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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　座席部分と、背もたれクッション（１３）を支持する支持構造体（１１）を有する背も
たれ（１）とを有する航空機の乗客用座席であって、前記支持構造体の後部に、該後部の
表面へ折り畳むことができかつ使用位置へ展開することができるトレイテーブル（３）と
、物品を保持するためのポケット状の収容部（１５）とが設けられる、航空機の乗客用座
席において、
　前記乗客用座席が、前記支持構造体（１１）に形成された凹部である中空部を備え、
　前記中空部が、前記折り畳まれたトレイテーブル（３）と前記背もたれクッション（１
３）との間に少なくとも部分的に広がっており、
　前記収容部（１５）が、前記中空部によって形成され、
　前記収容部（１５）の主開口部を形成するために、前記中空部が、前記後部に向かって
開いており、
　前記トレイテーブル（３）が折り畳まれた位置にあるとき、物品を前記中空部に収容す
ることが可能であることを特徴とする、航空機の乗客用座席。
【請求項２】
　前記中空部が、前記支持構造体（１１）の上縁（１１ａ）の領域から前記支持構造体（
１１）の構造体要素（２１）へ広がり、該構造体要素が、前記収容部（１５）の底部（１
９）を形成し、かつ前記折り畳まれたトレイテーブル（３）の表面領域の範囲内に位置す
ることを特徴とする、請求項１に記載の航空機の乗客用座席。
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【請求項３】
　前記支持構造体（１１）の前記上縁に隣接する領域に前記収容部（１５）の主開口部を
形成するための前記中空部が、前記後部に向かって開いていることを特徴とする、請求項
２に記載の航空機の乗客用座席。
【請求項４】
　前記収容部（１５）の前記底部（１９）を形成する前記構造体要素（２１）の上方の前
記背もたれ（１）の前記支持構造体（１１）が、前記支持構造体（１１）の２つの側縁の
間を通過するプレート（２３）を有し、該プレートが前記収容部（１５）の後壁を形成し
、前記トレイテーブル（３）を該プレートの表面へ折り畳むことができることを特徴とす
る、請求項２又は３に記載の航空機の乗客用座席。
【請求項５】
　前記支持構造体（１１）の前記上縁（１１ａ）が、表示スクリーン（３１）を前記支持
構造体（１１）内に一体化できるように、前記トレイテーブル（３）の方向へある高さだ
け移動されることを特徴とする、請求項２又は３に記載の航空機の乗客用座席。
【請求項６】
　前記収容部（１５）の前記後壁を形成する前記プレート（２３）が、前記トレイテーブ
ル（３）を前記折り畳まれた位置に固定するためのラッチ手段（７）を有することを特徴
とする、請求項４又は５に記載の航空機の乗客用座席。
【請求項７】
　前記収容部（１５）の前記底部（１９）を形成する前記構造体要素（２１）と、前記収
容部（１５）の後壁を形成する前記プレート（２３）との間に、前記収容部（１５）の溝
状の底部側開口部（２５）が形成されることを特徴とする、請求項４又は５に記載の航空
機の乗客用座席。
【請求項８】
　前記収容部（１５）の前記底部（１９）を形成する前記構造体要素（２１）が、前記収
容部（１５）の前記底部側開口部（２５）に隣接する前記構造体要素の縁部に、前記底部
側開口部（２５）の内側幅の中へ突出するリップ部（２７）を有することを特徴とする、
請求項７に記載の航空機の乗客用座席。
【請求項９】
　前記ラッチ手段（７）は動くことができるように取付けられていることを特徴とする、
請求項６に記載の航空機の乗客用座席。
【請求項１０】
　前記ラッチ手段（７）は前記トレイテーブル（３）を保持するメカニズムを提供するこ
とを特徴とする、請求項９に記載の航空機の乗客用座席。
【請求項１１】
　前記トレイテーブル（３）のラッチ位置において、前記ラッチ手段（７）が折り畳まれ
た前記トレイテーブル（３）の上縁を保持することを特徴とする、請求項９に記載の航空
機の乗客用座席。
【請求項１２】
　前記収容部（１５）は、前記背もたれ（１）の前記支持構造体（１１）と一体になった
要素であることを特徴とする、請求項１から１１のいずれか１項に記載の航空機の乗客用
座席。
【請求項１３】
　前記収容部（１５）は、背もたれの剛性を持つセグメント部分を有するハードなボック
スの形式になっていることを特徴とする、請求項１から１２のいずれか１項に記載の航空
機の乗客用座席。
【請求項１４】
　前記ハードなボックスは、前記背もたれ（１）の区画に形成されていることを特徴とす
る、請求項１３に記載の航空機の乗客用座席。
【請求項１５】
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　前記支持構造体（１１）は、逆Ｕ字形になっていることを特徴とする、請求項１から１
４のいずれか１項に記載の航空機の乗客用座席。
【請求項１６】
　航空機の乗客用座席が３列になっていることを特徴とする、請求項１から１５のいずれ
か１項に記載の航空機の乗客用座席。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、座席部分のような座席構成要素と、背もたれクッションを支持する支持構造
体を有する背もたれとを有する航空機の乗客用座席であって、この支持構造体の後部に、
後部の表面へ折り畳むことができかつ使用位置へ展開することができるトレイテーブルと
、用具、特に印刷物及び旅行用具を保持するためのポケット状の収容部とが設けられる、
航空機の乗客用座席に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の航空機の乗客用座席は、従来の旅客機に、特に定期航空路線又はチャーター航
空輸送に広く使用されている。周知のように、商業用航空輸送では、経済的理由のため、
優先的な目的は、所定の使用可能な空間内に可能な限り多数の乗客用座席を設けることに
よって、内部キャビン空間を可能な限り最善に使用することである。しかし、同時に、各
々の乗客が、いわゆる「居住空間」として、着座及び／又は旅行快適さに関して十分な利
用可能なキャビン空間を有することが保証されなければならない。公知の乗客用座席は、
エコノミークラスの航空輸送に特に当てはまるように、狭苦しいキャビン空間に着座する
場合、適切な「居住空間」に課せられる要求を十分に満たさない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、本発明の目的は、キャビン内部の狭い座席の場合にも、乗客に比較的より
大きな空間利用を可能にする航空機の乗客用座席を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　冒頭に述べた種類の航空機の乗客用座席では、この目的は、本発明に記載されているよ
うに、収容部が、背もたれの支持構造体で、少なくとも部分的に、折り畳まれたトレイテ
ーブルと背もたれクッションとの間に広がる中空部によって形成される点で達成される。
【０００５】
　本発明に記載されているように、ポケット状の収容部が、背もたれの支持構造体の未使
用の長い内部中空部内に移動されていることによって、すぐ後ろの乗客の膝領域のトレイ
テーブルのすぐ下にポケット状の収容部が装着される公知の航空機の乗客用座席と比較し
て、膝領域のより大きな自由空間をつくることができる。公知の航空機の乗客用座席では
、特に旅行資料、従来の安全指示書及び他の旅行用具で満たされている場合、収容部によ
り、膝及び脚部空間の自由が大きく制限されるが、これは本発明では回避される。
【０００６】
　有利には、本発明に記載されているような航空機の乗客用座席では、収容部を形成する
ために、支持構造体の上縁の領域から支持構造体の構造体要素に広がる未使用の長い中空
部を使用することができ、構造体要素は、収容部の底部を形成し、かつ折り畳まれたトレ
イテーブルの表面領域内に位置する。
【０００７】
　そして、支持構造体の上縁に隣接する領域に収容部の主開口部を形成するための中空部
は、後部に向かって開くことができる。主開口部、したがって支持構造体の上縁も、例え
ば表示スクリーン等を保持するために、支持構造体に追加の設置空間が形成されるように
、ある量の高さ分を下方に移動することができる。
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【０００８】
　トレイテーブルが展開されたときに露出するポケットの後壁としての支持構造体であっ
て、収容部の底部を形成する構造体要素の上方にある背もたれの支持構造体は、支持構造
体の２つの側縁の間を通過するプレートを有し、トレイテーブルをこのプレートの表面へ
折り畳むことができる。
【０００９】
　このプレートは、トレイテーブルを折り畳み位置に固定するためのラッチ手段を有する
ことができる。
【００１０】
　収容部の後壁を形成するプレートの下縁と、収容部の底部を形成する構造体要素との間
に、収容部の溝状の底部側開口部を形成することができ、この開口部により、収容部に格
納される小さな物品の取り出し及び収容部の容易な清掃が容易に可能である。
【００１１】
　収容部に配置された印刷物又はより小さな旅行用具が滑り出ることを防止するために、
収容部の底部側開口部に隣接する構造体要素の縁部に、小さな突出リップを設けることが
できる。さらに、支持構造体は、収容部の下で横断方向に走る棒状体によってさらに強化
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】従来技術による３つの航空機の乗客用座席を有する座席列部分の簡単な部分切り
取り概略図であり、座席の背もたれからの領域のみが見える。
【図２】本発明に記載されているような航空機の乗客用座席の代表的な一実施形態の背も
たれの領域のみの簡単な概略斜視後面図であり、トレイテーブルは省略されている。
【図３】図２の代表的な実施形態の背もたれの簡単な斜視後面図であり、図２と比較して
拡大されている。
【図４】一体化された表示スクリーンを有する他の代表的な実施形態の簡単な概略斜視後
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図面を参照して本発明について以下により詳細に説明する。
【００１４】
　図１は、従来技術による３つの航空機の乗客用座席を有する座席列の部分を示しており
、座席の背もたれの領域が示されている。関節状アーム５で従来の方法で移動できるよう
に配置されたトレイテーブル３が、背もたれ１に折り畳まれた図１の不使用位置に示され
ている。この位置で、トレイテーブル３は、従来の方法で構成されかつ製造されるロック
ラッチ７によって取外し自在に固定することができる。
【００１５】
　トレイテーブル３の下に、ポケット状の収容部９があり、これらの収容部は、公知の航
空機の乗客用座席では、網ポケット又は閉鎖壁部を有するポケットとして印刷物用のポケ
ットの形態で製作される。図１に示されているように、これらのポケット状の収容部９は
、印刷物、例えば航行時の従来の安全指示書で、旅行用具、他の印刷物等で満たされたと
き、後方に隆起して、特に膝領域で、後ろに座る乗客の脚部領域を制限する。
【００１６】
　図２では、参照番号１１は、本発明の代表的な一実施形態による背もたれ１の支持構造
体を示しており、支持構造体１１は背もたれクッション１３を支持する。図２は、簡明の
ためトレイテーブルが省略されている背もたれ１の後部の図を示しており、トレイテーブ
ルは、支持構造体１１の後部の表面へ折り畳まれたとき、旋回ラッチ７によって折り畳み
位置でロックすることができ、ラッチ７は、折り畳まれたトレイテーブル３の上縁をまた
いで従来の方法で延びる。
【００１７】
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　図３は、より明瞭にかつより大きなスケールで支持構造体１１の詳細を示しており、支
持構造体１１において、背もたれクッション１３を支持する支持構造体１１の前部と、ト
レイテーブル３を支持構造体１１の表面へ折り畳むことができ、かつラッチ７によって固
定することができる領域の支持構造体の後部との間に広がる内部中空部は、物品、例えば
印刷物１７を保持するためのポケット状の収容部１５として使用されることが明白である
。中空部によって形成された収容部１５の底部１９は、支持構造体１１の側縁から側縁に
横断方向に走る構造体要素２１によって形成される。トレイテーブル３が展開されたとき
、物品が収容部１５から落ちるのを防止するために、構造体要素２１の上方で、収容部の
後壁を形成するプレート２３が支持構造体１１の側縁から側縁に延びる。このプレート２
３は、図１に示したトレイテーブル３をロックするための移動可能ラッチ７を支持する。
【００１８】
　収容部の底部１９を形成する構造体要素２１と、プレート２３との間に、溝状の開口部
２５を区画形成する距離がある。中空部によって形成された収容部１５のこの底部側開口
部２５により、収容部の容易な清掃及びより小さな用具の快適な取り出しが可能である。
印刷物１７又は他の物品が意図することなく滑り出ることを防止するために、底部１９と
外側とを区切る構造体要素２１の縁部に、リブの形態で僅かに突出するリップ部２７があ
る。
【００１９】
　図示した代表的な実施形態では、収容部１５は、背もたれ支持構造体１１の不可欠な構
成要素である。したがって、背もたれの剛性を持つセグメント部分を有する一種のハード
なボックスが、収容部１５用に具備される。このため、付加された収容部にもかかわらず
、背もたれ構造体は、例えば衝突の場合に、生じる衝撃力が、特に座席の背もたれの領域
で、座席の潰れをもたらすことができないように、以前と同様に剛性を持つ。逆Ｕ字状支
持構造体１１の２つの側部又は構造の棒状体の間の横断方向に走る連続プレート２３は、
この点で特に助けとなる。
【００２０】
　図４に示したような他の代表的な実施形態では、支持構造体１１の上縁１１ａは、表示
スクリーン３１が支持構造体１１に一体化されることができるように、詳細に示していな
いトレイテーブル３の方向へある高さだけ移動される。このように、背もたれの後部に均
一な表面が得られ、この表面により、衝突又は衝撃の場合に、加えられる可能性がある身
体の力を確実に受け入れかつ分布させて、このようにして、後部座席の乗客の負傷の危険
を最小にすることができる。
【００２１】
　すぐ後ろに配置された航空機の乗客用座席の膝領域のトレイテーブル３３の下のポケッ
トを取り去ることによって、本発明に記載の航空機の乗客用座席は、すぐ後ろに配置され
た航空機の乗客用座席の使用者に、「居住空間」の利用を可能にする。このように、対応
する不都合をこうむる必要なしに、背もたれ１の支持構造体１１内でこのようにしなけれ
ば使用されない中空部を印刷物用の収容部又はポケットとして使用することによって、よ
り間隔の詰った座席を航空機に配備すること、及び対応する経済的な利点を享受すること
が可能になる。
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