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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着座者が臀部側を載せて座る着座体と、該着座体に前記着座者が座った際にその背面側
を支持すべく固定配置されている背もたれ部とを少なくとも備えてなる椅子において、
　前記着座体は、左右一対の支腕部と、これらの支腕部相互間に平行に架け渡して配列さ
れる桟幅がいずれも４ｃｍである前列尻当て桟部と中間尻当て桟部と後列尻当て桟部とを
備え、
　前記前列尻当て桟部と前記中間尻当て桟部とは、比較的大柄な体格の前記着座者が前記
背面側を前記背もたれ部に支持させて座った際に正しい着座姿勢を維持させるべく、該着
座者の左右一対の座骨部位の位置と対応させてその姿勢保持が自在な２．５ｃｍ幅の空隙
を、前記中間尻当て桟部と前記後列尻当て桟部とは、比較的小柄な体格の前記着座者が前
記背面側を前記背もたれ部に支持させて座った際に正しい着座姿勢を維持させるべく、該
着座者の左右一対の座骨部位の位置と対応させてその姿勢保持が自在な２．５ｃｍ幅の空
隙をそれぞれ介在させて、一対の前記支腕部に各別に固着配置したことを特徴とする椅子
。
【請求項２】
　各尻当て桟部には、前記着座者の臀部形状に沿わせるべくその長さ方向に沿わせて形成
された凹曲部と、着座時に前記座骨部位側を円滑に保持させるべくその上角部に形成され
た曲面部とを具備させた請求項１に記載の椅子。
【請求項３】
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　前記着座体は、着座者による腰掛けを自在とすべく支脚体を介して支持させた請求項１
または２に記載の椅子。
【請求項４】
　前記支脚体は、折り畳み自在に形成した請求項３に記載の椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着座時に着座者の背骨が自然に伸びて姿勢よく座ることができる構造を備え
た椅子に関する技術である。
【背景技術】
【０００２】
　椅子は、仕事時や勉強時に着座者が長時間にわたり疲労感を少なくして座ることができ
る構造を備えて形成されており、その用途に応じて脚付きの腰掛けタイプのものと、座椅
子と称される脚のない和室向けのものとがある。
【０００３】
　ところで、電車内で座席への着座者の座り方をみていると、脚を投げ出して姿勢悪く座
っている光景をよく目にする。このような着座姿勢の悪さは、尾てい骨側が着座面に対す
る支点となっていることに由来するものであり、その結果、骨盤が寝て背骨が不自然に曲
がってしまうことになる。
【０００４】
　下記特許文献１には、背骨を自然に伸ばして姿勢よく腰掛けることができるようにした
椅子が開示されている。
【特許文献１】特許第３７３３３６９号公報
【０００５】
　上記特許文献１に開示されている椅子は、左右に分かれた着座部に対応させて着座者の
左右の座骨を中心とした臀部の二点を座面に接触させることで、骨盤を座面に対して垂直
方向に立たせるような状態で座らせることができるようになっている。
【０００６】
　しかも、上記特許文献１の椅子は、着座者の膝を着座部の外方に向けて開脚できるよう
に、膝から大腿部を支える着座分の前側部を、大腿部から臀部を支える着座部の後側部に
対して小さくして形成されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記特許文献１に開示されている椅子による場合には、背骨を伸ばして姿勢
よく腰掛けることはできるものの、構造が複雑で製品コストがそれだけ高くなるほか、着
座者の体格との関係で対応箇所を微調整した上で開脚姿勢のもとで腰掛けなければならず
、必ずしも使い勝手のよいものとはいえない不都合があった。
【０００８】
　本発明は、特許文献１に示されている椅子を含む従来技術にみられた上記課題に鑑み、
構造が簡単であるばかりでなく、座骨を支点として着座者が座る中で、骨盤が自然に立っ
て背骨を自然に伸ばすことができるようにして座ることができる使い勝手のよい椅子を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記目的を達成すべくなされたものであり、着座者が臀部側を載せて座る着
座体と、該着座体に前記着座者が座った際にその背面側を支持すべく固定配置されている
背もたれ部とを少なくとも備えてなる椅子において、前記着座体は、左右一対の支腕部と
、これらの支腕部相互間に平行に架け渡して配列される桟幅がいずれも４ｃｍである前列
尻当て桟部と中間尻当て桟部と後列尻当て桟部とを備え、前記前列尻当て桟部と前記中間
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尻当て桟部とは、比較的大柄な体格の前記着座者が前記背面側を前記背もたれ部に支持さ
せて座った際に正しい着座姿勢を維持させるべく、該着座者の左右一対の座骨部位の位置
と対応させてその姿勢保持が自在な２．５ｃｍ幅の空隙を、前記中間尻当て桟部と前記後
列尻当て桟部とは、比較的小柄な体格の前記着座者が前記背面側を前記背もたれ部に支持
させて座った際に正しい着座姿勢を維持させるべく、該着座者の左右一対の座骨部位の位
置と対応させてその姿勢保持が自在な２．５ｃｍ幅の空隙をそれぞれ介在させて、一対の
前記支腕部に各別に固着配置したことを最も主要な特徴とする。
【００１０】
　この場合、各尻当て桟部には、着座者の臀部形状に沿わせるべくその長さ方向に沿わせ
て形成された凹曲部と、着座時に前記座骨部位側を円滑に保持させるべくその上角部に形
成された曲面部とを具備させておくのが好ましい。
【００１１】
　また、前記着座体は、着座者による腰掛けを自在とすべく支脚体を介して支持させるの
が望ましい。この場合、前記支脚体は、折り畳み自在に形成することもできる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、着座体を構成している桟幅がいずれも４ｃｍである前列尻当て桟部と
中間尻当て桟部とは、固定配置されている背もたれ部に比較的大柄な体格の着座者がその
背面側を支持させて座った際に、左右一対の座骨部位の保持が自在な２．５ｃｍ幅の空隙
を介在させて配列されているので、これらの尻当て桟部上に着座した際に、各座骨部位が
支点となって骨盤を立たせることにより背骨が自然に伸びた状態となって常に姿勢よく座
ることができ、腰痛防止対策に有効に寄与させることができる。また、着座体を構成して
いる桟幅がいずれも４ｃｍである中間尻当て桟部と後列尻当て桟部とは、固定配置されて
いる背もたれ部に比較的小柄な体格の着座者がその背面側を支持させて座った際に、左右
一対の座骨部位の保持が自在な２．５ｃｍ幅の空隙を介在させて配列されているので、こ
れらの尻当て桟部上に該着座者が着座した際に、各座骨部位が支点となって骨盤を立たせ
ることにより背骨が自然に伸びた状態となって常に姿勢よく座ることができ、腰痛防止対
策に有効に寄与させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１は、本発明の一例を示す全体斜視図であり、図２は、図１に示す例の右側面図であ
る。また、図３は、図１とは反対方向からみた際の要部斜視図を、図４は、図１に示す例
の不使用時における折り畳んだ状態での全体斜視図をそれぞれ示す。
【００１４】
　これらに図によれば、折り畳みが自在に形成された椅子１１は、例えば図５に示されて
いるように着座者Ｍが腰掛ける着座体１２と、該着座体１２を支持する支脚体２２とで、
その全体が構成されている。
【００１５】
　このうち、着座体１２は、左右一対の支腕部１３，１３と、これら支腕部１３，１３相
互間に平行に架け渡されて固着配置された前列尻当て桟部１４と中間尻当て桟部１５と後
列尻当て桟部１６と、同様にして固着配置された前横桟部１７と、該前横桟部１７と前列
尻当て桟部１４との間に配設された中横桟部１８とを備えて形成されている。なお、左右
一対の支腕部１３，１３は、その奥端側が自由端となった開放端部１３ａ，１３ａとして
形成されている。また、該開放端部１３ａは、後述する後脚部材３３の上横支柱部３６に
その下方側から当接して係止させることができる長さを付与して形成されている。
【００１６】
　この場合、各尻当て桟部１４，１５，１６は、着座者Ｍに対し正しい着座姿勢を維持さ
せるべく、該着座者Ｍの左右一対の座骨部位Ｂの位置と対応させてその姿勢保持が自在な
適宜間隔の空隙ｔを介在させて配列されている。
【００１７】
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　具体的には、各尻当て桟部１４，１５，１６は、それぞれが４ｃｍ前後の桟幅を有し、
相互の空隙ｔが２．５ｃｍ前後となるようにして平行に配列されている。また、各尻当て
桟部１４，１５，１６は、左右一対の支腕部１３，１３の上面よりもその面高が高くなっ
て突出するようにして固着配置されている。さらに、前列尻当て桟部１４の先端から前横
桟部１７の先端までの距離は、１４ｃｍ前後となるようにして位置固定されている（つま
り、中間尻当て桟部１５の中心位置から前横桟部１７の先端までの距離が２２．５ｃｍ前
後となる。）。
【００１８】
　また、各尻当て桟部１４，１５，１６は、着座者Ｍの臀部Ｈの形状に沿わせるべくその
長さ方向に形成された凹曲部１４ａ，１５ａ，１６ａと、着座時に座骨部位Ｂ側を円滑に
間隔ｔ内に落とし込むようにして保持させるべく、その上角部に形成された曲面部１４ｂ
，１５ｂ，１６ｂとを備えている。
【００１９】
　一方、支脚体２２は、着座体１２における一対の支腕部１３，１３側を各別に軸支する
前脚部材２３と、該前脚部材２３に連結されて着座体１２側を支持する後脚部材３３とで
構成されている。
【００２０】
　このうち、前脚部材２３は、一対の支腕部１３，１３側のやや奥寄りの中間位置に対し
外側から各別にボルト・ナット等の支軸材４２を介して軸支される左右一対の長寸縦支柱
部２４，２４と、これら長寸縦支柱部２４，２４の下端側に架け渡された横支柱部２５と
、長寸縦支柱部２４，２４の上端側に架け渡された背もたれ部２６とで、その全体が略囲
枠状を呈するようにして形成されている。この場合における長寸縦支柱部２４の支腕部１
３側への軸支は、その全長の１／２よりはやや長さが短い奥寄り位置を介して行われるこ
とになる。
【００２１】
　しかも、前脚部材２３における各長寸縦支柱部２４は、支軸材４２の位置と長さ方向で
の頂端２４ａとの間の長さの略１／２弱の長さ位置に後方に向けて突出させた突片２７ａ
を有する連結部材２７を備えており、突片２７ａを介して後脚部材３３側を回動自在に連
結することができるようになっている。
【００２２】
　前脚部材２３側と突片２７ａを介して連結される後脚部材３３は、左右一対の短寸縦支
柱部３４，３４と、これら短寸縦支柱部３４，３４相互の上側部寄りの位置に架け渡され
た上横支柱部３６と、短寸縦支柱部３４，３４の下端側に架け渡された下横桟部３７とで
形成されている。
【００２３】
　このうち、各短寸縦支柱部３４は、それぞれの頂端部３４ａに縦割り方向に向かうスリ
ット溝３５が形成されており、該スリット溝３５を介して導入される連結部材２７の突片
２７ａを支軸材４３を介して軸支することで、長寸縦支柱部２４に対し回動自在に連結さ
れている。
【００２４】
　しかも、各短寸縦支柱部３４は、上横支柱部３６の下方に位置するそれぞれの対向面側
に折り畳むために必要な適宜長さのガイド溝３８がその長さ方向に沿わせて刻入されてお
り、各ガイド溝３８内に各支腕部１３の開放端部１３ａにて左右の外方向に向けて突出さ
せた係止杆１９を導入することができるようになっている。
【００２５】
　この場合における前脚部材２３と後脚部材３３との配置関係は、図２に示すように使用
時の状態を右側面方向からみると、長寸縦支柱部２４と短寸縦支柱部３４とで略「人」の
文字を呈するようにして組み合わされている。また、その際における着座体１２は、前横
桟部１７の位置が地上から例えば３４ｃｍ前後で、支腕部１３の開放端部１３ａ側の位置
が例えば地上から３０ｃｍ前後となるようにして前上がりとなるようにして支脚体２２側
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に組み合わされることになる。
【００２６】
　次に、上記構成からなる椅子１１の作用・効果を説明すれば、不使用時には、図４に示
すように折り畳んだ状態で仕舞い勝手よく保管しておくことができる。使用に際しては、
背もたれ部２６を一方の手で把持して持ち上げ、他方の手で着座体１２の前横桟部１７を
持って下方へと引き下ろすことで、直ちに図１ないし図３に示す状態とすることができる
。
【００２７】
　使用する際のこのような一連の円滑な動きは、支腕部１３と長寸縦支柱材２４との軸支
構造、長寸縦支柱材２４と短寸縦支柱部３４との軸支構造、支腕部１３の開放端部１３ａ
と後脚部材３３の上横桟部３６との係合構造および支腕部１３の開放端部１３ａが備える
係止杆１９と短寸縦支柱部３４のガイド溝３８との案内構造がそれぞれ協働することでも
たらされるものである。
【００２８】
　図５は、椅子１１に着座者Ｍが腰掛けた際の状態を示す右側面図であり、各尻当て桟部
１４，１５，１６は、左右一対の支腕部１３，１３の上面よりもその面高が高くなって突
出するようにして位置固定されているので、比較的大柄な体格の着座者Ｍが図５に示すよ
うにその背面側を背もたれ部２６に支持させて座った際には、臀部Ｈが主に前列尻当て桟
部１４と中間尻当て桟部１５とに載置される。その結果、着座者Ｍの座骨部位Ｂは、図５
に示されているように尻当て桟部１４と尻当て桟部１５との間に位置する空隙ｔ上に位置
することになる。
【００２９】
　しかも、この際における着座者Ｍの左右の座骨部位Ｂは、前列尻当て桟部１４と中間尻
当て桟部１５との間の空隙ｔ内に位置する支点となる結果、臀部Ｈが滑って姿勢を乱すよ
うなことをなくして骨盤を立たせ、背骨が自然にまっすぐに伸びた状態となった正しい着
座姿勢を維持させることができることになる。
【００３０】
　また、着座体１２は、前上がりに傾斜しているので、着座者が着座する際に自然に所定
位置に座ることができる。さらに、各尻当て桟部１４，１５，１６は、凹曲部１４ａ，１
５ａ，１６ａと、曲面部１４ｂ，１５ｂ，１６ｂとを備えているので、座り心地をよくす
るなかで、着座時に座骨部位Ｂ側を円滑に空隙ｔ上へと案内することができることになる
。
【００３１】
　一方、図５の場合とは異なり、比較的小柄な体格の着座者Ｍがその背面側を背もたれ部
２６に支持させた状態で臀部Ｈを着座体１２に載せて座った際、その座骨部位Ｂが中間尻
当て桟部１５と後列尻当て桟部１６との間に位置する空隙ｔ内に位置することになり、同
様にして常に正しい着座姿勢を維持させることができることになる。
【００３２】
　また、前脚部材２３は、背もたれ部２６を備えているので、着座時における着座者Ｍの
背中を支えることで、着座姿勢をより安定的に維持させることができる。なお、着座者Ｍ
は、１日に数回、着座体１２に座ってその都度、座骨部位Ｂを支点とする正しい着座姿勢
を取り戻すことでこれを習慣付けることができるので、腰痛発生原因の一つである姿勢の
悪さを効果的に改善することができる。
【００３３】
　以上は、本発明を図示例に基づいて説明したものであり、その具体的な内容は、本発明
の要旨を逸脱しない限り、種々の変形を加えることができる。例えば、図示例には、背も
たれ部を備えた折り畳み式の椅子が示されているが、３～５本の支脚を備えた背もたれ部
付きの椅子のほか、背もたれ部付きの着座体のみからなる単なる座椅子構造の椅子であっ
てもよい。
【００３４】
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　また、本発明は、自動車の運転席等のシートや劇場等の座席等を含む着座体を有するす
べての椅子に適用することができる汎用性を備えている。さらに、比較的長時間に亘り着
座する必要がある場合には、着座体の各尻当て桟部における少なくとも臀部側と接触する
面に、例えばやや硬くした低反発性クッション体を含む適宜のクッション材を配設するこ
とで、着座時における使用感をより好ましいものとすることもできる。
【００３５】
　また、各尻当て桟部１４，１５，１６は、所望に応じ、図示例のような凹曲部１４ａ，
１５ａ，１６ａを有しない平坦なものとしたり、曲面部１４ｂ，１５ｂ，１６ｂを設けな
い角柱状に形成することもできる。本発明の構成部材は、木材、合成樹脂材および金属材
のいずれか、もしくはそのいずれかと組み合わせて用いることもできる。さらに、着座体
１２は、図示例のような前上がりの傾斜を付与することなく、略水平な座面を形成して配
置することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の一例を示す全体斜視図。
【図２】図１に示す例の右側面図。
【図３】図１とは反対方向からみた際の要部斜視図。
【図４】図１に示す例の不使用時の折り畳んだ状態での全体斜視図。
【図５】椅子に比較的大柄な着座者が腰掛けた際の状態を示す右側面図。
【符号の説明】
【００３７】
　１１　椅子
　１２　着座体
　１３　支腕部
　１３ａ　開放端部
　１４　前列尻当て桟部
　１５　中間尻当て桟部
　１６　後列尻当て桟部
　１４ａ，１５ａ，１６ａ　凹曲部
　１４ｂ，１５ｂ，１６ｂ　曲面部
　１７　前横桟部
　１８　中横桟部
　１９　係止杆
　２２　支脚体
　２３　前脚部材
　２４　長寸縦支柱部
　２４ａ　頂端
　２５　横支柱部
　２６　背もたれ部
　２７　連結部材
　２７ａ　突片
　３３　後脚部材
　３４　短寸縦支柱部
　３４ａ　頂端部
　３５　スリット溝
　３６　上横桟部
　３７　下横桟部
　３８　ガイド溝
　４２，４３　支軸材
　Ｍ　着座者
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　Ｂ　座骨部位
　Ｈ　臀部
　ｔ　空隙

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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