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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　雄パーツの受け入れ空間を有すると共に、この受け入れ空間に連通した挿入穴の形成さ
れた基部と、留め付け対象物に設けられた貫通穴への入れ込み部とを備えた雌パーツに、
雄パーツを挿入終了位置まで挿入させることにより、入れ込み部の少なくとも一部を撓み
出させ、又は入れ込み部に形成させた弾性掛合部の撓み込みを阻止して前記留め付け対象
物に留め付くクリップであって、
　雌パーツの基部に、挿入終了位置への雄パーツの挿入により往動して往動終了位置にお
いて視認可能となる表示体が備えられていることを特徴とするクリップ。
【請求項２】
　雄パーツの受け入れ空間を有すると共に、この受け入れ空間に連通した挿入穴の形成さ
れた基部と、留め付け対象物に設けられた貫通穴への入れ込み部とを備えた雌パーツに、
雄パーツを挿入終了位置まで挿入させることにより、入れ込み部の少なくとも一部を撓み
出させ、又は入れ込み部に形成させた弾性掛合部の撓み込みを阻止して前記留め付け対象
物に留め付くクリップであって、
　雌パーツの基部に、挿入終了位置への雄パーツの挿入により往動し、挿入終了位置から
の雄パーツの抜き出しにより復動すると共に、往動終了位置において視認可能となる表示
体が備えられていることを特徴とするクリップ。
【請求項３】
　表示体が、雌パーツの基部に移動可能に組み合わされた可動パーツに備えられており、
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可動パーツの往動終了位置において表示体が往動終了位置に位置されるようになっている
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のクリップ。
【請求項４】
　可動パーツは、弾性変形可能な接続部を介して表示体に接続されてこの表示体によって
持ち上げ状に支持されると共に、挿入終了位置への雄パーツの挿入によりこの雄パーツの
一部が押し当てられるベースを備えており、挿入終了位置において接続部を弾性変形させ
て表示体が視認可能となるようになっていることを特徴とする請求項３に記載のクリップ
。
【請求項５】
　雄パーツに、挿入終了位置からの雄パーツの抜き出し時に可動パーツのベースに引っか
かる復動用突起が備えられていることを特徴とする請求項４に記載のクリップ。
【請求項６】
　可動パーツは、雌パーツの基部に回転可能に組み合わされていると共に、
　この可動パーツ及び雄パーツのいずれか一方にはカム溝が形成され、これらの他方には
挿入終了位置への雄パーツの挿入によりこのカム溝に相補的に収まる突部が形成されてお
り、
　このカム溝と突部とにより挿入終了位置において表示体が視認可能となるようになって
いることを特徴とする請求項３に記載のクリップ。
【請求項７】
　可動パーツは、挿入終了位置への雄パーツの挿入によってこの雄パーツの一部に押され
て挿入穴から離れる向きにスライド移動され、挿入終了位置においてスライド移動されき
って表示体が視認可能になるようになっていることを特徴とする請求項３に記載のクリッ
プ。
【請求項８】
　雌パーツの基部内には可動パーツの支持空間が形成されていると共に、この基部の上面
側には支持空間に連通する開放部が設けられており、往動終了位置にある表示体がこの開
放部を通じて視認可能となるようにしてあることを特徴とする請求項３～請求項７のいず
れか１項に記載のクリップ。
【請求項９】
　可動パーツ及び雌パーツの基部に、可動パーツの往動前位置において掛合し合うストッ
パー部が形成されていることを特徴とする請求項３～請求項８のいずれか１項に記載のク
リップ。
【請求項１０】
　可動パーツの色が、雌パーツ及び雄パーツの色と異ならせてあることを特徴とする請求
項３～請求項９のいずれか１項に記載のクリップ。
【請求項１１】
　雄パーツの受け入れ空間を有すると共に、この受け入れ空間に連通した挿入穴の形成さ
れた基部と、留め付け対象物に設けられた貫通穴への入れ込み部とを備えた雌パーツに、
雄パーツを挿入終了位置まで挿入させることにより、入れ込み部の少なくとも一部を撓み
出させ、又は入れ込み部に形成させた弾性掛合部の撓み込みを阻止して前記留め付け対象
物に留め付くクリップであって、
　雌パーツの基部に、この基部に設けた表示部を往動前位置において隠すと共に、挿入終
了位置への雄パーツの挿入により往動して往動終了位置において基部内に収納されて前記
表示部を視認可能とする遮蔽体が備えられていることを特徴とするクリップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、パネルなどの留め付け対象物に設けられた貫通穴に雌パーツを入れ込ませ
た後のこの雌パーツへの雄パーツの挿入によって雌パーツの一部を撓み出させ又は雌パー
ツの一部の撓み込みを阻止するようにして留め付け対象物に留め付くクリップの改良に関
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する。
【背景技術】
【０００２】
　パネルに形成した取付穴にリベット本体の分割された脚部を挿入した後、これにピンを
押し込みきって脚部を弾性的に撓み出させ、リベット本体のフランジ部と撓み出された脚
部とでパネルを挟み付けてこれに留め付くプッシュリベットがある。（特許文献１参照）
　かかるプッシュリベットは、ピンを押し込みきった状態において、パネルに適切に留め
付く。よって、かかるプッシュリベットによる留め付けをなす際には、ピンの押し込みが
十分かどうかを計測などして確認する必要があった。
【特許文献１】特開平５－３０２６０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　この発明が解決しようとする主たる問題点は、この種のクリップ（リベット）を構成す
る雄パーツ（ピン）を雌パーツ（リベット本体）にクリップを所期の状態で留め付け対象
物に留め付かせるように、その挿入終了位置まで押し込んでいるか否かを雄パーツの挿入
状態を計測などすることなく容易に確認できるようにする点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　前記課題を達成するために、第一の観点から、クリップを、雄パーツの受け入れ空間を
有すると共に、この受け入れ空間に連通した挿入穴の形成された基部と、留め付け対象物
に設けられた貫通穴への入れ込み部とを備えた雌パーツに、雄パーツを挿入終了位置まで
挿入させることにより、入れ込み部の少なくとも一部を撓み出させ、又は入れ込み部に形
成させた弾性掛合部の撓み込みを阻止して前記留め付け対象物に留め付くクリップであっ
て、
　雌パーツの基部に、挿入終了位置への雄パーツの挿入により往動して往動終了位置にお
いて視認可能となる表示体が備えられているものとした。
【０００５】
　このように構成させたクリップにあっては、挿入終了位置への雄パーツの挿入により雌
パーツの入れ込み部の一部は撓み出され、あるいは、入れ込み部に形成させた弾性掛合部
の撓み込みが阻止されることから、留め付け対象物の貫通穴の形成位置において雌パーツ
の基部とこの撓み出された一部又は弾性掛合部とによって留め付け対象物を挟み付けてク
リップはかかる留め付け対象物に留め付く。それと共に、表示体は往動して視認可能とな
ることから、雄パーツが挿入終了位置まで挿入されてクリップが所期の留め付き状態にあ
ることを雄パーツの挿入状態を計測などすることなく容易に確認することができる。
【０００６】
　また、前記課題を達成するために、第二の観点から、クリップを、雄パーツの受け入れ
空間を有すると共に、この受け入れ空間に連通した挿入穴の形成された基部と、留め付け
対象物に設けられた貫通穴への入れ込み部とを備えた雌パーツに、雄パーツを挿入終了位
置まで挿入させることにより、入れ込み部の少なくとも一部を撓み出させ、又は入れ込み
部に形成させた弾性掛合部の撓み込みを阻止して前記留め付け対象物に留め付くクリップ
であって、
　雌パーツの基部に、挿入終了位置への雄パーツの挿入により往動し、挿入終了位置から
の雄パーツの抜き出しにより復動すると共に、往動終了位置において視認可能となる表示
体が備えられているものとした。
【０００７】
　このように構成させたクリップにあっては、挿入終了位置への雄パーツの挿入により雌
パーツの入れ込み部の一部は撓み出され、あるいは、入れ込み部に形成させた弾性掛合部
の撓み込みが阻止されることから、留め付け対象物の貫通穴の形成位置において雌パーツ
の基部とこの撓み出された一部又は弾性掛合部とによって留め付け対象物を挟み付けてク
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リップはかかる留め付け対象物に留め付く。それと共に、表示体は往動して視認可能とな
ることから、雄パーツが挿入終了位置まで挿入されてクリップが所期の留め付き状態にあ
ることを雄パーツの挿入状態を計測などすることなく容易に確認することができる。挿入
終了位置にある雄パーツを抜き出し操作してクリップの留め付きを解くと表示体は復動し
留め付け対象物に対する留め付けが解かれたことを認識させる。
【０００８】
　かかる表示体を、雌パーツの基部に移動可能に組み合わされた可動パーツに備えさせ、
この可動パーツの往動終了位置において表示体が往動終了位置に位置されるようにしてお
けば、挿入終了位置への雄パーツの挿入によって可動パーツを往動動作させて表示体を視
認可能にし、また、挿入終了位置からの雄パーツの抜き出しによって可動パーツを復動動
作させて表示体を視認できないようにすることができる。
【０００９】
　前記可動パーツを、弾性変形可能な接続部を介して表示体に接続されてこの表示体によ
って持ち上げ状に支持されると共に、挿入終了位置への雄パーツの挿入によりこの雄パー
ツの一部が押し当てられるベースを備えたものとし、挿入終了位置において接続部を弾性
変形させて表示体を視認可能にするようにしておくこともある。
【００１０】
　このようにした場合、雄パーツを挿入終了位置まで挿入させると雄パーツの一部をベー
スに押し当てさせて雄パーツの挿入方向にベースを移動させることができる。そして、ベ
ースのこの移動によって接続部を弾性変形させて表示体を往動終了位置まで移動させ視認
可能な状態とすることができる。この場合にさらに、雄パーツに、挿入終了位置からの雄
パーツの抜き出し時に可動パーツのベースに引っかかる復動用突起を備えさせておけば、
前記可動パーツの復動さらには表示体の復動を補助させることができる。
【００１１】
　前記可動パーツを、雌パーツの基部に回転可能に組み合わされていると共に、
　この可動パーツ及び雄パーツのいずれか一方にはカム溝を形成させ、これらの他方には
挿入終了位置への雄パーツの挿入によりこのカム溝に相補的に収まる突部を形成させ、
　このカム溝と突部とにより挿入終了位置において表示体が視認可能となるようにしてお
くこともある。
【００１２】
　このようにした場合、雄パーツを挿入終了位置まで挿入させることにより雄パーツの突
部を可動パーツのカム溝に入り込ませて往動前位置にあった可動パーツを往動終了位置ま
で回転往動させ、これにより表示体を視認可能にできる。また、挿入終了位置にある雄パ
ーツを抜き出させることにより往動終了位置にあった可動パーツを往動前位置まで回転復
動させ、これにより表示体を視認不能とすることができる。
【００１３】
　前記可動パーツを、挿入終了位置への雄パーツの挿入によってこの雄パーツの一部に押
されて挿入穴から離れる向きにスライド移動され、挿入終了位置においてスライド移動さ
れきって表示体が視認可能になるようにしておくこともある。
【００１４】
　このようにした場合、雄パーツを挿入終了位置まで挿入させることによって表示体を挿
入穴から離れる向きに往動押し出し往動終了位置においてこれを視認可能にできる。
【００１５】
　前記各クリップにあっては、前記雌パーツの基部内に可動パーツの支持空間を形成させ
ると共に、この基部の上面側に支持空間に連通する開放部を設け、往動終了位置にある表
示体がこの開放部を通じて視認可能となるようにしておくこともある。このようにした場
合、往動終了位置において表示体を視認可能とすると共に、往動前位置において表示体を
支持空間内に納めて視認不能にさせておくことができる。
【００１６】
　前記可動パーツ及び雌パーツの基部に、可動パーツの往動前位置において掛合し合うス
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トッパー部を形成させておけば、可動パーツが往動前位置にあって表示体が視認されない
状態を安定的に維持させることができる。
【００１７】
　前記可動パーツの色を、雌パーツ及び雄パーツの色と異ならせておけば、往動終了位置
にある表示体を一層容易に認識させることができる。
【００１８】
　また、前記課題を達成するために、第三の観点から、クリップを、雄パーツの受け入れ
空間を有すると共に、この受け入れ空間に連通した挿入穴の形成された基部と、留め付け
対象物に設けられた貫通穴への入れ込み部とを備えた雌パーツに、雄パーツを挿入終了位
置まで挿入させることにより、入れ込み部の少なくとも一部を撓み出させ、又は入れ込み
部に形成させた弾性掛合部の撓み込みを阻止して前記留め付け対象物に留め付くクリップ
であって、
　雌パーツの基部に、この基部に設けた表示部を往動前位置において隠すと共に、挿入終
了位置への雄パーツの挿入により往動して往動終了位置において基部内に収納されて前記
表示部を視認可能とする遮蔽体が備えられているものとした。
【００１９】
　このように構成させたクリップにあっては、挿入終了位置への雄パーツの挿入により雌
パーツの入れ込み部の一部は撓み出され、あるいは、入れ込み部に形成させた弾性掛合部
の撓み込みが阻止されることから、留め付け対象物の貫通穴の形成位置において雌パーツ
の基部とこの撓み出された一部又は弾性掛合部とによって留め付け対象物を挟み付けてク
リップはかかる留め付け対象物に留め付く。それと共に、遮蔽体の往動により基部の表示
部が視認可能となることから、雄パーツが挿入終了位置まで挿入されてクリップが所期の
留め付き状態にあることを雄パーツの挿入状態を計測などすることなく容易に確認するこ
とができる。　
【発明の効果】
【００２０】
　この発明にかかるクリップにあっては、雄パーツを雌パーツに、かかるクリップを所期
の状態で留め付け対象物に留め付かせるように挿入終了位置まで挿入させているか否かを
、この位置への挿入により視認可能な位置に往動される表示体によって、雄パーツの挿入
状態を計測などすることなく、容易に確認することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、図１～図４０に基づいて、この発明を実施するための最良の形態について説明す
る。
【００２２】
　なお、ここで図１～図１２はこの発明の実施の形態の一つを（第一例）、図１３～図２
７は他の一つを（第二例）、図２８～図３６はさらに他の一つを（第三例）、それぞれ示
している。
【００２３】
　具体的には、図１は雄パーツ２を雌パーツ１に仮掛合させた状態のクリップを、図２お
よび図３は本掛合させて留め付け対象物Ｐに留め付けた状態のクリップをそれぞれ示して
おり、図３は図２の向きと９０度異なる向きからクリップを視て示している。図４および
図５は可動パーツ３を斜視の状態として、図６～図１０は雌パーツ１を、図１１及び図１
２は雄パーツ２をそれぞれ示している。図８は図７の向きと９０度異なる向きから雌パー
ツ１を視て示しており、また、図１０は図９の位置と９０度異なる向きで雌パーツ１を断
面にして示しており、さらに、図１２は図１１の向きと９０度異なる向きから雄パーツ２
を視て示している。
【００２４】
　また、図１３は雄パーツ２を雌パーツ１に仮掛合させた状態のクリップを、図１４は本
掛合させて留め付け対象物Ｐに留め付けた状態のクリップをそれぞれ示しており、図１５
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は図１４の状態のときの雌パーツ１の基部１ｂ部分の様子を要部を断面にして、図１６は
図１４の状態を雄パーツ２の頭部２ａ側から視て示しておりこの図１４においては往動前
位置にある可動パーツ３を想像線で示している。図１７～図１９は可動パーツ３をそれぞ
れ示しており、特に図１９ではカム溝３２ａの様子を理解しやすいようにこれを展開して
示している。図２０～図２３は雌パーツ１を、図２４～図２７は雄パーツ２をそれぞれ示
している。図２１は図２０の向きと９０度異なる向きから雌パーツ１を視て示しており、
また、図２３は図２２の位置と９０度異なる向きで雌パーツ１を断面にして示しており、
さらに、図２５は図２４の向きと９０度異なる向きから雄パーツ２を視て示しており、ま
た、特に図２７は突部２２ａの様子を理解しやすいようにこれを展開して示している。
【００２５】
　また、図２８～図３０は雄パーツ２を雌パーツ１に仮掛合させた状態のクリップを、図
３１～図３３は本掛合させて留め付け対象物Ｐに留め付けた状態のクリップをそれぞれ示
しており、図３０は図２９の向きと９０度異なる向きから、図３３は図３２の向きと９０
度異なる向きからクリップを視て示している。図３４～図３６は可動パーツ３をそれぞれ
示している。
【００２６】
　また、図３７および図３８は前記第一例の構成の一部を変更させた実施の形態の一つを
（第四例）、図３９および図４０は前記第三例の構成の一部を変更させた実施の形態の一
つを（第五例）、それぞれ示している。
【００２７】
　この実施の形態にかかるクリップは、パネルＰ’などの留め付け対象物Ｐに設けられた
貫通穴Ｐａに雌パーツ１を入れ込ませた後のこの雌パーツ１への雄パーツ２の挿入によっ
て雌パーツ１の一部を撓み出させ又は雌パーツ１の一部の撓み込みを阻止するようにして
留め付け対象物Ｐに留め付くものである。
【００２８】
　典型的には、かかるクリップは、前記貫通穴Ｐａをそれぞれ備えた二枚以上のパネルＰ
’などの二以上の留め付け対象物Ｐの留め付けに用いられる。すなわち、二以上の留め付
け対象物Ｐをそれらの貫通穴Ｐａを相互に連通させるように重ね合わせた後、かかる連通
された貫通穴Ｐａにクリップを前記のように留め付けることで、この貫通穴Ｐａの形成箇
所での留め付け対象物Ｐの分離を阻止してかかる二以上の留め付け対象物Ｐの留め付けが
なされる。
【００２９】
　かかるクリップは、雌パーツ１と、雄パーツ２とからなる。雌パーツ１には後述する表
示体４を備えた可動パーツ３がさらに組み合わされ、この可動パーツ３によってかかる表
示体４が雌パーツ１に備えられるようになっている。
【００３０】
　雌パーツ１は、雄パーツ２の受け入れ空間１ａを有すると共に、この受け入れ空間１ａ
に連通した挿入穴１ｃの形成された基部１ｂと、留め付け対象物Ｐに設けられた貫通穴Ｐ
ａへの入れ込み部１ｄとを備えている。
【００３１】
　前記第一例及び第二例では、基部１ｂは円盤状をなすように構成されている。挿入穴１
ｃはかかる基部１ｂの中央に形成されている。図示の例では、かかる挿入穴１ｃは雄パー
ツ２の後述する軸部２ｂの最大径と略等しい丸穴状部１ｅと、この丸穴状部１ｅを周回す
る方向において略９０度の間隔を開けて四箇所に設けられた丸穴状部１ｅから放射方向に
延びるように形成された分岐穴部１ｆとを組み合わせてなる。
【００３２】
　一方、入れ込み部１ｄは、基部１ｂを頭としてこの基部１ｂの一面に一端を一体に連接
させて延びる脚状をなすように構成されている。かかる入れ込み部１ｄは、筒状部１ｇと
、先端軸１ｊと、この筒状部１ｇと先端軸１ｊとの連接片１ｋとを備えている。
【００３３】
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　筒状部１ｇは、筒両端を共に開放させると共に、筒一端を基部１ｂに一体に連接させて
前記挿入穴１ｃの丸穴状部１ｅに筒内空間を連通させている。また、かかる筒状部１ｇは
その筒軸を周回する方向において略９０度の間隔を開けて四箇所に設けられたスリット１
ｈによって四つに分割されており、各スリット１ｈの一端は挿入穴１ｃの分岐穴部１ｆに
連通されている。また、筒状部１ｇの筒他端には内向きに突き出す爪部１ｉが形成されて
いる。
【００３４】
　先端軸１ｊは、前記挿入穴１ｃの丸穴状部１ｅの穴軸線上に位置する中実体として構成
されている。
【００３５】
　連接片１ｋは、筒状部１ｇの筒他端に片一端を一体に連接させると共に、先端軸１ｊの
軸一端に片他端を一体に連接させた帯状をなし、入れ込み部１ｄの中心を挟んだ対向位置
にそれぞれ設けられている。連接片１ｋには前記スリット１ｈに連通して先端軸１ｊ側に
続く延長スリット１ｍが形成されており、各連接片１ｋはこの延長スリット１ｍによって
二分された様になっている。一対の連接片１ｋ、１ｋは前記先端軸１ｊとの連接側におい
てこの先端軸１ｊに近づくに連れて次第に連接片１ｋ、１ｋ間のピッチを狭めるように傾
斜されており、この傾斜によって貫通穴Ｐａへの入れ込みをスムースに行えるようになっ
ている。
【００３６】
　一方、雄パーツ２は、かかる雄パーツ２を雌パーツ１内に挿入終了位置（図２、図１４
、図３３の位置）まで挿入させることにより、入れ込み部１ｄの少なくとも一部を撓み出
させ、又は入れ込み部１ｄに形成させた弾性掛合部１３ｅ（第三例の場合）の撓み込みを
阻止するものである。これにより前記留め付け対象物Ｐへのクリップの留め付けがなされ
る。
【００３７】
　前記第一例及び第二例では、かかる雄パーツ２は、円板状をなす頭部２ａを軸一端に備
えた軸部２ｂを主体として構成されている。かかる軸部２ｂの他端部、すなわち先端部２
ｃは先細りの裁頭円錐状をなすように構成されている。軸部２ｂの中間部には周回状をな
す本止め凹部２ｄが形成されている。また、先端部２ｃと本止め凹部２ｄとの間には、前
記雌パーツ１の入れ込み部１ｄに形成された四箇所の爪部１ｉがそれぞれ収まる仮止め凹
部２ｅが形成されている。各仮止め凹部２ｅはそれぞれ、本止め凹部２ｄの側に近づくに
連れて次第に浅くなるように構成されている。
【００３８】
　前記第一例及び第二例では、雌パーツ１の入れ込み部１ｄの爪部１ｉの形成位置での内
径が、雄パーツ２の軸部２ｂの仮止め凹部２ｅの最深部位置での径と略等しくなっている
。雄パーツ２の軸部２ｂの本止め凹部２ｄの位置での径は、かかる仮止め凹部２ｅの最深
部位置での径より大きく、雄パーツ２の軸部２ｂの本止め凹部２ｄと頭部２ａとの間の径
は、かかる雄パーツ２の軸部２ｂの本止め凹部２ｄの位置での径よりも大きくなっている
。
【００３９】
　そして、前記第一例及び第二例では、雄パーツ２の軸部２ｂを雌パーツ１の受け入れ空
間１ａに、仮止め凹部２ｅに爪部１ｉを入り込ませる位置まで挿入穴１ｃを通じて挿入す
ることで、雄パーツ２と雌パーツ１とを仮掛合させるようにしている。（図１、図１３）
このように雌パーツ１に組み合わされた雄パーツ２は、爪部１ｉが本止め凹部２ｄに入り
込む挿入終了位置までさらに挿入可能とされる。
【００４０】
　前記第一例及び第二例では、雌パーツ１の入れ込み部１ｄはスリット１ｈと延長スリッ
ト１ｍによって分割されており、基部１ｂとの連接側を変形中心として弾性変形可能に構
成されている。前記仮掛合状態において留め付け対象物Ｐの貫通穴Ｐａに雌パーツ１の入
れ込み部１ｄを雌パーツ１の基部１ｂが引っかかる位置まで入れ込み、この状態から頭部
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２ａを利用して雄パーツ２を挿入終了位置に向けて挿入するように押圧操作すると、仮止
め凹部２ｅの底に爪部１ｉを案内されて入れ込み部１ｄは外向きに撓み出され雄パーツ２
の挿入が許容される。挿入終了位置まで雄パーツ２が入れ込まれると、雌パーツ１の入れ
込み部１ｄはやや撓み戻され本止め凹部２ｄに爪部１ｉが入り込み本止め状態が維持され
る。この本止め状態において留め付け対象物Ｐを基部１ｂと入れ込み部１ｄの撓み出し箇
所とにより挟み付けてクリップは留め付け対象物Ｐに留め付く。（図２、図１４）
【００４１】
　前記第一例及び第二例では、雄パーツ２の軸部２ｂには、その直径方向両側に軸部２ｂ
の軸線に沿ったリブ２ｆを備えており、雄パーツ２はこのリブ２ｆを挿入穴１ｃの分岐穴
部１ｆを通じてスリット１ｈおよび延長スリット１ｍに入れ込ませる向きで雌パーツ１の
受け入れ空間１ａに挿入できるようになっている。
【００４２】
　また、前記第一例及び第二例にあっては、雌パーツ１の基部１ｂには、挿入終了位置へ
の雄パーツ２の挿入により往動し、挿入終了位置からの雄パーツ２の抜き出しにより復動
すると共に、往動終了位置において視認可能となる表示体４が備えられている。前記第一
例及び第二例にあっては、かかる表示体４は、雌パーツ１の基部１ｂにおける入れ込み部
１ｄとの連接側と反対の側に備えられている。また、かかる表示体４は、往動前位置（図
１、図１３の位置）において雄パーツ２の頭部２ａ側から視認できず、往動終了位置（図
３、図１５及び図１６の位置）において雄パーツ２の頭部２ａ側から視認できるようにな
っている。
【００４３】
　前記第一例～第三例のいずれも、挿入終了位置への雄パーツ２の挿入により雌パーツ１
の入れ込み部１ｄの一部は撓み出され、あるいは、入れ込み部１ｄに形成させた弾性掛合
部１３ｅの撓み込みが阻止されることから、留め付け対象物Ｐの貫通穴Ｐａの形成位置に
おいて雌パーツ１の基部１ｂとこの撓み出された一部又は弾性掛合部１３ｅ（第三例の場
合）とによって留め付け対象物Ｐを挟み付けてクリップはかかる留め付け対象物Ｐに留め
付く。それと共に、表示体４は往動して視認可能となることから、雄パーツ２が挿入終了
位置まで挿入されてクリップが所期の留め付き状態にあることを雄パーツ２の挿入状態を
計測などすることなく容易に確認することができる。（図３、図１６、図３３）
【００４４】
　さらに、前記第一例及び第二例にあっては、挿入終了位置にある雄パーツ２をその頭部
と雌パーツ１の基部１ｂとの間に工具の先端を差し込むなどして抜き出し操作してクリッ
プの留め付きを解くと表示体４は復動し留め付け対象物Ｐに対する留め付けが解かれたこ
とを認識させる。
【００４５】
　前記第一例及び第二例にあっては、かかる表示体４は、雌パーツ１の基部１ｂに往復動
可能に組み合わされた可動パーツ３に備えられている。
【００４６】
　具体的には、雌パーツ１の基部１ｂに、雄パーツ２の軸部２ｂの通し穴３ａを備えた可
動パーツ３を往復動可能に組み合わせると共に、この通し穴３ａと挿入穴１ｃとを軸部２
ｂが通されるようにしてある。そして、挿入終了位置への雄パーツ２の挿入によって可動
パーツ３が往動動作をし、また、挿入終了位置からの雄パーツ２の抜き出しによって可動
パーツ３が復動動作をするように、かかる可動パーツ３と雄パーツ２とが連係されている
。
【００４７】
（図１～図１２に示される第一例）
　図１～図１２に示される例にあっては、可動パーツ３は、弾性変形可能な接続部３１ａ
を介して表示体４に接続されてこの表示体４によって持ち上げ状に支持されると共に、挿
入終了位置への雄パーツ２の挿入によりこの雄パーツ２の一部が押し当てられるベース３
１ｂを備えており、挿入終了位置において接続部３１ａを弾性変形させて表示体４が視認
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可能となるようになっている。
【００４８】
　図示の例では、雌パーツ１の基部１ｂにおける入れ込み部１ｄとの連接側と反対の側に
は、挿入穴１ｃの側方にこの挿入穴１ｃを囲うように突き出す立ち上がり部１１ａが形成
されている。基部１ｂの直径方向両側には立ち上がり部１１ａの分断部１１ｂが形成され
ている。また、この分断部１１ｂによって区分された一対の立ち上がり部１１ａにはそれ
ぞれ、雌パーツ１の中心軸線に直交する向きに立ち上がり部１１ａを貫通した窓穴１１ｃ
が形成されている。
【００４９】
　ベース３１ｂは通し穴３ａを貫通状態に備えた板状をなし、可動パーツ３の往動前位置
において挿入穴１ｃの上方に、挿入穴１ｃとの間に間隔を開け、立ち上がり部１１ａの先
端よりやや上方に板外面を位置させるようにして支持されるようになっている。（図１）
かかる通し穴３ａは、挿入穴１ｃの丸穴状部１ｅに倣って雄パーツ２の軸部２ｂを通す中
心穴部３ｂを有すると共に、この中心穴部３ｂの直径方向両側に挿入穴１ｃの分岐穴部１
ｆに倣って雄パーツ２のリブ２ｆを通す端穴部３ｃを有している。
【００５０】
　表示体４はベース３１ｂの直径方向両側にそれぞれ備えられている。各表示体４はそれ
ぞれ、可動パーツ３の往動前位置において、立ち上がり部１１ａの窓穴１１ｃ内に納まり
、この状態では雄パーツ２の頭部２ａ側からは視認できないようになっている。表示体４
の両端にはそれぞれ挿入穴１ｃ側に突き出す窓穴１１ｃの内側面へのガイド部４１ａが形
成されている。かかる表示体４の中間部とベース３１ｂにおける端穴部の形成されていな
い側の縁部との間には連接片３１ｃが介在されている。この連接片３１ｃの一端と表示体
４の中間部とが前記接続部３１ａとなる樹脂ヒンジ部により接続され、かつ、この連接片
３１ｃの他端とベース３１ｂの前記縁部とが前記接続部３１ａとなる樹脂ヒンジ部により
接続されている。
【００５１】
　可動パーツ３は、一対の表示体４、４をそれぞれ立ち上がり部１１ａの内側（挿入穴１
ｃ側）からこの立ち上がり部１１ａの窓穴１１ｃ内に入れ込み納めるようにして雌パーツ
１の基部１ｂに組み合わされると共に、そのベース３１ｂはこのように納められた表示体
４によって連接片１ｋを介して持ち上げ状に支持されている。
【００５２】
　雄パーツ２を挿入終了位置まで挿入させると雄パーツ２の一部、図示の例では頭部２ａ
をベース３１ｂに押し当てさせて雄パーツ２の挿入方向にベース３１ｂを移動させること
ができる。ベース３１ｂがこのように移動されると接続部３１ａが弾性変形されて表示体
４を往動終了位置まで移動させ、視認可能にできる。図示の例では、窓穴１１ｃの内壁に
案内されて表示体４は窓穴１１ｃから側方に突き出し、雄パーツ２の頭部２ａの側からこ
れを視認できるようになっている。（図３）
【００５３】
　また、この例では、雄パーツ２に、挿入終了位置からの雄パーツ２の抜き出し時に可動
パーツ３のベース３１ｂに引っかかる復動用突起２１ａが備えられている。図示の例では
、かかる復動用突起２１ａはリブ２ｆの形成位置に対し軸部２ｂを周回する方向において
略９０度の間隔を開けた位置であって、頭部２ａと本止め凹部２ｄとの間に設けられてい
る。そして、挿入終了位置からの雄パーツ２の抜き出し時にベース３１ｂの通し穴３ａの
穴縁にこの復動用突起２１ａが引っかかるようになっている。
【００５４】
　 挿入終了位置からの雄パーツ２の抜き出すと可動パーツ３のベース３１ｂに対する押
圧が解かれ前記接続部３１ａは弾性復帰して表示体４は復動して窓穴１１ｃ内に入り込み
ベース３１ｂはかかる表示体４に再び持ち上げ状に支持されるようになる。雄パーツ２に
復動用突起２１ａを設けておけば前記可動パーツ３の復動さらには表示体４の復動を補助
させることができる。
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【００５５】
 また、この例にあっては、可動パーツ３及び雌パーツ１の基部１ｂに、可動パーツ３の
往動前位置において掛合し合うストッパー部１１ｄ、３１ｄが形成されている。図示の例
では、かかるストッパー部１１ｄ、３１ｄは、表示体４のガイド部における雌パーツ１の
基部１ｂの挿入穴１ｃを巡る面に接する下面に形成された突起と、かかる挿入穴１ｃを巡
る面に形成されたこの突起を納める孔とから構成されている。このようにした場合、可動
パーツ３が往動前位置にあって表示体４が視認されない状態を安定的に維持させることが
できる。
【００５６】
　かかる可動パーツ３の色を、雌パーツ１及び雄パーツ２の色と異ならせておけば、往動
終了位置にある表示体４を一層容易に認識させることができる。
【００５７】
　この例にかかる雌パーツ１及び可動パーツ３において弾性変形特性を備える箇所へのこ
の特性の付与は、典型的には、かかる雌パーツ１及び可動パーツ３をプラスチックの射出
成型品とすることで容易に確保することができる。
【００５８】
 （図１３～図２７に示される第二例）
　図１３～図２７に示される例にあっては、可動パーツ３は、雌パーツ１の基部１ｂに回
転可能に組み合わされていると共に、
　この可動パーツ３及び雄パーツ２のいずれか一方にはカム溝３２ａが形成され、これら
の他方には挿入終了位置への雄パーツ２の挿入によりこのカム溝３２ａに相補的に収まる
突部２２ａが形成されており、
　このカム溝３２ａと突部２２ａとにより挿入終了位置において表示体４が視認可能とな
るようになっている。
【００５９】
　図示の例では、雌パーツ１の基部１ｂにおける入れ込み部１ｄとの連接側と反対の側に
は、挿入穴１ｃの側方にこの挿入穴１ｃを囲うように突き出す周回立ち上がり部１２ａが
形成されている。周回立ち上がり部１２ａの突きだし端には、挿入穴１ｃの側に張り出す
保持部１２ｂが形成されており、この保持部１２ｂと挿入穴１ｃを巡る基部１ｂの面との
間に可動パーツ３の支持空間Ｓが形成されている。
【００６０】
　かかる周回立ち上がり部１２ａの保持部１２ｂは、挿入穴１ｃの直径方向両側において
それぞれ、この挿入穴１ｃを巡る向きにおいて約６０度の範囲で欠除されており、可動パ
ーツ３の往動終了位置においてこの欠除部１２ｃが表示体４を視認可能とする開放部Ｓａ
として機能するようになっている。（図１６）
【００６１】
　可動パーツ３は、円板状をなす主体部３２ｅと、この主体部３２ｅの直径方向両側から
突き出す板片状の耳部３２ｈとを備えている。主体部３２ｅは、周回立ち上がり部１２ａ
内の空間を略塞ぐ外径を有すると共に、雄パーツ２の軸部２ｂの通し穴３ａを貫通状態に
備えている。かかる通し穴３ａは、挿入穴１ｃの丸穴状部１ｅに倣って雄パーツ２の軸部
２ｂを通す中心穴部３ｂを有すると共に、この中心穴部３ｂの直径方向両側に挿入穴１ｃ
の分岐穴部１ｆに倣って雄パーツ２のリブ２ｆを通す端穴部３ｃを有している。
【００６２】
　耳部３２ｈは、主体部３２ｅの直径方向両側においてそれぞれ、この主体部３２ｅを巡
る向きにおいて約６０度の範囲において、この主体部３２ｅの肉厚方向にある端面からこ
の端面に直交する向きに突き出す板状をなし、突きだし縁を弧状に成形させている。
【００６３】
　そして、この例では、かかる可動パーツ３は、周回立ち上がり部１２ａの内壁に耳部３
２ｈの突きだし縁をガイドさせて、この耳部３２ｈを前記欠除部１２ｃの側方において保
持部１２ｂの下方に納めた往動前位置（図１３、図１６における一点鎖線の位置）からこ
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の耳部３２ｈを欠除部１２ｃに臨ませた往動終了位置（図１５、図１６）に至る往動と、
この逆の復動可能に、前記支持空間Ｓに回動可能に支持させている。すなわち、この例で
は、かかる耳部３２ｈが表示体４として機能するようになっている。
【００６４】
　図示の例では、前記カム溝３２ａは、可動パーツ３に形成されている。カム溝３２ａは
可動パーツ３の直径方向両側にそれぞれ形成されている。いずれのカム溝３２ａも通し穴
３ａの中心穴部３ｂの穴軸を巡るらせん溝状をなすように形成されている。カム溝３２ａ
の溝口３２ｂは通し穴３ａの内方に向けられている。カム溝３２ａの一方の溝壁は雄パー
ツ２の挿入手前側（図１９における上方）に向けられている。（この一方の溝壁を以下上
壁３２ｃと称する。）この上壁３２ｃは主体部３２ｅの表面３２ｆから始まり次第に主体
部３２ｅの裏面３２ｇ側に低まり端穴部３ｃにおいて終了している。一方、カム溝３２ａ
の他方の溝壁は雄パーツ２の挿入先側（図１９における下方）に向けられている。（この
他方の溝壁を以下下壁３２ｄと称する。）この下壁３２ｄは主体部３２ｅの裏面３２ｇか
ら始まり次第に主体部３２ｅの表面３２ｆ側に高まり端穴部３ｃにおいて終了している。
そして、この上壁３２ｃと下壁３２ｄとはどの位置においても略平行をなすように形成さ
れている。
【００６５】
　一方、図示の例では、前記突部２２ａは、雄パーツ２に形成されている。図示の例では
、雄パーツ２の軸部２ｂと頭部２ａとの連接箇所に、この軸部２ｂの直径方向両側におい
て、この軸部２ｂを巡る弦巻線に沿うようにリブ状をなす突部２２ａが形成されている。
この突部２２ａの突きだし巾は前記カム溝３２ａの深さに略等しく、この突部２２ａの一
方の側面は上方を向き（以下この一方の側面を上側面２２ｂと称する。）、この突部の他
方の側面は下方を向いている。（以下この他方の側面を下側面２２ｃと称する。）そして
、この上側面２２ｂと下側面２２ｃとはどの位置においても略平行をなすように形成され
ている。（図２７）かかる突部２２ａの下端は、リブ２ｆの頭部２ａ側の端部に連続して
いる。これにより図示の例では、雄パーツ２を挿入終了位置に挿入させきる直前まで可動
パーツ３は往動回動されず、可動パーツ３の通し穴３ａの端穴部３ｃに突部２２ａの下端
が入り込んだ後に可動パーツ３が往動回動されるようになっている。
【００６６】
　雄パーツ２を挿入終了位置まで挿入させると雄パーツ２の突部２２ａが往動前位置にあ
る可動パーツ３のカム溝３２ａに入り込む。カム溝３２ａは可動パーツ３の通し穴３ａの
中心穴部３ｂの穴軸を巡るらせん溝状をなすように形成されており、一方、雄パーツ２は
挿入穴１ｃの分岐穴部１ｆにリブを入れ込ませて回転しない状態でのみ雌パーツ１内に挿
入されることから、突部２２ａの下側面２２ｃによりカム溝３２ａの上壁３２ｃを押し込
んで、往動前位置にあった可動パーツ３は往動終了位置まで回転往動される。可動パーツ
３がこのように往動されると表示体４が開放部Ｓａに表れてこれを視認可能にできる。（
図１４～図１６）突部２２ａはカム溝３２ａに相補的に収まることから、挿入終了位置に
ある雄パーツ２を抜き出させると、突部２２ａの上側面２２ｂによりカム溝３２ａの下壁
３２ｄを押し上げて、往動終了位置にあった可動パーツ３は往動前位置まで回転復動され
る。可動パーツ３がこのように復動されると表示体４は開放部Ｓａの側方にある支持空間
Ｓ内に収まって視認不能となる。（図１３）
【００６７】
 また、この例にあっては、可動パーツ３及び雌パーツ１の基部１ｂに、可動パーツ３の
往動前位置において掛合し合うストッパー部１２ｆ、３２ｉが形成されている。図示の例
では、かかるストッパー部１２ｆ、３２ｉは、可動パーツ３の耳部３２ｈの表面側に形成
された凹所と、基部１ｂの立ち上がり部１１ａの保持部１２ｂの内壁に形成されたこの凹
所に収まる突起とから構成されている。このようにした場合、可動パーツ３が往動前位置
にあって表示体４が視認されない状態を安定的に維持させることができる。
【００６８】
　なお、この例にあっては、可動パーツ３が往動終了位置にあるとき、耳部３２ｈの外縁
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に上方から引っかかる押さえ部１２ｅが開放部Ｓａへの繰り出し口部１２ｄに形成されて
いる。
【００６９】
　かかる可動パーツ３の色を、雌パーツ１及び雄パーツ２の色と異ならせておけば、往動
終了位置にある表示体４を一層容易に認識させることができる。
【００７０】
　この例にかかる雌パーツ１及び可動パーツ３において弾性変形特性を備える箇所へのこ
の特性の付与は、典型的には、かかる雌パーツ１及び可動パーツ３をプラスチックの射出
成型品とすることで容易に確保することができる。
【００７１】
（図２８～図３６に示される第三例）
　図２８～図３６に示される例にあってもクリップは、雌パーツ１と、雄パーツ２とから
なる。雌パーツ１には後述する表示体４を備えた可動パーツ３がさらに組み合わされ、こ
の可動パーツ３によってかかる表示体４が雌パーツ１に備えられるようになっている。
【００７２】
　雌パーツ１は、雄パーツ２の受け入れ空間１ａを有すると共に、この受け入れ空間１ａ
に連通した挿入穴１ｃの形成された基部１ｂと、留め付け対象物Ｐに設けられた貫通穴Ｐ
ａへの入れ込み部１ｄとを備えている。
【００７３】
　図示の例では、基部１ｂは方形盤状をなすように構成されている。挿入穴１ｃはかかる
基部１ｂの中央に形成されている。
【００７４】
　また、この例では、雌パーツ１は、挿入終了位置まで雄パーツ２を挿入させることで、
入れ込み部１ｄに形成された弾性掛合部１３ｅの撓み込みを阻止される構成のものとなっ
ている。この例では、雌パーツ１の入れ込み部１ｄは、対向位置にそれぞれ、入れ込み部
１ｄに設けたコ字状の割溝によって基部１ｂ側を自由端とし入れ込み部１ｄの先端側を変
形中心とした弾性掛合部１３ｅを備えている。弾性掛合部１３ｅの内面１３ｆは受け入れ
空間１ａに臨んでいる。一対の弾性掛合部１３ｅの自由端には基部１ｂ側に向いた掛合面
１３ｇが形成されていると共に、一対の弾性掛合部１３ｅ、１３ｅの自由端間の寸法は留
め付け対象物Ｐの貫通穴Ｐａの穴径よりも大きくなるようにしてある。かかる貫通穴Ｐａ
に雌パーツ１の入れ込み部１ｄを入れ込むと弾性掛合部１３ｅは一旦撓み込んだ後にその
自由端が貫通穴Ｐａから抜け出した位置で撓み戻し、これにより雌パーツ１はその基部１
ｂと前記掛合面１３ｇとの間で留め付け対象物Ｐに掛合される。この状態から雌パーツ１
内に挿入終了位置まで雄パーツ２を挿入すると挿入された雄パーツ２によって弾性掛合部
１３ｅの撓み込みが阻止されクリップは留め付け対象物Ｐに強固に留め付くこととなる。
【００７５】
　一方、この例では、雄パーツ２は、頭部２３ａを軸一端に備えた軸部２３ｃを主体とし
て構成されている。軸部２３ｃは厚さと巾とを持った板状をなすように構成されている。
【００７６】
　また、この例では、雌パーツ１の基部１ｂにおける挿入穴１ｃを挟んだ対向位置にそれ
ぞれ、雄パーツ２の挿入方向に壁面１３ｄを沿わせた保持壁部１３ｃが形成されていると
共に、一対の保持壁部１３ｃ、１３ｃ間のピッチは雄パーツ２の軸部２３ｃの幅広側の面
２３ｆ間の寸法よりもやや小さくなっている。
【００７７】
　そして、図示の例では、雄パーツ２の軸部２３ｃの軸他端２３ｅ側のみを雌パーツ１の
挿入穴１ｃに入れ込ませた状態において、この軸部２３ｃの軸他端２３ｅ側を一対の保持
壁部１３ｃ、１３ｃによって挟み付けることで、雄パーツ２と雌パーツ１とを仮掛合させ
るようにしている。（図２８～図３１）このように雌パーツ１に組み合わされた雄パーツ
２は、その頭部２３ａの縁部に形成された掛合爪２３ｄを保持壁部１３ｃの外側に形成さ
れた掛合穴１３ｄに掛合させる挿入終了位置（図３１～図３３）までさらに挿入可能とさ
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れる。雄パーツ２の頭部２３ａにはこの挿入終了位置において保持壁部１３ｃを受け入れ
る窓穴２３ｂが形成されている。
【００７８】
　また、雌パーツ１の基部１ｂには、挿入終了位置への雄パーツ２の挿入により往動して
往動終了位置において視認可能となる表示体４が備えられている。挿入終了位置への雄パ
ーツ２の挿入により弾性掛合部１３ｅの撓み込みが阻止されることから、留め付け対象物
Ｐの貫通穴Ｐａの形成位置において雌パーツ１の基部１ｂとこの弾性掛合部１３ｅとによ
って留め付け対象物Ｐを挟み付けてクリップはかかる留め付け対象物Ｐに留め付く。それ
と共に、表示体４は往動して視認可能となることから、雄パーツ２が挿入終了位置まで挿
入されてクリップが所期の留め付き状態にあることを雄パーツ２の挿入状態を計測などす
ることなく容易に確認することができる。（図３２、図３３）
【００７９】
　この例にあってもは、かかる表示体４は、雌パーツ１の基部１ｂに移動可能に組み合わ
された可動パーツ３に備えられている。
【００８０】
　具体的には、雌パーツ１の基部１ｂには挿入穴１ｃを巡る立ち上がり部１３ａが形成さ
れていると共に、この立ち上がり部１３ａにおける挿入穴１ｃを挟んだ両側位置にそれぞ
れ基部１ｂの側部において開放された雄パーツ２の挿入方向に直交する向きのガイド穴１
３ｂが形成されている。そして、このガイド穴１３ｂを通じてかかる基部１ｂに雄パーツ
２の軸部２３ｃの通し部３３ａを備えた可動パーツ３が備えられている。すなわち、この
例ではかかるガイド穴１３ｂが支持空間Ｓとして機能するようになっている。かかる可動
パーツ３の通し部３３ａは挿入穴１ｃの直上に位置され、この通し部３３ａの上方に前記
弾性片１３ｃの掛合爪１３ｄが位置されるようになってる。
【００８１】
　この例では、可動パーツ３は、一対の表示体４、４を破断可能部３３ｂで接続させ合わ
せると共に、この一対の表示体４、４間を雄パーツ２の前記通し部３３ａとした構成とな
っており、
　前記雄パーツ２と雌パーツ１とを仮掛合させる位置への雄パーツ２の挿入により破断可
能部３３ｂを破断されると共に、この状態からの挿入終了位置までの雄パーツ２の挿入に
よって表示体４が視認可能位置まで往動・押し出されるようになっている。
【００８２】
　一対の表示体４、４はそれぞれ、略長方形の板状をなすように構成されている。かかる
一対の表示体４、４はその一方の長辺部４３ａにおいて、一対の破断可能部３３ｂ、３３
ｂによって接続されており、この一対の破断可能部３３ｂ、３３ｂとこの一対の破断可能
部３３ｂ、３３ｂの間にある長辺部４３ａによって囲繞された空間が前記通し部３３ａと
して機能するようになっている。
【００８３】
　破断可能部３３ｂは、その中央部を薄肉に構成させた架橋片状をなすように構成されて
いる。
【００８４】
　雄パーツ２の頭部２３ａ２ａ側であって、雄パーツ２の軸部２３ｃの巾狭側にはそれぞ
れ、この巾狭側の面２３ｇから突き出すリブ状部２３ｈが形成されている。このリブ状部
２３ｈはそれぞれ軸部２３ｃの先端側に向けられた側に傾斜面２３ｉを備えている。一対
のリブ状部２３ｈ、２３ｈ間のピッチは、雄パーツ２と雌パーツ１とを仮掛合させた状態
における、可動パーツ３の通し部３３ａ内における表示体４の長辺部４３ａ間のピッチよ
りも大きくなっている。
【００８５】
　雄パーツ２を挿入終了位置まで挿入させると前記リブ状部２３ｈによって一対の表示体
４、４間の間隔が押し広げられ、表示体４はガイド穴１３ｂ内を挿入穴１ｃから離れる向
きに押し出され往動終了位置まで往動される。この例では、立ち上がり部１３ａの突きだ
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し面にかかるガイド穴１３ｂに連通する開放部Ｓａが形成されており、表示体４がこのよ
うに往動されるとこの開放部Ｓａを通じて雄パーツ２の頭部２３ａの側からこれを視認で
きるようになっている。（図３３）
【００８６】
 図示の例では、可動パーツ３を構成する一対の表示体４、４はそれぞれ、破断可能部３
３ｂの外側に上方に突き出す抜け止め爪４３ｂを有しており、往動前位置と往動終了位置
においてそれぞれ、ガイド穴１３ｂの側壁側に形成させた図示しない掛合部にこの抜け止
め爪４３ｂが引っかかり、表示体４が往動前位置にある状態と往動終了位置にある状態が
それぞれ維持されるようになっている。
【００８７】
　かかる可動パーツ３の色を、雌パーツ１及び雄パーツ２の色と異ならせておけば、往動
終了位置にある表示体４を一層容易に認識させることができる。
【００８８】
　この例にかかる雌パーツ１及び可動パーツ３において弾性変形特性を備える箇所へのこ
の特性の付与は、典型的には、かかる雌パーツ１及び可動パーツ３をプラスチックの射出
成型品とすることで容易に確保することができる。
【００８９】
（図３７及び図３８に示される第四例）
　図３７及び図３８は、主として、前記第一例を構成する可動パーツ３の構成を一部変更
させた例を示している。
【００９０】
　この例にあっては、雌パーツ１の基部１ｂに、この基部１ｂに設けた表示部１３ｈを往
動前位置において隠すと共に、挿入終了位置への雄パーツ２の挿入により往動して往動終
了位置において基部１ｂ内に収納されて前記表示部１３ｈを視認可能とする遮蔽体４’を
備えさせている。前記第一例の表示体４がかかる遮蔽体４’として機能するようになって
いる。
【００９１】
　遮蔽体４’は、雄パーツ２の軸部２ｂの通し穴３ａを備えたベース３１ｂの外側に、連
接片３１ｃを介して接続されている。連接片３１ｃとベース３１ｂ及び連接片３１ｃと表
示体４との間は弾性変形可能な接続部３１ａによってつながれている。図示の例では、挿
入終了位置まで雄パーツ２を挿入しない状態ではベース３１ｂと遮蔽体４’と連接片３１
ｃとは略面一に配されると共に、基部１ｂの立ち上がり部１１ａの窓穴１１ｃを通じて遮
蔽体４’は外側に突きだし視認可能とされると共に、この遮蔽体４’下の基部１ｂに形成
された表示部１３ｈを覆い隠す。（図３７）
【００９２】
　雄パーツ２を挿入終了位置まで挿入させると、雄パーツ２の頭部２ａ側に形成させた押
圧部２１ｂがベース３１ｂの通し穴３ａの縁部を押す。図示の例では、立ち上がり部１１
ａと挿入穴１ｃとの間に、可動パーツ３の連接片３１ｃの収納用隙間１１ｅが形成されて
おり、押圧部２１ｂにベース３１ｂを押された可動パーツ３は接続部３１ａを弾性変形さ
せてこの収納用隙間１１ｅ内に連接片３１ｃを引き込ませ、これに伴って遮蔽体４’は窓
穴１１ｃ内に引き込まれ雄パーツ２の頭部２ａ側から見えない位置に隠される。それと共
に、遮蔽体４’の往動前位置において遮蔽体４’下にあった基部１ｂの表示部１３ｈが視
認可能とされる。（図３８）
【００９３】
　この例によっても、挿入終了位置への雄パーツ２の挿入により留め付け対象物Ｐの貫通
穴Ｐａの形成位置においてクリップはかかる留め付け対象物Ｐに留め付く。それと共に、
遮蔽体４’の往動により基部１ｂの表示部１３ｈが視認可能となることから、雄パーツ２
が挿入終了位置まで挿入されてクリップが所期の留め付き状態にあることを雄パーツ２の
挿入状態を計測などすることなく容易に確認することができる。少なくとも遮蔽体４’の
色を雌パーツの基部の色と異ならせておくことで、遮蔽体４’の往動前位置においてこの
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遮蔽体４’下に位置される基部１ｂの一部を前記表示部１３ｈとして機能させることがで
きる。あるいはまた、かかる基部１ｂの一部に図柄などを印刷したり、この基部１ｂの一
部にシールを貼ったりペイントを施すなどすることにより、この基部１ｂの一部を前記表
示部１３ｈとして機能させることができる。
【００９４】
（図３９及び図４０に示される第五例）
　図３９及び図４０は、主として、前記第三例を構成する可動パーツ３の構成を一部変更
させた例を示している。
【００９５】
　この例にあっては、雌パーツ１の基部１ｂに、この基部１ｂに設けた表示部１３ｈを往
動前位置において隠すと共に、挿入終了位置への雄パーツの挿入により往動して往動終了
位置において基部内に収納されて前記表示部１３ｈを視認可能とする遮蔽体４’を備えさ
せている。前記第三例の表示体がかかる遮蔽体４’として機能するようになっている。
【００９６】
　雌パーツ１のガイド穴１３ｂに雄パーツ２の挿入方向に直交する向きのスライド移動可
能に支持された可動パーツ３を構成する遮蔽体４’は、挿入終了位置まで雄パーツ２を挿
入しない状態ではガイド穴１３ｂに連通した開放部Ｓａを通じて視認可能とされると共に
、この遮蔽体４’下の基部１ｂに形成された表示部１３ｈを覆い隠す。（図３９）遮蔽体
４’の通し部３３ａ側には立ち上がり部１３ａの内側において雄パーツ２の挿入手前側に
突き出す突部３３ｄが形成されていると共に、この突部３３ｄには雄パーツ２の頭部２３
ａ側に向いた傾斜部が３３ｃ形成されている。この傾斜部３３ｃは突部３３ｄの突き出し
端に向かうに連れて遮蔽体４’の外端から次第に離れる向きに傾斜している。
【００９７】
　雄パーツ２を挿入終了位置まで挿入させると、雄パーツ２の頭部２３ａ側に形成させた
押圧部２３ｊが可動パーツ３の突部３３ｄの傾斜部３３ｃを押す。傾斜部３３ｃには上記
の向きの傾斜が形成されていることから、押圧部２３ｊに傾斜部３３ｃを押された可動パ
ーツ３は内方に移動され、遮蔽体４’は雄パーツ２の頭部２３ａ側から開放部Ｓａを通じ
て見えない位置に隠される。それと共に、遮蔽体４’の往動前位置において遮蔽体４’下
にあった基部１ｂの表示部１３ｈが視認可能とされる。（図４０）
【００９８】
　この例によっても、挿入終了位置への雄パーツ２の挿入により留め付け対象物Ｐの貫通
穴Ｐａの形成位置においてクリップはかかる留め付け対象物Ｐに留め付く。それと共に、
遮蔽体４’の往動により基部の表示部１３ｈが視認可能となることから、雄パーツ２が挿
入終了位置まで挿入されてクリップが所期の留め付き状態にあることを雄パーツ２の挿入
状態を計測などすることなく容易に確認することができる。少なくとも遮蔽体４’の色を
雌パーツの基部の色と異ならせておくことで、遮蔽体４’の往動前位置においてこの遮蔽
体４’下に位置される基部１ｂの一部を前記表示部１３ｈとして機能させることができる
。あるいはまた、かかる基部１ｂの一部に図柄などを印刷したり、この基部１ｂの一部に
シールを貼ったりペイントを施すなどすることにより、この基部１ｂの一部を前記表示部
１３ｈとして機能させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】第一例の要部破断側面図
【図２】同使用状態を示す側面図
【図３】同要部破断側面図
【図４】第一例にかかる可動パーツ３の斜視図
【図５】第一例にかかる可動パーツ３の斜視図
【図６】第一例にかかる雌パーツ１の斜視図
【図７】同側面図
【図８】同側面図
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【図９】同断面図
【図１０】同断面図
【図１１】第一例にかかる雄パーツ２の側面図
【図１２】同側面図
【図１３】第二例の要部破断側面図
【図１４】同使用状態を示す側面図
【図１５】同要部破断側面図
【図１６】同平面図
【図１７】第二例にかかる可動パーツ３の平面図
【図１８】図１７におけるＡ－Ａ線断面図
【図１９】図１７におけるＢ部の展開構成図
【図２０】第二例にかかる雌パーツ１の側面図
【図２１】同側面図
【図２２】同断面図
【図２３】同断面図
【図２４】第二例にかかる雄パーツ２の側面図
【図２５】同側面図
【図２６】図２５におけるＣ－Ｃ線断面図
【図２７】図２６におけるＤ部の展開構成図
【図２８】第三例の側面図
【図２９】同要部破断側面図
【図３０】同断面図
【図３１】同使用状態を示す側面図
【図３２】同使用状態を示す要部破断側面図
【図３３】同使用状態を示す断面図
【図３４】第三例にかかる可動パーツ３の平面図
【図３５】図３４におけるＥ－Ｅ線断面図
【図３６】図３４におけるＦ－Ｆ線断面図
【図３７】第四例の要部断面構成図
【図３８】第四例の要部断面構成図
【図３９】第五例の要部断面構成図
【図４０】第五例の要部断面構成図
【符号の説明】
【０１００】
　Ｐ　留め付け対象物
　Ｐａ　貫通穴
　１　雌パーツ
　１ａ　受け入れ空間
　１ｂ　基部
　１ｃ　挿入穴
　１ｄ　入れ込み部
　２　雄パーツ
　４　表示体
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