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(57)【要約】
【課題】背凭れ支持杆に嵌合した背凭れが上方に移動す
るのを、ねじ等の固定手段を用いることなく、かつ極め
て少ない組付工数で簡単に防止しうるようにする。
【解決手段】座２を支持する脚体の後部より起立する背
凭れ支持杆に、背凭れ３を、上方より嵌合して支持して
なる椅子において、背凭れ３の下端部に、座２の後端部
下方に向かって突出する突片１９、１９を設け、この突
片１９の上面に座２の後端部下面を当接させて、脚体の
上部に座２を固定する。
【選択図】　図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　座を支持する脚体の後部より起立する背凭れ支持杆に、背凭れを、それに設けた下方に
開口する取付孔を上方より嵌合して支持してなる椅子において、前記背凭れの下端部に、
前記座の下方に向かって突出する突片を設け、この突片の上面に前記座の後端部下面を当
接させて、前記脚体の上部に座を支持したことを特徴とする椅子。
【請求項２】
　背凭れ支持杆を、座の両側方において起立する左右１対のものとし、両背凭れ支持杆に
、下端に下向突部が連設された背凭れの左右両側部を、それに設けた前記下向突部の下方
に開口する取付孔を上方より嵌合し、かつ前記左右の下向突部の下端部に突設した突片の
上面に、座の後両側部下面を当接させてなる請求項１記載の椅子。
【請求項３】
　左右の下向突部の対向面間または外側面間に、座の後端部を嵌合し、前記両下向突部の
突片の上面に、前記座の後両側部下面を当接させてなる請求項２記載の椅子。
【請求項４】
　脚体における上下方向を向く左右１対の後部脚杆の上部同士を、左右方向を向く連結杆
により連結し、前記左右の後部脚杆における前記連結杆より上方に突出する部分を、左右
１対の背凭れ支持杆としてなる請求項２または３記載の椅子。
【請求項５】
　連結杆の両側部の上面に、背凭れにおける左右の下向突部の下面を当接させてなる請求
項４記載の椅子。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、背凭れを、脚体より起立する背凭れ支持杆により支持するとともに、座を、
脚体上部のほぼ水平をなす座支持杆により支持してなる椅子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の椅子は、脚体及び背凭れ支持杆が金属パイプを折曲して形成された簡易的なも
のが多く、会議室等において使用される。
　このような従来の椅子の中には、例えば特許文献１～３に記載されているように、背凭
れの下部の左右両側部を、脚体の後部より起立する左右１対の背凭れ支持杆に嵌合して支
持するとともに、座の少なくとも左右両側部下面を、脚体上部のほぼ水平をなす左右１対
のパイプよりなる座支持杆により支持したものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４４４１０９６号公報
【特許文献２】特許第３５９５７１４号公報
【特許文献３】特開２００７－２０２５９１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１～３に記載されている椅子においては、いずれも、背凭れと座とが、そ
れぞれ、背凭れ支持杆と座支持杆とに分離して個別に取り付けられており、かつ背凭れは
、その下部の左右両側部が、脚体の後部より起立する左右１対の背凭れ支持杆に嵌合して
支持されているので、背凭れが背凭れ支持杆より抜け外れたり、上下方向に位置ずれした
りしないように、背凭れと背凭れ支持杆とを、ねじ等の固定手段をもって固定する必要が
ある。
　しかし、ねじ等の固定手段を用いると、背凭れと背凭れ支持杆とに、ねじの挿通孔やめ
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ねじ孔等を設ける必要があるので、加工工数が増えるとともに、背凭れの取付工数も増え
る。
　また、ねじの頭部が外部に露呈するので、椅子の体裁が悪くなる。
【０００５】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、背凭れ支持杆に嵌合した背凭れが上方
に移動するのを、ねじ等の固定手段を用いることなく、かつ極めて少ない工数で簡単に防
止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】
【０００６】
　本発明によると、上記課題は、次の各項のようにして解決される。
（１）座を支持する脚体の後部より起立する背凭れ支持杆に、背凭れを、それに設けた下
方に開口する取付孔を上方より嵌合して支持してなる椅子において、前記背凭れの下端部
に、前記座の下方に向かって突出する突片を設け、この突片の上面に前記座の後端部下面
を当接させて、前記脚体の上部に座を支持する。
【０００７】
　このような構成とすると、背凭れの下端部の突片の上面が、脚体に支持された座の後端
部下面により押さえ付けられるので、背凭れを背凭れ支持杆に上方より嵌合したのみでも
、背凭れが上方に移動する恐れはなく、従って、ねじ等の固定手段を用いて背凭れを固定
する必要がない。
　また、背凭れの下端部の突片の上面に、座の後端部下面を当接させるだけの極めて少な
い工数で、背凭れの上方への移動を簡単に防止することができる。
【０００８】
（２）上記(１)項において、背凭れ支持杆を、座の両側方において起立する左右１対のも
のとし、両背凭れ支持杆に、下端に下向突部が連設された背凭れの左右両側部を、それに
設けた前記下向突部の下方に開口する取付孔を上方より嵌合し、かつ前記左右の下向突部
の下端部に突設した突片の上面に、座の後両側部下面を当接させる。
【０００９】
　このような構成とすると、左右１対の背凭れ支持杆により、背凭れを安定よく支持しう
るとともに、左右の下向突部の下端部に突設した左右１対の突片の上面が、座の後両側部
下面により押さえ付けられるので、背凭れが左右方向にぐらつく恐れは小さく、これが安
定する。
【００１０】
（３）上記(２)項において、左右の下向突部の対向面間または外側面間に、座の後端部を
嵌合し、前記両下向突部の突片の上面に、前記座の後両側部下面を当接させる。
【００１１】
　このような構成とすると、座の後端部が、左右の下向突部により前後左右方向に位置決
めされるので、脚体への座の取付けが容易となるとともに、座が左右方向に動くのが規制
されるので、左右の突片が、座の両側部下面の定位置に当接し、突片が位置ずれして外れ
たりする恐れはない。
【００１２】
（４）上記(２)または(３)項において、脚体における上下方向を向く左右１対の後部脚杆
の上部同士を、左右方向を向く連結杆により連結し、前記左右の後部脚杆における前記連
結杆より上方に突出する部分を、左右１対の背凭れ支持杆とする。
【００１３】
　このような構成とすると、脚体の後部の剛性が高まるとともに、後部脚杆の上部を背凭
れ支持杆としているので、背凭れの支持強度が大となり、これがより安定する。
【００１４】
（５）上記(４)項において、連結杆の両側部の上面に、背凭れにおける左右の下向突部の
下面を当接させる。
【００１５】
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　このような構成とすると、背凭れが上下方向に動くのが阻止されるので、背凭れがより
安定する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、背凭れの下端部の突片の上面が、脚体に固定した座の後端部下面によ
り押さえ付けられるので、背凭れを背凭れ支持杆に上方より嵌合したのみでも、背凭れが
上方に移動する恐れはなく、従って、ねじ等の固定手段を用いて背凭れを固定する必要が
ない。
　また、背凭れの下端部の突片の上面に、座の後端部下面を当接させるだけの極めて少な
い工数で、背凭れの上方への移動を簡単に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１の実施形態の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、斜視図である。
【図４】同じく、分解斜視図である。
【図５】図２のＶ－Ｖ線に沿う要部の拡大縦断正面図である。
【図６】同じく、ＶＩ－ＶＩ線に沿う拡大縦断正面図である。
【図７】背凭れの下部を斜め下方より見た拡大斜視図である。
【図８】座の後部と背凭れの下部とを連係させた状態を、下方より見た拡大斜視図である
。
【図９】図１のＩＸ－ＩＸ線に沿う拡大縦断面図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態の椅子の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態を、図面に基づいて説明する。
　図１～図４に示すように、本発明の第１の実施形態の椅子は、脚体１、座２、背凭れ３
、及び左右１対の肘掛け４、４を備えている。
【００１９】
　脚体１は、金属パイプを側面視ほぼ台形状に折曲して形成された左右１対の側脚５、５
と、この左右の側脚５、５の前上端部の対向面同士を連結する側面視Ｕ字状断面(図９参
照)の板金製の前部連結杆６と、同じく、左右の側脚５、５の後上端部同士を連結する、
左右の側脚５、５間の左右幅よりも若干長寸の金属パイプよりなる後部連結杆７とからな
っている。前部連結杆６の前上縁には、座２の前端部下面に係止可能な左右複数の係止片
６ａが、前向きに突設されている。
【００２０】
　左右の側脚５、５の上部における後方を向く上部脚杆５ａ、５ａの後端部には、短寸の
折曲部５ｂ、５ｂが内向き対向状に連設され、この両折曲部５ｂの後面を、後部連結杆７
の両側端部の前面下部に溶接することにより、左右の側脚５、５は、側面視ほぼ台形状に
形成されている。なお、上記左右の上部脚杆５ａ、５ａと、前部連結杆６と、後部連結杆
７とにより、座２の下面を支持するほぼ水平かつ平面視方形枠状の座支持杆８が構成され
ている。
【００２１】
　左右の側脚５、５における上下方向を向く後部脚杆５ｃ、５ｃの上部同士は、後部連結
杆７により連結されている。すなわち、後部連結杆７の両側部に設けた上下方向の貫通孔
７ａ(図５参照)に、後部脚杆５ｃの上部を挿通し、溶接等により固着することにより、後
部脚杆５ｃ、５ｃの上部同士が、後部連結杆７により連結されている。このようにして、
後部脚杆５ｃ、５ｃの上部同士を後部連結杆７により連結すると、後部脚杆５ｃ、５ｃの
左右位置を後部連結杆７により容易に位置決めしうるとともに、それらを強固に連結する
ことができる。
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　後部連結杆７より上方に突出する部分は、背凭れ３の両側部を支持するための背凭れ支
持杆９、９とされている。
【００２２】
　左右の上部脚杆５ａ、５ａの後部と、左右の折曲部５ｂ、５ｂとの下面には、座２の下
面を脚体１に固定するための固定金具１０が、座支持杆８の枠内に突出するようにして、
溶接により固着されている。
　後部連結杆７の左右の開口端部内には、肘掛け４の下端部を支持可能な非円形断面、す
なわち角軸状の上向突部１１ａを有する正面視内向きＬ字状の肘掛け支持金具１１、１１
が、圧嵌または溶接により固定されている(肘掛けの取付け要領については後述する)。
【００２３】
　座２は、硬質合成樹脂により形成された平面視方形枠状の座フレーム１２と、この座フ
レーム１２の内周面に外周縁を一体成形することにより、座フレーム１２の枠内に張設さ
れた下方に弾性変形可能なメッシュ状の可撓性座板１３とからなっている。座フレーム１
２の後端の左右方向の中央部には、座フレーム１２の左右の後隅部に切欠部１４、１４を
形成することにより、後向突部１４ａが連設されている。
【００２４】
　背凭れ３は、上記座２と同様に、正面視方形枠状をなす硬質合成樹脂製の背フレーム１
５と、その枠内に一体的に張設された後方に弾性変形可能なメッシュ状の可撓性背板１６
とからなり、背フレーム１５の上下方向の中間部は、側面視において前向「く」の字状に
湾曲されている。
　背フレーム１５における左右の側部フレーム１５ａ、１５ａの下部には、上記座２の切
欠部１４、１４に嵌合可能な左右１対の角形をなす下向突部１７、１７が一体的に突設さ
れている。両下向突部１７の下面は、後部連結杆７の両側端部に上方より嵌合しうるよう
に、側面視上向円弧状の曲面とされている。
【００２５】
　図５及び図７に示すように、背フレーム１５における左右の側部フレーム１５ａ、１５
ａの下部には、上述した左右の背凭れ支持杆９、９に嵌合可能な上下方向の取付孔１８、
１８が、下向突部１７、１７を貫通して下方に開口するように形成されている。
【００２６】
　図６～図８に示すように、左右の側部フレーム１５ａ、１５ａにおける下向突部１７、
１７の下端部のやや前部寄りの内側面には、上面が、座２の後両側部下面、すなわち上述
した後向突部１４ａの両側部下面と当接することにより、背凭れ３の上方への移動を阻止
する突片１９、１９が、互いに内向き対向状に突設されている。
【００２７】
　左右の肘掛け４、４は、上下方向を向く角柱状の取付基部４ａと、この取付基部４ａの
上端に前向きとして連設され、後端部が若干外向きに折曲された平板状の肘当て部４ｂと
からなり、全体が合成樹脂により一体成形されている。
　図５に示すように、取付基部４ａの下端部には、上記肘掛け支持金具１１の上向突部１
１ａに嵌合可能な下方に開口する四角形断面の取付孔２０が形成され、同じく内側面には
、成形材料を節約するために、上下複数の肉抜き凹部２１が形成されている。
　また、背凭れ支持杆９の上部の開口端部には、肘掛け４の取付基部４ａをボルト止めす
るための左右方向を向くめねじ孔２２が穿設された軸状の取付金具２３の下端部が圧嵌さ
れている。なお、このような取付金具２３を取り付けないで、若干長寸とした背凭れ支持
杆９の上部に、左右方向のめねじ孔を直接設けてもよい。
【００２８】
　椅子を組立てるには、まず、左右の背凭れ支持杆９、９に、背凭れ３における左右の側
部フレーム１５ａ、１５ａの下部の取付孔１８を、両下向突部１７の上向円弧状をなす下
端面が後部連結杆７の両側端部の上面に当接するまで上方より嵌合し、背凭れ３を左右の
背凭れ支持杆９、９により支持する。
【００２９】
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　ついで、図５に示すように、左右の肘掛け支持金具１１の上向突部１１ａに、肘掛け４
における取付基部４ａの下端部の取付孔２０を、上方より嵌合して支持したのち、取付基
部４ａの上端部の段付孔２４に外側方より挿入したボルト２５を、側部フレーム１５ａの
下部の側面に設けた通孔２６に挿通して、背凭れ支持杆９の上端に取付けた取付金具２３
のめねじ孔２２に螺合する。これにより、肘掛け４は、背凭れ３の側部フレーム１５ａの
外側面に固定され、かつ同時に、背凭れ３の側部フレーム１５ａも、共通のボルト２５に
より背凭れ支持杆９に固定される。
【００３０】
　上述のようにして、背凭れ３と肘掛け４を取付けたのち、図９に示すように、脚体１の
前部連結杆６に前向き突設した左右複数の係止片６ａに、座フレーム１２の前端部後面に
形成された後方に開口する左右複数の係合溝２７を、前方より嵌合して係止し、座２全体
を、その後端の後向突部１４ａが背フレーム１５の下端部の下向突部１７、１７の対向面
間に嵌合されるように、脚体１の上部の枠状をなす座支持杆８の上面に載置する。このよ
うにして座２を座支持杆８に載置すると、上述したように、両下向突部１７の下部対向面
に突設した突片１９、１９の上面に、後向突部１４ａの両側部下面が当接する(図６、図
８参照)。
【００３１】
　このように、座２の後端の後向突部１４ａを下向突部１７、１７の対向面間に嵌合され
るようにすると、座２の後端部が、左右の下向突部１７により前後左右方向に位置決めさ
れるので、脚体１への座２の取付けが容易となるとともに、座２が左右方向に動くのが規
制されるので、左右の突片１９が、座２の両側部下面の定位置に当接し、突片１９が位置
ずれして外れたりするのを防止することができる。なお、座２の後端に前方に凹入する凹
部を設け、この凹部を、左右の下向突部１７、１７の外側面間に嵌合して、座２の後端部
を左右の下向突部１７により前後左右方向に位置決めするようにしてもよい。
【００３２】
　上記のようにして、座２を位置決めした状態で、左右の上部脚杆５ａ、５ａの後部と、
左右の折曲部５ｂ、５ｂの下面とに固着した４個の固定金具１０に、座フレーム１２の後
両側部下面と、前後方向の中間部の両側部下面とを、下方より挿入したねじ２８により固
定する(図９参照)。これにより座２は、脚体１の上部に安定よく取り付けられる。
　脚体１の上部に座２を固定すると、図６に示すように、背フレーム１５における左右の
下向突部１７の下部対向面に突設した突片１９、１９の上面に、座フレーム１２の後端部
の両側部下面が圧接して、左右の下向突部１７の下端部が上方より押え付けられる。従っ
て、たとえ、ボルト２５が弛んだとしても、背凭れ３が上方に移動したり、上下方向にが
たついたりするのが防止される。なお、座２に着座すると、座２には下向き荷重が加わり
、この下向き荷重により左右の突片１９が座２の後端部により押え付けられるので、座２
を脚体１の上部に載置して支持するのみとしてもよい。
【００３３】
　図１０は、本発明の椅子の第２の実施形態を示すもので、この椅子は、上記第１の実施
形態の椅子より、肘掛け４のみを取り外したものである。
　肘掛け４を取り外すと、背凭れ支持杆９と背凭れ３とがボルト２５により固定されなく
なるが、上述したように、背凭れ３の左右の下向突部１７の下端部に突設した突片１９が
、座フレーム１２の後端部の両側部下面により押え付けられているので、背凭れ３が上方
に移動したり、上下方向にがたついたりすることはない。なお、背凭れ３の側部フレーム
１５ａに設けた通孔２６は、キャップ２９を嵌合して目隠しすればよく、また、後部連結
杆７の左右の開口端部に肘掛け支持金具１１を取付ける必要がなくなるので、両開口端部
にもキャップ２９を止着して目隠しすればよい。
【００３４】
　なお、背凭れ３の下端部に設ける突片１９の位置や数、及び突片１９と座２の後端部下
面との当接位置等は、上記実施形態に限定されないことは言うまでもない。
【符号の説明】
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【００３５】
　１　脚体
　２　座
　３　背凭れ
　４　肘掛け
　４ａ取付基部
　４ｂ肘当て部
　５　側脚
　５ａ上部脚杆
　５ｂ折曲部
　５ｃ後部脚杆
　６　前部連結杆
　６ａ係止片
　７　後部連結杆
　７ａ貫通孔
　８　座支持杆
　９　背凭れ支持杆
１０　固定金具
１１　肘掛け支持金具
１１ａ上向突部
１２　座フレーム
１３　可撓性座板
１４　切欠部
１４ａ後向突部
１５　背フレーム
１５ａ側部フレーム
１６　可撓性背板
１７　下向突部
１８　取付孔
１９　突片
２０　取付孔
２１　肉抜き凹部
２２　めねじ孔
２３　取付金具
２４　段付孔
２５　ボルト
２６　通孔
２７　係合溝
２８　ねじ
２９　キャップ
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