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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗客シートのトレイテーブルであって、
　前記トレイテーブル上に個人用電子機器を置くための表面と、
　前記トレイテーブルの周囲輪郭の少なくとも前端に実質的に対応するように構成されて
いる支持アームと、
　前記支持アームが前記トレイテーブルの周囲輪郭の少なくとも前記前端に実質的に沿っ
て延伸する収容位置、および、前記トレイテーブル上の前記個人用電子機器を、前記個人
用電子機器の表面と前記トレイテーブルの前記表面とが角度をなす向きにおいて支持する
ための少なくとも１つの支持位置に変更可能であるように、前記支持アームを前記トレイ
テーブルに回転して接続する接続構造と
　を備え、
　前記接続構造は、前記支持アームから延伸する２つの脚部を備え、
　前記トレイテーブルは、前記収容位置において前記２つの脚部を受け入れるために前記
トレイテーブルの前記表面に形成された陥凹部を更に備え、
　前記少なくとも１つの支持位置において、前記個人用電子機器の重量によって、前記２
つの脚部のそれぞれの端部は、前記陥凹部の後壁に当接し、前記２つの脚部は、乗客を向
いている、トレイテーブル。
【請求項２】
　前記個人用電子機器の前記表面と前記トレイテーブルの前記表面とが角度をなす向きに
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おいて前記個人用電子機器に当接するためのストッパ構造をさらに備える、請求項１に記
載のトレイテーブル。
【請求項３】
　前記ストッパ構造は、前記トレイテーブルに配置されているストッパ要素を備え、前記
ストッパ要素の先端部分は、前記トレイテーブルの前記表面から突出している、請求項２
に記載のトレイテーブル。
【請求項４】
　前記支持アームからの前記ストッパ要素の距離は、調整可能である、請求項３に記載の
トレイテーブル。
【請求項５】
　前記ストッパ要素は、前記ストッパ要素の先端部分が前記トレイテーブルの前記表面か
ら突出する第１の位置、および、前記ストッパ要素の前記先端部分が前記トレイテーブル
の前記表面と実質的に同一平面上にある第２の位置に変更可能である、請求項３または４
に記載のトレイテーブル。
【請求項６】
　前記ストッパ要素は、梁要素の一端に接続されている旋回可能フラップを備え、前記ト
レイテーブルは、前記フラップが前記支持アームから複数の異なる距離に位置づけ可能で
あるように、前記梁要素を受け入れるためのスロットをさらに備える、請求項５に記載の
トレイテーブル。
【請求項７】
　前記スロットは、前記複数の異なる距離に対応する複数の異なる位置に前記梁要素を調
整可能に受け入れるための数珠状トラックを備える、請求項６に記載のトレイテーブル。
【請求項８】
　前記ストッパ構造は、前記トレイテーブルの前記輪郭の前記前端に対して実質的に反対
側に配置されている、請求項２～７のいずれか一項に記載のトレイテーブル。
【請求項９】
　前記ストッパ構造は、前記ストッパ構造の表面と前記個人用電子機器の表面との間の摩
擦を増大させるための手段を備える、請求項２～８のいずれか一項に記載のトレイテーブ
ル。
【請求項１０】
　前記トレイテーブルは、前記トレイテーブルを前記乗客シートに接続するためのさらな
る接続構造を備える、請求項１～９のいずれか一項に記載のトレイテーブル。
【請求項１１】
　前記支持アームは、前記個人用電子機器の前記表面に接するように配置されている支持
部分を備える、請求項１～１０のいずれか一項に記載のトレイテーブル。
【請求項１２】
　前記支持部分は、前記支持部分の表面と前記個人用電子機器の前記表面との間の摩擦を
増大させるための手段を備える、請求項１１に記載のトレイテーブル。
【請求項１３】
　前記脚部は、少なくとも２つの異なる長さの間で調整可能である、請求項１～１２のい
ずれか一項に記載のトレイテーブル。
【請求項１４】
　前記収容位置において、前記支持アームは、前記脚部が第１の長さである構成にある状
態で、前記トレイテーブルの前記周囲輪郭の前記前端に実質的に沿って延伸する、請求項
１３に記載のトレイテーブル。
【請求項１５】
　前記トレイテーブルの前記表面は、前記収容位置において前記脚部の少なくとも対応す
る部分を収めるための１つまたは複数の溝を備える、請求項１～１４のいずれか一項に記
載のトレイテーブル。
【請求項１６】
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　前記接続構造は、前記支持アームを２つ以上の支持位置に配置するように構成されてい
る、請求項１～１５のいずれか一項に記載のトレイテーブル。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか一項に記載のトレイテーブルを備える乗客シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広範には、乗客シートのトレイテーブルへの取り付けのための支持構造、乗
客シートのトレイテーブルおよび乗客シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　乗客が内蔵エンターテインメントシステムの代わりに、タブレットおよびラップトップ
のような個人用電子機器（ＰＥＤ）を使用することが、よりありふれたことになってきて
いる。たとえば、ますます多数の乗客が、飛行機、バス、列車、フェリーなどによる旅行
の間に自身のＰＥＤ上でビデオを視聴している。エコノミークラスタイプの座席にいる旅
客について、これらのデバイスは通常、座席トレイテーブル上に置かれる。しかしながら
、そのような状況においてこれらのデバイスを長時間使用することは、通常快適ではない
。
【０００３】
　たとえば、一般的にＰＥＤの本体から折り畳み式であるＰＥＤの画面が乗客の視野角に
適合していないと、快適性が損なわれる。１つの要因は、特に隣の列のシートバックがリ
クライニングされた位置にあるときに、隣の列のシートバックによって引き起こされる折
り畳み範囲の制限である。別の要因は、トレイテーブルからの、すなわち、画面からの乗
客の距離が全体として制限されていることである。そのような視聴位置において長時間使
用することによって、首および眼に負担がかかる可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の実施形態は、上記の問題の少なくともいくつかを考慮した、乗客シートのトレ
イテーブルへの取付けのための支持構造、乗客シートのトレイテーブルおよび乗客シート
を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１の態様によれば、乗客シートのトレイテーブルへの取り付けのための支持
構造が提供され、支持構造は、トレイテーブルの周囲輪郭の少なくとも第１の部分に実質
的に一致するような形状にされている支持アームと、支持アームがトレイテーブルの周囲
輪郭の上記少なくとも第１の部分に実質的に沿って延伸する収容位置、および、トレイテ
ーブル上の物品を、物品の表面とトレイテーブルの表面とが角度をなす向きにおいて支持
するための少なくとも１つの支持位置に変更可能であるように、支持アームをトレイテー
ブルに接続するための接続構造とを備える。
【０００６】
　本発明の第２の態様によれば、乗客シートのトレイテーブルが提供され、トレイテーブ
ルは、トレイテーブル上に物品を置くための表面と、支持アームをトレイテーブルに接続
するための接続構造であって、支持アームがトレイテーブルの周囲輪郭の少なくとも第１
の部分に実質的に沿って延伸する収容位置、および、トレイテーブル上の物品を、物品の
表面とトレイテーブルの表面とが角度をなす向きにおいて支持するための少なくとも１つ
の支持位置に変更可能であるように、接続するための接続構造とを備える。
【０００７】
　本発明の第３の態様によれば、第２の態様のトレイテーブルを備える乗客シートが提供
される。



(4) JP 6240749 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

【０００８】
　本発明の実施形態は、図面とともに、ほんの一例としての以下の記載から当業者により
良好に理解され、容易に明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態の概略図である。
【図２】図１の実施形態の使用を示す概略図である。
【図３ａ】従来のトレイテーブルと図１の実施形態との間での乗客の視野角の比較を示す
概略図である。
【図３ｂ】従来のトレイテーブルと図１の実施形態との間での乗客の視野角の比較を示す
概略図である。
【図４】支持アームが収容されている、図１の実施形態の概略図である。
【図５】本発明の別の実施形態の概略図である。
【図６ａ】本発明の別の実施形態の概略図である。
【図６ｂ】本発明の別の実施形態の概略図である。
【図７】図６ａおよび図６ｂの実施形態の概略線描図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、本発明の一実施形態の概略図を示す。支持アーム１００および対応するリップ
１０２が、トレイテーブル１０４に一体化されている。支持アーム１００は、テーブル上
面１０６を平坦なままに維持しつつ、トレイテーブル１０４内に折り畳むことができる。
支持アーム１００は、１つまたは複数の滑り止めストリップまたはスリーブ１０８によっ
て被覆されている。リップ１０２は、トレイテーブル１０４の後端１１０に設けられる。
リップ１０２は、この例示的な実施形態においては固定隆起リップであるが、異なる実施
形態においては可動および調整可能であってもよい。支持アーム１００および任意選択的
にリップ１０２は、トレイテーブル１０４に予め組み込まれるか、または、既存のトレイ
テーブルに対する修正品として設置されるかのいずれかであり得ることが留意される。
【００１１】
　図２に示すように、支持アーム１００は、ＰＥＤ２００、たとえばラップトップコンピ
ュータが、画面２０２の高さが乗客（図示せず）の眼の高さにより近くなるように、トレ
イテーブル１０４の上面１０６に対して或る角度で支持されることを可能にする。好まし
くは、トレイテーブル１０４の端部１１０の一体型リップ１０２によって安定性が達成さ
れ、これによって、ＰＥＤ２００がトレイテーブル１０４から滑り落ちるのを防止するこ
とができる。
【００１２】
　図１に戻ると、この実施形態において、支持アーム１００は、１つまたは複数の滑り止
めスリーブ１０８を被覆された実質的に平坦なプロファイルを有して、実質的にＵ字形状
をなしている。乗客からの視野角における異なる需要に適合するために、短い方のアーム
１１２、１１４は、長さを調整可能なように設計されてもよい。中心を外れた位置で止ま
るヒンジ機構が設けられる。この実施形態において、ヒンジ機構は、アーム１１２、１１
４を受け入れるための陥凹部（例えば、１１９）の後壁（例えば、１１８）の形状および
向きの設計を通じて、および、アーム１１２、１１４の係合部分におけるアーム１１２、
１１４のプロファイルの設計を通じて、さらに、アーム（例えば、１１４）の端部（例え
ば、１２２）に形成される対応する孔（隠れている）に受け入れられる陥凹部（例えば、
１１９）内の２つのピン留めヒンジ（隠れている）として実装される固定回転軸構成のア
ーム（例えば、１１４）の端部（例えば、１２２）と協働して、実現される。有利には、
ヒンジ機構はしたがって、位置を安定して保持し、デバイス（例えば、ＰＥＤ２００（図
２））の重量を支持することができる。そのような実施形態において、支持アーム１００
は、デバイス（例えば、ＰＥＤ２００（図２））の重量が支持されることによって、乗客
（図示せず）に向いている中心を外れた位置において保持される。
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【００１３】
　一実施形態において、トレイテーブル１０４は、軽量での実装のために、収容位置にお
いてアーム１１２、１１４を収めるための組み込み陥凹部、たとえば１１９、および、後
端１１０の一体型隆起リップ１０２を有して、ポリウレタンフォームのようなフォームコ
アを有する成型ＰＶＣまたはアクリルのような固形シェル材料から作成される。代替的な
実施形態において、トレイテーブル１０４の後端１１０から伸縮自在に延伸するリップま
たはストッパ構造が設けられてもよい。また別の実施形態において、収容位置においてト
レイテーブル１０４の表面と同一平面上になるように格納することができる調整可能リッ
プまたはストッパ構造が設けられてもよい。そのような実施形態において、格納可能リッ
プまたはストッパ構造は、トレイテーブル１０４の表面内に形成されるストッパ陥凹部内
に受け入れられ得る。
【００１４】
　この例示的な実施形態において、トレイテーブルは、トレイテーブル１０４のいずれか
の側に形成される対応するスロット、たとえば１２６に可動に受け入れられるアーム、た
とえば１２４が設けられる。このアームは、乗客シート（図示せず）のフレーム構造（図
示せず）に接続可能である。あるいは、フレーム構造は、乗客シートに接続するためにト
レイテーブルと一体化されてもよい。一実施形態において、トレイテーブルに、トレイテ
ーブルのいずれかの側の伸縮アームを設けることができる。
【００１５】
　図２に示すように、支持アーム１００がデバイス、たとえばＰＥＤ２００の下に位置す
る状態で、ＰＥＤ２００を平坦な、実質的に水平なトレイテーブル１０４の表面上に直に
配置するのと比較して画面２０２の中心がより高い位置にある一方、画面２０２の向きを
、乗客の所望の視野角に好適に適合するように変更することができる。図３ａと図３ｂと
の比較に示すように、有利な全体の技術的結果は、乗客がＰＥＤ２００の画面２０２を見
ている間に、より快適な頭部位置を好適に維持することができるように、乗客の視野角３
０１～３０８とのより良好な合致を提供することである。図３において、小さい方の円錐
３０１～３０４は、眼または頭部を動かすことなく一般的に達成することができる３０度
の視野を表す。大きい方の円錐３０５～３０８は、頭部を静止させたままで眼をいっぱい
に動かすことによって一般的に達成することができる６０度の視野を表す。
【００１６】
　図４は、支持アーム１００が収容された状態にある、図１の実施形態の概略図を示す。
この実施形態において、支持アーム１００は、支持アーム１００がトレイテーブル１０４
の前端１２８の周囲輪郭に実質的に沿って延伸する収容位置に変更可能であり、支持アー
ム１００は、トレイテーブル１０４の前端１２８の周囲輪郭から突出している。
【００１７】
　当業者には了解されるように、支持アームの寸法は、ともに使用されまたは一体化され
ることになるトレイテーブルの寸法に応じて決定される。図５に示す本発明の一実施形態
における、非限定的かつあり得る実施態様は、支持アーム５００に、約４０２ｍｍの外寸
幅５０１、約３８２ｍｍの内寸幅５０２、約４５ｍｍのより短いアーム５０４の外寸長５
０３を提供する。
【００１８】
　例示的な実施形態において異なる視野角を達成するために、一実施形態は好ましくは、
たとえば伸縮ロッドを使用することによって、支持アームの長さ調整可能な短いアームを
提供する。別の実施形態では、トレイテーブルの表面に沿った、および／または、トレイ
テーブルの後端を越えた異なる位置において移動しおよびロックすることができるリップ
またはストッパ構造が、代替的にまたは付加的に設けられてもよい。図６ａおよび図６ｂ
に示す一実施形態において、可動ストッパ構造６００は、数珠状トラックタイプの機構を
使用することによって実装することができる。
【００１９】
　ストッパ構造６００は、梁６０６の一端に接続されている旋回可能フラップ６０４を備
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え、トレイテーブル６０７は、梁６０６を受け入れるためのスロット６０８をさらに備え
、それによって、フラップ６０４は、支持アーム６０９から複数の異なる距離に位置づけ
ることができる。フラップ６０４は、フラップ６０４の先端部分がトレイテーブル６０７
の表面から突出する第１の位置、および、フラップ６０４の先端部分がトレイテーブル６
０７の表面と実質的に同一平面上にある第２の位置に変更可能である。この実施形態にお
けるスロット６０８は、支持アーム６０９からの複数の異なる距離に対応する複数の異な
る位置に梁６０６を調整可能に受け入れるための数珠状トラック（隠れている）を備え、
スロット６０８に形成されている数珠状トラック（隠れている）の数珠構造（隠れている
）を解放可能に受け入れるための孔、たとえば６１２が梁６０６に形成されている。
【００２０】
　そのような実施形態において、複数の視野角を達成するために、フラップ６０４は、ト
レイテーブル６０７の上面に沿っておよび／またはトレイテーブル６０７の後端を越えて
スライドし、特定の位置に止まることができる。
【００２１】
　図６ａは、中心を外れた位置で止まっている、展開された支持アーム６０９を示す。図
６ｂに示すように収容されると、支持アーム６０９は、アーム陥凹部６１４に受け入れら
れ、それによって、トレイテーブル６０７の上面は、実質的に平坦になる。トレイテーブ
ル６０７の表面の平坦性は有利には、収容位置に調整可能なフラップ６０４を有するスト
ッパ構造６００を使用することによってさらに増進される。この実施形態において、支持
アーム６０９は、支持アーム６０９がトレイテーブル６０７の前端６１４の周囲輪郭に実
質的に沿って延伸する収容位置に変更可能であり、支持アーム６０９は、トレイテーブル
６０７の表面内に形成されているアーム陥凹部６１６に受け入れられる。
【００２２】
　図７は、支持アーム６０９およびストッパ構造６００を有するトレイテーブル６０７の
概略線描図を示す。
【００２３】
　代替的な実施形態において、フラップまたはリップ部分のようなストッパ要素のいずれ
かの側のレールを使用してトレイテーブルの後端から外方に延伸する調整可能リップまた
はストッパ構造が設けられてもよい。フラップまたはリップ部分は、突出位置と、トレイ
テーブルの表面と同一平面上にある収容位置との間でさらに調整可能であってもよい。
【００２４】
　上述した実施形態において、支持アーム全体を収容するための陥凹部、または、少なく
とも支持アームの脚部のそれぞれの部分を格納するための陥凹部がトレイテーブルの前端
に位置し、したがって乗員から離れているため、トレイテーブルは有利に整然としたまま
にされる。
【００２５】
　上述した実施態様において、支持アームは、たとえばプラスチック、炭素複合材または
アルミニウムから作成されてもよく、一方で、たとえばアルミニウムの締結具およびヒン
ジが使用されてもよい。
【００２６】
　一実施形態において、乗客シートのトレイテーブルへの取り付けのための支持構造が提
供され、支持構造は、トレイテーブルの周囲輪郭の少なくとも第１の部分に実質的に合致
するような形状にされている支持アームと、支持アームがトレイテーブルの周囲輪郭の上
記少なくとも第１の部分に実質的に沿って延伸する収容位置、および、トレイテーブル上
の物品を、物品の表面とトレイテーブルの表面とが角度をなす向きにおいて支持するため
の少なくとも１つの支持位置に変更可能であるように、支持アームをトレイテーブルに接
続するための接続構造とを備える。
【００２７】
　支持アームは、物品の表面に接するように配置されている支持部分を備えることができ
る。支持部分は、支持部分の表面と物品の表面との間の摩擦を増大させるための手段を備
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えることができる。
【００２８】
　一実施形態において、接続構造は、支持アームから延伸する１つまたは複数の脚部を備
えることができる。脚部は、収容位置において、トレイテーブルの周囲輪郭に沿った少な
くとも対応する第２の部分に実質的に沿って延伸することができる。脚部は、少なくとも
２つの異なる長さの間で調整可能とすることができる。収容位置において、支持アームは
、脚部が第１の長さである構成にある状態で、トレイテーブルの周囲輪郭の少なくとも第
１の部分に実質的に沿って延伸することができる。
【００２９】
　接続構造は、支持アームを２つ以上の支持位置に配置するように構成することができる
。
【００３０】
　一実施形態によれば、乗客シートのトレイテーブルが提供され、トレイテーブルは、ト
レイテーブル上に物品を置くための表面と、支持アームをトレイテーブルに接続するため
の接続構造であって、支持アームがトレイテーブルの周囲輪郭の少なくとも第１の部分に
実質的に沿って延伸する収容位置、および、トレイテーブル上の物品を、物品の表面とト
レイテーブルの表面とが角度をなす向きにおいて支持するための少なくとも１つの支持位
置に変更可能であるように、接続するための接続構造とを備える。
【００３１】
　トレイテーブルは、物品の表面とトレイテーブルの表面とが角度をなす向きにおいて物
品に当接するためのストッパ構造をさらに備えてもよい。ストッパ構造は、トレイテーブ
ルに配置されているストッパ要素を備えてもよく、ストッパ要素の先端部分は、トレイテ
ーブルの表面から突出している。支持アームからのストッパ要素の距離は、調整可能とす
ることができる。ストッパ要素は、ストッパ要素の先端部分がトレイテーブルの表面から
突出する第１の位置、および、ストッパ要素の先端部分がトレイテーブルの表面と実質的
に同一平面上にある第２の位置に変更可能とすることもできる。ストッパ要素は、梁要素
の一端に接続されている旋回可能フラップを備えることができ、トレイテーブルは、梁要
素を受け入れるためのスロットをさらに備え、それによって、フラップは、支持アームか
ら複数の異なる距離に位置づけ可能である。スロットは、複数の異なる距離に対応する複
数の異なる位置に梁要素を調整可能に受け入れるための数珠状トラックを備えてもよい。
【００３２】
　一実施形態において、ストッパ構造は、トレイテーブルの輪郭の少なくとも第１の部分
に対して実質的に反対側に配置することができる。ストッパ構造は、ストッパ構造の表面
と物品の表面との間の摩擦を増大させるための手段を備えることができる。
【００３３】
　一実施形態において、トレイテーブルは、トレイテーブルを乗客シートに接続するため
のさらなる接続構造を備える。
【００３４】
　一実施形態において、トレイテーブルは、支持アームを備えることができる。支持アー
ムは、物品の表面に接するように配置されている支持部分を備えることができる。支持部
分は、支持部分の表面と物品の表面との間の摩擦を増大させるための手段を備えることが
できる。接続構造は、支持アームから延伸する１つまたは複数の脚部を備えることができ
る。脚部は、少なくとも２つの異なる長さの間で調整可能とすることができる。収容位置
において、支持アームは、脚部が第１の長さである構成にある状態で、トレイテーブルの
周囲輪郭の少なくとも第１の部分に実質的に沿って延伸することができる。
【００３５】
　一実施形態において、トレイテーブルの表面は、収容位置において脚部の少なくとも対
応する部分を収めるための１つまたは複数の溝を備える。
【００３６】
　一実施形態において、接続構造は、支持アームを２つ以上の支持位置に配置するように
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【００３７】
　一実施形態において、トレイテーブルは、乗客シートの既存のトレイテーブル支持構造
に接続可能であるように構成することができる。
【００３８】
　広範に記載されているような本発明の精神または範囲から逸脱することなく、特定の実
施形態に示されているような本発明に多数の変更および／または修正を行うことができる
ことが、当業者には了解されよう。本発明の実施形態は、それゆえ、すべての点において
限定ではなく例示であるものとして考えられるべきである。

【図１】

【図２】

【図３ａ）】

【図３ｂ）】
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【図４】

【図５】

【図６ａ）】

【図６ｂ）】

【図７】
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