
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
パネルに適用されるものであって、
　パネル面に当てがわれる当て板と、この当て板から法線方向へ突出した位置に形成され
るテーパ面とを備えてなる挟持具を一対に設け、両挟持具のテーパ面同士を衝き合わせた
状態で当て板同士が平行をなして対向するように設定するとともに、それらテーパ面同士
の突き合わせ状態及び当て板同士の平行状態を保ったままで、挟持具同士をねじ要素によ
りテーパ面に沿って相対移動させ、これにより当て板間の対向距離を可変として、その間
にパネルを挟み込むことができるようにし

ことを特徴とするパネル挟持装置。
【請求項２】
パネルに適用されるものであって、
　パネル面に当てがわれる当て板と、この当て板から法線方向へ突出した位置に形成され
るテーパ面とを備えてなる挟持具を一対に設け、両挟持具のテーパ面同士を衝き合わせた
状態で当て板同士が平行をなして対向するように設定するとともに、それらテーパ面同士
の突き合わせ状態及び当て板同士の平行状態を保ったままで、挟持具同士をねじ要素によ
りテーパ面に沿って相対移動させ、これにより当て板間の対向距離を可変として、その間
にパネルを挟み込むことができるようにし
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、一方の挟持具に、他方の挟持具の側面に両側
から抱くように添接する側片を設け、これら側片及び側面によって両挟持具を左右方向に
位置決めするようにしている

、ねじ要素が、両テーパ面を貫通する位置に挿
入されるものであり、一方の挟持具にテーパ面に開口する長孔を設け、この長孔の奥部に



ことを特徴とするパネル挟持装置。
【請求項３】

請求項１又は２記載のパネル挟持装置。
【請求項４】

請求項３記載のパネル挟持装置。
【請求項５】

請求項 記載のパネル挟持装置。
【請求項６】

請求項 記載のパネル挟持装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パネルにオプション部材を付帯させる場合等に好適に利用されるパネル挟持装
置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、起立したパネルの上端に補助パネルを取り付けてパネル面を拡張する必要がある
場合、従来では、パネルの上端面に取付孔を形成するとともに、補助パネルの下縁より下
方に向けて棒状物を突出して設け、この棒状物を取付孔に差し込んで補助パネルをパネル
に取り付けるか、或いは、補助パネルのパネル面に逆Ｌ字状の金具をねじ止めし、この金
具をパネルの上端に引っ掛け、必要に応じ適宜箇所をねじ止めして、補助パネルをパネル
に取り付けるようにしていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、これらの取付構造は、パネルに穿孔やねじ切り等の加工を施さなければならな
い。このため、パネルを傷つけ、取付位置を変更等した場合などに従前の孔が露出して外
観を毀損する等の不都合も伴うものであった。しかも、予めパネルの厚み等に対応して棒
状物や孔、金具等を形成するため、パネルの寸法に加工誤差等があると緊密に取り付けが
できずにガタつきの原因になり易いものでもあった。更に、棒状物やねじ、金具等の方向
がずれて取り付けられる可能性もあるため、パネルに対して補助パネルが適正な姿勢で取
り付けられないケースも生じ易いものであった。
【０００４】
これらの不都合は、パネルに補助パネル以外の部材を取り付ける場合等にも共通して言え
ることである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために、本発明は、次のような手段を講じたものである。
すなわち、本発明のパネル挟持装置は、パネルに適用されるものであって、パネル面に当
てがわれる当て板と、この当て板から法線方向へ突出した位置に形成されるテーパ面とを
備えてなる挟持具を一対に設け、両挟持具のテーパ面同士を衝き合わせた状態で当て板同
士が平行をなして対向するように設定するとともに、それらテーパ面同士の突き合わせ状
態及び当て板同士の平行状態を保ったままで、挟持具同士をねじ要素によりテーパ面に沿
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長孔に沿って移動可能なナット部材を収容するとともに、他方の挟持具にテーパ面に開口
する貫通孔を設け、この他方の挟持具の貫通孔を貫通したねじ要素を一方の長孔内のナッ
ト部材にねじ込むようにしている

何れかの挟持具にオプション部材が取り付けられており、この挟持具がパネルを挟持する
位置に取り付けられることによって、パネルにオプション部材を付帯させることができる
ようにしていることを特徴とする

オプション部材が、挟持具の当て板の背面に取り付けた、パネルと平行をなす補助パネル
であることを特徴とする

オプション部材が、挟持具の当て板と直交する面に取り付けた、パネルと直交する補助パ
ネルであることを特徴とする ３

何れかの挟持具が、家具本体に固定されるための固定部を備えたものであり、この挟持具
が家具本体に取り付けられることによって、家具本体にパネルを付帯させることができる
ようにしていることを特徴とする １又は２



って相対移動させ、これにより当て板間の対向距離を可変として、その間にパネルを挟み
込むことができるようにし

ことを特徴とする。
【０００６】
このような構成により、両挟持具の当て板間にパネルを挿入した状態で、所定方向に向か
ってねじ要素を操作すると、挟持具がテーパ面に沿って相対移動しながら当て板間の距離
が狭まり、パネルを両側から挟み込んで取り付けられることになる。このため、パネルに
ねじ孔等を加工することが不要であり、パネルを傷つけたり外観を損ねることなく、随時
随意な場所に挟持装置を取り付けることができる。しかも、当て板間の相対距離を微調整
することができるため、パネルの加工誤差等にも有効に対応でき、ガタつきのない確実な
取付状態を実現することができる。勿論、当て板間の相対距離が可変であると、各種の厚
みがあるパネルに対して汎用性をもたせることができる効果も得られる。その上、当て板
は常に平行を保って移動し得るので、パネルに対して挟持装置の方向がずれて取り付けら
れる不都合も有効に回避することが可能となる。
【０００７】
挟持具同士のガタつきをより低減して、取付状態を一層適正なものにするためには、一方
の挟持具に、他方の挟持具の側面に両側から抱くように添接する側片を設け、これら側片
及び側面によって両挟持具を左右方向に位置決めするようにしておくことが好ましい。
【０００８】
　

【００１０】
本発明の好適な使用の一態様としては、何れかの挟持具にオプション部材が取り付けられ
ており、この挟持具がパネルを挟持する位置に取り付けられることによって、パネルにオ
プション部材を付帯させることができるようにしているものが挙げられる。
【００１１】
オプション部材としては、挟持具の当て板の背面にパネルと平行をなすように取り付けら
れる補助パネルや、挟持具の当て板と直交する面にパネルと直交するように取り付けられ
る補助パネル等が挙げられる。
【００１２】
また、本発明の好適な使用の他の態様としては、何れかの挟持具が、家具本体に固定され
るための固定部を備えたものであり、この挟持具が家具本体に取り付けられることによっ
て、家具本体にパネルを付帯させることができるようにしているものが挙げられる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。
【００１４】
図１に示す本実施形態のパネル挟持装置１は、オフィスに設置される秘書机２に補助パネ
ル３を継ぎ足す際に利用されるものである。
【００１５】
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、一方の挟持具に、他方の挟持具の側面に両側から抱くように
添接する側片を設け、これら側片及び側面によって両挟持具を左右方向に位置決めするよ
うにしている

また、本発明のパネル挟持装置は、パネルに適用されるものであって、パネル面に当て
がわれる当て板と、この当て板から法線方向へ突出した位置に形成されるテーパ面とを備
えてなる挟持具を一対に設け、両挟持具のテーパ面同士を衝き合わせた状態で当て板同士
が平行をなして対向するように設定するとともに、それらテーパ面同士の突き合わせ状態
及び当て板同士の平行状態を保ったままで、挟持具同士をねじ要素によりテーパ面に沿っ
て相対移動させ、これにより当て板間の対向距離を可変として、その間にパネルを挟み込
むことができるようにし、ねじ要素が、両テーパ面を貫通する位置に挿入されるものであ
り、一方の挟持具にテーパ面に開口する長孔を設け、この長孔の奥部に長孔に沿って移動
可能なナット部材を収容するとともに、他方の挟持具にテーパ面に開口する貫通孔を設け
、この他方の挟持具の貫通孔を貫通したねじ要素を一方の長孔内のナット部材にねじ込む
ようにしていることを特徴とする。



秘書机２は、天板２１の周囲を部分的に包囲する位置に一対の側板２２及び背板２３を備
えてなるもので、側板２２及び背板２３の上端は天板面よりも上方へ突出した位置に配置
され、机としての機能とともに接客のためのカウンター的機能をも備え併せている。
【００１６】
これに対して、補助パネル３は、前記背板２３や側板２２のコーナー付近の面を上方に嵩
上げして、コンピュータのモニタＭ等の背面を隠蔽するために用いられるものである。
【００１７】
しかして、本実施形態のパネル挟持装置１は、それら背板２３や側板２２を適用対象たる
パネルとし、これら背板２３や側板２２に挟持状態で取り付けられるために、図２～図６
に示すように一対の挟持具４、５及びねじ要素６を構成要素としている。
【００１８】
第１の挟持具４は、パネル面に当てがわれる当て板４１と、この当て板４１の上端部に法
線方向へ突出させて設けた突起部４２とを備えたもので、突起部４２の先端には当て板４
１の面に対して所定角度傾斜した下向きのテーパ面４２ aが形成されている。また、突起
部４２の内部には、テーパ面４２ aに開口する上下方向に延びる段付きの長孔４２ｂが設
けてあり、この長孔４２ｂの奥部を拡開させて、その部位に、長孔４２ｂに沿って移動可
能で且つ回転不能にナット部材４２ｃを収容している。
【００１９】
一方、第２の挟持具５は、パネル面に当てがわれる当て板５１と、この当て板５１の上端
部に法線方向へ突出させて設けた突起部５２とを備えたもので、突起部５２の先端には当
て板５１の面に対して所定角度傾斜した上向きのテーパ面５２ aが形成されている。また
、突起部５２の内部には、テーパ面５２ aに開口する貫通孔５２ｂが設けてあり、この貫
通孔５２ｂの他端側を、第２の挟持具５の反対側の面に開口させている。
【００２０】
ここに、両テーパ面４２ a、５２ aの傾斜角度は対応しており、両挟持具４，５はテーパ面
４２ a、５２ a同士を衝き合わせた状態でそれらの当て板４１，５１同士が平行をなして対
向するように設定されている。また、第２の挟持具５には、第１の挟持具４の側面４ aに
両側から抱くように添接する側片５ aが設けてあり、これら側面４ a及び側片５ aに、両挟
持具４，５を左右方向に位置決めする機能を付与している。
【００２１】
また、ねじ要素６は、頭部に六角孔を形成されたもので、この六角孔にレンチを差し込む
ことによってねじ送り操作が可能とされている。
【００２２】
そして、このパネル挟持装置１を背板２３や側板２２に取り付ける段取りとして、先ず、
第２の挟持具５の貫通孔５２ｂに外方からねじ要素６を挿入、貫通させ、その貫通端を第
１の挟持具４の長孔４２ｂ内に設けてあるナット部材４２ｃにねじ込むことによって、両
挟持具４，５を引き寄せてテーパ面４２ a、５２ a同士を突き合わせる。その際、挟持具５
の上端は挟持具４の上端に対して上方に突出した位置にあり、ねじ要素６は長孔４２ｂの
下端よりも上方へ変位した位置を貫通しているようにする。
【００２３】
そして、その位置から更にねじ操作を行うことによって、テーパ面４２ a、５２ a同士の突
き合わせ状態及び当て板４１，５１同士の平行状態を保ったままで、挟持具４，５同士を
ねじ要素６によりテーパ面４２ a、５２ aに沿って移動させ、これにより当て板４１，５１
間の対向距離を可変として、その間に背板２３や側板２２を挟み込んで締め込むように固
定する。
【００２４】
すなわち、この実施形態において、各補助パネル３には、図６に示すようにその下縁近傍
であって左右両縁近傍位置に、対をなして第１の挟持具４が少なくともその当て板４１の
背面側を取り付けて設けてある。そして、これら第１の挟持具４にそれぞれ第２の挟持具
５をねじ要素６を用いて仮連結した状態で、両当て板４１，５１間に形成される下向きコ
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字形の引っ掛け部Ｓを背板２３や側板２２の上端側に被せ、その位置でねじ要素６を更に
締め込むことによって、図７に想像線で示す位置から実線で示す位置にまで第２の挟持具
５を移動させる。これにより、当て板４１，５１同士が背板２３や側板２２を緊密に挟持
し、補助パネル３を背板２３や側板２２の背面側よりも上方へ突出した位置に取り付ける
ことができる。
【００２５】
以上のようにして、本実施形態のパネル挟持装置１は、パネルである背板２３や側板２２
に適用するにあたり、パネル面に当てがわれる当て板４１（５１）と、この当て板４１（
５１）の法線方向へ突出した位置に形成されるテーパ面４２ a（５２ a）とを備えてなる挟
持具４（５）を設け、両挟持具４，５のテーパ面４２ a、５２ a同士を衝き合わせた状態で
当て板４１，５１同士が平行をなして対向するように設定したものである。そして、両挟
持具４，５の当て板４１，５１間に背板２３や側板２２を挿入した状態で、所定方向に向
かってねじ要素６を操作することにより、挟持具４，５をテーパ面４２ a、５２ aに沿って
相対移動させ、これにより当て板４１，５１間の距離を狭めて、背板２３や側板２２を両
側から的確に挟み込んで取り付けることができるようにしている。
【００２６】
このため、背板２３や側板２２にねじ孔等を加工することが一切不要であり、これら背板
２３や側板２２を傷つけたり外観を損ねることなく、随時随意な場所に挟持装置１を有効
に取り付けることが可能となる。しかも、当て板４１，５１間の相対距離を微調整するこ
とができるので、背板２３や側板２２に加工誤差等があっても好適に対応して、ガタつき
のない確実な取付状態を実現することができる。その上、当て板４１，５１は常に平行を
保って移動し得るので、背板２３や側板２２に対して挟持装置１の方向がずれて取り付け
られるという不都合も有効に回避でき、無造作な操作によっても適正な取付状態を反復継
続して実現することが可能となる。なお、このように挟持具４，５が強固にパネル面を挟
持できるものであると、特に使用者側に位置する挟持具５の当て板５１はパネル面に引っ
掛かりさえすれば所期の作用を奏し得るため、極力短寸なものにして外観を良好なものに
することができる。
【００２７】
特に、第２の挟持具５に、第１の挟持具４の側面４ aに両側から抱くように添接する側片
５ aを設け、これら側面４ a及び側片５ aによって両挟持具４，５を左右方向に位置決めす
るようにしているため、挟持具４，５同士のガタつきをより低減して、取付状態を一層的
確なものにすることができる。
【００２８】
また、ねじ要素６を、両テーパ面４２ a、５２ aを貫通する位置に挿入するようにしている
ので、操作力が締め付け力に変換される部位を直接駆動することができ、操作力伝達系の
効率的な設計を実現することができる。
【００２９】
その具体的構成として、本実施形態は、第１の挟持具４にテーパ面４２ aに開口する長孔
４２ｂを設け、この長孔４２ｂの奥部に長孔４２ｂに沿って移動可能なナット部材４２ｃ
を収容するとともに、第２の挟持具５にテーパ面５２ aに開口する貫通孔５２ｂを設け、
この貫通孔５２ｂを貫通したねじ要素６を一方の長孔４２ｂ内のナット部材４２ｃにねじ
込むようにしている。このため、挟持具４，５同士が上下方向へ相対変位する動作を許容
しつつ両者に引き合う方向の操作力を導入するという目的を、簡素な構造を通じて効果的
に実現することができる。
【００３０】
しかして、本実施形態のパネル挟持装置１は、以上の構造を有効利用して、第１の挟持具
４にオプション部材である補助パネル３を取り付け、この挟持具４が背板２３や側板２２
を挟持する位置に取り付けられることによって、それら背板２３や側板２２に補助パネル
３を付帯させるようにしているので、補助パネル３の背板２３や側板２２に対する平行状
態を厳密に保って強固、的確に取り付けることができる。
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【００３１】
なお、各部の具体的な構成は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、本発明
の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。
【００３２】
例えば、適用対象であるパネルはローパーティションパネル等であっても勿論構わない。
【００３３】
また、オプション部材としては、挟持具の当て板と直交する面にパネルと直交するように
取り付けられる補助パネル等も適用対象とし得る。上記実施形態に即した例を挙げれば、
第１の挟持具４の上端部を当て板と直交する水平面をなすようにしておき、この上端部に
棚や補強天板などを取り付け、これら棚や補助天板をパネル挟持装置１を介して背板２３
や側板２２に支持させる態様のものが挙げられる。
【００３４】
また、挟持具の上部に角度を設けたり、部材を組み合わせる事などを通じて、電話台や雑
誌架のように一定の傾斜角で固定する必要のあるオプション類に対する固着部を併設させ
る事により、パネルの取り付けとオプションの取り付けとを１箇所で行う事もできる。
【００３５】
さらに、上記実施形態では、パネル挟持装置１は補助パネル３を背板２３や側板２２に取
り付ける目的で利用されるものであったが、パネル挟持装置１が机等の家具本体に固定さ
れるための固定部を備えたものである場合には、一対の挟持具の間にデスクトップパネル
を取り付けるためにも有効利用することが可能である。
【００３６】
【発明の効果】
本発明は、以上説明したような形態で実施され、以下に記載される効果を奏する。
【００３７】
すなわち、本発明のパネル挟持装置は、当て板及びテーパ面を備えた一対の挟持具をねじ
要素により駆動することによって、両挟持具のテーパ面同士の突き合わせ状態及び当て板
同士の平行状態を保ったままでそれらをテーパ面に沿って相対移動させ、これにより当て
板間の対向距離を可変とする間にパネルを挟み込んで固定することができるようにしたも
のである。
【００３８】
このため、パネルにねじ孔等を加工することを不要にして、パネルの良好な外観を保った
ままで、随時随意な場所に挟持装置を取り付けることを可能ならしめるものとなる。しか
も、当て板間の相対距離を微調整することができるため、パネルに多少の加工誤差等があ
ってもガタつきのない確実な取付状態を実現することができる。その上、当て板は常に平
行を保って移動し得るので、無造作な操作や、経験に乏しい者の操作によっても、パネル
に対して常に適正な取付状態を得ることができる。
【００３９】
このような構成に加え、一方の挟持具に、他方の挟持具の側面に両側から抱くように添接
する側片を設けて、両挟持具を左右方向に位置決めする構成を採用した場合には、挟持具
同士のガタつきをより低減して、取付状態を一層適正なものにすることができる。
【００４０】
ねじ要素を、両テーパ面を貫通する位置に挿入するようにした場合には、テーパ面同士を
引き合わせるための操作力を的確な位置に導入することができ、挟持具によるパネルの締
め付け作用の実効を高めることが可能になる。
【００４１】
その具体的構成として、一方の挟持具に長孔を設けてナット部材を収容するとともに、他
方の挟持具に貫通孔を形成し、この貫通孔を貫通したねじ要素をナット部材にねじ込むよ
うに構成した場合には、挟持具同士が相対移動する状況の中でテーパ面同士を引き寄せる
構造を簡素に実現することができる。
【００４２】
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パネル挟持装置が、以上のような構成のものであると、何れかの挟持具にオプション部材
を取り付けておくことによって、挟持具がパネルを挟持する位置に取り付けられることに
よって当該パネルにオプション部材を簡単、的確に付帯させることが可能になる。
【００４３】
例えば、パネルと平行をなすように取り付ける必要のある補助パネルや、パネルと直交す
るように取り付ける必要のある補助パネル等を、それらの挟持具に支持させることによっ
て、これらを所望位置に有効に取り付けることができる。
【００４４】
また、何れかの挟持具が、家具本体に固定されるための固定部を備えている場合には、こ
の挟持具が家具本体に取り付けられることによって、逆に家具本体にパネルを付帯させる
ことにも容易に利用可能なものとなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係るパネル挟持装置を適用した秘書机の斜視図。
【図２】同実施形態の分解斜視図。
【図３】同縦断面図。
【図４】同背面図。
【図５】同平面図。
【図６】同実施形態の取扱手順を示す斜視図。
【図７】同実施形態の作用説明図。
【符号の説明】
１…パネル挟持装置
３…オプション部材（補助パネル）
４…第１の挟持具
４ a…側面
５…第２の挟持具
５ a…側片
６…ねじ要素
２２…パネル（側板）
２３…パネル（背板）
４２ a、５２ a…テーパ面
４１，５１…当て板
４２ｂ…長孔
４２ｃ…ナット部材
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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