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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　横軸部を有し、シートバックの上部に装着されたピラーと、
　下部側が前記ピラーの横軸部に回動自在に設けられたヘッドレスト本体と、
　該ヘッドレスト本体に内蔵され、前記ヘッドレスト本体を後倒させる可倒機構とを備え
、
　該可倒機構は、
　前記ヘッドレスト本体の上部を後方側へ付勢するヘッドレスト付勢手段と、
　前記ピラーの横軸部に設けられ、第１の係止部を有するロックプレートと、
　前記ヘッドレスト本体に設けられ、前記ロックプレートの第１の係止部に係止可能な第
２の係止部を有するラッチと、
　前記ヘッドレスト本体がほぼ垂直となる起立状態のときに、前記ロックプレートの第１
の係止部に前記第２の係止部を係止させるように前記ラッチを付勢するラッチ付勢手段と
、
　該ラッチ付勢手段の付勢力に抗して前記ロックプレートの第１の係止部から前記ラッチ
の第２の係止部を係止解除し、軸が水平方向に配置されたアクチュエータと
　を備えることを特徴とする車両用可倒式ヘッドレスト。
【請求項２】
　横軸部を有し、シートバックの上部に装着されたピラーと、
　下部側が前記ピラーの横軸部に回動自在に設けられたヘッドレスト本体と、
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　該ヘッドレスト本体に内蔵され、前記ヘッドレスト本体を後倒させる可倒機構とを備え
、
　該可倒機構は、
　前記ヘッドレスト本体の上部を後方側へ付勢するヘッドレスト付勢手段と、
　前記ピラーの横軸部に設けられ、第１の係止部を有するロックプレートと、
　前記ヘッドレスト本体に設けられているとともに、前記ロックプレートの上方に配置さ
れ、前記ロックプレートの第１の係止部に係止可能な第２の係止部を有するラッチと、
　前記ヘッドレスト本体がほぼ垂直となる起立状態のときに、前記ロックプレートの第１
の係止部に前記第２の係止部を係止させるように前記ラッチを付勢するラッチ付勢手段と
、
　前記ラッチの上方に配置され、前記ラッチ付勢手段の付勢力に抗して前記ロックプレー
トの第１の係止部から前記ラッチの第２の係止部を係止解除し、軸が水平方向に配置され
たアクチュエータと
　を備えることを特徴とする車両用可倒式ヘッドレスト。
【請求項３】
　前記アクチュエータは、
　操作部からの命令に応じて駆動するモータと、
　該モータの駆動力が伝達され、前記ピラーの横軸部と平行となる水平方向に配置された
ラックと、
　該ラックのスライドに応じて前記ロックプレートの第１の係止部から前記ラッチの第２
の係止部を係止解除するアームと
　を備えることを特徴とする請求項１又は２記載の車両用可倒式ヘッドレスト。
【請求項４】
　前記アームは、
　前記モータ側が長く、前記ラッチ側が短く形成されたＬ字状からなり、前記ラッチ側に
配置される端部が、前記ラックのスライドに応じて上昇し前記ラッチの押上面を押し上げ
ることで該ラッチを回動させ、前記ロックプレートの第１の係止部から前記ラッチの第２
の係止部を係止解除させる
　ことを特徴とする請求項３記載の車両用可倒式ヘッドレスト。
【請求項５】
　前記ロックプレートは、前記ピラーの横軸部の中央部に固着されている
　ことを特徴とする請求項１から４のうちいずれか１項記載の車両用可倒式ヘッドレスト
。
【請求項６】
　前記ラッチが回動自在に設けられたラッチブラケットを備え、
　前記ロックプレートには、ストッパが設けられ、
　前記ストッパは、前記ヘッドレスト本体が起立状態のとき、前記ラッチブラケットに当
接する
　ことを特徴とする請求項１から５のうちいずれか１項記載の車両用可倒式ヘッドレスト
。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は車両用可倒式ヘッドレストに関し、例えば、リヤシートのシートバック上部に
設けられた車両用可倒式ヘッドレストに適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、車両においては、シートバック上部にヘッドレスト本体が設けられ、このヘッドレ
スト本体を後倒させることにより、シートバック上部からヘッドレスト本体が突出しない
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ようにさせる電動格納式のヘッドレストの構造が考えられている（例えば、特許文献１参
照）。
【特許文献１】実開平５－５３５５９号公報（図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
ところが、このような電動格納式のヘッドレストの構造を用いた車両用可倒式ヘッドレス
トでは、ヘッドレスト本体を可倒させるためのモータなどの、いわゆる可倒機構の各部を
、各車種に応じて形成されたシートバック内にその形状に応じて配置させる必要があり、
ヘッドレスト本体を可倒させる構造について汎用性を持たせることができなかった。
【０００４】
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、汎用性が高い車両用可倒式ヘッドレストを
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明の請求項１では、横軸部を有し、シートバックの上部に装着されたピラーと、下部
側が前記ピラーの横軸部に回動自在に設けられたヘッドレスト本体と、該ヘッドレスト本
体に内蔵され、前記ヘッドレスト本体を後倒させる可倒機構とを備え、該可倒機構は、前
記ヘッドレスト本体の上部を後方側へ付勢するヘッドレスト付勢手段と、前記ピラーの横
軸部に設けられ、第１の係止部を有するロックプレートと、前記ヘッドレスト本体に設け
られ、前記ロックプレートの第１の係止部に係止可能な第２の係止部を有するラッチと、
前記ヘッドレスト本体がほぼ垂直となる起立状態のときに、前記ロックプレートの第１の
係止部に前記第２の係止部を係止させるように前記ラッチを付勢するラッチ付勢手段と、
該ラッチ付勢手段の付勢力を抗して前記ロックプレートの第１の係止部から前記ラッチの
第２の係止部を係止解除し、軸が水平方向に配置されたアクチュエータとを備えるように
した。
【０００６】
　また、本発明の請求項２では、横軸部を有し、シートバックの上部に装着されたピラー
と、下部側が前記ピラーの横軸部に回動自在に設けられたヘッドレスト本体と、該ヘッド
レスト本体に内蔵され、前記ヘッドレスト本体を後倒させる可倒機構とを備え、該可倒機
構は、前記ヘッドレスト本体の上部を後方側へ付勢するヘッドレスト付勢手段と、前記ピ
ラーの横軸部に設けられ、第１の係止部を有するロックプレートと、前記ヘッドレスト本
体に設けられているとともに、前記ロックプレートの上方に配置され、前記ロックプレー
トの第１の係止部に係止可能な第２の係止部を有するラッチと、前記ヘッドレスト本体が
ほぼ垂直となる起立状態のときに、前記ロックプレートの第１の係止部に前記第２の係止
部を係止させるように前記ラッチを付勢するラッチ付勢手段と、前記ラッチの上方に配置
され、前記ラッチ付勢手段の付勢力に抗して前記ロックプレートの第１の係止部から前記
ラッチの第２の係止部を係止解除し、軸が水平方向に配置されたアクチュエータとを備え
るようにした。
また、本発明の請求項３では、前記アクチュエータは、操作部からの命令に応じて駆動す
るモータと、該モータの駆動力が伝達され、前記ピラーの横軸部と平行となる水平方向に
配置されたラックと、該ラックのスライドに応じて前記ロックプレートの第１の係止部か
ら前記ラッチの第２の係止部を係止解除するアームとを備えるようにした。
【０００７】
また、本発明の請求項４では、前記アームは、前記モータ側が長く、前記ラッチ側が短く
形成されたＬ字状からなり、前記ラッチ側に配置される端部が、前記ラックのスライドに
応じて上昇し前記ラッチの押上面を押し上げることで該ラッチを回動させ、前記ロックプ
レートの第１の係止部から前記ラッチの第２の係止部を係止解除させるようにした。
【０００８】
また、本発明の請求項５では、前記ロックプレートは、前記ピラーの横軸部の中央部に固
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着されているようにした。
また、本発明の請求項６では、前記ラッチが回動自在に設けられたラッチブラケットを備
え、前記ロックプレートには、ストッパが設けられ、前記ストッパは、前記ヘッドレスト
本体が起立状態のとき、前記ラッチブラケットに当接するようにした。
【発明の効果】
【０００９】
本発明の請求項１及び請求項２によれば、ヘッドレスト本体を後倒させるための可倒機構
の全てをヘッドレスト本体内に内蔵させたことにより、可倒機構の各部を新たにシートバ
ック内に配置させる必要がなくなるので、シートバックが車種に応じて多様な形状を有し
ていてもヘッドレスト本体をピラーによりシートバック上部に装着させるだけでアクチュ
エータによってヘッドレスト本体を可倒させることができ、かくして汎用性が高い車両用
可倒式ヘッドレストを実現できる。
【００１０】
本発明の請求項３によれば、搭乗者がヘッドレスト本体に直接触れることなく操作部から
の遠隔操作でヘッドレスト本体を後倒できるので、容易に視界を広げることができ、かく
して確実、かつ容易に安全性を向上できる。
【００１１】
なお、本発明の実施の形態によれば、ヘッドレスト本体を支持するピラーの全てを隠すこ
とができるので、ヘッドレスト本体を後倒させる可倒機構を備えつつ、外観においてあた
かも通常のヘッドレスト本体が設けられているような、シートバックとヘッドレスト本体
との一体性を図ることができる。また、ヘッドレスト本体を凹部に配置しているので、搭
乗者の頭部背面側の接触する箇所全てにクッション・バットを配置でき、かくして車両用
可倒式ヘッドレストを設けても座り易いリヤシートを実現できる。
【００１２】
なお、本発明の実施の形態によれば、シートバックの上部をほぼ平面状に形成できるので
、一段と後方の視界を広げることができる。また、このように、シートバックの上部をほ
ぼ平面状に形成できるので、シートバックを前方へ倒すときにヘッドレスト本体がフロン
トシートと干渉することを防止できる。さらに、ヘッドレスト本体を取り外してから前方
へ倒すなど面倒な着脱作業を省くこともできるので使い勝手を向上できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
以下、本発明における好ましい実施例について、添付図面を参照しながら説明する。
【００１４】
図１において、１は全体として車両のリヤシートを示し、このリヤシート１は、シートク
ッション２と、シートバック３と、このシートバック上部3Aに配置された車両用可倒式ヘ
ッドレスト4A、4B及び4Cとで構成され、それぞれ図示しないフレームにクッション・パッ
ドを組み付け、これに表皮Ｌを張り付けた構成を有する。
【００１５】
実際上、シートバック３は、ほぼ中央部の一部が開口されたトランクスルー部５を有し、
このトランクスルー部５に車両用トランクスルー開閉装置６が設けられ、この車両用トラ
ンクスルー装置６の上部と、その左右両側とに車両用可倒式ヘッドレスト4A、4B及び4Cが
それぞれ配置されている。
【００１６】
これら車両用可倒式ヘッドレスト4A、4B及び4Cは、シートバック３上部3Aにヘッドレスト
本体7A、7B及び7Cをそれぞれ露出させ、図２に示すように、ヘッドレスト本体7A、7B及び
7Cの下部側が回動し上部が後方へ後倒し得るようになされており、これによりシートバッ
ク上部3Aに形成された凹部8A、8B及び8Cにヘッドレスト本体7A、7B及び7Cがそれぞれ収納
され、シートバック上部3Aとヘッドレスト本体7A、7B及び7Cの正面9A、9B及び9Cとがほぼ
平面状に形成し得る。
【００１７】
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なお、これら車両用可倒式ヘッドレスト4A、4B及び4Cは、全て同じ内部構造を有するため
、説明の便宜上、以下車両用可倒式ヘッドレスト4Aについてのみ説明する。
【００１８】
実際上、車両用可倒式ヘッドレスト4Aは、図３に示すように、シートバック上部3Aに形成
された凹部8Aにヘッドレスト本体7Aが配置されており、このヘッドレスト本体7Aの側面10
A及び10Bから突出したピラー11が、シートバック３の内部に有するシートバックフレーム
12に取り付けられ、これによりシートバック３にヘッドレスト本体7Aが支持されている。
【００１９】
かくして、図４に示すように、車両用可倒式ヘッドレスト4Aでは、シートバック上部3Aの
凹部8Aにおいて、ヘッドレスト本体7Aの側面10A及び10Bと凹部8Aの両側部面13A及び13Bと
の間に僅かに隙間Gを形成させるとともに、側面10A及び10Bに設けられた合成樹脂材でな
るピラーカバー14A及び14Bの端部を凹部8Aの側部面13A及び13Bに接触させる。
【００２０】
実際上、このヘッドレスト本体7Aは、図５に示すように、クッション・パット内にヘッド
レストケース15を有し、このヘッドレストケース15の側面16A及び16Bにそれぞれピラーカ
バー14A及び14Bが設けられ、このピラーカバー14A及び14Bから突出したピラー11が、シー
トバック３の凹部8Aの角部に設けられた円筒状のピラー受け部17A及び17Bに嵌め込まれる
ことにより支持されている。
【００２１】
ここで、ピラー受け部17A及び17Bに嵌め込まれるピラー11は、金属製でなり、図６に示す
ように、横軸部20にヘッドレストケース15の下部側が回動自在に設けられ、横軸部20の両
側にそれぞれ連続する端部21A及び21Bがピラーカバー14A及び14Bから突出した後、下方に
向かってほぼ垂直に折り曲がり、その後、後方に向かって伸びるように形成されている。
【００２２】
実際上、ヘッドレストケース15は、金属製でなる第１のケース22がピラー11に回動自在に
設けられ、この第１のケース22に合成樹脂製でなる第２のケース23が嵌め込まれた構成を
有する。
【００２３】
かかる構成に加えて、このヘッドレストケース15内には、図７に示すように、ヘッドレス
ト本体7Aの上部を後方側へ付勢するための後倒用ねじりコイルばね25と、ロックプレート
26と、このロックプレート26と係止するラッチ27と、ラッチ27を付勢するラッチ用ねじり
コイルばね28と、ロックプレート26からラッチ27を係止解除するためのアクチュエータ部
29とを備える可倒機構30が内蔵されており、例えばフロントパネルに設けられた操作部と
しての操作スイッチ（図示せず）の押下に応じて、起伏状態のヘッドレストケース15を可
倒機構30によって後倒し得るようになされている。
【００２４】
実際上、ヘッドレストケース15内に位置するピラー11の横軸部20には、ほぼ中央部にヘッ
ドレストケース15を起立状態で維持させるためのロックプレート26が固着されている。
【００２５】
このロックプレート26には、図８に示すように、ラッチブラケット31に回動自在に設けら
れたラッチ27に係止するための切り欠き部32が上部に形成されているとともに、ピラー11
よりも上方で、かつ切り欠き部32よりも前方側の位置に厚みを貫通するようにして円筒状
のストッパ33が設けられている。
【００２６】
因みに、このストッパ33は、ヘッドレスト本体7Aが起立状態のとき、ラッチブラケット31
が当接することにより、ヘッドレスト本体7Aの前方側への回動を規制し得るようになされ
ている。
【００２７】
また、ピラー11の横軸部20は、ロックプレ－ト26を挟んだ両側において、第１のケース22
内側に固着されたピラー軸受け部34を回動自在に支持している。
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【００２８】
実際上、ピラー軸受け部34は、図９（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、平面部35が第１のケ
ース22の内側面に固着し得るように形成されており、この平面部35の両側部がほぼ直角に
折り曲がり側部36A及び36Bを形成し、当該側部36A及び36Bにそれぞれ貫通孔37が穿設され
、この貫通孔37にピラー11の横軸部20が挿通される。
【００２９】
また、ピラー軸受け部34は、一方の側部36A上部にばね係止部38が形成されており、この
ばね係止部38により横軸部20に設けられた後倒用ねじりコイルばね25の一端25Aを係止し
得るようになされている。
【００３０】
ここで、後倒用ねじりコイルばね25（図７）は、横軸部20の一方の側部から挿通されてお
り、他端25Bが横軸部20の一方側部で突出したロックピン39に係止され、後倒用ねじりコ
イルばね25を巻き戻す方向に負荷を与えるように構成されている。
【００３１】
かくして後倒用ねじりコイルばね25は、ピラー軸受け部34を介してヘッドレスト本体7Aの
上部を後倒させるような負荷を常に第１のケース22に与えるようになされている。
【００３２】
ところで、ピラー軸受け部34の平面部35には、図１０（Ａ）及び（Ｂ）に示すようなラッ
チブラケット31が固着されており、このラッチブラケット31のほぼ中央部付近に形成され
た開口部41にロックプレート26が配置される。
【００３３】
実際上、このラッチブラケット31は、板状のプレートが中央部付近でコ字状に折れ曲がる
ことにより、ほぼ直角に立設した側面42A及び42Bを形成し、この側面42A及び42B間に開口
部41を有する。
【００３４】
ラッチブラケット31は、側面42A及び42Bにそれぞれ貫通孔43A及び43Bを有し、図１１に示
すように、側面42A及び42B間の開口部41にラッチ27が配置され、側面42Aの貫通孔43Aから
ラッチ27の貫通孔44を介して側面42Bの貫通孔43Bに挿入されたボルト45Aにナット45Bを締
め付けることによりラッチ27が軸着されており、当該ラッチ27が開口部41で回動し得るよ
うになされている。
【００３５】
これに加えて、ラッチブラケット31には、側面42Aの外面とボルト45Aとの間にラッチ用ね
じりコイルばね28が設けられており、このラッチ用ねじりコイルばね28の一端28Aが一方
の側面42Aの係止溝31Aに係止されているとともに、ラッチ用ねじりコイルばね28の他端28
Bがラッチ27の上部に形成された板状の押上部50に係止されている（図８）。
【００３６】
そして、このラッチ用ねじりコイルばね28は、ラッチ用ねじりコイルばね28を巻き戻す方
向に負荷を与えるように構成され、この負荷によりラッチ27の下部に形成された係止突起
部51を常にロックプレート26に当接させ得るようになされている。
【００３７】
かくして、ヘッドレスト本体7Aが起立状態にあるときには、ラッチブラケット31において
、図１２に示すように、ラッチ27の係止突起部51がロックプレート26の切り欠き部32に嵌
め込まれ、これにより、後倒用ねじりコイルばね25の負荷が与えられていても切り欠き部
32が係止突起部51を押圧した状態で維持し、ヘッドレスト本体7Aをほぼ垂直に起立状態で
保持し得る。
【００３８】
この実施の形態の場合、第１のケース22の内側下部面にゴム部材でなるロックプレートス
トッパ部52が設けられており、ヘッドレスト本体7Aが起立状態のとき、このロックプレー
トストッパ部52の上面にロックプレート26の下部が当接することにより、ヘッドレスト本
体7Aを確実に起立状態で維持し得るようになされている。
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【００３９】
ところで、第１のケース22には、図７に示したように、ラッチブラケット31の上方にアク
チュエータ部29が配置されており、このアクチュエータ部29の側部からラック53の先端が
突出している。
【００４０】
このラック53は、ピラー11の横軸部20とほぼ平行となる水平方向に配置され、先端に厚み
を貫通するように円形状の係止孔54が穿設されており、ラッチ押上アーム55の一端55Aに
形成された有頭軸56が、この係止孔54に挿入されラック53とラッチ押上アーム55とが連動
し得るようになされている。因みに、有頭軸56には、拡幅頭部57が形成され、この拡幅頭
部57によって、ラック53とラッチ押上アーム55とが連動しても、有頭軸56が係止孔54から
脱落することを防止し得る。
【００４１】
実際上、ラッチ押上アーム55は、ほぼＬ字状でなり、角部が第１のケース22内側に固定軸
58を介して回動自在に設けられ、他端55B（図８）が、ラッチブラケット31の開口部41上
部から水平方向に伸びて突出した板状でなる押上部50の下面（以下、これを押上面と呼ぶ
）59に位置し得るように配置されている。
【００４２】
因みに、このラック押上アーム55には、一端がピラー軸受け部34に係止したアーム用ねじ
りコイルばね65の他端が係止されており、常にラック押上アーム55の一端55Aをアクチュ
エータ部29側に付勢するようになされている。
【００４３】
ここで、アクチュエータ部29（図７）は、回転軸が水平方向に配置されたモータ60と、こ
のモータ60の回転軸に設けられたウォーム61に歯合し、かつラック53の他端と歯合する歯
車62とがケース本体63内に内蔵され、ラック53と連動するラック押上アーム55がケース本
体63の外部に配置されており、ヘッドレストケース15の外部から引き回された配線64がモ
ータ60に電気的に接続されている。
【００４４】
因みに、この配線64は、例えば車両の電源部に接続されており、所定箇所を通過させてシ
ートバックフレーム12の下部からシートバックフレーム12上部まで引き回された後、図１
３に示すように、ピラー11とともにピラーカバー14B内を通して、ヘッドレストケース15
内部に引込まれる。因みに、配線64はピラーカバー14B内で保持部材68で保持されている
。
【００４５】
かくして、アクチュエータ部29は、図示しない操作スイッチから与えられる命令に応じて
、モータ60を瞬間的に正回転及び逆回転させることにより、この回転駆動力を歯車62を介
してラック53に伝え、当該ラック53を水平方向に瞬間的に往復動作させ得る。
【００４６】
実際上、アクチュエータ部29は、図１４に示すように、通常時、ラック53がケース本体63
内に引き込まれ、ラック53の一端が通常位置P1にあり、モータ60が正回転されることによ
り、この回転駆動力がウォーム61及び歯車62を介してラック53に伝わり、当該ラック53を
ケース本体63から押し出すように水平方向に移動させることにより、ラッチ押上アーム55
の一端を通常位置P1からラッチ接触位置P2を介してラッチ解除位置P3まで移動させ得る。
【００４７】
このとき、ラック押上アーム55は、図１５に示すように、一端が通常位置P1からラッチ解
除位置P3まで移動することにより、固定軸58を介して他端55Bを上昇させ、これにより他
端55Bがラッチ27の押上面59を押し上げる。
【００４８】
実際上、ラッチ押上アーム55の他端55Bは、一端55Aがラッチ接触位置P2にあるとき、図１
６（Ａ）及び図１７に示すように、押上面59の押上開始位置P5に接触し、その後、一端55
Aがこのラッチ接触位置P2からラッチ解除位置P3へ移動すると、図１６（Ｂ）及び図１７
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に示すように、押上面59と接触しながら押上位置P6まで移動し、これに応じて押上部50を
押し上げる。
【００４９】
かくして、図１８（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、ラッチ27は、ラッチ押上アーム55の他
端55Bが押上開始位置P5から押上位置P6まで移動することにより、ボルト45Aの軸を中心と
して回動し、これに応じて、図１５に示したように、下部の係止突起部51を回動上昇させ
ることにより、当該ロックプレート26の切り欠き部32に係止していた係止突起部51をロッ
クプレート26の切り欠き部32から外すようになされている。
【００５０】
これにより、第１のケース22は、図１９に示すように、後倒用ねじりコイルばね25の付勢
力がピラー軸受け部34を介して伝わっていることにより、この付勢力によって横軸部20を
回動軸として後倒し得るようになされている。
【００５１】
このとき、ラッチ27は、図２０に示すように、第１のケース22の後倒に伴って、ラッチ用
ねじりコイルばね28の付勢力により、ラッチ27の係止突起部51を常にロックプレート26に
当接されながら回動する。
【００５２】
かくして、図２１に示すように、ヘッドレスト本体7Aは、当該ヘッドレスト本体7Aの背面
70がシートバック上部3Aの凹部8Aの内面71に当接するまで後倒させることにより、ヘッド
レスト本体7Aの正面9Aとバックシート上部3Aとをほぼ一致させるようにして平面状に形成
する。
【００５３】
以上の構成において、起立状態のヘッドレスト本体7Aを後倒させる場合、例えばフロント
シート（図示せず）の搭乗者によってフロントパネルに設けられた操作スイッチが押下さ
れることにより、ヘッドレストケース15内部のモータ60が瞬間的に正回転及び逆回転し、
これに応じてラック53が往復移動してラッチ押上アーム55の他端を上昇及び下降させる。
【００５４】
このとき、ラッチ押上アーム55の他端によりラッチ27の押上部50を押し上げることにより
ラッチ27を回動させ、これに応じて係止突起部51をロックプレート26の切り欠き部32から
係止解除する。
【００５５】
かくして、後倒用ねじりコイルばね25の巻き戻す方向に働く負荷により、ヘッドレスト本
体7Aを後倒できる。
【００５６】
このように、ヘッドレスト本体7Aに内蔵されたアクチュエータ部29や後倒用ねじりコイル
ばね25などの可倒機構30によってのみヘッドレスト本体7Aを確実に後倒させることができ
る。
【００５７】
かくして、シートバック３の多様な形状に応じて可倒機構30の各部をその都度新たにシー
トバック３内に配置させなくとも、各種形状のシートバック上部3Aに車両用可倒式ヘッド
レスト4Aのピラー11を装着させ、配線64に電源部を接続させるだけでヘッドレスト本体7A
をモータ60で後倒させることができる。
【００５８】
この実施の形態の場合、後倒用ねじりコイルばね25によりヘッドレスト本体7Aを後倒させ
るようにしたことにより、ヘッドレスト本体7Aを安定させて後倒させることができる。ま
た、モータ60を瞬間的に回転駆動させてラッチ27を係止解除させるようにしたことにより
、ヘッドレスト本体7Aを後倒するときモータ60を回転駆動し続けることがなく、その分、
消費電力を低減させることができるとともに、駆動音を少なくできる。
【００５９】
また、ヘッドレスト本体7A内にモータ60を設け、このモータ60をフロントシート側に設け
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た操作スイッチの操作に応じて回転駆動させるようにしたことにより、フロントシートの
搭乗者が遠隔操作によりフロントシートに乗車した状態のままリヤシート１のヘッドレス
ト本体7Aを後倒できる。
【００６０】
さらに、ヘッドレスト本体7Aが後倒すると、当該ヘッドレスト本体7Aがシートバック上部
3Aの凹部8Aに収納されることにより、シートバック上部3Aの全体をほぼ平面状に形成でき
、かくして一段と後方の視界を広げることができる。
【００６１】
また、このように、シートバック上部3Aをほぼ平面状に形成できるので、トランクルーム
に広いスペースを確保するとき、ヘッドレスト本体7Aがフロントシートと干渉することな
く確実にシートバック３を前倒できる。
【００６２】
そして、後倒状態のヘッドレスト本体7Aを起立状態にする場合には、後倒用ねじりコイル
ばね25の付勢力に抗してヘッドレスト本体7Aを前方へほぼ垂直になるまで手力で移動する
。このとき、ヘッドレスト本体7Aの前方への移動に伴って、ラッチ27の係止突起部51がラ
ッチ用ねじりコイルばね28の付勢力によってロックプレート26に摺接しながら移動し、ロ
ックプレート26の切り欠き部32を通過するときにこの係止突起部51が切り欠き部32に嵌め
込まれ、これによりヘッドレスト本体7Aを起立状態に維持できる。
【００６３】
かくして、ヘッドレスト本体7Aが起立状態のとき、シートバック３の正面3Bとヘッドレス
ト本体7Aの正面9Aとをほぼ平面状にでき、リヤシート１の搭乗者の頭部背面側を全体的に
、かつ確実に支えることができる。
【００６４】
また、この実施の形態の場合、ヘッドレスト本体7Aを前方へ移動させてゆき、ほぼ垂直と
なると、ロックプレート26の下部がロックプレートストッパ部52の上面に当接するととも
に、ロックプレート26のストッパ33がラッチブラケット31の側面に当接することにより、
ヘッドレスト本体7Aの回動を規制し、ヘッドレスト本体7Aに過度の負荷が与えられ後倒用
ねじりコイルばね25が破損することを防止できる。
【００６５】
また、ヘッドレスト本体7Aの側部からピラー11の横軸部20が突出し、シートバック上部3A
において、凹部8Aの互いに対向する側面13A及び13Bを通ってシートバックフレーム12にピ
ラー11の両端部21A及び21Bが取り付けられており、これによりヘッドレスト本体7Aを支持
するピラー11の全てを隠すことができる。
【００６６】
また、リヤシート１においては、ピラー11が露出しておらず搭乗者の頭部背面側の接触す
る箇所全てにクッション・バットを配置できる。
【００６７】
なお、このように、ヘッドレスト本体7Aの背面などには、ピラー11を外部に露出させるよ
うな孔が形成されていないことから、外部からの埃などの進入を防止でき、かくして可倒
機構30が埃などで故障することを防止できる。
【００６８】
因みに、この実施の形態の場合、第１のケース22には、通常位置P1からラッチ解除位置P3
までラック押上アーム55の一端が移動する軌跡に沿って長円孔66が形成されており、当該
長円孔66から図示しない棒状部材を挿入することにより、強制的にラック押上アーム55の
一端を移動させることができるので、例えばモータ60が故障した場合であってもヘッドレ
スト本体7Aを後倒状態又は起立状態にできる。
【００６９】
以上のように、本実施例では、ヘッドレスト本体7Aを後倒させるための可倒機構30の全て
をヘッドレスト本体7A内に内蔵させたことにより、可倒機構30の各部を新たにシートバッ
ク３内に配置させる必要がなくなるので、シートバック３が車種に応じて多様な形状を有
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していてもヘッドレスト本体7Aをピラー11によりシートバック上部3Aに装着させるだけで
アクチュエータ部29によってヘッドレスト本体7Aを可倒させることができ、かくして汎用
性が高い車両用可倒式ヘッドレスト4Aを実現できる。
【００７０】
また、本実施例では、操作スイッチからの命令に応じてモータ60を回転駆動させ、ラッチ
27を係止解除させるようにしたことにより、搭乗者がヘッドレスト本体7Aに直接触れるこ
となく操作スイッチからの遠隔操作でヘッドレスト本体7Aを後倒できるので、容易に視界
を広げることができ、かくして確実、かつ容易に安全性を向上できる。
【００７１】
さらに、シートバック上部3Aに形成された凹部にヘッドレスト本体7Aを配置し、横軸部20
をヘッドレスト本体7Aの両側面10A及び10Bを介して凹部8Aの対向する側部面13A及び13Bか
らシートバックフレーム12に装着させるようにしたことにより、ヘッドレスト本体7Aを支
持するピラー11の全てを隠すことができるので、ヘッドレスト本体7Aを後倒させる可倒機
構30を備えつつ、外観においてあたかも通常のヘッドレスト本体が設けられているような
、シートバック３とヘッドレスト本体7Aとの一体性を図ることができる。また、ヘッドレ
スト本体7Aを凹部8Aに配置しているので、搭乗者の頭部背面側の接触する箇所全てにクッ
ション・バットを配置でき、かくして車両用可倒式ヘッドレスト4Aを設けても座り易いリ
ヤシート１を実現できる。
【００７２】
さらに、ヘッドレスト本体7Aが凹部8Aに収納されると、ヘッドレスト本体7Aの上部がシー
トバック上部3Aとほぼ一直線状になることにより、シートバック上部3Aがほぼ平面状にな
り、一段と後方の視界を広げることができる。また、このように、シートバック上部3Aを
ほぼ平面状に形成できるので、シートバック３を前方へ倒すときにヘッドレスト本体7Aが
フロントシートと干渉することを防止できる。さらに、ヘッドレスト本体7Aを取り外して
から前方へ倒すなど面倒な着脱作業を省くこともできるので使い勝手を向上できる。
【００７３】
なお、上述した実施の形態においては、アクチュエータとして、モータ60の回転駆動によ
りラッチ押上アーム55の他端55Bを押し上げ、ラッチ27を係止解除するようにした場合に
ついて述べたが、本発明はこれに限らず、図７との対応部分に同一符号を付して示す図２
２のように、モータ60を備えたアクチュエータ部29に替えて、シャフト100とボタン101と
ラック押上アーム55とでなるアクチュエー部102を設け、このボタン101が押下されること
によりラッチ押上アーム55の他端55Bを押し上げ、ラッチ26を係止解除するようにしても
良い。
【００７４】
また、上述した実施の形態においては、ヘッドレスト本体の側部からピラーを突出させる
ようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、可倒機構をヘッドレスト本体
に内蔵できれば、図２２に示したように、ヘッドレスト本体7Aの背面に突出孔103を設け
、この突出孔103からピラー104を突出させるようにしても良く、また底面からピラーを突
出させるようにしても良い。
【００７５】
さらに、上述した実施の形態においては、第１の係止部として凹状の切り欠き部32とし、
第２の係止部として凸状の係止突起部51とするようにした場合について述べたが、本発明
はこれに限らず、第１の係止部として凸状の係止突起部とし、第２の係止部として凹状の
切り欠き部とするようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】リヤシートの全体構成を示す略線的斜視図である。
【図２】ヘッドレスト本体が後倒したときの様子を示す略線的斜視図である。
【図３】ヘッドレスト本体がシートバックフレームに支持されている様子を示す略線的斜
視図である。
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【図４】シートバック上部の凹部の詳細構成を示す略線的断面図である。
【図５】ヘッドレストケースがシートバックフレームに支持されている様子を示す略線的
断面図である。
【図６】ピラーの全体構成を示す略線的斜視図である。
【図７】ヘッドレスト本体の内部構成を示す略線図である。
【図８】ロックプレートとラッチの係止状態を示す詳細図である。
【図９】ピラー軸受け部の正面構成及び側面構成を示す略線図である。
【図１０】ラッチブラケットの正面構成及び側面構成を示す略線図である。
【図１１】ラッチブラケットとラッチとラッチ用ねじりコイルばねとの関係の説明に供す
る斜視図である。
【図１２】起立状態のときのロックプレートとラッチとの係止状態を示す略線図である。
【図１３】ピラーカバーの内部構成を示す略線図である。
【図１４】ラッチ押上アームの可動範囲を示す略線図である。
【図１５】ラッチ押上アームが最端位置に移動したときの様子を示す略線図である。
【図１６】ラッチ押上アームが押上面を押し上げる様子を示す略線図である。
【図１７】ラッチ押上アームの他端の押上面で当接する位置を示す略線図である。
【図１８】ラッチが回動するときの様子を示す略線図である。
【図１９】ヘッドレストケースが後倒したときの内部構成を示す略線図である。
【図２０】後倒状態のときのロックプレートとラッチとの係止解除の状態を示す略線図で
ある。
【図２１】ヘッドレスト本体がシートバック上部に後倒したときの様子を示す略線図であ
る。
【図２２】他の実施の形態による車両用可倒式ヘッドレストの内部構成を示す略線図であ
る。
【符号の説明】
【００７７】
3A シートバック上部
4A、4B及び4C 車両用可倒式ヘッドレスト
7A、7B及び7C ヘッドレスト本体
8A、8B及び8C 凹部
11 ピラー
25 後倒用ねじりコイルばね（ヘッドレスト付勢手段）
26 ロックプレート
27 ラッチ
28 ラッチ用ねじりコイルばね（ラッチ付勢手段）
29 アクチュエータ部（アクチュエータ）
30 可倒機構
32 切り欠き部（第１の係止部）
51 係止突起部（第２の係止部）
53 ラック
60 モータ



(12) JP 4432111 B2 2010.3.17

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(13) JP 4432111 B2 2010.3.17

【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(14) JP 4432111 B2 2010.3.17

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】



(15) JP 4432111 B2 2010.3.17

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】



(16) JP 4432111 B2 2010.3.17

10

フロントページの続き

(56)参考文献  実開昭６３－０７７８３１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開平０３－００９６４７（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開平０２－０４７９４４（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６０Ｎ　　　２／４８　　　　
              Ａ４７Ｃ　　　７／３８　　　　
              　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

