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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の板材をその各一側端面を面一にして接合して形成され、隣接する板材をこれらの
接合部を跨いで設けられる連結具を介して連結して形成される組立式収納家具において、
　上記各板材の上記接合部から所定距離離間した位置に、該各板材の一側端面に直交する
スリットを形成し、
　上記連結具を、上記隣接する板材の接合部を跨いで各板材の一側端面に当接するととも
に両側縁間の巾が上記板材の厚さに対応し且つ端縁が上記スリットの位置に至る基壁と、
該基壁の側縁に直角に連接され各板材を挾持する挾持壁と、上記基壁の端縁及び上記挾持
壁の端縁の両方に直角に連接され上記スリットに嵌合して上記各板材の移動を制止する制
止壁とを備えて型成形により一体形成し、上記連結具の基壁及び挾持壁が対峙する板材の
対峙部を、上記連結具の基壁及び挾持壁の肉厚の分以上掘削され該基壁及び挾持壁が没入
する凹所で構成したことを特徴とする組立式収納家具。
【請求項２】
　一つの板材の一側端面に直交する他側端面を、該一つの板材に隣接する他の板材の板面
に接合する接合部において、該他の板材の板面に上記一つの板材の他側端面部が嵌入して
支持される支持溝を形成したことを特徴とする請求項１記載の組立式収納家具。
【請求項３】
　上記連結具の基壁を、Ｔ字状，Ｌ字状，Ｉ字状及び十字状の何れかの形状に形成したこ
とを特徴とする請求項１または２記載の組立式収納家具。
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【請求項４】
　上記連結具の挾持壁に、他の部材を止着するための止着部を型成形により一体形成した
ことを特徴とする請求項１乃至３何れかに記載の組立式収納家具。
【請求項５】
　上記請求項１乃至４何れかに記載の組立式収納家具に用いられる連結具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の板材を接合して形成される組立式収納家具に係り、特に、隣接する板
材をこれらの接合部を跨いで設けられる連結具を介して連結して形成される組立式収納家
具及びこれに用いられる連結具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、組立式収納家具は、複数の板材を隣接させ、この隣接した各板材の接合部を、
例えば、連結具で接合している。従来、連結具としては、例えば、隣接する板材をこれら
の接合部を跨いで設けられる金属板で形成され、この金属板を、ネジや釘等を用いて固定
している（例えば、特開２０００－２３６９５４号公報等参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２３６９５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の組立式収納家具及びこれに用いられる連結具においては、組み立
て時に、ネジや釘等を隣接する各板材に打ち込まなければならず、それだけ、組み立て作
業が煩雑になり、解体時には、打ち込んだネジや釘等を抜かなければならず、それだけ、
解体作業も煩雑になっているという問題があった。また、ネジや釘で固定しているとはい
っても連結具が金属板なので、板材同士の位置決め精度が必ずしも良いとはいえないとと
もに、接合強度も必ずしも高いとはいえないという問題があった。
【０００５】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたもので、組み立て，解体作業を容易に行
なうことができるようにするとともに、板材同士の位置決め精度や接合強度の向上を図っ
た組立式収納家具及びこれに用いられる連結具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このような目的を達成するため、本発明の組立式収納家具は、複数の板材をその各一側
端面を面一にして接合して形成され、隣接する板材をこれらの接合部を跨いで設けられる
連結具を介して連結して形成される組立式収納家具において、上記各板材の上記接合部か
ら所定距離離間した位置に、該各板材の一側端面に直交するスリットを形成し、上記連結
具を、上記隣接する板材の接合部を跨いで各板材の一側端面に当接するとともに両側縁間
の巾が上記板材の厚さに対応し且つ端縁が上記スリットの位置に至る基壁と、該基壁の側
縁に直角に連接され各板材を挾持する挾持壁と、上記基壁の端縁及び上記挾持壁の端縁の
両方に直角に連接され上記スリットに嵌合して上記各板材の移動を制止する制止壁とを備
えて型成形により一体形成して構成している。
【０００７】
　これにより、この組立式収納家具を組み立てるときは、複数の板材をその各一側端面を
面一にして隣接させ、各板材の一側端面側から連結具を差し込んで、その基壁の内面が各
板材の接合部を跨ぐように当接させるとともに挾持壁の内面で各板材を挾持させる。この
とき、各板材に形成されたスリットに、連結具の制止壁を嵌合させるように差し込む。こ
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れによって、基壁に連接された挾持壁で各板材が挾持され、更に、制止壁によって各板材
の移動が制止されて各板材の接合部が接合支持されるようになるので、板材同士の位置決
めが確実になるとともに、各板材の接合強度を向上させることができる。
【０００８】
　この場合、組み立て時には、各板材の接合部に連結具を差し込むだけで隣接した板材を
接合させることができるので、容易に組み立てることができる。また、解体時には、連結
具を各板材から抜き取るだけで良いので、容易に解体させることができる。
【０００９】
　更に、この連結具は、制止壁が基壁の端縁及び挾持壁の端縁の両方に直角に連接されて
おり、この連結具を製造するときは、型成形するが、この場合、制止壁が基壁の端縁及び
挾持壁の端縁に設けられるので、型の製造が容易になり、それだけ、コストダウンを図る
ことができる。
【００１０】
　そして、必要に応じ、上記連結具の基壁及び挾持壁が対峙する板材の対峙部を、上記連
結具の基壁及び挾持壁の肉厚の分以上掘削され該基壁及び挾持壁が没入する凹所で構成し
ている。凹所が基壁及び挾持壁の肉厚と同じ掘削深さのときは、基壁の外面と板材の一側
端面とが面一になり、挾持壁の外面と板材の板面とが面一になる。また、凹所が基壁及び
挾持壁の肉厚より大きい掘削深さのときは、基壁の外面が板材の一側端面より内側に段差
形成され、挾持壁の外面が板材の板面より内側に段差形成される。
　これにより、連結具を接合部に差し込むと、基壁及び挾持壁が凹所に没入するようにな
り、そのため、連結具がその肉厚の分だけ板材の一側端面及び板面から突出することがな
いので、外観品質が向上させられるとともに、この収納家具を設置する際、収納家具に物
を収納する際等に、連結具が邪魔になることがない。
【００１１】
　また、必要に応じ、一つの板材の一側端面に直交する他側端面を、該一つの板材に隣接
する他の板材の板面に接合する接合部において、該他の板材の板面に上記一つの板材の他
側端面部が嵌入して支持される支持溝を形成した構成としている。
　これにより、複数の板材を隣接させる際、他の板材の支持溝に一つの板材の他側端面が
嵌入して支持されるので、一つの板材の他の板材に対する支持が安定する。また、一つの
板材の他側端面を他の板材の支持溝に嵌入させるだけで、一つの板材を他の板材に対して
連結具の形状に対応した位置に確実に位置させるようにガイドすることができるので、板
材同士の位置決めがより一層確実になるとともに、組み立て時に組み立て易くなる。
【００１２】
　更に、必要に応じ、上記連結具の基壁を、Ｔ字状，Ｌ字状，Ｉ字状及び十字状の何れか
の形状に形成した構成としている。
　これにより、一つの板材の一側端面の長手方向を他の板材の一側端面の長手方向に対し
て並列に隣接させる、あるいは、一つの板材の一側端面の長手方向を他の板材の一側端面
の長手方向に対して垂直に隣接させる場合、板材の隣接形状がＴ字形，Ｌ字形，Ｉ字形，
十字形の何れかになるが、これらの形状に対応した形状の連結具を作成することができる
。また、予めすべての種類の形状の連結具を用意しておけば、すべての隣接形状の組み合
わせに対応することができる。
【００１３】
　更にまた、必要に応じ、上記連結具の挾持壁に、他の部材を止着するための止着部を型
成形により一体形成した構成としている。
　これにより、他の部材を板材に付設させる際、一つの連結具で止着できるので、組み付
けが容易になるとともに部品点数も削減できる。
【００１４】
　また、上記目的を達成するための本発明の連結具は、上記に記載の組立式収納家具に用
いられる連結具にある。
　上記と同様の作用，効果を奏する。
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【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、複数の板材をその各一側端面を面一にして隣接させ、各板材に形成さ
れたスリットに制止壁を嵌合させるように連結具を差し込んで、その基壁が各板材の接合
部を跨ぐように当接させるとともに挾持壁で各板材を挾持させることにより、基壁に連接
された挾持壁で各板材が挾持され、更に、制止壁によって各板材の移動が制止されて各板
材の接合部が接合支持されるようになるので、板材同士の位置決めが確実になるとともに
、各板材の接合強度を向上させることができる。この場合、組み立て時には、各板材の接
合部に連結具を差し込むだけで隣接した板材を接合させることができるので、容易に組み
立てることができる。また、解体時には、連結具を各板材から抜き取るだけで良いので、
容易に解体させることができる。
【００１６】
　更に、この連結具は、制止壁が基壁の端縁及び挾持壁の端縁の両方に直角に連接されて
おり、この連結具を製造するときは、型成形するが、この場合、制止壁が基壁の端縁及び
挾持壁の端縁に設けられるので、型の製造が容易になり、それだけ、コストダウンを図る
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態に係る組立式収納家具を組み立て後の状態で示す斜視図であ
る。
【図２】本発明の実施の形態に係る第一連結具を用いて二枚の板材を連結する場合の連結
前の状態を示す斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る第一連結具を用いて二枚の板材を連結する場合の連結
後の状態を示す斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る第一連結具を用いて二枚の板材を連結する場合の連結
後の状態を示す正面図である。
【図５】図４中、Ａ－Ａ線断面図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る第一連結具を用いて三枚の板材を連結する場合の連結
前の状態を示す斜視図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る第一連結具を用いて三枚の板材を連結する場合の連結
後の状態を示す斜視図である。
【図８】本発明の実施の形態に係る第一連結具を用いて三枚の板材を連結する場合の連結
後の状態を示す正面図である。
【図９】図８中、Ｂ－Ｂ線断面図である。
【図１０】本発明の実施の形態に係る第二連結具を用いて二枚の板材を連結する場合の連
結前の状態を示す斜視図である。
【図１１】本発明の実施の形態に係る第二連結具を用いて二枚の板材を連結する場合の連
結後の状態を示す斜視図である。
【図１２】本発明の実施の形態に係る第二連結具を用いて二枚の板材を連結する場合の連
結後の状態を示す正面図である。
【図１３】図１２中、Ｃ－Ｃ線断面図である。
【図１４】本発明の実施の形態に係る第三連結具を用いて二枚の板材を連結する場合の連
結前の状態を示す斜視図である。
【図１５】本発明の実施の形態に係る第三連結具を用いて二枚の板材を連結する場合の連
結後の状態を示す斜視図である。
【図１６】本発明の実施の形態に係る第三連結具を用いて二枚の板材を連結する場合の連
結後の状態を示す正面図である。
【図１７】図１６中、Ｄ－Ｄ線断面図である。
【図１８】本発明の実施の形態に係る第四連結具を用いて四枚の板材を連結する場合の連
結前の状態を示す斜視図である。
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【図１９】本発明の実施の形態に係る第四連結具を用いて四枚の板材を連結する場合の連
結後の状態を示す斜視図である。
【図２０】本発明の実施の形態に係る第四連結具を用いて四枚の板材を連結する場合の連
結後の状態を示す正面図である。
【図２１】図２０中、Ｅ－Ｅ線断面図である。
【図２２】本発明の実施の形態に係る第五連結具を用いて三枚の板材及び二本の脚部材を
連結する場合の連結前の状態を示す斜視図である。
【図２３】本発明の実施の形態に係る第五連結具を用いて三枚の板材及び二本の脚部材を
連結する場合の連結後の状態を示す斜視図である。
【図２４】本発明の実施の形態に係る第五連結具を用いて三枚の板材及び二本の脚部材を
連結する場合の連結後の状態を示す正面図である。
【図２５】図２４中、Ｆ－Ｆ線断面図である。
【図２６】本発明の実施の形態に係る第六連結具を用いて二枚の板材及び二本の脚部材を
連結する場合の連結前の状態を示す斜視図である。
【図２７】本発明の実施の形態に係る第六連結具を用いて二枚の板材及び二本の脚部材を
連結する場合の連結後の状態を示す斜視図である。
【図２８】本発明の実施の形態に係る第六連結具を用いて二枚の板材及び二本の脚部材を
連結する場合の連結後の状態を示す正面図である。
【図２９】図２８中、Ｇ－Ｇ線断面図である。
【図３０】本発明の実施の形態に係る第七連結具を用いて二枚の板材及び二本の脚部材を
連結する場合の連結前の状態を示す斜視図である。
【図３１】本発明の実施の形態に係る第七連結具を用いて二枚の板材及び二本の脚部材を
連結する場合の連結後の状態を示す斜視図である。
【図３２】本発明の実施の形態に係る第七連結具を用いて二枚の板材及び二本の脚部材を
連結する場合の連結後の状態を示す正面図である。
【図３３】図３２中、Ｈ－Ｈ線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付図面に基づいて本発明の実施の形態に係る組立式収納家具及びこれに用いら
れる連結具を説明する。
　図１乃至図３３には、本発明の実施の形態に係る組立式収納家具Ｋを示している。本発
明の組立式収納家具Ｋは、枠体２０と、枠体２０に収容される引出し２１とを備えている
。枠体２０は、引出し２１を出し入れ可能に支持する支持体２２と、支持体２２に付設さ
れ支持体２２を接地面に対して支持する他の部材としての脚部材２３とを備えて構成され
ている。支持体２２は、複数の板材１をその各一側端面２を面一にして接合して形成され
、隣接する板材１をこれらの接合部３を跨いで設けられる連結具Ｊ（Ｊ１～Ｊ７）を介し
て連結して形成されている。
【００１９】
　板材１は、夫々矩形状に形成され、各板材１の接合部３から所定距離離間した位置に、
各板材１の一側端面２に直交するスリット４が形成されている。また、一つの板材１の一
側端面２に直交する他側端面５を、一つの板材１に隣接する他の板材１の板面６に接合す
る接合部３において、他の板材１の板面６に一つの板材１の他側端面部５ａが嵌入して支
持される支持溝７が形成されている。
【００２０】
　また、支持体２２においては、板材１の隣接形状として、Ｔ字形，Ｌ字形，Ｉ字形，十
字形の何れもが出現し、連結具Ｊはこれらの形状に対応して複数種類設けられている。
　詳しくは、連結具Ｊとして、その基壁１１の形状がＴ字状に形成された第一連結具Ｊ１
と、Ｌ字状に形成された第二連結具Ｊ２と、Ｉ字状に形成された第三連結具Ｊ３と、十字
状に形成された第四連結具Ｊ４とが用意される。また、支持体２２においては他の部材と
しての脚部材２３が付設されるが、この脚部材２３が付設された板材１の連結部において
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は、他の部材としての脚部材２３を止着するための止着部１４を形成した第五連結具Ｊ５
，第六連結具Ｊ６及び第七連結具Ｊ７が用意される。
【００２１】
　そして、連結具Ｊ（Ｊ１～Ｊ７）の基本的構成は、隣接する板材１の接合部３を跨いで
各板材１の一側端面２に当接するとともに両側縁１１ａ間の巾が板材１の厚さに対応し且
つ端縁１１ｂがスリット４の位置に至る基壁１１と、基壁１１の側縁１１ａに直角に連接
され各板材１を挾持する挾持壁１２と、基壁１１の端縁１１ｂ及び挾持壁１２の端縁１２
ａの両方に直角に連接され板材１のスリット４に嵌合して各板材１の移動を制止する制止
壁１３とを備えて構成されている。
　また、第五連結具Ｊ５においては、第一連結具Ｊ１と同形状のものでその外側の基壁１
１に両端が開放され脚部材２３が差し込まれる筒状の止着部１４を一体形成している。第
六連結具Ｊ６においては、第二連結具Ｊ２と同形状のものでその外側の基壁１１にＬ字の
屈曲した筒状の止着部１４を一体形成している。第七連結具Ｊ７においては、第三連結具
Ｊ３と同形状のものでその外側の基壁１１に両端が開放され脚部材２３が差し込まれる筒
状の止着部１４を一体形成している。
【００２２】
　一方、板材１においては、連結具Ｊを差し込む際に基壁１１及び挾持壁１２が対峙する
板材１の対峙部８は、基壁１１及び挾持壁１２の肉厚の分以上掘削（実施の形態では肉厚
と同じ深さに掘削）され基壁１１及び挾持壁１２が没入する凹所９で構成されている。そ
のため、連結具Ｊの基壁１１の外面１１ｃと板材１の一側端面２とが面一になり、挾持壁
１２の外面１２ｂと板材１の板面６とが面一になる。
【００２３】
　従って、この実施の形態に係る組立式収納家具Ｋを組み立てるときは、板材１及び他の
部材としての脚部材２３を所要形状に接合し、各接合部３を対応する連結具Ｊで連結する
。以下、各連結具Ｊ（Ｊ１～Ｊ７）を用いて複数の板材１及び脚部材２３を連結する場合
について説明する。
【００２４】
（１）第一連結具Ｊ１を用いて複数の板材１を連結する場合
　本実施の形態では、二枚の板材１を連結する場合と、三枚の板材１を連結する場合につ
いて説明する。
　二枚の板材１を連結する場合、図２乃至図５に示すように、板面６の中間部６ａに支持
溝７が形成された一枚目の板材１の支持溝７に、二枚目の板材１の一側端面２に直交する
他側端面５を嵌入させる。即ち、一枚目の板材１の一側端面２の長手方向に対して、二枚
目の板材１の一側端面２の長手方向が垂直になるように各板材１を隣接させ、各板材１の
隣接形状をＴ字形にする。この状態で、一枚目の板材１及び二枚目の板材１の一側端面２
側から第一連結具Ｊ１を差し込んで、その基壁１１の内面１１ｄが各板材１の接合部３を
跨ぐように当接させるとともに挾持壁１２の内面１２ｃで各板材１を挾持させる。このと
き、各板材１に形成されたスリット４に、連結具Ｊの制止壁１３を嵌合させるように差し
込む。
【００２５】
　三枚の板材１を連結する場合、図６乃至図９に示すように、板面６の一側端面２に直交
する他側端面部５ａに半割りの支持溝７が形成された一枚目の板材１と、板面６の一側端
面２に直交する他側端面部５ａに半割りの支持溝７が形成された二枚目の板材１とを、互
いの半割りの支持溝７が一つの支持溝７を形成するように隣接させ、この一枚目の板材１
と二枚目の板材１との間に跨って形成される支持溝７に、三枚目の板材１の一側端面２に
直交する他側端面部５ａを嵌入させる。即ち、一枚目の板材１の一側端面２の長手方向に
対して、二枚目の板材１の一側端面２の長手方向が並列になるように各板材１を隣接させ
、この一枚目及び二枚目の板材１の一側端面２の長手方向に対して、三枚目の板材１の一
側端面２の長手方向が垂直になるように各板材１を隣接させて、各板材１の隣接形状をＴ
字形にする。この状態で、各板材１の一側端面２側から第一連結具Ｊ１を差し込んで、そ
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の基壁１１の内面１１ｄが各板材１の接合部３を跨ぐように当接させるとともに挾持壁１
２の内面１２ｃで各板材１を挾持させる。このとき、各板材１に形成されたスリット４に
、連結具Ｊの制止壁１３を嵌合させるように差し込む。
【００２６】
（２）第二連結具Ｊ２を用いて複数の板材１を連結する場合
　本実施の形態では、二枚の板材１を連結する場合について説明する。
　この場合、図１０乃至図１３に示すように、板面６の一側端面２に直交する他側端面部
５ａに支持溝７が形成された一枚目の板材１の支持溝７に、二枚目の板材１の一側端面２
に直交する他側端面部５ａを嵌入させる。即ち、一枚目の板材１の一側端面２の長手方向
に対して、二枚目の板材１の一側端面２の長手方向が垂直になるように各板材１を隣接さ
せ、各板材１の隣接形状をＬ字形にする。この状態で、一枚目の板材１及び二枚目の板材
１の一側端面２側から第二連結具Ｊ２を差し込んで、その基壁１１の内面１１ｄが各板材
１の接合部３を跨ぐように当接させるとともに挾持壁１２の内面１２ｃで各板材１を挾持
させる。このとき、各板材１に形成されたスリット４に、連結具Ｊの制止壁１３を嵌合さ
せるように差し込む。
【００２７】
（３）第三連結具Ｊ３を用いて複数の板材１を連結する場合
　本実施の形態では、二枚の板材１を連結する場合について説明する。
　この場合、図１４乃至図１７に示すように、板面６の一側端面２に直交する他側端面部
５ａに半割りの支持溝７が形成された一枚目の板材１と、板面６の一側端面２に直交する
他側端面部５ａに半割りの支持溝７が形成された二枚目の板材１とを、互いの半割りの支
持溝７が一つの支持溝７を形成するように隣接させる。即ち、一枚目の板材１の一側端面
２の長手方向に対して、二枚目の板材１の一側端面２の長手方向が並列になるように各板
材１を隣接させ、各板材１の隣接形状をＩ字形にする。この状態で、各板材１の一側端面
２側から第三連結具Ｊ３を差し込んで、その基壁１１の内面１１ｄが各板材１の接合部３
を跨ぐように当接させるとともに挾持壁１２の内面１２ｃで各板材１を挾持させる。この
とき、各板材１に形成されたスリット４に、連結具Ｊの制止壁１３を嵌合させるように差
し込む。また、本実施の形態のように、挾持壁１２の中間部に、支持溝７に嵌入する嵌入
壁１５が設けられている場合は、この嵌入壁１５が、一枚目の板材１と二枚目の板材１と
の間に跨って形成される支持溝７に嵌入されるようになる。
【００２８】
（４）第四連結具Ｊ４を用いて複数の板材１を連結する場合
　本実施の形態では、四枚の板材１を連結する場合について説明する。
　この場合、図１８乃至図２１に示すように、板面６の両面であって一側端面２に直交す
る他側端面部５ａに半割りの支持溝７が形成された一枚目の板材１と、板面６の両面であ
って一側端面２に直交する他側端面部５ａに半割りの支持溝７が形成された二枚目の板材
１とを、互いの半割りの支持溝７が一つの支持溝７を形成するように隣接させ、この一枚
目の板材１と二枚目の板材１との間に跨って形成される両面の支持溝７夫々に、三枚目の
板材１及び四枚目の板材１の一側端面２に直交する他側端面部５ａを夫々嵌入させる。即
ち、一枚目の板材１の一側端面２の長手方向に対して、二枚目の板材１の一側端面２の長
手方向が並列になるように各板材１を隣接させ、この一枚目及び二枚目の板材１の一側端
面２の長手方向に対して、三枚目の板材１及び四枚目の板材１の一側端面２の長手方向が
垂直になるように各板材１を隣接させて、各板材１の隣接形状を十字形にする。この状態
で、各板材１の一側端面２側から第四連結具Ｊ４を差し込んで、その基壁１１の内面１１
ｄが各板材１の接合部３を跨ぐように当接させるとともに挾持壁１２の内面１２ｃで各板
材１を挾持させる。このとき、各板材１に形成されたスリット４に、連結具Ｊの制止壁１
３を嵌合させるように差し込む。
【００２９】
　尚、上記第四連結具Ｊ４は、四枚の板材１の接合部３に用いたが、必ずしもこれに限定
されるものではなく、一枚の板材１の両面に夫々他の板材１を接合させて三枚の板材１で
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十字形を構成する接合部３に用いても良い。この場合、板面６の両面であって中間部６ａ
に支持溝７が形成された一枚目の板材１の両面の支持溝７夫々に、二枚目の板材１及び三
枚目の板材１の他側端面部５ａを夫々嵌入させ、その後、上記と同様に第四連結具Ｊ４を
差し込んで連結するようにすれば良い。
【００３０】
（５）第五連結具Ｊ５を用いて複数の板材１を連結する場合
　本実施の形態では、三枚の板材１及び二本の脚部材２３を連結する場合について説明す
る。
　第五連結具Ｊ５は、図２２乃至図２５に示すように、第一連結具Ｊ１と同形状のもので
その外側の基壁１１に両端が開放され脚部材２３が差し込まれる筒状の止着部１４を一体
形成して構成されているので、三枚の板材１を上記第一連結具Ｊ１と同様にして連結し、
止着部１４の両端から二本の脚部材２３を夫々差し込んで連結する。この場合、他の部材
としての脚部材２３を板材１に付設させる際、一つの連結具Ｊで止着できるので、組み付
けが容易になるとともに部品点数も削減できる。
　尚、上記第五連結具Ｊ５は、三枚の板材１の接合部３と二本の脚部材２３とを連結する
ように用いたが、必ずしもこれに限定されるものではなく、二枚の板材１でＴ字形を構成
する接合部３と二本の脚部材２３とを連結するように用いても良い。この場合、二枚の板
材１を上記第一連結具Ｊ１と同様にして連結し、止着部１４の両端から二本の脚部材２３
を夫々差し込んで連結すれば良い。
【００３１】
（６）第六連結具Ｊ６を用いて複数の板材１を連結する場合
　本実施の形態では、二枚の板材１及び二本の脚部材２３を連結する場合について説明す
る。
　第六連結具Ｊ６は、図２６乃至図２９に示すように、第二連結具Ｊ２と同形状のもので
その外側の基壁１１に、一端１４ａ及び他端１４ｂ側側面が開放されてＬ字に屈曲され脚
部材２３が差し込まれる筒状の止着部１４を一体形成して構成されているので、二枚の板
材１を上記第二連結具Ｊ２と同様にして連結し、止着部１４の二つの開口から二本の脚部
材２３を夫々差し込んで連結する。この場合、他の部材としての脚部材２３を板材１に付
設させる際、一つの連結具Ｊで止着できるので、組み付けが容易になるとともに部品点数
も削減できる。
【００３２】
（７）第七連結具Ｊ７を用いて複数の板材１を連結する場合
　本実施の形態では、二枚の板材１及び二本の脚部材２３を連結する場合について説明す
る。
　第七連結具Ｊ７は、図３０乃至図３３に示すように、第三連結具Ｊ３と同形状のもので
その外側の基壁１１に両端が開放され脚部材２３が差し込まれる筒状の止着部１４を一体
形成して構成されているので、二枚の板材１を上記第三連結具Ｊ３と同様にして連結し、
止着部１４の両端から二本の脚部材２３を夫々差し込んで連結する。この場合、他の部材
としての脚部材２３を板材１に付設させる際、一つの連結具Ｊで止着できるので、組み付
けが容易になるとともに部品点数も削減できる。
【００３３】
　このように、連結具Ｊ（Ｊ１～Ｊ７）によって複数の板材１が連結させられ、本発明の
組立式収納家具Ｋが組み立てられる。組み立てられた各板材１は、挾持壁１２で各板材１
が挾持され、更に、制止壁１３によって各板材１の移動が制止されて各板材１の接合部３
が接合支持されるようになるので、板材１同士の位置決めが確実になるとともに、各板材
１の接合強度を向上させることができる。
【００３４】
　この場合、組み立て時には、各板材１の接合部３に連結具Ｊを差し込むだけで隣接した
板材１を接合させることができるので、容易に組み立てることができる。また、解体時に
は、連結具Ｊを各板材１から抜き取るだけで良いので、容易に解体させることができる。
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【００３５】
　また、各板材１の対峙部８は、基壁１１及び挾持壁１２の肉厚の分だけ掘削形成された
凹所９で構成されているので、連結具Ｊを接合部３に差し込むと、基壁１１及び挾持壁１
２が凹所９に没入するようになり、基壁１１の外面１１ｃと板材１の一側端面２とが面一
になるとともに挾持壁１２の外面１２ｂと板材１の板面６とが面一になる。そのため、連
結具Ｊがその肉厚の分だけ板材１の対峙部８から突出することがないので、外観品質が向
上させられるとともに、この収納家具Ｋを設置する際、収納家具Ｋに物を収納する際等に
、連結具Ｊが邪魔になることがない。
【００３６】
　更に、複数の板材１を隣接させる際、他の板材１の支持溝７に一つの板材１の他側端面
部５ａが嵌入して支持されるので、一つの板材１の他の板材１に対する支持が安定する。
また、一つの板材１の他側端面部５ａを支持溝７に嵌入させるだけで、一つの板材１を他
の板材１に対して連結具Ｊの形状に対応した位置に確実に位置させるようにガイドするこ
とができるので、板材１同士の位置決めがより一層確実になるとともに、組み立て時に組
み立て易くなる。
【００３７】
　また、連結具Ｊは、制止壁１３が基壁１１の端縁１１ｂ及び挾持壁１２の端縁１２ａの
両方に直角に連接されており、この連結具Ｊを製造するときは、型成形する。この場合、
制止壁１３が基壁１１の端縁１１ｂ及び挾持壁１２の端縁１２ａに設けられるので、型の
製造が容易になり、それだけ、コストダウンを図ることができる。
【００３８】
　尚、上記実施の形態において、本組立式収納家具Ｋを、枠体２０と引出し２１とを備え
て構成したが、必ずしもこれに限定されるものではなく、どのような家具でも良く、適宜
変更して差支えない。
　また、上記実施の形態において、枠体２０を支持体２２と他の部材としての脚部材２３
とを備えて構成したが、必ずしもこれに限定されるものではなく、物を収納できる形状で
あれば良く、適宜変更して差支えない。
　更に、上記実施の形態において、支持体２２を、板材１の隣接形状がＴ字形，Ｌ字形，
Ｉ字形，十字形の何れもが出現するように形成したが、必ずしもこれに限定されるもので
はない。
【００３９】
　尚また、上記実施の形態において、第一連結具Ｊ１乃至第七連結具Ｊ７で上記の枚数の
板材１を連結したが、必ずしもこれに限定されるものではない。
　また、上記実施の形態において、連結具Ｊを第一連結具Ｊ１乃至第七連結具Ｊ７の形状
に形成したが、必ずしもこれに限定されるものではないことは勿論である。
【符号の説明】
【００４０】
Ｋ　組立式収納家具
Ｊ　連結具
Ｊ１　第一連結具
Ｊ２　第二連結具
Ｊ３　第三連結具
Ｊ４　第四連結具
Ｊ５　第五連結具
Ｊ６　第六連結具
Ｊ７　第七連結具
１　板材
２　一側端面
３　接合部
４　スリット
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５　他側端面
５ａ　他側端面部
６　板面
７　支持溝
８　対峙部
９　凹所
１１　基壁
１２　挾持壁
１３　制止壁
１４　止着部
１５　嵌入壁
２０　枠体
２１　引出し
２２　支持体
２３　脚部材

【図１】 【図２】

【図３】
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【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図２４】

【図２５】

【図２６】
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【図２８】
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【図３０】
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