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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　調整可能椅子であって、
　椅子ベース支持体と、
　バックレストと、
　バックレスト支持機構であって、前記ベース支持体に枢動可能に接続され前記バックレ
ストに連結された少なくとも１つのバックレストアームを含み、前記又は各バックレスト
アームが前方向に延びる前方アームセクションとバックレスト枢動点から後方向に延びる
後方アームセクションとを有し、前記又は各前方アームセクションが、前記バックレスト
アームの前端部に隣接して配置され且つ前記バックレスト枢動点から離間した第１の枢動
機構の第１の部分を有する、前記バックレスト支持機構と、
　シートであって、前部と、前方領域と、後部と、後方領域と、対向する側縁と、前記前
方及び後方領域により定められる着座面を提供する上面とを有する前記シートと、
　前記シートの前方領域を前記ベース支持体に調整可能に接続し、前記側縁間を横断方向
に延びる第１の水平軸線の周りの枢動と、前記ベース支持体に対する前方から後方向及び
その逆方向での移動との両方を前記シートが行うことができるようにする第１のシート支
持機構と、
　前記シートの後方領域を前記ベース支持体に調整可能に接続する第２のシート支持機構
と、
を備え、前記第２のシート支持機構が、前及び後アーム延長部を有し且つ前記ベース支持
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体に接続された少なくとも１つのシートアームを含み、該シートアームが、前記横断方向
に延びて前記シートアームの対向する前端部と後端部との間に位置する第２の水平軸線の
周りで枢動移動するようになり、前記又は各後アーム延長部がそれぞれの後端部にて前記
シートの後方領域に枢動可能に接続され、前記又は各前アーム延長部が、前記それぞれの
シートアームに対して、前記それぞれのアームの前端部に隣接し且つ前記第２の水平軸線
から離間した第２の枢動機構の第１の部分を有し、
前記調整可能椅子が更に、
前記椅子ベース支持体上に装着され、前記少なくとも１つのシートアームの前アーム延長
部と前記少なくとも１つのバックレストアームの前端部セクションとを動作可能に係合す
るトグル装置と、
を備え、
前記トグル装置が、前記第１の枢動機構の第１の部分と協働して、前記バックレスト枢動
点から距離Ｄだけ離間した第１の枢動部材を含む完全なバックレストアーム枢動機構を形
成する第１の枢動機構の第２の部分と、前記第２の枢動機構の第１の部分と協働して、前
記少なくとも１つのシートアームに対して、前記第２の水平軸線から距離ｄだけ離間した
第２の枢動部材を含む完全なアーム枢動機構を形成する第２の枢動機構の第２の部分と、
を含み、前記トグル装置が、前記第１及び第２の枢動機構から離間し第３の水平枢動軸線
を提供する少なくとも１つの追加の枢動機構を含み、前記距離ｄが前記距離Ｄとは異なり
、前記椅子の使用中に前記バックレスト及び前記少なくとも１つのバックレストアームが
前記少なくとも１つのシートアームとは異なる量で枢動するようになる、調整可能椅子。
【請求項２】
　前記バックレストの調整中に、前記バックレスト及び前記少なくとも１つのバックレス
トアームが前記少なくとも１つのシートアームよりも大きな範囲にわたって枢動する、請
求項１に記載の調整可能椅子。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのバックレストアームの後方アームセクションが、前記又は各前方
アームセクションよりも実質的に長い、請求項１に記載の調整可能椅子。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのバックレストアームの後方アームセクションが、その長さに沿っ
て曲がり、その後方部分が上向きに延びて前記バックレストに取り付けられるようになる
、請求項３に記載の調整可能椅子。
【請求項５】
　前記第１のシート支持機構が、前記シート上に固定装着された少なくとも１つのスロッ
ト付き接続プレートと、少なくとも１つの枢動ピンとを含み、前記又は各枢動ピンが、前
記スロット付き接続プレート又は前記スロット付き接続プレートのそれぞれ１つに延びて
前記椅子ベース支持体上に装着され、これにより前記又は各スロット付き接続プレートが
それぞれの枢動ピンに沿って滑動するよう適合される、請求項１～４の何れか一項に記載
の調整可能椅子。
【請求項６】
　前記第１のシート支持機構が、少なくとも１つの枢動リンクを含み、前記又は各枢動リ
ンクが、前記シートに枢動可能に接続された第１のリンク端部と、前記椅子ベース支持体
に枢動可能に接続された第２のリンク端部とを有する、請求項１～４の何れか一項に記載
の調整可能椅子。
【請求項７】
　前記トグル装置が、前記シートに対して横断方向で互いに離間して配置された２つのト
グル部材を含み、前記少なくとも１つの追加の枢動機構は、各々が前記トグル部材のそれ
ぞれを前記椅子ベース支持体に枢動可能に接続する追加の枢動機構のうちの２つを含む、
請求項１～６の何れか一項に記載の調整可能椅子。
【請求項８】
　前記各トグル部材が、それぞれ細長スロットを有して各々形成された２つの離間した分
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岐部を有して形成され、前記２つの細長スロットのうちの一方が前記第１の枢動機構の第
２の部分であり、前記２つの細長スロットのうちの他方が前記第２の枢動機構の第２の部
分である、請求項７に記載の調整可能椅子。
【請求項９】
　前記各トグル部材が、２つの離間した分岐部を有して形成され、該分岐部の一方が細長
スロットを有して形成され、前記分岐部の他方が円形枢動孔を有して形成され、前記細長
スロットが前記第１の枢動機構の第２の部分であり、前記円形枢動孔が前記第２の枢動機
構の第２の部分である、請求項７に記載の調整可能椅子。
【請求項１０】
　前記各トグル部材が、ローラを回転可能に各々装着した２つの離間した分岐部を有して
形成され、前記２つのローラのうちの一方が前記第１の枢動機構の第２の部分であり、前
記２つのローラのうちの他方が前記第２の枢動機構の第２の部分である、請求項７に記載
の調整可能椅子。
【請求項１１】
　調整可能椅子であって、
　椅子ベース支持体と、
　バックレストと、
　それぞれのバックレスト枢動点にて前記ベース支持体に枢動可能に接続され且つ前記バ
ックレストに連結された一対のバックレストアームを含み、前記各バックレストアームが
、前記それぞれのバックレスト枢動点から前方に延びる前方アームセクションと前記それ
ぞれのバックレスト枢動点から後方に延びる後方アームセクションとを有するバックレス
ト支持機構と、
　各々が前記椅子ベース支持体上に枢動可能に装着され且つ前記前方アームセクションの
それぞれを動作可能に係合する２つのトグルデバイスと、
　前記前方アームセクションのそれぞれを前記トグルデバイスのそれぞれに枢動可能に各
々接続する２つの第１の枢動機構と、
　前部、後部、対向する縁部、及び上面を有するシートと、
　前記シートの前方領域を前記ベース支持体に調整可能に接続し、該シートの横断方向に
延びる水平軸線の周りの枢動と前記ベース支持体に対する前方から後方向及びその逆方向
での移動の両方を前記シートが行うことができるようにする第１のシート支持手段と、
　前記シートの後方領域を前記ベース支持体に調整可能に接続する第２のシート支持手段
と、
を備え、前記第２のシート支持機構が、前及び後アーム延長部を各々有し且つ前記ベース
支持体に接続された２つのシートアームを含み、該シートアームが、前記横断方向に延び
て前記各シートアームの対向する前端部と後端部との間に位置する第２の水平軸線の周り
で枢動移動するようになり、前記後アーム延長部がそれぞれの後端部にて前記シートの後
方領域に枢動可能に接続され、前記前アーム延長部が各々、前記それぞれのシートアーム
に対して、前記それぞれのアームの前端部に隣接し且つ前記第２の水平軸線から離間した
第２の駆動機構の第１の部分を有し、前記各トグルデバイスが、前記シートアームのそれ
ぞれの前アーム延長部を動作可能に係合し、前記第２の枢動機構の第１の部分と協働して
、前記それぞれのシートアームに対して、前記第２の水平軸線から距離ｄだけ離間した第
２の枢動部材を含む完全なアーム枢動機構を形成する前記第２の枢動機構の第２の部分を
含み、前記各第１の枢動機構が、それぞれの前方アームセクション上に位置し前記それぞ
れのバックレスト枢動点から離間した第１の部分と、前記第１の部分と協働して、前記そ
れぞれのバックレスト枢動点から距離Ｄだけ離間した第１の枢動部材を含む前記第１の枢
動機構のそれぞれを形成する第２の部分と、を含み、前記距離ｄが前記距離Ｄとは異なり
、前記椅子の使用中に前記バックレスト及び前記バックレストアームが前記２つのシート
アームとは異なる量で枢動するようになる、調整可能椅子。
【請求項１２】
　前記各トグルデバイスが、それぞれ細長スロットを有して各々形成された２つの離間し
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た分岐部を有して形成され、前記２つの細長スロットのうちの一方が前記それぞれの第１
の枢動機構の第２の部分であり、前記２つの細長スロットのうちの他方が前記それぞれの
第２の枢動機構の第２の部分である、請求項１１に記載の調整可能椅子。
【請求項１３】
　前記各トグルデバイスが、２つの離間した分岐部を有して形成され、該分岐部の一方が
細長スロットを有して形成され、前記分岐部の他方が円形枢動孔を有して形成され、前記
細長スロットが前記それぞれの第１の枢動機構の第２の部分であり、前記円形枢動孔が前
記第２の枢動機構の第２の部分である、請求項１１に記載の調整可能椅子。
【請求項１４】
　前記各トグルデバイスが、ローラを回転可能に各々装着した２つの離間した分岐部を有
して形成され、前記２つのローラのうちの一方が前記それぞれの第１の枢動機構の第２の
部分であり、前記２つのローラのうちの他方が前記それぞれの第２の枢動機構の第２の部
分である、請求項１１に記載の調整可能椅子。
【請求項１５】
　前記第１の支持手段が、前記シート上に固定装着され且つ前記シートの横断方向で離間
した２つのスロット付き接続プレートと、前記スロット付き接続プレートのそれぞれに各
々が延びて且つ前記椅子ベース支持体上に装着される２つの枢動部材とを含み、これによ
り前記各スロット付き接続プレートが前記枢動部材のそれぞれに沿って滑動するよう適合
される、請求項１１～１４の何れか一項に記載の調整可能椅子。
【請求項１６】
　調整可能椅子であって、
　椅子ベース支持体と、
　バックレストと、
　バックレスト枢動点にて前記ベース支持体に枢動可能に接続され且つ前記バックレスト
に連結された少なくとも１つのバックレストアームを含む、前記バックレストを支持する
ためのアーム手段と、
を備え、前記バックレストアームが、前記椅子の前方方向に延びる前方アームセクション
と、それぞれのバックレスト枢動点から後方に延びる後方アームセクションとを有し、前
記又は各前方アームセクションが、前記バックレスト枢動点から距離Ｄだけ離間して装着
された第１の枢動部材を有し、
前記調整可能椅子が更に、
　前部と、前方領域と、後部と、後方領域と、対向する側縁と、前記前方及び後方領域に
より定められる着座面を提供する上面とを有するシートと、
　前記シートの前方領域を前記ベース支持体に調整可能に接続し、前記側縁間を横断方向
に延びる第１の水平軸線の周りの枢動と前記ベース支持体に対する前方から後方向及びそ
の逆方向での移動の両方を前記シートが行うことができるようにする第１のシート支持機
構と、
前記シートの後方領域を前記ベース支持体に調整可能に接続する少なくとも１つのシート
アームと、
を備え、
前記又は各シートアームが、それぞれのシート枢動点から前方向に延びる前アーム延長部
と前記それぞれのシート枢動点から後方向に延びる後アーム延長部とを有し、前記シート
枢動点において、前記シートアームが前記シートに対して横断方向で延びる第２の水平軸
線の周りで枢動することができ、前記又は各後アーム延長部が前記シートの後方領域に枢
動可能に接続され、前記前アーム延長部が距離ｄだけ前記第２の水平軸線から離間した第
２の枢動部材を有し、前記調整可能椅子には更に、少なくとも１つのトグルデバイスが設
けられ、前記又は各トグルデバイスが、前記椅子ベース支持体上に枢動可能に装着され且
つ前記第１及び第２の枢動部材を枢動可能に係合する細長スロット手段を有して形成され
、前記距離ｄが前記距離Ｄとは異なり、前記椅子の使用中に前記バックレスト及び前記少
なくとも１つのバックレストアームが前記少なくとも１つのシートアームとは異なる量で
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枢動するようになる、調整可能椅子。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのトグルデバイスが、２つの離間した分岐部を有して形成され、前
記又は各トグルデバイスのスロット手段が、前記分岐部のそれぞれに各々が形成され前記
第１及び第２の駆動部材のそれぞれを受ける２つの細長スロットを含む、請求項１６に記
載の調整可能椅子。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのバックレストアームの後方アームセクションが、対応する前記前
方アームセクションよりも実質的に長く、その長さに沿って曲がって、その後方部分が上
向きに延びて前記バックレストに取り付けられるようになる、請求項１６又は１７の何れ
かに記載の調整可能椅子。
【請求項１９】
　前記第１のシート支持機構が、前記シート上に固定装着された少なくとも１つのスロッ
ト付き接続プレートと、該少なくとも１つのスロット付き接続プレートに延びて前記椅子
ベース支持体上に装着される少なくとも１つの枢動ピンとを含み、これにより前記又は各
スロット付き接続プレートがそれぞれの枢動ピンに沿って滑動するよう適合される、請求
項１６～１８の何れか一項に記載の調整可能椅子。
【請求項２０】
　前記第１のシート支持機構が、少なくとも１つの枢動リンクを含み、前記又は各枢動リ
ンクが、前記シートに枢動可能に接続された第１のリンク端部と、前記椅子ベース支持体
に枢動可能に接続された第２のリンク端部とを有する、請求項１６～１８の何れか一項に
記載の調整可能椅子。
【請求項２１】
　前記第１及び第２の枢動部材の両方が、支持ピン上に回転可能に装着されたローラを含
み、各ローラの直径が、前記ローラが装着されるそれぞれの細長スロットの幅にほぼ等し
い、請求項１６～２０の何れか一項に記載の調整可能椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、調整可能椅子に関し、より詳細には、調整可能バックレスト及び調整可能シ
ートの両方を有するこのような調整可能椅子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　バックレスト位置とシート位置の両方を調整又は移動させてユーザにとってより快適に
することができるような椅子を含む調整可能椅子は、家具業界で周知である。また、様々
な同期機構によってシート及びバックレストが同期して移動する椅子を提供することも周
知である。同期機構は、バックレストが調整されると同時にシート位置を変えることを可
能にする。例えば、本発明の出願人に付与された米国特許第５，８１０，４４０号（１９
９８年９月２２日発行）では、ベース部と、シートと、バックレスト（背もたれ）と、バ
ック支持部と、シート、バック及びバック支持部を相互連結して所定の同期移動（例えば
、シートの後方傾斜と背もたれの同期した後方傾斜）をシート及びバックに与える機構と
、を備えた椅子が記載されている。椅子のバックは、バック支持部に該バックを回転可能
に接続する回転機構を有する。この回転は、人がシートに座って椅子のバックに寄りかか
っているときの人の上体を通る回転軸線を中心とする。椅子のバックの底部は、第１の位
置と、該第１の位置の前方でより低い第２の位置との間で円弧に沿って移動できるように
誘導される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第５，８１０，４４０号明細書
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【特許文献２】米国特許第６，７０９，０５７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　Ａｒｍｉｎ　Ｓａｎｄｅｒに付与されたより最近の米国特許第６，７０９，０５７号で
は、バックレストキャリアを介してシートキャリアに対して傾斜可能なバックレストを有
する調整可能椅子が記載されている。座面は、バックレストと共に同期して移動すること
ができ、少なくとも１つのシートリンクを介してシートキャリア上に支持される。バック
レストの移動と座面の移動とを同期させるために、シートとバックレストキャリアとをリ
ンク連結する結合リンクが設けられている。調整可能椅子は、シート業界において周知で
あるにも関わらず、極めて頑健で耐久性があると同時に、製造が容易である改善された椅
子に対する要求が依然としてある。本明細書では、椅子のバックレストアームの枢動移動
がシートの枢動の量とは異なるような調整可能椅子が提供される。椅子の特定の例示的な
実施形態において、バックレスト及びシートの全体傾斜機構により、シート及びバックレ
ストが後方に傾斜したときにシートの後方端部がバックレストに対して後方及び下方に移
動すると同時に、バックレストの底縁がシートの後縁に対して下向き及び僅かに後方に移
動し、従って、シートの後端部とバックレストとの間の水平及び垂直ギャップが縮小され
るようになる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の１つの実施形態によれば、調整可能椅子は、椅子ベース支持体と、バックレス
トと、ベース支持体に枢動可能に接続され且つバックレストに連結された少なくとも１つ
のバックレストアームを含むバックレスト支持機構と、前方及び後方領域と該前方及び後
方領域によって定められる座面を提供する上面とを有するシートと、を備える。上記又は
各バックレストアームは、それぞれのバックレスト枢動点から反対方向に延びる前方アー
ムセクション及び後方アームセクションを有する。上記又は各前方アームセクションは、
バックレストアームの前端部に隣接して配置され且つバックレスト枢動点から離間した第
１の枢動機構の第１の部分を有する。第１のシート支持機構は、シートの前方領域をベー
ス支持体に調整可能に接続し、側縁間を横断方向に延びる第１の水平軸線の周りの枢動と
、前記ベース支持体に対する前方から後方向及びその逆方向での移動の両方をシートが行
うことができるようにする。第２のシート支持機構は、シートの後方領域をベース支持体
に調整可能に接続する。この第２のシート支持機構は、前及び後アーム延長部を有し且つ
ベース支持体に接続された少なくとも１つのシートアームを含み、該シートアームが、横
断方向に延びてシートアームの対向する前端部と後端部との間に位置する第２の水平軸線
の周りで枢動移動するようになる。後アーム延長部が、それぞれの後端部にてシートの後
方領域に枢動可能に接続される。上記又は各前アーム延長部が、それぞれのシートアーム
に対して、それぞれのアームの前端部に隣接し且つ第２の水平軸線から離間した第２の駆
動機構の第１の部分を有する。トグル装置が、椅子ベース支持体上に装着され、少なくと
も１つのシートアームの前端部セクションと少なくとも１つのバックレストアームの前端
部セクションとを動作可能に係合する。トグル装置が、第１の枢動機構の第１の部分と協
働して、バックレスト枢動点から距離Ｄだけ離間した第１の枢動部材を含む完全な（又は
全周回転の）バックレストアーム枢動機構を形成する第１の枢動機構の第２の部分と、第
２の枢動機構の第１の部分と協働して、少なくとも１つのシートアームに対して完全な（
又は全周回転の）アーム枢動機構を形成する前記第２の枢動機構の第２の部分と、を含む
。第２の枢動機構が、第２の水平軸線から距離「ｄ」だけ離間した第２の枢動部材を含む
。このトグル装置は、第３の水平枢動軸線を提供する少なくとも１つの追加の枢動機構を
含む。距離ｄは距離Ｄとは異なり、椅子の使用中にバックレスト及び少なくとも１つのバ
ックレストアームが少なくとも１つのシートアームとは異なる量で枢動するようになる。
【０００６】
　本発明の別の実施形態による調整可能椅子は、椅子ベース支持体と、バックレストと、
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それぞれのバックレスト枢動点にてベース支持体に枢動可能に接続され且つバックレスト
に連結された一対のバックレストアームを含むバックレスト支持機構と、を含む。各バッ
クレストアームは、それぞれのバックレスト枢動点から前方に延びる前方アームセクショ
ンと、それぞれのバックレスト枢動点から後方に延びる後方アームセクションとを有する
。２つのトグルデバイスが各々、椅子ベース支持体上に枢動可能に装着され、前方アーム
セクションのそれぞれを動作可能に係合する。また、前方アームセクションのそれぞれを
トグルデバイスのそれぞれに枢動可能に各々接続する２つの第１の枢動機構がある。椅子
は、前部、後部、対向する縁部、及び上面を有するシートを含む。第１のシート支持体は
、シートの前方領域をベース支持体に調整可能に接続し、該シートの横断方向に延びる水
平軸線の周りの枢動とベース支持体に対する前方から後方向及びその逆方向での移動の両
方をシートが行うことができるようにする。また、第２のシート支持体は、シートの後方
領域をベース支持体に調整可能に接続する。第２のシート支持体が、前及び後アーム延長
部を各々有し且つベース支持体に接続された２つのシートアームを含み、該シートアーム
が、横断方向に延びてシートアームの対向する前端部と後端部との間に位置する第２の水
平軸線の周りで枢動移動するようになる。後アーム延長部が、それぞれの後端部にてシー
トの後方領域に枢動可能に接続される。前アーム延長部が各々、それぞれのシートアーム
に対して、それぞれのアームの前端部に隣接し且つ第２の水平軸線から離間した第２の駆
動機構の第１の部分を有する。各トグルデバイスが、シートアームのそれぞれの前アーム
延長部を動作可能に係合し、第２の枢動機構の第１の部分と協働して、それぞれのシート
アームに対して完全なアーム枢動機構を形成する第２の枢動機構の第２の部分を含む。こ
の完全なアーム枢動機構は、第２の水平軸線から距離ｄだけ離間した第２の枢動部材を含
む。各第１の枢動機構が、それぞれの前方アームセクション上に位置しそれぞれのバック
レスト枢動点から離間した第１の部分と、第１の部分と協働してそれぞれのバックレスト
枢動点から距離Ｄだけ離間した第１の枢動部材を含む第１の枢動機構のそれぞれを形成す
る第２の部分と、を含む。距離ｄが前記距離Ｄとは異なり、椅子の使用中にバックレスト
及びバックレストアームが２つのシートアームとは異なる量で枢動するようになる。
【０００７】
　例示的な実施形態において、それぞれ細長スロットを有して各々形成された２つの離間
した分岐部を有して形成され、スロットのうちの一方がそれぞれの第１の枢動機構の第２
の部分であり、スロットのうちの他方がそれぞれの第２の枢動機構の第２の部分である。
【０００８】
　本発明の更に別の実施形態によれば、調整可能椅子は、椅子ベース支持体と、バックレ
ストと、バックレストを支持するためのアームデバイスと、を備える。アームデバイスは
、バックレスト枢動点にてベース支持体に枢動可能に接続され且つバックレストに連結さ
れた少なくとも１つのバックレストアームを含む。上記又は各バックレストアームが、椅
子の前方方向に延びる前方アームセクションと、それぞれのバックレスト枢動点から後方
に延びる後方アームセクションとを有する。上記又は各前方アームセクションが、バック
レスト枢動点から距離Ｄだけ離間して装着された第１の枢動部材を有する。また、前部と
、前方領域と、後部と、後方領域と、対向する側縁と、前方及び後方領域により定められ
る着座面を提供する上面とを有するシートがある。第１のシート支持機構が、シートの前
方領域をベース支持体に調整可能に接続し、シートが側縁間を横断方向に延びる第１の水
平軸線の周りの枢動とベース支持体に対する前方から後方向及びその逆方向での移動の両
方を行うことができるようにする。椅子はまた、シートの後方領域をベース支持体に調整
可能に接続する少なくとも１つのシートアームを含み、上記又は各シートアームが、それ
ぞれのシート枢動点から前方向に延びる前アーム延長部とそれぞれのシート枢動点から後
方向に延びる後アーム延長部とを有する。シートアームは、シートに対して横断方向で延
びる第２の水平軸線の周りで枢動することができる。上記又は各後アーム延長部がシート
の後方領域に枢動可能に接続される。上記又は各前アーム延長部が、距離ｄだけ第２の水
平軸線から離間した第２の枢動部材を有する。少なくとも１つのトグルデバイスが椅子ベ
ース支持体上に枢動可能に装着される。上記又は各デバイスは、第１及び第２の枢動部材
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を枢動可能に係合する細長スロット装置を有して形成される。距離ｄは距離Ｄとは異なり
、椅子の使用中にバックレスト及び少なくとも１つのバックレストアームが少なくとも１
つのシートアームとは異なる量で枢動するようになる。
【０００９】
　本発明は、事務用椅子で具現化されたものとして本明細書で例示し説明している。本発
明の範囲から逸脱することなく種々の修正及び構造的変更を行うことができるので、本発
明は、図示の詳細事項に限定されるものではない。椅子に関する更なる特徴、利点及び態
様は、添付図面を参照しながら特定の実施形態に関する以下の詳細な説明から良好に理解
されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に従って構成され、上部及び前部から見た直立位置で示した事務用椅子の
斜視図である。
【図２】図１における矢印２の方向で見たときの、椅子シートの前方領域におけるシート
支持機構、並びにシート及びバックレスト四十体の両方の前方部分を示す詳細な斜視図で
ある。
【図３】図２の矢印３で示すように下側から見たときの、シート及びバックレストアーム
の前方部分を示す別の詳細図である。
【図４】説明を用意にするために椅子の底部ベースが省略された、直立位置で示される事
務用椅子の概略側面図である。
【図５】バックレスト及びシートの第２の傾斜位置を示す、図４の事務用椅子の別の概略
側面図である。
【図６】直立位置にある椅子の代替形態の概略側面図である。
【図７】直立位置で示された、代替の椅子構成の概略側面図である。
【図８】図１～４の椅子で使用されるトグル装置を示す分解概略詳細図である。
【図９】シート及びバックレスト支持体アームについての別の形態のトグル装置の分解概
略詳細図である。
【図１０】図９と同様であるがシート及びバックレスト支持体アームについての別のトグ
ル装置を示す分解概略詳細図である。
【図１１】支持アームについての別のトグル装置を示す更に別の分解概略詳細図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１及び４は、標準ベース部１１（説明を容易にするために図４からは省略されている
）を有する事務用椅子１０を例示している。この標準ベース部は、例えば、図示のポスト
１２を受ける、垂直軸を備えた中心支持シリンダ１７を含むことができる。４つ又は５つ
のスポーク又は脚部が、このシリンダ又はスリーブから半径方向外向きに延びることがで
き、シリンダ又はスリーブに固定接続される。スポーク又は脚部は、公知のキャスター（
図示せず）上に支持され、椅子が床面上で容易に移動できるようにすることができる。図
示の椅子の上側部分は、バックレスト１３と、前部１６及び後部１８を有するシート１４
とを含む。別の例示として、シートはまた、前方領域２０及び後方領域２２を有し、これ
らを合わせてシート全体を形成する。シートは、人が着座する面を提供し、前方及び後方
領域により定められる上面２４を有する。上面２４は、ユーザにとって快適にするために
必要に応じて曲線輪郭にすることができる。
【００１２】
　シートの下側には、参照符号２６で全体的に示される椅子ベース支持体が配置され、こ
のベース支持体は、ポスト１２の上部に固定接続することができる。或いは、ベース支持
体を支持する１つよりも多いポスト又は脚部が存在することができる。必要に応じて、記
載されるベース支持体及び付属の作動機構は、外観的に好適な筐体又はハウジング（図示
せず）内に封入することができる。バックレスト１３は、全体的に符号３０で示されるバ
ックレスト支持機構上に装着され、Ａ１にてベース支持体に枢動可能に接続されたバック
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レストアームペア３２、３４を含むことができる。各バックレストアームは、図２及び３
に明確に示される前方アームセクション３５と、後方アームセクション３６とを有し、こ
れら２つのアームセクションは、Ａ１に配置されるそれぞれのバックレスト枢動点から反
対方向に延びている。各前方アームセクション３５は、それぞれのバックレストアームの
前端部に隣接して位置し且つそれぞれのバックレスト枢動点Ａ１から距離Ｄだけ離間した
第１の枢動部材を有する。第１の枢動部材の例示的な形態は、バックレストアームの前方
セクションから延びる支持ピン上に回転可能に装着されたローラ４０を備える。各ローラ
は、２つのトグル部材４４のうちの一方に形成されたスロット４２内で移動する。２つの
トグル部材は、椅子ベース支持体２６上に枢動可能に装着されたトグル装置を形成する。
図２に示すトグル部材４４は、該トグル部材の前方端部に位置する枢動ピン４６の周りを
枢動することができる。椅子１０はまた、別の枢動ピン５２によって提供される第１の水
平軸の周りをシートが枢動できるようにしてシートの前方領域２０をベース支持体２６に
調整可能に接続する第１のシート支持機構５０を含み、この第１の水平軸は、シートの側
縁５４と５６との間に横断方向に延びている。枢動ピン５２は、ベース支持体２６に装着
される。更に、この第１のシート支持機構はまた、シートがピン５２の周りで枢動できる
ようにし、また、ベース支持体２６に対して（図４及び５を比較することにより分かるよ
うに）前後方向で及びその逆方向で移動できるようにする。図１～図４の実施形態におい
て、僅かに湾曲したスロット６０が枢動ピン５２に沿って滑動可能である。スロット６０
は、シート１４の底部に固定取り付けされた下向きに延びる接続プレート６２内に形成さ
れる。椅子の例示的な形態において、２つのスロット付きプレート６２が、シートの対向
する側縁に隣接して装着され、また、これらは、シートの横断の中心の対向する側縁上で
該横断中心により近付けて装着することも可能である。
【００１３】
　シート１４はまた、シートの後方領域２２をベース支持体２６に調整可能に接続する第
２のシート支持機構６４によって支持される。第２のシート支持機構は、２つのシートア
ーム６６、６８を含み、各々が、前アーム延長部７０と後アーム延長部７２とを有し、ベ
ース支持体２６に接続されて、Ａ１に位置付けられる第２の水平軸線又は軸線Ａ１からオ
フセットした好適な枢動軸線Ａ２の周りで枢動移動する。この第２の水平軸線はまた、第
１の軸線と同様の横断方向に延びて、各シートアームの対向する前端部と後端部との間に
位置付けられる。図７に示す椅子は、枢動軸線Ａ２が軸線Ａ１より下方で且つ僅かに後方
に離間して配置されるように構成されている。後方アーム延長部は、それぞれの後端部に
てシートのフレーム内に装着された枢動ピン７４などによりシートの後方領域に枢動可能
に接続される。各前アーム延長部は、それぞれのアームの前端部に隣接し且つ第２の水平
軸線（図３を参照）からある距離だけ離間したアーム枢動部材を有する。この場合も同様
に、例示的な実施形態において、このアーム枢動部材は、枢動ピン上に装着されたローラ
７５（硬質プラスチックローラのような）を含む。プラスチックローラは、傾斜機構の静
粛な動作を可能にするために、バックレストアームとシートアームの両方にあるのが好ま
しい。また、これらのローラは金属で構成することも可能である。或いは、各シートアー
ム及び各バックレストアーム上で全体的にローラを使用するのを省略し、金属枢動ピン又
は同様の部材を用いてそれぞれのトグル部材４４を係合することも可能である。
【００１４】
　バックレストアーム及びシートアームの前端部に装着されるそれぞれのローラを受ける
ために、単一の幅広スロットか又は２つの隣接したスロット４２を各トグル部材に形成す
ることができる。図８は、トグル部材における２つのスロット４２の使用を概略的に示し
ている。１つ又は複数のスロットは、スロット内で移動可能な１つ又は複数のローラの幅
に密接に対応する幅を有する。本発明の椅子１０は、公知の複数の異なる形態の付勢機構
の何れかにより、図１、４、６、及び７に示される直立位置に向けて付勢することができ
る。付勢機構は、例えば、Ａ１又はＡ２にて枢動ピンの周りに装着され、一方端を隣接す
るバックレストアーム３２か又は隣接するシートアームの何れかに係合させ、他方端を公
知の張力機構を介して椅子ベース支持体２６に係合させた金属又はエラストマートーショ
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ンバネを含むことができる。必要に応じて、金属又はエラストマー圧縮バンドもまた、付
勢機構として用いることができる。
【００１５】
（例示的な椅子の動作）
　椅子１０の上述の説明から、ユーザが図４に示す直立位置で着座したときに、ユーザは
、バックレスト１３を押して付勢機構の付勢力に打ち勝つことにより、図５に示す位置ま
で後方に椅子を傾けることができることは容易に理解されるであろう。バックレストが後
方に傾くと同時に、シート１４は、その後縁１８にて下向きに、或いは、換言すると、図
１及び４に示す椅子の時計回りの方向で枢動する。この傾斜動作により、シートアームの
前アーム延長部７０が、上向きに（図４及び５に示す椅子の時計回りの方向の）回転又は
枢動を行うようになる。２つのシートアームのこの枢動移動により、２つのトグル部材４
４が、図４に示す位置から、図５に示す位置まで上向きに、すなわち、枢動ピン４６の周
りに反時計回りに枢動するようになる。２つのトグル部材のこの枢動移動は、２つのバッ
クレストアームの前方アームセクション３４を上向きに（アーム３２の枢動軸の周りに時
計回りの方向で）移動させる。従って、シート１４の枢動及び移動により、同期的にバッ
クレスト１３の後方傾斜が引き起こされる。これが生じている間、スロット６０は、ピン
５２に対して後方に移動する。このようにして、シートは、その前端部においては後方且
つ僅かに下向きに移動し、その後端部においては後方且つ下向きに移動する。
【００１６】
　椅子１０の特定の例示的な実施形態において、前アームセクション７０と前方アームセ
クション３５の長さが異なり、これによりシート１４とバックレスト１３との間の枢動移
動の差違が生じることになる。例示的な実施形態において、２つのシートアーム６６、６
８のおよそ１０度毎の回転に対して、バックレストアーム３２、３４は、およそ９度枢動
する。前アーム延長部７０と前方アームセクション３５の長さは、シート及びバックレス
トの枢動移動に所望の差違が得られるように設定又は調整できることは理解されるであろ
う。シートの前端部が後方に且つ極めて僅かに下向きに有効に滑動する例示的な実施形態
において、その結果として得られる動作は、バックレストの傾斜角度がシートの角度より
も速い割合で変化するものである。バックレスト１３の傾斜角度に対して、対応する特定
のシート角度が存在することは理解されるであろう。
【００１７】
　椅子の移動を更に説明すると、椅子が後方に傾斜したときに、シートの後端部は下向き
且つ後方に移動し、バックレストの底端部も下向き且つ後方に移動する。その結果、椅子
が後方に傾斜したときには、シートの後縁は、バックレストの底縁よりも速い割合で後方
に移動するものとなる。また、バックレストの底縁は、シートの後縁よりも速い割合で下
向きに移動する。これによる正味の影響は、椅子が傾斜したときに、シートの後端部とバ
ックレストとの間の水平及び垂直ギャップが縮小されることである。
【００１８】
　従って、本発明の椅子傾斜機構は、シートの枢動動作とバックレストの枢動動作との間
の差分移動をもたらすようにセットされる。また、椅子が傾斜位置から直立位置に移動す
ることが可能になったときには、この反対も当てはまる。図示の例示的な実施形態は、前
端部アームセクション７０がバックレスト支持機構の前方アームセクション３５よりも短
いように構成されているが、前アーム延長部７０が前方アームセクション３５よりも長い
ような反対の装置も実施可能であり、後者の装置はまた、シートとバックレストとの間の
差分同期移動をもたらすことになる。
【００１９】
　図２～４においては、シートアーム６６、６８の枢動ピンとバックレストアーム３２の
枢動ピンは同じＡ１位置にて図示されているが、本発明の機構においてはこのことは必須
ではなく、実際に、シートアームの枢動ピンは、バックレストアーム３２の枢動ピンと整
列せずに変位することができる。必要に応じて、シートアームの枢動ピンは、バックレス
トアーム３２の水平軸線の上方、下方、前方、又は後方に位置付けることができる。
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【００２０】
　第１のシート支持機構の代替の構成が図６に示される。この第１のシート支持機構は、
参照符号８２で表記される。機構８２は同様に、シートの前方領域２０をベース支持体２
６に接続し、シート１４が、横断方向に延びる第１の水平軸線の周りでの枢動と、ベース
支持体に対する前から後方向及びその逆方向での移動の両方を行うことができるようにす
る。シート支持機構８２は、離間して配置され且つ同じ様態で動作する２つの比較的短い
リンク８４を含む。リンクは、両端部において、枢動ピン８６によりベース支持体に接続
される底端部と枢動可能に接続される。リンクの上端部は、枢動ピン８８によりシートの
前方領域に取り付けられたブラケット又は角度部材に接続される。
【００２１】
　図７に示す椅子は、全体的に参照符号１００で示される異なる形態のトグル装置を利用
しており、この装置は同様に、椅子のベース支持体上に装着され、２つのシートアーム６
６、６８の前端部セクションとバックレストアーム３２、３４の前端部セクションの両方
に動作可能に係合している。トグル装置１００は、図９において概略的に示した方式で構
成することができる２つのトグル部材１０２を含む。トグル部材１０２は、細長スロット
１０６が形成された単一の前方セクション１０４を有する。前方セクションは、２つの離
間した分岐部１１０及び１１２を有するＵ字形後方セクション１０８に固定接続される。
分岐部１１０の中心に丸孔１１４が配置され、前アーム延長部７０の前方端部上に設けら
れた枢動ピン７５を受けて枢動可能に支持するようなサイズにされる。枢動ピン７５は、
符号１２０に位置するシートアーム枢動軸線からある距離に位置する。符号１２０の枢動
軸線は、前述の枢動軸線Ａ１又はＡ２に相当することができることは理解されるであろう
。分岐部１１２には、分岐部の長手方向に延びる細長スロット１２２が形成される。前方
アーム延長部３５の前端部にあるローラ４０は、スロット１２２内に配置され、該スロッ
トは、ローラと相対移動することができる。ローラ４０の軸線は、符号１２０にある枢動
軸線と整列する場合もあれば、整列しない場合もある符号１２６に位置する水平枢動軸線
から距離Ｄに位置する。ベース支持体２６上に装着される枢動ピン４６は、スロット１０
６内に延びる。従って、各トグル部材１０２は、枢動ピン４６にて軸線の周りを枢動する
ことができ、また、枢動ピンに沿って長手方向で移動することができることは理解される
であろう。トグル装置１００は、図８のトグル装置と同様の方式で、バックレスト支持体
の傾斜移動と、椅子シートの移動とを同期させることができる。この場合も同様に、距離
ｄを距離Ｄと異なるようにすることにより、バックレスト及びそのバックレストアームは
、椅子を使用している間に２つのシートアームとは異なる量を枢動することになる。
【００２２】
　類似しているが異なるトグル装置１３０が図１０に例示され、トグル部材１３０を概略
的に示している。図９のトグル部材１０２と同様に、このトグル部材は、スロット１３４
が形成された前方セクション１３２を有する。このトグル部材はまた、Ｕ字形後方セクシ
ョンの一部である２つの分岐部１４０、１４２を有する。この実施形態において、細長ス
ロット１４４が分岐部１４０に形成され、円形孔１４６が分岐部１４２に形成される。枢
動ピン４０又はローラが、各前方アームセクション３５の前方端部上に設けられ、孔１４
６内に延びることにより分岐部１４２に枢動可能に接続される。ローラ又は枢動ピン７５
が、前アーム延長部７０の前方端部上に設けられ、スロット１４４内に延びて、該スロッ
トと相対移動するようになる。２つのトグル部材１３０（図１０にはその１つだけが示さ
れている）が合わさってトグル装置を形成し、これは、トグル装置１００と類似の方式で
作動することは理解されるであろう。この場合も同様に、距離ｄを距離Ｄと異なるように
することにより、バックレスト及びそのバックレストアームは、椅子を使用している間に
２つのシートアームとは異なる量を枢動し、バックレストとシートとの間の望ましい同期
動作を提供する。
【００２３】
　図１１により別のトグル装置が例示されており、トグル部材１５０を示す。この場合も
同様に、各椅子に設けられるこれらのトグル部材のうちの２つが存在し、椅子の対向する
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枢動ピン４６と類似した）を収容するための円形孔１５４を備えることができる前方セク
ション１５２を有する。また、トグルの後方セクションは、２つの分岐部１５６、１５８
を有し、これらの分岐部の各々上には、好適なローラ１６０、１６１が回転可能に装着さ
れる。２つの例示的なローラが各分岐部の内面上に位置付けられるが、これらは、各分岐
部の外面上に装着することも実施可能である。ローラ１６０は、孔１５４の中心から距離
Ｚ1に装着され、ローラ１６１は、孔１５４の中心から距離Ｚ2に装着される。距離Ｚ1及
びＺ2を異なるようにすることにより、バックレストアームが枢動する量は、２つのシー
トアームの傾斜量に対して変化することになる。従って、距離Ｚ1及びＺ2は、バックレス
ト及びシートの枢動動作に対して、他の実施形態の距離ｄ及びＤと同様の作用を有する。
前アーム延長部７０の前端部セクションには細長スロット１６２があり、他方、前方アー
ムセクション３５の前端部セクションには別のスロット１６４が形成される。分岐部１５
６のローラ１６０は、スロット１６２に装着され、他方のローラ１６１は、スロット１６
４に装着され、これらのローラは、それぞれのスロットにおいて前後に移動することがで
き、スロットとこれらローラとの間に相対的な枢動移動が存在することができる。この代
替のトグル装置はまた、バックレストの傾斜とシートの移動との間で望ましい動機移動を
提供することができる。トグルの様々な組み合わせも実施可能であり、スロット又はピン
の何れかをシート又はバックアームの前方延長部に使用して、トグルのフォーク状後端部
にピン又はスロットの何れかをそれぞれ係合させるようにする。
【００２４】
　本発明の椅子は、当該椅子業界において周知の任意選択か又は追加の特徴要素を備える
ことができる点は理解されるであろう。公知の調整機構を用いてシート深さ調整機能を備
えたシート１４を提供することも実施可能である。また、公知の調整機構による腰部調整
に加えて、必要な場合には、バック高さ調整を提供することも実施可能である。
【００２５】
　椅子を直立位置に戻す付勢機構に関しては、例えば、当該機構における張力を増減する
ことによって、これらの付勢機構を調整可能にすることは周知である。また、例えば、ポ
ストが嵌合する支柱又はスリーブに対してポストの高さを調整可能にすることによって、
シートの高さを調整する種々の機構も周知である。本発明は、椅子として特定の有用性を
有する実施形態である幾つかの異なる例示的な実施形態において具現化して例示し説明し
てきたが、本発明の範囲から逸脱することなく当業者には開示された椅子の形態及び詳細
事項並びにその動作の種々の省略、修正、及び変更を行うことができるので、本発明は本
明細書で示された詳細事項に限定されるものではないことを理解されたい。
【符号の説明】
【００２６】
１０　椅子
１３　バックレスト
１４　シート
２６　ベース支持体
３２、３４　バックレストアーム
３５　前方アームセクション
４４　トグル部材
４６　枢動ピン
６０　スロット
６６、６８　シートアーム
７０　前アーム延長部
７２　後アーム延長部
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