
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頭部と、上記頭部の下面から延設される脚部とからなり、上記脚部には、被止着材側に
係止して抜け抵抗を増大する係止部を設けた留め具において、
　前記頭部に、脚部側に位置する底面部と、該底面部から離隔した天井面部との間に形成
され、少なくとも一端が、 コ字状に切り欠 切欠き部を介して頭
部外周側に向けて開口する工具挿入孔を設けた、
　ことを特徴とする留め具。
【請求項２】
　開口縁部から奥に進むにつれて底面部と天井面部との間隔が次第に減少する工具挿入孔
を設けた、
　ことを特徴とする請求項１に記載の留め具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えば自動車のボディに車内装飾用カーペット、パネル等の内装材を固定す
る際に使用する合成樹脂製の留め具に関する。
【０００２】
【従来の技術】
この種の留め具としては、頭部の顎となる内面（下面）に切欠き部を設けたものが実開昭

10

20

JP 3896170 B2 2007.3.22

頭部上面側を平面視で いた



５４－５９６２０号公報により公知である。この留め具は、内装材の係止孔内に脚部を差
し込んで頭部の内面と脚部の肩部との間に内装材を挟み付けて止着する構成である。そし
て、取り外す場合には、マイナスドライバーなどの工具の先端部分を頭部内面の切欠き部
と内装材表面との間に差し込み、てこの原理を利用（マイナスドライバーの先端を支点、
切欠き部に当接する部分を作用点、ドライバーの柄を力点）して頭部を持ち上げると、脚
部の肩部が係止孔内を通過するので、内装材の係止孔から抜き取ることができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記した従来の留め具は、工具の先端を留め具と内装材との隙間に差し込
んで抜き取るので、差し込みに際して前記工具の先端で内装材の表面を引っ掻く等してし
まい、傷をつけるおそれがある。
【０００４】
また、脚部の肩部による係止力に抗しててこの原理で留め具を係止孔から抜き取るので、
肩部が係止孔の開口縁を通過した瞬間に抵抗力がなくなってしまい、係止孔から抜けた留
め具が勢い余って周囲に飛んでしまい、紛失することがある。
【０００５】
そこで、本発明は、内装材などの被止着材から抜き取る際に被止着材の表面が傷付けられ
ることを防止することができ、抜き取った際に紛失することのない留め具を提供しようと
するものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記目的を達成するために提案されたもので、請求項１に記載のものは、頭部
と、上記頭部の下面から延設される脚部とからなり、上記脚部には、被止着材側に係止し
て抜け抵抗を増大する係止部を設けた留め具において、前記頭部に、脚部側に位置する底
面部と、該底面部から離隔した天井面部との間に形成され、少なくとも一端が、

コ字状に切り欠 切欠き部を介して頭部外周側に向けて開口する工具挿入
孔を設けたことを特徴とする留め具である。
【０００７】
請求項２に記載のものは、開口縁部から に進むにつれて底面部と天井面部との間隔が次
第に減少する工具挿入孔を設けたものである。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面にもとづいて説明する。
図１は留め具の正面図、図２は図１に示す留め具の側面図、図３は平面図、図４は底面図
である。
【０００９】
この留め具１は、略円盤状の頭部２と、該頭部２の下面中心から垂下する１本の脚部３と
を合成樹脂によって一体成型したものである。
【００１０】
脚部３は、被止着材の係止孔内へ挿入し易くするために先端（下端）部分に、次第に縮径
した尖頭部４を形成し、該尖頭部４と基端との間に、被止着材側に係止して抜け抵抗を増
大する係止部を形成してある。図面に示す係止部は、脚部３の軸部６から外方に延出する
弾性片７を軸部６の全長に亘って所定のピッチで複数枚一体成型したものである。そして
、各弾性片７は、挿入抵抗の減少を図り、抜け抵抗を増大するために、基端よりも突出先
端を頭部２側に傾斜させたり、或は彎曲させた状態で形成されており、また、図４に示す
ように、尖頭部４の直径よりも僅かに大きな径に設定してある。
【００１１】
　一方、頭部２には、脚部３側に位置する底面部８と、該底面部８から離隔した天井面部
９との間に形成され、少なくとも一端が頭部２外周側に向けて開口する工具挿入孔１０を
設ける。図面に示す工具挿入孔１０は、頭部２の中心を挟んで対向する位置の上面側に二
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か所の切欠き部１１を形成し、両切欠き部１１，１１を扁平なトンネル状に連通させたも
のであり、工具挿入孔１０の内寸は挿入されるべき工具の寸法を考慮して設定される。そ
して、図面に示すように、前記切欠き部１１、及びこれに連なる工具挿入孔１０の底面部
８は頭部２の外縁から中心に近付くにつれて次第に隆起或は上昇せしめ、一方、前記工具
挿入孔１０の天井面部９は開口縁部から中心に近付くにつれて次第に下降せしめて、これ
により、間口が広くて奥に進むに従っ 下間隔が次第に減ずる工具挿入孔１０を形成す
る。また、工具挿入孔１０の幅も開口縁から中心に近付くにつれて僅かずつ縮小させてあ
る。
【００１２】
上記した構成からなる留め具１を使用して被止着材を止着する場合、例えば図５に示すボ
ディー１５にパネル１６を止着する場合には、ボディー１５の 孔１７とパネル１６の

孔１８とを合わせた状態で留め具１の脚部３を先端の尖頭部４から挿入する。脚部３
は、先端から次第に拡径する尖頭部４を先端部分に有しているので、ボディー１５とパネ
ル１６の両 孔１７，１８の位置が多少ずれていても容易に挿入することができる。ま
た、脚部３の途中を挿入する際には、弾性片７の突出先端が頭部２側に傾斜、或は彎曲し
ているので、弾性片７自体が撓み易く、これにより容易に挿入することができる。そして
、頭部２の下面（内面）がパネル１６の表面に当接するまで十分に挿入すると、弾性片７
が 孔１７，１８の内周面に圧接した状態で係合しており、また、脚部３が 孔１７
，１８から抜ける方向の力が作用すると、弾性片７が傾斜或は彎曲方向とは反対側に彎曲
する方向に上記力が作用するので、抜け抵抗が挿入抵抗よりも増大して、抜け難くする。
したがって、振動が加えられても、不用意に抜けてしまうことを防止することができる。
【００１３】
また、故障を修理するなどの理由によりパネル１６を取り外す必要が生じた場合、即ち、
留め具１を抜き取る必要が生じた場合には、図５に示すように、マイナスドライバーなど
の工具２０の先端を切欠き部１１の底面部８に沿って工具挿入孔１０に挿入する。この場
合、工具挿入孔１０の間口が広いため、該工具２０の先端はスムーズに差し込まれるが、
徐々に上下隙間が減少するため、最終的にはクサビを打ったような状態になり、留め具１
と工具２０とは係合状態になる。そこで、工具２０を操作して留め具１に上向きに作用す
る力を加えると、該留め具１は脚部３に形成した弾性片７の係合力に抗して徐々に持ち上
がり、最終的には係止孔１７，１８から脱して抜き取られる。
【００１４】
この様にして留め具１を係止孔１７，１８から抜き取る場合に、工具２０の先端をパネル
１６の表面に接触させる必要がないので、工具２０によってパネル１６を傷付けることが
ない。
【００１５】
また、弾性片７の係合力が喪失し、係止孔１７，１８から脱した瞬間、該留め具１には過
分な上向きの力が作用するが、工具挿入孔１０に工具２０の先端が差し込まれていること
、及び、工具挿入孔１０が工具２０の先端に係合する形状であるため、図６に示すように
、係止孔１７，１８から抜かれた留め具１はそのまま工具２０の先端に残り、周囲に散逸
してしまうおそれはない。
【００１６】
なお、本発明における工具挿入孔１０は、前記実施形態では頭部２の両側に貫通するトン
ネル状であるが、これに限定されるものではなく、脚部３側に位置する底面部８と、該底
面部８から離隔した天井面部９との間に形成され、少なくとも一端が

頭部２外周側に向けて開口するものであればよ
【００１７】
また、脚部３の係止部は、被止着材側に係止して抜け抵抗を増大するものであれば前記弾
性片７に限定されるものではない。例えば、図７に示す係止部の他の実施形態は、軸部６
の下端（先端）から頭部２側に向けて斜めに弾性係止片２１を略Ｖ字状に形成し、弾性係
止片２１の上端に係止段部或は逆方向に傾斜部を形成した略錨形の係止部でもよい。また
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、図８に示す係止部の他の実施形態は、軸部６の途中に中空部２２を形成するとともに側
縁に肩部２３を形成し、両肩部２３，２３を縮径可能としたものでもよい。
【００１８】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、脚部側に位置する底面部と、該底面部から離隔し
た天井面部との間に形成され、少なくとも一端が、 コ字状に切り欠

切欠き部を介して頭部外周側に向けて開口する工具挿入孔を頭部に設けたので、留め
具を被止着材の係止孔から抜き取る際に、工具を直接工具挿入孔内に差し込んで抜き取る
ことができる。そして、工具は被止着材に接触させる必要がないので、工具使用時に内装
材などの被止着材の表面などを傷付けるおそれがない。
【００１９】
また、係止孔から抜き取られた留め具が工具の先端に保持されているので、抜き取った留
め具が不用意に周囲に散逸するおそれもない。したがって、一度抜き取った留め具を再利
用することも可能になる。
【００２０】
また、請求項２に記載の発明によれば、開口縁部から に進むにつれて次第に高さを減ず
るように工具挿入孔を形成しているので、工具による留め具の保持力を更に高めることが
可能になる。したがって、抜き取った留め具が不用意に周囲に散逸することを一層確実に
防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】留め具の正面図である。
【図２】留め具の側面図である。
【図３】留め具の平面図である。
【図４】留め具の底面図である。
【図５】被止着材を止着している留め具の工具挿入孔内に工具であるマイナスドライバー
を差し込んだ状態の正面図である。
【図６】図５に示す留め具を被止着材の係止孔から抜き取った状態の正面図である。
【図７】錨形の係止部を設けた留め具の正面図である。
【図８】中空部を有する軸部の両側に肩部を突設した係止部を設けた留め具の正面図であ
る。
【符号の説明】
１　留め具
２　頭部
３　脚部
４　尖頭部
６　軸部
７　係止部として設けた弾性片
８　底面部
９　天井面部
１０　工具挿入孔
１１　切欠き部
１５　ボディー
１６　パネル
１７，１８　係止孔
２０　
２１　弾性係止
２２　中空部
２３　肩部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

(6) JP 3896170 B2 2007.3.22



フロントページの続き

    合議体
    審判長  亀丸　広司
    審判官  大町　真義
    審判官  町田　隆志

(56)参考文献  実開平６－６９４１３（ＪＰ，Ｕ）
              実開昭５８－８９６０８（ＪＰ，Ｕ）
              特開平７－４４１０（ＪＰ，Ａ）
              特開平６－１０１７０９（ＪＰ，Ａ）
              実開昭６２－３５１０６（ＪＰ，Ｕ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              F16B13/14
              F16B19/00
              F16B19/10

(7) JP 3896170 B2 2007.3.22


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

