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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】背凭れを、脚体や座体の高さを高くすることな
く、かつ小さな回動角度で大きく後傾させうるようにす
る。
【解決手段】脚体１を、前下方に傾斜する前脚と、後下
方に傾斜するとともに、平面視後向ハの字状をなすよう
に外側方に拡開する後脚９ｂとを有する側面視山形状の
左右１対の側脚９を備えるものとし、背凭れ支持フレー
ム３下端に連設された前方を向く左右１対の前向腕部１
７ａの前端部を、両前向腕部１７ａが左右の後脚間にお
いて後傾しうるように、左右の側脚間において座体の下
方における脚体の適所に枢着するとともに、左右の前向
腕部に、肘掛け７を、その上部が前脚と後脚との連結部
付近よりも外側方に位置するようにして取付ける。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　座体を支持する脚体に、前面に背凭れを取付けた背凭れ支持フレームを、前記座体の後
方において起立する位置から後傾しうるように枢着してなる椅子において、
　前記脚体を、前下方に傾斜する前脚と、後下方に傾斜するとともに、平面視後向ハの字
状をなすように外側方に拡開する後脚とを有する側面視山形状の左右１対の側脚を備える
ものとし、前記背凭れ支持フレームの下端に連設された前方を向く左右１対の前向腕部の
前端部を、両前向腕部が前記左右の後脚間において後傾しうるように、前記左右の側脚間
において前記座体の下方における脚体の適所に枢着するとともに、前記左右の前向腕部に
、肘掛けの下端部を、その上部が前記前脚と後脚との連結部付近よりも外側方に位置する
ようにして取付けたことを特徴とする椅子。
【請求項２】
　肘掛けの下端部を、前向腕部の上面に突設した肘掛け取付部に取付けてなる請求項１に
記載の椅子。
【請求項３】
　左右の前向腕部の前端部を、側脚の山形をなす頂部とほぼ等高をなす位置において、脚
体の適所に枢着してなる請求項１または２に記載の椅子。
【請求項４】
　左右の側脚の頂部付近同士を、左右方向を向く連結部材により連結し、この連結部材の
中央部上面に、座体を支持する支基を設けた請求項１～３のいずれかに記載の椅子。
【請求項５】
　左右の側脚における前脚を、平面視前向ハの字状をなすように、外側方に拡開してなる
請求項１～４のいずれかに記載の椅子。
【請求項６】
　側脚を、後脚の前後寸法が前脚よりも長寸をなす側面視への字状としてなる請求項１～
５のいずれかに記載の椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、座体を支持する脚体に、背凭れを、後傾可能に枢着してなる椅子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の椅子は、例えば特許文献１及び２に記載されており、公知である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２８２０７７号公報
【特許文献２】特開２００４－１６５１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１及び２に記載されている椅子においては、いずれも、後傾可能な背凭れ
の下端部が、座体の後端部付近において、それと、ほぼ同じ高さで脚体に枢着されている
ため、枢着部から背凭れの上端までの回転半径は、自ずと制限される。
【０００５】
　このように、枢軸部から背凭れの上端までの回転半径が制限されると、背凭れを後傾さ
せる際の回動角度が大きくなるので、背凭れを大きく後傾させるには、脚体や座体の高さ
を高くする必要がある。
【０００６】
　また、特許文献１に記載されている椅子のように、背凭れの下端を、単に座体の後端部
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において脚体に枢着しただけでは、背凭れを後傾した際の座体後方への突出寸法が大とな
り、椅子を設置する際、前後方向の大きな設置スペースが必要となる。
【０００７】
　特許文献２に記載の椅子においては、背凭れを大きく後傾させうるように、これを一旦
リンク機構により上昇させてから後傾させるようになっているので、構造が複雑で、部品
点数も多いという問題を有している。
　また、座部の両側面に肘掛け台を設けてあるので、肘掛け台同士の離間寸法を大とする
ことができないという問題もある。
【０００８】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、背凭れを、脚体や座体の高さを高くす
ることなく、しかも小さな回動角度で大きく後傾させうるとともに、後傾時の後方への突
出寸法も小さくしうるようにしうるようにした椅子を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によると、上記課題は、次のようにして解決される。
（１）座体を支持する脚体に、前面に背凭れを取付けた背凭れ支持フレームを、前記座体
の後方において起立する位置から後傾しうるように枢着してなる椅子において、前記脚体
を、前下方に傾斜する前脚と、後下方に傾斜するとともに、平面視後向ハの字状をなすよ
うに外側方に拡開する後脚とを有する側面視山形状の左右１対の側脚を備えるものとし、
前記背凭れ支持フレームの下端に連設された前方を向く左右１対の前向腕部の前端部を、
両前向腕部が前記左右の後脚間において後傾しうるように、前記左右の側脚間において前
記座体の下方における脚体の適所に枢着するとともに、前記左右の前向腕部に、肘掛けの
下端部を、その上部が前記前脚と後脚との連結部付近よりも外側方に位置するようにして
取付ける。
【００１０】
　このような構成とすると、背凭れ支持フレームにおける前方を向く左右１対の前向腕部
の前端部を、両前向腕部が左右の後脚間において後傾しうるように、左右の側脚間におい
て座体の下方の脚体の適所に枢着したことにより、前向腕部の枢着部から背凭れの上端ま
での回転半径が大となり、小さな回動角度で、背凭れを大きく後傾させることができ、か
つ後傾時の後方への突出寸法も小さくなる。
　また、脚体や座体の高さを高くすることなく、大きく後傾させうるので、安楽姿勢で着
座しうる低座高型の椅子を提供することができる。
　さらに、左右の後脚を平面視後向ハの字状をなすように外側方に拡開してあるので、背
凭れを後傾させたときの椅子の安定性が向上する。
【００１１】
（２）上記(１)項において、肘掛けの下端部を、前向腕部の上面に突設した肘掛け取付部
に取付ける。
【００１２】
　このような構成とすると、必然的に肘掛けの下端部の位置が高くなるので、前向腕部を
後傾した際に、肘掛けの下端部が後脚と干渉しにくくなる。
【００１３】
（３）上記(１)または(２)項において、左右１対の前向腕部の前端部を、側脚の山形をな
す頂部とほぼ等高をなす位置において、脚体の適所に枢着する。
【００１４】
　このような構成とすると、背凭れの回転半径がより大きくなるとともに、枢着位置も高
くなるので、背凭れを、より小さな回動角度で大きく後傾させることができる。
【００１５】
（４）上記(１)～(３)項のいずれかにおいて、左右の側脚の頂部付近同士を、左右方向を
向く連結部材により連結し、この連結部材の中央部上面に、座体を支持する支基を設ける
。
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【００１６】
　このような構成とすると、座体の荷重が、実質的に左右の側脚の頂部付近、すなわち両
側脚間の中央部において前脚と後脚との連設部付近によりバランスよく受支されるので、
着座時の椅子の安定性がよくなる。
【００１７】
（５）上記(１)～(４)項のいずれかにおいて、左右の側脚における前脚も、平面視ハの字
状をなすように外側方に拡開する。
【００１８】
　このような構成とすると、椅子全体の安定性が向上するとともに、着座者の下肢部が前
脚に当たる恐れが小さくなる。
【００１９】
（６）上記(１)～(５)項のいずれかにおいて、側脚を、後脚の前後寸法が前脚よりも長寸
をなす側面視への字状とする。
【００２０】
　このような構成とすると、背凭れを後傾させたときの安定性がより高まる。
　また、側脚が側面視への字状をなしているので、脚体や座体の高さがより低い低座高型
の椅子を提供しうる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、前向腕部の枢着部から背凭れの上端までの回転半径が大となり、小さ
な回動角度で、背凭れを大きく後傾させることができ、かつ後傾時の後方への突出寸法も
小さくなる。
　また、脚体や座体の高さを高くすることなく、大きく後傾させうるので、安楽姿勢で着
座しうる低座高型の椅子を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の椅子の一実施形態を示す前方斜視図である。
【図２】同じく正面図である。
【図３】同じく側面図である。
【図４】同じく、背凭れを後傾させたときの側面図である。
【図５】同じく後面図である。
【図６】脚体の斜視図である。
【図７】同じく平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態を、図面に基づいて説明する。
　図１は、本発明の椅子の前方斜視図、図２は正面図、図３は側面図、図４は、同じく背
凭れを後傾させたときの側面図、図５は後面図で、この椅子は、脚体１と、それにより支
持された座体２と、同じく、脚体１に前下端が枢着された背凭れ支持フレーム３と、その
前面に取付けられた、メッシュ状の背凭れ板４とクッション体５とからなる背凭れ６と、
背凭れ支持フレーム３の下端部に取付けられた側面視ほぼ菱形枠状の左右１対の肘掛け７
とを備えている。
【００２４】
　脚体２は、図６の斜視図及び図７の平面図にも示すように、前端にキャスタ８を有する
前下がり傾斜の前脚９ａと、これよりも前後寸法が長寸とされた、後端にキャスタ８を有
する後下がり傾斜の後脚９ｂとからなる側面視への字形をなす左右１対の側脚９、９と、
両側脚９における頂部付近の対向面に取付けられた正面視上向コ字状をなす連結部材１０
とからなっている。
【００２５】
　なお、後脚９ｂを前脚９ａよりも長寸としたのは、背凭れ６を後傾した際の椅子の安定
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性を確保するためである。
【００２６】
　左右の側脚９の前脚９ａと後脚９ｂは、それぞれ、平面視前向ハの字形、および後向ハ
の字形に外開きに拡開するように、それらの頂部を中心として、外側方に折曲げてあり、
脚体１の安定性を高めている。
【００２７】
　各側脚９の頂部には、左右方向を向く短軸部１１が一体的に連設され、また後脚９ｂの
前端部の内側面には、取付片１２が下向きに突設されている（図３参照）。
【００２８】
　上記左右の短軸部１１の内側端面には、連結部材１０における左右１対の斜前上方を向
く起立片１０ａ、１０ａの上端が、また取付片１２の内側面には、同じく連結部材１０に
おける起立片１０ａよりも若干後脚９ｂ側に位置する横杆１０ｂの両側面が、それぞれ外
側方より挿入したボルト１３により螺着されている。
【００２９】
　短軸部１１に挿入したボルト１３の頭部は、短軸部１１の側面の凹孔に止着された円形
キャップ１４（図５においては図示略）により覆われている。
【００３０】
　連結部材１０における横杆１０ｂの左右方向の中央部に形成された上向膨出部１０ｃの
上面には、座体２支持用の支基１５の後端が、支基１５の前端部が横杆１０ｂの前方に突
出するようにして、ボルト１６により固着されている。
【００３１】
　支基１５の上端の高さは、連結部材１０を上向コ字状として、その起立片１０ａの上端
を側脚９の頂部に、かつ横杆１０ｂを後脚９ｂの取付片１２にそれぞれ固着したことによ
り、側脚９の頂端より若干上方に突出する程度とされている。
【００３２】
　上記背凭れ支持フレーム３は、図３及び図５に示すように、座体２の後方において起立
するとともに、下端に、斜め後ろ上方に傾斜する前向腕部１７ａが連設された左右１対の
側部フレーム１７、１７と、両側部フレーム１７の上端同士を結合している後向凸円弧状
の上部フレーム１８とからなり、全体形は、前後面視ほぼ縦長下向コ字状をなしている。
【００３３】
　図４及び図５に示すように、左右の側部フレーム１７の下端に連設された前向腕部１７
ａ、１７ａ同士の左右寸法は、左右１対の側脚９における後脚９ｂ、９ｂ間の離間寸法よ
りも小とされ、背凭れ支持フレーム３を後傾させた際、前向腕部１７ａが左右の後脚９ｂ
間において、それと干渉しないで傾動しうるようにしてある。
【００３４】
　図６に示すように、左右の前向腕部１７ａの前端には、側脚９の頂部の短軸部１１とほ
ぼ同軸をなす内向折曲部１７ｂが連設され、この内向折曲部１７ｂは、支基１５内に設け
られた、例えば公知のゴムトーションユニット等のリクライニング機構における左右方向
を向くトーション軸（いずれも図示略）に、回動可能かつ常時側面視反時計回りに付勢さ
れた状態で連結されている。これにより、背凭れ支持フレーム３及びそれに取付けられた
背凭れ６は、着座者が背凭れ６を後方に押動すると、支基１５を中心として後傾するよう
になる（図４参照）。
【００３５】
　支基１５の前端に連設された、左右両側端部が支基１５の外側方に突出する軸状支持部
１９の外側端面には、図３及び図６に示すように、上下方向を向く左右１対の座支持リン
ク２０、２０の下端における内向折曲部の内側面が、左右方向を向く枢軸２１により、前
後に回動可能に枢着されている。
【００３６】
　また、背凭れ支持フレーム３における左右の前向腕部１７ａの前端部上面には、座支持
片２２、２２が上向に突設されている。２３は、直方体状の肘掛け取付部で、座支持片２
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２と連続するようにして、前向腕部１７ａの上面に突設され、この肘掛け取付部２３に、
肘掛け７の下端部が取り付けられている。
【００３７】
　上記左右の座支持リンク２０の上端には、座体２の下面に取付けられた座枠２４におけ
る前端部の左右両側部が、左右方向を向く枢軸２５により回動可能に枢着され、また、上
記左右の座支持片２２の上端には、座枠２４の後部側の左右両側部が、左右方向を向く枢
軸２６により回動可能に枢着されている（図３参照）。
【００３８】
　これにより、座体２の前部は、左右１対の座支持リンク２０を介して、実質的に脚体１
と一体をなす支基１５の前端の左右両側部により支持されるとともに、座体２の後部寄り
の中間部は、左右１対の座支持片２２を介して、背凭れ支持フレーム３の左右の前向腕部
１７ａにより支持されている。
【００３９】
　従って、図４に示すように、背凭れ支持フレーム３を背凭れ６と共に後傾させると、そ
れと連動して座体２も後下方に傾動させられるようになる。なお、座体２の取付後におい
ては、両側脚９における前脚９ａの後部と後脚９ｂの前部が、座体２の両側端よりも内方
に位置し、脚体１の両側脚９が外側方に大きく突出しないようにしてある（図２参照）。
【００４０】
　以上説明したように、上記実施形態の椅子においては、背凭れ支持フレーム３の前下端
が、脚体１の両側脚９、９間の中央上部、すなわち座体２の前方寄りの下方において、脚
体１と実質的に一体をなす支基１５に回動可能に枢着されているので、枢着部から背凭れ
支持フレーム３及び背凭れ６の上端までの回転半径が大となり、小さな回動角度で背凭れ
６を大きく後傾させることができるとともに、後傾時の後方への突出寸法も小さくなる。
【００４１】
　また、脚体１及び座体２の高さを高くすることなく、大きく後傾させうるので、安楽姿
勢で着座しうる低座高型の椅子を提供することができる。
　しかも、上記実施形態では、背凭れ支持フレーム３及び座体２の前部を、脚体１におけ
る正面視上向コ字形をなす連結部材１０の横杆１０ａ上に設けた、側脚９の頂部とほぼ同
じ高さの支基１５に枢着しているので、座高はより低くなり、より安楽した姿勢で着座す
ることができる。
【００４２】
　背凭れ支持フレーム３の前向腕部１７ａの前後寸法が比較的長く、その回転半径も大き
いだけでなく、座体２の下方において斜後ろ上方に傾斜しており、かつその前下端を、へ
の字形をなす側脚９の頂部とほぼ等高をなす位置に枢着してあるので、前向腕部１７ａの
回動可能角度を大きくすることができ、その後端が床面と干渉する恐れはない。
【００４３】
　脚体１の両側脚９における前脚９ａと後脚９ｂは、平面視ハ字形をなすように外側方に
拡開し、かつ後脚９ｂの前後寸法を前脚９ａよりも長寸としているため、椅子の安定性は
高く、かつ背凭れ６を後傾したときの安定性にも優れる。
　また、左右の前脚９ａが外側方に拡開しているので、着座者の下肢部が前脚９ａに当た
る恐れは小さい。
【００４４】
　なお、上記実施形態においては、背凭れ支持フレーム３の前向腕部１７ａを、支基１５
に、枢着しているが、左右の側脚９の頂部、すなわち短軸部１１の内側面に、適宜のリク
ライニング機構を介して枢着することもある。
【００４５】
　また、上記実施形態では、背凭れ支持フレーム３の傾動と連動して、座体２も後傾する
ものとしたが、座体２は、単に支基１５を含む脚体１の上部適所に固定的に設けてもよい
。
【符号の説明】
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【００４６】
　１　脚体
　２　座体
　３　背凭れ支持フレーム
　４　背凭れ板
　５　クッション体
　６　背凭れ
　７　肘掛け
　８　キャスタ
　９　側脚
　９ａ前脚
　９ｂ後脚
１０　連結部材
１０ａ起立片
１０ｂ横杆
１０ｃ上向膨出部
１１短軸部
１２取付片
１３ボルト
１４キャップ
１５支基
１６ボルト
１７側部フレーム
１７ａ前向腕部
１７ｂ内向折曲部
１８上部フレーム
１９軸状支持部
２０座支持リンク
２１枢軸
２２座支持片
２３肘掛け取付部
２４座枠
２５枢軸
２６枢軸
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