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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】キャブ内のオペレータの頭上空間を十分に確保
することが可能な建設機械の運転シートおよびこれを備
えたキャブ、建設機械を提供する。
【解決手段】ホイルローダの運転シート２２は、ホイル
ローダのキャブ内に設置されており、オペレータが着座
する着座部２２ａと背もたれ２２ｂとを備えている。運
転シート２２は、その一部が上吊り機構２３を介してキ
ャブの天井面２０ａと連結されて、上吊り方式で支持さ
れている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建設機械のキャブ内に設置された運転シートであって、
　前記キャブに乗降するオペレータが着座する着座部と、前記着座部の後部に対して交差
する向きで取り付けられた背面部と、を有するシート部と、
　前記シート部の一部と前記キャブの天井面とを連結するように取り付けられており、前
記シート部を上方から支持する吊り部と、
を備えている建設機械の運転シート。
【請求項２】
　前記シート部を略水平方向において回転させる回転機構をさらに備えている、
請求項１に記載の建設機械の運転シート。
【請求項３】
　前記シート部の回転の規制および解除を行う回転ロック機構を、さらに備えている、
請求項２に記載の建設機械の運転シート。
【請求項４】
　前記シート部の前記着座部を、前記吊り部に対して前後方向にスライドさせるスライド
機構をさらに備えている、
請求項１から３のいずれか１項に記載の建設機械の運転シート。
【請求項５】
　前記シート部の前記背面部の角度を調整する角度調整機構をさらに備えている、
請求項１から４のいずれか１項に記載の建設機械の運転シート。
【請求項６】
　前記吊り部は、前記キャブの天井部分から前記シート部との接合部分にかけて、オペレ
ータの頭部を保護する保護構造を有している、
請求項１から５のいずれか１項に記載の建設機械の運転シート。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の建設機械の運転シートと、
　前記運転シートの側方あるいは後方に設置された乗降用ドアと、
を備えている建設機械のキャブ。
【請求項８】
　前記シート部の前方あるいは側方において上下方向に傾倒可能な操作部をさらに備えて
いる、
請求項７に記載の建設機械のキャブ。
【請求項９】
　前記操作部は、オペレータによって操作される操作部を含むアーム部と、前記アーム部
を支持する支持部と、を有しており、
　前記アーム部と前記支持部とがそれぞれ上下方向において傾倒可能な状態で取り付けら
れている、
請求項８に記載の建設機械のキャブ。
【請求項１０】
　請求項７から９のいずれか１項に記載の建設機械のキャブを備えている建設機械。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、ホイルローダ等の建設機械に搭載された運転シートおよびこれを備
えたキャブ、建設機械に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ホイルローダ等の建設機械には、乗降用ドアや窓を有する壁面によって運転
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席の周囲を囲って形成された室内に、作業機操作装置や走行操縦装置等を設置して構成さ
れるキャブが搭載されている。
　例えば、特許文献１には、キャブの床面に設置された座席支持体上にシート部や背当て
部、アームレスト等を取り付けた建設機械の運転席装置が開示されている。
【特許文献１】特開２０００－１６８４９９号公報（平成１２年６月２０日公開）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記従来の建設機械のキャブでは、以下に示すような問題点を有してい
る。
　近年、建設機械の転倒時におけるキャブ内のオペレータを保護するために、キャブのＲ
ＯＰＳ（Rollover Protective Structure）構造が採用されている。しかし、万一、キャ
ブの天井面等に予測不能な衝撃が付与された場合、上記公報に開示された建設機械の運転
席装置の構造では、床面に立設された座席支持体上にシート部等が配置されているために
、オペレータの頭上空間が十分に確保できなくなるおそれがある。
【０００４】
　本発明の課題は、キャブ内のオペレータの頭上空間を十分に確保することが可能な建設
機械の運転シートおよびこれを備えたキャブ、建設機械を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１の発明に係る建設機械の運転シートは、建設機械のキャブ内に設置された運転シー
トであって、シート部と、吊り部と、を備えている。シート部は、キャブに乗降するオペ
レータが着座する着座部と、着座部の後部に対して交差する向きで取り付けられた背面部
と、を有する。吊り部は、シート部の一部とキャブの天井面とを連結するように取り付け
られており、シート部を上方から支持する。
【０００６】
　ここでは、建設機械のキャブ内に設置される運転シートとして、キャブの天井面から運
転シートを吊り下げる上吊り方式を採用している。
　ここで、運転シートの上吊り方式とは、運転シートをキャブの床面に立設された支持部
上に載せる従来の支持方式とは異なり、天井面から運転シートを吊り下げるように設置す
る方式を含む。そして、天井面に取り付けられた吊り部は、運転シートの背面部の一部を
支持するものであってもよいし、着座部を支持するものであってもよい。なお、本発明の
運転シートが搭載される建設機械には、例えば、ホイルローダやブルドーザ、油圧ショベ
ル、モータグレーダ等が含まれる。
【０００７】
　これにより、運転シートの下面とキャブの床面との間に空間を確保することができる。
この結果、万一、キャブの上方から荷重が掛かって天井面が破損した場合でも、運転シー
ト自体が床面の高さまで移動することになるため、オペレータの頭上空間を従来よりも十
分に確保することができる。
【０００８】
　第２の発明に係る建設機械の運転シートは、第１の発明に係る建設機械の運転シートで
あって、シート部を略水平方向において回転させる回転機構をさらに備えている。
　ここでは、上述した上吊り方式の運転シートに含まれるシート部を、略水平方向におい
て回転させる機構をさらに備えている。
　ここで、回転機構は、天井面に設置された回転軸を中心として吊り部ごと回転するもの
であってもよいし、吊り部とは独立してシート部だけを回転させる機構であってもよい。
　これにより、運転シートの回転によってオペレータの良好な乗降性を確保することがで
きる。さらに、運転中等において後方を振り返る必要がある場合でも、運転シートの回転
によって容易に後方の確認を行うことができる。
【０００９】
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　第３の発明に係る建設機械の運転シートは、第２の発明に係る建設機械の運転シートで
あって、シート部の回転の規制および解除を行う回転ロック機構を、さらに備えている。
　ここでは、ロック機構によって、運転シートのシート部を回転可能な状態にしたり、回
転を規制した状態にしたりする。
　ここで、ロック機構は、回転するシート部の回転を規制する、例えば、シート部側に形
成された挿入孔と挿入孔に差し込まれる挿入棒等が含まれる。
【００１０】
　これにより、オペレータがキャブ内で乗降する際には、シート部の回転を可能な状態と
する一方、オペレータがシート部に着座した後にはシート部の回転を規制して運転時の操
作性を向上させることができる。さらに、運転時等に後方確認のために振り返る場合には
、ロック機構を解除してシート部の回転を許可することで、後方確認も従来よりも容易に
行うことができる。
【００１１】
　以上のように、オペレータの都合に応じてロック機構によるシート部の回転の規制と解
除とを切り替えることで、キャブ内におけるオペレータの操作性、作業性、乗降性を、従
来よりも大幅に向上させることができる。
【００１２】
　第４の発明に係る建設機械の運転シートは、第１から第３の発明のいずれか１つに係る
建設機械の運転シートであって、シート部の着座部を、吊り部に対して前後方向にスライ
ドさせるスライド機構をさらに備えている。
　ここでは、上述した上吊り方式を採用した運転シートにおいても、シート部に含まれる
着座部を吊り部に対して前後にスライド移動させる。
　これにより、オペレータがキャブに乗降する際に、着座部を吊り部に対して後方へスラ
イドさせることで、少しでも乗降のために必要な空間を確保することができる。さらに、
着座部のスライド移動に伴って背面部の角度を調整することで、オペレータの快適性を向
上させることができる。
【００１３】
　第５の発明に係る建設機械の運転シートは、第１から第４の発明のいずれか１つに係る
建設機械の運転シートであって、シート部の背面部の角度を調整する角度調整機構をさら
に備えている。
　ここでは、角度調整機構によって、シート部に含まれる背面部の角度調整が可能となっ
ている。
【００１４】
　これにより、乗降時には最後方まで傾倒させることで乗降性を向上させることができる
とともに、オペレータの好みに応じて背もたれの部分の角度を調整することができる。
【００１５】
　第６の発明に係る建設機械の運転シートは、第１から第５の発明のいずれか１つに係る
建設機械の運転シートであって、吊り部は、キャブの天井部分からシート部との接合部分
にかけて、オペレータの頭部を保護する保護構造を有している。
　ここでは、キャブの天井面から吊り下げるように固定された吊り部が、オペレータの頭
部を保護するための強度を備えた保護構造を有している。
　これにより、キャブのＲＯＰＳ構造等のようなキャブの剛性によるオペレータの保護と
は別に、運転シートの吊り部の剛性による保護構造も追加することで、オペレータの頭上
空間をさらに十分に確保することができる。
【００１６】
　第７の発明に係る建設機械のキャブは、第１から第６の発明のいずれか１つに係る建設
機械の運転シートと、運転シートの側方あるいは後方に設置された乗降用ドアと、を備え
ている。
　ここでは、運転シートの側方等に乗降用ドアを有する建設機械のキャブ内に、上述した
運転シートを搭載している。
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【００１７】
　これにより、万一、キャブの上方から荷重が掛かって天井面が破損した場合でも、運転
シート自体が床面の高さまで移動することになるため、オペレータの頭上空間を従来より
も十分に確保することができるという、上記と同様の効果を得ることが可能なキャブを提
供できる。
【００１８】
　第８の発明に係る建設機械のキャブは、第７の発明に係る建設機械のキャブであって、
シート部の前方あるいは側方において上下方向に傾倒可能な操作部をさらに備えている。
　ここでは、上述した上吊り方式を採用した運転シートにおいて、建設機械の操作を行う
操作手段として、上下方向に傾倒可能な操作部を用いている。
　ここで、上下方向に傾倒可能とは、シート部の前方あるいは後方に配置された回動軸を
中心として、前方あるいは後方に向かって跳ね上げるようにして所定の位置へ退避させる
ことが可能なものをいう。また、操作部には、ジョイスティック装置やレバーハンドル、
一般的な操舵用のハンドルも含まれる。なお、上記前方、後方とは、建設機械のキャブに
乗降するオペレータが運転シートに着座して運転する際に向く方向を前方とする前後方向
を意味する。
【００１９】
　これにより、乗降する際に邪魔になる操作部を上下方向に傾倒させて所定の位置へ退避
させることで、オペレータのキャブ内への良好な乗降性を確保することができる。そして
、上述したシート部の回転機構と組み合わせることで、従来のキャブよりも大幅に乗降性
を向上させることが可能になる。
【００２０】
　第９の発明に係る建設機械のキャブは、第８の発明に係る建設機械のキャブであって、
操作部は、オペレータによって操作される操作部を含むアーム部と、アーム部を支持する
支持部と、を有している。そして、アーム部と支持部とがそれぞれ上下方向において傾倒
可能な状態で取り付けられている。
　ここでは、操作部に含まれるアーム部と支持部とが、それぞれ上下方向において傾倒可
能となっている。
　ここで、アーム部上に搭載される操作部としては、上面に各種操作レバーや操作ボタン
を配置した板状の部材や、ジョイスティック装置、レバーハンドル等が含まれる。
　これにより、操作部の傾倒動作を、２段階で行うことが可能になる。この結果、オペレ
ータのキャブへの乗降時には、２段階で操作部を最大限に跳ね上げるように退避させる等
、状況に応じて傾倒の段階を切り換えることで、乗降性を十分に確保することができる。
【００２１】
　第１０の発明に係る建設機械は、第７から第９の発明のいずれか１つに係る建設機械の
キャブを備えている。
　ここで、この建設機械には、例えば、ホイルローダやブルドーザ、油圧ショベル、モー
タグレーダ等のように、キャブが搭載された各種建設機械が含まれる。
　これにより、上述したように、万一、キャブの上方から荷重が掛かって天井面が破損し
た場合でも、運転シート自体が床面の高さまで移動することになるため、オペレータの頭
上空間を従来よりも十分に確保することができるという、上記と同様の効果を得ることが
可能な建設機械を提供できる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係る建設機械の運転シートによれば、オペレータの頭上空間を従来よりも十分
に確保することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明の一実施形態に係るホイルローダ（建設機械）１０のキャブ２０内に設置された
運転シート部（シート部、運転シート）２２について、図１～図７を用いて説明すれば以
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下の通りである。
　なお、以下の説明で用いる「前」、「後」、「左」、「右」については、ホイルローダ
１０に乗降するオペレータが運転シートに着座した状態で向く方向（ホイルローダ１０の
前進側）を「前」とし、後進側を「後」、前進側を向いたときの右側を「右」、その反対
側を「左」と示すものとする。
【００２４】
　［ホイルローダ１０全体の構成］
　本実施形態に係るキャブ構造は、図１に示すように、ホイルローダ１０に搭載されたキ
ャブ２０に対して適用されている。
　ホイルローダ１０は、車体１１と、車体の前部に装着されたリフトアーム１２と、この
リフトアーム１２の先端に取り付けられたバケット１３と、車体１１を支持しながら回転
して車体を走行させる４本のタイヤ１４と、車体１１の上部に搭載されたキャブ２０と、
を備えている。
【００２５】
　車体１１は、図示しないエンジンを収納するエンジンルームと、リフトアーム１２およ
びバケット１３を駆動するための駆動部と、を有している。
　リフトアーム１２は、先端に取り付けられたバケット１３を持ち上げるためのアーム部
材であって、併設されたリフトシリンダによって駆動される。
　バケット１３は、リフトアーム１２の先端に取り付けられており、バケットシリンダに
よってダンプおよびチルトされる。
【００２６】
　キャブ２０は、転倒時運転者保護構造（以下、ＲＯＰＳ構造と示す。）を有し、右側の
側面に配置された乗降用ドア２５を有しており、複数の鋼管と鋼板とを組み合わせて構成
されるオペレータ用の運転室を形成している。そして、キャブ２０は、車体１１の中央部
分よりもやや前方に配置されている。なお、キャブ２０の構成およびそのマウント構造に
ついては、後段にて詳述する。
【００２７】
　［キャブ２０の構造］
　本実施形態のキャブ２０は、図２に示すように、複数の柱部材２１ａ～２１ｆ等によっ
て形成される骨格部分に、乗降用ドア２５、フロントガラスＦＧ等を取り付けて形成され
る内部空間に、運転シート部２２およびステアリング装置（操作部）２４を配置して構成
されている。
【００２８】
　柱部材２１ａ～２１ｆは、右前柱部材２１ａ、左前柱部材２１ｂ，右後柱部材２１ｃ、
左後柱部材２１ｄ、右中柱部材２１ｅおよび左中柱部材２１ｆによって構成されており、
キャブ２０の四隅近傍および左右の側面にそれぞれ配置されている。
　運転シート部２２は、図３に示すように、ホイルローダ１０を操縦するオペレータ（運
転者）が着座する着座部２２ａと、オペレータが背中をもたれる背もたれ（背面部）２２
ｂとを有しており、キャブ２０のほぼ中央付近に配置されている。そして、運転シート部
２２は、上吊り機構（吊り部、回転機構、運転シート）２３の底面支持部２３ｄ上に設置
されたスライド機構４１に含まれる図示しないスライドレールに沿って前後方向にスライ
ド移動する。また、運転シート部２２は、角度調整機構４２によって背もたれ２２ｂ側も
角度調整可能となっている。なお、角度調整機構４２は、着座部２２ａの前後スライドに
伴って下端部が前後に移動することで背もたれ２２ｂの角度を調整する。これにより、乗
降時や運転中におけるオペレータの好みに応じて、着座部２２ａを前後にスライドさせた
り、背もたれ２２ｂを所望の角度に調整したりして、キャブ２０内におけるオペレータの
快適性を向上させることができる。なお、運転シート部２２を上方から支持する上吊り機
構２３については、後段にて詳述する。
【００２９】
　ステアリング装置２４は、図２等に示すように、運転シート部２２とフロントガラスＦ
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Ｇとの間に配置されており、後述する操作レバー（操作部）３１やスイッチパネル（操作
部）３２等（図４参照）を操作することで、ホイルローダ１０の進行方向を変更したり、
バケット１３等を操作したりする。なお、このステアリング装置２４の構成についても、
後段にて詳述する。
　乗降用ドア２５は、キャブ２０の右側面に取り付けられており、右中柱部材２１ｅに取
り付けられた丁番を回動軸として、キャブ２０の外側において開閉される。
【００３０】
　　［運転シート部２２の上吊り機構２３の構成］
　本実施形態の運転シート部２２は、図３等に示すように、キャブ２０の天井面２０ａに
対して連結された上吊り機構２３によって上方から吊り下げられるように支持されている
。
【００３１】
　上吊り機構２３は、キャブ２０の天井面２０ａと運転シート部２２とを連結するととも
に、運転シート部２２の向きを切り換える回転機構としても機能しており、回動軸２３ａ
と、天井支持部２３ｂと、背面支持部２３ｃと、底面支持部２３ｄと、を含むように構成
されている。
　回動軸２３ａは、図３に示すように、天井面２０ａに対して略垂直に配置されており、
オペレータの乗降時等において運転シート部２２の向きを変える際の回動中心となる。ま
た、回動軸２３ａは、天井支持部２３ｂに形成された開口穴に対して挿入されている。
【００３２】
　天井支持部２３ｂは、回動軸２３ａが挿入された開口穴の部分を中心にして運転シート
部２２とともに略水平方向において回動する。このとき、天井支持部２３ｂの回動範囲は
、図６等に示すように、キャブ２０の天井面２０ａに形成された段差を有する凹部２０ｂ
によって規制される。つまり、天井支持部２３ｂの側面が天井面２０ａの凹み部分である
凹部２０ｂの段差部分に当接することで、天井支持部２３ｂの左右回転方向における所定
の回動範囲が決められる。これにより、オペレータのキャブ２０への乗降時には、運転シ
ート部２２を所望の方向へ回転させることで、乗降性の向上を図ることができる。また、
運転中においても、オペレータが運転シート部２２に座った状態で後方確認を行うために
振り返った場合には、運転シート部２２の回転によって後方確認をしやすくすることがで
きる。そして、回動範囲を所定の範囲内に設定することで、必要以上に回転してしまうこ
とを防止できる。また、天井支持部２３ｂは、屈曲部分を介して背面支持部２３ｃと連結
されており、天井支持部２３ｂと背面支持部２３ｃとの一体成形、あるいは両部材を強固
に連結する構造を採用することで、オペレータの頭部付近を守る保護構造を形成する。こ
れにより、万一、キャブ２０の上部から大きな負荷が掛かってキャブ２０の上部が変形し
てしまった場合でも、天井支持部２３ｂと背面支持部２３ｃとによって構成される保護構
造によって、オペレータの頭部付近を守ることができる。
【００３３】
　背面支持部２３ｃは、運転シート部２２の背もたれ２２ｂの背面側に取り付けられてお
り、上部が天井支持部２３ｂ、下部が底面支持部２３ｄに対してそれぞれ連結されている
。
　底面支持部２３ｄは、背面支持部２３ｃの下端部に連結された略Ｌ字形状の支持部材で
あって、運転シート部２２の着座部２２ａを底面から支持する。
【００３４】
　本実施形態では、以上のような構成を有する上吊り機構２３によって運転シート部２２
を支持することで、キャブ２０の床面に運転シート部２２を支持する部材を設ける必要が
ないため、図３に示すように、底板支持部２３ｄの下方に空間Ｓが形成される。
　これにより、例えば、万一キャブ２０の天井面に対して大きな負荷がかかってキャブ２
０が変形した場合でも、運転シート部２２とキャブ２０の床面までの間に形成された空間
Ｓに、運転シート部２２を移動させることができる。この結果、キャブ２０の上部が変形
等した場合でも、オペレータの頭部付近へ衝撃が加わることを従来よりも効果的に防止す
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ることができる。また、通常時においても、運転シート部２２下の空間Ｓが常に空いた状
態であるため、キャブ２０内の清掃性を向上させることができる。
【００３５】
　　［ステアリング装置２４の構成］
　本実施形態では、ステアリング装置２４が、左右アーム部（アーム部）２４ａ，２４ｂ
と、支持部２４ｃと、を含むように構成されている。
　左右アーム部２４ａ，２４ｂは、図４に示すように、水平姿勢における上面に、それぞ
れ操作レバー３１とスイッチパネル３２とを配置している。また、左右アーム部２４ａ，
２４ｂは、キャブ２０の床面から立設された支持部２４ｃに対して回動軸２４ｄを介して
連結されており、支持部２４ｃに対して回動軸２４ｄを中心にして一体となって上下方向
において回動する。例えば、左右アーム部２４ａ，２４ｂは、図３および図４に示すよう
に、水平姿勢においては、その先端部分が前後方向において運転シート部２２の背もたれ
２２ｂ付近まで達して着座したオペレータの横を覆うように、略水平方向に沿った姿勢と
なる。一方、起立姿勢においては、図５に示すように、フロントガラスＦＧに沿う位置ま
で回動して、運転シート部２２とステアリング装置２４との間の空間、運転シート部２２
の側方空間をそれぞれ開放する。
【００３６】
　支持部２４ｃは、左右アーム部２４ａ，２４ｂを支持するために、キャブ２０の床面に
立設されている。より具体的には、図５に示すように、前後方向において運転シート部２
２とフロントガラスＦＧとの間であって、左右方向においてアクセルペダル２６とブレー
キペダル２７との間に配置されている。また、支持部２４ｃは、図４に示すように、キャ
ブ２０の床面との連結部分を回動中心として、前後方向において傾斜角度の調整が可能と
なっている。また、支持部２４ｃの上部には、図７に示すように、格納可能なモニタ２８
が取り付けられている。
【００３７】
　モニタ２８は、図７に示すように、運転時等の必要な場合には支持部２４ｃの上部に現
れ、使用しないときには支持部２４ｃの背面側に設置された図示しない回動軸を中心に回
動して、支持部２４ｃの背面側へと格納される。これにより、モニタ２８の設置による正
面の視界性の低下を最小限とし、オペレータの視界性を最大限確保することができる。
　本実施形態では、上述した上吊り機構２３によって上方から支持された運転シート部２
２に対して、上下方向において傾倒可能なステアリング装置２４を組み合わせて用いてい
る。
【００３８】
　これにより、左右アーム部２４ａ，２４ｂが、図３および図４に示す通常の水平姿勢か
ら、図５に示すフロントガラスＦＧの面に沿う起立姿勢になるまで跳ね上げるように回動
させて、運転シート部２２とステアリング装置２４との間隔を広く確保することで、オペ
レータの乗降性をさらに向上させることができる。
　そして、左右アーム部２４ａ，２４ｂとともに支持部２４ｃについても上下方向におけ
る傾斜角度を切り換えることで、２段階でステアリング装置２４の姿勢を切り換えること
ができる。この結果、オペレータの乗降時における必要性に応じて、左右アーム部２４ａ
，２４ｂのみを起立姿勢とするのか、支持部２４ｃまで起立姿勢とするのかを、状況に応
じて切り換えることができる。
【００３９】
　［本ホイルローダ１０の運転シート部２２の特徴］
　（１）
　本実施形態のホイルローダ１０の運転シート部２２は、図１に示すように、ホイルロー
ダ１０のキャブ２０内に設置されており、図３に示すように、オペレータが着座する着座
部２２ａと背もたれ２２ｂとを備えている。そして、運転シート部２２は、その一部が上
吊り機構２３を介してキャブ２０の天井面２０ａと連結されて、上吊り方式で支持されて
いる。
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【００４０】
　これにより、オペレータが着座する運転シート部２２とキャブ２０の床面との間に、図
３に示すように、空間Ｓを設けることができる。そして、この運転シート部２２の下に形
成された空間Ｓは、キャブ２０内における清掃を容易にするだけでなく、キャブ２０の上
部の変形や破損等が生じた場合におけるオペレータの頭上空間を確保するための空間とし
ても機能する。具体的には、キャブ２０の上部が変形等して運転シート部２２を支持する
上吊り機構２３が天井面２０ａから分離してしまった場合でも、座席の下に空間Ｓがある
ため、運転シート部２２はキャブ２０の床面に落下する。この結果、通常のキャブと比較
して、キャブの上部が変形等した際におけるオペレータの頭上空間をより確実に確保する
ことができる。
【００４１】
　（２）
　本実施形態のホイルローダ１０の運転シート部２２は、図３に示すように、上吊り機構
２３を介してキャブ２０の天井面２０ａから吊り下げられており、かつ上吊り機構２３に
含まれる回動軸２３ａを中心にして略水平方向において回転する。
　これにより、上吊り機構２３を採用した場合でも、運転シート部２２の向きを乗降用ド
ア２５の方向へ向けることで、オペレータの乗降性を十分に確保することができる。そし
て、オペレータが運転シート部２２に着座した状態で、後方確認等のために振り返る場合
には運転シート部２２の回転によって容易に後方確認を行うことができる。この結果、運
転シート部２２や上吊り機構２３の搭載によって。乗降性とともに作業性にも優れたキャ
ブ２０を構成することができる。
【００４２】
　（３）
　本実施形態のホイルローダ１０の運転シート部２２では、図４および図５に示すように
、上下方向において回動可能であって、通常時の水平姿勢（図４等参照）と起立姿勢（図
５参照）とを切り換え可能なステアリング装置２４が対向配置されている。
　これにより、オペレータの乗降時には、ステアリング装置２４の左右アーム部２４ａ，
２４ｂを起立姿勢とし、運転中等の通常時には、左右アーム部２４ａ，２４ｂを水平姿勢
とすることで、乗降性および操作性に優れたキャブ２０を構成することができる。特に、
乗降時においては、一般的なステアリングホイールのステアリング装置と比較して、運転
シート部２２の前方の空間を大きく確保することができる。この結果、キャブ２０への乗
降性を十分に確保することが可能になる。
【００４３】
　（４）
　本実施形態のホイルローダ１０の運転シート部２２では、図４および図５に示すように
、前方に対向配置されたステアリング装置２４が、左右アーム部２４ａ，２４ｂとともに
、支持部２４ｃも回動可能となっている。
　これにより、オペレータのキャブ２０への乗降時等においては、左右アーム部２４ａ，
２４ｂと支持部２４ｃとで２段階で姿勢切換えを行うことができる。この結果、必要な分
だけ運転シート部２２の前方の空間を確保して、乗降性を向上させることができる。
【００４４】
　（５）
　本実施形態のホイルローダ１０の運転シート部２２では、図３に示すように、着座部２
２ａの部分を前後方向にスライドさせるスライド機構４１を、さらに備えている。
　これにより、上吊り方式の運転シート部２２であっても、着座部２２ａの前後スライド
によってオペレータにとって心地良い座席位置でホイルローダ１０の操作を行うことがで
きる。なお、オペレータの乗降時には、最後部まで着座部２２ａをスライドさせることが
好ましい。これにより、少しでも乗降時における運転シート部２２の前方の空間を大きく
確保して、乗降性を十分に確保することができる。
【００４５】
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　（６）
　本実施形態のホイルローダ１０の運転シート部２２では、図３に示すように、背もたれ
２２ｂの部分の角度を調整する角度調整機構４２を、さらに備えている。
　これにより、上吊り方式の運転シート部２２であっても、背もたれ２２ｂの角度調整を
行うことでオペレータにとって心地良い状態でホイルローダ１０の操作を行うことができ
る。なお、オペレータの乗降時には、最後部まで背もたれ２２ｂを倒した状態とすること
が好ましい。これにより、少しでも乗降時における運転シート部２２の前方の空間を大き
く確保して、乗降性を十分に確保することができる。
【００４６】
　（７）
　本実施形態のホイルローダ１０の運転シート部２２では、図３に示すように、上吊り機
構２３に含まれる天井支持部２３ｂと背面支持部２３ｃとが、屈曲した状態で連結されて
おり、オペレータの頭部を後方から上方にかけて覆うように配置されている。
　これにより、万一、キャブ２０の天井面２０ａ等に衝撃が加わって天井面２０ａが破損
等した場合でも、オペレータの頭部を天井支持部２３ｂおよび背面支持部２３ｃによって
保護することができる。なお、上吊り機構２３をオペレータの頭部保護構造としても用い
る場合には、天井支持部２３ｂおよび背面支持部２３ｃの材質や連結部分等の強度を考慮
して設計されることが好ましい。
【００４７】
　（８）
　本実施形態のホイルローダ１０のキャブ２０では、図２に示すように、上述した運転シ
ート部２２および上吊り機構２３を搭載している。
　これにより、通常のキャブと比較して、清掃性の向上とともに、キャブの上部が変形等
した際におけるオペレータの頭上空間をより確実に確保することができるという上記と同
様の効果を、キャブ２０として得ることができる。
【００４８】
　（９）
　本実施形態のホイルローダ１０では、図１に示すように、上述したキャブ２０を搭載し
ている。
　これにより、通常のホイルローダと比較して、キャブ内における清掃性の向上とともに
、キャブの上部が変形等した際におけるオペレータの頭上空間をより確実に確保すること
ができるという上記と同様の効果を、ホイルローダ１０として得ることができる。
【００４９】
　［他の実施形態］
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
　（Ａ）
　上記実施形態では、運転シート部２２が、上吊り機構２３の回動軸２３ａを中心として
、所定の範囲内で自由に回動する例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定され
るものではない。
【００５０】
　例えば、図８に示すように、運転シート部２２の回転を規制するためのロック機構（回
転ロック機構）４０を運転シート部２２の背もたれ２２ｂの側方等に設けてもよい。
　この場合には、オペレータが乗降する際には運転シート部２２を回動可能な状態としつ
つ、オペレータが着座した後に運転シート部２２の回動をロック機構４０の挿入部４０ｂ
を回動軸４０ａを中心に回転させてキャブ２０の背面側に形成された嵌合部４０ｃに対し
て挿入することによって規制する。これにより、運転中等におけるオペレータの姿勢を安
定させ、ホイルローダ等の建設機械の操作性を向上させることができる。
【００５１】
　（Ｂ）
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　上記実施形態では、図４および図５に示すように、運転シート部２２に対向配置された
ステアリング装置２４として、上下方向において左右アーム部２４ａ，２４ｂの姿勢を切
り換えることが可能なものを用いた例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定さ
れるものではない。
【００５２】
　例えば、図９および図１０に示すように、一般的なステアリングホイール１２４ａを含
むステアリング装置（操作部）１２４を、上吊り方式の運転シート部２２と組み合わせて
用いたキャブ１２０であってもよい。このステアリング装置１２４は、図１０に示すよう
に、オペレータに応じてステアリングホイール１２４ａの高さや前後方向における位置を
微調整できる。これにより、運転シート部２２の回転によってオペレータによる乗降性を
確保しつつ、一般的なステアリング装置１２４を組み合わせて用いることもできる。
【００５３】
　ただし、オペレータによる乗降性の観点では、図９および図１０に示す一般的なステア
リングホイ－ル１２４ａを含むステアリング装置１２４を上吊り方式の運転シート部２２
と組み合わせた構成よりも運転シート部２２の前方の間隔を確保できるという点で、上記
実施形態のような、跳ね上げ式のステアリング装置２４を組み合わせて用いることがより
好ましい。
【００５４】
　（Ｃ）
　上記実施形態では、キャブ２０の天井面２０ａと運転シート部２２の一部と、を連結す
る上吊り機構２３が運転シート部２２における着座部２２ａの底面から背もたれ２２ｂの
背面にかけて取り付けられている例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定され
るものではない。
　例えば、上吊り機構２３が連結される位置としては、着座部側のみであってもよいし、
背もたれ側のみであってもよい。
【００５５】
　（Ｄ）
　上記実施形態では、キャブ２０の天井面２０ａに設置された上吊り機構２３の上部に固
定された回動軸２３ａを中心として、運転シート部２２を回転させる例を挙げて説明した
。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。
【００５６】
　例えば、回動軸の配置としては、必ずしも天井面である必要はなく、吊り部とシート部
とを連結する部分であってもよい。
　この場合でも、オペレータの乗降時にはシート部を回転させることで、良好な乗降性を
確保することができる。
【００５７】
　（Ｅ）
　上記実施形態では、ステアリング装置２４に含まれる左右アーム部２４ａ，２４ｂが、
一体として回動する例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではな
い。
　例えば、左右アーム部をそれぞれ独立して回動させるようなステアリング装置であって
もよい。
　この場合には、例えば、オペレータが乗降する側のアーム部のみを回動させるだけで済
むため、回動時における負荷を軽減して、より快適にアーム部の姿勢の切り替えを行うこ
とができる。
【００５８】
　（Ｆ）
　上記実施形態では、本発明に係る運転シートの構成を、ホイルローダに搭載されるキャ
ブに対して適用した例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではな
い。
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　例えば、本発明の運転シートが搭載されるキャブは、ホイルローダ以外にも、ブルドー
ザや油圧ショベル、モータグレーダ等のような他の建設機械に搭載されるものであっても
よい。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明の建設機械の運転シートは、オペレータの頭上空間を従来よりも十分に確保する
ことができるという効果を奏することから、各種建設機械のキャブ内に設置される運転シ
ートに対して広く適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の一実施形態に係る運転シートを含むキャブを搭載したホイルローダの全
体構成を示す斜視図。
【図２】図１のホイルローダのキャブの構成を示す斜視図。
【図３】図２のキャブ内に設置された運転シート等の構成を示す斜視図。
【図４】図３の運転シートの前方に配置されたステアリング装置の構成を示す斜視図。
【図５】図４のステアリング装置を起立姿勢へ切り換えた際の状態を示す斜視図。
【図６】図２のキャブの天井面に設置された運転シートを回転させるための回転機構の構
成を示す斜視図。
【図７】図４のステアリング装置に付設されたモニタを示す斜視図。
【図８】本発明の他の実施形態に係る運転シートの構成を示す斜視図。
【図９】本発明のさらに他の実施形態に係る運転シートを含むキャブの構成を示す斜視図
。
【図１０】図９のキャブ内に設置されたステアリング装置と運転シートとの位置関係を示
す斜視図。
【符号の説明】
【００６１】
１０　　　ホイルローダ（建設機械）
１１　　　車体
１２　　　リフトアーム
１３　　　バケット
１４　　　タイヤ
２０　　　キャブ
２０ａ　　天井面
２０ｂ　　凹部
２１ａ～２１ｆ　柱部材
２２　　　運転シート部（シート部、運転シート）
２２ａ　　着座部
２２ｂ　　背もたれ（背面部）
２３　　　上吊り機構（吊り部、回転機構、運転シート）
２３ａ　　回動軸
２３ｂ　　天井支持部
２３ｃ　　背面支持部
２３ｄ　　底面支持部
２４　　　ステアリング装置（操作部）
２４ａ　　左アーム部（アーム部）
２４ｂ　　右アーム部（アーム部）
２４ｃ　　支持部
２４ｄ　　回動軸
２５　　　乗降用ドア
２６　　　アクセルペダル
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２７　　　ブレーキペダル
２８　　　モニタ
３１　　　操作レバー（操作部）
３２　　　スイッチパネル（操作部）
４０　　　ロック機構（回転ロック機構）
４０ａ　　回動軸
４０ｂ　　挿入部
４０ｃ　　嵌合部
４１　　　スライド機構
４２　　　角度調整機構
１２０　　キャブ
１２４　　ステアリング装置（操作部）
１２４ａ　ステアリングホイール
ＦＧ　　　フロントガラス
　Ｓ　　　空間

                                                                                

【図１】 【図２】



(14) JP 2009-1263 A 2009.1.8

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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