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(57)【要約】
本発明は、収納アセンブリを含む、仕分け箱のような容
器（１）であって、前記収納アセンブリが、前記容器（
１）内部の中身を収納するためのものであり、前記収納
アセンブリが、少なくとも１つの収納ユニット（１７）
と、受入層（１６）とを含み、前記少なくとも１つの収
納ユニット（１７）が、第１接続手段の使用によって、
前記受入層（１６）に解放可能に接続されるように構成
される容器（１）に関する。



(2) JP 2017-523098 A 2017.8.17

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　収納アセンブリを含む、仕分け箱のような容器（１）であって、前記収納アセンブリが
、前記容器（１）内部の中身を収納するためのものであり、前記収納アセンブリが、少な
くとも１つの収納ユニット（１７）と、前記容器の内側に固定化された受入層（１６）と
を含み、前記少なくとも１つの収納ユニット（１７）が、第１接続手段の使用によって、
前記受入層（１６）に解放可能に接続されるように構成される容器（１）。
【請求項２】
　前記第１接続手段が、少なくとも１つの解放可能なスナップ係合を含む請求項１に記載
の容器（１）。
【請求項３】
　前記第１接続手段が、少なくとも１つの突出部（２２、２２’、２２”、２２’”）と
、１つの凹部（２１）とを含む請求項１または２に記載の容器（１）。
【請求項４】
　前記収納ユニット（１７）が、前記少なくとも１つの突出部（２２、２２’、２２”、
２２’”）を含み、かつ前記受入層（１６）が、前記少なくとも１つの突出部（２２、２
２’、２２”、２２’”）を受けるように構成された少なくとも１つの凹部（２１）を含
む請求項３に記載の容器（１）。
【請求項５】
　前記第１接続手段が、前記受入層（１６）に、かつ前記少なくとも１つの収納ユニット
（１７）の下面に配置される請求項１から４のいずれか一項に記載の容器（１）。
【請求項６】
　前記受入層（１６）が、第２接続手段の使用によって前記容器（１）の内部と解放可能
に固定化されるように構成される請求項１から５のいずれか一項に記載の容器（１）。
【請求項７】
　前記容器（１）の底部（４）が、前記受入層（１６）である請求項１から５に記載の容
器（１）。
【請求項８】
　前記第１接続手段の少なくとも一部が、前記少なくとも１つの収納ユニット（１７）の
長手方向軸と平行であり、かつ交差し、かつ前記少なくとも１つの収納ユニット（１７）
の少なくとも片側と直交する平面に対して前記少なくとも１つの収納ユニット（１７）の
下面上に対称的に配置される請求項１から７のいずれか一項に記載の容器（１）。
【請求項９】
　前記受入層（１６）が、２つ以上の収納ユニット（１７）と同時に接続するように構成
される請求項１から８のいずれか一項に記載の容器（１）。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの収納ユニット（１７）が、前記受入層（１６）と接続されるとき
、１つのまたは更なる収納ユニット（１７）に隣接して配置される請求項１から９のいず
れか一項に記載の容器（１）。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの収納ユニット（１７）が、前記少なくとも１つの収納ユニット（
１７）の下面に直交する真っ直ぐな壁（１８、１８’、１８”、１８’”）を含む請求項
１から１０のいずれか一項に記載の容器（１）。
【請求項１２】
　前記受入層（１６）の限定された部分が、前記第１接続手段の少なくとも一部を含まな
い請求項１から１１のいずれか一項に記載の容器（１）。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれかに記載の容器（１）用の受入層（１６）であって、接続手
段の使用によって容器（１）および少なくとも１つの収納ユニット（１７）に解放可能に
接続するように構成される受入層（１６）。
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【請求項１４】
　請求項１から１３のいずれかに記載の容器（１）用の収納ユニット（１７）であって、
底部と、少なくとも１つの側面部（１８、１８’、１８”、１８’”）とを含み、前記底
部および少なくとも１つの側面部（１８、１８’、１８”、１８’”）が収納ユニット（
１７）の内部体積（１９）を画定し、収納ユニット（１７）が、接続手段の使用によって
受入層（１６）に解放可能に接続するように構成される、収納ユニット（１７）。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、収納アセンブリを含む、仕分け箱のような容器であって、前記収納アセンブ
リが、前記容器内部の中身を収納するためのものである容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、家の中で大工仕事を行う、または照明器具のような物品を据え付けるとき、例
えばねじ釘、釘およびボルトを含む道具箱または仕分け箱を使用することが周知である。
例えば、職業として働いているか、それとも単に空き時間に物品を据え付けているかに応
じて、また使用すべき種々の例えばねじ釘、釘およびボルトに応じて、使用者は、道具箱
または仕分け箱内で正しい部品を見つけることに多大な時間を費やさなければならないこ
とがある。
【０００３】
　上記不都合を改善するために、道具箱または仕分け箱の種々の応用例が提案されている
。道具箱または仕分け箱内で正しい部品を見つける際の難点を減らすための既知の解決法
には、道具箱または仕分け箱内に幾つもの小さい収納ユニットを、例えば部品のタイプ毎
に１つ、かつ部品のサイズ毎に１つを挿入することを含む。しかしながら、例えば使用者
が、大工仕事を行う、または物品を据え付けるとき、道具箱または仕分け箱は、当然なが
ら開いており、かつ例えば床の上に置かれていることがある。偶然に道具箱または仕分け
箱が、見落とされることや、蹴られる、または押される場合があり、かつ中身を有する小
さい収納ユニットは、道具箱または仕分け箱から飛び出すことがある。更に、何をどれ位
の量で道具箱または仕分け箱内に容れるべきであるかに関して、使用者の気が変わった場
合、使用者は、例えば小さい収納ユニットのサイズおよび配置を容易な方法で修正するこ
とが可能であることを必要とするが、このことは、小さい収納ユニットが、道具箱または
仕分け箱に永続的に固定されている場合、可能でない。
【０００４】
　特許文献１は、ねじ釘および類似物を含むための小さい方形の収納ユニットを含む仕分
け箱に関する。収納ユニットは、一回限り使用のための置き換え可能な収納ユニットであ
ることが意図される。従って、収納ユニットは、開放され、かつ仕分け箱に挿入され得る
ボール紙で作られる。しかしながら、特許文献１は、道具箱または仕分け箱が、例えば蹴
られた場合に、収納ユニットが、箱から飛び出ることを防ぐ方法を提供しない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】独国実用新案第９２０２８４３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　道具箱または仕分け箱のような既知の容器は、使用者が、収納ユニットを配置し直し、
かつ同時に収納ユニットが、容器から偶然に飛び出ることを防ぐことを可能にする方法を
提供しない。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明によれば、収納アセンブリを含む、仕分け箱のような容器であって、前記収納ア
センブリが、前記容器内部の中身を収納するためのものであり、前記収納アセンブリが、
少なくとも１つの収納ユニットと、前記容器の内側に固定化された受入層とを含み、前記
少なくとも１つの収納ユニットが、第１接続手段の使用によって、前記受入層に解放可能
に接続されるように構成される容器が提供される。
【０００８】
　仕分け箱または道具箱のような容器、および様々なサイズのねじ釘のような幾つもの様
々な部品を使用するとき、使用者が、容器内に様々な部品を分類して収納できるように、
容器が、ある種の収納アセンブリを含むことが、明らかに有利となり得る。このように、
使用者は、求められる部品を比較的早く見つける可能性を有する。
【０００９】
　少なくとも１つの収納ユニットと、受入層とを含む収納アセンブリを使用するとき、収
納ユニットが、受入層に接続されるように構成される場合、前記収納ユニットは、第１接
続手段を介して受入層によって保持され、かつ従って前記容器内を意図せずに動き回るこ
とを防ぎ得る。更に、前記容器内部に固定化された受入層を有することによって、受入層
は、前記容器に対して実質的に動くことができず、このことは容器が、偶然に蹴られた場
合に事実となり得る。固定化されるとは、受入層が、前記容器内部に完全に固定され、か
つ容器に対して動けないこと、または受入層が、容器に対して専ら限定されて動けること
が意味される。従って、使用者は、収納ユニットおよび受入層が容器内部でどこに位置す
るかを常に知っており、収納ユニットおよび／または受入層が、互いに、かつ容器に対し
て意図せずに動かないので、前記容器から完全に放出されなかったことがわかる。
【００１０】
　少なくとも１つの収納ユニットが、受入層に解放可能に接続されるように構成されるこ
とは、収納アセンブリの使用する難点を減らし、かつ支出を削減する。このことは、使用
者が、収納ユニットを受入層に対して配置し直したいと望んでもよいこと、または１つ以
上の収納ユニットが、受入層に接続される場合に、使用者が、収納ユニットを互いに対し
て配置し直す、例えば様々な部品の数に適応したいと望んでもよいことを意味する。その
結果、収納ユニットが、互いに対して異なるように設置される場合、収納ユニットが、解
放可能に接続されるので、同じ容器、受入層および収納容器が使用できることとなる。新
しいタイプの容器を購入する必要はない。
【００１１】
　従って、本発明は、容器と、調節することができ、かつ支出を最小限に抑える収納アセ
ンブリとを提供する。
【００１２】
　一実施態様では、前記第１接続手段は、少なくとも１つの解放可能なスナップ係合を含
むことができる。解放可能なスナップ係合は、受入層内に２つのスロットと、収納ユニッ
ト上に２つのタップとを含んでもよく、タップは、フックの形状を有してもよく、すなわ
ち真っ直ぐな本体と、本体の端部に頭部とを有してもよく、前記頭部が、本体の延長部に
直交する方向に本体の端部から離れて突出する。タップが、その各スロットに隣接して設
置され、かつ従って接続される準備ができているとき、タップは、僅かにスロットからず
れてもよい。従って、タップがそのそれぞれのスロットと接触するとき、使用者は、収納
ユニットを受入層に向けて押す必要があり、それによりタップがスロットに向かう方向に
屈曲され、かつ頭部を含むタップが、スロットと位置合わせされるようになり、かつ従っ
てスロットと係合する。スロットは、頭部を含むタップがスロットの開口部を通過した後
、タップが収納ユニットに対してその元の位置に向かって曲げ戻り得る、すなわちタップ
がスロットとスナップ係合し得るように、その開口部の下で広くなってもよい。従って、
タップは、弾性挙動を示してもよい。収納ユニットは、受入層から容易に取り外せない。
収納ユニットを受入層から取り外すために、使用者は、収納ユニットを引っ張らなければ
ならない。それにより、その頭部を含むタップは、屈曲し、かつ従ってスロットの開口部
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と位置合わせし、それによりタップと、スロットとの間の係合が、解ける。しかしながら
、他のタイプの解放可能なスナップ係合が、本発明の範囲内で予見されている。
【００１３】
　解放可能なスナップ係合を使用することで、収納ユニットが、受入層に接続しやすく、
かつ再度取り外しやすいことをもたらす。使用者は、収納ユニットおよび受入層がスナッ
プ係合するように、収納ユニットの第１接続手段および受入層を互いに対して位置合わせ
し、かつ収納ユニットを受入層に向けて押す必要があるだけである。収納ユニットを取り
外す、または配置換えするとき、使用者は、収納ユニットを引っ張る必要があるだけであ
り、それによりスナップ係合が解放する。
【００１４】
　スナップ係合は、操作が容易であり、かつ操作が、タップを屈曲するような幾つかの簡
易なステップを含むだけであるので、信頼できる。更に、係合手段の一部、例えばタップ
は、収納ユニットの一部として製造されるか、または製造後に収納ユニットに装着しても
よい。収納ユニットが、例えばプラスチック材料で製造される場合、製造におけるステッ
プ数を減らすために、係合手段の少なくとも一部が、収納ユニットの一部として製造され
ることが好適であり得る。
【００１５】
　一実施態様では、前記第１接続手段は、少なくとも１つの突出部と、１つの凹部とを含
んでもよい。少なくとも１つの突出部と、１つの凹部とを有することは、収納ユニットを
受入層に対して正確に配向することが使用者にとって容易であること、すなわち各突出部
が、凹部と位置合わせされる必要があるだけであることを意味する。更に、それぞれロッ
ド／タップ／足部および孔のような、突出部および凹部を当てることで、接続方法が容易
で、信頼でき、かつ安定していること、および第１接続手段内の摩耗が最小限であること
をもたらす。
【００１６】
　スナップ係合だけでなく、少なくとも１つの突出部と、１つの凹部とを提供することは
、収納ユニットが、受入層と位置合わせおよび接続しやすくなり得ることを、すなわち突
出部を凹部と位置合わせし、かつ次に収納ユニットを受入層に向けて押すことによって、
スナップ係合が、係合するようにすることを促進する。
【００１７】
　幾つかの収納ユニットは、少なくとも１つの突出部と、１つの凹部と、少なくとも１つ
の解放可能なスナップ係合との両者を含んでもよく、一方、幾つかの収納ユニットは、少
なくとも１つの突出部と、１つの凹部とのみを含んでもよい。従って、収納ユニットは、
受入層上に配置されてもよく、使用者が、たいがい同時に幾つかを必要とする物品を含む
収納ユニットが、解放可能なスナップ係合を含まないようにし、使用者が、かかる収納ユ
ニットを容器から容易に取り外しでき、かつそれを別のところに運べるようにする。使用
者が、別のところに運ぶ必要がない収納ユニットは、少なくとも１つのスナップ係合を含
む第１接続手段を含んでもよい。従って、収納ユニットの少なくとも幾つかは、受入層と
係合してもよく、幾つかは、係合してなくてもよい。
【００１８】
　従って、本発明は、収納ユニットおよび受入層を接続する簡易な方法を提供し、かつ使
用者に、収納ユニットと、受入層との間の相互の配置を修正する可能性を提供する。
【００１９】
　一実施態様では、前記収納ユニットは、少なくとも１つの突出部を含んでもよく、かつ
前記受入層は、少なくとも１つの突出部を受けるように構成された少なくとも１つの凹部
を含んでもよい。収納ユニットに少なくとも１つの突出部を含ませ、かつ受入層に少なく
とも１つの凹部を含ませることは、受入層が、接続手段を含まない収納ユニット、すなわ
ち当初は、他のタイプまたはバージョンの容器内で使用されるよう意図された収納ユニッ
トを受けるように構成されてもよいことを意味し得る。従って、受入層内に凹部を含むこ
とは、接続手段のない収納ユニットが、受入層上に載ることを妨げ得る、受入層から突出
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する部分がないことを意味する。第１接続手段の少なくとも一部のない収納ユニットは、
容器が開放された後で、使用者が、収納ユニットを運び去るよう望む場合、十分であり得
る。
【００２０】
　一実施態様では、第１接続手段は、受入層に、かつ少なくとも１つの収納ユニットの下
面に配置されてもよい。第１接続手段を、例えば受入層の表面上に均質に配分して、受入
層に、かつ少なくとも１つの収納ユニットの下面に配置させることは、収納ユニットが、
受入層に接続されるときに、直立位置に据え付けられてもよく、その開口部が、容器の開
口部に向けられるという結果を有し得る。更に、収納ユニットの受入層への接続は、使用
者が、収納ユニットの一面に配置された接続手段および受入層に集中する必要があるだけ
なので、容易である。
【００２１】
　一実施態様では、受入層は、第２接続手段の使用によって容器の内部と解放可能に固定
化されるように構成され得る。容器の内部は、容器の底部であってもよく、容器に接続さ
れるとき、受入層が、容器の既存の底部の頂部に、追加の底部を形成するようにする。従
って、受入層は、平坦であってもよいが、平準化されたような他の形状が、本発明内で予
見されている。第２接続手段は、受入層の容易な据え付けを促進するために、解放可能な
スナップ係合を含んでもよい。従って、使用者は、容器の内部に対して受入層を位置合わ
せし、かつ前記内部と固定化／接続／係合させるために押す必要があるだけである。しか
しながら、他のタイプの接続手段が、本発明内で予見されている。
【００２２】
　受入層が、容器の内部と固定化／接続できる別個の層である場合、使用者は、望む／必
要であるなら、受入層を据え付ける選択肢を有する、すなわちこれは、要件でなく、選択
肢である。
【００２３】
　受入層を別個の層として提供することは、受入層が、印を付した上に既に存在する容器
内に据え付けられ得ることを促進する。更に、種々のタイプの受入層は、すなわち第１接
続手段の少なくとも一部、例えば凹部の様々な配分を有し、従って受入層が、目的の用途
および容器の中身に応じて選択できるように、容器内に据え付けられてもよい。
【００２４】
　従って、本発明は、使用者に優しい容器を提供し、かつ使用者に目的の用途に応じて容
器を修正する可能性を提供する。
【００２５】
　一実施態様では、容器の底部は、受入層であってもよい。容器の底部として受入層を提
供することは、受入層が、既に据え付けられているので、使用者が、受入層を据え付ける
こと、容器の内部に対して受入層をどのように位置合わせするか、およびその後にそれを
内部に向けて押し、それを内部に固着することに関して心配する必要がないという利点を
有し得る。このことは、受入層が、容器の製造に組み込まれてもよく、かつ別個の製造に
おいて製造され、かつその後で容器に据え付けられる必要がないという結果も有する。従
って製造は、簡易に、かつ安価になり得る。
【００２６】
　一実施態様では、第１接続手段の少なくとも一部は、前記少なくとも１つの収納ユニッ
トの長手方向軸と平行であり、かつ交差し、かつ前記少なくとも１つの収納ユニットの少
なくとも片側と直交する平面に対して少なくとも１つの収納ユニットの下面上に対称的に
配置できる。前記下面に対称的に配置される第１接続手段を提供することは、使用者が、
前記収納ユニットおよび前記受入層が接続できるように、受入層に対して少なくとも１つ
の収納ユニットを位置決めする助けとなり得る。このことは、第１接続手段が、前記下面
の隅にあり得る前記収納ユニットの下面に対称的に設置されるので、第１接続手段が、少
なくとも１つの収納ユニットの下面上で、かつ受入層上でどこに設置されるか特定する／
捜し出すことが容易であり得ることを意味する。更に、第１接続手段を対称的に配置する
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ことは、接続が更に安定すること、すなわち接続により、少なくとも１つの収納ユニット
が、受入層上で揺動する、または他の方法で不安定であることを防ぐことをもたらし得る
。
【００２７】
　一実施態様では、受入層は、２つ以上の収納ユニットと同時に接続するように構成され
得る。以前に説明したように、例えば家の中で大工仕事を行う、または照明器具のような
物品を据え付けるとき、例えばねじ釘、釘、ボルト、電子部品、工具部品、ビット、小さ
い工具装置等を含む道具箱または仕分け箱を使用することが周知である。例えば、職業と
して働いているか、それとも単に空き時間に物品を据え付けているかに応じて、また使用
すべき種々の例えばねじ釘、釘およびボルトに応じて、使用者は、道具箱または仕分け箱
内で正しい部品を見つけることに多大な時間を費やさなければならないことがあり、その
ために１つだけでなく、幾つもの収納ユニットを容器内に据え付けることが有利となり得
る。このように、使用者は、容器に部品を容易かつ信頼できるように収納および配置でき
る。
【００２８】
　一実施態様では、少なくとも１つの収納ユニットは、前記受入層と接続されるとき、１
つのまたは更なる収納ユニットに隣接して配置できる。１つのまたは更なる収納ユニット
に隣接して少なくとも１つの収納ユニットを配置することは、収納ユニットが、並んで配
置され、前記受入層と接続されるとき、接触するか、ほとんど接触することをもたらし得
る。従って、収納ユニットは、受入層上にぎっしりと詰められてもよく、かつこのように
して、できるだけ多数の収納ユニットが、受入層に配置され得る。
【００２９】
　更に、１つのまたは更なる収納ユニットに隣接して少なくとも１つの収納ユニットを配
置することは、使用者が、収納ユニットを、既に受入層に接続された収納ユニットの次に
／隣接して位置合わせし、かつ接続を得るために、それを受入層に向かって動かすことが
必要なだけであるので、使用者が、前記収納ユニットを受入層上に据え付けること、すな
わち前記収納ユニットが、受入層上の正確にはどこに接続され得るか特定することを容易
にする。
【００３０】
　一実施態様では、少なくとも１つの収納ユニットは、少なくとも１つの収納ユニットの
下面に直交する真っ直ぐな壁を含んでもよい。真っ直ぐな壁を提供することは、少なくと
も１つの収納ユニットが、１つのまたは更なる収納ユニットに隣接して配置でき、かつ従
って隣接して設置された収納ユニットの側面が、互いに平行であってもよいので、収納ユ
ニットが、受入層上にぎっしり詰められ得ることを更に促進する。従って、容器内に据え
付けられるときに収納ユニット間に、最小限の自由空間が存在し、従って、容器内部に最
大限の収納容積を提供する。収納ユニットの形状は、立方体、直方体、正立方体、または
多面体であってもよいが、他の形状も本発明内で予見されている。
【００３１】
　一実施態様では、受入層の限定された部分は、第１接続手段の少なくとも一部を含まな
くてもよい。受入層の限定された部分は、例えば、受入層の面の半分であってもよいか、
または前記面の正方形もしくは長方形領域であってもよいか、あるいはその部分に収納さ
れるべき部品に従った形状を有してもよい。第１接続手段の少なくとも一部、例えば凹部
またはスロットのない受入層の限定された部分を提供することは、容器が、限定量の、か
つ限定された種類の、釘、ねじ釘、ボルト、電子部品等のような部品を含むように意図さ
れ、かつ容器の残りの容積が、例えば工具のような大きな部品を含まなければならない場
合に有利となり得る。従って、受入層は、限定された部分上に第１接続手段を含む必要が
ない。
【００３２】
　本発明によれば、容器用の受入層が提供され、前記受入層は、接続手段の使用によって
容器および少なくとも１つの収納ユニットに解放可能に接続するように構成される。
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【００３３】
　本発明によれば、容器用の収納ユニットが提供され、前記収納ユニットは、底部と、少
なくとも１つの側面部とを含み、前記底部および少なくとも１つの側面部は、前記収納ユ
ニットの内部体積を画定し、かつ前記収納ユニットが、接続手段の使用によって受入層に
解放可能に接続するように構成される。
【００３４】
　容器、収納ユニットおよび受入層の構造および機能、並びにそれらを使用する方法は、
図中に示した代表的な実施形態を参照して、以下で更に詳細に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】斜視図で見た、容器の一実施形態を示し、受入層が、容器の内部に接続され、か
つ収納ユニットが、受入層に接続される。
【図２】側方から斜視図で見た、容器の一実施形態を示し、受入層が、容器の内部に接続
され、かつ収納ユニットが、受入層に接続される。
【図３】収納ユニットが、受入層に接続される一実施形態の部分図である。
【図４】受入層が、容器の内部に接続される、下方から見た容器の一実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　図中で、容器、収納ユニットおよび受入層は、長方形の断面を有して示される。しかし
ながら、円形、楕円形、正方形等のような他の断面も、本発明の範囲内にあることが意図
されることが理解されるべきである。
【００３７】
　図中で、実施形態は、収納アセンブリが、道具箱または仕分け箱用であり得ることを例
示する。当業者は、収納アセンブリおよび容器の例示された組み合わせが、網羅的である
と理解されるべきでなく、かつ１種類の収納アセンブリが、何種類もの容器と使用でき、
かつ１種類の収納ユニットが、何種類もの受入層と使用でき、かつ収納ユニットが、工具
、釘、ねじ釘、予備部品、電子部品、雑貨、工具部品、ビット、小さい工具装置等のよう
な種々のタイプの中身を含んでもよいことを理解するであろう。
【００３８】
　図１は、斜視図で見た、容器の一実施形態を示し、受入層が、容器の内部に接続され、
かつ収納ユニットが、受入層に接続される。
【００３９】
　代表的な実施形態では、容器１は、上部蓋部２が下部容器部３から分離されて見られる
。
【００４０】
　下部容器部３は、実質的に長方形の断面を有することがわかり、かつ底部４と、互いに
、かつ底部４に対して実質的に直交する第１側面部５、第２側面部５’、第３側面部５”
および第４側面部５’”とを含む。第３側面部５”は、２つの角度の付いた端部６、６’
と、下部容器部３の内部開口部８に突出して、従って容器１の取っ手９を含むように構成
された第３側面部５”内に凹部を画定する中心部７とを含む。
【００４１】
　上部蓋部２の断面の周縁部は、上部蓋部２が下部容器部３の開口部を閉鎖するとき、上
部蓋部２の内縁部１０が、下部容器部３の上縁部１１と係合できるように、下部容器部３
の断面の周縁部と実質的に類似する形状およびサイズを有することがわかる。上部蓋部２
は、ヒンジ１２のような枢着部１２の使用によって下部容器部３に枢着され得る。容器１
が閉鎖されるとき、すなわち下部容器部３および上部蓋部２が互いに係合するとき、容器
１は、第１および第２係止ユニットの使用によって係止されてもよい。各係止ユニットは
、摺動部１３、１４と、保持部１３’、１４’とを含む。摺動部１３、１４は、容器１が
閉鎖されたとき、それぞれの各保持部１３’、１４’にわたって摺動され得る。従って、
容器１が係止され、かつ下部容器部３および上部蓋部２は、第１および第２係止ユニット
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が再度解除される前に分離できない。従って、使用者は、取っ手９によって容器１を持ち
上げ、かつ容器１の中身が飛び出るいかなる危険性もなく、容器１を輸送できる。
【００４２】
　図１の代表的な実施形態では、容器１が開放されるとき、および閉鎖されるときの両方
で、容器１の内部開口部８内の中身が見られるように、上部蓋部２は、透明な材料を含ん
でもよい。
【００４３】
　上部蓋部２の内面１５は、各々が上部蓋部２から僅かに外側に屈曲する幾つもの小さい
領域１５’、いわゆるＵ字形状１５’を含んでもよい。
【００４４】
　図１の代表的な実施形態では、受入層１６は、第２接続手段の使用によって、容器１の
内部、すなわち底部４と解放可能に接続された。収納ユニット１７は、第１接続手段の使
用によって受入層１６に解放可能に接続された。一緒に、少なくとも１つの収納ユニット
１７および受入層１６は、前記容器１内部に中身を収納する収納アセンブリを形成する。
受入層１６は、平坦な形状を有してもよく、かつ容器１の底部全体を満たしてもよいが、
受入層１６が、容器１の底部の例えば大部分または半分を満たす場合のような、受入層１
６の他の形状およびサイズが、本発明内で予見されている。
【００４５】
　収納ユニット１７は、第１側壁１８、第２側壁１８’、第３側壁１８”および第４側壁
１８’”と、下面（図示せず）とを含んでもよく、前記側壁１８、１８’、１８”、１８
’”は、全てが互いに、かつ下面に直交し、かつ収納ユニット１７の内部体積１９を一緒
に画定する。収納ユニット１７の開口部は、上部蓋部２に向けられてもよく、かつ従って
容器１の開口部に向けられてもよく、かつ釘、ねじ釘、ボルトまたは電子部品のような部
品は、開口部を介して内部体積１９に導入されるか、または内部体積１９から取り外され
得る。上部蓋部２が、下部容器部３を係合するとき、上部蓋部２および従ってＵ字形状１
５’の一部は、収納ユニット１７の開口部と密接に接触し、このことは、収納ユニット１
７内に含まれる部品は、容器１が動き回らされても、収納ユニット１７から抜け出ないこ
とを意味する。
【００４６】
　受入層１６は、第１スナップ係合２０、第２スナップ係合２０’、第３スナップ係合２
０”および第４スナップ係合（図示せず）によって例示される図１の実施形態では、第２
の接続手段の使用によって容器１の内部と接続した。受入層１６は、収納ユニット１７の
少なくとも１つの突出部を受けるために、少なくとも１つの凹部２１を含んでもよい。図
１の実施形態では、収納ユニット１７は、収納ユニット１７の足部のような、第１突出部
２２、第２突出部２２’、第３突出部２２”および第４突出部（図示せず）を含む。受入
層１６は、同様に収納ユニット１７のスナップ係合（図示せず）の第１タップ２４および
第２タップ２４’を受けるように構成された少なくとも１つのスロット２３を含むことが
示される。受入層１６および少なくとも１つの収納ユニット１７を接続する第１接続手段
を提供することは、容器１が、例えば偶然に蹴られた場合に、少なくとも１つの収納ユニ
ット１７が、下部容器部３の内部開口部８から飛び出ないことを促進する。
【００４７】
　受入層１６が、第２接続手段の使用によって容器１の内部と接続できるので、使用者は
、望む場合、受入層１６を容器１内に据え付ける可能性を有するが、容器１内に収納アセ
ンブリを有する必要がない場合に、それを取り外してもよい。使用者は、この目的に適し
ている、受入層１６のタイプを同様に据え付けてもよい。例えば、種々の部品が、収容さ
れるべき場合、図１に示すような幾つもの収納ユニット１７に接続できる受入層１６が、
据え付けられ得る。一方、使用者が、限定された数の部品に対して収納ユニット１７を有
する必要があるだけ場合、受入層１６の限定された部分が接続手段の少なくとも一部を含
まない場合に、受入層１６が据え付けられ得る。次に、例えば工具が、前記限定された部
分によって画定された容器１の内部体積内に収納され得る。
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【００４８】
　図２は、側方から斜視図で見た、容器１の一実施形態を示し、受入層１６が、容器１の
内部に接続され、かつ収納ユニット１７が、受入層１６に接続される。同様の部品に関し
て同様の参照番号が図１のように使用されている。
【００４９】
　代表的な実施形態では、容器１は、上部蓋部２が、下部容器部３から分離されて見られ
る。
【００５０】
　受入層１６は、容器１の内部に解放可能に接続された。少なくとも１つの収納ユニット
１７は、受入層１６に解放可能に接続された。使用者は、ここで収納ユニット１７の内部
体積１９に部品を入れることができ、かつ更なる収納ユニット１７を受入層１６に接続で
きる。
【００５１】
　図３は、収納ユニット１７が、受入層１６に接続される一実施形態の部分図である。同
様の部品に関して同様の参照番号が以前の図のように使用された。
【００５２】
　収納ユニット１７は、受入層１６に接続された。収納ユニット１７は、第１側壁１８、
第２側壁１８’、第３側壁１８”および第４側壁１８’”と、下面（図示せず）とを含む
直方体の形状を有してもよく、前記側壁１８、１８’、１８”、１８’”は、全てが互い
に、かつ下面に直交し、かつ収納ユニット１７の内部体積１９を一緒に画定する。他の形
状が、本発明内で予見されている。第１突出部２２、第２突出部２２’、第３突出部２２
（図示せず）および第４突出部（図示せず）は、各々が受入層１６の凹部２１によって受
けられる。
【００５３】
　受入層１６は、収納ユニット１７のスナップ係合（図示せず）の第１タップ２４および
第２タップ２４’を受けるように構成された少なくとも１つのスロット２３も含んでもよ
い。スナップ係合は、容器１が、例えば偶然に蹴られた場合に、少なくとも１つの収納ユ
ニット１７が、下部容器部３の内部開口部８から飛び出ないことを促進する。
【００５４】
　図３の代表的な実施形態では、解放可能なスナップ係合は、収納ユニット１７上に第１
タップ２４と、第２タップ２４’（図示せず）とを含み、タップ２４、２４’は、フック
の形状を有してもよく、すなわち真っ直ぐな本体と、本体の延長部に直交する方向に本体
の端部から離れて突出し、本体の端部の頭部とを有してもよい。タップ２４、２４’が、
その各スロット２３に隣接して設置され、かつ従って接続される準備ができているとき、
タップ２４、２４’は、僅かにスロット２３からずれてもよい。従って、タップ２４、２
４’がスロット２３のそれぞれのスロットと接触するとき、使用者は、収納ユニットを受
入層４に向けて押す必要があり、それによりタップ２４、２４’がスロット２３に向かう
方向に屈曲され、かつ頭部を含むタップ２４、２４’が、スロット２３と位置合わせされ
るようになり、かつ従ってスロット２３と係合する。スロット２３は、頭部を含むタップ
２４、２４’がスロット２３の開口部を通過した後、タップ２４、２４’が収納ユニット
１７に対してその元の位置に向かって曲げ戻り得る、すなわちタップ２４、２４’がスロ
ット２３とスナップ係合し得るように、その開口部の下で広くなってもよい。従って、タ
ップ２４、２４’は、弾性挙動を示してもよい。収納ユニット１７は、受入層４から容易
に取り外せない。収納ユニット１７を受入層４から取り外すために、使用者は、収納ユニ
ット１７を引っ張らなければならない。それにより、その頭部を含むタップ２４、２４’
は、屈曲し、かつ従ってスロット２３の開口部と位置合わせし、それによりタップ２４、
２４’と、スロット２３との間の係合が、解ける。
【００５５】
　図４は、受入層１６が、容器１の内部に接続される、下方から見た容器１の一実施形態
を示す。同様の部品に関して同様の参照番号が以前の図のように使用された。
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【００５６】
　解放可能な第１スナップ係合２０、第２スナップ係合２０’、第３スナップ係合２０”
および第４スナップ係合２０’”は、各々が、２つのアームを含んでもよく、２つのアー
ムは、各々が、端部での突起２７、２７’と、突起２７、２７’が突出する容器１の底部
２６での第１孔２５、第２孔２５’、第３孔２５”および第４孔２５’”を含む。受入層
１６が、容器１の内部に接続されるとき、２つのアームの端部での突起２７、２７’の先
端間の距離は、そのそれぞれの孔２５、２５’、２５”、２５’”の各々の直径よりも大
きい。従って、２つのアームの端部での突起２７、２７’の先端間の距離が、前記孔２５
、２５’、２５”、２５’”の直径よりも小さいように、使用者が、スナップ係合２０、
２０’、２０”、２０’”の各々の２つのアームを一緒に押さない限り、受入層１６は、
容器１の内部から外れない。
【００５７】
　上記原理および設計の修正および組み合わせが、本発明の範囲内で予見されている。
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成28年5月12日(2016.5.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、収納アセンブリを含む、仕分け箱のような容器であって、前記収納アセンブ
リが、前記容器内部の中身を収納するためのものである容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、家の中で大工仕事を行う、または照明器具のような物品を据え付けるとき、例
えばねじ釘、釘およびボルトを含む道具箱または仕分け箱を使用することが周知である。
例えば、職業として働いているか、それとも単に空き時間に物品を据え付けているかに応
じて、また使用すべき種々の例えばねじ釘、釘およびボルトに応じて、使用者は、道具箱
または仕分け箱内で正しい部品を見つけることに多大な時間を費やさなければならないこ
とがある。
【０００３】
　上記不都合を改善するために、道具箱または仕分け箱の種々の応用例が提案されている
。道具箱または仕分け箱内で正しい部品を見つける際の難点を減らすための既知の解決法
には、道具箱または仕分け箱内に幾つもの小さい収納ユニットを、例えば部品のタイプ毎
に１つ、かつ部品のサイズ毎に１つを挿入することを含む。しかしながら、例えば使用者
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が、大工仕事を行う、または物品を据え付けるとき、道具箱または仕分け箱は、当然なが
ら開いており、かつ例えば床の上に置かれていることがある。偶然に道具箱または仕分け
箱が、見落とされることや、蹴られる、または押される場合があり、かつ中身を有する小
さい収納ユニットは、道具箱または仕分け箱から飛び出すことがある。更に、何をどれ位
の量で道具箱または仕分け箱内に容れるべきであるかに関して、使用者の気が変わった場
合、使用者は、例えば小さい収納ユニットのサイズおよび配置を容易な方法で修正するこ
とが可能であることを必要とするが、このことは、小さい収納ユニットが、道具箱または
仕分け箱に永続的に固定されている場合、可能でない。
【０００４】
　特許文献１は、ねじ釘および類似物を含むための小さい方形の収納ユニットを含む仕分
け箱に関する。収納ユニットは、一回限り使用のための置き換え可能な収納ユニットであ
ることが意図される。従って、収納ユニットは、開放され、かつ仕分け箱に挿入され得る
ボール紙で作られる。しかしながら、特許文献１は、道具箱または仕分け箱が、例えば蹴
られた場合に、収納ユニットが、箱から飛び出ることを防ぐ方法を提供しない。
【０００５】
　特許文献２は、内部区画を作るために回転自在に接続された第１および第２容器部材を
含む工具容器に関する。各部材は、区画外壁と、一体的に形成された周囲壁とを有する。
区画外壁の少なくとも１つに隣接する内部区画対向面に、格子システムが作られる。格子
システムは、複数の行および列の各々に配置される雌形レセプタクルを含む。少なくとも
１つの雄形ペグ部材を有する工具パッケージは、格子システム付近で複数の場所および配
向を工具パッケージに提供する選択されたレセプタクル内部に解放可能に係合される。
【０００６】
　特許文献３は、ハウジングと、ハウジングを解放可能に閉鎖する蓋と、蓋を閉鎖状態で
解放可能に固着する解放可能な係止手段とを含む容器に関する。係止手段は、蓋が閉鎖時
に開放されることを妨げる係止位置と、蓋が開閉されることを可能にする係止解除位置と
の間を移動可能な蓋係止部材と、係止部材の、係止解除位置および係止位置の一方への移
動によって作動して、係止部材をその位置に保持し、かつ他方の位置への移動を妨げる保
持手段とを含む。幾つもの容器が、更に大きい外部容器に嵌め込まれても良く、かつ保持
手段を更に小さい容器、および更に大きい容器に対して相互係合させることにより外部容
器内に解放可能に保持されても良い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】独国実用新案第９２０２８４３号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００６／０７０９００号明細書
【特許文献３】英国特許出願公開第２４８２１２６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　道具箱または仕分け箱のような既知の容器は、使用者が、収納ユニットを配置し直し、
かつ同時に収納ユニットが、容器から偶然に飛び出ることを防ぐことを可能にする方法を
提供しない。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、収納アセンブリを含む、仕分け箱のような容器であって、前記収納ア
センブリが、前記容器内部の中身を収納するためのものであり、前記収納アセンブリが、
少なくとも１つの収納ユニットと、前記容器の内側に固定化された受入層とを含み、前記
少なくとも１つの収納ユニットが、第１接続手段の使用によって、前記受入層に解放可能
に接続されるように構成される容器が提供される。
【００１０】
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　仕分け箱または道具箱のような容器、および様々なサイズのねじ釘のような幾つもの様
々な部品を使用するとき、使用者が、容器内に様々な部品を分類して収納できるように、
容器が、ある種の収納アセンブリを含むことが、明らかに有利となり得る。このように、
使用者は、求められる部品を比較的早く見つける可能性を有する。
【００１１】
　少なくとも１つの収納ユニットと、受入層とを含む収納アセンブリを使用するとき、収
納ユニットが、受入層に接続されるように構成される場合、前記収納ユニットは、第１接
続手段を介して受入層によって保持され、かつ従って前記容器内を意図せずに動き回るこ
とを防ぎ得る。更に、前記容器内部に固定化された受入層を有することによって、受入層
は、前記容器に対して実質的に動くことができず、このことは容器が、偶然に蹴られた場
合に事実となり得る。固定化されるとは、受入層が、前記容器内部に完全に固定され、か
つ容器に対して動けないこと、または受入層が、容器に対して専ら限定されて動けること
が意味される。従って、使用者は、収納ユニットおよび受入層が容器内部でどこに位置す
るかを常に知っており、収納ユニットおよび／または受入層が、互いに、かつ容器に対し
て意図せずに動かないので、前記容器から完全に放出されなかったことがわかる。
【００１２】
　少なくとも１つの収納ユニットが、受入層に解放可能に接続されるように構成されるこ
とは、収納アセンブリの使用する難点を減らし、かつ支出を削減する。このことは、使用
者が、収納ユニットを受入層に対して配置し直したいと望んでもよいこと、または１つ以
上の収納ユニットが、受入層に接続される場合に、使用者が、収納ユニットを互いに対し
て配置し直す、例えば様々な部品の数に適応したいと望んでもよいことを意味する。その
結果、収納ユニットが、互いに対して異なるように設置される場合、収納ユニットが、解
放可能に接続されるので、同じ容器、受入層および収納容器が使用できることとなる。新
しいタイプの容器を購入する必要はない。
【００１３】
　従って、本発明は、容器と、調節することができ、かつ支出を最小限に抑える収納アセ
ンブリとを提供する。
【００１４】
　一実施態様では、前記第１接続手段は、少なくとも１つの解放可能なスナップ係合を含
むことができる。解放可能なスナップ係合は、受入層内に２つのスロットと、収納ユニッ
ト上に２つのタップとを含んでもよく、タップは、フックの形状を有してもよく、すなわ
ち真っ直ぐな本体と、本体の端部に頭部とを有してもよく、前記頭部が、本体の延長部に
直交する方向に本体の端部から離れて突出する。タップが、その各スロットに隣接して設
置され、かつ従って接続される準備ができているとき、タップは、僅かにスロットからず
れてもよい。従って、タップがそのそれぞれのスロットと接触するとき、使用者は、収納
ユニットを受入層に向けて押す必要があり、それによりタップがスロットに向かう方向に
屈曲され、かつ頭部を含むタップが、スロットと位置合わせされるようになり、かつ従っ
てスロットと係合する。スロットは、頭部を含むタップがスロットの開口部を通過した後
、タップが収納ユニットに対してその元の位置に向かって曲げ戻り得る、すなわちタップ
がスロットとスナップ係合し得るように、その開口部の下で広くなってもよい。従って、
タップは、弾性挙動を示してもよい。収納ユニットは、受入層から容易に取り外せない。
収納ユニットを受入層から取り外すために、使用者は、収納ユニットを引っ張らなければ
ならない。それにより、その頭部を含むタップは、屈曲し、かつ従ってスロットの開口部
と位置合わせし、それによりタップと、スロットとの間の係合が、解ける。しかしながら
、他のタイプの解放可能なスナップ係合が、本発明の範囲内で予見されている。
【００１５】
　解放可能なスナップ係合を使用することで、収納ユニットが、受入層に接続しやすく、
かつ再度取り外しやすいことをもたらす。使用者は、収納ユニットおよび受入層がスナッ
プ係合するように、収納ユニットの第１接続手段および受入層を互いに対して位置合わせ
し、かつ収納ユニットを受入層に向けて押す必要があるだけである。収納ユニットを取り
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外す、または配置換えするとき、使用者は、収納ユニットを引っ張る必要があるだけであ
り、それによりスナップ係合が解放する。
【００１６】
　スナップ係合は、操作が容易であり、かつ操作が、タップを屈曲するような幾つかの簡
易なステップを含むだけであるので、信頼できる。更に、係合手段の一部、例えばタップ
は、収納ユニットの一部として製造されるか、または製造後に収納ユニットに装着しても
よい。収納ユニットが、例えばプラスチック材料で製造される場合、製造におけるステッ
プ数を減らすために、係合手段の少なくとも一部が、収納ユニットの一部として製造され
ることが好適であり得る。
【００１７】
　一実施態様では、前記第１接続手段は、少なくとも１つの突出部と、１つの凹部とを含
んでもよい。少なくとも１つの突出部と、１つの凹部とを有することは、収納ユニットを
受入層に対して正確に配向することが使用者にとって容易であること、すなわち各突出部
が、凹部と位置合わせされる必要があるだけであることを意味する。更に、それぞれロッ
ド／タップ／足部および孔のような、突出部および凹部を当てることで、接続方法が容易
で、信頼でき、かつ安定していること、および第１接続手段内の摩耗が最小限であること
をもたらす。
【００１８】
　スナップ係合だけでなく、少なくとも１つの突出部と、１つの凹部とを提供することは
、収納ユニットが、受入層と位置合わせおよび接続しやすくなり得ることを、すなわち突
出部を凹部と位置合わせし、かつ次に収納ユニットを受入層に向けて押すことによって、
スナップ係合が、係合するようにすることを促進する。
【００１９】
　幾つかの収納ユニットは、少なくとも１つの突出部と、１つの凹部と、少なくとも１つ
の解放可能なスナップ係合との両者を含んでもよく、一方、幾つかの収納ユニットは、少
なくとも１つの突出部と、１つの凹部とのみを含んでもよい。従って、収納ユニットは、
受入層上に配置されてもよく、使用者が、たいがい同時に幾つかを必要とする物品を含む
収納ユニットが、解放可能なスナップ係合を含まないようにし、使用者が、かかる収納ユ
ニットを容器から容易に取り外しでき、かつそれを別のところに運べるようにする。使用
者が、別のところに運ぶ必要がない収納ユニットは、少なくとも１つのスナップ係合を含
む第１接続手段を含んでもよい。従って、収納ユニットの少なくとも幾つかは、受入層と
係合してもよく、幾つかは、係合してなくてもよい。
【００２０】
　従って、本発明は、収納ユニットおよび受入層を接続する簡易な方法を提供し、かつ使
用者に、収納ユニットと、受入層との間の相互の配置を修正する可能性を提供する。
【００２１】
　一実施態様では、前記収納ユニットは、少なくとも１つの突出部を含んでもよく、かつ
前記受入層は、少なくとも１つの突出部を受けるように構成された少なくとも１つの凹部
を含んでもよい。収納ユニットに少なくとも１つの突出部を含ませ、かつ受入層に少なく
とも１つの凹部を含ませることは、受入層が、接続手段を含まない収納ユニット、すなわ
ち当初は、他のタイプまたはバージョンの容器内で使用されるよう意図された収納ユニッ
トを受けるように構成されてもよいことを意味し得る。従って、受入層内に凹部を含むこ
とは、接続手段のない収納ユニットが、受入層上に載ることを妨げ得る、受入層から突出
する部分がないことを意味する。第１接続手段の少なくとも一部のない収納ユニットは、
容器が開放された後で、使用者が、収納ユニットを運び去るよう望む場合、十分であり得
る。
【００２２】
　一実施態様では、第１接続手段は、受入層に、かつ少なくとも１つの収納ユニットの下
面に配置されてもよい。第１接続手段を、例えば受入層の表面上に均質に配分して、受入
層に、かつ少なくとも１つの収納ユニットの下面に配置させることは、収納ユニットが、
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受入層に接続されるときに、直立位置に据え付けられてもよく、その開口部が、容器の開
口部に向けられるという結果を有し得る。更に、収納ユニットの受入層への接続は、使用
者が、収納ユニットの一面に配置された接続手段および受入層に集中する必要があるだけ
なので、容易である。
【００２３】
　一実施態様では、受入層は、第２接続手段の使用によって容器の内部と解放可能に固定
化されるように構成され得る。容器の内部は、容器の底部であってもよく、容器に接続さ
れるとき、受入層が、容器の既存の底部の頂部に、追加の底部を形成するようにする。従
って、受入層は、平坦であってもよいが、平準化されたような他の形状が、本発明内で予
見されている。第２接続手段は、受入層の容易な据え付けを促進するために、解放可能な
スナップ係合を含んでもよい。従って、使用者は、容器の内部に対して受入層を位置合わ
せし、かつ前記内部と固定化／接続／係合させるために押す必要があるだけである。しか
しながら、他のタイプの接続手段が、本発明内で予見されている。
【００２４】
　受入層が、容器の内部と固定化／接続できる別個の層である場合、使用者は、望む／必
要であるなら、受入層を据え付ける選択肢を有する、すなわちこれは、要件でなく、選択
肢である。
【００２５】
　受入層を別個の層として提供することは、受入層が、印を付した上に既に存在する容器
内に据え付けられ得ることを促進する。更に、種々のタイプの受入層は、すなわち第１接
続手段の少なくとも一部、例えば凹部の様々な配分を有し、従って受入層が、目的の用途
および容器の中身に応じて選択できるように、容器内に据え付けられてもよい。
【００２６】
　従って、本発明は、使用者に優しい容器を提供し、かつ使用者に目的の用途に応じて容
器を修正する可能性を提供する。
【００２７】
　一実施態様では、容器の底部は、受入層であってもよい。容器の底部として受入層を提
供することは、受入層が、既に据え付けられているので、使用者が、受入層を据え付ける
こと、容器の内部に対して受入層をどのように位置合わせするか、およびその後にそれを
内部に向けて押し、それを内部に固着することに関して心配する必要がないという利点を
有し得る。このことは、受入層が、容器の製造に組み込まれてもよく、かつ別個の製造に
おいて製造され、かつその後で容器に据え付けられる必要がないという結果も有する。従
って製造は、簡易に、かつ安価になり得る。
【００２８】
　一実施態様では、第１接続手段の少なくとも一部は、前記少なくとも１つの収納ユニッ
トの長手方向軸と平行であり、かつ交差し、かつ前記少なくとも１つの収納ユニットの少
なくとも片側と直交する平面に対して少なくとも１つの収納ユニットの下面上に対称的に
配置できる。前記下面に対称的に配置される第１接続手段を提供することは、使用者が、
前記収納ユニットおよび前記受入層が接続できるように、受入層に対して少なくとも１つ
の収納ユニットを位置決めする助けとなり得る。このことは、第１接続手段が、前記下面
の隅にあり得る前記収納ユニットの下面に対称的に設置されるので、第１接続手段が、少
なくとも１つの収納ユニットの下面上で、かつ受入層上でどこに設置されるか特定する／
捜し出すことが容易であり得ることを意味する。更に、第１接続手段を対称的に配置する
ことは、接続が更に安定すること、すなわち接続により、少なくとも１つの収納ユニット
が、受入層上で揺動する、または他の方法で不安定であることを防ぐことをもたらし得る
。
【００２９】
　一実施態様では、受入層は、２つ以上の収納ユニットと同時に接続するように構成され
得る。以前に説明したように、例えば家の中で大工仕事を行う、または照明器具のような
物品を据え付けるとき、例えばねじ釘、釘、ボルト、電子部品、工具部品、ビット、小さ
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い工具装置等を含む道具箱または仕分け箱を使用することが周知である。例えば、職業と
して働いているか、それとも単に空き時間に物品を据え付けているかに応じて、また使用
すべき種々の例えばねじ釘、釘およびボルトに応じて、使用者は、道具箱または仕分け箱
内で正しい部品を見つけることに多大な時間を費やさなければならないことがあり、その
ために１つだけでなく、幾つもの収納ユニットを容器内に据え付けることが有利となり得
る。このように、使用者は、容器に部品を容易かつ信頼できるように収納および配置でき
る。
【００３０】
　一実施態様では、少なくとも１つの収納ユニットは、前記受入層と接続されるとき、１
つのまたは更なる収納ユニットに隣接して配置できる。１つのまたは更なる収納ユニット
に隣接して少なくとも１つの収納ユニットを配置することは、収納ユニットが、並んで配
置され、前記受入層と接続されるとき、接触するか、ほとんど接触することをもたらし得
る。従って、収納ユニットは、受入層上にぎっしりと詰められてもよく、かつこのように
して、できるだけ多数の収納ユニットが、受入層に配置され得る。
【００３１】
　更に、１つのまたは更なる収納ユニットに隣接して少なくとも１つの収納ユニットを配
置することは、使用者が、収納ユニットを、既に受入層に接続された収納ユニットの次に
／隣接して位置合わせし、かつ接続を得るために、それを受入層に向かって動かすことが
必要なだけであるので、使用者が、前記収納ユニットを受入層上に据え付けること、すな
わち前記収納ユニットが、受入層上の正確にはどこに接続され得るか特定することを容易
にする。
【００３２】
　一実施態様では、少なくとも１つの収納ユニットは、少なくとも１つの収納ユニットの
下面に直交する真っ直ぐな壁を含んでもよい。真っ直ぐな壁を提供することは、少なくと
も１つの収納ユニットが、１つのまたは更なる収納ユニットに隣接して配置でき、かつ従
って隣接して設置された収納ユニットの側面が、互いに平行であってもよいので、収納ユ
ニットが、受入層上にぎっしり詰められ得ることを更に促進する。従って、容器内に据え
付けられるときに収納ユニット間に、最小限の自由空間が存在し、従って、容器内部に最
大限の収納容積を提供する。収納ユニットの形状は、立方体、直方体、正立方体、または
多面体であってもよいが、他の形状も本発明内で予見されている。
【００３３】
　一実施態様では、受入層の限定された部分は、第１接続手段の少なくとも一部を含まな
くてもよい。受入層の限定された部分は、例えば、受入層の面の半分であってもよいか、
または前記面の正方形もしくは長方形領域であってもよいか、あるいはその部分に収納さ
れるべき部品に従った形状を有してもよい。第１接続手段の少なくとも一部、例えば凹部
またはスロットのない受入層の限定された部分を提供することは、容器が、限定量の、か
つ限定された種類の、釘、ねじ釘、ボルト、電子部品等のような部品を含むように意図さ
れ、かつ容器の残りの容積が、例えば工具のような大きな部品を含まなければならない場
合に有利となり得る。従って、受入層は、限定された部分上に第１接続手段を含む必要が
ない。
【００３４】
　本発明によれば、容器用の受入層が提供され、前記受入層は、接続手段の使用によって
容器および少なくとも１つの収納ユニットに解放可能に接続するように構成される。
【００３５】
　本発明によれば、容器用の収納ユニットが提供され、前記収納ユニットは、底部と、少
なくとも１つの側面部とを含み、前記底部および少なくとも１つの側面部は、前記収納ユ
ニットの内部体積を画定し、かつ前記収納ユニットが、接続手段の使用によって受入層に
解放可能に接続するように構成される。
【００３６】
　容器、収納ユニットおよび受入層の構造および機能、並びにそれらを使用する方法は、
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図中に示した代表的な実施形態を参照して、以下で更に詳細に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】斜視図で見た、容器の一実施形態を示し、受入層が、容器の内部に接続され、か
つ収納ユニットが、受入層に接続される。
【図２】側方から斜視図で見た、容器の一実施形態を示し、受入層が、容器の内部に接続
され、かつ収納ユニットが、受入層に接続される。
【図３】収納ユニットが、受入層に接続される一実施形態の部分図である。
【図４】受入層が、容器の内部に接続される、下方から見た容器の一実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　図中で、容器、収納ユニットおよび受入層は、長方形の断面を有して示される。しかし
ながら、円形、楕円形、正方形等のような他の断面も、本発明の範囲内にあることが意図
されることが理解されるべきである。
【００３９】
　図中で、実施形態は、収納アセンブリが、道具箱または仕分け箱用であり得ることを例
示する。当業者は、収納アセンブリおよび容器の例示された組み合わせが、網羅的である
と理解されるべきでなく、かつ１種類の収納アセンブリが、何種類もの容器と使用でき、
かつ１種類の収納ユニットが、何種類もの受入層と使用でき、かつ収納ユニットが、工具
、釘、ねじ釘、予備部品、電子部品、雑貨、工具部品、ビット、小さい工具装置等のよう
な種々のタイプの中身を含んでもよいことを理解するであろう。
【００４０】
　図１は、斜視図で見た、容器の一実施形態を示し、受入層が、容器の内部に接続され、
かつ収納ユニットが、受入層に接続される。
【００４１】
　代表的な実施形態では、容器１は、上部蓋部２が下部容器部３から分離されて見られる
。
【００４２】
　下部容器部３は、実質的に長方形の断面を有することがわかり、かつ底部４と、互いに
、かつ底部４に対して実質的に直交する第１側面部５、第２側面部５’、第３側面部５”
および第４側面部５’”とを含む。第３側面部５”は、２つの角度の付いた端部６、６’
と、下部容器部３の内部開口部８に突出して、従って容器１の取っ手９を含むように構成
された第３側面部５”内に凹部を画定する中心部７とを含む。
【００４３】
　上部蓋部２の断面の周縁部は、上部蓋部２が下部容器部３の開口部を閉鎖するとき、上
部蓋部２の内縁部１０が、下部容器部３の上縁部１１と係合できるように、下部容器部３
の断面の周縁部と実質的に類似する形状およびサイズを有することがわかる。上部蓋部２
は、ヒンジ１２のような枢着部１２の使用によって下部容器部３に枢着され得る。容器１
が閉鎖されるとき、すなわち下部容器部３および上部蓋部２が互いに係合するとき、容器
１は、第１および第２係止ユニットの使用によって係止されてもよい。各係止ユニットは
、摺動部１３、１４と、保持部１３’、１４’とを含む。摺動部１３、１４は、容器１が
閉鎖されたとき、それぞれの各保持部１３’、１４’にわたって摺動され得る。従って、
容器１が係止され、かつ下部容器部３および上部蓋部２は、第１および第２係止ユニット
が再度解除される前に分離できない。従って、使用者は、取っ手９によって容器１を持ち
上げ、かつ容器１の中身が飛び出るいかなる危険性もなく、容器１を輸送できる。
【００４４】
　図１の代表的な実施形態では、容器１が開放されるとき、および閉鎖されるときの両方
で、容器１の内部開口部８内の中身が見られるように、上部蓋部２は、透明な材料を含ん
でもよい。
【００４５】
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　上部蓋部２の内面１５は、各々が上部蓋部２から僅かに外側に屈曲する幾つもの小さい
領域１５’、いわゆるＵ字形状１５’を含んでもよい。
【００４６】
　図１の代表的な実施形態では、受入層１６は、第２接続手段の使用によって、容器１の
内部、すなわち底部４と解放可能に接続された。収納ユニット１７は、第１接続手段の使
用によって受入層１６に解放可能に接続された。一緒に、少なくとも１つの収納ユニット
１７および受入層１６は、前記容器１内部に中身を収納する収納アセンブリを形成する。
受入層１６は、平坦な形状を有してもよく、かつ容器１の底部全体を満たしてもよいが、
受入層１６が、容器１の底部の例えば大部分または半分を満たす場合のような、受入層１
６の他の形状およびサイズが、本発明内で予見されている。
【００４７】
　収納ユニット１７は、第１側壁１８、第２側壁１８’、第３側壁１８”および第４側壁
１８’”と、下面（図示せず）とを含んでもよく、前記側壁１８、１８’、１８”、１８
’”は、全てが互いに、かつ下面に直交し、かつ収納ユニット１７の内部体積１９を一緒
に画定する。収納ユニット１７の開口部は、上部蓋部２に向けられてもよく、かつ従って
容器１の開口部に向けられてもよく、かつ釘、ねじ釘、ボルトまたは電子部品のような部
品は、開口部を介して内部体積１９に導入されるか、または内部体積１９から取り外され
得る。上部蓋部２が、下部容器部３を係合するとき、上部蓋部２および従ってＵ字形状１
５’の一部は、収納ユニット１７の開口部と密接に接触し、このことは、収納ユニット１
７内に含まれる部品は、容器１が動き回らされても、収納ユニット１７から抜け出ないこ
とを意味する。
【００４８】
　受入層１６は、第１スナップ係合２０、第２スナップ係合２０’、第３スナップ係合２
０”および第４スナップ係合（図示せず）によって例示される図１の実施形態では、第２
の接続手段の使用によって容器１の内部と接続した。受入層１６は、収納ユニット１７の
少なくとも１つの突出部を受けるために、少なくとも１つの凹部２１を含んでもよい。図
１の実施形態では、収納ユニット１７は、収納ユニット１７の足部のような、第１突出部
２２、第２突出部２２’、第３突出部２２”および第４突出部（図示せず）を含む。受入
層１６は、同様に収納ユニット１７のスナップ係合（図示せず）の第１タップ２４および
第２タップ２４’を受けるように構成された少なくとも１つのスロット２３を含むことが
示される。受入層１６および少なくとも１つの収納ユニット１７を接続する第１接続手段
を提供することは、容器１が、例えば偶然に蹴られた場合に、少なくとも１つの収納ユニ
ット１７が、下部容器部３の内部開口部８から飛び出ないことを促進する。
【００４９】
　受入層１６が、第２接続手段の使用によって容器１の内部と接続できるので、使用者は
、望む場合、受入層１６を容器１内に据え付ける可能性を有するが、容器１内に収納アセ
ンブリを有する必要がない場合に、それを取り外してもよい。使用者は、この目的に適し
ている、受入層１６のタイプを同様に据え付けてもよい。例えば、種々の部品が、収容さ
れるべき場合、図１に示すような幾つもの収納ユニット１７に接続できる受入層１６が、
据え付けられ得る。一方、使用者が、限定された数の部品に対して収納ユニット１７を有
する必要があるだけ場合、受入層１６の限定された部分が接続手段の少なくとも一部を含
まない場合に、受入層１６が据え付けられ得る。次に、例えば工具が、前記限定された部
分によって画定された容器１の内部体積内に収納され得る。
【００５０】
　図２は、側方から斜視図で見た、容器１の一実施形態を示し、受入層１６が、容器１の
内部に接続され、かつ収納ユニット１７が、受入層１６に接続される。同様の部品に関し
て同様の参照番号が図１のように使用されている。
【００５１】
　代表的な実施形態では、容器１は、上部蓋部２が、下部容器部３から分離されて見られ
る。
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【００５２】
　受入層１６は、容器１の内部に解放可能に接続された。少なくとも１つの収納ユニット
１７は、受入層１６に解放可能に接続された。使用者は、ここで収納ユニット１７の内部
体積１９に部品を入れることができ、かつ更なる収納ユニット１７を受入層１６に接続で
きる。
【００５３】
　図３は、収納ユニット１７が、受入層１６に接続される一実施形態の部分図である。同
様の部品に関して同様の参照番号が以前の図のように使用された。
【００５４】
　収納ユニット１７は、受入層１６に接続された。収納ユニット１７は、第１側壁１８、
第２側壁１８’、第３側壁１８”および第４側壁１８’”と、下面（図示せず）とを含む
直方体の形状を有してもよく、前記側壁１８、１８’、１８”、１８’”は、全てが互い
に、かつ下面に直交し、かつ収納ユニット１７の内部体積１９を一緒に画定する。他の形
状が、本発明内で予見されている。第１突出部２２、第２突出部２２’、第３突出部２２
（図示せず）および第４突出部（図示せず）は、各々が受入層１６の凹部２１によって受
けられる。
【００５５】
　受入層１６は、収納ユニット１７のスナップ係合（図示せず）の第１タップ２４および
第２タップ２４’を受けるように構成された少なくとも１つのスロット２３も含んでもよ
い。スナップ係合は、容器１が、例えば偶然に蹴られた場合に、少なくとも１つの収納ユ
ニット１７が、下部容器部３の内部開口部８から飛び出ないことを促進する。
【００５６】
　図３の代表的な実施形態では、解放可能なスナップ係合は、収納ユニット１７上に第１
タップ２４と、第２タップ２４’（図示せず）とを含み、タップ２４、２４’は、フック
の形状を有してもよく、すなわち真っ直ぐな本体と、本体の延長部に直交する方向に本体
の端部から離れて突出し、本体の端部の頭部とを有してもよい。タップ２４、２４’が、
その各スロット２３に隣接して設置され、かつ従って接続される準備ができているとき、
タップ２４、２４’は、僅かにスロット２３からずれてもよい。従って、タップ２４、２
４’がスロット２３のそれぞれのスロットと接触するとき、使用者は、収納ユニットを受
入層４に向けて押す必要があり、それによりタップ２４、２４’がスロット２３に向かう
方向に屈曲され、かつ頭部を含むタップ２４、２４’が、スロット２３と位置合わせされ
るようになり、かつ従ってスロット２３と係合する。スロット２３は、頭部を含むタップ
２４、２４’がスロット２３の開口部を通過した後、タップ２４、２４’が収納ユニット
１７に対してその元の位置に向かって曲げ戻り得る、すなわちタップ２４、２４’がスロ
ット２３とスナップ係合し得るように、その開口部の下で広くなってもよい。従って、タ
ップ２４、２４’は、弾性挙動を示してもよい。収納ユニット１７は、受入層４から容易
に取り外せない。収納ユニット１７を受入層４から取り外すために、使用者は、収納ユニ
ット１７を引っ張らなければならない。それにより、その頭部を含むタップ２４、２４’
は、屈曲し、かつ従ってスロット２３の開口部と位置合わせし、それによりタップ２４、
２４’と、スロット２３との間の係合が、解ける。
【００５７】
　図４は、受入層１６が、容器１の内部に接続される、下方から見た容器１の一実施形態
を示す。同様の部品に関して同様の参照番号が以前の図のように使用された。
【００５８】
　解放可能な第１スナップ係合２０、第２スナップ係合２０’、第３スナップ係合２０”
および第４スナップ係合２０’”は、各々が、２つのアームを含んでもよく、２つのアー
ムは、各々が、端部での突起２７、２７’と、突起２７、２７’が突出する容器１の底部
２６での第１孔２５、第２孔２５’、第３孔２５”および第４孔２５’”を含む。受入層
１６が、容器１の内部に接続されるとき、２つのアームの端部での突起２７、２７’の先
端間の距離は、そのそれぞれの孔２５、２５’、２５”、２５’”の各々の直径よりも大
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きい。従って、２つのアームの端部での突起２７、２７’の先端間の距離が、前記孔２５
、２５’、２５”、２５’”の直径よりも小さいように、使用者が、スナップ係合２０、
２０’、２０”、２０’”の各々の２つのアームを一緒に押さない限り、受入層１６は、
容器１の内部から外れない。
【００５９】
　上記原理および設計の修正および組み合わせが、本発明の範囲内で予見されている。
 
【手続補正２】
【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】
　収納アセンブリを含む、仕分け箱のような容器（１）であって、前記収納アセンブリが
、前記容器（１）内部の中身を収納するためのものであり、前記収納アセンブリが、少な
くとも１つの収納ユニット（１７）と、前記容器の内側に固定化された受入層（１６）と
を含み、前記少なくとも１つの収納ユニット（１７）が、第１接続手段の使用によって、
前記受入層（１６）に解放可能に接続されるように構成され、前記受入層（１６）が、第
２接続手段の使用によって前記容器（１）の内部と解放可能に固定化され、前記第１接続
手段が、少なくとも１つの解放可能なスナップ係合と、少なくとも１つの突出部（２２、
２２’、２２”、２２’”）と、１つの凹部（２１）とを含み、かつ前記少なくとも１つ
の解放可能なスナップ係合のタップ（２４、２４’）および前記少なくとも１つの突出部
（２２、２２’、２２”、２２’”）が、前記収納ユニット（１７）の下面に配置され、
かつ該下面から突出し、かつ前記受入層（１６）が、前記タップ（２４、２４’）および
少なくとも１つの突出部（２２、２２’、２２”、２２’”）を受けるために、前記第１
接続手段の対称的に配分された凹部（２１、２３）を含む容器（１）。
【請求項２】
　前記第１接続手段が、少なくとも１つの解放可能なスナップ係合を含む請求項１に記載
の容器（１）。
【請求項３】
　前記第１接続手段が、少なくとも１つの突出部（２２、２２’、２２”、２２’”）と
、１つの凹部（２１）とを含む請求項１または２に記載の容器（１）。
【請求項４】
　前記収納ユニット（１７）が、前記少なくとも１つの突出部（２２、２２’、２２”、
２２’”）を含み、かつ前記受入層（１６）が、前記少なくとも１つの突出部（２２、２
２’、２２”、２２’”）を受けるように構成された少なくとも１つの凹部（２１）を含
む請求項３に記載の容器（１）。
【請求項５】
　前記第１接続手段が、前記受入層（１６）に、かつ前記少なくとも１つの収納ユニット
（１７）の下面に配置される請求項１から４のいずれか一項に記載の容器（１）。
【請求項６】
　前記受入層（１６）が、第２接続手段の使用によって前記容器（１）の内部と解放可能
に固定化されるように構成される請求項１から５のいずれか一項に記載の容器（１）。
【請求項７】
　前記容器（１）の底部（４）が、前記受入層（１６）である請求項１から５に記載の容
器（１）。
【請求項８】
　前記第１接続手段の少なくとも一部が、前記少なくとも１つの収納ユニット（１７）の
長手方向軸と平行であり、かつ交差し、かつ前記少なくとも１つの収納ユニット（１７）
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の少なくとも片側と直交する平面に対して前記少なくとも１つの収納ユニット（１７）の
下面上に対称的に配置される請求項１から７のいずれか一項に記載の容器（１）。
【請求項９】
　前記受入層（１６）が、２つ以上の収納ユニット（１７）と同時に接続するように構成
される請求項１から８のいずれか一項に記載の容器（１）。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの収納ユニット（１７）が、前記受入層（１６）と接続されるとき
、１つのまたは更なる収納ユニット（１７）に隣接して配置される請求項１から９のいず
れか一項に記載の容器（１）。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの収納ユニット（１７）が、前記少なくとも１つの収納ユニット（
１７）の下面に直交する真っ直ぐな壁（１８、１８’、１８”、１８’”）を含む請求項
１から１０のいずれか一項に記載の容器（１）。
【請求項１２】
　前記受入層（１６）の限定された部分が、前記第１接続手段の少なくとも一部を含まな
い請求項１から１１のいずれか一項に記載の容器（１）。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれかに記載の容器（１）用の受入層（１６）であって、接続手
段の使用によって容器（１）および少なくとも１つの収納ユニット（１７）に解放可能に
接続するように構成される受入層（１６）。
【請求項１４】
　請求項１から１３のいずれかに記載の容器（１）用の収納ユニット（１７）であって、
底部と、少なくとも１つの側面部（１８、１８’、１８”、１８’”）とを含み、前記底
部および少なくとも１つの側面部（１８、１８’、１８”、１８’”）が収納ユニット（
１７）の内部体積（１９）を画定し、収納ユニット（１７）が、接続手段の使用によって
受入層（１６）に解放可能に接続するように構成される、収納ユニット（１７）。
 



(23) JP 2017-523098 A 2017.8.17

10

20

30

40

【国際調査報告】



(24) JP 2017-523098 A 2017.8.17

10

20

30

40



(25) JP 2017-523098 A 2017.8.17

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

Ｆターム(参考) 3E062 AA01  AB07  AC02  EA02  EB02  EC09  FB02 


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

