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(57)【要約】
　壁のためのアンカーアセンブリは、トグル部材と、一
緒に回動可能に取り付けられたストラップ部材と、ロッ
ク部材と、を備える。その第１の位置において、トグル
部材は、壁を挿通するためにストラップ部材と共に直線
状になる一方、その第２の位置において、トグル部材は
、壁内の穴を貫通してトグル部材から延在するストラッ
プ部材に対して所定角度で、壁の後方に延在している。
ロック部材は、ロック部材がトグル部材から離間して移
動することを防止するために、ロック部材が壁に係合す
るまでストラップ部材に沿って移動され、ストラップ部
材上に固定されるために使用される。それ故に、ロック
部材及びトグル部材は、ストラップ部材によって接続さ
れ、その可視の側及び裏側のそれぞれに当接することに
よって壁に固定される。ロック部材及び壁を通じてねじ
込み可能に差し込まれる固定具は、トグル部材において
形成される開口部を係合する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ストラップ部材と、ばね部材と、前記ストラップ部材に回動可能に取り付けられたトグ
ル部材と、前記ストラップ部材に沿ってスライド可能なロック部材とを備えているアンカ
ーアセンブリであって、
　前記トグル部材は、第１の位置と第２の位置との間で移動可能とされ、
　前記トグル部材は、前記第１の位置において、付勢された状態で前記ばね部材に係合し
つつ、前記壁の穴を挿通するためにストラップ部材と略直線的に位置合わせされ、
　一旦前記壁の後方に位置する前記トグル部材は、前記ばね部材によって前記第２の位置
へ移動され、
　前記トグル部材は、前記第２の位置において、前記ストラップ部材が前記壁の前記穴を
通じて前記トグル部材から延在している状態で、前記ストラップ部材に対して所定角度で
前記壁の後方に延在しており、
　前記ロック部材は、前記壁及び前記トグル部材に向かって前記ストラップ部材に沿って
移動するように適合され、
　ロック手段は、前記ロック部材が前記トグル部材から離間するように移動することを防
止するために設けられ、
　これにより、前記ロック部材及び前記トグル部材は、一旦前記アンカーアセンブリが据
え付けられると、前記ストラップ部材の遠位部によって接続され、前記壁の両側面のそれ
ぞれに当接することによって前記壁に固定され、
　前記ロック部材の前方に位置する前記ストラップ部材の近位部は、取り外されるように
適合され、
　前記トグル部材は、前記ロック部材及び前記壁の前記穴を通じて差し込まれた固定具に
よって係合されるように適合されていることを特徴とする、前記壁のためのアンカーアセ
ンブリ。
【請求項２】
　前記ばね部材は、前記ストラップ部材の遠位端部に配置され、
前記ばね部材は、前記トグル部材が前記第２の位置に位置する場合に、実質的に付勢され
ず、前記ばね部材は、前記第１の位置において付勢され、前記ストラップ部材は、前記ト
グル部材が前記第１の位置と前記第２の位置との間を通過する場合に変形しないことを特
徴とする請求項１に記載のアンカーアセンブリ。
【請求項３】
　前記ばね部材は、前記ストラップ部材の前記遠位端部で延在しているタブを備え、
前記タブは、前記トグル部材が前記穴に一旦挿通されるように前記第１の位置に位置して
いる場合に、前記トグル部材によって付勢された状態で係合され、
前記タブは、付勢された状態で前記トグル部材を前記第２の位置に向かって回動させるこ
とを特徴とする請求項２に記載のアンカーアセンブリ。
【請求項４】
　前記ばね部材は、前記トグル部材が前記第２の位置に位置する場合に、前記トグル部材
に向かって面した頂部を有している略Ｖ字状の舌状部を備えていることを特徴とする請求
項１～３のいずれか一項に記載のアンカーアセンブリ。
【請求項５】
　前記ストラップ部材は、連続的なラチェットタイプの歯部を形成し、
前記ロック部材は、前記ロック部材が前記トグル部材から離間するように移動することを
防止するために、前記歯部と共に協働するように適合されている少なくとも１つのロック
要素を有していることを特徴とする請求項１に記載のアンカーアセンブリ。
【請求項６】
　前記ロック部材は、近位に位置するフランジ及び該フランジに形成されたスカートを含
み、前記ロック部材は、非円状の開口部を形成し、前記ストラップ部材は、前記開口部を
通じて延在し、前記ストラップ部材は、前記ロック部材が前記ストラップ部材の周囲で回
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転することができず、これにより前記ストラップ部材に沿って並進移動することが制限さ
れているような断面をしていることを特徴とする請求項５に記載のアンカーアセンブリ。
【請求項７】
　前記非円状の開口部は、一対のショルダーによって境界が定められ、前記ストラップ部
材の長手方向の縁部それぞれによって係合され、それによって前記長手方向の縁部の間に
おける相対的な回転を防止することを特徴とする請求項６に記載のアンカーアセンブリ。
【請求項８】
　前記トグル部材は、前記アンカーアセンブリが前記壁に取り付けられた場合に、壁に対
して支持されるように適合された少なくとも１つの直線状の縁部を形成することを特徴と
する請求項１に記載のアンカーアセンブリ。
【請求項９】
　一対の前記直線状の縁部を備え、
　前記直線状の縁部のそれぞれは、同一平面上に位置し、前記壁に保持されるように適合
される少なくとも１つの歯部を含んでいることを特徴とする請求項８に記載のアンカーア
センブリ。
【請求項１０】
　前記トグル部材は、切断端部を含み、前記トグル部材は、前記第１の位置において、前
記トグル部材が前記切断端部を介して壁内の穴を切断し、且つ、前記壁を通じて延在して
いるように、前記トグル部材の端部で前記切断端部に対向して回転式工具によって係合さ
れ、駆動されることができることを特徴とする請求項１に記載のアンカーアセンブリ。
【請求項１１】
　前記切断端部は、尖った先端部及び少なくとも１つの切断縁部を形成することを特徴と
する請求項１０に記載のアンカーアセンブリ。
【請求項１２】
　凹所は、前記切断端部に対向して前記トグル部材の前記端部に形成され、前記回転式工
具によって係合されるように適合されていることを特徴とする請求項１０に記載のアンカ
ーアセンブリ。
【請求項１３】
　単一のストラップを備えたストラップ部材と、第１の位置と第２の位置との間で移動可
能とされ、該ストラップ部材に回動可能に取り付けられたトグル部材と、前記ストラップ
に沿ってスライド可能なロック部材とを備えているアンカーアセンブリであって、
　前記トグル部材は、前記第１の位置において、壁の穴に挿通するために前記ストラップ
部材と共に略直線的に位置合わせされ、
　前記トグル部材は、前記第２の位置において、前記ストラップ部材が前記壁の前記穴を
通じて前記トグル部材から延在している状態で、前記ストラップ部材に対して所定角度で
、前記壁の後方に延在しており、
　前記ロック部材は、前記壁及び前記トグル部材に向かって前記単一のストラップに沿っ
て移動するように適合され、
　ロック手段は、前記ロック部材が前記トグル部材から離間するように移動することを防
止するために設けられ、
　これにより、前記ロック部材及び前記トグル部材は、一旦前記アンカーアセンブリが据
え付けられると、前記ストラップ部材の遠位部によって接続され、前記壁の両側面のそれ
ぞれに当接することによって前記壁に固定され、
　前記ロック部材の前方に位置する前記ストラップ部材の近位部は取り外されるように適
合され、
　前記トグル部材は、前記ロック部材及び前記壁の前記穴を通じて差し込まれた固定具に
よって係合されるように適合されていることを特徴とする、前記壁のためのアンカーアセ
ンブリ。
【請求項１４】
　前記単一のストラップは、一連の連続的なラチェットタイプの歯部を形成し、前記ロッ
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ク部材は、前記ロック部材が前記トグル部材から離間するように移動されることを防止す
るために前記歯部と共に協働するように適合された少なくとも１つのロック要素を有して
いることを特徴とする請求項１３に記載のアンカーアセンブリ。
【請求項１５】
　前記ロック部材は、近位に位置するフランジ及び該フランジに形成されたスカートを含
み、前記ロック部材は、非円状の開口部を形成し、前記単一のストラップは、前記開口部
を通じて延在し、前記単一のストラップは、前記ロック部材が前記単一のストラップの周
囲で回転することができず、これにより前記単一のストラップに沿って並進移動すること
が制限されているような断面を有していることを特徴とする請求項１４に記載のアンカー
アセンブリ。
【請求項１６】
　前記非円状の開口部は、一対のショルダーによって境界が定められ、前記単一のストラ
ップの長手方向の縁部それぞれによって係合され、それによって前記長手方向の縁部の間
における相対的な回転を防止することを特徴とする請求項１５に記載のアンカーアセンブ
リ。
【請求項１７】
　ストラップ部材と、前記ストラップ部材に回動可能に取り付けられたトグル部材と、前
記ストラップ部材に沿ってスライド可能なロック部材とを備えているアンカーアセンブリ
であって、
　前記トグル部材は、切断端部を有し、第１の位置と第２の位置との間で移動可能とされ
、
　前記トグル部材は、前記第１の位置において、前記トグル部材が壁を通じて延在するよ
うに前記切断端部を介して前記壁の穴を切断するように、前記切断端部に対向する端部で
回転式工具によって係合され、且つ駆動されることができ、
　前記トグル部材は、前記第２の位置において、前記ストラップ部材が前記壁の前記穴を
通じて前記トグル部材から延在している状態で、前記ストラップ部材に対して所定角度で
前記壁の後方に延在しており、
　前記ロック部材は、前記壁及び前記トグル部材に向かって前記ストラップ部材に沿って
移動するように適合され、
　ロック手段は、前記ロック部材が前記トグル部材から離間するように移動することを防
止するために設けられ、
　これにより、前記ロック部材及び前記トグル部材は、一旦前記アンカーアセンブリが据
え付けられると、前記ストラップ部材の遠位部によって接続され、前記壁の両側面のそれ
ぞれに当接することによって前記壁に固定され、
　前記ロック部材の前方に位置する前記ストラップ部材の近位部は、取り外されるように
適合され、
　前記トグル部材は、前記ロック部材及び前記壁の前記穴通じて差し込まれた固定具によ
って係合されるように適合されることを特徴とする、前記壁のためのアンカーアセンブリ
。
【請求項１８】
　前記切断端部は、尖がった先端部及び少なくとも１つの切断縁部を形成することを特徴
とする請求項１７に記載のアンカーアセンブリ。
【請求項１９】
　凹所は、前記切断端部に対向して前記トグル部材の前記端部に形成され、前記回転式道
具によって係合されるように適合されることを特徴とする請求項１７に記載のアンカーア
センブリ。
【請求項２０】
　ストラップ部材と、前記ストラップ部材に回動可能に取り付けられたトグル部材と、前
記ストラップ部材に沿ってスライド可能なロック部材とを備えているアンカーアセンブリ
であって、
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　前記トグル部材は、その第１の位置と第２の位置との間を移動可能とされ、
　前記トグル部材は、前記第１の位置において、壁の穴に挿通するために前記ストラップ
部材と共に略直線的に位置合わせされ、
　一旦前記壁の後方へ位置する前記トグル部材は、前記第２の位置へ移動され、
　前記トグル部材は、前記第２の位置において、前記ストラップ部材が前記壁の前記穴を
通じて前記トグル部材から延在している状態で、前記ストラップ部材に対して所定角度で
前記壁の後方に延在しており、
　前記ロック部材は、前記壁及び前記トグル部材に向かって前記ストラップ部材に沿って
移動するように適合され、
　ロック手段は、前記ロック部材が前記トグル部材から離間しりように移動することを防
止するために設けられ、
　これにより、前記ロック部材及び前記トグル部材は、一旦アンカーアセンブリが据え付
けられると、前記ストラップ部材の遠位部によって接続され、前記壁の両側面のそれぞれ
に当接することによって前記壁に固定され、
　前記ロック部材の前方に位置する前記ストラップ部材の近位部は、取り外されるように
適合され、
　前記トグル部材は、前記ロック部材及び前記壁の前記穴を通じて差し込まれた固定具に
よって係合されるように適合され、
　前記トグル部材は、前記アンカーアセンブリが前記壁に取り付けられるとき、前記壁に
対して支持するように適合される少なくとも１つの直線状の表面を形成することを特徴と
するアンカーアセンブリ。
【請求項２１】
　前記直線状の表面は、壁に対して支持するための同一平面内に延在している一対の離隔
された直線状の縁部を備えていることを特徴とする請求項２０に記載のアンカーアセンブ
リ。
【請求項２２】
　前記直線状の縁部は、壁にとどまるように適合されたに少なくとも１つの尖った歯部を
それぞれ含んでいることを特徴とする請求項２１に記載のアンカーアセンブリ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の相互参照］
　この出願は、２００５年３月２１日付けで出願されたカナダ特許出願第２，５０２，０
４４号に優先権を主張し、２００５年５月３１日付けで出願された米国仮特許出願第６０
／６８５，４９８号に優先権を主張し、本明細書では参照のために組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、壁面取付金具に関し、より具体的には例えば石膏のような脆い材料から成る
壁のような、従来の空の壁に使用される壁面取付金具に関する。
【背景技術】
【０００３】
　特許文献１は、壁内に形成される開口部内の伸長される固定具を開示する。アンカーア
センブリは、トグルとして作用しているチャンネル部材と、チャンネル部材から延在し、
チャンネル部材に回動可能に取り付けられている一対のストラップと、を含む。引き手リ
ングは、ストラップの一の端部で設けられ、ストラップの他の端部はチャンネル部材に接
続される。カラーは、２つのストラップの周囲で係合され、ラチェットタイプのようにチ
ャンネル部材の方へ移動されることができる。穴は、壁を通じて初めて形成され、ストラ
ップに平行な方向に方向付けられたチャンネル部材は、壁の後方に延在するように穴を介
して挿通され、一旦壁の開口部を通過すると、チャンネル部材は、ストラップに略垂直な
方向に当接し、ストラップが引き手リングを介して引き抜かれた後に、壁の裏側の表面に
対して位置する。その結果、カラーは、ストラップに沿って且つ壁の可視の表面に当接す
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るまで壁の方へ移動され、壁はストラップによって接続されるチャンネル部材とカラーと
の間に固定される。引き手リング及びカラーの前方へ延在しているストラップの断面は、
その結果切断されることができ、固定具はカラーを通じて係合され、且つそれによって固
定具が壁に固定され且つそれに物品を保持することを可能にするチャンネル部材に形成さ
れるねじ山を切られた開口部を通じて係合されることができる。
【０００４】
　特許文献２及び特許文献３も重要である。
【特許文献１】米国特許第４，２９４，１５６号明細書
【特許文献２】米国特許第４，０７５，９２４号明細書
【特許文献３】米国特許第４，６５０，３８６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　それ故に、本発明の目的は、壁内に形成される開口部内の伸長された固定具のための改
善されたアンカーアセンブリを提供することである。
【０００６】
　さらに、本発明の目的は、様々な厚さの壁に使用されることが可能であるアンカーアセ
ンブリのように、壁内に形成される開口部内の伸長された固定具のための改善されたアン
カーアセンブリを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　それ故に、本発明に従って、ストラップ部材と、ばね部材と、前記ストラップ部材に回
動可能に取り付けられたトグル部材と、前記ストラップ部材に沿ってスライド可能なロッ
ク部材とを備えているアンカーアセンブリであって、前記トグル部材は、第１の位置と第
２の位置との間で移動可能とされ、前記トグル部材は、前記第１の位置において、付勢さ
れた状態で前記ばね部材に係合しつつ、前記壁の穴を挿通するためにストラップ部材と略
直線的に位置合わせされ、一旦前記壁の後方に位置する前記トグル部材は、前記ばね部材
によって前記第２の位置へ移動され、前記トグル部材は、前記第２の位置において、前記
ストラップ部材が前記壁の前記穴を通じて前記トグル部材から延在している状態で、前記
ストラップ部材に対して所定角度で前記壁の後方に延在しており、前記ロック部材は、前
記壁及び前記トグル部材に向かって前記ストラップ部材に沿って移動するように適合され
、ロック手段は、前記ロック部材が前記トグル部材から離間するように移動することを防
止するために設けられ、これにより、前記ロック部材及び前記トグル部材は、一旦前記ア
ンカーアセンブリが据え付けられると、前記ストラップ部材の遠位部によって接続され、
前記壁の両側面のそれぞれに当接することによって前記壁に固定され、前記ロック部材の
前方に位置する前記ストラップ部材の近位部は、取り外されるように適合され、前記トグ
ル部材は、前記ロック部材及び前記壁の前記穴を通じて差し込まれた固定具によって係合
されるように適合されていることを特徴とする、前記壁のためのアンカーアセンブリを提
供する。
【０００８】
　同様に、本発明に従って、単一のストラップを備えたストラップ部材と、第１の位置と
第２の位置との間で移動可能とされ、該ストラップ部材に回動可能に取り付けられたトグ
ル部材と、前記ストラップに沿ってスライド可能なロック部材とを備えているアンカーア
センブリであって、前記トグル部材は、前記第１の位置において、壁の穴に挿通するため
に前記ストラップ部材と共に略直線的に位置合わせされ、前記トグル部材は、前記第２の
位置において、前記ストラップ部材が前記壁の前記穴を通じて前記トグル部材から延在し
ている状態で、前記ストラップ部材に対して所定角度で、前記壁の後方に延在しており、
前記ロック部材は、前記壁及び前記トグル部材に向かって前記単一のストラップに沿って
移動するように適合され、ロック手段は、前記ロック部材が前記トグル部材から離間する
ように移動することを防止するために設けられ、これにより、前記ロック部材及び前記ト
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グル部材は、一旦前記アンカーアセンブリが据え付けられると、前記ストラップ部材の遠
位部によって接続され、前記壁の両側面のそれぞれに当接することによって前記壁に固定
され、前記ロック部材の前方に位置する前記ストラップ部材の近位部は取り外されるよう
に適合され、前記トグル部材は、前記ロック部材及び前記壁の前記穴を通じて差し込まれ
た固定具によって係合されるように適合されていることを特徴とする、前記壁のためのア
ンカーアセンブリを提供する。
【０００９】
　さらに、本発明に従って、ストラップ部材と、前記ストラップ部材に回動可能に取り付
けられたトグル部材と、前記ストラップ部材に沿ってスライド可能なロック部材とを備え
ているアンカーアセンブリであって、前記トグル部材は、切断端部を有し、第１の位置と
第２の位置との間で移動可能とされ、前記トグル部材は、前記第１の位置において、前記
トグル部材が壁を通じて延在するように前記切断端部を介して前記壁の穴を切断するよう
に、前記切断端部に対向する端部で回転式工具によって係合され、且つ駆動されることが
でき、前記トグル部材は、前記第２の位置において、前記ストラップ部材が前記壁の前記
穴を通じて前記トグル部材から延在している状態で、前記ストラップ部材に対して所定角
度で前記壁の後方に延在しており、前記ロック部材は、前記壁及び前記トグル部材に向か
って前記ストラップ部材に沿って移動するように適合され、ロック手段は、前記ロック部
材が前記トグル部材から離間するように移動することを防止するために設けられ、これに
より、前記ロック部材及び前記トグル部材は、一旦前記アンカーアセンブリが据え付けら
れると、前記ストラップ部材の遠位部によって接続され、前記壁の両側面のそれぞれに当
接することによって前記壁に固定され、前記ロック部材の前方に位置する前記ストラップ
部材の近位部は、取り外されるように適合され、前記トグル部材は、前記ロック部材及び
前記壁の前記穴通じて差し込まれた固定具によって係合されるように適合されることを特
徴とする、前記壁のためのアンカーアセンブリを提供する。
【００１０】
　さらに、本発明に従って、ストラップ部材と、前記ストラップ部材に回動可能に取り付
けられたトグル部材と、前記ストラップ部材に沿ってスライド可能なロック部材とを備え
ているアンカーアセンブリであって、前記トグル部材は、その第１の位置と第２の位置と
の間を移動可能とされ、前記トグル部材は、前記第１の位置において、壁の穴に挿通する
ために前記ストラップ部材と共に略直線的に位置合わせされ、一旦前記壁の後方へ位置す
る前記トグル部材は、前記第２の位置へ移動され、前記トグル部材は、前記第２の位置に
おいて、前記ストラップ部材が前記壁の前記穴を通じて前記トグル部材から延在している
状態で、前記ストラップ部材に対して所定角度で前記壁の後方に延在しており、前記ロッ
ク部材は、前記壁及び前記トグル部材に向かって前記ストラップ部材に沿って移動するよ
うに適合され、ロック手段は、前記ロック部材が前記トグル部材から離間しりように移動
することを防止するために設けられ、これにより、前記ロック部材及び前記トグル部材は
、一旦アンカーアセンブリが据え付けられると、前記ストラップ部材の遠位部によって接
続され、前記壁の両側面のそれぞれに当接することによって前記壁に固定され、前記ロッ
ク部材の前方に位置する前記ストラップ部材の近位部は、取り外されるように適合され、
前記トグル部材は、前記ロック部材及び前記壁の前記穴を通じて差し込まれた固定具によ
って係合されるように適合され、前記トグル部材は、前記アンカーアセンブリが前記壁に
取り付けられるとき、前記壁に対して支持するように適合される少なくとも１つの直線状
の表面を形成することを特徴とするアンカーアセンブリを提供する。
【００１１】
　従って、本発明の本質を記述するために、その好ましい実施形態を図示することによっ
て示される添付された図面を参照されたい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図１～３は、本発明によるアンカーアセンブリＡを図示し、アンカーアセンブリＡは、
ネジのように、（図示されない）固定具と共に使用するために壁Ｗに取り付けられるよう
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に適合される。アンカーアセンブリＡは、以下にトグル部材１０として言及される切断部
材及び固定部材１０と、回動軸１４でトグル部材１０に回動可能に接続されるストラップ
部材１２と、カラー１６のようなロック部材と、を備えている。従って、ストラップ部材
１２は、その後方端部でトグル部材１０に回動可能に接続され、その前方端部でグリップ
部材１８を設けられている。ストラップ部材１２は、好ましくはプラスチックから成り、
略円状の断面を有し、その外側表面上で一連のラチェット歯部２０を形成する。カラー１
６は、ストラップ部材１２に沿ってトグル部材１０の方へのみ移動可能であり、カラー１
６は、カラー１６がトグル部材１０から離間するように移動していることを防止するため
にラチェット歯部２０と協働する（図４～６に示す）内部ロック要素２１を含んでいる。
【００１３】
　トグル部材１０は、トグル部材１０が図１に示されるその位置である間に、すなわちス
トラップ部材１２に関して略直線的に位置合わせされる位置にある間に、トグル部材１０
が例としてスクリュードライバーを使用することによって回転されるとき、脆い壁Ｗの材
料を切り開くために尖った端部及び切断縁部２４を形成しているねじ山切断部材２２をそ
の先行している端部、すなわち後方の端部で形成する。実際には、トグル部材１０は、ね
じ山切断部材２２が壁Ｗに挿入している少なくとも間中、一般的にストラップ部材１２の
前方の端部が壁Ｗの可視の側に当接する、又は接近するまで、位置合わせされる位置に存
在しなければならいことはない。
【００１４】
　従って、トグル部材１０の近位端部、すなわち後方端部は、プラスドライバー（Philli
ps-type screwdriver）によって係合されるように適合された十字状の凹所２６を形成す
る。適切なスクリュードライバーのビット又は適切な回転式ソケットによってそれぞれ係
合可能な他タイプの雌型の凹所又は雄型の突出部であっても利用可能であることは言うま
でもない。
【００１５】
　ばね型装填タブ２８（spring-loaded tab）は、図１に示すように、後方が位置合わせ
されるときトグル部材１０によって係合されるようにストラップ部材１２の後方端部、す
なわち先行している端部で、ストラップ部材１２を備え、そのため一旦トグル部材１０が
壁Ｗを完全に挿通されると、ばね型装填タブ２８は、図２に示されるその横方向の固定位
置にトグル部材１０を付勢された状態で解放する。トグル部材１０は、ストラップ部材１
２に取り付けられた場合に壁Ｗの裏側に係合するように適合される尖った歯部３０も含む
。
【００１６】
　それに応じて、壁Ａ内にアンカーアセンブリＡを据え付けたいとき、トグル部材１０は
、図１に示すように、ストラップ部材１２と共に略直線的に位置合わせされる。その結果
、スクリュードライバーのビット又は動力駆動のドライバーのような適切な工具のビット
は、トグル部材１０の十字状の凹所２６内に係合され、トグル部材１０の切断部材２２が
壁Ｗ内の穴を形成するように回転される。一旦トグル部材１０が壁Ｗを完全に挿通される
と、ストラップ部材１２のばね型装填タブ２８は、図２及び図３に示されるその横方向の
位置、すなわちストラップ部材１２に対して略垂直である位置にトグル部材１０を回転さ
せる。
【００１７】
　その結果、ストラップ部材１２は、トグル部材１０の尖った歯部３０が壁３０の裏側の
表面を係合するように壁Ｗから引き離される。その結果、カラー１６は、カラー１６のス
カート３２が壁Ｗに形成された穴に挿入され、カラー１６のフランジ３４が壁Ｗの可視の
側に当接するまでストラップ部材１２のラチェット歯部２０に沿って壁Ｗへスライドされ
る。グリップ部材１８は使用者によって保持される一方、カラー１６は壁Ｗに向けて移動
される。カラー１６はストラップ部材１２に沿って長手方向にスライドされ、カラー１６
内に形成される非円状の開口部３６の結果として、ストラップ部材１２に関して回転可能
ではなく、開口部は、図１に最もよく表されるように、ストラップ部材１２の長手方向の
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縁部３９によって係合される（図１～３に示される）ショルダー３７を形成する。
【００１８】
　一旦壁Ｗがトグル部材１０とカラー１６との間に堅固に固定されると、グリップ部材１
６及びグリップ部材１とカラー１６のフランジ３４との間に延在しているストラップ部材
１２の断面は、例えば、ストラップ部材１２が２つに分離されることを可能にする弱い領
域に設けられるように現在の実施形態のように屈曲することによって、又は切断すること
によって引き抜かれることができる。従って、ストラップ部材１２の残りの部分は、壁Ｗ
の穴内にトグル部材１０をカラー６に接続する。
【００１９】
　固定具は、カラー１６内で形成される中央の開口部３６を通じて、ストラップ部材１２
に沿って長手方向に形成される略円状のチャンネル３８内に、且つ、トグル部材１０内に
形成される開口部４０を通じて係合されることができる。例えば、トグル部材４０内の開
口部４０は、固定具が、上記に説明されるように、アンカーアセンブリ自身が壁Ｗに堅固
に固定されるアンカーアセンブリＡに堅固に固定される状態になるように、固定具によっ
てタップを立てられてもよい。開口部４０がマシンタップを設けられる場合、ボルトが固
定具として使用されることができる。例えば、固定具がそのヘッド部でホックを設けられ
る場合、アンカーアセンブリＡは天井で使用される。
【００２０】
　本発明に従って、図１４～図１６は、変形アンカーアセンブリＡ’を図示し、アンカー
アセンブリＡ’は、図１のアンカーアセンブリＡに類似している。アンカーアセンブリＡ
’に関連する以下の説明及び図面において、アンカーアセンブリＡ’の構成要素は接頭部
である「１」を付けることを除き、従って、アンカーアセンブリＡの対応している構成要
素の参照数字に全く一致している最後の２桁を備える数百番代である図１(及び図２～図
１３)において同じ参照符号を有する図１(及び図２～図１３)のアンカーアセンブリＡの
対応している構成要素に機能において同一であり、構造において同一及び／又は類似であ
る。アンカーアセンブリＡ’に設けられる新しい構成要素（又は、アンカーアセンブリＡ
のために同一ではない構成要素）は、参照数字１４２で始まる。
【００２１】
　一般的に、アンカーアセンブリＡ及びアンカーアセンブリＡ’の両方は、これ以下に説
明されるように、それらのトグル部材を除いてとても類似している。アンカーアセンブリ
Ａ’もまた、ねじのように、（図示されない）固定具と共に使用するために壁に取り付け
られるように使用される。アンカーアセンブリＡ’は、この後でトグル部材１１０として
言及される固定部材１１０と、トグル部材１１０に回動軸１１４で回動可能に接続される
ストラップ部材１１２と、カラー１１６のようなロック部材と、を備えている。従って、
ストラップ部材１１２は、その後方端部、すなわち先行している端部でトグル部材１１０
に接続され、その前方端部でグリップ部材１１８を備える。
【００２２】
　ストラップ部材１１２は、好ましくは、プラスチックから成り、略円状の断面を有し、
その外側表面上に一連のラチェット歯部１２０を形成する。カラー１１６は、ストラップ
部材１１２に沿ってトグル部材１１０のみに向けて移動可能であり、カラー１１６は、カ
ラー１１６が例えばグリップ部材１１８の方へ引き返して引き込まれているように、トグ
ル部材１１０から離間して移動されることを防止するために、ラチェット歯部１２０と共
に協働する(図示されない)内部ロック要素を含んでいる。
【００２３】
　トグル部材１１０は、図１のアンカーアセンブリＡのトグル部材１０に対向するように
、その先行している端部でねじ山切断部を形成していない。それ故に、アンカーアセンブ
リＡ’の場合において、穴は、アンカーアセンブリＡ’がこれ以下により詳細を説明され
るように壁に取り付けられる以前に、例えばドリルで開けられるように、壁を通じて形成
されなければならない。トグル部材１１０は、トグル１１０が図１４～１６に示されるそ
の横方向の固定位置であるとき、その開口側部１４２がカラー１１６に対向するようなＣ
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字状の断面である。
【００２４】
　ばね型装填タブ１２８は、後者がストラップ部材１１２に位置合わせされるとき、トグ
ル部材１１０によって係合されるようにストラップ部材１１２の後方端部、すなわち先行
している端部で設けられる（この位置は、アンカーアセンブリＡに関して図１に一様に示
される。）。それ故に、略直線的に位置合わせされるそのような挿入位置でトグル部材１
１２及びストラップ部材１１０と共に、トグル部材１１０は壁を挿通されることができる
。
【００２５】
　一旦トグル部材１１０が壁の裏側の表面を通過して完全に挿入されると、ばね型装填タ
ブ１２８は、図１４～図１６に示されるその横方向の固定位置にトグル部材１１０を付勢
された状態で解放する。タブ１２８は、トグル部材１１０が挿入位置の状態に至らされ、
従ってトグル部材１１０がその横方向の固定位置に移動するために（図１４～図１６に示
す）その装置設置位置にトグル部材１１０を可塑性的に戻すように引き起こされるとき、
強制的に折り曲げる（folded）又は折り畳まれる（collapsed）Ｖ字状の舌状部１４４を
含む。平行且つより重要に共通の平面のトグル部材１１０の直線状の縁部１４６は、スト
ラップ部材１１２に取り付けられたとき、壁の裏側の側を付勢可能に係合する用に適合さ
れる。
【００２６】
　それに応じて、図１７ａ～図１７ｉを参照すると、壁Ｗ内にアンカーアセンブリＡ’を
据え付けたいときに、穴Ｈは、（図１７ａに示すように）例えばスクリュードライバーの
ビットＢを使用して、初めに壁Ｗを通じて形成される。トグル部材１１０は、（図１７ｂ
に示されるように）ストラップ部材１１２に略直線的に位置合わせさせられ、ばね型装填
タブ１２８の付勢に対して、（図１７ｃ及び図１７ｄに示すように）壁Ｗを通じて完全に
挿入される。図１７ｄにおいて、ストラップ部材１１２のばね型装填タブ１２８は、図１
４～図１６に示されるその横方向の固定位置、すなわちストラップ部材１１２に略垂直で
ある位置にトグル部材１１０を回転させる。
【００２７】
　その結果、ストラップ部材１１２は、トグル部材１１０の直線状の縁部１４６が壁Ｗの
裏側の表面を係合するように、図１７ｅにおいて矢印１４８に沿って壁Ｗから引き離され
る。その結果、カラー１１６は、壁Ｗ及びトグル部材１１０の方へ矢印１５０に沿って、
ストラップ部材１１２のラチェット歯部１２０に沿ってスライドされ、カラー１１６のス
カート１３２が壁Ｗに形成される穴Ｈに挿入され、カラー１１６のフランジ１３４は、壁
Ｗの可視の側に当接する。グリップ部材１１８は使用者によって保持される一方、カラー
１１６が壁Ｗに向けて移動される。カラー１１６はストラップ部材１１２に沿って長手方
向にスライドされ、カラー１１６に形成される非円状の開口部１３６の結果としてストラ
ップ部材１１２に対して回転可能ではなく、開口部は、図１５に最もよく表されるように
、ストラップ部材１１２の長手方向の縁部１３９によって係合される（図１４及び図１５
に示すような）ショルダー１３７を形成する。
【００２８】
　一旦壁Ｗはトグル部材１１０とカラー１１６との間に堅固に固定されると、グリップ部
材１１８及びグリップ部材１１８とカラー１１６のフランジ１３４との間に延在している
ストラップ部材１１２の断面は、例えば、ストラップ部材１１２がストラップ部材１１２
を二つに分離されることを可能にする弱い領域を設けられるように、（図１７ｆに示すよ
うに）現在の実施形態のように屈曲することによって、又は切断することによって引き抜
かれることができる。従って、図１７ｇに示されるように、ストラップ１１２の残りの部
分は、壁Ｗの穴Ｈ内にトグル部材１１０をカラー１１６に接続する。
【００２９】
　図１７ｇを参照すると、ねじ又はボルトＳのような固定具は、カラー１１６内に形成さ
れる中央の開口部１３６を通じて、ストラップ部材１１２に沿って長手方向に形成される
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略円状のチャンネル１３８内に、且つトグル部材１１０内に形成される開口部１４０を通
じて、係合される。トグル部材１１０内のこの開口部１４０は、例えば、上記に説明され
るように、アンカーアセンブリＡ’自身が壁Ｗに堅固に固定され、固定具がアンカーアセ
ンブリＡ’に堅固に固定される状態になる固定具によってタップを立てられてもよい。開
口部１４０がマシンタップを設けられる場合、ボルトＳは固定具として使用されることが
できる。例えば、固定具がそのヘッド部でホックを設けられる場合、アンカーアセンブリ
Ａ’は天井で使用されることができる。ここで、ボルトＳは図１７ｇ～図１７ｈに示され
るように、壁Ｗにホック固定部Ｆを取り付けるために使用される。
【００３０】
　本発明がその具体的な実施形態として上記に記載されているけれども、添付された請求
項に形成される本発明の精神及び本質から逸脱しないように変形され得る。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の第１の実施形態におけるアンカーアセンブリの斜視図であり、その第１
の挿入位置においてアンカーアセンブリのトグル部材と、点線で概略的示される壁と、を
示している。
【図２】図１のアンカーアセンブリの分解斜視図であり、その第２の固定位置によってト
グル部材を示している。
【図３】その第２の位置で示されるトグル部材を備える図１のアンカーアセンブリの斜視
図である。
【図４】その第１の位置に示されるトグル部材を備える図１のアンカーアセンブリの平面
図である。
【図５】その第２の位置に示されるトグル部材を備える図１のアンカーアセンブリの平面
図である。
【図６】図５のアンカーアセンブリの側面図である。
【図７】図５のアンカーアセンブリの後方側面図である。
【図８】アンカーアセンブリのトグル部材を示す図である。
【図９】アンカーアセンブリのトグル部材を示す図である。
【図１０】アンカーアセンブリのストラップ部材を示す図である。
【図１１】アンカーアセンブリのストラップ部材を示す図である。
【図１２】アンカーアセンブリのカラーを示す図である。
【図１３】アンカーアセンブリのロック部材を示す図である。
【図１４】本発明の第２の実施形態におけるアンカーアセンブリの分解斜視図であり、固
定位置においてアンカーアセンブリのトグル部材を示している。
【図１５】その固定位置において示されるトグル部材を備える図１４のアンカーアセンブ
リの斜視図である。
【図１６】第２の位置において示されるトグル部材を備える図１４のアンカーアセンブリ
のさらなる斜視図である。
【図１７ａ】壁内に図１４～図１６のアンカーアセンブリの設置を示している連続的な部
分断面概略図である。
【図１７ｂ】壁内に図１４～図１６のアンカーアセンブリの設置を示している連続的な部
分断面概略図である。
【図１７ｃ】壁内に図１４～図１６のアンカーアセンブリの設置を示している連続的な部
分断面概略図である。
【図１７ｄ】壁内に図１４～図１６のアンカーアセンブリの設置を示している連続的な部
分断面概略図である。
【図１７ｅ】壁内に図１４～図１６のアンカーアセンブリの設置を示している連続的な部
分断面概略図である。
【図１７ｆ】壁内に図１４～図１６のアンカーアセンブリの設置を示している連続的な部
分断面概略図である。
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【図１７ｇ】壁内に図１４～図１６のアンカーアセンブリの設置を示している連続的な部
分断面概略図である。
【図１７ｈ】壁内に図１４～図１６のアンカーアセンブリの設置を示している連続的な部
分断面概略図である。
【図１７ｉ】壁内に図１４～図１６のアンカーアセンブリの設置を示している連続的な部
分断面概略図である。
【符号の説明】
【００３２】
　１０　トグル部材
　１２　ストラップ部材
　１４　回動軸
　１６　カラー
　１８　グリップ部材
　２０　ラチェット歯部
　２１　内部ロック要素
　２２　ねじ山切断部材
　２４　切断縁部
　２６　十字状の凹所
　２８　ばね型装填タブ
　３０　尖った歯部
　３２　スカート
　３４　フランジ
　３６　非円状の開口部
　３７　ショルダー
　３８　チャンネル
　３９　長手方向の縁部
　４０　開口部
　１１０　トグル部材
　１１２　ストラップ部材
　１１４　回動軸
　１１６　カラー
　１１８　グリップ部材
　１２０　ラチェット歯部
　１３２　スカート
　１３４　フランジ
　１３６　非円状の開口部
　１３７　ショルダー
　１３８　チャンネル
　１３９　長手方向の縁部
　１４２　開口部
　１４４　舌状部
　１４６　直線状の縁部
　１４８　矢印
　Ａ　アンカーアセンブリ
　Ａ’　アンカーアセンブリ
　Ｂ　ドライバーの刃
　Ｆ　ホック固定部
　Ｈ　穴
　Ｓ　ボルト
　Ｗ　壁
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