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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体側に設けられるストライカに係合し、シートバックを起立位置に拘束可能なフック
を有するロック手段と、前記フックに連係され、その操作により前記フックを前記ストラ
イカに係合した係合位置から離脱するアンロック操作位置に移動可能な操作ノブを有する
操作手段とを備え、前記フックは、前記係合位置と前記ストライカに係合していない待機
位置とをほぼ同一とした車両用シートロック装置において、
　前記ロック手段は、前記フックに加え、さらに前記フックが待機位置にあるとき、アン
ロック状態に変位し、また、前記フックが係合位置にあるとき、前記ストライカに当接す
ることにより、アンロック状態と異なる状態のロック状態に変位可能な検知手段を有し、
　前記操作ノブは、前記検知手段の変位に応じて、前記検知手段のロック状態に対応する
第１位置と、前記検知手段のアンロック状態に対応する第２位置との間を移動し得るよう
に、前記検知手段に連係したことを特徴とする車両用シートロック装置。
【請求項２】
　操作ノブは、第１位置から第２位置を通過した第３位置に押し込み操作可能であるとと
もに、前記第１位置と前記第２位置との間の移動距離に相当する遊びを介してフックに連
係され、前記第３位置に移動することにより、前記フックをアンロック操作位置に移動さ
せるようにしたことを特徴とする請求項１記載の車両用シートロック装置。
【請求項３】
　操作ノブと検知手段とを、該操作ノブにおける第１位置と第３位置との間の移動が前記
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検知手段に伝達されないように互いに連係したことを特徴とする請求項１または２記載の
車両用シートロック装置。
【請求項４】
　検知手段は、ストライカがフックから離脱しているとき、第１のばねの付勢力によりア
ンロック位置に保持され、また、前記フックが係合位置にあるとき、前記ストライカに当
接することにより、前記第１のばねの付勢力に抗してロック位置に変位可能な拘束レバー
と、操作ノブに連係され、かつ該拘束レバーが前記アンロック位置にあるとき、前記拘束
レバーに当接することにより、前記操作ノブの第２位置に対応するアンロック位置に保持
され、また、前記拘束レバーが前記アンロック位置から前記ロック位置へ変位することに
より、第２のばねの付勢力をもって、前記操作ノブの第１位置に対応するロック位置に変
位可能なウォーニングレバーとを有することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載
の車両用シートロック装置。
【請求項５】
　ウォーニングレバーは、フックが係合位置とアンロック操作位置との間の不完全噛合位
置にあるとき、アンロック位置に保持されるように、前記フックに対して当接関係にある
ことを特徴とする請求項４記載の車両用シートロック装置。
【請求項６】
　操作手段は、操作ノブに加え、さらにシートバックに固定されるとともに、前記操作ノ
ブを摺動可能に収容する案内部材を有し、前記操作ノブが第１位置にあるとき、前記操作
ノブの上面が前記案内部材に対してほぼ平坦になるようにしたことを特徴とする請求項１
～５のいずれかに記載の車両用シートロック装置。
【請求項７】
　案内部材は、操作ノブが第１位置にあるとき前記操作ノブにより隠蔽され、また、前記
操作ノブが第２位置にあるとき露呈する表示部を有することを特徴とする請求項６記載の
車両用シートロック装置。
【請求項８】
　操作ノブを、ロック手段の上部に枢支されるベルクランクを介して、フック及び検知手
段に連係したことを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の車両用シートロック装置
。
【請求項９】
　フックは、ストライカの進入方向に沿って、前記ストライカに係合可能な複数の係合溝
を有することを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の車両用シートロック装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シートバックを起立位置に保持可能な車両用シートロック装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両用シートロック装置においては、リヤシートのシートバックに装着されると
ともに、車体側のストライカに係脱可能なロックレバーと、ロックレバーに係脱可能なレ
リーズレバーとを有するロック機構と、レリーズレバーに連結される操作ノブとを備え、
操作ノブのアンラッチ操作をもって、レリーズレバーをロック位置からアンロック位置に
移動させて、ストライカとロックレバーとの係合を解除することにより、起立位置に保持
されているシートバックを倒伏位置に移動させることができるようになっている。
【０００３】
　また、ロックレバーがストライカに係合しているときには、操作ノブを第１位置に変位
させ、また、ロックレバーがストライカから離脱しているときには、操作ノブを第１位置
より下方へ移動した第２位置に変位させるとともに、操作ノブの近傍に設けた表示部を露
呈させることによって、シートバックの使用に際し、乗員は操作ノブの位置及び表示部を
視認することで、ロックレバーとストライカとの係合状態を容易に確認できるようにした
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ものがある（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】実用新案登録第２６０４６８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上述のような従来の車両用シートロック装置においては、操作ノブにおける第
１位置と第２位置との間の移動を、レリーズレバーの移動に対して直接連動させているた
め、操作ノブのアンラッチ操作により、レリーズレバーをロック位置からアンロック位置
に作動させ、ロックレバーがストライカから離脱した後も、レリーズレバーをアンロック
位置に保持する複雑な構成を必要とする。
【０００５】
　また、操作ノブの第１位置と第２位置との間の移動距離は、レリーズレバーのラッチ位
置とアンラッチ位置との間のアンラッチ移動距離により決定され、必然的に操作ノブにお
ける第１位置と第２位置との間の移動量とアンラッチ操作量とが同じになるため、操作ノ
ブの第１位置と第２位置との間の変位量を任意に設定することができない。
【０００６】
　本発明は、従来の技術が有する上記のような問題点に鑑み、操作ノブの第１位置と第２
位置との間の移動量を任意に設定可能にして、操作ノブの位置を容易に視認可能にした車
両用シートロック装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によると、上記課題は、次のようにして解決される。
（１）車体側に設けられるストライカに係合し、シートバックを起立位置に拘束可能なフ
ックを有するロック手段と、前記フックに連係され、その操作により前記フックを前記ス
トライカに係合した係合位置から離脱するアンロック操作位置に移動可能な操作ノブを有
する操作手段とを備え、前記フックは、前記係合位置と前記ストライカに係合していない
待機位置とをほぼ同一とした車両用シートロック装置において、前記ロック手段は、前記
フックに加え、さらに前記フックが待機位置にあるとき、アンロック状態に変位し、また
、前記フックが係合位置にあるとき、前記ストライカに当接することにより、アンロック
状態と異なる状態のロック状態に変位可能な検知手段を有し、前記操作ノブは、前記検知
手段の変位に応じて、前記検知手段のロック状態に対応する第１位置と、前記検知手段の
アンロック状態に対応する第２位置との間を移動し得るように、前記検知手段に連係する
。
【０００８】
（２）上記(１)項において、操作ノブは、第１位置から第２位置を通過した第３位置に押
し込み操作可能であるとともに、前記第１位置と前記第２位置との間の移動距離に相当す
る遊びを介してフックに連係され、前記第３位置に移動することにより、前記フックをア
ンロック操作位置に移動させる。
【０００９】
（３）上記(１)または(２)項において、操作ノブと検知手段とを、該操作ノブにおける第
１位置と第３位置との間の移動が前記検知手段に伝達されないように互いに連係する。
【００１０】
（４）上記(１)～(３)項のいずれかにおいて、検知手段は、ストライカがフックから離脱
しているとき、第１のばねの付勢力によりアンロック位置に保持され、また、前記フック
が係合位置にあるとき、前記ストライカに当接することにより、前記第１のばねの付勢力
に抗してロック位置に変位可能な拘束レバーと、操作ノブに連係され、かつ該拘束レバー
が前記アンロック位置にあるとき、前記拘束レバーに当接することにより、前記操作ノブ
の第２位置に対応するアンロック位置に保持され、また、前記拘束レバーが前記アンロッ
ク位置から前記ロック位置へ変位することにより、第２のばねの付勢力をもって、前記操
作ノブの第１位置に対応するロック位置に変位可能なウォーニングレバーとを有する。
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【００１１】
（５）上記(４)において、ウォーニングレバーは、フックが係合位置とアンロック操作位
置との間の不完全噛合位置にあるとき、アンロック位置に保持されるように、前記フック
に対して当接関係にある。
【００１２】
（６）上記(１)～(５)項のいずれかにおいて、操作手段は、操作ノブに加え、さらにシー
トバックに固定されるとともに、前記操作ノブを摺動可能に収容する案内部材を有し、前
記操作ノブが第１位置にあるとき、前記操作ノブの上面が前記案内部材に対してほぼ平坦
になるようにする。
【００１３】
（７）上記(６)項において、案内部材は、操作ノブが第１位置にあるとき前記操作ノブに
より隠蔽され、また、前記操作ノブが第２位置にあるとき露呈する表示部を有する。
【００１４】
（８）上記(１)～(７)項のいずれかにおいて、操作ノブを、ロック手段の上部に枢支され
るベルクランクを介して、フック及び検知手段に連係する。
【００１５】
（９）上記(１)～(８)項のいずれかにおいて、フックは、ストライカの進入方向に沿って
、前記ストライカに係合可能な複数の係合溝を有する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、次のような効果が奏せられる。
（ａ）請求項１記載の発明によると、ロック手段は、フックに加え、さらにフックが待機
位置にあるとき、アンロック状態に変位し、また、フックが係合位置にあるとき、ストラ
イカに当接することにより、アンロック状態と異なる状態のロック状態に変位可能な検知
手段を有することにより、フックの待機位置と係合位置とをほぼ同一としたロック装置に
おいても、フックとストライカとの係合状態の確認が可能となる。また、操作ノブは、検
知手段の変位に応じて、検知手段のロック状態に対応する第１位置と、検知手段のアンロ
ック状態に対応する第２位置との間を移動し得るように、検知手段に連係したことにより
、検知手段の変位に基づいて、操作ノブの第１位置と第２位置との間の移動量を任意に設
定可能であるとともに、操作ノブを確実に第１位置と第２位置との間を移動させることが
でき、操作ノブの位置に基づいて、フックとストライカとの係合状態を容易に確認するこ
とができる。
【００１７】
（ｂ）請求項２記載の発明によると、操作ノブを第１位置と第２位置との間の移動距離に
相当する遊びを介してフックに連係し、検知手段の変位に基づいて、操作ノブが第１位置
と第２位置との間を移動する際、その移動がフックに伝達されることがないので、操作ノ
ブが第１または第２位置に変位しても、フックを常に係合位置（待機位置を含む）に保持
することができ、また、操作ノブの第２位置を超えた第３位置への操作に基づいて、フッ
クをアンロック操作位置に移動させることができる。
【００１８】
（ｃ）請求項３記載の発明によると、操作ノブを第１位置から第３位置に操作した際、そ
の操作に伴う移動が検知手段に伝達されないので、検知手段の不要な動きが無くなり、検
知手段に基づいて、フックとストライカとの係合状態を確実に検出することができる。
【００１９】
（ｄ）請求項４記載の発明によると、検知手段を拘束レバーとウォーニングレバーとによ
り形成したことにより、拘束レバーにより、フックに係合しているストライカのがた付き
を抑止することができ、また、ウォーニングレバーの変位に基づいて、操作ノブを第１位
置及び第２位置に確実に移動させることができる。
【００２０】
（ｅ）請求項５記載の発明によると、フックが不完全噛合位置にあるとき、ウォーニング
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レバーをアンロック位置に保持して、操作ノブを第２位置に変位させることができるため
、フックにおけるストライカに対する不完全噛合状態を確実に検出することができる。
【００２１】
（ｆ）請求項６記載の発明によると、操作ノブが第１位置にあるとき、操作ノブの上面が
案内部材に対してほぼ平坦になるようにしたことにより、操作ノブの突出感が無くなり、
シートバックの見栄え向上を図ることができる。また、シートバックを倒伏位置に倒した
際、操作ノブがフロントシート等に衝突することがない。
【００２２】
（ｇ）請求項７記載の発明によると、案内部材に、操作ノブが第２位置にあるとき露呈す
る表示部を設けたことにより、表示部を視認することにより、フックとストライカとの係
合状態を確実に確認することができる。
【００２３】
（ｈ）請求項８記載の発明によると、操作ノブを、ベルクランクを介してフック及び検知
手段に連係することにより、簡単な構成により、操作ノブをフック及び検知手段にそれぞ
れ連係することができる。
【００２４】
（ｉ）請求項９記載の発明によると、フックに、ストライカの進入方向に沿って、ストラ
イカに係合可能な複数の係合溝を設けたことにより、シートバックを複数段階の起立位置
に保持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明に係わる一実施形態を、図面に基づいて説明する。図１は、本発明を適用
した車両用リヤシートの斜視図、図２～図６は、各状態におけるロック装置の側面図であ
る。なお、以下の説明では、各図における右方を車両の「前方」とし、左方を「後方」と
する。
【００２６】
　リヤシート(１)は、図１に示すように、車両のフロアに据え付けられるシートクッショ
ン(２)と、シートクッション(２)の後端部にヒンジ軸（図示略）により枢着され、同図に
実線で示す起立位置と想像線で示す倒伏位置との間で回動可能な可倒式のシートバック(
３)とにより構成される。
【００２７】
　ロック手段をなすロック装置(４)は、シートバック(３)における肩部近傍の側面内部に
装着され、車体側に固着されたストライカ(５)に後述のフック(８)が係合することによっ
て、シートバック(３)を起立位置における第１起立位置と第１起立位置より僅かに後傾の
第２起立位置との２段階に保持可能であり、また、シートバック(３)の肩部上部に設けら
れた操作手段をなす操作装置(６)のアンロック操作に基づいて、フック(８)がストライカ
(５)から離脱することによって、シートバック(３)の各起立位置から倒伏位置への移動を
可能にする。
【００２８】
　なお、ストライカ(５)は、前側の第１係合部(51)と後側の第２係合部(52)とを有する平
面視ほぼコ字型をなし、第１係合部(51)が後述のようにロック装置(４)のフック(８)に係
合することによって、シートバック(３)を第１起立位置に保持し、また、第１係合部(51)
及び第２係合部(52)が共にフック(８)に係合することによって、シートバック(３)を第２
起立位置に保持するようになっている。
【００２９】
　操作装置(６)は、シートバック(３)の肩部上部に固定され、上下方向を向く筒状のガイ
ド部材(20)と、ガイド部材(20)内に上下方向へ移動可能に収容される操作ノブ(21)とを有
する。
【００３０】
　操作ノブ(21)は、上下方向の第１連結部材(24)を介して、ロック装置(４)の上部に設け
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られる取付ブラケット（図示略）に枢支されるベルクランク(23)の後端部に連係され、図
２、３に示すように、上面がガイド部材(20)とほぼ平坦になる第１位置と、図４、５に示
すように、ガイド部材(20)内に所定量没入した第２位置と、図６に示すように、第２位置
よりさらに深く没入した第３位置とに移動可能に構成されている。
【００３１】
　第１位置は、ロック装置(４)のフック(８)がストライカ(５)に確実に係合していること
を示し、第２位置は、ロック装置(４)のフック(８)がストライカ(５)から離脱または不完
全噛合位置であることを示し、また、第３位置は、ロック装置(４)のフック(８)をストラ
イカ(５)から離脱する位置に作動させるためのアンロック操作位置である。
【００３２】
　ガイド部材(20)における内周面の後面上部には、ガイド部材(20)と異なる彩色、または
「ＵＮＬＯＣＫ」等の文字が施された表示部(201)が設けられている。この表示部(201)は
、操作ノブ(21)が第１位置にあるとき操作ノブ(21)により隠蔽され、また、操作ノブ(21)
が第２、３位置にあるとき露呈して、乗員に対してロック装置(４)のフック(８)がストラ
イカ(５)に係合していないことの注意を促すものである。
【００３３】
　ベルクランク(23)は、前述の取付ブラケットに枢軸(22)により枢着されるとともに、第
３のばね(27)により時計方向へ付勢され、図２、３に示すように、取付ブラケットに設け
られたストッパー(72)に当接することによって、操作ノブ(21)の第１位置に対応する第１
位置に保持され、また、図４、５に示すように、第３のばね(27)の付勢力に抗して、第１
位置より反時計方向へ所定量回動した操作ノブ(21)の第２位置に対応する第２位置と、図
６に示すように、第２位置よりさらに反時計方向へ回動した操作ノブ(21)の第３位置に対
応する第３位置に回動し得るように、第１連結部材(24)を介して、操作ノブ(21)に連係さ
れる。なお、操作ノブ(21)の第１位置への保持については、ガイド部材(20)の内周面の上
端部に凸部（図示略）を設け、この操作ノブ(21)と凸部とを当接させることによって、操
作ノブ(21)を所定の弾性保持力により第１位置に保持するようにしても良い。
【００３４】
　ベルクランク(23)の前端部には、枢軸(22)を中心とする円弧状の第１長孔(231)及び第
２長孔(232)が設けられている。
【００３５】
　第１長孔(231)には、上下方向の第２連結部材(25)の上端部が、操作ノブ(21)の第１位
置と第２位置との間の移動距離に相当する遊びが形成されるように、上下方向に摺動可能
に係合される。このように、操作ノブ(21)と第２連結部材(25)との間の操作力伝達経路に
、操作ノブ(21)の第１位置と第２位置との間の移動距離に相当する遊びを設けたことによ
り、操作ノブ(21)の第１位置と第２位置との間を移動は、第２連結部材(25)に伝達される
ことはない。
【００３６】
　第２長孔(232)には、上下方向の第３連結部材(26)の上端部が、操作ノブ(21)の第１位
置と第３位置との間の移動距離に相当する遊びが形成されるように、上下方向に摺動可能
に係合される。このように、操作ノブ(21)と第３連結部材(26)との間の操作力伝達経路に
、操作ノブ(21)の第１位置と第３位置との間の移動距離に相当する遊びを設けたことによ
り、操作ノブ(21)の第１位置と第３位置との間を移動は、第３連結部材(26)に伝達される
ことはない。
【００３７】
　なお、第２連結部材(25)の下端部は、後述の検知手段を構成するウォーニングレバー(1
1)に連結され、また、第３連結部材(26)の下端部は、後述のオープンレバー(９)に連結さ
れる。この結果、操作ノブ(21)は、ベルクランク(23)を介して、ウォーニングレバー(11)
及びオープンレバー(９)にそれぞれ連係されることとなる。
【００３８】
　次にロック装置(４)について図２～図６に基づいて説明する。ロック装置(４)は、シー
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トバック(３)内に取付けネジ（図示略）により固定されるベースプレート(７)と、ストラ
イカ(５)と係脱可能なフック(８)と、第２連結部材(25)の下端部に連結されるオープンレ
バー(９)と、ストライカ(５)のフック(８)に対する係脱に応じて位置を変位可能な拘束レ
バー(10)及びウォーニングレバー(11)を含む検知手段とを有している。なお、図２～図６
は、ベースプレート(７)の側面に固着されたカバープレート(7a)の一部を破断した形態を
示す。
【００３９】
　ベースプレート(７)には、カバープレート(7a)が固着されるとともに、シートバック(
３)を起立位置に移動させた際、ストライカ(５)の第１、２係合部(51)(52)が後方から進
入可能なほぼ水平方向のストライカ進入溝(71)が設けられている。
【００４０】
　フック(８)は、前端部がカバープレート(7a)に枢軸(12)により枢着されるとともに、枢
軸(12)に巻装された第４のばね(13)により反時計方向へ付勢され、ストライカ(５)が離脱
した図４に示す待機位置と、ストライカ(５)に係合し、かつ待機位置とほぼ同一位置の図
２、３に示す係合位置と、係合位置から第４のばね(13)の付勢力に抗して時計方向へ所定
量回動した図６に示すアンロック操作位置とに回動可能である。すなわち、本発明は、フ
ック(８)が係合位置と待機位置とをほぼ同一としたロック装置(４)により構成される。
【００４１】
　フック(８)におけるストライカ進入溝(71)に重合する部分には、ストライカ(５)の進入
方向に沿って、ストライカ(５)の第１、２係合部(51)(52)が選択的に係合可能な後側の第
１係合溝(81)及びストライカ(５)の第１係合部(51)が係合可能な前側の第２係合溝(82)が
設けられている。
【００４２】
　シートバック(３)を倒伏位置から起立させると、先ずストライカ(５)の第１係合部(51)
がストライカ進入溝(71)に進入して、フック(８)の傾斜縁(83)に当接することにより、フ
ック(８)は、第４のばね(13)の付勢力に抗して、待機位置から強制的にアンロック操作位
置付近まで回動させられる。続いて、ストライカ(５)の第１係合部(51)が第１係合溝(81)
まで進入すると、図２に示すように、フック(８)が、第４のばね(13)の付勢力により係合
位置に回動して、ストライカ(５)の第１係合部(51)に第１係合溝(81)が係合する。これに
より、シートバック(３)は第１起立位置に保持される。
【００４３】
　また、ストライカ(５)の第１係合部(51)がさらにストライカ進入溝(71)に進入した場合
には、図３に示すように、第１係合部(51)がフック(８)の第２係合溝(82)に、また第２係
合部(52)が第１係合溝(81)にそれぞれ係合することにより、シートバック(３)は第２起立
位置に保持される。
【００４４】
　オープンレバー(９)は、ベースプレート(７)に枢軸(14)により枢着されるとともに、第
２連結部材(25)の下端部が連結され、操作ノブ(21)の第３位置へのアンロック操作に基づ
いて、図２及び図３に示す停止位置から、第５のばね(15)の付勢力に抗して、図６に示す
アンロック操作位置に回動する。オープンレバー(９)がアンロック操作位置に回動すると
、図６に示すように、下部に設けられたアーム部(91)の前縁が、フック(８)に設けられた
第１突部(84)に当接することによって、フック(８)は、係合位置からアンロック操作位置
に回動する。なお、オープンレバー(９)のアーム部(91)は、オープンレバー(９)が反時計
方向へ回動したときのみ、フック(８)の第１突部(84)に当接するようになっている。
【００４５】
　拘束レバー(10)は、カバープレート(7a)に枢軸(16)により枢着されるとともに、第１の
ばね(17)により反時計方向へ付勢され、ストライカ(５)の第１、２係合部(51)(52)がフッ
ク(８)の第１係合溝(81)に係合していない場合、すなわちシートバック(３)が倒伏位置に
ある場合には、図４に示すアンロック位置に停止しており、また、ストライカ(５)の第１
、２係合部(51)(52)がフック(８)の第２係合溝(82)に完全に係合した場合、すなわちシー
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トバック(３)が第１または第２起立位置に保持されている場合には、図２、３に示すよう
に、第１係合部(51)または第２係合部(52)に当接することにより、第１のばね(17)の付勢
力に抗して、アンロック位置から時計方向へ所定量回動したロック位置に変位可能となっ
ている。
【００４６】
　拘束レバー(10)がロック位置にある場合には、拘束レバー(10)の下向き山形状の検出部
(101)が、フック(８)の第１係合溝(81)に係合しているストライカ(５)の第１係合部(51)
または第２係合部(52)に上方から当接することにより、第１のばね(17)の付勢力をもって
、ストライカ(５)のがた付きを抑止するようになっている。
【００４７】
　ウォーニングレバー(11)は、ベースプレート(７)に枢軸(18)により枢着されるとともに
、前端部が第３連結部材(26)の下端部が連結され、図４～図６に示すアンロック位置と、
図２、３に示すロック位置との間を回動し得るように構成されている。
【００４８】
　拘束レバー(10)がアンロック位置にある場合には、図４に示すように、拘束レバー(10)
の前部に設けられた突部(102)が、ウォーニングレバー(11)の下縁に当接することによっ
て、ウォーニングレバー(11)は、ウォーニングレバー(11)を時計方向へ付勢している第２
のばね(19)の付勢力に抗してアンロック位置に保持される。また、拘束レバー(10)がロッ
ク位置にある場合には、図２、３に示すように、拘束レバー(10)の突部(102)が、ウォー
ニングレバー(11)の下縁から離れるように下方へ移動する。これにより、ウォーニングレ
バー(11)は、第２のばね(19)の付勢力をもって、アンロック位置から時計方向へ回動して
、ベースプレート(７)に当接したロック位置に保持される。
【００４９】
　ウォーニングレバー(11)がロック位置に変位した場合には、第３連結部材(26)が下方へ
移動するため、ベルクランク(23)は、第３のばね(27)の付勢力により、第１位置に移動し
、これに応じて、操作ノブ(21)は第１位置に移動する。また、ウォーニングレバー(11)が
アンロック位置に変位した場合には、第３連結部材(26)が上方へ移動するため、ベルクラ
ンク(23)は第３のばね(27)の付勢力に抗して第２位置に移動し、これに応じて、操作ノブ
(21)は第２位置に移動する。
【００５０】
　また、図５に示すように、不完全噛合状態が発生した場合、すなわちフック(８)が係合
位置とアンロック操作位置との間の不完全噛合位置に停止した状態で、第１係合溝(81)が
ストライカ(５)の第１係合部(51)に僅かに係合している場合には、フック(８)の不完全噛
合位置への移動に伴って、フック(８)の側面に設けられた第２突部(85)が、ウォーニング
レバー(11)の移動軌跡内に進入して、フック(８)の下縁に当接することによって、ウォー
ニングレバー(11)は、アンロック位置に保持されるようになっている。したがって、不完
全噛合状態が発生した場合には、拘束レバー(10)が、ロック位置にあっても、ウォーニン
グレバー(11)をアンロック位置に保持して、操作ノブ(21)を第２位置に変位させることが
できる。
【００５１】
　なお、以下に使用する検知手段(10)(11)のアンロック状態は、拘束レバー(10)及びウォ
ーニングレバー(11)が共にアンロック位置にあるとき、また、検知手段(10)(11)のロック
状態は、拘束レバー(10)及びウォーニングレバー(11)が共にロック位置にあるときと定義
する。また、図５に示す不完全噛合状態のように、拘束レバー(10)がロック位置に、また
、ウォーニングレバー(11)がアンロック位置にあるときは、検知手段(10)(11)は、アンロ
ック状態となる。したがって、検知手段(10)(11)がロック状態にあるときには、操作ノブ
(21)は第１位置に変位し、また、同じくアンロック状態にあるときには、操作ノブ(21)は
第２位置に変位する。
【００５２】
　上述のように、ロック装置(４)は、フック(８)に加え、さらにストライカ(５)の第１ま
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たは第２係合部(51)(52)がフック(８)の第１係合溝(81)から離脱しているとき、アンロッ
ク状態に変位し、また、フック(８)が係合位置にあるとき、ストライカ(５)の第１係合部
(51)に当接することにより、アンロック状態と異なる状態のロック状態に変位可能な検知
手段(10)(11)を有し、また、操作ノブ(21)は、検知手段(10)(11)の変位に応じて、検知手
段(10)(11)のロック状態に対応する第１位置と、検知手段(10)(11)のアンロック状態に対
応する第２位置との間を移動し得るように、検知手段(10)(11)に連係したことにより、検
知手段(10)(11)の変位に基づいて、操作ノブ(21)の第１位置と第２位置との間の移動量を
任意に設定可能であるとともに、操作ノブ(21)を確実に第１位置と第２位置との間を移動
させることができ、操作ノブ(21)の位置及び表示部(201)を視認することにより、フック(
８)とストライカ(５)との係合状態を容易に確認することができる。
【００５３】
　次に、車両用シートバック装置の作用について説明する。シートバック(３)が第１起立
位置に保持されている場合には、図２に示すように、ストライカ(５)の第１係合部(51)が
、フック(８)の第１係合溝(81)に係合している。また、同じく第２起立位置に保持されて
いる場合には、図３に示すように、ストライカ(５)の第１係合部(51)がフック(８)の第２
係合溝(82)、また第２係合部(52)が第１係合溝(81)にそれぞれ係合している。この状態に
おいては、検知手段(10)(11)はロック状態に変位していることにより、操作ノブ(21)は第
１位置に変位している。したがって、乗員は、操作ノブ(21)の上面がガイド部材(20)と平
坦になっている第１位置にあることを視認することにより、ストライカ(５)の各係合部(5
1)(52)がフック(８)の各係合溝(81)(82)に確実に係合していることを容易に確認すること
ができる。また、拘束レバー(10)の検出部(101)が、第１のばねの(17)の付勢力により、
ストライカ(５)の第１または第２係合部(51)(52)に当接しているので、ストライカ(５)の
がた付きを抑止している。
【００５４】
　また、シートバック(３)が第１または第２起立位置にあるにも係わらず、ストライカ(
５)の第１または第２係合部(51)(52)がフック(８)の第１係合溝(81)に完全に係合してい
ない状態、すなわち図５に示す不完全噛合状態が発生している場合には、拘束レバー(10)
がロック位置にあっても、フック(８)の第２突部(85)がウォーニングレバー(11)の下縁に
当接して、ウォーニングレバー(11)がアンロック位置に保持されている。したがって、検
知手段(10)(11)はアンロック状態にあって、操作ノブ(21)は第２位置に変位している。こ
の結果、乗員は、操作ノブ(21)がガイド部材(20)より没入した第２位置にあること、及び
露呈している表示部(201)を視認することにより、不完全噛合状態であることを容易に確
認することができる。
【００５５】
　第１または第２起立位置に保持されているシートバック(３)を倒伏位置に移動させる場
合には、操作ノブ(21)をアンロック操作して、図２、３に示す第１位置から第２位置を通
過した図６に示す第３位置まで押し込む。これにより、ベルクランク(23)は、第３のばね
(27)の付勢力に抗して、第１位置から第２位置を通過して第３位置に回動し、第１長孔(2
31)、第２連結部材(25)を介して、オープンレバー(９)を待機位置からアンロック操作位
置に回動させる。フック(８)は、オープンレバー(９)のアンロック操作位置への回動に伴
って、係合位置からアンロック操作位置に回動して、各係合溝(81)(82)がストライカ(５)
の各係合部(51)(52)から離脱する。この状態で、シートバック(３)を前方へ回動させるこ
とにより、倒伏位置へ移動させることができる。
【００５６】
　操作ノブ(21)を第１位置から第３位置まで押し込む際、操作ノブ(21)とウォーニングレ
バー(11)とは、操作ノブ(21)の第１位置と第３位置との間の移動がウォーニングレバー(1
1)に伝達されないように、操作ノブ(21)の第１位置と第３位置との間の移動距離に相当す
る遊びを介して互いに連結されているため、操作ノブ(21)の第１位置から第３位置への移
動が、ウォーニングレバー(11)及び拘束レバー(10)に伝達されることはない。この結果、
ウォーニングレバー(11)及び拘束レバー(10)の不要な動きが無くなり、フック(８)とスト
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ライカ(５)との係合状態を確実に検出することができる。
【００５７】
　また、シートバック(３)が倒伏位置に移動させる際、ストライカ(５)の各係合部(51)(5
2)がフック(８)の各係合溝(81)(82)から離脱して、検知手段(10)(11)がアンロック状態に
変位して、操作ノブ(21)が第２位置に変位してガイド部材(20)内に没入しているため、操
作ノブ(21)がフロントシート（図示略）等に当接して、フロントシートの表皮等を傷付け
ることはない。
【００５８】
　シートバック(３)を倒伏位置から起立させると、ストライカ(５)の第１係合部(51)がス
トライカ進入溝(71)に進入することにより、拘束レバー(10)は、第１のばね(17)の付勢力
に抗して、アンロック位置からロック位置に変位し、また、フック(８)は、第４のばね(1
3)の付勢力に抗して、待機位置から強制的にアンロック操作位置付近まで回動した後、図
２に示すように、第４のばね(13)の付勢力により、係合位置に回動してストライカ(５)の
第１係合部(51)に第１係合溝(81)が係合する。これにより、シートバック(３)は、第１起
立位置に保持されるとともに、操作ノブ(21)は、第２位置から第１位置に変位する。
【００５９】
　このとき、操作ノブ(21)とオープンレバー(９)とは、操作ノブ(21)の第２位置から第１
位置への移動がオープンレバー(９)に伝達されないように、操作ノブ(21)の第１位置と第
２位置との間の移動距離に相当する遊びを介して、互いに連係されているため、操作ノブ
(21)が第２位置から第１位置に変位するときの移動が、オープンレバー(９)及びフック(
８)に伝達されない。この結果、操作ノブ(21)が第１または第２位置に変位しても、フッ
ク(８)を常に係合位置（待機位置を含む）に保持することができる。
【００６０】
　また、シートバック(３)を第２起立位置に移動させる場合には、操作ノブ(21)をアンロ
ック解除操作した状態で、ストライカ(５)の第１係合部(51)をさらにストライカ進入溝(7
1)に進入させ、図３に示すように、第１係合部(51)をフック(８)の第２係合溝(82)に、ま
た第２係合部(52)を第１係合溝(81)にそれぞれ係合させる。
【００６１】
　なお、本発明は、上述の実施形態に特定されるものではなく、下記のような種々の変更
は可能である。
（ｉ）オープンレバー(９)及び／またはベルクランク(23)を廃止して、操作ノブ(21)とフ
ック(８)とを、連結部材を介して互いに連結する。この場合には、操作ノブ(21)が第１位
置から第２位置へ移動する間は、その移動がフック(８)へ伝達されないようにするととも
に、操作ノブ(21)が第２位置から第３位置へ移動するときにその移動がフック(８)に伝達
されるようにする。
【００６２】
（ii）ウォーニングレバー(11)及び／またはベルクランク(23)を廃止して、操作ノブ(21)
と拘束レバー(10)とを、連結部材を介して互いに連結する。この場合には、操作ノブ(21)
の第１位置と第３位置との間の移動が拘束レバー(10)に伝達されないようにするとともに
、拘束レバー(21)のロック位置とアンロック位置との間の移動が、操作ノブ(21)に伝達さ
れるようにする。
【００６３】
（iii）フック(８)と拘束レバー(10)との回動軸を同軸とする。この場合には、拘束レバ
ー(10)の突部(102)をウォーニングレバー(11)の下縁に当接可能にする。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の適用した車両用リヤシートの斜視図である。
【図２】シートバックを第１起立位置に保持しているときのロック装置の側面図である。
【図３】シートバックを第２起立位置に保持しているときのロック装置の側面図である。
【図４】ストライカが離脱しているときのロック装置の側面図である。
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【図５】不完全噛合状態にあるときのロック装置の側面図である。
【図６】アンロック操作時のロック装置の側面図である。
【符号の説明】
【００６５】
(１)リヤシート
(２)シートクッション
(３)シートバック
(４)ロック装置（ロック手段）
(５)ストライカ
(６)操作装置（操作手段）
(７)ベースプレート
(7a)カバープレート
(８)フック
(９)オープンレバー
(10)拘束レバー（検知手段）
(11)ウォーニングレバー（検知手段）
(12)枢軸
(13)第４のばね
(14)枢軸
(15)第５のばね
(16)枢軸
(17)第１のばね
(18)枢軸
(19)第２のばね
(20)ガイド部材
(21)操作ノブ
(22)枢軸
(23)ベルクランク
(24)第１連結部材
(25)第２連結部材
(26)第３連結部材
(27)第３のばね
(51)第１係合部
(52)第２係合部
(71)ストライカ進入溝
(72)ストッパー
(81)第１係合溝
(82)第２係合溝
(83)傾斜縁
(84)第１突部
(85)第２突部
(91)アーム部
(101)検出部
(102)突部
(201)表示部
(231)第１長孔
(232)第２長孔



(12) JP 4362556 B2 2009.11.11

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 4362556 B2 2009.11.11

【図５】 【図６】



(14) JP 4362556 B2 2009.11.11

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  森永　浩司
            山梨県韮崎市大草町下条西割１２００番地　三井金属鉱業株式会社　韮崎工場内
(72)発明者  箕浦　雅仁
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内
(72)発明者  鈴木　信二
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内
(72)発明者  近藤　圭一
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内

    審査官  平瀬　知明

(56)参考文献  国際公開第９７／３１７９９（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開平０８－１１９０１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－１８８１７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１４６１２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０４２８６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０７－０１８９６４（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６０Ｎ　　　２／２０　　　　
              Ｂ６０Ｎ　　　２／４４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

