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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】天板を強固かつ安定的に支持しつつ、外観デザ
インの自由度を高めるとともに、各種のオプション部材
の装着が可能なデスク装置を提供する。
【解決手段】デスク装置は、床面Ｆ上に設置された天板
支持体１０と、天板支持体１０上に支持される天板と、
を備え、天板支持体１０は、天板に沿った幅方向Ｗに間
隔を空けて配置された一対の脚体２０と、脚体２０より
も前後方向ＦＲの外側に配置され、幅方向Ｗに延びる外
部連結杆３０と、脚体２０と外部連結杆３０とを連結す
る支持アーム４０と、を備えるようにした。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床面上に設置された支持体と、
　前記支持体上に支持される天板と、を備え、
　前記支持体は、前記天板に沿った第一方向に間隔を空けて配置された一対の脚体と、
　前記天板に沿った面内で前記第一方向に直交する第二方向において前記脚体の上端の外
側に配置され、前記第一方向に延びる連結体と、
　前記脚体と前記連結体とを連結する接続部材と、
を備えることを特徴とするデスク装置。
【請求項２】
　前記接続部材は、前記脚体に対し、前記第一方向の内側に配置されていることを特徴と
する請求項１に記載のデスク装置。
【請求項３】
　前記脚体は、
　前記第二方向に沿って間隔を空けて設けられた一対の脚本体部と、
　前記第二方向に延び、一対の前記脚本体部同士を前記脚本体部の上部で連結する横梁部
と、を備え、
　前記接続部材は、一端が前記脚本体部または前記横梁部に連結され、他端が前記連結体
に連結されていることを特徴とする請求項１または２に記載のデスク装置。
【請求項４】
　一対の前記脚本体部は、上方から下方に向けて前記第二方向の間隔が漸次増大するよう
、傾斜して設けられていることを特徴とする請求項３に記載のデスク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オフィスの執務空間等で使用されるデスク装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　オフィスの執務空間等においては、床面上に設置される一対の脚体に天板が支持された
デスク装置が一般的に使用されている。
　この種のデスク装置の脚体としては、床面上に沿わせて横向きに載置される下部パイプ
と、下部パイプの一端部若しくは中央部から上方に向かって延出する縦パイプと、縦パイ
プの上端部から下部パイプと平行に延出する上部パイプとにより、側面視がコ字状をなす
ように形成されたもの（いわゆるＬ型脚）や、側面視がエ字状をなすように形成されたも
の（いわゆるＴ型脚）が多く見られる。また、パイプ材以外からなる脚体としては、パネ
ル状のものも多く見られる。
【０００３】
　これらのデスク装置の構造では、脚体における床面接触部分が大きいため、脚体によっ
て天板ユニットを強固にかつ安定的に支持することができる。しかし、この構造において
は、使用者に重厚な印象を与えてしまいデスク装置としての体裁として好ましくない場合
がある。また、これらのデスク装置の構造は、脚体の床面接触部分が大きいことから、床
面の清掃の際に作業の支障になり易い。
【０００４】
　一方、これらの不具合の生じにくいデスク装置として、矩形状の天板ユニットの四隅に
棒状の脚体をそれぞれ取り付け、棒状の脚体の各下端を床面上に設置するようにしたもの
も多く見られる。
　ただし、このデスク装置の構造は、棒状の脚体のみによって天板ユニットを支持してい
ることから、デスク装置の側方からの外力に対する強度的な面で不安がある。
【０００５】
　こうした問題を解決したデスク装置として、一対の脚本体部が、脚本体部の上部で横梁



(3) JP 2016-165363 A 2016.9.15

10

20

30

40

50

部によって相互に連結されて成る一対の脚体と、一対の脚体の上部同士を連結する複数の
連結杆と、を備えた天板支持体を構成し、この天板支持体状で天板を支持する構成が提案
されている（例えば、特許文献１参照。）。
　このような構成によれば、天板の奥行寸法が大きな場合や、天板上に重量物を載置する
ことが想定される場合においても、天板を強固かつ安定的に支持することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１４－６８９１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記のような天板支持体においては、天板の外周縁部が天板支持体に対して
外方に大きく張り出していると、天板の変形が生じやすい。したがって、天板支持体の脚
体や連結杆は、なるべく天板の外周縁部に近い位置に配置するのが好ましい。
　しかし、脚体や連結杆を天板の外周縁部に近い位置に配置すると、脚本体部が天板の四
隅の下方に位置することとなり、デスク装置の外観デザインが制限されてしまう。
【０００８】
　また、天板の外周縁部に、照明装置やディスプレイ装置等をクランプ金具によって取り
付けようとしても、脚体や連結杆が天板の外周縁部に近い位置に設けられているために、
クランプ金具を天板の外周縁部にクランプさせることができないこともある。
【０００９】
　そこでなされた本発明の目的は、天板を強固かつ安定的に支持しつつ、外観デザインの
自由度を高めるとともに、各種のオプション部材の装着を可能とすることのできるデスク
装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を採用する。
　この発明に係るデスク装置は、床面上に設置された支持体と、前記支持体上に支持され
る天板と、を備え、前記支持体は、前記天板に沿った第一方向に間隔を空けて配置された
一対の脚体と、前記天板に沿った面内で前記第一方向に直交する第二方向において前記脚
体の上端の外側に配置され、前記第一方向に延びる連結体と、前記脚体と前記連結体とを
連結する接続部材と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　このように、一対の脚体同士を連結する連結体が、第二方向において脚体の上端よりも
外側に配置されているので、天板の第二方向の端部の荷重を、連結体により有効に支持す
ることができる。
　これに対し、脚体は、脚体の第二方向における両端部を、連結体の位置に合わせて配置
する必要がなく、連結体に対し、第二方向の内側に配置することができる。
　しかも、連結体と脚体とは、接続部材を介して連結されているので、脚体と連結体と接
続部材とを備える支持体を強固に形成することができる。
　また、天板の外周端部において、脚体の第二方向の外側の接続部材の部分においては、
照明装置やディスプレイ装置等のオプション部材を、脚体と干渉することなく、クランプ
金具等で装着することが可能となる。
【００１２】
　また、この発明に係るデスク装置は、上記デスク装置において、前記接続部材は、前記
脚体に対し、前記第一方向の内側に配置されているようにしてもよい。
　このように、接続部材が脚体よりも第一方向の内側に配置されていれば、接続部材の部
分において、オプション部材を取り付けるためのクランプ金具等を固定するスペースを容
易に確保することができる。
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【００１３】
　また、この発明に係るデスク装置は、上記デスク装置において、前記脚体は、前記第二
方向に沿って間隔を空けて設けられた一対の脚本体部と、前記第二方向に延び、一対の前
記脚本体部同士を前記脚本体部の上部で連結する横梁部と、を備え、前記接続部材は、一
端が前記脚本体部または前記横梁部に連結され、他端が前記連結体に連結されているよう
にしてもよい。
　このように、一対の脚本体部と横梁部とにより、脚体が門型をなし、軽快なデザインと
することができる。また、脚体が門型をなすことで、一対の脚本体部の間に使用者の下肢
を容易に出し入れでき、清掃を行う際も清掃具等を一対の脚本体部の間に容易に出し入れ
することができる。
【００１４】
　また、この発明に係るデスク装置は、上記デスク装置において、一対の前記脚本体部は
、上方から下方に向けて前記第二方向の間隔が漸次増大するよう、傾斜して設けられてい
るようにしてもよい。このようにして、脚体の上部においては、接続部材の部分において
オプション部材を取り付けるスペースを確保しつつ、一対の脚本体部の間隔が下方に向か
って広がることによって、デスク装置の安定性を高く確保することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明に係るデスク装置によれば、天板を強固かつ安定的に支持しつつ、外観デザイ
ンの自由度を高めるとともに、各種のオプション部材の装着を可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】この発明の一実施形態に係るデスク装置の全体構成を示す斜視図である。
【図２】上記デスク装置を構成する支持体を示す斜視図である。
【図３】上記支持体を構成する脚体を斜め下方から見た斜視図である。
【図４】上記脚体と連結体とを接続部材を介して接続する構成を示す斜視図である。
【図５】上記脚体に設けた接続部材を示す斜視図である。
【図６】上記接続部材を示す斜視図である。
【図７】上記接続部材と連結体との接続部分に設けたカバーを示す斜視図である。
【図８】上記カバーの裏側を示す斜視図である。
【図９】上記支持体に設けた中間脚を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して、本発明によるデスク装置を実施するための形態を説明する
。しかし、本発明はこの実施形態のみに限定されるものではない。
　図１は、デスク装置の全体構成を示す斜視図である。図２は、デスク装置を構成する支
持体を示す斜視図である。
　図１に示すように、デスク装置１は、天板ユニット１００と、床面Ｆに設置され天板ユ
ニット１００を支持する天板支持体（支持体）１０と、を備えている。
　なお、以下の説明においては、床面Ｆと直角な方向を上下方向と呼ぶ。また、天板ユニ
ット１００の表面に沿った面内（上下方向に直交する水平面内）で、天板ユニット１００
の長尺な方向（第一方向）を幅方向Ｗ、天板ユニット１００の短尺な方向（第二方向）を
前後方向ＦＲと呼ぶものとする。
【００１８】
　天板ユニット１００は、平面視が矩形状の４枚の天板部材２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄを有
している。天板部材２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄのうち、天板部材２ａと天板部材２ｂとが、
長手方向の端面同士を互いに突き合せることで、一定の奥行幅の連続した机上面を形成す
る天板２Ａを構成している。また、天板部材２ｃと天板部材２ｄとが、長手方向の端面同
士を互いに突き合せることで、一定の奥行幅の連続した机上面を形成する天板２Ｂを構成
している。これら２組の天板２Ａ，２Ｂは、前後方向ＦＲの中央に離間スペース３を挟ん
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で対向して配置されている。天板２Ａ，２Ｂは、長尺な辺が相互に平行になるように対向
配置され、前後方向ＦＲの中央の離間スペース３は幅方向Ｗに沿って連続している。
　なお、この実施形態においては、各天板２Ａ，２Ｂが２枚の天板部材２ａ，２ｂ、及び
、２ｃ，２ｄによって構成されているが、それぞれ連続した一枚板によって構成すること
も可能である。
【００１９】
　図２に示すように、天板支持体１０は、幅方向Ｗの両端部に配置される一対の脚体２０
，２０と、その一対の脚体２０，２０の上部同士を連結する外側連結杆（連結体）３０，
３０と、連結ユニット３５Ａ，３５Ｂと、を備えている。この実施形態では、天板支持体
１０は、さらに、一対の脚体２０，２０の間に設けられた中間脚２２と、中間脚２２の上
部に設けられた中継ユニット２３と、を備えている。
【００２０】
　図３は、支持体を構成する脚体を斜め下方から見た斜視図である。
　図２、図３に示すように、脚体２０は、前後方向ＦＲに間隔を空けて配置され、それぞ
れ床面Ｆ上に設置された一対の脚本体部２４，２４と、前後方向ＦＲに沿って延びて脚本
体部２４，２４の上部同士を連結する横梁部２５と、を備えている。
【００２１】
　各脚本体部２４は、金属製の角パイプによって主要部を構成されている。この実施形態
において、脚本体部２４，２４は、上方から下方に向かって、前後方向ＦＲにおける間隔
が漸次拡大するよう、傾斜して設けられている。
【００２２】
　横梁部２５の長手方向（前後方向ＦＲ）の両端部は、脚本体部２４，２４の各上部側面
に溶接固定されている。横梁部２５の長手方向の両端部は、脚本体部２４の傾斜角度に合
わせて傾斜している。こうして、一対の脚本体部２４，２４の上部に横梁部２５が連結さ
れた脚体２０は、幅方向Ｗから見た側面視が門型状（開口側が下方を向くコ字形状）とな
っている。
【００２３】
　また、横梁部２５の幅方向Ｗの内側面には、後述する連結ユニット３５Ａ，３５Ｂの内
側連結杆３１，３１を支持する支持アーム２９，２９が設けられている。図３に示すよう
に、支持アーム２９，２９は、横梁部２５の中間部に、前後方向ＦＲに所定の間隔を空け
て設けられている。各支持アーム２９は、横梁部２５の幅方向Ｗ一方の側から幅方向Ｗに
沿って突出するよう、溶接等の接合手段により一体に設けられている。各支持アーム２９
は、断面形状が略クランク状をなしており、内側連結杆３１（図２参照）の下面を支持す
る下部支持部２９ａと、下部支持部２９ａの前後方向ＦＲ一端から上方に立ち上がり、内
側連結杆３１（図２参照）の側面に沿う側部支持部２９ｂと、側部支持部２９ｂの上端か
ら水平方向に延出し、天板２Ａ，２Ｂ（図１参照）の下面を支持する天板支持壁２９ｃと
、を備えている。
【００２４】
　支持アーム２９は、内側連結杆３１（図２参照）を側部支持部２９ｂに沿わせて下部支
持部２９ａ上に載せ、ビス等で締結することによって、内側連結杆３１の幅方向Ｗの外側
端部３１ｓを支持する。
【００２５】
　図２、図３に示すように、脚体２０の前後方向ＦＲにおける両端部には、外側連結杆３
０，３０を支持する支持アーム（接続部材）４０，４０が設けられている。支持アーム４
０，４０は、脚本体部２４に対して幅方向Ｗ一方の側（対向する脚体２０側）に突出する
よう、溶接等の接合手段により一体に接合されている。
【００２６】
　図４は、脚体と連結体とを接続部材を介して接続する構成を示す斜視図である。図５は
、脚体に設けた接続部材を示す斜視図である。図６は、接続部材を示す斜視図である。
　図３～図６に示すように、各支持アーム４０は、水平面内に位置する上部支持部４０ａ
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と、上部支持部４０ａの前後方向ＦＲ一端から下方に垂下する垂下部４０ｂと、上部支持
部４０ａの前後方向ＦＲ他端から下方に垂下し、外側連結杆３０，３０を支持する側部支
持部４０ｃと、上部支持部４０ａの幅方向Ｗ一端から下方に垂下し、後述するカバー４１
を支持するカバー支持部４０ｄと、を一体に備える。
　図５に示すように、垂下部４０ｂには、幅方向Ｗ一方の側に延び、脚本体部２４におい
て横梁部２５が接合された上部側面２４ｓに接合される接合部４０ｅが一体に設けられて
いる。
　この支持アーム４０の上部支持部４０ａは、支持アーム２９の天板支持壁２９ｃと同一
高さとされている。また、支持アーム４０のカバー支持部４０ｄは、脚本体部２４に対し
、横梁部２５とは反対側の前後方向ＦＲに向かって延びるように設けられている。
【００２７】
　図６に示すように、側部支持部４０ｃには、幅方向Ｗに間隔をあけて複数の保持溝４２
が形成されている。保持溝４２は、上端部４２ａが下端部４２ｂに対して幅広に形成され
ている。また、上部支持部４０ａには、保持溝４２の上端部４２ａに連続する凹部４３が
形成されている。
【００２８】
　図４に示すように、支持アーム４０は、外側連結杆３０を、側部支持部４０ｃに沿わせ
、外側連結杆３０の側面に取り付けたビス（図示無し）の頭部を、凹部４３を通して、側
部支持部４０ｃに対して支持アーム４０の内方に挿入し、ビスの軸部を保持溝４２に係合
させる。これにより、支持アーム４０により、外側連結杆３０の幅方向Ｗの外側端部３０
ｓが支持される。
【００２９】
　また、カバー支持部４０ｄには、前後方向ＦＲに間隔を空けて複数の係合孔４４が形成
されている。図７に示すように、このカバー支持部４０ｄには、カバー４５を装着するこ
とができる。
【００３０】
　図７は、接続部材と連結体との接続部分に設けたカバーを示す斜視図である。図８は、
カバーの裏側を示す斜視図である。
　図７、図８に示すように、カバー４５は、例えば樹脂製で、平滑なカバープレート４５
ａと、カバープレート４５ａの一面側から突出する複数の係合爪４５ｂ，４５ｂと、を一
体に備えている。このカバー４５は、カバー支持部４０ｄの係合孔４４に係合爪４５ｂ，
４５ｂを係合させることで、カバー支持部４０ｄに装着される。カバー４５をカバー支持
部４０ｄに装着した状態で、カバープレート４５ａは、カバー支持部４０ｄと、支持アー
ム４０に支持される外側連結杆３０の端部３０ｓとを覆うように形成されている。
【００３１】
　また、カバープレート４５ａの一方の端部には、傾斜した脚本体部２４に沿うよう、傾
斜部４５ｃが形成されている。
【００３２】
　さらに、図８に示すように、カバ－プレート４５ａの他方の端部には、外側連結杆３０
側に湾曲した側部湾曲部４５ｄが形成されている。カバープレート４５ａの下端部には、
側部湾曲部４５ｄと同じ側に延出した下部延出部４５ｅが形成されている。また、カバー
プレート４５ａの他方の端部には、側部湾曲部４５ｄおよび下部延出部４５ｅから外側連
結杆３０側に延出し、外側連結杆３０内に嵌入される断面Ｌ字状の嵌入部４６が一体に形
成されている。
【００３３】
　このようにして、脚体２０の前後方向ＦＲ両端部には、支持アーム４０が、脚本体部２
４の上端部から前後方向ＦＲに延出するよう設けられ、この支持アーム４０に、外側連結
杆３０が連結される。
【００３４】
　図９は、支持体に設けた中間脚を示す斜視図である。
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　図２、図９に示すように、一対の脚体２０，２０の間に配置される中間脚２２は、フレ
ーム枠に金属プレートが接合されてパネル状に形成されている。パネル状の中間脚２２は
、前後方向ＦＲに一定長を有し、床面Ｆから上方に向かって延びるよう設けられている。
【００３５】
　中間脚２２の上端部には、中継ユニット２３が一体に取り付けられている。中継ユニッ
ト２３は、中間脚２２に対し、前後方向ＦＲの両側に突出するよう延びる角筒状のステー
１７と、ステー１７の幅方向Ｗ両側の側面に設けられた支持アーム１８，１８、１９，１
９と、を備えている。
【００３６】
　支持アーム１８，１８は、ステー１７の長手方向（前後方向ＦＲ）の両端部に設けられ
ている。各支持アーム１８は、幅方向Ｗ両側の側面から直交して水平方向に突出するよう
設けられている。図９に示すように、支持アーム１８は、外側連結杆３０の下面を支持す
る下部支持部１８ａと、下部支持部１８ａの前後方向ＦＲ両端からそれぞれ上方に立ち上
がり、外側連結杆３０の両側面に沿う側部支持部１８ｂ，１８ｂと、側部支持部１８ｂ，
１８ｂの上端部から互いに離間する外側方に向かって延びる天板支持部１８ｃ，１８ｃと
、を備えている。
　支持アーム１８は、外側連結杆３０を、側部支持部１８ｂに沿わせて下部支持部１８ａ
上に載せ、ビス等で締結することによって、外側連結杆３０の幅方向Ｗの内側端部３０ｔ
を支持する。
【００３７】
　支持アーム１９，１９は、ステー１７の長手方向（前後方向ＦＲ）の中間部に、所定の
間隔を空けて設けられている。各支持アーム１９は、幅方向Ｗ両側の側面から直交して水
平方向に突出するよう設けられている。支持アーム１９は、支持アーム２９と同様の形状
を有し、下部支持部１９ａと、側部支持部１９ｂと、天板支持壁１９ｃと、を備えた、断
面形状略クランク状とされている。
　支持アーム１９は、内側連結杆３１を側部支持部１９ｂに沿わせて下部支持部１９ａ上
に載せ、ビス等で締結することによって、内側連結杆３１の幅方向Ｗの内側端部３１ｔを
結合する。
【００３８】
　図２に示すように、このようにして、外側連結杆３０，３０は、両側の脚体２０、２０
の間に、中継ユニット２３を介して架設されている。同様に、内側連結杆３１は、両側の
脚体２０，２０の間に、中継ユニット２３を介して架設されている。
【００３９】
　外側連結杆３０，３０は、天板支持体１０の前後方向ＦＲの両側の端部に幅方向Ｗに沿
うように平行に配置されている。外側連結杆３０，３０は、前後方向ＦＲにおいて、支持
脚２０よりも外側に配置されている。これら外側連結杆３０，３０は、天板ユニット１０
０の天板２Ａ，２Ｂの前後方向ＦＲの外側縁部を下方から支持する。
【００４０】
　連結ユニット３５Ａ，３５Ｂは、それぞれ、内側連結杆３１，３１と、ブリッジ部材３
６ａ，３６ｂ，３６ｃと、を備えている。
【００４１】
　内側連結杆３１，３１は、天板支持体１０の前後方向ＦＲの中央領域に外側連結杆３０
，３０と平行になるように配置されている。内側連結杆３１，３１は、天板ユニット１０
０の天板２Ａ，２Ｂの前後方向ＦＲの各内側縁部を下方から支持する。内側連結杆３１，
３１同士は前後方向ＦＲに所定距離離間して配置されている。
【００４２】
　ブリッジ部材３６ａ，３６ｂ，３６ｃは、連結ユニット３５Ａ，３５Ｂのそれぞれにお
いて、前後方向ＦＲに延出し、対向配置される内側連結杆３１，３１同士を連結する。こ
れにより、連結ユニット３５Ａ，３５Ｂは、それぞれ梯子型をなしている。
【００４３】
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　連結ユニット３５Ａ，３５Ｂのそれぞれにおいて、内側連結杆３１，３１の間には、下
方に向けて凹んだ凹状断面の配線ダクト３７が配置されている。配線ダクト３７は、内側
連結杆３１，３１にビス止め等によって固定されている。配線ダクト３７は、デスク装置
１の外部から引き込まれた電気配線や通信配線等の配線が内部に通されて保持される部分
である。配線ダクト３７内に通された配線は、隣接するブリッジ部材３６ａ，３６ｂ，３
６ｃの間と、天板ユニット１００の前後方向ＦＲ中央の離間スペース３を通して天板２Ａ
，２Ｂ上に引き出される。
【００４４】
　また、連結ユニット３５Ａ，３５Ｂのブリッジ部材３６ａ，３６ｂ，３６ｃには、図１
に示すように、各２つの配線カバー３８，３８が傾動可能に支持されている。これらの配
線カバー３８，３８は、天板支持体１０上に天板ユニット１００が取り付けられた状態に
おいて、天板ユニット１００の前後方向ＦＲ中央の離間スペース３内に開閉可能に配置さ
れ、配線のレイアウトに応じて適宜開かれるようになっている。また、これら配線カバー
３８，３８は、配線カバー３８，３８を閉じた状態で、前後方向ＦＲに隙間をあけるよう
配置され、この隙間を塞ぐ目隠し部材３９が装着されている。
【００４５】
　天板ユニット１００の天板２Ａ，２Ｂは、両者の奥行方向の中央に離間スペース３を設
けるようにして、天板支持体１０の上部に載置され、その状態で天板支持体１０側の部材
である支持アーム４０，２９，１８，１９等に締結固定されている。
【００４６】
　上述したようなデスク装置１によれば、床面Ｆ上に設置された天板支持体１０と、天板
支持体１０上に支持される天板２Ａ，２Ｂと、を備え、天板支持体１０は、天板２Ａ，２
Ｂに沿った幅方向Ｗに間隔を空けて配置された一対の脚体２０と、脚体２０よりも前後方
向ＦＲの両外側にそれぞれ配置され、幅方向Ｗに延びて一対の脚体２０同士を連結する外
部連結杆３０と、前後方向ＦＲに沿って延び、脚体２０と外部連結杆３０とを連結する支
持アーム４０と、を備えている。
　このように、一対の脚体２０同士を連結する外部連結杆３０が、脚体２０よりも前後方
向ＦＲの両外側に配置されているので、天板２Ａ，２Ｂの前後方向ＦＲにおける端部２ｓ
、２ｔの荷重を、外部連結杆３０により有効に支持することができる。
　これに対し、脚体２０は、脚体２０の前後方向ＦＲにおける両端部に位置する脚本体部
２４，２４を、外部連結杆３０の位置に合わせて配置する必要がなく、外部連結杆３０に
対して前後方向ＦＲの内側に配置することができる。
　しかも、外部連結杆３０と脚体２０とは、支持アーム４０を介して連結されているので
、脚体２０と外部連結杆３０と支持アーム４０とを備える天板支持体１０を強固に形成す
ることができる。
　その結果、天板２Ａ，２Ｂを強固かつ安定的に支持しつつ、外観デザインの自由度を高
めることが可能となる。
【００４７】
　また、図１に示すように、脚体２０の前後方向ＦＲの両外側の部分Ｐにおいては、脚体
２０と干渉することなく、天板２Ａ，２Ｂの外周端部（天板２Ａ，２Ｂの部分Ｐに対応す
る部分）に、照明装置やディスプレイ装置等の各種のオプション部材をクランプ金具等で
装着することが可能となる。
　さらに、支持アーム４０が脚体２０よりも左右方向Ｗの内側に配置されているので、天
板２Ａ，２Ｂの左右方向Ｗ両側の外周端部でオプション部材を固定するクランプ金具等を
固定するスペースを容易に確保することができる。
【００４８】
　さらに、脚体２０は、前後方向ＦＲに沿って間隔を空けて設けられた一対の脚本体部２
４と、前後方向ＦＲに延び、一対の脚本体部２４同士を脚本体部２４の上部で連結する横
梁部２５と、を備えている。
　このように、一対の脚本体部２４と横梁部２５とにより、脚体２０が門型をなし、軽快
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４の間に使用者の下肢を容易に出し入れでき、清掃を行う際も清掃具等を一対の脚本体部
２４の間に容易に出し入れすることができる。
【００４９】
　また、一対の脚本体部２４は、上方から下方に向けて前後方向ＦＲの間隔が漸次増大す
るよう、傾斜して設けられている。このようにして、脚体２０の上部においては、支持ア
ーム４０を設けるスペースを確保しつつ、一対の脚本体部２４の間隔が下方に向かって広
がることによって、デスク装置１の安定性を高く確保することができる。
【００５０】
（その他の実施形態）
　なお、この発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範
囲で種々の設計変更が可能である。例えば、上記の実施形態においては、一対の脚体２０
，２０の間に中間脚２２を配置し、中間脚２２に設けられた中継ユニット２３を介して外
側連結杆３０，３０や内側連結杆３１，３１を連結するようにしているが、中間脚２２お
よび中継ユニット２３は必ずしも必要なものではなく、外側連結杆３０や内側連結杆３１
を一本の連続したものとしても良い。
【００５１】
　また、脚体２０において、一対の脚本体部２４を、上方から下方に向けて幅方向Ｗの間
隔が漸次増大するよう、傾斜して設けるようにしたが、これに限らない。一対の脚本体部
２４を互いに平行に設けてもよいし、上方から下方に向けて幅方向Ｗの間隔が漸次縮小す
るよう、傾斜して設けてもよい。
　さらには、脚体２０は、一対の脚本体部２４と横梁部２５とを有した門型の構成に限ら
ず、中間脚２２と同様に、パネル状の形状を有した構成としてもよい。
　これ以外にも、本発明の主旨を逸脱しない限り、上記実施の形態で挙げた構成を取捨選
択したり、他の構成に適宜変更したりすることが可能である。
【符号の説明】
【００５２】
１　デスク装置
２Ａ，２Ｂ　天板
１０　天板支持体（支持体）
２０　脚体
２２　中間脚
２４　脚本体部
２５　横梁部
３０　外側連結杆（連結体）
４０　支持アーム（接続部材）
Ｆ　床面
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