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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体側のストライカと係脱可能な噛合手段及び該噛合手段の係合状態を解除可能な解錠
状態と解除不能な施錠状態とに切替可能な施解錠手段を有する噛合構造体と、該噛合構造
体に取り付けられ、かつ前記噛合手段及び前記施解錠手段を操作可能な操作構造体とを備
えたドアラッチ装置を自動車のフロントドア及びリアドアにそれぞれ装着し、
　前記フロントドアに装着される前記ドアラッチ装置の操作構造体は、前記フロントドア
の車内側に設けられる施解錠操作用のロックノブに連結されるノブレバー及び前記フロン
トドアの車内側の操作ハンドルに連結されるインサイドレバーを含む基本部品が設けられ
るハウジングと、当該ハウジングの前記基本部品が収容される部品収容部を閉塞するよう
に固定され、かつ前記フロントドアの車内側の操作ハンドルの操作に基づく前記インサイ
ドレバーの作動に同期して前記フロントドアに設けられる前記施解錠手段の状態に関係な
く前記フロントドアに設けられる前記噛合手段の係合状態を解除可能なオーバーライドレ
バーが設けられるカバーとを備え、
　前記リアドアに装着される前記ドアラッチ装置の操作構造体は、前記リアドアの車内側
に設けられる施解錠操作用のロックノブに連結されるノブレバー及び前記リアドアの車内
側の操作ハンドルに連結されるインサイドレバーを含む基本部品が設けられ、前記フロン
トドアに設けられる前記ハウジングと外形形状を同じくするハウジングと、当該ハウジン
グの前記基本部品が収容される部品収容部を閉塞するように固定され、前記リアドアの車
内側の操作ハンドルの操作に基づくインサイドレバーの作動を無効にし、前記リアドアに
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設けられる前記施解錠手段の状態に関係なく前記リアドアに設けられる前記噛合手段の係
合状態を解除不能にするチャイルドレバーが設けられ、かつ前記フロントドアに設けられ
る前記カバーと外形形状を同じくするカバーとを備えたことを特徴とする自動車用ドアラ
ッチ装置。
【請求項２】
　カバーに、オーバーライドレバー及びチャイルドレバーを選択的に枢支可能な共用枢支
部を設けたことを特徴とする請求項１記載の自動車用ドアラッチ装置。
【請求項３】
　オーバーライドレバー及びチャイルドレバーを、基本部品と重合し得るように、ハウジ
ングに対向するカバーの内側面に枢支したことを特徴とする請求項１または２記載の自動
車用ドアラッチ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車体側のストライカと係脱可能な噛合手段及び噛合手段の係合状態を解除可
能な解錠状態と解除不能な施錠状態とに切替可能な施解錠手段を有する噛合構造体と、噛
合構造体に取り付けられ、施解錠手段を操作可能な操作構造体を備えた自動車用ドアラッ
チ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車のドアラッチ装置には、各種タイプがある。例えば、フロントドア用のドアラッ
チ装置においては、施解錠状態に関係なく、車内側の操作ハンドルの操作に基づいて、車
体側のストライカと係脱可能な噛合手段の係合状態を解除し、フロントドアを開扉可能な
オーバーライド機能を有するオーバーライドタイプ（例えば、特許文献１参照）と、オー
バーライド機能を有さないノーマルタイプ（例えば、特許文献２参照）とがある。また、
リアドア用のドアラッチ装置においては、施解錠状態に関係なく、車内側の操作ハンドル
の開扉操作を無効にし、噛合手段の係合状態を解除不能なチャイルドプルーフ機能を有す
るチャイルドプルーフタイプ（例えば、特許文献２参照）がある。
【０００３】
　また、上述の各種ドアラッチ装置においては、各種部品の共用化や防盗性の向上を図る
等の理由から、噛合手段及び施解錠手段を有する噛合構造体に、施解錠手段を覆うように
ハウジングを取り付け、このハウジング内に施解錠手段を操作可能な各種部品を収容して
いる。
【特許文献１】特開２００２－３３９６２５号公報
【特許文献２】特開２００２－８１２４６号公報
【特許文献３】特開２００２－８１２４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述のようなドアラッチ装置においては、各タイプに共通に使用される基本部品（例え
ば、ドアの車内側に設けられる施解錠操作用のロックノブに連結されるノブレバー、車内
側の操作ハンドルに連結されるインサイドレバー、ノブレバーの作動を施解錠手段に伝達
する伝達部材等）以外に、各タイプ毎に必要とする選択部品（オーバーライドタイプにお
いては、施解錠手段の状態に関係なく、車内側の操作ハンドルの開扉操作に基づいて、噛
合手段の係合状態を解除させるオーバーライドレバー、チャイルドプルーフタイプにおい
ては、施解錠手段の状態に関係なく、車内側の操作ハンドルの操作を無効にするチャイル
ドレバー）を必要としている。
【０００５】
　しかし、従来のドアラッチ装置においては、基本部品をハウジング内に設け、選択部品
を噛合構造体のベースプレート側に設ける構成にすることによって、各種タイプにおける



(3) JP 4418319 B2 2010.2.17

10

20

30

40

50

ハウジングの共用化を可能にしているが、選択部品を噛合構造体に設けると、噛合構造体
が、オーバーライドタイプとチャイルドプルーフタイプとの２タイプが必要となり、噛合
構造体の共用化が困難となり、コストの上昇を招くこととなる。また、噛合構造体の共用
化を図るため、選択部品をハウジングに取り付ける構成にすると、今度は、各タイプ毎に
専用のハウジングが必要となり、ハウジングの共用化ができなくなる。
【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、各タイプのドアラッチ装置
間で、噛合構造体及びハウジングの共用化を可能にした自動車用ドアラッチ装置を提供す
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）車体側のストライカと係脱可能な噛合手段及び該噛合手段の係合状態を解除可能な
解錠状態と解除不能な施錠状態とに切替可能な施解錠手段を有する噛合構造体と、該噛合
構造体に取り付けられ、かつ前記噛合手段及び前記施解錠手段を操作可能な操作構造体と
を備えたドアラッチ装置を自動車のフロントドア及びリアドアにそれぞれ装着し、前記フ
ロントドアに装着される前記ドアラッチ装置の操作構造体は、前記フロントドアの車内側
に設けられる施解錠操作用のロックノブに連結されるノブレバー及び前記フロントドアの
車内側の操作ハンドルに連結されるインサイドレバーを含む基本部品が設けられるハウジ
ングと、当該ハウジングの前記基本部品が収容される部品収容部を閉塞するように固定さ
れ、かつ前記フロントドアの車内側の操作ハンドルの操作に基づく前記インサイドレバー
の作動に同期して前記フロントドアに設けられる前記施解錠手段の状態に関係なく前記フ
ロントドアに設けられる前記噛合手段の係合状態を解除可能なオーバーライドレバーが設
けられるカバーとを備え、前記リアドアに装着される前記ドアラッチ装置の操作構造体は
、前記リアドアの車内側に設けられる施解錠操作用のロックノブに連結されるノブレバー
及び前記リアドアの車内側の操作ハンドルに連結されるインサイドレバーを含む基本部品
が設けられ、前記フロントドアに設けられる前記ハウジングと外形形状を同じくするハウ
ジングと、当該ハウジングの前記基本部品が収容される部品収容部を閉塞するように固定
され、前記リアドアの車内側の操作ハンドルの操作に基づくインサイドレバーの作動を無
効にし、前記リアドアに設けられる前記施解錠手段の状態に関係なく前記リアドアに設け
られる前記噛合手段の係合状態を解除不能にするチャイルドレバーが設けられ、かつ前記
フロントドアに設けられる前記カバーと外形形状を同じくするカバーとを備える。
【０００８】
（２）上記(１)項において、カバーに、オーバーライドレバー及びチャイルドレバーを選
択的に枢支可能な共用枢支部を設ける。
【０００９】
（３）上記(１)または(２)項において、オーバーライドレバー及びチャイルドレバーを、
基本部品と重合し得るように、ハウジングに対向するカバーの内側面に枢支する。
【発明の効果】
【００１１】
　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、操作構造体は、車内側の操作ハンドルの操作に基づ
いて、施解錠手段の状態に関係なく噛合手段の係合状態を解除可能なオーバーライドレバ
ーを有するドアラッチ装置と、操作ハンドルの操作を、施解錠手段の状態に関係なく無効
にするチャイルドレバーを有するドアラッチ装置とに共通に使用される基本部品が設けら
れるハウジングと、ハウジングに固定され、各機能毎に使用される選択部品（オーバーラ
イドレバー及びチャイルドレバー）が設けられるカバーとを備えたことにより、オーバー
ライドタイプとチャイルドプルーフタイプのドアラッチ装置間で噛合構造体の共用を可能
にし、かつハウジングを成形するための成形金型の共用化を図ることができる。これによ
り、各タイプ毎の成形金型を準備する必要がなく、コストの低減を図ることができる。
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【００１２】
（ｂ）請求項２記載の発明によると、カバーに、オーバーライドレバー及びチャイルドレ
バーを選択的に枢支可能な共用枢支部を設けたことにより、カバーを各タイプのドアラッ
チ装置間で共用可能となり、コストの低減を図ることができる。
【００１３】
（ｃ）請求項３記載の発明によると、選択部品（オーバーライドレバー及びチャイルドレ
バー）を、基本部品と重合し得るように、ハウジングに対向するカバーの内側面に枢支し
たことにより、基本部品と選択部品とを重ね合わせて配置することができ、操作構造体の
小型化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の一実施形態を、図面に基づいて説明する。図１～図１８は、オーバーラ
イドタイプのドアラッチ装置を示し、図１９～図２４は、ドアラッチ装置の噛合構造体を
示し、図２５～図２８は、チャイルドプルーフタイプのドアラッチ装置を示す。
【００１６】
　図１は、オーバーライドタイプのドアラッチ装置の分解斜視図、図２は、同じく斜視図
、図３は、同じく正面図、図４は、同じく後面図である。なお、以下の説明では、図１に
おける上方、図２における右斜め下方、図３における紙面手前側をそれぞれ自動車の「前
方」とし、図１における下方、図２における右斜め上方、図３における紙面奥側をそれぞ
れ自動車の「後方」とし、図１における左斜め下方、図２における左斜め下方、図３にお
ける左方をそれぞれ自動車の「車内側」とし、また、図１における右斜め上方、図２にお
ける右斜め上方、図３における右方をそれぞれ自動車の「車外側」とする。
【００１７】
　オーバーライドタイプのドアラッチ装置(１)は、自動車のフロントドア（以下、ドアと
記す）内の後端部に複数のボルト（図示略）により固定される噛合構造体(２)と、この噛
合構造体(２)を操作するための操作構造体(３)とを備えて構成される。
【００１８】
　噛合構造体(２)は、各タイプのドアラッチ装置に共通に使用されるもので、図１９に示
すように、合成樹脂製の箱状のボディ(４)内には、車体側に固着されたストライカ(10)と
係合して係合状態になることにより、ドアを閉止状態に拘束する噛合手段(５)が収容され
る。なお、図１９は、ボディ(４)内の内部構造を示すため、ボディ(４)の後面（図１９に
おいて紙面手前側）を閉塞するカバープレート(16)を外した状態を示している。
【００１９】
　図１９に示すように、噛合手段(５)は、ボディ(４)内に枢軸(６)により枢支されるとと
もに、車体側に固着されたストライカ(10)と係脱可能な係合溝(7a)を有するラッチ(７)と
、ボディ(４)内に枢軸(８)により枢支されるとともに、ラッチ(７)の外周縁に設けられた
爪部(7b)(7c)に係合し、ラッチ(７)のオープン方向（図１９において反時計方向）への回
動を阻止するロッキングプレート(９)とを有する。
【００２０】
　ラッチ(７)は、ドアが開いているときには、図１９に示すクローズ位置から反時計方向
へほぼ９０度回転したオープン位置に停止し、ストライカ(10)が係合溝(7a)から離脱して
いる。ドアが閉じられると、ドアの閉移動に伴って、ストライカ(10)が係合溝(7a)に図１
９において右方から係合することにより、ラッチ(７)は、オープン位置から時計方向へ回
動してクローズ位置に回動するようになっている。
【００２１】
　ロッキングプレート(９)は、ラッチ(７)のオープン位置からクローズ位置への回動に伴
って、図１９に示す係合位置から、ロッキングプレート(９)を係合方向（図１９において
時計方向）に向けて付勢するばね(13)の付勢力に抗して、一旦、解除方向（図１９におい
て反時計方向）へ回動させられた後、ばね(13)の付勢力により、ラッチ(７)の爪部(7b)（
または爪部(7c)）に係合し、ラッチ(７)のオープン方向への回動を阻止する。また、ドア
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の車外側に設けられたドア開扉用の操作ハンドル（図示略）または車内側に設けられたド
ア開扉用の操作ハンドル（図示略）の操作に基づいて、後述のオープンレバー(11)が解除
作動させられると、ロッキングプレート(９)は、爪部(7b)（または爪部(7c)）に係合した
係合位置から解除方向へ回動し、爪部(7b)（または爪部(7c)）から離脱して、ドアの開き
を可能にする。なお、ロッキングプレート(９)がラッチ(７)の爪部(7b)に係合した状態は
、ドアが完全に閉じたフルラッチの係合状態であり、また、同じく爪部(7c)に係合した状
態は、ドアが完全に閉じていない半ドアの係合状態である。なお、ラッチ(７)は、枢軸(
６)に巻装されたばね(12)（図１参照）によりオープン方向に付勢されている。
【００２２】
　ボディ(４)内におけるロッキングプレート(９)の近傍には、ロッキングプレート(９)の
下側面が当接し、ロッキングプレート(９)を係合位置に停止させるためのゴム等で形成さ
れる緩衝部材(14)が固定されている。この緩衝部材(14)は、主に図２２～図２４に示すよ
うに、ほぼ立方体形状をなし、かつ上面(14c)が凹凸状の基部(14a)が、ボディ(４)内に設
けられたほぼＵ字状の収容枠部(4a)内に嵌合固定され、また、基部(14a)には、側面から
斜め上方へ延設した舌片部(14b)が設けられている。舌片部(14b)の先端部には、上下方向
に膨隆した膨隆部(14d)、また、同じく中央部には、下方へ隆起した隆起部(14e)がそれぞ
れ設けられている。
【００２３】
　ラッチ(７)のオープン位置からクローズ位置への回動に伴って、ロッキングプレート(
９)が、ばね(13)の付勢力により、解除位置（図２４参照）から係合位置へ向けて回動す
る場合には、先ず、図２３に示すように、ロッキングプレート(９)の下側面(9a)が舌片部
(14b)の膨隆部(14d)の上面に当接するとともに、隆起部(14e)がボディ(４)内に設けられ
た押さえ部(4b)の上面に当接した状態で、舌片部(14b)が下方へ撓曲する。続いて、舌片
部(14b)が所定量変形すると、膨隆部(14d)及び隆起部(14e)が、押さえ部(4b)の上面に当
接した状態で圧縮変形される。これにより、図２２に示すように、ロッキングプレート(
９)は、その下側面(9a)が基部(14a)の上面(14c)に当接またはその僅か手前の係合位置に
停止する。このように、ロッキングプレート(９)が舌片部(14b)に当接して係合位置に停
止することにより、ロッキングプレート(９)を停止させるときの衝撃を、膨隆部(14d)及
び隆起部(14e)により吸収して、当接音を最小限に抑えることができる。
【００２４】
　図２０及び図２１は、噛合構造体(２)の正面図を示す。同図に示すように、ボディ(４)
の前面側（図２０及び図２１において紙面手前側）には、金属製のベースプレート(15)が
固定されるとともに、ロッキングプレート(９)と一体的に回動するように枢軸(８)に固着
されたオープンレバー(11)と、軸部(17a)により枢着される施解錠手段の一部を形成する
施解錠レバー(17)と、枢軸(18)により枢着され、ドアの車外側に設けられる操作ハンドル
（図示略）に連結部材(図示略)を介して連結されるアウトサイドレバー(19)と、施解錠レ
バー(17)とアウトサイドレバー(19)との間に架設される施解錠手段の他の一部を形成する
サブレバー(20)とが設けられている。
【００２５】
　施解錠レバー(17)は、ドアの車内側に設けられた施解錠操作用のロックノブ(図示略)、
操作構造体(３)に設けられる後述のモータ(33)の駆動、及びドアの車外側に設けられるキ
ーシリンダ（図示略）の操作に基づいて、軸部(17a)を中心に回動し、図２０に示す施錠
位置と、施錠位置から反時計方向へ所定量回動した図２１に示す解錠位置とに回動可能で
、かつ施解錠レバー(17)とベースプレート(15)との間に設けられるばね(25)により各位置
に弾性保持される。
【００２６】
　施解錠レバー(17)の前面には、前方へ向けて突出する連結部(17b)が設けられている。
この連結部(17b)は、操作構造体(３)が後述のように噛合機構体(２)に取り付けられるこ
とによって、操作構造体(３)における後述の伝達レバー(46)に連結され、伝達レバー(46)
の作動に同期する。
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【００２７】
　サブレバー(20)は、第１レバー部(21)と第２レバー部(22)とに分割されている。第１レ
バー部(21)は、下端部が連結軸(21a)によりアウトサイドレバー(19)の遊端部に枢着され
るとともに、上端部に設けられた上下方向の長孔(21b)が施解錠レバー(17)の下端部に設
けられた突部(17c)に対して摺動可能に係合されている。第２レバー部(22)は、下端部が
連結軸(21a)により第１レバー部(21)の下端の同軸上に枢着されるとともに、ばね(23)に
より第１レバー部(21)に対して図２０及び図２１において時計方向へ付勢されている。な
お、第１及び第２レバー部(21)(22)は、ばね(23)の付勢力により、図２０及び図２１に示
すように、互いの位置関係が保持されたまま、一体的に移動するようになっている。
【００２８】
　第１及び第２レバー部(21)(22)は、施解錠レバー(17)が施錠位置にあるとき、図２０に
示す施錠位置にあり、また、施解錠レバー(17)が施錠位置から解錠位置へ回動することに
より、連結軸(21a)を中心に施錠位置から時計方向へ所定量回動した解錠位置に移動する
。
【００２９】
　なお、施解錠手段は、施解錠レバー(17)とサブレバー(20)とを含む構成により形成され
るが、本発明は、本実施形態に限定されるものでなく、例えば、サブレバー(20)を第１レ
バー部(21)と第２レバー部(22)とを一体的に形成した構成でも良い。
【００３０】
　また、以下の説明では、施解錠手段の施錠状態は、施解錠レバー(17)及びサブレバー(2
0)がそれぞれ施錠位置にあるときとし、また、施解錠手段の解錠状態は、施解錠レバー(1
7)及びサブレバー(20)がそれぞれ解錠位置にあるときとする。
【００３１】
　施解錠手段が解錠状態にある場合、車外側の操作ハンドル（図示略）が開扉操作される
と、アウトサイドレバー(19)は、図２０に示す待機位置から、アウトサイドレバー(19)を
付勢するばね(24)の付勢力に抗して、図２１に示す解除位置へ回動し、サブレバー(20)を
下方へ移動させる。サブレバー(20)が下方へ移動すると、第２レバー部(22)に設けられた
解除部(22a)が、オープンレバー(11)に設けられた第１係合部(11a)に対して、上方から当
接してオープンレバー(11)を解除方向へ回動させる。オープンレバー(11)の解除方向への
回動に伴い、ロッキングプレート(９)は、ばね(13)の付勢力に抗して、オープンレバー(1
1)と一体に解除方向へ回動し、ラッチ(７)の爪部(7b)（または爪部(7c)）から離脱するこ
とにより、噛合手段(５)を係合状態を解除してドアを開けることができる。
【００３２】
　また、図２０に示すように、施解錠手段が施錠状態にある場合、車外側の操作ハンドル
（図示略）が開扉操作されても、ドアを開けることができない。すなわち、アウトサイド
レバー(19)の解除方向への回動に伴って、サブレバー(20)が下方へ移動しても、解除部(2
2a)がオープンレバー(11)の第１係合部(11a)に対して空振りし、ロッキングプレート(９)
を解除方向へ回動させることはできない。
【００３３】
　次に、操作構造体(３)の構成について説明する。操作構造体(３)は、図２～図６に示す
ように、噛合構造体(２)に取り付けられるとともに、各タイプ（オーバーライドタイプと
チャイルドプルーフタイプ）のドアラッチ装置に共通に使用される後述の基本部品が設け
られる合成樹脂製のハウジング(31)と、ハウジング(31)に固定され、各タイプ毎に使用さ
れる後述の選択部品が設けられる合成樹脂製のカバー(32)とを備える。
【００３４】
　基本部品は、オーバーライド機能及びチャイルドプルーフ機能を有しないノーマルタイ
プのドアラッチ装置に少なくとも使用される部品であって、例えば、車内側に設けられる
施解錠操作用のロックノブに連結されるノブレバー(35)と、車内側の操作ハンドルに連結
されるインサイドレバー(45)と、ロックノブの操作に基づくノブレバー(35)の動きを、噛
合構造体(２)の施解錠手段に伝達する伝達レバー(46)とを含む。
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【００３５】
　なお、フロント用の操作構造体(３)においては、車外側のキーシリンダに連結されるキ
ーレバー(36)が基本部品に追加される。施解錠手段を電動により操作し得るようにした電
動タイプにおいては、モータ(33)、減速機をなすウォームホイール(34)及びキーシリンダ
の操作を検出するロータリスイッチ(47)等が基本部品に追加される。オーバーライドタイ
プにおいては、車内側の操作ハンドルの操作に基づく基本部品の作動に同期して、噛合手
段(５)の係合状態を解除可能な選択部品であるオーバーライドレバー(41)が基本部品に追
加される。チャイルドプルーフタイプにおいては、車内側の操作ハンドルの操作に基づく
インサイドレバー(45)の作動を無効にし、噛合手段(５)の係合状態を解除不能にする他の
選択部品であるチャイルドレバー(70)が追加される。
【００３６】
　本実施形態におけるドアラッチ装置(１)は、フロント用のオーバーライドタイプで、か
つ電動タイプであるので、基本部品に、キーレバー(36)、モータ(33)、ウォームホイール
(34)、ロータリスイッチ(47)等が追加され、また、選択部品としてオーバーライドレバー
(41)が追加される。
【００３７】
　ハウジング(31)は、噛合構造体(２)の前面に対してほぼ直角で、かつ上述の基本部品が
収容される部品収容部(31a)を有し、部品収容部(31a)の後端部には、噛合構造体(２)の前
面に対向し、少なくとも施解錠手段を覆う覆い部(31x)が連設されている。
【００３８】
　ノブレバー(35)は、ハウジング(31)の部品収容部(31a)に設けられた軸部(31f)に枢支さ
れるとともに、ケーブル(37)（図６参照）を介して、施解錠操作用のロックノブに連結さ
れ、ロックノブの操作に基づいて、施解錠手段の施錠状態に対応する施錠位置（図７、８
及び図１１参照）と、施錠位置から反時計方向へほぼ４５度回転し、施解錠手段の解錠状
態に対応する解錠位置（図１０参照）とに移動可能である。
【００３９】
　伝達レバー(46)は、ハウジング(31)の部品収容部(31a)内に上下方向へ摺動可能に支持
され、施解錠手段の施錠状態に対応する施錠位置（図７、８及び図１１参照）と解錠状態
に対応する解錠位置（図１０参照）とに移動可能であるとともに、上部寄りに設けられた
連結孔(46f)が施解錠レバー(17)の連結部(17b)に連結され、また、上部に設けられた歯部
(46a)(46b)(46c)がウォームホイール(34)に設けられた歯部(34a)(34b)(34c)に噛合し、さ
らには、中央部に設けられた連結孔(46d)がノブレバー(35)の端部(35a)に連結される。
【００４０】
　上述により、ロックノブの施解錠操作に基づく、ノブレバー(35)の施錠位置及び解錠位
置への移動に同期して、噛合構造体(２)における施解錠手段は、伝達レバー(46)を介して
、施錠状態と解錠状態とに切り替えられる。
【００４１】
　インサイドレバー(45)は、ハウジング(31)の部品収容部(31a)に設けられた軸部(31g)に
枢支されるとともに、ケーブル(38)（図６参照）を介して、車内側の操作ハンドル（図示
略）に連結される。車内側の操作ハンドルが開扉操作されると、ケーブル(38)を介して、
インサイドレバー(45)は図７において反時計方向へ回動する。
【００４２】
　モータ(33)は、ハウジング(31)の部品収容部(31a)に設けられたモータ収容壁部(31e)内
に嵌合され、がた付きが発生しないように固定されるとともに、リモートコントロールス
イッチ等（図示略）の操作に基づいて、所定の方向へ回転する。
【００４３】
　ウォームホイール(34)は、モータ収容壁部(31e)の上方に連設されたウォームホイール
収容壁部(31d)内に枢軸(43)により枢支されるとともに、一体的に設けられた歯部(34a)(3
4b)(34c)には、伝達レバー(46)の歯部(46a)(46b)(46c)が噛合している。これにより、モ
ータ(33)の回転により、ウォームホイール(34)が反時計方向へ回転すると、伝達レバー(4
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6)が下方へ移動し、また、同じく時計方向へ回転すると、伝達レバー(46)が上方へ移動し
て、施解錠手段は、伝達レバー(46)を介して、解錠状態及び施錠状態に切り替えられる。
なお、伝達レバー(46)が各位置に移動して、モータ(33)が停止すると、ウォームホイール
(34)は、回転方向へ付勢しているばね(44)（図１及び図１８参照）により、回転前のニュ
ートラル位置に復帰して停止する。モータ(33)の停止は、伝達レバー(46)の各位置を検出
する部品収容部(31a)内に設けられたリミットスイッチ(48)による停止信号により制御さ
れる。
【００４４】
　キーレバー(36)は、ハウジング(31)に設けられた円筒状のキーレバー収容部(31b)内に
枢支されるとともに、キーレバー収容部(31b)の端部に設けられた貫通孔(31j)（図１７参
照）を通って外部に突出した軸部(36a)には、ドアの車外側に設けられたキーシリンダ（
図示略）に連結される連結レバー(36f)が止着されている。また、後述のロータリスイッ
チ(47)に対向するキーレバー(36)の外周には、複数の歯部(36b)と、各歯部(36b)より幅広
の単一の幅広歯部(36c)とが連続して設けられている。キーレバー(36)の軸部(36a)の外周
面とキーレバー収容部(31b)の内周面の間には、ドア内に浸入した雨水が、貫通孔(31j)か
らキーレバー収容部(31b)を通って部品収容部(31a)内に浸入するのを阻止するための環状
のシール部材(49)（図１２及び図１７参照）が設けられている。
【００４５】
　キーシリンダが所定のキーにより解錠操作されると、施解錠手段が施錠状態にある場合
には、キーレバー(36)が、中立位置（図７、８参照）から時計方向へ所定量回動し、キー
レバー(36)に設けられた上部の爪部(36d)が伝達レバー(46)の上部に設けられた突部(46e)
に上方から当接して、伝達レバー(46)を施錠位置から解錠位置に移動させ、施解錠手段が
解錠状態に切り替えられる。また、同じく施錠操作されると、施解錠手段が解錠状態にあ
る場合には、キーレバー(36)が、中立位置（図10参照）から反時計方向へ所定量回動し、
下部の爪部(36e)が突部(46e)に下方から当接して、伝達レバー(46)を解錠位置から施錠位
置に移動させ、施解錠手段が施錠状態に切り替えられる。
【００４６】
　ロータリスイッチ(47)は、キーレバー収容部(31b)の近傍に設けられたスイッチ収容壁
部(31c)内に嵌合固定され、キーレバー(36)の歯部(36b)に対向する外周には、キーレバー
(36)の歯部(36b)に噛合可能な歯部(47a)と、幅広歯部(36c)に対して、キーレバー(36)の
組付け時に正規の位置でのみ噛合可能な幅広嵌合溝(47b)が連続して設けられている。
【００４７】
　ハウジング(31)の部品収容部(31a)の下部には、ケーブル(37)(38)が導通された導管(39
)(40)の端部(39a)(40a)を固定するための上下２個の導管固定部(60)(61)が設けられてい
る。
【００４８】
　各導管固定部(60)(61)は、上下方向に互いに所定量離間しており、互いに対向する部分
の壁部には、導管(39)(40)の配索方向に対して直交する方向へ弾性変形可能な先端が尖形
状の爪片(60a)(61a)が１個ずつ設けられている。また、導管固定部(60)(61)の溝部(60b)(
61b)内には、爪片(60a)(61a)に対向する弾性変形不能な尖形状の爪部(60c)(61c)が設けら
れている。
【００４９】
　ハウジング(31)における導管固定部(60)(61)間には、ほぼ方形の嵌合孔(31h)が設けら
れ、この嵌合孔(31h)の前方には、車内側へ向けて傾斜（図１６参照）した傾斜片(31i)が
設けられている。
【００５０】
　ハウジング(31)におけるキーレバー収容部(31b)の真下には、雨水をハウジング(31)に
おける覆い部(31x)側へ誘導して排出する水抜き通路(31k)が設けられている。これにより
、キーレバー(36)の軸部(36a)の外周面とキーレバー収容部(31b)の内周面の間にシール部
材(49)を設けたにもかかわらず、雨水が貫通孔(31j)からキーレバー収容部(31b)内に浸入
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したとしても、部品収容部(31a)に設けられた各種電装部品（例えば、モータ(33)、ロー
タリスイッチ(47)、リミットスイッチ(48)）や電気的接続部分に付着することがない。
【００５１】
　ハウジング(31)の覆い部(31x)には、噛合構造体(２)のベースプレート(15)に設けられ
た３個の折曲爪部(15a)が嵌合可能な嵌合孔(31q)が設けられている。この各嵌合孔(31q)
に各折曲爪部(15a)を嵌合することにより、ハウジング(31)は、噛合構造体(２)の前面に
固定される。なお、３個の嵌合孔(31q)のうちキーレバー収容部(31b)の近傍に設けられる
最上位の嵌合孔(31q)は、水抜き通路(31k)に繋がっている。したがって、水抜き通路(31k
)により誘導された雨水は、嵌合孔(31q)からハウジング(31)の覆い部(31x)へ排出される
。
【００５２】
　カバー(32)は、主に図９に示すように、外周に複数の係合片(32d)を有し、この係合片(
32d)をハウジング(31)の外周に設けられた複数の突部(31m)（例えば、図８参照）に係合
させることにより、部品収容部(31a)を閉塞するようにハウジング(31)に固定される。
【００５３】
　カバー(32)の内側面（図９において紙面手前側で、ハウジング(31)に対向する面）には
、共用枢支部をなす共用枢支孔(32a)が設けられている。この枢支孔(32a)には、選択部品
であるオーバーライドレバー(41)が枢支され、また、後述のチャイルドタイプのドアラッ
チ装置においては、他の選択部品であるチャイルドレバー(70)が枢支される。これにより
、共用枢支孔(32a)は、選択部品であるオーバーライドレバー(41)とチャイルドレバー(70
)とを選択的に枢支可能となっている。なお、共用枢支部は、枢支孔に代えて、枢支軸と
しても良い。
【００５４】
　オーバーライドレバー(41)は、一体的に設けられた軸部(41a)を共用枢支孔(32a)に回動
可能に嵌合することにより、カバー(32)の内側面に枢支される。カバー(32)をハウジング
(31)に対して固定することにより、オーバーライドレバー(41)は、伝達レバー(46)及びノ
ブレバー(35)に対して重合するように配置されるとともに、アーム部(41b)に設けられた
長孔(41c)にインサイドレバー(45)に設けられた突部(45b)が係合する。
【００５５】
　上述により、車内側の操作ハンドルの開扉操作に基づいて、インサイドレバー(45)が待
機位置（例えば、図７、８及び図１１参照）から解除位置（図１０参照）へ回動すると、
それに同期して、オーバーライドレバー(41)が、図１１に２点鎖線で示す待機位置から図
１０に２点鎖線で示す解除位置に回動し、オーバーライドレバー(41)の作動部(41d)がオ
ープンレバー(11)の第２係合部(11b)に当接して、オープンレバー(11)を解除方向へ回動
させる。これにより、施解錠手段の状態に関係なく、噛合手段(５)の係合状態を解除して
、ドアを開けることができる。また、これと同時に、インサイドレバー(45)の端部に設け
られた作動部(45a)が、アウトサイドレバー(19)の端部に設けられた折曲部(19a)に対して
当接し、アウトサイドレバー(19)を解除方向へ回動させるようになっている。
【００５６】
　図９に示すように、カバー(32)の内側面には、ハウジング(31)の軸部(31f)(31g)の端部
に嵌合し、ノブレバー(35)及びインサイドレバー(45)を軸部(31f)(31g)にがた付きなく支
持させるための筒部(32b)(32c)が設けられている。また、カバー(32)の下部には、弾性変
形可能な上下の接続片(32h)が設けられ、この接続片の先端部には、ハウジング(31)の導
管固定部(60)(61)に導管(39)(40)の導管端部(39a)(40a)を強固に固定させるための押さえ
部(65)が設けられている。また、押さえ部(65)には、ハウジング(31)の嵌合孔(31h)に嵌
合可能な１対の弾性爪片(65a)が設けられている。
【００５７】
　押さえ部(65)は、カバー(32)をハウジング(31)に固定する際、弾性爪片(65a)をハウジ
ング(31)の嵌合孔(31h)に嵌合することにより、導管固定部(60)(61)間に固定されるとと
もに、図１５に示すように、押さえ部(65)の両端部が導管固定部(60)(61)の弾性爪片(60a
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)(61a)の背部に当接し、弾性爪片(60a)(61a)を溝部(60b)(61b)内に向けて押し付ける。こ
れにより、弾性爪片(60a)(61a)の尖形状の先端が、溝部(60b)(61b)内に嵌合された導管端
部(39a)(40a)に強く押し付けられるため、導管端部(39a)(40a)は、導管固定部(60)(61)の
溝部(60b)(61b)内に強固に固定される。なお、弾性爪片(65a)を嵌合孔(31h)に嵌合させる
際、弾性爪片(65a)の先端が傾斜片(31i)に摺接して、嵌合孔(31h)に向けて誘導されるよ
うになっている。これにより、弾性爪片(65a)を嵌合孔(31h)に簡単かつ確実に嵌合させる
ことができる。
【００５８】
　ハウジング(31)及びカバー(32)の上面から導管固定部(60)(61)に至る領域には、ハウジ
ング(31)の部品収容部(31a)内への雨水浸入を阻止するための合成樹脂製のトップカバー(
50)が設けられる。トップカバー(50)は、複数の嵌合孔(50a)を有し、この嵌合孔(50a)を
ハウジング(31)及びカバー(32)の外側面に設けられた複数の突部(31n)(32f)に係合させる
ことにより、ハウジング(31)とカバー(32)とを挟み込むようにして固定される。
【００５９】
　次に、図２５～図２８に基づいて、チャイルドプルーフタイプのドアラッチ装置につい
て説明する。なお、オーバーライドタイプとチャイルドプルーフタイプとは、噛合構造体
(２)が共用であるため、噛合構造体(２)の説明は省略する。また、ハウジング(31)、カバ
ー(32)、ハウジング(31)に設けられる基本部品においても、基本構成は両タイプ同一であ
るため、チャイルドプルーフタイプにおいては、オーバーライドタイプと同一部分にはオ
ーバーライドタイプの説明で使用した符号を付与して詳細な説明は省略し、相違点のみに
ついて説明する。
【００６０】
　図２５に示すように、チャイルドプルーフタイプにおいては、オーバーライドタイプに
使用される選択部品であるオーバーライドレバー(41)に代えて、チャイルドレバー(70)が
カバー(32)の共用枢支孔(32a)に枢支され、また、オーバーライドタイプのインサイドレ
バー(45)に代えて、ハウジング(31)の軸部(31g)にチャイルド用インサイドレバー(71)、
及びチャイルド用インサイドレバー(71)に対して摺動可能に支持される切替レバー(72)が
設けられる。
【００６１】
　チャイルドレバー(70)は、一体的に設けられた軸部(70a)がカバー(32)の共用枢支孔(32
a)に回動可能に嵌合されるとともに、端部には、カバー(32)に設けられた開口部(32g)か
ら外部へ突出する操作部(70b)が設けられ、この操作部(70b)が操作されることにより、図
２７に２点鎖線で示す施錠位置と、図２８に２点鎖線で示す解錠位置とに移動可能である
。
【００６２】
　カバー(32)がハウジング(31)に固定されると、チャイルドレバー(70)に設けられた長孔
(70c)が、切替レバー(72)に設けられた突部(72b)に係合し、チャイルドレバー(70)の操作
に基づいて、切替レバー(72)は、作動端部(72a)がアウトサイドレバー(19)の折曲部(19a)
に対して、当接可能な解錠位置（図２８参照）と当接不能な施錠位置（図２７参照）とに
移動する。
【００６３】
　チャイルドレバー(70)及び切替レバー(72)が解錠位置にあり、かつ施解錠手段が解錠状
態にある場合には、車内側の操作ハンドルに基づいて、チャイルド用インサイドレバー(7
1)が解除作動することにより、切替レバー(72)がチャイルド用インサイドレバー(71)と共
に解除作動し、噛合手段(５)の係合状態を解除にすることができる。また、チャイルドレ
バー(70)及び切替レバー(72)が施錠位置にある場合には、施解錠手段の状態に関係なく、
車内側の操作ハンドルを開扉操作しても、切替レバー(72)がアウトサイドレバー(19)の折
曲部(19a)に対して空振りして、アウトサイドレバー(19)を解除方向へ回動させることが
できないため、噛合手段(５)の係合状態を解除することができない。
【００６４】
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　チャイルドプルーフタイプのドアラッチ装置は、一般的には、キーシリンダが設けられ
ていないリアドアに取り付けられるため、キーレバー(36)及びロータリスイッチ(47)を有
していない。そのため、ハウジング(31)のキーレバー収容部(31b)の貫通孔(31j)は閉鎖さ
れている。貫通孔(31j)の閉鎖加工は、ハウジング(31)を射出成形する際、射出成形金型
に入れ子を用いることにより成形される。
【００６５】
　以上により、本発明は、ドアに取り付けられ、車体側のストライカ(10)と係脱可能な噛
合手段(５)及び噛合手段(５)の係合状態を解除可能な解錠状態と解除不能な施錠状態とに
切替可能な施解錠手段を有する噛合構造体(２)と、噛合構造体(２)に取り付けられ、施解
錠手段を操作可能な操作構造体(３)を備えた自動車用ドアラッチ装置において、操作構造
体(３)は、車内側の操作ハンドルの操作に基づいて、施解錠手段の状態に関係なく噛合手
段(５)の係合状態を解除可能なオーバーライド機能を有するドアラッチ装置(１)と、操作
ハンドルの操作を、施解錠手段の状態に関係なく無効にするチャイルドプルーフ機能を有
するドアラッチ装置とに共通に使用される基本部品(35)(45)(46)が設けられるハウジング
(31)と、ハウジング(31)に固定され、各機能毎に使用される選択部品(41)(70)が設けられ
るカバー(32)とを備えたことにより、オーバーライドタイプとチャイルドプルーフタイプ
のドアラッチ装置間で噛合構造体(２)の共用を可能にし、かつハウジング(31)を成形する
ための射出成形金型の共用化を図ることができる。これにより、各タイプ毎の成形金型を
準備する必要がなく、コストの低減を図ることができる。
【００６６】
　また、オーバーライドタイプとチャイルドプルーフタイプとのハウジング(31)及びカバ
ー(32)は、外形形状を同じくしているため、キーレバー収容部(31b)の貫通孔(31j)及びカ
バー(32)の開口部(32g)の有無は、射出成形金型に入れ子を用いて対応することができ、
各タイプ毎に射出成形金型を交換する必要がない。
【００６７】
　また、カバー(32)に、各選択部品(41)(70)を選択的に枢支可能な共用枢支部(32a)を設
けたことにより、カバー(32)を各タイプのドアラッチ装置間で共用可能となり、コストの
低減を図ることができる。
【００６８】
　選択部品(41)(70)を、基本部品(35)(45)(46)と重合し得るように、ハウジング(31)に対
向するカバー(32)の内側面に枢支したことにより、基本部品(35)(45)(46)と選択部品(41)
(70)とを重ね合わせて配置することができ、操作構造体(３)の小型化を図ることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明に係わるオーバーライドタイプのドアラッチ装置の分解斜視図である。
【図２】同じくドアラッチ装置の斜視図である。
【図３】同じくドアラッチ装置の正面図である。
【図４】同じくドアラッチ装置の後面図である。
【図５】図３における矢印Ｖ方向から見たドアラッチ装置の右側面図である。
【図６】図３における矢印VI方向から見たドアラッチ装置の左側面図である。
【図７】カバーを外した状態のドアラッチ装置の左側面図である。
【図８】カバーを外した状態の操作構造体の左側面図である。
【図９】カバーの内側面図である。
【図１０】解錠状態にある場合の操作構造体の要部の左側面図である。
【図１１】施錠状態にある場合の操作構造体の要部の左側面図である。
【図１２】要部の分解斜視図である。
【図１３】ハウジングの左側面図である。
【図１４】ハウジングの要部の左側面図である。
【図１５】図６におけるＡ－Ａ線に沿う縦断面図である。
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【図１６】図６におけるＢ－Ｂ線に沿う横断面図である。
【図１７】図７におけるＣ－Ｃ線に沿う縦断面図である。
【図１８】図７におけるＤ－Ｄ線に沿う横断面図である。
【図１９】噛合構造体の内部構造を示す後面図である。
【図２０】施錠状態にある場合の噛合構造体の正面図である。
【図２１】解錠状態にある場合の噛合構造体の正面図である。
【図２２】図１９におけるＥ部の拡大図である。
【図２３】ロッキングプレートが作動途中にある場合の図２２と同一部の拡大図である。
【図２４】ロッキングプレートが解除位置にある場合の図２２と同一部の拡大図である。
【図２５】チャイルドプルーフタイプのドアラッチ装置の要部の分解斜視図である。
【図２６】同じくカバーの右側面図である。
【図２７】同じくカバーを外した状態の操作構造体の左側面図である。
【図２８】同じく操作構造体の要部の左側面図である。
【符号の説明】
【００７０】
(１)ドアラッチ装置
(２)噛合構造体
(３)操作構造体
(４)ボディ
(4a)収容枠部
(4b)押さえ部
(５)噛合手段
(６)枢軸
(７)ラッチ
(7a)係合溝
(7b)(7c)爪部
(８)枢軸
(９)ロッキングプレート
(9a)下側面
(10)ストライカ
(11)オープンレバー
(11a)第１係合部
(11b)第２係合部
(12)(13)ばね
(14)緩衝部材
(14a)基部
(14b)舌片部
(14c)上面
(14d)膨隆部
(14e)隆起部
(15)ベースプレート
(15a)折曲爪部
(16)カバープレート
(17)施解錠レバー（施解錠手段）
(17a)軸部
(17b)連結部
(17c)突部
(18)枢軸
(19)アウトサイドレバー
(19a)折曲部
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(20)サブレバー（施解錠手段）
(21)第１レバー部（施解錠手段）
(21a)連結軸
(21b)長孔
(22)第２レバー部（施解錠手段）
(22a)解除部
(23)(24)(25)ばね
(31)ハウジング
(31a)部品収容部
(31b)キーレバー収容部
(31c)スイッチ収容壁部
(31d)ウォームホイール収容壁部
(31e)モータ収容壁部
(31f)(31g)軸部
(31h)嵌合孔
(31i)傾斜片
(31j)貫通孔
(31k)水抜き通路
(31m)(31n)突部
(31q)嵌合孔
(31x)覆い部
(32)カバー
(32a)共用枢支孔（共用枢支部）
(32b)(32c)筒部
(32d)係合片
(32f)突部
(32g)開口部
(32h)接続片
(33)モータ
(33a)出力軸
(33b)ウォーム
(34)ウォームホイール
(34a)(34b)(34c)歯部
(35)ノブレバー
(35a)端部
(36)キーレバー
(36a)軸部
(36b)歯部
(36c)幅広歯部
(36d)(36e)爪部
(36f)連結レバー
(37)(38)ケーブル
(39)(40)導管
(39a)(40a)導管端部
(41)オーバーライドレバー
(41a)軸部
(41b)アーム部
(41c)長孔
(41d)作動部
(43)枢軸
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(44)ばね
(45)インサイドレバー
(45a)作動部
(45b)突部
(46)伝達レバー
(46a)(46b)(46c)歯部
(46d)連結孔
(46e)突部
(46f)連結孔
(47)ロータリスイッチ
(47a)歯部
(47b)幅広嵌合溝
(48)リミットスイッチ
(49)シール部材
(50)トップカバー
(50a)嵌合孔
(60)(61)導管固定部
(60a)(61a)弾性爪片
(60b)(61b)溝部
(60c)(61c)爪部
(65)押さえ部
(65a)弾性爪片
(70)チャイルドレバー
(70a)軸部
(70b)操作部
(70c)長孔
(71)チャイルド用インサイドレバー
(72)切替レバー
(72a)作動端部
(72b)突部
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