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(57)【要約】
【課題】使い勝手を向上させることができる物品収容部
材及び椅子を提供する。
【解決手段】本発明の一態様に係る物品収容部材８０は
、上下方向に沿って延在するベースパネル８１と、ベー
スパネル８１に対して前後方向に間隔をあけて配置され
た下側支持部８３と、ベースパネル８１及び下側支持部
８３の少なくとも一方に設けられるとともに、第二収容
空間９１の下端開口８５の一部を遮り、第二収容空間９
１に収容される物品を下方から支持する物品支持部８６
と、物品支持部８６の周囲に位置し、第二収容空間９１
に収容される物品を、下端開口８５を通じて下方に挿通
させる物品挿通部８７と、を備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下方向に沿って延在するベースパネルと、
　前記ベースパネルに対して前後方向に間隔をあけて配置された下側支持部と、
　前記ベースパネル及び前記下側支持部の少なくとも一方に設けられるとともに、前記ベ
ースパネル及び前記下側支持部間に形成された下端開口の一部を遮り、前記ベースパネル
と前記下側支持部との間に収容される物品を下方から支持する物品支持部と、
　前記物品支持部の周囲に位置し、前記ベースパネルと前記下側支持部との間に収容され
る物品を、前記下端開口を通じて下方に挿通させる物品挿通部と、を備える、
物品収容部材。
【請求項２】
　前記物品支持部は、前記ベースパネルにおける前記下側支持部との対向面に直交し、前
記物品を下方から支持する支持面を有する、
請求項１に記載の物品収容部材。
【請求項３】
　前記物品挿通部は、下方に向かうに従い前記ベースパネルから離間する方向に傾斜した
傾斜面を有する、
請求項１または請求項２に記載の物品収容部材。
【請求項４】
　前記物品支持部は、左右方向に間隔を開けて複数設けられ、
　前記物品挿通部は、互いに隣り合う前記物品支持部の間に配置されている、
請求項１から請求項３の何れか一項に記載の物品収容部材。
【請求項５】
　前記下側支持部の下端部は、左右方向に沿う軸線周りに回動可能に前記ベースパネルに
揺動可能に構成されている、
請求項１から請求項４の何れか一項に記載の物品収容部材。
【請求項６】
　前記下側支持部の上方に設けられ、前記ベースパネルとの間に、前記ベースパネルと前
記下側支持部との間の間隔よりも小さな間隔をあけて配置される上側支持部をさらに備え
る、
請求項１から５の何れか一項に記載の物品収容部材。
【請求項７】
　前記上側支持部の下端部は、前記下側支持部と前記ベースパネルとの間に挿入されてい
る、
請求項６に記載の物品収容部材。
【請求項８】
　着座面を有する座部と、
　前記座部の後端部から上方に延びる背凭れ部と、
　前記背凭れ部の背面に設けられた、請求項１から請求項７の何れか一項に記載の物品収
容部材と、を備える、
椅子。
【請求項９】
　前記物品支持部は、前記ベースパネルから前記下側支持部に向けて突出し、
　前記ベースパネルにおける前記下側支持部との対向面は、前記背面に沿って配置され、
　前記背面は、下方に向かうに従い漸次前方に傾斜している、
請求項８に記載の椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品収容部材及び椅子に関する。



(3) JP 2019-209759 A 2019.12.12

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　鉄道車両や航空機等の乗物の椅子は、背凭れの背面に、後列の椅子に着座する乗客用の
物品収容部材を備えている。物品収容部材には、鉄道会社や航空会社側が提供する冊子や
、乗客の私物等の物品が収容される。
【０００３】
　特許文献１には、椅子の背面（シートバック）に、袋状ポケットを備えた構成が開示さ
れている。袋状ポケットは、上方に開口する開口部を有し、この開口部から袋状ポケット
の内部に物品を収容することができるとされている。
【０００４】
　特許文献２には、椅子の背凭れの背面（後面）に設けられるポケットの取付構造が開示
されている。ポケットは、面状のポケット本体の下端部において、引き離し可能な面ファ
スナー（止着手段）によって背凭れの背面に止着されている。このような構成によれば、
面ファスナーを剥がすことで、ポケット本体の下端部を背凭れの背面から引き離し、ポケ
ット内に溜まったゴミ等を下方に排出できるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実公平３－１３０７６号公報
【特許文献２】特許第５４５２９９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の構成においては、例えば乗客が、チケットを袋状ポケット
に収容した場合、袋状ポケットに収容された他の物品中にチケットが紛れてしまい、後で
チケットを見つけるのが困難となる場合がある。また、乗客が、レシート等の不要物を袋
状ポケットに収容した場合には、他の物品中に不要物が紛れたままとなり、不要物が袋状
ポケットにそのまま残されてしまう場合もある。
【０００７】
　これに対し、特許文献２に開示されたような構成では、ポケット本体の下端部の面ファ
スナーを剥がすことで、ポケット内に収容されたチケットや不要物等を、ポケットの下方
から取り出すことができる。しかし、チケットや不要物等をポケットから取り出すには、
面ファスナーを剥がす必要があり、手間が掛かる。また、ポケット本体の下端部が面ファ
スナーによって背凭れの背面に止着されていることに乗客が気付かなければ、乗客はポケ
ット本体の下端部を背凭れの背面から引き離して、チケット等を取り出すことができない
。
【０００８】
　このように、従来の物品収容部材は、チケットや不要物等を収容した場合の使い勝手に
改善の余地がある。
【０００９】
　本発明は、使い勝手を向上させることができる物品収容部材及び椅子を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る物品収容部材は、上下方向に沿って
延在するベースパネルと、前記ベースパネルに対して前後方向に間隔をあけて配置された
下側支持部と、前記ベースパネル及び前記下側支持部の少なくとも一方に設けられるとと
もに、前記ベースパネル及び前記下側支持部間に形成された下端開口の一部を遮り、前記
ベースパネルと前記下側支持部との間に収容される物品を下方から支持する物品支持部と
、前記物品支持部の周囲に位置し、前記ベースパネルと前記下側支持部との間に収容され
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る物品を、前記下端開口を通じて下方に挿通させる物品挿通部と、を備える。
【００１１】
　本態様によれば、ベースパネルと下側支持部との間に収容される物品のうち、物品支持
部の周囲を通過不能な大きさの物品は、物品支持部に下方から支持される。そのため、物
品は、ベースパネルと下側支持部との間に収容された状態で、物品支持部に安定して保持
される。
　一方、物品支持部の周囲を通過可能な大きさの物品は、物品挿通部を通って少なくとも
一部が下端開口を通過する。これにより、例えば比較的薄い若しくは細い物品は、ベース
パネルと下側支持部との間で他の物品に紛れる等して見失った場合であっても、ベースパ
ネルと下側支持部との間に手を差し入れて物品を探しているときに下端開口を通過し易く
なる。そのため、ベースパネルと下側支持部との間で見失った物品を発見し易くなる。
　また、物品挿通部は常時開口しているので、ベースパネルと下側支持部との間に進入し
たゴミや塵埃等は物品挿通部を通して落下し易くなる。そのため、従来のように面ファス
ナーの着脱によって下端開口を開閉する場合に比べて、ベースパネルと下側支持部との間
のメンテナンス性を向上させることができる。
【００１２】
　本発明の一態様に係る物品収容部材において、前記物品支持部は、前記ベースパネルに
おける前記下側支持部との対向面に直交し、前記物品を下方から支持する支持面を有して
いてもよい。
　この構成によれば、物品支持部に引っ掛かった物品をベースパネルと下側支持部との間
で安定して支持できる。
【００１３】
　本発明の一態様に係る物品収容部材において、前記物品挿通部は、下方に向かうに従い
前記ベースパネルから離間する方向に傾斜した傾斜面を有していてもよい。
　この構成によれば、物品挿通部が傾斜面を有することで、物品が下端開口を通じて下方
に案内され易くなる。
【００１４】
　本発明の一態様に係る物品収容部材において、前記物品支持部は、左右方向に間隔を開
けて複数設けられ、前記物品挿通部は、互いに隣り合う前記物品支持部の間に配置されて
いてもよい。
　この構成によれば、互いに隣り合う物品支持部の間隔よりも幅寸法が小さい物品が、下
端開口を通じて下方に通り抜ける。
【００１５】
　本発明の一態様に係る物品収容部材において、前記下側支持部の下端部は、左右方向に
沿う軸線周りに回動可能に前記ベースパネルに揺動可能に構成されていてもよい。
　この構成によれば、下側支持部を、上端部がベースパネルから後方に離間する方向に揺
動させることで、下側支持部とベースパネルとの間に物品や手を容易に差し入れることが
できる。
【００１６】
　本発明の一態様に係る物品収容部材において、前記下側支持部の上方に設けられ、前記
ベースパネルとの間に、前記ベースパネルと前記下側支持部との間の間隔よりも小さな間
隔をあけて配置される上側支持部をさらに備えていてもよい。
　この構成によれば、上側支持部とベースパネルとの間にも、物品を収容することが可能
となる。そのため、使い勝手が向上する。
【００１７】
　本発明の一態様に係る物品収容部材において、前記上側支持部の下端部は、前記下側支
持部と前記ベースパネルとの間に挿入されていてもよい。
　この構成によれば、上側支持部とベースパネルとの間、及び下側支持部とベースパネル
との間を上下方向で連続させることができる。そのため、上側支持部とベースパネルとの
間、及び下側支持部とベースパネルとの間に跨って物品を収容できる。これにより、長尺
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な物品を収容することができるので、使い勝手を向上させることができる。
　また、物品収容部材の正面視で、上側支持部及び下側支持部が上下方向に連続するよう
に見えるので、良好な外観を得ることができる。
【００１８】
　本発明の一態様に係る椅子は、着座面を有する座部と、前記座部の後端部から上方に延
びる背凭れ部と、前記背凭れ部の背面に設けられた、上記態様に係る物品収容部材と、を
備える。
　この構成によれば、例えば比較的大きな物品は、物品支持部で確実に保持しつつ、比較
的小さな物品は、物品挿通部から下方に挿通させることができる。したがって、例えば椅
子が鉄道車両に搭載された場合等において、乗客が下側支持部とベースパネルとの間にチ
ケットを入れたまま紛失するような可能性が少なくなる。その結果、使い勝手のよい物品
収容部材を備えた椅子を提供することが可能となる。
【００１９】
　本発明の一態様に係る椅子において、前記物品支持部は、前記ベースパネルから前記下
側支持部に向けて突出し、前記ベースパネルにおける前記下側支持部との対向面は、前記
背面に沿って配置され、前記背面は、下方に向かうに従い漸次前方に傾斜していてもよい
。
　この構成によれば、上側支持部とベースパネルとの間や、下側支持部とベースパネルと
の間に収容された物品の下端がベースパネルに接近し易くなる。そのため、物品を物品支
持部で支持し易くなる。
【発明の効果】
【００２０】
　上記各態様によれば、使い勝手を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】実施形態に係る椅子ユニットの全体構成を示す斜視図である。
【図２】実施形態に係る椅子ユニットを後方から見た図である。
【図３】実施形態に係る椅子のフレームの構成を主に示す斜視図である。
【図４】実施形態に係る椅子の座部を斜め下方から見た斜視図である。
【図５】実施形態に係る物品収容部材の支持ブラケットを示す椅子の斜視図である。
【図６】図２のＰ－Ｐ矢視断面図である。
【図７】図２のＱ－Ｑ矢視断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の一実施形態に係る物品収容部材及び椅子について図面を参照して説明す
る。
　以下の説明において、便宜上、椅子１００の着座者が前を向く方向を「前方」、その反
対方向を「後方」と称する。また、椅子１００の着座者の左右方向を幅方向と称する。さ
らに、椅子１００を設置する床面Ｆに直交する方向を上下方向と称する。なお、図中適所
には、椅子１００の幅方向を示す矢印Ｘ、椅子１００の前後方向を示す矢印Ｙ、椅子１０
０の上下方向を示す矢印Ｚが示されている。
【００２３】
［椅子ユニット］
　図１は、実施形態に係る椅子ユニット１の全体構成を示す斜視図である。図２は、椅子
ユニット１を後方から見た図である。
　図１、図２に示すように、椅子ユニット１は、例えば鉄道車両等に搭載される。椅子ユ
ニット１は、幅方向に並設された２つの椅子１００を備える。なお、椅子ユニット１を構
成する椅子１００は、２つに限られない。また、椅子ユニット１の設置場所は鉄道車両以
外の乗物でもよく、劇場や講堂、ホール等であってもよい。
【００２４】
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　図２に示すように、各椅子ユニット１は、床面Ｆ上に設けられた回転基台２上に設けら
れている。回転基台２は、床面Ｆに固定された固定ベース２ａと、固定ベース２ａに対し
て上下方向に沿う軸線Ｃ周りに回動可能に設けられた回転ベース２ｂと、を備えている。
椅子ユニット１は、回転ベース２ｂ上に取り付けられている。椅子ユニット１は、軸線Ｃ
周りに回転ベース２ｂと一体で回動可能に構成されている。
【００２５】
　回転ベース２ｂは、軸線Ｃに対する径方向（図示の例では幅方向）に延びるロックピン
３によって、固定ベース２ａに対する軸線Ｃ周りの回動が拘束可能となっている。ロック
ピン３は、後述するアームレスト３０に設けられたロック解除レバー７０によって、径方
向に進退操作される。回転ベース２ｂは、ロック解除レバー７０によって、ロックピン３
が固定ベース２ａから引き抜かれると、軸線Ｃ周りの回動が可能となる。なお、本実施形
態では、椅子１００を、回転基台２上に設けるようにしたが、これに限らない。椅子１０
０は、床面Ｆ上に設けられた基台に固定されるようにしてもよい。
【００２６】
　椅子ユニット１を構成する２つの椅子１００は、幅方向において対称な構成を有してい
る。したがって、以下においては、幅方向の一方側（左側）の椅子１００のみを図示し、
その説明を行う。
　図１に示すように、椅子１００は、座部１０と、背凭れ２０と、アームレスト（側方部
材）３０と、を備えている。
【００２７】
　＜座部＞
　図３は、椅子１００のフレームの構成を主に示す斜視図である。
　図１、図３に示すように、座部１０は、座部フレーム１１（図３参照）と、座枠１２（
図３参照）と、座部クッション１３（図１参照）と、を備えている。
【００２８】
　図３に示すように、座部フレーム１１は、例えば金属製で枠型に形成されている。具体
的に、座部フレーム１１は、前後方向に間隔をあけて設けられた前部フレーム１１ｆ及び
後部フレーム１１ｒと、前部フレーム１１ｆ及び後部フレーム１１ｒ間を架け渡す中間フ
レーム１１ｃと、を有する。
　前部フレーム１１ｆ及び後部フレーム１１ｒは、それぞれ幅方向に延びている。
　中間フレーム１１ｃは、幅方向に間隔をあけて２本設けられている。各中間フレーム１
１ｃの前端部は、前部フレーム１１ｆに溶接等によって各別に固定されている。各中間フ
レーム１１ｃの後端部は、後部フレーム１１ｒに溶接等によって各別に固定されている。
【００２９】
　図３に示すように、座枠１２は、例えば金属製で枠型に形成されている。具体的に、座
枠１２は、前部フレーム１１ｆ上に固定された前枠１２ｆと、前枠１２ｆにおける幅方向
の両端部から後方に向けて延びる一対の側枠１２ｓと、一対の側枠１２ｓの後端部同士を
連結する後枠１２ｒと、を備えている。後枠１２ｒは、上述した後部フレーム１１ｒ上に
設けられたブラケット１１ｂ上に固定されている。
【００３０】
　図１に示すように、座部クッション１３は、座枠１２（図３参照）上に、座枠１２を覆
うように設けられている。座部クッション１３は、弾性を有したクッション材（図示無し
）と、クッション材を覆うカバー材１３ｃと、を備えている。座部クッション１３の上面
は、着座者が着座する着座面１４を構成している。
【００３１】
　＜背凭れ＞
　図１、図３に示すように、背凭れ２０は、座部１０の後端部から上方に起立している。
背凭れ２０は、背部フレーム２１と、バックパネル２２と、背受けパネル２３と、背部ク
ッション２４（図１参照）と、を備えている。
【００３２】
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　図３に示すように、背部フレーム２１は、例えば金属製である。背部フレーム２１は、
幅方向の両側に設けられた一対の縦枠２１ｖと、一対の縦枠２１ｖの上端部同士を連結す
る上枠２１ｕと、を備えている。一対の縦枠２１ｖは、上述した後部フレーム１１ｒの幅
方向の両端部から上方に延びる支柱１５に、支軸部１６を介してそれぞれ支持されている
。支軸部１６は、幅方向に沿う水平軸周りに回動自在に縦枠２１ｖを支持する。これによ
り、背部フレーム２１は、前後方向に傾動可能となっている。
【００３３】
　背部フレーム２１には、上下方向に間隔をあけて、複数本の横帯材２５が設けられてい
る。横帯材２５は、幅方向の両端部が一対の縦枠２１ｖに溶接等により固定されている。
【００３４】
　バックパネル２２は、背部フレーム２１を後方から覆うように配置されている。バック
パネル２２は、樹脂系材料等により形成されている。バックパネル２２は、ビス等によっ
て背部フレーム２１に固定されている。
【００３５】
　背受けパネル２３は、背部フレーム２１に対して前方に配置されている。背受けパネル
２３は、背部フレーム２１の下半部に設けられている。背受けパネル２３は、樹脂系材料
等により形成されている。背受けパネル２３は、上述した横帯材２５にビス等により固定
されている。背受けパネル２３は、背部クッション２４を介して伝わる着座者の背中及び
腰からの荷重を支持する。
【００３６】
　図１に示すように、背部クッション２４は、背部フレーム２１及び背受けパネル２３（
図３参照）を前方から覆うように設けられている。背部クッション２４は、弾性を有した
クッション材（図示無し）と、クッション材を覆うカバー材２４ｃと、を備えている。背
部クッション２４の前面は、着座者の背中を支持する背凭れ面２６を構成している。
【００３７】
　アームレスト３０は、椅子１００の座部１０の幅方向側方に設けられている。本実施形
態において、２つの椅子１００を並設させた椅子ユニット１は、アームレスト３０を、椅
子ユニット１の幅方向両側に備えている。アームレスト３０は、中空箱状で、その内部に
、折り畳み式のテーブル（図示無し）が収容されている。
【００３８】
　＜物品収容部材＞
　図４は、物品収容部材８０を示す椅子１００の斜視図である。図５は、物品収容部材８
０の支持ブラケット８４を示す椅子１００の斜視図である。図６は、図２のＰ－Ｐ矢視断
面図である。図７は、図２のＱ－Ｑ矢視断面図である。
　図２、図４～図７に示すように、背凭れ２０の後方を向く背面２０ｒには、物品収容部
材８０が設けられている。物品収容部材８０は、ベースパネル８１と、上側支持部８２と
、下側支持部８３と、を備えている。
【００３９】
　図４、図５に示すように、ベースパネル８１は、背凭れ部２０の背面２０ｒに沿うよう
に設けられている。したがって、ベースパネル８１は、前後方向を厚さ方向として上下方
向に延在している。本実施形態において、ベースパネル８１は、背凭れ部２０の傾斜角度
に応じて下方に向かって漸次前方に傾斜している。ベースパネル８１は、バックパネル２
２の下半部に形成された開口部（図示無し）を後方から覆うように設けられている。ベー
スパネル８１は、前後方向から見て矩形状をなしている。ベースパネル８１の外周部には
、バックパネル２２のうち開口部（図示無し）の外側部分に突き当たる縁部８１ａが形成
されている。ベースパネル８１は、複数のビス等により、背部フレーム２１（図３参照）
に固定されている。
【００４０】
　図３、図６に示すように、ベースパネル８１の上端部には、一対の爪部８１ｋが設けら
れている。各爪部８１ｋは、前方かつ上方に向かって突出している。各爪部８１ｋは、背
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部フレーム２１よりも前方に突出して、背受けパネル２３の上端部に係止されている。こ
れにより、ベースパネル８１の上端部は、背受けパネル２３に対する後方への変位が拘束
されている。
【００４１】
　図４に示すように、ベースパネル８１には、前方に向かって窪む凹面（右側凹面８１ｄ
及び左側凹面８１ｅ）が形成されている。ベースパネル８１において、凹面８１ｄ，８１
ｅにおける幅方向の両側に位置する部分には、上下方向に延び、後方に隆起したリブ（右
側リブ８１ｒ、中央リブ８１ｓ及び左側リブ８１ｔ）が形成されている。右側リブ８１ｒ
は、右側凹面８１ｄに対して右側に位置している。中央リブ８１ｓは、凹面８１ｄ，８１
ｅの間を仕切っている。左側リブ８１ｔは、左側凹面８１ｅに対して左側に位置している
。
【００４２】
　リブ８１ｒ，８１ｓは、右側凹面８１ｄと上側支持部８２との間に収容される物品が幅
方向に移動するのを抑える。
　リブ８１ｓ，８１ｔは、左側凹面８１ｅと上側支持部８２との間に収容される物品が幅
方向に移動するのを抑える。なお、リブ８１ｒ，８１ｓ，８１ｔは、ベースパネル８１の
補強要素としても機能する。
【００４３】
　下側支持部８３は、ベースパネル８１の下端部に設けられている。図４、図７に示すよ
うに、下側支持部８３は、ベースパネル８１に対して前後方向に間隔をあけて配置されて
いる。下側支持部８３は、幅方向に延び、上下方向に所定寸法の高さを有した帯状に形成
されている。
【００４４】
　下側支持部８３は、図５に示すように、ベースパネル８１における幅方向の両側に設け
られた支持ブラケット８４を介してベースパネル８１に取り付けられている。各支持ブラ
ケット８４の下端部８４ｂは、幅方向に沿って延びる水平軸周りに回動自在にベースパネ
ル８１に連結されている。各支持ブラケット８４は、凹面８１ｄに沿って平行な状態から
、下端部８４ｂを中心として上端部８４ａが後方に揺動可能となっている。このような支
持ブラケット８４に取り付けられた下側支持部８３は、図４、図７に示すように、上端８
３ａがベースパネル８１から後方に接離するように揺動可能である。
【００４５】
　上側支持部８２は、下側支持部８３の上方であって、ベースパネル８１における上下方
向の中間部に設けられている。上側支持部８２は、幅方向に延び、上下方向に所定寸法の
高さを有している。上側支持部８２は、帯状部８２ａと、湾曲部８２ｂと、を有する。
【００４６】
　帯状部８２ａは、上述したリブ８１ｒ，８１ｓ間で、凹面８１ｄと平行に延びている。
上側支持部８２は、ベースパネル８１に対し、前後方向に間隔をあけて配置されている。
上側支持部８２とベースパネル８１との間の前後方向の間隔は、下側支持部８３とベース
パネル８１との間の前後方向の間隔よりも小さい。
【００４７】
　上側支持部８２の下端部８２ｅは、下側支持部８３とベースパネル８１との間に挿入さ
れている。すなわち、上側支持部８２の下端部８２ｅは、下側支持部８３の上端８３ａよ
りも低い位置に配置されている。
【００４８】
　上側支持部８２の後面は、第一面８２ｐと、第二面８２ｑと、段部８２ｒと、を備える
。
【００４９】
　第一面８２ｐは、下側支持部８３の前面とベースパネル８１の凹面８１ｄとの間に位置
する。上側支持部８２において、第一面８２ｐと反対側（ベースパネル８１に対向する側
）を向く面には、幅方向に延びるリブ８２ｓが、上下方向に間隔をあけて複数形成されて
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いる。これらのリブ８２ｓは、上側支持部８２の補強要素として機能する。
【００５０】
　第二面８２ｑは、下側支持部８３よりも上方に形成されている。第二面８２ｑは、第一
面８２ｐよりも後方に位置する。第二面８２ｑは、下側支持部８３の後面と略同一面内に
設けるようにするのが好ましい。
【００５１】
　段部８２ｒは、第一面８２ｐの上端縁と第二面８２ｑの下端縁との間を接続している。
段部８２ｒは、上側支持部８２の補強要素としても機能する。
【００５２】
　図４、図５に示すように、帯状部８２ａには、リブ８１ｒ，８１ｓに沿って上方に所定
長延びるガイド部材８２ｇが一体に形成されている。ガイド部材８２ｇは、上下方向から
見た断面形状が略Ｌ字状に形成されている。ガイド部材８２ｇは、凹面８１ｄから後方に
延びる起立部８２ｉと、凹面８１ｄに対して前後方向に間隔をあけて設けられ、凹面８１
ｄと平行な後壁部８２ｈと、を有している。
【００５３】
　図４に示すように、湾曲部８２ｄは、リブ８１ｓ，８１ｔ間で、後方に向かって膨出す
るように、上下方向から見て円弧状に湾曲している。湾曲部８２ｄの下端部には、湾曲部
８２ｄの下端開口を横断するボトル受け８２ｃが一体に形成されている。
【００５４】
　図６に示すように、本実施形態の物品収容部材８０は、ベースパネル８１と、上側支持
部８２と、下側支持部８３と、によって２つの収容空間（第一収容空間９０及び第二収容
空間９１）を画成している。
　具体的に、第一収容空間９０は、上側支持部８２の帯状部８２ａとベースパネル８１の
凹面８１ｄとにより画成されている。第二収容空間９１は、下側支持部８３とベースパネ
ル８１の後面８１ｆとの間に画成されている。第二収容空間９１の上端開口は、前部にお
いて第一収容空間９０の下端開口に連通している。一方、第二収容空間９１の上端開口は
、後部において上側支持部８２の下端部８２ｅと下側支持部８３の上端部との間を通じて
上方に開口する挿入口９１ａを有している。なお、第二収容空間９１は、幅方向の長さが
第一収容空間９０よりも長くなっている。但し、第一収容空間９０及び第二収容空間９１
の位置や寸法等は、少なくとも一部が上下方向で連通していれば適宜変更が可能である。
【００５５】
　したがって、本実施形態の物品収容部材８０は、第一収容空間９０及び第二収容空間９
１を上下方向に貫通するようにして上下方向に長尺の物品Ａが収容可能とされている。物
品Ａには、例えば鉄道会社が用意した冊子や乗車案内の栞等が挙げられる。
　図７に示すように、物品収容部材８０は、第二収容空間９１の挿入口９１ａを通じて第
二収容空間９１のみに物品Ｂを収容可能に構成されている。物品Ｂには、着座者の私物（
本や財布、携帯電話端末等の比較的厚さを有するものでもよく、チケット、レシート等の
薄い紙片であってもよい）が挙げられる。なお、各収容空間９０，９１に収容する物品は
適宜選択可能である。
【００５６】
　図４～図７に示すように、物品収容部材８０（第二収容空間９１）において、下側支持
部８３の下端８３ｂとベースパネル８１との間には、上下方向に連通する下端開口８５が
形成されている。物品収容部材８０において、下端開口８５を画成する部分（本実施形態
ではベースパネル８１の下端部）には、物品支持部８６と、物品挿通部８７と、が形成さ
れている。
【００５７】
　図６に示すように、物品支持部８６は、ベースパネル８１に形成された凸部８６ｔを有
する。凸部８６ｔは、ベースパネル８１の後面８１ｆから後方に突出している。すなわち
、凸部８６ｔは、上下方向から見た平面視で下端開口８５の一部を遮っている。凸部８６
ｔには、ベースパネル８１の後面８１ｆに直交し、上方を向く支持面８６ｆが形成されて
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いる。支持面８６ｆは、下側支持部８３の下端８３ｂよりも僅かに高い位置に形成されて
いる。また、凸部８６ｔの後端部と、下側支持部８３の下端８３ｂと、は前後方向に離間
している。したがって、凸部８６ｔと下側支持部８３の下端８３ｂとの間には、下端開口
８５の一部を形成する隙間が設けられている。図５に示す例において、物品支持部８６は
、幅方向に間隔をあけて、例えば２個所に設けられている。但し、物品支持部８６の幅方
向の長さや数等は適宜変更が可能である。
【００５８】
　図６に示すように、物品支持部８６は、例えば第一収容空間９０及び第二収容空間９１
に跨って収容された物品Ａを下方から支持する。
【００５９】
　図５に示すように、物品挿通部８７は、互いに隣り合う物品支持部８６の間、及び各物
品支持部８６に対して幅方向の外側に設けられている。すなわち、物品挿通部８７は、下
端開口８５の幅方向において、物品支持部８６が設けられた部分以外に形成されている。
【００６０】
　物品挿通部８７には、ベースパネル８１の下端部において、後面８１ｆから連続して下
方に向かって漸次後方に延びるように傾斜した傾斜面８７ｓが形成されている。傾斜面８
７ｓと下側支持部８３の下端８３ｂとの前後方向の隙間（下端開口８５）は、物品支持部
８６における凸部８６ｔと下側支持部８３の下端８３ｂとの前後方向の隙間よりも大きい
。
　このような物品挿通部８７は、ベースパネル８１と下側支持部８３との間に収容される
物品のうち、チケット、レシート等の薄い紙片等の物品Ｂを、下端開口８５を通じて下方
に挿通（排出）させる。
【００６１】
　このような物品収容部材８０では、上述したように第一収容空間９０及び第二収容空間
９１に跨って物品Ａが収容された場合には、物品Ａの下端が物品支持部８６によって下方
から支持されることで、下端開口８５から下方に落ちることなく、物品収容部材８０に保
持される。
【００６２】
　ここで、本実施形態のベースパネル８１は、背凭れ部２０の背面２０ｒに沿って上方に
向かうに従い漸次後方に傾斜している。このため、物品Ａが、物品支持部８６に支持され
た状態で、下端部を起点に後方に傾き易くなる。これにより、物品Ａの厚さが第一収容空
間９０の前後方向の幅より小さい場合であっても、物品Ａが下端開口８５を通じて第二収
容空間９１から突出するのを抑制した上で、上側支持部８２の上端部と物品支持部８６と
の間で物品Ａが安定して支持される。
　しかも、物品Ａが、帯状部８２ａよりも上方に突出している場合、物品Ａの幅方向の端
部がガイド部材８２ｇによって後方から保持される。これにより、物品Ａが後方に倒れる
のを抑制できる。本実施形態のように、物品Ａの上部がガイド部材８２ｇによって幅方向
の端部のみで保持されることで、物品Ａの上部において幅方向の中央部を露出させること
ができる。これにより、着座者が物品Ａの表面（例えば、冊子の表紙等）を視認し易くな
る。
【００６３】
　図７に示すように、物品収容部材８０では、挿入口９１ａを通じて第２収容空間９１に
物品Ｂが収容される。物品Ｂが比較的厚さや幅を有している場合、物品Ｂは物品支持部８
６により下方から支持されることで、下端開口８５を通じた下方への移動が規制される。
すなわち、物品Ｂは、第二収容空間９１内に安定して保持される。下側支持部８３は、上
端８３ａが後方に揺動可能である。そのため、物品Ｂが第二収容空間９１の前後方向の幅
よりも厚いものであっても、挿入口９１ａを通じて第二収容空間９１内に無理なく挿入で
きる。また、物品Ｂは、第二収容空間９１内において下側支持部８３とベースパネル８１
との間に前後方向で挟み込まれることで、安定して保持される。
【００６４】



(11) JP 2019-209759 A 2019.12.12

10

20

30

40

50

　物品Ｂが薄い若しくは細い場合には、物品Ｂが物品支持部８６に引っ掛からず、下端開
口８５における物品支持部８６以外の部分（物品挿通部８７）を通って下方に案内される
場合がある。すなわち、物品Ｂが、物品支持部８６と下側支持部８３との前後方向の隙間
よりも薄い若しくは細い場合、又は物品Ｂが物品支持部８６に対して幅方向の両側の隙間
よりも薄い若しくは細い場合には、物品挿通部８７に倣って物品Ｂが下方に案内される。
その結果、物品Ｂは、一部が下端開口８５から下方に突出した状態で留まったり、全体が
下端開口８５を通じて第二収容空間９１から排出されたりする。
【００６５】
　このように、本実施形態では、下端開口８５の一部を遮り、物品を下方から支持する物
品支持部８６と、下端開口８５を通じて物品を下方に挿通させる物品挿通部８７と、を備
える構成とした。
　この構成によれば、第二収容空間９１内に収容される物品のうち、物品支持部８６の周
囲を通過不能な大きさの物品は、物品支持部８６に下方から支持される。そのため、物品
は、収容空間９０，９１内で安定して保持される。
　一方、物品支持部８６の周囲を通過可能な大きさの物品は、物品挿通部８７を通って少
なくとも一部が下端開口８５を通過する。これにより、例えば比較的薄い若しくは細い物
品Ｂは、第二収容空間９１内で他の物品に紛れる等して見失った場合であっても、第二収
容空間９１内に手を差し入れて物品Ｂを探しているときに下端開口８５を通過し易くなる
。そのため、第二収容空間９１内で見失った物品Ｂを発見し易くなる。
　また、物品挿通部８７は常時開口しているので、第二収容空間９１内に進入したゴミや
塵埃等は物品挿通部８７を通して落下し易くなる。そのため、従来のように面ファスナー
の着脱によって下端開口を開閉する場合に比べて、第二収容空間９１内のメンテナンス性
を向上させることができる。
【００６６】
　本実施形態では、物品支持部８６がベースパネル８１の後面８１ｆに直交し、物品を下
方から支持する支持面８６ｆを有する構成とした。
　この構成によれば、物品支持部８６に引っ掛かった物品を収容空間９０，９１内で安定
して支持できる。
【００６７】
　本実施形態では、物品挿通部８７が下方に向かうに従い後方に傾斜した傾斜面８７ｓを
有する構成とした。
　この構成によれば、物品挿通部８７が傾斜面８７ｓを有することで、物品Ｂが下端開口
８５を通じて下方に案内され易くなる。
【００６８】
　本実施形態では、互いに隣り合う物品支持部８６の間に物品挿通部８７が配置されてい
る構成とした。
　この構成によれば、互いに隣り合う物品支持部８６の間隔よりも幅寸法が小さい物品Ｂ
が、下端開口８５を通じて下方に通り抜ける。
【００６９】
　本実施形態では、下側支持部８３の下端８３ｂが左右方向に沿う軸線周りに回動可能に
ベースパネル８１に連結されている構成とした。
　この構成によれば、下側支持部８３を、上端８３ａがベースパネル８１から後方に離間
する方向に揺動させることで、第二収容空間９１に物品や手を容易に差し入れることがで
きる。
【００７０】
　本実施形態では、下側支持部８３の上方に、ベースパネル８１に対して下側支持部８３
よりも小さな間隔を開けて配置される板状の上側支持部８２をさらに備える構成とした。
　この構成によれば、上側支持部８２とベースパネル８１との間にも、物品Ａを収容する
ことが可能となる。そのため、使い勝手が向上する。
【００７１】
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　本実施形態では、上側支持部８２の下端部８２ｅが下側支持部８３とベースパネル８１
との間に挿入されている構成とした。
　この構成によれば、第一収容空間９０及び第二収容空間９１を上下方向で連続させるこ
とができる。そのため、第一収容空間９０及び第二収容空間９２に跨って物品を収容でき
る。これにより、長尺な物品を収容することができるので、使い勝手を向上させることが
できる。
　また、物品収容部材８０を後方から見た正面視で、上側支持部８２及び下側支持部８３
が上下方向に連続するように見えるので、良好な外観を得ることができる。
【００７２】
　本実施形態では、上述した物品収容部材８０が背凭れ部２０の背面２０ｒに設けられた
構成とした。
　この構成によれば、例えば比較的大きな物品Ａは、物品支持部８６で確実に保持しつつ
、比較的小さな物品Ｂは、物品挿通部８７から下方に挿通させることができる。したがっ
て、例えば椅子１００が鉄道車両に搭載された場合等において、乗客が第二収容空間９１
にチケットを入れたまま紛失するような可能性が少なくなる。その結果、使い勝手のよい
物品収容部材８０を備えた椅子１００を提供することが可能となる。
【００７３】
　本実施形態では、背凭れ２０が上方に向かうに従い後方に傾斜し、ベースパネル８１が
背凭れ２０の背面２０ｒに沿って設けられた構成とした。
　この構成によれば、各収容空間９０，９１に収容された物品の下端がベースパネル８１
に接近し易くなる。そのため、物品を物品支持部で支持し易くなる。
【００７４】
（その他の実施形態）
　以上、本発明の好ましい実施形態を説明したが、本発明はこれら実施形態に限定される
ことはない。本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、構成の付加、省略、置換、及びその他の
変更が可能である。本発明は上述した説明によって限定されることはなく、添付の特許請
求の範囲によってのみ限定される。
　例えば、上述した実施形態では、物品収容部材８０に湾曲部８２ｂが形成されて、ペッ
トボトル等を収容できるようになっているが、これに限らない。湾曲部８２ｂを省略して
もよいし、適宜他の構成に変更することが可能である。
【００７５】
　上述した実施形態では、物品支持部８６及び物品挿通部８７をベースパネル８１に設け
るようにしたが、これに限らない。例えば、物品支持部８６、物品挿通部８７は、ベース
パネル８１及び下側支持部８３の少なくとも何れかに設けられていればよい。
【００７６】
　上述した実施形態では、物品収容部材８０のベースパネル８１が、背凭れ部２０の背面
２０ｒに設けられた構成について説明したが、この構成に限られない。物品収容部材８０
は、床面Ｆに対して起立した壁面に対して設けてもよい。また、ベースパネル８１を背凭
れ２０や壁面と一体に形成してもよい。
【００７７】
　上述した実施形態では、物品収容部材８０を椅子１００の背凭れ部２０の背面２０ｒに
設けるようにしたが、例えば、壁面等の起立面に、物品収容部材８０を設けるようにして
もよい。
　上述した実施形態では、物品支持部８６がベースパネル８１から片持ちで突出する構成
について説明したが、この構成のみに限られない。物品支持部は、下端開口８５の一部を
遮る構成であればよい。例えば物品支持部は、ベースパネル８１と下側支持部８３との間
を架け渡す棒状や板状等であってもよい。この場合においても、物品支持部の周囲に位置
する部分が物品挿通部となる。
　これ以外にも、ベースパネル８１と下側支持部８３との間の下端開口８５に設ける物品
支持部は、様々な構成とすることができ、下端開口８５において、物品支持部以外の部分
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【００７８】
　その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上述した実施形態における構成要素を周知
の構成要素に置き換えることは適宜可能であり、また、上述した各変形例を適宜組み合わ
せてもよい。
【符号の説明】
【００７９】
１０　座部
１４　着座面
２０　背凭れ部
２０ｒ　背面
８０　物品収容部材
８１　ベースパネル
８２ａ　上側支持部
８２ｅ　下端部
８３　下側支持部
８５　下端開口
８６　物品支持部
８６ｆ　支持面
８７　物品挿通部
８７ｓ　傾斜面
１００　椅子
Ａ、Ｂ　物品
Ｆ　床面

【図１】 【図２】
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