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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
円盤形のハウジングと、ギヤ歯を外周壁の内側面に設けた円盤形のカバーと、外周縁のギ
ヤ歯と側面より突出する誘導ピンとを設けたラッチと、ラッチを押圧し乃至は押圧解除可
能な輪郭形状のカムと、カム用の付勢バネと、カムと一体でハウジングの直径線と斜めに
交差する向きのガイド穴を板面に設けたカムディスクと、カムをカムディスクと一体に軸
線上に固定する作動軸とを備え、
ラッチをハウジングの内側で外周方向に向かって迫出し乃至は引込み可能に組み付け、ハ
ウジングを中央の軸受け穴で作動軸の軸線上に嵌め合せてカムをラッチと相対配置し、ラ
ッチの誘導ピンをカムディスクのガイド穴に挿置させてラッチの迫出し側となるガイド穴
の斜め上端部に配置すると共に、付勢バネをカムとハウジングとの間に掛け止めてラッチ
をカムで迫出し方向に押圧支持し、また、カバーを中央の軸受け穴で作動軸の軸線上に嵌
め合せてカバーとハウジングとをすれ違い回転可能に組み付け、カバーのギヤ歯とラッチ
のギヤ歯とを噛合させてカバーとハウジングとをロック状態に保ち、
作動軸を一方向に回転させて保持すると、作動軸と同軸上のカムディスクを回転させてラ
ッチの誘導ピンをラッチの引込み側となるガイド穴の斜め下端部に受け入れ、ラッチをカ
ムディスクで引き込ませてカバーのギヤ歯とラッチのギヤ歯とを噛合解除し、カバーとハ
ウジングとのすれ違い回転可能なオフロック状態に保ち、一方、作動軸の回転保持を解除
すると、ラッチが付勢バネによるカムの押圧で迫り出てカバーのギヤ歯とラッチのギヤ歯
とを噛合し、カバーとハウジングとがロック状態に復帰する機構を備えるリクライニング
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装置において、
作動軸の軸線上に嵌め合せてカムディスクと相対するメモリーディスクを備えると共に、
所定のロック位置を定点と定め、ガイド穴の斜め上端部と定点で整合する中間点の穴部分
より作動軸の軸中心と同心円上の前後方向両側に連続させてガイド穴より長く、中間点の
穴部分を含む前穴部分をガイド穴の斜め上端部との延長線上で開孔するラッチの迫出し側
とし、後穴部分をガイド穴の斜め下端部との延長線上で開孔するラッチの引込み側とする
規制穴をメモリーディスクの板面に設け、ラッチの誘導ピンをガイド穴の斜め上端部から
中間点の穴部分に挿置させてカムディスクとメモリーディスクとを組み合わせ、
メモリーディスクの外周縁から突出する張出し片を設けると共に、その張出し片の両側で
所定の間隔を各々隔ててカバーの内側より立ち上がる一対の送り爪を張出し片と択一的に
当接可能に設け、メモリーディスクをカバーのすれ違い回転と同調させて作動軸の軸線上
で送り爪により正転方向乃至は逆転方向に回転可能に組み付けてなることを特徴とする定
点復帰機能付きリクライニング装置。
【請求項２】
円盤形のハウジングと、ギヤ歯を外周壁の内側面に設けた円盤形のカバーと、外周縁のギ
ヤ歯と側面より突出する誘導ピンとを設けたラッチと、ラッチを押圧し乃至は押圧解除可
能な輪郭形状のカムと、カム用の付勢バネと、カムと一体でハウジングの直径線と斜めに
交差する向きのガイド穴を板面に設けたカムディスクと、カムをカムディスクと一体に軸
線上に固定する作動軸とを備え、
ラッチをハウジングの内側で外周方向に向かって迫出し乃至は引込み可能に組み付け、ハ
ウジングを中央の軸受け穴で作動軸の軸線上に嵌め合せてカムをラッチと相対配置し、ラ
ッチの誘導ピンをカムディスクのガイド穴に挿置させてラッチの迫出し側となるガイド穴
の斜め上端部に配置すると共に、付勢バネをカムとハウジングとの間に掛け止めてラッチ
をカムで迫出し方向に押圧支持し、また、カバーを中央の軸受け穴で作動軸の軸線上に嵌
め合せてカバーとハウジングとをすれ違い回転可能に組み付け、カバーのギヤ歯とラッチ
のギヤ歯とを噛合させてカバーとハウジングとをロック状態に保ち、
ハウジングとカバーとをシートクッション側とシートバック側とに各々取付け固定し、カ
バーとハウジングとのロック状態から、シートバックをシートクッションの後部側で所定
の立付け姿勢に据付け設置し、
操作レバーをシートバックの側方に突き出る作動軸の片軸端に備え、その操作レバーを一
方向に回転させて保持すると、作動軸と同軸上のカムディスクを回転させてラッチの誘導
ピンをラッチの引込み側となるガイド穴の斜め下端部に受け入れ、ラッチをカムディスク
で引き込ませてカバーのギヤ歯とラッチのギヤ歯とを噛合解除し、カバーとハウジングと
のすれ違い回転可能なオフロック状態に保つことから、シートクッションに対するシート
バックの立付け姿勢を前倒し状態乃至は後倒し状態に姿勢換え可能に切り換わり、
一方、操作レバーの回転保持を解除すると、ラッチが付勢バネによるカムの押圧で迫り出
てカバーのギヤ歯とラッチのギヤ歯とを噛合し、カバーとハウジングとがロック状態に復
帰する機構を備える車両用シートにおいて、
作動軸の軸線上に嵌め合せてカムディスクと相対するメモリーディスクを備えると共に、
シートバックの立付け姿勢を保つ所定のロック位置を定点と定め、ガイド穴の斜め上端部
と定点で整合する中間点の穴部分より作動軸の軸中心と同心円上の前後方向両側に連続さ
せてガイド穴より長く、中間点の穴部分を含む前穴部分をガイド穴の斜め上端部との延長
線上で開孔するラッチの迫出し側としてシートバックを所定の後倒し状態まで姿勢換え可
能な長さに設定し、後穴部分をガイド穴の斜め下端部との延長線上で開孔するラッチの引
込み側としてシートバックを所定の前倒し状態まで姿勢換え可能な長さに設定した規制穴
をメモリーディスクの板面に設け、ラッチの誘導ピンをガイド穴の斜め上端部から中間点
の穴部分に挿置させてカムディスクとメモリーディスクとを組み合わせ、
メモリーディスクの外周縁から突出する張出し片を設けると共に、その張出し片の両側で
所定の間隔を各々隔ててカバーの内側より立ち上がる一対の送り爪を張出し片と択一的に
当接可能に設け、メモリーディスクをカバーのすれ違い回転と同調させて作動軸の軸線上



(3) JP 4135141 B2 2008.8.20

10

20

30

40

50

で送り爪により正転方向乃至は逆転方向に回転可能に組み付けた定点復帰機能付きのリク
ライニング装置を備えてなることを特徴とする車両用シート
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、シートバックを前倒し状態から立付け姿勢に姿勢換えする場合に、リクライニ
ング用の操作レバーを一方向に回転させて保持しなくても、所定の立付け姿勢まで立上げ
復帰させられる定点復帰機能付きリクライニング装置並びに同リクライニング装置を備え
る車両用シートに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
車両用シートにおいては、図１８で示すように円盤形のハウジング１０と、円盤形のカバ
ー１１と、一対のラッチ１２，１２’と、ラッチ用のカム１３と、二個の渦巻きバネでな
る付勢バネ１４，１４’と、カム１３と一体のカムディスク１５と、カム１３をカムディ
スク１５と一体に軸線上に取付け固定する作動軸１６とを備えて組み立てられるリクライ
ニング装置を装備するものがある。
【０００３】
そのリクライニング装置の構成部品中、ハウジング１０は、図１９で示すように円環状の
外周壁１０ａを有する円盤状に形成されている。内側面には、ラッチ１２，１２’を一つ
ずつ両側部からスライド可能に支持するガイドブロック１０ｂ，１０ｃ、１０ｂ’，１０
ｃ’と、渦巻きバネ１４，１４’の内端側を係合する支ピン１０ｄ，１０ｄ’とが設けら
れている。板面中央には、作動軸１６を挿通する軸受け穴１０ｅが設けられている。外側
面には、シートクッションフレームのブラケットプレートに溶接固定する複数の突起１０
ｆ…が設けられている。
【０００４】
カバー１１は、図２０で示すように円環状の外周壁１１ａを有する円盤状に形成されてい
る。そのカバー１１の外周壁１１ａは、ハウジング１０の外周壁１０ａと内側で嵌り合っ
てズレ動き可能な直径の相対的に小さいものに形成されている。この外周壁１１ａの内周
面には、円環状のギヤ歯１１ｂが設けられている。板面中央には、作動軸１６を挿通する
軸受け穴１１ｃが設けられている。外面側には、シートバックフレームのサイドプレート
に溶接固定する複数の突起１１ｄ…が設けられている。
【０００５】
ラッチ１２，１２’は、図２１で示すように両側辺がハウジング１０のガイドブロック１
０ｂ，１０ｃ、１０ｂ’，１０ｃ’でスライド自在に支持される略方形状を呈するよう形
成されている。その外周縁には、カバー１１のギヤ歯１１ｂと噛合い乃至は解除可能な円
弧形のギヤ歯１２ａ，１２ａ’が設けられている。このギヤ歯１２ａ，１２ａ’の相対側
には、数段の段差を付けて形成したカム１３の受け顎１２ｂ，１２ｂ’が設けられている
。また、カムディスク１５の後述するガイド穴に挿通する誘導ピン１２ｃ，１２ｃ’が板
面から側方に突出するよう設けられている。
【０００６】
カム１３は、図２２で示すようにラッチ１２，１２’を押圧する突上げ縁１３ａ，１３ａ
’と、ラッチ１２，１２’と引込み位置で当接する受け縁１３ｂ，１３ｂ’と、渦巻きバ
ネ１４，１４’の外端側を掛け止める止め縁１３ｃ，１３ｃ’とから曲線状の輪郭形状を
呈するよう形成されている。板面中央には、作動軸１６の軸線上に軸承固定される軸受け
片１６ａ（図１８参照）を嵌合せ固定する方形状の止め穴１３ｄが設けられている。また
、カムディスク１５と一体に固定する二つの突起１３ｅ，１３ｅ’が板中心を介して相対
位置の板面に設けられている。
【０００７】
カムディスク１５は、図２３で示すように円板状に形成されている。その板面には、ハウ
ジング１０の直径線Ｌと斜めに交差する向きのガイド穴１５ａ，１５ａ’が板中心を介し
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て相対位置で逆向きに設けられている。各ガイド穴１５ａ，１５ａ’は、斜め上端部１５
０，１５０’がラッチ１２，１２’の迫出し側となり、斜め下端部１５１，１５１’がラ
ッチ１２，１２’の引込み側となるよう設けられている。この他、カムディスク１５の板
面には軸受け片１６ａの止め穴１５ｂと、突起１３ｅ，１３ｅ’の止め穴１５ｃ，１５ｃ
’とが設けられている。
【０００８】
作動軸１６は、図２４で示すように操作レバーを嵌合せ固定するボス受け部１６ｂと、ハ
ウジング１０の外側にあてがい配置するカラー部１６ｃと、ハウジング１０の軸受け穴１
０ｅに挿通する支軸部１６ｄと、カム１３並びにカムディスク１５を軸受け片１６ａと一
体に固定すると共に、カバー１１の軸受け穴１１ｃに挿通する支軸部１６ｅと、カバー１
１の軸受け穴１１ｃより内方に突出させて枢軸シャフト（図示せず）を連結する支軸部１
６ｆとから形成されている。軸受け片１６ａは、作動軸１６の軸線上に嵌込み固定するよ
う別体に備え付けられている。
【０００９】
その構成部品中、カム１３は突起１３ｅ，１３ｅ’をカムディスク１５の止め穴１５ｃ，
１５ｃ’に嵌め込んで位置決めすることからカムディスク１５と一体に組み付けられる。
また、軸受け片１６ａはカム１３並びにカムディスク１５の止め穴１３ｄ，１５ｂに嵌め
込んでカム１３並びにカムディスク１５と三者一体に作動軸１６の軸線上に取付け固定さ
れる。
【００１０】
その各部品からリクライニング装置を組み立てるには、図２５で示すように作動軸１６を
操作レバーの支軸部１６ｆからハウジング１０の外側より軸受け穴１０ｅに挿通し、ハウ
ジング１０を作動軸１６の軸線上に軸承配置する。ラッチ１２，１２’は、両側辺をハウ
ジング１０のガイドブロック１０ｂ，１０ｃ、１０ｂ’，１０ｃ’でスライド自在に支持
し、ハウジング１０の外周方向に向かって迫出し乃至は引込み可能にハウジング１０の内
側に組み付ける。
【００１１】
カム１３並びにカムディスク１５は、軸受け片１６ａを作動軸１６の軸線上に嵌め合せて
一体に取付け固定する。そのカム１３はラッチ１２，１２’の内側から相対配置し、また
、ラッチ１２，１２’は誘導ピン１２ｃ，１２ｃ’をカムディスク１５のガイド穴１５ａ
，１５ａ’で迫出し側となる斜め上端部１５０，１５０’に挿置させてカムディスク１５
と組み付ける。渦巻きバネ１４，１４’は、カム１３とハウジング１０との間に掛け止め
てラッチ１２，１２’をカム１３で迫出し方向に押圧支持するよう組み付ける。
【００１２】
カバー１１は、中央の軸受け穴１１ｃで作動軸１６の軸線上に嵌め合せる。また、外周壁
１１ａをハウジング１０の内側に配置させて外周壁１０ａと嵌め合せることからハウジン
グ１０とをすれ違い回転可能に組み付ける。この組立状態では、カバー１１のギヤ歯１１
ｂとラッチ１２，１２’のギヤ歯１２ａ，１２ａ’とが噛合することから、カバー１１が
回転不能なロック状態に保つリクライニング装置として組み立てられる。
【００１３】
そのリクライニング装置を備えてリクライニングシートを構成する場合、図２６で示すよ
うにリクライニング装置１，１をシートバックフレーム２のサイドフレーム２ａ，２ｂと
シートクッションフレーム（図示せず）のブラケット３ａ，３ｂとの枢軸部両側に組付け
装備する。また、双方のリクライニング装置１，１を各作動軸の間に掛渡し連結する枢軸
シャフト４で同期に連動可能に組み合わせると共に、操作レバー５を片側のリクライニン
グ装置に備え付ければよい。
【００１４】
そのリクライニングシートにおいては、図２７で示すように渦巻き状のテンションスプリ
ング６（片側のみ図示）をサイドフレーム２ａ，２ｂとブラケット３ａ，３ｂとの間に掛
け渡し、操作レバー５をコイルスプリング７でブラケット３ａに引張支持し、リクライニ
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ング装置１，１を操作レバー５の引上げ操作で解除することから、シートバックの着座姿
勢を前後に角度調整しまたは完全な前倒しし乃至は後倒し状態に姿勢換え可能なラウンド
式のものとして構成できる。
【００１５】
詳しくは、使用者が操作レバー５を一方向に回転させて保持すると、図２８で示すように
作動軸１６と同軸上のカムディスク１３が回転し、ラッチ１２，１２’の誘導ピン１２ｃ
，１２ｃ’をガイド穴１５ａ，１５ａ’の斜め下端部１５１，１５１’に受け入れ、ラッ
チ１２，１２’をカムディスク１５で引き込ませてカバー１１のギヤ歯１１ｂとラッチ１
２，１２’のギヤ歯１２ａ，１２ａ’とが噛合解除することから、カバー１１がハウジン
グ１０とすれ違い回転可能なオフロック状態になる。
【００１６】
それにより、使用者が操作レバー５を回転保持したままであると、リクライニング装置が
シートクッションに対するシートバックの立付け姿勢を前倒し状態乃至は後倒し状態に姿
勢換え可能に切り換わる。一方、使用者が操作レバーから手を離すと、ラッチ１２，１２
’が渦巻きバネ１４，１４’のバネ力によるカム１３の押圧で迫り出し、カバー１１のギ
ヤ歯１１ｂとラッチ１２，１２’のギヤ歯１２ａ，１２ａ’とが噛合することから、カバ
ー１１が回転不能なロック状態に復帰するようになる。
【００１７】
このラウンド式のリクライニング装置では、使用者が操作レバーを回転させて保持してい
れば、シートバックの立付け姿勢を前倒し状態乃至は後倒し状態といずれの位置にでも姿
勢換えできる。然し、シートバックの姿勢を換えるには、使用者が操作レバーを継続的に
保持したままでなければならない。また、シートバックを標準的な立付け姿勢に戻すには
使用者の目測に頼って標準位置を定めなければならない。更に、シートバックの前倒しに
伴ってはテンションスプリングのバネ力が作用するため、シートバックの前倒れ位置を規
制するストッパが必要となる（参考文献１）。
【００１８】
【参考文献１】
特開２００２－１０８５０号
【００１９】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、少なくともシートバックを前倒し状態から立付け姿勢に姿勢換えする際に、使
用者がリクライニング用の操作レバーを回転保持していなくても、所定の立付け姿勢まで
立上げ復帰させられる定点復帰機能付きのリクライニング装置並びに同リクライニング装
置を備える車両用シートを提供することを目的とする。
【００２０】
それと共に、シートバックの立付け姿勢から後倒し姿勢の角度領域内ではどの位置でも所
定通りのロック状態に保て、また、シートバックの前倒し位置，後倒し位置を自動的に規
制可能な定点復帰機能付きのリクライニング装置並びに同リクライニング装置を備える車
両用シートを提供することを目的とする。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
本発明の請求項１に係る定点復帰機能付きリクライニング装置においては、円盤形のハウ
ジングと、ギヤ歯を外周壁の内側面に設けた円盤形のカバーと、外周縁のギヤ歯と側面よ
り突出する誘導ピンとを設けたラッチと、ラッチを押圧し乃至は押圧解除可能な輪郭形状
のカムと、カム用の付勢バネと、カムと一体でハウジングの直径線と斜めに交差する向き
のガイド穴を板面に設けたカムディスクと、カムをカムディスクと一体に軸線上に固定す
る作動軸とを備え、
ラッチをハウジングの内側で外周方向に向かって迫出し乃至は引込み可能に組み付け、ハ
ウジングを中央の軸受け穴で作動軸の軸線上に嵌め合せてカムをラッチと相対配置し、ラ
ッチの誘導ピンをカムディスクのガイド穴に挿置させてラッチの迫出し側となるガイド穴
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の斜め上端部に配置すると共に、付勢バネをカムとハウジングとの間に掛け止めてラッチ
をカムで迫出し方向に押圧支持し、また、カバーを中央の軸受け穴で作動軸の軸線上に嵌
め合せてカバーとハウジングとをすれ違い回転可能に組み付け、カバーのギヤ歯とラッチ
のギヤ歯とを噛合させてカバーとハウジングとをロック状態に保ち、
作動軸を一方向に回転させて保持すると、作動軸と同軸上のカムディスクを回転させてラ
ッチの誘導ピンをラッチの引込み側となるガイド穴の斜め下端部に受け入れ、ラッチをカ
ムディスクで引き込ませてカバーのギヤ歯とラッチのギヤ歯とを噛合解除し、カバーとハ
ウジングとのすれ違い回転可能なオフロック状態に保ち、一方、作動軸の回転保持を解除
すると、ラッチが付勢バネによるカムの押圧で迫り出てカバーのギヤ歯とラッチのギヤ歯
とを噛合し、カバーとハウジングとがロック状態に復帰する機構を備えるもので、
作動軸の軸線上に嵌め合せてカムディスクと相対するメモリーディスクを備えると共に、
所定のロック位置を定点と定め、ガイド穴の斜め上端部と定点で整合する中間点の穴部分
より作動軸の軸中心と同心円上の前後方向両側に連続させてガイド穴より長く、中間点の
穴部分を含む前穴部分をガイド穴の斜め上端部との延長線上で開孔するラッチの迫出し側
とし、後穴部分をガイド穴の斜め下端部との延長線上で開孔するラッチの引込み側とする
規制穴をメモリーディスクの板面に設け、ラッチの誘導ピンをガイド穴の斜め上端部から
中間点の穴部分に挿置させてカムディスクとメモリーディスクとを組み合わせ、
メモリーディスクの外周縁から突出する張出し片を設けると共に、その張出し片の両側で
所定の間隔を各々隔ててカバーの内側より立ち上がる一対の送り爪を張出し片と択一的に
当接可能に設け、メモリーディスクをカバーのすれ違い回転と同調させて作動軸の軸線上
で送り爪により正転方向乃至は逆転方向に回転可能に組み付けることにより構成されてい
る。
【００２２】
本発明の請求項２に係る車両用シートにおいては、円盤形のハウジングと、ギヤ歯を外周
壁の内側面に設けた円盤形のカバーと、外周縁のギヤ歯と側面より突出する誘導ピンとを
設けたラッチと、ラッチを押圧し乃至は押圧解除可能な輪郭形状のカムと、カム用の付勢
バネと、カムと一体でハウジングの直径線と斜めに交差する向きのガイド穴を板面に設け
たカムディスクと、カムをカムディスクと一体に軸線上に固定する作動軸とを備え、
ラッチをハウジングの内側で外周方向に向かって迫出し乃至は引込み可能に組み付け、ハ
ウジングを中央の軸受け穴で作動軸の軸線上に嵌め合せてカムをラッチと相対配置し、ラ
ッチの誘導ピンをカムディスクのガイド穴に挿置させてラッチの迫出し側となるガイド穴
の斜め上端部に配置すると共に、付勢バネをカムとハウジングとの間に掛け止めてラッチ
をカムで迫出し方向に押圧支持し、また、カバーを中央の軸受け穴で作動軸の軸線上に嵌
め合せてカバーとハウジングとをすれ違い回転可能に組み付け、カバーのギヤ歯とラッチ
のギヤ歯とを噛合させてカバーとハウジングとをロック状態に保ち、
ハウジングとカバーとをシートクッション側とシートバック側とに各々取付け固定し、カ
バーとハウジングとのロック状態から、シートバックをシートクッションの後部側で所定
の立付け姿勢に据付け設置し、
操作レバーをシートバックの側方に突き出る作動軸の片軸端に備え、その操作レバーを一
方向に回転させて保持すると、作動軸と同軸上のカムディスクを回転させてラッチの誘導
ピンをラッチの引込み側となるガイド穴の斜め下端部に受け入れ、ラッチをカムディスク
で引き込ませてカバーのギヤ歯とラッチのギヤ歯とを噛合解除し、カバーとハウジングと
のすれ違い回転可能なオフロック状態に保つことから、シートクッションに対するシート
バックの立付け姿勢を前倒し状態乃至は後倒し状態に姿勢換え可能に切り換わり、
一方、操作レバーの回転保持を解除すると、ラッチが付勢バネによるカムの押圧で迫り出
てカバーのギヤ歯とラッチのギヤ歯とを噛合し、カバーとハウジングとがロック状態に復
帰する機構を備えるもので、
作動軸の軸線上に嵌め合せてカムディスクと相対するメモリーディスクを備えると共に、
シートバックの立付け姿勢を保つ所定のロック位置を定点と定め、ガイド穴の斜め上端部
と定点で整合する中間点の穴部分より作動軸の軸中心と同心円上の前後方向両側に連続さ
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せてガイド穴より長く、中間点の穴部分を含む前穴部分をガイド穴の斜め上端部との延長
線上で開孔するラッチの迫出し側としてシートバックを所定の後倒し状態まで姿勢換え可
能な長さに設定し、後穴部分をガイド穴の斜め下端部との延長線上で開孔するラッチの引
込み側としてシートバックを所定の前倒し状態まで姿勢換え可能な長さに設定した規制穴
をメモリーディスクの板面に設け、ラッチの誘導ピンをガイド穴の斜め上端部から中間点
の穴部分に挿置させてカムディスクとメモリーディスクとを組み合わせ、
メモリーディスクの外周縁から突出する張出し片を設けると共に、その張出し片の両側で
所定の間隔を各々隔ててカバーの内側より立ち上がる一対の送り爪を張出し片と択一的に
当接可能に設け、メモリーディスクをカバーのすれ違い回転と同調させて作動軸の軸線上
で送り爪により正転方向乃至は逆転方向に回転可能に組み付けることにより構成されてい
る。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、図１～図１７を参照して説明すると、図示実施の形態に係るリクライニング装置は
、図１８～図２４で示すものと同じ各部品を備えると共に、図１で示すようにメモリーデ
ィスク１７並びにあてがいプレート１８を付加部品として備えることにより組み立てられ
ている。この部品中、共通の各部品は同じ符号で示す。但し、その部品の詳細については
上述した記載を兼ねることから更なる説明は省く。
【００２４】
メモリーディスク１７は、図２で示すように円板状に形成されている。その板面には、制
御穴１７ａ，１７ａ’が板中心を介して相対する板面位置で逆向きに設けられている。ま
た、板外周縁の相対位置には張出し片１７ｂ，１７ｂ’（以下、「組立図」並びに「動作
説明図」中には「斜線」を付けて示す。）が外方に突出するよう設けられている。板面中
央には、作動軸１６の支軸部１６ｅを挿通する通し穴１７ｃが設けられている。
【００２５】
制御穴１７ａ，１７ａ’は、シートバックの標準的な立付け姿勢を保つロック位置を定点
と定めてガイド穴１５ａ，１５ａ’より長く設けられている。それは、カムディスク１５
のガイド穴１５ａ，１５ａ’の斜め上端部１５０，１５０’と定点で整合する中間点の穴
部分１７０，１７０’より作動軸１６の軸中心と同心円上の前後方向両側に連続するよう
設けられている。
【００２６】
その中間点の穴部分１７０，１７０’を含む前穴部分１７１，１７１’は、ガイド穴１５
ａ，１５ａ’の斜め上端部１５０，１５０’との延長線上で開孔するラッチ１２，１２’
の迫出し側としてシートバックを所定の後倒し状態まで姿勢換え可能な長さに設定されて
いる。後穴部分１７２，１７２’は、ガイド穴１５ａ，１５ａ’の斜め下端部１５１，１
５１’との延長線上で開孔するラッチ１２，１２’の引込み側としてシートバックを所定
の前倒し状態まで姿勢換え可能な長さに設定されている。
【００２７】
あてがいプレート１８は、図３で示すように円板状に形成されている。そのあてがいプレ
ート１８の外周縁には、一対の送り爪１８ａ，１８ｂ、１８ａ’，１８ｂ’がメモリーデ
ィスク１７の外周縁に設けた張出し片１７ｂ，１７ｂ’の両側で所定の間隔を各々隔てて
立ち上がるよう設けられている。また、板面内にはあてがいプレート１８をカバー１１と
一体に固定する切起し爪１８ｃ，１８ｄ、１８ｃ’，１８ｄ’が送り爪１８ａ，１８ｂ、
１８ａ’，１８ｂ’と逆方向に立ち上げて設けられている。この他、板面中央には作動軸
１６の支軸部１６ｅを挿通する通し穴１８ｅが設けられている。
【００２８】
メモリーディスク１７は、図４並びに図５で示すように作動軸１６の支軸部１６ｅを通し
穴１７ｃに挿通させてカムディスク１５と相対するよう組み付けられている。また、ラッ
チ１２，１２’の誘導ピン１２ｃ，１２ｃ’をガイド穴１５ａ，１５ａ’の斜め上端部１
５０，１５０’から制御穴１７ａ，１７ａ’の中間点の穴部分１７０，１７０’に挿置す
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ることによりカムディスク１５と組み合わされている。
【００２９】
あてがいプレート１８は、複数の突起１１ｄ…を突出し設けたことによる凹部（符号なし
）に対し、切起し爪１８ｃ，１８ｄ、１８ｃ’，１８ｄ’を係合固定することからカバー
１１の内側に一体に取り付けられている。また、一対の送り爪１８ａ，１８ｂ、１８ａ’
，１８ｂ’をメモリーディスク１７の外周縁から突出する張出し片１７ｂ，１７ｂ’と択
一的に当接可能に配置し、メモリーディスク１７をカバー１１のすれ違い回転と同調させ
て作動軸１６の軸線上で正転方向（図５中、反時計方向）乃至は逆転方向（図５中、時計
方向）に回転可能に組み付けられている。
【００３０】
ハウジング１０とカバー１１とは、嵌合せリング１９ａ，１９ｂを各々外側から被せて互
いに嵌着することからカバー１１をハウジング１０と相対させてすれ違い回転可能に組み
立てられている。なお、送り爪１８ａ，１８ｂ、１８ａ’，１８ｂ’をカバー１１の内側
から直に立ち上げて設ければ、あてがいプレート１８は構成部品として省略できる。
【００３１】
そのリクライニング装置は、図２６並びに図２７で示すと同様に、ハウジング１０をシー
トクッションのブラケットプレートにあてがい固定すると共に、カバー１１をシートバッ
クフレームのサイドフレームにあてがい固定することから、シートクッションとシートバ
ックとの枢軸部に備え付けられる。また、ロック状態を操作レバーで解除することから、
シートバックを姿勢換えするときはカバー１１がハウジング１０と相対的にすれ違い回転
するよう備え付けられる。
【００３２】
このリクライニング装置を備える車両用シートにおいては、図６で示すようにシートバッ
クの標準的な立付け（着座）姿勢にある状態をＡ点（定点）と定め、略直立の立付け姿勢
にある状態をＢ点とし、前倒し途上の前傾姿勢にある状態をＣ点とし、前死点の前倒し姿
勢にある状態をＤ点とし、後死点の後倒し姿勢にある状態をＥ点とし、以下、リクライニ
ング装置の動作状態を説明する。
【００３３】
シートバックの標準的な立付け姿勢にある状態のＡ点（定点）では、図７で示すようにカ
ム１３が渦巻きバネ１４，１４’でバネ偏倚されてラッチ１２，１２’を押圧することか
ら、ラッチ１２，１２’がカム１３で迫り出されているため、ラッチ１２，１２’のギヤ
歯１２ａ，１２ａ’がカバー１１のギヤ歯１１ｂと噛合することにより、シートバックは
カバー１１が回転不能なロック状態に保たれている。
【００３４】
このとき、ラッチ１２，１２’の誘導ピン１２ｃ，１２ｃ’は、ガイド穴１５ａ，１５ａ
’の斜め上端部１５０，１５０’に位置すると共に、制御穴１７ａ，１７ａ’の中間点の
穴部分１７０，１７０’に位置するよう設定されている。また、メモリーディスク１７の
正転用送り爪１８ａ，１８ａ’はメモリーディスク１７の張出し片１７ｂ，１７ｂ’から
間隔を隔てて離間位置するよう設定されている。
【００３５】
シートバックをＡ点から略直立姿勢のＢ点に起こすべく、操作レバーを回転操作すると、
図８で示すように作動軸１６が時計方向に回転すると共に、作動軸１６と同軸上に固定さ
れているカム１３並びにカムディスク１５が同方向に回転する。これにより、カム１３が
ラッチ１２，１２’の押圧を解除する方向に逃げ回転する。また、カムディスク１５がラ
ッチ１２，１２’の誘導ピン１２ｃ，１２ｃ’をガイド穴１５ａ，１５ａ’の斜め下端部
１５１，１５１’に受入れることから、ラッチ１２，１２’が引っ込み、ラッチ１２，１
２’のギヤ歯１２ａ，１２ａ’がカバー１１のギヤ歯１１ｂと噛合解除することにより、
カバー１１が回転可能なロックオフ状態になる。
【００３６】
そのカバー１１がロックオフ状態になると、図９で示すようにカバー１１がハウジング１
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０とすれ違い回転可能となるから、使用者が操作レバーを回転させたまま手で握っていれ
ば、シートバックを標準的な立付け姿勢のＡ点から略直立姿勢のＢ点に起こせる。このシ
ートバックの起こしに伴っては、カバー１１がハウジング１０とすれ違い回転するため、
メモリーディスク１７の正転用送り爪１８ａ，１８ａ’がメモリーディスク１７の張出し
片１７ｂ，１７ｂ’と当接するようズレ動く。
【００３７】
そのシートバックの起立位置において、使用者が操作レバーから手を離すと、カム１３が
渦巻きバネ１４，１４’のバネ力に対抗する力を失うことから、図１０で示すようにカム
１３がラッチ１２，１２’を押圧する方向に戻り回転し、カムディスク１５並びにラッチ
１２，１２’、作動軸１６を含めて元の状態に復帰動する。このため、ラッチ１２，１２
’のギヤ歯１２ａ，１２ａ’がカバー１１のギヤ歯１１ｂと噛合し、カバー１１が回転不
能なロック状態になる。そのシートバックをＢ点の略直立状態でもロック状態に保てれば
、シートクッションのチップアップ可能な車両用シートを構成するにも対応できる。
【００３８】
一方、使用者が操作レバーを手で握って回転保持し続けることからカバー１１の回転可能
なロックオフ状態を保ち、または、図１１で示すように作動軸１６をレバー操作で再度回
転させてカバー１１の回転可能なロックオフ状態にすると、シートバックをＢ点からＣ点
に更に前倒しできる。このシートバックの前倒しに伴って、カバー１１がハウジング１０
とすれ違い回転し、メモリーディスク１７の正転用送り爪１８ａ，１８ａ’がメモリーデ
ィスク１７の張出し片１７ｂ，１７ｂ’を押し送りするため、メモリーディスク１７を作
動軸１６の軸線上で従動回転させられる。
【００３９】
そのメモリーディスク１７が回転する途上では、図１２で示すようにラッチ１２，１２’
の誘導ピン１２ｃ，１２ｃ’がガイド穴１５ａ，１５ａ’の斜め下端部１５１，１５１’
に受入れられたままで制御穴１７ａ，１７ａ’の中間点の穴部分１７０から後穴部分１７
２，１７２’，即ち、ガイド穴１５ａ，１５ａ’の斜め下端部１５１，１５１’との延長
線上で開孔するラッチ１２，１２’の引込み側に受入れられる。このため、カバー１１が
回転可能なロックオフ状態に保たれることから、以降は使用者が操作レバーから手を離し
てもシートバックをＣ点からＤ点まで前倒しできる。
【００４０】
シートバックが前死点の前倒し姿勢のＤ点に達すると、図１３で示すようにラッチ１２，
１２’の誘導ピン１２ｃ，１２ｃ’がガイド穴１５ａ，１５ａ’の斜め下端部１５１，１
５１’に受入れられたままで制御穴１７ａ，１７ａ’の後穴部分１７２，１７２’で最終
点に達することから、シートバックはオフロック状態でシートバックフレームのサイドフ
レームとシートクッションフレームのブラケットとの間に掛け渡されたテンションスプリ
ングで前倒し状態に保持される。
【００４１】
そのＤ点でも、シートバックはラッチ１２，１２’の誘導ピン１２ｃ，１２ｃ’が制御穴
１７ａ，１７ａ’の後穴部分１７２，１７２’で受入れられたままで引込み位置に保持さ
れているからオフロック状態に保たれる。また、Ｄ点における前死点は、制御穴１７ａ，
１７ａ’の後穴部分１７２，１７２’で規制されるため、テンションスプリングの付勢力
によるシートバックの前倒れ位置を規制するストッパ等を設けなくてもよい。
【００４２】
シートバックを前倒し姿勢のＤ点から立付け姿勢のＡ点に戻すときは、上述した如くオフ
ロック状態に保たれているため、使用者はレバー操作を行わずにシートバックを起こすだ
けでよい。このシートバックを起こす途上では、カバー１１が時計方向にすれ違い回転す
るから、今度は、図１４で示すようにメモリーディスク１７の逆転用送り爪１８ｂ，１８
ｂ’がメモリーディスク１７の張出し片１７ｂ，１７ｂ’と当接する。
【００４３】
その逆転用送り爪１８ｂ，１８ｂ’がメモリーディスク１７の張出し片１７ｂ，１７ｂ’
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と当接し、シートバックをなおも起こすことから、シートバックが略直立姿勢のＢ点に達
すると、図１５で示すようにメモリーディスク１７が復帰回転するが、ラッチ１２，１２
’の誘導ピン１２ｃ，１２ｃ’が制御穴１７ａ，１７ａ’の後穴部分１７２，１７２’で
受入れられたままであるから、略直立姿勢のＢ点においてもオフロック状態に保たれてい
る。
【００４４】
シートバックが元のＡ点に戻ると、メモリーディスク１７がラッチ１２，１２’の誘導ピ
ン１２ｃ，１２ｃ’を制御穴１７ａ，１７ａ’の中間点の穴部分１７０，１７０’に受け
入れる状態となると共に、カム１３が渦巻きバネ１４，１４’のバネ力でラッチ１２，１
２’を押圧する方向に戻り回転し、ラッチ１２，１２’のギヤ歯１２ａ，１２ａ’がカバ
ー１１のギヤ歯１１ｂと噛合し、カバー１１が回転不能なロック状態になるから、シート
バックは元の定点であるＡ点でロック状態に戻る。
【００４５】
シートバックを後倒しするときは、使用者がレバー操作し、図１６で示すようにラッチ１
２，１２’のギヤ歯１２ａ，１２ａ’とカバー１１のギヤ歯１１ｂとを噛合解除させてカ
バー１１の回転可能なオフロック状態にし、シートバックを後に倒せば、逆転用送り爪１
８ｂ，１８ｂ’がメモリーディスク１７の張出し片１７ｂ，１７ｂ’と当接することから
メモリーディスク１７を時計方向に回転させ、ラッチ１２，１２’の誘導ピン１２ｃ，１
２ｃ’を制御穴１７ａ，１７ａ’の前穴部分１７１，１７１’で受け入れる。
【００４６】
そのラッチ１２，１２’の誘導ピン１２ｃ，１２ｃ’を制御穴１７ａ，１７ａ’の前穴部
分１７１，１７１’で受け入れた状態では、前穴部分１７１，１７１’がガイド穴１５ａ
，１５ａ’の斜め上端部１５０，１５０’との延長線上で開孔するラッチ１２，１２’の
迫出し側として設けられているため、使用者が操作レバーから手を離すと、図１７で示す
ようにカム１３が渦巻きバネ１４，１４’のバネ力でラッチ１２，１２’を押圧する方向
に戻り回転し、ラッチ１２，１２’のギヤ歯１２ａ，１２ａ’がカバー１１のギヤ歯１１
ｂと噛合する。このため、シートバックはＡ点からＥ点までのいずれの角度範囲において
もロック状態に保てる。
【００４７】
総合すると、Ａ点からＢ点までの前倒し並びにＡ点からＥ点までの後倒しを行うときは、
ラウンド式のリクライニング装置と同様に、操作レバーの回転操作乃至は保持解除により
ロック状態乃至はオフロック状態に切り換えられる領域となる。一方、Ｂ点からＤ点まで
の前倒し並びにＤ点からＡ点までの立て起こしを行うときはレバー操作を行なわなくても
オフロック状態に保たれる領域となる。特に、Ｄ点からＡ点までの立て起こしはレバー操
作なしで定点に戻せる定点復帰機能を発揮する。
【００４８】
上述した実施の形態は、定点をシートバックの標準的な着座姿勢に基づいて定めたが、こ
の定点は車両用シートの使用から必要に応じて適宜な位置に設定するようにできる。
【００４９】
【発明の効果】
以上の如く、本発明に係る定点復帰機能付きリクライニング装置並びに同リクライニング
装置を備える車両用シートに依れば、ラッチをハウジングの内側で迫出し乃至は引込み可
能に組み付け、ハウジングを作動軸の軸線上に嵌め合せてカムをラッチと相対配置し、ラ
ッチの誘導ピンをカムディスクのガイド穴に挿置すると共に、ラッチをバネで付勢するカ
ムで迫出し方向に押圧支持し、また、カバーを作動軸の軸線上に嵌め合せてカバーとハウ
ジングとをすれ違い回転可能に組み付け、カバーのギヤ歯とラッチのギヤ歯とを噛合させ
、
更に、カムディスクと相対するメモリーディスクを備えると共に、所定のロック位置を定
点と定め、ガイド穴の斜め上端部と定点で整合する中間点の穴部分より前後方向に連続す
る規制穴をメモリーディスクの板面に設け、ラッチの誘導ピンをラッチの迫出し側となる
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ガイド穴の斜め上端部から中間点の穴部分に挿置させてカムディスクとメモリーディスク
とを組み合わせ、メモリーディスクから突出させて張出し片を設けると共に、張出し片の
両側より択一的に当接可能な一対の送り爪をカバーの内側より立ち上げ、メモリーディス
クをカバーのすれ違い回転と同調させて送り爪で正転方向乃至は逆転方向に回転可能に組
み付けることから、ラッチの誘導ピンを制御穴の後穴死点まで受入れたシートバックの前
倒し状態から定点まで起し戻すような作業をカバーの回転可能なオフフロック状態で簡単
に行なえ、また、作動軸を中心とする回転前死点乃至は後死点を制御穴で確実に規制可能
に構成できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るリクライニング装置の組立部品を展開させて示す斜視図である。
【図２】図１のリクライニング装置を構成するメモリーディスクを示す側面図である。
【図３】図１のリクライニング装置を構成するあてがいプレートを示す側面図である。
【図４】図１のリクライニング装置を組立状態で示す横断面図である。
【図５】図１のリクライニング装置を組立状態で示す側断面図である。
【図６】図１のリクライニング装置を備える車両用シートの前倒し乃至は後倒し状態を示
す説明図である。
【図７】図６の標準的なシートバックの立付け姿勢時におけるリクライニング装置の内部
構造を示す説明図である。
【図８】図７のリクライニング装置からレバー操作によるロック解除した同装置の内部構
造を示す説明図である。
【図９】図８のリクライニング装置からシートバックを前倒し状態の同装置の内部構造を
示す説明図である。
【図１０】図９のリクライニング装置から操作レバーの回転保持を解除した状態の同装置
の内部構造を示す説明図である。
【図１１】図１０のリクライニング装置からレバー操作によるロック解除した状態の同装
置の内部構造を示す説明図である。
【図１２】図１１のリクライニング装置からシートバックを前倒し状態の同装置の内部構
造を示す説明図である。
【図１３】図１２のリクライニング装置からシートバックを前死点まで前倒し状態の同装
置の内部構造を示す説明図である。
【図１４】図１３のリクライニング装置からシートバックを後に起こす途上の同装置の内
部構造を示す説明図である。
【図１５】図１４のリクライニング装置からシートバックを標準的な立付け姿勢に戻す直
前の同装置の内部構造を示す説明図である。
【図１６】図６の標準的なシートバックの立付け姿勢時から後倒した状態のリクライニン
グ装置の内部構造を示す説明図である。
【図１７】図１６のリクライニング装置からシートバックを後死点まで後倒し状態の同装
置の内部構造を示す説明図である。
【図１８】従来の一例に係るリクライニング装置の組立部品を展開させて示す斜視図であ
る。
【図１９】図１８のリクライニング装置を構成するハウジングを内側から示す側面図であ
る。
【図２０】図１８のリクライニング装置を構成するカバーを内側から示す側面図である。
【図２１】図１８のリクライニング装置を構成するラッチを示す側面図である。
【図２２】図１８のリクライニング装置を構成するカム並びに渦巻きバネを示す側面図で
ある。
【図２３】図８１のリクライニング装置を構成するカムディスクを示す側面図である。
【図２４】図１８のリクライニング装置を構成する作動軸を示す側面図である。
【図２５】図１８のリクライニング装置を組立状態で示す側断面図である。
【図２６】図１８のリクライニング装置を備える車両用シートを示す正面図である。
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【図２７】図１８のリクライニング装置を備える車両用シートを示す側面図である。
【図２８】図２５のリクライニング装置からレバー操作によるロック解除した状態の同装
置の内部構造を示す説明図である。
【符号の説明】
１，１　　　　　　　リクライニング装置
２　　　　　　　　　シートバックフレーム
３ａ，３ｂ　　　　　シートクッションフレーム（ブラケット）
４　　　　　　　　　枢軸シャフト
５　　　　　　　　　操作レバー
１０　　　　　　　　ハウジング
１１　　　　　　　　カバー
１１ｂ　　　　　　　カバーのギヤ歯
１２　　　　　　　　ラッチ
１２ａ　　　　　　　ラッチのギヤ歯
１３　　　　　　　　カム
１４　　　　　　　　付勢バネ
１５　　　　　　　　カムディスク
１５ａ　　　　　　　ガイド穴
１５０　　　　　　　ガイド穴の斜め上端部
１５１　　　　　　　ガイド穴の斜め下端部
１６　　　　　　　　作動軸
１７　　　　　　　　メモリーディスク
１７ａ　　　　　　　制御穴
１７ｂ　　　　　　　張出し片
１７０　　　　　　　制御穴の中間点の穴部分
１７１　　　　　　　制御穴の後穴部分
１７２　　　　　　　制御穴の前穴部分
１８ａ，１８ｂ　　　一対の送り爪
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