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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貫通した穴を有する第一の物体を第二の物体に固定するためのファスナーであって、該
ファスナーはアンカーとラッチとを具備し：
　前記アンカーは、第二の物体へ取り付くものであり、また前記アンカーは：
　　第二の物体へ取り付くように形成されたベースと；
　　前記ベースから突出するポストであって、第一の物体の穴に挿入されるように形成さ
れたポストと；
　　前記ポストの遠位端における拡大部と；を具備し、
　前記ラッチは、前記ベースとの選択的な係合及び前記ベースからの選択的分離をするよ
うに形成されたものであり、また前記ラッチは、端面と、前記端面の対向する辺から延在
する第一隣接面及び第二隣接面とを有する本体を含み、該本体が：
　　前記拡大部を受容して保持するように形成されたキャビティであって、前記第一隣接
面から前記第二隣接面まで延在するキャビティと；
　　前記第一隣接面における、前記キャビティへの開口部であって、前記拡大部が該キャ
ビティへ進入するのに十分なほどの大きさの開口部と；
　　前記キャビティ内の制限部であって、前記拡大部が該制限部を通り越して前記第二隣
接面まで進むことを妨げる制限部と；
　　前記キャビティと、前記端面と、前記第一隣接面と、前記第二隣接面とに通じている
チャネルであって、前記ポストが通るには十分な幅であるが、前記拡大部が該チャネルに
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進入するには不足する幅を少なくとも前記キャビティに隣接してもつチャネルと；を形成
するものである、ファスナー。
【請求項２】
　前記端面とは反対側の前記本体の概ね端部で前記本体から外側に延びるハンドルを前記
ラッチが含む、請求項１に記載のファスナー。
【請求項３】
　前記ベースが、前記アンカーを第二の物体の穴に対して固定するために、中心伸長部と
側方部材とを含む、請求項２に記載のファスナー。
【請求項４】
　前記ベースが、第二の物体の穴より大きいフランジと、第二の物体の穴を貫通して挿入
可能で、かつ前記フランジに対面している第二の物体の面とは反対側の面に対して係合可
能な可撓部材とを含む、請求項３に記載のファスナー。
【請求項５】
　前記ベースが、前記アンカーを第二の物体の穴に対して固定するために、中心伸長部と
側方部材とを含む、請求項１に記載のファスナー。
【請求項６】
　前記ベースが、第二の物体の穴より大きいフランジと、第二の物体の穴を貫通して挿入
可能で、かつ前記フランジに対面している第二の物体の面とは反対側の面に対して係合可
能な可撓部材とを含む、請求項５に記載のファスナー。
【請求項７】
　前記本体が、前記端面から前記第二隣接面にかけての湾曲移行部を有する、請求項１に
記載のファスナー。
【請求項８】
　前記第一隣接面と前記第二隣接面との間の前記本体の厚さが、前記端面に近付くほど大
きく、前記端面から離れるほど減少する、請求項７に記載のファスナー。
【請求項９】
　前記制限部から前記第二隣接面までのキャビティ内の距離が、前記キャビティから前記
端面までの前記チャネルの長さよりも大きい、請求項７に記載のファスナー。
【請求項１０】
　前記制限部から前記第二隣接面までのキャビティ内の距離が、前記キャビティから前記
端面までの前記チャネルの長さよりも大きい、請求項１に記載のファスナー。
【請求項１１】
　貫通した穴を有する第一の物体を第二の物体に固定するためのファスナーであって、該
ファスナーがアンカーとラッチと略鍵穴形細溝とを具備し：
　前記アンカーが第二の物体に結合可能であり、また前記アンカーが：
　　第二の物体に取り付くように形成されたベースと；
　　前記ベースから突出するポストと；
　　前記ポストの遠位端における拡大部であって、前記穴を通過するように形成された拡
大部と；を含み、
　前記ラッチが、端面と、該端面の対向する辺に隣接した第一面及び第二面とを有する本
体を含み、
　前記略鍵穴形細溝が、前記第一面と前記第二面との間で本体の中を通して延在し、前記
略鍵穴形細溝が、前記第一面に開口部を有するキャビティを含み、前記開口部は、前記拡
大部が前記キャビティに進入するのに十分なサイズのものであり、前記キャビティは、前
記拡大部が当該制限部を通り越すことを妨げるために前記第一面と前記第二面との間のキ
ャビティの中に制限部を有し、前記略鍵穴形細溝は、前記キャビティに通じかつ前記第一
面と前記第二面との間で及び前記キャビティと前記端面との間で前記本体を通して延在す
るチャネルを含み、前記チャネルは、前記ポストが該チャネルの中を移動するには十分な
幅であるが、前記拡大部が前記チャネルに進入することを妨げるのに十分なほど狭い幅を
前記キャビティに隣接して有するものである、ファスナー。
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【請求項１２】
　前記ベースが、前記アンカーを第二の物体の穴に対して固定するために中心伸長部と側
方部材とを含む、請求項１１に記載のファスナー。
【請求項１３】
　前記ベースが、第二の物体の穴より大きいフランジを含み、前記側方部材が、第二の物
体の穴を貫通して挿入可能な可撓部材であって、前記フランジに対面する第二の物体の面
の反対側の第二の物体の面に対して係合可能な可撓部材である、請求項１２に記載のファ
スナー。
【請求項１４】
　前記ラッチが、前記端面の反対側の前記本体の側で前記本体から外側に延びるハンドル
を含む、請求項１３に記載のファスナー。
【請求項１５】
　前記ラッチが、前記端面の反対側の前記本体の側で前記本体から外側に延びるハンドル
を含む、請求項１１に記載のファスナー。
【請求項１６】
　前記第一面と前記第二面との間の距離が、前記端面から遠くなるにしたがって減少する
、請求項１１に記載のファスナー。
【請求項１７】
　前記端面から前記第二面までの湾曲移行部を含む、請求項１１に記載のファスナー。
【請求項１８】
　前記制限部から前記第二面までの前記キャビティ内の距離が、前記キャビティから前記
端面までの前記チャネルの長さよりも大きい、請求項１１に記載のファスナー。
【請求項１９】
　前記アンカーが第一の物体の面に対面する弾性層を含む、請求項１１に記載のファスナ
ー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許出願は、２００４年４月２９日に出願された米国仮特許出願第６０／５６６２３
６号の利益を主張する。
【０００２】
　本発明は、一方の物体を他方の物体に、取外し可能にではあるが確実に固定するための
ファスナーに関するものであり、より詳しくは例えばドアモジュール組立体を自動車のド
アパネルに取り付けるように、組立体をフレームに取り付けるために使用されるファスナ
ーに関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　別のタイプのファスナー構造形が、サブ組立体を互いに、及びそれらが機能するところ
の機械装置のフレームに接続するために使用される。例えば、自動車産業では、様々なサ
ブ組立体を組み立てた後にそれらを自動車に取り付けることが知られている。ロック及び
取っ手機構を含めるためにドアモジュールを組み立てた後にドアモジュールを金属ボルト
及び溶接ナットを使用して内側の薄板金構成要素に固定することが知られている。モジュ
ールを正しい位置に確実に取り付けるために、取付けは、モジュール内の選択された場所
で１０個又は１２個のそのようなファスナーの使用を必要とする。
【０００４】
　金属ボルト及び溶接ナットを使用してドアモジュールをドアフレームに結合する工程は
、時間と費用の両方を多く必要とする。一つ以上の手動又は電動工具が用意されることが
必要であり、またそれは、工具をファスナーに正しく係合させることを含んで有効に及び
適正に使用されなければならない。工具をファスナーに係合させる間の、又は発射される
ファスナーを締め付けるために工具を作動させる間の、使用される大量のファスナーを通
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したわずかな遅れが、所定の組立て時間を実質的に増大させることがある。逆に、使用さ
れる大量のファスナーを通した、発射されるファスナーごとの効率の比較的小さな変化が
生産効率を非常に高める。
【０００５】
　ドアモジュール又は他のサブ組立体を所定の場所に固定するためのファスナーは、強く
また確実なものでなければならず、さらにサブ組立体が修理又は交換のために取り外せる
ように取外し可能なものであることが望ましい。ボルトのようなファスナーは、長期間所
定の場所に残置した後には外すことが困難になることがある。ねじファスナーのねじ山は
ゆがみ、また腐食がファスナーの作動を困難にすることがある。一度取り外されると、多
くのファスナーは再使用には適さず、修理及び交換の費用を増大させる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　求められているものは、強くて確実なファスナーであって、再使用可能で、比較的大き
い物体を所定の場所に固定する十分なクランプ力を提供するファスナーである。ファスナ
ーは工具を使用することなく使用可能であることが好適である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、一方の物体に事前組み付け可能なアンカーと、第二の物体を第一の物体に固
定するためにアンカーに取り付け可能なラッチとを有するファスナーを提供する。ラッチ
は、工具の使用なしで係合されることが可能であり、また二つの物体を一体に固定するの
に十分なクランプ力を提供する。
【０００８】
　本発明の一つの態様では、本発明は貫通した穴を有する第一の物体を第二の物体に固定
するためのファスナーを提供する。ファスナーは第二の物体へ取り付くためのアンカーを
有する。アンカーは、第二の物体へ取り付くように形成されたベースと、ベースから突出
するポストと、ポストの遠位端の拡大部とを含む。ポストは、第一の物体の穴に挿入され
るように形成される。ラッチは、ベースとの選択的係合及びベースからの選択的分離をす
るように形成される。ラッチは、端面と、端面の対向する辺から延びる第一隣接面及び第
二隣接面とを有する本体を含む。本体は、拡大部を受容して保持するように形成されたキ
ャビティを形成する。キャビティは、第一隣接面から第二隣接面まで延在し、また拡大部
がキャビティに進入するのに十分な大きさの開口部を第一隣接面に有する。キャビティ内
の制限部が、拡大部が該制限部を通り越して第二隣接面まで進むことを妨げる。チャネル
が、キャビティと、端面と、第一隣接面と、第二隣接面とに通じている。チャネルは、ポ
ストがそこを通過するには十分な幅であるが、拡大部がチャネルに進入するには不十分な
幅を少なくともキャビティに隣接して有する。
【０００９】
　本発明の他の態様では、本発明は、貫通した穴を有する第一の物体を第二の物体に固定
するためのファスナーを提供する。ファスナーは、第二の物体に結合可能なアンカーを有
する。アンカーは、第二の物体に取り付くように形成されたベースと、ベースから突出す
るポストと、ポストの遠位端の拡大部とを含む。拡大部は前記穴を通過するように形成さ
れる。ラッチが、端面と、端面の対向する辺に隣接する第一面及び第二面とを有する本体
を含む。略鍵穴形細溝が第一面と第二面との間で本体内で延在し、該細溝はキャビティを
含み、該キャビティは、拡大部がその中に進入するのに十分なほどのサイズの開口部を第
一面に有する。キャビティは、拡大部が当該制限部を通り越すことを妨げるために、第一
面と第二面との間でその中に制限部を有する。キャビティに通じ、かつ第一面と第二面と
の間で、及びキャビティと端面との間で本体を通して延在するチャネルを略鍵穴形細溝は
含む。チャネルは、ポストがチャネルの中を移動するには十分な幅のものであるが、キャ
ビティに隣接した部分は拡大部がチャネルに進入するのを妨げるのに十分なほど狭い。
【００１０】
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　本発明のさらに別の態様では、本発明は貫通した穴を有する第一の物体を第二の物体に
固定するためのファスナーを提供する。ファスナーは第二の物体に結合可能なアンカーを
有する。アンカーは、第二の物体に取り付くように形成されたベースと、ベースから突出
するポストと、ポストの遠位端の拡大部とを含む。拡大部は前記穴を通過するように形成
される。ラッチが、ポストと拡大部とを第一位置で、解放可能に受容してそれらに係合す
るための細溝を有する。ラッチは、ポストと拡大部をラッチの中にロックして第一及び第
二の物体を互いの方に圧縮するための第二位置に傾動するように形成される。
【００１１】
　本発明の他の特徴及び利点は、以下の詳細な説明、特許請求の範囲、及び図面を検討す
ることにより本技術分野に知識を有する者には明らかになるであろう。図面においては、
同様の参照符号が同様の特徴を指し示すように使用される。
【００１２】
　本発明の実施例が詳細に説明される前に、本発明が、その用途において、以下の説明で
提示される、又は図面に示される構成要素の詳細な構造又は配置に限定されるものではな
いことが理解されるべきである。本発明は、他の実施例が可能であり、また様々な方法で
実施又は実行可能である。また、本明細書で使用される語法及び術語が説明を目的とする
ものであって限定するものとしてみなされるべきではないことが理解されるべきである。
“含む”及び“具備する”及びそれらの変化形の本明細書における使用は、この後挙げら
れる物品及びその均等物、並びに追加的物品及びその均等物を包含することを意味する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　ここで図面及び特に図１をより詳しく参照すると、参照符号１０が、本発明によるファ
スナーを示している。ファスナー１０は、アンカー１２とラッチ１４とを含んでいる。フ
ァスナー１０は、第一の物体１６を第二の物体１８に固定するために使用される。
【００１４】
　第一の物体１６と第二の物体１８は、単純にするために板状の構造物として図に描かれ
ている。しかしながら、第一の物体１６及び第二の物体１８が様々な他の形体及び構造形
のものであり得ることが理解されるべきである。例えば、第一の物体１６は、自動車のド
アモジュールであって、ドアの取っ手及びロック機構等（非図示）を含むことが可能であ
る。第二の物体１８は、ドアの板パネル又はドアのフレーム状構造物であり得る。ファス
ナー１０を使用できる構造物の他の例は、限定的にではないが、ヒューズ箱及びカバー、
エアフィルタハウジング及びカバー、並びにジャック積載室及びカバー等を含む。第一の
物体１６及び第二の物体１８の大きさ、形、及び構造に応じて、第一の物体１６を第二の
物体１８に固定するために複数のファスナー１０を使用できることがさらに理解されるべ
きである。例えば、第一の物体１６として提供されたドアモジュールを第二の物体１８と
して提供されたドアパネルに固定するために、８個から１２個のファスナー１０が、ドア
モジュールの周りに必要とされる。物体１６及び１８は、金属及びプラスチックを含む様
々な材料のものである。物体１６及び１８は、それらの中に穴２０、２２をそれぞれ形成
し、一組の穴２０、２２が各ファスナー１０のために使用される。
【００１５】
　アンカー１２及びラッチ１４も、金属又はプラスチックのような様々な材料のものであ
り得る。例えば、アセタール樹脂がアンカー１２とラッチ１４とにとって適切な材料であ
る。アンカー１２とラッチ１４は、成形によって又は当業者が容易に理解するような他の
適切で効率的な形成技法によって形成される。
【００１６】
　アンカー１２は、ベース２４と、ベース２４から軸方向に延びるポスト２６と、ベース
２４の反対側の、ポスト２６の遠位端における拡大部２８とを含む。ベース２４とポスト
２６と拡大部２８とを含むアンカー１２は、当業者には容易に理解されるであろう型成形
品の一体物として形成されることが可能である。
【００１７】
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　ベース２４はアンカー１２を第二の物体１８に取り付けるために作られており、また図
示された実施例では特にアンカー１２を第二の物体１８の穴２２に取り付けるために作ら
れている。このため、ベース２４は、中心伸長部３０と、伸長部３０から外方へ延びる一
つ以上の側方部材３２とを含んでいる。伸長部３０は、ほぼ円筒状中空本体のものであっ
て、側方部材３２は前記円筒状中空本体の可撓部分である。図示された実施例では、二つ
の側方部材３２が、伸長部３０において互いにほぼ真向かいに対向して示されている。し
かしながら、本技術分野に知識を有する者は、一つの又は三つ以上の側方部材も使用可能
であること、及び側方部材３２が、図示されたものとは異なる他の形及び形態をとっても
よいことを理解するであろう。側方部材３２は、第二の物体１８の穴２２の直径より大き
い外周を形成している。側方部材３２は、ベース２４が穴２２に挿入されたとき、伸長部
３０の方へ及び／又は中へ半径方向内側へ撓む。側方部材３２は、側方部材３２が押され
て第二の物体１８の穴２２を完全に通過したとき外側に撥ねる。伸長部３０は、穴２２に
伸長部３０を容易に心合わせすることを可能にすることによってベース２４の穴２２への
挿入を促進するために先細端部３４を含むことが可能である。
【００１８】
　円周フランジ３６が、ベース２４とポスト２６との間の移行部に設けられ、またベース
２４及びポスト２６とやはり一体に形成されてもよい。フランジ３６は、フランジ３６が
穴２２を通過できないように穴２２より大きな直径のものである。フランジ３６と側方部
材３２の端は、穴２２に直近の第二の物体１８の厚さ寸法にほぼ等しい間隔で互いに離間
される。第二の物体１８は、ベース２４が穴２２に完全に挿入されたとき側方部材３２と
フランジ３６との間の空間で確実に保持され、側方部材３２とフランジ３６とが図８に示
されるように第二の物体１８の対向する面３８と４０とで対峙する。
【００１９】
　アンカー１２は、組立工程に対して都合のよい任意の時に第二の物体１８にあらかじめ
取り付けておくことが可能である。アンカー１２の取付けは、第一の物体１６がアンカー
１２に取り付けられるときに実施可能であり、又は第一の物体１６がアンカー１２に結合
される前の任意の時に実施可能である。第一の物体１６と第二の物体１８とが別々に組み
立てられて後で一体にされる場合、アンカー１２は、第二の物体１８の組立て段階中にア
ンカー１２の取付けが都合がよくて簡単な場合、第二の物体１８の他の構成要素が取り付
けられる間に第二の物体１８に取り付けられることが可能である。
【００２０】
　フランジ３６はその上に弾性層４２を備えることが可能であり、ラッチ１４が結合され
たとき前記弾性層４２に対して第一の物体１６が押付けられる。弾性層４２は、風雨密封
止が望ましいときそのような風雨密封止を提供するのに十分な材料、又は単純に第一の物
体１６をアンカー１２に確実に取り付けることを促進する材料で作られる。一実施例では
、弾性層４２はアンカー１２に二重成形されて形成されたエラストマーである。別体のワ
ッシャも使用可能である。湿気の進入に対する封止が必要な場合、サントプレン（santop
rene）（登録商標）が、弾性層４２に適した材料である。
【００２１】
　第一の物体１６がアンカー１２に挿入されてフランジ３６及び／又は弾性層４２に当接
することができるように、ポスト２６と拡大部２８は、第一の物体１６の穴２０を通過す
るように作られている。代替の構造では、第一の物体１６が第二の物体１８に対して位置
決めされた後に使用者がアンカー１２を取付けできるように、フランジ３６が穴２０より
も小さくてもよいことが言及される。この構造は、封止又はより確実な取り付け組立体が
必要とされない場合に望ましい。
【００２２】
　図２及び３はアンカー１２のさらに別の実施例を示している。ポスト２６は一つ以上の
三角翼４４を備えており、前記一つ以上の三角翼４４は第一の物体１６の穴２０内の中心
に置かれ及び／又は前記穴２０内に押し込まれる。半球形キャップ４６が、図１に示され
る平らなフランジ３６の代わりに使用される。強度、剛性、及び封止性等の所望の設計目
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標を調和させるために他の変形形態が可能である。
【００２３】
　ラッチ１４は本体５０を含んでおり、前記本体５０は、端面５２と、端面５２のほぼ対
向する辺からそれぞれ延びる第一隣接面５４及び第二隣接面５６とを有する。鍵穴形細溝
５８が、第一面５４から第二面５６まで本体５０を貫通して延在している。鍵穴形細溝５
８は、キャビティ６０とチャネル６２とを含んでおり、前記キャビティ６０とチャネル６
２は各々第一面５４に通じている。キャビティ６０は、拡大部２８がその中に入るのに十
分なサイズのものであり、またチャネル６２は、ポスト２６がその中に入るのに十分なサ
イズのものである。拡大部２８が第一面５４から第二面５６まで本体５０を完全に通過す
ることを妨げるために、制限部６４がキャビティ６０に設けられている。チャネル６２は
、キャビティ６０と端面５２との間に延在している。さらにチャネル６２は、第一面５４
から第二面５６まで本体５０を完全に貫いて延在している。チャネル６２は、ポスト２６
が該チャネルを通って移動できる程に十分な幅を全体に渡って有する。チャネル６２は、
キャビティ６０に隣接した部分で、拡大部２８がチャネル６２に進入できないほど十分に
狭い。
【００２４】
　チャネル６２は端面５２を第一の側６６と第二の側６８にほぼ二等分する。湾曲移行部
７０及び７２が、第一の側６６及び第二の側６８と第二面５６の隣接部分との間にそれぞ
れ設けられる。
【００２５】
　第一隣接面５４と第二隣接面５６との間の本体５０の厚さ寸法は、端面５２に近づくほ
ど大きくなり、端面５２から離れるほど小さくなる。従って、本体５０は、第一面５４と
第二面５６との間の寸法が端面５２から離れるほど次第に狭くなる。
【００２６】
　ハンドル７４が、端面５２にほぼ対向して、また第一隣接面５４にほぼ沿って本体５０
から突出している。
【００２７】
　ファスナー１０の使用の際には、アンカー１２は、伸長部３０を第二の物体１８の穴２
２の中に挿入することによって第二の物体１８に固定され、その際アンカー１２は側方部
材３２が押されて穴２２を通過するまで穴２２に押し込まれる。側方部材３２は、穴２２
へのベース２４の挿入を可能にするために内側に撓み、また押し込まれて面３８を通過し
たとき外側に撥ねる。
【００２８】
　第一の物体１６は、穴２０が拡大部２８の上を及びポスト２６の周囲に沿って滑るよう
に位置決めされる。第一の物体１６は、それがフランジ３６及び／又は弾性層４２に当接
するまでポスト２６に沿って押される。
【００２９】
　ラッチ１４は、ほぼ図７に示されるように、端面５２が第一の物体１６に当接しまた第
一面５４がポスト２６の遠位端部及び拡大部２８に接近して直面した状態で位置決めされ
る。拡大部２８及びポスト２６は、ラッチ１４が前へ滑動されるにつれて細溝５８に進入
して、隣接面５４が滑動してポスト２６を通過する。ラッチ１４は、拡大部２８がキャビ
ティ６０内の制限部６４に直面するまで滑動される。組立者は、ハンドル７４を押すこと
によってラッチ１４を傾かせて、端面５２が第一の物体１６から持ち上げられて離れて第
二隣接面５６が第一の物体１６の方へ移動するように、湾曲移行部７０及び７２を支点に
してラッチ１４を回転させる。拡大部２８は、制限部６４によって、及びキャビティ６０
に隣接するチャネル６２の狭隘部によってキャビティ６０内に保持される。したがって、
拡大部２８は、ラッチ１４が図７に示される位置から図８に示される位置に傾動されたと
き、キャビティ６０の表面に沿って滑動する。ポスト２６は、それがキャビティ６０から
第二隣接面５６において外側に突出するまで、チャネル６２の中で振れる。
【００３０】
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　本体５０は、第一面５４と第二面５６との間の厚さが端面５２に近いほど厚く端面５２
から離れるほど薄くなっているので、９０度をわずかに超える回転が湾曲移行部７０及び
７２に沿って強制される。固定位置で、ハンドル７４、及び端面５２からハンドル７４の
遠位端までが、第一の物体１６の方に下方へ向けられる。
【００３１】
　チャネル６２の制御された相対寸法を備えることによって、ラッチ１４が回転されて固
定されたとき、圧縮力が作用される。圧縮力を獲得するために、キャビティ６０と端面５
２との間のチャネル６２の寸法は、制限部６４と第二面５６との間の寸法より小である。
ラッチ１４が、端面５２が第一の物体１６に当接した状態から第二隣接面５６が第一の物
体１６に当接した状態へ移動されるとき、第一の物体１６は下方のフランジ３６及び／又
は弾性層４２に押付けられる。チャネル６２の寸法を制御することにより、所望の程度の
圧縮力を発生させることができる。本体５０は端面５２から離れるほど細くなるので、ラ
ッチ１４が締め付け位置に移動されたとき、第二隣接面５６は第一の物体１６に対してパ
チンと閉まってファスナーが正しく固定されたことを示す。完結した結合の視覚と聴覚の
両方のしるしが提供できる。ラッチ１４のアンカー１２への結合の完成によって大きな圧
縮力が働くときでさえ、ラッチ１４の回転が工具の使用なしに完結され得るようにハンド
ル７４の長さと位置が機械的利点を提供する。
【００３２】
　第一の物体１６は、圧縮シール７６を備えることが可能であり、圧縮力がファスナー１
０によって作用されるとき第一の物体１６と第二の物体１８との間に更なる湿気密封止を
形成することが可能である。ファスナー１０を取囲むものとして図に示されるが、シール
７６は第一の物体１６と第二の物体１８との間の関連する接触点に設けられることが可能
である。やはり、例示を目的として、第一の物体１６がドアモジュールで、第二の物体１
８が主ドアパネルで、複数のファスナー１０がモジュールをパネルに固定するために使用
されるとき、シール７６がドアモジュールの周縁に配置されることが可能である。
【００３３】
　前述された実施例の変形形態及び変更形態が本発明の範囲の中にある。本明細書で開示
されて規定された本発明が、本明細書及び／又は図面に記載されたか又は本明細書及び／
又は図面から明らかな二以上の個々の特徴の全ての代替的組み合わせに達することが理解
されるべきである。これら異なる組み合わせの全ては本発明の様々な代替的様相を構成す
る。本明細書に記載された実施例は、本発明を実施するために知られた最良の様態を説明
し、また当業者が本発明を利用することを可能にするであろう。本発明の特許請求の範囲
は、先行技術によって許容される程度まで代替実施例を含むと解釈されるべきである。
【００３４】
　本発明の様々な特徴が特許請求の範囲において提示される。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明によるファスナー、及び互いに固定されるべき二つの物体の分解図である
。
【図２】本発明によるファスナーのアンカーについての実施例の斜視図である。
【図３】アンカーの他の実施例の斜視図である。
【図４】本発明によるファスナーのラッチの斜視図である。
【図５】図４に示されるラッチの平面図である。
【図６】ラッチの端面図である。
【図７】アンカーに対する結合を完了するための位置にあるラッチを描いているファスナ
ーの斜視図である。
【図８】組立て状態におけるファスナーの断面図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１０　　ファスナー
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　１２　　アンカー
　１４　　ラッチ
　１６　　第一の物体
　１８　　第二の物体
　２４　　ベース
　２６　　ポスト
　２８　　拡大部
　６０　　キャビティ
　６２　　チャネル

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】
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