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(57)【要約】
　シャックルと、シャックルを受けるための通路を有す
る係合ハウジングと、ロック部材の外側表面へのアンダ
ーカット開口を有するシャックルに沿って間隔を置いて
配置された少なくとも２つのロック部材とを有するユニ
ット式セキュリティシールであって、少なくとも１つの
ピンが、ハウジング通路内に配置され、ハウジング内の
シャックルの除去不可能な係合をもたらすために、シャ
ックルが通路を通って進められたときアンダーカットに
係合するように向けられ、少なくとも１つのアンダーカ
ットが、脆性の大きい部材を断裂させるために十分な力
が加えられるまで、係合ハウジングからシャックルが除
去されることに抵抗するように係合ハウジングのピンに
係合するために、その入口と出口の間に配置された脆性
の大きい部材を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャックルと、
　前記シャックルを受けるための通路を有する係合ハウジングと、
　前記シャックルの少なくとも１つのロック部材であって、当該ロック部材の表面からア
ンダーカットフロアへ延出する少なくとも１つのアンダーカットを有し、前記アンダーカ
ットが全体的に前記シャックルの長手方向軸に沿って入口および出口を有するロック部材
と、
　前記シャックルの前記ロック部材が通路を通過する場合に前記アンダーカット内に延出
するように向けられた前記係合ハウジングの通路内に配置された少なくとも１つのピンと
を備え、
　前記アンダーカットが、脆性の大きい部材を断裂するために十分な力が加えられるまで
、前記係合ハウジングから前記シャックルが除去されることに抵抗するように、ピンに係
合するために入口と出口の間に配置された脆性の大きい部材を備えるユニット式セキュリ
ティシール。
【請求項２】
　前記脆性の大きい部材が、前記アンダーカットの前記フロアから突出する直立壁である
、請求項１に記載のユニット式セキュリティシール。
【請求項３】
　前記直立壁が、前記アンダーカットの前記出口に狭くなった通路を形成するために、前
記シャックルの前記長手方向軸に対して約１０°から２０°の角度で前記アンダーカット
の前記入口から傾斜する、請求項２に記載のユニット式セキュリティシール。
【請求項４】
　前記直立壁が、前記アンダーカットの前記出口に狭くなった通路を形成するために、前
記シャックルの前記長手方向軸に対して約１５°の角度で前記アンダーカットの前記入口
から傾斜する、請求項２に記載のユニット式セキュリティシール。
【請求項５】
　前記直立壁が近位縁を有し、前記ピンが後方縁を有し、前記脆性の大きい部材を断裂さ
せるために十分な力が加えられるまで、前記係合ハウジングから前記シャックルが除去さ
れることに抵抗するように、前記壁の前記近位縁が前記ピンの前記後方縁に係合する、請
求項２に記載のユニット式セキュリティシール。
【請求項６】
　壁のスパーが前記壁の前記近位端に配置され、基部のスパーが前記ピンの前記後方縁に
配置され、前記係合ハウジングから前記シャックルが除去されることに抵抗するように、
前記壁のスパーが前記ピンの基部のスパーと相互にかみ合う、請求項５に記載のユニット
式セキュリティシール。
【請求項７】
　前記ピンが前記狭くなった通路の幅に実質的に等しい所定の幅を有する、請求項３に記
載のユニット式セキュリティシール。
【請求項８】
　少なくとも１つの遠位のロック部材と、前記シャックルに沿って前記遠位のロック部材
から長手方向に間隔を置いて配置された少なくとも１つの近位のロック部材と、前記近位
のロック部材の前記アンダーカット内に配置された少なくとも１つの脆性の大きい部材と
を備える、請求項１に記載のユニット式セキュリティシール。
【請求項９】
　前記ピンが所定の長さを有し、前記ロック部材間の間隔が前記ピンの所定の長さよりも
短くなっている、請求項８に記載のユニット式セキュリティシール。
【請求項１０】
　少なくとも２つの隣接するロック部材のアンダーカットが、互いにオフセットしている
、請求項１に記載のユニット式セキュリティシール。
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【請求項１１】
　各ロック部材が、一対の全体的に正反対に位置するアンダーカットを有し、少なくとも
一対の対向するピンが前記係合ハウジング内に配置され、前記シャックルのロック部材が
前記通路を通過する場合に前記正反対に位置するアンダーカットに係合するように向けら
れた、請求項１に記載のユニット式セキュリティシール。
【請求項１２】
　前記シャックルが、それぞれが前記脆性の大きい部材を含む前記アンダーカットに増加
する段を形成するために、少なくとも２つの対向する全体的に平坦な面を備える中央の部
材を有する、請求項１１に記載のユニット式セキュリティシール。
【請求項１３】
　前記シャックルを前記係合ハウジングから除去しようとする際に十分な力が加えられた
場合に、前記脆性の大きい部材が断裂または歪んで曲がる、請求項１に記載のユニット式
セキュリティシール。
【請求項１４】
　少なくとも１つのラベルを貼る面または連番を振る面を備える、請求項１に記載のユニ
ット式セキュリティシール。
【請求項１５】
　シャックルと、
　前記シャックルを受けるための通路を有する係合ハウジングと、
　前記シャックルに沿って互いに間隔を置いて配置された少なくとも２つのロック部材で
あって、それぞれが、当該ロック部材の表面からアンダーカットフロアへ延出する少なく
とも１つのアンダーカットを有し、前記アンダーカットがそれぞれ、全体的に前記シャッ
クルの長手方向軸に沿って入口および出口を有するロック部材と、
　前記シャックルが前記通路を通過する場合、前記アンダーカットに係合するように向け
られたノーズ部分を有する、前記係合ハウジングの通路内に配置された少なくとも１つの
ピンとを備え、
　前記アンダーカットのうちの少なくとも１つが、前記アンダーカットの前記出口に狭く
なった通路を形成するために、前記シャックルの前記長手方向軸に対して約１０°から２
０°の角度で前記入口開口と出口開口の間に延出する脆性の大きい壁部材を備え、前記シ
ャックルが前記係合ハウジング内に進められるとき、前記シャックルを前記ピンを通過し
て案内し、前記脆性の大きい部材を断裂させるために十分な力が加えられるまで前記係合
ハウジングから前記シャックルが除去されることに抵抗するように、前記脆性の大きい部
材が配置される、ユニット式セキュリティシール。
【請求項１６】
　前記脆性の大きい壁部材が、壁のスパーを備える近位端を有し、前記ピンが基部のスパ
ーを備える後方縁を有し、前記係合ハウジングから前記シャックルが除去されることに抵
抗するように、前記壁のスパーが前記ピンの基部のスパーと相互にかみ合う、請求項１５
に記載のユニット式セキュリティシール。
【請求項１７】
　前記ピンが所定の長さを有し、前記ロック部材間の間隔が前記ピンの所定の長さよりも
短くなっている、請求項１５に記載のユニット式セキュリティシール。
【請求項１８】
　シャックルと、
　前記シャックルを受けるための通路を有する係合ハウジングと、
　前記シャックルに沿って間隔を置いて配置された少なくとも近位および遠位のロック部
材であって、前記シャックルの前記遠位端にあるプラグが、前記係合ハウジングの通路へ
のアクセスを阻止するように寸法を決められ、前記プラグが、全体的に前記シャックルの
長手方向軸に沿って球面プラグを横切って延出するフロアを有する係合スロットを有し、
　当該ロック部材のそれぞれが、互いに、かつ前記プラグの前記係合スロットと連通する
前記対応するフロアを有する、当該ロック部材の外側表面への少なくとも１つのアンダー
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カット開口を有し、
　隣接するロック部材の前記アンダーカットが互いにオフセットしているロック部材と、
　前記シャックルが前記通路を通過する場合、前記プラグの前記係合スロット、および前
記ロック部材の前記アンダーカットに係合するように向けられた前記係合ハウジングの通
路内に配置された少なくとも１つのピンとを備える、ユニット式セキュリティシール。
【請求項１９】
　前記プラグを前記シャックルに連結する脆性の大きいリンクを備える、請求項１８に記
載のユニット式セキュリティシール。
【請求項２０】
　前記近位のロック部材のアンダーカットが、脆性の大きい部材を断裂させるのに十分な
力が加えられるまで前記係合ハウジングから前記シャックルが除去されることに抵抗する
ように、前記ピンに係合するための脆性の大きい部材を備える、請求項１８に記載のユニ
ット式セキュリティシール。
【請求項２１】
　前記係合スロットが、当該セキュリティシールの前記遠位端が前記係合ハウジング内に
進められたときに、前記係合スロット内に前記ピンを向けるのを助けるために、前記係合
スロットへの前記入口に入口斜面を備える、請求項１８に記載のユニット式セキュリティ
シール。
【請求項２２】
　前記係合部材がそれぞれ、第１のアンダーカット開口から全体的に正反対に位置する第
２のアンダーカット開口を有し、前記プラグが、全体的に丸くなった上面、および前記球
面プラグの前記表面の第１の係合スロットから正反対に位置する第２の係合スロットを有
する、請求項１８に記載のユニット式セキュリティシール。
【請求項２３】
　前記係合スロットの前記底部表面が全体的に平坦であり、前記近位のロック部材のアン
ダーカットへの前記入口に増加する段がある、請求項２０に記載のユニット式セキュリテ
ィシール。
【請求項２４】
　シャックルと、
　前記シャックルを受けるための通路を有する係合ハウジングと、
　前記シャックルに沿って間隔を置いて配置された少なくとも近位および遠位のロック部
材であって、当該ロック部材のそれぞれが、当該ロック部材の外側表面への少なくとも１
つのアンダーカット開口を有し、隣接するロック部材の前記アンダーカットが互いにオフ
セットするロック部材と、
　前記シャックルが前記通路を通過したときに、前記アンダーカットに係合するように向
けられた前記通路内に配置された少なくとも１つのピンと、
　脆性の大きいリンクによって前記シャックルの前記遠位端に接合された前記遠位のロッ
ク部材の外側の輪郭を越えて突出するウイングを有する矢部材であって、前記ウイングが
、前記係合ハウジングに入り、それを通過するために内側に圧縮できるようにし、前記係
合ハウジングから前記シャックルが除去されることに抵抗するように、前記ウイングが前
記ハウジング通路から出現した後に前記係合の上縁に係合するために前記ハウジング通路
から出現したときに全体的にそのもとの形状に戻るようにできる十分な弾力性を有する矢
部材とを備え、
　前記シャックルを前記ハウジングから押すことにより、前記脆性の大きい部材が断裂し
、セキュリティシールが破られたことの表示を提供する、ユニット式セキュリティシール
。
【請求項２５】
　前記近位のロック部材のアンダーカットが、前記アンダーカットの前記出口に狭くなっ
た通路を形成するために、前記シャックルの長手方向軸に対して約１０°から２０°の角
度で前記入口開口と出口開口の間に延出する脆性の大きい壁部材を備え、前記シャックル
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が前記係合ハウジング内に進められるとき、前記シャックルを前記ピンを通過して案内し
、前記脆性の大きい部材を断裂させるために十分な力が加えられるまで前記係合ハウジン
グから前記シャックルが除去されることに抵抗するように、前記脆性の大きい部材が配置
される、請求項２４に記載のユニット式セキュリティシール。
【請求項２６】
　前記ピンが所定の長さを有し、前記ロック部材間の間隔が前記ピンの所定の長さよりも
短くなっている、請求項２４に記載のユニット式セキュリティシール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
[0001]　関連出願
　本出願は、２００７年３月１２日に出願の米国特許出願第１１／７１７，３７６号の一
部継続出願である。前述の特許出願の開示全体が、参照によって本明細書に援用される。
【０００２】
[0002]　本発明は、セキュリティシールに関し、より詳細には、脆性の大きい部材と、シ
ールの安全性を向上させる、アクセスを制限する構成とによって効率的に成形できるユニ
ット式または一体形成のセキュリティシールに関する。
【背景技術】
【０００３】
[0003]　効率的かつ経済的に製造することができ、使用が容易であるセキュリティシール
に対する大きなニーズがある。中空の本体がシャックルと係合する内部の可撓性フィンガ
と共に単体のユニットとして形成される、成形プラスチックで形成されたシールを含む多
くのシールが、現在のところ入手可能である。
【０００４】
[0004]　残念なことに、従来の知識によれば、このタイプのプラスチックセキュリティシ
ールを効率的に形成するためには、ハウジングがコラプシブルコア成形（collapsible co
re molding）の工具部材を使用することなく１工程で成形可能にするために両端のところ
で開いていなければならなかった。しかし、一般に、開いたハウジングにより、シャック
ルを保持するロック用フィンガを係合解除するために、ハウジング内にピックまたはその
他の工具を通過させ、それによりデバイスの安全機能を避けることが容易になる。
【０００５】
[0005]　成形プラスチックセキュリティシールの欠点を克服する様々な手法が長年にわた
って示されてきた。それらは全て、欠点のないものはなかった。従来技術に示された初期
の手法が図１Ａに示されている。この設計では、閉じたロックハウジング２がピン４と係
合する弾力性を有するロック部材３と共に形成されている。この設計は（不可能ではなく
ても）製造が非常に困難であり、複雑なコラプシブルコア成形システムを必要とし、その
システムは、多くの従来のセキュリティシールに典型的である非常に小さな縮尺で実施さ
れる場合、動作が困難になり、多くの誤って成形された製品を生産しやすくなり、大幅な
製造中断時間を伴うことが予測される。
【０００６】
[0006]　図１Ｂに示されるような従来技術の設計の別の例には、密封されたハウジング７
が含まれ、そのハウジング７は、ロック部材のボアを塞ぐために、密封されたハウジング
に装着された別個のロック部材６を備える。密封されたハウジング７は、シールを解除す
るためにハウジングの内部にアクセスする目的でハウジングの後方端部を切除することを
困難にするためにハウジングにプレス嵌めされた任意選択の金属シリンダ５を備える。残
念なことに、この設計は複雑であり、製造および組立てに費用がかかる。また、部材６を
ハウジング５およびレセプタクル７からこじ開けて外し、シャックルを解放し、シールが
荒らされたいかなる表示もなく、後に再び組み立てることによって、その安全機能が損な
われるおそれがある。
【０００７】
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[0007]　さらに別の従来技術の手法が図１Ｃに示されている。この図に示されるセキュリ
ティシールは、ボアの一方の端部が別個のカバー９によって閉鎖された開放ボアロック部
材８を備える。ここでも同様に、この手法は複雑であり、作製および組立てに費用がかか
り、荒らされて再び組み立てられるおそれがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
[0008]　したがって、本発明の１つの目的は、複雑なコラプシブルコア成形の要素を使用
することなくユニット式デバイスとして成形できる設計を有するセキュリティシールを提
供することである。
【０００９】
[0009]　本発明の別の目的は、作製が経済的であり、動作させるのが容易であるセキュリ
ティシールを提供することである。
【００１０】
[0010]　本発明の別の目的は、安全機能を免れることが特に困難であるセキュリティシー
ルを提供することである。
【００１１】
[0011]　本発明の別の目的は、デバイスを破壊することなしに、または機能が損なわれた
という表示を提供することなしには、荒されることが不可能な係合を達成するセキュリテ
ィシールを提供することである。
【００１２】
[0012]　本発明の別の目的は、ロック機構がセキュリティシールの不正な再利用を防止す
るのを助けるために破られた場合に、断裂または破断する１つまたは複数の脆性の大きい
部材を有するロック機構を有するセキュリティシールを提供することである。
【００１３】
[0013]　本発明の別の目的は、改竄を防止するためのアクセスを制限する部材を備えるセ
キュリティシールを提供することである。
【００１４】
[0014]　これらの、およびその他の目的および利点は、以下に示されるような本発明によ
って達成できる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
[0015]　本発明は、コラプシブル成形コア部品を使用することなく１つの工程で成形でき
るユニット式セキュリティシールである。それは、シャックルと、シャックルを受けるた
めのボアまたは通路と、セキュリティシールのロック機構が破られた場合に断裂または破
断する１つまたは複数の脆性の大きい部材とを備える係合ハウジングを備える。
【００１６】
[0016]　好ましくは、シャックルはそれに沿って間隔を置いて配置された少なくとも２つ
のロック部材を有する。各ロック部材は、ロック部材の外側表面からアンダーカットフロ
アまで延出する少なくとも１つのアンダーカットを有し、アンダーカットはシャックルの
長手方向軸に沿ってアンダーカットの両端に入口および出口を有する。ロック部材は好ま
しくは、複数の対の正反対に位置するアンダーカットを有し、隣接するロック部材のアン
ダーカット開口は互いにオフセット（offset）する。
【００１７】
[0017]　係合ハウジングがシャックルの近位端に隣接して配置される。それは、シャック
ルを受ける通路またはボア、およびシャックルのロック部材が通路を通過する場合にアン
ダーカット内に延出するように向けられた通路内に配置された少なくとも１つのピンを有
する。ロック部材が正反対に位置する複数の対のアンダーカットを有する好ましい一実施
形態では、シャックルのロック部材が通路を通過する場合に対向するアンダーカットと係
合するように、少なくとも２つの正反対に位置するピンが係合ハウジング内に配置される
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。
【００１８】
[0018]　本発明の１つの実施形態では、アンダーカットは、脆性の大きい部材を断裂させ
るために十分な力が加えられるまで係合ハウジングからシャックルが除去されることに抵
抗するように、係合ハウジングのピンに係合するために入口と出口の間に配置された脆性
の大きい部材を備える。好ましい一実施形態では、脆性の大きい部材はアンダーカットフ
ロアから突出する直立壁である。別の好ましい一実施形態では、直立壁は、アンダーカッ
トの出口に狭くなった通路を形成するために、シャックルの長手方向軸に対して約１０°
から２０°の角度でアンダーカットの入口から傾斜する。さらに好ましくは、直立壁はシ
ャックルの長手方向軸に対して約１５°の角度でアンダーカットの入口から傾斜する。
【００１９】
[0019]　ドーム型プラグが、係合ハウジングの通路への不正なアクセスを制限するように
寸法を決められたシャックルの遠位端に配置できる。プラグは、シャックルがハウジング
内の通路を通過するとき、プラグが係合ハウジングのピンを通過して移動できるように、
シャックルの長手方向軸に概ね沿ってプラグを横断して延出するフロアを有する係合スロ
ットを備える。ロック部材のアンダーカットフロア、およびプラグの係合スロットは、好
ましくは、シャックルが通路を通過すると、摺動し、跳ね返り、ロックされた構成になる
ことができるように互いに連通している。
【００２０】
[0020]　本発明の別の実施形態では、ユニット式セキュリティシールは、遠位ロック部材
の外側の輪郭を越えて突出するウイングを有する矢部材を備える。矢部材は脆性の大きい
リンクによってシャックルの遠位端に接合される。ウイングは、係合ハウジングの通路に
入り、それを通過するように内側に圧縮できるようにし、ハウジング通路から出現すると
き全体的にそのもとの形状に戻るようにできる十分な弾力性を有する。したがってウイン
グは、係合ハウジングからシャックルが除去されることに抵抗するように係合ハウジング
の上縁に係合する。閉じたシャックルをハウジングから押し出すことにより、脆性の大き
いリンクおよび矢部材が断裂し、セキュリティシールが破られたことの表示を提供する。
【００２１】
[0021]　新規であると考えられる本発明の特徴は、特に添付の特許請求の範囲に明記され
る。本発明は、その目的および利点と共に、同様の参照番号がいくつかの図の同様の要素
を同定する以下の図面と共に読めば、以下の説明を参照することによって最もよく理解す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１Ａ】[0022]従来技術のセキュリティシールの図である。
【図１Ｂ】従来技術のセキュリティシールの図である。
【図１Ｃ】従来技術のセキュリティシールの図である。
【図２Ａ】[0023]本発明による細長いセキュリティシールの斜視図である。
【図２Ｂ】本発明による細長いセキュリティシールの斜視図である。
【図３】[0024]図２Ａおよび２Ｂのセキュリティシールの近位部分の立面図である。
【図４Ａ】[0025]図３の線４Ａ－４Ａに沿った、図３のセキュリティシールのシャックル
を受ける係合ハウジングの拡大断面図である。
【図４Ｂ】[0026]図３の線４Ｂ－４Ｂに沿った、図３のセキュリティシールのシャックル
を受ける係合ハウジングの拡大断面図である。
【図５】[0027]３つの環状のロック要素を示す図２Ａおよび２Ｂのセキュリティシールの
シャックルの一部分の拡大立面図である。
【図５Ａ】[0028]セキュリティシールの環状のロック部材における全体的に台形のアンダ
ーカットの図である。
【図５Ｂ】セキュリティシールの環状のロック部材における全体的に台形のアンダーカッ
トの図である。
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【図５Ｃ】[0029]図５の線５Ｃ～５Ｃに沿った、セキュリティシールのシャックルの中央
の部材の断面図である。
【図６Ａ】[0030]係合ハウジングにシャックルをロックし、引出しに抵抗するために、シ
ャックルがそれを受けるセキュリティシールの係合ハウジング内に進むことを示す、図２
Ａおよび２Ｂのセキュリティシールの部分図である。
【図６Ｂ】係合ハウジングにシャックルをロックし、引出しに抵抗するために、シャック
ルがそれを受けるセキュリティシールの係合ハウジング内に進むことを示す、図２Ａおよ
び２Ｂのセキュリティシールの部分図である。
【図６Ｃ】係合ハウジングにシャックルをロックし、引出しに抵抗するために、シャック
ルがそれを受けるセキュリティシールの係合ハウジング内に進むことを示す、図２Ａおよ
び２Ｂのセキュリティシールの部分図である。
【図６Ｄ】係合ハウジングにシャックルをロックし、引出しに抵抗するために、シャック
ルがそれを受けるセキュリティシールの係合ハウジング内に進むことを示す、図２Ａおよ
び２Ｂのセキュリティシールの部分図である。
【図６Ｅ】係合ハウジングにシャックルをロックし、引出しに抵抗するために、シャック
ルがそれを受けるセキュリティシールの係合ハウジング内に進むことを示す、図２Ａおよ
び２Ｂのセキュリティシールの部分図である。
【図６Ｆ】係合ハウジングにシャックルをロックし、引出しに抵抗するために、シャック
ルがそれを受けるセキュリティシールの係合ハウジング内に進むことを示す、図２Ａおよ
び２Ｂのセキュリティシールの部分図である。
【図７】[0031]シャックルとシャックルを受ける係合ハウジングとの間に可撓性の細長い
ストラップを有する本発明の別の実施形態の斜視図である。
【図８】[0032]シールのハンドルを取り去った図７のセキュリティシールの遠位端の部分
拡大立面図である。
【図９】[0033]図７のセキュリティシールのシャックルを受ける係合ハウジングの切開立
面図である。
【図１０】[0034]シャックルを受ける係合ハウジングを有するロック係合における図７の
セキュリティシールのシャックルの立面図である。
【図１１】[0035]セキュリティシールのロック機構が破られた場合に断裂する、ロック部
材のアンダーカット内に配置された脆性の大きい部材を備える、本発明のセキュリティシ
ールの別の実施形態のシャックルの遠位端の部分立面図である。
【図１２】[0036]シャックルの遠位端がその長手方向軸の周りで９０°回転された、図１
１の実施形態のシャックルの遠位端の部分斜視図である。
【図１３】[0037]係合ハウジングの底部から見た図１１および１２によるセキュリティシ
ールの近位部分の部分斜視図である。
【図１４】[0038]シャックルをハウジングから押し出そうとして成功しなかったことを示
す、デバイス（ハウジングピンなしで）の切開された係合ハウジング内に配置された、図
１１および１２のシャックルの遠位端の部分立面図である。
【図１５】[0039]係合ハウジング内の通路に入るときに圧縮し、出現するときにもとの形
状に戻る、弾力性を有するウイングを備える第２の脆性の大きい部材を備える本発明のセ
キュリティシールの別の実施形態の遠位端の部分斜視図である。
【図１６Ａ】[0040]シャックルがセキュリティシールの係合ハウジングから押し出される
ときの脆性の大きい部材のせん断を示す、図１１および１２のセキュリティシールの遠位
端の部分図である。
【図１６Ｂ】シャックルがセキュリティシールの係合ハウジングから押し出されるときの
脆性の大きい部材のせん断を示す、図１１および１２のセキュリティシールの遠位端の部
分図である。
【図１６Ｃ】シャックルがセキュリティシールの係合ハウジングから押し出されるときの
脆性の大きい部材のせん断を示す、図１１および１２のセキュリティシールの遠位端の部
分図である。
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【図１６Ｄ】シャックルがセキュリティシールの係合ハウジングから押し出されるときの
脆性の大きい部材のせん断を示す、図１１および１２のセキュリティシールの遠位端の部
分図である。
【図１６Ｅ】シャックルがセキュリティシールの係合ハウジングから押し出されるときの
脆性の大きい部材のせん断を示す、図１１および１２のセキュリティシールの遠位端の部
分図である。
【図１６Ｆ】シャックルがセキュリティシールの係合ハウジングから押し出されるときの
脆性の大きい部材のせん断を示す、図１１および１２のセキュリティシールの遠位端の部
分図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
[0041]　次に図２Ａおよび２Ｂに注目すると、本発明によるユニット式セキュリティシー
ル１０が、デバイスの長手方向軸の周りに互いに対して１８０°回転した２つの図が示さ
れる。ユニット式セキュリティシール１０は、ポリプロピレン、ポリエチレン、ナイロン
、またはその他の適切な弾力性を有する樹脂から、１つの工程でコラプシブル成形コア部
品を使用することなく成形できる。セキュリティシールは、遠位端にハンドル１４、近位
端にシャックルベース１６を有するシャックル１２を備える。ハンドル１４は、好ましく
は把持を容易にするためのセレーション１８を有する。シャックルは任意の所望の長さで
あることができ、たとえば、１８インチ、１４インチ、１０インチ、またはそれより短い
長さであることができる。シャックル（ならびにデバイスの残りの部分）の材料および寸
法は、シャックルが、以下に述べられるデバイスの係合ハウジングに対して湾曲させるの
に十分な可撓性を有することが確実になるように選択される。
【００２４】
[0042]　シャックルベース１６は、直立する係合ハウジング２４を備える近位端でセキュ
リティシールプラットフォーム２２を担持する。プラットフォーム２２は、セキュリティ
シールに望みに応じてラベルを貼り、かつ／または連番を振るのに適切な、平坦な「フラ
グ」表面２６Ａおよび２６Ｂを示すために、図示された実施形態では拡大されている。
【００２５】
[0043]　係合ハウジング２４は、シャックル１２が図２Ａおよび２Ｂに示すように、ロッ
クされず、かつ曲げられていない場合にシャックル１２の長手方向軸に対してほぼ垂直に
延出する円錐部材２８を備える。円錐部材２８は、それを貫通して延出するボア３０の形
の中央の通路を有する。円錐部材の基部２９は、図示された実施形態では、係合ハウジン
グの強度を向上させ、一体性を確実にするために、一連の三角形のブレース部材３１へと
外側にフレア形に広がる。ブレース部材は、プラットフォーム２２内に形成される任意選
択の円形の台座３３の上に配置される。
【００２６】
[0044]　係合ハウジング内でシャックルの適切な不可逆的にロックを遂行するために、必
要に応じてハンドル１４およびシャックル１２をボア３０の入口３５内に挿入するように
使用者に指示するために、矢印３４がプラットフォーム２２の背面３６の上に成形される
。シャックルの不可逆的にロックする構成が、以下により詳細に説明される。
【００２７】
[0045]　図３は、正反対に位置するピン３８Ａおよび３８Ｂがボア３０内で確認できる、
図２Ａおよび２Ｂのセキュリティシールの近位端の一部分の拡大立面図である。ピンの長
手方向軸Ａ（図４Ａ）は、全体的にボアの軸に平行である。（図示されるように、２つの
ピンが好ましいが、１つのピンを使用することができる。）図４Ａおよび４Ｂの係合ハウ
ジング２６の断面図では、ピン３８Ｂがボア３０の壁４０の上に成形され、ボア内に延出
するのが確認できる。ピン３８Ａおよび３８Ｂはほぼ同一であり、それぞれが全体的に平
坦な角度になった側面４４および４６を有するテーパの付いたノーズ部分４２を備える。
図示された実施形態では、これらの側面は、ピンの長手方向軸Ａに対して約３０°の角度
になっているが、それらは任意の適切な角度であることができ、好ましくはその軸に対し
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て約２５から４０度の範囲の角度になっている。ピンは長さＣＣおよび幅ＤＤを有する。
【００２８】
[0046]　ピン３８Ａおよび３８Ｂのそれぞれは、ピンの基部４８も備える。基部はピンの
基部のいずれかの縁に後方に向けられた突起５６および５８を生成するためにピンの外縁
５２および５４に延出する窪み５０を有する。
【００２９】
[0047]　図５は、図２Ａおよび２Ｂのセキュリティシールのシャックル１２の一部分の拡
大立面図である。ここで確認できるように、シャックルは、一連の間隔を置いて配置され
た一体化した環状のロック部材６２を担持する、中央の部材６０を備える。図示された実
施形態における中央の部材６０は、対向する全体的に平坦な面６３および６５（図５Ｃ）
を有し、係合ハウジング内のシャックルの係合に打ち勝つのに十分な力がシャックルに伝
達されるおそれがある前に、中央の部材が破断することを確実にするために十分に薄くな
っている。シャックルの中央の部材におけるいずれかの箇所でのそのような破断は、セキ
ュリティシールが破られたことを知らせ、デバイスの不正な再利用を防止する。しかし、
中央の部材６０は、望みに応じて円形またはその他の断面形状であることができる。
【００３０】
[0048]　図５に示されるような（シャックルが湾曲されて係合ハウジング内にロックされ
る前の）真っ直ぐな構成では、線「Ｂ」によって示されるように中央の部材の中心の長手
方向軸は全体的に真っ直ぐである。ロック部材はそれぞれ、長さ「ＡＡ」を有し、距離「
ＢＢ」だけ中央の部材に沿って互いに長手方向に間隔を置いて配置されている。シャック
ルを回転させてロック部材６２内の全体的に台形のアンダーカット６４Ａおよび６４Ｂ（
図５Ａおよび５Ｂ）をピンに整列させるように移動させることは、以下に説明されるよう
に、ピンの基部における突起５６および５８が対面する、扇形切欠き６７の上方に傾斜す
る側７１によって抵抗を受ける。
【００３１】
[0049]　ロック部材の長さＡＡ、ロック部材の間の間隔ＢＢ、およびピンの長さＣＣの特
定の関係は、セキュリティシールにおいて
ＢＢ＜ＣＣ
ＡＡ＋ＢＢ＞ＣＣ
のように維持される必要がある。こうした関係を維持することは、シャックルが係合ハウ
ジング内の定位置にある場合に、ピンが全体的に台形のアンダーカットと係合したままに
なり、ピンが隣接するロック部材の間の間隔ＢＢ内で自由になる位置にシャックルが移動
できないようにするのを確実にする一助となる。
【００３２】
[0050]　ロック部材６２はそれぞれ、中央の部材の平坦な面６３および６５から上方に径
方向に延出し、各環状のロック部材の遠位縁６６から近位縁６８に延びる、全体的に台形
のアンダーカット６４Ａおよび６４Ｂを有する。全体的に台形のアンダーカットは、近位
縁６８と同一の広がりを有する出口開口７３、および遠位縁６６と同一の広がりを有する
入口開口７５を有する。開口７３および７５は実質的に平行であり、開口７５は開口７３
よりも大きい。したがって、ピン３８Ａおよび３８Ｂは、開口７５を通って入り、シャッ
クルが移動して係合部材２４と係合すると、全体的に台形のアンダーカットおよび開口７
３を通って「狭窄部分を通過した」状態になる。出口開口７３は幅ＥＥを有する。ピン３
８Ａおよび３８Ｂの幅ＤＤは、係合部材がピンから緩んで機能する可能性を最小限に抑え
るために、出口開口の幅ＥＥと実質的に等しくなっていることが好ましい。この文脈で「
実質的に等しい」は、出口開口の幅は、開口の両側と係合し、かつシャックルが係合ハウ
ジングを通って進められるのを妨げることがないようにしながら、ピンが出口開口を通過
できるようにするピンの幅に対する大きさのものであることを意味する。
【００３３】
[0051]　全体的に台形のアンダーカット６４Ａおよび６４Ｂは図５Ａおよび５Ｂに図示さ
れる。したがって、これらの図で確認できるように、アンダーカット６４Ａは、曲がって
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いないシャックルの中央の部材６０の長手方向軸Ｂに全体的に平行である内側の壁７０Ａ
、および長手方向軸Ｂに対して角度を付けられた外側の傾斜壁７２Ａを有する。図示され
た実施形態では、傾斜壁の角度「Ｃ」は長手方向軸Ｂに対して約１５°である。おおよそ
この大きさの角度が最も好ましいが、好ましくは、角度は約１０から２０度の範囲である
ことができる。アンダーカット６４Ｂは、アンダーカット６４Ｂの内側の壁７０Ｂが長手
方向軸Ｂに全体的に平行であり、外側の傾斜壁７２Ｂが内側の壁７２Ａの角度に全体的に
一致する角度になるように、全体的にアンダーカット６４Ａの鏡像になっている。環状の
ロック部材の近位端は、それぞれ、図５に示されるように扇形切欠き６７を有する。傾斜
壁７２Ａおよび７２Ｂは、ピンをアンダーカット領域内に案内するのを助け、ピンを全体
的に台形のアンダーカットから戻すことによってシャックルを係合部材から除去するのに
抵抗するために、入口開口に隣接する全体的に台形のアンダーカット内に突出する任意選
択のボス７８および８０も備えることができる。
【００３４】
[0052]　全体的に台形のアンダーカットの内側の壁および傾斜壁は、そのそれぞれの高い
点で、またはその付近で扇形切欠き６７と交わる。したがって、以下により詳細に説明さ
れるように、ピン３８Ａおよび３８Ｂの基部における突起が扇形切欠きの底部６９に当接
する場合、シャックルを回転させてピンを全体的に台形のアンダーカットと整列させるよ
うに配置することが、切欠きの上方に傾斜する側面７１によって抵抗を受ける。
【００３５】
[0053]　次に、シャックル１２が係合ハウジング２４の入口３５の中に「Ｃ」の方向で挿
入された場合に得られる不可逆的にロックする機能を示すために図６Ａ～６Ｆに注目する
。このように、シャックルの遠位端８２の一部分が、第１の環状のロック部材６２Ａの全
体的に台形のアンダーカット６４Ｂの外側の傾斜壁７２Ｂがピン３８Ａの側面４６に係合
して、図６Ａに示される。シャックル部材の遠位端が係合ハウジングのボア３０内にさら
に移動されると、ピンが傾斜壁７２Ｂに沿って乗り上がり、進む傾斜壁をピンに対して押
しつけた状態で進むシャックル部材が跳ね返り、または反時計回りに回転する（図６Ｂ）
。ピン３８Ａは、傾斜壁によって加えられた力のもとでわずかに撓むことができるが、シ
ャックルがピンを通過して移動するともとの位置に跳ね返って戻る。シャックルが図６Ｃ
に示される位置に達するとき、ピン３８のノーズ部分４２は、第１の環状のロック部材６
２Ａと、第２の環状のロック部材６２Ｂとの間の間隔８４Ａに入ると、環状のロック部材
６２Ａの全体的に台形のアンダーカット６４Ｂから出現し始める。
【００３６】
[0054]　図６Ｅでは、シャックルの最も遠位のロックリング６２Ａの全体的に台形のアン
ダーカット６４Ｂがピンから係脱するので、シャックル１２は、環状のロックリング６２
Ｂの全体的に台形のアンダーカット６４Ａがピン３８Ａのノーズ部分４２に交わる点に進
められて示される。図６Ｅでは、シャックルが進み続けると、接触面７０Ｂをピンに沿っ
て移動させ、それによってシャックルは跳ね返って戻り、ピンを傾斜壁７０Ｂに押しつけ
た状態で時計回りに回転する。これは、ピンの基部４８が図６Ｆに示されるように第１の
ロックリングの遠位縁６８を越えるまで続く。この位置では、ピン３８Ａまたは３８Ｂの
基部における突起５６および５８（図４Ａ）が扇形切欠きの底部６９に当接する。その結
果、シャックルを係合ハウジング２４から（それを「Ｄ」の方向に移動することによって
）どのように除去しようとしても、隣接するロック部材の全体的に台形のアンダーカット
のオフセットにより阻止される。さらに、ピンをロックハウジングの外に戻すために、ピ
ックまたはその他の部材を長手方向にボア３０内にどのように通過させてピンのところに
送り、シャックルを回転させようとしても、反対に向けられた全体的に台形のアンダーカ
ット６４Ａおよび６４Ｂのオフセットによって阻止される。さらに、ボアの近位端または
遠位端に行われる試みに関して、同じ結果が得られる。シャックルは、さらにロックハウ
ジング内に進むと、上述のように時計回りおよび反時計回りに交互に回転する。より多く
のロック部材が存在すると、ボア穴３０内で、およびその近位で各連続したロック部材ご
とにロック機構を無効にすることがより複雑になるので、シャックルを除去しようとする
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ことは、より多くのロック部材がピンを越えて移動した後にさらに困難になる。シャック
ルの除去へのこの抵抗は、傾斜壁がピンを通過して遠位に移動することを阻むのを助ける
ボス７８および８０によって促進される。
【００３７】
[0055]　図７～１０は、本発明の別の実施形態を示し、セキュリティシール１００には、
係合ハウジング１０４（セキュリティシール１０の構成２２および２４に対して上述した
ように構成された）と、遠位端にハンドル１０８を有する短くされたシャックル部分１０
６との間に配置された全体的に平坦なストラップ１０２が設けられている。図示された実
施形態では、シャックル部分１０６は、３つの環状のロック部材１１０、１１２、および
１１４を備える。
【００３８】
[0056]　シャックル部分１０６（図示の目的でシールのハンドルが取り去られている）の
遠位端が図８に示されている。この図で確認できるように、シャックルは全体的に断面が
円形の中央の部材１１６を備える。この図で明らかなように、ロック部材１１０、１１２
、および１１４はそれぞれ異なる構成を有するが、同じ長さ「ＡＡＡ」を有する。中間の
環状の部材１１２から始まり、このロック部材は、中央の部材１１６の表面１２０から径
方向上方に延出する全体的に台形のアンダーカット１１８を有する。この全体的に台形の
アンダーカットは、環状のロック部材１１２の遠位面１２２から近位面１２４に延出する
。近位面１２４は全体的に平坦であるが、近位に向けられたスパー１２６を備える。全体
的に台形のアンダーカットは、シャックルの長手方向軸に全体的に平行な内側の壁１２８
、および外側の傾斜壁１３０を備える。シャックルの軸に対する傾斜壁の角度は約１５°
であり、好ましくは約１０から２０度の範囲になる。
【００３９】
[0057]　最も遠位の環状のロック部材１１０（「入口ロック部材」）は、係合ハウジング
のロックピンの上にシャックルを案内し、シャックルが完全に係合された場合に係合ハウ
ジング１０４のボア１６０への入口を塞ぐ役割を果たす。入口ロック部材は、外側の側壁
１３４および内側の側壁１３６を有する全体的に真っ直ぐなアンダーカット１３２を有す
る。全体的に真っ直ぐなアンダーカットの壁の最も近位端は、以下に説明されるようにピ
ン１６２Ａおよび１６２Ｂがアンダーカットに進入するのを容易にするために１３８およ
び１４０において丸みを付けられている。また、アンダーカット１３２は、アンダーカッ
トの間にはっきりとした見通し線ができるのを防止し、したがって係合ハウジングに係合
されたシャックルの防護を乗り越えようと意図されたピックまたはその他の工具の進入を
防止するために、アンダーカット１１８に対してオフセットしている。これは、たとえば
環状のロック部材１１０内の内側の側壁１３６から近位に延出し、環状のロック部材１１
２の外側の傾斜壁１３０と交差する、破線１４２によって示される。
【００４０】
[0058]　最後に、シャックル１０６は、ストラップ１０２に取り付けられた近位の環状の
ロック部材１１４を備える。環状のロック部材１１４は、遠位面１４４、および中央の部
材１１６の表面１２０から径方向上方に延出する全体的に台形のアンダーカット１４６を
有する。アンダーカット１４６は、全体的に平坦な外側の壁１４８、および丸みを付けら
れた進入点１５２を有する内側の壁１５０、および内側に傾斜した基礎壁１５６を備える
。アンダーカット１４６は、その基部１５８において閉じられている。ロック部材１１０
と１１２の間の間隔がＦＦＦで示され、ロック部材１１２と１１４の間の間隔がＢＢＢで
示される。
【００４１】
[0059]　図９では、ボアまたは通路１６０が破線で示された係合ハウジング１０４が示さ
れている。ハウジング内のピン１６２Ａを表すために、係合ハウジングの一部分がこの図
で切除されている（ピン１６２Ｂが図の明瞭さを向上させるために取り去られている）。
ピン１６２Ａは、ピン３８Ａおよび３８Ｂのテーパの付いたノーズ４２に全体的に一致す
るテーパの付いたノーズ１６４を備える。ピン１６２Ａの基部１６６は、環状のロック部
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材１１２のスパー１２６に全体的に一致する後方に突出するピンのスパー１６８を備える
。ピンは、長さＣＣＣおよび幅ＤＤＤを有する。図１～７の本発明の実施形態の場合と同
様に、ピンの長さＣＣＣは環状の部材１１２と１１４の間の間隔ＢＢＢよりも長くなけれ
ばならず、ピンの幅ＤＤＤは、係合部材１０４が緩んで機能するおそれがある可能性を最
小限に抑えるために全体的に台形のアンダーカット１１８の出口開口ＥＥＥに実質的に等
しいことが好ましい。しかし、図示された実施形態では、環状の部材１１２と１１４の全
体的に台形の開口のオフセット、ならびにスパー１２６と１６８の係合によって、この実
施形態において重要なロック機能が得られるので、環状の部材１１０と１１２の間の間隔
ＦＦＦは、環状の部材１１２と１１４の間の間隔ＢＢＢより大きいことに留意されたい。
【００４２】
[0060]　次に図１０に注目すると、シャックル１０６の遠位端が係合ハウジング１０４内
にロックされて示されている。係合ハウジング内にロックされたシャックルの一部分が、
ハウジングの表面の下にあるので、この図では破線で示されている。この図から明らかな
ように、シャックルが最初にハウジングに挿入された場合、ピン１６２Ａは、（ピン１６
２Ｂが、シャックルの反対側にある同様のアンダーカットと整列して）真っ直ぐなアンダ
ーカット１３２と整列され、アンダーカットは、シャックルが係合ハウジング内に進めら
れると、ピンを通過して移動する。アンダーカットが環状のロック部材１１０と環状のロ
ック部材１１２の間の間隔ＦＦＦ内にピンを配置するためにピンを通過して移動されると
、ピンのノーズ１６４がアンダーカット１１８の外側の傾斜壁１３０に接触し、ピンがア
ンダーカット１１８の近位端に到達するまでピンに沿って傾斜壁が移動されるので、シャ
ックルが回転する。この点では、進むシャックルは、ピン１６２Ａをアンダーカット１１
８から出現させ、環状のロック部材１１２と環状のロック部材１１４の間の間隔ＢＢＢを
通って移動する。シャックルが移動し続けることにより、シャックルが係合部材内にさら
に移動したとき、傾斜した基礎壁１５６がピンに係合し、シャックルを反対方向に跳ね返
らせまたは回転させるまで、ピンのノーズ１６４を近位の環状のロック部材１１４のアン
ダーカット１４６に進入させる。環状のロック部材１１２の近位端１２４がピンを越え、
ピンの基部のスパー１６８も環状の部材１１２のスパー１２６を越えたとき、図示される
ように、回転によってスパー１２６および１６８が相互にかみ合って、シャックルが係合
ハウジング内に不可逆的にロックされる。したがって、アンダーカットを通してピンを戻
すように係合ハウジングをどのように捩じろうとしても、スパー１２６と１６８の間の係
合によって阻止され、係合ハウジングからシャックルを力ずくでどのように引き出そうと
しても、ピンの基部１６６とロック部材１１２の近位端との間の係合によって阻止され、
ピックまたは任意の工具が係合ハウジング内に入るようにどのように努力しても、入口ロ
ック部材１１０、およびアンダーカット１１８、１３２、１４６の間のオフセット（した
がって明らかな見通し線がないこと）によって防止される。
【００４３】
[0061]　図１１および１２は、図７～１０の実施形態の改良を示す、本発明のユニット式
セキュリティシール２００の別の実施形態の遠位端の部分立面図である。図１１および１
２の実施形態は、以下により詳細に論じられるように、３つの環状のロック部材２２２、
２４２、および２６６、ならびに任意選択の遠位のプラグ２０４を備える。セキュリティ
シール２００は、シャックル部分の両側の平坦な面２０２Ａおよび２０２Ｂ（図示されな
い）を有するシャックル部分２０１も備える。シャックル部分２０１は、任意選択の矩形
の切込み２０５を有する平坦なストラップ２０３に接合されて、過度の力がストラップに
加えられた場合に、その切込みの角とストラップの縁との間のストラップの狭くなった領
域においてのストラップの破断を確実にする。切込みがない場合でも、過度の力が加えら
れた場合に、ストラップが破断するように（厚さ、幅、材料等の点で）設計されることが
好ましい。
【００４４】
[0062]　ストラップ２０３は、図１１および１２の縁を越えて、図１～６の実施形態の係
合ハウジング２４、または図７～１０の係合ハウジング１０４のような係合ハウジング２
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０７を備えるセキュリティシールの近位端に延出する。その基部または後方縁にスパー２
６２を有する正反対に配置されたピン１６２Ａおよび１６２Ｂを備える係合ハウジング２
０７の部分底部斜視図が図１３に示される。本発明の前述の実施形態のように、セキュリ
ティシールは図２～３のフラグ表面２６Ａおよび２６Ｂのような表面を備えるフラグも備
えることができる。
【００４５】
[0063]　セキュリティシール２００は、その遠位端に、係合スロット２０６Ａを有する任
意選択の球面プラグ２０４を備え、この係合スロット２０６Ａは、シャックル部分の長手
方向軸と全体的に整列する球面プラグの直径を横切って延出する。プラグは図示された実
施形態では球面であるが、図１４に関連して以下に説明されるように、工具によってプラ
グをどのように捕捉しようとすることも防止するのを助ける、上面が全体的にドーム様の
表面を表す限り、それはその他の形状であってもよい。実質的に同一の係合スロット２０
６Ｂ（図示されない）が、球面プラグの反対の表面に係合スロット２０６Ａの正反対に配
置される。係合スロット２０６Ａおよび２０６Ｂのフロア２０８が、全体的に平坦であり
、シャックル部分２０１のそれぞれの平坦な面２０２Ａおよび２０２Ｂと同一平面上にあ
る。図示されるように、球面プラグ２０４がネック部材２１４によってシャックル部分２
０１の遠位端に取り付けられることが好ましいが、そのようなネック部材は必ずしも含ま
れる必要がない。好ましい一実施形態では、ネック部材は存在し、プラグを押しのけるこ
とによってプラグを避けようとすることにより、プラグが破断し、シールに改竄の表示を
与えるように脆性の大きいリンクになる。
【００４６】
[0064]　係合スロット２０６Ａ（およびその対応する係合スロット２０６Ｂ）は、係合ス
ロットへの入口２１６Ａに任意選択の入口斜面２１８および２１９を備える。斜面２１８
および２１９は、セキュリティシールの遠位端が係合ハウジング内に進められたとき係合
スロット内にピン１６２Ａおよび１６２Ｂを誘導するのを助ける。係合スロットは、側面
２２０および２２１を有し、同様に、以下により詳細に説明されるようにシャックルの遠
位端が係合ハウジング内のピンを越えて妨害されずに移動するのを促進するために、図示
されるように、係合スロットの近位端に出口斜面２２３を備えることができる。
【００４７】
[0065]　球面プラグ２０４から近位に移動すると、次にシャックル部分の最も遠位のロッ
ク部材２２２に対面する。ロック部材２２２は、真っ直ぐな円筒形の外側の輪郭を有する
部分２２６内に移行する丸くなったノーズ部分またはドーム２２４を有する。外側のロッ
ク部材は実質的に同じ外側の輪郭を有する。円筒形部分２２６（およびその他のロック部
材の円筒形部分）の外側の輪郭は、好ましくは、係合ハウジングのボア２０９内で緊密で
あるが摺動可能な嵌めを達成するように寸法を決められている。第１のロック部材の表面
の部分は、図示されるようにフロア２２９Ａを有するアンダーカット２２８Ａ内に形成さ
れる。本発明の好ましい一実施形態では、フロア２２９Ａはロックハウジングピンに関す
る間隙を提供するためにシャックルの平坦な面２０２Ａと同一平面になるが、以下に詳細
に示されるように、次にピン１６２Ａとバリア壁２５２の間の適切な係合を確実にするた
めにロック部材への入口２４５に段２３３を形成するために厚みを付けられる。同一のア
ンダーカット２２８Ｂおよび段が、アンダーカット２２８Ａに対してほぼ正反対に位置す
るロック部材の下側に配置される。
【００４８】
[0066]　ロック部材２２２内のアンダーカットは、シャックル部分の長手方向軸に全体的
に平行な第１の全体的に平坦な壁２３０を有するが、アンダーカットの遠位端に丸みを付
けられた角２３１を有することができる。平坦な壁２３０は、スロット２０６Ａの対応す
る最も広い近位の点と整列し、その点は図示された実施形態では、傾斜２２０の近位端に
一致することも好ましい。全体的に対向する平坦な壁２３０であるアンダーカット２２８
Ａの第２の壁２３４は、シールが閉じ、ロックされたときに、係合ハウジング内の係合ピ
ンを越えてシャックルの遠位端の弾力性のある動きを促進する際に狭窄部として機能する
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ために、図示されるように形状が不規則である。第２の壁２３４は、係合スロット２０６
Ａの壁２２１と整列する入口部分２３５を有する。壁２３４は、移行点２３６まで緩やか
に内側に（平坦な壁２３０に向かって）テーパを付けられ、その移行点２３６において、
シャックルが係合ハウジング内のピンを越えて移動するときに適切な間隙を確実にするた
めに、壁２３４が外側に傾斜した区域２３８に移行する。
【００４９】
[0067]　セキュリティシールの近位端に向かって進むと、次に間隔２４０（図８の間隔Ｆ
ＦＦに対応する）に対面し、それに続いて中間の環状のロック部材２４２に対面する。中
間のロック部材は、シャックル部分の長手方向軸に沿った入口２４５および出口２４７を
有するアンダーカット２４４を備える。アンダーカットはフロア２４９を有する。アンダ
ーカット２４４は、シャックル部分の長手方向軸に全体的に平行であり、かつアンダーカ
ット２２８Ａの最も広い対応する近位部分と全体的に整列する第１の平坦な壁２４６から
延出する。さらに、第２の環状のロック部材２４２の遠位端は、２５０で示されるように
丸みを付けられていることが好ましい。
【００５０】
[0068]　中間のアンダーカット２４４は、セキュリティシールの残りの部分と一体であり
、その部分と同じ材料から形成された、直立する脆性の大きいバリア壁２５２の形の脆性
の大きい部材を備える。脆性の大きいバリア壁２５２は、対向する側面２５４Ａおよび２
５４Ｂを有し、その上縁は、通路の縁と干渉することなく係合ハウジングを通過できるよ
うに、環状のロック部材２４２の外側の輪郭２５８に一致する形状にされる。好ましくは
、側面２５４Ｂは、ピンを越えてアンダーカットの狭窄部を通すのを助けるためにわずか
に湾曲される。近位に向けられたスパー２６０は、バリア壁２５２の近位端に配置されて
いる。
【００５１】
[0069]　直立するバリア壁は、好ましくは、アンダーカットの出口に狭くなった通路を形
成するために、シャックルの長手方向軸に対して約１０°から２０°の角度でアンダーカ
ットの入口から下方に傾斜する。さらに好ましくは、バリア壁は、シャックルの長手方向
軸に対して約１５°の角度でアンダーカットの入口から下方に傾斜する。また、好ましく
は、ピン１６２Ａおよび１６２Ｂは、狭くなった通路の幅に実質的に等しい所定の幅のも
のである。
【００５２】
[0070]　セキュリティシール２００の動作においては、脆性の大きい壁２５２の表面２５
４Ｂは、前述の実施形態におけるスパー１２６に対応する壁のスパー２６０を有する、図
８に示された本発明の実施形態のアンダーカット１１８の外側の傾斜壁１３０に全体的に
対応する。壁のスパー２６０は、ピンの基部のスパー２６２と相互にかみ合わせ（図１３
）、図７～１０のセキュリティシールの実施形態に関して前述したような係合ハウジング
内のシャックルを不可逆的にロックする。しかし、ロックされた、または係合されたシャ
ックルを係合ハウジングから除去するために、それに十分な力が加えられると、脆性の大
きい壁２５２は、以下に図１６Ａ～１６Ｆに示されるように、アンダーカット２４４から
断裂する。より好ましくない状態では、壁は少なくとも歪んで曲がり、シールの再挿入お
よび再ロックを防止するために、十分に曲がった状態のままになる。次いで、係合ハウジ
ングを通ってシャックル部材を戻して押すことによってセキュリティシールが再び閉じら
れると、脆性の大きい壁がない（または非係合状態で曲がる）のでロックしない。これに
より、セキュリティシールが破られた表示が提供される。
【００５３】
[0071]　シャックルが係合ハウジングから押し出された場合に、脆性の大きいバリア部材
が望みに応じてせん断することを確実にするために、ユニット式セキュリティシールの材
料は、適切な引張特性、および破断伸び特性を有することが好ましい。たとえば、少なく
とも約３００，０００ｐｓｉの曲げ弾性率、および７３°において約５０％から８０％、
好ましくは約７５％の破断伸びを有する材料が現在のところ好ましい。シールを作成する



(16) JP 2010-522678 A 2010.7.8

10

20

30

40

50

際に使用できる１つの材料に、Ｄｅｌｒｉｎ　５００Ｔの商標でＤｕＰｏｎｔ社によって
販売されているポリアセタールがある。
【００５４】
[0072]　引き続き近位方向に進むと、次にベルト間隔２６４に対面し、それに続いて図８
～１０の実施形態のアンダーカット１１８と同様のアンダーカット２６７を有する近位の
ロック部材２６６に対面する。好ましくは、ピン１６２Ａおよび１６２Ｂは、所定の長さ
を有し、中間のロック部材と近位のロック部材の間の間隔２６４は、ピンの所定の長さよ
り短くなっている。
【００５５】
[0073]　したがって、本発明の本実施形態に関する係合プロセスは、図７～１０の実施形
態に関して上述したことに全体的に類似し、脆性の大きいバリア壁２５２の側面２５４Ｂ
が、アンダーカット１１８の外側の傾斜壁１３０と同じ様式で機能し、外側の傾斜壁１３
０に関して上でより詳細に説明したように、壁２５２がピンに沿って移動すると、シャッ
クルを跳ね返らせる。
【００５６】
[0074]　次いで図１４を参照すると、図１１および図１２のセキュリティシールのシャッ
クルの遠位端が（ピン１６２Ａおよび１６２Ｂなしで）セキュリティシールの係合ハウジ
ング２０７内に配置されている立面図が示されており、ハウジング２０７が切り開かれて
、シャックル部分の遠位端が示されている。この図で確認できるように、ドーム型のノー
ズ部分２５６が係合ハウジングのボア２０９への進入を阻止する。ドーム型ノーズ部分は
、この図で係合ハウジングの上縁２８４に隣接して配置されて示されるが、ノーズ部分が
上縁から間隔を置いて配置されたとしても、係合ハウジングからシャックルをどのように
して押し戻すことも防止するのを助ける。これは第１に、ドーム型ノーズ部分により、シ
ャックルをハウジングから出すために係合ハウジングの通路のボア２０９内に工具を通過
させることが、不可能ではないにしても、非常に困難になるからである。第２に、丸くな
ったノーズ部分の丸くなった露出表面により、シャックルを係合ハウジングのボアから押
し戻すためにネジまわし２６８などの工具によって捕捉するのが非常に困難になるからで
ある。したがって、この図では、ネジまわし２６４が、丸くなったノーズ部分の表面をか
すめて離れ、それによってシャックルを係合ハウジングから押し戻そうとするのを防止す
るところが示されている。また、ノーズ部分２５６がなくても、ロック部材のドーム表面
によって工具による捕捉が困難になるようにして、ロック部材２２２のドーム２２４がハ
ウジングから突出するようにシールを構成することができる。
【００５７】
[0075]　さらに、シャックルを係合ハウジングのボアから押し戻すことが可能であっても
、図１６Ａ～１６Ｆに関して以下に説明するように、これによってセキュリティシールの
ロックするフィーチャが破壊される。シールされた容器またはその他の品目が改竄されて
いないことを示すためにセキュリティシールが使用される場合、これによって破られたシ
ールが不正に再利用できないことが確実になる。
【００５８】
[0076]　図１５は、図１１および１２に示された本発明の別のセキュリティシールの実施
形態を示しており、この実施形態は、ドーム型ノーズ部分２５６に代わって、環状のロッ
ク部材２２２、２４２、および２６６の外側の輪郭２６８を越えて突出する弾力性を有す
るウイング２７２および２７４を有する矢部材２７０が使用されている。矢部材２７０は
、脆性の大きいリンク２７６によってシャックル部分２０１の遠位端に接合されている。
【００５９】
[0077]　したがって、本発明によるセキュリティシールの遠位端が係合ハウジング内の通
路に押し込まれた場合に、矢部材２７０のウイング２７２および２７４が内側に圧縮され
通路の底部から出現し、全体的にそのもとの形状に戻って、それによりウイングの下側面
２８０および２８２が係合ハウジングの上縁２８４（図１４）に係合する。シャックルを
係合ハウジングから押し戻そうとした場合に、ウイングの下側面が係合ハウジングの上縁
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クが破断する。次いで、シャックルが係合ハウジングに再挿入された場合に、当然ではあ
るが矢部材がなくなっていて、セキュリティシールが改竄されたことの視覚的な表示を提
供する。
【００６０】
[0078]　次に図１６Ａに注目すると、拡大されたシャックル部分２０１が示され、係合ハ
ウジングの大部分が取り去られ、ピン１６２Ａのスパー２６２がハウジングの脆性の大き
いバリア壁２５２のスパー２６０と相互にかみ合っている。次に、シャックルの遠位端に
力が方向「Ｆ」に加えられると、脆性の大きいバリア壁２５２がアンダーカット２２８Ａ
のフロア２２４Ａから断裂し始め、図１６Ｂから１６Ｅに示されるように、脆性の大きい
部材がアンダーカットのフロアから破壊されるまで続き、図１６Ｆに示されるように離脱
する。脆性の大きい部材がなくなると、セキュリティシールのロック機能が破壊されシー
ルが改竄されたことを表示する。シールが再び取り付けられた場合、ハウジングからシャ
ックルを除去するために方向「Ｆ」に軽い圧力を単に加えることで、破れたことが容易に
再確認でき、脆性の大きいバリア壁によって供給されるロック機能がないことが確認され
る。
【００６１】
[0079]　本明細書に記載された、公報、特許出願、および特許を含む全ての参考文献は、
各参考文献を本明細書に参照によって援用するために個別かつ具体的に示され、完全に明
記されるのと同じ範囲に、参照によって本明細書に援用される。
【００６２】
[0080]　本発明を説明する文脈において、用語「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」なら
びに同様の照応（特に添付の特許請求の範囲の文脈において）の使用は、本明細書に特に
示さない限り、または文脈によって明らかに否定されない限り、単数および複数の両方を
含むと解釈されるべきである。本明細書の値の範囲の列挙は、本明細書に特に示さない限
り、範囲内に収まるそれぞれ個別の値に対して個別に参照する簡潔な方法としての役割を
果たすことを意図するだけであり、それぞれ個別の値は、あたかも本明細書に個別に列挙
されているかのように本明細書に援用される。本明細書に説明された全ての方法は、本明
細書に特に示さない限り、または文脈によって明らかに否定されない限り、任意の適切な
順で行うことができる。本明細書に与えられる任意および全ての例、または例示の言語（
たとえば「など」）の使用は、本発明をよりよく明示するためだけに意図され、特許請求
の範囲に特に示さない限り、本発明の範囲の限定を提起しない。明細書内の言語は１つと
して、本発明の実施に必須である、特許請求の範囲に記載されない任意の要素を示すと解
釈すべきではない。
【００６３】
[0081]　本発明の好ましい実施形態は、本発明を実施するために発明者らに既知のベスト
モードを含み、本明細書に記載される。図示された実施形態は例示のためだけのものであ
り、本発明の範囲を限定すると解釈すべきではないことを理解されたい。
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