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(57)【要約】
　スナップ動作による連結を可能とする別箇の可撓性舌
部（３）を備えた機械的係止システムを設けられたパネ
ルが示される。別箇の可撓性舌部（３）の外縁部（３ａ
）は、パネルの簡単な分解を促進するとともに、係止及
び／又は係止解除中に変形するガイド突起（１０）を備
えている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１パネル（１）と第２パネル（２）とを備えた一組のパネル（１、２）であって、前
記第１パネルと前記第２パネルとの機械的連結を得るように、前記第２パネル（２）のパ
ネル縁部（１２）が前記第１パネル（１）のコア溝部（６）に挿入可能であり、前記第１
及び第２パネルが互いに本質的に直交して配設されているときの前記第１及び第２パネル
の本質的に直線的な相対移動によって、前記パネル縁部（１２）は前記コア溝部（６）に
挿入可能である、一組のパネルであって、
　前記パネル縁部（１２）は別箇の可撓性舌部（３）を備えるとともに前記コア溝部（６
）は舌部用溝部（５）を備えており、又は、前記パネル縁部（１２）は舌部用溝部（５）
を備えるとともに前記コア溝部（６）は別箇の可撓性舌部（３）を備えており、
　前記第１パネルの主面（ＭＰ－１）に対して直交する第１方向において前記パネルを互
いに連結するように、前記別箇の可撓性舌部（３）は前記舌部用溝部（５）に挿入可能で
あり、
　前記第２パネルの主面（ＭＰ－２）に対して直交する第２方向において前記パネルを互
いに連結するように、前記第２パネル（２）の前記パネル縁部（１２）は、前記第１パネ
ル（１）の前記コア溝（６）と協働するように構成されており、
　前記別箇の可撓性舌部（３）の長手方向は、前記パネル縁部及び／又はコア溝部に対し
て平行に延在しており、
　前記別箇の可撓性舌部（３）は、挿入溝部（４）に配設されていて、前記第１及び第２
パネルの係止中に、前記挿入溝部（４）の底部に向かって内方に、そして前記舌部用溝部
（５）内へと外方に移動可能であり、
　前記別箇の可撓性舌部（３）は、ガイド突起（１０）を前記別箇の可撓性舌部（３）の
短縁に備え、前記ガイド突起（１０）は、前記第１及び第２パネルの係止及び／又は係止
解除中に、その形状が変化するように構成されている、
　ことを特徴とする一組のパネル。
【請求項２】
　前記ガイド突起（１０）は、更に、前記係止中に前記挿入溝部（４）の内部に接触する
ように構成されている、
　請求項１に記載の一組のパネル。
【請求項３】
　前記第１パネル（１）及び前記第２パネル（２）の係止状態において、前記挿入溝部（
４）の内部と前記ガイド突起（１０）との間にスペースが存在している、
　請求項１に記載の一組のパネル。
【請求項４】
　前記ガイド突起（１０）は湾曲した形状であるとともに、ロッド形状工具（９）が前記
挿入溝部（４）に挿入されると、前記ロッド形状工具（９）を前記舌部用溝部（５）内へ
ガイドするように構成されている、
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の一組のパネル。
【請求項５】
　前記ロッド形状工具（９）は、本質的に丸い断面を備えている、
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の一組のパネル。
【請求項６】
　前記別箇の可撓性舌部（３）は、前記舌部（３）の長さ方向に延在する複数の可撓性突
起（８、１０）を備えている、
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の一組のパネル。
【請求項７】
　前記パネル縁部（１２）が前記舌部用溝部（５）を備えるとともに前記コア溝部（６）
が前記別箇の可撓性舌部（３）を備えている場合、前記舌部用溝部（５）は、前記第２パ
ネル（２）の下側面（２ａ）に又は上側面（２ｂ）に配設されている、
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　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の一組のパネル。
【請求項８】
　前記パネル縁部（１２）が前記舌部用溝部（５）を備えるとともに前記コア溝部（６）
が前記別箇の可撓性舌部（３）を備えている場合、前記挿入溝部（４）は前記第１パネル
（１）の前記コア溝部（６）に形成されている、
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の一組のパネル。
【請求項９】
　前記挿入溝部（４）は、前記コア溝部（６）の側壁（６ａ）に配設されている、
　請求項８に記載の一組のパネル。
【請求項１０】
　第１パネル（１）と第２パネル（２）とを備えたパネル（１、２）であって、前記第１
と前記第２パネルとの機械的連結を得るように、前記第２パネル（２）のパネル縁部（１
２）が前記第１パネル（１）のコア溝部（６）に挿入可能であり、前記第１及び第２パネ
ルが互いに本質的に直交して配設されているときの前記第１及び第２パネルの本質的に直
線的な相対移動によって、前記パネル縁部（１２）は前記コア溝部（６）に挿入可能であ
る、パネル（１、２）の係止のための係止システムであって、
　前記係止システムは、
　前記コア溝部（６）に形成された挿入溝部（４）に配設された別箇の可撓性舌部（３）
と、
　前記パネル縁部（１２）にある舌部用溝部（５）であって、前記別箇の可撓性舌部（３
）の一部を収容するように適合された舌部用溝部（５）と、を備え、
　前記別箇の可撓性舌部（３）は、ガイド突起（１０）を前記別箇の可撓性舌部（３）の
短縁に備え、前記ガイド突起は、ロッド形状工具（９）が前記舌部用溝部（５）の少なく
とも一部に挿入されると、その形状が変化するように構成されている、
　ことを特徴とする係止システム。
【請求項１１】
　前記ロッド形状工具（９）は、本質的に丸い断面を備えている、
　請求項１０に記載の係止システム。
【請求項１２】
　第１パネル（１）と第２パネル（２）とを備えた一組のパネル（１、２）であって、前
記第１パネルと前記第２パネルとの機械的連結を得るように前記第２パネル（２）のパネ
ル縁部（１２）は前記第１パネル（１）のコア溝部（６）に挿入可能であり、前記第１及
び第２パネルが互いに本質的に直交して配設されているときの前記第１及び第２パネルの
本質的に直線的な相対移動によって、前記パネル縁部（１２）は前記コア溝部（６）に挿
入可能である、一組のパネルであって、
　前記パネル縁部（１２）は別箇の可撓性舌部（３）を備えるとともに、前記コア溝部（
６）は舌部用溝部（５）を備えており、
　前記第１パネルの主面（ＭＰ－１）に対して直交する第１方向においてパネルを互いに
連結するように、前記別箇の可撓性舌部（３）は前記舌部用溝部（５）に挿入可能であり
、
　前記第２パネルの主面（ＭＰ－２）に対して直交する第２方向において前記パネルを互
いに連結するように、前記第２パネル（２）の前記パネル縁部（１２）は、前記第１パネ
ル（１）の前記コア溝（６）と協働するように構成されており、
　前記別箇の可撓性舌部（３）の長手方向は、前記パネル縁部及び／又はコア溝部に対し
て平行に延在しており、
　前記別箇の可撓性舌部（３）は挿入溝部（４）に配設されていて、前記第１及び第２パ
ネルの係止中に、前記挿入溝部（４）の底部に向かって内方に、そして前記舌部用溝部（
５）内へと外方に移動可能であり、
　前記別箇の可撓性舌部（３）を前記挿入溝部（４）の底部に向かって内方に移動させつ
つ前記第１及び第２パネルを係止する際に、前記コア溝部（６）の係合部（２０）が、前
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記別箇の可撓性舌部（３）と係合するように配設されており、前記係合部（２０）は勾配
を付けられている、
　ことを特徴とする一組のパネル。
【請求項１３】
　前記勾配係合部（２０）は前記第１パネル（１）の上部（３０）に設けられ、前記上部
（３０）は、前記第１パネル（１）の中央部（３２）よりも高い密度を有している、
　請求項１２に記載の一組のパネル。
【請求項１４】
　前記勾配係合部（２０）は、前記コア溝部（６）の側壁（６ａ）と前記第１パネル（１
）の下側面（１ａ）又は上側面（１ｂ）との間に設けられている、
　請求項１２又は１３に記載の一組のパネル。
【請求項１５】
　前記第２パネル（２）は、前記第１パネル（１）及び第２パネル（２）の係止状態にお
いて前記勾配係合部（２０）と係合する重複部（２４）を備えている、
　ことを特徴とする請求項１２乃至１４のいずれかに記載の一組のパネル。
【請求項１６】
　前記第２パネル（２）の厚さは、前記パネル縁部（１２）において、前記第２パネル（
２）の、前記第１パネル（１）と前記第２パネル（２）の係止状態において目に見える可
視部より小さい、
　請求項１２乃至１５のいずれかに記載の一組のパネル。
【請求項１７】
　前記パネル縁部（１２）の下縁側面（２２ａ）と平行上縁側面（２２ｂ）との間の距離
が、下側面（２ａ）と平行上側面（２ｂ）との間の距離より小さく、前記下縁側面（２２
ａ）及び前記上縁側面（２２ｂ）は、前記下側面（２ａ）及び前記上側面（２ｂ）よりも
前記第２パネル（２）の側縁（２ｃ）に近接して配置されている、
　請求項１２乃至１６のいずれかに記載の一組のパネル。
【請求項１８】
　前記挿入溝部（４）は、前記パネル縁部（１２）の前記下縁側面（２２ａ）に又は前記
上縁側面（２２ｂ）に設けられている、
　請求項１７に記載の一組のパネル。
【請求項１９】
　第１パネル（１）と第２パネル（２）とを備えた一組のパネル（１、２）であって、前
記第１パネルと第２パネルとの機械的連結を得るように、前記第２パネル（２）のパネル
縁部（１２）が前記第１パネル（１）のコア溝部（６）に挿入可能であり、前記第１及び
第２パネルが本質的に同一平面（ＭＰ－１）において配設されているときの前記第１及び
第２パネルの本質的に直線的な相対移動によって、前記パネル縁部（１２）は前記コア溝
部（６）に挿入可能である、一組のパネルであって、
　前記パネル縁部（１２）は別箇の可撓性舌部（３）を備えるとともに前記コア溝部（６
）は舌部用溝部（５）を備えており、又は、前記パネル縁部（１２）は舌部用溝部（５）
を備えるとともに前記コア溝部（６）は別箇の可撓性舌部（３）を備えており、
　前記第１パネルの主面（ＭＰ－１）に対して平行な第１方向において前記パネルを互い
に連結するように、前記別箇の可撓性舌部（３）は前記舌部用溝部（５）に挿入可能であ
り、
　前記パネル（１、２）の前記主面（ＭＰ－１）に対して直交する第２方向において前記
パネルを互いに連結するように、前記第２パネル（２）の前記パネル縁部（１２）は、前
記第１パネル（１）の前記コア溝（６）と協働するように構成されており、
　前記別箇の可撓性舌部（３）の長手方向は、前記パネル縁部（１２）及び／又はコア溝
部（６）に対して平行に延在しており、
　前記別箇の可撓性舌部（３）は挿入溝部（４）に配設されていて、前記第１及び第２パ
ネルの係止中に、前記挿入溝部（４）の底部に向かって内方に、そして前記舌部用溝部（
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５）内へと外方に移動可能であり、
　前記別箇の可撓性舌部（３）は、ガイド突起（１０）を前記別箇の可撓性舌部（３）の
短縁に備え、前記ガイド突起（１０）は、前記第１及び第２パネルの係止及び／又は係止
解除中に、その形状が変化するように構成されている、
　ことを特徴とする一組のパネル。
【請求項２０】
　前記ガイド突起（１０）は、更に、前記係止中に前記挿入溝部（４）の内部に接触する
ように構成されている、
　請求項１９に記載の一組のパネル。
【請求項２１】
　前記ガイド突起（１０）は湾曲した形状であるとともに、ロッド形状工具（９）が前記
挿入溝部（４）に挿入されると、前記ロッド形状工具（９）を前記舌部用溝部（５）内へ
ガイドするように構成されている、
　請求項１９乃至２０のいずれかに記載の一組のパネル。
【請求項２２】
　前記ロッド形状工具（９）は、本質的に丸い断面を備えている、
　請求項１９乃至２１のいずれかに記載の一組のパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、建材パネル用の機械的係止システム、特に、機械的係止システムを有する家
具部品の分野に関し、家具部品は互いに直交して又は平行に係止されることが意図されて
いる。
【０００２】
　本発明の実施形態は、特に家具部品への利用に適している。家具部品は、好適には、シ
ート状パネルから形成されるとともに、パネルに一体とされた、すなわち工場で取り付け
られた係止システムにより機械的に接合される。したがって、公知技術、公知システムの
問題、及び本発明の課題及び特徴に関する以下の説明は、非制限的な例として、中でもこ
の応用分野を目的とするものであり、特に、矩形又は正方形のパネルとして形成されたパ
ネルであって、一対の対向する縁部において他の隣接するパネルに直交して又は平行に機
械的に接合されることが意図されたパネルとして形成された家具部品を目的とするもので
ある。
【０００３】
　本発明は、例えば木材系ＨＤＦ、パーチクルボード、ベニヤ板、プラスチックシート状
材料、鉱物繊維及び金属系材料、石材、セラミック、及びこれらの類似物等のあらゆるタ
イプのシート状パネルに適用可能であることが強調されなければならない。本発明は、家
具部品、床パネル、箱を梱包する要素、及びこれらの類似物を組立てたり分解したりする
ように利用され得る。また、本発明は、例えばテーブルの脚等の円筒形状を有する部品を
係止したり係止解除したりするためにも利用され得る。
【背景技術】
【０００４】
　食器棚、本棚、引出、テーブル及びこれらの類似物等の家具は、一般に、輸送費用を節
約すべくフラットな部品として供給される。顧客がこれらを組立てなければならない。接
着剤、釘、ねじ及びこれらの類似物等のいくつかの手法がこのような家具部品を組み立て
るために利用される。プラスチック部品を備えたスナップ連結部は、例えば引出を連結す
るために広く使用されている。組立てられた家具部品を、簡単な方法で部分的に又は完全
に再び分解できれば有利である。組立の際の手違いを修正したり、ある部屋から他の部屋
の移動に関して家具を再びフラットな部品へと分解することが可能となる。単純且つ容易
に分解できることは、家具部品が工場で組立てられる場合においても有利である。
【０００５】
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　ＷＯ２０１２／１５４１１３号から、家具部品を直交スナップ動作によって機械的に係
止できることが知られている。図１ａは、第１パネル１及び第２パネル２を示す。第１パ
ネル１は、パネルコア７に形成された溝部６を備えている。溝部壁のうちの１つに形成さ
れた挿入溝部４が可撓性舌部３を備えており、この可撓性舌部３は、第２パネル２の縁部
が溝部６内へと移動すると舌部用溝部５に係止する。図１ｂは、床パネルを連結するため
に使用される公知の可撓性逆立ち状舌部３を示す。このような舌部は、また、家具部品を
連結するためにも使用される。舌部３は、スナップ動作中に舌部の長さ方向において撓む
とともに舌部を挿入溝部４内に移動させる可撓性突起８を備えている。図１ｂは、外側係
止位置にある舌部３を示している。
【０００６】
　図１ｃ及び１ｄは、係止システムが分解され得ることを示している。ロッド状スティッ
ク９を舌部用溝部３に側方から挿入する。可撓性舌部３は、押し返されて挿入溝部４に入
り込み、第２パネル２を第１パネル１から解放することができる。
【０００７】
　このような分解の主たる問題点は、ロッド状スティック９を正しい位置に入れて、且つ
舌部用溝部５に正確に挿入しなければならないことである。ロッド状スティックが挿入溝
部４に挿入された場合、分解は不可能である。
【発明の概要】
【０００８】
　本発明の実施形態の基本的な目的は、可撓性舌部により互いに直交して係止されたパネ
ルの分解を単純化することである。
【０００９】
　本発明の実施形態の上記目的は、より強力でありながらより簡易な係止及び係止解除を
提供する独立請求項による機械的係止システム及びパネルによって全体的に又は部分的に
達成される。本発明の実施形態は、従属請求項から、そして発明の詳細な説明及び図面か
ら明らかになる。
【００１０】
　本発明の第１態様は、第１パネルと第２パネルとを備えた一組のパネルである。第１パ
ネルと第２パネルとの機械的連結を得るように、第２パネルのパネル縁部が第１パネルの
コア溝部に挿入可能である。第１及び第２パネルが互いに本質的に直交して配設されてい
るときの第１及び第２パネルの本質的に直線的な相対移動によって、パネル縁部はコア溝
部に挿入可能である。パネル縁部は別箇の可撓性舌部を備えるとともにコア溝部は舌部用
溝部を備えており、又は、パネル縁部は舌部用溝部を備えるとともにコア溝部は別箇の可
撓性舌部を備えている。第１パネルの主面（ＭＰ－１）に対して直交する第１方向におい
てパネルを互いに連結するように、別箇の可撓性舌部は舌部用溝部に挿入可能である。第
２パネルの主面（ＭＰ－２）に対して直交する第２方向においてパネルを互いに連結する
ように、第２パネルのパネル縁部は、第１パネルのコア溝と協働する（掛かり合う）よう
に構成されている。別箇の可撓性舌部の長手方向は、パネル縁部及び／又はコア溝部に対
して平行に延在している。別箇の可撓性舌部は挿入溝部に配設されていて、第１及び第２
パネルの係止中に、挿入溝部の底部に向かって内方に、そして舌部用溝部内へと外方に移
動可能である。別箇の可撓性舌部は、ガイド突起を別箇の可撓性舌部の短縁に備え、ガイ
ド突起は、第１及び第２パネルの係止及び／又は係止解除中に、その形状が変化するよう
に構成されている。
【００１１】
　本発明の概念により、パネルは改良された単純な態様で分解され得る。
【００１２】
　好適には、一組のパネルにおけるパネルは、本質的に平行六面体として、より具体的に
は矩形平行六面体として形成される。
【００１３】
　各パネル、具体的には第１及び第２パネルは、下側面と上側面とを備え得る。好適には
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、下側面及び上側面は、矩形又は正方形として成形されるとともに平坦である。下側面及
び上側面は、平行であり得る。一例において、パネルは均一な厚さを有している。別の例
において、パネルは非均一な厚さを有している。更に別の例において、パネルは２つ以上
の部分を有し、それぞれは均一な厚さを有している。パネルの下側面及び上側面は、パネ
ルの主面に対して平行であり得る。特に、パネルの主面は、パネルの下側面又は上側面と
一致し得る。更に、各パネルは、上側面と下側面とを連結し得る側縁を備え得る。平行六
面体として形成されたパネルの場合、二対の側縁が存在するであろう。好適には、一対の
側縁のそれぞれにおける少なくとも２つの側縁の一部同士が平行である。
【００１４】
　一例において、パネルの密度は均一である。別の例において、パネルの密度は、パネル
の中央部よりも上側面及び／又は下側面に近接した位置においてより高い。
【００１５】
　第１方向は、第２パネルの主面に対して平行であり得る。更に、第２方向は、第１パネ
ルの主面に対して平行であり得る。
【００１６】
　パネルのパネル縁部は、パネルの側縁の少なくとも一部を備え得る。また、パネル縁部
は、側縁の近傍のパネルの下側面の一部及び上側面の一部を備え得る。パネル縁部の形状
は、コア溝部の形状に実質的に一致し得る。したがって、第２パネルはしっかりとフィッ
トした態様で第１パネルに係合し得る。特に、パネル縁部とコア溝部は、本質的にＵ字形
状である。選択的に、パネル縁部及び／又はコア溝部の隅部は勾配を付けられ得る。
【００１７】
　ここで、別箇の可撓性舌部の短縁とは、別箇の可撓性舌部の長手方向における縁を意味
している。
【００１８】
　別箇の可撓性舌部は、ガイド突起として形成された外側縁部分を備え得る。
【００１９】
　ガイド突起は、係止中に挿入溝部の内部に接触し得る。
【００２０】
　特に、第１及び第２パネルの係止状態において、ガイド突起は、挿入溝部の内部に接触
し得る。
【００２１】
　或いは、第１及び第２パネルの係止状態において、挿入溝部の内部とガイド突起との間
にはスペースが存在し得る。スペースは、好適には、挿入溝部の内部に向かう方向に沿っ
た係止動作中の別箇の可撓性舌部の移動距離より小さい。
【００２２】
　ガイド突起は湾曲した形状であるとともに、ロッド形状工具が挿入溝部に挿入されると
、このロッド形状工具を舌部用溝部内へガイドするように構成されている。ここで、湾曲
した形状とは、ガイド突起の少なくとも一部が湾曲として成形されているということを意
味している。湾曲は、非ゼロ曲率を有し得る。特に上面図から理解されるように、ガイド
突起の外側面が、湾曲として成形され得る。曲率は、好適には、ガイド突起の外側面の接
線方向と、ロッド形状工具の長手方向との間に形成される角度が鋭角であるようなものと
される。具体的には、この角度は１°乃至８９°であり得る。ガイド突起は湾曲した形状
であるため、ガイド突起の先端に向かう方向において、当該鋭角はガイド突起に沿って変
化し得る。例えば、当該鋭角はガイド突起の先端に向かって拡大し得る。
【００２３】
　別の実施形態によれば、ガイド突起は、少なくとも１つの直線部分を備えている。上面
図から理解されるように、各直線部分は舌部の長手方向に対して傾斜し得る。一例におい
て、ガイド突起は１つの直線部分を備えている。別の例において、ガイド突起は、少なく
とも２つの直線部分を備えている。後者の例において、好適には、直線部分は並置されて
いる。舌部の長手方向に対する角度は、異なる直線部分で異なっていてもよい。例えば、



(8) JP 2017-519950 A 2017.7.20

10

20

30

40

50

当該角度は、各直線部分によってガイド突起の先端に向かって拡大し得る。
【００２４】
　一例において、ガイド突起の先端に向かう方向に沿ったガイド突起の断面は一定である
。別の例において、ガイド突起の断面はテーパしている。更に、非制限的な例において、
先端に向かう方向に沿ったガイド突起の断面は、円形、楕円形、多角形、矩形、正方形、
又は三角形として成形され得る。
【００２５】
　ガイド突起は可撓性であり得る。より一般的には、ガイド突起の少なくとも一部が可撓
性であり得る。
【００２６】
　ロッド形状工具は、本質的に丸い断面を備え得る。具体的には、当該断面は、円形又は
楕円形として成形され得る。円形のような回転対称断面を有することにより、ロッド形状
工具を溝に挿入する際のその適切な配向が重要でなくなるであろう。これにより、パネル
の分解が更に簡単になるであろう。
【００２７】
　別箇の可撓性舌部は、舌部の長さ方向に延在する複数の可撓性突起を備え得る。
【００２８】
　挿入溝部が、第１パネルのコア溝部に形成され得る。
【００２９】
　パネル縁部が舌部用溝部を備えるとともにコア溝部が別箇の可撓性舌部を備えている場
合、舌部用溝部は、第１パネルの下側面に又は上側面に配設され得る。具体的には、舌部
用溝部は、第２パネルの下側面又は上側面において、第２パネルの側縁に近接して配設さ
れ得る。
【００３０】
　更に、パネル縁部が舌部用溝部を備えるとともにコア溝部が別箇の可撓性舌部を備えて
いる場合、挿入溝部はコア溝部に形成され得る。コア溝部は、２つの側壁と底壁とを備え
得る。コア溝部の２つの側壁は平行であり得る。一実施形態において、挿入溝部は、コア
溝部の側壁に配設され得る。可撓性舌部の少なくとも一部の形状は、挿入溝部の形状に実
質的に一致し得る。具体的には、可撓性舌部及び挿入溝部は、本質的にＵ字形状であり得
る。挿入溝部は、２つの側壁と底壁とを備え得る。挿入溝部の側壁は平行であり得る。第
１例において、挿入溝部の底壁は平坦である。第２例において、挿入溝部の底壁は丸みを
帯びている。挿入溝部は、第１パネルの下側面及び／又は上側面に対して傾斜され得る。
非制限的な例において、挿入溝部の側壁と第１パネルの下側面及び／又は上側面との間の
角度は、５°乃至４５°であり得る。
【００３１】
　舌部用溝部は、２つの側壁と底壁とを備え得る。舌部用溝部の側壁は平行であり得る。
第１例において、舌部用溝部の底壁は平坦である。第２例において、舌部用溝部の底壁は
丸みを帯びている。舌部用溝部は、第２パネルの下側面及び／又は上側面に対して傾斜さ
れ得る。非制限的な例において、舌部用溝部の側壁と第２パネルの下側面及び／又は上側
面との間の角度は、４５°乃至８５°であり得る。舌部用溝部の傾斜は、挿入溝部の傾斜
に一致し得る。これにより、第１及び第２パネルの連結状態において、舌部用溝部の平行
な側壁と挿入溝部の平行な側壁は、本質的に互いに整列する。
【００３２】
　本発明の第２態様は、第１パネルと第２パネルとを備えたパネルの係止のための係止シ
ステムである。第１パネルと第２パネルとの機械的連結を得るように、第２パネルのパネ
ル縁部が、第１パネルのコア溝部に挿入可能である。第１及び第２パネルが互いに本質的
に直交して配設されているときの第１及び第２パネルの本質的に直線的な相対移動によっ
て、パネル縁部はコア溝部に挿入可能である。係止システムは、コア溝部に形成された挿
入溝部に配設された別箇の可撓性舌部と、パネル縁部にある舌部用溝部と、を備えている
。舌部用溝部は、別箇の可撓性舌部の一部を収容するように適合されている。別箇の可撓
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性舌部は、ガイド突起を別箇の可撓性舌部の短縁に備えている。ガイド突起は、ロッド形
状工具が舌部用溝部の少なくとも一部に挿入されると、その形状が変化するように構成さ
れている。
【００３３】
　ロッド形状工具は、本質的に丸い断面を備え得る。
【００３４】
　本発明は、ロッド形状工具を、側方から、通常舌部用溝部よりも大きい挿入溝部に挿入
すると、工具が自動的にガイド突起によって舌部用溝部にガイドされるという利点を提供
する。ロッド形状工具は単純な丸い断面を有し得る。そして、溝部への挿入に際して工具
を正確に配向しなくてよくなる。これにより、係止されたパネルの簡単且つ単純な分解が
容易となる。
【００３５】
　本発明の第３態様によれば、第１パネルと第２パネルとを備えた一組のパネルが提供さ
れる。第１パネルと第２パネルとの機械的連結を得るように、第２パネルのパネル縁部が
第１パネルのコア溝部に挿入可能であり、第１及び第２パネルが互いに本質的に直交して
配設されているときの第１及び第２パネルの本質的に直線的な相対移動によって、パネル
縁部はコア溝部に挿入可能である。更に、パネル縁部は別箇の可撓性舌部を備え、コア溝
部は舌部用溝部を備えている。第１パネルの主面に直交する第１方向においてパネルを互
いに連結するように、別箇の可撓性舌部は舌部用溝部に挿入可能である。第２パネルの主
面に直交する第２方向においてパネルを互いに連結するように、第２パネルのパネル縁部
は第１パネルのコア溝部と協働するように構成されている。別箇の可撓性舌部の長手方向
は、パネル縁部及び／又はコア溝に対して平行に延在している。別箇の可撓性舌部は挿入
溝部に配設されていて、第１及び第２パネルの係止中に、挿入溝部の底部に向かって内方
に、そして前記舌部用溝部内へと外方に移動可能である。別箇の可撓性舌部を挿入溝部の
底部に向かって内方に移動させつつ第１及び第２パネルを係止する際に、コア溝部の係合
部が、別箇の可撓性舌部と係合するように配設されており、前記係合部は勾配を付けられ
ている。
【００３６】
　勾配係合部は、第２パネルの上側面又は下側面に、又はその近傍に設けられた上方勾配
係合部であり得る。
【００３７】
　勾配係合部は、第１パネルの上部であって、第１パネルの中央部より高い密度を有する
上部に設けられ得る。
【００３８】
　勾配係合部は、コア溝部の側壁と第１パネルの下側面又は上側面との間に設けられ得る
。具体的には、勾配係合部は、コア溝部の側壁と第１パネルの下側面又は上側面とを接合
し得る。
【００３９】
　第２パネルは、第１及び第２パネルの係止状態において勾配係合部と係合する重複部を
備え得る。
【００４０】
　第２パネルの厚さは、パネル縁部において、第２パネルの、第１及び第２パネルの係止
状態において目に見える可視部より小さくてもよい。
【００４１】
　パネル縁部の下縁側面と平行上縁側面との間の距離が、下側面と平行上側面との間の距
離より小さくてもよく、下縁側面及び上縁側面は、下側面及び上側面よりも第２パネルの
側縁に近接して配置されている。
【００４２】
　挿入溝部は、パネル縁部の下縁側面に又は上縁側面に設けられ得る。或いは、挿入溝部
は、第２パネルの下側面に又は上側面に設けられ得る。
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【００４３】
　本発明の第４態様によれば、第１パネルと第２パネルとを備えた一組のパネルが提供さ
れる。第１パネルと第２パネルとの機械的連結を得るように、第２パネルのパネル縁部が
第１パネルのコア溝部に挿入可能であり、第１及び第２パネルが本質的に同一平面ＭＰ－
１に配設されているときの第１及び第２パネルの本質的に直線状の相対移動によってパネ
ル縁部はコア縁部に挿入可能である。更に、パネル縁部は別箇の可撓性舌部を備えるとと
もにコア溝部は舌部用溝部を備えており、又は、パネル縁部は舌部用溝部を備えるととも
にコア溝部が別箇の可撓性舌部を備えている。別箇の可撓性舌部は、第１パネルの主面に
対して平行な第１方向においてパネルを互いに連結するために、舌部用溝部に挿入可能で
ある。第２パネルの主面に直交する第２方向においてパネルを互いに連結するように、第
２パネルのパネル縁部は第１パネルのコア溝部と協働するように構成されている。別箇の
可撓性舌部の長手方向は、パネル縁部及び／又はコア溝に対して平行に延在している。更
に、別箇の可撓性舌部は挿入溝部に配設されていて、第１及び第２パネルの係止中に、挿
入溝部の底部に向かって内方に、そして舌部用溝部内へと外方に移動可能である。別箇の
可撓性舌部は、ガイド突起を別箇の可撓性舌部の短縁に備えており、ガイド突起は、第１
及び第２パネルの係止及び／又は係止解除中にその形状が変化するように構成されている
。
【００４４】
　ガイド突起は、更に、係止中に挿入溝部の内部に接触するように構成され得る。
【００４５】
　ガイド突起は湾曲した形状であるとともに、ロッド形状工具が挿入溝部に挿入されると
、ロッド形状工具を舌部用溝部内へガイドするように構成されている。
【００４６】
　ロッド形状工具は、本質的に丸い断面を備え得る。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１ａ】公知技術を示す図。
【図１ｂ】公知技術を示す図。
【図１ｃ】公知技術を示す図。
【図１ｄ】公知技術を示す図。
【図２ａ】一実施形態による係止状態のパネルの分解を示す図。
【図２ｂ】一実施形態による係止状態のパネルの分解を示す図。
【図２ｃ】一実施形態による係止状態のパネルの分解を示す図。
【図２ｄ】一実施形態による係止状態のパネルの分解を示す図。
【図３ａ】別箇の可撓性舌部を示す図。
【図３ｂ】別箇の可撓性舌部を示す図。
【図３ｃ】別箇の可撓性舌部を示す図。
【図３ｄ】別箇の可撓性舌部を示す図。
【図４ａ】他の実施形態によるパネルの組立及び分解を示す図。
【図４ｂ】他の実施形態によるパネルの組立及び分解を示す図。
【図４ｃ】他の実施形態によるパネルの組立及び分解を示す図。
【図５ａ】一実施形態による、同一の主面に配置されたパネルの組立及び分解を示す図。
【図５ｂ】一実施形態による、同一の主面に配置されたパネルの組立及び分解を示す図。
【図５ｃ】一実施形態による、同一の主面に配置されたパネルの組立及び分解を示す図。
【図５ｄ】一実施形態による、同一の主面に配置されたパネルの組立及び分解を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　理解を容易にするために、図面中のいくつかの係止システムが概略的に示されている。
好適な実施形態の組合せを用いて、より良い又は別の機能が達成されることが強調してお
く。
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【００４９】
　図２ａ乃至２ｄは、本実施形態により互いに連結された第１パネル１と第パネル２とを
示す。第１パネル１は、この第１パネル１の上側面１ｂに配設されたコア溝部６を備えて
いる。コア溝部６は、２つの対向する側壁６ａ、６ｂと、底壁６ｃとを備えている。対向
する側壁６ａ、６ｂは平行である。第２パネル２は、パネル１、２の係止状態においてコ
ア溝部６に配設されるパネル縁部１２を備えている。より具体的には、第２パネルの下側
面２ａの一部、上側面２ｂの一部、及び側縁部２ｃが、コア溝部６に配設される。パネル
１、２は、別箇の可撓性舌部３によって互いに係止され得る。
【００５０】
　図２ａは、係止位置にある可撓性舌部３の上面図である。可撓性突起８を備えた可撓性
舌部３の一部が、挿入溝部４に配置されている。公知技術によれば、対向する部分が舌部
用溝５に配置されている。可撓性舌部３は外側縁部分３ａを備えている。外側縁部分３ａ
は、ロッド状工具９が挿入溝部４に側方から挿入されると自動的に工具９を舌部用溝部５
にガイドするガイド突起１０として形成されている。ガイド突起１０は、舌部３の短縁に
配設されている。対応するガイド突起１０が、舌部３の他方の短縁（図示せず）に配設さ
れ得ることが理解される。
【００５１】
　図２ｂは、舌部３が挿入溝４に押し込まれるようにロッド状工具９を側方から舌部３の
長さ方向に対して平行に移動させているときに、可撓性のガイド突起が変形する様子を示
している。係止中、及び舌部が挿入溝に押し込まれるときに、可撓性のガイド突起１０が
挿入溝４の内部に接触していれば有利である。ガイド突起１０は好適には可撓性を有して
おり、且つ好適には湾曲した縁部分として形成されている。
【００５２】
　図２ｃは、係止システムの側面図である。本実施の形態によれば、第１パネル１の主面
ＭＰ－１が、第１パネル１の上側面１ｂに一致している。更に、第２パネル２の主面ＭＰ
－２が、図２ｃに示すように、左側に位置している第１パネル２の下側面２ａに一致して
いる。ロッド状工具９は、好適には、本質的に丸い断面を有している。本実施形態によれ
ば、ロッド状工具９の断面は円形である。更に、ロッド状工具９の幅は、２つの平行な側
壁５ａ、５ｂの間における舌部用溝部５の幅に一致している。本実施形態によれば、２つ
の側壁を連結する舌部用溝部５の底壁５ｃは丸みを帯びている。丸みを帯びた底壁５ｃの
曲率は、ロッド状工具９の曲率に実質的に一致している。したがって、ロッド状工具９に
対する良好なガイド動作が提供され得る。本実施形態において、ロッド状工具９は、舌部
用溝部５の内部に嵌合するように適合されており、これにより、ロッド状工具９の本質的
にいずれの部分も第２パネル２の下側面２ａの外部に延出しない。したがって、パネル１
、２は簡単に分解され得る。なぜならば、舌部３が挿入溝４へと移動する際にロッド状工
具９は舌部用溝部５の内部に嵌合し得るからであり、これにより第１パネル及び第２パネ
ル２との機械的連結が解放される。図２ｄは、本実施形態による第１パネル１と第２パネ
ル２との分解を示している。
【００５３】
　ロッド状工具９及び舌部用溝部５の他の形状が同様に想定され得ることが、明らかであ
る。例えば、ロッド状工具９の断面は、多角形、矩形、正方形、楕円形、三角形又は星形
として成形されてもよい。また、他の実施形態によれば、底壁はロッド状工具９の形状に
一致していなくてもよい。例えば、ロッド状工具９の断面は円形であってもよく、舌部用
溝部５の断面は、例えば平面的な底壁を備えたＵ字形状であってもよい。
【００５４】
　また、挿入溝部４は第２パネル２に形成され得るとともに、舌部用溝部５は第１パネル
１のコア溝６に形成され得る。これについて以下により詳細に説明する。
【００５５】
　上述の実施形態は、工具９の挿入が、挿入溝４及び舌部用溝５を含む全体的な断面にお
いて実施されるという利点を提供する。対称的な断面の利用により、溝への挿入前に工具
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９を正確に配向しなくてもよくなる。
【００５６】
　ロッド状工具９のガイド動作が図２ａ及び２ｃに示されている。破線が、ロッド状工具
９の挿入溝４への挿入時の位置を示し、矢印がロッド状ツール９が舌部用溝部５内へと図
示の方向においてガイドされる様子を示している。
【００５７】
　図３ａは、いくつかの射出成形された熱可塑性の可撓性舌部３を備えた舌部ブランク１
１を示している。舌部は、好適には、ブランク１１から、内側に配置されるとともに舌部
３の外側縁部から距離を置いた離間部Ｓにおいて離間している。
【００５８】
　図３ｂは、ガイド突起１０を可撓性突起８のうちの１つに代え得ることを示している。
これにより、全ての可撓性突起８が舌部に沿って舌部の長さ方向に配置されるとともに、
ガイド突起１０から長さ方向において離間している。
【００５９】
　図３ｃは、他のタイプの舌部、例えば外側部分にスナップタブ１３を備えた可撓性舌部
が使用される場合にも本発明の原理を利用して分解を改善し得ることを示している。可撓
性のスナップタブ１３を備えた係止システムは、本質的に丸い断面を有する工具９を使用
して第１パネルと第２パネルとを解放するように形成され得る。
【００６０】
　図３ｄは、スナップタブ１３を備えた舌部３が、内側部分において対称的な断面と、楔
状縁部分１４となるように切断又は形成され得る縁部分とを備え得ることを示している。
可撓性舌部は、可撓性のスナップタブと、その長さ方向に沿った非対称的な断面とを備え
得る。
【００６１】
　特に、可撓性舌部３は、可撓性舌部３の縁部に向かって長手方向にテーパ状となってい
てもよい。したがって、可撓性舌部３の断面積は、縁部に向かって減少してもよい。また
、断面の内側部分から断面の外側部分に至る最大水平距離は、縁部に向かって減少してい
てもよい。ここで、水平距離は、可撓性舌部３が接触且つ伸張するように適合された方向
において測定される。例えば、水平距離は、可撓性のスナップタブ１３が接触且つ伸張す
るように適合された方向において測定され得る。図３ｄによる実施形態に示すように、可
撓性スナップタブ１３の断面は、縁部に向かって減少している。可撓性スナップタブ１３
の一部分１３ａが、テーパした縁部を提供するように可撓性舌部３から切り欠かれている
。
【００６２】
　次に、図４ａ乃至４ｃを参照して別の実施形態を説明する。図４ａ及び４ｂは、組立て
中の第１パネル１及び第２パネル２の側面図である。図４ａ乃至４ｃにおいて、第１パネ
ル１は水平方向に延在し、第２パネル２は鉛直方向に延在していることが理解され、第１
パネル１と第２パネルとの連結領域のみが示されている。第１パネル１及び第２パネル２
は、本質的に互いに直交するように配設されている。
【００６３】
　本実施形態によれば、第１パネル１は、上部３０、中央部３２及び下部３４の３つの部
分を備えている。上部３０及び下部３４は、上側面１ｂ及び下側面１ａにそれぞれ近接し
て配置され、中央部３２より高い密度を有している。
【００６４】
　コア溝部６は、２つの対向する側壁６ａ、６ｂ、及び底壁６ｃを備えている。コア溝部
６は、舌部用溝部５を備えている。舌部用溝部５は、舌部用溝部５の側壁６ａに設けられ
ている。したがって、舌部用溝部５は、コア溝部６の左側に配置された、第１パネル１の
左側部２１ａに設けられている。更に、舌部用溝部５は、２つの平行な側壁５ａ、５ｂ、
及び底壁５ｃを備えている。図４ａ乃至４ｃの側面図から理解されるように、下側壁５ａ
の延長直線Ｅが、コア溝部６の右側に配置された、第１パネル１の右側部２１ｂにおいて
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又はその上方に位置している。したがって、切断工具等の工具により、工具を直線状に移
動させることによって簡単に舌部用溝部５が設けられ得る。
【００６５】
　コア溝部６の係合部２０は勾配を付けられている。勾配係合部２０は、側壁６ａの上部
と第１パネル１の上側面１ｂとの間に設けられて、これらを接合している。或いは、コア
溝部６の係合部２０は、丸みを付けられていてもよい。
【００６６】
　更に、第２パネル２のパネル縁部１２は、パネル２の内側部よりも小さい厚さを有して
いる。ここで、内側部とは、パネル縁部１２よりも第２パネル２の側縁２ｃから離れた位
置にある。より具体的には、パネル縁部１２は、下縁側面２２ａと上縁側面２２ｂとを備
えている。下縁側面２２ａと上縁側面２２ｂとは、互いに平行であるとともに、第２パネ
ル２の下側面２ａ及び上側面２ｂよりも、第２パネルの側縁２ｃに近接している。図４ｃ
に示すように、下縁側面２２ａと上縁側面２２ｂとの間の距離ｄ１は、下側面２ａと上側
面２ｂとの間の距離ｄ２より小さい。
【００６７】
　下縁側面２２ａは、重複部２４により下側面２ａに接合されている。本実施形態によれ
ば、重複部２５により第２パネル２の上側面２ｂに接合された対応する上縁側面２２ｂが
存在している。コア溝部６の勾配係合部２０と勾配面２７とにそれぞれ係合した第１パネ
ルと第２パネル２の、組立てられた状態にある又は係止位置にある重複部２４、２５によ
り、パネル縁部１２及び／又はコア溝部６を、より目に見えないようにすることができる
。
【００６８】
　パネル縁部１２は、別箇の可撓性舌部３を備えている。別箇の可撓性舌部３は、収縮状
態と伸張状態とをとり得るとともに、力が作用していない場合には伸長状態をとる性質を
有している。別箇の可撓性舌部３は、パネル縁部１２の下縁側面２２ａに設けられた挿入
溝部４に配設されている。別箇の可撓性舌部３は、面取部２３を備えている。別箇の可撓
性舌部３が挿入溝部４に挿入されるとき、面取部２３は下方を向いている。
【００６９】
　第１パネル１と第２パネルとを組立てる場合、第１パネルと第２パネルとの相対的な鉛
直方向移動により、第２パネル２のパネル縁部１２を第１パネル１のコア溝部６に挿入す
る。移動は直線的である。別箇の可撓性舌部３は、挿入溝部４に部分的に挿入されている
が、鉛直方向移動中に面取部２３が勾配係合部２０に係合すると挿入溝部４の内部へ更に
移動する。勾配係合部２０により、面取部２３は組立に際して平滑な表面と係合する。し
たがって、面取部２３が組立中に尖った縁部に係合することが回避され得る。更に挿入溝
部４の内部へと移動すると、別箇の可撓性舌部３は収縮状態となる。挿入溝部４の側壁４
ａ、４ｂが舌部用溝部５の側璧５ａ、５ｂと整列すると、別箇の可撓性舌部３は伸長して
挿入溝部４から出て舌部用溝部５に入るように移動して、これにより、第１パネルの主面
ＭＰ－１に直交する方向における第１パネル１及び第２パネル２の係止が得られる。
【００７０】
　コア溝部６は、側壁６ａと底壁６ｃとの間、及び側壁６ｂと底壁６ｃとの間に傾斜部１
６を備えている。更に、パネル縁部１２は、下縁側面２２ａと第２パネル２の側縁２ｃと
の間の勾配部２６と、上縁側面２２ｂと第２パネルの側縁２ｃとの間の勾配部２６と、を
備えている。傾斜部１６の形状は、勾配部２６の形状と実質的に一致していてもよい。例
えば、傾斜部１６と勾配部２６の傾斜は実質的に同じである。勾配部２６は、縁側面２２
ａ、２２ｂと側縁２ｃとの間の尖った隅部を除去し得る。また、勾配部２６は、第２パネ
ル２を適切な係止位置へとガイドし得る。
【００７１】
　パネル１、２の係止状態において、第２パネル２の主面ＭＰ－２に直交する方向である
第２方向においてパネル同士を互いに連結するように、パネル縁部１２はコア溝部６と協
働する。
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【００７２】
　図４ｂから、第１パネルと第２パネル２の係止状態において、第１パネル１及び第２パ
ネル２の目に見える外側部分が均一な厚さを有していることが明らかである。
【００７３】
　別の実施形態によれば、第２パネル２は均一な厚さを有し得ることが理解される。
【００７４】
　図４ｃは、分解中の第１パネル１と第２パネル２の側面図である。これは、図２ａ乃至
２ｄについて説明した分解方法と類似している。特に、分解に際して、ロッド形状工具９
が側方から挿入溝部４に挿入されて、別箇の可撓性舌部３の短縁に設けられたガイド突起
１０によって舌部用溝部５の適切な位置へとガイドされる。ロッド形状工具９が舌部用溝
部５に挿入されると、別箇の可撓性舌部３は挿入溝部４内へと移動する。したがって、パ
ネル２は係止解除されて、パネル縁部１２は、第１パネル１と第２パネル２の相対的な直
線鉛直方向移動によってコア溝部６から取り外され得る。
【００７５】
　図５ａ乃至５ｄは、係止状態において同一の主面ＭＰ－１に配置される第１パネルと第
１パネル２との係止及び係止解除に使用され得る係止システムを示している。換言すれば
、パネルは、互いに本質的に平行に配設される。このような係止システムは、例えば０．
６ｍの長さを有し、係止後に例えば１．２又は１．８ｍの長さを有する本棚の部品を形成
するような、２つ又は複数個の家具部品を係止するために使用され得る。このようなタイ
プの係止システムを提供する利点は、小型の部品は輸送や組立及び分解が容易であるとい
うことである。他の長さを有する家具部品が想定され得ることが明らかである。非制限的
な例において、長さは、０．１ｍ乃至１．０ｍである。
【００７６】
　本実施形態において、第１パネル１と第２パネルは同一の厚さを有している。
【００７７】
　第１パネル１はコア溝６と舌部用溝部５とを備え、第２パネル２はパネル縁部１２を備
えている。パネル縁部１２は、第１及び第２パネルの主面ＭＰ－１に平行な移動によって
コア溝部６に挿入可能である。パネル縁部１２は、挿入溝部４に設けられた別箇の可撓性
舌部３を備えている。パネルの係止状態において、別箇の可撓性舌部３は、舌部用溝部５
内に係止する。
【００７８】
　別の実施形態（図示せず）によれば、舌部用溝部５が第２パネル２に設けられ得るとと
もに、別箇の可撓性舌部３が第１パネル１に設けられ得る。
【００７９】
　係止された部品の十分な剛性を提供するために、係止システムは強固でなくてはならな
い。好適には、パネル１、２が係止されたとき、第１パネル１の上縁３０ａ及び下縁３１
ａと、第２パネル２の上縁３１ｂ及び下縁３１ｂが互いに接触する。
【００８０】
　本実施形態によれば、第１及び第２パネルの係止状態において、パネル縁部１２の側面
がコア溝部６の底壁に係合する。これは図５ｃにおいて理解され得る。また、係止状態に
おいて、パネル縁部１２の上面及び下面が、コア溝部６の２つの対向する側壁のそれぞれ
と係合する。しかしながら別の実施形態（図示せず）によれば、第１及び第２パネルの係
止状態において、パネル縁部１２の側面はコア溝部６の底壁から離間していてもよい。
【００８１】
　第１パネル１は、係合部４０を備えている。別箇の可撓性舌部３を挿入溝部４の底部に
向けて内側に移動させつつ第１及び第２パネルを係止する際に、係合部４０は別箇の可撓
性舌部３に係合するように配設されている。係合部４０は、第１及び第２パネルの主面Ｍ
Ｐ－１に対して傾斜している。更に、係合部４０は、舌部用溝部５に隣接する部分４２に
おいて勾配を付けられている。
【００８２】
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　図５ｄは、上述の方法による、ロッド形状工具９を用いた第１及び第２パネルの係止解
除を示している。別箇の可撓性舌部３は、ガイド突起１０として形成された外縁部３ａを
備えている。工具９が側方から挿入溝部４に挿入されると、ガイド突起１０は自動的にロ
ッド形状工具９を舌部用溝部５内へガイドする。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図１ｃ】

【図１ｄ】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図２ｃ】
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