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(57)【要約】
人間工学に基づく椅子であって、選択的に設けられたス
ロットパターンまたはスプリング機構を有し、座部の使
用者に対する圧力を減少させる座部と使用者がもたれか
けることを可能にし、同時に腰部の支持を提供する柔軟
性のある背部を有する椅子。一実施形態の椅子は、複数
の同一の椅子のスペース節約の構成で、はめこめ式に積
み重ねられ得る。椅子は、支持手段と、該支持手段に取
り付けられる座部であって、該座部は所定の圧力点の位
置における圧力減少パターンにおいてタブ形成スロット
を有し、該座部は前部および後部を有する、座部とを備
えている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ．支持手段と、
　ｂ．該支持手段に取り付けられる座部であって、該座部は所定の圧力点の位置における
圧力減少パターンにおいてタブ形成スロットを有し、該座部は前部および後部を有する、
座部と
　を備えている、椅子。
【請求項２】
　前記所定の圧力点の位置は、前記ユーザが正しく座っているとき該ユーザの座骨突起に
ある、請求項１に記載の椅子。
【請求項３】
　前記圧力減少パターンはＨパターンである、請求項１に記載の椅子。
【請求項４】
　前記圧力減少パターンは細長いＨパターンである、請求項１に記載の椅子。
【請求項５】
　前記支持手段は、
　ａ．上部および下部を有する左側前脚と、
　ｂ．上部および下部を有する右側前脚と、
　ｃ．上部および下部を有する左側後脚であって、該上部は前記座部に取り付けられる、
左側後脚と、
　ｄ．上部および下部を有する右側後脚であって、該上部は該座部に取り付けられる、右
側後脚と、
　ｅ．該左側前脚の上部の近位端に取り付けられ、かつ該右側前脚の上部の遠位端に取り
付けられる前横木であって、該前横木は該座部に取り付けられる、前横木と
　を備えている、請求項４に記載の椅子。
【請求項６】
　前記座部は、前記前横木の正中点に取り付けられ、該座部は、２つの曲がる座部延長部
を規定するための、該座部の前部に少なくとも１つのスロットを有し、該２つの曲がる座
部延長部は互いに対して移動することが可能である、請求項５に記載の椅子。
【請求項７】
　前記２つの曲がる座部延長部を規定するための、座部の前部にあるスロットは、「Ｖ」
形状である、請求項６に記載の椅子。
【請求項８】
　ａ．前記左側後脚に取り付けられる左側腰部マウントであって、該左側腰部マウントは
、前記座部の上に延びる、左側腰部マウントと、
　ｂ．前記右側後脚に取り付けられる右側腰部マウントであって、該右側腰部マウントは
、該座部の上に延びる、右側腰部マウントと、
　ｃ．該左側腰部マウントおよび該右側腰部マウントに取り付けられる腰部支持手段と、
　ｄ．該腰部支持手段に取り付けられる背もたれであって、該背もたれは該座部に対して
実質的に垂直であり、該背もたれは、上部、下部、左側、および右側を有し、該背もたれ
は、該腰部支持手段より柔軟性がある、背もたれと
　を備えている、請求項６に記載の椅子。
【請求項９】
　前記腰部支持手段は弾性材料の帯を備えている、請求項８に記載の椅子。
【請求項１０】
　前記弾性材料はゴムである、請求項９に記載の椅子。
【請求項１１】
　前記弾性材料は革である、請求項９に記載の椅子。
【請求項１２】
　前記弾性材料はエラストマーである、請求項９に記載の椅子。
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【請求項１３】
　前記腰部支持手段は、前記背もたれの中心における１つの取り付け点において該背もた
れに取り付けられる、請求項８に記載の椅子。
【請求項１４】
　前記腰部支持手段は、
　ａ．前記左側腰部マウントと前記背もたれの左側との間に取り付けられる左側コネクタ
と、
　ｂ．前記右側腰部マウントと前記背もたれの右側との間に取り付けられる右側コネクタ
と
　を備えている、請求項８に記載の椅子。
【請求項１５】
　前記コネクタは、
　ａ．前記左側腰部マウントに取り付けられる第１のボールジョイントマウントと、
　ｂ．前記右側腰部マウントに取り付けられる第２のボールジョイントマウントと、
　ｃ．該第１のボールジョイントマウントに回転可能に取り付けられる第１のボールベア
リングと、
　ｄ．該第２のボールジョイントマウントに回転可能に取り付けられる第２のボールベア
リングと、
　ｅ．該第１のボールベアリングに回転可能に取り付けられ、かつ前記背もたれの前記左
側に固定して取り付けられる第１のボールジョイント部材と、
　ｆ．該第２のボールベアリングに回転可能に取り付けられ、かつ該背もたれの前記右側
に固定して取り付けられる第２のボールジョイント部材と
　を備えている、請求項１４に記載の椅子。
【請求項１６】
　前記コネクタは、一片の弾性材料を備えている、請求項１４に記載の椅子。
【請求項１７】
　前記背もたれにある１つ以上の垂直方向のスロットであって、該１つ以上の垂直方向の
スロットは該背もたれの上部から下に延び、該１つ以上の垂直方向のスロットは２つ以上
の曲がる背もたれ延長部を規定し、該２つ以上の曲がる背もたれ延長部は互いに対して移
動することが可能である、１つ以上の垂直方向のスロットをさらに備えている、請求項８
に記載の椅子。
【請求項１８】
　前記背もたれにある垂直方向のスロットであって、該垂直方向のスロットは該背もたれ
の上部から下に延び、該垂直方向のスロットは２つの曲がる背もたれ延長部を規定し、該
２つの曲がる背もたれ延長部は互いに対して移動することが可能である、垂直方向のスロ
ットをさらに備えている、請求項８に記載の椅子。
【請求項１９】
　前記垂直方向のスロットは、拡張された垂直方向のスロットグリップによってさえぎら
れ、該拡張された垂直方向のスロットグリップはユーザの手に合うように適合された形状
を規定する、請求項１８に記載の椅子。
【請求項２０】
　前記支持手段は、追加の同一の椅子の上ではめこみ式に受けられるように適合され、ス
ペース節約の椅子の積み重ねを形成する、請求項１８に記載の椅子。
【請求項２１】
　前記座部は一片のシェルである、請求項１８に記載の椅子。
【請求項２２】
　前記脚の１つ以上は、重量が前記座部にかけられたとき該脚内において長手方向に圧縮
するスプリングを備えている、請求項８に記載の椅子。
【請求項２３】
　ａ．支持手段と、
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　ｂ．該支持手段に取り付けられる座部であって、該座部は前部および後部を有する、座
部と、
　ｃ．該支持手段に取り付けられる左側腰部マウントであって、該左側腰部マウントは、
該座部の上に延びる、左側腰部マウントと、
　ｄ．該支持手段に取り付けられる右側腰部マウントであって、該右側腰部マウントは、
該座部の上に延びる、右側腰部マウントと、
　ｅ．該左側腰部マウントおよび該右側腰部マウントに取り付けられる腰部支持手段と、
　ｆ．該腰部支持手段に取り付けられる背もたれであって、該背もたれは該座部に対して
実質的に垂直であり、該背もたれは、上部、下部、左側、および右側を有し、該背もたれ
は、該腰部支持手段より柔軟性がある、背もたれと
　を備えている、椅子。
【請求項２４】
　前記腰部支持手段は弾性材料の帯を備えている、請求項２３に記載の椅子。
【請求項２５】
　前記弾性材料はゴムである、請求項２４に記載の椅子。
【請求項２６】
　前記弾性材料は革である、請求項２４に記載の椅子。
【請求項２７】
　前記弾性材料はエラストマーである、請求項２４に記載の椅子。
【請求項２８】
　前記腰部支持手段は、前記背もたれの中心における１つの取り付け点において該背もた
れに取り付けられる、請求項２３に記載の椅子。
【請求項２９】
　前記腰部支持手段は、
　ａ．前記左側腰部マウントと前記背もたれの前記左側との間に取り付けられる左側コネ
クタと、
　ｂ．前記右側腰部マウントと該背もたれの前記右側との間に取り付けられる右側コネク
タと
　を備えている、請求項２３に記載の椅子。
【請求項３０】
　前記コネクタは、
　ａ．前記左側腰部マウントに取り付けられる第１のボールジョイントマウントと、
　ｂ．前記右側腰部マウントに取り付けられる第２のボールジョイントマウントと、
　ｃ．該第１のボールジョイントマウントに回転可能に取り付けられる第１のボールベア
リングと、
　ｄ．該第２のボールジョイントマウントに回転可能に取り付けられる第２のボールベア
リングと、
　ｅ．該第１のボールベアリングに回転可能に取り付けられ、かつ前記背もたれの前記左
側に固定して取り付けられる第１のボールジョイント部材と、
　ｆ．該第２のボールベアリングに回転可能に取り付けられ、かつ該背もたれの前記右側
に固定して取り付けられる第２のボールジョイント部材と
　を備えている、請求項２９に記載の椅子。
【請求項３１】
　前記コネクタは、一片の弾性材料を備えている、請求項２９に記載の椅子。
【請求項３２】
　前記背もたれにある１つ以上の垂直方向のスロットであって、該１つ以上の垂直方向の
スロットは該背もたれの上部から下に延び、該１つ以上の垂直方向のスロットは２つ以上
の曲がる背もたれ延長部を規定し、該２つ以上の曲がる背もたれ延長部は互いに対して移
動することが可能である、１つ以上の垂直方向のスロットをさらに備えている、請求項２
３に記載の椅子。
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【請求項３３】
　前記背もたれにある垂直方向のスロットであって、該垂直方向のスロットは該背もたれ
の上部から下に延び、該垂直方向のスロットは２つの曲がる背もたれ延長部を規定し、該
２つの曲がる背もたれ延長部は互いに対して移動することが可能である、垂直方向のスロ
ットをさらに備えている、請求項２３に記載の椅子。
【請求項３４】
　前記垂直方向のスロットは、拡張された垂直方向のスロットグリップによってさえぎら
れ、該拡張された垂直方向のスロットグリップはユーザの手に合うように適合された形状
を規定する、請求項３３に記載の椅子。
【請求項３５】
　前記支持手段は、
　ａ．上部および下部を有する左側前脚と、
　ｂ．上部および下部を有する右側前脚と、
　ｃ．上部および下部を有する左側後脚であって、該上部は前記座部に取り付けられる、
左側後脚と、
　ｄ．上部および下部を有する右側後脚であって、該上部は該座部に取り付けられる、右
側後脚と、
　ｅ．一方の前脚の該上部の近位端に取り付けられ、かつ他方の前脚の該上部の遠位端に
取り付けられる前横木であって、該前横木は該座部に取り付けられる、前横木と
　を備えている、請求項３３に記載の椅子。
【請求項３６】
　前記座部は、前記前横木の正中点に取り付けられ、該座部は、２つの曲がる座部延長部
を規定するための、該座部の前部に少なくとも１つのスロットを有し、該２つの曲がる座
部延長部は互いに対して移動することが可能である、請求項３５に記載の椅子。
【請求項３７】
　２つの曲がる座部延長部を規定するための、前記座部の前記前部にある前記スロットは
、「Ｖ」形状である、請求項３６に記載の椅子。
【請求項３８】
　前記脚の１つ以上は、重量が前記座部にかけられたとき該脚内において長手方向に圧縮
するスプリングを備えている、請求項３６に記載の椅子。
【請求項３９】
　前記支持手段は、追加の同一の椅子の上ではめこみ式に受けられるように適合され、ス
ペース節約の椅子の積み重ねを形成する、請求項３６に記載の椅子。
【請求項４０】
　前記座部は一片のシェルである、請求項３６に記載の椅子。
【請求項４１】
　前記座部は所定の圧力点の位置における圧力減少パターンにおいてタブ形成スロットを
さらに備えている、請求項３６に記載の椅子。
【請求項４２】
　前記所定の圧力点の位置は、前記ユーザが正しく座っているとき該ユーザの座骨突起に
ある、請求項４１に記載の椅子。
【請求項４３】
　前記圧力減少パターンはＨパターンである、請求項４２に記載の椅子。
【請求項４４】
　前記圧力減少パターンは細長いＨパターンである、請求項４２に記載の椅子。
【請求項４５】
　座部および支持手段を備えている椅子であって、
　ａ．該支持手段は、追加の同一の椅子の上ではめこみ式に受けられるように適合され、
スペース節約の椅子の積み重ねを形成し、該支持手段は、
　　ｉ．上部および下部を有する左側前脚と、
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　　ｉｉ．上部および下部を有する右側前脚と、
　　ｉｉｉ．上部および下部を有する左側後脚であって、該上部は該座部に取り付けられ
る、左側後脚と、
　　ｉｖ．上部および下部を有する右側後脚であって、該上部は該座部に取り付けられる
、右側後脚と、
　　ｖ．一方の前脚の該上部の近位端に取り付けられ、かつ他方の前脚の該上部の遠位端
に取り付けられる前横木と
　　を備え、
　ｂ．該支持手段に取り付けられる座部であって、該座部は前部および後部を有し、
　該座部は、該前横木の正中点に取り付けられ、２つの曲がる座部延長部を規定するため
の、該座部の該前部に少なくとも１つのスロットを有し、該２つの曲がる座部延長部は互
いに対して移動することが可能である、椅子。
【請求項４６】
　ａ．前記支持手段に取り付けられる左側腰部マウントであって、該左側腰部マウントは
、前記座部の上に延びる、左側腰部マウントと、
　ｂ．該支持手段に取り付けられる右側腰部マウントであって、該右側腰部マウントは、
該座部の上に延びる、右側腰部マウントと、
　ｃ．該左側腰部マウントおよび該右側腰部マウントに取り付けられる腰部支持手段と、
　ｄ．該腰部支持手段に取り付けられる背もたれであって、該背もたれは該座部に対して
実質的に垂直であり、該背もたれは、上部、下部、左側、および右側を有し、該背もたれ
は、該腰部支持手段より柔軟性がある、背もたれと
　を備えている、請求項４５に記載の椅子。
【請求項４７】
　前記腰部支持手段は、
　ａ．前記左側腰部マウントと前記背もたれの前記左側との間に取り付けられる左側コネ
クタと、
　ｂ．前記右側腰部マウントと該背もたれの前記右側との間に取り付けられる右側コネク
タと
　を備えている、請求項４６に記載の椅子。
【請求項４８】
　前記コネクタは、
　ａ．前記左側腰部マウントに取り付けられる第１のボールジョイント部材と、
　ｂ．該第１のボールジョイント部材に回転可能に取り付けられるボールベアリングと、
　ｃ．該ボールベアリングに回転可能に取り付けられ、かつ前記背もたれに固定して取り
付けられる第２のボールジョイント部材と
　を備えている、請求項４７に記載の椅子。
【請求項４９】
　前記コネクタは、一片の弾性材料を備えている、請求項４７に記載の椅子。
【請求項５０】
　前記腰部支持手段は弾性材料の帯を備えている、請求項４６に記載の椅子。
【請求項５１】
　前記弾性材料はゴムである、請求項５０に記載の椅子。
【請求項５２】
　前記弾性材料は革である、請求項５０に記載の椅子。
【請求項５３】
　前記弾性材料はエラストマーである、請求項５０に記載の椅子。
【請求項５４】
　前記腰部支持手段は、前記背もたれの中心における１つの取り付け点において該背もた
れに取り付けられる、請求項５０に記載の椅子。
【請求項５５】
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　前記背もたれにある１つ以上の垂直方向のスロットであって、該１つ以上の垂直方向の
スロットは該背もたれの上部から下に延び、該１つ以上の垂直方向のスロットは２つ以上
の曲がる背もたれ延長部を規定し、該２つ以上の曲がる背もたれ延長部は互いに対して移
動することが可能である、１つ以上の垂直方向のスロットをさらに備えている、請求項４
７に記載の椅子。
【請求項５６】
　前記背もたれにある垂直方向のスロットであって、該垂直方向のスロットは該背もたれ
の上部から下に延び、該垂直方向のスロットは２つの曲がる背もたれ延長部を規定し、該
２つの曲がる背もたれ延長部は互いに対して移動することが可能である、垂直方向のスロ
ットをさらに備えている、請求項４７に記載の椅子。
【請求項５７】
　前記垂直方向のスロットは、拡張された垂直方向のスロットグリップによってさえぎら
れ、該拡張された垂直方向のスロットグリップはユーザの手に合うように適合された形状
を規定する、請求項５６に記載の椅子。
【請求項５８】
　前記脚の１つ以上は、重量が前記座部にかけられたとき該脚内において長手方向に圧縮
するスプリングを備えている、請求項４７に記載の椅子。
【請求項５９】
　前記座部は一片のシェルである、請求項４７に記載の椅子。
【請求項６０】
　前記座部は所定の圧力点の位置における圧力減少パターンにおいてタブ形成スロットを
さらに備えている、請求項４７に記載の椅子。
【請求項６１】
　前記圧力減少パターンはＨパターンである、請求項６０に記載の椅子。
【請求項６２】
　前記圧力減少パターンは細長いＨパターンである、請求項６０に記載の椅子。
【請求項６３】
　前記所定の圧力点の位置は、前記ユーザが正しく座っているとき該ユーザの座骨突起に
ある、請求項６２に記載の椅子。
【請求項６４】
　ａ．支持手段と、
　ｂ．該支持手段に取り付けられる座部と、
　ｃ．腰部領域および曲がり領域を有する背もたれであって、該腰部領域は該支持手段に
取り付けられ、該腰部領域は柔軟性があるように適合され、該曲がり領域は該腰部領域よ
り柔軟性があるように適合され、かつ該腰部領域は該曲がり領域より該座部に近位にある
、背もたれと
　を備えている、椅子。
【請求項６５】
　前記腰部領域および前記曲がり領域は同じ材料で構成され、該腰部領域は該曲がり領域
より厚い材料の層を有する、請求項６４に記載の椅子。
【請求項６６】
　前記腰部領域および前記曲がり領域は同じ材料で構成され、該腰部領域は該曲がり領域
より柔軟性を少なくするように補強される、請求項６４に記載の椅子。
【請求項６７】
　前記腰部領域および前記曲がり領域は実質的に異なる材料で構成され、該腰部領域は該
曲がり領域材料より柔軟性の少ない材料である、請求項６４に記載の椅子。
【請求項６８】
　前記スプリングは、
　ａ．足部と、
　ｂ．スプリングであって、該スプリングは近位端および遠位端を有し、該近位端は該足
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部に隣接している、スプリングと、
　ｃ．中央孔を有するキャップであって、該キャップは該スプリングの該遠位端に隣接し
ており、該キャップは前記椅子の脚の上に合うように適合される、キャップと、
　ｄ．該足部から該スプリングおよびキャップを介して延び、該椅子の脚の空洞の中にま
で延びるロッドであって、該ロッドは該椅子の脚に取り外し可能に取り付けられる、ロッ
ドと
　を備えている、請求項２２に記載の椅子。
【請求項６９】
　ａ．上部および下部を有する３つ以上の脚であって、該脚は複数の椅子を積み重ねるこ
とを可能にする形状である、脚と
　ｂ．前部および後部を有する座部であって、該座部は、該座部の該後部の両側にある２
点および該座部の前部のほぼ中心点において、該脚の該上部に取り付けられ、該座部は、
該座部の曲がりを可能にするために、所定の圧力点の位置において細長いＨパターンの少
なくとも２つのタブ形成スロットパターンおよび該座部の前部における少なくとも１つの
スロットを有する、座部と、
　ｃ．該脚の１つ以上に取り付けられ、該座部の上に延びる２つの腰部マウントと、
　ｄ．該２つの腰部マウントの間に取り付けられる腰部支持と、
　ｅ．重量が該座部にかけられたとき該脚内において長手方向に圧縮するスプリングを備
えている、該脚の１つ以上と、
　ｆ．該腰部支持に取り付けられる背もたれと
　を備えている、積み重ね可能な人間工学に基づく椅子。
【請求項７０】
　ａ．上部および下部を有する左側前脚と、
　ｂ．上部および下部を有する右側前脚と、
　ｃ．上部および下部を有する左側後脚と、
　ｄ．上部および下部を有する右側後脚と、
　ｅ．該左側前脚の該上部の近位端に取り付けられ、かつ該右側前脚の該上部の遠位端に
取り付けられる前横木と、
　ｆ．ユーザが正しく座っているとき該ユーザの座骨突起に細長いＨパターンのタブ形成
スロットを有する座部であって、該座部は前部および後部を有し、該座部は一片のシェル
であり、該座部の該前部は該前横木の正中点に取り付けられ、該座部の該後部は該左側後
脚の該上部および該右側後脚の該上部に取り付けられ、該座部は該座部の該前部に少なく
とも１つのスロットを有し、該座部の該前部は該前部から２つの曲がり座部延長部を規定
する該後部に向かって延び、該２つの曲がる背もたれ延長部は互いに対して移動すること
が可能である、座部と、
　ｇ．該左側後脚に取り付けられる左側腰部マウントであって、該左側腰部マウントは、
該座部の上に延びる、左側腰部マウントと、
　ｈ．該右側後脚に取り付けられる右側腰部マウントであって、該右側腰部マウントは、
該座部の上に延びる、右側腰部マウントと、
　ｉ．該左側腰部マウントおよび該右側腰部マウントに取り付けられる腰部支持手段と、
　ｊ．該腰部支持手段に取り付けられる背もたれであって、該背もたれは該座部に対して
実質的に垂直であり、該背もたれは、上部、下部、左側、および右側を有し、該背もたれ
は、該腰部支持手段より柔軟性がある、背もたれと、
　ｋ．該背もたれにある垂直方向のスロットであって、該垂直方向のスロットは該背もた
れの上部から下に延び、該垂直方向のスロットは２つの曲がる背もたれ延長部を規定し、
該２つの曲がる背もたれ延長部は互いに対して移動することが可能である、垂直方向のス
ロットと
　を備えている、積み重ね可能な人間工学に基づく椅子。
【請求項７１】
　前記スプリングは、
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　ａ．足部と、
　ｂ．スプリングであって、該スプリングは近位端および遠位端を有し、該近位端は該足
部に隣接している、スプリングと、
　ｃ．中央孔を有するキャップであって、該キャップは該スプリングの該遠位端に隣接し
ており、該キャップは前記椅子の脚の上に合うように適合される、キャップと、
　ｄ．該足部から該スプリングおよびキャップを介して延び、該椅子の脚の空洞の中にま
で延びるロッドであって、該ロッドは該椅子の脚に取り外し可能に取り付けられる、ロッ
ドと
　を備えている、請求項３８に記載の椅子。
【請求項７２】
　前記スプリングは、
　ａ．足部と、
　ｂ．スプリングであって、該スプリングは近位端および遠位端を有し、該近位端は該足
部に隣接している、スプリングと、
　ｃ．中央孔を有するキャップであって、該キャップは該スプリングの該遠位端に隣接し
ており、該キャップは前記椅子の脚の上に合うように適合される、キャップと、
　ｄ．該足部から該スプリングおよびキャップを介して延び、該椅子の脚の空洞の中にま
で延びるロッドであって、該ロッドは該椅子の脚に取り外し可能に取り付けられる、ロッ
ドと
　を備えている、請求項５８に記載の椅子。
【請求項７３】
　前記スプリングは、
　ａ．足部と、
　ｂ．スプリングであって、該スプリングは近位端および遠位端を有し、該近位端は該足
部に隣接している、スプリングと、
　ｃ．中央孔を有するキャップであって、該キャップは該スプリングの該遠位端に隣接し
ており、該キャップは前記椅子の脚の上に合うように適合される、キャップと、
　ｄ．該足部から該スプリングおよびキャップを介して延び、該椅子脚の空洞の中にまで
延びるロッドであって、該ロッドは該椅子の脚に取り外し可能に取り付けられる、ロッド
と
　を備えている、請求項６９に記載の椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、座った位置でのユーザを支持するデバイスに関し、より詳細には腰
部領域を支持し、かつユーザの重量をより均等に分散し、圧力点を減少させ、ユーザの快
適性レベルを増加させるデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　人間が使用する物、システムおよび環境の設計に科学情報を応用することは、椅子産業
（ｓｅａｔｉｎｇ　ｉｎｄｕｓｔｒｙ）における革命を起こす結果となった。一般的に、
科学情報の応用のコストは、より高価な種類の座席（例えば、経営幹部のオフィスチェア
）においてのみ経済的であった。より購入しやすいサイドチェア、臨時の椅子、および積
み重ね可能な椅子は、ユーザの快適性より、購入し易さおよび保管の容易さを求めて設計
された。
【０００３】
　これらの設計の優先度は、快適でない椅子の設計に導いた。例えば、椅子は、積み重ね
に適合させるために座部の中央に大きな開口部を有するように製造される。Ｓｃｈｕｌｔ
ｚへの特許文献１は、座部の中央に大きな開口部を有し、その大きな開口部の中に座部の
柱脚を滑り込ませることによって多数の椅子を積み重ねることを可能にする積み重ね可能



(10) JP 2009-531082 A 2009.9.3

10

20

30

40

50

な椅子を開示する。特許文献１はまた、通常の使用に伴う曲がり変形またはねじれ変形に
抵抗する堅い座部を用いることを開示する。大きな開口部および堅い座部は、椅子を快適
でなくする。他の座部は適切な腰部支持を提供しない。Ｃａｒｕｓｏへの特許文献２は、
実質的に「Ｌ」形状の一体化した座部および背もたれを有する積み重ね椅子を開示する。
ユーザがもたれると、背もたれおよび座部は平らになり、ユーザを座部上の前方にスライ
ドさせる。さらに、背もたれは座部の基部接続において旋回するので、ユーザの腰部は支
持されない。別の特許すなわち、Ｗａｎｇへの特許文献３は、調整可能な傾きを有する椅
子を開示する。特許文献３は、座部の下のある点で旋回し、従ってユーザに対して適切な
腰部支持を提供し得ない背もたれを開示する。
【０００４】
　人体の動作についてより多く知られるに従いかつ技術上の進歩により、より購入し易く
、臨時の、積み重ね可能な椅子に対する設計優先度は、今やユーザの快適性を含む。本発
明は、ユーザの快適性が設計優先事項である人間工学に基づく椅子を提供することによっ
て、関連技術に関係するすべての問題を解決する。
【特許文献１】米国特許第２，９６７，５６５号明細書
【特許文献２】米国特許第５，１２３，７０２号明細書
【特許文献３】米国特許第５，８６８，４６８号明細書
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　（発明の開示）
　本椅子の実施形態は、支持手段と支持手段に取り付けられる座部とを備えている。好ま
しくは、座部は、一片のシェルで、所定の圧力点の位置における圧力減少パターンにおい
てタブ形成スロットを有する。所定の圧力点の位置は、ユーザが正しく座っているときユ
ーザの座骨突起（ｉｓｃｈｉａｌ　ｐｒｏｔｕｂｅｒｏｓｉｔｙ）（すなわち、座骨（ｓ
ｉｔｔｉｎｇ　ｂｏｎｅ）にあり得、圧力減少パターンはＨパターン、細長いＨパターン
、または任意の他のタブ形成パターンであり得る。
【０００６】
　本発明の別の局面において、椅子は、左側前脚と、右側前脚と、座部に取り付けられる
左側後脚と、座部に取り付けられる右側後脚と、前脚の間に取り付けられる前横木とを備
えている。好ましくは、座部の前部は、前横木の正中点（ｍｅｓｉａｌ　ｐｏｉｎｔ）に
取り付けられる。好ましい実施形態において、座部は、２つの曲がる座部延長部を規定す
るための座部の前部に少なくとも１つのスロットを有する。２つの曲がる座部延長部は、
好ましくは、互いに対して移動することが可能である。代替の実施形態において、座部の
前部にあるスロットは、「Ｖ」形状である。本発明のさらなる局面はまた、座部の上に延
び左側後脚に取り付けられる左側腰部マウントと、座部の上に延び右側後脚に取り付けら
れる右側腰部マウントと、左側腰部マウントおよび右側腰部マウントに取り付けられる腰
部支持手段と、腰部支持手段に取り付けられる背もたれとを備え得る。腰部支持手段は、
好ましくは、弾性材料（例えば、エラストマー、布地、または類似のもの）の帯を備える
が、代替的には、一対のコネクタ（例えば、弾性材料のフラップまたはボールジョイント
）を備え得る。特に、代替の実施形態は、左側腰部マウントに取り付けられ背もたれの左
側に旋回するように取り付けられる左側コネクタと、右側腰部マウントに取り付けられ背
もたれの右側に旋回するように取り付けられる右側コネクタとを備えている。別の局面に
おいて、椅子の背もたれは、背もたれの上部から下に延びる１つ以上の垂直方向のスロッ
トを有し得る。垂直方向のスロットは、２つ以上の曲がる背もたれ延長部を規定するよう
に動作し、該２つ以上の曲がる背もたれ延長部は互いに対して移動し得る。背もたれにあ
る複数の垂直方向のスロットの代わりに、背もたれは、背もたれの上部から下に延びる単
一の垂直方向のスロットを有し得る。単一の垂直方向のスロットは、２つの曲がる背もた
れ延長部を規定し、該２つの曲がる背もたれ延長部は互いに対して移動し得る。この実施
形態はまた、ユーザの手に合うように適合された拡張された垂直方向のスロット椅子グリ
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ップを含み得る。
【０００７】
　椅子の代替の実施形態は、支持手段と、支持手段に取り付けられる座部と、座部の上に
延び支持手段に取り付けられる左側腰部マウントと、座部の上に延び支持手段に取り付け
られる右側腰部マウントと、左側腰部マウントおよび右側腰部マウントに取り付けられる
腰部支持手段と、腰部支持手段に取り付けられる背もたれとを備えている。腰部支持手段
は、左側腰部マウントに取り付けられ背もたれの左側に旋回するように取り付けられる左
側コネクタと、右側腰部マウントに取り付けられ背もたれの右側に旋回するように取り付
けられる右側コネクタとを備え得る。あるいは、腰部支持手段は、弾性材料の帯または類
似のものであり得る。実施形態はまた、背もたれの上部から下に延びる１つ以上の垂直方
向のスロットを備え得る。好ましくは、１つ以上の垂直方向のスロットは２つ以上の曲が
る背もたれ延長部を規定し、該２つ以上の曲がる背もたれ延長部は互いに対して移動する
ことが可能である。背もたれにある複数の垂直方向のスロットの代わりに、背もたれは、
背もたれの上部から下に延びる単一の垂直方向のスロットを有し得る。単一の垂直方向の
スロットは、２つの曲がる背もたれ延長部を規定し、該２つの曲がる背もたれ延長部は互
いに対して移動し得る。この実施形態はまた、ユーザの手に合うように適合された拡張さ
れた垂直方向のスロット椅子グリップを含み得、該椅子グリップは椅子を持ち上げるため
のハンドルとして用いられ得る。本発明の別の実施形態において、支持手段は、左側前脚
と、右側前脚と、座部に取り付けられる左側後脚と、座部に取り付けられる右側後脚と、
前脚および座部に取り付けられる前横木とを備える。好ましくは、座部は、前横木の正中
点に取り付けられ、２つの曲がる座部延長部を規定するための、座部の前部に少なくとも
１つのスロットを有し、該２つの曲がる座部延長部は互いに対して移動することが可能で
ある。代替の実施形態において、座部の前部にあるスロットは「Ｖ」形状である。
【０００８】
　本発明のこの実施形態の別の局面において、座部は所定の圧力点の位置における圧力減
少パターンにおいてタブ形成スロットを備えている。所定の圧力点の位置は、ユーザが正
しく座っているときユーザの座骨突起にあることが好ましい。圧力減少パターンはＨパタ
ーンまたは細長いＨパターンであることも好ましい。
【０００９】
　本発明の代替の実施形態は、支持手段と、支持手段に取り付けられる座部と、腰部領域
および曲がり領域を有する背もたれと備えている。好ましくは、腰部領域は柔軟性があり
かつ支持手段に取り付けられ、曲がり領域は該腰部領域より柔軟性がある。一実施形態に
おいて、腰部領域および曲がり領域は同じ材料で構成され得、腰部領域は、腰部領域の柔
軟性をより少なくするために、曲がり領域より厚い材料の層を有する。さらなる実施形態
において、腰部領域および曲がり領域は同じ材料で構成され、腰部領域はより柔軟性を少
なくするために補強される。さらにさらなる実施形態において、腰部領域および曲がり領
域は実質的に異なる材料で構成され、腰部領域は曲がり領域材料より柔軟性の少ない材料
である。
【００１０】
　本発明はまた、一体化した座部および背もたれによって構成され得る。この実施形態に
おいて、本発明は、支持手段および実質的にＬ形状の座部部分および背もたれ部分を有す
る一体化したシェルを備えている。好ましくは、座部部分は支持手段に取り付けられる。
背もたれ部分は、曲がり領域が腰部領域より柔軟性がある、腰部領域および曲がり領域を
有する。
【００１１】
　本発明の別の局面は、椅子脚の下部の１つ以上に接続されるスプリングを備えている。
好ましい実施形態において、椅子は、３つ以上の脚であって、脚の各々は上部および下部
を有する脚を有する支持手段と、脚の１つ以上の下部に取り付けられるスプリングと、支
持手段に取り付けられる座部とを備えている。
【００１２】
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　支持手段が、追加の同一の椅子の上ではめこみ式に受けられるように適合され、スペー
ス節約の椅子の積み重ねを形成する支持手段を有することは本発明のさらにさらなる局面
である。
【００１３】
　積み重ね可能な椅子のさらなる代替の実施形態は、上部および下部を有する３つ以上の
脚と、１つ以上の脚の下部に取り付けられるスプリングと、座部の後部の両側にある２点
および座部の前部のほぼ中心点において、脚の上部に取り付けられる座部と、脚の１つ以
上に取り付けられ、座部の上に延びる２つの腰部マウントと、２つの腰部マウントの間に
取り付けられる２つの腰部支持と、腰部支持に取り付けられる背もたれとを備えている。
好ましくは、座部は、座部の曲がりを可能にするために、所定の圧力点の位置において細
長いＨパターンの少なくとも２つのスロットおよび座部の前部における少なくとも１つの
スロットを有する。
【００１４】
　積み重ね可能な椅子のさらにさらなる代替の実施形態は、左側前脚と、右側前脚と、左
側後脚と、右側後脚と、一方の前脚の近位端に取り付けられ、かつ他方の前脚の遠位端に
取り付けられる前横木と、ユーザが正しく座っているときユーザの座骨突起にある細長い
Ｈパターンのタブ形成スロットを有する座部と、座部の上に延び、左側後脚に取り付けら
れる左側腰部マウントと、座部の上に延び、右側後脚に取り付けられる右側腰部マウント
と、左側腰部マウントおよび右側腰部マウントに取り付けられる弾性材料の帯と、腰部支
持手段に取り付けられる背もたれと、背もたれの上部から下に延び、２つの曲がる背もた
れ延長部を規定する垂直方向のスロットであって、該２つの曲がる背もたれ延長部は互い
に対して移動することが可能である、垂直方向のスロットとを備えている。好ましい実施
形態において、座部の前部は前横木の正中点に取り付けられ、座部の後部は後脚に取り付
けられる。座部は、座部の前部から座部の後部に向かって延び、２つの曲がる座部延長部
を規定する少なくとも１つのスロットを有することも好ましい。
【００１５】
　本発明を例示する目的のために、現在好ましい形態が図面において示される。しかしな
がら、本発明が示される正確な配置および手段に限定されないことは理解される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　（発明を実施するための最良の形態）
　本発明は、ここで添付の図面を参照してより十分に以下に記述され、該添付の図面にお
いて本発明の好ましい実施形態が示される。しかしながら、この発明は、多くの種々の形
態で実施され得、本明細書に述べられる実施形態に限定されるように解釈されるべきでは
ない。むしろ、これらの実施形態は、この開示が完全かつ全部であり、当業者に本発明の
範囲を十分に伝えるように提供される。同様な数字は、最初から最後まで同様な要素を表
す。
【００１７】
　本発明は、椅子であり、該椅子はその設計が平易であることを維持しながら、向上した
快適性を提供する。本発明の積み重ね可能な椅子の実施形態は、椅子が臨時に使用される
場合、特に有用である。
【００１８】
　図１～図８を参照すると、本発明の実施形態が詳細に記述される。最初に、図１～図３
を参照すると、脚１、２、３、４および座部６を有する椅子が示される。右横木１４は、
脚１、２を接続し、左横木１２は、脚３、４を接続する。後部横木１０は、一方の端部に
おいて右横木１４の後部分に接続され、他方の端部において左横木１２の後部分に接続さ
れる。前横木８は、一方の端部において右横木１４の前部分に接続され、他方の端部にお
いて左横木１２の前部分に接続される。好ましくは、脚１、２、３、４および横木８、１
０、１２、１４は、管状の棒である。しかしながら、脚および横木の断面は、様々な中空
でない（ｓｏｌｉｄ）形状または空洞の形状であり得る。脚は実質的に垂直であり、横木
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は実質的に水平である。接続点は溶接された継ぎ目であることも好ましい。これらの接続
点は、機械的留め具、糊またはその他の類似のものなどの他の手段によって成し遂げられ
得る。横木８、１０、１２、１４および脚１、２、３、４は、座部６のための実質的に長
方形のフレーム支持手段を提供する。横木８、１０、１２、１４は、設計の特定の実施形
態においてすべてオプションであり、それぞれの脚を座部６に取り付けることによって取
り除かれ得る。一部の実施形態における支持手段は、３つ以上の脚、単一の柱脚、壁マウ
ント、横断棒マウントまたは類似のものであり得る。前横木８が必要とされる唯一の実施
形態は、座部６が前横木８の正中点に取り付けられる場合である。この好ましい実施形態
において、座部６は、留め具１６によって前横木８の正中点に取り付けられる。座部６の
後部は、後脚１、４に直接に、または、好ましくは、留め具１８、２０によって後横木１
０に取り付けられ得る。留め具１６、１８、２０は、ねじ、グロメット、または類似のも
のなどの機械的留め具、および当該分野において公知の他の留める手段を含む任意の種類
の留め具であり得る。座部６は、好ましくは、柔軟性があるプラスチックから作られ、下
方に傾斜する前部分および上方に傾斜する後部分を有する皿形に成形される。柔軟性があ
るプラスチック座部は、ＴＰＲなどの射出成形プラスチックまたは当該産業において公知
の他の材料であり得る。好ましい実施形態において、脚３および左横木１２は、実質的に
「Ｌ」構成に形成される単一の一体化部品である。同様に、好ましい実施形態において、
鏡像の（ｍｉｒｒｏｒ　ｉｍａｇｅ）脚２および右横木１４は、実質的に「Ｌ」構成に形
成される単一の一体化部品である。代替の実施形態において、左横木１２および右横木１
４は、オプションであり、左側前脚３および右側前脚４は、座部に直接に取り付けられる
か、または前横木８に取り付けられ得、該前横木は座部６に取り付けられる。後脚１、４
が、横木１２、１４接続点の上、および座部６の上に延び、腰部マウント２４、２６を形
成することも好ましい。あるいは、腰部マウント２４、２６は、後脚１、４、後横木１０
、または座部６に取り付けられる別個の部材であり得る。別の実施形態において、当該分
野で周知である肘掛が、腰部マウント２４、２６または椅子の任意の他の部分に取り付け
られ得る。
【００１９】
　腰部マウント２４、２６は、背もたれ２２のための支持点を作る。ここで図３を参照す
ると、腰部支持３２が腰部マウント２４および腰部マウント２６に取り付けられる。腰部
支持３２は、当該産業において公知の任意の手段によって腰部マウント２４、２６に取り
付けられ得る。好ましくは、腰部支持３２は、腰部支持３２の端部２８、３０においてス
リーブを形成し、スリーブ２８、３０の中に腰部マウント２４、２６を挿入することによ
って、腰部マウント２４、２６に取り付けられる。腰部マウント２４、２６を囲むスリー
ブ２８、３０は、腰部マウント２４、２６に対して上下にスライドされ、背もたれ２２の
高さを調整し得、またはスリーブ２８、３０は適切な位置に固定され得る。腰部支持３２
は、好ましくは弾性材料から作られ、背もたれ２２に対して曲がりを働かせ、使用されて
いないとき直立位置すなわちもたれかけていない位置（ｕｎｒｅｃｌｉｎｅｄ　ｐｏｓｉ
ｔｉｏｎ）に背もたれを置く。背もたれ２２は、機械的な留め具、糊または類似のものに
よって腰部支持３２に取り付けられる。背もたれ２２は、好ましくは、柔軟性のあるプラ
スチックから作られ、人間工学的形状に成形され、該人間工学的形状は、ユーザの腰部位
（すなわち、胸椎と仙骨との間の部位）に対する支持を提供する。柔軟性のあるプラスチ
ックの座部は、ＴＰＲまたは当該産業において公知の他の材料などの射出成形プラスチッ
クであり得る。
【００２０】
　動作時、使用者は、背もたれ２２の上部に後方への圧力を加えることによって、もたれ
かけ得る。ユーザが圧力を加えると、その圧力は、腰部支持３２に対するトルク力として
働く。腰部支持３２は、ねじれ、背もたれが傾くことを可能にする。背もたれの旋回点は
、使用者の腰部領域であるので、背もたれの上部が後方に動くと、背もたれ２２の下部は
前方に動き、椅子は十分にもたれた状態でも使用者の腰部領域を支持し続ける。
【００２１】
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　図４～図７に示される代替の実施形態において、背もたれは、弾性のある別個の部品、
または腰部マウントを背もたれ２２の腰部領域に旋回するように接続する他の周知の機械
的手段（例えば、ボールジョイント）を用いて、腰部マウント２４、２６に取り付けられ
る。この実施形態において、腰部支持３２は使用されない。背もたれに腰部マウント２４
、２６を接続する手段は、好ましくは、背もたれ２２に対して曲がりを働かせ、使用され
ていないとき直立位置すなわちもたれかけていない位置に背もたれを置く。特に、図４に
関して、腰部マウント２４、２６にそれぞれ取り付けられるスリーブ２５、２７を備えて
いるコネクタならびにスリーブ２５、２７および背もたれ２２に取り付けられる弾性フラ
ップ２９、３１は、旋回する接続として動作する。
【００２２】
　動作時、使用者は、背もたれ２２の上部に後方への圧力を加えることによって、もたれ
得る。ユーザが圧力を加えると、その圧力は、腰部マウント（すなわち、弾性フラップ２
９、３１）を接続する手段に対するトルク力として働く。腰部マウントを接続する手段は
、ねじれ、背もたれがもたれることを可能にする。背もたれの旋回点は、使用者の腰部位
であるので、背もたれ２２の上部が後方に動き、旋回点より下の背もたれの部分は前方方
向に動く。背もたれ２２の旋回は、十分にもたれかけられた状態でも、結果的に使用者の
腰部位を支持する背もたれ２２となる。
【００２３】
　図５を参照すると、背もたれコネクタが、腰部マウント２４、２６にそれぞれ取り付け
られるスリーブ３５、３７および、背もたれ２２に接続される背もたれマウント４３、４
５を備えている代替の実施形態が示される。複数の弾性ストリップ３９、４１またはスプ
リングは、スリーブ３５、３７と背もたれマウント４３、４５との間にそれぞれ接続され
る。背もたれマウント４３、４５は、好ましくは、腰部領域の長さの長方形の部材であり
、背もたれ２２に取り付けられ、複数の弾性ストリップ３９、４１またはスプリングを受
けるように適合される。動作は、図４の実施形態の動作に類似する。あるいは、この実施
形態は、図６に示されるように、単一の背もたれを有し得る。特に、複数の弾性ストリッ
プ３９、４１は、スリーブ３５、３７と背もたれマウント４７との間に接続される。
【００２４】
　図７に例示される別の代替の実施形態において、ボールジョイントが、背もたれ２２お
よび腰部マウント２４、２６を旋回するように取り付けるために用いられる。ボールジョ
イントの拡大図が図７に示される。示されていない側面は、示されている側面の鏡像であ
ることは理解されるべきである。特に、第１のボールジョイントマウント４９は、腰部マ
ウント２４に取り付けられる。好ましくは、第１のボールジョイントマウント４９は、腰
部マウント２４の上を滑る一体化したスリーブを有する。第１のボールベアリング５３は
、第１のボールジョイントマウント４９に回転可能に取り付けられる。第１のボールジョ
イント部材５１は、背もたれ２２に固定して取り付けられ、第１のボールベアリング５３
に回転可能に取り付けられる。ボールジョイント構造は、例示的目的のためのみであり、
腰部マウントに背もたれを旋回するように接続するための任意の機械的な結合手段が用い
られ得ることは理解されるべきである。好ましい実施形態において、ボールジョイントは
、使用されていないとき、直立位置すなわちもたれていない位置に背もたれを配置するよ
うに片寄るスプリングを含む。
【００２５】
　別の代替の実施形態は、背もたれの上部分に位置する曲がり領域を有し、背もたれの下
部分に腰部領域を有する背もたれを備えている。曲がり領域は、腰部領域より柔軟性があ
る。領域の柔軟性の差は、いくつかの方法において達成され得る。具体的には柔軟性の差
は、（１）曲がり領域および腰部領域を同じ材料から作るが、曲がり領域は腰部領域より
も薄い層の材料であることによってより柔軟性にすることによって、（２）曲がり領域お
よび腰部領域は同じ材料から作られ得るが、腰部領域は別の材料（例えば、金属）または
追加の構造（例えば、脊柱、支柱、または腕木）を用いて補強することによって柔軟性を
小さくされることによって、または（３）腰部領域は、曲がり領域より柔軟性の小さい材
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料から作られることによって達成され得る。しかしながら、背もたれは、異なる柔軟性の
２つの領域に作られ得、次いで、腰部マウントに直接にまたは他の実施形態のうちの１つ
に記述される方法のいずれかで取り付けられる。
【００２６】
　動作時、使用者は、背もたれ２２の曲がり領域（上部）に後方への圧力を加えることに
よって、もたれかけ得る。曲がり領域は、後方に逸れ、同時に腰部領域は後方に逸れる。
但し、領域の相対的柔軟性のために、腰部領域は、曲がり領域より逸れが少ない。背もた
れの旋回点は使用者の腰部領域であるので、椅子は、十分にもたれかけられた状態でも、
使用者の腰部位を支持し続ける。
【００２７】
　背もたれ２２を傾け、腰部支持を維持する能力は、椅子の快適性を大幅に増加させる。
ユーザの快適性は、椅子のより大きい面積にわたって使用者の重量を分散させることによ
って、さらに増加される。この圧力の再分散すなわち均等化は、高圧力の点が典型的に生
じる場所において、座部および背もたれが曲がるように設計することによって達成される
。
【００２８】
　座部６および背もたれ２２は、１つ以上の種類の圧力減少スロットを含めることによっ
て、より柔軟にされ得る。スロットは、切り口であり、該切り口は材料を完全に貫いてい
る。圧力減少スロットは、座部の前部にあり、座部の中心に近いところに位置する。前座
部スロット３４は、座部の前部から座部の後部に向かって約４インチ延び、前座部延長部
３６、３８を形成する。スロットは、４インチより長い場合もありまたは短い場合もあり
、特定の寸法は例示的な目的のみのために提供された。前座部延長部３６、３８は、ユー
ザが足で下方に力を加えたとき、互いに無関係に下方に逸れることが可能である。これが
可能であるのは、座部６の前部が留め具１６によって前横木８の単一の正中点おいて接続
され、前座部延長部３６、３８が前横木８を超えて延長しているからである。それによっ
て、取り付けられていない前座部延長部３６、３８が動くことを可能にする。動作時、使
用者の足は、前座部延長部３６、３８によって支持されるが、使用者の足の圧力が前座部
延長部３６、３８を曲げるのに必要な圧力の量を超えたとき、下方に逸れるかまたはねじ
れる。従って座部は、使用者の圧力が不快になる前のある点において曲がるように構成さ
れる。
【００２９】
　座部はまた、ユーザの座骨突起、すなわち一般的にユーザの座骨帯に圧力減少スロット
を有する。座ったときに最大の圧力を受けるのはこれらの座骨である。図２に示されるよ
うに、座骨のためのスロットは、好ましくは、座部６において細長い「Ｈ」パターンで形
成される。細長い「Ｈ」パターンスロット４０、４２は、図２において互いに鏡像である
。座部６はまた、細長い「Ｈ」パターンスロットの代わりに、「Ｈ」パターンスロットを
有し得る。細長い「Ｈ」パターンスロットおよび「Ｈ」パターンスロットは、シートにお
いてタブを形成する。細長い「Ｈ」パターンスロット４０、４２は、好ましくは、一方向
に１本の線、およびその１本の線に実質的に直角であり交差する２本の線を備えている。
該１本の線は、実質的に座部の前部から後部にわたるかまたは実質的に座部の側面から側
面にわたり得る。細長い「Ｈ」パターンにおける差のうちの１つは、細長い「Ｈ」パター
ンの１本の線が２本の直角の線との交点を超えて延び、「Ｈ」パターンの１本の線が直角
の線との交点において終わることである。さらに、細長い「Ｈ」パターンは、２つの側面
において座部から分離される実質的に長方形のタブ（２側面のタブ１０４、１０６、１０
８、１１０）および３つの側面において座部から分離される実質的に長方形のタブ（３側
面のタブ１００、１０２）を形成するスロットを有する。３側面のタブ１００、１０２は
、２側面のタブ１０４、１０６、１０８、１１０よりも少ない圧力を受けて曲がる。「Ｈ
」パターンは、３側面のタブ１００、１０２のみを有する。柔軟性のあるタブを形成する
任意のスロットパターンが用いられ得ることは理解されるべきである。
【００３０】
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　椅子はまた、背もたれに圧力減少スロットを有し得る。背もたれスロット４４は、背も
たれ２２の上部から背もたれの下部に向かって延びる。背もたれスロット４４は、背もた
れの上半分４６、４８が互いに無関係に曲がることを可能にする。例えば、ユーザが右に
向くと、ユーザの右肩は、背もたれ延長部４６に対して後方への力をかけ、該背もたれ延
長部を後方向に曲げ、一方背もたれ延長部４８は、適切な位置のままであり、使用者の背
中の左側を支持し続ける。好ましくは、背もたれスロット４４は、約８インチの長さであ
る。正しい背もたれ４４は、所望の柔軟性により８インチより長いかまたは短い場合があ
る。オプションで、背もたれスロット４４は、約２インチに対して約５インチに広げ、次
いで再びスロットの幅に狭めることによって、背もたれスロットの中点に椅子取っ手を形
成する。５インチ×２インチの長方形の切り取りすなわち椅子取っ手は、人間の手を受け
入れるのに十分大きく、椅子を運びおよび持ち上げるためのハンドルとして働く。
【００３１】
　本発明の別の局面は、クッションのない椅子を設計するときしばしば無視される１つで
ある。ユーザが立ち位置から座り位置に移動すると、ユーザの体が座部に接触するとき、
下方へ継続するある運動量を起こす。クッションのある椅子において、モーメント力は、
クッションを圧縮することによってユーザをゆっくり減速させることによって、消散され
る。しかしながら、クッションのない椅子は、ユーザをゆっくり減速させ得ず、その結果
、ユーザは座部に衝突する。この衝突は、ユーザを不快にさせ、極端な場合には、ユーザ
を傷つけ得る。図８に例示される実施形態は、ユーザに対する衝撃を減少させるためのス
プリング機構を用いる。本質的に、スプリング機構は、ちょうどクッションのある座部の
ようにスプリングを圧縮することによってユーザをゆっくり減速させるように働く。脚の
１つ以上は、脚と床との間に置かれたスプリング機構を有し得る。特に、スプリング機構
は、ロッド５６に取り付けられる足部５０を備えている。ロッド５６は、部分的に椅子の
脚の空洞の中に含まれ、部分的に脚の空洞の外にある。図８は、スプリング機構の構造を
示す目的のために脚の空洞から取り外されたスプリング機構を示す。動作時、キャップ５
４から上のスプリング機構全体は、脚の空洞の中に含まれる。キャップ５４は、脚の下部
に隣接して合う。キャップ５４は開口部を有し、該開口部を通ってロッド５６はスライド
し得る。スプリングは、足部５０とキャップ５４との間のロッド５６を囲む。好ましくは
、スペーサ５８、６０は、ロッドが脚の空洞内を滑らかにスライドするように助ける。ね
じ６２は、ねじ孔６３を通って脚にスプリング機構を固定する。好ましくは、スプリング
機構は、後脚１、４に取り付けられる。
【００３２】
　動作時、座部が使用されていないとき、スプリング５２は、十分に延び、最小限の量の
ロッド５６が脚空洞の中に含まれる。この未使用の状態において椅子は持ち上げられる。
座部が使用されているとき、使用者の重量は、スプリング５２を圧縮させ、脚内において
ロッド５６をさらに押し上げる。座部は、使用者によって加えられる下方への力がスプリ
ングによって加えられる上方への力と等しくなるまで、下方向に移動する。
【００３３】
　人間工学に基づく椅子の好ましい実施形態の動作が、ここで記述される。座るユーザは
、最初に、後脚スプリング５０、５２が圧縮されると座部が下方に移動することを感じる
。この下方への移動は、座る行為による使用者に対する最初の衝撃圧力の一部を軽減する
。使用者が座部に落ち着くと、３側面のタブ１００、１０２は下方向に曲がり、２側面の
タブ１０４、１０６、１０８、１１０は、３側面のタブ１００、１０２より少ない程度で
下方向に曲がる。これらのタブの曲がりは、使用者の座骨突起の外側にある座部の部分に
よってより大きな程度で使用者の重量が支持されるようにする。この再分散は、使用者に
対する力の均等化という結果となり、このことが使用者の快適性を増加させる。使用者に
対する圧力のさらなる均等化は、前座部スロットに起因し、該前座部スロットは、座部６
の前座部延長部３６、３８が下方向に移動することを可能にする。前座部延長部３６、３
８が下方に曲がると、座部の他の部分は、前座部延長部３６、３８がさらに逸れないよう
に使用者に対する力が十分に再分散されるまで、より大きな程度まで使用者を支持し始め
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【００３４】
　当業者によって容易に想像されるように、本明細書において記述される様々な機構は、
取り付けられたデバイスの容易な位置調整を可能にする機能的で魅力的な支持機構の提供
と組合せて、特に有用である。従って、本明細書に記述される多数の機構のすべての組合
せは、本発明によって包含される。
【００３５】
　優先的には、別に指示されない限り、本発明の様々な構成要素は、一般に、アルミニウ
ムなどの頑丈で軽量な材料から構成される。他の金属またはプラスチックなどの種々様々
な材料もまた、用いられ得る。
【００３６】
　本明細書に述べられる本発明の多くの修正および他の実施形態は、前述の説明および関
係する図面において提示される教示の利益を有する、本発明の当該分野における当業者に
思いつく。従って、本発明は開示された特定の実施形態に限定されないことならびに修正
および他の実施形態は添付の特許請求の範囲の範囲内に含まれることは理解されるべきで
ある。本明細書に特定の用語が用いられるが、それらは一般的かつ説明的な意味でのみ用
いられ、限定する目的ではない。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】図１は、人間工学に基づく椅子の一実施形態の正面斜視図を示す図である。
【図２】図２は、人間工学に基づく椅子の一実施形態の底面図を示す図である。
【図３】図３は、人間工学に基づく椅子の一実施形態の背面斜視図を示す図である。
【図４】図４は、人間工学に基づく椅子の代替の実施形態の背面斜視図を示す図である。
【図５】図５は、人間工学に基づく椅子の代替の実施形態の背面斜視図を示す図である。
【図６】図６は、人間工学に基づく椅子の代替の実施形態の背面斜視図を示す図である。
【図７】図７は、人間工学に基づく椅子の代替の実施形態の部分背面斜視図を示す図であ
る。
【図８】図８は、人間工学に基づく椅子のスプリング機構および脚を示す図である。
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