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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
筒型の油圧緩衝器にあって伸縮作動する緩衝器本体と、この懸架装置本体に介装の懸架バ
ネと、この懸架バネにおけるバネ力を高低調整可能にするカム構造とを備え、上記緩衝器
本体がシリンダ体と、このシリンダ体に出没可能に連繋するロッド体と、上記シリンダ体
から突出する上記ロッド体における突出部を覆う筒状に形成のカバー体とを有してなり、
上記ロッド体の突出端部に一端を固定状態に連設のトップキャップに連繋部材が相対回動
阻止状態下に連結され、上記カム構造が上記懸架バネの一端を係止しながら上記カバー体
の外周に回動可能に介装されると共に一端にカム面を有する筒体と、この筒体の上記カム
面に先端を当接させながら上記カバー体に一体的に保持されるストッパ部材とを有してな
り、このストッパ部材が上記連繋部材に形成の外周側切欠部に嵌挿されて上記カバー体が
上記連繋部材に相対回動阻止状態下に連結されてなるバネ力調整構造において、上記トッ
プキャップが他端に形成の係止部を上記連繋部材に形成の内周側切欠部に嵌挿させてなる
ことを特徴とするバネ力調整構造。
【請求項２】
連繋部材が軸芯部にロッド体を挿通させながら外周側をカバー体の一端を裏面に係止させ
るフランジ部としてなると共に、このフランジ部を含めて径方向に切欠されてロッド体の
通過を許容する割り部を有してなり、この割り部がストッパ部材を嵌挿させる外周側切欠
部とトップキャップの他端に形成の係止部を嵌挿させる内周側切欠部とされてなる請求項
１に記載のバネ力調整構造。
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【請求項３】
連繋部材が軸芯部にロッド体を挿通させながら外周側をカバー体の一端を裏面に係止させ
るフランジ部としてなると共にトップキャップの他端に形成の係止部を嵌挿させる内周側
切欠部とストッパ部材を嵌挿させる外周側切欠部とを有してなり、かつ、連繋部材が軸芯
を通る直径方向の切断線で二分割されてなる請求項１に記載のバネ力調整構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、バネ力調整構造に関し、特に、筒型の油圧緩衝器にあって伸縮作動する緩
衝器本体に介装の懸架バネにおけるバネ力をカム構造の利用下に高低調整可能にするバネ
力調整構造の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　筒型の油圧緩衝器にあって伸縮作動する緩衝器本体に介装の懸架バネにおけるバネ力を
カム構造の利用下に高低調整可能にするバネ力調整構造としては、従来から種々の提案が
あるが、その中に、たとえば、特許文献１および特許文献２には、油圧緩衝器にあって、
緩衝器本体を構成するシリンダ体の外周に上記のカム構造が配在されてなるとする提案が
開示されている。
【０００３】
　それゆえ、この特許文献１および特許文献２に開示のバネ力調整構造にあっては、シリ
ンダ体が車体側あるいは車輪側に連結されるとき、このシリンダ体が固定部になり、この
固定部に配在されたカム構造によって懸架バネの一端たる可動端の位置をいわゆる上下方
向に移動することが可能になる。
【０００４】
　このとき、特許文献１に開示のバネ力調整構造にあっては、緩衝器本体において、シリ
ンダ体に対して出没可能に連繋されるロッド体が下端側部材とされて車輪側に連結される
から、この油圧緩衝器が車両に搭載されて利用される状況を鑑みると、ロッド体の外周に
付着した泥などがシリンダ体内に侵入し易くなることが危惧されることになる。
【０００５】
　それに対して、特許文献２に開示のバネ力調整構造にあっては、緩衝器本体がロッド体
を上端側部材にして車体側に連結される場合には、ロッド体の外周に泥などが付着する機
会が減るので、ロッド体の外周に付着した泥などがシリンダ体内に侵入することを危惧し
なくても済むことになるが、シリンダ体が下端側部材とされるので、カム構造に泥などが
付着する機会が増え、カム構造の正常な作動を保障し得なくなる危惧がある。
【０００６】
　そこで、特許文献３に開示のバネ力調整構造にあっては、緩衝器本体を構成するロッド
体が上端側部材とされた状態で油圧緩衝器が車両に搭載されるとき、ロッド体の外周への
泥の付着機会が減る一方で、カム構造がロッド体における突出端部、すなわち、ロッド体
を車体側に連結する際に利用するブラケットを連設する端部の外周に配在されてなるとす
るから、カム構造への泥の付着機会が減ることになり、緩衝器本体の作動およびカム構造
の作動を保障し得ることになる。
【０００７】
　しかし、この特許文献３に開示のバネ力調整構造にあっても、緩衝器本体においてシリ
ンダ体から突出するロッド体における突出部は、言わば露出されたままだから、ロッド体
の外周に泥などが付着する可能性は残存されており、したがって、ロッド体の外周に付着
した泥などがシリンダ体内に侵入しないとは言い得ないことになる。
【０００８】
　このような背景からすれば、特許文献４に開示のバネ力調整構造にあっては、緩衝器本
体を構成するロッド体における突出部がカバー体で覆われるとして言わば絶対的に泥など
がロッド体の外周に付着し得ない態勢におかれ、しかも、カム構造がカバー体の内側に配
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在されてなるとしているから、緩衝器本体の伸縮作動とカム構造の作動を恒久的に保障し
得ることになる。
【特許文献１】特開平８‐２１０４１７号公報（図１）
【特許文献２】特開平８‐２１０４１４号公報（図１）
【特許文献３】特開平８‐２７０７１２号公報（図１）
【特許文献４】特開平１０‐２８１２０７号公報（図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記した特許文献４に開示のバネ力調整構造にあっては、緩衝器本体の
伸縮作動とカム構造の作動を恒久的に保障し得る点では問題ないが、油圧緩衝器における
構成を複雑にすると指摘される可能性がある。
【００１０】
　すなわち、上記した特許文献４に開示のバネ力調整構造では、カム構造がカバー体の内
側に配在されるとするから、このカム構造を、たとえば、車両を操縦する者などが直接手
動操作することができず、したがって、機械構造による遠隔操縦によらざるを得ず、それ
ゆえ、結果的に、油圧緩衝器における構造を複雑にすることになり、その分油圧緩衝器に
おける製品コストの低減化を図り難くすることになる。
【００１１】
　この発明は、上記した事情を鑑みて創案されたものであって、その目的とするところは
、油圧緩衝器における緩衝器本体の伸縮作動とカム構造の作動を恒久的に保障し得るのは
もちろんのこと、その際に油圧緩衝器におけるいたずらな製品コストの上昇化を招来せず
して、その油圧緩衝器の汎用性の向上を期待するのに最適となるバネ力調整構造を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記した目的を達成するために、この発明によるバネ力調整構造の構成を、筒型の油圧
緩衝器にあって伸縮作動する緩衝器本体と、この懸架装置本体に介装の懸架バネと、この
懸架バネにおけるバネ力を高低調整可能にするカム構造とを備え、上記緩衝器本体がシリ
ンダ体と、このシリンダ体に出没可能に連繋するロッド体と、上記シリンダ体から突出す
る上記ロッド体における突出部を覆う筒状に形成のカバー体とを有してなり、上記ロッド
体の突出端部に一端を固定状態に連設のトップキャップに連繋部材が相対回動阻止状態下
に連結され、上記カム構造が上記懸架バネの一端を係止しながら上記カバー体の外周に回
動可能に介装されると共に一端にカム面を有する筒体と、この筒体の上記カム面に先端を
当接させながら上記カバー体に一体的に保持されるストッパ部材とを有してなり、このス
トッパ部材が上記連繋部材に形成の外周側切欠部に嵌挿されて上記カバー体が上記連繋部
材に相対回動阻止状態下に連結されてなるバネ力調整構造において、上記トップキャップ
が他端に形成の係止部を上記連繋部材に形成の内周側切欠部に嵌挿させてなるとする。
【発明の効果】
【００１３】
　それゆえ、この発明にあっては、油圧緩衝器における緩衝器本体を構成するロッド体の
突出部がカバー体で覆われるから、このロッド体の外周に泥などが付着し得ない態勢にお
かれ、その分緩衝器本体における作動が恒久的に保障されることになる。
【００１４】
　そして、この発明にあっては、カム構造がカバー体の外周に配在されるから、このカム
構造を、たとえば、車両を操縦する者などが直接手動で操作することが可能になり、した
がって、機械構造を利用しての操作による場合に比較して、油圧緩衝器における構造を複
雑にしなくて済むことになる。
【００１５】
　そしてまた、この発明にあっては、カム構造がカバー体の外周に配在されるとされると
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しても、カバー体が緩衝器本体にあってシリンダ体体から突出するロッド体の突出部を覆
うように配在される、すなわち、カム構造が車両における車体側に近くなるように配在さ
れることで、このカム構造が車両における車輪側に近くなるように配在される場合に比較
して、泥などが付着し難くなり、カム構造の作動を恒久的に保障し得ることになる。
【００１６】
　その結果、この発明によれば、油圧緩衝器における緩衝器本体の伸縮作動とカム構造の
作動を恒久的に保障しながら油圧緩衝器におけるいたずらな製品コストの上昇化を招来せ
ずして、その油圧緩衝器の汎用性の向上を期待するのに最適となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に、図示した実施形態に基づいて、この発明を説明するが、この発明によるバネ力
調整構造は、図示するとことでは、たとえば、車両たる自動二輪車の後輪側に搭載される
筒型の油圧緩衝器に具現化されるとしている。
【００１８】
　このとき、この油圧緩衝器にあっては、図１に示すように、伸縮作動する緩衝器本体１
の外周に懸架バネ２を介装してなり、この発明によるバネ力調整構造は、この懸架バネ２
におけるバネ力をカム構造３の利用下に高低調整可能にするとしている。
【００１９】
　少し説明すると、まず、緩衝器本体１は、図示するところでは、シリンダ体１１を下端
側部材にすると共にこのシリンダ体１１に出没可能に連繋するロッド体１２を上端側部材
にしながらシリンダ体１１から突出するロッド体１２における突出部（符示せず）を覆う
筒状に形成のカバー体１３を有してなるとしている。
【００２０】
　そして、この緩衝器本体１にあっては、カバー体１３が外側に位置決められる懸架バネ
２の一端たる上端を係止しながら作動時に懸架バネ２の上端を上下動させる上記のカム構
造３を外周に配在させてなるとしている。
【００２１】
　そしてまた、この緩衝器本体１にあっては、図２および図３に示すように、カバー体１
３がカム構造３を構成するスットパ部材３１を介して連繋部材４に相対回動阻止状態下に
連結されると共に、この連繋部材４がロッド体１２の突出端部に連設のトップキャップ５
に相対回動阻止状態下に連結されてなるとしている。
【００２２】
　ところで、カム構造３について少し説明するが、この発明にあって、カム構造３は、図
２および図３に示すように、懸架バネ２の一端たる上端を係止しながらカバー体１３の外
周に回動可能に介装される筒体３２と、上記したストッパ部材３１とを有してなる。
【００２３】
　そして、このカム構造３にあっては、筒体３２が一端たる上端にカム面３２ａ（図２参
照）を、すなわち、いわゆる高さが異なる三段構成のカム面３２ａを有してなるとするも
ので、このカム面３２ａにストッパ部材３１の尖端状に形成された他端たる下端が当接さ
れる（図２参照）とし、また、筒体３２は、他端部たる下端部にフランジ状に形成された
バネ受部３２ｂを有してなり、このバネ受部３２ｂに懸架バネ２の上端を係止させるとし
ている。
【００２４】
　ちなみに、このカム構造３にあって、筒体３２は、外周に連設されて保持されている工
具挿し込み部３２ｃ（図２参照）を有していて、それゆえ、このカム構造３にあっては、
工具挿し込み部３２ｃを工具の連繋下の外力操作で移動させることで、筒体３２をカバー
体１３の外周で回動させることが可能になる。
【００２５】
　そして、ストッパ部材３１が任意の高さのカム面３２ａに当接されることで、懸架バネ
２の上端が上下動されることになり、その限りにおいて、懸架バネ２のバネ力が高低調整
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されることになり、結果的に、車両における車高が高低調整されることになる。
【００２６】
　つぎに、この発明において、カバー体１３がスットパ部材３１を介して連繋部材４に相
対回動阻止状態下に連結されると共に、この連繋部材４がトップキャップ５に相対回動阻
止状態下に連結されてなる態様について少し説明する。
【００２７】
　すなわち、図４に示すところは、トップキャップ５，連繋部材４およびカバー体１３を
分離した状態で示すものであるが、まず、カバー体１３の一端部たる上端部の外周にはカ
ム構造３を構成するストッパ部材３１を溶接などの任意の方策で固定状態に連設させてな
るとしている。
【００２８】
　このとき、このストッパ部材３１の図中で上端部となる後端部は、カバー体１３の端部
から上方に突出する、すなわち、カバー体１３の軸線方向に延在されていて、連繋部材４
に形成の外周側切欠部４ａへの連繋部３１ａとされている。
【００２９】
　一方、トップキャップ５は、図２に示すように、ロッド体１２の突出端部に溶接などで
固定状態に連設されながら他端たる下端に突出形成された係止部５１を連繋部材４に形成
の内周側切欠部４ｂに嵌挿させてトップキャップ５の連繋部材４に対する相対回動阻止状
態下の連結を具現化してなる。
【００３０】
　そして、連繋部材４は、図５に示すように、軸芯部にロッド体１２と、図示するところ
では、クッションラバー６を臨在させる環状に形成されながら外周側をカバー体１３の一
端たる上端を裏面たる下面に係止させる（図３参照）フランジ部４１としてなると共に、
このフランジ部４１を含めて径方向に切欠されてロッド体１２の通過を許容する（図４中
の仮想線図参照）割り部４２を有してなり、この割り部４２がストッパ部材３１を嵌挿さ
せる外周側切欠部４ａとトップキャップ５の下端に形成の係止部５１を嵌挿させる内周側
切欠部４ｂとされてなるとしている。
【００３１】
　それゆえ、この連繋部材４にあっては、懸架バネ２からの附勢力に抗するようにしてカ
バー体１３を移動させた、すなわち、図示するところでは、押し下げた状態から割り部４
２でロッド体１２をいわゆる交わすようにすることで、この連繋部材４をトップキャップ
５に連繋させると共に懸架バネ２の附勢力で上昇してくるカバー体１３に保持されている
カム構造３におけるストッパ部材３１の連繋を可能にし得ることになる。
【００３２】
　このとき、図示するところでは、ロッド体１２の外周に適宜の長さを有するクッション
ラバー６が介装されている（図３参照）から、上記の連繋部材４を所定の配在状態にする
には、このクッションラバー６を交わすことになるまで、カバー体１３を押し下げる必要
があり、その意味では、この連繋部材４の配在が不便になると言い得る。
【００３３】
　そこで、この連繋部材４については、上記した言わば一体に形成されることに代えて、
図６に示すように、いわゆる分割態様に形成されてなるとしても良い。
【００３４】
　すなわち、この図６に示すところにあっては、連繋部材４が軸芯部にロッド体１２およ
びクッションラバー６を挿通させながら外周側をカバー体１３の上端を下面に係止させる
フランジ部４１とし、トップキャップ５の下端に突出形成された係止部５１を嵌挿させる
内周側切欠部４ｂとストッパ部材３１を嵌挿させる外周側切欠部４ａとを有してなるのは
もちろんのこと、この連繋部材４が軸芯を通る直径方向の切断線ａで二分割されてなると
している。
【００３５】
　それゆえ、この分割態様に形成された連繋部材４にあっては、これを所定位置に配在す
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るにあってカバー体１３を押し下げるとき、クッションラバー６を交わすほどのストロー
クを要しないことになり、したがって、図５に示す言わば一体構造に形成された連繋部材
４に比較して、その配在作業が容易になる利点がある。
【００３６】
　以上のように形成されたバネ力調整構造をにあっては、油圧緩衝器における緩衝器本体
１を構成するロッド体１２の突出部がカバー体１３で覆われることになるから、ロッド体
１２の外周に泥などが付着し得ない態勢になり、したがって、ロッド体１２に附着した泥
などが緩衝器本体１を構成するシリンダ体１１内に侵入しなくなり、その分緩衝器本体１
における作動が恒久的に保障されることになる。
【００３７】
　そして、カム構造３は、カバー体１３の外周に配在されるから、このカム構造３を、た
とえば、車両を操縦する者などが直接手動で操作することが可能になり、したがって、機
械構造を利用しての操作による場合に比較して、油圧緩衝器における構造を複雑にしない
ことになる。
【００３８】
　そしてまた、カム構造３は、カバー体１３の外周に配在されるとされるとしても、カバ
ー体１３が緩衝器本体１にあって上端側部材とされるロッド体１２の突出部を覆うように
配在される、すなわち、カム構造３が車両における車体側に近くなる緩衝器本体１におけ
る上端側部材側に配在されるから、このカム構造３が緩衝器本体１における下端側部材側
に配在される場合に比較して、泥などが付着し難くなり、カム構造３の作動を恒久的に保
障することが可能になる。
【００３９】
　その結果、この発明によれば、油圧緩衝器における緩衝器本体１の伸縮作動とカム構造
３の作動を恒久的に保障しながら油圧緩衝器におけるいたずらな製品コストの上昇化を招
来せずして、その油圧緩衝器の汎用性の向上を期待するのに最適となる。
【００４０】
　前記したところは、油圧緩衝器における緩衝器本体１がシリンダ体１１を下端側部材に
すると共にロッド体１２を上端側部材にする正立型に設定されてなるとしたが、この発明
が意図するところ、すなわち、いたずらな製品コストの上昇化を招来しないことからすれ
ば、上記したところに代えて、図示しないが、緩衝器本体1がシリンダ体１１を上端側部
材にすると共にロッド体１２を下端側部材にする倒立型に設定されてなるとしても良いこ
とはもちろんである。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】この発明によるバネ力調整構造を具現化した油圧緩衝器を示す正面図である。
【図２】図１の油圧緩衝器における上端部を拡大して示す部分正面図である。
【図３】図２中のＹ‐Ｙ線位置で示す半截部分縦断面図である。
【図４】油圧緩衝器における上端部を構成するトップキャップ，連繋部材およびカバー体
を分解状態で示す図である。
【図５】連繋部材の一実施形態を示す平面図である。
【図６】連繋部材の他の実施形態を図５と同様に示す図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１　緩衝器本体
　２　懸架バネ
　３　カム構造
　４　連繋部材
　４ａ　外周側切欠部
　４ｂ　内周側切欠部
　５　トップキャップ
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　１１　シリンダ体
　１２　ロッド体
　１３　カバー体
　３１　ストッパ部材
　３２　筒体
　３２ａ　カム面
　４１　フランジ部
　４２　割り部
　５１　係止部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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