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(57)【要約】
【課題】スナップボタンに対して、複数のコンポーネン
トが結合または分離する機能以外の他の機能を備えさせ
ることができ、それにもかわらずそのコンポーネントの
結合を安定した状態に維持することができるスナップボ
タンを提供する。
【解決手段】スナップボタンは、結合または分離可能な
複数のコンポーネントを有し、複数のコンポーネントは
穴２２、２４を有し、穴２２、２４は、複数のコンポー
ネントが結合した状態において互いに整合し、線状材５
０が全ての穴２２、２４を通り抜けることができる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結合または分離可能な複数のコンポーネントを有するスナップボタンであって、
　複数の前記コンポーネントは穴（２２、２４、３８、４０、４２）を有し、前記穴は、
複数の前記コンポーネントが結合した状態において互いに整合し、線状材（５０）が全て
の前記穴を通り抜けることができる、ことを特徴とするスナップボタン。
【請求項２】
　前記コンポーネントは、他のコンポーネントと結合するための結合装置（１０、１６、
１０１、１０２、１０３、１６１、１６２、１６３）と、前記結合装置を支持体（１４、
２０、２８、３２、３６）に取り付けるための保持装置（１２、１８、２６、３０、３４
）を有し、
　前記保持装置は前記結合装置と前記支持体を貫通し、前記穴（２２、２４、３８、４０
、４２）は前記保持装置に形成されている、ことを特徴とする請求項１記載のスナップボ
タン。
【請求項３】
　前記結合装置がプラスチック材料で成形され、前記保持装置が金属材料で成形されてい
る、ことを特徴とする請求項２に記載のスナップボタン。
【請求項４】
　前記穴の第１寸法（Ｗｉ）が、前記コンポーネントの外形の第２寸法（Ｗａ）の３０％
～７０％の大きさである、ことを特徴とする請求項１または２記載のスナップボタン。
【請求項５】
　前記第１寸法（Ｗｉ）が、８ｍｍ～１４ｍｍである、ことを特徴とする請求項４に記載
のスナップボタン。
【請求項６】
　前記第２寸法（Ｗａ）が、２０ｍｍ～２６ｍｍである、ことを特徴とする請求項４に記
載のスナップボタン。
【請求項７】
　複数の前記コンポーネントのうち少なくとも１つのコンポーネントは、他のコンポーネ
ントと結合するための第１の結合装置（１０１、１０３、１６１）と第２の結合装置（１
０２、１６２、１６３）を有し、
　前記第１の結合装置は、前記支持体（２８、３２、３６）の表面と裏面のいずれか一方
に配置され、
　前記第２の結合装置は、前記支持体の表面と裏面のいずれか一方に配置され、
　前記第１の結合装置と前記第２の結合装置が唯一の保持装置（２６、３０、３４）によ
って前記支持体に取り付けられている、ことを特徴とする請求項２又は３に記載のスナッ
プボタン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、結合または分離可能な複数のコンポーネントを有するスナップボタンに関す
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　本発明の課題は、スナップボタンに対して、複数のコンポーネントが結合または分離す
る機能以外の他の機能を備えさせることができ、それにもかわらずそのコンポーネントの
結合が安定して維持されることである。
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明によれば、設定された課題は、複数のコンポーネントは穴を有し、各穴は、複数



(3) JP 2014-147668 A 2014.8.21

10

20

30

40

50

のコンポーネントが結合した状態において互いに整合し、線状材が全ての穴を通り抜ける
ことができることによって解決される。
【０００４】
　本発明に基づく穴は、線状材が通り抜けることができる限りにおいて、スナップボタン
に付加的な機能を与える。線状材は、たとえばロープ、紐、及びコード等である。これに
より、スナップボタンは、テントまたは帆に使用することができる。
【０００５】
　本発明に基づくスナップボタンは、好ましい実施形態によれば、コンポーネントが、他
のコンポーネントと結合するための結合装置と、結合装置を支持体に取り付けるための保
持装置を有し、保持装置は結合装置と支持体を貫通し、穴は保持装置に形成されている。
【０００６】
　本発明によれば、より好ましくは、結合装置がプラスチック材料で成形され、保持装置
が金属材料で成形されている。
【０００７】
　この材料選択は、スナップボタンを製造する場合に効果的である。なぜなら、金属製の
保持装置は簡単に曲げることによって支持体に取り付けることができるからである。また
、結合装置を成形するためにプラスチック材料を選択することは、特に簡単に所望の形状
を実現することができるとともに、結合装置が結合または分離するための力を調節するこ
とができる。
【０００８】
　本発明によれば、より好ましくは、穴の第１寸法が、コンポーネントの外形の第２寸法
の３０％～７０％の大きさである。
【０００９】
　本発明によれば、さらに好ましくは、穴の第１寸法が、８ｍｍ～１４ｍｍである。
【００１０】
　本発明によれば、さらに好ましくは、コンポーネントの外形の第２寸法が、２０ｍｍ～
２６ｍｍである。
【００１１】
　本発明に基づくスナップボタンは、特に好ましい実施形態によれば、複数のコンポーネ
ントのうち少なくとも１つのコンポーネントが、他のコンポーネントと結合するための第
１の結合装置と第２の結合装置を有し、第１の結合装置は、支持体の表面と裏面のいずれ
か一方に配置され、第２の結合装置は、支持体の表面と裏面のいずれか一方に配置され、
第１の結合装置と第２の結合装置が唯一の保持装置によって前記支持体に取り付けられて
いる。これによって、複数のコンポーネントを積み重ねた姿勢で結合させることが可能な
スナップボタンが実現される。
【００１２】
　以下、さらなる詳細を有する添付図面を参照しながら、好ましい実施形態を用いて本発
明を詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に基づくスナップボタンの雌型の結合装置を示す断面図と上面図である。
【図２】本発明に基づくスナップボタンの雌型の結合装置を支持体に取り付けた状態で示
す断面図と上面図である。
【図３】本発明に基づくスナップボタンの雄型の結合装置を示す上面図と断面図である。
【図４】本発明に基づくスナップボタンの雄型の結合装置を支持体に取り付けた状態で示
す上面図と断面図である。
【図５】本発明に基づくスナップボタンの実施形態の個別部品を示す断面図である。
【図６】図５に示すスナップボタンを支持体に取り付けた状態において分離して示す断面
図である。
【図７】図５に示すスナップボタンを支持体に取り付けた状態において結合して示す断面
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図である。
【図８】本発明に基づく積み重ね式スナップボタンを、分離して示す断面図である。
【図９】本発明に基づく積み重ね式スナップボタンを、結合して示す断面図である。
【図１０】本発明に基づく積み重ね式スナップボタンの他の実施形態を、分離して示す断
面図である。
【図１１】本発明に基づく積み重ね式スナップボタンの他の実施形態を、結合して示す断
面図である。
【図１２】本発明に基づく積み重ね式スナップボタンの他の実施形態を、分離して示す断
面図である。
【図１３】本発明に基づく積み重ね式スナップボタンの他の実施形態を、結合して示す断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、雌型の結合装置１０の断面図（上図）と上面図（下図）を示している。図２は
、雌型の結合装置１０が保持装置１２を用いて支持体１４に取り付けられることを示して
いる。
【００１５】
　スナップボタンは、結合または分離可能な複数のコンポーネントを有する。具体的には
、一方のコンポーネントの結合装置が、他方のコンポーネントの結合装置と結合または分
離する。この結合装置には、雌型と雄型がある。雌型の結合装置１０は、図示の実施形態
において、プラスチック材料で成形されている。プラスチック材料としては、たとえば、
ポリアセタール、ポリエステル、ポリブチレンテレフタレート等を用いることができる。
結合装置１０は、円板状のベース１０ａと、ベース１０ａの中央に配置され、ベース１０
ａを表裏方向に貫通する取付穴１０ｂと、ベース１０ａの表面から突出し、ベース１０ａ
の周縁に沿って配置された円筒状の周壁１０ｃを有する。周壁１０ｃは、その内側に、雄
型の結合装置１６の凸部１６ｃを結合または分離可能に受け入れる凹部１０ｄを有する。
【００１６】
　一方のコンポーネントは、雌型の結合装置１０を支持体１４に取り付けるための保持装
置１２を有する。保持装置１２は、図示の実施形態において、金属材料で成形されている
。金属材料としては、たとえば、真鍮、鉄、ニッケル、アルミニウム等を用いることがで
きる。保持装置１２は、筒状の胴体１２ａと、胴体１２ａの基端から胴体１２ａの半径方
向外側へ向けて延びる第１フランジ１２ｂを有する。
【００１７】
　支持体１４は、繊維材料、プラスチック材料、皮革、紙等によって成形されたシート状
部材である。支持体１４は、支持体１４を表裏方向に貫通する取付穴１４ａを有する。
【００１８】
　雌型の結合装置１０が保持装置１２によって支持体１４に取り付けられた状態において
、保持装置１２は、結合装置１０と支持体１４を貫通するように配置されている。結合装
置１０が保持装置１２によって支持体１４に取り付けられる工程を以下に説明する。まず
、支持体１４の表側に結合装置１０を配置するとともに、支持体１４の裏側に保持装置１
２を配置する。この時、結合装置１０は、ベース１０ａの裏面が支持体１４の表面に接す
るとともに、結合装置１０の取付穴１０ｂが支持体１４の取付穴１４ａと同心状に配置さ
れる。また、保持装置１２は、胴体１２ａが支持体１４の取付穴１４ａ及び結合装置１０
の取付穴１０ｂに通されるとともに、第１フランジ１２ｂが支持体１４の裏面に接してい
る。この時、胴体１２ａの先端は、結合装置１０の取付穴１０ｂを通り抜け、ベース１０
ａの表面を越えて突出している。次いで、胴体１２ａの先端が胴体１２ａの半径方向外側
へ向けて折り曲げられる。これにより、保持装置１２の先端には、胴体１２ａの半径方向
外側へ向けて延びる第２フランジ１２ｃが形成される。この時、第２フランジ１２ｃは、
結合装置１０のベース１０ａの表面に接している。すなわち、結合装置１０と支持体１４
は、保持装置１２の第１フランジ１２ｂと第２フランジ１２ｃとに挟まれる。
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【００１９】
　なお、支持体１４の取付穴１４ａは、保持装置１２の胴体１２ａの先端が結合装置１０
の取付穴１０ｂに通される時、胴体１２ａの先端で支持体１４を切断することによって形
成されても良い。
【００２０】
　図３は、雄型の結合装置１６の上面図（上図）と断面図（下図）を示している。図４は
、雄型の結合装置１６が保持装置１８を用いて支持体２０に取り付けられることを示して
いる。
【００２１】
　雄型の結合装置１６は、図示の実施形態において、プラスチック材料で成形されている
。プラスチック材料としては、たとえば、ポリアセタール、ポリエステル、ポリブチレン
テレフタレート等を用いることができる。結合装置１６は、円板状のベース１６ａと、ベ
ース１６ａの中央に配置され、ベース１６ａを表裏方向に貫通する取付穴１６ｂと、取付
穴１６ｂよりもベース１６ａの半径方向外側に配置され、ベース１６ａの表面から突出す
る円筒状の凸部１６ｃを有する。凸部１６ｃは、雌型の結合装置１０の凹部１０ｄと結合
または分離できる。
【００２２】
　他方のコンポーネントは、雄型の結合装置１６を支持体２０に取り付けるための保持装
置１８を有する。保持装置１８は、図示の実施形態において、金属材料で成形されている
。金属材料としては、たとえば、真鍮、鉄、ニッケル、アルミニウム等を用いることがで
きる。保持装置１８は、筒状の胴体１８ａと、胴体１８ａの基端から胴体１８ａの半径方
向外側へ向けて延びる第１フランジ１８ｂを有する。
【００２３】
　支持体２０は、繊維材料、プラスチック材料、皮革、紙等によって成形されたシート状
部材である。支持体２０は、支持体２０を表裏方向に貫通する取付穴２０ａを有する。こ
れら支持体１４、２０は、たとえばテントまたは帆のような物品に使用される。
【００２４】
　雄型の結合装置１６が保持装置１８によって支持体２０に取り付けられた状態において
、保持装置１８は、結合装置１６と支持体２０を貫通するように配置されている。結合装
置１６が保持装置１８によって支持体２０に取り付けられる工程を説明する。まず、支持
体２０の表側に結合装置１６を配置するとともに、支持体２０の裏側に保持装置１８を配
置する。この時、結合装置１６は、ベース１６ａの裏面が支持体２０の表面に接するとと
もに、結合装置１６の取付穴１６ｂが支持体２０の取付穴２０ａと同心状に配置される。
また、保持装置１８は、胴体１８ａが支持体２０の取付穴２０ａ及び結合装置１６の取付
穴１６ｂに通されるとともに、第１フランジ１８ｂが支持体２０の裏面に接している。こ
の時、胴体１８ａの先端は、結合装置１６の取付穴１６ｂを通り抜け、ベース１６ａの表
面を越えて突出している。次いで、胴体１８ａの先端が胴体１８ａの半径方向外側へ向け
て折り曲げられる。これにより、保持装置１８の先端には、胴体１８ａの半径方向外側へ
向けて延びる第２フランジ１８ｃが形成される。この時、第２フランジ１８ｃは、結合装
置１６のベース１６ａの表面に接している。すなわち、結合装置１６と支持体２０は、保
持装置１８の第１フランジ１８ｂと第２フランジ１８ｃとに挟まれる。
【００２５】
　なお、支持体２０の穴２０ａは、保持装置１８の胴体１８ａの先端が結合装置１６の取
付穴１６ｂに通される時、胴体１８ａの先端で支持体２０を切断することによって形成さ
れても良い。
【００２６】
　図１と図２に示す一方のコンポーネントと、図３と図４に示す他方のコンポーネントは
、図６に示すように、各結合装置１０、１６が対向するように配置される。そして、図７
に示すように、一方のコンポーネントと他方のコンポーネントは、各結合装置１０、１６
を介して、結合することができる。また、一方のコンポーネントと他方のコンポーネント
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は、それぞれ穴２２、２４を有している。一方のコンポーネントの穴２２は、保持装置１
２の胴体１２ａの内側に形成されている。他方のコンポーネントの穴２４は、保持装置１
８の胴体１８ａの内側に形成されている。各穴２２、２４は、一方のコンポーネントと他
方のコンポーネントが結合した状態において、整合している。すなわち、各穴２２、２４
が同一直線状に配置される。この時、線状材５０を全ての穴を通り抜けるように配置する
ことができる。線状材５０は、たとえばロープ、紐、及びコード等である。
【００２７】
　穴２２、２４の第１寸法Ｗｉは、図示される実施形態において、８ｍｍ～１４ｍｍであ
る。好ましくは、第１寸法Ｗｉが、９ｍｍ～１１ｍｍである。この第１寸法Ｗｉは、穴２
２、２４の直径に相当する。なぜなら、図示の実施形態において、穴が円形の輪郭によっ
て画成されているからである。なお、第１寸法Ｗｉは、穴２２、２４の輪郭が円形でない
場合、穴２２、２４の最も狭い箇所における幅である。
【００２８】
　一方のコンポーネント及び他方のコンポーネントの外形の第２寸法Ｗａは、図示される
実施形態において、２０ｍｍ～２６ｍｍである。好ましくは、第２寸法Ｗａが、２０．８
ｍｍ～２５．８ｍｍである。この第２寸法Ｗａは、各コンポーネントの直径に相当する。
なぜなら、図示の実施形態において、各コンポーネントが円形の輪郭によって画成されて
いるからである。なお、第２寸法Ｗａは、各コンポーネントの輪郭が円形でない場合、各
コンポーネントの最も広い箇所における幅である。
【００２９】
　より具体的には、各コンポーネントの第２寸法Ｗａが、結合装置１０、１６の直径また
は幅に相当する。この場合、結合装置１０、１６の直径または幅は、保持装置１２、１８
の直径または幅よりも大きい。一方、第２寸法Ｗａは、保持装置１２、１８の直径または
幅に相当してもよい。この場合、保持装置１２、１８の直径または幅は、結合装置１０、
１６の直径または幅よりも大きい。
【００３０】
　一方のコンポーネントの穴２２の第１寸法Ｗｉと他方のコンポーネントの穴２４の第１
寸法Ｗｉは、図示の実施形態において、おおよそ同一である。また、一方のコンポーネン
トの第２寸法Ｗａと他方のコンポーネントの外形の第２寸法Ｗａは、図示の実施形態にお
いて、おおよそ同一である。第１寸法Ｗｉと第２寸法Ｗａの大きさを比較した場合、第１
寸法Ｗｉの比率は、第２寸法Ｗａの３０％～７０％の範囲に含まれる。好ましくは、第１
寸法Ｗｉと第２寸法Ｗａの大きさの割合が、８：２５．８～１４：２０．８の範囲に含ま
れる。そのことが、たとえば紐を一方のコンポーネントの穴２２から、他方のコンポーネ
ントの穴２４に挿通することを容易にする。
【００３１】
　図８と図９は、３つの支持体と、各支持体に取り付けられた３つのコンポーネントを有
した積み重ね式スナップボタンを示している。３つの支持体のうち、中央に配置された第
１の支持体２８には、第１の結合装置１０１と第２の結合装置１０２を有した第１のコン
ポーネントが取り付けられている。第１の結合装置１０１は、第１の支持体２８の表側に
配置されている。第２の結合装置１０２は、第１の支持体２８の裏側に配置されている。
【００３２】
　各結合装置１０１、１０２は、唯一の保持装置２６によって第１の支持体２８に取り付
けられている。保持装置２６は、筒状の胴体２６ａと、胴体２６ａの基端から胴体２６ａ
の半径方向外側へ向けて延びる第１フランジ２６ｂと、胴体２６ａの先端から胴体２６ａ
の半径方向外側へ向けて延びる第２フランジ２６ｃを有する。第１の支持体２８は、第１
の支持体２８を表裏方向に貫通する取付穴２８ａを有する。
【００３３】
　各結合装置１０１、１０２が保持装置２６によって第１の支持体２８に取り付けられた
状態において、保持装置２６は、各結合装置１０１、１０２と第１の支持体２８を貫通す
るように配置されている。各結合装置１０１、１０２は、図１に示す雌型の結合装置１０
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と同じ形状である。よって、共通する部材については、同一の符号を用いて説明する。第
１の結合装置１０１は、ベース１０ａの裏面が第１の支持体２８の表面に接するとともに
、第１の結合装置１０１の取付穴１０ｂが第１の支持体２８の取付穴２８ａと同心状に配
置される。第２の結合装置１０２は、ベース１０ａの裏面が第１の支持体２８の裏面に接
するとともに、第２の結合装置１０２の取付穴１０ｂが第１の支持体２８の取付穴２８ａ
と同心状に配置される。また、保持装置２６は、胴体２６ａが第１の支持体２８の取付穴
２８ａ及び各結合装置１０１、１０２の取付穴１０ｂに通されるとともに、第１フランジ
２６ｂが第１の結合装置１０１のベース１０ａの表面に接している。また、第２フランジ
２６ｃは、第２の結合装置１０２のベース１０ａの表面に接している。すなわち、各結合
装置１０１、１０２と第１の支持体２８は、保持装置２６の第１フランジ２６ｂと第２フ
ランジ２６ｃとに挟まれる。
【００３４】
　第１の支持体２８の表側に対向する第２の支持体には、第２のコンポーネントが取り付
けられている。第２のコンポーネントは、第１の結合装置１０１と結合する第３の結合装
置を有する。また、第１の支持体２８の裏側に対向する第３の支持体には、第３のコンポ
ーネントが取り付けられている。第３のコンポーネントは、第２の結合装置１０２と結合
する第３の結合装置を有する。第２及び第３のコンポーネントは、図４に示すコンポーネ
ントと同じ形状である。各結合装置１０１、１０２は、図９に示すように、対向する雄型
の結合装置１６、１６とそれぞれ結合することができる。
【００３５】
　第１の支持体２８に取り付けられた第１のコンポーネントの穴３８は、保持装置２６の
胴体２６ａの内側に形成されている。全てのコンポーネントが結合した状態において、第
１のコンポーネントの穴３８と、第２及び第３のコンポーネントの穴２４とが整合する。
この時、線状材を全ての穴を通り抜けるように配置することができる。
【００３６】
　図１０と図１１は、積み重ね式スナップボタンの他の実施形態を示している。３つの支
持体のうち、中央に配置された第１の支持体３２には、第１の結合装置１６１と第２の結
合装置１６２を有した第１のコンポーネントが取り付けられている。第１の結合装置１６
１は、第１の支持体３２の表側に配置されている。第２の結合装置１６２は、第１の支持
体３２の裏側に配置されている。
【００３７】
　各結合装置１６１、１６２は、唯一の保持装置３０によって第１の支持体３２に取り付
けられている。保持装置３０は、筒状の胴体３０ａと、胴体３０ａの基端から胴体３０ａ
の半径方向外側へ向けて延びる第１フランジ３０ｂと、胴体３０ａの先端から胴体３０ａ
の半径方向外側へ向けて延びる第２フランジ３０ｃを有する。第１の支持体３２は、第１
の支持体３２を表裏方向に貫通する取付穴３２ａを有する。
【００３８】
　各結合装置１６１、１６２が保持装置３０によって第１の支持体３２に取り付けられた
状態において、保持装置３０は、各結合装置１６１、１６２と第１の支持体３２を貫通す
るように配置されている。各結合装置１６１、１６２は、図３に示す雄型の結合装置１６
と同じ形状である。よって、共通する部材については、同一の符号を用いて説明する。第
１の結合装置１６１は、ベース１６ａの裏面が第１の支持体３２の表面に接するとともに
、第１の結合装置１６１の取付穴１６ｂが第１の支持体３２の取付穴３２ａと同心状に配
置される。第２の結合装置１６２は、ベース１６ａの裏面が第１の支持体３２の裏面に接
するとともに、第２の結合装置１６２の取付穴１６ｂが第１の支持体３２の取付穴３２ａ
と同心状に配置される。また、保持装置３０は、胴体３０ａが第１の支持体３２の取付穴
３２ａ及び各結合装置１６１、１６２の取付穴１６ｂに通されるとともに、第１フランジ
３０ｂが第１の結合装置１６１のベース１６ａの表面に接している。また、第２フランジ
３０ｃは、第２の結合装置１６２のベース１６ａの表面に接している。すなわち、各結合
装置１６１、１６２と第１の支持体３２は、保持装置３０の第１フランジ３０ｂと第２フ
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ランジ３０ｃとに挟まれる。
【００３９】
　第１の支持体３２の表側に対向する第２の支持体には、第２のコンポーネントが取り付
けられている。第２のコンポーネントは、第１の結合装置１６１と結合する第３の結合装
置を有する。また、第１の支持体３２の裏側に対向する第３の支持体には、第３のコンポ
ーネントが取り付けられている。第３のコンポーネントは、第２の結合装置１６２と結合
する第３の結合装置を有する。第２及び第３のコンポーネントは、図２に示すコンポーネ
ントと同じ形状である。各結合装置１６１、１６２は、図１１に示すように、対向する雌
型の結合装置１０、１０とそれぞれ結合することができる。
【００４０】
　第１の支持体３２に取り付けられた第１のコンポーネントの穴４０は、保持装置３０の
胴体３０ａの内側に形成されている。全てのコンポーネントが結合した状態において、第
１のコンポーネントの穴４０と、第２及び第３のコンポーネントの穴２２とが整合する。
この時、線状材を全ての穴を通り抜けるように配置することができる。
【００４１】
　図１２と図１３は、積み重ね式スナップボタンの他の実施形態を示している。３つの支
持体のうち、中央に配置された第１の支持体３６には、第１のコンポーネントが取り付け
られている。第１のコンポーネントは、第１の結合装置１０３と第２の結合装置１６３を
有している。第１の結合装置１０３が、第１の支持体３２の表側と裏側のいずれか一方に
配置されている。そして、第２の結合装置１６３が、第１の支持体３２の裏側と表側のい
ずれか他方に配置されている。
【００４２】
　各結合装置１０３、１６３は、唯一の保持装置３４によって第１の支持体３６に取り付
けられている。保持装置３４は、筒状の胴体３４ａと、胴体３４ａの基端から胴体３４ａ
の半径方向外側へ向けて延びる第１フランジ３４ｂと、胴体３４ａの先端から胴体３４ａ
の半径方向外側へ向けて延びる第２フランジ３４ｃを有する。第１の支持体３６は、第１
の支持体３６を表裏方向に貫通する取付穴３６ａを有する。
【００４３】
　各結合装置１０３、１６３が保持装置３４によって第１の支持体３６に取り付けられた
状態において、保持装置３４は、各結合装置１０３、１６３と第１の支持体３６を貫通す
るように配置されている。第１の結合装置１０３は、図１に示す雌型の結合装置１０と同
じ形状である。また、第２の結合装置１６３は、図３に示す雄型の結合装置１６と同じ形
状である。よって、共通する部材については、同一の符号を用いて説明する。第１の結合
装置１０３は、ベース１０ａの裏面が支持体３２の一方側の面に接するとともに、第１の
結合装置１０３の取付穴１０ｂが第１の支持体３６の取付穴３６ａと同心状に配置される
。第２の結合装置１６３は、ベース１６ａの裏面が支持体３６の他方側の面に接するとと
もに、第２の結合装置１６３の取付穴１６ｂが第１の支持体３６の取付穴３６ａと同心状
に配置される。また、保持装置３４は、胴体３４ａが第１の支持体３６の取付穴３６ａと
、第１の結合装置１０３の取付穴１０ｂと、第２の結合装置１６３の取付穴１６ｂに通さ
れるとともに、第１フランジ３４ｂが第１の結合装置１０３のベース１０ａの表面に接し
ている。また、第２フランジ３４ｃは、第２の結合装置１６３のベース１６ａの表面に接
している。すなわち、各結合装置１０３、１６３と第１の支持体３６は、保持装置３４の
第１フランジ３４ｂと第２フランジ３４ｃとに挟まれる。
【００４４】
　第１の支持体３６の一方側の面に対向する第２の支持体には、第２のコンポーネントが
取り付けられている。第２のコンポーネントは、第１の結合装置１０３と結合する第３の
結合装置が取り付けられている。また、第１の支持体３６の他方側の面に対向する第３の
支持体には、第３のコンポーネントが取り付けられている。第３のコンポーネントは、第
２の結合装置１６３と結合する第４の結合装置が取り付けられている。第２のコンポーネ
ントは、図４に示すコンポーネントと同じ形状である。また、第３のコンポーネントは、
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うに、対向する雄型の結合装置１６と結合することができる。そして、第２の結合装置１
６３は、図１３に示すように、対向する雌型の結合装置１０と結合することができる。
【００４５】
　第１の支持体３６に取り付けられた第１のコンポーネントの穴４２は、保持装置３４の
胴体３４ａの内側に形成されている。全てのコンポーネントが結合した状態において、第
１のコンポーネントの穴４２と、第２のコンポーネントの穴２４と、第３のコンポーネン
トの穴２２が整合する。この時、線状材を全ての穴を通り抜けるように配置することがで
きる。
【００４６】
　図８から図１３に示す積み重ねられたスナップボタンは、材料と寸法に関して、図１か
ら図７に示すものと同様に形成されており、従って繰り返しを避けるために、その説明を
参照するよう指示する。
【００４７】
　上の明細書、請求項および図面に開示された、本発明の特徴は、単独でも、任意の組合
せにおいても、その種々の実施形態において本発明を実現するための本質をなすことがで
きる。
【符号の説明】
【００４８】
　１０　雌型の結合装置
　１２　保持装置
　１４　支持体
　１６　雄型の結合装置
　１８　保持装置
　２０　支持体
　２２　穴
　２４　穴
　２６　保持装置
　２８　支持体
　３０　保持装置
　３２　支持体
　３４　保持装置
　３６　支持体
　５０　線状材
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【図１１】 【図１２】
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