー26のアンロック位置及びロック位置に応じた切替レバー3０の係止及び非係止

に応じて、切替用アクチュエータ3 単体の駆動力によりブッシュ25をセット位置及び

ダブルロック位置に選択的に移動させることができる。そのため、例えば該ブッシュ2

5がセット位置にあること(若しくはこれに相当する切替レバー3０の状態 )を検知する

センザ等が不要になり、電気的な構成を簡易化してコストを削減することができる。ま

た、ブッシュ25をセット位置に配置する際、切替レバー3０の動きを機械的に規制す

るため、例えばセンザ等によりブッシュ25がセット位置にあることを検知する場合に比

べて該ブッシュ25の位置ばらつきを抑制することができ、ひいては装置全体としての

信頼性を向上することができる。

００56 (2)ブッシュ25がセット位置にある状態でアクティブレバー26がロック位置に移動し

たとき、亜内からの操作力の入力によりインザイドレバー22を動かし該インザイドレバ

ー22と一体動作する中間レバー24の押圧片24cにて解除レバー32を押圧すること

で、アクティブレバー26をアンロック位置へと移動させることができる。特に、ロックノ

ブ5が隠蔽される構造であっても、亜内からの操作力の入力によるインザイドレバー2

2の動きでアクティブレバー26をアンロック位置へと移動させることができる。

００57 (3)解除レバー32は、ブッシュ25がアンセット位置にあり、且つ、アクティブレバー2



6かロノク位置にあるとき、インザイトレハ一22と一体動作する中間レハ一24の押圧

片24cに押圧されて、アクティフレハ一26をアンロノク位置に移動させるへく動作す

る機能 (2モーション機能 )を併せ有する。従って、例えは当咳機能を有する専用の都

材 (レハ一等)を別途設ける場合に比へて部品点数を削減することかてきる。

００58 (4)インザイトレハ一22、インザイトオーブンレハ一23及ひ中間レハ一24を互いに

同軸の回伝軸 周りに回動自在に庫結した。これにより、これらの配置スペースを

集約し全体としてコンパクトにまとめることかてきる。

００59 (5) 節度スプリンク36の付勢力にて切替レハ一3０か選択的に保持されることて、フ

ノシュ25をアンセノト位置、セノト位置及ひタフルロノク位置に安定的に保持すること

かてきる。

００6０ (6)例えはフノシュ25かアンセノト位置にあるとき、切替用アクチュエータ3 を一定

時間庫続的に駆動するのみて、アクティフレハ一26の位置 (アンロノク位置又はロノ

ク位置) に応してフノシュ25をセノト位置又はタフルロノク位置に移動させることかて

きる。

００6 1 なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。

前記実施形態においては、フノシュ25をセノト位置に配置する切替レハ一3０の回

動規制を第2係合片3０ と係合するアクティフレハ一26 (第 係合片26a) て行った

か、パニノクレハ一27やオーブンリンク2 て行ってもよい。

００62 前記実施形態においては、ロノク状態のときに、インザイトハントル3の開方向への

2回の操作てアンロノク状態への移行と、ラノチ 2とストライヵ2との係合状態の解除

とを段階的に行う構成 (2モーション機構 ) とした。インザイトハントル3の開方向への

回の操作てアンロノク状態への移行と、ラノチ 2とストライヵ2との係合状態の解除と

か順吹行われる構成 ( モーション機構 ) としてもよい。

００63 2モーション機構 (押圧片24c、解除レハ一32等)を割愛してもよい。

ロノク用アクチュエータ29又は切替用アクチュエータ3 の駆動部として、電磁ソレノ

イトなとを採用してもよい。



請求の範囲

亜両トアを亜両ホデ一に対して閉状態に保持するラソチ機構と、

亜両の室内から操作可能なインザイトレハ一と、

前記ラソチ機構及ひ前記インザイトレハ一に連係され、前記ラソチ機構による前記

亜両トアの閉状態の保持を解除可能なインザイトオーブンレハ一と、

前記亜両トアか前記亜両ホデ一に対して開可能状態になるよぅに前記ラソチ機構

を動作させるへく前記インザイトオーブンレハ一の動き及ひ亜両の外からの操作力を

前記ラソチ機構に伝達可能なアンロソク位置と、前記インザイトオーブンレハ一の動

き及ひ亜両の外からの操作力を前記ラソチ機構に伝達不能なロソク位置とに切り替

え自在なロソキンクレハ一と、

前記ロソキンクレハ一か前記アンロソク位置にあるときに前記インザイトレハ一の動

きを前記インザイトオーブンレハ一に伝達可能とするアンセソト位置と、前記ロソキン

クレハ一か前記アンロソク位置にあるときに前記インザイトレハ一の動きを前記インザ

イトオーブンレハ一に伝達不能とするセソト位置と、前記ロソキンクレハ一か前記ロソ

ク位置にあるときに前記インザイトレハ一の動きを前記インザイトオーブンレハ一に伝

達不能とするタフルロソク位置とに移動可能な移動体と、

電気的駆動部と、

前記移動体に連係され、前記移動体を移動させるよぅに前記電気的駆動部によっ
て駆動される切替レハ一と、

前記ロソキンクレハ一に設けられた第 係合片及ひ前記切替レハ一に設けられた

第2係合片と、を備え、

前記ロソキンクレハ一か前記アンロソク位置にあるときには、前記移動体の移動範

囲か前記アンセソト位置及ひ前記セソト位置間に規制されるよぅ前記切替レハ一の動

きを制限すへく、前記移動体のセソト位置にある前記第 係合片に前記第2係合片か

係合し、

前記ロソキンクレハ一か前記ロソク位置にあるときには、前記切替レハ一か前記移

動体を前記アンセソト位置及ひ前記タフルロソク位置間て移動させるのを詐容すへく

、前記第 係合片か前記第2係合片に係合しない位置に配置される亜両用トアロソク



2 前記亜両トアに連結され、前記移動体を摺動自在に支持する中間レハ一をさらに

備え、

前記移動体は、前記切替レハ一の動きに伴い核切替レハ一に押圧され、それによ

り、前記中間レハ一を摺動しつつ、前記アンセソト位置、前記セソト位置及ひ前記タ

フルロソク位置の間て移動する請求項 に記載のトアロソク装置。

3 前記中間レハ一は、前記移動体か前記セソト位置にあるときに核移動体を介して前

記インザイトレハ一と一体動作するよぅに、核インザイトレハ一に連係されており、前

記中間レハ一は押圧片を有し、

前記ロソキンクレハ一に連係される解除レハ一をさらに備え、前記移動体か前記セ

ソト位置にある状態て前記ロソキンクレハ一か前記ロソク位置に移動したとき、解除レ

ハ一は、前記インザイトレハ一の動きに伴い前記押圧片に押圧され、それにより、前

記ロソキンクレハ一を前記アンロソク位置に移動させるへく動作する

請求項2に記載のトアロソク装置。

4 前記解除レハ一は、前記移動体か前記アンセソト位置にあり、且つ、前記ロソキン

クレハ一か前記ロソク位置にあるとき、前記インザイトレハ一の動きに伴い前記押圧

片に押圧され、それにより、少なくとも前記ロソキンクレハ一を前記アンロソク位置に

移動させるへく動作する請求項3に記載のトアロソク装置。

5 前記インザイトレハ一、前記インザイトオーブンレハ一及ひ前記中間レハ一は、卓

一の軸線周りて回伝可能に前記亜両トアに支持されている請求項2～4のいすれか

一項に記載のトアロソク装置。

6 前記移動体を前記アンセソト位置、前記セソト位置及ひ前記タフルロソク位置に保

持するへく前記切替レハ一を選択的に保持する付勢部材をさらに備える請求項 ～
5のいすれか一項に記載のトアロソク装置。

7 前記切替レハ一は、前記電気的駆動部の駆動力と前記付勢部材の付勢力とにより

、前記ロソキンクレハ一のアンロソク位置又はロソク位置に応して、前記移動体のアン

セソト位置、セソト位置又はタフルロソク位置に相当する回動位置に選択的に切り替

えられる請求項6に記載のトアロソク装置。



8 前記付勢部材は節度スプリングである請求項7に記載のドアロック装置。

9 前記ロッキングレバーが前記アンロック位置にあるときにほ、前記第 係合片が前記

第2係合片の移動軌跡内に配置され、前記ロツキングレバーが前記ロック位置にある

ときには、前記第 係合片が前記第2係合片の移動軌跡外に配置される請求項 に

記載のドアロック装置。

０ 前記移動体は、前記アンセット位置と前記ダブルロック位置との間を、前記セット位

置を経て移動可能である請求項 ～9のいずれか一項に記載のドアロック装置。
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