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(57)【要約】
【課題】リクライニングロック機構自体の変形を伴わず
、また、複雑な機構の変更をリクライニングロック機構
の内部に加えず、荷物等の衝突負荷によるリクライニン
グロック機構のロック解除阻止対策を図る。
【解決手段】車内側のリクライニングロック機構４ａは
、連結シャフト５と繋ぐ作動軸６の軸端側を所定厚みの
板状部６０として形成し、連結シャフト５の相対する両
側面５０，５１を相逆向きの略く字状に筒内に陥入し、
作動軸６の板状部６０を当接する片方の略く字の上部辺
５１ａと他方の略く字の下部辺５０ｂとの辺側を作動軸
６の係合部とし、該係合部と異なる片方の略く字の上部
辺５０ａと他方の略く字の下部辺５１ｂとの辺側に保つ
空間を作動軸の空転領域５２ａ，５２ｂとした繋ぎ構造
により、連結シャフト５と作動軸６を繋いだ。
【選択図】図２ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートバックフレーム，シートクッションフレームの相対するサイドブラケットの間に
組み付けてリクライニングロック機構をシートの両側部に備え、双方のリクライニングロ
ック機構を各リクライニングロック機構の作動軸に掛け渡す円筒状の連結シャフトで一体
に組み付け、片側の作動軸に備える操作レバーのレバー操作により一定方向に回動する連
結シャフトで両リクライニングロック機構を同期させてロック解除し、シートバッ略く傾
き角度を調整可能に構成する自動車用シートの両持ち式リクライニングロック装置におい
て、
　少なくとも車内側のリクライニングロック機構は、作動軸と繋ぐ連結シャフトの端部寄
りを筒内に陥入させた突壁部を設け、一方、操作レバーのレバー操作による作動軸の回転
に伴って連結シャフトの突壁部と当接する係合部を連結シャフトと繋ぐ作動軸の軸端寄り
に設け、且つ、該作動軸の係合部から連続する空間部を操作レバーのレバー操作による作
動軸の回転方向と反対方向に向かう該作動軸の空転領域として設けた繋ぎ構造により、連
結シャフトの筒内に挿置する作動軸の軸端寄りを繋いだことを特徴とする自動車用シート
の両持ち式リクライニングロック装置。
【請求項２】
　作動軸と繋ぐ連結シャフトの端部寄りを相逆向きの略く字状に筒内に陥入させた二つの
突壁部を設けると共に、作動軸の端部寄りを筒内に挿置可能な間隔を筒内で両略く字の突
端部の間に保って連結シャフトの端部寄りを形成し、一方、連結シャフトと繋ぐ作動軸の
軸端寄りを所定厚みの板状部として形成し、操作レバーのレバー操作による作動軸の回転
に伴って該作動軸の板状部と当接する片方の略く字の上部辺と他方の略く字の下部辺との
辺側を作動軸の係合部とし、且つ、該作動軸の係合部と異なる片方の略く字の上部辺と他
方の略く字の下部辺との辺側に設ける空間を操作レバーのレバー操作による作動軸の回転
方向と反対方向に向かう作動軸の空転領域とした繋ぎ構造により、連結シャフトの筒内に
挿置する作動軸の軸端寄りを板状部で繋いだことを特徴とする請求項１に記載の自動車用
シートの両持ち式リクライニングロック装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シートバックの傾き角度を調整するためのリクライニングロック機構をシー
トの両側部に備える自動車用シートの両持ち式リクライニングロック装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　リクライニングロック機構の一例を挙げると、円盤状のハウジングと、輪状のギヤ歯を
外周壁の内面に設けた円盤状のカバープレートとをすれ違い回転可能に相対させて組み付
け、複数のロックギヤをハウジングの内側でカバープレートのギヤ歯と噛合せ乃至は解除
可能に組み付けると共に、各ロックギャを変位動させるカムをロックギャの中央に組み付
け、カムの板面より側方に突出する作動軸をハウジング並びにカバープレートの板面中央
に挿通させて組み立てるものが知られている（特許文献１）。
【０００３】
　そのリクライニングロック機構（以下、単に「ロック機構」という。）は、ハウジング
とカバープレートをシートバックフレーム，シートクッションフレームの相対するサイド
ブラケットの板面に各々あてがい固定することにより、シートの両側部に組み付けた両持
ち式として装備されている。
【０００４】
　両持ち式のリクライニングシートは、双方のロック機構を各ロック機構の作動軸に掛渡
し固定する連結シャフトで一体に組み付け、開錠用の操作レバーを片側の作動軸に備え、
レバー操作により一定方向に回動する連結シャフトで両ロック機構を同期させてロック解
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除することにより、シートバックの傾き角度を調整可能に構成されている。
【０００５】
　その両持ち式のリクライニングシートでは、車両の後方側から比較的大きな負荷がシー
トバックに加わった際に、ロック機構が強制的にロック解除されてしまう事態が生ずるこ
とがある。
【０００６】
　車両をブレーキ操作で停止させることにより、リヤシートの後方側に置かれた重量のあ
る荷物がシートバックの背部に衝突する場合を想定すると、リヤシートの後方側に置かれ
た荷物がシートバックの背部に衝突したとき、シートバックが前倒しに押圧されて変形或
いは変位することがある。シートバックの車体側（アウト側）にはホイールハウス等が存
在することから、荷物はシートバックの車内側（イン側）に衝突することが起こる場合が
あると考えられる。
【０００７】
　その荷物をシートバックの車内側に衝突させると、シートバックは車内側の肩部側から
前方に捩れ回転することがある。これに伴って、車内側のロック機構が一体的となって作
動軸を中心に前倒し方向に回動変位し、連結シャフトが連動で回動することにより、車体
側のロック機構もロック解除されてしまう事態が生ずる。
【０００８】
　従来、荷物等の負荷によるロック機構のロック解除阻止対策としては、負荷がシートバ
ックの背後から加わった際に、片方の作動軸と連結シャフトの当該作動軸との連結部が略
くの字状に折れ曲がり、連結シャフトが片方のロック機構と一体的に回動しても、その回
動力が他のロック機構に伝達されるのを阻止するよう構成することが提案されている（特
許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平０８－２５３０６３号
【特許文献２】ＷＯ ２００７／０２６５７ Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述したロック機構のロック解除阻止手段では、片方の作動軸と連結シャフトの当該作
動軸との連結部が前方に向かう略く字状に折れ曲がるよう構成するものであり、当該部位
は着座者の腰部に略相応するところであるため、連結シャフトの曲がり具合によっては着
座者に対する着座感が悪くなる等の影響が懸念される。
【００１１】
　本発明が解決しようとする課題は、連結シャフトが折れ曲がる等の如きリクライニング
ロック機構自体の変形を伴わず、また、複雑な機構の変更をリクライニングロック機構の
内部に加えず、荷物等の衝突負荷によるリクライニングロック機構のロック解除阻止対策
を図るところにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本願の請求項１に係る発明は、シートバックフレーム，シートクッションフレームの相
対するサイドブラケットの間に組み付けてリクライニングロック機構をシートの両側部に
備え、双方のリクライニングロック機構を各リクライニングロック機構の作動軸に掛け渡
す円筒状の連結シャフトで一体に組み付け、片側の作動軸に備える操作レバーのレバー操
作により一定方向に回動する連結シャフトで両リクライニングロック機構を同期させてロ
ック解除することにより、シートバックの傾き角度を調整可能に構成する自動車用シート
の両持ち式リクライニングロック装置において、
　少なくとも車内側のリクライニングロック機構は、作動軸と繋ぐ連結シャフトの端部寄
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りを筒内に陥入させた突壁部を設け、一方、操作レバーのレバー操作による作動軸の回転
に伴って連結シャフトの突壁部と当接する係合部を連結シャフトと繋ぐ作動軸の軸端寄り
に設け、且つ、該作動軸の係合部から連続する空間部を操作レバーのレバー操作による作
動軸の回転方向と反対方向に向かう該作動軸の空転領域として設けた繋ぎ構造により、連
結シャフトの筒内に挿置する作動軸の軸端寄りを繋いだことを特徴とする。
【００１３】
　本願の請求項２に係る発明は、作動軸と繋ぐ連結シャフトの端部寄りを相逆向きの略く
字状に筒内に陥入させた二つの突壁部を設けると共に、作動軸の端部寄りを筒内に挿置可
能な間隔を筒内で両略く字の突端部の間に保って連結シャフトの端部寄りを形成し、一方
、連結シャフトと繋ぐ作動軸の軸端寄りを所定厚みの板状部として形成し、操作レバーの
レバー操作による作動軸の回転に伴って該作動軸の板状部と当接する片方の略く字の上部
辺と他方の略く字の下部辺との辺側を作動軸の係合部とし、且つ、該作動軸の係合部と異
なる片方の略く字の上部辺と他方の略く字の下部辺との辺側に設ける空間を操作レバーの
レバー操作による作動軸の回転方向と反対方向に向かう作動軸の空転領域とした繋ぎ構造
により、連結シャフトの筒内に挿置する作動軸の軸端寄りを板状部で繋いだことを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１４】
　本願に係る発明では、荷物等による負荷がシートバックの背部に加わるに伴って、車内
側のリクライニングロック機構がロック解除方向に回転しても、当該リクライニングロッ
ク機構の作動軸が連結シャフト乃至は作動軸に設けられる空転領域で空転することにより
、連結シャフトを回動させないため、車体側のリクライニングロック機構をロック状態に
保てる。
【００１５】
これにより、連結シャフトが折れ曲がる等の如きリクライニングロック機構自体の変形を
伴わず、また、複雑な機構の変更をリクライニングロック機構の内部に加えず、荷物等の
衝突負荷によるリクライニングロック機構のロック解除阻止対策を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明に係る両持ち式リクライニングロック装置を装備する自動車用シ
ートのシートバックフレームを背後側から見て示す斜視図である。
【図２ａ】図２ａは、車内側に装備するリクライニングロック機構の作動軸と連結シャフ
トの繋ぎ構造を展開させて示す説明図である。
【図２ｂ】図２ａの繋ぎ構造により作動軸の板状部を連結シャフトの筒内に挿置させて示
す説明図である。
【図３ａ】図３ａは、車体側に装備するリクライニングロック機構と連結シャフトの繋ぎ
構造を展開させて示す説明図である。
【図３ｂ】図３ｂは、図３ａの繋ぎ構造により作動軸を連結シャフトの筒内に嵌着させて
示す説明図である。
【図４】図４は、図２ａの繋ぎ構造による作動軸の空転方向（紙面反時計回り）を示す説
明図である。
【図５】図５は、連結シャフトの回動方向を図２ｂと反対方向に設定した場合の繋ぎ構造
を示す説明図である。
【図６】図６は、図５の場合の繋ぎ構造による作動軸の空転方向（紙面時計回り）を示す
説明図である。
【図７】図７は、図２ａの連結シャフトと異なる変形例に係る連結シャフトの端部寄り形
状を示す説明図である。
【図８】図８は、別の実施の形態に係る連結シャフトとリクライニングロック機構の作動
軸との繋ぎ構造を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
　図示実施の形態は、図１で示すようなシートバックのシートバックフレーム１において
、荷物等の負荷によるリクライニングロック機構のロック解除阻止機構を組み付けるに適
用されている。シートバックフレーム１は丸パイプ部材でなり、アッパーフレーム１ａ、
左右のサイドフレーム１ｂ，１ｃ、ロアフレーム１ｄから略四辺形の枠状に形成されてい
る。
【００１８】
　シートバックフレーム１の左右側部下寄りには、シートクッション（図示せず）のサイ
ドブラケット２ａ，２ｂと相対するサイドブラケット３ａ，３ｂがあてがい固定されてい
る。各相対するサイドブラケット２ａ，３ａ、２ｂ，３ｂの間には、リクライニングロッ
ク機構（以下、単に「ロック機構」という。）４ａ，４ｂが組付け装備されている。両ロ
ック機構４ａ，４ｂは、各ロック機構４ａ，４ｂの作動軸（図示せず）の間に掛け渡され
る連結シャフト５で一体に組み立てられている。
【００１９】
　上述したシートバックフレーム１では、連結シャフト５が操作レバー（図示せず）で矢
印方向に回動することにより、両ロック機構４ａ，４ｂがロック解除するよう設定されて
いる。ロック解除阻止機構は、車内側（丸印で囲ったイン側）に装備するロック機構４ａ
の丸棒でなる作動軸（図示せず）と円筒状の連結シャフト５との繋ぎ構造で構成されてい
る。
【００２０】
　その繋ぎ構造は、図２ａで示すように連結シャフトの５の端部寄りに設けた突壁部と作
動軸６の端部寄りに設けた板状部６０を組み合すことにより構成されている。作動軸６の
端部寄りは、連結シャフト５と繋ぐ軸端側を所定厚みの板状部６０として形成されている
。一方、連結シャフト５の端部寄りは相対する両側部５０，５１を相逆向きの略く字状に
筒内に陥入し、且つ、作動軸６の板状部６０を片方の略く字の上部辺５１ａと他方の略く
字の下部辺５０ｂとの辺側に当接させて挿置可能な間隔Ｗを筒内で両略く字の突端部５０
ｃ，５１ｃの間に保つ二つの突壁部として形成されている。
【００２１】
　その繋ぎ構造では、図２ｂで示すように作動軸６の板状部６０を当接する片方の略く字
の上部辺５１ａと他方の略く字の下部辺５０ｂとの辺側が作動軸６の押遣り係合部として
形成されている。また、作動軸６の板状部６０を当接する係合側と異なる片方の略く字の
上部辺５０ａと他方の略く字の下部辺５１ｂとの辺側に保つ空間５２ａ，５２ｂが作動軸
５の空転領域として形成されている。
【００２２】
　車体側のリクライニングロック機構４ｂでは、図３ａで示すように連結シャフト５の片
筒端側に形成した略六角筒５３と、作動軸７の片軸端側に形成したスプライン軸７０とに
より、作動軸７が連結シャフト５と繋がれている。この繋ぎ構造では、図３ｂで示すよう
にスプライン軸７０を略六角筒５３の筒内に嵌め込むことにより、作動軸７が連結シャフ
ト５に直結固定されている。その作動軸７には、ロック機構４ａ，４ｂをロック解除する
操作レバー（図示せず）が組み付けられている。
【００２３】
　このように構成するリクライングロック装置では、操作レバーをロック解除操作すると
、作動軸７が連結シャフト５に直結固定されているため、作動軸７が回転し、連結シャフ
ト５が回動する（図１矢印参照）。作動軸６は、作動軸６の板状部６０が連結シャフト５
の片方の略く字の上部辺５１ａと他方の略く字の下部辺５０ｂとの係合部５１ａ，５０ｂ
に当接されていることにより、作動軸６の板状部６０が連結シャフト５の当該係合部５１
ａ，５０ｂで押し遣られて回転する。
【００２４】
　通常のレバー操作によっては、車体側のロック機構４ｂがレバー操作による作動軸７の
回転でロック解除し、また、連結シャフト５が作動軸７の回転で一定方向に回動すること
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により、作動軸６も連結シャフト５で回転し、車内側のロック機構４ａも同期的にロック
解除する。このロック機構４ａ，４ｂのロック解除により、シートバックの傾き角度を調
整できるようになる。
【００２５】
　荷物等による負荷がシートバックの背部に加わるに伴っては、図４で示すように車内側
のロック機構４ａがロック解除方向に回転しても、当該ロック機構４ａの作動軸６が連結
シャフト５の空転領域５２ａ，５２ｂで空転することにより、連結シャフト５を回動させ
ない。このため、車体側のロック機構４ｂはロック状態に保てる。
【００２６】
このリクライングロック装置では、ロック機構４ａ，４ｂ自体の変形を伴わず、また、複
雑な機構の変更をロック機構４ａ，４ｂの内部に加えず、荷物等の衝突負荷によるロック
機構の解除阻止対策を図ることができる。
【００２７】
　上述した実施の形態は、車内側のロック機構４ａで適用したが、車体側のロック機構４
ｂにも同様に適用することができる。また、図１，図２ｂで示すように連結シャフト５を
紙面反時計方向に回動する場合で適用したが、図５で示すように連結シャフト５を紙面時
計方向に回動するよう設定するようにできる。この場合、作動軸６の板状部６０は片方の
略く字の上部辺５０ａと他方の略く字の下部辺５１ｂとの係合部と当接するよう組み付け
られる。
【００２８】
　図５で示す場合でも、荷物等による負荷がシートバックの背部に加わるに伴っては、図
６で示すように車内側のロック機構４ａがロック解除方向に回転しても、当該ロック機構
４ａの作動軸６が連結シャフト５の空転領域５２ａ’，５２ｂ’で空転することにより、
連結シャフト５を回動させない。このため、車体側のロック機構４ｂはロック状態に保て
る。
【００２９】
　上述した実施の形態は、丸棒でなる作動軸６の端部寄りを板状に形成する場合で説明し
たが、図７で示すように円筒状のパイプ部材を作動軸６’とし、その筒端部寄りを板状に
プレス成形することにより、板状部６０’を形成するようにできる。この場合には、作動
軸の軽量化やコストダウンを図ることができる。
【００３０】
上述した実施の形態に代えて、図８で示すように作動軸６’’と繋ぐ連結シャフト５’’
の端部寄りを筒内に陥入させて一つの突壁部５０’’を設け、一方、操作レバーのレバー
操作による作動軸６’’の回転に伴って連結シャフト５’’の突壁部５０’’と当接する
係合部６０’’を連結シャフト５’’と繋ぐ作動軸６’’の軸端寄りに設け、且つ、作動
軸６’’の係合部６０’’から連続する空間部５２’’を操作レバーのレバー操作による
作動軸６’’の回転方向と反対方向に向かう作動軸６’’の空転領域として設けた繋ぎ構
造を適用することもできる。
【符号の説明】
【００３１】
　１　　　シートバックフレーム
　２ａ，２ｂ　　シートクッションフレームのサイドブラケット
　３ａ，３ｂ　　シートバックフレームのサイドブラケット
　４ａ　　　　　車内側のリクライニングロック機構
　４ｂ　　　　　車体側のリクライニングロック機構
　５　　　連結シャフト
　５０，５１　　　突壁部　
　５０ａ，５１ａ　略く字の上部辺
　５０ｂ，５１ｂ　略く字の下部辺
　５０ｃ，５１ｃ　略く字の突端部
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　５２ａ，５２ｂ　空転領域
　６　　　作動軸
　６０　　作動軸の板状部

【図１】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図３ａ】
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【図３ｂ】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

