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(57)【要約】
　身体の動きが妨げられにくい着座姿勢補助具を提供す
る。着座姿勢補助具１は、人の着座時の姿勢を補助する
補助具であって、支持部１０を備えている。支持部１０
は、着座姿勢にある人の脊椎を後方から支持するように
当該脊椎に沿って延在する。支持部１０は、脊椎の湾曲
に対応する湾曲形状を有している。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着座姿勢にある人の脊椎を後方から支持するように当該脊椎に沿って延在する支持部を
備え、
　前記支持部は、前記脊椎の湾曲に対応する湾曲形状を有することを特徴とする着座姿勢
補助具。
【請求項２】
　請求項１に記載の着座姿勢補助具において、
　前記支持部の前記湾曲形状は、弾性変形可能である着座姿勢補助具。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の着座姿勢補助具において、
　前記支持部は、形状記憶性を有する着座姿勢補助具。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れかに記載の着座姿勢補助具において、
　前記支持部における前記脊椎に対向する面には、当該支持部の延在方向に沿って延在す
る溝部が形成されている着座姿勢補助具。
【請求項５】
　請求項４に記載の着座姿勢補助具において、
　前記溝部の幅は、１ｃｍ以上３ｃｍ以下である着座姿勢補助具。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れかに記載の着座姿勢補助具において、
　前記支持部の幅は、５ｃｍ以上１０ｃｍ以下である着座姿勢補助具。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れかに記載の着座姿勢補助具において、
　前記支持部の長さは、３０ｃｍ以上である着座姿勢補助具。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れかに記載の着座姿勢補助具において、
　前記支持部は、当該支持部の延在方向に沿って連結された複数のユニット部からなり、
　隣り合う前記ユニット部は、身体左右方向に平行な軸回りに互いに回動可能である着座
姿勢補助具。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れかに記載の着座姿勢補助具において、
　前記支持部に取り付けられ、椅子の背もたれに掛止される掛止部を備える着座姿勢補助
具。
【請求項１０】
　請求項９に記載の着座姿勢補助具において、
　前記掛止部の前記支持部に対する取付け位置は、可変である着座姿勢補助具。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載の着座姿勢補助具において、
　前記掛止部は、前記支持部に対して着脱可能である着座姿勢補助具。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１の何れかに記載の着座姿勢補助具において、
　前記支持部の下端に接続され、着座姿勢にある前記人の臀部と座面との間に挟み込まれ
る固定部を備える着座姿勢補助具。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の着座姿勢補助具において、
　前記固定部は、前記支持部に対して折畳み可能である着座姿勢補助具。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３に記載の着座姿勢補助具において、
　前記固定部の幅は、前記支持部の幅よりも大きい着座姿勢補助具。
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【請求項１５】
　請求項１２乃至１４の何れかに記載の着座姿勢補助具において、
　前記固定部の厚みは、前記支持部の厚みよりも小さい着座姿勢補助具。
【請求項１６】
　請求項１２乃至１５の何れかに記載の着座姿勢補助具において、
　前記固定部は、前記支持部に対して着脱可能である着座姿勢補助具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人の着座時の姿勢を補助する着座姿勢補助具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の着座姿勢補助具としては、例えば特許文献１に記載されたものがある。同文献に
記載された着座姿勢補助具は、椅子の背もたれに固定されたコルセットを備えている。コ
ルセットは、椅子に着座したユーザの腰部に巻き付けられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１５８２８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載された着座姿勢補助具によれば、着座時の姿勢を補助することができ
る。着座姿勢を補助することは、着座時の腰にかかる負担の軽減に資する。しかしながら
、この着座姿勢補助具においては、腰部の周囲全体がコルセットによって覆われることに
なる。このように着座姿勢補助具によって身体の広範囲が覆われることは、着座時の身体
の動きが大きく妨げられる要因となる。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、身体の動きが妨げられにくい着座姿
勢補助具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】
【０００６】
　本発明による着座姿勢補助具は、着座姿勢にある人の脊椎を後方から支持するように当
該脊椎に沿って延在する支持部を備え、上記支持部は、上記脊椎の湾曲に対応する湾曲形
状を有することを特徴とする。
【０００７】
　この着座姿勢補助具においては、脊椎の湾曲に対応する湾曲形状を有する支持部が設け
られている。支持部は、着座時の脊椎を後方から支持する。これにより、着座姿勢を補助
することができる。しかも、この支持部は、脊椎に沿って延在する形状をしている。この
ため、着座姿勢補助具によって覆われる身体の範囲を狭く限定することができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、身体の動きが妨げられにくい着座姿勢補助具が実現される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明による着座姿勢補助具の第１実施形態を示す斜視図である。
【図２】図１の着座姿勢補助具を示す正面図である。
【図３】図１の着座姿勢補助具を示す側面図である。
【図４】図１の着座姿勢補助具における支持部の構成を説明するための側面図である。
【図５】図１の着座姿勢補助具の使用時の状態を説明するための図である。
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【図６】図１の着座姿勢補助具における固定部の構成を説明するための側面図である。
【図７】本発明による着座姿勢補助具の第２実施形態を示す斜視図である。
【図８】図７の着座姿勢補助具における支持部を示す断面図である。
【図９】着座姿勢補助具の変形例を説明するための側面図である。
【図１０】変形例に係る支持部を示す正面図である。
【図１１】図１０の支持部を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、図面の説
明においては、同一要素には同一符号を付し、重複する説明を省略する。
（第１実施形態）
【００１１】
　図１は、本発明による着座姿勢補助具の第１実施形態を示す斜視図である。図２は、図
１の着座姿勢補助具を示す正面図である。また、図３は、図１の着座姿勢補助具を示す側
面図である。着座姿勢補助具１は、人の着座時の姿勢を補助する補助具であって、支持部
１０及び固定部２０を備えている。
【００１２】
　支持部１０は、着座姿勢にある人の脊椎（背中）を後方から支持するように当該脊椎に
沿って延在する。支持部１０は、棒状をしている。図２からわかるように、支持部１０は
、正面視で一直線状をしている。他方、支持部１０は、図３からわかるように、側面視で
湾曲している。具体的には、支持部１０は、脊椎の湾曲に対応する湾曲形状を有している
。
【００１３】
　支持部１０の幅ｄ１（図２参照）は、５ｃｍ以上１０ｃｍ以下であることが好ましい。
支持部１０の長さｄ２は、３０ｃｍ以上であることが好ましい。ここで、長さｄ２は、正
面視での支持部１０の高さとして定義される。また、支持部１０の厚みは、５ｍｍ以上２
ｃｍ以下であることが好ましい。支持部１０の材料としては、例えば、プラスチック、木
材、又は金属を用いることができる。
【００１４】
　支持部１０の湾曲形状は、弾性変形可能であることが好ましい。ここで、支持部１０の
湾曲形状が弾性変形可能であるとは、図４に示すように、使用時に人の背中から受ける反
作用の力によって支持部１０の湾曲形状が変化する（湾曲の程度が小さくなる）が、背中
を離すと元の湾曲形状に戻るということである。同図においては、左側が背中を離した状
態での支持部１０を示し、右側が使用時の支持部１０を示している。かかる構成の支持部
１０は、その剛性を調整することにより実現することができる。
【００１５】
　支持部１０は、形状記憶性を有していてもよい。その場合、形状記憶材料を用いて支持
部１０を形成すればよい。形状記憶材料としては、例えば、形状記憶樹脂、形状記憶合金
、形状記憶不織布、又は形状記憶紙が挙げられる。
【００１６】
　支持部１０の下端には、固定部２０が接続されている。固定部２０は、板状をしている
。この固定部２０は、図５に示すように、着座姿勢にある人の臀部と座面との間に挟み込
まれる。同図は、着座姿勢補助具１の使用時の状態を示している。すなわち、同図におい
ては、座面８２及び背もたれ８４を有する椅子８０に人９０が着座している。そして、着
座姿勢にある人９０の脊椎９２が、支持部１０によって後方から支持されている。
【００１７】
　固定部２０は、図６に示すように、支持部１０に対して折畳み可能である。すなわち、
固定部２０と支持部１０とは、身体左右方向（図６における紙面に垂直な方向）に平行な
軸回りに互いに回動可能である。ただし、支持部１０が固定部２０に対して後方に倒れな
いように、回動可能な範囲は、一定の範囲（図６に矢印で示した範囲）に制限されている
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。このように回動可能な構成は、例えば、支持部１０と固定部２０とを蝶番を介して接続
することにより実現することができる。
【００１８】
　固定部２０は、支持部１０に対して着脱可能であることが好ましい。ここで、着脱可能
であるとは、着座姿勢補助具１を損傷することなく、固定部２０を支持部１０に対して取
り付けたり取り外したりできるということである。
【００１９】
　固定部２０の幅ｄ３（図２参照）は、支持部１０の幅ｄ１よりも大きい。また、図３か
らわかるように、固定部２０の厚みは、支持部１０の厚みよりも小さい。固定部２０のサ
イズは、例えば、幅ｄ３が２０ｃｍ程度、奥行ｄ４（図３参照）が１５ｃｍ程度、厚みが
３ｍｍ程度である。固定部２０の材料としては、例えば、プラスチック、木材、又は金属
を用いることができる。固定部２０の材料は、支持部１０の材料と同じであってもよいし
、異なっていてもよい。
【００２０】
　着座姿勢補助具１の効果を説明する。着座姿勢補助具１においては、脊椎の湾曲に対応
する湾曲形状を有する支持部１０が設けられている。支持部１０は、着座時の脊椎を後方
から支持する（図５参照）。これにより、着座姿勢を補助することができる。このように
着座姿勢を補助することは、着座時の腰にかかる負担を軽減し、腰痛の予防や緩和に役立
つ。
【００２１】
　しかも、支持部１０は、脊椎に沿って延在する形状をしている。このため、着座姿勢補
助具１によって覆われる身体の範囲を狭く限定することができる。実際、本実施形態にお
いて支持部１０が覆っているのは、背中における脊椎近傍の領域のみである。したがって
、着座姿勢補助具１を使用した状態であっても、身体の動きが妨げられにくい。
【００２２】
　また、支持部１０は、細長い形状（棒状）をしているため、身体左右方向については狭
い範囲を覆う一方で、脊椎の延在方向については広い範囲を覆うことができる。このため
、支持部１０は、身体の動きが妨げられる程度を抑えつつ、脊椎を安定的に支持するのに
適している。
【００２３】
　このように身体左右方向について狭い範囲を覆うという観点から、支持部１０の幅は１
０ｃｍ以下であることが好ましい。他方、支持部１０の幅が小さすぎると、脊椎を安定的
に支持しにくくなる。かかる観点から、支持部１０の幅は５ｃｍ以上であることが好まし
い。また、脊椎の延在方向について広い範囲を覆うという観点から、支持部１０の長さは
３０ｃｍ以上であることが好ましい。
【００２４】
　さらに、支持部１０が棒状である場合、着座姿勢補助具１は、比較的コンパクトになる
ため、持ち運びにも適している。着座姿勢補助具１を携帯していれば、外出先であっても
着座姿勢補助具１を使用することが可能となる。
【００２５】
　支持部１０の湾曲形状が弾性変形可能である場合、着座時の脊椎の湾曲形状に応じて支
持部１０の形状が変化するため、支持部１０の背中に対する密着性を高めることができる
。これにより、着座姿勢補助具１による着座姿勢の補助をより効果的に行うことができる
。また、支持部１０が元の湾曲形状に戻ろうとする力により背中が押圧されるため、リラ
ックス効果等も得られる。
【００２６】
　支持部１０が形状記憶性を有する場合、脊椎の湾曲に沿った形状を支持部１０に記憶さ
せることにより、湾曲形状を有する支持部１０を容易に実現することができる。
【００２７】
　着座姿勢補助具１には、固定部２０が設けられている。これにより、着座姿勢補助具１
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（支持部１０）の位置を身体に対して容易に固定することができる。特に固定部２０は、
着座姿勢にある人の臀部と座面との間に挟み込まれるものである。このため、椅子の背も
たれの有無、あるいは背もたれの形状によらず、着座姿勢補助具１を身体に対して固定す
ることができる。
【００２８】
　固定部２０は、支持部１０に対して折畳み可能である。固定部２０を折り畳むことによ
り、着座姿勢補助具１が一層コンパクトになるため、着座姿勢補助具１の収納や持ち運び
の利便性が向上する。
【００２９】
　固定部２０の幅は、支持部１０の幅よりも大きい。このように固定部２０の幅を大きく
することにより、臀部と座面との間に挟み込まれた固定部２０が動きにくくなるため、着
座姿勢補助具１を身体に対して強固に固定することができる。
【００３０】
　固定部２０の厚みは、支持部１０の厚みよりも小さい。このように固定部２０の厚みを
小さくすることにより、座面と固定部２０との間の段差が小さくなる。かかる段差を小さ
くすることにより、座り心地が悪化するのを防ぐことができる。他方、支持部１０にある
程度の剛性を付与する上では、支持部１０の厚みが大きい方が有利である。かかる観点か
ら、支持部１０の厚みは５ｍｍ以上であることが好ましい。ただし、支持部１０の厚みが
大きすぎると、身体と背もたれとの間隔が広くなり、座面に深く腰を掛けることができな
くなってしまう。かかる観点から、支持部１０の厚みは２ｃｍ以下であることが好ましい
。
【００３１】
　固定部２０が支持部１０に対して着脱可能である場合、固定部２０が取り外された状態
でも、着座姿勢補助具１を使用することが可能となる。なお、固定部２０が取り外された
状態であっても、背中と背もたれとの間に支持部１０を挟み込むことにより、着座姿勢補
助具１を身体に対して固定することができる。
（第２実施形態）
【００３２】
　図７は、本発明による着座姿勢補助具の第２実施形態を示す斜視図である。着座姿勢補
助具２は、人の着座時の姿勢を補助する補助具であって、支持部３０及び固定部２０を備
えている。固定部２０の構成は、第１実施形態において説明したとおりである。
【００３３】
　支持部３０は、着座姿勢にある人の脊椎を後方から支持するように当該脊椎に沿って延
在する。支持部３０は、脊椎の湾曲に対応する湾曲形状を有している。本実施形態におい
て支持部３０には、溝部３２が形成されている。詳細には、支持部３０の正面（脊椎に対
向する面）に溝部３２が形成されている。溝部３２は、支持部３０の延在方向に沿って延
在している。これにより、支持部３０は、図８に示すように、断面凹形状をしている。同
図は、支持部３０の延在方向に垂直な断面を示している。溝部３２の幅ｄ５は、１ｃｍ以
上３ｃｍ以下であることが好ましい。支持部３０のその他の構成は、第１実施形態で説明
した支持部１０の構成と同様である。
【００３４】
　着座姿勢補助具２の効果を説明する。着座姿勢補助具２においては、脊椎の湾曲に対応
する湾曲形状を有する支持部３０が設けられている。支持部３０は、着座時の脊椎を後方
から支持する。これにより、着座姿勢を補助することができる。しかも、支持部３０は、
脊椎に沿って延在する形状をしている。このため、着座姿勢補助具２によって覆われる身
体の範囲を狭く限定することができる。したがって、着座姿勢補助具２を使用した状態で
あっても、身体の動きが妨げられにくい。
【００３５】
　支持部３０には、溝部３２が形成されている。このため、脊椎は、溝部３２に入り込ん
だ状態で支持部３０によって支持される。これにより、脊椎をより安定的に支持すること
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ができる。このような形で脊椎を支持する上で、溝部３２の幅は、１ｃｍ以上３ｃｍ以下
であることが好ましい。
【００３６】
　本発明による着座姿勢補助具は、上記実施形態に限定されるものではなく、様々な変形
が可能である。上記実施形態においては、支持部１０に固定部２０が接続された例を示し
た。しかし、固定部２０を設けることは必須でない。
【００３７】
　上記各実施形態において、支持部１０，３０には、図９に示すように、掛止部４０が取
り付けられていてもよい。掛止部４０は、椅子の背もたれに掛止される。ここでは、掛止
部４０の一例として、フックを示している。同図において、掛止部４０は、支持部１０，
３０の背面（脊椎に対向する面と反対側の面）に取り付けられている。掛止部４０の支持
部１０，３０に対する取付け位置は、可変である。すなわち、掛止部４０は、より高い位
置に取り付けることもできるし、より低い位置に取り付けることもできる。掛止部４０は
、支持部１０，３０に対して着脱可能であることが好ましい。
【００３８】
　かかる掛止部４０を背もたれに掛止することにより、支持部１０，３０を身体に対して
容易に固定することができる。特に掛止部４０の支持部１０，３０に対する取付け位置は
可変であるため、背もたれの高さ等に応じて取付け位置を調整することにより、様々な椅
子の背もたれに掛止部４０を掛止することができる。掛止部４０が支持部１０，３０に対
して着脱可能である場合、掛止部４０が取り外された状態でも、着座姿勢補助具を使用す
ることが可能となる。
【００３９】
　上記実施形態においては、１本の棒状の部材からなる支持部を例示した。しかし、支持
部は、図１０に示すように、複数のユニット部からなっていてもよい。同図において、支
持部５０は、当該支持部５０の延在方向に沿って連結された複数のユニット部５２からな
る。隣り合うユニット部５２は、身体左右方向（図１０における左右方向）に平行な軸回
りに回動可能である。ただし、隣り合うユニット部５２は、図１１に示すように支持部５
０が所定の湾曲形状になると、ロックがかかるように構成されている。ロックがかかると
、一定以上の力（使用時に人の背中から受ける反作用よりも大きい力）を加えない限り、
回動が制限される。かかる構造であれば、支持部５０を折り畳むことが可能となるので、
着座姿勢補助具の収納や持ち運びの利便性が向上する。
【符号の説明】
【００４０】
１　着座姿勢補助具
２　着座姿勢補助具
１０　支持部
２０　固定部
３０　支持部
３２　溝部
４０　掛止部
５０　支持部
５２　ユニット部
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【図９】
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【国際調査報告】
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（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。
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