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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に後突が発生したときの弾みによって乗員がシートバックに沈み込むことでシート
バック内部の受圧部材を作動させ、この作動させた受圧部材によってヘッドレストを乗員
の後頭部側に向けて飛び出させるアクティブヘッドレストと、
　シートバックに背凭れした乗員の腰椎部を支持可能に、シートバック内部に幅方向を軸
方向とする軸回りに揺動可能に組み付けられたランバーサポートと、を備えた車両用シー
トであって、
　受圧部材の作動量を検出可能なセンサを備えており、
　このセンサが検出した作動量が乗員の背凭れの初期荷重による作動範囲内であれば、こ
のセンサが検出した作動量に応じてランバーサポートの揺動量を決定する制御装置を備え
ており、
　制御装置は、センサが検出した作動量が小さければ、ランバーサポートの揺動量を少な
く決定する制御を行い、センサが検出した作動量が中程度であれば、ランバーサポートの
揺動量を中程度に決定する制御を行い、センサが検出した作動量が大きければ、ランバー
サポートの揺動量を多く決定する制御を行うことを特徴とする車両用シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用シートに関し、詳しくは、ヘッドレストを乗員の後頭部側に向けて飛
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び出させるアクティブヘッドレストと、乗員の腰椎部を支持するランバーサポートとを備
えた車両用シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両に後突が発生すると、車両用シートのヘッドレストのうち、乗員の後頭部を
支承する部位（支承板）を乗員の後頭部側に向けて瞬時に飛び出させるヘッドレスト（い
わゆる、アクティブヘッドレスト）が既に知られている。ここで、下記特許文献１には、
車両に後突が発生したときの弾みによって車両用シート着座した乗員がシートバックに沈
み込むことでシートバック内部の受圧部材（加圧板）を作動させ、この作動させた受圧部
材によって支承板を飛び出させる技術が開示されている。これにより、車両に後突が発生
したときでも、乗員の後頭部に生じる衝撃を低減させ安全性を向上させることができる。
また、下記特許文献２には、上述した特許文献１で説明した支承板を飛び出させる技術に
、さらに、乗員の腰椎部を支持するランバーサポートを備えた技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３１４００７号公報
【特許文献２】特開２００２－３４５５９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した特許文献２では、ランバーサポートの位置調節（着座状態で体
格に適した位置で腰椎部を支持するようにランバーサポートを揺動させて調節すること）
は、乗員自身の手によって行われる構造となっていた。そのため、この位置調節が煩わし
い作業となっており、改善することが求められていた。
【０００５】
　本発明は、このような課題を解決しようとするもので、その目的は、ランバーサポート
の位置調節を簡便に行うことができる車両用シートを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記の目的を達成するためのものであって、以下のように構成されている。
請求項１に記載の発明は、車両に後突が発生したときの弾みによって乗員がシートバック
に沈み込むことでシートバック内部の受圧部材を作動させ、この作動させた受圧部材によ
ってヘッドレストを乗員の後頭部側に向けて飛び出させるアクティブヘッドレストと、シ
ートバックに背凭れした乗員の腰椎部を支持可能に、シートバック内部に幅方向を軸方向
とする軸回りに揺動可能に組み付けられたランバーサポートと、を備えた車両用シートで
あって、受圧部材の作動量を検出可能なセンサを備えており、このセンサが検出した作動
量が乗員の背凭れの初期荷重による作動範囲内であれば、このセンサが検出した作動量に
応じてランバーサポートの揺動量を決定する制御装置を備えており、制御装置は、センサ
が検出した作動量が小さければ、ランバーサポートの揺動量を少なく決定する制御を行い
、センサが検出した作動量が中程度であれば、ランバーサポートの揺動量を中程度に決定
する制御を行い、センサが検出した作動量が大きければ、ランバーサポートの揺動量を多
く決定する制御を行うことを特徴とする。
　この構成によれば、乗員の背凭れの初期荷重に応じてランバーサポートを揺動させるこ
とができる。そのため、乗員の手を煩わすことなく乗員の体格に合った位置にランバーサ
ポートを揺動させることができる。したがって、ランバーサポートの位置調節を簡便に行
うことができる。
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【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、本発明の実施例に係る車両用シートを適用させた車両の全体斜視図であ
る。
【図２】図２は、図１の車両用シートの骨格を示す全体斜視図である。
【図３】図３は、図２のクラッチ機構の全体斜視図である。
【図４】図４は、図２のクラッチ機構の側面模式図である。
【図５】図５は、図２のクラッチ機構の正面模式図である。
【図６】図６は、図４において、乗員の背凭れの初期荷重が作用した状態を説明する図で
ある。
【図７】図７は、図１の車両用シートの作用を説明する側面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明を実施するための形態を図１～７を用いて説明する。なお、図２では、シ
ートクッション１０、シートバック２０およびアクティブヘッドレスト３０から構成され
る車両用シートの内部構造を分かり易く示すために、これらのクッション構造および表皮
構造を省略し内部のフレーム構造のみを示している。また、以下の説明にあたって、上、
下、前、後、左、右とは、上述した各図に記載した、上、下、前、後、左、右の方向、す
なわち、車両１を基準にしたときの上、下、前、後、左、右の方向を示している。
【０００９】
　まず、図１を参照して、本発明の実施例に係る車両１の概略構成を説明する。この車両
１は、例えば、公知の乗用車であり、複数の車両用シート（運転席２、助手席３および後
部座席４）を備えている。なお、以下の実施例では、本発明の車両用シートの例として、
この助手席３を例に説明することとする。
【００１０】
　次に、図２、３を参照して、助手席３の全体構成を説明する。なお、残りの座席（運転
席２、後部座席４）は公知の座席であるため、その詳細な説明は省略することとする。こ
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の助手席３は、乗員が着座するシートクッション１０と、着座した乗員の背凭れ部となる
シートバック２０と、着座した乗員の後頭部を支承するアクティブヘッドレスト３０とか
ら構成されている。以下に、これら各構成部材１０、２０、３０の内部構造を個別に説明
していく。
【００１１】
　はじめに、シートクッション１０の内部構造について説明する。シートクッション１０
の内部は、シートクッション１０の輪郭を形成する左右一対のクッションフレーム１２、
１２と、これら両クッションフレーム１２の前部を橋渡す格好の前ロッド（図示しない）
と、これら両クッションフレーム１２の後部を橋渡す格好の後ロッド１４とから構成され
ている。また、これら両クッションフレーム１２には、その前後方向の略中央を橋渡す格
好となるようにブラケット１６が組み付けられている。このブラケット１６には、助手席
３の各種電気品（図示しない）の制御を行うコンピュータである後述するシートＥＣＵ９
８が組み付けられている。
【００１２】
　次に、シートバック２０の内部構造について説明する。シートバック２０の内部も、シ
ートバック２０の輪郭を形成する左右一対のサイドフレーム２２、２２と、これら両サイ
ドフレーム２２の上部を橋渡す格好のアッパフレーム２４と、これら両サイドフレーム２
２の下部を橋渡す格好のロアフレーム２６とから構成されている。両サイドフレーム２２
の下端は、リクライニング機構（図示しない）を介してシートクッション１０の両クッシ
ョンフレーム１２の後端にそれぞれ組み付けられている。これにより、シートバック２０
をシートクッション１０に対して傾動させることができ、その傾動範囲のうち所望する傾
斜位置でシートバック２０を保持させることができる。
【００１３】
　アッパフレーム２４には、左右一対のホルダ２４ａ、２４ａがそれぞれ組み付けられて
いる。この両ホルダ２４ａには、後述するアクティブヘッドレスト３０の左右一対のステ
ー３４、３４をそれぞれ挿入係止可能なサポート２４ｂがそれぞれ組み付けられている。
これにより、シートバック２０にアクティブヘッドレスト３０を組み付けることができる
。
【００１４】
　なお、両サポート２４ｂのうち、一方のサポート２４ｂ（図２において、左側のサポー
ト２４ｂ）の内部には、一方のステー３４（図２において、左側のステー３４）の内部に
配置されたロッド３８を突き上げる操作ケーブル８０の一方側の端部（図２において、上
端部）が挿入係止されている。この操作ケーブル８０とは、筒状に形成されたアウタケー
ブル８２と、このアウタケーブル８２の内部を移動可能に差し込まれたワイヤー状のイン
ナケーブル８４とから構成された２重構造のケーブル部材である。
【００１５】
　この操作ケーブル８０の両端部のうち、アウタケーブル８２の一方側の端部（図２にお
いて、上端部）は、上述したように左側のサポート２４ｂの内部に差し込まれ、アウタケ
ーブル８２の他方側の端部（図２において、下端部）は、後述するベースプレート４０の
第３のリブ４４に掛け止めされている（図３参照）。一方、インナケーブル８４の一方側
の端部（図２において、上端部）は、左側のサポート２４ｂの内部に上下方向にスライド
可能に掛け止めされ、インナケーブル８４の他方側の端部（図２において、下端部）は、
後述する第２の揺動部材７５に掛け止めされている（図３参照）。
【００１６】
　そして、インナケーブル８４に張力が作用すると、アウタケーブル８２の一方側の端部
はロッド３８を突き上げて後述するアクティブヘッドレスト３０のロック機構Ｒをロック
解除させる構造となっている。シートバック２０の内部は、このような構造となっている
。
【００１７】
　最後に、アクティブヘッドレスト３０の内部構造について説明する。アクティブヘッド
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レスト３０の内部は、アクティブヘッドレスト３０の輪郭を成す基部３２と、この基部３
２と一体に組み付けられた左右一対のステー３４、３４と、この基部３２に引っ張りばね
とリンク機構（いずれも図示しない）を介して組み付けられた支承板３６とから構成され
ている。
【００１８】
　なお、車両に後突が発生する前の通常時、支承板３６は引っ張りばねの付勢力に抗して
基部３２に対して略一体となるようにロック機構Ｒによってロックされている。そして、
このロック機構Ｒのロック解除が行われると、引っ張りばねの付勢力によってリンク機構
が作動することで、支承板３６は基部３２に対して前方向に瞬時に飛び出る構造となって
いる。これにより、インナケーブル８４に張力が作用すると、支承板３６によって乗員の
後頭部を瞬時に受け止めることができる。アクティブヘッドレスト３０の内部は、このよ
うな構造となっている。
【００１９】
　続いて、上述したシートバック２０に組み付けられるクラッチ機構Ｃとランバーサポー
ト機構Ｌとを個別に説明する。まず、図３～５を参照して、クラッチ機構Ｃを説明する。
このクラッチ機構Ｃは、ベースプレート４０と、受圧部材５０と、連結アーム６０、第１
の揺動部材７０および第２の揺動部材７５とから構成されている。以下に、これら各構成
部材４０、５０、６０、７０、７５を個別に説明していく。
【００２０】
　はじめに、ベースプレート４０を説明する。ベースプレート４０は、クラッチ機構Ｃの
ベースを成すプレート状に形成された部材である。このベースプレート４０は、ロアフレ
ーム２６（図３～５において、図示しない）の前面に締結されている。
【００２１】
　次に、受圧部材５０を説明する。受圧部材５０は、助手席３に着座した乗員の背凭れ荷
重（特に、乗員の腰椎部からの背凭れ荷重）を受け止め可能に略板状に形成された部材で
ある。この受圧部材５０は、ベースプレート４０に形成された左右一対の第１のリブ４１
、４１にピン５１を介して車幅方向を軸方向とする軸回りに回動可能に組み付けられてい
る。このとき、受圧部材５０は、その先端がシートバック２０のパッド部材Ｐ（図４にお
いて、図示しない）の背面に接触する方向（図４において、矢印Ａ方向）へトーションば
ね５２を介して付勢状態で組み付けられている。
【００２２】
　また、この受圧部材５０には、その回動量を検出可能な角度センサ５５が組み付けられ
ている。この角度センサ５５は、後述するシートＥＣＵ９８とケーブル９９を介して電気
的に接続されている。なお、この受圧部材５０は、そのピン５１の軸回りにどのように回
動した場合でも、後述するランバーサポート機構Ｌのランバーサポート９０に干渉（接触
）することがないように組み付けられている。
【００２３】
　次に、連結アーム６０を説明する。連結アーム６０は、車両の後突によって生じた乗員
からの背凭れ荷重のみを後述する第１の揺動部材７０に伝達する略く字状に形成された部
材である。この連結アーム６０の略く字の折れ曲がり部位には、ベースプレート４０の第
２のリブ４２に形成された長孔４３の内部を移動可能なピン６５が形成されている。また
、この連結アーム６０の先端側には、ウェイト６４が組み付けられている。
【００２４】
　そして、この連結アーム６０は、その基端が受圧部材５０に形成されたリブ５４にピン
６１を介して車幅方向を軸方向とする軸回りに回動可能に組み付けられている。このとき
、連結アーム６０は、自身のピン６５が長孔４３の前面４３ａに接触する方向（図４にお
いて、矢印Ｂ方向）へトーションばね６２を介して付勢状態で組み付けられている。
【００２５】
　続いて、第１の揺動部材７０を説明する。第１の揺動部材７０は、上述した連結アーム
６０からの背凭れ荷重を後述する第２の揺動部材７５に伝達するプレート状に形成された
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部材である。この第１の揺動部材７０は、ベースプレート４０に対してその表面に対する
垂直方向を軸方向とする軸回りに回動可能にピン７１を介して組み付けられている。この
とき、第１の揺動部材７０は、その外周の一部から飛び出す格好で形成されている飛び出
し部位７０ａがベースプレート４０に形成された第４のリブ４５に接触する方向（図５に
おいて、矢印Ｃ方向）へトーションばね７２を介して付勢状態で組み付けられている。
【００２６】
　また、この第１の揺動部材７０には、その外周の一部から飛び出す格好で第１のアーム
７３と第２のアーム７４がそれぞれ形成されている。これら両アーム７３、７４の先端に
は、リブ７３ａ、７４ａがそれぞれ形成されている。これら両リブ７３ａ、７４ａのうち
、前者のリブ７３ａは、小さな背凭れ荷重によって連結アーム６０のピン６５が移動する
ときに押し当てられるように形成されており、後者のリブ７４ａは、大きな背凭れ荷重に
よって連結アーム６０のピン６５が移動するときに押し当てられるように形成されている
。
【００２７】
　最後に、第２の揺動部材７５を説明する。第２の揺動部材７５は、上述した第１の揺動
部材７０から伝達される背凭れ荷重によって操作ケーブル８０を引っ張るプレート状に形
成された部材である。この第２の揺動部材７５は、第１の揺動部材７０と同様に、ベース
プレート４０に対してその表面に対する垂直方向を軸方向とする軸回りに回動可能にピン
７６を介して組み付けられている。
【００２８】
　このとき、第２の揺動部材７５は、その外周面に形成されたリブ７８が第１の揺動部材
７０の飛び出し部位７０ａに接触する方向（図５において、矢印Ｄ方向）へトーションば
ね７７を介して付勢状態で組み付けられている。また、この第２の揺動部材７５には、既
に説明したように、操作ケーブル８０のインナケーブル８４の他端（下端）が掛け止めさ
れている。クラッチ機構Ｃは、このように構成されている。
【００２９】
　次に、上述したクラッチ機構Ｃの動作を説明する。まず、図４に示す状態から、乗員が
、単に、シートバック２０に対して背凭れすることによって受圧部材５０がシートバック
２０のパッド部材Ｐを介して乗員から背凭れ荷重を受けると、連結アーム６０は、そのピ
ン６５が長孔４３の内部を下方に向かって移動していくように回動していく。このとき、
連結アーム６０のピン６５は、連結アーム６０に作用するトーションばね６２の付勢力に
よって長孔４３内の前面４３ａに沿って移動していく。
【００３０】
　また、図４に示す状態から、乗員が、乗車することによって、または、乗員が、シート
バック２０を後方に倒した状態（リクライニングさせた状態）で自身の両足を車両フロア
につけて踏ん張ることによって、受圧部材５０が乗員から背凭れ荷重を受けると、連結ア
ーム６０は、そのピン６５が長孔４３の内部を、さらに下方に向かって移動していくよう
に回動していく。このときも、連結アーム６０のピン６５は、連結アーム６０に作用する
トーションばね６２の付勢力によって長孔４３内の前面４３ａに沿って移動していく。そ
のため、乗員の乗車によって生じる背凭れ荷重、または、乗員の単なる背凭れによって生
じる背凭れ荷重は、第１の揺動部材７０へ伝達されることはない。このことは、乗員の乗
車によって生じる背凭れ荷重でも同様である。
【００３１】
　また、上述したように、乗員が、単に、シートバック２０に対して背凭れした状態から
、車両１に後突が発生することによって、受圧部材５０が乗員から背凭れ荷重を受けると
（車両に後突が発生するときの弾みで助手席３に着座した乗員がシートバック２０に沈み
込むことによって、受圧部材５０が乗員から背凭れ荷重を受けると）、連結アーム６０は
、そのピン６５が長孔４３の内部を下方に向かって移動していくように回動していく。こ
のとき、連結アーム６０のウェイト６４には、車両の後突によって後方に向けて慣性力が
作用しているため、連結アーム６０のピン６５は、連結アーム６０に作用するトーション
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ばね６２の付勢力に抗して長孔４３内の後面４３ｂ側に沿って移動していく。
【００３２】
　すると、連結アーム６０のピン６５は、第１の揺動部材７０の第１のアーム７３のリブ
７３ａを押し当てながら移動していくため、この移動によって連結アーム６０のピン６５
は、トーションばね７２の付勢力に抗して第１の揺動部材７０を回動させていく。そのた
め、車両に後突が発生したことによって生じる背凭れ荷重は、第１の揺動部材７０へ伝達
されることになる。
【００３３】
　また、このとき、第１の揺動部材７０の飛び出し部位７０ａが第２の揺動部材７５のリ
ブ７８を押し当てるため、この押し当てに伴って第２の揺動部材７５も、トーションばね
７７の付勢力に抗して回動していく。すると、操作ケーブル８０のインナケーブル８４が
引っ張られ、その引っ張られたインナケーブル８４に張力が作用するため、既に説明した
ように、ロック機構Ｒのロック解除が行われて支承板３６が乗員の後頭部側に向けて飛び
出していく。この記載が、特許請求の範囲に記載の「車両に後突が発生したときの弾みに
よって乗員がシートバックに沈み込むことでシートバック内部の受圧部材を作動させ、こ
の作動させた受圧部材によってヘッドレストを乗員の後頭部側に向けて飛び出させるアク
ティブヘッドレスト」に相当する。
【００３４】
　なお、上述した受圧部材５０が受ける背凭れ荷重のうち、乗員が、単に、シートバック
２０に対して背凭れすることによって受圧部材５０が受ける背凭れ荷重（以下、単に、「
受圧部材５０が受ける初期荷重」と記す）が、特許請求の範囲に記載の「乗員の背凭れの
初期荷重」に相当する。ここで、この初期荷重について詳述すると、初期荷重は、シート
バック２０に背凭れする乗員の体格に応じて増加する荷重である。そのため、図６に示す
ように、シートバック２０に背凭れする乗員の体格に応じて受圧部材５０は、トーション
ばね５２の付勢力に抗して回動していく。
【００３５】
　この図６において、受圧部材５０の実線は、シートバック２０に乗員が背凭れする前の
状態を示している。また、受圧部材５０の想像線（１）は、初期荷重が小さい場合であり
、体格の小さな乗員（例えば、女性、子供など）が、単に、シートバック２０に対して背
凭れした状態を示している。また、受圧部材５０の想像線（２）は、初期荷重が中程度の
場合であり、体格の普通な乗員（例えば、体重６０ｋｇ程度の男性）が、単に、シートバ
ック２０に対して背凭れした状態を示している。また、受圧部材５０の想像線（３）は、
初期荷重が大きい場合であり、体格の大きな乗員（例えば、体重８０ｋｇ程度の男性）が
、単に、シートバック２０に対して背凭れした状態を示している。
【００３６】
　この図６からも明らかなように、受圧部材５０が受ける背凭れ荷重が初期荷重であれば
、連結アーム６０のピン６５は、長孔４３のうち、その上部に形成されているガイド部４
３ｃのみを移動していく。そのため、この移動の以降において、車両１に後突が発生する
と、初期荷重が小さい場合でも、初期荷重が中程度の場合でも、または、初期荷重が大き
い場合でも、連結アーム６０のピン６５は第１の揺動部材７０と共に第２の揺動部材７５
も回動させ、インナケーブル８４に張力を作用させて支承板３６を飛び出させることがで
きる。したがって、乗員に体格差が生じている場合でも、その体格差による影響を長孔４
３のガイド部４３ｃによって吸収することができ、クラッチ機構Ｃを確実に作動させて支
承板３６を飛び出させることができる。
【００３７】
　次に、図１～２に戻って、ランバーサポート機構Ｌを説明する。このランバーサポート
機構Ｌは、ランバーサポート９０と、駆動ユニット９２と、スイッチ９６とシートＥＣＵ
９８とから構成されている。以下に、これら各構成部材９０、９２、９６、９８を個別に
説明していく。
【００３８】
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　はじめに、ランバーサポート９０を説明する。このランバーサポート９０は、その一部
が助手席３に着座した乗員の腰椎部を支持可能にクランク状に偏心した支持部材である。
そのため、ランバーサポート９０は、その両端がシートバック２０の両サイドフレーム２
２に車幅方向を軸方向とする軸回りに揺動可能に、既に説明したクラッチ機構Ｃの受圧部
材５０の上方位置に組み付けられている。なお、このランバーサポート９０は、どのよう
に揺動した場合でも、クラッチ機構Ｃの各構成部材に干渉（接触）することがないように
組み付けられている。このことは、既に説明したように、クラッチ機構Ｃの受圧部材５０
においても同様である。
【００３９】
　次に、駆動ユニット９２を説明する。駆動ユニット９２は、ランバーサポート９０を前
後に揺動させるモータ（図示しない）を備えた駆動装置である。そのため、この駆動ユニ
ット９２は、ランバーサポート９０の一端（図２において、右端）に機械的に締結された
状態で、一方のサイドフレーム（図２において、右側のサイドフレーム）２２に組み付け
られている。また、この駆動ユニット９２には、ランバーサポート９０の揺動範囲を電気
的に規制する２個のリミットスイッチ（図示しない）が設けられている。
【００４０】
　この両リミットスイッチのうち、一方のリミットスイッチ（以下、「前側リミットスイ
ッチ」と記す）は、ランバーサポート９０が乗員の腰椎部を最大限支持するように前側に
揺動した状態（図２において、想像線に示すランバーサポート９０の状態であり、以下、
単に、「最大支持状態」と記す）で作動するように設けられている。また、他方のリミッ
トスイッチ（以下、「後側リミットスイッチ」と記す）は、これとは逆に、ランバーサポ
ート９０が乗員の腰椎部を支持しないように後側に最大限揺動した状態（以下、単に、「
非支持状態」と記す）で作動するように設けられている。
【００４１】
　また、この駆動ユニット９２は、後述するシートＥＣＵ９８とケーブル９９を介して電
気的に接続されている。これにより、駆動ユニット９２は、シートＥＣＵ９８からの信号
に基づいてモータを駆動させランバーサポート９０を必要量だけ揺動させることができる
。また、これにより、後述するシートＥＣＵ９８は、ランバーサポート９０が最大支持状
態にあるか、または、ランバーサポート９０が非支持状態にあるかの検出もできる。
【００４２】
　次に、スイッチ９６を説明する。スイッチ９６は、上述した駆動ユニット９２のモータ
を手動で駆動させるための操作部材である。そのため、このスイッチ９６も、後述するシ
ートＥＣＵ９８とケーブル９９を介して電気的に接続されている。これにより、シートＥ
ＣＵ９８は、スイッチ９６からの操作信号を受けることができる。なお、このスイッチ９
６は、助手席３のシートクッション１０のアウタ側の側面（例えば、サイドパネル）に組
み付けられている。このスイッチ９６操作によって、乗員は、ランバーサポート９０を最
大支持状態と非支持状態との範囲で揺動させることができる。これにより、乗員は、自身
の所望する腰椎部の位置を支持することができる。
【００４３】
　最後に、シートＥＣＵ９８を説明する。シートＥＣＵ９８は、上述した駆動ユニット９
２、角度センサ５５、スイッチ９６に対して電気的にコントロールを行う制御装置である
。このシートＥＣＵ９８は、既に説明したように、角度センサ５５とケーブル９９（図１
において、いずれも図示しない）を介して電気的に接続されている。これにより、シート
ＥＣＵ９８は、角度センサ５５から受圧部材５０の回動量を受けることができる。
【００４４】
　また、シートＥＣＵ９８は、前側リミットスイッチが作動すると、ランバーサポート９
０が、さらに前側へ揺動することを停止させる制御を行うことができる。これとは逆に、
後側リミットスイッチが作動すると、シートＥＣＵ９８は、ランバーサポート９０が、さ
らに後側へ揺動することを停止させる制御を行うことができる。これにより、上述したよ
うに、ランバーサポート９０が揺動範囲を超えて揺動することを電気的に規制することが
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できる。ランバーサポート機構Ｌは、このように構成されている。
【００４５】
　続いて、図７を参照して、助手席３の動作を説明する。まず、助手席３に乗員Ｍが着座
していない状態（図７において、実線で示す状態）から乗員Ｍが助手席３に着座すると、
既に説明したように、受圧部材５０はシートバック２０のパッド部材Ｐを介して初期荷重
を受けはじめる。
【００４６】
　このとき、乗員Ｍの体格が小さい場合（図７において、乗員Ｍが想像線（１）で示され
る状態）、初期荷重も小さいため、受圧部材５０も小さな回動状態（図７において、受圧
部材５０が想像線（１）で示される状態）となる。すると、既に説明したように、この回
動量がシートＥＣＵ９８に送られ、この送られた回動量に応じた揺動量（この場合、少な
い揺動量）となるように、シートＥＣＵ９８から駆動ユニット９２へランバーサポート９
０を揺動させる信号が送られる。これにより、ランバーサポート９０を少ない量だけ揺動
させることができる（図７において、ランバーサポート９０が想像線（１）で示される状
態となるように揺動させることができる）。
【００４７】
　また、このとき、乗員Ｍの体格が中程度の場合（図７において、乗員Ｍが想像線（２）
で示される状態）、初期荷重も中程度であるため、受圧部材５０も中程度の回動状態（図
７において、受圧部材５０が想像線（２）で示される状態）となる。すると、上述した乗
員Ｍの体格が小さい場合と同様に、この回動量がシートＥＣＵ９８に送られ、この送られ
た回動量に応じた揺動量（この場合、中程度の揺動量）となるようにシートＥＣＵ９８か
ら駆動ユニット９２へランバーサポート９０を揺動させる信号が送られる。これにより、
ランバーサポート９０を中程度の量だけ揺動させることができる（図７において、ランバ
ーサポート９０が想像線（２）で示される状態となるように揺動させることができる）。
【００４８】
　また、このとき、乗員Ｍの体格が大きい場合（図７において、乗員Ｍが想像線（３）で
示される状態）、初期荷重も大きいため、受圧部材５０も大きな回動状態（図７において
、受圧部材５０が想像線（３）で示される状態）となる。すると、上述した乗員Ｍの体格
が小さい場合、乗員Ｍの体格が中程度の場合と同様に、この回動量がシートＥＣＵ９８に
送られ、この送られた回動量に応じた揺動量（この場合、大きい揺動量）となるようにシ
ートＥＣＵ９８から駆動ユニット９２へランバーサポート９０を揺動させる信号が送られ
る。これにより、ランバーサポート９０を大きい量だけ揺動させることができる（図７に
おいて、ランバーサポート９０が想像線（２）で示される状態となるように揺動させるこ
とができる）。
【００４９】
　なお、これらの記載が、特許請求の範囲に記載の「このセンサが検出した作動量が乗員
の背凭れの初期荷重による作動範囲内であれば、その作動量に応じてランバーサポートの
揺動量を決定する」に相当する。また、乗員Ｍが助手席３から降車すると、受圧部材５０
の回動はトーションばね５２の付勢力によって戻される。そのため、この戻しに伴って、
ランバーサポート９０の揺動も戻される。そして、新たに、別の乗員Ｍが助手席３に着座
すると、その乗員Ｍの初期荷重に応じて、再度、ランバーサポート９０は揺動していく。
【００５０】
　本発明の実施例に係る助手席３は、上述したように構成されている。この構成によれば
、乗員の背凭れの初期荷重に応じてランバーサポート９０を揺動させることができる。そ
のため、乗員の手を煩わすことなく乗員の体格に合った位置にランバーサポート９０を揺
動させることができる。したがって、ランバーサポート９０の位置調節を簡便に行うこと
ができる。また、この構成によれば、受圧部材５０の回動領域のうち、乗員の背凭れ荷重
を伝達するときに使用しない領域（長孔４３のうち、ガイド部４３ｃ）における受圧部材
５０の回動量を検出してランバーサポート９０を揺動させるため、この使用しない領域を
有効活用できる。
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【００５１】
　上述した内容は、あくまでも本発明の一実施の形態に関するものであって、本発明が上
記内容に限定されることを意味するものではない。
　実施例では、車両用シートの例として、助手席３を例に説明した。しかし、これに限定
されるものでなく、運転席２、後部座席４であっても構わない。
【００５２】
　また、実施例では、駆動ユニット９２を制御するコンピュータの例として、助手席３の
シートＥＣＵ９８を例に説明した。しかし、これに限定されるものでなく、車両１のメイ
ンのコンピュータであっても構わない。
【００５３】
　また、実施例では、ランバーサポート９０の揺動量を検出する揺動量検出センサを設け
ることなく実施する構成を例に説明した。しかし、これに限定されることなく、ランバー
サポート９０の揺動量を検出する揺動量検出センサを設ける構成であっても構わない。そ
の場合、揺動量検出センサからの揺動量によって駆動ユニット９２に信号を送信するフィ
ードバック制御を行う構成となる。これにより、ランバーサポート９０の揺動量の精度を
向上させることができる。
【符号の説明】
【００５４】
１　　　車両
２０　　シートバック
３０　　アクティブヘッドレスト
５０　　受圧部材
９０　　ランバーサポート

                                                                                
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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