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(57)【要約】
　モジュール式家具のためのフレームワークは、ブラケ
ットによって相互接続された複数の構造部材を含む。ブ
ラケットは、構造部材のそれぞれ１つを受け入れるため
に少なくとも１つのチューブ状のソケットを含む。ソケ
ットは、少なくとも１つの平面的な面と、ソケットの平
面的な面の上に孔部のアレイとを有しており、付属的コ
ンポーネントを支持するために、ブラケットへのアタッ
チメントの接続を可能にする。孔部のアレイは、格子を
画定するように間隔を離して配置された２つの平行な列
として配置されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の細長い構造部材をモジュール式フレームワークへと相互接続するためのブラケッ
トであって、前記ブラケットは、構造部材を受け入れるための少なくとも１つのチューブ
状のソケットを有しており、前記ソケットは、少なくとも１つの平面的な面と、前記ソケ
ットの前記１つの平面的な面の上に孔部のアレイとを有しており、付属的コンポーネント
を支持するために、前記ブラケットへのアタッチメントの接続を可能にする、ブラケット
。
【請求項２】
　前記孔部のアレイは、互いに間隔を置いて配置された２つの平行な列で配置されており
、それぞれの列の中の前記孔部が均一に間隔を離して配置された状態になっており、格子
を画定している、請求項１に記載のブラケット。
【請求項３】
　前記ブラケットは、直交して配設された複数のソケットを有しており、前記ソケットの
それぞれは、別のソケットの平面的な面に向けて内向きに方向付けされた平面的な面を有
しており、前記平面的な面のそれぞれは、孔部のアレイを有している、請求項２に記載の
ブラケット。
【請求項４】
　前記ソケットのそれぞれは、断面が長方形になっている、請求項３に記載のブラケット
。
【請求項５】
　３つのソケットが、直交する軸線の上に設けられており、それぞれのソケットの上の１
対の面が、他のソケットのそれぞれの面に対して内向きに方向付けされており、それぞれ
の１対の面が、孔部のアレイを有している、請求項４に記載のブラケット。
【請求項６】
　５つのソケットが、直交する軸線の上に設けられており、それぞれのソケットの上の少
なくとも３つの面が、他のソケットのそれぞれの面に対して内向きに方向付けされており
、前記３つの面のそれぞれが、孔部のアレイを有している、請求項４に記載のブラケット
。
【請求項７】
　フランジが、前記ソケットの１つの端部から水平方向に延在している、請求項２に記載
のブラケット。
【請求項８】
　ブラケットによって相互接続された複数の構造部材を含むフレームワークであって、前
記ブラケットは、前記構造部材のうちのそれぞれ１つを受け入れるための少なくとも１つ
のチューブ状のソケットを含み、前記ソケットは、少なくとも１つの平面的な面と、前記
ソケットの前記１つの平面的な面の上に孔部のアレイとを有しており、付属的コンポーネ
ントを支持するために、前記ブラケットへのアタッチメントの接続を可能にする、フレー
ムワーク。
【請求項９】
　前記構造部材は、直交する軸線の上に配設されており、複数の直交した配設されたソケ
ットを有するブラケットによって接続されており、前記ソケットのそれぞれは、別のソケ
ットの平面的な面に向けて内向きに方向付けされた平面的な面を有しており、前記平面的
な面のそれぞれは、孔部のアレイを有している、請求項８に記載のフレームワーク。
【請求項１０】
　ハンガーが、１対の内向きの面の間に延在しており、それぞれのアレイの中の孔部に固
定されている、請求項９に記載のフレームワーク。
【請求項１１】
　パネルが、前記ハンガーに固定されている、請求項１０に記載のフレームワーク。
【請求項１２】
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　前記フレームワークは、長方形のコーナーに配設されている複数の垂直方向のポストと
、前記ポスト同士の間に延在している長手方向のストリンガーとを有しており、前記スト
リンガーおよびポストは、それぞれのコーナーにおいてブラケットによって接続されてい
る、請求項１１に記載のフレームワーク。
【請求項１３】
　前記パネルは、それぞれのコーナーにおいてハンガーによって固定され、前記フレーム
ワークのための屋根を提供する、請求項１２に記載のフレームワーク。
【請求項１４】
　前記パネルは、１対の前記ブラケットの上のハンガーに固定されており、また、前記ブ
ラケットから間隔を置いて配置された場所において１対のポストに固定されており、前記
フレームワークのための壁部を提供している、請求項１２に記載のフレームワーク。
【請求項１５】
　パネルは、前記ポストの両端部の中間において、前記ポストのそれぞれに接続され、ハ
ンモックを提供している、請求項１２に記載のフレームワーク。
【請求項１６】
　カラーは、前記ポストの上に設けられ、前記パネルのための取り付けポイントを提供し
ている、請求項１５に記載のフレームワーク。
【請求項１７】
　前記カラーは、複数の平面的な面を有しており、複数の平面的な面のそれぞれは、その
中に孔部のアレイを有しており、前記孔部のアレイは、互いに間隔を置いて配置された２
つの平行な列で配置されており、それぞれの列の中の前記孔部が均一に間隔を離して配置
された状態になっており、格子を画定している、請求項１６に記載のフレームワーク。
【請求項１８】
　前記カラーは、前記パネルの取り付けのために前記ポストから内向きに延在している１
対の耳部を有している、請求項１７に記載のフレームワーク。
【請求項１９】
　それぞれのポストの下側端部は、そこから水平方向に突出している周辺フランジを有す
るソケットの中に固定されている、請求項１２に記載のフレームワーク。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モジュール式家具システムに関し、主として、排他的ではないが、アウトド
アでの使用のためのモジュール式家具システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　アウトドアで時間を過ごすことができる利益はよく知られているが、現代の都市環境で
は、これらの利益が、常に容易に利用できるというわけではない。太陽への過度の露出は
有害になり得るが、天然の日影は常に利用可能であるというわけではないということが認
識される。同様に、ハンモックの中でリラックスすることは、アウトドアを楽しむための
のどかな方式であるが、ハンモックは、安全であるためには頑丈なサポートを必要とし、
これは、常に利用可能であるわけではない。
【０００３】
　たとえば、日陰を提供するためのパーゴラ、および、ハンモックのための自立式の専用
のサポート・フレームなど、楽しむことのできるアウトドア環境を提供するために、さま
ざまな試みが行われてきた。これらは効果的であるが、パーゴラのケースでは、容易に移
動または保管できない専用の構造体を構築する必要がある。キットが利用可能であるが、
キットは、プレカット式のまたはプレハブ式の木製のコンポーネントから構成されており
、それらは、組み立てるために特殊ツールおよび専門的技術を必要とする。
【０００４】
　同様に、ハンモックのためのサポート・フレームは、扱いにくく、使用していないとき
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でも、かなりの占有面積を有する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、本発明の目的は、上記の不利益を取り除くかまたは緩和することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一般的に言えば、本発明は、ブラケットによって相互接続された複数の細長い構造部材
を有するモジュール式フレームワークを提供する。ブラケットのそれぞれは、構造部材を
受け入れるための少なくとも１つのチューブ状のソケットを含む。孔部のアレイが、ソケ
ットの面の上に設けられており、付属的コンポーネントを支持するために、ブラケットへ
のアタッチメントの接続を可能にする。
【０００７】
　好ましくは、孔部のアレイは、互いに間隔を置いて配置された２つの平行な列で配置さ
れており、それぞれの列の中の孔部が均一に間隔を離して配置された状態になっており、
格子を画定している。
【０００８】
　また、ブラケットは、それぞれのソケットの内向きの面の上に孔部のアレイを備えた直
交して配設された複数のソケットを有することが可能である。
【０００９】
　さらなる優先例として、ソケットは、断面が直線的なものになっている。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　ここで、本発明の実施形態が、添付の図面を参照して、単なる例として説明されること
となる。
【００１１】
【図１】日陰を提供するためのフレームワークの斜視図である。
【図２】ハンモックのためのサポートが設けられている、図１と同様のフレームワークの
斜視図である。
【図３】日陰およびプライバシーを提供するために使用される図１のフレームワークの斜
視図である。
【図４】周囲の構造体に接続されているフレームワークの斜視図である。
【図５】パーゴラのためのサポートを提供するフレームワークの斜視図である。
【図６】図２と同様の拡張されたフレームワークの概略図である。
【図７】フレームワークのさらなる拡張を示す図６と同様の斜視図である。
【図８】代替的な締結を伴う図１のフレームワークの図である。
【図９】図４に示されているフレームの拡大された概略図である。
【図１０】図１のフレームワークの中で使用されているブラケットの斜視図である。
【図１１】図１のフレームワークの１つのコーナーの平面図である。
【図１２】図１１に示されているコーナーにおいて使用されているハンガーの斜視図であ
る。
【図１３】図１の中で使用されているフット部の斜視図である。
【図１４】図２の実施形態の中で使用されているカラーの平面図である。
【図１５】図１４のカラーの斜視図である。
【図１６】図３のフレームワークの中で使用されているクリップの斜視図である。
【図１７】４つの構造部材を接続するブラケットの斜視図である。
【図１８】構造部材を接合するためのコネクターの斜視図である。
【図１９】５つの構造部材を直交して接続するためのブラケットの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
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　図１を参照すると、モジュール式フレームワーク１０は、シェード・クロス１２を支持
するために使用され、日陰になったエリアを提供する。フレームワーク１０は、複数の細
長い構造部材１４から構成されており、複数の細長い構造部材１４は、ブラケット１６に
よってフレームワーク１０の隙間において接続されている。構造部材１４の数およびそれ
らの配向は、下記の代替的な実施形態に図示されているように、必要とされる構造に依存
することとなり、同様に、ブラケット１６の数および構成も、構造体１０の形態に依存す
ることとなる。
【００１３】
　構造部材１４のそれぞれは、寸法材料、典型的に、木材から形成されているが、金属ま
たはプラスチックなどのような他の材料も使用され得る。好ましくは、部材１４は、容易
に入手可能な断面の耐候性の木材であり、たとえば、公称４”ｘ４’の圧力処理された製
材またはシーダー材などである。公称６”ｘ６”の製材、または、押し出しアルミニウム
２ｘ２もしくは３ｘ３断面などのような、代替的な寸法も使用され得る。
【００１４】
　ブラケット１６は、金属から形成されており、また、接続されることとなる部材１４の
数に応じて、異なる構成を有している。ブラケット１６は、接続されることとなる部材の
それぞれに関してソケット１８を有している。図１０において見ることができるように、
３つの部材を直交して接合するためのコーナー・ブラケット１６は、Ｘ、Ｙ、Ｚのラベル
を付された直交する軸線に沿って配設されている３つのソケット１８を有している。ソケ
ット１８のそれぞれは、構造部材１４の外部寸法に対応する内部寸法を有している。した
がって、ブラケット１６が、公称４ｘ４の製材によって形成されるフレームワークの中で
使用されることとなる場合には、ソケット１８は、構造部材１４をぴったりと受け入れる
ように寸法決めされた正方形断面になることとなる。
【００１５】
　ソケット１８のそれぞれは、４つの平面的な面２０によって形成されている。内向きの
面、すなわち、２０ａにおいて示されているような、別の面に向けられている面は、ソケ
ット１８の内部へ通って延在する孔部２４のアレイ２２を有している。アレイ２２は、格
子を提供するように互いに間隔を置いて配置された２列の４つの孔部２４によって形成さ
れている。当然のことながら、アレイの他の構成も使用され得るということが認識される
こととなる。
【００１６】
　再び図１を参照すると、構造部材１４は、ソケット１８の中へ挿入され、４つのレッグ
部１４ａおよび４つのストリンガー１４ｂを提供しており、レッグ部１４ａが長方形のコ
ーナーに配設されるようになっている。部材１４は、遠位孔部２４ａを通過し構造部材１
４の中へ至るスクリューによって、それぞれのブラケット１６に固定されており、リジッ
ドのフレームワーク１０が提供されるようになっている。ストリンガー１４ｂの寸法は、
単にストリンガー１４ｂを必要な長さにカットすることによって、カバーされることとな
るエリアに適合するように選択され得るということが認識されることとなる。
【００１７】
　また、孔部２４のアレイ２２は、シェード・クロス１２をフレームワーク１０に取り付
けるために使用される。図１１において見ることができるように、ハンガー２６が、１対
の内向きの面２０ａの間に延在しており、シェード・クロス１２または下記に説明されて
いるサイド・パネル７０のコーナーに固定されている弾性的なループ２８を支持している
。ハンガー２６は、図１２に示されており、１対の端部タブ３２を備えた中央本体部３０
を有しており、１対の端部タブ３２は、本体部３０に対して４５度に配設されている。孔
部３４が、端部タブ３２のそれぞれの中に形成されている。孔部３４同士の間の間隔は、
孔部３４が隣接する面２０ａの中の孔部２４と整合するようになっており、ハンガーがス
クリュー３６によって面のそれぞれに固定され得るようになっている。スクリューは、孔
部２４を通過し部材１４の中へ至り、しっかりとした締結を実現する。好適である場合に
は、スクリューは、それらがさらなる締結を提供するために挿入されるときに、セルフ・
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タッピング式であることが可能であり、また、孔部２４と係合するように寸法決めされ得
るが、一般的に、構造部材１４の中へ締結は十分である。したがって、シェード・クロス
は、それぞれのコーナーにおいてフレームワーク１０に固定されており、また、必要とさ
れる場合には、ハンガー２６をその場に残した状態で単にループ２８を解放することによ
って、容易に除去され得る。
【００１８】
　図１の実施形態では、レッグ部１４ａの下側端部は、より詳細に図１３に示されている
フット部４０によって、基材に位置付けされている。フット部４０は、ソケット１８をそ
れぞれ有しており、ソケット１８は、プレート４２に固定されている。ソケット１８は、
孔部２４のアレイを有しており、孔部２４のアレイは、その面２０のうちの１つの上に形
成されており、フット部４０がレッグ部１４ａに固定されることを可能にする。プレート
４０は、それぞれの頂点においてボルト孔部４４を有しており、必要とされる場合には、
フット部が基材に固定されることを可能にする。
【００１９】
　フレームワーク１０は、保管のために容易に分解され得り、また、異なる長さの構造部
材が異なる状況に関して使用され得るということが認識されることとなる。
【００２０】
　フレームワークのさらなる実施形態が図２に示されており、図２では、同様の参照番号
が同様のコンポーネントを示すために使用されることとなる。図２の実施形態では、フッ
ト部４０は、コーナー・ブラケット１６およびストリンガー１４ｂによって交換されてお
り、コーナー・ブラケット１６およびストリンガー１４ｂは、下側周辺リムを提供するた
めに挿入されている。したがって、フレームワーク１０は、自立した立方体を形成してい
る。図１の実施形態と同様に、シェード・クロス１２が、ハンガー２６を使用して固定さ
れている。
【００２１】
　フレームワーク１０の剛性は、より詳細に図１４および図１５に示されているカラー５
２を使用してハンモック５０がレッグ部１４ａに固定されることを可能にする。カラー５
２は、４つの面５６を備えた開放型バンド５４を有している。バンドは、構造部材１４の
周りにフィットするように寸法決めされており、また、１対のクレビス５８を有しており
、１対のクレビス５８は、バンド５４の両端部から突出している。装着用孔部６０が、そ
れぞれのクレビスの中に形成されている。クレビス５８に隣接する面５６は、孔部６２の
アレイを設けられており、孔部６２のアレイは、２ｘ２の格子として配置されており、ブ
ラケット１６の中の孔部２４と同様のサイズのものになっている。
【００２２】
　カラー５２は、レッグ部１４ａに沿って必要な位置へスライドされ得り、スクリューが
、孔部６２を通して挿入され、カラーを適切な位置に固定することが可能である。典型的
に、カラー５２は、ストリンガーの組み立ての前にレッグ部１４ａの上に位置付けされる
こととなるが、レッグ部１４ａがクレビス５８同士の間を通過することを可能にするよう
に、バンド５２を開放することによって、遡及的にフィットまたは除去され得る。カラー
が必要な高さに位置付けおよび固定された状態で、ハンモック５０は、リングまたは他の
適切な締結具を使用して、クレビスの中の孔部６０の中に取り付けられ得る。リジッドの
フレームワーク１０は、ハンモックのためのしっかりとした取り付けを提供し、カラー５
２の面の中の孔部６２のアレイは、レッグ部１４ａの上の安全な場所を保証する。
【００２３】
　図１のフレームワーク１０、または、図２のフレームワーク１０は、追加の剛性が必要
とされる場合には、図３に示されているような側壁部を提供するために使用され得る。図
３の配置では、サイド・スクリーン７０は、１対のレッグ部１４ａおよび１対のストリン
ガー１４ｂによって形成された垂直方向のアパーチャーの中に固定されている。装着用ク
リップ７２（より詳細に図１６に示されている）が、必要に応じて、それぞれのコーナー
および中間スパンにおいて使用される。クリップ７２は、上記に説明されているハンガー
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２６と同様であるが、タブ７４は、本体部７６と平行に配向されている。孔部７８は、そ
れらが１つのソケットのアレイの上の所定の列の中の１対の孔部と整合するように間隔を
置いて配置されており、したがって、コーナー・ブラケット１６の水平方向の面または垂
直方向の面のいずれかの上に装着ポイントを提供している。クリップ７２は、図１３に示
されているように、サイド・スクリーン７０のそれぞれのコーナーに位置決めされており
、スクリーンがアパーチャーの中に取り付けられることを可能にする。クリップ７２は、
アレイの中の孔部２４のいずれかの列に取り付けられ得り、サイド・スクリーンが部材１
４に対して内側にセットされるかまたは外側にセットされることを可能にする。
【００２４】
　上記の実施形態では、フレームワーク１０は、独立して立っている。しかし、図４に示
されているように、コーナー・ブラケット１６およびフット部４０は、周囲の構造体とと
もに使用され、日陰になったエリアを提供することが可能である。図４の実施形態では、
１対のレッグ部１４ａは、１対のストリンガー１４ｂと組み合わせて使用され、Ｌ字形状
のフレームワークを提供することが可能である。フット部４０は、レッグ部１４ａおよび
ストリンガーの端部に装着され、レッグ部１４ａをベースＢに接続し、ストリンガーを壁
部Ｗに接続している。シェード・クロス１２は、ストリンガー１４ｂによって支持されて
おり、日陰を提供する。コーナー・ブラケット１６へのシェード・クロスの接続は、上記
に説明されているようなハンガー２６によって行われる。壁部Ｗに隣接してシェード・ク
ロス１２を接続するために、クリップ７２は、フット部４０の面２０のうちの１つの上に
提供されたアレイ２４に固定されている。このケースでは、アレイを備えた面は、他のス
トリンガーの方に向けられており、シェード・クロスがストリンガーの平面の中に存在す
ることができるようになっている。
【００２５】
　上記の実施形態のそれぞれは、日陰を提供するために、シェード・クロス１２を使用し
てきた。図５の実施形態では、ストリンガー１４ｂは、パーゴラを形成するために間隔を
置いて配置された垂直方向のプランクを支持するために使用されている。
【００２６】
　フレームワーク１０は、他のフレームワークと組み合わせて使用され、より大きい構造
体を提供することが可能である。図６において見られるように、図１に示されているよう
な１対の構造体が、隣同士に配置され、拡大されたフレームワークを提供している。それ
ぞれのブラケット１６における孔部のアレイは、シェード・クロスまたは側壁部がストリ
ンガーに取り付けられることを可能にするために利用可能であり、当然のことながら、ハ
ンモックが、レッグ部１４ａのいずれかのセットまたは両方のセットに固定され得る。
【００２７】
　同様に、図７の実施形態では、図１に示されているような開放型のフレームワークが、
端から端まで接続されている。これらの実施形態では、図１７に示されているように、コ
ーナー・ブラケット１６が、ブラケット１６の節点の両側へ延在するソケット１８を提供
することによって、直交する軸線の上の４つの細長い部材１４を接続するように配置され
ている。内向きの面２０ａのそれぞれは、孔部２４のアレイを有しており、必要に応じて
シェード・クロスまたは側壁部の取り付けを可能にする。
【００２８】
　また、図１７に示されているブラケット１６は、図４に示されているフレームワークと
ともに使用され、壁部Ｗによる拡張されたＬ字形状のフレームワーク・サポートを提供す
ることが可能である。
【００２９】
　フット部４０は、図９に示されているように、ソケット１８から延在するスパイクを提
供することによって、土壌または砂の上で使用するにように適合され得る。
【００３０】
　１対の構造部材１４を互いに直角に接続するために図１８に示されているコネクター８
０を使用することによって、フレームワーク１０の汎用性が増加され得る。コネクター８
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０は、構造部材の一方の端部の上にフィットするように寸法決めされている正方形の周辺
壁部８２によって画定される本体部と、壁部の面のうちの１つから突出している舌部８４
とを有している。壁部８２の１つの面および舌部８４は、孔部２４の２ｘ２アレイを有し
ており、本体部が一方の端部に固定され得り、舌部が別の構造部材への接続のために使用
され得るようになっている。このように、図１８に示されているように、水平方向のレー
ルが、レッグ部１４ａ同士の間に固定され得り、および／または、ピケットが、レールま
たはストリンガーに固定され得る。
【００３１】
　コネクター１６のさらなる実施形態が図１９に示されており、それは、５つの構造部材
１４を接続するために使用される。ソケット１８のうちの４つは、共通の平面の中に存在
しており、第５のソケット１８は、他のソケットに対して直交している。第５のソケット
の平面的な面２０のそれぞれは、孔部２４のアレイ２２を有しており、コーナー・ハンガ
ー２６またはクリップ７２が固定されることを可能にする。
【００３２】
　上記の実施形態のそれぞれでは、コネクター１６の内向きの面の中に孔部のアレイを設
けることは、頑丈なフレームワークのために、構造部材がブラケットに固定されることを
可能にするだけでなく、付属的コンポーネント（たとえば、ハンガーおよびクリップ）な
どが簡単な様式でさまざまな配向に取り付けられることも可能にし、アクセサリーの取り
付けを可能にするということが認識されることとなる。２列の孔部２４によって画定され
る格子は、照明設備などのようなアクセサリーのベースプレートがコネクターに固定され
ることを可能にし、それによって、汎用性を増大させる。フレームワークは、異なる目的
のために、または、保管のために、容易に分解されて再構成される。
【００３３】
　ブラケット１６は、スチールまたはアルミニウムから作製されており、また、チューブ
状のセクションを互いに溶接することによって、または、好ましくは、金属ブランクを必
要な構成へと折り曲げることによって、構築され得る。ブラケットが折り曲げられる場合
に、ブランクの自由端部が、折り曲げの後に、ダブテールなどによって、機械的にインタ
ーロックされ、自由端部を互いに溶接するために、折り曲げられたブランクを正しい構成
に維持するということが好適である。
【００３４】
　本発明は、特定の具体的な実施形態を参照して説明されてきたが、そのさまざまな修正
例が、本明細書に添付されている特許請求の範囲に概説されているような本発明の精神お
よび範囲から逸脱することなく、当業者に明らかになることとなる。上記に記載されてい
るすべての参考文献の開示全体は、参照により本明細書に組み込まれている。
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