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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レイアウトに応じて複数の並設可能な什器の端部面から延びるパネルを前記什器に固定
するパネル支持具であって、
　前記什器に設けられたパネル支持部に固定される什器固定部と、
　前記パネルが固定されるパネル固定部とを備え、
　前記什器固定部は、前記パネル支持部に固定される複数の被固定部を備え、前記被固定
部同士の間隔が前記パネルの厚さに対応する寸法を有し、前記複数の被固定部のうちの第
１被固定部は、複数の前記什器を並設して前記什器の端部面を含む面内に前記パネルの厚
さ方向中央部が位置するように、前記パネルを前記什器に固定する場合に対応し、前記複
数の被固定部のうちの第２被固定部は、前記什器の端部面に他の什器を並設せずに、前記
パネルの厚さ方向に前記什器と反対側となる縁部と前記什器の前記端部面とが面一となる
ように前記パネルを前記什器に固定する場合に対応することを特徴とするパネル支持具。
【請求項２】
　請求項１に記載のパネル支持具と、
　前記パネル支持具が固定された什器と、
　前記パネル支持具に固定されたパネルと、
　を備えることを特徴とする什器システム。
【請求項３】
　前記パネル固定部は、前記什器の端部面の上縁よりも上方に配置され、
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　前記什器固定部は、前記什器の上面より下方に配置され、
　前記什器固定部から前記什器の上面を貫通し前記パネル固定部に接続される接続部をさ
らに備える請求項２に記載の什器システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、什器などに取り付けられるパネルを支持するパネル支持具及び什器システム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　オフィス、工場、学習室等において、用途や目的に応じて、テーブルや仕切り等の構成
要素のレイアウトを、容易に変更できるワークステーション装置が用いられることがある
。この種のワークステーション装置では、支持ユニット（什器）にパネルを取り付け仕切
として用いられるものがある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２１２７１９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、上記特許文献１に開示されたワークステーション装置（什器システム）では、
支持ユニットの上面に設けられた多数の嵌合孔のいずれかにパネルの脚杆を挿入して支持
ユニットにパネルを取り付けていた。このため、支持ユニットの端部にパネルを設置する
ことが難しかった。特に、ワークステーションのレイアウトを変更するにあたり、支持ユ
ニットの端部にパネルを設置する際に、支持ユニットに対するパネルの取付態様を変更す
ることに手間がかかった。
【０００５】
　そこで、本発明の課題は、什器に対するパネルの取付態様の変更を容易に行うことがで
きるパネル支持具及び什器システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決した本発明に係るパネル支持具は、レイアウトに応じて複数の並設可能
な什器の端部面から延びるパネルを前記什器に固定するパネル支持具であって、前記什器
に設けられたパネル支持部に固定される什器固定部と、前記パネルが固定されるパネル固
定部とを備え、前記什器固定部は、前記パネル支持部に固定される複数の被固定部を備え
、前記被固定部同士の間隔が前記パネルの厚さに対応する寸法を有し、前記複数の被固定
部のうちの第１被固定部は、複数の前記什器を並設して前記什器の端部面を含む面内に前
記パネルの厚さ方向中央部が位置するように、前記パネルを前記什器に固定する場合に対
応し、前記複数の被固定部のうちの第２被固定部は、前記什器の端部面に他の什器を並設
せずに、前記パネルの厚さ方向に前記什器と反対側となる縁部と前記什器の前記端部面と
が面一となるように前記パネルを前記什器に固定する場合に対応することを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係るパネル支持具においては、什器に設けられたパネル支持部に固定される什
器固定部と、パネルが固定されるパネル固定部と、を備えている。この什器固定部は、複
数の被固定部を備えており、被固定部同士の間隔が前記パネルの厚さに対応する寸法を有
している。このため、パネル支持部を複数の被固定部のいずれかに接続することで、什器
とパネルとの距離調整することができ、什器に対するパネルの取付態様の変更を容易に行
うことができる。
【０００８】
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　また、本発明に係るパネル支持具では、前記被固定部として、前記什器の端部面を含む
面内に前記パネルの厚さ方向中央部が位置するように、前記パネルを前記什器に固定する
第１被固定部を備えることが好ましい。
【０００９】
　このように構成されていることにより、什器の端部面からパネルの厚さの略半分張り出
してパネルを配置することができる。この場合、什器を並べて配置するときに、並設され
た什器の間に均等にパネルを配置することができる。
【００１０】
　また、本発明に係るパネル支持具では、前記被固定部として、前記什器の端部面を含む
面内に前記パネルの厚さ方向に什器と反対側となる縁部が位置するように、前記パネルを
前記什器に固定する第２被固定部を備えることが好ましい。
【００１１】
　このように構成されていることにより、什器の端部面を含む面内にパネルの端部におけ
る厚さ方向に什器と反対側となる縁部が位置する配置とすることができる。この場合、什
器の端部面側から見た見栄えを良くすることができる。
【００１２】
　また、本発明に係るパネル支持具では、前記被固定部として、前記什器の端部面を含む
面内に前記パネルの端部における厚さ方向に什器側となる縁部が位置するように、前記パ
ネルを前記什器に固定する第３被固定部を備えることが好ましい。
【００１３】
　このように構成されていることにより、什器の端部面を含む面内にパネルの端部におけ
る厚さ方向に什器側となる縁部が位置する配置とすることができる。この場合、パネルの
内側に第２の什器などを配置する場合に、その収まりを良くすることができる。
【００１４】
　また、本発明に係るパネル支持具では、前記パネル固定部は、前記什器の端部面の上縁
よりも上方に配置されることが好ましい。
【００１５】
　このように構成されていることにより、什器端部にパネルを固定する際に什器の端部と
パネルとが干渉しないようにすることができる。
【００１６】
　また、本発明に係るパネル支持具では、前記什器固定部は、前記什器の上面より下方に
配置され、前記什器固定部から前記什器の上面を貫通し前記パネル固定部に接続される接
続部をさらに備えることが好ましい。
【００１７】
　このように構成されていることにより、什器の上面に什器固定部が張り出すことがなく
、パネル支持具を什器に設けることができる。
【００１８】
　また、上記課題を解決した本発明に係る什器システムは、上記パネル支持具と、前記パ
ネル支持具が固定された什器と、前記パネル支持具に固定されたパネルと、を備えること
を特徴とする。
【００１９】
　また、本発明に係る什器システムでは、前記パネル固定部は、前記什器の端部面の上縁
よりも上方に配置され、前記什器固定部は、前記什器の上面より下方に配置され、前記什
器固定部から前記什器の上面を貫通し前記パネル固定部に接続される接続部をさらに備え
ることが好ましい。
　本発明に係る什器システムにおいては、什器の端部にパネルを設置しやすくするととも
に、什器に対するパネルの取付態様の変更を容易に行うことができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、什器に対するパネルの取付態様の変更を容易に行うことができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係る什器システムの斜視図である。
【図２】配線収容什器の分解斜視図である。
【図３】配線収容什器とサイドパネルの取付部の斜視図である。
【図４】配線収容什器とサイドパネルの取付部の正面図である。
【図５】パネル支持具におけるボルト取付孔と第１什器取付部と第２什器取付部との距離
関係を説明する図である。
【図６】（Ａ）は、サイドパネルが第１位置にある什器システムの平面図、（Ｂ）は、サ
イドパネルが第２位置にある什器システムの平面図である。
【図７】第２実施形態に係る什器システムにおける配線収容什器とサイドパネルの取付部
の斜視図である。
【図８】第２実施形態に係る什器システムの平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の第１実施形態によるパネル支持具及び什器システムについて説明する。
図１は、本発明に係る什器システムの斜視図、図２は、配線収容什器の分解斜視図である
。図１に示すように、本実施形態に係る什器システム１００は、配線収容什器１と、フロ
ントパネル２と、サイドパネル３と、を備えている。また、配線収容什器１には、パネル
支持具４が固定されており、サイドパネル３は、パネル支持具４に固定されて支持されて
いる。
【００２３】
　配線収容什器１は、図２に示すように、収容部材１０を備えている。収容部材１０は、
長尺状をなしており、上方が開口している。収容部材１０は、水平方向に延在している。
なお、収容部材１０の延在方向を左右方向といい、水平面上における左右方向に直交する
方向を前後方向という。
【００２４】
　収容部材１０の一端部（左端部）には、左端部部材２０が設けられ、収容部材１０の他
端部（右端部）には、右端部部材３０が設けられている左端部部材２０及び右端部部材３
０は、互いに対称形状をなしている。左端部部材２０及び右端部部材３０は、収容部材１
０の長手方向略中央位置を通過する面を対称面として面対称となるように配置されている
。
【００２５】
　収容部材１０は、左端部部材２０及び右端部部材３０の下方における前後方向略中央位
置に接続されている。また、左端部部材２０及び右端部部材３０の上方における前後方向
略中央位置には、連結部材４０が接続されている。連結部材４０は、上方が開口し、左右
方向に延在している。また、連結部材４０の左右方向の長さは、収容部材１０の左右方向
の長さと略同一とされている。
【００２６】
　収容部材１０及び連結部材４０の前側には、前方上部カバー部材５０が設けられており
、収容部材１０及び連結部材４０の後側には、後方上部カバー部材６０が設けられている
。前方上部カバー部材５０及び後方上部カバー部材６０は、互いに対称形状をなしており
、収容部材１０の前後方向略中央の軸を通過する面を対称面として面対称となるように配
置されている。前方上部カバー部材５０及び後方上部カバー部材６０は、左端部部材２０
及び右端部部材３０の間の空間の上方を覆っている。
【００２７】
　また、左端部部材２０の外側（左側）には、端部カバー部材７０が取り付けられている
。右端部部材３０の外側（右側）にも端部カバー部材が取り付け可能であるが、本形態で
は、右端部部材３０の外側における端部カバー部材は取り付けられていない状態を示して
いる。端部カバー部材７０の左端部部材２０に対する取付面の前後方向の幅は、収容部材
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１０における左端部部材２０と接続される面の前後方向の幅よりも広くされている。
【００２８】
　連結部材４０の上方には、センターカバー部材８０が設けられている。センターカバー
部材８０の左右方向の長さは、連結部材４０の左右方向の長さと略同一とされている。セ
ンターカバー部材８０の前後方向の幅は、連結部材４０の開口部の長さより長く、前後方
向の幅の最大幅よりも短くされている。連結部材４０の上方の開口は、センターカバー部
材８０によって閉塞されている。
【００２９】
　前方上部カバー部材５０、後方上部カバー部材６０及びセンターカバー部材８０が収容
部材１０、左端部部材２０、右端部部材３０、連結部材４０に取り付けられた際、前方上
部カバー部材５０とセンターカバー部材８０との間、及び後方上部カバー部材６０とセン
ターカバー部材８０との間にそれぞれ隙間が形成される。これらの隙間を介して、配線収
容什器１を上方から覗いたときに、連結部材４０の一部が視認可能となっている。
【００３０】
　収容部材１０は、収容部本体１１を備えている。この収容部本体１１に図示しない配線
ケーブルが収容される。収容部本体１１は、例えば折り曲げ加工によって一体的に形成さ
れている。収容部本体１１の前面側における収容部本体１１の延在方向の途中位置には、
複数の下部接続孔１２が設けられている。また、収容部本体１１の後面側にも同様に複数
の下部接続孔１２が設けられている。
【００３１】
　収容部本体１１の前側上面には、ナット取付部１３が設けられている。ナット取付部１
３は、収容部本体１１の前側上面に複数設けられており、複数のナット取付部１３は、左
右方向に沿って略等間隔で離間して配置されている。また、収容部本体１１における後側
上面にも同様に複数のナット取付部１３が設けられている。隣り合うナット取付部１３の
離間距離は、隣り合う下部接続孔１２の離間距離と同一とされている。また、複数の下部
接続孔１２とナット取付部１３とは、左右方向に同一の位置に配置されている。
【００３２】
　収容部本体１１の左端部には、整理板１４が設けられている。整理板１４には、複数の
孔部が形成されており、これらの孔部に配線を挿通させることによって、収容部本体１１
に収容される配線ケーブルをまとめたり整理したりするようにしている。また、図示はし
ないが、収容部本体１１の右端部にも同様の整理板が設けられている。
【００３３】
　左端部部材２０は、平板状の左端部板材２１を備えている。左端部板材２１は、略上下
方向を向いた短片と前後方向を向いた長辺とを備えており、短辺は、長辺よりもやや短い
正方形に近い長方形をなしている。左端部部材２０の前後方向の幅は、収容部材１０にお
ける左端部部材２０と接続される面の前後方向の幅よりも広くされている。左端部板材２
１の前側及び後ろ側には、それぞれ貫通孔２２が設けられている。２つの貫通孔はいずれ
も同じ形状をなしており、長方形状を成しており、その短辺は、左端部板材２１における
短辺の半分の長さよりも短く長辺よりもやや短い長さを有している。
【００３４】
　左端部部材２０における前側側面の上方部及び下方部には、それぞれスリット２３が設
けられている。また、左端部部材２０における後側側面の上方部及び下方部も、同様のス
リットが設けられている。さらに、左端部部材２０における下側面の前部及び後部には、
それぞれ支持脚２４が設けられている。支持脚２４には、アジャスタが設けられており、
左端部部材２０の高さ調整が可能となるようにされている。
【００３５】
　また、左端部板材２１における前後方向略中央位置の上部及び下部には、それぞれ取付
貫通孔２５が設けられている。取付貫通孔２５は、左端部板材２１を貫通して設けられて
いる。また、左端部部材２０における上側面の前後方向略中央位置の左端部（外側端部）
には、挿入孔２６が設けられている。



(6) JP 6872880 B2 2021.5.19

10

20

30

40

50

【００３６】
　配線収容什器１は単独で使用したり、並設して使用したりすることがあり、単独で使用
する場合等には、左端部部材２０及び右端部部材３０のそれぞれに端部カバー部材７０が
取り付けられる。また、配線収容什器１を並設して使用する場合には、左端部部材２０及
び右端部部材３０のうち、隣り合う配線収容什器１が配置される側には、端部カバー部材
７０を取り付けることなく、一方の配線収容什器１の左端部部材２０と他方の配線収容什
器１の右端部部材３０とを接続する。このとき、取付貫通孔２５にボルトナットが締め付
けられて、隣り合う配線収容什器１が固定される。また、配線収容什器１同士の間では、
貫通孔２２，３２を通して、配線が設けられる。
【００３７】
　右端部部材３０は、左端部部材２０の左端部板材２１と同様の右端部板材３１を備えて
いる。右端部板材３１には、左端部板材２１の貫通孔２２、スリット２３、支持脚２４、
取付貫通孔２５、及び挿入孔２６と同様の貫通孔３２、スリット３３、支持脚３４、取付
貫通孔３５、及び挿入孔３６が設けられている。右端部部材３０の前後方向の幅は、収容
部材１０における右端部部材３０と接続される面の前後方向の幅よりも広くされている。
また、左端部部材２０及び右端部部材３０は、収容部材１０の両端部をそれぞれ支持して
いる。
【００３８】
　連結部材４０は、連結部材本体４１を備えている。連結部材本体４１は、上方が開口す
る略コ字形状をなしている。連結部材本体４１における前側上端辺には、それぞれ前方に
突出する突出片４２が複数設けられている。複数の突出片４２は、左右方向に沿って略等
間隔で配置されている。連結部材本体４１における後側上端辺には、それぞれ後方に突出
する突出片４２が複数設けられている。これらの突出片４２も、左右方向に沿って略等間
隔で配置されている。
【００３９】
　また、連結部材本体４１の前側片における延在方向の途中位置には、それぞれ上部接続
孔４３及びナット取付孔４４が設けられている。上部接続孔４３は、連結部材本体４１の
前側片の下方部にそれぞれ設けられている。ナット取付孔４４は、上部接続孔４３の上方
であって、連結部材本体４１の前側片の上下方向中央よりもやや上側に設けられている。
上部接続孔４３及びナット取付孔４４は、連結部材本体４１の前側片に複数設けられてお
り、複数の上部接続孔４３及びナット取付孔４４は、略等間隔で配置されている。連結部
材本体４１の後側片にも、同様の上部接続孔４３及びナット取付孔４４が設けられている
。
【００４０】
　連結部材４０に設けられた隣り合う上部接続孔４３及びナット取付孔４４の離間距離は
、収容部材１０に設けられた隣り合う下部接続孔１２の離間距離と同一とされている。ま
た、収容部材１０に設けられた下部接続孔１２及びナット取付部１３と、連結部材４０に
設けられた上部接続孔４３及びナット取付孔４４とは、互いに上下方向に沿って略一直線
上に配置されている。
【００４１】
　また、連結部材本体４１の前側上端辺から突出する複数の突出片４２のうち、隣り合う
突出片４２同士の間には、上方位置規制部４５が設けられている。同様に、連結部材本体
４１の後側上端辺から突出する複数の突出片４２のうち、隣り合う突出片４２同士の間に
も、上方位置規制部４５が設けられている。上方位置規制部４５は、収容部材１０に設け
られた下部接続孔１２及びナット取付部１３と、連結部材４０に設けられた上部接続孔４
３及びナット取付孔４４とともに、互いに上下方向に沿って略一直線上に配置されている
。
【００４２】
　連結部材４０の左側端部には、上方整理板４６が設けられている。連結部材４０は、断
面略コ字形状であるため、ここにも配線ケーブルを収容することができる。連結部材４０
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に配線ケーブルを収容する際には上方整理板４６によって配線ケーブルを整理することが
できる。なお、連結部材４０には、配線ケーブルを収容しないようにしてもよい。
【００４３】
　連結部材４０における突出片４２は、平面視して、前方上部カバー部材５０及び後方上
部カバー部材６０を避けた位置に配置されている。このため、配線収容什器１を上方から
覗いたときには、連結部材４０における突出片４２が視認可能とされている。また、突出
片４２の間における上方位置規制部４５も視認可能とされている。このため、配線収容什
器１を上方から覗いたときには、上方位置規制部４５を介して、配線収容什器１が設置さ
れている設置面である床面が視認可能とされている。
【００４４】
　前方上部カバー部材５０は、前方上部カバー部材本体５１を備えている。前方上部カバ
ー部材本体５１は、前側立設板部５１Ａと、前側平面板部５１Ｂと、を備えている。前側
立設板部５１Ａは、収容部材１０及び連結部材４０の前側に配置されている。前側立設板
部５１Ａの下端辺は、収容部材１０の下端辺と略同じ高さ位置とされている。前側立設板
部５１Ａの上端辺は、連結部材４０の上端辺よりも高い位置とされている。正面側から見
た場合、収容部材１０と連結部材４０とは、前側立設板部５１Ａに隠されて外側からは見
えないようにされている。
【００４５】
　前側平面板部５１Ｂは、前側立設板部５１Ａの上端辺から後方に向けて延在する板状の
部材である。前方上部カバー部材５０の左右方向の長さは、収容部材１０及び連結部材４
０の左右方向の長さよりも長い。また、前方上部カバー部材５０の左右方向の長さは、収
容部材１０及び連結部材４０の左右に左端部部材２０及び右端部部材３０を取り付けたと
きの長さと略同一である。
【００４６】
　前方上部カバー部材５０の前側平面板部５１Ｂには、前側蓋部材５２が取り付けられる
前側上方開口部５３が設けられている。図２では、前側蓋部材５２が前側上方開口部５３
を閉塞した状態を示している。前側蓋部材５２は、左右方向に沿って離間して複数、本実
施形態では３枚配置されている。これらの前側蓋部材５２を取り付け可能となるように、
前側平面板部５１Ｂには、複数、本実施形態では３個の前側上方開口部５３が左右方向に
沿って離間して設けられている。
【００４７】
　前側立設板部５１Ａの左右両端には、それぞれ前側立設端部５４が設けられており、前
側平面板部５１Ｂの左右両端には、それぞれ前側平面端部５５が設けられている。前側立
設端部５４の後側の面には、フック部材が設けられている。フック部材は、前側立設端部
５４の後側の面において、高さ方向に離間して２つ設けられている。前方上部カバー部材
５０は、連結部材４０と左端部部材２０と右端部部材３０とによって支持されている。
【００４８】
　後方上部カバー部材６０は、前方上部カバー部材５０と対称形をなしており、前方上部
カバー部材５０の前方上部カバー部材本体５１（前側立設板部５１Ａ、前側平面板部５１
Ｂ）、前側蓋部材５２、前側上方開口部５３、前側立設端部５４、前側平面端部５５、及
びフック部材５６と同様の後方上部カバー部材本体６１（後側立設板部６１Ａ、後側平面
板部６１Ｂ）、後側蓋部材６２、後側上方開口部６３、後側立設端部６４、後側平面端部
６５、及びフック部材６６を備えている。また、後方上部カバー部材６０は、連結部材４
０と左端部部材２０と右端部部材３０とによって支持されている。なお、図２では、後側
蓋部材６２が後側上方開口部６３から取り外された状態を示している。
【００４９】
　左端部部材２０の外側には、端部カバー部材７０が設けられている。端部カバー部材７
０は板状の部材であり、端部カバー部材７０の前後方向の幅は、収容部材１０の前後方向
の長さ（幅）よりも長く、左端部部材２０の前後方向の幅よりもわずかに長くされている
。
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【００５０】
　センターカバー部材８０は、センターカバー部材本体８１を備えている。センターカバ
ー部材本体８１は、例えば折り曲げ加工によって一体的に形成されている。また、センタ
ーカバー部材８０は、連結部材４０と左端部部材２０と右端部部材３０とによって支持さ
れている。
【００５１】
　センターカバー部材本体８１の左側端部の内側（左側）及び右側端部の内側（右側）に
は、それぞれ蓋部材８２が取り付けられる溝部８３が設けられている。この溝部８３には
、センターカバー部材本体８１の上下を貫通する貫通孔が形成されており、この貫通孔に
対して配線を挿通可能とされている。また、貫通孔に配線を挿通しない状態では、溝部８
３に蓋部材８２を取り付け、溝部８３における貫通孔を閉塞可能とされている。
【００５２】
　図１に示すように、配線収容什器１におけるセンターカバー部材８０の上面には、フロ
ントパネル２が立設されている。フロントパネル２の下端面におけるセンターカバー部材
８０の溝部８３に対応する位置は、図示しないボルト孔が設けられており、溝部８３の下
側からボルトを貫通させ、フロントパネル２のボルト孔にねじ込むことにより、フロント
パネル２が配線収容什器１におけるセンターカバー部材８０に固定される。フロントパネ
ル２は、配線収容什器１の延在方向に沿って配置されている。
【００５３】
　サイドパネル３は、パネル支持具４を介して配線収容什器１に取り付けられている。サ
イドパネル３は、パネル本体３Ａを備えている。パネル本体３Ａは、前後方向に沿って配
置されており、配線収容什器１の端部面に対して平行に配置されたパネルである。パネル
本体３Ａの前端部には、棒状のパネル脚部３Ｂが設けられており、パネル脚部３Ｂには、
平面視した形状が円形である支持脚３Ｃが取り付けられている。また、パネル本体３Ａの
後端部近傍の下面には、ボルト孔が設けられている。
【００５４】
　図３は、配線収容什器とサイドパネルの取付部の斜視図、図４は、配線収容什器とサイ
ドパネルの取付部の正面図である。図３及び図４に示すように、パネル支持具４は、左右
方向に延在し、その延在途中で上下に屈曲しており、下段に位置する什器固定部５と、上
段に位置するパネル固定部６と、什器固定部５とパネル固定部６とを接続する接続部７と
、を備える２段構造をなしている。什器固定部５は、配線収容什器１に固定されており、
パネル固定部６にはサイドパネル３が固定されている。
【００５５】
　什器固定部５には、第１被固定部５Ａと第２被固定部５Ｂとが設けられている。第１被
固定部５Ａ及び第２被固定部５Ｂは、いずれも配線収容什器１の端部面よりも配線収容什
器１の中央部側に離れた位置に配置されている。第１被固定部５Ａと第２被固定部５Ｂ同
士の間隔は、サイドパネル３の厚さに対応する寸法を有している。具体的には、第１被固
定部５Ａと第２被固定部５Ｂ同士の間隔は、サイドパネル３の厚さの半分とされている。
【００５６】
　パネル固定部６は、その上面側に設けられたパネル取付部６Ａを有しており、パネル取
付部６Ａにはボルト取付孔６Ｂが設けられている。パネル固定部６には、上下方向に貫通
するボルト取付部６Ｃが設けられ、ボルト取付部６Ｃにボルト６Ｄが締め付けられている
。このボルト６Ｄにより、パネル支持具４のパネル固定部６にサイドパネル３が取り付け
られて固定されている。
【００５７】
　パネル支持具４の什器固定部５は、配線収容什器１の前方上部カバー部材５０とセンタ
ーカバー部材８０との間における溝に配置されている。このため、什器固定部５は、配線
収容什器１の上面より下方に配置されている。什器固定部５は、連結部材４０の突出片４
２に載置されている。
【００５８】
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　パネル支持具４のパネル固定部６は、端部カバー部材７０の上縁よりも上方に配置され
ており、配線収容什器１の端部面の上縁よりも上方に配置されている。また、什器固定部
５とパネル固定部６とを接続する接続部７は、配線収容什器１の上面を貫通している。パ
ネル支持具４は、これらの什器固定部５、パネル固定部６、及び接続部７が一体的に形成
されている。
【００５９】
　収容部材１０の収容部本体１１及び連結部材４０の連結部材本体４１には、パネル支持
部材９０が設けられている。パネル支持部材９０は、上下方向に延在する棒状部材である
支持部材９１を備えている。支持部材９１の上部には、上部ボルト９２が締め付けられる
上部貫通孔が設けられ、支持部材９１の下部には、下部ボルト９３が締め付けられる下部
貫通孔が設けられている。また、支持部材９１は、床面から離反して配置されている。
【００６０】
　支持部材９１に設けられた上部貫通孔と下部貫通孔の離間距離は、上下方向に沿って配
置された連結部材４０に設けられた上部接続孔４３と収容部材１０に設けられた下部接続
孔１２との離間距離と同一とされている。また、連結部材４０のナット取付孔４４及び収
容部材１０のナット取付部１３には、それぞれ図４に示すクリップナット９４が取り付け
られている。支持部材９１の上部における上部貫通孔を貫通する上部ボルト９２は、ナッ
ト取付孔４４に取り付けられたクリップナットに締め付けられて上部接続孔４３に進入し
ている。また、支持部材９１の下部における下部貫通孔を貫通する下部ボルト９３は、ナ
ット取付部１３に取り付けられたクリップナット９４に締め付けられて下部接続孔１２に
進入している。こうして、パネル支持部材９０は、連結部材４０及び収容部材１０に固定
されている。
【００６１】
　パネル支持部材９０における支持部材９１の上端面には、ボルト孔が設けられている。
パネル支持具４における什器固定部５に設けられた第１被固定部５Ａにはボルト９５が貫
通しており、ボルト９５が支持部材９１の上端面に設けられたボルト孔に締め付けられて
、パネル支持部材９０が第１被固定部５Ａに接続される。こうして、パネル支持部材９０
が第１被固定部５Ａに接続されることにより、パネル支持具４は、パネル支持部材９０に
固定されて支持されている。こうして、パネル支持具４は、パネル支持部材９０を介して
配線収容什器１に取り付けられている。
【００６２】
　図４に示すように、什器固定部５が第１被固定部５Ａでパネル支持部材９０に固定され
ているときには、配線収容什器１の端部面（端部カバー部材７０の外側面）１Ｘを含む面
内にサイドパネル３の厚さ方向中央部３Ｍが位置するように、配線収容什器１の端部面１
Ｘからサイドパネル３の厚さの半分張り出す位置（以下「第１位置」という）にサイドパ
ネル３が配置される。什器固定部５が第２被固定部５Ｂでパネル支持部材９０に固定され
ているときには、配線収容什器１の端部面１Ｘを含む面内に、サイドパネル３における厚
さ方向に配線収容什器１と反対側となる左縁部３Ｌが位置するように、サイドパネル３の
左縁部３Ｌと配線収容什器１の端部面１Ｘとが面一となる位置（以下「第２位置という」
にサイドパネル３が配置される。
【００６３】
　パネル支持具４のパネル固定部６に設けられたパネル取付部６Ａのボルト取付孔６Ｂに
は、パネル支持具４のパネル固定部６に設けられたボルト取付部６Ｃの下側から挿入され
たボルト６Ｄがねじ込まれる。このボルト６Ｄによって、サイドパネル３のパネル本体３
Ａは、パネル支持具４に固定されるとともに、パネル支持具４を介してパネル支持部材９
０に支持される。
【００６４】
　また、本実施形態に係る什器システム１００では、パネル支持部材９０に固定される被
固定部を第１被固定部５Ａと第２被固定部５Ｂで変更することにより、配線収容什器１に
対するサイドパネル３の取付位置の変更が可能である。また、パネル支持部材９０に固定
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される被固定部を第１被固定部５Ａと第２被固定部５Ｂで変更することで、サイドパネル
３の取付位置を第１位置と第２位置とに変更可能である。
【００６５】
　さらに説明すると、図５に示すように、パネル支持具４におけるボルト取付孔６Ｂと第
１被固定部５Ａとの間の距離を第１距離ｄ１とし、ボルト取付孔６Ｂと第２被固定部５Ｂ
との間の距離を第２距離ｄ２とする。パネル支持具４では、第１距離ｄ１と第２距離ｄ２
との差である第３距離ｄ３（＝ｄ１－ｄ２）は、サイドパネル３の厚さにｄ４に応じて定
められている。この例では、第１距離ｄ１と第２距離ｄ２との差ｄ３は、サイドパネル３
の厚さｄ４の半分とされている。なお、第１被固定部５Ａと第２被固定部５Ｂの中心間の
距離は、第１距離ｄ１と第２距離ｄ２との差である第３距離ｄ３と等しい距離である。
【００６６】
　このため、図６（Ａ）に示すように、パネル支持部材９０に対して第１被固定部５Ａが
ボルト９５によって接続されてパネル支持具４がパネル支持部材９０に固定されて支持さ
れている場合、サイドパネル３は、第１位置に配置される。一方、図６（Ｂ）に示すよう
に、パネル支持部材９０に対して第２被固定部５Ｂがボルト９５によって接続されてパネ
ル支持具４がパネル支持部材９０に固定されて支持されている場合、サイドパネル３は、
第２位置に配置される。
【００６７】
　什器システム１００における配線収容什器１は、レイアウト等によって種々の配置が可
能である。ここで、例えば配線収容什器１を並設し、配線収容什器１同士をサイドパネル
３で仕切るレイアウトがある。このレイアウトでは、図６（Ａ）に示すように、サイドパ
ネル３が第１位置に配置されていると、並設された配線収容什器１同士の中央位置にサイ
ドパネル３が配置される。このため、並設された配線収容什器１が占める領域を均等化で
きるので、什器システム１００の使い勝手を良くすることができる。また、並設された配
線収容什器１及びサイドパネル３をシンメトリに配置することができるので、意匠性を高
めることができる。
【００６８】
　また、例えば配線収容什器１を単独で使用するレイアウトがある。このレイアウトでは
、図６（Ｂ）に示すように、サイドパネル３が第２位置に配置されていると、配線収容什
器１からサイドパネル３がはみ出さないようにすることができる。このため、例えば什器
システム１００を壁面に沿って配置する場合に、無駄なスペースが生じるのを抑制できる
。また、配線収容什器１からサイドパネル３がはみ出さないようにすることができるので
、意匠性を高めることもできる。
【００６９】
　本実施形態の什器システム１００では、パネル支持部材９０を第１被固定部５Ａと第２
被固定部５Ｂのいずれに接続するかによってサイドパネル３の配置を第１位置と第２位置
を決定することができる。したがって、サイドパネル３の配置を第１位置と第２位置との
間で容易に変更することができる。
【００７０】
　以上の構成を有する本実施形態に係る什器システム１００においては、パネル支持部材
９０に固定される被固定部として、第１被固定部５Ａと第２被固定部５Ｂの２つの被固定
部がある。また、これらの第１被固定部５Ａと第２被固定部５Ｂの間隔が、サイドパネル
３の厚さに対応する寸法を有している。このため、パネル支持部材９０を第１被固定部５
Ａと第２被固定部５Ｂのいずれかに接続することで、配線収容什器１とサイドパネル３と
の距離調整することができ、配線収容什器１に対するサイドパネル３の取付態様の変更を
容易に行うことができる。
【００７１】
　また、第１被固定部５Ａと第２被固定部５Ｂは、いずれも配線収容什器１の端部面より
も配線収容什器１の中央部側に離れた位置に配置されている。このため、第１被固定部５
Ａと第２被固定部５Ｂからパネル支持具４を介して配線収容什器１の端部にサイドパネル
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３が接続されるので、配線収容什器１の端部にサイドパネル３を容易に設置することがで
きる。
【００７２】
　また、第１被固定部５Ａまでの距離ｄ１と、ボルト取付孔６Ｂから第２被固定部５Ｂま
での距離との差ｄ２が、サイドパネル３の厚さの半分とされている。このため、配線収容
什器１の端部にサイドパネル３を平行に配置するにあたり、サイドパネル３を配線収容什
器１の端部と面一に配置したり、配線収容什器１の端部からちょうど半分張り出すように
配置したりする取付態様の変更を容易に行うことができる。
【００７３】
　また、パネル支持具４におけるパネル固定部６は、配線収容什器１の端部面を有する端
部カバー部材７０の上縁よりも上方に配置されている。このため、配線収容什器１の端部
にサイドパネル３を立設する際に、端部カバー部材７０とサイドパネル３とが干渉しない
ようにすることができる。
【００７４】
　また、パネル支持具４は、延在途中で上下に屈曲して什器固定部５とパネル固定部６と
を備える２段構造をなしており、什器固定部５は、配線収容什器１の上面よりも下方に配
置され、什器固定部５とパネル固定部６とは、什器の上面を貫通する接続部７で接続され
ている。このため、什器の上面に什器固定部が張り出すことがなく、パネル支持具４を什
器に設けることができる。その結果、配線収容什器１の端部にサイドパネル３を立設する
際に、端部カバー部材７０とサイドパネル３とが干渉しないようにすることができる。
【００７５】
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。本実施形態に係る什器システムは、上
記第１の実施形態と比較して、パネル支持具の構成が異なっている。以下、上記の実施形
態と異なる構成であるパネル支持具を中心として、本実施形態について説明する。なお、
上記第１の実施形態と共通する構成等については同一の符号を付して説明を省略すること
がある。
【００７６】
　図７は、第２実施形態に係る什器システムにおける配線収容什器とサイドパネルの取付
部の斜視図、図８は、第２実施形態に係る什器システムである。図７に示すように、本実
施形態に係る什器システム１０１では、パネル支持具２００によってサイドパネル３が支
持されている。
【００７７】
　パネル支持具２００は、什器固定部２１０とパネル固定部２２０とを備えている。什器
固定部２１０には、第１被固定部２１１と第２被固定部２１２と第３被固定部２１３とが
設けられている。第１被固定部２１１と第２被固定部５２１２Ｂは、いずれも配線収容什
器１の端部面よりも配線収容什器１の中央部側に離れた位置に配置されている。
【００７８】
　また、パネル固定部２２０の上面には、パネル取付部２２１が取り付けられており、パ
ネル取付部２２１にはボルト取付孔２２２が設けられている。パネル固定部２２０には、
上下方向に貫通する貫通ボルト孔が設けられている。パネル支持具２００のパネル固定部
２２０に設けられた貫通ボルト孔の下側から挿入されたボルトがサイドパネル３の下部に
設けられたボルト取付孔６Ｂにねじ込まれることにより、パネル支持具２００にサイドパ
ネル３が支持されている。
【００７９】
　本実施形態に係る什器システム１０１において、パネル支持部材９０に対して第１被固
定部２１１がボルト９５によって接続されている場合、サイドパネル３は、図６（Ａ）に
示す場合と同様に第１位置に配置され、並設された配線収容什器１同士の中央位置に配置
される。このため、並設された配線収容什器１が占める領域を均等化できるので、什器シ
ステム１０１の使い勝手を良くすることができる。また、並設された配線収容什器１及び
サイドパネル３をシンメトリに配置することができるので、意匠性を高めることができる
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。
【００８０】
　パネル支持部材９０に対して第２被固定部２１２がボルト９５によって接続されている
場合、サイドパネル３は、図６（Ｂ）に示す場合と同様に、サイドパネル３は第２位置に
配置され、サイドパネル３の外側面と配線収容什器１の外側面とが面一となる。このため
、例えば什器システム１０１を壁面に沿って配置する場合に、無駄なスペースが生じるの
を抑制できる。また、配線収容什器１からサイドパネル３がはみ出さないようにすること
ができるので、意匠性を高めることもできる。
【００８１】
　パネル支持部材９０に対して第３被固定部２１３がボルト９５によって接続されている
場合、配線収容什器１の端部面１Ｘを含む面内に、サイドパネル３における厚さ方向に配
線収容什器１側となる右縁部３Ｒが位置するように、サイドパネル３の右縁部３Ｒと配線
収容什器１の端部面１Ｘとが面一となる位置（以下「第３位置」という）にサイドパネル
３が配置される。サイドパネル３が第３位置に配置されることにより、サイドパネル３の
内側面と配線収容什器１の外側面とが面一となるので、例えば配線収容什器１におけるサ
イドパネル３側の端部に他の什器、例えば棚３００を設置する際に、サイドパネル３の隅
部に棚３００を設置することができる。したがって、サイドパネル３の上面のスペースを
有効に活用することができる。また、サイドパネル３の内側面と配線収容什器１の外側面
とが面一となっている。このため、意匠性を高めることもできる。
【００８２】
　以上、本発明による配線収容部の実施形態について説明したが、本発明は上記の実施形
態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。例えば
、上記実施形態では、パネル支持具４，２００に設けられた什器取付孔は２つまたは３つ
であるが、４つ以上であってもよい。また、パネル支持具４，２００は、配線収容什器１
の前方上部カバー部材５０とセンターカバー部材８０との間における溝に配置されている
が、他の位置に配置されていてもよい。例えば、前方上部カバー部材５０、センターカバ
ー部材８０、後方上部カバー部材６０の上面上に配置されていてもよい。
【００８３】
　また、パネル支持具４，２００は、パネル支持部材９０を介して配線収容什器１に取り
付けられているが、パネル支持具４，２００が配線収容什器１に直接取り付けられていて
もよい。また、上記第２実施形態では、被固定部としては、第１被固定部２１１、第２被
固定部２１２、及び第３被固定部２１３を設けているが、他の態様としてもよい。例えば
、第１被固定部２１１と第３被固定部２１３のみを設けるようにしてもよい。また、サイ
ドパネル３が第１位置から第３位置以外の位置に配置されるように被固定部を設けてもよ
い。
【００８４】
　また、上記実施形態では、パネル支持部材９０の支持部材９１は、床面から離反してい
るが、床面に接地していていもよい。また、支持部材９１は、上部ボルト９２及び下部ボ
ルト９３によって連結部材４０及び収容部材１０にそれぞれ支持されているが、支持部材
９１を設置させて自立させるようにしてもよい。この場合、配線収容什器１にサイドパネ
ル３の荷重がかかることを抑制することができるので、配線収容什器１の小型化及び製作
コストの削減を図ることができる。また、支持部材９１を自立させながら、連結部材４０
や収容部材１０に固定するようにしてもよい。また、パネル支持具４が取り付けられる什
器は、配線収容什器１以外の什器であってもよい。
【符号の説明】
【００８５】
１　配線収容什器
１Ｘ　配線収容什器の端部面（什器の端部面）
２　フロントパネル
３　サイドパネル
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３Ｂ　パネル脚部
３Ｃ　支持脚
３Ｍ　サイドパネルの厚さ方向中央部（パネルの厚さ方向中央部）
３Ｌ　サイドパネルの左縁部（パネルの厚さ方向に什器と反対側となる縁部）
３Ｒ　サイドパネルの右縁部（パネルにおける厚さ方向に什器側となる縁部）
４，２００　パネル支持具
５，２１０　什器固定部
５Ａ，２１１　第１被固定部
５Ｂ，２１２　第２被固定部
２１３　第３被固定部
６，２２０　パネル固定部
６Ａ，２２１　パネル取付部
６Ｂ，２２２　ボルト取付孔
７　接続部
１０　収容部材
２０　左端部部材
４０　連結部材
５０　前方上部カバー部材
６０　後方上部カバー部材
７０　端部カバー部材（端部面）
８０　センターカバー部材
９０　パネル支持部材（パネル支持部）
９１　支持部材
９２　上部ボルト
９３　下部ボルト
９４　クリップナット
９５　ボルト
１００，１０１　什器システム
ｄ１　第１距離（ボルト取付孔と第１什器取付部との間の距離）
ｄ２　第２距離（ボルト取付孔と第２什器取付部との間の距離）
ｄ３　第３距離（第１距離と第２距離との差）
ｄ４　サイドパネル３の厚さ
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