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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 被取付対象物に開設された取付穴に差し込まれる取付対象物の差込部を構成する受け入
れ板部を外向きに弾性的に広がり出しながら間に受け入れて当該受け入れ板部にはめ付け
られる一対の挟持板と、
　この一対の挟持板の外側にそれぞれ備えられると共に、当該取付対象物の差込部の前記
被取付対象物の取付穴への差し込みに伴って内向きに一旦弾性的に撓め込まされた後、当
該取付穴への差し込み終了位置で弾発して当該取付穴に掛合される掛合腕とを備えるクリ
ップであって、
　前記一対の挟持板の互いに向き合う側にそれぞれ、前記取付穴への差し込み方向に亘っ
て多段状をなすように、受け入れられた前記受け入れ板部に先端を圧接させる複数の突起
が設けてあると共に、
　 取付対象物の差込部を構成する受け入れ板部の一対の挟持板間への受け入れに伴って
当該差込部に設けた被掛合部に掛合される掛合部を備えており、
　この掛合部が、受け入れ板部の受け入れに伴って当該受け入れ板部の側面に突き当てら
れて一旦一対の挟持板を外向きに広がり出させると共に、当該一対の挟持板の弾み戻しに
より前記受け入れ板部に形成した被掛合部となる穴に入り込んで掛合される突起としてあ
ると共に、
　一対の挟持板の一方に設けられた突起と他方に設けられた突起とがその突き出し先端を
向き合わせないようになっていることを特徴とするクリップ。
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【請求項２】
 挟持板に設けられた突起が弾性を備えていることを特徴とする請求項１記載のクリップ
。
【請求項３】
 差込部を構成する受け入れ板部を受け入れた一対の挟持板が、被取付対象物の取付穴か
ら当該差込部を抜き出させる向きの力が加わえられた際に当該取付穴の穴縁部に押圧され
て内向きに撓み込まされる掛合腕に外側から自由端側を押圧される構成としてあることを
特徴とする請求項１記載のクリップ。
【請求項４】
 取付対象物の差込部の突き出し基部側に設けられた一対の阻止壁間に、被取付対象物の
取付穴から当該差込部を抜き出させる向きの力が加わった際に突き当てられて外向きの広
がり出しを阻止されるように、前記差込部を構成する受け入れ板部を受け入れた一対の挟
持板の自由端が位置される構成としてあることを特徴とする請求項１記載のクリップ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、被取付対象物に開設された取付穴に差し込まれる取付対象物の差込部にはめ
付けられて、この差込部の取付穴への差し込みにより当該取付穴に掛合して、かかる被取
付対象物に取付対象物をワンタッチで取り付けるように用いられるクリップの改良に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
取付対象物１００に形成された差込部１０１における受け入れ板部１０２を間に受け入れ
挟み込む一対の挟持板３００、３００と、この一対の挟持板３００、３００の外側に当該
差込部１０１を被取付対象物２００に形成させた取付穴２０１に差し込むことに伴って当
該取付穴２０１に掛合する掛合腕３０１とを備えたクリップがある。（図１６ないし図１
８）
【０００３】
かかるクリップにおける一対の挟持板３００、３００および掛合腕３０１は、いずれも弾
性変形可能に構成されている。そして、かかるクリップは、かかる一対の挟持板３００、
３００間に前記受け入れ板部１０２を当該一対の挟持板３００、３００を外向きに撓め出
させながら入れ込むことにより当該一対の挟持板３００、３００の内面で当該受け入れ板
部１０２を弾性的に挟み付け当該受け入れ板部１０２にはめ付けられ、このように受け入
れ板部１０２にはめ付けられた状態から前記差込部１０１と一緒に前記取付穴２０１に差
し込まれることに伴って前記掛合腕３０１を一旦内向きに撓め込ませた後当該取付穴２０
１の差し込み先側で弾発させて当該差し込み先側の穴縁部に当該掛合腕３０１を掛合させ
るように機能され、これにより取付対象物１００をワンタッチで被取付対象物２００に取
り付けるものである。
【０００４】
また、かかるクリップは、一対の挟持板３００、３００の互いに向き合う面側に前記受け
入れ板部１０２の受け入れに伴って当該一対の挟持板３００、３００を外向きに一旦撓め
出させるように当該受け入れ板部１０２に突き当てられると共に、かかる受け入れ板部１
０２の所定の入れ込み位置で当該受け入れ板部１０２に形成した掛合穴１０９に当該撓め
出された挟持板３００の弾発によって入り込み掛合する突部３０２を備えており、前記掛
合腕３０１を取付穴２０１に掛合させた状態から前記取付対象物１００の差込部１０１を
前記取付穴２０１から抜き出すように当該取付対象物１００側を引っ張った際に当該取付
穴２０１側にクリップが残されずに差込部１０１にはめ着いたまま当該取付穴２０１から
抜き出されるようにされており、当該取付対象物１００の再度の取り付けなどに支障を生
じさせないようにしてある。
【０００５】
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【発明が解決しようとする課題】
しかるに、かかる従来のクリップにあっては、前記受け入れ板部１０２を前記一対の挟持
板３００、３００の内面をもって挟み付けるようにしているため、かかる受け入れ板部１
０２の板面に凹凸などがある場合などにあっては、かかる受け入れ板部１０２の差し込み
方向に亙る各所において当該板面に当該内面を常に適切に押し付けさせることができない
場合も少なくなく、かかる受け入れ板部１０２へのクリップのはめ付け状態を高く維持さ
せるためにさらなる改良が望まれていた。
【０００７】
　そこでこの発明は、取付対象物に設けられた差込部を構成する受け入れ板部に対し、当
該差込部の差し入れ方向に亙る各所において当該受け入れ板部の板面に凹凸などがある場
合であっても適切に挟持力を作用させることができると共に、被取付対象物の取付穴より
当該差込部を抜き出させる取付対象物の取り外しに際して当該差込部と一緒に当該取付穴
から確実に抜き出させることが可能なクリップを提供することを主たる目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を達成するために、請求項１記載の発明にあっては、クリップを、被取付対象
物に開設された取付穴に差し込まれる取付対象物の差込部を構成する受け入れ板部を外向
きに弾性的に広がり出しながら間に受け入れて当該受け入れ板部にはめ付けられる一対の
挟持板と、
　この一対の挟持板の外側にそれぞれ備えられると共に、当該取付対象物の差込部の前記
被取付対象物の取付穴への差し込みに伴って内向きに一旦弾性的に撓め込まされた後、当
該取付穴への差し込み終了位置で弾発して当該取付穴に掛合される掛合腕とを備えるクリ
ップであって、
　前記一対の挟持板の互いに向き合う側にそれぞれ、前記取付穴への差し込み方向に亘っ
て多段状をなすように、受け入れられた前記受け入れ板部に先端を圧接させる複数の突起
が設けてあると共に、
　 取付対象物の差込部を構成する受け入れ板部の一対の挟持板間への受け入れに伴って
当該差込部に設けた被掛合部に掛合される掛合部を備えており、
　この掛合部が、受け入れ板部の受け入れに伴って当該受け入れ板部の側面に突き当てら
れて一旦一対の挟持板を外向きに広がり出させると共に、当該一対の挟持板の弾み戻しに
より前記受け入れ板部に形成した被掛合部となる穴に入り込んで掛合される突起としてあ
ると共に、
　一対の挟持板の一方に設けられた突起と他方に設けられた突起とがその突き出し先端を
向き合わせないようになっているものとした。
【０００９】
かかる構成によれば、前記一対の挟持板間に前記受け入れ板部を入れ込ませることにより
、このように入れ込まれる受け入れ板部の板面に当該一対の挟持板にそれぞれ設けられた
複数の突起をそれぞれ圧接させるように当該一対の挟持板を外向きに弾性的に広がり出さ
せながら、かかる一対の挟持板により当該受け入れ板部を挟み付けさせることができ、こ
の挟み付けによりクリップを当該受け入れ板部にはめ付け入ることができる。
【００１０】
また、かかる複数の突起は、前記取付穴への差込部の差し込み方向、すなわち、前記受け
入れ板部の突き出し方向に亘って多段状をなすように設けてあることから、当該受け入れ
板部の両面側から当該受け入れ板部の突き出し方向に亙る複数箇所で前記挟持板の弾発力
により前記突起を当該受け入れ板部に圧接させることができ、かかる一対の挟持板間への
当該受け入れ板部のはめ付け状態を安定的に維持させることができる。
【００１１】
また、前記受け入れ板部に対して前記複数の突起の先端をもって点的に前記挟持板の弾発
力を作用させることから、かかる受け入れ板部の板面に若干の凹凸がある場合であっても
、前記一対の挟持板により適切に当該受け入れ板部を挟み付けることができる。
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【００１２】
　また、このように前記受け入れ板部を一対の挟持板間にはめ入れて取付対象物の差込部
にクリップを取り付けた後、この差込部を被取付対象物の取付穴に差し込むことにより、
前記掛合腕を一旦内向きに弾性的に撓め込ませた後、この差込部の当該取付穴への差し込
み終了位置で弾発させて当該掛合腕を前記取付穴の穴縁部に掛合させることができ、これ
によりクリップを介して被取付対象物に取付対象物をワンタッチで取り付けることができ
る。また、かかる構成によれば、クリップを介して一旦取り付け合わせた前記取付対象物
と被取付対象物とを前記取付穴から前記差込部を抜き出させる大きさの力で当該取付対象
物側を引っ張って分離させるに際して、クリップ側に設けられた前記掛合部を構成する突
起と差込部側に設けられた穴との掛合によって、かかるクリップを被取付対象物の側、つ
まり取付穴に残させずに、差込部を構成する受け入れ板部にはめ着いた状態で当該差込部
と一緒に当該取付穴から抜き出させるようにすることができる。また、前記掛合部を構成
する一対の挟持板にそれぞれ設けられた突起はクリップを平面視した状態で隣り合うよう
に形成されていることから、クリップを側面視した状態では一方の挟持板に形成された突
起の突き出し先端面と他方の挟持板に形成された突起の突き出し先端面とがほぼ同面をな
すようにした状態で、当該クリップをプラスチック材料を用いて射出成形などによってに
より支障無く形成することができ、前記穴に対する当該突起の掛合面積を十分に確保させ
ることができる。
【００１３】
また、請求項２記載の発明にあっては、請求項１記載のクリップを構成する挟持板に設け
られた突起が弾性を備えているものとした。
【００１４】
かかる構成によれば、かかる突起の弾発力を、前記一対の挟持板の間に入れ込まれた前記
受け入れ板部にさらに作用させることができ、受け入れ板部とクリップとのはめ付け状態
を一層向上させることができる。
【００１５】
また、請求項３記載の発明にあっては、請求項１記載のクリップにおける差込部を構成す
る受け入れ板部を受け入れた一対の挟持板が、被取付対象物の取付穴から当該差込部を抜
き出させる向きの力が加わえられた際に当該取付穴の穴縁部に押圧されて内向きに撓み込
まされる掛合腕に外側から自由端側を押圧される構成としてあるものとした。
【００１６】
かかる構成によれば、クリップを介して一旦取り付け合わせた前記取付対象物と被取付対
象物とを前記取付穴から前記差込部を抜き出させる大きさの力で当該取付対象物側を引っ
張って分離させるに際して、一対の挟持板の広がりだしを前記掛合腕によって阻止するこ
とができ、これにより、クリップを被取付対象物の側、つまり取付穴に残させずに、差込
部を構成する受け入れ板部にはめ着いた状態で当該差込部と一緒に当該取付穴から抜き出
させることができ、当該取付対象物の再度の被取付対象物への取り付けなどに支障を生じ
させない。
【００１７】
また、請求項４記載の発明にあっては、請求項１記載のクリップがさらに、取付対象物の
差込部の突き出し基部側に設けられた一対の阻止壁間に、被取付対象物の取付穴から当該
差込部を抜き出させる向きの力が加わった際に突き当てられて外向きの広がり出しを阻止
されるように、前記差込部を構成する受け入れ板部を受け入れた一対の挟持板の自由端を
位置させる構成を備えたものとした。
【００１８】
かかる構成によれば、クリップを介して一旦取り付け合わせた前記取付対象物と被取付対
象物とを前記取付穴から前記差込部を抜き出させる大きさの力で当該取付対象物側を引っ
張って分離させるに際して、この抜き出し方向に移動される受け入れ板部により外向きに
撓み出される力を受ける前記一対の挟持板の当該外向きの広がり出しを、当該挟持板の自
由端を前記阻止壁に押し当てることによって阻止することができ、これにより、かかるク
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リップを被取付対象物の側、つまり取付穴に残させずに、差込部を構成する受け入れ板部
にはめ着いた状態で当該差込部と一緒に当該取付穴から抜き出させるようにすることがで
きる。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、図１ないし図１５に基づいて、この発明にかかるクリップの典型的な実施の形態に
ついて説明する。
【００２８】
この実施の形態にかかるクリップＣ１～Ｃ４は、被取付対象物２００に開設された取付穴
２０１に差し込まれる取付対象物１００の差込部１０１にはめ付けられて、この差込部１
０１の取付穴２０１への差し込みにより当該取付穴２０１に掛合して、かかる被取付対象
物２００に取付対象物１００をワンタッチで取り付けるように用いられるものである。典
型的には、これらのクリップＣ１～Ｃ４はプラスチック材料を用い射出成形などの成形に
よって構成することができる。
【００２９】
例えば、前記差込部１０１を形成させた自動車の内装部品を、前記取付穴２０１を形成さ
せたインストルメントパネルに対し、かかる差込部１０１を当該取付穴２０１に差し込む
ことによりワンタッチで取り付けることができるように用いられるものである。
【００３０】
（第一の実施の形態）
先ず、図１ないし図４に示されるクリップＣ１について説明する。
【００３１】
かかるクリップＣ１は、取付対象物１００に設けられる差込部１０１を構成する当該差込
部１０１の差し込み方向に長い受け入れ板部１０２を間に受け入れる一対の挟持板１０、
１０と、この一対の挟持板１０、１０の外側にそれぞれ設けられた掛合腕１１とを備えて
いる。
【００３２】
かかる挟持板１０は、前記受け入れ板部１０２の受け入れ側（以下、挟持板１０の自由端
１０ａ側という。）と反対の側（以下、挟持板１０の基部側という。）において、連接部
１０ｂをもって他方の挟持板１０と一体に連接されている。そして、この例では、この連
接部１０ｂの内面に前記受け入れ板部１０２の先端が突き当てられる位置まで、前記一対
の挟持板１０、１０間に当該受け入れ板部１０２を入れ込ませることができる構成として
ある。
【００３３】
また、この例にあっては、かかる受け入れ板部１０２が、当該受け入れ板部１０２の板面
にほぼ直交する向きに側壁１０３ａを配させる一対の側板１０３、１０３間に亘るように
設けられており、この受け入れ板部１０２と一対の側板１０３、１０３とによって前記差
込部１０１が形成されている。具体的には、かかる側板１０３も前記差込部１０１の差し
込み方向に長くなるように構成されている。また、かかる側板１０３は前記受け入れ板部
１０２より長く構成されており、当該側板１０３の先端は受け入れ板部１０２の先端より
も差し込み前方側に突き出されている。また、かかる受け入れ板部１０２は、側板１０３
の幅方向ほぼ中程の位置に沿って設けられており、一対の側板１０３、１０３間の空間を
当該受け入れ板部１０２によって左右に区分するように構成されている。
【００３４】
また、この例にあっては、前記一対の挟持板１０、１０の互いに向き合う側（以下、挟持
板１０の内面側という。）にそれぞれ、前記取付穴２０１への差し込み方向に亘って多段
状をなすように、受け入れられた取付対象物１００の受け入れ板部１０２に先端を圧接さ
せる複数の突起１０ｃ、１０ｃ…が設けてある。
【００３５】
具体的には、この例にあっては、かかる複数の突起１０ｃ、１０ｃ…はそれぞれ、前記挟
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持板１０の内面側に設けられた当該挟持板１０の幅方向に亙るリブ状体として構成されて
いる。また、各突起１０ｃ、１０ｃ…の間にはそれぞれ間隔が形成されている。そして、
この例にあっては、一方の挟持板１０に形成された各突起１０ｃ、１０ｃ…の先端が位置
される仮想面と、他方の挟持板１０に形成された各突起１０ｃ、１０ｃ…の先端が位置さ
れる仮想面との間の間隔が、かかる一対の挟持板１０、１０間に入れ込まれる前記受け入
れ板部１０２の板厚よりもやや狭くなるように構成されていると共に、かかる一対の挟持
板１０、１０がそれぞれ前記基部側をおおむね中心として他方の挟持板１０から離れ出す
向きの弾性変形を可能とする構成としてある。
【００３６】
この結果、この例にあっては、前記一対の挟持板１０、１０間にその自由端１０ａ側から
前記受け入れ板部１０２を入れ込ませることにより、このように入れ込まれる受け入れ板
部１０２の板面に当該一対の挟持板１０、１０にそれぞれ設けられた複数の突起１０ｃ、
１０ｃ…をそれぞれ圧接させるように当該一対の挟持板１０、１０を外向きに弾性的に広
がり出させながら、かかる一対の挟持板１０、１０により当該受け入れ板部１０２を挟み
付けさせることができ、この挟み付けによりクリップＣ１を当該受け入れ板部１０２には
め付けることができる。
【００３７】
また、かかる複数の突起１０ｃ、１０ｃ…は、前記取付穴２０１への差込部１０１の差し
込み方向、すなわち、前記受け入れ板部１０２の突き出し方向に亘って多段状をなすよう
に設けてあることから、当該受け入れ板部１０２の両面側から当該受け入れ板部１０２の
突き出し方向に亙る複数箇所で前記挟持板１０の弾発力により前記突起１０ｃを当該受け
入れ板部１０２に圧接させることができ、かかる一対の挟持板１０、１０間への当該受け
入れ板部１０２のはめ付け状態を安定的に維持させることができる。
【００３８】
また、前記受け入れ板部１０２に対して前記複数の突起１０ｃ、１０ｃ…の先端をもって
点的に前記挟持板１０の弾発力を作用させることから、かかる受け入れ板部１０２の板面
に若干の凹凸がある場合であっても、前記一対の挟持板１０、１０により適切に当該受け
入れ板部１０２を挟み付けることができる。
【００３９】
なお、この例にあっては、前記一対の挟持板１０、１０の内面側であって、その自由端１
０ａからこの自由端１０ａに最も近い位置にある前記突起までの箇所に、当該自由端１０
ａに向かうに連れて次第に他方の挟持板１０の内面から離れ出す向きに傾斜した傾斜面１
０ｄが形成してあり、かかる一対の挟持板１０、１０間への当該自由端１０ａ側からの前
記受け入れ板部１０２の入れ込みを当該傾斜面１０ｄによって当該受け入れ板部１０２の
先端を案内してスムースに行えるようにしてある。
【００４０】
また、前記挟持板１０に設けられる複数の突起１０ｃ、１０ｃ…はそれぞれ、前記自由端
１０ａ側に向けられた上側面を、当該突起の根本側から先端側に向けて次第に前記基部に
近付く向きに傾斜させた構成とされており、この上側面の傾斜により各突起１０ｃ、１０
ｃ…を前記受け入れ板部１０２の先端が乗り越え易いようにしてある。
【００４１】
また、この例にあっては、前記一対の挟持板１０、１０の外側にそれぞれ、当該挟持板１
０の外面に内面を向き合わせた当該挟持板１０と同じ幅を備えた板状をなす掛合腕１１が
設けてある。
【００４２】
具体的には、かかる掛合腕１１は、その一端を前記挟持板１０の長さ方向ほぼ中程の位置
に一体に連接させており、この連接位置を中心に当該挟持板１０に近付く向きに弾性的に
撓め込まさせることができるように構成されている。また、かかる掛合腕１１は、その先
端を前記挟持板１０の自由端１０ａの上方に位置させる長さに形成されていると共に、外
面部に掛合突部１１ａをそれぞれ備えている。
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【００４３】
そして、この例にあっては、かかる一対の掛合腕１１、１１の掛合突部１１ａの頂端１１
ｂ間の間隔が前記被取付対象物２００に開設された取付穴２０１の穴幅よりも大きくなる
ように構成されている。
【００４４】
この結果、この例にあっては、前記受け入れ板部１０２を一対の挟持板１０、１０間には
め入れて取付対象物１００の差込部１０１にクリップＣ１を取り付けた後、この差込部１
０１を被取付対象物２００の取付穴２０１に差し込むことにより、前記掛合腕１１の掛合
突部１１ａを当該取付穴２０１の差し込み手前側にある穴縁部に突き当てさせて当該掛合
腕１１を一旦内向きに弾性的に撓め込ませた後、この差込部１０１の当該取付穴２０１へ
の差し込み終了位置で当該掛合腕１１を弾発させて当該掛合腕１１を差し込み先側にある
前記取付穴２０１の穴縁部に前記掛合突部１１ａを掛合させることができ、これによりク
リップＣ１を介して被取付対象物２００に取付対象物１００をワンタッチで取り付けるこ
とができる。
【００４５】
なお、この例にあっては、前記掛合腕１１の外面側には、この掛合腕１１における前記挟
持板１０との連接側から前記掛合突部１１ａの頂端１１ｂに向けて次第に外方に広がり出
すように傾斜した傾斜面１１ｃが形成してあり、前記差込部１０１の取付穴２０１への差
し込みに伴って当該取付穴２０１の差し込み手前側にある穴縁部に当該傾斜面１１ｃを突
き当てさせてスムースに前記掛合腕１１を内向きに撓み込まさせることができるようにし
てある。
【００４６】
また、かかる掛合突部１１ａと掛合腕１１の先端間には、前記取付穴２０１の穴内面に前
記差込終了位置で押し当てられる前記差し込み方向に沿った係当面１１ｄが形成してある
。
【００４７】
そして、この例にあっては、この係当面１１ｄの側において前記取付穴２０１の差し込み
先側にある穴縁部に前記掛合腕１１の掛合突部１１ａが掛合される構成としてある。
【００４８】
また、この例にあっては、前記差込部１０１を構成する受け入れ板部１０２を受け入れた
一対の挟持板１０、１０が、被取付対象物２００の取付穴２０１から当該差込部１０１を
抜き出させる向きの力が加わえられた際に当該取付穴２０１の穴縁部に押圧されて内向き
に撓み込まされる掛合腕１１に外側から自由端１０ａ側を押圧される構成としてある。（
図３）
【００４９】
具体的には、この例にあっては、前記掛合腕１１の掛合突部１１ａが、前記係当面１１ｄ
の側において当該掛合突部１１ａの頂端１１ｂから当該係当面１１ｄの側に向けて次第に
内方に向けて傾斜する傾斜面１１ｅを備えており、かかる掛合突部１１ａを前記取付穴２
０１の差し込み先側の穴縁部に掛合させた取付対象物１００と被取付対象物２００との取
り付け状態から所用の力で取付対象物１００側を被取付対象物２００と分離する向きに引
っ張った場合、この傾斜面１１ｅを差し込み先側にある取付穴２０１の穴縁部に押し当て
て再び掛合腕１１を内向きに次第に撓み込ませ、掛合突部１１ａの掛合を解いて当該掛合
突部１１ａを取付穴２０１内に入り込ませ、クリップＣ１の取り付けられた差込部１０１
を取付穴２０１から再び抜き出すことができるようにしてある。
【００５０】
それと共に、この差込部１０１の抜き出し操作に伴って内向きに撓め込まされた前記掛合
腕１１の自由端１０ａ側の内面部に形成された隆起部１１ｆが、前記挟持板１０の自由端
１０ａ側の外面部に押し当たり、当該隆起部１１ｆによって一対の挟持板１０、１０を互
いに近づけさせる向きに押圧するようにしてある。
【００５１】
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この結果、この例にあっては、クリップＣ１を介して一旦取り付け合わせた前記取付対象
物１００と被取付対象物２００とを前記取付穴２０１から前記差込部１０１を抜き出させ
る大きさの力で当該取付対象物１００側を引っ張って分離させるに際して、クリップＣ１
を被取付対象物２００の側、つまり取付穴２０１に残させずに、差込部１０１を構成する
受け入れ板部１０２にはめ着いた状態で当該差込部１０１と一緒に当該取付穴２０１から
抜き出させることができ、当該取付対象物１００の再度の被取付対象物２００への取り付
けなどに支障を生じさせない。
【００５２】
また、この例にあっては、クリップＣ１に、取付対象物１００の差込部１０１を構成する
受け入れ板部１０２の一対の挟持板１０、１０間への受け入れに伴って当該差込部１０１
に設けた被掛合部１０４に掛合される掛合部１２が備えられている。
【００５３】
この例にあっては、かかるクリップＣ１の掛合部１２が、前記取付対象物１００の差込部
１０１を構成する一対の側板１０３、１０３の向き合った側壁１０３ａに形成された被掛
合部１０４となる突部１０４ａに、当該一対の挟持板１０、１０間への受け入れ板部１０
２の受け入れに伴って一旦突き当てられた後弾性変形して当該突部１０４ａを乗り越え当
該乗り越え位置で弾発して当該突部１０４ａに掛合される弾性突部１２ａとしてある。
【００５４】
具体的には、この例にあっては、クリップＣ１における一対の挟持板１０、１０の板厚方
向にある端面１０ｅであって、当該挟持板１０の長さ方向にある両端面１０ｅにそれぞれ
、当該挟持板１０の長さ方向に亘って間隔を開けて複数の弾性突部１２ａ、１２ａ…が設
けてある。そして、かかる挟持板１０の一方の端面１０ｅに設けられた複数の弾性突部１
２ａ、１２ａ…の先端が位置される仮想面と、かかる挟持板１０の他方の端面１０ｅに設
けられた複数の弾性突部１２ａ、１２ａ…の先端が位置される仮想面との間の間隔が、前
記一対の側板１０３、１０３の向き合った側壁１０３ａ間の間隔よりもやや大きくなるよ
うに構成してあり、この複数の弾性突部１２ａを側壁１０３ａに押し当て弾性変形させな
がら前記一対の挟持板１０、１０間に前記受け入れ板部１０２が入れ込まれるようにして
ある。
【００５５】
それと共に、この例にあっては、前記一対の挟持板１０、１０間に前記連接部１０ｂの内
面に先端を突き当てさせる位置まで前記受け入れ板部１０２を入れ込ませることに伴って
、この挟持板１０の最も自由端１０ａ側にある弾性突部１２ａに一旦突き当たった後、こ
の突き当たりにより当該弾性突部１２ａを変形させながら当該弾性突部１２ａを乗り越え
て当該弾性突部１２ａの下方に入り込み当該弾性突部１２ａに掛合される隆起部状をなす
突部１０４ａが、前記一対の側板１０３、１０３における前記受け入れ板部１０２を挟ん
だ両側位置にそれぞれ設けられている。
【００５６】
この結果、この例にあっては、クリップＣ１を介して一旦取り付け合わせた前記取付対象
物１００と被取付対象物２００とを前記取付穴２０１から前記差込部１０１を抜き出させ
る大きさの力で当該取付対象物１００側を引っ張って分離させるに際して、クリップＣ１
側に設けられた前記弾性突部１２ａと差込部１０１側に設けられた突部１０４ａとの掛合
によっても、かかるクリップＣ１を被取付対象物２００の側、つまり取付穴２０１に残さ
せずに、差込部１０１を構成する受け入れ板部１０２にはめ着いた状態で当該差込部１０
１と一緒に当該取付穴２０１から抜き出させるようにすることができる。
【００５７】
なお、この例にあっては、かかる複数の弾性突部１２ａ、１２ａ…がそれぞれ、前記挟持
板１０の自由端１０ａ側に向けられた側面を、当該弾性突部１２ａの先端に向かうに連れ
て次第に当該自由端１０ａから離れる向きに傾斜させており、この傾斜した側面を利用し
て前記差込部１０１を構成する一対の側板１０３、１０３間に当該側板の先端側から当該
弾性突部１２ａを弾性変形させながらクリップＣ１を入れ込みやすいようにしてある。
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【００５８】
なお、前記挟持板１０の内面側に設けられた複数の突起１０ｃ、１０ｃ…がさらに弾性を
備えているように構成してあっても良い。
【００５９】
この場合には、かかる突起１０ｃの弾発力を、前記一対の挟持板１０、１０の間に入れ込
まれた前記受け入れ板部１０２にさらに作用させることができ、受け入れ板部１０２とク
リップＣ１とのはめ付け状態を一層向上させることができる。
【００６０】
（第二の実施の形態）
次いで、図５および図６に示されるクリップＣ２について説明する。
【００６１】
かかるクリップＣ２は、取付対象物１００に設けられる差込部１０１を構成する当該差込
部１０１の差し込み方向に長い受け入れ板部１０２を間に受け入れる一対の挟持板１０、
１０と、この一対の挟持板２０、２０の外側にそれぞれ設けられた掛合腕２１とを備えて
いる。
【００６２】
かかる挟持板２０は、前記受け入れ板部１０２の受け入れ側（以下、挟持板２０の自由端
２０ａ側という。）と反対の側（以下、挟持板２０の基部側という。）において、連接部
２０ｂをもって他方の挟持板２０と一体に連接されている。そして、この例では、この連
接部２０ｂの内面に前記受け入れ板部１０２の先端が突き当てられる位置まで、前記一対
の挟持板２０、２０間に当該受け入れ板部１０２を入れ込ませることができる構成として
ある。
【００６３】
また、この例にあっては、かかる受け入れ板部１０２が、当該受け入れ板部１０２の板面
にほぼ直交する向きに側壁１０３ａを配させる一対の側板１０３、１０３間に亘るように
設けられており、この受け入れ板部１０２と一対の側板１０３、１０３とによって前記差
込部１０１が形成されている。具体的には、かかる側板１０３も前記差込部１０１の差し
込み方向に長くなるように構成されている。また、かかる側板１０３は前記受け入れ板部
１０２より長く構成されており、当該側板１０３の先端は受け入れ板部１０２の先端より
も差し込み前方側に突き出されている。また、かかる受け入れ板部１０２は、側板１０３
の幅方向ほぼ中程の位置に沿って設けられており、一対の側板１０３、１０３間の空間を
当該受け入れ板部１０２によって左右に区分するように構成されている。
【００６４】
また、この例にあっては、前記一対の挟持板２０、２０の互いに向き合う側（以下、挟持
板２０の内面側という。）にそれぞれ、前記取付穴２０１への差し込み方向に亘って多段
状をなすように、受け入れられた取付対象物１００の受け入れ板部１０２に先端を圧接さ
せる複数の突起２０ｃ、２０ｃ…が設けてある。
【００６５】
具体的には、この例にあっては、かかる複数の突起２０ｃ、２０ｃ…はそれぞれ、前記挟
持板２０の内面側に設けられた当該挟持板２０の幅方向に亙るリブ状体として構成されて
いる。また、各突起２０ｃ、２０ｃ…の間にはそれぞれ間隔が形成されている。そして、
この例にあっては、一方の挟持板２０に形成された各突起２０ｃ、２０ｃ…の先端が位置
される仮想面と、他方の挟持板２０に形成された各突起２０ｃ、２０ｃ…の先端が位置さ
れる仮想面との間の間隔が、かかる一対の挟持板２０、２０間に入れ込まれる前記受け入
れ板部１０２の板厚よりもやや狭くなるように構成されていると共に、かかる一対の挟持
板２０、２０がそれぞれ前記基部をおおむね中心として他方の挟持板２０から離れ出す向
きの弾性変形を可能とする構成としてある。
【００６６】
この結果、この例にあっては、前記一対の挟持板２０、２０間にその自由端２０ａ側から
前記受け入れ板部１０２を入れ込ませることにより、このように入れ込まれる受け入れ板
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部１０２の板面に当該一対の挟持板２０、２０にそれぞれ設けられた複数の突起２０ｃ、
２０ｃ…をそれぞれ圧接させるように当該一対の挟持板２０、２０を外向きに弾性的に広
がり出させながら、かかる一対の挟持板２０、２０により当該受け入れ板部１０２を挟み
付けさせることができ、この挟み付けによりクリップＣ２を当該受け入れ板部１０２には
め付けることができる。
【００６７】
また、かかる複数の突起２０ｃ、２０ｃ…は、前記取付穴２０１への差込部１０１の差し
込み方向、すなわち、前記受け入れ板部１０２の突き出し方向に亘って多段状をなすよう
に設けてあることから、当該受け入れ板部１０２の両面側から当該受け入れ板部１０２の
突き出し方向に亙る複数箇所で前記挟持板２０の弾発力により前記突起２０ｃを当該受け
入れ板部１０２に圧接させることができ、かかる一対の挟持板２０、２０間への当該受け
入れ板部１０２のはめ付け状態を安定的に維持させることができる。
【００６８】
また、前記受け入れ板部１０２に対して前記複数の突起２０ｃ、２０ｃ…の先端をもって
点的に前記挟持板２０の弾発力を作用させることから、かかる受け入れ板部１０２の板面
に若干の凹凸がある場合であっても、前記一対の挟持板２０、２０により適切に当該受け
入れ板部１０２を挟み付けることができる。
【００６９】
また、この例にあっては、前記一対の挟持板２０、２０の外側にそれぞれ、当該挟持板２
０の外面に内面を向き合わせた当該挟持板２０と同じ幅を備えた板状をなす掛合腕２１が
設けてある。
【００７０】
具体的には、かかる掛合腕２１は、その一端を前記挟持板２０の連接部２０ｂに近い位置
に一体に連接させており、この連接位置を中心に当該挟持板２０に近付く向きに弾性的に
撓め込まさせることができるように構成されている。また、この例にあっては、かかる掛
合腕２１は、その先端を前記挟持板２０の自由端２０ａの下方に位置させる長さに形成さ
れていると共に、外面部に掛合突部２１ａをそれぞれ備えている。
【００７１】
そして、この例にあっては、かかる一対の掛合腕２１、２１の掛合突部２１ａの頂端２１
ｂ間の間隔が前記被取付対象物２００に開設された取付穴２０１の穴幅よりも大きくなる
ように構成されている。
【００７２】
この結果、この例にあっては、前記受け入れ板部１０２を一対の挟持板２０、２０間には
め入れて取付対象物１００の差込部１０１にクリップＣ２を取り付けた後、この差込部１
０１を被取付対象物２００の取付穴２０１に差し込むことにより、前記掛合腕２１の掛合
突部２１ａを当該取付穴２０１の差し込み手前側にある穴縁部に突き当てさせて当該掛合
腕２１を一旦内向きに弾性的に撓め込ませた後、この差込部１０１の当該取付穴２０１へ
の差し込み終了位置で当該掛合腕２１を弾発させて当該掛合腕２１を差し込み先側にある
前記取付穴２０１の穴縁部に前記掛合突部２１ａを掛合させることができ、これによりク
リップＣ２を介して被取付対象物２００に取付対象物１００をワンタッチで取り付けるこ
とができる。
【００７３】
なお、この例にあっては、前記掛合腕２１の外面側には、この掛合腕２１における前記挟
持板２０との連接側から前記掛合突部２１ａの頂端２１ｂに向けて次第に外方に広がり出
すように傾斜した傾斜面２１ｃが形成してあり、前記差込部１０１の取付穴２０１への差
し込みに伴って当該取付穴２０１の差し込み手前側にある穴縁部に当該傾斜面２１ｃを突
き当てさせてスムースに前記掛合腕２１を内向きに撓み込まさせることができるようにし
てある。
【００７４】
また、かかる掛合突部２１ａと掛合腕２１の先端間には、前記取付穴２０１の穴内面に前
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記差込終了位置で押し当てられる前記差し込み方向に沿った係当面２１ｄが形成してある
。
【００７５】
そして、この例にあっては、この係当面２１ｄの側において前記取付穴２０１の差し込み
先側にある穴縁部に前記掛合腕２１の掛合突部２１ａが掛合される構成としてある。
【００７６】
また、この例にあっては、クリップＣ２に、取付対象物１００の差込部１０１を構成する
受け入れ板部１０２の一対の挟持板２０、２０間への受け入れに伴って当該差込部１０１
に設けた被掛合部１０５に掛合される掛合部２２が備えられている。
【００７７】
この例にあっては、かかるクリップＣ２の掛合部２２を、前記取付対象物１００の差込部
１０１を構成する受け入れ板部１０２の両面側に形成された被掛合部１０５となる突部１
０５ａに、当該一対の挟持板２０、２０間への受け入れ板部１０２の受け入れに伴って掛
合される当該挟持板２０に設けられた前記複数の突起２０ｃ、２０ｃ…の一つとしてある
。
【００７８】
具体的には、この例にあっては、前記受け入れ板部１０２に形成した被掛合部１０５とな
る突部１０５ａに対し、前記一対の挟持板２０、２０に設けられた複数の突起２０ｃ、２
０ｃ…のうちの当該挟持板２０の自由端２０ａ側から数えて二番目にある突起２０ｃが、
この一対の挟持板２０、２０間への当該受け入れ板部１０２の受け入れに伴って突き当っ
て当該一対の挟持板２０、２０を外向きに広がり出させると共に、この一対の挟持板２０
、２０の広がり出しにより当該突部を乗り越えて当該乗り越え位置での当該一対の挟持板
２０、２０の弾み戻しにより当該突部に掛合される構成としてある。
【００７９】
この結果、この例にあっては、クリップＣ２を介して一旦取り付け合わせた前記取付対象
物１００と被取付対象物２００とを前記取付穴２０１から前記差込部１０１を抜き出させ
る大きさの力で当該取付対象物１００側を引っ張って分離させるに際して、クリップＣ２
側に設けられた前記掛合部２２を構成する突起２０ｃと差込部１０１側に設けられた突部
１０５ａとの掛合によって、かかるクリップＣ２を被取付対象物２００の側、つまり取付
穴２０１に残させずに、差込部１０１を構成する受け入れ板部１０２にはめ着いた状態で
当該差込部１０１と一緒に当該取付穴２０１から抜き出させるようにすることができる。
【００８０】
なお、前記挟持板２０の内面側に設けられた複数の突起２０ｃ、２０ｃ…がさらに弾性を
備えているように構成してあっても良い。
【００８１】
この場合には、かかる突起２０ｃの弾発力を、前記一対の挟持板２０、２０の間に入れ込
まれた前記受け入れ板部１０２にさらに作用させることができ、受け入れ板部１０２とク
リップＣ２とのはめ付け状態を一層向上させることができる。
【００８２】
また、この例にあっては、前記取付対象物１００の差込部１０１の突き出し基部側に設け
られた一対の阻止壁１０７ａ、１０７ａ間に、被取付対象物２００の取付穴２０１から当
該差込部１０１を抜き出させる向きの力が加わった際に突き当てられて外向きの広がり出
しを阻止されるように、前記差込部１０１を構成する受け入れ板部１０２を受け入れた一
対の挟持板２０、２０の自由端２０ａが位置される構成としてある。
【００８３】
より具体的には、この例にあっては、前記取付対象物１００の差込部１０１を構成する受
け入れ板部１０２の両側にそれぞれ、この受け入れ板部１０２の板面に向き合った阻止壁
１０７ａを備えた阻止突部１０７が前記一対の側板１０３、１０３に基部間に亘るように
形成されている。それと共に、かかる受け入れ板部１０２を間に受け入れた一対の挟持板
２０、２０の自由端２０ａの外側部間の間隔が当該一対の阻止壁１０７ａ、１０７ａ間の
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間隔よりもやや小さく、この一対の挟持板２０、２０間にある連接部２０ｂの内面に当該
受け入れ板部１０２の先端が突き当てられる当該受け入れ板部１０２の入れ込み終了位置
において、かかる一対の挟持板２０、２０がそれぞれその自由端２０ａを前記阻止突部１
０７ａ、１０７ａの内側に位置させる構成としてある。
【００８４】
この結果、この例にあっては、クリップＣ２を介して一旦取り付け合わせた前記取付対象
物１００と被取付対象物２００とを前記取付穴２０１から前記差込部１０１を抜き出させ
る大きさの力で当該取付対象物１００側を引っ張って分離させるに際して、この抜き出し
方向に移動される受け入れ板部１０２により外向きに撓み出される力を受ける前記一対の
挟持板２０、２０の当該外向きの広がり出しを、当該挟持板２０の自由端２０ａを前記阻
止壁１０７ａに押し当てることによって阻止することができ、これにより、かかるクリッ
プＣ２を被取付対象物２００の側、つまり取付穴２０１に残させずに、差込部１０１を構
成する受け入れ板部１０２にはめ着いた状態で当該差込部１０１と一緒に当該取付穴２０
１から抜き出させるようにすることができる。
【００８５】
（第三の実施の形態）
次いで、図７ないし図９に示されるクリップＣ３について説明する。
【００８６】
かかるクリップＣ３は、取付対象物１００に設けられる差込部１０１を構成する当該差込
部１０１の差し込み方向に長い受け入れ板部１０２を間に受け入れる一対の挟持板３０、
３０と、この一対の挟持板３０、３０の外側にそれぞれ設けられた掛合腕３１とを備えて
いる。
【００８７】
かかる挟持板３０は、前記受け入れ板部１０２の受け入れ側（以下、挟持板３０の自由端
３０ａ側という。）と反対の側（以下、挟持板３０の基部側という。
）において、連接部３０ｂをもって他方の挟持板３０と一体に連接されている。
そして、この例では、この連接部３０ｂの内面に前記受け入れ板部１０２の先端が突き当
てられる位置まで、前記一対の挟持板３０、３０間に当該受け入れ板部１０２を入れ込ま
せることができる構成としてある。
【００８８】
また、この例にあっては、かかる受け入れ板部１０２が、当該受け入れ板部１０２の板面
にほぼ直交する向きに側壁１０３ａを配させる一対の側板１０３、１０３間に亘るように
設けられており、この受け入れ板部１０２と一対の側板１０３、１０３とによって前記差
込部１０１が形成されている。具体的には、かかる側板１０３も前記差込部１０１の差し
込み方向に長くなるように構成されている。また、かかる側板１０３は前記受け入れ板部
１０２より長く構成されており、当該側板１０３の先端は受け入れ板部１０２の先端より
も差し込み前方側に突き出されている。また、かかる受け入れ板部１０２は、側板１０３
の幅方向ほぼ中程の位置に沿って設けられており、一対の側板１０３、１０３間の空間を
当該受け入れ板部１０２によって左右に区分するように構成されている。
【００８９】
また、この例にあっては、前記一対の挟持板３０、３０の互いに向き合う側（以下、挟持
板３０の内面側という。）にそれぞれ、前記取付穴２０１への差し込み方向に亘って多段
状をなすように、受け入れられた取付対象物１００の受け入れ板部１０２に先端を圧接さ
せる複数の突起３０ｃ、３０ｃ…が設けてある。
【００９０】
具体的には、この例にあっては、かかる複数の突起３０ｃ、３０ｃ…はそれぞれ、前記挟
持板３０の内面側に設けられた当該挟持板３０の幅方向に亙るリブ状体として構成されて
いる。また、各突起３０ｃ、３０ｃ…の間にはそれぞれ間隔が形成されている。そして、
この例にあっては、一方の挟持板３０に形成された各突起３０ｃ、３０ｃ…の先端が位置
される仮想面と、他方の挟持板３０に形成された各突起３０ｃ、３０ｃ…の先端が位置さ
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れる仮想面との間の間隔が、かかる一対の挟持板３０、３０間に入れ込まれる前記受け入
れ板部１０２の板厚よりもやや狭くなるように構成されていると共に、かかる一対の挟持
板３０、３０がそれぞれ前記基部側をおおむね中心として他方の挟持板３０から離れ出す
向きの弾性変形を可能とする構成としてある。
【００９１】
この結果、この例にあっては、前記一対の挟持板３０、３０間にその自由端３０ａ側から
前記受け入れ板部１０２を入れ込ませることにより、このように入れ込まれる受け入れ板
部１０２の板面に当該一対の挟持板３０、３０にそれぞれ設けられた複数の突起３０ｃ、
３０ｃ…をそれぞれ圧接させるように当該一対の挟持板３０、３０を外向きに弾性的に広
がり出させながら、かかる一対の挟持板３０、３０により当該受け入れ板部１０２を挟み
付けさせることができ、この挟み付けによりクリップＣ３を当該受け入れ板部１０２には
め付け入ることができる。
【００９２】
また、かかる複数の突起３０ｃ、３０ｃ…は、前記取付穴２０１への差込部１０１の差し
込み方向、すなわち、前記受け入れ板部１０２の突き出し方向に亘って多段状をなすよう
に設けてあることから、当該受け入れ板部１０２の両面側から当該受け入れ板部１０２の
突き出し方向に亙る複数箇所で前記挟持板３０の弾発力により前記突起を当該受け入れ板
部１０２に圧接させることができ、かかる一対の挟持板３０、３０間への当該受け入れ板
部１０２のはめ付け状態を安定的に維持させることができる。
【００９３】
また、前記受け入れ板部１０２に対して前記複数の突起３０ｃ、３０ｃ…の先端をもって
点的に前記挟持板３０の弾発力を作用させることから、かかる受け入れ板部１０２の板面
に若干の凹凸がある場合であっても、前記一対の挟持板３０、３０により適切に当該受け
入れ板部１０２を挟み付けることができる。
【００９４】
また、前記挟持板３０に設けられる複数の突起３０ｃ、３０ｃ…はそれぞれ、前記自由端
３０ａ側に向けられた上側面を、当該突起３０ｃの根本側から先端側に向けて次第に前記
基部に近付く向きに傾斜させた構成とされており、この上側面の傾斜により各突起３０ｃ
、３０ｃ…を前記受け入れ板部１０２の先端が乗り越え易いようにしてある。
【００９５】
また、この例にあっては、前記一対の挟持板３０、３０の外側にそれぞれ、当該挟持板３
０と同じ幅を備え、当該挟持板３０の板面と同じ向きに板面を配した板状をなす掛合腕３
１が設けてある。
【００９６】
具体的には、かかる掛合腕３１は、その一端を前記挟持板３０の自由端３０ａに近い位置
に一体に連接させており、この連接位置を中心に当該挟持板３０に近付く向きに弾性的に
撓め込まさせることができるように構成されている。また、この例にあっては、かかる掛
合腕３１は、その先端を前記挟持板３０の自由端３０ａの上方に位置させる長さに形成さ
れていると共に、外面部に掛合突部３１ａをそれぞれ備えている。
【００９７】
そして、この例にあっては、かかる一対の掛合腕３１、３１の掛合突部３１ａの頂端３１
ｂ間の間隔が前記被取付対象物２００に開設された取付穴２０１の穴幅よりも大きくなる
ように構成されている。
【００９８】
この結果、この例にあっては、前記受け入れ板部１０２を一対の挟持板３０、３０間には
め入れて取付対象物１００の差込部１０１にクリップＣ３を取り付けた後、この差込部１
０１を被取付対象物２００の取付穴２０１に差し込むことにより、前記掛合腕３１の掛合
突部３１ａを当該取付穴２０１の差し込み手前側にある穴縁部に突き当てさせて当該掛合
腕３１を一旦内向きに弾性的に撓め込ませた後、この差込部１０１の当該取付穴２０１へ
の差し込み終了位置で当該掛合腕３１を弾発させて当該掛合腕３１を差し込み先側にある
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前記取付穴２０１の穴縁部に前記掛合突部３１ａを掛合させることができ、これによりク
リップＣ３を介して被取付対象物２００に取付対象物１００をワンタッチで取り付けるこ
とができる。
【００９９】
なお、この例にあっては、前記掛合腕３１の外面側には、この掛合腕３１における前記挟
持板３０との連接側から前記掛合突部３１ａの頂端３１ｂに向けて次第に外方に広がり出
すように傾斜した傾斜面３１ｃが形成してあり、前記差込部１０１の取付穴２０１への差
し込みに伴って当該取付穴２０１の差し込み手前側にある穴縁部に当該傾斜面３１ｃを突
き当てさせてスムースに前記掛合腕３１を内向きに撓み込まさせることができるようにし
てある。
【０１００】
また、かかる掛合突部３１ａと掛合腕３１の先端間には、前記取付穴２０１の穴内面に前
記差込終了位置で押し当てられる前記差し込み方向に沿った係当面３１ｄが形成してある
。
【０１０１】
そして、この例にあっては、この係当面３１ｄの側において前記取付穴２０１の差し込み
先側にある穴縁部に前記掛合腕３１の掛合突部３１ａが掛合される構成としてある。
【０１０２】
また、この例にあっては、クリップＣ３に、取付対象物１００の差込部１０１を構成する
受け入れ板部１０２の一対の挟持板３０、３０間への受け入れに伴って当該差込部１０１
に設けた被掛合部１０６に掛合される掛合部３２が備えられている。
【０１０３】
この例にあっては、かかるクリップＣ３の掛合部３２を、前記受け入れ板部１０２の受け
入れに伴って当該受け入れ板部１０２の側面に突き当てられて一旦一対の挟持板３０、３
０を外向きに広がり出させると共に、当該一対の挟持板３０、３０の弾み戻しにより前記
受け入れ板部１０２に形成した被掛合部１０６となる穴１０６ａに入り込んで掛合される
突起３２ａとしている。
【０１０４】
具体的には、この例にあっては、前記一対の挟持板３０、３０の自由端３０ａ側の内面部
にそれぞれ、前記突起３２ａを備えている。この例にあっては、かかる突起３２ａは、前
記挟持板３０に設けられている前記複数の突起３０ｃ、３０ｃ…よりも挟持板３０からの
突き出し寸法を大きくするように構成されている。また、この例にあっては、かかる一対
の挟持板３０、３０の一方に設けられた突起３２ａと他方に設けられた突起３２ａとがそ
の突き出し先端３２ｂ面を向き合わせないように、一方の挟持板３０への当該突起３２ａ
の形成位置と他方の挟持板３０への当該突起３２ａの形成位置とがクリップＣ３を当該挟
持板３０の自由端３０ａ側から平面視した状態で隣り合うように構成してある。（図９）
【０１０５】
そしてこの例にあっては、前記受け入れ板部１０２に前記被掛合部１０６となる穴１０６
ａが透設されていると共に、この穴１０６ａに対し、前記一対の挟持板３０、３０にそれ
ぞれ設けられた前記掛合部３２となる突起３２ａが、この一対の挟持板３０、３０間への
当該受け入れ板部１０２の受け入れに伴って当該受け入れ板部１０２の先端にそれぞれ突
き当って当該一対の挟持板３０、３０を外向きに広がり出させると共に、この掛合部３２
となる突起３２ａが前記穴１０６ａに入り込む当該受け入れ板部１０２の受け入れ位置で
の当該一対の挟持板３０、３０の弾み戻しにより当該穴１０６ａに入り込んでそれぞれ掛
合される構成としてある。
【０１０６】
この結果、この例にあっては、クリップＣ３を介して一旦取り付け合わせた前記取付対象
物１００と被取付対象物２００とを前記取付穴２０１から前記差込部１０１を抜き出させ
る大きさの力で当該取付対象物１００側を引っ張って分離させるに際して、クリップＣ３
側に設けられた前記掛合部３２を構成する突起３２ａと差込部１０１側に設けられた穴１
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０６ａとの掛合によって、かかるクリップＣ３を被取付対象物２００の側、つまり取付穴
２０１に残させずに、差込部１０１を構成する受け入れ板部１０２にはめ着いた状態で当
該差込部１０１と一緒に当該取付穴２０１から抜き出させるようにすることができる。
【０１０７】
また、この例にあっては、前記掛合部３２を構成する一対の挟持板３０、３０にそれぞれ
設けられた突起３２ａが、前記のようにクリップＣ３を平面視した状態で隣り合うように
形成されていることから、クリップＣ３を側面視した状態では一方の挟持板３０に形成さ
れた突起３２ａの突き出し先端面３２ｂと他方の挟持板３０に形成された突起３２ａの突
き出し先端面３２ｂとがほぼ同面をなすようにした状態で、当該クリップＣ３をプラスチ
ック材料を用いて射出成形などによってにより支障無く形成することができ、前記穴１０
６ａに対する当該突起３２ａの掛合面積を十分に確保させることができる。
【０１０８】
なお、前記挟持板３０の内面側に設けられた複数の突起３０ｃ、３０ｃ…がさらに弾性を
備えているように構成してあっても良い。
【０１０９】
この場合には、かかる突起３０ｃの弾発力を、前記一対の挟持板３０、３０の間に入れ込
まれた前記受け入れ板部１０２にさらに作用させることができ、受け入れ板部１０２とク
リップＣ３とのはめ付け状態を一層向上させることができる。
【０１１０】
（第四の実施の形態）
次いで、図１０ないし図１５に示されるクリップＣ４について説明する。
【０１１１】
かかるクリップＣ４は、取付対象物１００に設けられる差込部１０１を構成する当該差込
部１０１の差し込み方向に長い受け入れ板部１０２を間に受け入れる一対の挟持板４０、
４０と、この一対の挟持板４０、４０の外側にそれぞれ設けられた掛合腕４１とを備えて
いる。
【０１１２】
かかる挟持板４０は、前記受け入れ板部１０２の受け入れ側（以下、挟持板４０の自由端
４０ａ側という。）と反対の側（以下、挟持板４０の基部側という。）において、連接部
４０ｂをもって他方の挟持板４０と一体に連接されている。そして、この例では、この連
接部４０ｂの内面に前記受け入れ板部１０２の先端が突き当てられる位置まで、前記一対
の挟持板４０、４０間に当該受け入れ板部１０２を入れ込ませることができる構成として
ある。
【０１１３】
また、この例にあっては、かかる受け入れ板部１０２が、当該受け入れ板部１０２の板面
にほぼ直交する向きに側壁１０３ａを配させる一対の側板１０３、１０３間に亘るように
設けられており、この受け入れ板部１０２と一対の側板１０３、１０３とによって前記差
込部１０１が形成されている。具体的には、かかる側板１０３も前記差込部１０１の差し
込み方向に長くなるように構成されている。また、かかる側板１０３は前記受け入れ板部
１０２より長く構成されており、当該側板１０３の先端は受け入れ板部１０２の先端より
も差し込み前方側に突き出されている。また、かかる受け入れ板部１０２は、側板１０３
の幅方向ほぼ中程の位置に沿って設けられており、一対の側板１０３、１０３間の空間を
当該受け入れ板部１０２によって左右に区分するように構成されている。
【０１１４】
また、この例にあっては、前記一対の挟持板４０、４０の互いに向き合う側（以下、挟持
板４０の内面側という。）にそれぞれ、前記取付穴２０１への差し込み方向に亘って多段
状をなすように、受け入れられた取付対象物１００の受け入れ板部１０２に先端を圧接さ
せる複数の突起４０ｃ、４０ｃ…が設けてある。
【０１１５】
具体的には、この例にあっては、かかる複数の突起４０ｃ、４０ｃ…はそれぞれ、前記挟
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持板４０の内面側に設けられた当該挟持板４０の幅方向に亙るリブ状体として構成されて
いる。また、各突起４０ｃ、４０ｃ…の間にはそれぞれ間隔が形成されている。そして、
この例にあっては、一方の挟持板４０に形成された各突起４０ｃ、４０ｃ…の先端が位置
される仮想面と、他方の挟持板４０に形成された各突起４０ｃ、４０ｃ…の先端が位置さ
れる仮想面との間の間隔が、かかる一対の挟持板４０、４０間に入れ込まれる前記受け入
れ板部１０２の板厚よりもやや狭くなるように構成されていると共に、かかる一対の挟持
板４０、４０がそれぞれ前記基部をおおむね中心として他方の挟持板４０から離れ出す向
きの弾性変形を可能とする構成としてある。
【０１１６】
この結果、この例にあっては、前記一対の挟持板４０、４０間にその自由端４０ａ側から
前記受け入れ板部１０２を入れ込ませることにより、このように入れ込まれる受け入れ板
部１０２の板面に当該一対の挟持板４０、４０にそれぞれ設けられた複数の突起４０ｃ、
４０ｃ…をそれぞれ圧接させるように当該一対の挟持板４０、４０を外向きに弾性的に広
がり出させながら、かかる一対の挟持板４０、４０により当該受け入れ板部１０２を挟み
付けさせることができ、この挟み付けによりクリップＣ４を当該受け入れ板部１０２には
め付け入ることができる。
【０１１７】
また、かかる複数の突起４０ｃ、４０ｃ…は、前記取付穴２０１への差込部１０１の差し
込み方向、すなわち、前記受け入れ板部１０２の突き出し方向に亘って多段状をなすよう
に設けてあることから、当該受け入れ板部１０２の両面側から当該受け入れ板部１０２の
突き出し方向に亙る複数箇所で前記挟持板４０の弾発力により前記突起４０ｃを当該受け
入れ板部１０２に圧接させることができ、かかる一対の挟持板４０、４０間への当該受け
入れ板部１０２のはめ付け状態を安定的に維持させることができる。
【０１１８】
また、前記受け入れ板部１０２に対し前記複数の突起４０ｃ、４０ｃ…の先端をもって点
的に前記挟持板４０の弾発力を作用させることから、かかる受け入れ板部１０２の板面に
若干の凹凸がある場合であっても、前記一対の挟持板４０、４０により適切に当該受け入
れ板部１０２を挟み付けることができる。
【０１１９】
なお、この例にあっては、前記一対の挟持板４０、４０の内面側であって、その自由端４
０ａからこの自由端４０ａに最も近い位置にある前記突起４０ｃまでの箇所に、当該自由
端４０ａに向かうに連れて次第に他方の挟持板４０の内面から離れ出す向きに傾斜した傾
斜面４０ｄが形成してあり、かかる一対の挟持板４０、４０間への当該自由端４０ａ側か
らの前記受け入れ板部１０２の入れ込みを当該傾斜面４０ｄによって当該受け入れ板部１
０２の先端を案内してスムースに行えるようにしてある。
【０１２０】
また、この例にあっては、前記一対の挟持板４０、４０の外側にそれぞれ、当該挟持板４
０の外面に内面を向き合わせた当該挟持板４０の約半分の幅を備えた板状をなす掛合腕４
１が設けてある。また、一対の挟持板４０、４０の一方に設けられた掛合腕４１は当該一
方の挟持板４０の長さ方向にある一方の側縁にその長さ方向にある一方の側縁４１ａを沿
わせ、かつ、当該一対の挟持板４０、４０の他方に設けられた掛合腕４１は当該他方の挟
持板４０の長さ方向にある他方の側縁にその長さ方向にある一方の側縁４１ａを沿わせる
ように設けられている。すなわち、この例にあっては、クリップＣ４を挟持板４０の自由
端４０ａ側から平面視した状態において、一方の挟持板４０側の掛合腕４１と他方の挟持
板４０側の掛合腕４１とがクリップＣ４の中心部（連接部４０ｂの中央）を基準とした点
対称位置に配されるように構成されている。（図１３）
【０１２１】
具体的には、かかる掛合腕４１は、その一端を前記挟持板４０の連接部４０ｂに近い位置
に一体に連接させており、この連接位置を中心に当該挟持板４０に近付く向きに弾性的に
撓め込まさせることができるように構成されている。また、この例にあっては、かかる掛
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合腕４１は、その先端を前記挟持板４０の自由端４０ａの下方に位置させる長さに形成さ
れていると共に、外面部に掛合突部４１ｂをそれぞれ備えている。
【０１２２】
そして、この例にあっては、かかる一対の掛合腕４１、４１の掛合突部４１ｂの頂端４１
ｃ間の間隔が前記被取付対象物２００に開設された取付穴２０１の穴幅よりも大きくなる
ように構成されている。
【０１２３】
この結果、この例にあっては、前記受け入れ板部１０２を一対の挟持板４０、４０間には
め入れて取付対象物１００の差込部１０１にクリップＣ４を取り付けた後、この差込部１
０１を被取付対象物２００の取付穴２０１に差し込むことにより、前記掛合腕４１の掛合
突部４１ｂを当該取付穴２０１の差し込み手前側にある穴縁部に突き当てさせて当該掛合
腕４１を一旦内向きに弾性的に撓め込ませた後、この差込部１０１の当該取付穴２０１へ
の差し込み終了位置で当該掛合腕４１を弾発させて当該掛合腕４１を差し込み先側にある
前記取付穴２０１の穴縁部に前記掛合突部４１ｂを掛合させることができ、これによりク
リップＣ４を介して被取付対象物２００に取付対象物１００をワンタッチで取り付けるこ
とができる。
【０１２４】
なお、この例にあっては、前記掛合腕４１の外面側には、この掛合腕４１における前記挟
持板４０との連接側から前記掛合突部４１ｂの頂端４１ｃに向けて次第に外方に広がり出
すように傾斜した傾斜面４１ｄが形成してあり、前記差込部１０１の取付穴２０１への差
し込みに伴って当該取付穴２０１の差し込み手前側にある穴縁部に当該傾斜面４１ｄを突
き当てさせてスムースに前記掛合腕４１を内向きに撓み込まさせることができるようにし
てある。
【０１２５】
また、かかる掛合突部４１ｂと掛合腕４１の先端間には、前記取付穴２０１の穴内面に前
記差込終了位置で押し当てられる前記差し込み方向に沿った係当面４１ｅが形成してある
。
【０１２６】
そして、この例にあっては、この係当面４１ｅの側において前記取付穴２０１の差し込み
先側にある穴縁部に前記掛合腕４１の掛合突部４１ｂが掛合される構成としてある。
【０１２７】
なお、前記挟持板４０の内面側に設けられた複数の突起４０ｃ、４０ｃ…がさらに弾性を
備えているように構成してあっても良い。
【０１２８】
この場合には、かかる突起４０ｃの弾発力を、前記一対の挟持板４０、４０の間に入れ込
まれた前記受け入れ板部１０２にさらに作用させることができ、受け入れ板部１０２とク
リップＣ４とのはめ付け状態を一層向上させることができる。
【０１２９】
また、この例にあっては、前記取付対象物１００の差込部１０１の突き出し基部側に設け
られた一対の阻止壁１０８ａ、１０８ａ間に、被取付対象物２００の取付穴２０１から当
該差込部１０１を抜き出させる向きの力が加わった際に突き当てられて外向きの広がり出
しを阻止されるように、前記差込部１０１を構成する受け入れ板部１０２を受け入れた一
対の挟持板４０、４０の自由端４０ａが位置される構成としてある。
【０１３０】
より具体的には、この例にあっては、前記取付対象物１００の差込部１０１を構成する受
け入れ板部１０２の両側にそれぞれ、この受け入れ板部１０２の板面に向き合った阻止壁
１０８ａを備えた阻止突部１０８が前記一対の側板１０３、１０３に基部間に亘るように
形成されている。それと共に、かかる受け入れ板部１０２を間に受け入れた一対の挟持板
４０、４０の自由端４０ａの外側部間の間隔が当該一対の阻止壁１０８ａ、１０８ａ間の
間隔よりもやや小さく、この一対の挟持板４０、４０間にある連接部４０ｂの内面に当該



(18) JP 4657419 B2 2011.3.23

10

20

30

40

50

受け入れ板部１０２の先端が突き当てられる当該受け入れ板部１０２の入れ込み終了位置
において、かかる一対の挟持板４０、４０がそれぞれその自由端４０ａを前記阻止突部１
０８の内側に位置させる構成としてある。
【０１３１】
この結果、この例にあっては、クリップＣ４を介して一旦取り付け合わせた前記取付対象
物１００と被取付対象物２００とを前記取付穴２０１から前記差込部１０１を抜き出させ
る大きさの力で当該取付対象物１００側を引っ張って分離させるに際して、この抜き出し
方向に移動される受け入れ板部１０２により外向きに撓み出される力を受ける前記一対の
挟持板４０、４０の当該外向きの広がり出しを、当該挟持板４０の自由端４０ａを前記阻
止壁１０８ａに押し当てることによって阻止することができ、これにより、かかるクリッ
プＣ４を被取付対象物２００の側、つまり取付穴２０１に残させずに、差込部１０１を構
成する受け入れ板部１０２にはめ着いた状態で当該差込部１０１と一緒に当該取付穴２０
１から抜き出させるようにすることができる。
【０１３２】
なお、この例にあっては、取付対象物１００の差込部１０１の取付穴２０１への差し込み
終了位置において、当該差込部１０１を構成する前記阻止突部１０８も当該取付穴２０１
内に入り込む構成としてある。
【０１３３】
それと共に、この例にあっては、クリップＣ４を挟持板４０の自由端４０ａ側から平面視
した状態において、一対の挟持板４０、４０の一方に設けられた掛合腕４１と他方に設け
られた掛合腕４１とは点対称位置に配されていることから、前記取付穴２０１に入り込む
箇所にある阻止突部１０８に当該掛合腕４１の先端側の移動を許容する切欠部１０８ｂが
設けられていると共に、この切欠部１０８ｂも一方の阻止突部１０８側と他方の阻止突部
１０８側とでその形成位置を異ならせるようにしてある。
【０１３４】
【発明の効果】
この発明にかかるクリップによれば、取付対象物に設けられた差込部を構成する受け入れ
板部に対し、一対の挟持板の互いに向き合う側にそれぞれ多段状をなすように設けた複数
の突起により当該差込部の差し入れ方向に亙る各所において当該受け入れ板部の板面に凹
凸などがある場合であっても適切に挟持力を作用させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第一の実施の形態にかかるクリップＣ１と差込部１０１とを分離して示した斜視
図
【図２】クリップＣ１による取付対象物１００と被取付対象物２００との組み付け状態を
示す側面図
【図３】図２の状態から取付穴２０１より差込部１０１を抜き出させる向きに取付対象物
１００側を引っ張った状態を示す側面図
【図４】図２の状態を図２と９０度異なる位置から見た側面図（なお、本図においては便
宜上、差込部１０１の側板１０３に押し当てられて弾性変形されるクリップＣ１の弾性突
部１２ａを弾性変形を生じていない状態で示している。）
【図５】第二の実施の形態にかかるクリップＣ２と差込部１０１とを分離して示した斜視
図
【図６】クリップＣ２による取付対象物１００と被取付対象物２００との組み付け状態を
示す側面図
【図７】第三の実施の形態にかかるクリップＣ３と差込部１０１とを分離して示した斜視
図
【図８】クリップＣ３による取付対象物１００と被取付対象物２００との組み付け状態を
示す側面図
【図９】クリップＣ３の平面図
【図１０】第四の実施の形態にかかるクリップＣ４による取付対象物１００と被取付対象
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物２００との組み付け状態を示す側面図
【図１１】図１０の状態を図１０と９０度異なる位置から見た側面図
【図１２】第四の実施の形態にかかるクリップＣ４と差込部１０１とを分離して示した側
面図
【図１３】クリップＣ４の平面図
【図１４】クリップＣ４の底面図
【図１５】図１２におけるＡ－Ａ線断面図
【図１６】従来例を示す斜視図
【図１７】従来例の使用状態を示す側面図
【図１８】従来例の平面図
【符号の説明】
１００　取付対象物
１０１　差込部
１０２　受け入れ板部
２００　被取付対象物
Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４　クリップ
１０、２０、３０、４０　挟持板
１１、２１、３１、４１　掛合腕
１０ｃ、２０ｃ、３０ｃ、４０ｃ　突起

【図１】 【図２】
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【図１８】
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