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(57)【要約】
【課題】シートの跳ね上げ初期（使用位置を含む）のば
ね部材の跳ね上げ方向へのばね力（跳ね上げモーメント
）を抑制することができる格納式シート装置を提供する
。
【解決手段】シートが、跳上げ用ヒンジ機構４０のヒン
ジ軸４３を中心として回動されることで、使用位置と、
室内躯体部の壁面に沿って格納される格納位置とに配置
切換可能に構成される。シートと室内躯体部との間には
、シートを格納位置に向けて付勢するばね部材７０と、
ばね部材７０のばね力の作用方向を変化させるカム機構
８０とがそれぞれ配設される。カム機構８０は、シート
が使用位置から格納位置に向けて跳ね上げられる間の跳
ね上げ初期領域では、ばね部材７０の跳ね上げ方向への
ばね力を抑制する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートが、跳上げ用ヒンジ機構のヒンジ軸を中心として回動されることで、使用位置と
、室内躯体部の壁面に沿って格納される格納位置とに配置切換可能に構成された格納式シ
ート装置であって、
　前記シートと前記室内躯体部との間には、前記シートを前記格納位置に向けて付勢する
ばね部材と、前記ばね部材のばね力の作用方向を変化させるカム機構とがそれぞれ配設さ
れ、
　前記カム機構は、前記シートが前記使用位置から前記格納位置に向けて跳ね上げられる
間の跳ね上げ初期領域では、前記ばね部材の跳ね上げ方向へのばね力を抑制する構成にし
てある格納式シート装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の格納式シート装置であって、
　前記ばね部材は、前記室内躯体部側に中心端部が係止された単数又は複数の渦巻きばね
によって構成され、
　前記カム機構は、前記渦巻きばねの外径端部に接続されてばね力を受ける跳上げ用案内
部材と、
　前記シート側に配設され、かつ前記シートが前記使用位置から前記格納位置に向けて跳
ね上げられる際に、前記跳上げ用案内部材の案内部に沿って滑走する滑走体と、を備え、
　前記跳上げ用案内部材の案内部には、前記跳ね上げ初期領域で前記渦巻きばねの跳ね上
げ方向へのばね力を抑制する抑制案内部が形成されている格納式シート装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の格納式シート装置であって、
　前記シートと前記室内躯体部との間には、前記シートをスライド調整可能なスライド機
構が配設されている格納式シート装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は格納式シート装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両、飛行機、船舶等の乗物に採用される格納式シート装置においては、シートが、跳
上げ用ヒンジ機構のヒンジ軸を中心として回動されることで、使用位置と、室内躯体部の
壁面に沿って格納される格納位置とに配置切換可能に構成されたものが知られている（例
えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２５１６４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、前記した格納式シート装置においては、シートを、使用位置から室内躯体部
の壁面に沿う格納位置に向けて跳ね上げ操作する場合、跳上げ用ヒンジ機構が配設される
側と反対側のシート側部を把持した状態で、手動操作によって持ち上げなければならず、
その作業が厄介であった。このため、シートの室内躯体部との間に、シートを、使用位置
から格納位置に向けて付勢するばね部材を配設することで、格納位置へのシートの跳ね上
げ操作を補助することが可能となる。この場合には、ばね部材のばね力（跳ね上げモーメ
ント）は、使用位置（跳ね上げ初期）が最大となり、格納位置に向けてしだいに小さくな
る。ばね部材のばね力（跳ね上げモーメント）が、使用位置が最大となると、シートが使
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用位置に配置された状態にあるときに、ばね部材のばね力（跳ね上げモーメント）が、跳
上げ用ヒンジ機構の構成部品、シートのスライド機構の構成部品、シートのスライドロッ
ク機構の構成部品等に作用する。例えば、跳上げ用ヒンジ機構のヒンジ構成部品にばね力
が作用すると、ヒンジ構成部品が不測に変形して跳ね上げ動作に支障をきたすことが想定
され、スライド機構の構成部品にばね力が作用すると、スライド性能が悪化されることが
想定される。
【０００５】
　この発明の目的は、前記問題点に鑑み、シートの跳ね上げ初期（使用位置を含む）のば
ね部材の跳ね上げ方向へのばね力（跳ね上げモーメント）を抑制することができる格納式
シート装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために、この発明の第１の発明に係る格納式シート装置は、シート
が、跳上げ用ヒンジ機構のヒンジ軸を中心として回動されることで、使用位置と、室内躯
体部の壁面に沿って格納される格納位置とに配置切換可能に構成された格納式シート装置
であって、前記シートと前記室内躯体部との間には、前記シートを前記格納位置に向けて
付勢するばね部材と、前記ばね部材のばね力の作用方向を変化させるカム機構とがそれぞ
れ配設され、前記カム機構は、前記シートが前記使用位置から前記格納位置に向けて跳ね
上げられる間の跳ね上げ初期領域では、前記ばね部材の跳ね上げ方向へのばね力を抑制す
る構成にしてある。
【０００７】
　第１の発明によると、シートを使用位置から格納位置に向けて付勢するばね部材のばね
力の作用方向をカム機構によって変化させ、跳ね上げ初期領域（格納位置も含む）におい
て、ばね部材の跳ね上げ方向へのばね力を抑制することができる。このため、跳上げ用ヒ
ンジ機構のヒンジ構成部品が不測に変形することを防止することができる。
【０００８】
　この発明の第２の発明に係る格納式シート装置は、第１の発明の格納式シート装置であ
って、前記ばね部材は、前記室内躯体部側に中心端部が係止された単数又は複数の渦巻き
ばねによって構成され、前記カム機構は、前記渦巻きばねの外径端部に接続されてばね力
を受ける跳上げ用案内部材と、前記シート側に配設され、かつ前記シートが前記使用位置
から前記格納位置に向けて跳ね上げられる際に、前記跳上げ用案内部材の案内部に沿って
滑走する滑走体と、を備え、前記跳上げ用案内部材の案内部には、前記跳ね上げ初期領域
で前記渦巻きばねの跳ね上げ方向へのばね力を抑制する抑制案内部が形成されている。
【０００９】
　第２の発明によると、中心端部が室内躯体部側に係止される渦巻きばねの外径端部に対
し、跳上げ用案内部材を接続し、シート側に対し、跳上げ用案内部材の案内部に沿って滑
走する滑走体を配設するという、極めて簡単な構造によってカム機構を構成することがで
きる。そして、跳上げ用案内部材の案内部に対し、跳ね上げ初期領域で渦巻きばねの跳ね
上げ方向へのばね力を抑制する抑制案内部を形成することで、跳ね上げ初期領域（格納位
置も含む）において、渦巻きばねの跳ね上げ方向へのばね力を抑制することができる。
【００１０】
　この発明の第３の発明に係る格納式シート装置は、第１又は第２の発明の格納式シート
装であって、前記シートと前記室内躯体部との間には、前記シートをスライド調整可能な
スライド機構が配設されている。
【００１１】
　第３の発明によると、シートと室内躯体部との間に配設されたスライド機構にばね部材
（単数又は複数の渦巻きばね）のばね力（跳ね上げモーメント）が、シートのスライド機
構の構成部品に作用することを抑制することができる。このため、スライド機構のスライ
ド性能を長期間にわたって維持することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１２】
【図１】この発明の実施例１に係る格納式シート装置を示す斜視図である。
【図２】格納式シート装置を後方から示す背面図である。
【図３】跳上げ用ヒンジ機構とカム機構とを示す斜視図である。
【図４】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿う断面図である。
【図５】図４のＶ－Ｖ線に沿う断面図である。
【図６】格納式シート装置を格納位置に跳ね上げた状態を後方から示す背面図である。
【図７】シートが使用位置から設定された角度位置まで跳ね上げられるときの跳ね上げ初
期領域におけるカム機構の抑制案内部と滑走体との関係を示す説明図である。
【図８】シートが跳ね上げ初期領域を越えて設定された角度位置まで跳ね上げられるとき
の中間領域におけるカム機構の抑制案内部と滑走体との関係を示す説明図である。
【図９】シートが中間領域を越えて設定された角度位置（跳上げ位置）まで跳ね上げられ
る直線領域におけるカム機構の抑制案内部と滑走体との関係を示す説明図である。
【図１０】シートの跳上げ角度を横軸で示しばね部材（渦巻きばね）のばね力（跳ね上げ
モーメント）を縦軸で示すばね特性の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　この発明を実施するための形態について実施例にしたがって説明する。
【実施例１】
【００１４】
　この発明の実施例１を図面にしたがって説明する。図１と図２に示すように、シート１
０は、シートクッション１１と、このシートクッション１１の後部にリクライニング機構
（図示しない）によって傾き角度調整可能に配置されたシートバック１２とを備えている
。シートクッション１１の下面の室内側部には、第１のスライド機構２０によって脚部材
２３が前後方向へスライド調整可能に配設されると共に、折畳み用ヒンジ機構２４によっ
てシートクッション１１の下面に対し垂下状をなす起立位置と、シートクッション１１の
下面に沿う折畳み位置とに配置切換可能に設けられいる。また、脚部材２３の下端部は、
室内の床面Ｆに対し、ロック機構（図示しない）によって係脱可能にロックされる。
【００１５】
　図１と図２に示すように、シートクッション１１の室外側部は、室内の床面Ｆから所定
高さだけ立ち上がる段差床面Ｆ１に対し、第２のスライド機構３０によって前後方向へス
ライド調整可能に支持されると共に、跳上げ用ヒンジ機構４０によって、使用位置と、室
内躯体部の壁面に沿って格納される格納位置とに配置切換可能に支持されている。
【００１６】
　この実施例１において、図４に示すように、段差床面Ｆ１上には、第２のスライド機構
３０を構成する前後方向に延びる固定レール３１と可動レール３２とのうち、固定レール
３１が固定され、この固定レール３１に沿って可動レール３２が前後方向へスライド可能
に嵌挿されている。可動レール３２の上板部３２ａ上には、支持板４１ａを介してブラケ
ット４１が固定されている。図３に示すように、ブラケット４１の前後方向両端部には、
アーム用ブラケット部４２がそれぞれ形成され、ブラケット４１の前後方向中央部には、
一対のばね用ブラケット部４５が前後方向に所定間隔を隔ててそれぞれ形成されている。
【００１７】
　ブラケット４１の両アーム用ブラケット部４２には、前後一対をなすシート連結用ヒン
ジアーム５０の先端部（一端部）が、跳上げ用ヒンジ機構４０のヒンジ軸４３を中心とし
てそれぞれ回動可能に連結されている。このシート連結用ヒンジアーム５０の基端部（他
端部）には、図２に示すように、シートクッション１１の下面に固定されるシート連結部
５１が一体に形成されている。そして、シート１０（シートクッション１１）は、シート
連結用ヒンジアーム５０と共に、跳上げ用ヒンジ機構４０のヒンジ軸４３を支点として回
動されることで、使用位置と、室内躯体部の壁面に沿って格納される格納位置とに配置切
換可能に構成される。
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【００１８】
　シート１０と、室内躯体部の段差床面Ｆ１上に固定されたブラケット４１との間には、
シート１０を格納位置に向けて付勢するばね部材としての単数又は複数、図３では４本の
の渦巻きばね７０と、渦巻きばね７０のばね力の作用方向を変化させるカム機構８０とが
それぞれ配設されている。
【００１９】
　この実施例１において、図３～図５に示すように、ブラケット４１の一対のばね用ブラ
ケット部４５に跨って、ばね中心軸６０が溶接等によって固定されている。このばね中心
軸６０の軸方向には、ばね係止用スリット６１が形成されている。一方、渦巻きばね７０
の中心端部７１は、径方向内方へ屈曲され、外径端部７２は径方向外方へ屈曲されている
。そして、渦巻きばね７０は、その中心端部７１がばね中心軸６０のばね係止用スリット
６１内に差し込まれて係止された状態でばね中心軸６０の外周に配設されている。
【００２０】
　また、カム機構８０は、渦巻きばね７０の外径端部７２に接して接続されることでばね
力を受ける跳上げ用案内部材８１と、シート１０側のシート連結用ヒンジアーム５０に配
設され、かつシート１０が使用位置から格納位置に向けて跳ね上げられる際に跳上げ用案
内部材８１の案内部８２に沿って滑走する滑走体９０と、を備えている。この実施例１に
おいて、一対のシート連結用ヒンジアーム５０の先端部寄り部分に跨って前後方向に水平
状をなすロッド９１が固定されており、このロッド９１の長さ方向中央部外周面には、滑
走体９０としての樹脂製のローラ９２が回転自在に配設されている。
【００２１】
　一方、跳上げ用案内部材８１は、平板鋼板が曲げ加工され、かつ渦巻きばね７０の外径
端部７２に接して接続される案内部８３と、この案内部８３の基端部に一体に形成され、
かつばね中心軸６０を回転中心として支持する一対の支持アーム８２と、を備えている。
さらに、案内部８３には、その先端部から基端部に向かって、抑制案内部８４と、変化案
内部８５と、一定変化案内部８６とがそれぞれ連続して形成されている。
【００２２】
　図７と図１０に示すように、抑制案内部８４は、シート１０が使用位置から角度θ１だ
け回動される間の初期領域Ａにおいて、シート１０の跳ね上げの回転中心をなすヒンジ軸
４３の中心からの距離寸法がほとんど変化することがなく、渦巻きばね７０の跳ね上げ方
向へのばね力が０又は小さく抑えるように設定される。
【００２３】
　図７、図８及び図１０に示すように、変化案内部８５は、シート１０が角度θ１からさ
らに角度θ２だけ回動される中間領域Ｂにおいて、ヒンジ軸４３の中心からの距離寸法が
しだいに小さく変化し、渦巻きばね７０の跳ね上げ方向へのばね力が最小値又はそれに近
い値から最大値まで変化するように設定されている。
【００２４】
　図７～図１０に示すように、一定変化案内部８６は、シート１０が角度θ２からさらに
角度θ３だけ回動される直線領域Ｃにおいて、ヒンジ軸４３の中心からの距離寸法が一定
の割合でしだいに小さくなり、渦巻きばね７０の跳ね上げ方向へのばね力が最大に近い状
態から０に近い状態まで直線的に小さくなるように設定されている。
【００２５】
　この実施例１に係る格納式シート装置は上述したように構成される。したがって、シー
ト１０を使用位置から格納位置に向けて付勢するばね部材としての渦巻きばね７０のばね
力の作用方向をカム機構８０によって変化させることができる。そして、跳ね上げ初期領
域Ａ（格納位置も含む）において、渦巻きばね７０の跳ね上げ方向へのばね力を小さく抑
制することができる。このため、跳上げ用ヒンジ機構４０のヒンジ構成部品としてのブラ
ケット４１のアーム用ブラケット部４２、ヒンジ軸４３、シート連結用ヒンジアーム５０
が不測に変形することを防止することができる。
【００２６】



(6) JP 2016-16770 A 2016.2.1

10

20

30

　また、この実施例１において、中心端部７１が室内躯体部側のばね用ブラケット部４５
に架設されたばね中心軸６０に係止される渦巻きばね７０の外径端部７２に対し、跳上げ
用案内部材８１の案内部８３を接続し、シート１０側のシート連結用ヒンジアーム５０の
ロッド９１に対し、跳上げ用案内部材８１の案内部８３に沿って滑走する滑走体９０とし
てのローラ９２を配設するという、極めて簡単な構造によってカム機構８０を構成するこ
とができる。そして、跳上げ用案内部材８１の案内部８３に対し、跳ね上げ初期領域Ａ（
使用位置も含む）で渦巻きばね７０の跳ね上げ方向へのばね力を小さく抑制する抑制案内
部８４を形成する。これによって、跳ね上げ初期領域Ａ（格納位置も含む）において、渦
巻きばね７０の跳ね上げ方向へのばね力を小さく抑制することができる。
【００２７】
　また、シート１０が使用位置に配置された状態において、シート１０と、室内躯体部の
段差床面Ｆ１との間に配設された第２のスライド機構３０の構成部品としての固定レール
３１、可動レール３２に対し、渦巻きばね７０のばね力（跳ね上げモーメント）が作用す
ることを抑制することができる。このため、第２のスライド機構３０のスライド性能を長
期間にわたって維持することができる。
【００２８】
　なお、この発明は前記実施例１に限定するものではなく、この発明の要旨を逸脱しない
範囲内において、種々の形態で実施することができる。例えば、前記実施例１において、
カム機構８０は、渦巻きばね７０の外径端部７２に接して接続される跳上げ用案内部材８
１と、シート１０側のシート連結用ヒンジアーム５０に配設され、かつ跳上げ用案内部材
８１の案内部８２に沿って滑走する滑走体９０としてのローラ９２と、を備えて構成され
る場合を例示したが、案内部としての長孔状のカム孔を有する跳上げ用案内部材と、カム
孔に沿って移動案内される滑走体とによってカム機構を構成することも可能である。また
、前記実施例１においては、シートクッション１１の下面の室内側部に対し、第１のスラ
イド機構２０によって脚部材２３が前後方向へスライド調整可能に配設され、シートクッ
ション１１の室外側部は、室内の床面Ｆから所定高さだけ立ち上がる段差床面Ｆ１に対し
、第２のスライド機構３０によって前後方向へスライド調整可能に支持される場合を例示
したが、第１のスライド機構２０及び第２のスライド機構３０を有しない格納式シート装
置であってもこの発明を実施することができる。
【符号の説明】
【００２９】
　１０　シート
　４０　跳上げ用ヒンジ機構
　７０　渦巻きばね（ばね部材）
　８０　カム機構
　８１　跳上げ用案内部材
　８３　案内部
　８４　抑制案内部
　９０　滑走体
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