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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】公共スペースなどで、携帯端末を利用する為の
携帯端末用ブースの組立方法を提供する。
【解決手段】板状吸音パネル１１１ａ～１１１ｇの１つ
を床に垂直に置き、この板状吸音パネル１１１ａ～１１
１ｇの側面に設けられた蟻ホゾを隣のパネルの蟻溝に滑
りこませることで、両者を互いに接続し一体化し、これ
を全ての板状吸音パネル１１１ａ～１１１ｇで行い、柱
状の吸音ユニットを形成し、支柱を柱状の吸音ユニット
近傍に立て、この支柱に接続すべき板状吸音パネル１１
１ａ～１１１ｇを、隣接する板状吸音パネル１１１ａ～
１１１ｇを床に置いたまま、上方へスライドさせること
で所定の高さまで移動し、その位置で支柱に接続し、支
柱へ接続していない板状吸音パネル１１１ａ～１１１ｇ
を上方へスライドさせて、この吸音ユニットを所定の高
さで支持する。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面視で空間を区画する柱状の吸音ユニットと、この吸音ユニットを所定の高さに支持
する複数の支柱とからなる携帯端末用ブースの組立キットであって、
　前記吸音ユニットの柱状の周縁方向についての分割片である複数の板状吸音パネルと、
　前記吸音ユニットを所定の高さに支持する複数の支柱とからなり、
　前記板状吸音パネルは、側面の上下方向に亘って形成された第１係合手段および第２係
合手段が設けられており、この係合手段により隣接する前記板状吸音パネル同士が互いに
接続でき、
　前記第１係合手段と第２係合手段は、互いに係合した状態では、その延長方向に相対的
な移動が可能であることを特徴とする携帯端末用ブースの組立キット。
【請求項２】
　前記柱状の吸音ユニットは、円筒形であることを特徴とする請求項１に記載された携帯
端末用ブースの組立キット。
【請求項３】
　前記第１係合手段および前記第２係合手段は、縦方向に延びた蟻ホゾと蟻溝であること
を特徴とする請求項２に記載された携帯端末用ブースの組立キット。
【請求項４】
　前記板状吸音パネルは、前記支柱へ直接接続している第１のパネルと、前記支柱へ直接
は接続していない第２のパネルとからなり、前記第１のパネルと前記第２のパネルとの一
体化的な接続は、これらの前記板状吸音パネルの上面と下面の少なくとも一方に、縁部固
定用リムを固定することで行われることを特徴とする請求項３に記載された携帯端末用ブ
ースの組立キット。
【請求項５】
　前記吸音パネルは、吸音材と、この吸音材を装着するアルミパネルとからなることを特
徴とする請求項４に記載された携帯端末用ブースの組立キット。
【請求項６】
　平面視で空間を区画する柱状の吸音ユニットと、この吸音ユニットを所定の高さに支持
する複数の支柱とからなる携帯端末用ブースの組立方法であって、前記携帯端末用ブース
は、
　前記吸音ユニットの柱状の周縁方向についての分割片である複数の板状吸音パネルと、
　前記吸音ユニットを所定の高さに支持する複数の支柱とからなり、
　前記板状吸音パネルは、側面の上下方向に亘って形成された第１係合手段および第２係
合手段が設けられており、この係合手段により隣接する前記板状吸音パネル同士が互いに
接続でき、
　前記第１係合手段と第２係合手段は、互いに係合した状態では、その延長方向に相対的
な移動が可能であり、
　前記携帯端末用ブースの組立方法は、
　前記板状吸音パネルの１つを床に垂直に置き、この垂直に置いた板状吸音パネルの第１
係合手段に、別の板状吸音パネルの第２係合手段を上下方向に滑りこませることで、両者
を互いに接続し一体化し、これを前記板状吸音パネルの全てに行うことで、柱状の吸音ユ
ニットを形成し、
　前記支柱を前記柱状の吸音ユニット近傍に立て、この支柱に接続すべき前記板状吸音パ
ネルを、隣接する前記板状吸音パネルを床に置いたまま、上方へスライドさせることで所
定の高さまで移動し、その位置で前記支柱に接続し、
　前記支柱のすべてを対応する前記板状吸音パネルへ接続した後、前記支柱へ接続してい
ない前記板状吸音パネルを上方へスライドさせることで所定の高さまで移動し、
　前記支柱へ直接接続している前記板状吸音パネルと、前記支柱へ直接は接続していない
前記板状吸音パネルを一体化的に接続する、携帯端末用ブースの組立方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、公共スペースなどで、携帯端末を利用する為の場所を提供する携帯端末用ブ
ースを組み立てる方法および組み立てキットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、日本でのスマートフォンや携帯電話の普及率は１００％を超え、ほぼ全ての人が
常時通信手段を保持しているという状況となった。こういった携帯端末は、移動中などす
き間時間に情報を収集・発信したり、通常の会話を行ったりでき利便性が高い。事実、往
来や建物の中、公園などの公共スペースにいる人々のかなりの割合が、何らかの目的で携
帯端末を操作している。
【０００３】
　しかしながら、外出中に携帯端末で会話を行う際には、これまでの電話ボックスなどに
置かれた公衆電話とは違って、他の人々が普通に歩行している場所で行うという場合が多
い。従って、雑踏などでは、周りの雑音で相手の声が良く聞こえないということも少なく
ない。
【０００４】
　駅や建物の中であっても、周囲の反響音が響いて、ゆっくりと会話を行うということは
できない。普通は壁の近くなどへ寄って、いくらかでも静かな場所で話そうとする。しか
し、実際には壁で反射する雑音が加わって、壁の近くは決して静かな場所ではない。通話
相手にとっても、この反射雑音によって音声が聞き取りづらくなってしまうということも
ある。
【０００５】
　また、会話の内容は周囲の人に聞こえる可能性があり、プライベートな内容は話しにく
いということもある。更に、歩行しながらの会話や携帯端末の利用は、周りの通行人に迷
惑を与える場合もあり、余りマナーの良い行為とは言えない。
【０００６】
　このような状況に鑑みて、本件出願人は、特許出願２０１３－１５４２１１号において
、携帯端末の利用者の利便性を高めることができる携帯端末用ブースの提案を行った。こ
の携帯端末用ブースによれば、例えば、ホテルのロビーなどに設置することで、マナーよ
く快適に携帯端末を使うことができ、それと共に利用者のマナーを向上させ、ホテル自体
の雰囲気を良くする、といったことが期待できる。また、非特許文献１に開示されている
携帯電話用ボックスも、これに近い目的を持っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】インターネット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本件出願人は、このような携帯端末用ブースの製作と展示を行い、実際に利用した結果
、大人が二人程度なら同時に入る程度の大きさが使いやすいということが分かった。しか
し、この大きさでは、携帯端末用ブース本体の設置や移動が、楽ではないという事情があ
り、現地組立という方法を採用することにした。
【０００９】
　携帯端末用ブースの組み立ては決して専門性を必要とするものではないが、それなりの
大きさがあるために楽な作業ではない。特に、設置場所に十分のゆとりがないような場合
は、なれない作業者では負担が大きくなる。専門の作業員を派遣すれば良いが、設置にか
かる費用が嵩んでしまう上、設置作業の日程という面でも制約がかかる可能性もある。
【００１０】
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　そこで、本発明の目的は、十分の大きさを持つ携帯端末用ブースの組み立てを容易に行
うことのできる携帯端末用ブースの組み立て方法および組み立てキットを提供することで
ある。
【００１１】
　本発明の別の目的は、十分の大きさを持つ携帯端末用ブースの組み立てを、狭い場所で
も効率よく行うことのできる携帯端末用ブースの組み立て方法および組み立てキットを提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明の携帯端末用ブースの組立キットは、平面視で空間
を区画する柱状の吸音ユニットと、この吸音ユニットを所定の高さに支持する複数の支柱
とからなる携帯端末用ブースの組立キットであって、前記吸音ユニットの柱状の周縁方向
についての分割片である複数の板状吸音パネルと、前記吸音ユニットを所定の高さに支持
する複数の支柱とからなり、前記板状吸音パネルは、側面の上下方向に亘って形成された
第１係合手段および第２係合手段が設けられており、この係合手段により隣接する前記板
状吸音パネル同士が互いに接続でき、前記第１係合手段と第２係合手段は、互いに係合し
た状態では、その延長方向に相対的な移動が可能であることを特徴とする。
【００１３】
　好ましい実施例では、前記柱状の吸音ユニットは円筒形である。また、前記第１係合手
段および前記第２係合手段は、縦方向に延びた蟻ホゾと蟻溝である。
【００１４】
　また、好ましい実施例では、前記板状吸音パネルは、前記支柱へ直接接続している第１
のパネルと、前記支柱へ直接は接続していない第２のパネルとからなり、前記第１のパネ
ルと前記第２のパネルとの一体化的な接続は、これらの前記板状吸音パネルの上面と下面
の少なくとも一方に、縁部固定用リムを固定することで行われる。更に、好ましい実施例
では、前記吸音パネルは、吸音材と、この吸音材を装着するアルミパネルとからなる。
【００１５】
　また、本発明の携帯端末用ブースの組立方法は、上記携帯端末用ブースの組立キットを
用い、前記板状吸音パネルの１つを床に垂直に置き、この垂直に置いた板状吸音パネルの
第１係合手段に、別の板状吸音パネルの第２係合手段を上下方向に滑りこませることで、
両者を互いに接続し一体化し、これを前記板状吸音パネルの全てに行うことで、柱状の吸
音ユニットを形成し、前記支柱を前記柱状の吸音ユニット近傍に立て、この支柱に接続す
べき前記板状吸音パネルを、隣接する前記板状吸音パネルを床に置いたまま、上方へスラ
イドさせることで所定の高さまで移動し、その位置で前記支柱に接続し、前記支柱のすべ
てを対応する前記板状吸音パネルへ接続した後、前記支柱へ接続していない前記板状吸音
パネルを上方へスライドさせることで所定の高さまで移動し、前記支柱へ直接接続してい
る前記板状吸音パネルと、前記支柱へ直接は接続していない前記板状吸音パネルを一体化
的に接続する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係わる携帯端末用ブースの組み立て方法および組み立てキットによれば、比較
的狭い設置場所であっても、特別に困難なく携帯端末用ブースの組み立てを容易に行うこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の実施例１による携帯端末用ブースの組み立てキットを用いて組
み立てられた携帯端末用ブースを示す斜視図である。
【図２】図２は、図１の携帯端末用ブースの板状吸音パネルの構造を示す分解斜視図であ
る。
【図３】図３は、図１の携帯端末用ブースの吸音材の吸音構造を示す断面図である。
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【図４】図４は、図１の携帯端末用ブースの板状吸音パネルの横断面図である。
【図５】図５は、本発明の実施例による携帯端末用ブースの組み立て方法で行われる板状
吸音パネルの接続方法を説明する図である。
【図６】図６は、本発明の実施例による携帯端末用ブースの組み立て方法で接続された２
枚の板状吸音パネルを示す斜視図である。
【図７】図７は、本発明の実施例により携帯端末用ブースの組み立て方法で組み立てられ
た吸音ユニットを示す斜視図である。
【図８】図８は、図６の板状吸音パネルへ看板を取り付ける場合を説明する斜視図である
。
【図９】図９は、本発明の実施例により組み立てられた吸音ユニットから、板状吸音パネ
ルを上方へずらせてパイプへ接続する方法を説明する図である。
【図１０】図１０は、パイプへの板状吸音パネルの接続を終えた段階の携帯端末用ブース
の状態を示す斜視図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施例により組み立てられた吸音ユニットへの縁部固定用
リムを取付けを説明する図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施例２による携帯端末用ブースの組み立てキットの板状
吸音パネルの横断面図であり、組み立て工程の一部を説明する図である。
【図１３】図１３は、図１２の携帯端末用ブースの組み立てキットの板状吸音パネルの横
断面図であり、組み立て工程の一部を説明する図である。
【図１４】図１４は、本発明の実施例２による携帯端末用ブースの組み立てを説明する図
であり、支柱としてのパイプに仮止めされたボルトを利用して、板状吸音パネルを接続す
る工程を説明する図である。
【図１５】図１５は、本発明の実施例２による携帯端末用ブースの組み立てを説明する図
であり、図１４に示した工程をパイプに仮止めされたボルトと、板状吸音パネルのネジ孔
の周辺を拡大して示した図である。
【図１６】図１６は、本発明の実施例により組み立てられる携帯端末用ブースの別の例を
示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態による携帯端末用ブースの組み立て方
法および組み立てキットを説明する。この携帯端末用ブースは、駅の構内、ビルのロビー
、雑踏などに設置しておく。携帯電話を利用したい人は、このブースに入って電話をかけ
ることで周りの反響音などを避け、また話の内容を近くにいる人には聞き取りにくい状態
で会話を行うことができる。さらに、周囲の人の視線に気兼ねなく携帯電話を利用できる
。
【実施例１】
【００１９】
　図１に、本発明の実施例１の携帯端末用ブースの組み立て方法によって組み立てられた
携帯端末用ブースを示す。この携帯端末用ブース１００は、前面に開いた円筒形状の吸音
ユニット１１０と、この吸音ユニット１１０を支える支持フレーム１２０とからなってい
る。それぞれ分解状態で搬入し、現地で組み立てることができる。
【００２０】
　吸音ユニット１１０は、幅２０ｃｍ、長さ１２０ｃｍ、厚み３ｃｍの板状の板状吸音パ
ネル１１１を、平面視でアーチ状に連結して構成されている。また、支持フレーム１２０
は、吸音ユニット１１０に垂直に接続した４本のパイプ（支柱）１２１と、パイプ１２１
の下面に貼り付けられているスチール製のアジャスタフット１２３からなる。
【００２１】
　アジャスタフット１２３は、円盤状のプレートであるが、吸音ユニット１１０の前面の
入り口に沿って切断されている。この切断部分１２３ｃは、車椅子で内部へ入る際に、車
輪とアジャスタフット１２３との干渉を避けるために設けられている。
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【００２２】
　パイプ１２１の長さを２１０ｃｍとすると、アーチ状の吸音ユニット１１０の下端は床
から９０ｃｍの高さとなる。また、吸音ユニット１１０は耳の位置よりも少し上まであれ
ばよい。概ね、この携帯端末用ブース１００を設置する国の平均身長よりも、板状吸音パ
ネル１０１の上端が１０～１５ｃｍ程度上にあるようにする。また、吸音ユニット１１０
の直径は１ｍ～１．５ｍ、例えば１．２ｍ程度とし、基本的に一人での利用を想定してい
るが、二人での利用も可能な大きさとする。
【００２３】
　板状吸音パネル１１１は、アルミパネルに吸音材１１５を装着したものである。この吸
音材１１５は、例えば、株式会社ハウス１１９から販売されている「ルームクリエータ」
を利用する。また、吸音材１１５を装着したアルミパネル１１３の上端および下端には、
パネルキャップ（図不示）が嵌合されている。また、図示の通り、板状吸音パネル１１１
を組み合わせた状態で、前方が開口した円筒形となる。この場合で、開口部は、円筒形の
中心からの見込み角で９０～１２０度、つまり円周の１／４から１／３程度の大きさとな
っている。この角度範囲は、発明者が実験によって特定したものであり、今回の目的では
重要である。
【００２４】
　ルームクリエータ（吸音材１１５）は、優れた調音素材であり、図２に示したような吸
音構造を持っている。これは、ニードルフェルト、ベストレイ、ソフトレイ、グラスウー
ル、サーモウールといった材質の吸音シート１１５ａを２枚積層させ、間に音波拡散フィ
ルムとして機能する薄いビニールシート（樹脂シート）１１５ｂを挟んで接着させたもの
である。吸音シート１１５ａの他の材質としては、フェノール樹脂、ポリウレタンなどが
ある。一枚の吸音シート１１５ａの厚みは１～２ｃｍであり、ビニールシート１１５ｂの
厚みは０．１ｍｍ～０．５ｍｍ程度である。更に、保護および支持用の軟質塩化ビニル樹
脂板１０５ｃを裏面に設ける。また、内側の面は布１１５ｄが貼ってある。全体として、
２～４ｃｍ程度となる。
【００２５】
　ビニールシート１１５ｂは、図３の平面図に示したように、多数の円形開口部１１５ｈ
が設けられている。例えば、開口部１１５ｈの直径は２ｃｍで、互いの間隔は７ｃｍであ
る。このような開口部１１５ｈを設けることで、入力する音波を横方向に散乱させ、吸音
シート１１５ａによる吸音効果を高めることが出来る。また、開口部１１５ｈは、入力す
る音波の一部を通過させることにより、反射と透過のバランスを取るという調音機能も持
っている。
【００２６】
　ビニールシート１１５ｂと吸音シート１１５ａとは粘性接着剤によって接着されている
。また、円形開口部１１５ｈ越しに、吸音シート１１５ａ同士が粘性接着剤によって接着
されている。この粘性接着剤は、ビニールシート１１５ｂと吸音シート１１５ａとの間に
、一定の粘性を保って介在する。また、この粘性接着剤は、開口部１１５ｈを介して、吸
音シート１１５ａ間にも、一定の粘性を保って介在する。すなわち、使用時においても完
全に硬化せず、ネバネバした状態を保っているという点が重要である。
【００２７】
　このような吸音構造は、国際出願（公開番号：ＷＯ／２０１２／１３７３５３）に記載
されている。その特徴としては、低周波から高周波まで広い帯域において優れた吸音性能
を持っていることにある。特に、今回の目的では、この吸音構造によって、通話の際に騒
音と感じられる帯域５００HZ以上の音圧を大幅に低減させるという点が重要である。一般
的には、低周波において吸音性能を維持することは困難とされている。このように高周波
成分のみを取っても、それは音の環境としては不自然であり、ブース内部に入った場合に
やや窮屈な印象を受ける。それに対して、一様に吸音された空間では、囲まれているにも
拘わらず不自然さは感じず、空間がひろがったような印象を受けるものである。このよう
な吸音材１１５を用いることで、携帯端末用ブース内部での音の反響は起こらず、静かで
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落ち着いた空間で会話を行うことができる。
【００２８】
　次に、図４乃至図１１を参照しながら、この携帯端末用ブースの組み立て方法を説明す
る。図４は、板状吸音パネル１１１の横断面図である。この図に示したように、板状吸音
パネル１１１の両側面には、夫々縦方向に延びた蟻ホゾ１１１ｍと蟻溝１１１ｎが設けら
れている。この蟻ホゾ１１１ｍと蟻溝１１１ｎは互いに係合して一体化するように対応す
る形状となっている。
【００２９】
　先ず、板状吸音パネル１１１を組み合わせて円筒形とする。これには、図５に示したよ
うに、板状吸音パネル１１１を２枚立てた状態で、一方のパネル側面に形成された蟻ホゾ
１１１ｍに他方の蟻溝１１１ｎを上下方向に滑りこませることで互いに接続し一体化する
（図６参照）。ここでは、床においた板状吸音パネル１１１の蟻ホゾ１１１ｍに、上から
別の板状吸音パネル１１１の蟻溝１１１ｎを下方向に滑りこませているが、言うまでもな
く逆でも構わない。
【００３０】
　同様に他のパネルも接続していき、すべての板状吸音パネル１１１を接続して、円筒面
を並べるようにする（図７参照）。全ての板状吸音パネル１１１を係合させた後、最後に
、図８に示したように板状吸音パネルの上部を連結するアーチ状の接続部である看板１４
０を係合する。この看板１４０にも蟻ホゾと蟻溝が設けられており、これを用いて同様に
接続する。この看板１４０は、後で一旦外すのでこの段階では取り付けなくとも良いが、
取り付けておけば構造が安定する。以上の作業は、床の上の比較的狭い場所で十分に可能
である。
【００３１】
　次に、図９に示したように、パイプ１２１の取り付けを行う。先ず、アジャスタフット
１２３をパイプ１２１の下端に取り付ける。そして、接続すべき板状吸音パネル１１１ｂ
の側で直立させる。そして、板状吸音パネル１１１ｂを、隣接するパネルと係合している
状態のまま、上方へスライドさせて、上端の雌ネジ孔１１１ｈの位置を、対応するパイプ
１２１の上端付近の接続孔１２１ｈの位置に合わせる。この状態で、これら接続孔にボル
トＢを螺合して固定すれば板状吸音パネル１１１ｂを所定の高さに支持することができる
。なお、図９や図１０では、板状吸音パネル１１１を個別に区別して、参照番号１１１ａ
～１１１ｇを付している。
【００３２】
　同様に、携帯端末用ブースの前方開口部の両側に位置する板状吸音パネル１１１ｆ、１
１１ｇについても、上方へスライドさせて、パイプ１２１を接続する。この場合、看板１
４０は、作業性のため一旦外しておく。更に、残りのパイプ１２１も同様に、対応する板
状吸音パネル１１１ｄへ取り付ける。これにより図１０に示したような状態となる。
【００３３】
　次に、パイプ１２１へ取り付けられた板状吸音パネル１１１ｂ、１１１ｄ、１１１ｆ、
１１１ｇの間に位置する他の板状吸音パネル１１１ａ、１１１ｃ、１１１ｅを、同じ高さ
まで上方へスライドさせる。これにより円筒形の構造全体が４本のパイプ１２１で所定の
高さに支持される。この段階で、パイプ１２１へ直接は取り付けられていない板状吸音パ
ネル１１１ａ、１１１ｃ、１１１ｅは、両側に隣接するパネルにより溝１１１ｍ、１１１
ｆが係合した状態で支えられている。この状態は摩擦によって保たれるが、必要なら支持
棒などをこれら板状吸音パネルの下端に仮置きして、下方にズレ落ちないようにしてもよ
い。また、一旦外しておいた看板１４０も再度取り付ける。
【００３４】
　次に、夫々の板状吸音パネル１１１と看板１４０の上部を、縁部固定用リム１４１で固
定する。この縁部固定用リム１４１は、図１１に示したように、板状吸音パネル１１１や
看板１４０と同じ曲率を持った円弧状の部材で、貫通孔１４１ｈを備えた両端の係合部１
４１ａ、１４１ｂにより連結すると共に板状吸音パネル１１１や看板１４０の上部でルー
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プ状に接続することができる。この縁部固定用リム１４１を板状吸音パネル１１１と看板
１４０の上面に載置し、貫通孔１４１ｈを介して板状吸音パネル１１１側の雌ネジ孔１１
１ｈにネジ止めする。なお、縁部固定用リム１４１の取付を行う際には、間に天井１５１
を挟みこむようにする。これにより、天井１５１の取付も同時に行うことが出来る（図１
０参照）。
【００３５】
　図には示されていないが、板状吸音パネル１１１の下面にも、上面と同様に雌ネジ孔が
設けられている。この雌ネジ孔に対して上記縁部固定用リム１４１を取付け、板状吸音パ
ネル１１１を下面側からも固定する。更に、看板１４０の下面にも、上面と同様に雌ネジ
孔が設けられている。この雌ネジ孔に対しても上記縁部固定用リム１４１を取付け、看板
１４０を下面側からも固定する（図１参照）。以上の処理で、パイプ１２１へ直接は取り
付けられていない板状吸音パネル１１１も含めて、吸音ユニット１１０の全体が所定の高
さに支持される。
【００３６】
　なお、図１０では、天井１５１を、縁部固定用リム１４１の下に挟みこむようにしてい
る。しかし、縁部固定用リム１４１を板状吸音パネル１１１ａ～１１１ｇに取り付けた後
に、別途板状吸音パネル１１１ａ～１１１ｇの上にネジ止めしても良い。この場合、工程
数は増えるが、組み立てを楽に行うことが出来る。
【実施例２】
【００３７】
　上記実施例１の方法では、板状吸音パネル１１１は吸音材１１５を組み込んだ状態で搬
入され、上記のとおりに組み立てられる。しかし、吸音材１１５を、板状吸音パネル１１
１とは分離した状態で搬入し、現地での組み立てを行う過程で、吸音材１１５を板状吸音
パネル１１１に組み込むようにしてもよい。その場合、組み立て工程が増えるので、現地
での作業時間が増えるということがある。しかし、以下に説明するようなメリットも存在
する。
【００３８】
　まず、板状吸音パネル１１１が軽くなるので、板状吸音パネル１１１を組み合わせる作
業が楽になる。これにより、女性でも困難を感じること無く作業を進めることができるよ
うになる。また、ユーザー側に組み立て工程の一部を委ねることで、メーカー側でのコス
トが下がり、キット価格を低く抑えることが出来るといったこともある。
【００３９】
　更に、組み立て過程で、吸音材１１５を収納すべき板状吸音パネルの内側のアルミ側面
が、組み立て段階で露出しているので、それを利用して隣接する板状吸音パネルの側面同
士をネジ止めすることができる。上記例では、隣接する板状吸音パネル１１１は、縁部固
定用リム１４１によって上下の縁部位置で連結固定している。これに代えて、又はこれに
加えて、板状吸音パネル１１１の側面同士をネジ止めすれば、よりしっかりと一体化した
吸音ユニット１１０が形成できる。
【００４０】
　更に、板状吸音パネル１１１をパイプ１２１へ取り付ける場合も、やはり板状吸音パネ
ルのアルミ内面を利用して、パイプ１２１の複数位置に板状吸音パネル１１１をネジ止め
することができ、効率的に且つよりしっかりと固定できる。以下、その具体的な方法を実
施例２として説明する。なお、実施例１と共通する構成については説明を省略することと
し、以下相違点を中心に説明を行う。
【００４１】
　図１２に示す板状吸音パネル２１１は、図４に示す板状吸音パネル１１１と略同じであ
るが、吸音材１１５は未だ取り付けられていない。吸音材１１５は、板状吸音パネル２１
１が、パイプ１２１で所定の高さに支持され互いに連結した状態としてから、そのアルミ
内面に取り付けることになる。
【００４２】



(9) JP 2015-158054 A 2015.9.3

10

20

30

40

50

　また、パイプ１２１に接続すべき位置に対応して、板状吸音パネル２１１の内側の面に
貫通孔２４０が設けられている。この貫通孔２４０は、パイプ１２１の長さ方向（上下方
向）の４箇所、図１２で紙面に垂直な方向に一列に離隔して設けられている。
【００４３】
　更に、板状吸音パネル２１１の内側の一側面２１１ｓには貫通孔２１１ｈが設けられて
おり、反対側の側面２１１ｇの対応する位置には雌ネジ孔２１１ｆが貫通して設けられて
いる。この貫通孔２１１ｈと雌ネジ孔２１１ｆのペアも、板状吸音パネル２１１の長さ方
向（上下方向）の４箇所、図１２で紙面に垂直な方向に離隔して設けられている。これら
の貫通孔２１１ｈと雌ネジ孔２１１ｆとのネジ止めを行うことで、しっかりと一体化した
吸音ユニット１１０が形成できる（図１３参照）。特に、板状吸音パネル２１１をパイプ
１２１にネジ止めは、以下のように行うことで、作業効率を高めることが出来る。
【００４４】
　パイプ１２１には長さ方向の４箇所に雌ネジ孔１２１ｈが設けられているが、組み立て
キットの段階で予めボルト２５０が仮止めされている（図１４（Ａ）参照）。このボルト
２５０に板状吸音パネル２１１の貫通孔２４０を係合させる。貫通孔２４０は、本体部分
２４１と拡大部分２４２とからなり、拡大部分２４２はボルト２５０の頭部２５０ｂより
も若干大きな経を持つ（図１５（Ａ）参照）。本体部分２４１は、ボルト２５０の頭部２
５０ｂよりも小さく、軸部２５０ｓよりも大きな経を持つ。
【００４５】
　従って、まずボルト２５０の頭部２５０ｂを貫通孔２４０の拡大部分２４２に挿入し（
図１４（Ｂ）および図１５（Ｂ）参照）、次に板状吸音パネル２１１を若干下降させてボ
ルト２５０の軸部２５０ｓを貫通孔２４０の本体部分２４１に移動させる（図１４（Ｃ）
および図１５（Ｃ）参照）。そして、ボルト２５０を回転させて、板状吸音パネル２１１
をパイプ１２１にネジ止め固定する（図１４（Ｄ）参照）。この様な手順を取ることによ
って、作業が大幅に楽になる。
【００４６】
　以上、本発明を実施例により詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本願中に
説明した実施例に限定されるものではないということは明らかである。本発明の装置は、
特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変
更態様として実施することができる。従って、本願の記載は、例示説明を目的とするもの
であり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【００４７】
　例えば、上記実施例では、吸音ユニットは断面円形の柱状、すなわち円筒形状となって
いる。しかし、これに限らず、断面六角形、八角形などの多角形の柱状、または直方体と
いった形状としても上記実施例は困難なく実施されることは容易に理解されるであろう。
例えば、上記では板状吸音パネル１１１は、吸音ユニットの断面円に応じた一定の曲率を
持っているが、多角形の柱状では、その一辺に合わせた平面の形状となる。また、蟻ホゾ
や蟻溝は、係合した際に全体として多角形の断面となるように斜めに形成される。
【００４８】
　具体例として、図１６の概略横断面図に示したように上記携帯端末用ブースの吸音ユニ
ットを、断面九角形としてもよい。ここで、板状吸音パネル３１１ｂ、３１１ｄ、３１１
ｆ、３１１ｇは、上記実施例の板状吸音パネル１１１ｂ、１１１ｄ、１１１ｆ、１１１ｇ
と同等の機能を持つ。また、板状吸音パネル３１１ａ、３１１ｃ、３１１ｅは上記実施例
の板状吸音パネル１１１ａ、１１１ｃ、１１１ｅと同等の機能を持つ。更に、看板３４０
は、上記実施例の看板１４０と同等の機能を持つ。これらは、上記実施例では、組み合わ
せにより全体として円筒形とする為に曲面となっている板状吸音パネルを、そのまま平面
のパネルに置き換えたものであり、上記実施例と同様の組み立て方法によって、組み立て
ることができる。また、同様の効果が期待できる。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
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　本発明に係わる携帯端末用ブースの組み立て方法および組み立てキットによれば、専門
の作業員がいなくても、輸送された状態からユーザーが自分で組み立てを行うことができ
、しかも狭い設置場所であっても困難なく作業を行うことが出来る。これにより、携帯端
末用ブース自体の普及が促進される。
【符号の説明】
【００５０】
１００ 携帯端末用ブース
１０１ 板状吸音パネル
１０５ｃ 軟質塩化ビニル樹脂板
１１０ 吸音ユニット
１１１ａ～１１１ｇ 板状吸音パネル
１１１ｈ 雌ネジ孔
１１１ｍ 蟻ホゾ
１１１ｎ 蟻溝
１１３ アルミパネル
１１５ 吸音材
１１５ａ 吸音シート
１１５ｂ ビニールシート
１１５ｄ 布
１１５ｈ 円形開口部
１２０ 支持フレーム
１２１ パイプ
１２１ｈ 雌ネジ孔
１２１ｈ 接続孔
１２３ アジャスタフット
１２３ｃ 切断部分
１４０ 看板
１４１ 縁部固定用リム
１４１ａ、１４１ｂ 係合部
１４１ｈ 貫通孔
１５１ 天井
２０１ｈ、２１１ｈ 貫通孔
２１１ 板状吸音パネル
２１１ｆ 雌ネジ孔
２１１ｇ 側面
２１１ｈ 貫通孔
２１１ｓ 側面
２４０ 貫通孔
２４１ 貫通孔本体部分
２４２ 貫通孔拡大部分
２５０ ボルト
２５０ｂ ボルト頭部
２５０ｓ ボルト軸部
３１１ａ～３１１ｇ 板状吸音パネル
３４０ 看板
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