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(57)【要約】
【課題】第１パネル６、第２パネル４、及び係止装置６
０を含むパネルのセットを提供する。
【解決手段】係止装置６０は、第１縁部の縁部溝２１及
び第２縁部のタング溝１０を含む。縁部溝２１は、縁部
溝２１の第１側の挿入溝２０に配置された可撓性タング
３０を含む。前記縁部溝は、挿入溝２０の第１側の第１
溝面５１及び挿入溝の第２側の第２溝面５３を含む。前
記第２縁部は、前記タング溝１０の第１側の第１縁部面
５２及び前記タング溝１０の第２側の第２縁部面５４を
含む。前記係止装置６０は、工具をタング溝に挿入する
ことによって係止解除されるように形成されている。第
１溝面５１は、第２溝面５３に対して第２方向Ｄ２で第
１距離４１だけずらされて配置されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１主平面を持つ第１パネル（６）と第２主平面を持つ第２パネル（４）を含むパネル
のセットであって、前記第１パネル及び前記第２パネルは、前記第１パネル（６）の第１
縁部を前記第２パネル（４）の第２縁部に係止するための係止装置（６０）を含み、前記
第１主平面は、前記第１パネル（６）及び前記第２パネル（４）の係止位置で前記第２主
平面に対して本質的に直交し、前記係止装置（６０）は前記第１縁部の縁部溝（２１）及
び前記第２縁部のタング溝（１０）を含み、前記縁部溝（２１）は、前記縁部溝（２１）
の第１側に挿入溝（２０）を含み、
　前記挿入溝は、前記第１縁部及び前記第２縁部を前記第１主平面に直交する第１方向（
Ｄ１）で互いに係止するため、前記タング溝（１０）と協働するように形成された可撓性
タング（３０）を含み、前記縁部溝の前記第１側は、前記挿入溝（２０）の第１側の第１
溝面（５１）及び前記挿入溝の第２側の第２溝面（５３）を含み、前記第２縁部の第１側
は、前記タング溝（１０）の第１側の第１縁部面（５２）及び前記タング溝（１０）の第
２側の第２縁部面（５４）を含み、
　前記第１溝面（５１）及び前記第１縁部面（５２）は、前記第１縁部及び前記第２縁部
を前記第２主平面に直交する第２方向（Ｄ２）で係止するために協働するように形成され
ており、
　前記第２溝面（５３）及び前記第２縁部面（５４）は、前記第１縁部及び前記第２縁部
を前記第２方向（Ｄ２）で係止するために協働するように形成されており、
　前記係止装置（６０）は、工具（９０）を前記タング溝（１０）に挿入することにより
係止解除されるように形成されている、パネルのセットにおいて、
　前記第１溝面（５１）は、前記第２溝面（５３）に対し、前記第２方向（Ｄ２）で第１
距離（４１）だけずらされて配置されている、ことを特徴とするパネルのセット。
【請求項２】
　前記第１縁部面（５２）は、前記第２縁部面（５４）に対し、前記第２方向（Ｄ２）で
、好ましくは前記第１距離（４１）と本質的に等しい第２距離（４２）だけずらされて配
置されている、請求項２に記載のパネルのセット。
【請求項３】
　前記第１距離は、約０．１ｍｍ乃至約０．４ｍｍの範囲内にあり、好ましくは、前記第
１距離は、約０．２ｍｍである、請求項１又は２に記載のパネルのセット。
【請求項４】
　前記第１溝面（５１）及び前記第１縁部面（５２）は平行であり、好ましくは前記第２
主平面と平行に延びている、請求項１、２、又は３に記載のパネルのセット。
【請求項５】
　前記第２溝面（５３）及び前記第２縁部面（５４）は平行であり、好ましくは前記第２
主平面と平行に延びている、請求項１乃至４のうちのいずれか一項に記載のパネルのセッ
ト。
【請求項６】
　前記縁部溝（２１）は、前記第１側とは反対側第２側に、前記第１縁部及び前記第２縁
部を前記第２方向（Ｄ２）で係止するため前記第２縁部の第３縁部面（５６）と協働する
ように形成された第３溝面（５５）を備えている、請求項１乃至５のうちのいずれか一項
記載のパネルのセット。
【請求項７】
　前記第１溝面（５１）は、前記係止位置において、一部が前記タング溝（１０）上を延
びるように形成されている、請求項１乃至６のうちのいずれか一項記載のパネルのセット
。
【請求項８】
　前記第１縁部面（５２）は前記第２縁部の凹所（４４）の底面であり、前記縁部溝の開
口部の第１側（４３）と隣接した前記係止位置に位置決めされている、請求項１乃至７の
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うちのいずれか一項記載のパネルのセット。
【請求項９】
　前記凹所の側面（４４）は、前記第１パネル（６）の第１主表面（１８）と協働するよ
うに形成されている、請求項１乃至８のうちのいずれか一項記載のパネルのセット。
【請求項１０】
　前記第１縁部面（５２）は、前記第２パネルの第１主表面（１７）にある、請求項１乃
至７のうちのいずれか一項記載のパネルのセット。
【請求項１１】
　前記縁部溝の底面（２３）は、前記第１方向で係止するため、前記第２縁部の外縁面（
２４）と協働するように形成されている、請求項１０記載のパネルのセット。
【請求項１２】
　前記係止装置は、前記縁部溝（２１）の開口部の第２側に、好ましくは前記第１パネル
（６）の外縁面及び前記係止位置の前記第１パネル（６）及び前記第２パネル（４）の外
隅部と隣接して、協働表面（４５、４６）を含む、請求項１乃至１１のうちのいずれか一
項記載のパネルのセット。
【請求項１３】
　前記係止装置は、前記タング溝（１０）の開口部に面取り部又は丸み（４７）を備えて
いる、請求項１乃至１２のうちのいずれか一項記載のパネルのセット。
【請求項１４】
　前記係止装置は、前記工具（９０）を前記タング溝（１０）に挿入したときに前記工具
（９０）の外面（９１）と前記第１溝面（５１）との間に遊び（４０）が得られるように
形成されており、前記遊び（４０）は、好ましくは、前記第１距離（４１）と本質的に等
しい、請求項１乃至１３のうちのいずれか一項記載のパネルのセット。
【請求項１５】
　前記工具の断面は、前記タング溝（１０）の断面と本質的に同じ形状を有する、請求項
１乃至１４のうちのいずれか一項記載のパネルのセット。
【請求項１６】
　請求項１乃至１５のうちのいずれか一項記載のパネルのセット及び工具（９０）を含む
セット。
【請求項１７】
　請求項１乃至１５のうちのいずれか一項記載のパネルのセットを含むフレームの隅部を
含む組立家具製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、互いに垂直に配置され、機械式係止装置によって互いに係止されたパネルに
関する。これらのパネルを組み立てて互いに係止し、本棚、食器棚、洋服箪笥、箱、引き
出し、又は家具部品等の家具製品を形成する。機械式係止装置は、可撓性タングを含んで
いてもよい。
【背景技術】
【０００２】
　機械式係止装置を備えた家具製品は、WO 2015/038059に記載されているように、当該技
術分野で周知である。家具製品は、挿入溝の可撓性タングを含む機械式係止装置によって
第２パネルに対して垂直に連結された第１パネルを含む。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】WO 2015/038059
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　本発明の特定の実施例の一つの目的は、上文中に説明した技術及び周知の技術を上回る
改良を提供することである。特定の目的は、機械式係止装置によって互いに係止された家
具パネル等のパネルの分解を改良することである。パネルは、引き出し、家具部品、食器
棚、本棚、洋服タンス、台所備品、及び箱等の家具製品の部品であってもよい。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以上の説明から明らかになるであろうこれらの及び他の目的及び利点の少なくとも幾つ
かは、第１主平面を持つ第１パネル及び第２主平面を持つ第２パネルを含み、第１パネル
及び第２パネルは、第１パネルの第１縁部を第２パネルの第２縁部に係止するための係止
装置を持つ、パネルのセットを含む、本発明の第１の態様によって達成された。第１主平
面は、第１パネル及び第２パネルの係止位置で、第２主平面と本質的に直交する。係止装
置は、第１縁部の縁部溝及び第２縁部のタング溝を含む。縁部溝は、縁部溝の第１側の挿
入溝を含み、可撓性タングが挿入溝に配置されている。第１縁部と第２縁部とを第１主平
面に直交する第１方向で互いに係止するため、前記可撓性タングはタング溝と協働するよ
うに形成されている。縁部溝の前記第１側は、挿入溝の第１側の第１溝面及び挿入溝の第
２側の第２溝面を含む。前記第２縁部の第１側は、タング溝の第１側の第１縁部面及びタ
ング溝の第２側の第２縁部面を含む。第１溝面及び第１縁部面は、第１縁部と第２縁部と
を第２主平面に直交する第２方向で係止するために協働するように形成されている。第２
溝面及び第２縁部面は、第１縁部と第２縁部とを第２方向で係止するため、協働するよう
に形成されている。前記係止装置は、工具をタング溝に挿入することによって係止解除さ
れるように形成されている。第１溝面は、第２溝面に対し、第２方向で第１距離だけずら
されて配置されている。この形体により、工具をタング溝に挿入し易くなるため、第１パ
ネル及び第２パネルの分解が容易になる。
【０００６】
　第１縁部面は、第２面に対して第２方向で第１距離と本質的に同じ第２距離だけずらさ
れて配置されていてもよい。
【０００７】
　第１距離は約０．１ｍｍ乃至約０．４ｍｍの範囲内にある。好ましくは、第１距離は約
０．２ｍｍであり、０．２ｍｍの１０％内にある。
【０００８】
　第１溝面及び第１縁部面は好ましくは平行であり、第２主平面と平行に延びていてもよ
い。
【０００９】
　第２溝面及び第２縁部面は好ましくは平行であり、第２主平面と平行に延びていてもよ
い。
【００１０】
　縁部溝は、第１縁部と第２縁部とを第２方向で係止するため、第１側とは反対側の第２
側に第２縁部の第３縁部面と協働するように形成された第３溝面を備えている。第３溝面
及び第３縁部面は好ましくは平行であり、第２主平面と平行に延びていてもよい。
【００１１】
　第１溝面は、一部がタング溝と重なって延びるように形成されていてもよい。この形体
により、タング溝への工具の挿入中、タング溝と重なって延びる第１溝面の一部が工具用
の案内面として作用するという利点が得られる。これにより、比較的大きなタング溝の断
面積が比較的大きい工具を用いることができる。断面積が比較的大きいため、より強く且
つ剛性の工具を使用でき、それによりタング溝への工具の挿入が容易になる。
【００１２】
　第１縁部面は第２縁部の凹所の底面であってもよく、第１パネル及び第２パネルの係止
位置で縁部溝の開口部の第１側と隣接して位置決めされる。凹所の側面は、第１パネルの
第１主表面と協働するように形成されていてもよい。
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【００１３】
　第１縁部面は第２パネルの第１主表面にあってもよい。
【００１４】
　縁部溝の底面は、第１方向で係止するため、第２縁部の外縁面と協働するように形成さ
れていてもよい。
【００１５】
　係止装置は、縁部溝の開口部の第２側に、好ましくは夫々係止位置にある第１パネル及
び第２パネルの外隅部の外縁面に協働表面を含んでいてもよい。
【００１６】
　係止装置は、工具をタング溝に挿入したときに工具の外面と第１溝面との間に空間が得
られるように形成されていてもよい。工具の外面と溝面との間の遊びは、好ましくは、第
１距離と本質的に同じである。例えば、遊びは、約０．１ｍｍ乃至約０．４ｍｍの範囲内
にあってもよく、０．２ｍｍの１０％内の約０．２ｍｍであってもよい。工具の外面は、
工具をタング溝に挿入したとき、好ましくは、第２縁部面と一直線上に並んでいる。工具
の外面は、別の態様では、第１縁部面と第２縁部面との間で第２方向に位置決めされても
よい。
【００１７】
　係止装置は、タング溝の開口部に面取り部又は丸みを備えていてもよい。面取り部又は
丸みにより、分解が更に容易になる。これは、特に製造許容差が大き過ぎるために遊びが
０．１ｍｍよりも小さく、小さ過ぎる場合に、面取り部又は丸みにより、分解中に可撓性
タングが固着しないようにされるためである。
【００１８】
　工具の断面は、タング溝の断面と本質的に同じ計所湯であってもよい。
【００１９】
　係止装置は、好ましくは、工具をタング溝に挿入したときに可撓性タングがタング溝の
外に移動し、可撓性タングが挿入溝に押し戻されるように形成されている。
【００２０】
　縁部溝の長さは、第１パネルの幅と本質的に同じであってもよい。
【００２１】
　縁部溝に挿入されるように形成された第２縁部の一部の長さは、第２パネルの幅と本質
的に同じであってもよい。
【００２２】
　可撓性タングは、挿入溝内で変位可能であってもよい。
【００２３】
　第１パネル及び第２パネルは、好ましくは、第１パネルが第２パネルに直交した状態で
第１パネルを第２パネルに対して第１方向に変位することによって組み立てられるように
形成されている。第２縁部を縁部溝に挿入する。可撓性タングは、挿入溝内に押し戻され
、ばね作用でタング溝に戻り、第１パネル及び第２パネルの係止位置を得る。
【００２４】
　可撓性タングは、WO 2015/105449の図２Ａ～図２Ｆに説明されており且つ示された可撓
性タングに従って設計されていてもよい。出典を明示することにより、この出願に開示さ
れた全ての内容は本明細書の開示の一部とされる。
【００２５】
　挿入溝の長さは、縁部溝の長さと本質的に同じであってもよい。
【００２６】
　係止解除を容易にする特徴の幾つか又は全てを一つの実施例で組み合わせ、係止解除を
改良してもよい。
【００２７】
　パネルのセットは、家具パネルであってもよい。
【００２８】
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　本発明の第２の態様は、上文中に説明したパネルのセット、及びタング溝に挿入するこ
とによって係止装置を係止解除するように形成された工具を含むセットを含む。
【００２９】
　本発明の第３の態様は、上文中に説明したパネルのセットを含むフレームの隅部を含む
組立家具製品を含む。
【００３０】
　第１パネル及び／又は第２パネルのコア材料は、好ましくは、ＨＤＦ、ＭＤＦ、合板、
無垢板、又はパーティクルボード等の木材繊維をベースとしたボード、又は強化プラスチ
ックボード、又は木材繊維複合材料ボードでできていてもよい。
【００３１】
　コアには装飾層が設けられていてもよい。
【００３２】
　本発明の実施例を、添付の概略図を参照して例として更に詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、工具の一実施例をタング溝の一実施例に挿入した係止解除中の第１パネ
ル及び第２パネルを含む本発明の一実施例を示す図である。
【図２】図２は、図１の丸で囲った領域の拡大図である。
【図３】図３Ａは、係止位置の第１パネル及び第２パネルを含む本発明の一実施例を示す
図であり、図３Ｂは、本発明による第１パネルの一実施例を示す図である。
【図４】図４Ａは、本発明による第２パネルの一実施例を示す図であり、図４Ｂは、図４
Ａの丸で囲った領域の拡大図である。
【図５】図５は、工具の一実施例をタング溝の一実施例に挿入した係止解除中の第１パネ
ル及び第２パネルを含む本発明の一実施例を示す図である。
【図６】図６は、工具の一実施例をタング溝の一実施例に挿入した係止解除中の第１パネ
ル及び第２パネルを含む本発明の一実施例を示す図である。
【図７】図７は、係止解除位置にある組み立て前の第１パネル及び第２パネルを含む本発
明の一実施例を示す図である。
【図８】図８Ａ乃至図８Ｆは、可撓性タングの実施例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　図１は、第２パネル４からの第１パネル６の分解を示す。第１パネル６及び第２パネル
４には、係止装置６０の一実施例が設けられている。第１パネル６は、家具製品用のフレ
ーム等のフレームの上パネルであってもよく、第２パネル４はフレームの側パネルであっ
てもよい。図２は、第１パネル６及び第２パネル４の係止解除中の所定位置にある係止装
置６０の一部の拡大図を示す。第１パネル６は第１主平面を有し、第２パネル４は第２主
平面を有する。第１主平面は、第２主平面に対して本質的に垂直である（直交している）
。
【００３５】
　係止装置６０は、図３Ａに示すように、第１パネル６の第１縁部を第２パネル４の第２
縁部に係止するように形成されている。係止装置６０は、第１縁部に縁部溝２１を備えて
おり、第２縁部にタング溝１０を備えている。
【００３６】
　縁部溝２１は、縁部溝２１の第１側にある挿入溝２０に配置された可撓性タング３０を
含む。前記可撓性タングは、第１主平面に垂直な第１方向Ｄ１で第１縁部及び第２縁部を
互いに係止するため、タング溝１０と協働するように形成されている。縁部溝２１の第１
側は、挿入溝２０の第１側の第１溝面５１及び挿入溝２０の第２側の第２溝面５３を含み
、前記第１溝面５１は、第２溝面５１よりも縁部溝２１の開口部に近い。前記第２縁部の
第１側は、タング溝１０の第１側の第１縁部面５２及びタング溝１０の第２側の第２縁部
面５４を含む。第１溝面５１及び第１縁部面５２は、第１縁部及び第２縁部を第２主平面
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に垂直な第２方向Ｄ２で係止するため、協働するように形成されている。第２溝面５３及
び第２縁部面５４は、第１縁部及び第２縁部を第２方向Ｄ２で協働するため、協働するよ
うに形成されている。
【００３７】
　前記係止装置６０は、工具９０をタング溝１０に挿入することによって係止解除される
ように形成されている。
【００３８】
　工具９０は、可撓性タング３０をタング溝１０から挿入溝２０の底部に向かって押し出
すことによって係止装置６０を係止解除するように形成されている。
【００３９】
　工具９０は、細長い形状のものであってもよく、図１は、こうした工具９０の断面を示
す。
【００４０】
　第１パネル６及び第２パネル４は、フレーム等の家具製品の一部であってもよい。タン
グ溝１０は、家具製品の後側に挿入開口部を備えていてもよく、工具を前記挿入開口部に
挿入してもよく、タング溝１０は、家具製品の前側が覆われていてもよく、又は家具製品
の前側まで延びていなくてもよい。挿入溝２０は、家具製品の前側以外の部分に位置決め
されていてもよい。
【００４１】
　前記第１溝面５１は、第２溝面５３に対し、第２方向Ｄ２で第１距離４１だけずらされ
て配置されている（図３Ｂ参照）。図２は、図１の丸で囲った領域の拡大図を示す。
【００４２】
　第１溝面５１及び第１縁部面５２は平行であってもよく、好ましくは第２主平面と平行
に延びている。第２溝面５３及び第２縁部面５４は平行であってもよく、好ましくは第２
主平面と平行に延びている。
【００４３】
　縁部溝２１は、第１側とは反対側の第２側に第３溝面５５を備えていてもよい。第３溝
面５５は、第１縁部及び第２縁部を第２方向Ｄ２で係止するため、第３縁部面５６と協働
するように形成されている。
【００４４】
　係止装置６０は、縁部溝２１の開口部の第２側に、好ましくは第１パネル６及び第２パ
ネル４の係止位置での第１パネル６及び第２パネル４の夫々の外隅部の外縁面に、協働表
面４５、４６を備えていてもよい。
【００４５】
　第１縁部面５２は、第２縁部の凹所４４の底面であってもよい。第１パネル６及び第２
パネル４の係止位置では、底面は、縁部溝２１の開口部の第１側４３と隣接している。凹
所４４の側面は、第１パネル６の第１主表面１８と協働するように形成されていてもよい
。
【００４６】
　図２は、第１溝面５１の一実施例を示す。第１溝面５１は、一部がタング溝１０上に延
びている。係止装置６０は、工具９０をタング溝１０に挿入したときに工具９０の外面９
１と第１溝面５１との間に遊び４０が得られるように形成されている。工具９０は、タン
グ溝１０の断面と本質的に同じ形状であってもよい。工具９０の外面は、好ましくは、工
具９０をタング溝１０に挿入するときに第２縁部面５４と整合している。工具９０の外面
は、別の態様では、第２方向Ｄ２で第１縁部面５２と第２縁部面５４との間に位置決めさ
れていてもよい。
【００４７】
　第１パネル６及び第２パネル４の各々は、好ましくは四つの縁部と、第１主表面１８、
１７と、第２主表面１６、１５とを含む。第１主平面は、第１パネル６の第１主表面１８
及び第２主表面１６と平行であり、第２主平面は、第２パネル４の第１主表面１７及び第
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２主表面１５と平行である。図１は、第２パネル４の第１主表面１７が第１パネル６の第
１主表面１８と本質的に垂直な角度５で配置された実施例を示す。第２パネル４の第１主
表面１７は、好ましくは、第１パネル６の第１主表面１８に面する。
【００４８】
　第１主表面１８、１６及び／又は第２主表面１７、１５は、装飾層（図示せず）を備え
ていてもよい。
【００４９】
　可撓性タング３０は、好ましくは、挿入溝２０内で変位可能である。可撓性タング３０
及び挿入溝２０は、WO2015/105449の図２Ａ－図２Ｆに記載されており且つ示された可撓
性タング及び溝に従って設計されていてもよい。
【００５０】
　図３Ａは、係止位置の第１パネル６及び第２パネル４の一実施例を示す。第１パネル６
及び第２パネル４を互いに係止するため、可撓性タング３０はタング溝１０と協働する。
【００５１】
　図３Ｂは、第１縁部の一実施例を示す。第１溝面５１は第２方向Ｄ２で、第２溝面５３
に対して第１距離４１だけずらされて配置されている。この実施例では、第２溝面５３は
第１溝面５１よりも縁部溝２１の中心に近い。第１距離４１は、約０．１ｍｍ乃至約０．
４ｍｍの範囲内にあってもよい。好ましくは、第１距離は約０．２ｍｍである。
【００５２】
　図４Ａは、第２縁部の一実施例を示す。第１縁部面５２は、第２方向Ｄ２で、第２縁部
面５４に対して第２距離４２だけずらされて配置されている。この実施例では、第２縁部
面５４は、第１縁部面５４よりも第２パネル４の中央平面に近い。第２距離４２は、約０
．１ｍｍ乃至約０．４ｍｍの範囲内にあってもよい。好ましくは、第１距離は約０．２ｍ
ｍである。
【００５３】
　第２距離４２は、好ましくは、第１距離４１と本質的に等しい。図２に示す遊び４０は
、好ましくは、第１距離４１と本質的に等しい。
【００５４】
　図４Ｂは、図４Ａの丸で囲った領域の拡大図を示す。図４Ｂは、タング溝１０の開口部
に面取り部又は丸み４７を付けた係止装置６０の一実施例を示す。
【００５５】
　図５及び図６は、第１縁部面５２が第２パネル４の第１主表面１７にある、本発明の実
施例を示す。縁部溝２１の底面２３は、第１方向Ｄ１で係止するため、第２縁部の部分２
２の外縁面２４と協働するように形成されていてもよい。
【００５６】
　図６は、第１パネル６が第２パネル４の第２主表面１５を越えて延びる、本発明の実施
例を示す。第１パネル６の外縁部１４は、第２パネル４の第２主表面１５から所定距離の
ところに位置決めされている。これは、第１縁部面５２が未加工の表面の一部である実施
例にとって有利である。これには、パネル製造における製造許容差が大き過ぎるために第
１パネル６が薄過ぎる場合でも、外隅部で第１パネル６と第２パネル４との間に重なりが
あるという利点がある。
【００５７】
　図７は、第１パネル６及び第２パネル４を組み立てて互いに係止する前の本発明の一実
施例の斜視図である。縁部溝２１は、第１パネル６の第１縁部に沿って、第１方向Ｄ１及
び第２方向Ｄ２に垂直な第３方向Ｄ３に延びている。タング溝１０は、第１パネル４の第
２縁部に沿って延びている。
【００５８】
　挿入溝２０内で変位可能な可撓性タング３０の一実施例を図８Ａ－図８Ｄに示す。図８
Ａ及び図８Ｂは、係止位置の可撓性タング３０を示し、図８Ｃ及び図８Ｄは、第１パネル
６及び第２パネル４の組み立て中の可撓性タング３０を示す。図８Ｂは、図８Ａに示す可
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撓性タング３０の断面図である。図８Ｄは、図８Ｃに示す可撓性タング３０の断面図であ
る。可撓性タング３０は、可曲突出部分８４を含む。可撓性タング３０と挿入溝２０の底
壁との間に空間８３が形成されている。図８Ｃは、第１パネル６を第２パネル４に組み立
て中に可撓性タング３０が挿入溝２０の底壁に向かって挿入溝２０に押し込まれているこ
とを示す。第１パネル６及び第２パネル４が係止位置に達したとき、可撓性タング３０は
、その初期位置に向かってばね作用で戻る。好ましくは、各可曲突出部分８４に凹所８５
が配置されている。
【００５９】
　可撓性タング３０は、挿入溝２０の第３変位面８８及び第４変位係止面８９の夫々に沿
って変位するように形成された第１変位面８６及び反対側の第２変位面８７を備えていて
もよい。
【００６０】
　可曲突出部分８４がない可撓性タング３０の変形例を図８Ｅ及び図８Ｆに示す。図８Ｆ
は、図８Ｅに示す可撓性タング３０の断面図を示す。この変形例は、図８Ａ－図８Ｄに示
す実施例と同じ機能を果たすため、その長さ方向で曲げることができる。
【００６１】
　上文中に説明したパネルのセットは、フレーム等の家具製品の一部であってもよい。
【００６２】
　上述の実施例のパネルのコア材料は、好ましくは、ＨＤＦ、ＭＤＦ、合板、無垢板、又
はパーティクルボード等の木材繊維をベースとしたボード、又は強化プラスチックボード
、又は木材繊維複合材料ボードでできていてもよい。
【符号の説明】
【００６３】
　４　　第２パネル
　６　　第１パネル
　１０　タング溝
　１８　第１主表面
　２０　挿入溝
　２１　縁部溝
　３０　可撓性タング
　４０　遊び
　４１　第１距離
　４４　凹所
　４５、４６　協働表面
　５１　第１溝面
　５２　第１縁部面
　５３　第２溝面
　５４　第２縁部面
　５５　第３溝面
　５６　第３縁部面
　６０　係止装置
　９０　工具
　９１　工具外面
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