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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加熱器具またはホットプレートで使用される少なくとも２つの料理用調理器具を素手で
掴むための少なくとも２つのハンドルのセットであって、前記調理器具が食物を受け容れ
る容器部を含み、スタッキング動作によって互いに積み重ねられるようになされ、各ハン
ドルが少なくとも１つのスタッド（１２５、１２９、２０９）および／または前記ハンド
ルの中空領域によって少なくとも部分的に画定された少なくとも１つのハウジング（１３
１、１３２、２１５）を含み、前記容器部の固定のため、スタック状態に積み重ねられ、
各ハウジングおよび／またはスタッドがこの目的のためにそれぞれ、追加のスタッドを受
け入れるように、および／または上記に相補的であり他方の調理器具のハンドルに設けら
れた追加のハウジング内に受け入れられるようになされ、ロック用突出部（１６２、２０
５、３１５）と受容領域（２０７、３２３、３１１－１、３１６、１７８）とがそれぞれ
、
　別の器具用のハンドルに設けられた別の受容領域と係合するように、および
　別の器具用のハンドルに設けられた別のロック用突出部（３０９）の係合部を受け入れ
るようになされ、
　ハンドルを積み重ねるため、各ハウジング及びスタッドが上方または下方に延びること
を特徴とする、ハンドルのセット。
【請求項２】
　対応する受容領域（２０７、３２３．．．）内における前記ロック用突出部（１６２、
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２０５、３１５．．．）の係合が、前記スタッキング動作中に起こり、前記スタッキング
動作が、一方のハンドルが他方のハンドルに対して一方向に傾斜することを含むことを特
徴とする、請求項１に記載のハンドルのセット。
【請求項３】
　前記突出部（１６２、３１５－２）および前記受容領域（１６４、３１１－１）の一方
が、前記ハウジング（１３１、３１１）またはその近傍に形成され、凹んでいるまたは突
き出ていることを特徴とする、請求項１または２に記載のハンドルのセット。
【請求項４】
　前記スタッキング動作が前記傾斜の前に並行移動を含み、前記並行移動が、前記突出部
（１６２、２０５、３０９）および対応する受容領域（１６４、２０１、３２３ａ）が互
いにロックされる前に前記傾斜中に互いに近づくことにつながることを特徴とする、請求
項２に関連する場合に請求項２または３に記載のハンドルのセット。
【請求項５】
　係合動作が垂直面または実質的に垂直な面で起こり、
　前記スタッド（１２５、１２９、３１５－１）および前記ハウジング（１３１、３１１
）が、対応するハンドルに対して設けられており、
　前記突出部（１６２、３１５－２）が前記スタッド（１２９．．．）の直立壁に沿った
位置に形成されており、
　対応する受容領域（１６４、３０７）が、前記スタッドまたは前記ハウジング（１３１
、３１１）が延びる方向に対して横方向に延びるオリフィスであって前記ハウジングが連
通するオリフィス（１７８、３１１－１）に形成されていることを特徴とする、上記請求
項のいずれか１つに記載のハンドルのセット。
【請求項６】
　前記横方向オリフィス（１７８）が、前記容器部に前記ハンドルを固定するネジ（１８
０）を受け入れることを特徴とする、請求項５に記載のハンドルのセット。
【請求項７】
　前記スタッキング動作中に、前記突出部（１６２）が対応する横方向オリフィス（１７
８）に少なくとも実質的に対向する位置に達し、前記傾斜の終了時にそこに残っており、
および／または、
　前記受容領域（１６４）が前記ハウジング（１３１）の縁であって前記ハウジングが前
記横方向オリフィスと連通する縁に形成されていることを特徴とする、請求項２に関連し
て請求項５または６に記載のハンドルのセット。
【請求項８】
　前記ハンドルが第１の端部（１１７ａ）において前記容器部に連結可能／連結状態であ
り、同一のハンドルの前記スタッドおよび前記ハウジングが、前記ハンドルの前記第１の
端部とは反対の第２の端部（１１７ｂ、２００ａ、２１０ａ）よりも前記第１の端部に近
い位置にあることを特徴とする、上記請求項のいずれか１つに記載のハンドルのセット。
【請求項９】
　前記突出部が、下方かつ外方に向かって凸状である底部傾斜壁領域（１６２ａ）を含み
、
　対応する受容領域（１６４）が、上方に向かって凹状である傾斜壁領域であって対象で
ある器具の上記底部壁領域（１６２ａ）を近接して受け入れるように適合化された傾斜壁
領域を有することを特徴とする、上記請求項のいずれか１つに記載のハンドルのセット。
【請求項１０】
　前記受容領域（２０１、３０７、３１１－１、３１６）が対応するハンドル内に設けら
れた開口（２０３、３０５）の後方に位置し、前記開口が前記突出部（２０５、３１５、
３１５－２、３２３－１）を通過可能とするように適合化されていることを特徴とする、
請求項１に記載のハンドルのセット。
【請求項１１】
　前記スタッキング動作が、前記突出部（２０５、３１５）が対応する開口（２０３、３
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０５）内を傾斜しながら通過することを含み、それにより、前記スタッド（２０９）が対
応するハウジング（２１５）内に係合し且つ前記突出部が対応する受容領域内に係合する
ことを特徴とする、請求項２に関連して請求項１０に記載のハンドルのセット。
【請求項１２】
　前記／各突出部（３１５、３１５－１、３１５－２、２０５）が前記ハンドルの表面に
突出したフック形状に形成されていることを特徴とする、請求項１０または１１に記載の
ハンドルのセット。
【請求項１３】
　前記開口（２０３）が前記ハンドルの上部壁（２２７）または底部壁内に形成されてお
り、
　前記突出部が前記ハンドルの上方（２０５）または下方に突出しているフック形状に形
成されていることを特徴とする、請求項１０から１２のいずれか１つに記載のハンドルの
セット。
【請求項１４】
　加熱器具およびホットプレートに使用される少なくとも２つの料理用調理器具のセット
であって、前記器具うちの別の調理器具と積み重ねられるようになされた前記器具のうち
の第１の調理器具を含み、スタッキング動作では、各器具が食物を受け容れるための容器
部（１１３、２２１、３３３）と上記請求項のうちのいずれか１つに従った少なくとも１
つのハンドル（１１７、１１９、２００、２１０、３０１、３０３）を含み、スタック内
の積み重ねられた前記器具を固定するため、スタッキング動作が、前記第１の調理器具が
前記第１の調理器具の下方に位置する他方の調理器具に対して傾斜すること、および／ま
たはこれら調理器具のロック用突出部（１６２、２０５、３０９）と受容領域（１６４、
２０１、３２３ａ）とが係合すること、その後これらの器具が互いに積み重なることを含
むこと、それら器具のハンドルを含み、この突出部と受容領域とがスタッド及びハウジン
グに対して横方向に展開する、調理器具のセット。
【請求項１５】
　スタック内の前記器具のスタッドと別の器具のハウジングとが互いに係合し、一方の器
具のロック用突出部（１６２、２０５、３０９）が、他方の対応する前記受容領域（１６
４、２０１、３２３ａ）と係合し、その後、ハンドル（１１７、１１９、２００、２１０
、３０１、３０３）が垂直に重ねられる、請求項１４に記載の器具のセット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　加熱器具およびホットプレート用の料理用調理器具のスタック状態を改善するという問
題があり、このような状態に適合化されたハンドルの製造も関心の的である。スタッキン
グ動作に従う調理器具の製造にもまた関心の的である。
【０００２】
　ここでさらに関心の的となるのは、いくつかの（少なくとも２つの）互いに同一または
異なり、好ましくはソースパン、フライパンおよび調理用ポットのいずれかである、上記
のような調理器具を含むセットであって、少なくともある場合には対象となる調理器具の
特性に応じて積み重ねられた調理器具を含むセットである。
【背景技術】
【０００３】
　別の調理器具と積み重ねることが可能な調理器具が知られている。各器具は、特定の食
物を受け容れる容器部と素手で掴むための少なくとも１つのハンドルとを含む。このハン
ドルは、上側器具を別の器具上に積み重なった(stack)状態で保持するために、少なくと
も１つのスタッド(stud)および／または上記ハンドルの中空領域によって少なくとも部分
的に規定された少なくとも１つのハウジングを含み、ハウジングおよび／またはスタッド
がこの目的のためにそれぞれ、別のスタッドを受け入れるように、および／または上記に
相補的であり且つこの別の器具のハンドル(handle)に設けられた別のハウジング内に受け
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取られるように適合化されている。
【０００４】
　従って好ましい特定の適用では、本発明は、各々が実質的に水平に位置づけられてハン
ドルが入れ子式になった状態で、概して実質的に垂直に積み重なったフライパンまたはソ
ースパン／調理用ポットのセットに関する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで提起するスタッキング(stacking)の問題に関して、直径の異なる２つの器具を積
み重ね可能にすることが望まれている。この構成は例えば、積み重ね(stack)の中央にあ
る器具が積み重ねの底にある器具の上に積み重なっている場合に対応する。
【０００６】
　さらに可能であれば、上下に積み重なった器具または積み重ね可能なハンドルを水平状
態または水平状態に近い状態で安定させるだけでなく、積み重ねた器具を垂直軸または実
質的に垂直な軸に沿って安定させて、上側器具が底の器具に対して回転することを防ぐこ
とが望まれている。
【０００７】
　さらに好適に求められているのは、ある器具に対する、別の器具の横方向傾斜または垂
直軸周りの角度方位を安定させることである。
【０００８】
　従ってここで求められているのは概して、ハンドルおよび／または既存の調理器具を安
定してバランスよく積み重ねることを、使い易い手段により低価格で製造し易く簡単な方
法で実現することであり、しかも可能であれば積み重ねたハンドルおよび／または器具の
異なる面（水平、垂直など）の方位で機械的効果が得られ且つ解放可能なロック効果がで
きるだけ実用的、効果的、低価格および人間工学的に得られるように実現することである
。
【０００９】
　ここで留意すべきは、「料理用」調理器具とは、特にオーブンの外で下方から炎をつけ
るか表面を加熱するように設計された器具、特に加熱器具またはホットプレートを意味す
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　これらの目的のすべてまたは一部を達成するために、各々上記で概して定義したタイプ
の、対象となるハンドルおよび／または調理器具がロック用突出部と受容領域とをさらに
含み、これらがそれぞれ、
　上記別の器具用のハンドルに設けられた別の受容領域と係合するように、および
　別の器具用のハンドルに設けられた別のロック用突出部との係合部を受け入れるように
、
適合化されていることが好ましい。
【００１１】
　この「互いの係合」は、特にハンドルのスタッキング動作中、それぞれの支持からなる
ことが可能であり、ハンドルのスタッキング動作は、一方のハンドルが他方のハンドルに
対して一方向に傾斜することを含む。
【００１２】
　その後これらのハンドルのロック用突出部と受容領域との接触により相対的ロックが起
こり、その後ハンドルが互いに積み重なる。
【００１３】
　従って２つのハンドルおよび典型的には２つの積み重なった器具を簡単にかつ効果的に
互いにロックすることが可能となる。
【００１４】
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　特に第１の実施形態では、
　突出部および受容領域の一方がスタッドと同一の位置に形成され、および／または
　突出部および受容領域の他方がハウジングと同一の位置またはハウジングの近傍に形成
されるように構成することが好ましい。
【００１５】
　上記ハンドルのスタッドと他方のハンドルのハウジングとの間に限定されたクリアラン
スが存在することが望ましい。この場合、前者が後者と係合し、その後突出部とそれに係
合する上記受容領域とが互いに押しつけられると、上記傾斜中に突出部を受領領域にロッ
クすることができる。
【００１６】
　さらにスタッキング動作は傾斜前に並行移動を含むことが好ましい。このことは、突出
部および対応する受容領域が互いに近づくことにつながる。
【００１７】
　典型的にはこの効果を得るために、並行移動は実質的に垂直に起こり、ハンドルは下方
かつ前方に（少し）傾斜する。これにより典型的には、断面積の大きい下側調理器具の容
器部内にある上側調理器具の容器部が下方に傾斜する。実質的に水平な面で相対的に回動
させることも可能である（後述する図６以降）。
【００１８】
　第１のケースでは、一方の器具のスタッドが他方の器具のハウジングと係合するだけで
、ハンドルを「解放」するに十分である。容器部の方がハンドルよりも重いことと重力と
によって器具は自然に上述の（可逆の）押しつけ位置に向けて傾斜する。
【００１９】
　さらに上記に関して、
　ハンドルが第１の端部において容器部に連結され（連結されるように適合化され）、
　同じハンドルのスタッドおよびハウジングが、ハンドルの第１の端部とは反対の第２の
端部よりも第１の端部に近い位置にあり、および／または
　突出部が、下方かつ外方に向かって凸状である底部傾斜壁領域を含み、
　受容領域、ここでは対応する支持壁が、上方に向かって凸状である傾斜壁領域であって
上側器具のハンドルの上記下部壁領域を近接して受け入れるように適合化された傾斜壁領
域を有するように構成することが好ましい。
【００２０】
　さらに、
　係合動作が垂直面または実質的に垂直な面で起こり、
　スタッドおよびハウジングが、対応するハンドルに対して上下方向に設けられており、
　突出部が上記スタッドの直立壁に沿った位置に形成され、
　対応する受容領域が、スタッドおよびハウジングが延びる方向に対して横方向に延びる
オリフィスであってハウジングが連通するオリフィスと同じ位置に形成されるように構成
することが好ましい。
【００２１】
　図３を参照して以下に示すように、上記横方向オリフィスはハンドルを容器部に固定す
るネジを受け取ってもよい。
【００２２】
　概して上記特性はハンドルの製造を容易にし、これもまた有用な横方向オリフィスの存
在を利用することを可能にする。
【００２３】
　同様に、
　スタッキング動作中に、突出部が、対応する横方向オリフィスと実質的に対向する位置
に達し、前記傾斜の終了時にそこに残っており、および／または
　受容領域がハウジングの縁であってハウジングが上記横方向オリフィスと連通する縁に
形成されるように構成することが好ましい。
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【００２４】
　器具が積み重なった位置にある状態で突出部が受容領域（ここでは支持壁）に押しつけ
られるという自然な傾向を促進するために、ハンドルが第１の端部において容器部に連結
可能／連結状態であり、同一のハンドルのスタッドおよびハウジングが、ハンドルの第１
の端部とは反対の第２の端部よりも第１の端部に近い位置にある（後述する図１から図５
の場合）こともまた好ましい。
【００２５】
　上記に関連して、
　突出部が、下方かつ外方に向かって凸状である底部傾斜壁領域を含み、
　対応する支持壁が、上方に向かって凹状である傾斜壁領域であって対象である器具の上
記底部壁領域を近接して受け入れるように適合化された傾斜壁領域を有するように構成す
ることが好ましい（図１から図３）。
【００２６】
　別の実施形態ではさらに、受容領域が対応するハンドル内に設けられた開口の後方に位
置し、この開口がスタッキング動作中に突出部を通過可能とするように適合化されるよう
に構成されている。
【００２７】
　受容領域および突出部は、スタッドおよびハウジングから離れた位置にあってもよい。
【００２８】
　スタッキング動作は好ましくは、突出部が対応する開口内を通過することを含み、この
傾斜しながらの通過により、スタッドが対応するハウジング内に係合し且つ突出部が対応
する受容領域と係合する。
【００２９】
　さらに、
　スタッドおよびハウジングが、突出部および上記開口よりも容器部に近い位置にあり、
　突出部がハンドルの表面に突出したフック形状に形成されているように構成することが
好ましい。
【００３０】
　好ましくは、
　開口が上記ハンドルの上部壁または底部壁内に形成され、
　突出部がハンドルの上方または下方に突出しているフック形状に形成されている。
【００３２】
　２つの協働するフックであって一方が上方に突出し他方が底から下方に突出するフック
を上記／各ハンドルに設けることも可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、添付の図面を参照して本発明をさらに詳細に説明する。図面は、実施例を説明す
るためだけに提供されており、実施例は本発明を限定するものではない。図面の説明は後
述する。
【００３４】
　以下、ハンドルは調理器具に固定された状態で示すが、別体であってもよい。
【００３５】
　図１に、上下に積み重なった２つの調理器具１０１、１０３を示す。
【００３６】
　ここで述べるのは、容器部を介して少なくとも部分的に互いに適合可能な、同一のバッ
チ(batch)に属するがサイズが異なる２つのソースパンである。
【００３７】
　調理器具１０１、１０３はそれぞれ収容部１１３、１１５と握りハンドル１１７、１１
９とを含む。
【００３８】
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　ここで各ハンドルは細長いハンドルという形態にあり、細長いハンドルの一端が耐火性
ベース１２０、１２２を介して、容器部の側壁であって、上部縁１１３ａ、１１５ａに近
い側壁上部に固定されている。上部縁１１３ａ、１１５ａは容器部の上部開口１２１、１
２３の周縁を規定している。
【００３９】
　各ハンドル１１７、１１９は断熱性であり、対象である調理器具を素手で且つ手全体で
保持することを可能にしている。
【００４０】
　各ハンドル１１７、１１９はさらに、スタッド１２５、１２９とそれと対応するハウジ
ング１３１、１３２とを含む。
【００４１】
　図１の実施形態では、突出するスタッド１２５、１２９およびそれに対応するハウジン
グ１３１、１３２は、その全体が対応するハンドルと同じ位置に形成されている。
【００４２】
　上側器具１０１を、それよりも容器部の直径が大きい下側器具１０３上に安定して積み
重ねるために、スタッド１２９がハウジング１３１の中に入っている。
【００４３】
　この係合によりスタック状態は安定し、器具１０１と器具１０３との接触は、スタッド
１２９の側面１２９ａと、ここではそれに近接して取り囲むハウジングの側壁１３１ａと
以外では起こらない。（さらに図２では、後述する突出部と支持壁との接触領域でも接す
る。）特筆すべきは、容器部が互いに接していないことである。
【００４４】
　図１において、容器部の底部１１３ｂがほぼ水平であると仮定すると、形成された積み
重ねのスタッドおよびハウジングはすべて垂直軸または垂直に近い軸に沿って延びている
。
【００４５】
　スタッド１２５の仰角軸および対応するハウジング１３１の仰角軸との間の水平方向間
隔は小さい。
【００４６】
　各スタッド１２５、１２９はハンドルの上部から突出しており、ハウジングは逆にハン
ドルの底部に形成されている。
【００４７】
　従ってここでは２つの器具が、ハウジング１３１内にスタッド１２９が係合しているこ
とだけにより互いに引っかかった状態にある。ここでこの係合部は円錐状であり、スタッ
ドおよびハウジングはそれぞれ裁頭円錐状である。
【００４８】
　スタッドとハウジングとを逆にして、スタッドが上側ハンドルの底壁から突出し、ハウ
ジングが下側ハンドルの上面に形成されるようにすることも可能である。このことは、ス
タッドとハウジングとを逆にすることにより以下に述べることも適用可能であり、突出部
と支持ハンドルについても同様に適用可能であることを示す。
【００４９】
　図１から図４において好ましくは、スタッド１２９にロック用突出部１６２が見られ、
対応するハウジング１３１近傍には受容領域１６４が見られる。受容領域１６４はここで
は支持壁である。
【００５０】
　突出部１６２は、器具１０１に設けられた受容領域／支持壁１６４に受け取られるよう
に適合化されている。
【００５１】
　下側器具１０３のハウジング１３２は、上記と同様、同一のハンドルを有するが原則的
に容器部のサイズが異なる器具を受け入れるように適合化されている。
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【００５２】
　スタッキング動作中に器具を互いに係合させることは、ここでは特に上側器具１０１を
下側器具１０３に対して矢印１６８の方向に傾斜させることを含む。この傾斜動作は、対
象であるロック用突出部および支持壁を接触させることにより、２つの器具が互いにロッ
ク状態になるまで行われる。
【００５３】
　支持壁はスタッドと同じ位置に凹状に形成されてもよく、その場合、突出部はハウジン
グと同じ位置に形成される。
【００５４】
　ここでは逆に、支持壁１６４がハウジング１３１から少し奥に形成されている。
【００５５】
　調理器具は垂直方向または実質的に垂直方向に（従って垂直方向に対して傾いていても
よい）積み重ねられる。
【００５６】
　一方の器具が矢印１６８の方向に並行移動して他方の器具に係合すると、一方の器具の
スタッドと他方の器具のハウジングとの間に限られたクリアランスが生じる。このクリア
ランスは、この係合方向を横切る方向に、特にここでは実質的に水平方向に生じる。
【００５７】
　その後図４に矢印１７０で示す方向に傾斜が起こると、スタッド１２９がハウジング１
３１内にロックされる。
【００５８】
　そのため突出部１６２とそれに係合する支持壁とが互いに押しつけられる。
【００５９】
　ここでは傾斜前に起こる並行移動が、突出部とそれに対応する支持壁１６４とを近づけ
る。
【００６０】
　突出部（例えば１６２）は、スタッドの突出方向側壁１２９ａに沿った位置に形成され
る。ここではスタッドの、容器部近傍側である前側であって、広がったスタッド底部近傍
に形成されている。
【００６１】
　図３および図４に示すように、対応する支持部（例えば１６４）は、ハウジング１３１
の上下方向に対して横切る方向に形成されたオリフィス１７８に形成される。
【００６２】
　このオリフィス１７８とハウジングとは連通しており、特にこれによりハンドルを容器
部に固定する手段を係合することが可能になる。この手段とは、図３に参照符号１８０で
模式的に示すネジなどである。
【００６３】
　あるいは突出部がスタッドの後側かつ上部に設けられていてもよい。その場合、協働す
るハウジングもそれに従ってハウジングの後方かつ上方に設けられる。
【００６５】
　図２から図４において、支持壁１６４は対象であるハウジングの縁に形成されており、
ここでは横方向オリフィス１７８との交差部端部に形成されている。
【００６６】
　そのため並行移動中、突出部１６２はここでは壁１６４上方で、少なくとも実質的に横
方向オリフィスと対向することになり（図３および図４を参照のこと）、ロック用傾斜動
作中はその位置にある。その後、突出部１６２は経路上の支持壁と係合する。
【００６７】
　以下に留意すべきである。図１では、同じハンドル（例えば１０１）のスタッド（例え
ば１２５）およびハウジング（例えば１３１）は、ハンドルの第２の端部１１７ｂ（第１
の端部とは逆の端部）よりも、ハンドルが容器部に連結する第１の端部１１７ａに近い位
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置にある。
【００６８】
　このことは容器部側に付加的にかかる重さ並びに協働する突出部およびハウジングの構
成と組み合わされて、求められる「自然な」傾斜を促進し、それによりロッキング状態が
得られる。
【００６９】
　さらに留意すべきは以下のことである。各突出部（例えば１６２）はここでは丸いノブ
の形態にあり、卵形の基部を有する裁頭円錐形状をしており高さ方向に延びている。
【００７０】
　突出部は、底部かつ外方に向かって凸状である傾斜壁１６２ａの底部領域を含む。
【００７１】
　それに相補するように、対応する支持壁（例えば１６４）は、上方に向かって凹状であ
る傾斜壁領域によって規定されている。
【００７２】
　図４において、少なくとも２つの接触領域１６２ａ－１６４および１８２ｂが規定され
ている。これはハウジング内でのスタッドの係合と、支持壁１６４に対する突出部１６２
の係合とによる。
【００７３】
　従って第１の接触領域１６２ａ－１６４は、突出部の基部方向に位置し、ハウジング１
３１の開口であって、ハンドルが容器部の最も近い側で固定されている場合にスタッドが
係合する開口位置に近い。
【００７４】
　他方の接触領域１８２ｂ（ここでは上部かつ後側）は逆にハウジング１３１の底部１３
１ｂ方向にあり、そのためスタッド１２９ｂの上部１２９ｂ方向にある。
【００７５】
　従って容器部の前側（ＡＶ）と逆の後側（ＡＲ）とを考慮すると、第１の周囲接触領域
はハウジングおよびスタッドの前側かつ底部にあり、他方逆の接触領域１８２ｂは後側か
つ上部にある。
【００７６】
　図５の変形例では、支持壁２０１が、対応するハンドル２００内に形成された開口２０
３の後方に位置している。
【００７７】
　この開口は、突出部２０５がスタッキング動作中に通過可能であるように適合化されて
いる。
【００７８】
　支持壁２０７および突出部２０５は、スタッド２０９およびハウジング２１１から離れ
て、ハンドル２１０の自由端２１０ａにより近い位置に設けられている。
【００７９】
　この図では、スタッド２０９はハンドル２１０の底部で実質的に垂直に下方に向けられ
ており、その前部が基部２１３とほぼ接するようになっており、下側器具のハンドル２０
０の上部に設けられたハウジング２１５と係合している。
【００８０】
　より厳密には、ここでは各ハウジングの一部がハンドルの壁によって規定されており、
別の一部が同じ器具の容器部の領域によって規定されている。
【００８１】
　従って例えば上側器具２１７では、ハウジング２１１の後部はハンドル２１０の前部に
設けられた前壁２１９によって規定され、ハウジング２１１の前部は容器部２２１の側壁
の上部によって規定されている。容器部２２１の側壁は外方縁まで延びている。
【００８２】
　保持スタッド２０９では以下にも留意すべきである。後部の保持は、後部接触領域２２
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３ｂの周囲においてスタッドの後部側面のうち上部に近い部分間で達成されている。従っ
てこの部分はハウジング２１５の後部において底部に近い後方下部に接している。他方、
領域２２５のうちスタッドの基部に近くスタッドの前部に位置する前接触部は、容器部の
縁端部との接触により生じている。
【００８３】
　縁がない場合または変形例では、前支持部２２５が対象である容器部の壁と接する、よ
り低い部分で起こり得ることが理解される。
【００８４】
　さらに留意すべきは以下のことである。スタッドがハウジング２１５内に係合すると、
上側器具が少し前方（容器部側）に傾斜する。
【００８５】
　ここではこの傾斜の前に、突出部２０５が開口２０３を通過する。
【００８６】
　この傾斜により、スタッド２０９がハウジング内に係合し、突出部２０５とそれに対応
する支持壁２０１とが接触する。
【００８７】
　各ハンドル（例えば２１０）において、スタッドおよびハウジングは突出部および開口
よりも容器部に近い位置にある。
【００８８】
　突出部は、ここでは対象となるハンドルの表面から突出したフック形状に形成されてい
る。
【００８９】
　各開口（例えば２０３）は、対象となるハンドルの上壁２２７に形成されている。
【００９０】
　突出部（例えば２０５）はハンドルの下に突出している。
【００９１】
　フック２０５はハンドルの端部２１０ａの底部に、外方縁状に実質的に水平に形成され
ている。
【００９２】
　各開口（例えば２０３）はこの側の端部（ここでは２００ａ）から少し奥まっており、
壁２０１が開口とこの側の端部２００ａとの間に位置するようになっている。
【００９３】
　上方に突出した突出部を形成して各開口をハンドルの底壁に形成することも可能である
。
【００９４】
　言うまでもなく、ソースパンに代えて他のタイプの器具、具体的にはフライパンおよび
／または調理用ポットをここで検討したハンドルに連結することも可能である。
【００９５】
　以下にもまた留意すべきである。スタッドを設けることなく、さらには各ハウジングを
規定する構成物を設けることなく、受容可能な質の積み重ねを実現することが可能である
。
【００９６】
　このことは、以下のような特定の保護分野を規定し得る。ハンドルまたはハンドルのセ
ット（各々）が、入れ子手段およびハンドル間の相対的保持として、図５に示すような突
出部および開口（支持壁を備える）のみを有する。
【００９７】
　このような可能な構成を図６から図８に示す。各ハンドル３０１または３０３上に、上
記の機能を満たすが水平または水平に近い係合状態にあるスタッド／ハウジングアセンブ
リ、または係合する突出部－開口／受容領域アセンブリが設けられている。いずれの場合
も、これらのアセンブリは隣接する２つのハンドルの間にある。
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【００９８】
　ここでは記載を簡単にするために第２のケースを検討するが、「突出部」を「スタッド
」に置き換え、「開口」（中空または中実の受容領域を備える）を「ハウジング」に置き
換えることが可能である。
【００９９】
　下側ハンドル３０３の下方に、内部縁を有する開口３０５が設けられている。開口３０
５はここでは後部で支持壁３０７を規定し、一種の中空フックを規定している。
【０１００】
　このハンドルの上面にフック３０９が設けられている。フック３０９は、求めているロ
ック用突出部を規定し、その形状は、上側ハンドル３０１の底面に設けられたフック状開
口３１１と相対的に近接して係合するが、ある程度のクリアランスを設けるように適合化
されている。フック状開口３１１は開口３０１と同様の形状をしている。
【０１０１】
　このハンドルの上面に、フック３０９と同一のフック３０５が設けられている。
【０１０２】
　図示する器具の容器部はサイズが異なる。他方、ハンドル３０１と３０３とは上記同様
、同一である。
【０１０３】
　図７には、開口３１１が、対象であるフックが水平方向に近い水平面内で横方向に回動
することにより係合または解放を可能にするように開口していることがわかる（矢印３１
７を参照のこと）。
【０１０４】
　ここで直立壁３１９は開口３１１に対して横方向の底部を規定し、回動用開口の一方向
の端部を規定する。
【０１０５】
　別の例として、フック３１５の一側面に横方向の底壁を設けることも可能である。
【０１０６】
　フック３１５の前方のハンドルの上面と、開口３１１の前方のハンドルの底面とにおい
て、ハンドルの壁が傾斜している（前傾斜面３２０ａおよび後傾斜面３２０ｂ）。
【０１０７】
　ハンドルを積み重ねる最終的位置において、図８で矢印３２１によって示すように、上
側ハンドル３０１が下側ハンドル３０３に対して少し傾斜していることが好ましい。図８
では、傾斜はまだ起こっていない。オペレータが上側ハンドル３０１を解放すると傾斜が
起こる。
【０１０８】
　そのため原則的には、フック状開口またはハウジング３１１（壁３２５ａ）を形成する
中空部において支持がある。別の接触部もある。別の接触部はフック３０９の上外面３０
９ａにあってもよく、傾斜した前面３１１にあってもよく、下側容器部３２５の縁３２５
ａにあってもよい（上側ハンドルと対応する容器部との間の連結片３２７の底面３２７ａ
との接触、またはこの連結片に隣接して連結片を把持する基部３２９の底面との接触）。
【０１０９】
　ハンドルを容器部３３３に固定する手段（ネジ３３１）と係合する横方向オリフィス３
２９は、面３２０ｂに設けられている。
【０１１０】
　図６または図８について以下のことに留意すべきである。各ハンドルは何らかの方法で
２つのフックを備えており、一方は上部フック（例えば３１５）であり、他方はフック状
開口３１１のすぐ隣（すぐ後方）の底部フック（例えば３２３）である。
【０１１１】
　図６から図８に示す変形例では、「突出部」を「スタッド」と呼び換え、「開口」（受
容領域を備える）を「ハウジング」と呼び換えることにより、ハンドルどうしの係合によ
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り器具が安定的に積み重ねられる。この目的のために、上記ハンドルを互いに横方向にま
たは実質的に水平な方向に回動させることにより、一方の器具のスタッドが他方の器具の
相補的容器部に受け取られる。
【０１１２】
　さらに、
　図１から図４において、突出部を備えたスタッド（従って雄／雄）をオリフィス（１７
８）を備えたハウジング（従って雌／雌）と組み合わせること、および
　図６から図８において、逆にオリフィスを備えたスタッド（従って雄／雌）を突出部を
備えたハウジング（従って雌／雄）と組み合わせることを考慮することも有用である。
【０１１３】
　「フック」と共にあるようになるために、スタッドが実質的にオリフィスと同じ容積に
なる。
【０１１４】
　換言すると、フック３１５は、ハウジングまたはオリフィス３１６を備えるような形状
（ここではフック領域を規定する縁３１５－２を有する）を有するスタッド（図６の３１
５－１）であると考えられ得、他方、相補的ハウジング３１１（または図８の３０５）は
突出部であると考えられ得るもの（対応するフック領域を規定する縁３２３－１または３
０７－１）を備えている。
【０１１５】
　さらにハウジング３１１については、図６に３１１－１として示す所謂「横方向オリフ
ィス」を備えているとも考えられる。なぜなら横方向オリフィスは「スタッド」３１５－
１同様、その上下方向（ここでは実質的に垂直）に延びる直立軸３１１－２を横切るよう
に（ここでは実質的に水平に）延びているからである。
【０１１６】
　図６から図８の場合、積み重ねるべき器具間がこのようにして少なくとも部分的に、実
質的に水平な面で（図７の３１７－１および矢印３１７）互いに傾斜する。これにより位
置づけるべき器具のハンドルが垂直軸（図８の３１７－２）周りに互いに回動する。この
（第１の）傾斜は、所望であれば、図８の矢印３２１に対応する第２の傾斜によって補足
することができる。
【０１１７】
　従ってこれらの図６から図８の場合、突出部（例えば３１５－２、３２３－１）が支持
なしにオリフィス（例えば３１１－１、３１６）に係合し得る。
【０１１８】
　従ってこの場合、領域３１１－１、３１６は、特に図１から図４の解決手段とは異なり
、支持壁のない「空の」部分となる。
【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】図１は、上記に提示した解決手段による第１の実施形態における２つのソースパ
ンの直径方向断面図であり、積み重ねた各ソースパンのハンドルまたは柄の延長軸を通過
する垂直面に沿った断面図である。
【図２】図２は、図１の実施形態のスタッキング動作の第１の部分であって、近づくため
の並行移動に対応する部分を示す拡大詳細図（ＩＩ）を提示する。
【図３】図３は、ロック動作の途中の状態を示す図である。
【図４】図４は、ロック動作の終了を示す図である。
【図５】図５は、別の実施形態を示す図であって、２つのソースパンが積み重なった状態
を示す、図１に対応する図である。
【図６】図６は、さらに別の実施形態を示す図である。
【図７】図７は、図６のＶＩＩ－ＶＩＩ断面図である。
【図８】図８は、それぞれが図６のハンドルを有する、２つの積み重なった器具を示す図
である。
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