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(57)【要約】
【課題】高い寸法精度を要することなくキーロックカラ
ーとステアリングシャフト間に必要な摩擦力を確保する
ことができる組付性の良いステアリングロック装置を提
供すること。
【解決手段】キー溝３ａが形成されたキーロックカラー
３をステアリングシャフト１に挿通固定し、該キーロッ
クカラー３のキー溝３ａに固定側のキー４を係合させて
前記ステアリングシャフト１の回転をロックする車両の
ステアリングロック装置において、前記キーロックカラ
ー３を前記ステアリングシャフト１の外周に挿通し、該
キーロックカラー３を軸方向に圧縮した状態で、その軸
方向両端面を前記ステアリングシャフト１側で受けるよ
う構成する。例えば、キーロックカラー３の一端面をス
テアリングシャフト１の鍔（凸部）２に当接させ、他端
面にカラー５を当接させ、ステアリングシャフト１に螺
合するナット６，７を締め付ける。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キー溝が形成されたキーロックカラーをステアリングシャフトに挿通固定し、該キーロ
ックカラーのキー溝に固定側のキーを係合させて前記ステアリングシャフトの回転をロッ
クする車両のステアリングロック装置において、
　前記キーロックカラーを前記ステアリングシャフトの外周に挿通し、該キーロックカラ
ーを軸方向に圧縮した状態で、その軸方向両端面を前記ステアリングシャフト側で受ける
よう構成したことを特徴とする車両のステアリングロック装置。
【請求項２】
　前記キーロックカラーに断面波形の弾性部分を形成し、該弾性部分に軸方向荷重を蓄え
ることを特徴とする請求項１記載の車両のステアリングロック装置。
【請求項３】
　前記ステアリングシャフトの外周に凸部を設け、該凸部に前記キーロックカラーの軸方
向一端面を当接させるとともに、前記ステアリングシャフトに挿通されたカラーを前記キ
ーロックカラーの軸方向他端面に当接し、ステアリングシャフトに螺合するナットを締め
付けることによって前記キーロックカラーを前記ステアリングシャフトの凸部と前記カラ
ーとで挟持することを特徴とする請求項１又は２記載の車両のステアリングロック装置。
【請求項４】
　前記ステアリングシャフトの外周に凸部を設け、該凸部に前記キーロックカラーの軸方
向一端面を当接させて該キーロックカラーを軸方向に圧縮した状態で、前記ステアリング
シャフトの外周に係合する止め輪で前記キーロックカラーの軸方向他端面を受けることを
特徴とする請求項１又は２記載の車両のステアリングロック装置。
【請求項５】
　前記ステアリングシャフトの凸部と前記キーロックカラーの軸方向一端面及び前記キー
ロックカラーの軸方向他端面と前記カラーとをそれぞれテーパ嵌合させたことを特徴とす
る請求項３記載の車両のステアリングロック装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の盗難を防ぐためのステアリングロック装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車両には盗難防止のためにステアリングロック装置が設けられるが、このステアリング
ロック装置は、キー溝が形成されたキーロックカラーをステアリングシャフトに挿通固定
し、該キーロックカラーのキー溝に固定側のキーを係合させてステアリングシャフトの回
転をロックするものである。
【０００３】
　ところで、従来のステアリングロック装置においては、キーロックカラーを溶接や非円
形嵌合等によってステアリングシャフトに回転不能に固定する構成が採用されていたため
、キーロックカラーのキー溝にキーを係合させたステアリングロック状態であっても、例
えばステアリングホイールを非常に大きなトルクで捩じると、キーが破壊されてステアリ
ングロック状態が解除されてしまう可能性がある。
【０００４】
　そこで、特許文献１には、図８の横断面図に示すように、係止孔１０３ａが形成された
非円形のキーロックカラー１０３をステアリングシャフト１０１に圧入して構成されるス
テアリングロック装置が提案されている。このステアリングロック装置によれば、ステア
リングホイールからステアリングシャフト１０１に大きなトルクが加わった場合、該ステ
アリングシャフト１０１がキーロックカラー１０３に対して回転することによってキー１
０４の破損を防ぐことができる。つまり、ステアリングロック装置がトルクリミッターと
して機能するものであって、キーロックカラー１０３の内周面とステアリングシャフト１
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０１の外周面との間に作用する摩擦力は、キー１０４を破壊するには不足するが、人が車
両の運行に必要なステアリング操作を行うには重過ぎる値に設定される。
【特許文献１】特開平８－２５３１０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１において提案されたステアリングロック装置では、非円形の
キーロックカラー１０３を用いるため、その製作が困難で、高い寸法精度を確保しにくい
という問題がある。
【０００６】
　即ち、非円形のキーロックカラー１０３をステアリングシャフト１０１に圧入すること
によって両者間に必要な摩擦力を発生させる必要があるため、キーロックカラー１０３と
ステアリングシャフト１０１に高い寸法精度が要求され、両者の寸法管理が困難であり、
キーロックカラー１０３がステアリングシャフト１０１に対して回転する荷重が安定しな
いという問題がある。
【０００７】
　本発明は上記問題に鑑みてなされたもので、その目的とする処は、高い寸法精度を要す
ることなくキーロックカラーとステアリングシャフト間に必要な摩擦力を確保することが
できるステアリングロック装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、請求項１記載の発明は、キー溝が形成されたキーロックカラ
ーをステアリングシャフトに挿通固定し、該キーロックカラーのキー溝に固定側のキーを
係合させて前記ステアリングシャフトの回転をロックする車両のステアリングロック装置
において、前記キーロックカラーを前記ステアリングシャフトの外周に挿通し、該キーロ
ックカラーを軸方向に圧縮した状態で、その軸方向両端面を前記ステアリングシャフト側
で受けるよう構成したことを特徴とする。
【０００９】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記キーロックカラーに断面波
形の弾性部分を形成し、該弾性部分に軸方向荷重を蓄えることを特徴とする。
【００１０】
　請求項３記載の発明は、請求項１又は２記載の発明において、前記ステアリングシャフ
トの外周に凸部を設け、該凸部に前記キーロックカラーの軸方向一端面を当接させるとと
もに、前記ステアリングシャフトに挿通されたカラーを前記キーロックカラーの軸方向他
端面に当接し、ステアリングシャフトに螺合するナットを締め付けることによって前記キ
ーロックカラーを前記ステアリングシャフトの凸部と前記カラーとで挟持することを特徴
とする。
【００１１】
　請求項４記載の発明は、請求項１又は２記載の発明において、前記ステアリングシャフ
トの外周に凸部を設け、該凸部に前記キーロックカラーの軸方向一端面を当接させて該キ
ーロックカラーを軸方向に圧縮した状態で、前記ステアリングシャフトの外周に係合する
止め輪で前記キーロックカラーの軸方向他端面を受けることを特徴とする。
【００１２】
　請求項５記載の発明は、請求項３記載の発明において、前記ステアリングシャフトの凸
部と前記キーロックカラーの軸方向一端面及び前記キーロックカラーの軸方向他端面と前
記カラーとをそれぞれテーパ嵌合させたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１記載の発明によれば、キーロックカラーのステアリングシャフトへの圧入によ
って両者間に必要な摩擦力を確保する従来の方式に代えて、キーロックカラーの軸方向両
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端面をステアリングシャフト側で挟持する方式を採用し、キーロックカラーの挟持面に発
生する摩擦力を所定の値（キーを破壊するには不足するが、人が車両の運行に必要なステ
アリング操作を行うには重過ぎる値）に設定するようにしたため、キーロックカラーに非
円形のものを使用する必要がなく、キーロックカラーとステアリングシャフトに高い寸法
精度も要求されず、製造コストを下げることができるとともに、組付性も良くなる。又、
キーロックカラーの軸方向両端面とステアリングシャフト間に発生する摩擦力を所定の値
に容易に設定することができ、摩擦力（摩擦トルク）の管理が容易となる。
【００１４】
　請求項２記載の発明によれば、キーロックカラーに形成された弾性部分に軸方向荷重を
蓄えるようにしたため、キーロックカラーの軸方向両端面をステアリングシャフト側に常
に一定の軸方向荷重で押圧することができ、その押圧面に常に一対の摩擦力を発生させて
車両の盗難を確実に防ぐことができる。
【００１５】
　請求項３記載の発明によれば、ステアリングシャフトに螺合するナットの締付力を管理
することによって、ステアリングシャフトの回転時にキーロックカラーの軸方向端面とス
テアリングシャフトの凸部及びカラーとの間に発生する摩擦力（摩擦トルク）を所定の値
に容易に設定することができる。
【００１６】
　請求項４記載の発明によれば、キーロックカラーは、一定の軸方向圧縮力を受けた状態
でステアリングシャフトの凸部と止め輪によって挟持されるため、その挟持面には常に一
定の荷重が作用し、ステアリングシャフトの回転時にキーロックカラーの軸方向端面とス
テアリングシャフトの凸部及び止め輪との間には一定の摩擦力（摩擦トルク）が発生する
。
【００１７】
　請求項５記載の発明によれば、ステアリングシャフトの凸部とキーロックカラーの軸方
向一端面及びキーロックカラーの軸方向他端面とカラーとをそれぞれテーパ嵌合させたた
め、両者の接触面積が拡大して面圧を低く抑えることができ、接触面の圧潰等による損傷
を防ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
【００１９】
　＜実施の形態１＞
　図１は本発明の実施の形態１に係るステアリングロック機構の構成を示す部分断面図、
図２は図１のＡ－Ａ線断面図である。
【００２０】
　図１において、１は中空状のステアリングシャフトであり、その上端（図１の右端）に
は不図示のステアリングホイールが取り付けられている。そして、このステアリングシャ
フト１の外周にはリング状の鍔２が形成されている。尚、鍔２は、塑性加工によってステ
アリングシャフト１と一体に形成しても良く、ステアリングシャフト１とは別体に構成し
、ステアリングシャフト１の外周に圧入や溶接によって取り付けても良い。
【００２１】
　上記ステアリングシャフト１の外周には、円筒状のキーロックカラー３が挿通されてお
り、このキーロックカラー３の軸方向一端面（下端面）はステアリングシャフト１の鍔２
に当接している。
【００２２】
　ここで、キーロックカラー３は、その軸方向他端（上端）から軸方向に所定の長さ部分
（全長の約１／２の長さ部分）に大径部３Ａが形成されており、この大径部３Ａの外周に
は、図２に示すように、複数（図示例では６つ）のキー溝３ａが周方向に等角度ピッチ（
図示例では６０°ピッチ）で形成されており、キー溝３ａには車体側に固定された不図示
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のキーシリンダから出没するキー４が選択的に係脱される。
【００２３】
　而して、キーロックカラー３は、前述のようにステアリングシャフト１の外周に挿通さ
れ、その軸方向一端面（下端面）がステアリングシャフト１の鍔２に当接されるが、該キ
ーロックカラー３がステアリングシャフト１に通された後、ステアリングシャフト１には
リング状のカラー５が通され、このカラー５は、ステアリングシャフト１の外周に螺合す
るナット６，７を締め付けることによってキーロックカラー３の軸方向他端面（上端面）
に押し当てられる。
【００２４】
　ここで、カラー５の押し当てに２つのナット６，７を使用したのは、これらの緩み止め
のためであり、これらのナット６，７を締め付けることによって、キーロックカラー３を
軸方向に圧縮した状態で、その軸方向両端面をステアリングシャフト１の鍔２とカラー５
によって受けることができ、該キーロックカラー３の軸方向端面と鍔２及びカラー５との
間には図１に示す荷重（押付力）Ｆがそれぞれ作用する。
【００２５】
　以上のように構成されたステアリングロック機構においては、車両の駐停車時等にドラ
イバーが不図示のキーシリンダを操作してキー４をキーロックカラー３のキー溝３ａに係
合させれば、キーロックカラー３の軸方向端面と鍔２及びカラー５との間にそれぞれ発生
する摩擦力μ・Ｆ（μは摩擦係数）によってステアリングシャフト１及びステアリングホ
イールの回転がロックされるため、車両の盗難が防がれる。
【００２６】
　ここで、ステアリングシャフト１及びステアリングホイールの回転に対する抵抗として
の摩擦トルクＴは、図１に示すように、キーロックカラー３の軸方向端面と鍔２及びカラ
ー５との接触面の平均半径をＲとすると次式で表される。
【００２７】
　　Ｔ＝μ・Ｆ・Ｒ　　　…　（１）
　ところで、上述のようにキー４がキーロックカラー３のキー溝３ａに係合しているステ
アリングロック状態において、ステアリングホイールを大きな力で強引に回したり、或は
ステアリングホイールに長い棒を掛けて大きなトルクでこれを捩じったような場合には、
ステアリングホイールと共にステアリングシャフト１が摩擦力に抗して回転するため、キ
ー４が破壊されることはない。この場合、摩擦力は、キー４を破壊するには不足するが、
人が車両の運行に必要なステアリング操作を行うには重過ぎる値に設定されているため、
盗難車をそのまま運転することは不可能であり、車両を盗難から防ぐことができる。
【００２８】
　而して、本実施の形態に係るステアリングロック装置は、キーロックカラーのステアリ
ングシャフトへの圧入によって両者間に必要な摩擦力を確保する従来の方式に代えて、キ
ーロックカラー３の軸方向両端面をステアリングシャフト１の鍔２とカラー５で挟持する
方式を採用し、キーロックカラー３の軸方向端面と鍔２及びカラー５との間にそれぞれ発
生する摩擦力を所定の値（キー４を破壊するには不足するが、人が車両の運行に必要なス
テアリング操作を行うには重過ぎる値）に設定するようにしたため、キーロックカラー３
に非円形のものを使用する必要がなく、キーロックカラー３とステアリングシャフト１に
高い寸法精度も要求されず、これらの製造コストを下げることができるとともに、組付性
も良くなる。
【００２９】
　又、ステアリングシャフト１に螺合するナット６，７の締付力を管理することによって
、ステアリングシャフト１の回転時にキーロックカラー３の軸方向端面とステアリングシ
ャフト１の鍔２及びカラー５との間に発生する摩擦力を所要の値に容易に設定することが
できる。
【００３０】
　＜実施の形態２＞
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　次に、本発明の実施の形態２を図３に基づいて説明する。
【００３１】
　図３は本実施の形態に係るステアリングロック機構の構成を示す部分断面図であり、本
図においては図１及び図２に示したものと同一要素には同一符号を付しており、以下、そ
れらについての再度の説明は省略する。
【００３２】
　本実施の形態は、キーロックカラー３の大径部３Ａを除く部分に断面波形の弾性部分３
ｂを形成し、この弾性部分３ｂに軸方向荷重を蓄えるようにしたことを特徴としており、
他の構成は前記実施の形態１のそれと同様である。
【００３３】
　而して、本実施の形態によれば、前記実施の形態１と同様の効果が得られるが、キーロ
ックカラー３に形成された弾性部分３ｂに軸方向荷重を蓄えるようにしたため、キーロッ
クカラー３の軸方向端面をステアリングシャフト１の鍔２とカラー５に常に一定の軸方向
荷重で押圧することができ、押圧面に常に一定の摩擦力を発生させて車両の盗難を確実に
防ぐことができるという効果が得られる。
【００３４】
　＜実施の形態３＞
　次に、本発明の実施の形態３を図４に基づいて説明する。
【００３５】
　図４は本実施の形態に係るステアリングロック機構の構成を示す部分断面図であり、本
図においても図１及び図２に示したものと同一要素には同一符号を付しており、以下、そ
れらについての再度の説明は省略する。
【００３６】
　本実施の形態は、キーロックカラー３の軸方向一端面（下端面）をステアリングシャフ
ト１の鍔２に当接させて該キーロックカラー３を軸方向に圧縮した状態で、ステアリング
シャフト１の外周に係合する止め輪８でキーロックカラー３の軸方向他端面（上端面）を
受けるようにしたことを特徴としており、他の構成は前記実施の形態１のそれと同様であ
る。
【００３７】
　而して、本実施の形態においても、前記実施の形態１と同様の効果が得られるが、キー
ロックカラー３は、一定の軸方向圧縮力を受けた状態でステアリングシャフト１の鍔２と
止め輪８によって挟持されるため、その挟持面には常に一定の荷重が作用し、ステアリン
グシャフト１の回転時にキーロックカラー３の軸方向端面とステアリングシャフト１の鍔
２及び止め輪８との間には一定の摩擦力（摩擦トルク）を発生させることができ、その組
み付けを容易に行うことができる。
【００３８】
　＜実施の形態４＞
　次に、本発明の実施の形態４を図５に基づいて説明する。
【００３９】
　図５は本実施の形態に係るステアリングロック機構の構成を示す部分断面図であり、本
図においては図４に示したものと同一要素には同一符号を付しており、以下、それらにつ
いての再度の説明は省略する。
【００４０】
　本実施の形態は、前記実施の形態３において示したステアリングロック装置に前記実施
の形態２に示した構成を適用したものであって、キーロックカラー３の大径部３Ａを除く
部分に断面波形の弾性部分３ｂを形成し、この弾性部分３ｂに軸方向荷重を蓄えるように
したことを特徴としており、他の構成は前記実施の形態３のそれと同様である。
【００４１】
　而して、本実施の形態によれば、前記実施の形態３と同様の効果が得られるが、キーロ
ックカラー３に形成された弾性部分３ｂに軸方向荷重を蓄えるようにしたため、バラツキ
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を吸収してキーロックカラー３の軸方向端面をステアリングシャフト１の鍔２とカラー５
に常に一定の軸方向荷重で押圧することができ、その押圧面に常に一定の摩擦力を発生さ
せて車両の盗難を確実に防ぐことができるという効果が得られる。
【００４２】
　＜実施の形態５＞
　以下に本発明の実施の形態５を図６に基づいて説明する。
【００４３】
　図６は本実施の形態に係るステアリングロック機構の構成を示す部分断面図であり、本
図においては図１に示したものと同一要素には同一符号を付しており、以下、それらにつ
いての再度の説明は省略する。
【００４４】
　本実施の形態は、ステアリングシャフト１の外周面の一部にテーパ面１ａを形成すると
ともに、キーロックカラー３の軸方向両端面をテーパ面３ｃとし、又、カラー５の軸方向
一端面にテーパ面５ａを形成し、両者をそれぞれ図示のようにテーパ嵌合させたことを特
徴としており、他の構成は前記実施の形態１のそれと同じである。ここで、カラー５は、
ステアリングシャフト１及びナット６との間で回転方向に滑りを生じないように挿着され
る。尚、ナット６とカラー５を一体に成形するようにしても良い。
【００４５】
　従って、本実施の形態においても、前記実施の形態１と同様の効果が得られるが、キー
ロックカラー３の軸方向両端面をテーパ面３ｃとし、このテーパ面３ｃをステアリングシ
ャフト１のテーパ面１ａとカラー５のテーパ面５ａにそれぞれ嵌合（テーパ嵌合）させた
ため、両者の接触面積が拡大して面圧を低く抑えることができ、接触面の圧潰等による損
傷を防ぐことができる。
【００４６】
　ここで、テーパ嵌合面の角度を図示のようにθ、テーパ嵌合面に作用する荷重をＦとす
ると、テーパ嵌合面にはＦ・ｓｉｎθの垂直力が作用する。
【００４７】
　従って、テーパ嵌合面に発生する摩擦トルクＴは、テーパ嵌合面の平均半径を図示のよ
うにＲとすると次式で表される。
【００４８】
　　Ｔ＝μ・Ｆ・ｓｉｎθ・Ｒ　　…　（２）
　＜実施の形態６＞
　次に、本発明の実施の形態６を図７に基づいて説明する。
【００４９】
　図７は本実施の形態に係るステアリングロック機構の構成を示す部分断面図であり、本
図においては図６に示したものと同一要素には同一符号を付しており、以下、それらにつ
いての再度の説明は省略する。
【００５０】
　本実施の形態は、前記実施の形態５において示したステアリングロック装置に前記実施
の形態２に示した構成を適用したものであって、キーロックカラー３の大径部３Ａを除く
部分に断面波形の弾性部分３ｂを形成し、この弾性部分３ｂに軸方向荷重を蓄えるように
したことを特徴としており、他の構成は前記実施の形態５のそれと同様である。
【００５１】
　而して、本実施の形態によれば、前記実施の形態５と同様の効果が得られるが、キーロ
ックカラー３に形成された弾性部分３ｂに軸方向荷重を蓄えるようにしたため、キーロッ
クカラー３の軸方向端面をステアリングシャフト１の鍔２とカラー５に常に一定の軸方向
荷重で押圧することができ、その押圧面に常に一定の摩擦力を発生させて車両の盗難を確
実に防ぐことができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
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【図１】本発明の実施の形態１に係るステアリングロック機構の構成を示す部分断面図で
ある。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】本発明の実施の形態２に係るステアリングロック機構の構成を示す部分断面図で
ある。
【図４】本発明の実施の形態３に係るステアリングロック機構の構成を示す部分断面図で
ある。
【図５】本発明の実施の形態４に係るステアリングロック機構の構成を示す部分断面図で
ある。
【図６】本発明の実施の形態５に係るステアリングロック機構の構成を示す部分断面図で
ある。
【図７】本発明の実施の形態６に係るステアリングロック機構の構成を示す部分断面図で
ある。
【図８】従来のステアリングロック機構を示す横断面図である。
【符号の説明】
【００５３】
　１　　　ステアリングシャフト
　１ａ　　ステアリングシャフトのテーパ面
　２　　　鍔（凸部）
　３　　　キーロックカラー
　３Ａ　　キーロックカラーの大径部
　３ａ　　キーロックカラーのキー溝
　３ｂ　　キーロックカラーの弾性部分
　３ｃ　　キーロックカラーのテーパ面
　４　　　キー
　５　　　カラー
　５ａ　　カラーのテーパ面
　６，７　ナット
　８　　　止め輪
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