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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートバック内に配置され、シートバックの外輪郭を形成するとともにヘッドレストを
支持する固定フレームと、この固定フレームに対して前後移動可能に支持される可動フレ
ームと、この可動フレームを前方に付勢するとともに、所定値以上の荷重が負荷されたと
きに可動フレームを後方に移動できるように設定された付勢手段とを備えた車両用シート
バックフレームの構造において、
　前記可動フレームは、乗員の背受け部と、この背受け部の左右部分から前記固定フレー
ムの側部フレーム部よりも前方に延在する左右のサイドサポート部とで構成されて、この
左右のサイドサポート部の前端部で、この部分に位置するパッドとトリムとが支持されて
いるとともに、前記可動フレームの左右のサイドサポート部の前端付近のパッドに、逃が
し用中空部が形成されていることを特徴とする車両用シートバックフレームの構造。
【請求項２】
　前記固定フレームには、可動フレームの後方移動を規制する後ストッパが設けられてい
ることを特徴とする請求項１に記載の車両用シートバックフレームの構造。
【請求項３】
　前記可動フレームの背受け部は、側面視で上下方向の円弧状であることを特徴とする請
求項１または２に記載の車両用シートバックフレームの構造。
【請求項４】
　前記付勢手段は、前記シートバックの側部フレームの係止部と、前記可動フレームの端
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部付近の係止部とに係止される引っ張りコイルばねであることを特徴とする請求項１～３
のいずれか一項に記載の車両用シートバックフレームの構造。
【請求項５】
　前記固定フレームには、可動フレームの前方移動を規制する前ストッパが設けられてい
ることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の車両用シートバックフレームの
構造。
【請求項６】
　前記シートバックのアッパブラケットとシートクッションのロアブラケットとを前後回
動可能に連結するリクライニング軸と、このリクライニング軸で下部が前後回動可能支持
される左右のサポートフレームとが設けられ、前記可動フレームの背受け部は、左右のサ
ポートフレームの上部に左右端部がそれぞれ取付けられ、前記可動フレームの左右のサイ
ドサポート部は、左右のサポートフレームの上部で構成されていることを特徴とする請求
項１に記載の車両用シートバックフレームの構造。
【請求項７】
　前記前ストッパは、長穴が形成されたリンクと、前記サポートフレームに設けられ、前
記リンクの前部を回動可能に支持する支持ピンと、前記固定フレームの側部フレーム部に
設けられ、前記リンクの長穴に嵌合される前ストッパピンとで構成されていることを特徴
とする請求項５に記載の車両用シートバックフレームの構造。
【請求項８】
　前記前ストッパは、長穴が形成されたリンクと、前記固定フレームの側部フレーム部に
設けられ、前記リンクの後部を回動可能に支持する前ストッパピンと、前記サポートフレ
ームに設けられ、前記リンクの長穴に嵌合される支持ピンとで構成されていることを特徴
とする請求項５に記載の車両用シートバックフレームの構造。
【請求項９】
　前記リンクは、弾性体で構成され、前記前ストッパピンの前方作動範囲と後方作動範囲
との間に節度部が形成されていることを特徴とする請求項７または８に記載の車両用シー
トバックフレームの構造。
【請求項１０】
　前記固定フレームの側部フレーム部に設けられ、入力軸の回転操作で出力軸を回転可能
なブレーキドラムと、このブレーキドラムの出力軸の偏心位置に設けられた前記ピン状の
前ストッパとを備えていることを特徴とする請求項５～９のいずれか一項に記載の車両用
シートバックフレームの構造。
【請求項１１】
　前記可動フレームは、乗員の腰部を支持するランバーサポートプレートであることを特
徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載の車両用シートバックフレームの構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用シートバックフレームの構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両、特に自動車においては、後突時の乗員の頚部障害（むち打ち）の対策のために、
図１１（ａ）に示すように、シートバック４０の上部にヘッドレスト４１が設けられてい
る。しかし、ヘッドレスト４１だけでは、頚部障害の対策としては不充分である。
【０００３】
　そのため、シートバックフレームのＳばね（Ｓ字状に湾曲させたクッションばね）との
連結部に、所定値以上の荷重が負荷されたときにのみ後方に伸びる連結部材を設けたもの
が提案されている（特許文献１参照）。
【０００４】
　そして、図１１（ｂ）に示すように、後突時の反動で乗員Ｍの荷重がＳばねに作用する
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と、連結部材が後方に伸びて乗員Ｍの背中をシートバック４０内に沈み込ませることで、
ヘッドレスト４１によって頭部を受け止められるようにしたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平７－２９１００５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、図１１（ｃ）にシートバック４０の横断面を示すように、通常は、固定
フレーム４２の左右位置の側部フレーム４２ａの前端部４２ｂでパッド４３とトリム４４
を支持している。そして、後突時の反動で乗員Ｍの背中がパッド４３とトリム４４ととも
にＭ－１のラインからＭ－３のラインまでシートバック４０内に沈み込もうとする。この
とき、左右位置の側部フレーム４２ａの前端部４２ｂでパッド４３とトリム４４が支持さ
れていることから、この部分のパッド４３とトリム４４が後方に撓みにくく、ハンモック
状態になる。
【０００７】
　したがって、乗員の背中がＭ－２のライン程度までしかシートバック４１内に沈み込ま
なくなるから、ヘッドレスト４１によって乗員の頭部を受け止められないこともあるとい
う問題があった。
【０００８】
　本発明は、前記問題を解消するためになされたもので、パッドとトリムがハンモック状
態になることを効果的に防止して、ヘッドレストによって乗員の頭部を確実に受け止める
ことができる車両用シートバックフレームの構造を提供することを目的とするものである
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を解決するために、本発明は、シートバック内に配置され、シートバックの外
輪郭を形成するとともにヘッドレストを支持する固定フレームと、この固定フレームに対
して前後移動可能に支持される可動フレームと、この可動フレームを前方に付勢するとと
もに、所定値以上の荷重が負荷されたときに可動フレームを後方に移動できるように設定
された付勢手段とを備えた車両用シートバックフレームの構造において、前記可動フレー
ムは、乗員の背受け部と、この背受け部の左右部分から前記固定フレームの側部フレーム
部よりも前方に延在する左右のサイドサポート部とで構成されて、この左右のサイドサポ
ート部の前端部で、この部分に位置するパッドとトリムとが支持されているとともに、前
記可動フレームの左右のサイドサポート部の前端付近のパッドに、逃がし用中空部が形成
されていることを特徴とする車両用シートバックフレームの構造を提供するものである。
【００１１】
　請求項２のように、前記固定フレームには、可動フレームの後方移動を規制する後スト
ッパが設けられている構成とすることができる。
【００１２】
　請求項３のように、前記可動フレームの背受け部は、側面視で上下方向の円弧状である
構成とすることができる。
【００１３】
　請求項４のように、前記付勢手段は、前記シートバックの側部フレームの係止部と、前
記可動フレームの端部付近の係止部とに係止される引っ張りコイルばねである構成とする
ことができる。
【００１４】
　請求項５のように、前記固定フレームには、可動フレームの前方移動を規制する前スト
ッパが設けられている構成とすることができる。
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【００１５】
　請求項６のように、前記シートバックのアッパブラケットとシートクッションのロアブ
ラケットとを前後回動可能に連結するリクライニング軸と、このリクライニング軸で下部
が前後回動可能支持される左右のサポートフレームとが設けられ、前記可動フレームの背
受け部は、左右のサポートフレームの上部に左右端部がそれぞれ取付けられ、前記可動フ
レームの左右のサイドサポート部は、左右のサポートフレームの上部で構成されている構
成とすることができる。
【００１６】
　請求項７のように、前記前ストッパは、長穴が形成されたリンクと、前記サポートフレ
ームに設けられ、前記リンクの前部を回動可能に支持する支持ピンと、前記固定フレーム
の側部フレーム部に設けられ、前記リンクの長穴に嵌合される前ストッパピンとで構成さ
れている構成とすることができる。
【００１７】
　請求項８のように、前記前ストッパは、長穴が形成されたリンクと、前記固定フレーム
の側部フレーム部に設けられ、前記リンクの後部を回動可能に支持する前ストッパピンと
、前記サポートフレームに設けられ、前記リンクの長穴に嵌合される支持ピンとで構成さ
れている構成とすることができる。
【００１８】
　請求項９のように、前記リンクは、弾性体で構成され、前記前ストッパピンの前方作動
範囲と後方作動範囲との間に節度部が形成されている構成とすることができる。
【００１９】
　請求項１０のように、前記固定フレームの側部フレーム部に設けられ、入力軸の回転操
作で出力軸を回転可能なブレーキドラムと、このブレーキドラムの出力軸の偏心位置に設
けられた前記ピン状の前ストッパとを備えている構成とすることができる。
【００２０】
　請求項１１のように、前記可動フレームは、乗員の腰部を支持するランバーサポートプ
レートである構成とすることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、後突時の反動で乗員の荷重が可動フレームの背受け部に作用すると、
可動フレームが付勢手段の付勢力に抗して後方に移動するから、左右のサイドサポート部
の前端部はパッドとトリムと共に移動する。これにより、この部分のパッドとトリムは、
従来のような左右の固定フレーム間に張り渡されたハンモック状態とはならず、後方に撓
みやすくなるので、乗員の背中がシートバック内に沈み込みやすくなる。したがって、ヘ
ッドレストによって乗員の頭部を確実に受け止めることができるから、頚部障害対策が万
全となる。また、可動フレームの背受け部によって、乗員の背中で感じられる剛性感が向
上し、左右のサイドサポート部によって、乗員の腰部のサイド方向の支持感が得られるよ
うになる。
【００２２】
　また、左右のサイドサポート部が後方に移動するときに、逃がし用中空部によって、こ
の部分のパッドがより撓みやすくなるので、左右のサイドサポート部の後方移動に対する
パッドの追従移動性が良好になる。
【００２３】
　請求項２によれば、後ストッパで可動フレームの過度の後移動を規制することにより、
乗員の安全を確保できるようになる。この後ストッパで可動フレームの両端を規制するよ
うにすれば、乗員の荷重で背受け部の中央部が変形することで、後方衝撃エネルギーを吸
収することができて、安全性が向上するようになる。
【００２４】
　請求項３によれば、可動フレームの背受け部を円弧状とすることで、乗員の荷重を可動
フレームに早く伝達することができ、しかも、その荷重を一点に集めることができるので
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、可動フレームの後方移動が安定するようになる。
【００２５】
　請求項４によれば、引っ張りコイルばねの本数を増減することで、支持荷重を調整でき
るようになる。
【００２６】
　請求項５によれば、前ストッパで可動フレームの前移動を規制することにより、可動フ
レームの前移動位置を正確に保持できるようになる。
【００２７】
　請求項６によれば、既存のリクライニング軸を合理的に利用して、可動フレームを固定
フレームに対して前後移動可能に支持できるようになる。
【００２８】
　請求項７によれば、サポートフレームにリンクの前部を支持ピンで回動可能に支持し、
固定フレームの側部フレーム部の前ストッパピンをリンクの長穴に嵌合させる。そして、
リンクの長穴の後端部が前ストッパピンで当て止められた時に、可動フレームの前方移動
を規制できるようになる。また、後突に伴う可動フレームの後方移動時は、リンクの長穴
で前ストッパピンをガイドすることで、可動フレームの後方移動がスムーズになる。
【００２９】
　さらに、ブレーキドラムを省略できるので、コスト安な簡易タイプとなる。また、ブレ
ーキドラムを使用するタイプで必要な支持ピンとリンクと前ストッパピンとを共用できる
ので、この点からもコスト安になる。
【００３０】
　請求項８によれば、固定フレームの側部フレーム部にリンクの後部を前ストッパピンで
回動可能に支持し、サポートフレームの支持ピンをリンクの長穴に嵌合させる。そして、
リンクの長穴の前端部で支持ピンが当て止められた時に、可動フレームの前方移動を規制
できるようになる。また、後突に伴う可動フレームの後方移動時は、リンクの長穴で支持
ピンをガイドすることで、可動フレームの後方移動がスムーズになる。
【００３１】
　さらに、ブレーキドラムを省略できるので、コスト安な簡易タイプとなる。また、ブレ
ーキドラムを使用するタイプで必要な支持ピンとリンクと前ストッパピンとを共用できる
ので、この点からもコスト安になる。
【００３２】
　請求項９によれば、可動フレームをランバーサポートプレートとした場合、前ストッパ
ピンが節度部に当たるまでの可動フレームの前方作動範囲は、ランバーサポートとしての
範囲として明確になる。また、後突時に乗員の荷重で可動フレームがさらに後方に移動し
、前ストッパピンが節度部を乗り越えて後方作動範囲に入った後、乗員からの荷重が低減
することで、可動フレームが付勢手段の付勢力で前方に移動復帰するようになる。このと
き、前ストッパピンが再び節度部を乗り越えるときに、可動フレームの前方移動復帰力に
ブレーキがかけられるので、乗員が可動フレームの前方移動復帰力で前方に押し出される
可動フレームからの力を軽減することができる。
【００３３】
　請求項１０によれば、ブレーキドラムの入力軸の回転操作で出力軸を回転させると、出
力軸の偏心位置のピン状の前ストッパが偏心移動することで、長穴の後端部を介してリン
クが前後方向に移動するようになる。これにより、可動フレームの前後位置を調整できる
ようになる。
【００３４】
　請求項１１によれば、可動フレームで腰椎支持機能が得られるようになる。また、頚部
障害対策の機構を腰椎支持機能（ランバーサポート）の機構に兼用できるから、部品点数
が減少してコストも安くなり、重量も減少するようになる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
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【図１】本発明の実施形態の車両用シートの内部フレーム構造の斜視図である。
【図２】図１のシートバックのフレーム部分の斜視図である。
【図３】図２の固定フレームと可動フレームの分解斜視図である。
【図４】ブレーキドラム部分であり、（ａ）は外面側斜視図、（ｂ）は内面側斜視図であ
る。
【図５】リンクを外したブレーキドラム部分の内面側斜視図である。
【図６】ブレーキドラム部分の分解斜視図である。
【図７】シートバックであり、（ａ）は可動フレームの前方移動時の横断面図、（ｂ）は
可動フレームの後方移動時の横断面図である。
【図８】前後位置の調整ができる可動フレームであり、（ａ）は可動フレームの前方移動
時の側面図、（ｂ）は可動フレームの衝突後の後方移動時の側面図である。
【図９】前後位置の調整機能がない可動フレームであり、（ａ）は可動フレームの前方移
動時の側面図、（ｂ）は可動フレームの衝突後の後方移動時の側面図である。
【図１０】（ａ）は固定フレームの側部フレームとサポートフレームの上部との関係を示
す略画的平面図、（ｂ）は変形例の固定フレームの側部フレームとサポートフレームの上
部との関係を示す略画的平面図、（ｃ）は第１変形例のリンクの側面図、（ｄ）は第２変
形例のリンクの側面図である。
【図１１】乗員の背中および頭部とシートバックおよびヘッドレストとの関係を示し、（
ａ）は通常時の側面図、（ｂ）は乗員の背中がシートバック内に沈み込んだ時の側面図、
（ｃ）はパッドとトリムがハンモック状態になったことを説明するシートバックの横断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。図
１は、車両用シート１の内部フレーム構造の斜視図である。シート１は、シートクッショ
ン用のクッションフレーム２と、シートバック用のバックフレーム３とで構成されている
。
【００３７】
　シートクッション用のクッションフレーム２の下部には、シートクッションを上下動さ
せるリフター４と、シートクッションを前後動させるスライダー５とが取付けられている
。
【００３８】
　シートバック用のバックフレーム３は、シートバックの外輪郭を形成する固定フレーム
１０を備えている。この固定フレーム１０は、逆Ｕ字状形状の上部パイプフレーム１０ａ
と、上部パイプフレーム１０ａの左右部にそれぞれ固定された左右の側部フレーム１０ｂ
，１０ｃとで構成されている。
【００３９】
　固定フレーム１０内には、固定フレーム１０で前後移動可能に支持される可動フレーム
（背受け部…ランバーサポートプレート）１１が配置されている。
【００４０】
　固定フレーム１０の左右の側部フレーム１０ｂ，１０ｃの下部にはアッパブラケット１
０ｄがそれぞれ形成され、シートクッション用のクッションフレーム２の後部には、ロア
ブラケット２ａがそれぞれ形成されている。そして、各ブラケット１０ｄ，２ａは、幅方
向に貫通するリクライニング軸１２で前後回動可能に連結されている。これにより、シー
トバックがシートクッションに対して、リクライニング（前後傾）できるようになる。
【００４１】
　クッションフレーム２には、複数本（本例では４本）のＳばね１３が張設され、この上
面側にクッションパッドが設置され、これらの外面部分をトリムで被覆することにより、
シートクッションが構成されるようになる。
【００４２】
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　バックフレーム３の固定フレーム１０内の上部には、１本のＳばね１４が幅方向に張設
され、固定フレーム１０内の下部には、従来のＳばねに替えて、可動フレーム１１が配置
されている。このＳばね１４と可動フレーム１１の前面側にパッド３０〔図７（ａ）参照
〕が設置され、これらの外面部分をトリム３１〔図７（ａ）参照〕で被覆することにより
、シートバックが構成されるようになる。
【００４３】
　固定フレーム１０の上部左右には、ヘッドレスト〔図１１（ａ）の符号４１参照〕のポ
ールを上下動可能に支持するボールガイドを保持するポールガイドホルダー１５がそれぞ
れ固定されている。
【００４４】
　可動フレーム１１は、図２および図３に詳細に示すように、横長長方形状に形成されて
、その上下の端縁には補強用ビード部１１ａ，１１ｂが形成されているとともに、左右の
端部付近には、補強用ビード１１ｃが形成されている。
【００４５】
　リクライニング軸１２には、下部１６ａが前後回動可能支持される左右のサポートフレ
ーム１６が設けられ、可動フレーム１１は、左右のサポートフレーム１６の上部（サイド
サポート部）１６ｂの後側に左右端部がそれぞれ溶接等で取付けられて一体化されている
。
【００４６】
　可動フレーム１１は、側面視で上下方向の円弧状に形成され、乗員の両側部が位置する
左右側部が前拡がり状に傾斜されている。そして、左右のサポートフレーム１６の上部１
６ｂの前端部１６ｃは、図７（ａ）のように、前動時には、固定フレーム１０の側部フレ
ーム１０ｂ（１０ｃ）の前端部１０ｇよりも前方に延在して、この部分のパッド３０とト
リム３１を支持するようになる。この左右サポートフレーム部１６の上部１６ｂの前端部
１６ｃの付近のパッド３０には、逃がし用中空部３０ａが形成されている。
【００４７】
　可動フレーム１１の左右の端部付近（補強用ビード１１ｃで補強されている部分）に形
成された係止部１１ｄと、固定フレーム１０の左右の側部フレーム１０ｃに形成された係
止部１０ｅには、引っ張りコイルばね（付勢手段）１８がそれぞれ係止されている。そし
て、可動フレーム１１は、引っ張りコイルばね１８によって、リクライニング軸１２を中
心に前方に回動する方向に付勢されるようになる。
【００４８】
　引っ張りコイルばね１８は、後突時に、所定値以上の荷重が負荷されたときに可動フレ
ーム１１を後方に移動できるように、そのばね力が設定されている。本例では、４本の引
っ張りコイルばね１８を設けているが、本数を増減することで、ばね（付勢）力を調整す
ることができる。
【００４９】
　図４～図６に詳細に示すように、乗員から見て右側の側部フレーム１０ｃの外面には、
ブレーキドラム２０がカシメピン２１で取付けられている。このブレーキドラム２０は、
公知の構成であり（実開平７－１９５６２号公報参照）、入力軸２２側からの回転操作が
出力軸２３に伝達されるのに対して、出力軸２３側からの回転力が入力軸２２に伝達され
ないように構成されたものである。なお、入力軸２２には、図示しないが操作ハンドルが
取付けられている。
【００５０】
　ブレーキドラム２０の出力軸２３には、構成部品２４，２５が嵌め込まれ、出力軸２３
と一体化された部品２５の偏心位置２５ａには、可動フレーム１１の前方移動を規制する
前ストッパピン２６が固定されている。
【００５１】
　長穴２７ａが形成されたリンク２７が設けられ、このリンク２７の前部は、サポートフ
レーム１６に支持ピン２８で回動可能に支持され、長穴２７ａには、前ストッパピン２６
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が摺動可能に嵌合されている。
【００５２】
　そして、引っ張りコイルばね１８のばね力で前方移動する可動フレーム１１は、リンク
２７の長穴２７ａの後端部が前ストッパピン２６で当て止められた時に、前方移動が規制
されるようになる。
【００５３】
　前記リンク２７は、板材に長穴２７ａをあけて形成したものであったが、図１０（ｃ）
のように、弾性体であるバネ板またはバネ棒を折り曲げて、長穴２７ａを形成することも
できる。この場合、図１０（ｄ）のように、リンク２７の長穴２７ａにおける前ストッパ
ピン２６の前方作動範囲Ｆと後方作動範囲Ｒとの間に、撓み可能な節度部２７ｂを形成す
ることができる。
【００５４】
　また、ブレーキドラム２０の入力軸２２を操作ハンドルで回転させ、それに伴って出力
軸２３が回転して、前ストッパピン２６が偏心回転することで、前ストッパピン２６の前
後位置を調整することができる。このように、前ストッパピン２６が偏心移動することで
、長穴２７ａの後端部を介してリンク２７が前後方向に移動するようになって、可動フレ
ーム１１の前後位置を調整することができる。
【００５５】
　固定フレーム１０の側部フレーム１０ｂ，１０ｃには、サポートフレーム１６を当て止
めて、可動フレーム１１の後方移動を規制する後ストッパ２９（図７参照）が一体に設け
られている。
【００５６】
　前記のように、車両用シートバックフレームを構成すれば、後突時の反動で乗員の荷重
が可動フレーム（背受け部）１１に作用すると、可動フレーム１１が引っ張りコイルばね
（付勢手段）１８の付勢力に抗して後方に移動するから、左右のサポートフレーム１６の
上部（サイドサポート部）１６ｂの前端部１６ｃはパッド３０とトリム３１と共に移動す
る。これにより、この部分のパッド３０とトリム４１は、従来のような左右の固定フレー
ム間に張り渡されたハンモック状態とはならず、後方に撓みやすくなるので、後突時の反
動で乗員Ｍの背中がパッド３０とトリム３１とともに、図７（ａ）のＭ－１のラインから
図７（ｂ）のＭ－３のラインまでシートバック４０内に沈み込みやすくなる。
【００５７】
　したがって、図１１（ｂ）のように、ヘッドレスト４１によって乗員の頭部を確実に受
け止めることができるから、頚部障害対策が万全となる。また、可動フレーム（背受け部
）１１によって、乗員の背中で感じられる剛性感が向上し、左右のサポートフレーム１６
の上部（サイドサポート部）１６ｂによって、乗員の腰部のサイド方向の支持感が得られ
るようになる。
【００５８】
　また、可動フレーム１１の左右のサポートフレーム１６の上部１６ｂの前端部１６ｃの
付近のパッド３０に、逃がし用中空部３０ａを形成している。したがって、左右のサポー
トフレーム１６の上部１６ｂが後方に移動するときに、逃がし用中空部３０ａによって、
この部分のパッド３０がより撓みやすくなるので、左右のサポートフレーム１６の上部１
６ｂの後方移動に対するパッド３０の追従移動性が良好になる。
【００５９】
　さらに、固定フレーム１０には、可動フレーム１１の後方移動を規制する後ストッパ２
９を設けたから、図７（ａ）の可動フレーム１１の前移動位置から、図７（ｂ）のように
、可動フレーム１１が衝突後に後移動したときに、後ストッパ２９で可動フレーム１１の
過度の後移動を規制することにより、乗員の安全を確保できるようになる。この後ストッ
パ２９で可動フレーム１１の両端を規制するようにすれば、乗員の荷重で可動フレーム（
背受け部）１１の中央部が変形することで、後方衝撃エネルギーを吸収することができて
、安全性が向上するようになる。



(9) JP 5654273 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

【００６０】
　また、可動フレーム（背受け部）１１を円弧状とすることで、乗員の荷重を可動フレー
ム１１に早く伝達することができ、しかも、その荷重を一点に集めることができるので、
可動フレーム１１の後方移動が安定するようになる。
【００６１】
　さらに、付勢手段として、引っ張りコイルばね１８を用いると、引っ張りコイルばね１
８のばね定数の変更や本数を増減することで、支持荷重を調整できるようになる。
【００６２】
　また、固定フレーム１０には、可動フレーム１１の前方移動を規制する前ストッパ２６
を設けると、図８（ａ）のように、前ストッパ２６で可動フレーム１１の前移動を規制す
ることにより、可動フレームの前移動位置を正確に保持できるようになる。なお、図８（
ａ）は、可動フレーム１１が中程度の前後調整位置を示している。図８（ｂ）は、可動フ
レーム１１の衝突後の後方移動位置を示している。
【００６３】
　さらに、シートバックのアッパブラケット１０ｄとシートクッションのロアブラケット
２ａとを前後回動可能に連結する既存のリクライニング軸１２を合理的に利用して、可動
フレーム１１のサポートフレーム１６を固定フレーム１０で前後移動可能に支持できるよ
うになる。
【００６４】
　また、サポートフレーム１６にリンク２７の前部を支持ピン２８で回動可能に支持し、
シートバックの側部フレーム１０ｃ側の前ストッパピン２６をリンク２７の長穴２７ａに
嵌合させる。そして、リンク２７の長穴２７ａの後端部が前ストッパピン２６で当て止め
られた時に、可動フレーム１１の前方移動を規制できるようになる。また、後突に伴う可
動フレーム１１の後方移動時は、リンク２７の長穴２７ａで前ストッパピン２６をガイド
することで、可動フレーム１１の後方移動がスムーズになる。
【００６５】
　さらに、リンク２７を弾性体で構成し、前ストッパピン２６の前方作動範囲Ｆと後方作
動範囲Ｒとの間に節度部２７ｂを形成すると、可動フレーム１１をランバーサポートプレ
ートとした場合、前ストッパピン２６が節度部２７ｂに当たるまでの可動フレーム１１の
前方作動範囲Ｆは、ランバーサポートとしての範囲として明確になる。また、後突時に乗
員の荷重で可動フレーム１１がさらに後方に移動し、前ストッパピン２６が節度部２７ｂ
を乗り越えて後方作動範囲Ｒに入った後、乗員からの荷重が低減することで、可動フレー
ム１１が引っ張りコイルばね１８の付勢力で前方に移動復帰するようになる。このとき、
前ストッパピン２６が再び節度部２７ｂを乗り越えるときに、可動フレーム１１の前方移
動復帰力にブレーキがかけられるので、乗員が可動フレーム１１の前方移動復帰力で押し
出される可動フレーム１１からの力を軽減することができる。
【００６６】
　また、ブレーキドラム２０の入力軸２２の回転操作で出力軸２３を回転させると、出力
軸２３の偏心位置の前ストッパピン２６が偏心移動することで、長穴２７ａの後端部を介
してリンク２７が前後方向に移動するようになる。これにより、可動フレーム１１の前後
位置（ランバーサポート位置）を調整できるようになる。
【００６７】
　さらに、可動フレーム１１を腰部に設けたことにより、ランバーサポートとしての機能
を持たせることが可能になる。よって頚部障害対策の機構を腰椎支持機能（ランバーサポ
ート）の機構に兼用できるから、部品点数が減少してコストも安くなり、重量も減少する
ようになる。
【００６８】
　前記実施形態は、ブレーキドラム２０で可動フレーム１１の前後位置（ランバーサポー
ト位置）を調整できるようにしたが、可動フレーム１１の前後位置の調整機能がない構成
とすることも可能である。
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【００６９】
　この場合には、図９（ａ）に示すように、ブレーキドラム２０を省略して、側部フレー
ム１０ｃに前ストッパピン２６だけを固定する。また、リンク２７の後部は、前ストッパ
ピン２６で回動可能に支持し、長穴２７ａには、サポートフレーム１６の支持ピン２８を
摺動可能に嵌合させる。
【００７０】
　このようにすれば、図９（ａ）のように、リンク２７の長穴２７ａの前端部で支持ピン
２８が当て止められた時に、可動フレーム１１の前移動位置を正確に保持できるようにな
る。
【００７１】
　また、図９（ｂ）のように、可動フレーム１１が後移動したときに、図７（ｂ）の場合
と同様にして後ストッパ２９により、可動フレーム１１の過度の後移動が規制されるよう
になる。
【００７２】
　この構成であれば、ブレーキドラム２０を省略できるので、コスト安な簡易タイプとな
る。また、ブレーキドラム２０を使用するタイプで必要な支持ピン２８とリンク２７と前
ストッパピン２６を共用できるので、この点からもコスト安になる。
【００７３】
　なお、リンク２７と前ストッパピン２６とを用いないで、前述した後ストッパ２９と同
様に、固定フレーム１０の側部フレーム１０ｂ，１０ｃに、サポートフレーム１６を当て
止めて、可動フレーム１１の前方移動を規制する前ストッパ２９を一体に設けることも可
能である。
【００７４】
　前記実施形態では、図１０（ａ）の略画のように、固定フレーム１０の側部フレーム１
０ｂ，１０ｃの内側位置で、左右のサポートフレーム１６の上部（可動フレーム１１の背
受け部のサイドサポート部に相当する。）１６ｂの前端を前方に延在させている。これに
対して、図１０（ｂ）の略画のように、固定フレーム１０の側部フレーム１０ｂ，１０ｃ
の外側位置で、左右のサポートフレーム１６の上部（可動フレーム１１の背受け部のサイ
ドサポート部に相当する。）１６ｂの前端に延在させることもできる。
【００７５】
　前記実施形態では、可動フレーム１１は、乗員の腰部を支持するランバーサポートプレ
ートとして、腰椎支持機能が得られるようにしたが、必ずしもランバーサポートプレート
である必要はない。
【００７６】
　前記実施形態では、可動フレーム１１が背受け部となり、左右のサポートフレーム１６
の上部１６ｂがサイドサポート部となっていたが、可動フレーム１１の左右端部を前方に
折り曲げて、可動フレーム１１に一体化されたサイドサポート部とすることもできる。こ
の場合には、左右のサポートフレーム１６の上端部を可動フレーム１１の下端部に溶接等
で取付けて一体化すればよい。
【００７７】
　前記実施形態では、リクライニング軸１２を中心に可動フレーム１１を前後方向に回動
させたが、固定フレーム１０で前後移動可能に支持されるものであれば、どのような支持
構造であってもかまわない。
【００７８】
　前記実施形態では、付勢手段として引っ張りコイルばね１８を用いたが、これに限るも
のではない。
【００７９】
　前記実施形態では、前ストッパは、長穴２７ａが形成されたリンク２７と、サポートフ
レーム１６の支持ピン２８と、前ストッパピン２６とで構成したが、これに限るものでは
ない。
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【符号の説明】
【００８０】
１　　　車両用シート
２　　　クッションフレーム
２ａ　　ロアブラケット
３　　　バックフレーム
１０　　固定フレーム
１０ｂ，１０ｃ　側部フレーム
１０ｄ　アッパブラケット
１０ｇ　前端部
１１　　可動フレーム（背受け部）
１２　　リクライニング軸
１６　　サポートフレーム
１６ｂ　上部（サイドサポート部）
１６ｃ　前端部
１８　　引っ張りコイルばね
２０　　ブレーキドラム
２２　　入力軸
２３　　出力軸
２６　　前ストッパピン
２７　　リンク
２７ａ　長穴
２７ｂ　節度部
２８　　支持ピン
２９　　後ストッパ
３０　　クッションパッド
３０ａ　逃がし用中空部
３１　　トリム



(12) JP 5654273 B2 2015.1.14

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 5654273 B2 2015.1.14

【図５】 【図６】
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