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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口を有するボックス本体と、前記開口の左側を被覆する左側の蓋体と、前記開口の右
側を被覆する右側の蓋体と、前記ボックス本体に対して前記左側の蓋体を前後方向にスラ
イド可能とし且つ上下方向に回動可能とする左側の開閉機構と、前記ボックス本体に対し
て前記右側の蓋体を前後方向にスライド可能とし且つ上下方向に回動可能とする右側の開
閉機構とを備える蓋付き収納装置であって、
　前記左側の開閉機構は、
　前記ボックス本体と前記左側の蓋体との間に設けられた左側のベース部材と、
　前記左側のベース部材を、前記ボックス本体に対して前記ボックス本体の左側を中心に
上下方向に回動可能に支持する左側の回動支持部と、
　前記左側のベース部材に対して前記左側の蓋体を前後方向にスライドさせる左側のスラ
イド部と、を備え、
　前記右側の開閉機構は、
　前記ボックス本体と前記右側の蓋体との間に設けられた右側のベース部材と、
　前記右側のベース部材を、前記ボックス本体に対して前記ボックス本体の右側を中心に
上下方向に回動可能に支持する右側の回動支持部と、
　前記右側のベース部材に対して前記右側の蓋体を前後方向にスライドさせる右側のスラ
イド部と、を備えることを特徴とする蓋付き収納装置。
【請求項２】
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　前記開閉機構は、
　前記ボックス本体に対する前記ベース部材の回動をロックし及び回動のロックを解除す
る回動ロック機構と、
　前記ベース部材に対する前記蓋体のスライド移動をロックし及びスライド移動のロック
を解除するスライドロック機構と、を更に備え、
　前記回動ロック機構及び前記スライドロック機構は、前記左側の蓋体と前記右側の蓋体
にそれぞれ設けられている請求項１に記載の蓋付き収納装置。
【請求項３】
　前記回動ロック機構は、前記ボックス本体に対する前記ベース部材の回動をロックする
回動ロック部と、前記回動ロック部のロックを解除する回動操作部と、前記回動ロック部
と前記回動操作部との間に設けられ前記回動操作部の操作を前記回動ロック部に伝達する
回動伝達部とを備え、
　前記スライドロック機構は、前記ベース部材に対する前記蓋体のスライド移動をロック
するスライドロック部と、前記スライドロック部のロックを解除するスライド操作部と、
前記スライドロック部と前記スライド操作部との間に設けられ前記スライド操作部の操作
を前記スライドロック部に伝達するスライド伝達部とを備え、
　前記スライド伝達部及び前記回動伝達部は、互いに重なり合う重なり領域をもち、
　前記スライド伝達部又は／及び前記回動伝達部は、前記重なり領域において前記スライ
ド伝達部及び前記回動伝達部のいずれか一方が前記スライド伝達部及び前記回動伝達部の
他方と干渉することを回避する回避要素を備える請求項２に記載の蓋付き収納装置。
【請求項４】
　前記回動操作部及び前記スライド操作部は、前記蓋体の前方部に配置され、
　前記回動操作部は、前記蓋体の前記回動支持部に向けて操作するよう構成されており、
前記スライド操作部は、前記蓋体の前方部から中央部に向けて操作するよう構成されてい
る請求項３に記載の蓋付き収納装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蓋付き収納装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車室内の前列席中央のセンターコンソールには、コンソールボックスと呼ばれる蓋付き
収納装置が設けられている。蓋付き収納装置には、蓋体を前後方向にスライドさせて肘掛
けとして利用可能なものが多い（特許文献１）。
【０００３】
　また、蓋付き収納装置には、左右中央で蓋体が分割されていて、分割された各蓋体が中
央から左右両側に開く観音開き型がある（特許文献２～４）。
【０００４】
　そこで、スライド可能で且つ左右両側に開閉可能な観音開き型の蓋体をもつ収納装置が
望まれた。また、観音開き型の蓋体の操作性がよいことも求められた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２９６６７２号公報
【特許文献２】特開２０１０－１６３０３１号公報
【特許文献３】特開２００９－１１９９６０号公報
【特許文献４】特開２００４－２１７１１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであり、蓋体の操作性のよい観音開き型の蓋
付き収納装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の蓋付き収納装置は、開口を有するボックス本体と、前記開口の左側を被覆する
左側の蓋体と、前記開口の右側を被覆する右側の蓋体と、前記ボックス本体に対して前記
左側の蓋体を前後方向にスライド可能とし且つ上下方向に回動可能とする左側の開閉機構
と、前記ボックス本体に対して前記右側の蓋体を前後方向にスライド可能とし且つ上下方
向に回動可能とする右側の開閉機構とを備える蓋付き収納装置であって、前記左側の開閉
機構は、前記ボックス本体と前記左側の蓋体との間に設けられた左側のベース部材と、前
記左側のベース部材を、前記ボックス本体に対して前記ボックス本体の左側を中心に上下
方向に回動可能に支持する左側の回動支持部と、前記左側のベース部材に対して前記左側
の蓋体を前後方向にスライドさせる左側のスライド部と、を備え、前記右側の開閉機構は
、前記ボックス本体と前記右側の蓋体との間に設けられた右側のベース部材と、前記右側
のベース部材を、前記ボックス本体に対して前記ボックス本体の右側を中心に上下方向に
回動可能に支持する右側の回動支持部と、前記右側のベース部材に対して前記右側の蓋体
を前後方向にスライドさせる右側のスライド部と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　上記構成によれば、左右一対の蓋体はそれぞれ別々のベース部材に対してスライド可能
とされており、各ベース部材はそれぞれボックス本体に対して回動可能である。このため
、左右一対の蓋体は、別々にスライドすることができ、また別々に回動することができる
。ゆえに、蓋体の回動及びスライドの操作性がよい。
【０００９】
　従って、本発明によれば、蓋体の操作性のよい観音開き型の蓋付き収納装置を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る、センターコンソールに設けられた蓋付き収納装置の斜
視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ矢視断面図である。
【図３】図３（ａ）は、本実施形態に係る、左右一対の蓋体が前方位置に位置している蓋
付き収納装置の斜視図であり、図３（ｂ）は、本実施形態に係る、左側の蓋体が後方位置
に位置し右側の蓋体が前方位置に位置している蓋付き収納装置の斜視図であり、図３（ｃ
）は、本実施形態に係る、左右一対の蓋体が後方位置に位置している蓋付き収納装置の斜
視図である。
【図４】本実施形態の蓋付き収納装置の分解斜視図である。
【図５】本実施形態において、蓋体の分解斜視図である。
【図６】本実施形態において、回動ロック機構及びスライドロック機構を設けた、蓋体の
下部材の斜視図である。
【図７】本実施形態において、ベース部材の斜視図である。
【図８】図８（ａ）は、蓋体が前方位置に位置しているときの、図１のＢ－Ｂ矢視断面図
であり、図８（ｂ）は、蓋体が後方位置に位置しているときの、図１のＢ－Ｂ矢視断面図
である。
【図９】蓋体が前方位置に位置しているときに、回動操作部を操作した場合の、図１のＣ
－Ｃ矢視断面図である。
【図１０】蓋体が前方位置に位置しているときに、スライド操作部を操作した場合の、図
１のＣ－Ｃ矢視断面図である。
【図１１】蓋体が後方位置に位置しているときに、回動操作部を操作した場合の、図１の
Ｃ－Ｃ矢視断面図である。
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【図１２】本実施形態において、蓋体の下部材に設けられた回動ロック機構及び前記スラ
イドロック機構の分解斜視図である。
【図１３】本実施形態において、スライド伝達部及び回動伝達部の拡大斜視図である。
【図１４】本実施形態において、蓋体の下部材に設けられた回動ロック機構及びスライド
ロック機構の平面説明図である。
【図１５】本発明の実施形態の変形例として、回動操作部が操作保持枠の後側に配設され
、スライド操作部が操作保持枠内の左右方向外側に配設されている蓋体の斜視図である。
【図１６】本発明の実施形態の変形例として、回動操作部及びスライド操作部ともに操作
保持枠内の後側に並設されている蓋体の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の実施形態に係る蓋付き収納装置について図面を用いて詳細に説明する。図１に
示すように、蓋付き収納装置は、自動車の前列中央に配置されたセンターコンソール９に
設けられる。図１及びそれ以後の図面において、上、下、右、左、前、後は、運転席に着
座した乗員から見た方向である。
【００１２】
　図１，図２に示すように、蓋付き収納装置は、ボックス本体１と、左右一対の蓋体２，
２０と、左右一対の開閉機構３，３０とを備えている。蓋体２は左側の蓋体であり、蓋体
２０は右側の蓋体である。開閉機構３は左側の蓋体２を開閉させ、開閉機構３０は右側の
蓋体２０を開閉させる。
【００１３】
　図２，図３に示すように、左右一対の蓋体２，２０は、ボックス本体１の左右両側を被
覆している。開閉機構３，３０は、左右一対の蓋体２，２０を、別々にスライド移動させ
、また別々に回動させる。
【００１４】
　図４に示すように、ボックス本体１は、前側に配置されたカップホルダ収納用開口１１
と、後側に配置された小物収納用開口１２とを有する。
【００１５】
　ボックス本体１の左右両側には、それぞれ蓋体２，２０が設けられている。左側の蓋体
２，右側の蓋体２０は、カップホルダ収納用開口１１及び小物収納用開口１２の左側、右
側を開閉可能に被覆する。左右一対の蓋体２，２０は、左右対称構造をもつため、左側の
蓋体２を代表にして説明する。
【００１６】
　左側の蓋体２の前部には、操作保持枠２１が設けられている。図５に示すように、蓋体
２は、上部材２２と下部材２３とを有する。上部材２２と下部材２３とは、これらの周縁
で嵌合することにより一体化されて蓋体２を構成している。
【００１７】
　図６に示すように、下部材２３の前部には、操作保持枠２１が固定されている。操作保
持枠２１の左右方向外側の側壁には第１保持穴２１ａが開口しており、操作保持枠２１の
後側壁には第２保持穴２１ｂが開口している。
【００１８】
　図２に示すように、開閉機構３，３０は、左右一対の蓋体２，２０にそれぞれ設けられ
ている。左右一対の開閉機構３，３０は、左右方向で互いに対称構造をもつため、左側の
開閉機構３を代表にして説明する。
【００１９】
　図５，図６に示すように、開閉機構３は、ベース部材５と、回動支持部５１と、スライ
ド部６と、回動ロック機構７と、スライドロック機構８とを備える。ベース部材５は、ボ
ックス本体１と蓋体２との間に設けられている。ベース部材５は、矩形の薄板形状をなす
。
【００２０】
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　図７，図８に示すように、ベース部材５は、前後方向に延びる支持壁５２をもつ。ベー
ス部材５には、支持壁５２よりも左側に後述のスライド部６が配設され、支持壁５２より
も右側に後述の回動ロック部７１が配設されている。
【００２１】
　支持壁５２の前側には前側係止溝５２ａが形成され、支持壁５２の後端部は、前側係止
溝５２ａよりも深さが浅い後側係止溝５２ｅが形成されている。前側係止溝５２ａは、蓋
体２を最も前方に位置する前方位置でロックさせる。後側係止溝５２ｅは、蓋体２を最も
後方に位置する後方位置でロックさせる。
【００２２】
　前側係止溝５２ａの後側には、後側に向けて下降する前側斜面部５２ｂと、前側係止溝
５２ａの底面と同じ程度の高さで後側に向けて水平に延びる低部５２ｃと、低部５２ｃか
ら後方に向けて上昇する後側斜面部５２ｄとが順に連続して形成されている。
【００２３】
　図７に示すように、ベース部材５の左側周縁には取付部材５３が取り付られている。取
付部材５３は、ボックス本体１の側壁にネジ締結により固定されている。ベース部材５と
取付部材５３との間には、回動支持部５１が設けられている。回動支持部５１では、ベー
ス部材５の左側から突出する軸支部５ｃ及び取付部材５３の上部から突出する軸支部５３
ａにそれぞれ同一軸線上に軸穴が形成されており、これらの軸穴に軸部材５４が挿通され
ることにより、ベース部材５が取付部材５３に対して回動可能とされている。
【００２４】
　軸部材５４には回動付勢部材５５が巻回されている。回動付勢部材５５はねじりコイル
ばねである。回動付勢部材５５の一端がベース部材５に係止され、その他端が取付部材５
３に係止されることで、回動付勢部材５５は、ベース部材５を取付部材５３に対して上側
に開く方向に付勢している。
【００２５】
　図５，図７に示すように、スライド部６は、ベース部材５と蓋体２との間に設けられて
いる。スライド部６は、ベース部材５の左右中央に設けられたガイド部６１と、蓋体２の
下部材２３の下面に固定されたレール部６２とを有する。ガイド部６１は、ベース部５の
下面にネジ６３の締結で固定されている。レール部６２は、長尺体であり、下部材２３に
前後方向に沿って配設されている。レール部６２は、蓋体２の下部材２３の下面にネジ締
結（図略）で固定されている。レール部６２は、ガイド部６１に前後方向にスライド自在
に係合されている。ガイド部６１がレール部６２を前後方向にスライドさせることで、蓋
体２は、車両前側の前方位置と車両後側の後方位置との間を移動される。
【００２６】
　図７，図９，図１２に示すように、回動ロック機構７は、ボックス本体１に対するベー
ス部材５の回動を、ベース部材５が最も下方に位置した閉状態でロックし、及びベース部
材５の回動のロックを解除する。回動ロック機構７は、回動ロック部７１と、回動操作部
７８と、回動伝達部７２とを備えている。回動ロック部７１は、ボックス本体１に対する
ベース部材５の回動をロックする。
【００２７】
　図９に示すように、回動ロック部７１は、ベース部材５に設けられている。回動ロック
部７１は、前側ロッド７１ａと、後側ロッド７１ｂと、前側ロッド７１ａと後側ロッド７
１ｂとの間に設けられた回転ギヤ７１ｃとを有する。
【００２８】
　前側ロッド７１ａの前端は、ベース部材５に形成された穴５ａから進退可能に突出して
、その先端のボックス本体１の前側壁に設けられた前側係合穴１ａに係合している。前側
ロッド７１ａには、ロッド付勢部材７１ｄが設けられている。ロッド付勢部材７１ｄは圧
縮コイルばねであり、前側ロッド７１ａを、ボックス本体１の前側係合穴１ａに係合する
方向に付勢している。前側ロッド７１ａの前端部付近には、前方に向かうに連れて高くな
るように傾斜した隆起部７１ｆが形成されている。また、前側ロッド７１ａの隆起部７１
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ｆを形成した部分よりも後方側に、立壁部７１ｈが形成されている。
【００２９】
　後側ロッド７１ｂの後端は、ベース部材５に形成された穴５ｂから進退可能に突出して
、その先端のボックス本体１の後側壁に設けられた後側係合穴１ｂに係合している。前側
ロッド７１ａの後端部及び後側ロッド７１ｂの前端部にはそれぞれラックギヤが形成され
ていて、これらのラックギヤは回転ギヤ７１ｃに噛合している。ロッド付勢部材７１ｄの
付勢力により、前側ロッド７１ａは前側係合穴１ａに係合し、後側ロッド７１ｂは後側係
合穴１ｂに係合することにより、回動ロック部７１は、ベース部材５を閉状態にロックさ
せている。
【００３０】
　図６，図１２に示すように、回動操作部７８は、回動ロック部７１のロックを解除する
。回動操作部７８は、操作保持枠２１の第１保持穴２１ａに挿入されていて、その先端は
、操作保持枠２１内の左側に配設されている。
【００３１】
　回動伝達部７２は、回動操作部７８と回動ロック部７１との間に設けられ、回動操作部
７８の操作を回動ロック部７１に伝達する。回動伝達部７２は、第１伝達部材７３と、第
２伝達部材７４と、第３伝達部材７５と、回動操作付勢部材７６と、ガイドピン７７とを
有する。
【００３２】
　第１伝達部材７３は、蓋体２の下部材２３に支持された支持部７３ａと、支持部７３ａ
から延び支持部７３ａを中心に上下に揺動するアーム部７３ｂとを有する。支持部７３ａ
に形成された穴に軸７３ｃが挿入され、軸７３ｃの両端が蓋体２の下部材２３に回動可能
に支持されることにより、第１伝達部材７３は蓋体２の下部材２３に対して回動可能に支
持されている。アーム部７３ｂの先端には回動操作部７８が固定されている。
【００３３】
　第２伝達部材７４は、略薄板形状をなす薄板部７４ａと、薄板部７４ａの前側前端に突
出するロッド７４ｂとを有する。ロッド７４ｂの先端はテーパ部７４ｃが設けられ、第１
伝達部材７３のアーム部７３ｂに設けられたテーパ部７３ｄに当接している。ガイドピン
７７は、第２伝達部材７４に設けられた長穴７４ｄに移動可能に挿入されている。長穴７
４ｄは前後方向に延びており、第２伝達部材７４を前後方向にのみ移動可能にしている。
【００３４】
　第２伝達部材７４と蓋体２の下部材２３との間には、回動操作付勢部材７６が配設され
ている。回動操作付勢部材７６は圧縮コイルばねであり、回動操作付勢部材７６は、第２
伝達部材７４の保持ロッド７４ｇに外挿されている。回動操作付勢部材７６は、その一端
を保持ロッド７４ｇの基端部７４ｆに係止させ、他端を下部材２３の保持部２３ｆに係止
させることで、第２伝達部材７４を前側に付勢している。これにより、第２伝達部材７４
のテーパ部７４ｃは、第１伝達部材７３のテーパ部７３ｄに対して前側に且つ相対的に上
側に移動して、アーム部７３ｂを下降させ回動操作部７８を下側に位置させる。
【００３５】
　第３伝達部材７５は、薄板部７５ａと、薄板部７５ａの一端に設けられた回動支持部７
５ｂと、薄板部７５ａの他端に設けられたガイド部７５ｃと、薄板部７５ａの下方に突出
する突起部７５ｄと、を有する。回動支持部７５ｂの両端は第２伝達部材７４に設けた支
持部７４ｅに軸支されることで、第３伝達部材７５は、回動支持部７５ｂを中心に上下に
回動可能とされている。突起部７５ｄは、蓋体２の下部材２３に形成された連絡穴２３ｃ
から下方に突出している（図９）。回避付勢部材７５ｆにより、第３伝達部材７５は下側
に付勢されている。
【００３６】
　ここで、第２伝達部材７４が回動操作付勢部材７６により前側に付勢されていることで
、第３伝達部材７５も前側に位置している（図９）。第３伝達部材７５は、ロッド付勢部
材７１ｄの付勢力を妨げない位置、即ち、前側ロッド７１ａの隆起部７１ｆよりも前側に
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位置している。このため、ロッド付勢部材７１ｄの付勢力によって前側ロッド７１ａ及び
後側ロッド７１ｂは、前側係合穴１ａ及び後側係合穴１ｂへの係合を維持し、ベース部材
５を閉状態で回動をロックしている。
【００３７】
　図６，図９に示すように、回動操作部７８を上側に引き上げると、回動操作付勢部材７
６の付勢力に抗して、第１伝達部材７３が上側に揺動され第２伝達部材７４が後側に移動
され、これにともない第３伝達部材７５も後側に移動される。第３伝達部材７５の突起部
７５ｄは、ロッド付勢部材７１ｄの付勢力に抗して、前側ロッド７１ａの隆起部７１ｆの
前側端面を後側に押して前側ロッド７１ａを後側に移動させる。これにより、前側ロッド
７１ａが前側係合穴１ａから離脱される。また、前側ロッド７１ａが後側に移動されると
、回転ギヤ７１ｃが回転して、後側ロッド７１ｂは、前側に移動され後側係合穴１ｂから
離脱する。このように、回動操作部７８を引き上げると、ボックス本体１に対するベース
部材５の回動ロックが解除される。ベース部材５の回動ロックが解除されると、ベース部
材５は回動付勢部材５５の付勢力によりボックス本体１に対して上側に回動され、最も開
いた開状態に至る。これにより、図２に示すように、蓋体２が開いて、カップホルダ収納
用開口１１及び小物収納用開口１２の左側が開放される。なお、右側の開閉機構３０でも
、回動操作部７８を引き上げると、右側のベース部材５が回動して蓋体２０が開く。
【００３８】
　図６，図８，図１２に示すように、スライドロック機構８は、ベース部材５に対する蓋
体２の前後方向のスライド移動を最も前側の前方位置又は最も後方の後方位置にロックし
、及びスライド移動のロックを解除する。スライドロック機構８は、スライドロック部材
８１と、スライド操作部８８と、スライド伝達部材８２と、係止凸部８６とを備える。
【００３９】
　スライドロック部材８１は、ベース部材５に対して蓋体２を前方位置でロックする。ス
ライドロック部材８１は、薄板部８１ａと、薄板部８１ａの一端に設けられた回動支持穴
８１ｂと、薄板部８１ａの他端に設けられたガイド部８１ｃと、薄板部８１ａの下方に突
出する突起部８１ｄとを有する。回動支持穴８１ｂには、軸８１ｅが挿入されていて、軸
８１ｅの両端は蓋体２の下部材２３に設けられた支持部２３ｅに軸支されている。スライ
ドロック部材８１は、回動支持穴８１ｂを中心に上下に回動可能とされている。
【００４０】
　図８（ａ）に示すように、突起部８１ｄは、蓋体２の下部材２３に形成された連絡穴２
３ｄから下方に突出している。図６に示すように、軸８１ｅにはスライドロック付勢部材
８１ｆが設けられていて、スライドロック部材８１を下側に付勢している。蓋体２がベー
ス部材５に対して前方位置に位置しているときに、スライドロック付勢部材８１ｆの付勢
力により、スライドロック部材８１は、ベース部材５の前側係止溝５２ａに係合して、蓋
体２を前方位置にロックさせている。
【００４１】
　また、図８（ｂ）に示すように、蓋体２の下部材２３には、スライドロック部材８１の
突起部８１ｄよりも後側で、左右方向の位置を同じくする係止凸部８６が設けられている
。係止凸部８６は、ベース部材５に対して蓋体２を後方位置にロックし又はロックを解除
する。係止凸部８６は、下部材２３の下側に突出していて、ばね８６ａにより下側に付勢
されている。蓋体２がベース部材５に対して後方位置に位置しているときに、係止凸部８
６は後側係止溝５２ｅに係止され、蓋体２を後方位置にロックさせている。
【００４２】
　蓋体２を前側に押すと、ばね８６ａが圧縮されて、図８（ｂ）の二点鎖線に示すように
、係止凸部８６が上昇する。係止凸部８６は、後側係止溝５２ｅの傾斜する側面を乗り越
えて後側斜面部５２ｄを下って低部５２ｃを前方に進む。蓋体２はベース部材５に対して
前側にスライド移動される。
【００４３】
　図６，図８（ａ）に示すように、スライド操作部８８は、スライドロック部材８１のロ



(8) JP 6413923 B2 2018.10.31

10

20

30

40

50

ックを解除する。スライド操作部８８は、蓋体２の下部材２３に設けられた操作保持枠２
１に設けられている。
【００４４】
　スライド伝達部材８２は、スライドロック部材８１とスライド操作部８８との間に設け
られていて、スライド操作部８８の作動をスライドロック部材８１に伝達する。スライド
伝達部材８２は、前後方向に延びる長尺状の薄板部８２ａと、薄板部８２ａの後部から上
側に突出する第１突出部８２ｂと、薄板部８２ａの前後方向の略中央から上側に突出する
第２突出部８２ｃとを有する。薄板部８２ａの前部には、スライド操作部８８が固定され
ている。スライド操作部８８は、操作保持枠２１の第２保持穴２１ｂに挿入されていて、
その先端は、操作保持枠２１内の後側に配設されている。スライド伝達部材８２と蓋体２
の下部材２３との間には、スライド操作付勢部材８３が設けられている。スライド操作付
勢部材８３により、スライド伝達部材８２は、前側に付勢され、スライド操作部８８を操
作保持枠２１内に進出させている。
【００４５】
　ここで、図１３に示すように、スライドロック機構８のスライド伝達部材８２と、回動
ロック機構７の第２伝達部材７４及び第３伝達部材７５とは、上下方向で互いに重なり合
う重なり領域Ｍをもつ。図１４には、スライド伝達部材８２を右上がりハッチングで示し
、回動ロック機構７の第１伝達部材７３、第２伝達部材７４及び第３伝達部材７５を右下
がりハッチングで示し、重なり領域Ｍをクロスハッチングで示した。回動伝達部７２の第
２伝達部材７４及び第３伝達部材７５の右側に、重なり領域Ｍが位置している。スライド
伝達部材８２の前後方向の略中央に重なり領域Ｍが位置している。スライド伝達部材８２
の第２突出部８２ｃは重なり領域Ｍに位置しており、第１突出部８２ｂは重なり領域Ｍ以
外の他の部分に位置している。
【００４６】
　図１３に示すように、第１突出部８２ｂの後面及び第２突出部８２ｃの後面には、それ
ぞれ上方向に対して前側に傾斜する傾斜部８２ｄ、８２ｅが設けられている。第１突出部
８２ｂの傾斜部８２ｄは、スライドロック部材８１のガイド部８１ｃに近接した位置で互
いに対面している。また、第２突出部８２ｃの傾斜部８２ｅは、回動ロック機構７の第３
伝達部材７５のガイド部７５ｃに近接した位置で互いに対面している。
【００４７】
　図８（ａ），図１０に示すように、スライド操作部８８を操作していないときには、ス
ライド伝達部材８２は、スライド操作付勢部材８３により前側に位置している。このとき
、スライドロック部材８１のガイド部８１ｃは第１突出部８２ｂの傾斜部８２ｄの上側か
つ後側に位置し、スライドロック部材８１の突起部８１ｄは、ベース部材５の支持壁５２
の前側係止溝５２ａに係止されて、蓋体２をベース部材５に対して前方位置にロックさせ
ている。第３伝達部材７５のガイド部７５ｃは第２突出部８２ｃの傾斜部８２ｅの上側か
つ後側に位置している。
【００４８】
　図１０の二点鎖線に示すように、スライド操作部８８を後側に押し込むと、スライド伝
達部材８２がスライド操作付勢部材８３の付勢力に抗して後側に後退する。第１突出部８
２ｂの傾斜部８２ｄが、スライドロック部材８１のガイド部８１ｃに当接する。ガイド部
８１ｃは、やがて第１突出部８２ｂの傾斜部８２ｄにガイドされて上側に揺動する。スラ
イドロック部材８１の突起部８１ｄが上昇する。図８（a）の二点鎖線に示すように、突
起部８１ｄはベース部材５の支持壁５２の前側係止溝５２ａから離脱して、前方位置での
蓋体２のスライド移動のロックが解除される。
【００４９】
　ここで、図１０に示すように、スライドロック部材８１の突起部８１ｄをベース部材５
の前側係止溝５２ａから離脱させただけでは、蓋体２を後側に押したとき、蓋体２はベー
ス部材５に対して後側にスライド移動するだけでなく、ベース部材５が上側に回動してし
まう。その理由は以下のようである。蓋体２には回動伝達部７２が設けられているため、
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回動伝達部７２の第３伝達部材７５の突起部７５ｄの後側、即ち蓋体２の移動方向である
後方側に、回動ロック部７１の前方ロッド７１ａの隆起部７１ｆが位置している。蓋体２
を後側にスライド移動させると、突起部７５ｄが隆起部７１ｆと干渉して、回動ロック部
７１の前方ロッド７１ａ及び後側ロッド７１ｂが前側係合穴１ａ及び後側係合穴１ｂから
後退して離脱し、回動ロックが解除されてしまうからである。
【００５０】
　そこで、本実施形態では、図１０に示すように、スライド伝達部材８２の第２突出部８
２ｃが、スライド伝達部材８２と回動伝達部７２との干渉を回避する回避要素の役目を果
たしている。具体的には、スライド操作部８８を押し込んでスライド伝達部材８２を後側
に後退させたとき、第２突出部８２ｃの傾斜部８２ｅが、回動ロック機構７の第３伝達部
材７５のガイド部７５ｃに当接する。ガイド部７５ｃは、やがて傾斜部８２ｅにガイドさ
れて上側に揺動する。第３伝達部材７５の突起部７５ｄは上昇して、回動ロック部７１の
前側ロッド７１ａに設けた隆起部７１ｆよりも高い位置に移動される。この状態で蓋体２
を後側に押して後側にスライド移動させる。すると、第３伝達部材７５の突起部７５ｄは
隆起部７１ｆを乗り越えて隆起部７１ｆの後側に移動される。回動ロック部７１の前側ロ
ッド７１ａ及び後側ロッド７１ｂは、前側係合穴１ａ及び後側係合穴１ｂとの係合を維持
して、ベース部材５を閉状態に維持させる。このように、スライド伝達部材８２の第２突
出部８２ｃは、重なり領域Ｍにおいてスライド伝達部材８２が回動伝達部７２と干渉する
ことを回避させる。蓋体２を後側に押したとき、回動ロック部７１の前方ロッド７１ａ及
び後側ロッド７１ｂが前側係合穴１ａ及び後側係合穴１ｂとの係合を維持しながら、突起
部８１ｄが前側傾斜部５２ｂを経て低部５２ｃに至り、後側にスライド移動される。
【００５１】
　ここで、スライドロック機構８のスライドロック部材８１の突起部８１ｄの上昇のタイ
ミングと、回動ロック機構７の第３伝達部材７５の突起部７５ｄの上昇のタイミングは、
同じであってもよいし、若干ずれていてもよい。回動ロック機構７の第３伝達部材７５の
突起部７５ｄの上昇のタイミングは、スライドロック機構８のスライドロック部材８１の
突起部８１ｄの上昇のタイミングよりも若干早いことがよい。この場合、第３伝達部材７
５の突起部７５ｄを先に上昇させることで、前側ロッド７１ａの隆起部７１ｆへの突起部
７５ｄの係止を解除し、その後に、前側係止溝５２ａへの突起部８１ｄの係止を解除して
スライド移動が可能となり、蓋体をスライド移動させる前に蓋体２が回動して開くことを
確実に防止できる。
【００５２】
　図８（ｂ）に示すように、さらに蓋体２を後側にスライド移動させると、蓋体２の下部
材２３に設けた係止凸部８６がベース部材５の支持壁５２の後側係止溝５２ｅに係止され
、蓋体２の後側への移動がロックされる。このとき、図１１に示すように、第３伝達部材
７５の突起部７５ｄが、前側ロッド７１ａの立壁部７１ｈの直ぐ前側に位置する。このた
め、蓋体２が後方位置に位置しているときに、回動操作部７８を操作すれば、突起部７５
ｄが立壁部７１ｈを後方に押すので前側ロッド７１ａが後方に移動される。前方ロッド７
１ａ及び後側ロッド７１ｂが前側係合穴１ａ及び後側係合穴１ｂから離脱し、回動ロック
が解除される。このように、本実施形態では、蓋体２が前方位置と後方位置にあるときに
、ベース部材５の回動ロックを解除できる。
【００５３】
　本発明の蓋付き収納装置によれば、図２，図３に示すように、左右一対の蓋体２，２０
は開閉機構３，３０によりそれぞれ別々のベース部材５に対してスライド可能とされてお
り、各ベース部材５はそれぞれボックス本体１に対して回動可能である。このため、左右
一対の蓋体２，２０は、別々にスライドすることができ、また別々に回動することができ
る。蓋体２，２０が前後方向の前方位置及び後方位置いずれに位置していても、蓋体２，
２０はそれぞれ回動することができる。ゆえに、蓋体２，２０の回動及びスライドの操作
性に優れている。
【００５４】
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　また、回動ロック機構７及びスライドロック機構８は、左右一対の蓋体２，２０にそれ
ぞれ設けられている。このため、左右一対の蓋体２，２０の回動のロック及び解除、及び
スライド移動のロック及び解除を別々に行うことができる。
【００５５】
　左右一対の開閉機構３，３０はいずれも、回動操作部７８を操作してベース部材５の回
動ロックを解除したときには、スライドロック機構８には影響せず、蓋体２，２０のスラ
イド移動のロック状態は維持される。スライド操作部８８を操作して蓋体２，２０のスラ
イド移動を解除したときには、回動ロック機構７によるベース部材５の閉状態での回動ロ
ックを維持したまま、蓋体２をベース部材５に対して前後方向にスライド移動させること
ができる。ゆえに、スライド操作部８８又は回動操作部７８の操作により、回動ロック機
構７及びスライドロック機構８の一方を、他方のロック状態に影響することなく、別々に
ロック状態を解除することができる。左右一対の開閉機構３，３０によれば、蓋体２，２
０が開いているとき及び閉じているときのいずれの場合にも蓋体２，２０を前後方向にス
ライドさせることができる。
【００５６】
　回動操作部７８及びスライド操作部８８は、蓋体２の前後方向における操作者に近い部
分に配置されている。また、回動操作部７８は、蓋体２の回動支持部５１に向けて操作す
るよう構成されており、スライド操作部８８は、蓋体２の前後方向中央部に向けて操作す
るよう構成されている。このため、回動操作部７８及びスライド操作部８８は、操作者の
操作しやすい向きに配置されており、回動操作部７８及びスライド操作部８８の操作性が
よい。
【００５７】
　上記実施形態によれば、左右一対の蓋体２，２０は、それぞれ同じ構成の開閉機構３，
３０を別々に有している。しかし、左右一対の蓋体２，２０は、それぞれ別々にスライド
移動及び上下方向の回動を行うことができれば、互いに異なる構成の開閉機構３，３０を
有していても良い。
【００５８】
　上記実施形態においては、スライドロック機構８のスライド伝達部材８２に回避要素と
しての第２突出部８２ｃを設けて、スライド伝達部材８２が回動伝達部７２と干渉するこ
とを回避している。しかし、回動ロック機構７の回動伝達部７２に回避要素を設けて、回
動伝達部７２がスライド伝達部材８２と干渉することを回避してもよい。
【００５９】
　上記実施形態では、回動操作部７８が操作保持枠２１内の左右方向外側に配設され、ス
ライド操作部８８は操作保持枠２１内の後側に配設されているが、操作保持枠２１内のど
の位置に配設されていてもよい。例えば、図１５に示すように、回動操作部７８が操作保
持枠２１の後側に配設され、スライド操作部８８は操作保持枠２１の左右方向外側に配設
されていてもよく、さらに、図１６に示すように、回動操作部７８及びスライド操作部８
８ともに操作保持枠２１内の後側に並設されていてもよい。
【００６０】
　本実施形態では、図６に示すように、回動操作部７８は上側に引き上げることで操作さ
れるノブ型であり、スライド操作部８８は後側に押し込むことで操作されるボタン型であ
るが、回動操作部７８はボタン型であってもよいし、スライド操作部８８はノブ型であっ
てもよい。
【００６１】
　上記実施形態においては、回動伝達部７２が第１伝達部材７３、第２伝達部材７４及び
第３伝達部材７５の３つの部材から構成されているが、１つ又は２つの部材のみで構成さ
れていてもよい。回動伝達部７２は回動ロック部７１と一体であってもよい。回動伝達部
７２は、回動操作部７８と別体であってもよい。
【００６２】
　本実施形態では、スライドロック部材８１及びスライド伝達部材８２がそれぞれ１つの
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部材から構成されているが、２つまたは３つ以上の部材から構成されていてもよい。スラ
イド伝達部材８２はスライド操作部８８と別体であってもよく、また、スライドロック部
材８１と一体であってもよい。
【００６３】
　本実施形態では、図３に示すように、蓋体２，２０の前後方向のスライド移動は操作者
が前後に押すことで行われるが、コンスタントスプリングなどの付勢部材を用いて、前方
位置又は後方位置にある蓋体を自動で後方又は前方に移動させる構成としてもよい。
【００６４】
　本実施形態では、図８（ａ），図８（ｂ）に示すように、前方位置での蓋体２，２０の
ロックをスライドロック部材８１の前側係止溝５２ａへの係止により行い、後方位置での
蓋体２，２０のロックを係合凸部８６の後側係止溝５２ｅへの係止により行っているが、
前方位置及び後方位置での蓋体２，２０のロックをともにスライドロック部材８１の前側
係止溝５２ａ及び後側係止溝５２ｅへの係止により行ってもよい。
【００６５】
　本実施形態の蓋付き収納装置は、図１に示すように、前列中央のコンソール９に設けら
れているが、後部座席中央のコンソールに設けてもよい。
【００６６】
　（１）本実施形態の蓋付き収納装置は、開口（カップホルダ収納用開口１１、小物収納
用開口１２）を有するボックス本体１と、開口の左側及び右側を被覆する左右一対の蓋体
２，２０と、ボックス本体１に対して左右一対の蓋体２，２０をそれぞれ前後方向にスラ
イド可能とし且つ上下方向に回動可能とする左右一対の開閉機構３，３０とを備える蓋付
き収納装置であって、左右一対の開閉機構３，３０は、それぞれ、ボックス本体１と蓋体
２，２０との間に設けられたベース部材５と、ベース部材５を、ボックス本体１に対して
ボックス本体１の左側又は右側を中心に上下方向に回動可能に支持する回動支持部５１と
、ベース部材５に対して蓋体２，２０を前後方向にスライドさせるスライド部６と、を備
えることを特徴とする。
【００６７】
　上記構成によれば、左右一対の蓋体２，２０はそれぞれ別々のベース部材５に対してス
ライド可能とされており、各ベース部材５はそれぞれボックス本体１に対して回動可能で
ある。このため、左右一対の蓋体２，２０は、別々にスライドすることができ、また別々
に回動することができる。ゆえに、蓋体２の操作性に優れている。
【００６８】
　（２）開閉機構３，３０は、ボックス本体１に対するベース部材５の回動をロックし及
び回動のロックを解除する回動ロック機構７と、ベース部材５に対する蓋体２，２０のス
ライド移動をロックし及びスライド移動のロックを解除するスライドロック機構８と、を
更に備え、回動ロック機構７及びスライドロック機構８は、左右一対の蓋体２，２０にそ
れぞれ設けられていることが好ましい。
【００６９】
　上記構成によれば、回動ロック機構７及びスライドロック機構８は、左右一対の蓋体２
、２０にそれぞれ設けられている。このため、左右一対の蓋体２，２０の回動のロック及
び解除及びスライド移動のロック及び解除を別々に行うことができる。
【００７０】
　（３）回動ロック機構７は、ボックス本体１に対するベース部材５の回動をロックする
回動ロック部７１と、回動ロック部７１のロックを解除する回動操作部７８と、回動ロッ
ク部７１と回動操作部７８との間に設けられ回動操作部７８の操作を回動ロック部７１に
伝達する回動伝達部７２とを備え、スライドロック機構８は、ベース部材５に対する蓋体
２，２０のスライド移動をロックするスライドロック部（スライドロック部材８１）と、
スライドロック部のロックを解除するスライド操作部８８と、スライドロック部とスライ
ド操作部８８との間に設けられスライド操作部８８の操作をスライドロック部に伝達する
スライド伝達部（スライド伝達部材８２）とを備え、スライド伝達部及び回動伝達部７２
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、重なり領域Ｍにおいてスライド伝達部及び回動伝達部７２のいずれか一方がスライド伝
達部及び回動伝達部７２の他方と干渉することを回避する回避要素（第３伝達部材７５の
ガイド部７５ｃ）を備えることが好ましい。
【００７１】
　上記構成によれば、スライド伝達部は、重なり領域Ｍにおいてスライド伝達部の操作が
回動伝達部７２の操作と干渉することを回避する回避要素を備える。このため、スライド
操作部８８と回動操作部７８とを互いに影響することなく、別々に操作することができる
。
【００７２】
　（４）回動操作部７８及びスライド操作部８８は、蓋体２の前方部に配置され、回動操
作部７８は、蓋体２の回動支持部５１に向けて操作するよう構成されており、スライド操
作部８８は、蓋体２の前方部から中央部に向けて操作するよう構成されていることが好ま
しい。
【００７３】
　上記構成によれば、蓋体２の前方部に、回動操作部７８及びスライド操作部８８が設け
られている。蓋体２の前方部とは、蓋体２の前後方向の中央位置よりも前側の部分である
。例えば、蓋付き収納装置を車室内のセンターコンソールに取り付けたときに、蓋体２の
前方部は、運転席及び助手席に着座した者に近く操作をしやすい位置である。また、回動
操作部７８及びスライド操作部８８が、操作者の操作しやすい向きに配置されており、回
動操作部７８及びスライド操作部８８の操作性がよい。
【００７４】
　「回動操作部７８は、蓋体２の回動支持部５１に向けて操作するよう構成されている」
とは、例えば、回動操作部７８は、回動操作部７８から回動支持部５１が位置する部分の
方向に回動操作部７８を操作したり、回動操作部７８を回動方向である上方向に操作した
りするように構成されているとよい。「スライド操作部８８は、蓋体２の前方部から中央
部に向けて操作するよう構成されている」とは、例えば、スライド操作部８８は、蓋体２
におけるスライド操作部８８が位置している前方部から中央部が位置する部分の方向にス
ライド操作部８８を操作したり、スライド操作部８８を上方向又は下方向に操作したりす
るように構成されているとよい。
【符号の説明】
【００７５】
　１：ボックス本体、１ａ：前側係合穴、１ｂ：後側係合穴、１１：カップホルダ収納用
開口、１２：小物収納用開口、２：左側の蓋体、２０：右側の蓋体、２１：操作保持枠、
２２：上部材、２３：下部材、３：左側の開閉機構、３０：右側の開閉機構、５：ベース
部材、５１：回動支持部、５２：支持壁、５２ａ：前側係止溝、５２ｅ：後側係止溝、５
３：取付部材、６：スライド部、７：回動ロック機構、７１：回動ロック部、７１ａ：前
側ロッド、７１ｂ：後側ロッド、７１ｃ：回転ギヤ、７１ｆ：隆起部、７１ｈ：立壁部、
７２：回動伝達部、７３：第１伝達部材、７４：第２伝達部材、７５：第３伝達部材、７
５ｃ：ガイド部、７５ｄ：突起部、７６：回動操作付勢部材、７８：回動操作部、８：ス
ライドロック機構、８１：スライドロック部材、８１ｃ：ガイド部、８１ｄ：突起部、８
２：スライド伝達部材、８２ｂ：第１突出部、８２ｃ：第２突出部、８３：スライド操作
付勢部材、８６：係止凸部、８８：スライド操作部、Ｍ：重なり領域。
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