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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脚によって支持され、かつ座を支持する支基に、背凭れ支持杆における下端部より前方
を向く前向部の前端部を、左右方向を向く枢軸をもって枢着し、前記背凭れ支持杆におけ
る前向部の後部より起立する起立部の上端部に、背凭れの上下方向の中間部を、ほぼ左右
方向を向く軸線まわりに回動可能として枢支し、かつ前記背凭れ支持杆を、前方に向かっ
て常時付勢するようにした椅子において、
　前記支基における枢軸より後方の部分と、それより上方における前記背凭れの下部とを
、長さ調節可能とした連結杆をもって連結することにより、背凭れ支持杆の後傾時に、背
凭れの下部が背凭れ支持杆に対して後方に押動されるようにしたことを特徴とする椅子。
【請求項２】
　背凭れ支持杆の前向部を、前方を向く左右１対の前向杆をもって構成し、両前向杆の間
に連結杆が配設されるようにした請求項１記載の椅子。
【請求項３】
　連結杆の前端部を、支基に左右方向を向く軸をもって連結し、かつ連結杆の後端部を、
背凭れの下端部に、左右方向を向く軸をもって連結した請求項１または２記載の椅子。
【請求項４】
　連結杆を、操作手段の作動時に、ピストンがシリンダより自由に進退し、操作手段の非
作動時に、ピストンがシリンダに対してロックされるようにしたガススプリングとした請
求項１～３のいずれかに記載の椅子。
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【請求項５】
　連結杆を、ターンバックルにより長さ調節できるものとした請求項１～３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、背凭れの傾斜角度を調節しうるとともに、リクライニング時に、背凭れが後
傾するのを抑制しうるようにした椅子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の椅子には、脚によって支持された支基に、背凭れ支持杆における前端部を、左右
方向を向く枢軸をもって枢着し、前記背凭れ支持杆における後部より起立する起立部の上
端部に、背凭れの上下方向の中間部を、左右方向を向く軸をもって枢着し、かつ前記背凭
れ支持杆を、前方に向かって常時付勢するようにしたものがある。
【０００３】
　このような椅子においては、リクライニング時に、背凭れが左右方向の軸を中心として
回動し、不安定となるため、背凭れを、上下方向の中間部の左右両側部と、下端中央部と
の３箇所において背凭れ支持杆に支持させるようにしたものや(例えば、特許文献１参照)
、背凭れを背凭れ支持杆に固着したもの(例えば、特許文献２参照)がある。
【０００４】
　また、近年、背中を後傾させた安楽姿勢を取りつつ、目線や腕を前方または前下方に無
理なく向けることができ、楽な姿勢でキーボードの打ち込み作業等ができるようにするた
め、背凭れ支持杆が後傾したとき、背凭れが側面視において後方に凸となるように屈曲す
るようにしたものもある(例えば、特許文献３および４参照)。
【０００５】
　さらに、背凭れの傾斜角度を調節できるようにしたものもある(例えば、特許文献５お
よび６参照)。
【特許文献１】特開２００３－２４１７５号公報
【特許文献２】特許第２７７９１３９号公報
【特許文献３】特許第４０７４００７号公報
【特許文献４】特許第４０６０９１３号公報
【特許文献５】特開平８－２０５９５３号公報
【特許文献６】特開２００４－４９７１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１および２に記載されているものにおいては、リクライニング時に、背凭れが
背凭れ支持杆と一体となって後傾するため、着座者の頭部も後傾し、キーボードの打ち込
み作業等を行うのには不適切な姿勢となる。
【０００７】
　特許文献３および４に記載されているものにおいては、このような問題は解決しうるも
のの、背凭れ自体を中間部において屈曲可能な構造としなければならず、また、その背凭
れの支持構造も複雑となる等の問題がある。
【０００８】
　特許文献５に記載されているものにおいては、背凭れ全体が後傾するので、特許文献１
および２に記載されているものと同様の問題があり、また、特許文献６に記載されている
ものにおいては、背凭れ支持フレーム、すなわち背凭れ支持杆に対する背凭れの後傾角度
を調節しうるようになっているが、その調節は２段階だけであり、細かな調節ができない
という問題がある。
【０００９】
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　本発明は、従来の技術が有する上記のような問題点に鑑み、背凭れ自体の構造、および
背凭れの支持構造を複雑化することなく、簡単な構造で、リクライニング時に、背凭れが
後傾するのを抑制しうるようにするとともに、背凭れの傾斜角度を調節しうるようにした
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】
【００１０】
　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)　脚によって支持され、かつ座を支持する支基に、背凭れ支持杆における下端部よ
り前方を向く前向部の前端部を、左右方向を向く枢軸をもって枢着し、前記背凭れ支持杆
における前向部の後部より起立する起立部の上端部に、背凭れの上下方向の中間部を、ほ
ぼ左右方向を向く軸線まわりに回動可能として枢支し、かつ前記背凭れ支持杆を、前方に
向かって常時付勢するようにした椅子において、前記支基における枢軸より後方の部分と
、それより上方における前記背凭れの下部とを、長さ調節可能とした連結杆をもって連結
することにより、背凭れ支持杆の後傾時に、背凭れの下部が背凭れ支持杆に対して後方に
押動されるようにする。
【００１１】
　このような構成とすると、リクライニング時に、背凭れ支持杆が後傾したとき、連結杆
もそれに伴って後傾し、そのときの背凭れ支持杆と連結杆との回動中心の相違により、背
凭れの下部が連結杆の後端部により後方に押動され、背凭れは、背凭れ支持杆に対して、
左右方向を向く軸線を中心として、背凭れ支持杆の回動方向(後傾方向)と逆方向(起立方
向)に回動させられる。
　すなわち、リクライニング時に、背凭れ支持杆は後傾しても、背凭れは、後傾するのが
抑制され、起立状態を保とうとするので、着座者は、背中を後傾させた安楽姿勢を取りつ
つ、目線や腕を前方または前下方に無理なく向けることができ、楽な姿勢でキーボードの
打ち込み作業等ができる。
　また、連結杆の長さを調節することにより、背凭れ支持杆に対する背凭れの初期傾斜角
度、すなわち、非着席時における背凭れの傾斜角度を調節することができる。
　さらに、従来の椅子の基本的な構造に、支基と背凭れの下部とを、長さ調節可能の連結
杆をもって連結するという簡単な構成を付加するだけでよく、従来のように、背凭れ自体
を屈曲可能な構造としたり、背凭れを複雑な支持構造をもって支持したりする必要がなく
、椅子全体の構造を簡素化することができる。
【００１２】
　(２)　上記(１)項において、背凭れ支持杆の前向部を、前方を向く左右１対の前向杆を
もって構成し、両前向杆の間に連結杆が配設されるようにする。
【００１３】
　このような構成とすると、連結杆が左右の前向杆により挟まれ、外部に露呈しにくくな
り、外観をよくすることができる。
【００１４】
　(３)　上記(１)または(２)項において、連結杆の前端部を、支基に左右方向を向く軸を
もって連結し、かつ連結杆の後端部を、背凭れの下端部に、左右方向を向く軸をもって連
結する。
【００１５】
　このような構成とすると、連結杆を確実に支基および背凭れに連結できるとともに、連
結杆の着脱作業が容易となる。
【００１６】
　(４)　上記(１)～(３)項のいずれかにおいて、連結杆を、操作手段の作動時に、ピスト
ンがシリンダより自由に進退し、操作手段の非作動時に、ピストンがシリンダに対してロ
ックされるようにしたガススプリングとする。
【００１７】
　このような構成とすると、ガススプリングの操作手段を作動させて、連結杆の長さを自
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由に変更可能とし、その状態で、背凭れを所望の傾斜角度まで回動した後、操作手段の作
動を停止して、ガススプリングにおけるピストンロッドの進退をロックすることにより、
背凭れ支持杆に対する背凭れの初期傾斜角度を簡単に調節することができる。
【００１８】
　(５)　上記(１)～(３)項のいずれかにおいて、連結杆を、ターンバックルにより長さ調
節できるものとする。
【００１９】
　このような構成とすると、ターンバックルを一方向またはその逆方向に回転させること
により、連結杆の長さを簡単に長くしたり、短くしたりすることができ、また連結杆の構
造を簡素化することもできる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によると、背凭れ自体の構造、および背凭れの支持構造を複雑化することなく、
簡単な構造で、リクライニング時に、背凭れが後傾するのを抑制しうるようにするととも
に、背凭れの傾斜角度を調節しうるようにした椅子を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態を、添付図面を参照して説明する。　
　図１～図６は、本発明の一実施形態である椅子を示す。
【００２２】
　図１および図２に示すように、この椅子は、先端部にキャスタ１が設けられた放射状を
なす５本の脚杆２を有する脚体３を備えている。脚体３の中央には、ガススプリング(図
示略)を備える伸縮式の脚柱４が立設されており、脚柱４の上端には、支基５の後部が固
着されている。
【００２３】
　支基５は、上面が開口するほぼ中空箱状をなし、上面の開口部は、着脱可能なカバー(
図示略)により覆われている。
【００２４】
　支基５の内部には、背凭れ６を起立する方向、すなわち前方に向かって付勢する付勢手
段や、座７を前方に向かって付勢する付勢手段(いずれも図示略)等が設けられているが、
それらについては、本発明に直接関係しないので、図示および詳細な説明は省略する。
【００２５】
　支基５の後部には、左右方向を向く六角柱状の枢軸８が、その中心軸線回りに回動可能
として貫通するように枢支されている。
　支基５の両側壁より左右に突出する枢軸８の両端部には、背凭れ６を支持する背凭れ支
持杆９における前端部が、枢軸８と一体となって回動するように固着されている。この枢
軸８は、支基５内に設けた、例えばねじりコイルばね等よりなる付勢手段(図示略)により
、背凭れ６および背凭れ支持杆９が起立する方向、すなわち図２における反時計回りに付
勢されている。
【００２６】
　背凭れ支持杆９は、上方を向く起立部９ａと前方を向く前向部９ｂとが、屈曲部９ｃを
介して互いに連設された側面視ほぼＬ字状をなし、起立部９ａは、屈曲部９ｃより二股状
をなして上方に延出する左右１対の起立杆９ｄ、９ｄよりなり、また前向部９ｂは、屈曲
部９ｃより二股状をなして前方に延出する左右１対の前向杆９ｅ、９ｅよりなっており、
この左右１対の前向杆９ｅ、９ｅの前端に設けた左右方向を向く六角孔９ｆ、９ｆに、枢
軸８の各端部が固嵌されている。
【００２７】
　図３および図４に示すように、背凭れ支持杆９における左右の起立杆９ｄ、９ｄを、屈
曲部９ｃより斜め外側上方に円弧状をなして延出させ、また左右の前向杆９ｅ、９ｅを、
斜め外側前下方に延出させることにより、背凭れ支持杆９を、後面視Ｘ字状とし、その中
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央の交差部である屈曲部９ｃの横幅が、各起立杆９ｄおよび前向杆９ｅの横幅より大で、
かつ後方に向かってほぼ球面状に膨出するようにしてある。
【００２８】
　背凭れ支持杆９における屈曲部９ｃと両起立杆９ｄ、９ｄとのほぼ全体の後面と、両前
向杆９ｅ、９ｅの後面から下面の後部にかけての部分とには、連続する浅い凹部１０が設
けられ、この凹部１０に、背凭れ支持杆９の後面を覆う保護カバー１１が、着脱可能とし
て嵌合され、接着剤または面ファスナをもって背凭れ支持杆９に接着されるか、または必
要に応じてねじ止めされている。
　保護カバー１１の厚さは、凹部１０の深さとほぼ等しくし、保護カバー１１の表面と背
凭れ支持杆９の表面とが整合し、段差が生じないようにするのが好ましい。
【００２９】
　保護カバー１１は、軟質合成樹脂材料、ゴムまたはその他の緩衝材よりなり、背凭れ支
持杆９における屈曲部９ｃの後面を覆う屈曲覆い部１１ａと、この屈曲覆い部１１ａに連
設され、かつ各起立杆９ｄの後面を覆う起立覆い部１１ｂと、屈曲覆い部１１ａに連設さ
れ、かつ各前向杆９ｅの下面を覆う前向覆い部１１ｃとを備えている。
【００３０】
　背凭れ支持杆９における各起立杆９ｄの上端部後面には、背凭れ６を取付けるための凹
部１２が設けられており、この凹部１２に、保護カバー１１における各起立覆い部１１ｂ
の上端部前面に設けた弾性突部１１ｄを圧嵌することにより、保護カバー１１における各
起立覆い部１１ｂの先端部が、剥離しにくいように確実に背凭れ支持杆９に取付けること
ができるとともに、背凭れ６取付用の凹部１２を閉塞して、外観をよくすることができる
ようにしてある。
【００３１】
　また、背凭れ支持杆９の後面と保護カバー１１の前面との対向部の一部に空隙部(図示
略)を形成し、かつ保護カバー１１における少なくとも上記空隙部に対応する部分を、弾
性材料により形成しておくと、保護カバー１１における空隙部に対応する部分の後面に他
物が当接したとき、同部が空隙部内に進入するように弾性変形することにより、保護カバ
ー１１の緩衝作用をさらに高めることができるようにしてある。
【００３２】
　背凭れ支持杆９に、このような保護カバー１１を設けてあるので、椅子の旋回時等に、
背凭れ支持杆９が他物に当接して、それを傷つけたり、背凭れ支持杆９自体が傷つけられ
たりするのを確実に防止することができ、特に、背凭れ支持杆９における前向部９ｂの下
面が、低位の床上載置物の上面角部に当接して、それを傷つけたり、背凭れ支持杆９自体
が傷つけられたりすることまで防止することができる。
【００３３】
　背凭れ６は、平面視において中央部が後方に凹入する円弧状をなす弾性変形可能な軟質
の合成樹脂材料よりなる板材、またはその前面に、クッション材(図示略)を挟んで、表皮
材(図示略)で被包したもの等よりなり、その上下方向の中間部における両側部後面が、背
凭れ支持杆９における左右の起立杆９ｄ、９ｄの上端部に、ほぼ左右方向を向く軸線まわ
りに回動可能、かつ上記軸線からそれる方向にも所要角度回動可能として支持されている
。
【００３４】
　背凭れ６をこのように支持するため、図５に示すように、背凭れ支持杆９における各起
立杆９ｄの上端部前面に突設した凸軸１３の先端部を、それに対向する背凭れ６の側部後
面に設けた受孔１４に嵌合し、かつ凸軸１３の先端部に設けたほぼ左右方向を向く軸孔１
５に、受孔１４を形成するべく背凭れ６の後面に固着した受け板１６における後方に開口
する筒部１６ａに両端部を固着した、ほぼ左右方向を向く抜け止めピン１７を遊嵌してあ
る。
【００３５】
　凸軸１３の先端部１３ａは球体としてあり、その球体の中心を、軸孔１５が通るように
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してあり、この軸孔１５は、中央部１５ａの内径が抜け止めピン１７の外径にほぼ等しく
、かつ中央部１５ａから両側方に、外側に向かって漸次拡径するテーパー孔部１５ｂ、１
５ｂが形成されたものとしてある。
【００３６】
　図５に示す例では、抜け止めピン１７は、ボルトとしてあり、それを、受け板１６にお
ける筒部１６ａ、および凸軸１３の先端部１３ａにおける軸孔１５を貫通させて、その先
端部にナット１７ａを螺合することにより、抜け止めピン１７が筒部１６ａおよび軸孔１
５から、また凸軸１３が受孔１４から、それぞれ抜け止めされている。この抜け止めピン
１７は、ボルトではない単なるピンとしてもよく、また、その装着時の向きは、左右方向
だけでなく、それに対して若干傾斜する背凭れの後面の向きと平行とすることもある。さ
らに、凸軸１３と筒部１６ａとの連結部分の外周は、弾性変形可能のカバー１８により覆
われている。
【００３７】
　凸軸１３の中間部には、拡径鍔部１３ｂが形成されており、この拡径鍔部１３ｂが、起
立杆９ｄの上端部前面に当接するようにして、凸軸１３の基端部１３ｃを、起立杆９ｄの
上端部前面に設けた後方を向く軸孔１９に嵌合し、かつ起立杆９ｄの上端部後面に設けた
上記凹部１２に嵌合した固定ねじ２０により、凸軸１３を起立杆９ｄに固着することによ
り、凸軸１３は、起立杆９ｄの上端部に、強固に固着されている。
【００３８】
　受孔１４の奥端面は、凸軸１３の先端部１３ａの球面と補形をなす球面とするのが好ま
しい。
　なお、凸軸１３を背凭れ６の側部後面に、後方に向けて突設し、かつそれに対向する背
凭れ支持杆９における各起立杆９ｄの上端部前面に、受孔１４を形成してもよい。
【００３９】
　背凭れ６を、このようにして支持すると、凸軸１３の先端部に設けた軸孔１５に、抜け
止めピン１７を遊嵌するという簡単な構造だけで、背凭れ６を、左右方向を向く軸線回り
だけでなく、上記軸線からそれる方向にも所要角度回動可能として支持することができる
ので、ボールジョイント等の高価な手段を用いることなく、背凭れ６を、無理が生じるこ
となく、座り心地よく支持することができる。
【００４０】
　支基５における枢軸８より後方の部分と、それより上方における背凭れ６の下部とは、
長さ調節可能とした連結杆２１をもって連結されており、背凭れ支持杆９が後傾したとき
、背凭れ６の下部が、後下方へ回動させられる連結杆２１により、背凭れ支持杆９に対し
て後方に押動されるようになっている。
【００４１】
　すなわち、連結杆２１の前端部は、左右方向を向く軸２２をもって支基５に連結されて
おり、連結杆２１の後端部は、背凭れ６の下端部後面に固着した取付金具２３における背
凭れ６より下方に突出する下端部に、左右方向を向く軸２４をもって連結されている。
【００４２】
　連結杆２１は、この実施形態においては、図７に示すように、直線状に配設した１対の
雄ねじ杆２１ａ、２１ｂの対向端部に形成した、互いに逆ねじとした雄ねじ部２１ｃ、２
１ｄを、操作筒２１ｅの内面における両端部に設けた、互いに逆ねじとしたねじ孔２１ｆ
、２１ｇをそれぞれ螺合し、操作筒２１ｅをその中心軸線回りに回転させることにより、
両雄ねじ杆２１ａ、２１ｂを互いに近づけたり、遠ざけたりして、連結杆２１全体の長さ
を調節しうるようにした、ターンバックル式のものとしてある。
【００４３】
　この連結杆２１は、背凭れ支持杆９における左右１対の前向杆９ｅ、９ｅ間に配設され
ることにより、両前向杆９ｅ、９ｅの間に挟まれて、外部に露呈しにくくしてある。
【００４４】
　このような構成とすると、図６に示すように、リクライニング時に、背凭れ支持杆９が
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後傾したとき、連結杆２１もそれに伴って後傾し、そのときの背凭れ支持杆９の回動中心
(枢軸８)と、連結杆２１の回動中心(軸２２)との相違により、背凭れ６の下部が連結杆２
１の後端部により後方に押動され、背凭れ６は、背凭れ支持杆９に対して、左右方向を向
く軸線(抜け止めピン１７)を中心として、背凭れ支持杆９の回動方向(後傾方向)と逆方向
(起立方向)に回動させられる。
【００４５】
　座７を前後位置調節可能として支持する座支持体２５の後部と前部とは、背凭れ支持杆
９の後傾に連動して、それぞれ後下方に移動するように案内する後部支持手段２６と前部
支持手段２７とをもって、支基５に支持されている。
【００４６】
　後部支持手段２６は、支基５における背凭れ支持杆９の枢軸８より後方、かつ連結杆２
１の軸２２より前方の部分に、下端部が左右方向の軸２８をもって枢着されたリンク２９
の上端部を、座支持体２５の後部に左右方向の軸３０をもって枢着し、このリンク２９の
上端部の軸３０を、背凭れ支持杆９の各前向杆９ｅにおける、リンク２９の下端部の軸２
８より後方の部分に設けたほぼ前後方向を向く長孔３１に摺動自在に嵌合したものとして
ある。
　この長孔３１は、背凭れ支持杆９の各前向杆９ｅにおける六角孔９ｆより若干後方の部
分に設けた上向き突片９ｇに設けられている。
【００４７】
　前部支持手段２７は、座支持体２５の前部に設けた左右方向を向く軸３２を、支基５に
設けた後下方を向く長孔３３に摺動自在に嵌合したものとしてある。
　この軸３２は、支基５内に設けた付勢手段(図示略)により、常時前方に向かって付勢さ
れている。
【００４８】
　なお、この前部支持手段２７は、上記構成に代えて、特許文献１に記載されているよう
に、支基の前部に設けた上向きの支持リンクの上端部を座の前部に連結して、支持リンク
が後傾しうるようにしたものとしてもよい(図示略)。
【００４９】
　この椅子は、以上のような構成としてあるので、着座者が、背凭れ６に凭れたとき、背
凭れ６は、平面視において、中央部が両側部より後方に凹入するように弾性変形する。こ
のときの背凭れ６の弾性変形は、左右の抜け止めピン１７が、凸軸１３の軸孔１５内にお
いてわずかに傾動することによって許容される。
【００５０】
　また、背凭れ６とともに、背凭れ支持杆９が、支基５内に設けられた付勢手段の付勢力
に抗して後傾させられ、それに伴って、連結杆２１が、その下方の軸２２を中心として後
傾させられる。
　このときの連結杆２１の後傾角速度は、背凭れ支持杆９の後傾角速度より大であり、し
かも連結杆２１の軸２２は背凭れ支持杆９の枢軸８より後方に位置していることにより、
背凭れ６の下端部は、連結杆２１の後端部の軸２４により後方に押動され、背凭れ６は、
背凭れ支持杆９に対して、左右方向を向く軸線(抜け止めピン１７)を中心として、背凭れ
支持杆９の回動方向(後傾方向)と逆方向(起立方向)に回動させられる。
【００５１】
　すなわち、リクライニング時に、背凭れ支持杆９は後傾しても、背凭れ６は、後傾する
のが抑制され、起立状態を保とうとするので、着座者は、背中を後傾させた安楽姿勢を取
りつつ、目線や腕を前方または前下方に無理なく向けることができ、楽な姿勢でキーボー
ドの打ち込み作業等ができる。
【００５２】
　また、連結杆２１の操作筒２１ｅを回転させて、連結杆２１の長さを調節することによ
り、背凭れ支持杆９に対する背凭れ６の初期傾斜角度、すなわち、非着席時における背凭
れ６の傾斜角度を調節することができる。
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【００５３】
　さらに、従来の椅子の基本的な構造に、支基５と背凭れ６の下部とを長さを調節可能と
した連結杆２１をもって連結するという簡単な構成を付加するだけで、上記のような安楽
姿勢を取りつつ、キーボードの打ち込み作業等を楽に行うことができ、従来のように、背
凭れ６自体を側面視において前後方向に屈曲可能な構造としたり、背凭れ６を複雑な支持
構造をもって支持したりする必要がなく、椅子全体の構造を簡素化することができる。
【００５４】
　背凭れ支持杆９の後傾に伴って、その上向突片９ｇに設けられた長孔３１により、軸３
０が後下方に移動させられ、それによって、リンク２９が後傾させられる。
　このときのリンク２９の後傾角速度は、背凭れ支持杆９の後傾角速度より大であり、し
かもリンク２９の軸２８は背凭れ支持杆９の枢軸８より後方に位置しているので、軸３０
の後方移動量が、背凭れ支持杆９における長孔３１の後方移動量より大となり、軸３０は
、長孔３１内を後方に向かって摺動させられ、またそのときの軸３０の動きにより、座支
持体２５の後部は、後下方へ大きく移動させられる。
【００５５】
　すなわち、背凭れ支持杆９の後傾時における座７の後部の後方への移動ストロークを大
とすることができ、それによって、背凭れ支持杆９の後傾時に、背凭れ６の下部が連結杆
２１の後端部により後方に押動されるのに追従して、座７の後部を後方に大きく移動させ
ることができ、背凭れ６の下端と座７の後部とが離間するのを防止して、快適な着座感を
得ることができる。
【００５６】
　座支持体２５の後部が、軸３０によって後下方へ移動させられるのに伴って、座支持体
２５の前部は、支基５内に設けられた付勢手段の付勢力に抗して、その前部の軸３２が長
孔３３に沿って後下方に摺動することにより、円滑に後下方へ移動させられる。
【００５７】
　このように、背凭れ支持杆９の後傾時に、背凭れ６は、その下端部が連結杆２１により
後方に押動されて、起立状態を保つように背凭れ支持杆９に対して回動し、座６は、その
背凭れ６の下部の移動に追従するように、後下方へ大きく移動することができ、着座者に
、背を後傾しつつ、目線や腕を前方または前下方に無理なく向けて、楽な姿勢でキーボー
ドの打ち込み作業等を行うことができる、安楽作業姿勢を採ることができるようにするこ
とができる。
【００５８】
　本発明は、上記実施形態のみに限定されるものではなく、幾多の変形した態様での実施
が可能である。
　例えば、上述の連結杆２１に代えて、図８に示すように、操作レバー３４により、プッ
シュボタン３５を押動している間は、シリンダ３６からピストンロッド３７を自由に進退
させることができ、操作レバー３４から手を離すことにより、プッシュボタン３５が突出
して、ピストンロッド３７がシリンダ３６にロックされるようにした公知のガススプリン
グを、長さ調節可能の連結杆３８として用いてもよい。
　この場合に、操作レバー３４を、座７の側部下面に設けた遠隔操作手段(図示略)に、可
撓性のボーデンケーブル(図示略)をもって連係し、この遠隔操作手段により、ガススプリ
ングを操作するようにしてもよい。
【００５９】
　また、上記実施形態においては、長さを調節可能とした連結杆２１は、椅子の左右方向
の中央部に１個だけ設けてあるが、これを左右１対として、支基５と背凭れ６の下端部と
の間の両側部に配設してもよい。
【００６０】
　さらに、連結杆２１の長さ調節手段としては、例えば、ほぼ直線状に配設した１対の棒
材または板材等の対向端部を側方または上下方向に互いに重合し、その重合部分のいずれ
か一方または両方に設けた長手方向の長孔に、ボルトを挿通し、そのボルトの先端部に螺
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合したナットを締め付けることにより、両棒材等を、全長が所望の長さになるようにして
、互いに締着するようにしたものや、その他の種々の手段を採用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の一実施形態である椅子の正面図である。
【図２】同じく、側面図である。
【図３】同じく、背面図である。
【図４】図３のIV－IV線に沿う拡大縦断端面図である。
【図５】図２のV－V線に沿う拡大横断平面図である。
【図６】背凭れ支持杆を後傾させたときの側面図である。
【図７】長さ調節可能の連結杆の拡大縦断側面図である。
【図８】長さ調節可能の連結杆の変形例の拡大縦断側面図である。
【符号の説明】
【００６２】
　１　キャスタ
　２　脚杆
　３　脚体
　４　脚柱
　５　支基
　６　背凭れ
　７　座
　８　枢軸
　９　背凭れ支持杆
　９ａ起立部
　９ｂ前向部
　９ｃ屈曲部
　９ｄ起立杆
　９ｅ前向杆
　９ｆ六角孔
　９ｇ上向突片
１０　凹部
１１　保護カバー
１１ａ屈曲覆い部
１１ｂ起立覆い部
１１ｃ前向覆い部
１１ｄ弾性突部
１２　凹部
１３　凸軸
１３ａ先端部
１３ｂ拡径鍔部
１３ｃ基端部
１４　受孔
１５　軸孔
１５ａ中央部
１５ｂテーパー孔部
１６　受け板
１６ａ筒部
１７　抜け止めピン
１７ａナット
１８　カバー
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１９　軸孔
２０　固定ねじ
２１　連結杆
２１ａ、２１ｂ　雄ねじ杆
２１ｃ、２１ｄ　雄ねじ部
２１ｅ　操作筒
２１ｆ、２１ｇ　ねじ孔
２２　軸
２３　取付金具
２４　軸
２５　座支持体
２６　後部支持手段
２７　前部支持手段
２８　軸
２９　リンク
３０　軸
３１　長孔
３２　軸
３３　長孔
３４　操作レバー
３５　プッシュボタン
３６　シリンダ
３７　ピストンロッド
３８　連結杆

【図１】 【図２】



(11) JP 5290695 B2 2013.9.18

【図３】 【図４】
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【図８】
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