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(57)【要約】
　サポートアームシステム（１０）は、表面（１８）へ
取り付けるためのソケット（１６）と、ソケット（１６
）内へ取外し可能式に挿入するためのサポートアーム（
１４）とを含む。サポートアーム（１４）は、少なくと
も１つの形成物（２２）を有する。ソケット（１６）は
、サポートアーム（１４）を挿入するための、通路（３
２）へ繋がる挿入開口（３０）を有するハウジング（２
８）を含む。通路（３２）内には、サポートアーム（１
４）がソケット（１６）内にあるときにサポートアーム
（１４）に係合する、サポートアーム（１４）上の少な
くとも１つの形成物（２２）に対して相補的な少なくと
も１つの形成物（３４）が設けられる。通路（３２）内
のゲートエレメント（３６）は、通路内の前記少なくと
も１つの形成物（３４）における位置、または前記少な
くとも１つの形成物（３４）の前の位置へ偏向される。
サポートアーム（１４）の挿入に際しては、サポートア
ームをソケット内に保持するためにゲートエレメント（
３６）をその偏向に対抗して押し入れ、通路内の形成物
を露出してサポートアーム（１４）に係合させなければ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サポートアームシステムであって、
　表面へ取り付けるためのソケットと、前記ソケット内へ取外し可能式に挿入するための
サポートアームとを含み、前記サポートアームは少なくとも１つの形成物を有し、前記ソ
ケットは、
　前記サポートアームを挿入するための、通路へ繋がる挿入開口を有するハウジングと、
　前記通路における少なくとも１つの形成物であって、前記サポートアームが前記ソケッ
ト内にあるときに前記サポートアームに係合すべく前記サポートアーム上の前記少なくと
も１つの形成物に対して相補的である少なくとも１つの形成物と、
　前記通路内の前記少なくとも１つの形成物における位置、または前記少なくとも１つの
形成物の前の位置へ偏向される、前記通路内のゲートエレメントとを含み、
　前記サポートアームの挿入に際して、前記ゲートエレメントは、前記サポートアームを
前記ソケット内に保持するために、その偏向に対抗して押し入れられ、前記通路内の前記
形成物を露出させて前記サポートアームに係合させなければならず、前記ゲートエレメン
トは、前記サポートアームと前記ソケットがこのように保持される間は両者間にプラスの
力を与えるサポートアームシステム。
【請求項２】
　前記ソケットは、少なくとも使用中は垂直面に固定される、請求項１記載のサポートア
ームシステム。
【請求項３】
　前記面は、前記ソケットが前記面内に位置することを可能にする開口を含む、請求項２
記載のサポートアームシステム。
【請求項４】
　前記挿入開口および前記サポートアームの断面は円形である、先行する請求項のいずれ
か一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項５】
　前記挿入開口および前記ゲートエレメントは長方形である、先行する請求項のいずれか
一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項６】
　前記ハウジングの外側は、前記挿入開口および前記エレメントに対応する形状である、
先行する請求項のいずれか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項７】
　前記ゲートエレメントはばねによって偏向される、先行する請求項のいずれか一項に記
載のサポートアームシステム。
【請求項８】
　前記ばねは前記ソケットハウジングの内部背面を押す、請求項７記載のサポートアーム
システム。
【請求項９】
　前記サポートアーム上の形成物は、前記サポートアームの一端から軸方向へ突き出すＴ
字形突起である、先行する請求項のいずれか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項１０】
　前記通路内の前記少なくとも１つの形成物は、前記突起がそれらの背後で係合すること
のできるショルダを含む、請求項９記載のサポートアームシステム。
【請求項１１】
　前記サポートアームは前記ソケット内へ軸方向に挿入されかつ回転されて前記ショルダ
に係合される、請求項１０記載のサポートアームシステム。
【請求項１２】
　前記回転は約９０゜である、請求項１１記載のサポートアームシステム。
【請求項１３】
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　前記挿入開口は、前記ゲートエレメントが沿って進行しかつ前記サポートアームが挿入
される前記ハウジング内の通路に繋がる、請求項１から１２のいずれか一項に記載のサポ
ートアームシステム。
【請求項１４】
　前記ゲートエレメント上の突起は、前記エレメントの行程のアラインメントを補助する
ために前記通路の壁内のチャネルに対して相補的である、請求項１３記載のサポートアー
ムシステム。
【請求項１５】
　前記サポートアーム上の前記少なくとも１つの形成物は上向きに延びる突起である、請
求項１から１４のいずれか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項１６】
　前記サポートアーム上の形成物に対して相補的な前記ソケット上の少なくとも１つの形
成物は、前記挿入開口の背後の切込み部分である、請求項１５記載のサポートアームシス
テム。
【請求項１７】
　前記サポートアームは、前記サポートアームが前記挿入開口内へ挿入されるにつれて前
記サポートアームが前記ゲートエレメントを前記前面から遠位へ押すように上向きの角度
で提示される、請求項１６記載のサポートアームシステム。
【請求項１８】
　前記上向きに延びる突起は前記切込み部分内で係合し、かつ前記サポートアームはほぼ
水平方向へ降下される、請求項１７記載のサポートアームシステム。
【請求項１９】
　前記挿入開口の下側には変形可能なラグが設けられ、かつ前記ゲートエレメントは前記
ゲートエレメントが前記ラグ上を移動することを可能にする対応するリセスを有し、かつ
前記サポートアームはその下側に、前記サポートアームの上向きの移動を抑止するために
前記ラグが係合する第２の形成物をさらに含む、請求項１から１８のいずれか一項に記載
のサポートアームシステム。
【請求項２０】
　前記プラスの力は、前記ゲートを前記サポートアームの端へ押し当てる前記偏向によっ
てもたらされる、先行する請求項のいずれか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項２１】
　前記サポートアームは、前記プラスの力が打ち負かされた後に前記通路内の前記少なく
とも１つの形成物から離脱されて前記ソケットから外されることが可能である、先行する
請求項のいずれか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項２２】
　前記プラスの力は、前記ゲートエレメントを前記少なくともアーム形成物における前記
位置または前記少なくともアーム形成物の前の前記位置へ偏向させる手段によって与えら
れ、かつ前記サポートアームを前記通路内へさらに押して前記ゲートエレメントをさらに
押し返すことにより打ち負かされる、請求項２１記載のサポートアームシステム。
【請求項２３】
　前記サポートアームを前記通路内の前記少なくとも１つの形成物から離脱させて前記ソ
ケットから外すために、前記ゲートエレメントはまず前記サポートアームによってさらに
押し返される、請求項１から２０のいずれか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項２４】
　前記サポートアームが前記ソケット内へ挿入されて前記形成物がその内部で前記サポー
トアームを保持すべく係合されているとき、前記サポートアームは前記ソケットからカン
チレバー式に突き出す、先行する請求項のいずれか一項に記載のサポートアームシステム
。
【請求項２５】
　前記サポートアーム上にアイテムを保持するための前記サポートアーム上の手段をさら
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に含む、先行する請求項のいずれか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項２６】
　前記ソケットをパネルの開口内に取り付ける手段をさらに含む、先行する請求項のいず
れか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項２７】
　サポートアームシステムであって、
　表面へ取り付けるためのソケットと、前記ソケット内へ取外し可能式に挿入するための
サポートアームとを含み、前記サポートアームは少なくとも１つの形成物を有し、前記ソ
ケットは、
　前面と、前記サポートアームを受け入れるための、前記前面内の挿入開口とを有するハ
ウジングと、
　前記サポートアーム上の前記少なくとも１つの形成物に対して相補的である少なくとも
１つの形成物であって、前記サポートアームが前記ソケット内へ挿入されると前記サポー
トアーム上の前記少なくとも１つの形成物と係合して前記サポートアームを前記ソケット
内に保持することのできる少なくとも１つの形成物と、
　前記ハウジング内で動作可能でありかつ前記挿入開口に対して相補的な周縁を有するゲ
ートエレメントとを含み、前記エレメントは、ある方向で前記挿入開口内へと後方から偏
向され、
　前記ゲートエレメントは、前記サポートアームを前記ソケット内に挿入できるように、
かつ前記個々の形成物を係合させて前記サポートアームを前記ソケット内に保持できるよ
うに、前記サポートアームにより、その偏向に対抗して押され、前記サポートアームが前
記ソケット内に存在しないとき、前記ゲートエレメントは前記ハウジングの前面とほぼ同
一の平面になるサポートアームシステム。
【請求項２８】
　前記ソケットは、少なくとも使用中は垂直面に固定される、請求項２７記載のサポート
アームシステム。
【請求項２９】
　前記面は、前記ソケットが前記面内に位置することを可能にする開口を含む、請求項２
８記載のサポートアームシステム。
【請求項３０】
　前記ソケットは垂直パネルの両側に設けられる、請求項２９記載のサポートアームシス
テム。
【請求項３１】
　前記挿入開口および前記ゲートエレメントは長方形である、請求項２７から３０のいず
れか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項３２】
　前記ハウジングの外側は、前記挿入開口および前記エレメントに対応する形状である、
請求項２７から３１のいずれか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項３３】
　前記ハウジングの外側は、前記挿入開口および前記エレメントとは異なる形状である、
請求項２７から３１のいずれか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項３４】
　前記ゲートエレメントはばねによって偏向される、先行する請求項のいずれか一項に記
載のサポートアームシステム。
【請求項３５】
　前記ばねは前記ソケットハウジングの内部背面を押す、請求項３４記載のサポートアー
ムシステム。
【請求項３６】
　前記挿入開口は、前記ゲートエレメントが沿って進行しかつ前記サポートアームが挿入
される前記ハウジング内の通路に繋がる、請求項２７から３５のいずれか一項に記載のサ
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ポートアームシステム。
【請求項３７】
　前記ゲートエレメント上の突起は、前記エレメントの行程のアラインメントを補助する
ために前記通路の壁内のチャネルに対して相補的である、請求項３６記載のサポートアー
ムシステム。
【請求項３８】
　前記サポートアーム上の前記少なくとも１つの形成物は上向きに延びる突起である、請
求項２７から３７のいずれか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項３９】
　前記サポートアーム上の形成物に対して相補的な前記ソケット上の少なくとも１つの形
成物は、前記挿入開口の背後の切込み部分である、請求項３８記載のサポートアームシス
テム。
【請求項４０】
　前記サポートアームは、前記サポートアームが前記挿入開口内へ挿入されるにつれて前
記サポートアームが前記ゲートエレメントを前記前面から遠位へ押すように上向きの角度
で提示される、請求項３９記載のサポートアームシステム。
【請求項４１】
　前記上向きに延びる突起は前記切込み部分内で係合し、かつ前記サポートアームはほぼ
水平方向へ降下される、請求項４０記載のサポートアームシステム。
【請求項４２】
　前記ゲートエレメントは、ある点を超えて押されることをショルダにより防止され、よ
って、前記サポートアームの端面下部はそれ以上先へ移動することができず、前記サポー
トアームのためのカンチレバー式ロックが生成される、請求項２７から４１のいずれか一
項に記載のサポートアームシステム。
【請求項４３】
　前記偏向は前記ゲートエレメントを前記突起の背面に押し当て、前記ソケットと前記サ
ポートアームとの間にプラスの係合が生み出される、請求項４２記載のサポートアームシ
ステム。
【請求項４４】
　前記挿入開口の下側には変形可能なラグが設けられ、かつ前記ゲートエレメントは前記
ゲートエレメントが前記ラグ上を移動することを可能にする対応するリセスを有し、かつ
前記サポートアームはその下側に、前記サポートアームの上向きの移動を抑止するために
前記ラグが係合する第２の形成物をさらに含む、請求項２７から４３のいずれか一項に記
載のサポートアームシステム。
【請求項４５】
　前記サポートアームが前記ソケット内へ挿入されて前記形成物がその内部で前記サポー
トアームを保持すべく係合されているとき、前記サポートアームは前記ソケットからカン
チレバー式に突き出す、請求項２７から４４のいずれか一項に記載のサポートアームシス
テム。
【請求項４６】
　前記サポートアーム上にアイテムを保持するための前記サポートアーム上の手段をさら
に含む、請求項２７から４５のいずれか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項４７】
　前記サポートアームへ他のコンポーネントを接続するための前記サポートアーム上の接
続デバイスをさらに含む、請求項２７から４６のいずれか一項に記載のサポートアームシ
ステム。
【請求項４８】
　前記ソケットをパネルの開口内に取り付ける手段をさらに含む、請求項２７から４７の
いずれか一項に記載のサポートアームシステム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サポートアームを挿入するためのソケットを含むサポートアームシステムに
関する。このようなサポートアームシステムのアプリケーションは、具体的には、陳列さ
れるべき商品を吊り下げること、または棚アセンブリのサポートに存するが、この限りで
はない。
【背景技術】
【０００２】
　陳列されるべき商品を吊り下げるための、または棚アセンブリを支持するためのサポー
トアームシステムは既知である。サポートアームシステムは、典型的には、壁、柱または
他の垂直面へ取り付けられるソケットと、ソケット内へ取外し可能式に挿入されるサポー
トアームとを含む。サポートアームは、幾つかの異なる装置を使用してソケット内に保持
される。
【０００３】
　ある装置は、サポートアームの端に、その上面から延びる突起を設けるためのものであ
る。ソケットの内側には、サポートアームがソケット内へ上側に傾斜した角度で挿入され
るように上面に対応する切込み部分が設けられ、よって突起は、切込み部分の下側へ、次
いで上へと挿入されることが可能である。次に、サポートアームは降下される。突起は切
込み部分に係合され、サポートアームは下方へそれ以上移動しないように防止される。こ
の装置の欠点は、上方への動作がなお可能であることにある。実際に、サポートアームは
これが原因で上側に傾斜し、切込みと突起との係合が離れることによって外れる。このよ
うな装置における問題点の１つは、サポートアームが比較的不安定であり、容易に係合が
外れて上下に動く可能性があることにある。サポートアームからハンガーが吊される衣料
品用のサポートアームとして本装置が使用される場合には、これが問題となる可能性があ
る。顧客が衣料品に目を通してハンガーをサポートアームから外すとき、サポートアーム
は自由に上下に移動する。
【０００４】
　上述の装置に関わる問題点を克服するための１つの試みは、垂直面へねじなどによって
永久的に取り付けられた固定的なサポートアームを提供することである。この装置は、上
述の問題点を克服するが、装置のフレキシブルさを減じ、または排除する。
【０００５】
　幾つかのアプリケーションにおける幾つかの先行技術の装置に関わる別の問題点は、サ
ポートアームが外されると、ソケットがその挿入開口と共に目に見えてしまうことにある
。特に、単一表面上の複数のソケットがサポートアームを含まない場合、これは、美的上
不快な外観を与える。ソケットが長い間使用されなければ、挿入開口に埃および他の粒子
が溜まる場合がある。これにより、挿入開口が掃除されるまで、後続使用は妨げられる場
合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、既知の装置に関連づけられる問題点の１つまたはそれ以
上を少なくとも部分的に軽減する改良されたサポートアームシステムを提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の態様によれば、本発明が提供するサポートアームシステムは、表面へ取り付ける
ためのソケットと、前記ソケット内へ取外し可能式に挿入するためのサポートアームとを
含み、前記サポートアームは少なくとも１つの形成物を有し、前記ソケットは、前記サポ
ートアームを挿入するための、通路へ繋がる挿入開口を有するハウジングと、前記通路に
おける少なくとも１つの形成物であって、前記サポートアームが前記ソケット内にあると



(7) JP 2010-521249 A 2010.6.24

10

20

30

40

50

きに前記サポートアームに係合すべく前記サポートアーム上の前記少なくとも１つの形成
物に対して相補的である少なくとも１つの形成物と、前記通路内の前記少なくとも１つの
形成物における位置、または前記少なくとも１つの形成物の前の位置へ偏向される、前記
通路内のゲートエレメントとを含み、前記サポートアームの挿入に際して、前記ゲートエ
レメントは、前記サポートアームを前記ソケット内に保持するために、その偏向に対抗し
て押し入れられ、前記通路内の前記形成物を露出させて前記サポートアームに係合させな
ければならず、前記ゲートエレメントは、前記サポートアームと前記ソケットがこのよう
に保持される間は両者間にプラスの力を与える。
【０００８】
　第２の態様において、本発明が提供するサポートアームシステムは、表面へ取り付ける
ためのソケットと、前記ソケット内へ取外し可能式に挿入するためのサポートアームとを
含み、前記サポートアームは少なくとも１つの形成物を有し、前記ソケットは、前面と、
前記サポートアームを受け入れるための、前記前面内の挿入開口とを有するハウジングと
、前記サポートアーム上の前記少なくとも１つの形成物に対して相補的である少なくとも
１つの形成物であって、前記サポートアームが前記ソケット内へ挿入されると前記サポー
トアーム上の前記少なくとも１つの形成物と係合して前記サポートアームを前記ソケット
内に保持することのできる少なくとも１つの形成物と、前記ハウジング内で動作可能であ
りかつ前記挿入開口に対して相補的な周縁を有するゲートエレメントとを含み、前記エレ
メントは、ある方向で前記挿入開口内へと後方から偏向され、前記ゲートエレメントは、
前記サポートアームを前記ソケット内に挿入できるように、かつ前記個々の形成物を係合
させて前記サポートアームを前記ソケット内に保持できるように、前記サポートアームに
より、その偏向に対抗して押され、前記サポートアームが前記ソケット内に存在しないと
き、前記ゲートエレメントは前記ハウジングの前面とほぼ同一の平面になる。
【０００９】
　ソケットは、好適には、少なくとも使用中は垂直面に固定される。有利には、この面は
、ソケットが表面内に位置することを可能にする開口を含む。本発明の一実施形態では、
ソケットは、垂直パネルの両側に設けられてもよい。
【００１０】
　有利には、ゲートエレメントはばねによって偏向される。ばねは、ソケットハウジング
の内側の後面を押す。挿入開口は、好適にはハウジング内の通路に繋がり、ゲートエレメ
ントはこの通路に沿って進み、かつサポートアームはこの通路内へと挿入される。ゲート
エレメント上の突起は、このエレメントの行程のアラインメントを補助するために、通路
の壁内のチャネルに対して相補的であってもよい。
【００１１】
　ある実施形態によれば、前記形成物は、サポートアームの一端から軸方向へ突き出すＴ
字形の突起である。ソケット上の少なくとも１つの形成物はショルダを含み、前記突起は
ショルダの背後に係合することができる。好適には、サポートアームはソケット内へ軸方
向に挿入され、かつ例えば約９０゜回転されてショルダに係合する。
【００１２】
　ある代替実施形態によれば、サポートアーム上の少なくとも１つの形成物は上向きに延
びる突起である。サポートアーム上の形成物に対して相補的である、ソケット上の少なく
とも１つの形成物は、好適には挿入開口の背後の切込み部分である。サポートアームは、
好適には、サポートアームが挿入開口内に挿入されるにつれてサポートアームがゲートエ
レメントを前面から離れて押しやるように、上向きの角度で呈示される。上向きに延びる
突起は切込み部分に係合し、サポートアームはほぼ水平方向へと下降される。ゲートエレ
メントは、ショルダによって、ある点から先へは押しやられないように防止され、よって
、サポートアーム端面の下部は先へ移動することができず、サポートアームのためのカン
チレバー式ロックが生み出される。有利には、ゲートエレメントは、偏向によって突起の
背後へ押し当てられ、ソケットとサポートアームとの間にプラスの係合が生み出される。
【００１３】
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　挿入開口の下側には、変形可能なラグを設けてもよい。前記エレメントは、ラグ上を移
動できるように、対応するリセスを有してもよい。サポートアームは、追加的な上方への
移動を防止するために、その下側にラグが係合する第２の形成物を含んでもよい。
【００１４】
　ある実施形態では、上述のプラスの力は、ゲートエレメントを前記少なくともアーム形
成物における前記位置、または前記少なくともアーム形成物の前の前記位置へ偏向させる
手段によって与えられ、かつサポートアームを前記通路へとさらに押し入れてゲートエレ
メントをさらに後退させることにより打ち負かされる。
【００１５】
　好適には、サポートアームがソケット内に挿入されていて、サポートアームを内部に保
持すべく形成物が係合されているとき、サポートアームはソケットからカンチレバー式に
突き出す。
【００１６】
　サポートアーム上には、サポートアーム上にアイテムを保持するための手段が存在して
もよい。
【００１７】
　或いは、または追加的に、サポートアーム上には、他のコンポーネントをサポートアー
ムへ接続するための接続デバイスが存在してもよい。
【００１８】
　以下、添付の図面を参照して、本発明を単に例示として説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施形態によるサポートアームシステムを示す正面斜視図である
。
【図２】図１の実施形態におけるサポートアームを示す背面斜視図である。
【図３】サポートアームが外れた状態の図１のサポートアームシステムを示す正面斜視図
である。
【図４】図３に示すようなサポートアームシステムの軸方向断面の側面図である。
【図５】サポートアームが係合した状態のサポートアームシステムを示す、図４に類似す
る図である。
【図６】図５の一部の拡大図である。
【図７】図１のサポートアームシステムを示す分解正面斜視図である。
【図８】図１のサポートアームシステムを示す、部分断面分解側面図である。
【図９】図１のサポートアームシステムを示す、分解軸方向断面背面斜視図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態による、フレーム構造を支持する２つのサポートアー
ムシステムを示す斜視図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態の変形例によるサポートアームを有する、図１０のサ
ポートアームシステムを示す斜視図である。
【図１２】図１０のサポートアームシステムのソケットを示す正面斜視図である。
【図１３】図１１のサポートアームシステムのソケットを示す正面斜視図である。
【図１４】図１２のソケットを示す軸方向垂直断面図である。
【図１５】サポートアームがソケットに挿入されつつある状態にある、第２の実施形態の
サポートアームシステムを示す、図１４に類似する断面図である。
【図１６】サポートアームがソケットに挿入された状態にある、第２の実施形態のサポー
トアームシステムを示す、図１４に類似する断面図である。
【図１７】図１２および図１４から図１６のソケットを示す分解正面斜視図である。
【図１８】木製パネルに取り付けられつつある、第２の実施形態のサポートアームシステ
ムを示す分解正面斜視図である。
【図１９】図１８の木製パネルに取り付けられた、第２の実施形態のサポートアームシス
テムを示す分解正面斜視図である。
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【図２０】木製パネルに両面式に取り付けられつつある、第３の実施形態によるサポート
アームシステムを示す分解正面斜視図である。
【図２１】図２０の木製パネルに取り付けられた、第３の実施形態のサポートアームシス
テムを示す正面斜視図である。
【図２２】図２０の木製パネルに取り付けられた、第３の実施形態のサポートアームシス
テムを示す断面側面図である。
【図２３】ガラス製パネルに取り付けられつつある、第２の実施形態のサポートアームシ
ステムを示す分解斜視図である。
【図２４】図２３のガラス製パネルに取り付けられた、第２の実施形態のサポートアーム
システムを示す正面斜視図である。
【図２５】図１３の実施形態のソケットを示す分解正面斜視図である。
【図２６】木製パネルに取り付けられつつある、図２５の実施形態のサポートアームシス
テムを示す分解正面斜視図である。
【図２７】本発明の第１の実施形態の変形例を示す軸方向断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１に、サポートアーム１４がソケット１６内に係合された状態にある本発明の第１の
実施形態によるサポートアームシステム１０を示す。ソケット１６は、典型的には垂直の
壁であるパネル１８へ固定される。サポートアーム１４は、概して細長い構造体であり、
断面が円形として描かれている。しかしながら、本発明がこの点に限定されないことは認
識されるであろう。サポートアーム１４は、その遠位端にラグ２０を含み、ラグ２０は、
衣料品ハンガーおよび他の吊り下げられるアイテムがサポートアーム１４の端から落下す
ることを防止する。但し、他の形式のサポートアームも本発明の範囲に含まれることは認
識されるであろう。サポートアーム１４は、他のコンポーネントをサポートアームへ接続
できるようにする接続デバイスを含んでもよい。
【００２１】
　図２から分かるように、サポートアーム１４は、サポートアームの端から軸方向へ突き
出す、ソケット１６内へ挿入されるＴ字形突起２２を含む。Ｔ字形突起２２は、軸方向の
ポスト２６から横へ突き出す２つのラグ２４を含む。
【００２２】
　図３を参照すると、ソケット１６は、通路３２へ繋がる、サポートアーム１４を挿入す
るための挿入開口３０を有するハウジング２８を含む。通路３２内の形成物はサポートア
ーム１４上のラグ２４に対して相補的であり、ソケット１６内でサポートアーム１４に係
合する。図４、図５および図６は、これらを示している。通路の形成物はショルダ３４に
よって形成され、ラグ２４はショルダ３４に背後で係合してサポートアーム１４をソケッ
ト１６内に保持する。ショルダ３４は、通路３２の幅を横断して延びる半月形の壁である
。
【００２３】
　図４に示すように、通路３２内のゲートエレメント３６（以下、ゲートと称する）は、
ショルダ３４における位置またはショルダ３４の前の位置へ偏向される。図示されている
実施形態では、ゲート３６は挿入開口３０の背後にあるものとして示され、ゲート３６の
前面３８はショルダ３４の前面４０と同一平面にある。ゲート３６はばね４２によってこ
の位置へ偏向され、ばね４２は、ゲート３６の背面におけるリセス４４内で、ハウジング
２８の背面クロージャ４８上のポスト４６の近くに係合する。
【００２４】
　図４から分かるように、サポートアーム１４は、サポートアーム１４がショルダ３４を
超えて通路３２内へ挿入されるように、ラグ２４が横方向へ延びた状態でソケットの挿入
開口３０へ向けられる。サポートアーム１４は、ショルダ３４を露出させてラグ２４に係
合させるために、ゲート３６をそのばね偏向に対抗して押さなければならない。ラグ２４
がショルダ３４を超えて押し込まれると、サポートアーム１４は９０゜回転され、かつ図



(10) JP 2010-521249 A 2010.6.24

10

20

30

40

50

９に示されている停止装置３５によってさらなる回転を防止される。次に、ラグ２４はシ
ョルダ３４の背面と係合され、軸方向への引き返しが防止される。ゲート３６は挿入開口
３０へ向かって偏向されることから、ゲート３６はＴ字形突起２２をショルダ３４へと押
し、サポートアーム１４とソケット１６との間にプラスの力が生み出される。
【００２５】
　サポートアーム１４をソケット１６から外す際には、ばね偏向が打ち負かされた後にサ
ポートアーム１４の係合を外すことができる。サポートアーム１４は、ゲート３６を押し
込んでラグ２４をショルダ３４から外せるようにしなければならず、これにより、サポー
トアーム１４は回転されて軸方向へ外される。サポートアーム１４は、停止装置３５から
遠位への一方向へしか回転され得ない。
【００２６】
　図７および図８から分かるように、ソケットのハウジング２８は、背面プレート５２か
ら延びて通路３２を画定する管状部分５０を含む。管状部分５０は、パネル１８の背面５
８から開口５４を介して挿入される。次に、背面プレート５２は、パネル１８へねじで固
定される。フロントキャップ６０は、パネル１８の前面６２から挿入され、アーム６４に
よって管状部分５０上へロックされる。アーム６４は、管状部分５０の外側の対応する歯
６８と係合する歯６６を有する。フロントキャップ６０の外径は開口５４の直径より大き
く、よって、フロントキャップ６０はパネル１８の前に落ち着く。本発明の他の形態では
、フロントキャップをパネル１８の背面から挿入できることは認識されるであろう。
【００２７】
　ゲート３６は、パネル１８の背面５８から挿入される。図７から最もよく分かるように
、ゲート３６は２つのフランジ７０を含む。ゲート３６が挿入開口３０へ向かって偏向さ
れるとき、フランジ７０は、ゲート３６がショルダ３４を超えて押し込まれることを防止
する。次に、ばね４２および背面クロージャ４８は所定の位置にねじ７２で固定される。
【００２８】
　図１から図９に示す装置の１つの優位点は、サポートアーム１４はソケット１６内に挿
入されるとプラスに係合され、これが、サポートアーム１４のソケット１６に対する任意
の動作を最小限に抑えることにある。ゲート３６のプラス係合は、ゲート３６の偏向を打
ち負かさない限り、サポートアーム１４の回転動作およびソケット１６からの離脱を防止
する。これは、安定しかつ効果的なサポートアームシステムを提供する。
【００２９】
　本発明が、先に述べたものとは異なる装置を使用して係合するソケットおよびサポート
アームによって使用されてもよく、かつソケット内のサポートアームの軸方向挿入および
回転に限定されないことは認識されるであろう。図１０から図２６は、サポートアーム、
開口およびゲートの輪郭が長方形であり、かつサポートアームが挿入端において上面から
上方へ延びる突起を含む本発明の代替実施形態を示す。図１０および図１１は、第２の実
施形態による使用中のサポートアームシステム１１０を示す。図１０では、２つのシステ
ム１１０がフレーム構造体１１２を支持している。図１１では、システム１１０が陳列ラ
ックとして使用されている。
【００３０】
　本発明の第２の実施形態によるサポートアームシステム１１０は、サポートアーム１１
４と、ソケット１１６とを含む。ソケット１１６は、垂直壁面１１８へ固定される。サポ
ートアーム１１４は、概して細長い構造体であり、正方形断面を有するものとして示され
ている。しかしながら、本発明がこの点に限定されないことは認識されるであろう。サポ
ートアーム１１４は、突起１２０の形式である形成物を含む。これらは、図１５および図
１６において最もよく示されている。突起１２０は、サポートアーム１１４の幅を横断し
て延びかつサポートアーム１１４の挿入端において上面から上方へ延びる条片である。サ
ポートアーム１１４の反対端には、何らかの形式の係合手段が設けられていてもよい。図
１１に示すように、係合手段は、衣料品ハンガーおよび他の吊り下げられるアイテムがサ
ポートアーム１１４の端から落下することを防止するラグ１２８を含む可能性がある。或
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いは、図１０に示すように、サポートアーム１１４は、サポートアーム１１４へフレーム
構造体１１２等の他のコンポーネントを接続できるようにする接続デバイス１１５を含ん
でもよい。
【００３１】
　諸図は、第２の実施形態のソケットの２つの代替構成を示している。図１２に描かれた
第１の構成は、前面１２４と、前面１２４と同一平面を成すゲートエレメント１２６とを
有するハウジング１２２を含む。図１３に示された構成は、同様に、前面２２４と、前面
２２４と同一平面を成すゲートエレメント２２６とを有するハウジング２２２を含むソケ
ット２１６を示す。これらの２つの構成の類似エレメントは、同じ２桁の参照符号に各々
「１」または「２」を先行させて示される。
【００３２】
　図１４に示すように、ハウジング１２２は、前面１２４となるフロントキャップ１３０
を含む。フロントキャップ１３０は、前面１２４に、通路１３４へ繋がる、サポートアー
ム１１４を受け入れるための挿入開口１３２を含む。ハウジング１２２内には、サポート
アーム１１４上の突起１２０に対して相補的な形成物が設けられる。図１４、図１５およ
び図１６から分かるように、挿入開口１３２の背後およびフロントキャップ１３０の背後
には切込み部分１３６が設けられる。切込み部分１３６は、挿入開口１３２の全幅に渡っ
て延びる。これは、サポートアーム１１４がソケット１１６内で係合することを可能にす
る。
【００３３】
　ゲートエレメント１２６は挿入開口１３２に対して相補的であり、挿入開口１３２に一
致する外周を有する。ゲートエレメント１２６は、図１４に示すように、ばね１３８によ
り、背後から挿入開口１３２内へ入る方向へ偏向される。サポートアーム１１４を挿入す
るためには、図１５に示すように、サポートアーム１１４が上向きに傾斜された角度で提
示され、ゲートエレメント１２６を押し込む。突起１２０は切込み部分１３６内に係合し
、サポートアーム１１４は、図１６に示すように、概して水平方向に降下される。ゲート
エレメント１２６は、サポートアーム１１４の背面１４０を押すようにばねで偏向される
。これは、突起１２０を切込み部分１３６へ押し当てることから、プラスの係合をもたら
す。
【００３４】
　ゲートエレメント１２６は、ショルダ１２９によってショルダ１２９から先へは押し込
まれないように防止され、よって、サポートアームの背面１４０の下部はそれ以上移動す
ることができない。これは、サポートアーム１１４がそれ以上通路１３４内へ挿入され得
ないことを意味する。サポートアーム１１４のカンチレバー効果は、サポートアーム１１
４の下方への移動を防止することから、ショルダ１２９に対抗してロックされる。
【００３５】
　ソケット１１６内におけるサポートアーム１１４のプラスの係合を増大させるために、
挿入開口１３２の下側には、変形可能なラグ１４２が設けられる。ゲートエレメント１２
６は、ゲートエレメント１２６が捕捉されることなくラグ１４２上を移動できるようにす
るリセス１４４を含む。サポートアーム１１４の下側には、その幅を通したチャネル１４
６の形式の第２の形成物が設けられている。サポートアーム１１４が、図１５に示す角度
づけされた位置から図１６に示す水平位置へと傾斜されるにつれて、リッジ１４８はラグ
１４２上を押してこれを下側へ変形させ、最終的に、ラグ１４２がサポートアーム１１４
の下側のチャネル１４６内に嵌まり込む。これは、サポートアーム１１４を上方へ傾斜さ
せることによってサポートアーム１１４が簡単に外れることを防止する。
【００３６】
　サポートアーム１１４を取り外す際には、サポートアーム１１４が上方へ傾斜され、こ
れによりゲートエレメント１２６が押される。ゲートエレメント１２６の上半分は後方へ
傾斜し、チャネル１４６が変形可能なラグ１４２から離脱しかつ突起１２０がショルダ１
３６の下から滑り出ることを可能にする。
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【００３７】
　図１７は、ソケット１１６の第１の構造体の構成を示す。ハウジング１２２は、ソケッ
ト１１６をパネルへ固定するために使用される、後述するブラケット１５０、１５２およ
び背面プレート１５４を含む。ハウジング１２２は、挿入開口１３２を有するフロントキ
ャップ１３０を含む。本ハウジングは、ゲートエレメント１２６が通って入る通路１３４
も含む。通路１３４は、通路の壁１５８上にリッジ１５６を有する。ゲートエレメント１
２６の側面の縁上の横方向タブ１６０はリッジ１５６に滑動式に係合し、ゲートエレメン
ト１２６が通路１３４に沿って一直線に進行することを可能にする。ばね１３８は、ゲー
トエレメント１２６の背面へポストを中心にして、かつ通路１３４の背面１６４上のポス
ト１６２をも中心にして接続される。サポートアーム１１４がソケット１１６と係合して
いないとき、ばね１３８はゲートエレメント１２６を挿入開口１３０内へと偏向し、図１
２に示すように、前面１２４と同一平面にする。
【００３８】
　図１８から分かるように、木製パネル１６８内に開口１６６が切り取られる。ハウジン
グ１２２はこの開口内へ挿入され、木製パネル１６８の反対側で本ハウジングへ背面プレ
ート１５４が穴１７２を介してねじ１７０で固定される。ゲートエレメント１２６は通路
１３４内へ挿入され、フロントキャップ１３０が前面に嵌められる。フロントキャップ１
３０は嵌め合い公差によってハウジング上へ嵌められてもよく、接着剤等の別の形式の固
定方法が使用されてもよい。図１９に示すように、サポートアーム１１４がソケット１１
６内に係合されていないときは、同一平面となる。これは美的に満足のいくものであり、
この点は、小売り環境では特に重要である。通路１３４は露出されないことから、経時的
にサポートアーム１１４の挿入を妨げる可能性もある埃および粒子が堆積しない。
【００３９】
　図２０、図２１および図２２に示すように、第３の態様によるソケット１１６は、両面
陳列にするために使用されることが可能である。木製パネル１６８内には、図１８に示す
ものに類似する開口１６６が切り取られる。木製パネル１６８の厚さはほぼ２倍であり、
よって、反対の両側に２つのハウジング１２２を挿入することができる。２つのハウジン
グ１２２を合わせて固定するためには両端ねじ１７４が使用され、背面プレート１５４の
必要がなくなる。ゲートエレメント１２６とフロントキャップ１３０の組立ては、先に述
べたものと同じである。図２０は、フロントキャップ１３０をハウジング１２２へ固定す
る１つの方法がスナップ・ロック・タブ１３１によるものであることを示している。図２
２に示すように、両面陳列は、パネル１６８の両側にソケット１１６を設け、サポートア
ーム１１４が両側から延びることを可能にする。
【００４０】
　図１７に示すブラケット１５０、１５２の使用は、第２の実施形態によるソケット１１
６がガラスパネル１７６（図２３および図２４）へ固定されることを可能にする。ブラケ
ット１５０、１５２は、振動を吸収する、好適にはゴム引きされたプラスチック材料で製
造され、ガラスパネル１７６を破損から保護する。この場合もやはり、図２４に示すよう
に、サポートアーム１１４がソケット１１６内に係合されていないときは同一平面となっ
て美的に満足のいく外観が得られ、埃の堆積も防止される。
【００４１】
　図２５および図２６は、ソケットの代替実施形態２１６を示す。本ソケットはハウジン
グ２２２を含み、ハウジング２２２は先に述べた構造に存在する全ての機能を含む。類似
の参照符号は、１でなく２を先行させて使用されている。先の実施形態との主たる相違点
は、ハウジング２２２および背面プレート２５４が一体であることにある。図２６に示す
ように、木製パネル２６８内には開口２６６が設けられ、ハウジング２２２は後側から開
口２６６内へ挿入される。背面プレート２５４は、エレメントの後側へねじ２７０で固定
される。次に、ゲートエレメント２２６が通路２３４内へ挿入され、フロントキャップ２
３０はハウジング２２２の内側へタブ２３１によってスナップ式にロックされる。
【００４２】
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　本発明の第２および第３の実施形態は偏向されるゲートエレメントの機能を含み、よっ
て、サポートアームがソケット内へ挿入されていないときは、平らな表面が呈される。本
発明が、上述のものとは異なる装置を使用して係合するソケットおよびサポートアームに
使用されてもよいことは認識されるであろう。ソケットの挿入開口、ゲートエレメントお
よびサポートアームは、本発明の第１の実施形態の場合のように全て円形であってもよい
。係合は、サポートアームおよびソケット上の個々の形成物を係合させる軸方向の挿入お
よび回転を含んでもよい。他の係合装置も、本発明に包含される。
【００４３】
　図２７は、本発明の第１の実施形態の変形例を示す軸方向断面図である。主たる変更は
、ソケットハウジングの管状部分５０’が後方へかなり延長され、ハウジング内に存在す
るサポートアーム１４の長さが増大されることにある。特に、より高い負荷用と見なされ
る場合、これは、カンチレバー式アームの安定性を高めるために有益である可能性がある
。また、管状部分５０’が延長されることによってパネル１８’の背後へかなり突き出す
ハウジング２８’の背面は、管状部分５０’および背面クロージャ４８’の周囲に延びる
円筒キャップ４９によって完成されることも留意されるであろう。図２７の構成は、サポ
ートアーム１４’が僅かに上向いた角度で突き出すべくハウジング２８’はパネル開口内
に位置するように構成される配置も示している。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】

【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年11月25日(2009.11.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サポートアームシステムであって、
　表面へ取り付けるためのソケットと、前記ソケット内へ取外し可能式に挿入するための
サポートアームとを含み、前記サポートアームは少なくとも１つの形成物を有し、前記ソ
ケットは、
　前記サポートアームを挿入するための、通路へ繋がる挿入開口を有するハウジングと、
　前記通路における少なくとも１つの形成物であって、前記サポートアームが前記ソケッ
ト内にあるときに前記サポートアームに係合すべく前記サポートアーム上の前記少なくと
も１つの形成物に対して相補的である少なくとも１つの形成物と、
　前記通路内の前記少なくとも１つの形成物における位置、または前記少なくとも１つの
形成物の前の位置へ偏向される、前記通路内のゲートエレメントとを含み、
　前記サポートアームの挿入に際して、前記ゲートエレメントは、前記サポートアームを
前記ソケット内に保持するために、前記通路に沿って滑動式に進行すべくその偏向に対抗
して押し入れられ、前記通路内の前記形成物を露出させて前記サポートアームに係合させ
なければならず、前記ゲートエレメントは、前記サポートアームと前記ソケットがこのよ
うに保持される間は両者間にプラスの力を与えるサポートアームシステム。
【請求項２】
　前記サポートアームが前記ソケット内に存在しないとき、前記ゲートエレメントは前記
ハウジングの前面と同一平面になる、請求項１記載のサポートアームシステム。
【請求項３】
　前記ソケットは、少なくとも使用中は垂直面に固定される、請求項１または２に記載の
サポートアームシステム。
【請求項４】
　前記面は、前記ソケットが前記面内に位置することを可能にする開口を含む、請求項３
記載のサポートアームシステム。
【請求項５】
　前記挿入開口および前記サポートアームの断面は円形である、先行する請求項のいずれ
か一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項６】
　前記ハウジングの外側は、前記挿入開口および前記エレメントに対応する形状である、
先行する請求項のいずれか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項７】
　前記ゲートエレメントは、前記ソケットハウジングの内部背面を押すばねによって偏向
される、先行する請求項のいずれか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項８】
　前記サポートアーム上の形成物は、前記サポートアームの一端から軸方向へ突き出すＴ
字形突起である、先行する請求項のいずれか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項９】
　前記通路内の前記少なくとも１つの形成物は、前記突起がそれらの背後で係合すること
のできるショルダを含む、請求項８記載のサポートアームシステム。
【請求項１０】
　前記サポートアームは前記ソケット内へ軸方向に挿入されかつ回転されて前記ショルダ
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に係合される、請求項９記載のサポートアームシステム。
【請求項１１】
　前記回転は約９０゜である、請求項１０記載のサポートアームシステム。
【請求項１２】
　前記挿入開口は、前記ゲートエレメントが沿って進行しかつ前記サポートアームが挿入
される前記ハウジング内の通路に繋がる、先行する請求項のいずれか一項に記載のサポー
トアームシステム。
【請求項１３】
　前記ゲートエレメント上の突起は、前記エレメントの行程のアラインメントを補助する
ために前記通路の壁内のチャネルに対して相補的である、請求項１２記載のサポートアー
ムシステム。
【請求項１４】
　前記挿入開口の下側には変形可能なラグが設けられ、かつ前記ゲートエレメントは前記
ゲートエレメントが前記ラグ上を移動することを可能にする対応するリセスを有し、かつ
前記サポートアームはその下側に、前記サポートアームの上向きの移動を抑止するために
前記ラグが係合する第２の形成物をさらに含む、先行する請求項のいずれか一項に記載の
サポートアームシステム。
【請求項１５】
　前記プラスの力は、前記ゲートを前記サポートアームの端へ押し当てる前記偏向によっ
てもたらされる、先行する請求項のいずれか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項１６】
　前記サポートアームは、前記プラスの力が打ち負かされた後に前記通路内の前記少なく
とも１つの形成物から離脱されて前記ソケットから外されることが可能である、先行する
請求項のいずれか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項１７】
　前記プラスの力は、前記ゲートエレメントを前記少なくともアーム形成物における前記
位置または前記少なくともアーム形成物の前の前記位置へ偏向させる手段によって与えら
れ、かつ前記サポートアームを前記通路内へさらに押して前記ゲートエレメントをさらに
押し返すことにより打ち負かされる、請求項１６記載のサポートアームシステム。
【請求項１８】
　前記サポートアームを前記通路内の前記少なくとも１つの形成物から離脱させて前記ソ
ケットから外すために、前記ゲートエレメントはまず前記サポートアームによってさらに
押し返される、請求項１から１５のいずれか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項１９】
　前記ソケットをパネルの開口内に取り付ける手段をさらに含む、先行する請求項のいず
れか一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項２０】
　サポートアームシステムであって、
　表面へ取り付けるためのソケットと、前記ソケット内へ取外し可能式に挿入するための
サポートアームとを含み、前記サポートアームは少なくとも１つの形成物を有し、前記ソ
ケットは、
　前面と、前記サポートアームを受け入れるための、前記前面内の挿入開口とを有するハ
ウジングと、
　前記サポートアーム上の前記少なくとも１つの形成物に対して相補的である少なくとも
１つの形成物であって、前記サポートアームが前記ソケット内へ挿入されると前記サポー
トアーム上の前記少なくとも１つの形成物と係合して前記サポートアームを前記ソケット
内に保持することのできる少なくとも１つの形成物と、
　前記ハウジング内で動作可能でありかつ前記挿入開口に対して相補的な周縁を有するゲ
ートエレメントとを含み、前記エレメントは、ある方向で前記挿入開口内へと後方から偏
向され、
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　前記ゲートエレメントは、前記サポートアームを前記ソケット内に挿入できるように、
かつ前記個々の形成物を係合させて前記サポートアームを前記ソケット内に保持できるよ
うに、前記サポートアームにより、その偏向に対抗して押され、前記サポートアームが前
記ソケット内に存在しないとき、前記ゲートエレメントは前記ハウジングの前面とほぼ同
一の平面になるサポートアームシステム。
【請求項２１】
　前記挿入開口は、前記ゲートエレメントが沿って進行しかつ前記サポートアームが挿入
される前記ハウジング内の通路に繋がり、かつこれにより、前記ゲートエレメント上の突
起は、前記エレメントの行程のアラインメントを補助するために前記通路の壁内のチャネ
ルに対して相補的である、請求項２０記載のサポートアームシステム。
【請求項２２】
　前記ゲートエレメントは、ある点を超えて押されることをショルダにより防止され、よ
って、前記サポートアームの端面下部はそれ以上先へ移動することができず、前記サポー
トアームのためのカンチレバー式ロックが生成される、請求項２０または２１のいずれか
一項に記載のサポートアームシステム。
【請求項２３】
　前記偏向は前記ゲートエレメントを前記突起の背面に押し当て、前記ソケットと前記サ
ポートアームとの間にプラスの係合が生み出される、請求項２２記載のサポートアームシ
ステム。
【請求項２４】
　前記挿入開口の下側には変形可能なラグが設けられ、かつ前記ゲートエレメントは前記
ゲートエレメントが前記ラグ上を移動することを可能にする対応するリセスを有し、かつ
前記サポートアームはその下側に、前記サポートアームの上向きの移動を抑止するために
前記ラグが係合する第２の形成物をさらに含む、請求項２０から２３のいずれか一項に記
載のサポートアームシステム。
【請求項２５】
　サポートアームシステムであって、
　表面へ取り付けるためのソケットと、前記ソケット内へ取外し可能式に挿入するための
サポートアームとを含み、前記サポートアームは少なくとも１つの形成物を有し、前記ソ
ケットは、
　前記サポートアームを挿入するための、通路へ繋がる挿入開口を有するハウジングと、
　前記通路における少なくとも１つの形成物であって、前記サポートアームが前記ソケッ
ト内にあるときに前記サポートアームに係合すべく前記サポートアーム上の前記少なくと
も１つの形成物に対して相補的である少なくとも１つの形成物と、
　前記通路内の前記少なくとも１つの形成物における位置、または前記少なくとも１つの
形成物の前の位置へ偏向される、前記通路内のゲートエレメントとを含み、
　前記サポートアームは、前記ゲートエレメントをその偏向に対抗して押して前記通路内
の前記形成物を露出させることにより挿入されることが可能であり、これにより、前記サ
ポートアームの回転が前記サポートアーム上の前記形成物を前記通路内の前記形成物と係
合させて前記サポートアームが前記ソケット内に保持され、
　前記サポートアームの挿入に際して、前記ゲートエレメントは、前記サポートアームを
前記ソケット内に保持するために、その偏向に対抗して押され、前記通路に沿って滑動式
に進行して前記通路内の前記形成物を露出させ、前記サポートアームに係合させなければ
ならず、前記ゲートエレメントは、前記サポートアームと前記ソケットがこのように保持
される間は両者間にプラスの力を与えるサポートアームシステム。
【請求項２６】
　サポートアームシステムであって、
　表面へ取り付けるためのソケットと、前記ソケット内へ取外し可能式に挿入するための
サポートアームとを含み、前記サポートアームは少なくとも１つの形成物を有し、前記ソ
ケットは、
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　前記サポートアームを挿入するための、通路へ繋がる挿入開口を有するハウジングと、
　前記通路における少なくとも１つの形成物であって、前記サポートアームが前記ソケッ
ト内にあるときに前記サポートアームに係合すべく前記サポートアーム上の前記少なくと
も１つの形成物に対して相補的である少なくとも１つの形成物と、
　前記通路内の前記少なくとも１つの形成物における位置、または前記少なくとも１つの
形成物の前の位置へ偏向される、前記通路内のゲートエレメントとを含み、
　前記サポートアームの挿入に際して、前記ゲートエレメントは、前記サポートアームを
前記ソケット内に保持するために、その偏向に対抗して押されて前記通路内の前記形成物
を露出させ、前記サポートアームに係合させなければならず、前記ゲートエレメントは、
前記サポートアームと前記ソケットがこのように保持される間は両者間にプラスの力を与
えるサポートアームシステム。
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【要約の続き】
ならず、ゲートエレメント（３６）は、サポートアーム（１４）とソケット（１６）がこのように保持される間は両
者間にプラスの力を与える。本発明の別の形態では、ゲートエレメント（１２６）はハウジング内で動作可能であり
、挿入開口に対して相補的な周縁を有する。このゲートエレメント（１２６）は、サポートアームをソケット内に挿
入できるように、かつ個々の形成物を係合させてサポートアームをソケット内に保持できるように、サポートアーム
により、その偏向に対抗して押される。サポートアームがソケット内に存在しないとき、ゲートエレメント（１２６
）はハウジングの前面とほぼ同一の平面になる。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

