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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの座部サポートに固定された座部パネルを有する座部と、
　可撓性の背もたれパネルと、前記可撓性の背もたれパネルのそれぞれの側縁に係合する
それぞれの上部を有する２つの背もたれサポートと、を有する背もたれと、
　前記座部および前記背もたれを支え、一対の後脚を含む第１の構造体および一対の前脚
を含む第２の構造体を有し、前記第１の構造体と前記第２の構造体とが第１の軸の周りに
一緒に関節連結される、折り畳み式フレームと、
　一対のジョイントであって、各ジョイントが、それぞれの後脚に固定される第１の半連
結器およびそれぞれの前脚に固定される第２の半連結器を有する一対のジョイントと、
　を備え、
　前記第１の構造体、前記第２の構造体、および前記座部が使用ポジションと格納ポジシ
ョンとの間で前記第１の軸の周りに回転可能なように、前記第１の半連結器、前記第２の
半連結器、およびそれぞれの座部サポートは前記第１の軸の周りにおいて互いに対して回
転可能であり、
　前記２つの背もたれサポートのそれぞれは、前記第１の軸に垂直な第２の軸の周りにお
いて、それぞれの前記第２の半連結器と回転自在に係合する下部を有し、
　前記２つの背もたれサポートのそれぞれの前記上部は、前記第２の軸に対して偏心して
おり、
　前記２つの背もたれサポートの複数の前記上部の間の距離が、前記使用ポジションにお
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いて最小値を有し、前記格納ポジションにおいて最大値を有するように、それぞれの座部
サポートは、前記第１の軸の周りにおける前記座部サポートの回転に従って、前記第２の
軸の周りにおけるそれぞれの前記背もたれサポートの前記回転を制御する伝達機構を介し
て、それぞれの前記背もたれサポートに接続される、
　折り畳み式椅子。
【請求項２】
　前記伝達機構は、軸方向に可動な様式で前記座部サポートの穴に回転自在に係合し、前
記第１の軸に対して偏心しているピンを有し、前記ピンは、それぞれの前記背もたれサポ
ートと一体的に回転するクランク要素に関節連結される、請求項１に記載の椅子。
【請求項３】
　前記ピンと前記クランク要素とは、前記第２の軸に平行且つ前記第２の軸に対して偏心
している関節連結ピンによって一緒に関節連結される、請求項２に記載の椅子。
【請求項４】
　前記伝達機構は、それぞれの前記背もたれサポートの前記下部に固定されるレバーであ
って、前記第１の半連結器のキャビティに係合する球状ヘッドを有するレバーを有する、
請求項１に記載の椅子。
【請求項５】
　前記２つの座部サポートのそれぞれは、前記第１の半連結器のそれぞれのウィンドウに
係合する、少なくとも１つの第１の偏心歯を有する、請求項１から請求項４のいずれか１
項に記載の椅子。
【請求項６】
　前記第１および第２の半連結器は、前記第１および第２の半連結器のうちの一方に対し
て固定された少なくとも１つの歯を含み、前記第１および第２の半連結器のうちの他方に
対して固定された複数の停止面と協働する移動停止装置を有する、請求項１から請求項５
のいずれか１項に記載の椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、座部、背もたれ、並びに、座部および背もたれを支え、使用ポジションと格
納ポジションとの間で可動な折り畳み式フレームを備える折り畳み式椅子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　同一の発明者による米国特許第３７０５７４４号明細書は、複数の前脚を規定する矩形
の第１Ｕ字型フレームに背もたれが固定され、複数の後脚を規定する第２Ｕ字型フレーム
が、横断軸の周りに第１フレームに対して関節連結される折り畳み式椅子を説明している
。座部は、同一の横断軸の周りに関節連結される。
【０００３】
　同一の出願人による米国特許第５５２４９６６号明細書は、それぞれ、複数の前脚、複
数の後脚、および座部を規定する３つの構造体が備えられた折り畳み式椅子を説明してい
る。これらは、共通の横断軸の周りに相互に関節連結される。この椅子の背もたれは、上
記の３つの構造体とは別個のものであって、共通の軸の周りでそれらのうち１つに関節連
結された、第４の構造体の一部分を形成する。
【０００４】
　概して、複数の折り畳み式椅子は、より小さな寸法の背もたれを有する。ユーザに対し
てより大きな快適さを提供するためには、これらの折り畳み式椅子の背もたれの表面積を
増大させることが望ましいだろう。しかしながら、背もたれの表面積を増大させることは
可能でないことが多い。何故ならば、より大きな寸法の背もたれを有すると、格納状態に
おいて、背もたれが少なくとも部分的に座部と重なってしまうからである。これは、格納
状態における椅子の体積を増大させることになるだろう。
【発明の概要】
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【０００５】
　本発明は、使用状態において、ユーザに対してより高い快適性を提供する背もたれを有
し、格納ポジションにおいて最小の体積を有する折り畳み式椅子を提供することを目的と
する。
【０００６】
　本発明に従うと、この目的は、請求項１の主題を形成する特徴を有する椅子によって達
成される。
【０００７】
　複数の請求項は、本発明に関して本明細書に提供される開示の不可欠な部分を形成する
。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　ここから本発明は、単なる非限定的な例として与えられる複数の添付の図面を参照して
、詳細に説明されるだろう。
【図１】使用ポジションにある、本発明に従った折り畳み式椅子の斜視図である。
【図２】格納ポジションにある、本発明に従った折り畳み式椅子の斜視図である。
【図３】図２の矢印ＩＩＩによって示される部分の分解斜視図である。
【図４】より明瞭にすべく、その他複数の構成要素が除かれた状態の、図３の複数の構成
要素のうちのいくつかの分解斜視図である。
【図５】より明瞭にすべく、その他複数の構成要素が除かれた状態の、図３の複数の構成
要素のうちのいくつかの分解斜視図である。
【図６】図５の複数の構成要素についての、異なる角度からの分解斜視図である。
【図７】本発明に従った椅子の変形形態のいくつかの構成要素を示す分解斜視図である。
【図８】使用ポジションにある、図７の変形形態に従った椅子のいくつかの構成要素を示
す分解斜視図である。
【図９】使用ポジションにある、図７の変形形態に従った椅子のいくつかの構成要素を示
す分解斜視図である。
【図１０】格納ポジションにある、図７の変形形態に従った椅子のいくつかの構成要素を
示す分解斜視図である。
【図１１】格納ポジションにある、図７の変形形態に従った椅子のいくつかの構成要素を
示す分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１および図２を参照すると、符号１０が、本発明に従った折り畳み式椅子を示す。椅
子１０は、座部１２、背もたれ１４、並びに、座部１２および背もたれ１４を支える折り
畳み式フレーム１６を備える。
【００１０】
　折り畳み式フレーム１６は、椅子１０の長手方向軸に対して横方向の第１の軸Ａの周り
に、互いに対して関節連結された第１の構造体１８および第２の構造体２０を備える。第
１および第２の構造体１８、２０は、それぞれ管状をした複数のＵ字型要素により形成さ
れる。第１の構造体１８は、一対の後脚１８'を備える。これらは、その下方端部におい
て、後方の横方向要素１８"によって一緒に接合される。第２の構造体２０は、一対の前
脚２０'を備える。これらは、その下方端部において、前方の横方向要素２０"によって一
緒に接合される。
【００１１】
　座部１２は、硬質プラスチック材料の座部パネル２２、および、座部パネル２２の下側
の面に固定された２つの座部サポート２４を備える。これらの座部サポート２４は、第１
の軸Ａの周りで、第１の構造体１８および第２の構造体２０に関節連結される。
【００１２】
　背もたれ１４は、可撓性の背もたれ２６および２つの背もたれサポート２８を備える。
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これらの背もたれサポート２８は、可撓性の背もたれパネル２６のそれぞれの側縁３０に
係合する。好ましくは、可撓性の背もたれパネル２６は、弾性的に変形可能なプラスチッ
ク材料、例えばナイロンから成る。可撓性の背もたれパネル２６は、アーチ形の使用ポジ
ション、および、伸ばされた格納ポジションを取る。使用ポジションにおいて、背もたれ
パネル２６は、格納ポジションにおける背もたれパネル２６の曲率半径Ｒ２よりも実質的
に小さな曲率半径Ｒ１を有する。
【００１３】
　椅子１０は、座部１２、第１の構造体１８、および第２の構造体２０を、第１の軸Ａの
周りに一緒に関節連結させる一対のジョイント３２を備える。図３および図４を参照する
と、それぞれのジョイント３２は、それぞれの後脚１８'に固定された第１の半連結器３
４、および、それぞれの前脚２０'に固定された第２の半連結器３６を備える。第１の半
連結器３４は、それぞれの座部サポート２４と第２の半連結器３６との間の中間位置に配
置される。
【００１４】
　座部サポート２４、第１の半連結器３４、および第２の半連結器３６は、ピボットピン
３８によって、第１の軸Ａの周りに一緒に関節連結される。ピボットピン３８は、座部サ
ポート２４および第１の半連結器３４の中央の穴４２、４４に回転自在に係合する関節連
結部４０、および、第２の半連結器３６に固定される取付部４６を有する。ピボットピン
３８はまた、座部サポート２４および第１の半連結器３４を第２の半連結器３６に対して
軸方向に拘束するヘッド４８を有する。
【００１５】
　図４を参照すると、座部サポート２４は、軸Ａに対して偏心しており、第１の半連結器
３４の第１のウィンドウ５２に挿入される、第１の歯５０を有する。第２の半連結器３６
は、軸Ａに対して偏心しており、第１の半連結器３４の第２のウィンドウ５６に挿入され
る、第２の歯５４を有する。第１のウィンドウ５２および第２のウィンドウ５６は、円形
のセクタとして形成される。第１の歯５０および第２の歯５４は、一体的な様式で形成さ
れることができる。または、座部サポート２４、および、それぞれ第２の半連結器３６に
対して固定されることができる。第１の歯５０は、使用ポジションと格納ポジションとの
間、およびその逆の間の座部１２の動きの結果として、第１の半連結器３４およびそこに
取り付けられた後脚１８'を軸Ａの周りに回転させるべく、第１のウィンドウ５２の向か
い合った端部と協働する。第１の歯５０および第１のウィンドウ５２はまた、使用ポジシ
ョンにおける座部１２の停止部を画定する。第２の歯５４は、使用ポジションにおいて、
および、格納ポジションにおいて、第１の半連結器３４と第２の半連結器３６との間の停
止部を画定すべく、第２のウィンドウ５６の向かい合った端部と協働する。
【００１６】
　図３から図６を参照すると、各背もたれサポート２８は、第１の軸Ａと直交する第２の
軸Ｂの周りにて、それぞれの第２の半連結器３６と回転自在に係合する下部５８を有する
。背もたれサポート２８の下部５８には、第２の軸Ｂを画定すべく、第２の半連結器３６
に形成された対応する複数の座部と回転自在に係合する、ピン型の付属物６０が備えられ
ることが好ましい。好ましくは、ピン型の付属物６０は、例えばネジによって下部５８に
固定された別個の構成要素である。背もたれサポート２８の下部５８は、好ましくは、そ
れぞれの前脚２０'と位置合わせされ、前脚２０'と同軸状である。
【００１７】
　各背もたれサポート２８は、第２の軸Ｂに対して偏心した上部６２を有する。上部６２
は、可撓性の背もたれパネル２６のそれぞれの側縁３０に係合する。背もたれサポート２
８の上部６２は、傾斜部６４によってそれぞれの下部５８に接続される。
【００１８】
　図３、図５、および図６を参照すると、各座部サポート２４は、第１の軸Ａ周りの座部
サポート２４の回転の結果として第２の軸Ｂ周りの背もたれサポート２８の回転を制御す
る伝達機構６６を介して、それぞれの背もたれサポート２８に接続される。図３－図６に



(5) JP 6753576 B2 2020.9.9

10

20

30

40

50

示される実施形態において、伝達機構６６は、円筒状の胴部７０を有するピン６８、およ
び、横方向の穴７４を有する四角形のヘッド７２を備える。ピン６８の円筒状の胴部７０
は、第１の軸Ａと平行且つ第１の軸Ａに対して偏心した軸Ｃを有する、座部サポート２４
の穴７６と係合する。ピン６８は、穴７６の中で軸Ｃの周りを自由に回転し、軸Ｃの方向
において座部サポート２４に対して自由に移動する。
【００１９】
　伝達機構６６は、軸Ｂの周りにおいて、背もたれサポート２８に対して回転が固定され
たクランク要素７８を備える。図示された例において、クランク要素７８と背もたれサポ
ート２８との間における回転が固定された係合は、背もたれサポート２８の前歯８２によ
り係合された、クランク要素７８の前溝８０によって得られる。クランク要素７８は、背
もたれサポート２８との回転についての係合は維持しながら、背もたれサポート２８に対
して軸Ｂの方向に自由に移動する。クランク要素７８およびピン６８は、軸Ｂに平行且つ
軸Ｂに対して偏心した軸Ｄの周りに、一緒に関節連結される。図示された例において、こ
の関節連結は、ヘッド７２の穴７４、および、クランク要素７８のフォーク形状部８６の
対応する複数の穴に係合する、ピボットピン８４よって得られる。
【００２０】
　座部サポート２４が軸Ａの周りに行ったり来たりすると、ピン６８は、軸Ａをその中心
とし、軸Ｃと軸Ａとの間の距離に等しい半径を有する円形の経路に沿って、回転を成す。
軸Ａの周りにおけるピン６８の回転は、軸Ｂの周りにおけるクランク要素７８の回転を生
み出す。使用ポジションから格納ポジションへの座部１２の動きに対応する、軸Ａの周り
における座部サポート２４の９０°の回転が、図１に示される使用ポジションと、図２に
示される格納ポジションとの間での、軸Ｂの周りにおける背もたれサポート２８の９０°
の回転を生み出す。
【００２１】
　図７－図１０は、第１の軸Ａの周りにおける座部サポート２４の回転の結果として、第
２の軸Ｂの周りにおけるそれぞれの背もたれサポート２８の回転を制御する、伝達機構６
６の変形形態を示す。以前に説明されたものに対応する複数の要素は、同一の参照番号に
よって示されている。
【００２２】
　この変形形態においては、図３－図６に示されるバージョンと比較して、伝達機構６６
が大いに簡略化されている。この場合、伝達機構６６は、それぞれの背もたれサポートの
下部５８に固定されたレバー９０を備える。レバー９０は、第２の半連結器３６の座部９
２（図７）において、軸Ｂの周りに回転可能である。レバー９０は、第１の半連結器３４
のキャビティ９６（図９および図１１）と係合する球状ヘッド９４を有する。
【００２３】
　軸Ａの周りにおける第２の半連結器３６に対する第１の半連結器３４の相対的回転は、
第１の半連結器３４のキャビティ９６とレバー９０の球状ヘッド９４との間の係合に起因
した、軸Ｂの周りにおけるレバー９０の回転を生み出す。前に説明された変形形態の場合
のように、この変形形態においても同様に、使用ポジションから格納ポジションへの座部
１２の動きに対応する、軸Ａの周りにおける座部サポート２４の回転が、図１に示される
使用ポジションと、図２に示される格納ポジションとの間での、軸Ｂの周りにおける背も
たれサポート２８の９０°の回転を生み出す。
【００２４】
　図９および図１１を参照すると、座部サポート２４は、軸Ａに対して偏心しており、第
１の半連結器３４のそれぞれのウィンドウ５２（図７および図１０）に挿入される、２つ
の第１の歯５０を有する。図９および図１１を参照すると、第１の半連結器３４は、チャ
ンバ１００中へと半径方向に突出する第２の歯９８を有する。図７、図８および図１０を
参照すると、第２の半連結器３６は、第１の半連結器３４のチャンバ１００中に挿入され
る突出部１０２を有する。突出部１０２は、第１の半連結器３４の第２の歯９８と協働す
る、２つのベアリング面を有する。



(6) JP 6753576 B2 2020.9.9

10

20

30

【００２５】
　前に説明された実施形態におけるもののように、それらの第１の歯５０は、使用ポジシ
ョンと格納ポジションとの間、およびその逆の間の座部１２の動きの結果として、第１の
半連結器３４（およびそこに取り付けられた後脚１８'）を軸Ａの周りに回転させるべく
、複数の第１のウィンドウ５２の向かい合った端部と協働する。それらの第１の歯５０お
よび複数の第１のウィンドウ５２はまた、使用ポジションにおける座部１２の停止部を画
定する。第２の歯５４は、使用ポジションにおいて、および、格納ポジションにおいて、
第１の半連結器３４と第２の半連結器３６との間の停止部を画定すべく、第２の半連結器
３６の突出部１０２のベアリング面１０４と協働する。
【００２６】
　第２の半連結器３６の突出部１０２は軸方向の穴１０６を有し、その内側に、ピボット
ピン３８の取付部４６が固定される。
【００２７】
　どちらの実施形態においても、使用ポジションでは、複数の背もたれサポート２８の複
数の上部６２が、図１のＬ１によって示されるように、最小の相対距離に位置する。この
位置において、可撓性の背もたれパネル２６は、最小の曲率半径Ｒ１を有するアーチ形の
位置を取る。椅子１０が、図２に示されるように格納ポジションにある場合、複数の背も
たれサポート２８の複数の上部６２は、Ｌ２で示されるように、最大の相対距離に位置す
る。複数の背もたれサポート２８の複数の上部６２による相対的に離れる移動は、背もた
れパネル２６に対して、使用ポジションにおける曲率半径Ｒ１より大きな曲率半径Ｒ２を
有する、伸ばされたポジションを取らせる。
【００２８】
　従って、使用ポジションから格納ポジションへの移行中、可撓性の背もたれパネル２６
は、ユーザに対して最適で快適な状態を提供する、小さな曲率半径Ｒ１を有するアーチ形
の配置から、格納ポジションにおいて椅子の体積を最小化する、大きな曲率半径Ｒ２を有
する伸ばされたポジションへと移り変わる。
【００２９】
　もちろん、本発明の原理を損なうことなく、構造の詳細および複数の実施形態は、以下
の特許請求の範囲により画定される本発明の範囲から逸脱することなく、説明され、示さ
れたものに対して広く変更され得る。
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