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(57)【要約】
【課題】組付作業がし易く、組み付け後の抜け外れを防
止できる、ノブの保持力を向上でき、取付操作の完了を
クリック感覚で伝達する、フロアマットをカーペットに
固定する固定装置を提供する
【解決手段】固定装置１は、カーペット２に取付けられ
る第１固定具５と、第１固定具に取付けられるノブ６と
、フロアマット１１に取付けられる第２固定具１５とか
ら成り、第１固定具の第２カーペットグロメット７には
ノブベース１０が一体的に設けられ、ノブ６は、ノブベ
ース内で軸回りに非ロック位置とロック位置との間で回
転可能に連結されるノブ軸部３７を備え、ノブ軸回り３
７は、ノブベースのノブ連結用係止爪３３の溝（３４）
に嵌合する突起（３９）を備え、ノブの保持力を向上す
るとともに、取付操作の完了をクリック感覚で伝達する
。
【選択図】図４０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フロアマットをカーペットに固定する固定装置であって、
　カーペットの取付穴の周囲部分に取付けられる第１固定具と、
　前記第１固定具に取付けられるノブと、
　前記フロアマットの取付穴の周囲部分に取付けられ且つ中央に貫通穴を有する第２固定
具とから成り、
　前記第１固定具は、カーペットの取付穴の周囲部分を両面から挟持する、第１カーペッ
トグロメットと第２カーペットグロメットとから成り、該第１カーペットグロメット及び
第２カーペットグロメットは、カーペットの取付穴の周囲部分に当接する第１カーペット
グロメットフランジ及び第２カーペットグロメットフランジと、カーペットを挟持した状
態で前記第１カーペットグロメット及び第２カーペットグロメットを相互に連結できる係
止手段とを有し、
　前記第２カーペットグロメットには、前記ノブを受入れて該ノブに連結するノブベース
が形成されており、該ノブベースは、中央に前記ノブを受入れるノブ受入穴が形成される
空間を有する筒状体として前記第２カーペットグロメットフランジから立上っており、前
記第１カーペットグロメットには、前記ノブベースが貫通する貫通穴が形成されており、
　前記ノブ及び前記ノブベースは、該ノブが該ノブベースに挿入されると該ノブベース内
で軸回りに回転可能に該ノブベースに連結されるように形成されており、前記ノブは、前
記第２固定具の前記貫通穴の周囲部分に当接できる大きさを有するノブ頭部と、前記ノブ
ベースに挿入されるノブ軸部とを備え、前記ノブベースは、前記第１カーペットグロメッ
トの係止手段に係止する、前記筒状体の外側に形成されたベース係止部と、前記ノブ受入
穴に挿入された前記ノブ軸部の係止手段に係止する、前記筒状体の内側に形成されたノブ
連結用係止爪とを備え、前記ノブは、前記ノブ頭部が前記第２固定具に係止しない非ロッ
ク位置と前記第２固定具に係止するロック位置をとるように前記ノブベースの内側で軸回
りに回転できる構成であり、
　前記第１固定具の前記第１カーペットグロメット及び前記第２カーペットグロメットが
カーペットの両面を挟持するように取付けられ、前記第２固定具がフロアマットに取付け
られ、前記ノブベースに前記ノブが連結され、前記ノブ頭部が前記第２固定具の前記貫通
穴を貫通する状態で前記カーペットの前記第１固定具の前記第１カーペットグロメットに
前記フロアマットの前記第２固定具が重ねられ、前記ノブが前記非ロック位置から前記ロ
ック位置に軸回りに回転された状態では、前記ノブ頭部が前記第２固定具に形成された係
止部に当接して該第２固定具を軸方向に前記第１固定具に押圧して前記カーペットに前記
フロアマットが固定される、
　ことを特徴とする固定装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、前記ノブベースの前記ノブ連結用係止爪は、前記ノブ
軸部を受入れる前記ノブ受入穴の長手方向に沿って延びる弾性係止爪として、対向するよ
うに一対形成されており、前記ノブ軸部には、前記ノブ連結用係止爪に係止する係止肩が
前記係止手段として形成されており、前記ノブ連結用係止爪は、前記ノブベースの内側の
スペースにおいて前記ノブ軸部の前記係止肩に確実に係止する大きさと強度を有するよう
に形成されている、ことを特徴とする装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の装置において、前記ノブ軸部の前記係止肩には、該係止肩から軸方向
に突出する突起が形成されており、前記ノブベースの前記ノブ連結用係止爪には、前記突
起を受入れる軸方向の溝が形成されており、前記溝は、前記ノブ軸部が前記ロック位置に
あるときに前記突起を受入れる位置に配置されている、ことを特徴とする装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の装置において、前記ノブ軸部の前記突起と前記ノブベースの前記溝と
は、前記ノブ軸部が前記ロック位置に回転したときに前記ノブ連結用係止爪の弾性に従っ
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て弾性的に該突起が該溝に嵌合する形状に形成されている、ことを特徴とする装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の装置において、前記ノブ軸部の前記突起と前記ノブベースの前記溝と
は、前記嵌合した状態において前記ノブ軸部の横断面において該突起が該溝を埋めるよう
に嵌合する形状に形成されている、ことを特徴とする装置。
【請求項６】
　請求項２～５のいずれか１項に記載の装置において、前記一対のノブ連結用係止爪は、
筒状体の前記ノブベースのベース頂部から前記第２カーペットグロメットフランジに向け
て延びる板状に形成されており、各ノブ連結用係止爪の幅方向の中間には、前記ノブ受入
穴の輪郭を形成する溝が軸方向に形成されており、前記溝の部分において前記ノブ連結用
係止爪は薄板に形成されて、前記ノブ軸部が前記ノブ受入穴に挿入されるとき外方に撓み
易くなっており、該ノブ軸部の挿入を容易にしている、ことを特徴とする装置。
【請求項７】
　請求項２～６のいずれか１項に記載の装置において、前記ノブ軸部は、前記ノブ頭部か
ら前記係止肩の位置までがロッド形状に形成され、前記係止肩から先端までが、矩形横断
面を有する板状体に形成されており、該板状体のノブ軸部部分は、前記矩形横断面の長辺
側の幅が前記ノブベースの内側の横断面の長さに等しいかやや短く形成されている、こと
を特徴とする装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の装置において、前記第１カーペットグロメットは
カーペットのおもて面に配置され、前記第２カーペットグロメットはカーペットの裏面に
配置され、前記ノブは前記第２カーペットグロメットに形成された前記ノブベースに挿入
されて当該第２カーペットグロメットに連結される構成である、ことを特徴とする装置。
【請求項９】
　請求項１～８に記載の装置において、前記第２固定具は、フロアマットの取付穴の周囲
部分を両面から挟持する、第１マットグロメットと第２マットグロメットとから成り、該
第１マットグロメットと第２マットグロメットとは、それぞれ、フロアマットの取付穴の
周囲部分に当接するフランジと、相互にフロアマットを挟持した状態で連結できる係止手
段とが設けられている、ことを特徴とする装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の装置において、前記第１マットグロメット又は前記第２マットグロメ
ットの一方には、前記貫通穴の前記内壁に、前記ノブ頭部が当接する前記係止部が形成さ
れている、ことを特徴とする装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の装置において、前記第２固定具の前記係止部は、前記貫通穴の内壁
面から内側に拡がる板状体で形成され、該係止部には、前記ノブ頭部が貫通できる長穴が
形成されており、該長穴は、前記ノブが前記非ロック位置にあるとき前記ノブ頭部が貫通
できるが前記ロック位置にあるとき前記ノブ頭部が当接して貫通できない形状に形成され
ている、ことを特徴とする装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の装置において、前記ノブ頭部には、前記ノブ軸
部を軸回りに回転させるための指掛け部が形成されている、ことを特徴とする装置。
【請求項１３】
　フロアマットをカーペットに固定する固定装置であって、
　カーペットの取付穴の周囲部分に取付けられ且つ中央に貫通穴を有する第１固定具と、
　前記第１固定具の前記貫通穴への挿入によって該第１固定具に取付けられるノブアセン
ブリと、
　前記フロアマットの取付穴の周囲部分に取付けられ且つ中央に貫通穴を有する第２固定
具とから成り、
　前記ノブアセンブリは、前記第１固定具の前記貫通穴に挿入されて該第１固定具に連結
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されるノブベースと、前記ノブベースに連結されるノブとから成り、
　前記ノブベースは、前記第１固定具の前記貫通穴に挿入され且つ中央に前記ノブを受入
れるノブ受入穴を有する筒状体で形成され、該ノブベースには、前記第１固定具の前記貫
通穴に挿入される部分の外側面に、前記第１固定具の前記貫通穴の周囲部分に当接するベ
ースフランジと、前記第１固定具の前記貫通穴の内壁に形成された係止部に係止するベー
ス係止爪とが形成されており、
　前記ノブ及び前記ノブベースは、該ノブが該ノブベースに挿入されると該ノブベース内
で軸回りに回転可能に該ノブベースに連結されるように形成されており、前記ノブは、前
記第２固定具の前記貫通穴の周囲部分に当接するノブ頭部と、前記ノブベースに挿入され
て該ノブベースに係止する係止手段を有するノブ軸部とを備え、該ノブ軸部は、前記ノブ
ベース内で前記ノブ軸部の軸回りに所定角度回転すると前記ベース係止爪の内方への倒れ
込みを阻止する形状に形成され、前記倒れ込みを阻止しない非ロック位置と前記倒れ込み
を阻止するロック位置とをとるように軸回りに回転でき、
　前記第１固定具がカーペットに取付けられ、前記第２固定具がフロアマットに取付けら
れ、前記第１固定具には前記ノブアセンブリが前記ノブ軸部の軸回りの回転をしないよう
に連結され、前記ノブの前記ノブ頭部が前記第２固定具の前記貫通穴を貫通する状態で前
記カーペットの前記第１固定具に前記フロアマットの前記第２固定具が重ねられ、前記ノ
ブが前記非ロック位置から前記ロック位置に軸回りに回転された状態では、前記ノブ頭部
が前記第２固定具に形成された係止部に当接して該第２固定具を軸方向に前記第１固定具
に押圧するとともに、前記ノブベースの前記ベース係止爪と前記第１固定具の前記係止部
との係合がロックされて、前記カーペットに前記フロアマットが固定される、
　ことを特徴とする固定装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の装置において、前記ノブ軸部と前記ノブベースとには、該ノブ軸部
を該ノブベースに挿入すると当該ノブを当該ノブベースに連結する係止手段が形成されて
おり、前記ノブベースの係止手段は、前記ノブベースのベース頂部から該ノブベースの内
側を軸方向に延びる弾性のノブ連結用係止爪で成り、前記ノブ軸部の係止手段は、前記ノ
ブ連結用係止爪に係止する係止肩で成る、ことを特徴とする装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の装置において、前記ノブベースの前記ノブ連結用係止爪は、前記ノ
ブ軸部を受入れる前記ノブ受入穴の長手方向に沿って延びる弾性係止爪として、対向する
ように一対形成されており、前記ノブ連結用係止爪は、前記ノブベースの内側のスペース
において前記ノブ軸部の前記係止肩に確実に係止する大きさと強度を有するように形成さ
れている、ことを特徴とする装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の装置において、前記ノブ軸部の前記係止肩には、該係止肩から軸方
向に突出する突起が形成されており、前記ノブベースの前記ノブ連結用係止爪には、前記
突起を受入れる軸方向の溝が形成されており、前記溝は、前記ノブ軸部が前記ロック位置
にあるときに前記突起を受入れる位置に配置されている、ことを特徴とする装置。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の装置において、前記ノブ軸部の前記突起と前記ノブベースの前記溝
とは、前記ノブ軸部が前記ロック位置に回転したときに前記ノブ連結用係止爪の弾性に従
って弾性的に該突起が該溝に嵌合する形状に形成されている、ことを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車のフロアマットをカーペットに固定する固定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車のフロアマットをフロアパネルに固定する固定装置は、例えば、特許文献１に記
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載されている。フロアパネルに雄固定具を固定し、フロアマットに雌固定具を固定し、雄
固定具から延びる突出部を雌固定具のキーホール形状の係止穴に挿入した後フロアマット
をフロアパネルに沿ってスライドすることによってフロアマットをフロアに固定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２６８７３１号公報
【特許文献２】意匠登録第１２８１５２１号公報
【特許文献３】実開平４－０７５２０８号公報
【特許文献４】特開２００８－３０８０８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の固定装置は、フロアマットの固定のために雄固定具を雌固定具に垂
直方向に挿入した後に更に水平方向にスライドして固定する作業があるため、固定作業が
面倒である。
【０００５】
　特許文献２に記載のフロアマットをカーペットに固定する固定装置は、細長い板状体の
本体を有し、この本体には、一端のおもて面にフロアマットを取付けるマット取付部を有
し、他端の裏面にカーペット固定部を有する。この固定装置は、マット取付部とカーペッ
ト固定部とが同じ位置ではなく離れた位置にあり、そのため、マットの取付作業が面倒で
あり、また、カーペット固定部を隠すことができないので見栄えの点で難がある。更に、
マット取付部にフロアマットを取付けるには、フロアマットを両面から保持する一対の鳩
目部材（グロメット）が取付けられて、その貫通穴にマット取付部が挿入されて固定され
るのであるが、グロメットへの組み付けが弾性係止爪だけであるので、抜け外れるおそれ
があり、強度を確保しようとすると、係止爪を肉厚にせねばならず、肉厚の係止爪の場合
にが組み付け作業に力を必要として、組み付けにくい。
【０００６】
　特許文献３には、装飾板をパネル板に固定する固定装置が記載されている。この固定装
置は、装飾板を、その取付穴がパネル板の取付穴に整列するように載置して、固定装置の
軸部を２つの取付穴に挿入し、その後、例えば９０度軸回りに回転させて装飾板をパネル
板に固定する。この固定装置は、装飾板に先付けしないので、組み付け作業がしにくい。
【０００７】
　特許文献４には、フロアパネルに固定された、被取付部材としてのパッドに固定される
第１クリップと、パッドに固定するマットを支持するための第２クリップと、マットに固
定されるマット固定具と、第２クリップをマット固定具に連結する取付ノブとを備える、
自動車のマットの固定装置が記載されている。第１クリップは、パッドを支持する固定部
を第２クリップに連結するための筒状の連結部を有し、第２クリップは、第１クリップの
連結部に入れ子状に連結される筒状の連結部を有する。マットを第２クリップに連結する
には、第２クリップに連結された取付ノブに、マットに固定されたマット固定具の保持部
の穴を貫通させて非ロック位置からロック位置に軸回りに回転させる。マットを被取付部
材であるパッドに固定するには、パッドに固定された第１クリップの連結部に、マットを
支持する第２クリップの連結部を押し込むだけでよい。これによって、マットの取付穴の
ある位置で被取付部材に係止し又は固定する構成であり、マットの位置ずれの防止ができ
るだけでなく、マットを被取付部材の取付位置に正確に維持し固定でき、見栄えもよい。
かかる固定装置において、マットをパッドに固定した後の取付ノブの保持力を向上するの
が望ましい。また、取付ノブの操作において固定操作完了の感覚を作業者に伝達できるの
が望ましい。
【０００８】
　従って、本発明の目的は、組み付け作業がし易く、且つ、組み付け後の抜け外れを防止
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でき、取付用のノブの保持力を向上でき、ノブの操作完了を作業者に伝達できる、フロア
マットをカーペットに固定する固定装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　かかる目的を達成するため、本発明に係るフロアマットをカーペットに固定する固定装
置は：カーペットの取付穴の周囲部分に取付けられる第１固定具と；前記第１固定具に取
付けられるノブと；前記フロアマットの取付穴の周囲部分に取付けられ且つ中央に貫通穴
を有する第２固定具とから成り；前記第１固定具は、カーペットの取付穴の周囲部分を両
面から挟持する、第１カーペットグロメットと第２カーペットグロメットとから成り、該
第１カーペットグロメット及び第２カーペットグロメットは、カーペットの取付穴の周囲
部分に当接する第１カーペットグロメットフランジ及び第２カーペットグロメットフラン
ジと、カーペットを挟持した状態で前記第１カーペットグロメットフランジ及び第２カー
ペットグロメットフランジを相互に連結できる係止手段とを有し；前記第２カーペットグ
ロメットフランジには、前記ノブを受入れて該ノブに連結するノブベースが形成されてお
り、該ノブベースは、中央に前記ノブを受入れるノブ受入穴が形成される空間を有する筒
状体として前記第２カーペットグロメットフランジから立上っており、前記第１カーペッ
トグロメットフランジには、前記ノブベースが貫通する貫通穴が形成されており；前記ノ
ブ及び前記ノブベースは、該ノブが該ノブベースに挿入されると該ノブベース内で軸回り
に回転可能に該ノブベースに連結されるように形成されており、前記ノブは、前記第２固
定具の前記貫通穴の周囲部分に当接できる大きさを有するノブ頭部と、前記ノブベースに
挿入されるノブ軸部とを備え、前記ノブベースは、前記第１カーペットグロメットの係止
手段に係止する、前記筒状体の外側に形成されたベース係止部と、前記ノブ受入穴に挿入
された前記ノブ軸部の係止手段に係止する、前記筒状体の内側に形成されたノブ連結用係
止爪とを備え、前記ノブ軸部は、非ロック位置とロック位置をとるように前記ノブベース
の内側で軸回りに回転できる構成であり；前記第１固定具の前記第１カーペットグロメッ
ト及び前記第２カーペットグロメットがカーペットの両面を挟持するように取付けられ、
前記第２固定具がフロアマットに取付けられ、前記ノブベースに前記ノブが連結され、前
記ノブ頭部が前記第２固定具の前記貫通穴を貫通する状態で前記カーペットの前記第１固
定具の前記第１カーペットグロメットに前記フロアマットの前記第２固定具が重ねられ、
前記ノブが前記非ロック位置から前記ロック位置に軸回りに回転された状態では、前記ノ
ブ頭部が前記第２固定具に形成された係止部に当接して該第２固定具を軸方向に前記第１
固定具に押圧して前記カーペットに前記フロアマットが固定される、ことを特徴とする。
【００１０】
　上記固定装置において、カーペットには第１固定具が取付けられ、フロアマットには第
２固定具取付けられ、ノブが第１固定具のノブベースに固定され、ノブのノブ頭部が第２
固定具に係止し、ノブを非ロック位置からロック位置に回転するだけで、フロアマットが
カーペットに固定されるので、フロアマットをカーペットへ組み付ける作業がし易く、且
つ、その組み付け後の抜け外れを防止でき、更に、取付用のノブの保持力を向上できる。
そして、ノブは第１固定具及び第２固定具の中心にその軸心を配置でき、１箇所での組み
付けになるので、組み付け操作が容易であるだけでなく、組み付け後の見栄えもよい。
【００１１】
　上記固定装置において、前記ノブベースの前記ノブ連結用係止爪は、前記ノブ軸部を受
入れる前記ノブ受入穴の長手方向に沿って延びる弾性係止爪として、対向するように一対
形成されており、前記ノブ軸部には、前記ノブ連結用係止爪に係止する係止肩が前記係止
手段として形成されており、前記ノブ連結用係止爪は、前記ノブベースの内側のスペース
において前記ノブ軸部の前記係止肩に確実に係止する大きさと強度を有するように形成さ
れている。これによって、ノブがノブベースに連結する強度はノブベースの高い強度のノ
ブ連結用係止爪によって一層高く維持される。前記ノブ軸部の前記係止肩には、該係止肩
から軸方向に突出する突起が形成されており、前記ノブベースの前記ノブ連結用係止爪に
は、前記突起を受入れる軸方向の溝が形成されており、前記溝は、前記ノブ軸部が前記ロ
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ック位置にあるときに前記突起を受入れる位置に配置されている。更に、前記ノブ軸部の
前記突起と前記ノブベースの前記溝とは、前記ノブ軸部が前記ロック位置に回転したとき
に前記ノブ連結用係止爪の弾性に従って弾性的に該突起が該溝に嵌合する形状に形成され
ている。これらによって、ノブの操作において固定操作の完了であるロック位置への回転
の感覚を、作業者にそのクリック感覚で確実に伝達できる。その場合、前記ノブ軸部の前
記突起と前記ノブベースの前記溝とは、前記嵌合した状態において前記ノブ軸部の横断面
において該突起が該溝を埋めるように嵌合する形状に形成されている。これによって、ロ
ック位置においての回転をロックして、回転方向へのがたつきを防止できる。
【００１２】
　また、前記一対のノブ連結用係止爪は、筒状体の前記ノブベースのベース頂部から前記
第２カーペットグロメットフランジに向けて延びる板状に形成されており、各ノブ連結用
係止爪の幅方向の中間には、前記ノブ受入穴の輪郭を形成する溝が軸方向に形成されてお
り、前記溝の部分において前記ノブ連結用係止爪は薄板に形成されて、前記ノブ軸部が前
記ノブ受入穴に挿入されるとき外方に撓み易くなっており、該ノブ軸部の挿入を容易にし
ている。前記ノブ軸部は、前記ノブ頭部から前記係止肩の位置までがロッド形状に形成さ
れ、前記係止肩から先端までが、矩形横断面を有する板状体に形成されており、該板状体
のノブ軸部部分は、前記矩形横断面の長辺側の幅が前記ノブベースの内側の横断面の長さ
に等しいかやや短く形成されており、ロック位置におけるノブとノブベース（ひいては第
１固定具）とのがたつきを防止できる。そして、がたつきを防止できるので、ノブがノブ
ベースを介して第１固定具に強固に固定されるので、フロアマットが引っ張られて固定装
置を抜け外れるように引っ張ったとしても、高い保持力でその引っ張り力に対抗できる。
【００１３】
　前記第１カーペットグロメットはカーペットのおもて面に配置され、前記第２カーペッ
トグロメットはカーペットの裏面に配置され、前記ノブは前記第２カーペットグロメット
に形成された前記ノブベースに挿入されて当該第２カーペットグロメットに連結される構
成である。前記第２固定具は、フロアマットの取付穴の周囲部分を両面から挟持する、第
１マットグロメットと第２マットグロメットとから成り、該第１マットグロメットと第２
マットグロメットとは、それぞれ、フロアマットの取付穴の周囲部分に当接するフランジ
と、相互にフロアマットを挟持した状態で連結できる係止手段とが設けられている。前記
第１マットグロメット又は前記第２マットグロメットの一方には、前記貫通穴の前記内壁
に、前記ノブ頭部が当接する前記係止部が形成されている。前記第２固定具の前記係止部
は、前記貫通穴の内壁面から内側に拡がる板状体で形成され、該係止部には、前記ノブ頭
部が貫通できる長穴が形成されており、該長穴は、前記ノブが前記非ロック位置にあると
き前記ノブ頭部が貫通できるが前記ロック位置にあるとき前記ノブ頭部が当接して貫通で
きない形状に形成されている。前記ノブ頭部には、前記ノブ軸部を軸回りに回転させるた
めの指掛け部が形成されている。なお、非ロック位置からロック位置へのノブの軸回りの
回転は、代表的な例において９０度である。
【００１４】
　また、上記目的を達成するため、本発明は、フロアマットをカーペットに固定する固定
装置であって：カーペットの取付穴の周囲部分に取付けられ且つ中央に貫通穴を有する第
１固定具と；前記第１固定具の前記貫通穴への挿入によって該第１固定具に取付けられる
ノブアセンブリと；前記フロアマットの取付穴の周囲部分に取付けられ且つ中央に貫通穴
を有する第２固定具とから成り；前記ノブアセンブリは、前記第１固定具の前記貫通穴に
挿入されて該第１固定具に連結されるノブベースと、前記ノブベースに連結されるノブと
から成り；前記ノブベースは、前記第１固定具の前記貫通穴に挿入され且つ中央に前記ノ
ブを受入れるノブ受入穴を有する筒状体で形成され、該ノブベースには、前記第１固定具
の前記貫通穴に挿入される部分の外側面に、前記第１固定具の前記貫通穴の周囲部分に当
接するベースフランジと、前記第１固定具の前記貫通穴の内壁に形成された係止部に係止
するベース係止爪とが形成されており；前記ノブ及び前記ノブベースは、該ノブが該ノブ
ベースに挿入されると該ノブベース内で軸回りに回転可能に該ノブベースに連結されるよ
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うに形成されており、前記ノブは、前記第２固定具の前記貫通穴の周囲部分に当接するノ
ブ頭部と、前記ノブベースに挿入されて該ノブベースに係止する係止手段を有するノブ軸
部とを備え、該ノブ軸部は、前記ノブベース内で前記ノブ軸部の軸回りに所定角度回転す
ると前記ベース係止爪の内方への倒れ込みを阻止する形状に形成され、前記倒れ込みを阻
止しない非ロック位置と前記倒れ込みを阻止するロック位置とをとるように軸回りに回転
でき；前記第１固定具がカーペットに取付けられ、前記第２固定具がフロアマットに取付
けられ、前記第１固定具には前記ノブアセンブリが前記ノブ軸部の軸回りの回転をしない
ように連結され、前記ノブの前記ノブ頭部が前記第２固定具の前記貫通穴を貫通する状態
で前記カーペットの前記第１固定具に前記フロアマットの前記第２固定具が重ねられ、前
記ノブが前記非ロック位置から前記ロック位置に軸回りに回転された状態では、前記ノブ
頭部が前記第２固定具に形成された係止部に当接して該第２固定具を軸方向に前記第１固
定具に押圧するとともに、前記ノブベースの前記ベース係止爪と前記第１固定具の前記係
止部との係合がロックされて、前記カーペットに前記フロアマットが固定される、ことを
特徴とする固定装置を提供する。
【００１５】
　上記固定装置においても、カーペットには第１固定具が取付けられ、フロアマットには
第２固定具取付けられ、ノブとノブベースとで成るノブアセンブリが第１固定具に固定さ
れ、ノブのノブ頭部が第２固定具に係止し、ノブを非ロック位置からロック位置に回転す
るだけで、フロアマットがカーペットに固定されるので、フロアマットをカーペットへ組
み付ける作業がし易く、且つ、その組み付け後の抜け外れを防止でき、更に、取付用のノ
ブの保持力を向上できる。そして、ノブは第１固定具及び第２固定具の中心にその軸心を
配置でき、組み付け操作が容易であるだけでなく、組み付け後の見栄えもよい。この固定
装置では、ノブベースが第１固定具に固定されていないので、ノブアセンブリのノブベー
スを第１固定具に固定することを必要するが、ノブベースを第１固定具の一方のカーペッ
トグロメットに一体成形する必要がなくなるので、第１固定具の成形型が簡単になり、コ
ストを低減できる。
【００１６】
　上記固定装置において、前記ノブ軸部と前記ノブベースとには、該ノブ軸部を該ノブベ
ースに挿入すると当該ノブを当該ノブベースに連結する係止手段が形成されており、前記
ノブベースの係止手段は、前記ノブベースのベース頂部から該ノブベースの内側を軸方向
に延びる弾性のノブ連結用係止爪で成り、前記ノブ軸部の係止手段は、前記ノブ連結用係
止爪に係止する係止肩で成る。これによって、ノブアセンブリは一体的になり、１部品と
して取扱える。前記ノブベースの前記ノブ連結用係止爪は、前記ノブ軸部を受入れる前記
ノブ受入穴の長手方向に沿って延びる弾性係止爪として、対向するように一対形成されて
おり、前記ノブ連結用係止爪は、前記ノブベースの内側のスペースにおいて前記ノブ軸部
の前記係止肩に確実に係止する大きさと強度を有するように形成されている。これによっ
て、ノブがノブベースに連結する強度はノブベースの高い強度のノブ連結用係止爪によっ
て一層高く維持される。前記ノブ軸部の前記係止肩には、該係止肩から軸方向に突出する
突起が形成されており、前記ノブベースの前記ノブ連結用係止爪には、前記突起を受入れ
る軸方向の溝が形成されており、前記溝は、前記ノブ軸部が前記ロック位置にあるときに
前記突起を受入れる位置に配置されている。その場合、前記ノブ軸部の前記突起と前記ノ
ブベースの前記溝とは、前記ノブ軸部が前記ロック位置に回転したときに前記ノブ連結用
係止爪の弾性に従って弾性的に該突起が該溝に嵌合する形状に形成されている。これらに
よって、ノブの操作において固定操作の完了であるロック位置への回転の感覚を、作業者
にそのクリック感覚で確実に伝達できる。そして、前記ノブ軸部の前記突起と前記ノブベ
ースの前記溝とは、前記嵌合した状態において前記ノブ軸部の横断面において該突起が該
溝を埋めるように嵌合する形状に形成されている。これによって、ロック位置においての
回転をロックして、回転方向へのがたつきを防止できる。
【００１７】
　また、前記一対のノブ連結用係止爪は、筒状体の前記ノブベースのベース頂部から延び
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る板状に形成されており、各ノブ連結用係止爪の幅方向の中間には、前記ノブ受入穴の輪
郭を形成する溝が軸方向に形成されており、前記溝の部分において前記ノブ連結用係止爪
は薄板に形成されて、前記ノブ軸部が前記ノブ受入穴に挿入されるとき外方に撓み易くな
っており、該ノブ軸部の挿入を容易にしている。前記ノブベースは、矩形又は長円形状の
横断面を有する筒状体に形成されており、前記第１固定具の前記貫通穴は、筒状体の前記
ノブベースが貫通できるが軸回りには回転できないように受入れる矩形又は長円形状に形
成されている。前記ノブベースの筒状体部分の前記横断面の長辺方向に沿った２つの外側
面のそれぞれには、前記第１固定具の前記貫通穴の内壁に形成された前記係止部に係止す
るベース係止爪が形成されている。前記ノブ軸部は、前記ノブ頭部から前記係止肩の位置
までがロッド形状に形成され、前記係止肩から先端までが、矩形横断面を有する板状体に
形成されており、該板状体のノブ軸部部分は、前記矩形横断面の長辺側の幅が前記ノブベ
ースの内側の横断面の短辺側の長さに等しいかやや短く形成されており、前記ノブ軸部が
前記ロック位置にあるとき、前記ノブベースの前記ベース係止爪が該ノブベースの内方へ
倒れ込むのを前記板状体のノブ軸部部分が阻止して、前記ベース係止爪と前記第１カーペ
ットグロメットの係止手段との係合がロックされる。これらによって、ロック位置におい
てのノブとノブベース（ひいては第１固定具）とのがたつきを防止できる。そして、がた
つきを防止できるので、ノブがノブベースを介して第１固定具に強固に固定されるので、
フロアマットが引っ張られて固定装置を抜け外れるように引っ張ったとしても、高い保持
力でその引っ張り力に対抗できる。
【００１８】
　前記第１固定具は、カーペットの取付穴の周囲部分を両面から挟持する、第１カーペッ
トグロメットと第２カーペットグロメットとから成り、該第１カーペットグロメットと第
２カーペットグロメットとは、それぞれ、カーペットの取付穴の周囲部分に当接するフラ
ンジと、相互にカーペットを挟持した状態で連結できる係止手段とを有する。前記第１カ
ーペットグロメット又は前記第２カーペットグロメットの一方には、前記貫通穴の前記内
壁に、前記ノブベースの前記ベース係止爪が係止する前記係止部が形成されている。前記
第１カーペットグロメットはカーペットのおもて面に配置され、前記第２カーペットグロ
メットはカーペットの裏面に配置され、前記ノブアセンブリは、前記第１カーペットグロ
メットから第２カーペットグロメットに挿入されて当該第１固定具に連結される構成であ
り、前記係止部は、前記第１カーペットグロメットに形成されて当該第１固定具が連結さ
れる。前記第２固定具は、フロアマットの取付穴の周囲部分を両面から挟持する、第１マ
ットグロメットと第２マットグロメットとから成り、該第１マットグロメットと第２マッ
トグロメットとは、それぞれ、フロアマットの取付穴の周囲部分に当接するフランジと、
相互にフロアマットを挟持した状態で連結できる係止手段とが設けられている前記第１マ
ットグロメット又は前記第２マットグロメットの一方には、前記貫通穴の前記内壁に、前
記ノブ頭部が当接する前記係止部が形成されている。前記第２固定具の前記係止部は、前
記貫通穴の内壁面から内側に拡がる板状体で形成され、該係止部には、前記ノブ頭部が貫
通できる長穴が形成されており、該長穴は、前記ノブが前記非ロック位置にあるとき前記
ノブ頭部が貫通できるが前記ロック位置にあるとき前記ノブ頭部が当接して貫通できない
形状に形成されている。
【発明の効果】
【００１９】
　上記のとおり、本発明によれば、フロアマットのカーペットへの組付け作業がし易く、
且つ、その組み付け後の抜け外れを防止でき、ノブの保持力を向上でき、固定装置による
組み付け後の見栄えもよい。そして、ノブをノブベースに連結するためのノブ連結用係止
爪がスペースの大きいノブベースに形成できるので、ノブ自体の強度を高くでき、ノブベ
ースのノブ連結用係止爪を撓みやすく形成でき、ノブへの連結強度を高くする強度も得る
ことができ、ノブの回転方向へのがたつきを防止でき、ロック位置でのがたつきを防止で
きるので、フロアマットの引っ張りによる抜け外れも確実に防止できる。
【図面の簡単な説明】
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【００２０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る固定装置の第１固定具及びノブをカーペットに組み
付ける操作を示す図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る第２固定具をフロアマットに組み付ける操作を示す
図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る固定装置を用いてカーペットにフロアマットを固定
する操作を示す図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る固定装置の第１固定具の第１カーペットグロメット
の斜視図である。
【図５】図４の第１カーペットグロメットの平面図である。
【図６】図４の第１カーペットグロメットの正面図である。
【図７】図４の第１カーペットグロメットの底面図である。
【図８】図６の第１カーペットグロメットのＡ－Ａ線断面図である。
【図９】本発明の第１実施形態に係る固定装置の第１固定具の第２カーペットグロメット
の斜視図である。
【図１０】図９の第２カーペットグロメットの平面図である。
【図１１】図１０の第２カーペットグロメットの正面図である。
【図１２】図１１の第２カーペットグロメットの底面図である。
【図１３】図１１の第２カーペットグロメットのＢ－Ｂ線断面図である。
【図１４】図１０の第２カーペットグロメットのＣ－Ｃ線断面図である。
【図１５】図１３の第２カーペットグロメットのＤ－Ｄ線断面端面図である。
【図１６】図１５の第２カーペットグロメットのＥ－Ｅ線断面端面図である。
【図１７】図１０の第２カーペットグロメットのノブベースの部分の半断面斜視図である
。
【図１８】本発明の第１実施形態に係る固定装置のノブの斜視図である。
【図１９】図１８のノブの平面図である。
【図２０】図１９のノブの正面図である。
【図２１】図２０のノブの右側面図である。
【図２２】図２０のノブの底面図である。
【図２３】図２０のノブのＦ－Ｆ線断面図である。
【図２４】図２０のノブのＧ－Ｇ線断面図である。
【図２５】本発明の第１実施形態に係る固定装置の第２固定具の第１マットグロメットの
斜視図である。
【図２６】図２５の第１マットグロメットの平面図である。
【図２７】図２６の第１マットグロメットの正面図である。
【図２８】図２７の第１マットグロメットの底面図である。
【図２９】図２６の第１マットグロメットのＨ－Ｈ線断面図である。
【図３０】図２７の第１マットグロメットのＩ－Ｉ線断面図である。
【図３１】本発明の第１実施形態に係る固定装置の第２固定具の第２マットグロメットの
斜視図である。
【図３２】図３１の第２マットグロメットの平面図である。
【図３３】図３２の第２マットグロメットの正面図である。
【図３４】図３３の第２マットグロメットの底面図である。
【図３５】図３２の第２マットグロメットのＪ－Ｊ線断面図である。
【図３６】本発明の第１実施形態に係る固定装置の第１固定具がノブによってカーペット
に取付けられた状態を示しており、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は正面図、（Ｃ）は底面図で
ある。
【図３７】カーペットへ取付けられたノブベースとノブの関係を示す、図３６（Ｃ）のＫ
－Ｋ線断面図である。
【図３８】ノブをロック位置に回転した状態の、図３６（Ｃ）のＬ－Ｌ線断面図である。
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【図３９】ノブ軸部を非ロック位置からロック位置へ回転した場合のノブ軸部とノブ連結
用係止爪との関係を示しており、（Ａ）は非ロック位置における、図３７のＬ－Ｌ線断面
図であり、（Ｂ）はロック位置へ回転する途中における、図３７のＬ－Ｌ線断面図であり
、（Ｃ）は、ロック位置における、図３８のＮ－Ｎ線断面図である。
【図４０】本発明の第１実施形態に係る固定装置を用いてカーペットにフロアマットを固
定した状態を示す断面図である。
【図４１】本発明の第２実施形態に係る固定装置の第１固定具及びノブアセンブリをカー
ペットに組み付ける操作を示す図である。
【図４２】本発明の第２実施形態に係る第２固定具をフロアマットに組み付ける操作を示
す図である。
【図４３】本発明の第２実施形態に係る固定装置を用いてカーペットにフロアマットを固
定する操作を示す図である。
【図４４】本発明の第２実施形態に係る固定装置の第１固定具の第１カーペットグロメッ
トの斜視図である。
【図４５】図４４の第１カーペットグロメットの平面図である。
【図４６】図４５の第１カーペットグロメットの正面図である。
【図４７】図４６の第１カーペットグロメットの底面図である。
【図４８】図４６の第１カーペットグロメットの右側面図である。
【図４９】図４６の第１カーペットグロメットのＡＡ－ＡＡ線断面図である。
【図５０】本発明の第２実施形態に係る固定装置の第１固定具の第２カーペットグロメッ
トの斜視図である。
【図５１】図５０の第２カーペットグロメットの平面図である。
【図５２】図５１の第２カーペットグロメットの正面図である。
【図５３】図５１の第２カーペットグロメットのＢＢ－ＢＢ線断面図である。
【図５４】本発明の第２実施形態に係る固定装置の第２固定具の第１マットグロメットの
斜視図である。
【図５５】図５４の第１マットグロメットの平面図である。
【図５６】図５５の第１マットグロメットのＣＣ－ＣＣ線断面図である。
【図５７】図５５の第１マットグロメットの底面図である。
【図５８】図５６の第１マットグロメットのＤＤ－ＤＤ線断面図である。
【図５９】図５５の第１マットグロメットのＥＥ－ＥＥ線断面図である。
【図６０】本発明の第２実施形態に係る固定装置の第２固定具の第２マットグロメットの
斜視図である。
【図６１】図６０の第２マットグロメットの平面図である。
【図６２】図６１の第２マットグロメットのＦＦ－ＦＦ線断面図である。
【図６３】図６１の第２マットグロメットの右側面図である。
【図６４】図６１の第２マットグロメットのＧＧ－ＧＧ線断面図である。
【図６５】本発明の第２実施形態に係る固定装置のノブアセンブリのノブベースの斜視図
である。
【図６６】図６５のノブベースの底面側から見た斜視図である。
【図６７】図６５のノブベースの平面図である。
【図６８】図６７のノブベースの正面図である。
【図６９】図６８のノブベースの底面図である。
【図７０】図６８のノブベースのＨＨ－ＨＨ線断面図である。
【図７１】図６９のノブベースの半断面斜視図である。
【図７２】本発明の第２実施形態に係る固定装置のノブアセンブリのノブの斜視図である
。
【図７３】図７２のノブの平面図である。
【図７４】図７３のノブの正面図である。
【図７５】図７４のノブの右側面図である。
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【図７６】本発明の第２実施形態に係る固定装置のノブアセンブリの平面図である。
【図７７】図７６のノブアセンブリの正面図である。
【図７８】図７７のノブアセンブリのＩＩ－ＩＩ線断面図である。
【図７９】本発明の第２実施形態に係る固定装置の第１固定具がカーペットに取付けられ
た状態でノブアセンブリを組み付ける操作を示す断面図である。
【図８０】図７９のノブアセンブリを第１固定具に連結し終えた状態を示す、ＪＪ－ＪＪ
線断面図である。
【図８１】本発明の第２実施形態に係る固定装置を用いてカーペットにフロアマットを固
定した状態を示す断面図である。
【図８２】本発明の他の実施形態に係る固定装置の第１固定具とノブアセンブリとの関係
を示す断面図である。
【図８３】カーペットに取付けられるフロアマットがボデーパネルに取付けられる構成を
有する場合の、本発明に係る固定装置による固定状態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態に係る、フロアマットをカーペットに固定する固定装置１につ
いて、図面を参照して説明する。図１～図４０には、本発明の第１実施形態に係る固定装
置１が示され、図４１～図８１には、本発明の第２実施形態に係る固定装置１０１が示さ
れている。また、図８２には、第２実施形態に係る固定装置の変形実施形態が示され、図
８３には、フロアマットの変形例が示されている。
【００２２】
　図１～図４０を参照して、本発明の第１実施形態に係る固定装置１を説明する。図１～
図３は、複数の部品から成る固定装置１の使用時の態様を示しているので、図１～図３を
参照して固定装置１の構成の概略を説明する。図１は、カーペット２の取付穴３に取付穴
３の周囲部分を補強するように取付けられる第１固定具５と、第１固定具５（の第２カー
ペットグロメットのノブベース）への押し込みによって第１固定具５に取付けられるノブ
６とを示している。第１固定具５は、第１カーペットグロメット７と第２カーペットグロ
メット９との２部品から構成され、第２カーペットグロメット９には、ノブ６が連結され
るノブベース１０が一体成形されている。これら、ノブ６と、第１カーペットグロメット
７と、第２カーペットグロメット９（及びノブベース１０）とは、プラスチック材料で成
形されている。図２は、フロアマット１１の取付穴１３に取付穴の周囲部分を補強するよ
うに取付けられ且つ中央に貫通穴１４を有する第２固定具１５を示している。第２固定具
１５は、第１マットグロメット１７と第２マットグロメット１８との２部品から構成され
る。これら、第１マットグロメット１７及び第２マットグロメット１８は、それぞれ、プ
ラスチック材料で一体成形されている。図３は、図１に示す、カーペット２に取付けられ
た第１固定具５及びノブ６との組合せと、図２に示す、フロアマット１１に取付けられた
第２固定具１５とによって、フロアマット１１をカーペット２に固定した様子を示してい
る。なお、カーペット２及びフロアマット１１は、図示の便宜上、円板形部材で示されて
いるが、それらの実際の形状は、多くの場合、図１～図３に示す形状ではなく、例えば、
カーペット２は自動車のフロアパネルに広がるシート形状であり、フロアマット１１は、
乗員の足部分を載せる所定のシート形状に形成されていることを了解されたい。
【００２３】
　図１において、ノブ６は、第１カーペットグロメット７と第２カーペットグロメット９
とから構成される第１固定具５の第２カーペットグロメット９に一体成形されたノブベー
ス１０の貫通穴に挿入されて第１固定具に連結される。第１固定具５は、カーペット２の
取付穴３の周囲部分を、第１カーペットグロメット７と第２カーペットグロメット９とに
よって、カーペット２のおもて面と裏面の両面から挟持する。図示の例では、第１カーペ
ットグロメット７がカーペット２のおもて面に、第２カーペットグロメット９がカーペッ
トの裏面に、それぞれ配置される。第１カーペットグロメット７と第２カーペットグロメ
ット９とは、それぞれ、カーペット２の取付穴３の周囲部分に当接するフランジと、カー
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ペット２を挟持した状態で相互に連結できる係止手段とを有する。図２において、第２固
定具１５は、フロアマット１１の取付穴１３の周囲部分を両面から挟持する、第１マット
グロメット１７と第２マットグロメット１８とから成り、第１マットグロメット１７と第
２マットグロメット１８とは、それぞれ、フロアマットの取付穴の周囲部分に当接するフ
ランジと、フロアマット１１を挟持した状態で連結できる係止手段とを有する。図示の例
では、第１マットグロメット１７がフロアマット１１のおもて面に、第２マットグロメッ
ト１８がフロアマット１１の裏面に、それぞれ配置される。ノブ６は、第１固定具５の第
２カーペットグロメット９に設けられたノブベース１０に連結された状態で、図３７に示
される非ロック位置と、図３８に示されるロック位置とをとるように、ノブ６がノブベー
ス１０に対して軸回りに回転できる。図示の例では、ノブ６は、非ロック位置から軸心回
りに９０度回転することでロック位置になる。
【００２４】
　図４～図１７を参照して第１固定具５の詳細を説明する。図４～図８には、第１固定具
５の第１カーペットグロメット７が示されている。第１カーペットグロメット７には、カ
ーペット２の取付穴の周囲部分に当接するフランジ１９と、第２カーペットグロメット９
と協働してカーペット２を挟持した状態で第２カーペットグロメット９に連結できる係止
手段としての係止部２１を有する。係止部２１は、フランジ１９に形成された貫通穴２２
を包囲するように垂下する筒状部２３の内側面に１対形成されている。筒状部２３の係止
部２１は、第２カーペットグロメット９に形成されたノブベース１０のベース係止部２７
の係止肩に係止する弾性係合爪として形成されている。フランジ１９から筒状部２３に延
びる貫通穴２２は図示のように長円（真円を直径方向に対向する２辺で切断した非真円形
状）又は矩形に形成されて、相似形状の横断面を有するノブベース１０を受入れる形状に
形成されている。筒状部２３の高さは、カーペット２の厚さに適合し且つノブベース１０
を受入れるように定められる。なお、フランジ１９のカーペット押さえ面には外周縁に複
数のピン２５が形成されて、第１カーペットグロメット７がカーペット２上でずれたり、
軸回りに回転したりしないようにしている。
【００２５】
　図９～図１７には、第１固定具５の第２カーペットグロメット９が示されている。第２
カーペットグロメット９にはノブ６を連結するノブベース１０が形成されているが、ノブ
ベース１０の詳細については、ノブ６の詳細とともに後述する。第２カーペットグロメッ
ト９には、カーペット２の取付穴の周囲部分に当接するフランジ２６と、第１カーペット
グロメット７と協働してカーペット２を挟持した状態で第１カーペットグロメット７の係
止部２１に連結できる係止手段としての、ノブベース１０に形成された係止肩で成る一対
のベース係止部２７を有する。ベース係止部２７は、第１カーペットグロメット１４の筒
状部２３を包囲して係止部２１に係止するように、フランジ２６から立ち上がる筒状のノ
ブベース１０に形成されている。フランジ２６の外周縁部には、カーペット２に突き出す
ピン２９が多数形成されており、第１固定具５のずれや軸回りの回転を防止する。
【００２６】
　図９～図１７に加えて、図１８～図２４を参照して、ノブベース１０及びノブ６の詳細
を説明する。図９～図１７に、第２カーペットグロメット９のフランジノブベース１０が
示されている。ノブベース１０は、全体として、矩形又は長円形状の横断面を有する筒状
に形成されている。図示の実施形態では、ノブベース１０は、横断面において真円を直径
方向に対向する２辺で切断した非真円形状の筒状に形成されている（図１５）。既述のよ
うに、第１カーペットグロメット７の貫通穴２２は、ノブベース１０の横断面形状に相似
する形状に形成されており、これによって、ノブベース１０は、第１カーペットグロメッ
ト７の貫通穴２２を貫通するが軸回りの回転が阻止されている。ノブベース１０には、そ
の横断面形状の長辺方向に沿った２つの外側面のそれぞれに、係止肩で成るベース係止部
２７が形成されている。ノブベース１０を第１カーペットグロメット７の貫通穴２２に挿
入すると、第１カーペットグロメット７の係止部２１（弾性係止爪で成る）に係止してノ
ブベース１０（ひいては第２カーペットグロメット９）を第１カーペットグロメット７に
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連結する。このように、第１カーペットグロメット７の筒状部２３の貫通穴２２にノブベ
ース１０挿入するだけで、係止部２１がベース係止部２７に係止して、第１カーペットグ
ロメット７と第２カーペットグロメット９が連結される
【００２７】
　ノブベース１０は、上端に、ベース頂部３０を有し、ベース頂部３０を通ってノブ６が
ノブベース１０に挿入される。ベース頂部３０は、ノブ６の軸部を受入れる長穴３１が形
成された板状体で形成されている。ノブ受入穴としての長穴３１は、ノブ６の軸部を、そ
の長辺方向において貫通するのを許すが、短辺方向においては抜け出せない大きさに形成
されている。
【００２８】
　ベース頂部３０には、ノブ６の軸部をノブベース１０に挿入するとノブ６をノブベース
１０に連結する係止手段としてのノブ連結用係止爪３３が一対形成されている。ノブ連結
用係止爪３３は、図１６及び図１７に図示のように、ベース頂部３０から一定長さ垂下す
る弾性係止爪で成る。ノブ連結用係止爪３３は、ノブベース１０の内側のスペースが広い
ため、ノブ軸部の係止肩に確実に係止する大きさと強度を有するように形成される。これ
によって、ノブ６がノブベース１０に連結する強度は一層高く維持される。ノブ連結用係
止爪３３は、筒状体のノブベース１０のベース頂部３０からフランジ２６に向けて延びる
板状に形成されており、ノブ連結用係止爪３３の幅方向の中間には、ノブ受入穴３１の輪
郭を形成する溝３４が軸方向に形成されており、溝３４の部分においてノブ連結用係止爪
は薄板に形成されて、ノブ軸部３７がノブ受入穴３１に挿入されるとき外方に撓み易くな
っており、ノブ軸部３７の挿入を容易にしている。
【００２９】
　更に、ノブベース１０のノブ連結用係止爪３３には、ノブ９の軸部の係止肩に形成され
た突起３９を受入れる軸方向の溝３４が形成されており、溝３４は、ノブ９軸部がロック
位置にあるときに突起３９を受入れる位置に配置されている。これによって、ロック位置
への回転の終了時を指への感覚によって知ることができ、また、ロック位置の固定にも役
立つ。すなわち、ノブ軸部３７の突起３９とノブベース１０の溝３４とは、ノブ軸部がロ
ック位置に回転したときにノブ連結用係止爪３３の弾性に従って弾性的に突起が溝３４に
嵌合する形状に形成されている。ノブ６の操作において固定操作の完了であるロック位置
への回転の感覚を、作業者にそのクリック感覚で確実に伝達できる。ノブ軸部の突起とノ
ブベース１０の溝３４とは、嵌合した状態においてノブ軸部の横断面において突起が溝３
４を埋めるように嵌合する形状に形成されている。これによって、ロック位置においての
回転をロックして、回転方向へのがたつきを防止できる。これらの様子が、図３９（Ａ）
～（Ｃ）に示されており、ノブ６がロック位置にあるとき、ロック位置においての回転を
ロックして、回転方向へのがたつきを防止できる。
【００３０】
　図１８～図２４にノブ６が示されている。ノブ６は、第２固定具１５（の第１マットグ
ロメット１７）の貫通穴１４の周縁部分に当接するノブ頭部３５と、ノブベース１０のベ
ース頂部３０の長穴３１に挿入されるノブ軸部３７を有し、ノブ軸部３７には、中間位置
に、ノブベース１０のノブ連結用係止爪３３に係止する係止手段として係止肩３８が形成
されている。ノブ軸部３７の係止肩３８には、係止肩３８から軸方向及び半径方向に突出
する突起３９が形成されている。突起３９は、ノブベース１０のノブ連結用係止爪３３の
溝３４に嵌合できる大きさに形成されている。ノブ軸部３７の突起３９とノブベース１０
の溝３４とは、ノブ軸部３７がロック位置（図３８及び図３９（Ｃ））に軸回りに回転し
たときにノブ連結用係止爪３４の弾性に従って弾性的に突起３９が溝３４に嵌合する形状
に形成されている。これらによって、ノブの操作において固定操作の完了であるロック位
置への回転の感覚を、作業者にそのクリック感覚で確実に伝達できる。ノブ軸部３５の突
起３９とノブベース１０の溝３４とは、嵌合した状態においてノブ軸部３５の横断面にお
いて突起３９が溝３４を埋めるように嵌合する形状に形成されている。これによって、ロ
ック位置においての回転をロックして、回転方向へのがたつきを防止できる。
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【００３１】
　また、ノブ軸部３７は、ノブ頭部３５から係止肩３８の位置までがロッド形状（図示の
例では丸棒形状）に形成され、係止肩３８から先端（図１８の下端）までが、矩形横断面
を有する板状体（部分４１）に形成されており、ノブ軸部３７の板状体部分４１は、矩形
横断面の長辺側の幅が、ノブベース１０の筒状部の、ベース係止部２７の内側に対応する
矩形横断面の短辺の長さに等しいかやや短く形成されている。ノブ軸部３５がロック位置
にあるとき（図３８）、ロック位置におけるノブ６とノブベース１０（ひいては第１固定
具５）とのがたつきを防止できる。そして、がたつきを防止できるので、ノブ６がノブベ
ース１０を介して第１固定具５に強固に固定されるので、フロアマット１１が引っ張られ
て固定装置１を抜け外れるように引っ張ったとしても、高い保持力でその引っ張り力に対
抗できる。
【００３２】
　ノブ軸部３７には、ノブ軸部３７をノブベース１０に挿入するとノブ６をノブベース１
０に連結する係止手段が形成されている。係止手段は、ノブベース１０のノブ連結用係止
爪３３に係止する係止肩３８で成る。係止肩３８は、ノブベース１０のノブ連結用係止爪
３３に係止できる限り任意の形状でよい。図示の実施形態においては、ノブ軸部３７の幅
広部分の、ノブ連結用係止爪３３に係止できる位置に対応する部分の幅を狭くすることに
よって形成している。これによって、ノブ軸部３７を、ノブベース１０に挿入し十分に押
込むと、ノブベース１０のノブ連結用係止爪３３が係止肩３８に係止して、ノブ６がノブ
ベース１０に連結される。なお、押込み直後において、ノブ軸部３７は非ロック位置にあ
るが、係止肩３８の一部に係止するので、ノブ軸部３７を、ノブベース１０に挿入してそ
のまま十分に押込むだけで、ノブ６がノブベース１０に連結される。押込み後、ノブ軸部
３７を軸回りに、例えば９０度回転することで、係止肩３８が広い面積においてノブ連結
用係止爪３３に係止して、確実にノブ６がノブベース１０に連結される。また、この回転
によって、ノブ軸部３７は、ロック位置となる。ロック位置において、ノブ６とノブベー
ス１０の連結は確実に維持される。
【００３３】
　ノブ軸部３７の係止肩３８には、係止肩３８から軸方向にノブ頭部３５に向けて突出す
る突起３９が形成されている。この突起３９は、ノブベース１０のノブ連結用係止爪３３
に形成された軸方向の溝３４に嵌合することができる。すなわち、ノブ軸部３７がロック
位置に回転されたとき、突起３９が溝３４に嵌合する。この嵌合によって、ノブ軸部３７
がロック位置へ回転し終えたことをノブ頭部３５の指をかけている作業者に感覚で知らせ
ることができる。また、突起３９が溝３４に嵌合することによって、ノブ軸部３７をロッ
ク位置へ維持するので、ノブ６をロック位置に固定することができる。ノブ頭部３５には
ノブ軸部３７を軸回りに回転させるための指掛け部４２が形成されている。
【００３４】
　図２５～図３５を参照して第２固定具１５の詳細を説明する。図２５～図３０には、第
２固定具１５の第１マットグロメット１７が示されている。第１マットグロメット１７に
は、フロアマット１１の取付穴１３の周縁部分に当接するフランジ４３と、第２マットグ
ロメット１８と協働してフロアマット１１を挟持した状態で第２マットグロメット１８に
連結できる係止手段としての多段の係止部４５を有する。係止部４５は、フランジ４３か
ら垂下する筒状部４６の外側面に、軸方向に多段で且つ外周面に沿った溝形状に形成され
ている。貫通穴１４を形成する筒状部４６の内壁には、ノブ６の頭部が当接する係止部４
７が形成されている。係止部４７は、貫通穴１４を形成する筒状部４６の内壁面から中心
の側に拡がる板状体で形成される。係止部４７には、ノブ６の頭部が貫通できる長穴１４
が形成されている。この長穴１４は、ノブ６が非ロック位置にあるとき（図４０）ノブの
頭部が貫通できるが、ロック位置にあるとき（図４１）ノブの頭部が当接して貫通できな
い形状（図示の例では楕円形の穴）に形成されている。筒状部４６の高さは、フロアマッ
ト１１の厚さに適合するように定められる。フランジ４３の外周縁部には、フロアマット
１１に突き出すピン４４が多数形成されており、第２固定具１５の位置ずれや軸回りの回
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転を防止する。
【００３５】
　貫通穴１４を形成する筒状部４６の内壁には、ノブ６のノブ頭部３５が当接するノブ係
止部４７が形成されている。ノブ係止部４７は、貫通穴１４を形成する筒状部４６の内壁
面から中心の側に拡がる板状体で形成される。ノブ係止部４７には、ノブ頭部３５が貫通
できる貫通穴１４が形成されている。貫通穴１４は長穴に形成されており、長穴は、ノブ
頭部３５を、その長辺方向において貫通するのを許すが、短辺方向においては抜け出せな
い大きさに形成されている。
【００３６】
　図３１～図３５に、第２固定具１５の第２マットグロメット１８が示されている。第２
マットグロメット１８は、フロアマット１１の取付穴１３の周縁部分に当接するフランジ
４９と、第１マットグロメット１７と協働してフロアマット１１を挟持した状態で第１マ
ットグロメット１７の係止部４５に連結できる係止手段としての２対の係止部５０とを有
する。係止部５０は、第１マットグロメット１７の筒状部４６を包囲して係止部４５に係
止するように小さく立ち上がる筒状部５１に形成されている。更に、フランジ４９の外周
縁部には、フロアマット１１に突き出すピン５３が多数形成されており、第２固定具１５
の位置ずれや軸回りの回転を防止する。かかる構成の第１マットグロメット１７は、フロ
アマット１１のおもて面に配置され、第２マットグロメット１８はフロアマット１１の裏
面に配置される。係止部４７は、その長穴１４にノブ６の頭部を受入れる。
【００３７】
　図３６（Ａ）～（Ｃ）には、図１の操作によって第１固定具５がノブ６によってカーペ
ット２に取付けられた状態を示している。第１固定具５の第１カーペットグロメット７が
カーペット２の取付穴３に配置され、第２カーペットグロメット９のノブベース１０が取
付穴３に挿入される位置に配置されて、第１カーペットグロメット７の筒状部２３がノブ
ベース１０を受入れるように押し込まれる。この押し込みによって、第１カーペットグロ
メット７の筒状部２３の係止部２１がノブベース１０のベース係止部２７に係止して、第
１カーペットグロメット７と第２カーペットグロメット９とがカーペット２を挟持した状
態に取付けられる。他方、ノブ６はノブベース１０のベース頂部３０の長穴３１（ノブ受
入穴）からノブベースに押し込まれて、ノブ軸部３７の係止肩３８がノブベース１０のノ
ブ連結用係止爪３３に係止し、これによって、ノブ６がノブベース１０に非ロック位置に
ある状態で連結される。図３７は、図３６（Ｃ）のＫ－Ｋ線断面図を示しており、ノブ軸
部３７の係止肩３８がノブベース１０のノブ連結用係止爪３３に係止して、ノブ６がノブ
ベース１０に非ロック位置にある状態で連結された状態を示している。
【００３８】
　フロアマット１１をカーペット２に固定するには、図２に示すように、第２固定具１５
がフロアマット１１に取付けられねばならない。第１マットグロメット１７の筒状部４６
がフロアマット１１の取付穴１３に挿入される位置に配置され、第２マットグロメット１
８の筒状部５１が取付穴１３に挿入される位置に配置されて、第１マットグロメット１７
の筒状部４６が筒状部５１に受入れられるように押し込まれる。この押し込みによって、
筒状部４６の係止部４５が筒状部５１の係止部５０に係止し、第１マットグロメット１７
と第２マットグロメット１８とがフロアマット１１を挟持した状態に取付けられる。更に
、図３に示すように、第１固定具５及びノブ６が取付けられたカーペット２には、第２固
定具１５が取付けられたフロアマット１１が配置される。この場合、第２固定具１５の第
１マットグロメット１７の貫通穴１４を形成するノブ係止部４７は、非ロック位置にある
ノブ６のノブ頭部３５が、貫通穴１４を通過するように配置され、そのまま第２固定具１
５が取付けられたフロアマット１１が、第１固定具５及びノブ６が取付けられたカーペッ
ト２に押付けられる。ノブ頭部３５が貫通穴１４を貫通してノブ係止部４７の上方に出て
くると、作業者は、ノブ頭部３５の指掛け部４２を操作して、ノブ軸部３７を、軸回りに
９０度回転させて、ノブ６を非ロック位置からロック位置に移す。
【００３９】
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　図３８及び図３９（Ａ）～（Ｃ）は、ノブ６を、ノブ軸部３７の軸回りに９０度回転さ
せて、ノブ６を非ロック位置からロック位置に移す状態を示している。図３９（Ａ）の非
ロック位置から、図３９（Ｂ）の途中の状態を経て、ノブ６を、ノブ軸部３７の軸回りに
９０度回転させると、図３８及び図３９（Ｃ）のロック位置になる。既述のように、ノブ
ベース１０のノブ連結用係止爪３３には、ノブ９のノブ軸部３７の係止肩３８に形成され
た突起３９を受入れる軸方向の溝３４が形成されており、溝３４は、ノブ６がロック位置
にあるときに突起３９を受入れる位置に配置されている。これによって、ロック位置への
回転の終了時を指への感覚（クリック）によって知ることができ、また、ロック位置の固
定にも役立つ。ノブ軸部３７の突起３９とノブベース１０の溝３４とは、嵌合した状態に
おいてノブ軸部３７の横断面において突起３９が溝３４を埋める（図３９（Ｃ））ように
嵌合する形状に形成されている。これによって、ロック位置においてのノブ６の軸回りの
回転をロックして、回転方向へのがたつきを防止できる。更に、ノブ軸部３７の板状体部
分４１の矩形横断面の長辺側の幅が、ノブベース１０の筒状部の、ベース係止部２７の内
側に対応する矩形横断面の短辺の長さに等しいかやや短い程度の幅広に形成されている。
ノブ６がロック位置にあるとき、図３８に図示のように、ロック位置においてのノブ６と
ノブベース１０（ひいては第１固定具５）とのがたつきを防止できる。そして、がたつき
を防止でき、ノブ６がノブベース１０を介して第１固定具５に強固に固定されるので、フ
ロアマット１１が引っ張られて固定装置１を抜け外れるように引っ張ったとしても、高い
保持力でその引っ張り力に対抗できる。
【００４０】
　図４０は、図３の操作及びノブ６のロック位置への操作によって、フロアマット１１が
カーペット２に固定装置１によって取付けられた様子を示している。上記のとおり、フロ
アマット１１のカーペット２への組付け作業がし易く、且つ、その組み付け後の抜け外れ
を防止でき、ノブ６の保持力を向上でき、固定装置１による組み付け後の見栄えもよい。
ノブ６をノブベース１０に連結するためのノブ連結用係止爪３３がスペースの大きいノブ
ベース１０の内部に形成できるので、ノブ連結用係止爪３３を撓みやすく形成できるだけ
でなく、ノブ６への連結強度を高くする強度も得ることができ、ノブ６の回転方向へのが
たつきを防止でき、ロック位置でのがたつきを防止できるので、フロアマット１１の引っ
張りによる抜け外れも確実に防止できる。
【００４１】
　以下、本発明の第２実施形態に係る、フロアマットをカーペットに固定する固定装置１
０１について説明する。図４１～図４３は、複数の部品から成る固定装置１０１の使用時
の態様を示しているので、図４１～図４３を参照して固定装置１０１の構成の概略を説明
する。図４１は、カーペット１０２の取付穴に取付穴の周囲部分を補強するように取付け
られ且つ中央に貫通穴を有する第１固定具１０３と、第１固定具１０３の貫通穴への挿入
によって第１固定具に取付けられるノブアセンブリ１０５とを示している。図４２は、フ
ロアマット１０６の取付穴に取付穴の周囲部分を補強するように取付けられ且つ中央に貫
通穴を有する第２固定具１０７を示している。図４３は、図４１に示す、カーペット１０
２に取付けられた第１固定具１０３及びノブアセンブリ１０５との組合せと、図４２に示
す、フロアマット１０６に取付けられた第２固定具１０７とによって、フロアマット１０
６をカーペット１０２に固定した様子を示している。なお、カーペット１０２及びフロア
マット１０６は、図示の便宜上、円板形部材で示されているが、それらの実際の形状は、
多くの場合、図４１～図４３に示す形状ではなく、例えば、カーペット１０２はフロアパ
ネルに広がるシート形状であり、フロアマット１０６は、所定のシート形状に形成されて
いることを了解されたい。
【００４２】
　図４１において、ノブアセンブリ１０５は、第１固定具１０３の貫通穴に挿入されて第
１固定具に連結されるノブベース１０９と、ノブベース１０９に連結されるノブ１１０と
から成る。第１固定具１０３は、カーペット１０２の取付穴１１１の周囲部分を両面から
挟持する、第１カーペットグロメット１１３と第２カーペットグロメット１１４とから成
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る。第１カーペットグロメット１１３と第２カーペットグロメット１１４は、それぞれ、
カーペット１０２の取付穴１１１の周囲部分に当接するフランジと、カーペット１０２を
挟持した状態で連結できる係止手段とを有する。図４２において、第２固定具１０７は、
フロアマット１０６の取付穴１１５の周囲部分を両面から挟持する、第１マットグロメッ
ト１１７と第２マットグロメット１１８とから成り、第１マットグロメット１１７と第２
マットグロメット１１８とは、それぞれ、フロアマットの取付穴の周囲部分に当接するフ
ランジと、フロアマット１０６を挟持した状態で連結できる係止手段とを有する。なお、
ノブベース１０９、ノブ１１０、第１カーペットグロメット１１３、第２カーペットグロ
メット１１４、第１マットグロメット１１７、及び第２マットグロメット１１８は、それ
ぞれ、プラスチック材料で一体成形される。また、図４１において、ノブアセンブリ１０
５は、フロアマット１０６をカーペット１０２に取付けるときにのみ、第１固定具１０３
に取付けるのが好ましい。更に、ノブアセンブリ１０５は、第１固定具１０３に連結され
た状態で、図８０に示される非ロック位置と、図８１に示されるロック位置とをとるよう
に、ノブ１１０がノブベース１０９に対して軸回りに回転できる。
【００４３】
　図４４～図５３を参照して第１固定具１０３の詳細を説明する。先ず、図４４～図４９
に第１固定具１０３の第１カーペットグロメット１１３が示されている。第１カーペット
グロメット１１３には、カーペット１０２の取付穴の周囲部分に当接するフランジ１１９
と、第２カーペットグロメット１１４と協働してカーペット１０２を挟持した状態で第２
カーペットグロメット１１４に連結できる係止手段としての係止部１２１を有する。係止
部１２１は、フランジ１１９に形成された貫通穴１２２を包囲するように垂下する筒状部
１２３の外側面に２対形成されている。筒状部１２３の内側には、ノブベース１０９に係
止する一対の係止肩１２５が形成されている。フランジ１１９から筒状部１２３に延びる
貫通穴１２２は、図示のように長円（真円を直径方向に対向する２辺で切断した非真円形
状）又は矩形に形成される。筒状部１２３の高さは、カーペット１０２の厚さに適合する
ように定められる。なお、筒状部１２３の下端には、筒状部１２３の強度を高く維持する
ように底面１２４（図４９）が形成されるのが好ましい。
【００４４】
　次に、図５０～図５３に、第１固定具１０３の第２カーペットグロメット１１４が示さ
れている。第２カーペットグロメット１１４は、カーペット１０２の取付穴の周囲部分に
当接するフランジ１２６と、第１カーペットグロメット１１３と協働してカーペット１０
２を挟持した状態で第１カーペットグロメット１１３の係止部１２１に連結できる係止手
段としての２対の係止部１２７を有する。係止部１２７は、第１カーペットグロメット１
１３の筒状部１２３を包囲して係止部１２１に係止するように小さく立ち上がる筒状部１
２９に形成されている。更に、フランジ１２６の外周縁部には、カーペット１０２に突き
出すピン１３０が多数形成されており、第１固定具１０３のずれや軸回りの回転を防止す
る。かかる構成の第１カーペットグロメット１１３は、カーペット１０２のおもて面に配
置され、第２カーペットグロメット１１４はカーペット１０２の裏面に配置される。ノブ
アセンブリ１０５は第１カーペットグロメット１１３から第２カーペットグロメット１１
４に挿入されて第１固定具１０３に連結される。
【００４５】
　図５４～図６４を参照して第２固定具１０７の詳細を説明する。図５４～図５９に、第
２固定具１０７の第１マットグロメット１１７が示されている。第１マットグロメット１
１７には、フロアマット１０６の取付穴の周囲部分に当接するフランジ１３１と、第２マ
ットグロメット１１８と協働してフロアマット１０６を挟持した状態で第２マットグロメ
ット１１８に連結できる係止手段としての多段の係止部１３３を有する。係止部１３３は
、フランジ１３１に形成された貫通穴１３４を包囲するように垂下する筒状部１３５の外
側面に、軸方向に多段で且つ外周面に沿った溝形状に形成されている。貫通穴１３４を形
成する筒状部１３５の内壁には、ノブ１１０の頭部が当接する係止部１３７が形成されて
いる。係止部１３７は、貫通穴１３４を形成する筒状部１３５の内壁面から中心の側に拡
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がる板状体で形成される。係止部１３７には、ノブ１１０の頭部が貫通できる長穴１３８
が形成されている。この長穴１３８は、ノブ１１０が非ロック位置にあるとき（図８０）
ノブの頭部１５３が貫通できるが、ロック位置にあるとき（図８１）ノブ頭部１５３が当
接して貫通できない形状（図示の例では楕円形の穴）に形成されている。筒状部１３５の
高さは、フロアマット１０６の厚さに適合するように定められる。
【００４６】
　図６０～図６４に第２固定具１０７の第２マットグロメット１１８が示されている。第
２マットグロメット１１８は、フロアマット１０６の取付穴の周囲部分に当接するフラン
ジ１３９と、第１マットグロメット１１７と協働してフロアマット１０６を挟持した状態
で第１マットグロメット１１７の係止部１３３に連結できる係止手段としての２対の係止
部１４１とを有する。係止部１４１は、第１マットグロメット１１７の筒状部１３５を包
囲して係止部１３３に係止するように小さく立ち上がる筒状部１４２に形成されている。
更に、フランジ１３９の外周縁部には、フロアマット１０６に突き出すピン１４３が多数
形成されており、第２固定具１０７の位置ずれや軸回りの回転を防止する。かかる構成の
第１マットグロメット１１７は、フロアマット１０６のおもて面に配置され、第２マット
グロメット１１８はフロアマット１０６の裏面に配置される。係止部１３７は、その長穴
１３８にノブアセンブリ１０５のノブ１１０の頭部１５３を受入れる。
【００４７】
　図６５～図７８を参照して、ノブアセンブリ１０５の詳細を説明する。図６５～図７１
に、ノブアセンブリ１０５のノブベース１０９が示されている。ノブベース１０９は、全
体として、矩形又は長円形状の横断面を有する筒状に形成されている。図示の実施形態で
は、ノブベース１０９は、横断面において真円を直径方向に対向する２辺で切断した非真
円形状の筒状に形成されている。既述のように、第１固定具１０３の貫通穴１２２（第１
カーペットグロメット１１３に形成されている）は、ノブベース１０９の横断面形状に相
似する形状に形成されており、これによって、ノブベース１０９は、貫通穴１２２を貫通
するが軸回りの回転が阻止されている。ノブベース１０９には、ノブベース１０９の軸方
向における中間位置において外周面を巡るように、ベースフランジ１４５が形成されてい
る。ベースフランジ１４５は、第１カーペットグロメット１１３の貫通穴１２２の周囲部
分に当接して貫通穴１２２を貫通しない大きさに形成され、ノブベース１０９を第１カー
ペットグロメット１１３に連結する場合の助けともなる。ノブベース１０９には、ノブベ
ースの横断面形状の長辺方向に沿った２つの外側面のそれぞれに、ベース係止爪１４６が
形成されている。ベース係止爪１４６は、ノブベース１０９を第１カーペットグロメット
１１３の貫通穴１２２の挿入すると、第１カーペットグロメット１１３の係止肩１２５に
係止してノブベース１０９を第１カーペットグロメット１１３（ひいては第１固定具１０
３）に連結する。この連結において、ノブベース１０９のベースフランジ１４５が第１カ
ーペットグロメット１１３のフランジ１１９に当接しているので、ベース係止爪１４６は
係止肩１２５へ係止して、ノブベース１０９を第１カーペットグロメット１１３（ひいて
は第１固定具１０３）に連結する。
【００４８】
　ノブベース１０９のベース係止爪１４６のそれぞれは、ノブベース１０９の端部（図６
８の下端部）からベースフランジ１４５に向けて且つ自由端（下端）がノブベース１０９
の外側面から外側に弾性的に張り出すように延びる薄い板状体で成る（図６６及び図７０
）。これによって、第１固定具１０３（の第１カーペットグロメット１１３の）貫通穴１
２２に挿入する力を低減する。この挿入時には、ノブベース１０９に連結されるノブ１１
０は非ロック位置（図７８、図７９）にある。
【００４９】
　更に、ノブベース１０９は、上端に、ベース頂部１４７を有し、このベース頂部１４７
を通ってノブ１１０がノブベース１０９に挿入される。ベース頂部１４７は、ノブ１１０
の軸部を受入れる長穴１４９が形成された板状体で形成されている。長穴１４９は、ノブ
１１０の軸部を、その長辺方向において貫通するのを許すが、短辺方向においては抜け出
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せない大きさに形成されている。
【００５０】
　ベース頂部１４７には、ノブ１１０の軸部をノブベース１０９に挿入するとノブ１１０
をノブベース１０９に連結する係止手段としてのノブ連結用係止爪１５０が一対形成され
ている。ノブ連結用係止爪１５０は、図７０及び図７１に図示のように、ベース頂部１４
７から一定長さ垂下する弾性係止爪で成る。更に、ノブベース１０９のノブ連結用係止爪
１５０には、ノブ１１０の軸部の係止肩に形成された突起を受入れる軸方向の溝１５１が
形成されており、溝１５１は、ノブ１１０がロック位置にあるときに突起を受入れる位置
に配置されている。これによって、ロック位置への回転の終了時を指への感覚によって知
ることができ、また、ロック位置の固定にも役立つ。ノブ連結用係止爪１５０は、ノブベ
ース１０９の内側のスペースが広いため、ノブ軸部の係止肩に確実に係止する大きさと強
度を有するように形成される。これによって、ノブ１１０がノブベース１０９に連結する
強度は一層高く維持される。ノブ連結用係止爪１５０は、筒状体のノブベース１０９のベ
ース頂部１４７から下方に向けて延びる板状に形成されており、ノブ連結用係止爪１５０
の幅方向の中間の、ノブ受入穴の輪郭を形成する溝１５１の部分においてノブ連結用係止
爪１５０は薄板に形成されて、ノブ１１０の軸部がノブ受入穴に挿入されるとき外方に撓
み易くなっており、ノブ軸部の挿入を容易にしている。
【００５１】
　更に、ノブベース１０９のノブ連結用係止爪１５０の溝１５１は、ノブ１１０の軸部の
係止肩に形成された突起を受入れる形状に形成されており、ノブ１１０の軸部がロック位
置にあるときにその突起を受入れる位置に配置されている。これによって、ロック位置へ
の回転の終了時を指への感覚によって知ることができ、また、ロック位置の固定にも役立
つ。すなわち、ノブ軸部の突起とノブベース１０９の溝１５１とは、ノブ軸部がロック位
置に回転したときにノブ連結用係止爪１５０の弾性に従って弾性的に突起が溝１５１に嵌
合する形状に形成されている。ノブ１１０の操作において固定操作の完了であるロック位
置への回転の感覚を、作業者にそのクリック感覚で確実に伝達できる。ノブ軸部の突起と
ノブベース１９０の溝１５１とは、嵌合した状態においてノブ軸部の横断面において突起
が溝１５１を埋めるように嵌合する形状に形成されている。これによって、ロック位置に
おいての回転をロックして、回転方向へのがたつきを防止できる。
【００５２】
　図７２～図７７にノブアセンブリ１０５のノブ１１０が示されている。ノブ１１０は、
第２固定具１０７（の第１マットグロメット１１７）の貫通穴１３４の周囲部分に当接す
るノブ頭部１５３と、ノブベース１０９のベース頂部１４７の長穴１４９に挿入されるノ
ブ軸部１５４を有し、ノブ軸部１５４にはノブベース１０９に係止する係止手段が設けら
れている。ノブ軸部１５４は、ノブベース１０９の空洞内での所定角度（図示の実施形態
では９０度）の回転によってベース係止爪１４６の内方への倒れ込みを阻止する幅広の形
状と、倒れ込みを阻止しない厚さを持つ細長い板状に形成されており、ベース係止爪１４
６の内方への倒れ込みを阻止しない非ロック位置とベース係止爪１４６の内方への倒れ込
みを阻止するロック位置とをとるように軸回りに回転できる。そのため、ノブ軸部１５４
は、ノブ頭部１５３から垂下する板状体であって、ノブベース１０９のベース頂部１４７
の長穴１４９の長辺方向において貫通するが短辺方向において抜け出せない大きさの矩形
横断面を有する幅広の板状体で形成される、ノブ頭部１５３は、ノブ軸部１５４の上端部
（図７２の上端部）に形成されてノブベース１０９のベース頂部１４７の長穴１４９を貫
通しない大きさに形成されている。更に、ノブ頭部１５３の頂面には指掛け部１５５が形
成されて、ノブ軸部１５４を非ロック位置とロック位置との間に軸回りに回転操作するの
を容易にする。
【００５３】
　ノブ軸部１５４には、ノブ軸部１５４をノブベース１０９に挿入するとノブ１１０をノ
ブベース１０９に連結する係止手段が形成されている。この係止手段は、ノブベース１０
９のノブ連結用係止爪１５０に係止する係止肩１５７で成る。この係止肩１５７は、ノブ
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ベース１０９のノブ連結用係止爪１５０に係止できる限り任意の形状でよい。図示の実施
形態においては、ノブ軸部１５４の幅広部分の、ノブ連結用係止爪１５０に係止できる位
置に対応する部分の幅を狭くすることによって形成している。これによって、ノブ軸部１
５４を、ノブベース１０９に挿入し十分に押込むと、ノブベース１０９のノブ連結用係止
爪１５０が係止肩１５７に係止してノブ１１０がノブベース１０９に連結される。なお、
押込み直後においてノブ軸部１５４はベース係止爪１４６の内方への倒れ込みを許す非ロ
ック位置にあるが、ノブ連結用係止爪１５０は溝１５１の形成によって半円筒形状に形成
されていて（図６９）、係止肩１５７の一部に係止するので、ノブ軸部１５４を、ノブベ
ース１０９に挿入し十分に押込むだけで、ノブ１１０がノブベース１０９に連結される。
押込み後、ノブ軸部１５４を軸回りに９０度回転することで、係止肩１５７が広い面積に
おいてノブ連結用係止爪１５０に係止する。この回転によって、ノブ軸部１５４は、幅広
の部分がベース係止爪１４６の内方への倒れ込みを阻止するように係合してロック位置と
なる。ロック位置において、ノブ１１０とノブベース１０９の連結は確実に維持される。
【００５４】
　ノブ軸部１５４の係止肩１５７には、係止肩１５７から軸方向にノブ頭部１５３に向け
且つ半径方向に突出する突起１５８が形成されている。この突起１５８は、ノブベース１
０９のノブ連結用係止爪１５０に形成された軸方向の溝１５１に嵌合することができる。
すなわち、ノブ軸部１５４がロック位置に回転されたとき、ノブ軸部１５４の幅広の部分
がベース係止爪１４６の内方への倒れ込みを阻止するように係合するとともに、突起１５
８が溝１５１に嵌合する。この嵌合によって、ノブ軸部１５４がロック位置へ回転し終え
たことをノブ頭部１５３の指掛け部１５５に指をかけている作業者に感覚で知らせること
ができる。また、突起１５８が溝１５１に嵌合することによって、ノブ軸部１５４をロッ
ク位置へ維持するので、ノブ１１０をロック位置に固定することができる。
【００５５】
　図７６～図７８には、ノブベース１０９にノブ１１０が組み付けられたノブアセンブリ
１０５が示されている。ノブ軸部１５４がノブベース１０９に挿入しされて十分に押込ま
れると、ノブベース１０９のノブ連結用係止爪１５０が係止肩１５７に係止して、ノブ１
１０がノブベース１０９に連結される。押込み直後において、ノブ軸部１５４はベース係
止爪１４６の内方への倒れ込みを阻止しない非ロック位置にある（図７８の実線の位置）
が、ノブ連結用係止爪１５０は半円筒形状に形成されて（図６９）、係止肩１５７の一部
に係止するので、ノブ１１０はノブベース１０９に連結された状態になる。押込み後、想
像線で示すように、ノブ軸部１５４を軸回りに９０度回転することで、ノブ軸部１５４は
、幅広の部分がベース係止爪１４６の内方への倒れ込みを阻止するように係合してロック
位置となり、係止肩１５７が広い面積においてノブ連結用係止爪１５０に係止して、ノブ
１１０とノブベース１０９の連結は確実に維持される。
【００５６】
　かかる構成で成る、固定装置１を用いて、フロアマット１０６をカーペット１０２に固
定する操作を、図７９～図８１及び図４１～図４３を参照しながら説明する。図４１のよ
うに、第１固定具１０３の第１カーペットグロメット１１３及び第２カーペットグロメッ
ト１１４がカーペット１０２に取付けられた後に、ノブベース１０９にノブ１１０が連結
されたノブアセンブリ１０５が第１固定具１０３の第１カーペットグロメット１１３に挿
入される。図７９は、その挿入直前の様子を示している。作業者はノブ頭部１５３をもっ
てノブアセンブリ１０５を第１固定具１０３に挿入する。
【００５７】
　図８０は、ノブアセンブリ１０５の挿入後の状態を示している。ノブアセンブリ１０５
の挿入において、ノブベース１０９のベース係止爪１４６は、内方へ撓み易く形成されて
いるので、作業者には、その挿入作業は容易にできる。挿入を完了すると、ベース係止爪
１４６が第１カーペットグロメット１１３の係止肩１２５に係止し、ノブベース１０９の
ベースフランジ１４５が第１カーペットグロメット１１３のフランジ１１９に当接するの
で、ノブアセンブリ１０５は、第１固定具１０３に確実に連結される。図８０において、
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ノブアセンブリ１０５は第１固定具１０３に連結され、ひいては、ノブアセンブリ１０５
はカーペット１０２に固定される。この固定状態で、ノブ１１０は非ロック位置にある。
なお、ノブアセンブリ１０５において、ノブ１１０とノブベース１０９との連結は、ノブ
１１０の係止肩１５７とノブベース１０９のノブ連結用係止爪１５０との係止によってい
るが、ノブ軸部１５４が幅広であって係止肩１５７が幅広になり且つノブ連結用係止爪１
５０が幅広に形成できるため、図８０の矢印１５９に示す方向におけるぐらつきを小さく
できる。
【００５８】
　図４２に示すように、第１マットグロメット１１７と第２マットグロメット１１８とで
成る第２固定具１０７がフロアマット１０６に取付けられている。このフロアマット１０
６を、図４３に示すように、ノブ１１０のノブ頭部１５３が第２固定具１０７の第１マッ
トグロメット１１７の貫通穴１３４を貫通する状態でカーペット１０２の第１固定具１０
３にフロアマット１０６の第２固定具１０７が重ねられ、そのまま押込まれる。押込みの
完了後、ノブ１１０のノブ軸部１５４が、非ロック位置からロック位置に、９０度軸回り
に回転されると、ノブ頭部１５３が第２固定具１０７の第１マットグロメット１１７に形
成された係止部１３７に当接して第２固定具１０７を軸方向に第１固定具１０３に押圧す
る。それととともに、ノブ１１０のノブ軸部１５４の幅広部分がノブベース１０９のベー
ス係止爪１４６が内方へ倒れ込むのを阻止して、ノブベース１０９のベース係止爪１４６
と第１固定具１０３の係止部である第１カーペットグロメット１１３の係止肩１２５との
係合がロックされる。これによって、図８１に図示のように、固定装置１０１によって、
フロアマット１０６がカーペット１０２に固定される。なお、ノブ軸部１５４が幅広であ
ってノブベース１０９のベース係止爪１４６に係合しているので、図８１の矢印１６１に
示す方向のぐらつきを小さくできる。
【００５９】
　図８２は、他の実施形態を示す。この実施形態においては、第１固定具１０３Ａにおい
て、第１カーペットグロメット１１３Ａには、ノブベース１０９のベース係止爪１４６が
係止する係止肩がなく、第２カーペットグロメット１１４Ａに、ノブベース１０９のベー
ス係止爪１４６が係止する係止肩１６２が形成されている。他の構成は、既述の固定装置
１の構成と同じであるので説明を省略する。第１固定具１０３Ａの場合、第１カーペット
グロメット１１３Ａは、カーペット１０２のおもて面に配置され、第２カーペットグロメ
ット１１４Ａはカーペット１０２の裏面に配置され、ノブアセンブリ１０５のノブベース
１０９は、第１カーペットグロメット１１３Ａから第２カーペットグロメット１１４Ａに
挿入されて、第１固定具１０３Ａに連結される。ノブアセンブリ１０５のノブベース１０
９への係止部としての係止肩１６２は、第２カーペットグロメット１１４Ａに形成され、
ノブアセンブリ１０５が第１固定具１０３Ａに連結される。この場合には、抜け方向（矢
印１６３）の力が加わった場合に、第２カーペットグロメット１１４Ａが強固にその力に
対抗できる利点がある。
【００６０】
　図８３は、固定装置１によってカーペット２に取付けられたフロアマット１１Ａが、ボ
デーパネル５４に取付けられる取付部５５を有するように形成されている。フロアマット
１１Ａが変形していても、本発明に係る固定装置は、フロアマットをカーペットに確実に
固定することができる。
【符号の説明】
【００６１】
　１　固定装置
　２　カーペット
　５　第１固定具
　６　ノブ
　７　第１カーペットグロメット
　９　第２カーペットグロメット
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１５　第２固定具
１７　第１マットグロメット
１８　第２マットグロメット
３３　ノブ連結用係止爪
３４　溝
３５　ノブ頭部
３７　ノブ軸部
３９　突起
１０１　固定装置
１０３　第１固定具
１０５　ノブアセンブリ
１０７　第２固定具
１０９　ノブベース
１１０　ノブ
１１３　第１カーペットグロメット
１１４　第２カーペットグロメット
１１７　第１マットグロメット
１１８　第２マットグロメット
１４６　ノブ係止爪
１５０　ノブ連結用係止爪
１５１　溝
１５３　ノブ頭部
１５４　ノブ軸部
１５８　突起
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