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(57)【要約】
【課題】横方向の強度が高い鍵盤楽器用の椅子を提供す
ること。
【解決手段】座板１２は板材で構成されており、その姿
勢が略水平となるよう脚１４に取り付けられている。脚
１４は、座板１２の四隅付近を下方から支持している。
連結板２０は一枚の板材で構成されており、座板１２お
よび横木１６の下方で四つの脚１４を略水平な姿勢で互
いに連結し支持している。連結板２０の四隅の角部には
脚１４のテーパ面１５に嵌合するように切り欠き２２が
形成されている。Ｌ字金具３２は、脚１４に上下方向に
複数埋め込まれた鬼目ナットと連結板２０とを結合して
いる。上下方向に複数埋め込まれた鬼目ナットのいずれ
かを選択しＬ字金具３２をボルト４０で結合することに
より、連結板２０を取り付ける上下方向の位置が変化す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　座板と、
　前記座板の四隅付近を下方から支持する四つの脚と、
　板状に形成されて前記座板の下方に水平方向に設置され、前記四つの脚を互いに連結す
る連結板と、
　を備えることを特徴とする鍵盤楽器用の椅子。
【請求項２】
　請求項１に記載の鍵盤楽器用の椅子において、
　前記連結板の上下位置を調整する上下位置調整機構を備えることを特徴とする鍵盤楽器
用の椅子。
【請求項３】
　請求項２に記載の鍵盤楽器用の椅子において、
　前記上下位置調整機構は、
　前記四つの脚に上下方向に埋め込まれた複数の鬼目ナットと、
　複数の前記鬼目ナットのいずれかと前記連結板とを結合するＬ字金具と、
　を有することを特徴とする鍵盤楽器用の椅子。
【請求項４】
　請求項３に記載の鍵盤楽器用の椅子において、
　前記連結板に取り付ける前記Ｌ字金具の板部に長穴が形成されていることを特徴とする
鍵盤楽器用の椅子。
【請求項５】
　請求項１～請求項４の何れかに記載の鍵盤楽器用の椅子において、
　前記連結板の演奏者の足側に切り欠きが形成されていることを特徴とする鍵盤楽器用の
椅子。
【請求項６】
　請求項５記載の鍵盤楽器用の椅子において、
　前記連結板の演奏者の足側と反対側にさらに切り欠きが形成されていることを特徴とす
る鍵盤楽器用の椅子。
【請求項７】
　請求項１～請求項６の何れかに記載の鍵盤楽器用の椅子において、
　前記連結板は演奏者の足側に設置されている前垂れの傾斜部を有することを特徴とする
鍵盤楽器用の椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ピアノおよび電子オルガンなどの鍵盤楽器の椅子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ピアノや電子オルガン等の鍵盤楽器用の椅子においては、四角形状の座板の四隅
を下方から四つの脚で支持する構成が一般的である（たとえば、特許文献１、２参照。）
。
【０００３】
　特許文献１に記載された椅子は鍵盤楽器用とは記載されていないものの、座板を四つの
脚で支持する構成を採用している。特許文献１では、座板の下方に補助座板を設置し、座
板を支持する脚部の補強板の長孔に補助座板の嵌合杆を嵌合して、補助座板を長孔に沿っ
て摺動自在に構成している。
【０００４】
　また、特許文献２の鍵盤楽器用の椅子は、ステーによって演奏者側の支脚に板状の足置
き台を取り付けている。ステーの前部リンクと後部リンクとが一文字になったり折れ曲が
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って二つ折りになることにより、足置き台は演奏者側に水平状態に引き倒されたセット位
置と、垂直状態に引き起こされた収納位置との間で回動自在に取り付けられている。特許
文献２では、演奏者が子供の場合には足置き台をセット位置に設定して子供が足置き台に
足を置けるようにし、演奏者が大人の場合には足置き台を収納位置に設定して演奏者の足
が足置き台に当たらないようにするとしている。
【０００５】
　このように、座板の四隅を下方から四つの脚で支持する構造の椅子においては、座板に
演奏者などが腰掛けたときに座板に下方に向けて加わる荷重を四つの脚が支持するので、
上下方向の荷重に対する強度は高い。
【特許文献１】実開平０４－１０７５６号公報（第１図、第２図）
【特許文献２】実開平０５－９４８９０号公報（第４、５頁、図１、２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述のような特許文献１に記載された椅子においては、補助座板は脚部
の補強板に形成した長孔に摺動自在に構成されているので、補助座板が脚部を支持する構
成ではない。その結果、例えば座板に横方向の大きな荷重が加わるときに脚部が傾くこと
を防止することができず、横方向の荷重が加わるときの椅子の強度が低いという問題があ
る。
【０００７】
　また、特許文献２に記載された椅子においては、ステーを介して支脚に足置き台が取り
付けられてはいるが、ステーの折れ曲がりにより支脚に対して足置き台が回動する構成で
あるから、足置き台が支脚を支持する構成ではない。その結果、座板に横方向の大きな荷
重が加わるときに支脚が傾くことを防止することができず、横方向の荷重が加わるときの
椅子の強度が低いという問題がある。
【０００８】
　本発明は、上記したような従来の技術の有する問題点に鑑みてなされたものであり、そ
の目的とするところは、横方向の強度が高い鍵盤楽器用の椅子を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するためになされた請求項１に係る鍵盤楽器用の椅子は、座板と、前記
座板の四隅付近を下方から支持する四つの脚と、前記座板の下方で前記四つの脚を互いに
連結する連結板と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　このように構成された本発明の鍵盤楽器用の椅子によれば、座板の下方に設置された連
結板が四つの足を互いに連結し支持しているので、例えば演奏者などが座板に腰掛けてい
るときに座板に横方向に荷重が加わるときに、脚が傾くことを連結板が防止する。これに
より、椅子の横方向の強度が高くなる。
【００１１】
　また、連結板と座板との間のスペースを利用し、連結板を物置台としても利用できる。
　また、請求項２に係る鍵盤楽器用の椅子のように、連結板の上下位置を変更する上下位
置調整機構を備えることが考えられる。この構成によれば、椅子の使用形態などに応じて
連結板の上下方向の設置位置の自由度が高くなる。
【００１２】
　この場合、請求項３のように、上下位置調製機構が、四つの脚に上下方向に埋め込まれ
た複数の鬼目ナットと、複数の鬼目ナットのいずれかと連結板とを結合するＬ字金具とを
有することが考えられる。このように構成すれば、上下方向に複数埋め込まれた鬼目ナッ
トのいずれかとＬ字金具とをボルトで結合することにより、連結板の上下位置を容易に変
更できる。
【００１３】
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　また、請求項４のように、連結板に取り付けるＬ字金具の板部に長穴を形成することが
考えられる。このように構成すれば、連結板または脚などの加工誤差などによりＬ字金具
に対する連結板の横方向の取付位置がずれても、連結板にＬ字金具を取り付けるときに長
穴内のねじの位置をずらすことにより、連結板の同じねじ穴の位置にねじを結合しＬ字金
具に連結板を取り付けることができる。また、脚の太さ、または形状が上下方向で異なる
脚を使用する場合など、連結板を取り付ける上下方向の位置により四つの脚の間隔が変化
する場合にも、Ｌ字金具の長穴のねじの位置をずらすことにより、連結板の同じねじ穴の
位置にねじを結合しＬ字金具に連結板を取り付けることができる。これにより、請求項４
の椅子においては、Ｌ字金具に対する連結板の取付位置の自由度が向上する。
【００１４】
　また、請求項５のように、連結板の演奏者の足側に切り欠きを形成することが考えられ
る。このように構成すれば、演奏者の足が連結板の切り欠き内に入り込むことにより、演
奏者の足が連結板に接触することを避けることができる。特に、連結板を下方に取り付け
る場合に連結板に演奏者の足が当たり易くなるので、連結板の演奏者の足側に切り欠きを
形成し連結板に当たることを避けることが望ましい。
【００１５】
　この場合、請求項６のように、連結板の演奏者の足側と反対側にさらに切り欠きを形成
することが考えられる。このように構成すれば、切り欠きを形成しているどちら側の向き
に演奏者が座っても、演奏者の足が連結板に接触することを避けることができる。これに
より、椅子を使用する向きの自由度が向上する。
【００１６】
　また、請求項７のように、連結板が演奏者の足側に設置されている前垂れの傾斜部を有
することが考えられる。このように構成すれば、演奏者が踵などの足裏を傾斜部に当てる
ことにより、演奏者の姿勢が安定する。
上述の鍵盤楽器の具体例としては、ピアノ、オルガン、これらの電子楽器などが挙げられ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に本発明の実施形態を図面とともに説明する。
［第一実施形態］
　図１（ａ）は第一実施形態の鍵盤楽器用の椅子の斜視図であり、図１（ｂ）は椅子の正
面図である。また、図２は第一実施形態の脚１４と連結板２０とを結合するとともに連結
板２０の上下位置を変更する上下位置調整機構３０の説明図であり、図２（ａ）はＬ字金
具３２、ボルト４０、鬼目ナット４２および木ねじ４４を示し、図２の（ｂ）はＬ字金具
３２を示している。
【００１８】
　［椅子１０の構成の説明］
　図１に示す鍵盤楽器用の椅子１０は鍵盤楽器を演奏するときに演奏者が腰掛けるために
使用する木製の椅子である。椅子１０は、座板１２、座板１２を下方から支持する四つの
脚１４、脚１４の上部同士を連結する横木１６、座板１２および横木１６の下方で四つの
脚１４を連結する連結板２０、および連結板２０の上下位置を変更する上下位置調整機構
３０などにより構成されている。なお、鍵盤楽器の具体例としては、ピアノ、オルガン、
これらの電子楽器などが挙げられる。また、椅子１０の材質は木材に限るものではなく、
金属、プラスティック、またはこれらの組み合わせでもよい。
【００１９】
　座板１２は板材で構成されており、その姿勢が略水平となるよう脚１４に取り付けられ
ている。脚１４は、木製の四角材で構成されており、座板１２の四隅付近の下方にその姿
勢が略垂直となるよう取り付けられ、座板１２を下方から支持している。各脚１４の椅子
１０の内側に面する二面は下方側に向けて脚１４が先細りするようにテーパ面１５になっ
ている。
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【００２０】
　横木１６は板材で構成されており、周方向に隣り合う脚１４同士の上部を四つの横木１
６がそれぞれ略垂直な姿勢で連結するとともに、上面が座板１２に連結されている。
　連結板２０は一枚の板材で構成されており、座板１２および横木１６の下方で四つの脚
１４を略水平な姿勢で互いに連結している。連結板２０の四隅の角部には脚１４のテーパ
面１５に嵌合するように切り欠き２２が形成されている。切り欠き２２の形状は脚１４に
合わせてほぼ直角である。
【００２１】
　［上下位置調整機構３０の構成の説明］
　図２に示すように、上下位置調整機構３０は、Ｌ字金具３２、ボルト４０、鬼目ナット
４２および木ねじ４４などにより構成されている。Ｌ字金具３２は、金属製の板部３３と
板部３４とをテーパ面１５の傾斜に合わせて直角よりも大きな角度で開いて形成されてい
る。板部３３は脚１４のテーパ面１５に接し、板部３４は連結板２０の下面２４に接して
いる。板部３３にはボルト４０を貫挿する円形穴３３ａが形成され、板部３４には木ねじ
４４を貫挿する長穴３４ａが形成されている。鬼目ナット４２は、各脚１４の二面のテー
パ面１５のいずれかの側に上下方向に複数埋め込まれている。Ｌ字金具３２の板部３３は
ボルト４０で脚１４の鬼目ナット４２に取り付けられ、板部３４は木ねじ４４で連結板２
０に取り付けられる。
【００２２】
　　［連結板２０の取付位置についての説明］
　次に、連結板２０の取付位置について説明する。
　上述したように、Ｌ字金具３２の板部３３をボルト４０で脚１４の鬼目ナット４２に取
り付け、板部３４を木ねじ４４で連結板２０に取り付けることにより、連結板２０は四つ
の脚１４を互いに連結し支持する。このとき、脚１４に上下方向に複数埋め込まれている
鬼目ナット４２のいずれかを選択してボルト４０を結合することにより、連結板２０が脚
１４を連結する上下位置を調整できる。また、連結板２０を取り付ける上下位置が変化す
ると、連結板２０の切り欠き２２と脚１４のテーパ面１５とのクリアランスが変化し、板
部３４に対する連結板２０の取付位置が変化する。そこで、第一実施形態では、板部３４
に長穴３４ａを形成しているので、長穴３４ａに貫挿する木ねじ４４の位置をずらすこと
により、板部３４に対する連結板２０の取付位置が変化しても連結板２０に予め形成され
ているねじ穴に木ねじ４４をねじ結合できる。また、脚１４または連結板２０の加工誤差
などにより、脚１４と切り欠き２２とのクリアランスが変化し板部３４に対する連結板２
０の取付位置が変化する場合にも、長穴３４ａに貫挿する木ねじ４４の位置をずらすこと
により、連結板２０に予め形成されているねじ穴に木ねじ４４をねじ結合できる。
【００２３】
　［第一実施形態の効果］
　（１）このように第一実施形態の鍵盤楽器用の椅子１０によれば、演奏者が椅子１０に
腰掛けて演奏するときに横方向に体重を移動し座板１２に横方向の荷重が加わっても、連
結板２０が四つの脚１４を互いに連結し支持しているので、椅子１０の横方向の強度が高
くなっている。これにより、座板１２に横方向の荷重が加わっても椅子１０の変形を防止
できる。また、座板１２と連結板２０との間のスペースを利用して、連結板２０の上に演
奏者の荷物などを置くことができる。
【００２４】
　（２）また、第一実施形態の椅子１０によれば、ボルト４０が結合する鬼目ナット４２
の上下位置を選択することにより、連結板２０を取り付ける位置を調整できる。この場合
、連結板２０の取付位置が脚１４の下方になるほど、横方向に対する椅子１０の強度は高
くなる。
【００２５】
　（３）また、連結板２０に取り付ける側のＬ字金具３２の板部３４に木ねじ４４を貫挿
する長穴３４ａを形成したので、連結板２０を取り付ける上下位置の変化または加工誤差
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などにより脚１４と連結板２０の切り欠き２２とのクリアランスが変化し板部３４に取り
付ける連結板２０の位置が変化しても、長穴３４ａに貫挿する木ねじ４４の位置をずらす
ことにより、連結板２０に形成した同じねじ穴に木ねじ４４をねじ結合できる。したがっ
て、Ｌ字金具３２に対する連結板２０の横方向の取付位置が変化しても、連結板２０に新
たにねじ穴を形成することなくＬ字金具３２に連結板２０を取り付けることができる。こ
れにより、Ｌ字金具３２に対する連結板２０の取付位置の自由度が向上する。
［第二実施形態］
　上記第一実施形態では、連結板２０は四角形であり、連結板２０の四辺は切り欠き２２
を除いて直線である。これに対して図３に示す第二実施形態では、演奏者の足側の連結板
５２に円弧状に凹んだ切り欠き５４を形成していることを特徴とする。
【００２６】
　以下に、第二実施形態の椅子５０が備える構成について説明する。なお、図３（ａ）は
第二実施形態の鍵盤楽器用の椅子５０の斜視図であり、図３（ｂ）は連結板５２を単体で
示す斜視図である。
【００２７】
　また、本第二実施形態では、多くの部分は第一実施形態と共通なので、第一実施形態と
同じ符号を使用してその詳細な説明を省略する。また、第二実施形態の図３（ａ）に示す
椅子５０においても第一実施形態の図２に示した上下位置調整機構３０を備えているが、
図示を省略している。
【００２８】
　［連結板５２の構成の説明］
　図３（ａ）、（ｂ）に示すように、四角形状の連結板５２の四辺のうち演奏者の足側に
円弧状に凹んだ切り欠き５３が形成されている。
【００２９】
　［第二実施形態の効果］
　連結板５２の取付位置が脚１４の下方になるほど横方向に対する椅子５０の強度は向上
する。しかし、第一実施形態の連結板２０のように演奏者の足側の連結板２０の形状が直
線であると、連結板２０の取付位置が下がると演奏者の足と連結板２０とが接触し演奏の
妨げになることがある。そこで第二実施形態の椅子５０の構成によれば、演奏者の足が連
結板５２に向かってきても、演奏者の足が連結板５２の切り欠き５３内に入り込み連結板
５２と接触することを避けることができる。これにより、椅子５０の横方向の強度を高め
つつ、演奏者の妨げになることを防止できる。
［第三実施形態］
　上記第二実施形態では、連結板５２の演奏者の足側だけに円弧状に凹んだ切り欠き５３
を形成している。これに対して図４に示す第三実施形態では、演奏者の足側に加え、その
反対側にも円弧状に凹んだ切り欠き５３を連結板５４に形成していることを特徴とする。
【００３０】
　図４は連結板５４を単体で示す斜視図である。本第三実施形態では、多くの部分は第一
実施形態および第二実施形態と共通なので、第一実施形態および第二実施形態と同じ符号
を使用してその詳細な説明を省略する。
【００３１】
　［第三実施形態の効果］
　第三実施形態の連結板５４によれば、演奏者の足側の切り欠き５３に加え、その反対側
にも円弧状に凹んだ切り欠き５３を形成しているので、切り欠き５３が形成されている椅
子のどちら側に向かって演奏者が座っても、演奏者の足が連結板５４の切り欠き５３内に
入り込み連結板５４と接触することを避けることができる。これにより、椅子の横方向の
強度を高めつつ、演奏者の妨げになることを防止できる。さらに、椅子を使用する向きの
自由度が向上する。
［第四実施形態］
　上記第一実施形態、第二実施形態および第三実施形態では、連結板は平板で形成されて
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いる。これに対して図５に示す第四実施形態の椅子６０では、連結板６２は、平板部６４
に加え、演奏者２００の足２０２（図６参照）側に前垂れの傾斜部６６を有することを特
徴とする。
【００３２】
　以下に、第四実施形態の椅子６０が備える構成について説明する。なお、図５（ａ）は
第四実施形態の鍵盤楽器用の椅子６０の斜視図であり、図５（ｂ）は連結板５２を単体で
示す斜視図である。また、図６は第四実施形態の椅子６０に演奏者２００が腰掛けている
状態を示す説明図である。また、図７は連結板６２における傾斜部６６の取付構造を示す
断面図である。
【００３３】
　また、本第四実施形態では、多くの部分は第一実施形態、第二実施形態および第三実施
形態と共通なので、第一実施形態、第二実施形態および第三実施形態と同じ符号を使用し
てその詳細な説明を省略する。また、第四実施形態の図５および図６に示す椅子６０にお
いても第一実施形態の図２に示した上下位置調整機構３０を備えているが、図示を省略し
ている。
【００３４】
　　［連結板６２の構成の説明］
　図５に示すように、椅子６０の連結板６２は、平板部６４と傾斜部６６とを有している
。傾斜部６６の両側の平板部６４には、演奏者２００の足２０２から見て奥側に凹む切り
欠き６５が形成されている。傾斜部６６は、切り欠き６５の奥側から演奏者２００の足２
０２に向けて下方に傾斜する前垂れに形成されている。
【００３５】
　連結板６２の傾斜部６６は、一枚の板材から傾斜部６６に相当する箇所を曲げ加工など
により形成されてもよいし、図７に示すように、平板部６４と傾斜部６６とをそれぞれ別
の板材にしてもよい。図７では、平板部６４と傾斜部６６とは、傾斜部６６の傾斜角度に
合わせて開いているＬ字金具７０に木ねじ４４を貫挿して平板部６４および傾斜部６６に
木ねじ４４をねじ結合することにより、別部材の平板部６４と傾斜部６６とを結合してい
る。この場合、棒状または筒状の木材または金属材で形成した結合部材７２を平板部６４
と傾斜部６６との結合箇所にそれぞれ埋め込み、平板部６４と傾斜部６６との結合強度を
向上してもよい。
【００３６】
　　［椅子６０の使用状態の説明］
　図６に示すように、演奏者２００は、傾斜部６６が形成されている側に向けて座板１２
に腰掛け、使用しない足２０２の裏や踵を傾斜部６６に置く。
【００３７】
　［第四実施形態の効果］
　このように第四実施形態の椅子６０によれば、連結板６２が四つの脚１４を互いに連結
することにより椅子６０の横方向の強度を高めつつ、連結板６２に形成した傾斜部６６に
演奏者２００が足２０２を置くことにより、演奏者２００の姿勢が安定する。
［第五実施形態］
　上記第四実施形態では、連結板６２の傾斜部６６の位置は固定されている。これに対し
て図８に示す第五実施形態の連結板８０では、傾斜部６６がスライドして位置を変化する
ことを特徴とする。
【００３８】
　以下に、第五実施形態の連結板８０が備える構成について説明する。なお、図８は第五
実施形態の連結板８０を示す斜視図である。
　また、本第五実施形態では、第四実施形態と共通する部分については第四実施形態と同
じ符号を使用してその詳細な説明を省略する。
【００３９】
　［連結板８０の構成の説明］
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　図８に示すように、連結板８０は、Ｌ字金具３２（図２参照）により各脚１４（図２参
照）に結合される固定板８２と、図８の矢印が示す前後方向に固定板８２内を直線移動す
る可動板８６とにより形成されている。固定板８２は、板材でコ字状に形成されており、
コ字状の固定板８２の開口側から奥側に向けて延びる溝８４が両側の腕部８３の内側面に
形成されている。可動板８６は、平板部８７と傾斜部６６とを有している。平板部８７と
傾斜部６６とは、第四実施形態で説明したように、一枚の板材から傾斜部６６を曲げ加工
により形成してもよいし、別部材の平板部８７と傾斜部６６とをＬ字金具などで結合して
もよい。平板部８７の腕部８３に面する外側面には、固定板８２の開口側から奥側に向け
て延び腕部８３の溝８４に嵌合する突部８８が形成されている。腕部８３の溝８４に可動
板８６の突部８８が嵌合することにより、可動板８６は図８の矢印に示す前後方向に移動
できる。
【００４０】
　［連結板６２の使用状態の説明］
　椅子を使用しない場合、固定板８２の奥側に可動板８６を押し込む。椅子を使用する場
合は、可動板８６を適当な位置まで引っ張り出す。このとき、引っ張り出した位置で可動
板８６の移動を規制する機構があることが望ましい。例えば、可動板８６のスライド方向
の複数箇所において、固定板８２または可動板８６の一方に設置した凹部に固定板８２ま
たは可動板８６の他方に設置した出入り自在なばね部材が嵌合して可動板８６の移動を規
制してもよい。
【００４１】
　［第五実施形態の効果］
　このように第五実施形態の連結板８０によれば、固定板８２内で可動板８６がスライド
する構成であるから、椅子を使用しない場合には可動板８６を引っ込めて可動板８６が周
囲の邪魔になることを防止できる。そして、椅子を使用する場合には、可動板８６を適当
な位置に引っ張り出すことにより、演奏者が足を可動板８６の傾斜部６６に置き、姿勢を
安定することができる。
［他の実施形態］
　以上、本発明の複数の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定され
るものではなく、以下のように様々な態様にて実施することが可能である。
【００４２】
　（１）上記複数の実施形態では、座板１２に演奏者が直接腰掛ける構成とした。これに
対し、座板１２の上にクッションなどを取り付けてもよい。また、椅子の脚として四角材
以外の他の形状、例えば丸材などを使用してもよい。
【００４３】
　（２）上記第二実施形態および第三実施形態では、連結板に円弧状の切り欠きを形成し
た。これに対し、演奏者の足が連結板に接触することを避けることができるのであれば、
連結板に形成する切り欠きの形状を四角形状などの他の形状にしてもよい。
【００４４】
　（３）上記第四実施形態の図７に示すように、平板部６４と傾斜部６６とを別部材の板
材で形成する場合、平板部６４と傾斜部６６との結合に軸ロックを使用し、傾斜部６６の
傾斜角度を可変に調整してもよい。
【００４５】
　　（４）また、図８に示す上記第五実施形態においても同様に、可動板８６の平板部８
７と傾斜部６６とを別部材の板材で形成する場合、平板部８７と傾斜部６６との結合に軸
ロックを使用し、傾斜部６６の傾斜角度を可変に調整してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】（ａ）は第一実施形態の椅子を示す斜視図であり、（ｂ）は第一実施形態の椅子
を示す正面図である。
【図２】（ａ）は第一実施形態の上下位置調製機構の説明図であり、（ａ）はＬ字金具、
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鬼目ナット、ボルトおよび木ねじを示し、（ｂ）はＬ字金具の詳細を示している。
【図３】（ａ）は第二実施形態の椅子を示す斜視図であり、（ｂ）は第二実施形態の連結
板を示す斜視図である。
【図４】第三実施形態の連結板を示す斜視図である。
【図５】（ａ）は第四実施形態の椅子を示す斜視図であり、（ｂ）は第四実施形態の連結
板を示す斜視図である。
【図６】第四実施形態の椅子の使用状態を示す説明図である。
【図７】第四実施形態の連結板の平板部と傾斜部との結合構造を示す断面図である。
【図８】第五実施形態の連結板を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００４７】
１０、５０、６０…椅子、１２…座板、１４…脚、２０、５２、５４、６２、８０…連結
板、３０…上下位置調製機構、３２…Ｌ字金具、３４…板部、３４ａ…長穴、４０…ボル
ト、４２…鬼目ナット、４４…木ねじ、６６…傾斜部、２００…演奏者、２０２…足
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