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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】組立・解体が容易で、何度も繰り返し使用でき
、床を傷つけることが少ないパーティション用基体、及
びこれを用いたパーティションを提供する。
【解決手段】パーティション用基体１０は、複数個を連
結してパーティションを形成するために用いられる。パ
ーティション用基体１０は、矩形をなす板状部材２と、
パーティション用基体１０同士を連結するための面状接
着部材とを備え、板状部材２は、一対の対辺に平行な一
対の折線２５と、一対の折線２５に挟まれた本体部２４
と、折線２５で本体部２４に対し折り曲げ自在な連結部
２３とを有する。面状接着部材は、板状部材２の表裏両
面において、少なくとも、本体部の４つの角部と、折線
２５を挟んで本体部２４の４つの角部に対向する一対の
連結部２３，２３の２つの角部とに設けられている。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　複数個を連結してパーティションを形成するためのパーティション用基体であって、
　矩形をなす板状部材と、
　当該パーティション用基体同士を連結するための面状接着部材と、を備え、
　前記板状部材は、一対の対辺に平行な一対の折線と、前記一対の折線に挟まれた本体部
と、前記折線で前記本体部に対し折り曲げ自在な一対の連結部とを有することを特徴とす
るパーティション用基体。
【請求項２】
　前記面状接着部材は、前記板状部材の表裏両面において、少なくとも、前記本体部の４
つの角部と、前記折線を挟んで前記本体部の４つの角部に対向する前記一対の連結部の２
つの角部とに設けられている請求項１に記載のパーティション用基体。
【請求項３】
　前記面状接着部材が雄雌式の面ファスナーからなり、前記本体部の４つの角部のうち隣
り合う角部に設けられる面状接着部材の雄雌が異なり、前記折線を挟んで対向する本体部
と連結部の角部に設けられる面状接着部材の雄雌が異なり、前記板状部材を挟んで背中合
わせとなる面状接着部材の雄雌が異なる請求項２に記載のパーティション用基体。
【請求項４】
　前記面状接着部材が、雄雌を有さない面ファスナーである請求項１又は請求項２に記載
のパーティション用基体。
【請求項５】
　前記面状接着部材が、マグネットシートである請求項１又は請求項２に記載のパーティ
ション用基体。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載のパーティション用基体により形成された
パーティション。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この考案は、災害時の避難所等で避難者のプライベートスペースの確保や目隠し、防寒
等のために設置されるパーティションを形成するための基体、及びこの基体により形成さ
れるパーティションに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、災害時の避難所として、学校の体育館や講堂等の床面積の広い施設が用いられる
場合には、各避難者の専用スペースを囲ったり避難者同士を間仕切りしたりするために、
段ボールで間に合わせに作ったパーティションが用いられている。
【０００３】
　ところが、この段ボール製のパーティションは、救援物資等を収納していた段ボール箱
等を展開して、ガムテープ等でつなぎ合わせて組立てるため、１スペースを囲むためのパ
ーティションを組立てるだけでも、かなりの時間と労力がかかるという問題が有った。
【０００４】
　そこで、特許文献１では、段ボール製の板状部材をクリップにより連結する簡易間仕切
り構造が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実用新案登録第３１１８７１１号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
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【０００６】
　しかし、特許文献１の簡易間仕切り構造では、床側で仕切り部材を連結するクリップの
着脱作業がやりにくいという問題や、防災訓練等で繰り返し組立、解体を行うとクリップ
で挟まれた段ボールの端部が潰れるため、あまり繰り返して使えないという問題や、クリ
ップが床を傷つけてしまうという問題が有った。
　本考案は、上記課題に鑑みてなされたものであり、組立及び解体が容易で、何度も繰り
返して組立、解体を行うことができ、床を傷つけることが少ないパーティション用基体及
び該基体を用いたパーティションの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するためになされた考案は、複数個を連結してパーティションを形成す
るためのパーティション用基体であって、矩形をなす板状部材と、当該パーティション用
基体同士を連結するための面状接着部材と、を備え、前記板状部材は、一対の対辺に平行
な一対の折線と、前記一対の折線に挟まれた本体部と、前記折線で前記本体部に対し折り
曲げ自在な一対の連結部とを有することを特徴とする。
【０００８】
　本考案に係るパーティション用基体では、このように、面状接着部材によりパーティシ
ョン用基体同士を連結するため、組立に用いるクリップや連結具を必要とせず、容易にパ
ーティション用基体の組立や解体を行うことができ、繰り返し組立、解体することによる
パーティションの破損を抑制し、クリップや連結具で床を傷つけることを抑制できる。
【０００９】
　前記面状接着部材は、前記板状部材の表裏両面において、少なくとも、前記本体部の４
つの角部と、前記折線を挟んで前記本体部の４つの角部に対向する前記一対の連結部の２
つの角部とに設けられていることが好ましい。こうすることで、１種類のパーティション
用基体で多様な構造のパーテンションを形成することができる。
【００１０】
　前記面状接着部材は、雄雌式の面ファスナーからなり、前記本体部の４つの角部のうち
隣り合う角部に設けられる面状接着部材の雄雌が異なり、前記折線を挟んで対向する本体
部と連結部の角部に設けられる面状接着部材の雄雌が異なり、前記板状部材を挟んで背中
合わせとなる面状接着部材の雄雌が異なることが好ましい。こうすることで、複数枚を重
ねて保管するときに面ファスナー同士が接着しないため、パーティションを組立てる際に
パーティション用基体を１枚ずつ取り出し易い。
【００１１】
　本考案のパーティション用基体は、別の好ましい例として、前記面状接着部材が、雌雄
を有さない面ファスナーやマグネットシートであるものを含む。こうすることで、さらに
多様な構造のパーティションを形成することができる。
【００１２】
　本考案は、本考案に係るパーティション用基体を用いて形成されたパーティションを含
む。
【考案の効果】
【００１３】
　以上説明したように、本考案のパーティション用基体、及びパーティションによれば、
組立、解体が容易で、繰り返し使用することによるパーティションの破損やパーティショ
ンにより床を傷つけることが少ない。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本考案の一の実施形態に係るパーティションの斜視図である。
【図２】本考案の一の実施形態に係るパーティション用基体の斜視図である。
【図３】本考案の一の実施形態に係るパーティション用基体の（ａ）正面図、及び（ｂ）
背面図である。
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【図４】本考案の別の実施形態のパーティション用基体の（ａ）正面図、及び（ｂ）背面
図である。
【図５】本考案の一の実施形態のパーティション用基体２枚を直列に連結する方法を示し
た要部斜視図である。
【図６】本考案の一の実施形態のパーティション用基体２枚を互いに垂直に連結する方法
を示した要部斜視図である。
【図７】本考案の一の実施形態のパーティション用基体３枚をＴ字に連結する方法を示し
た要部斜視図である。
【図８】本考案の一の実施形態のパーティション用基体４枚を十字に連結する方法を示し
た要部斜視図である。
【図９】本考案の一の実施形態のパーティション用基体を床に敷くために４枚をシート状
に連結する方法を示した平面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１５】
　以下、適宜図面を用いながら本考案の実施形態について詳述する。図１は、本考案の一
の実施形態に係るパーティション１００を示している。パーティション１００は、多数の
パーティション用基体１０を連結することにより形成されている。パーティション用基体
１０は、図２に示すように、矩形の段ボールからなる板状部材２と、板状部材２の表面２
１及び裏面２２の両面に貼付された面状接着部材３（以下、３ａ，３ｂ、又は３ｃと区別
して表す場合がある。）と、を備えている。尚、本考案は、以下の実施の形態に限定され
るものではない。
【００１６】
　板状部材２は、一対の対向する辺に平行な折線２５，２５により折り曲げ自在な一対の
連結部２３，２３と、一対の折線２５，２５に挟まれた本体部２４とを有している。連結
部２３は、本体部２４と一体的に形成してもよいし、別途形成したものをテープ等で連結
してもよい。
【００１７】
　面状接着部材３は、略長方形状をなし、折線２５の両端部において、一の長辺が折線２
５に沿い一の短辺が板状部材２の端辺２６に沿うように、かつ一対が折線２３を挟んで対
向するように板状部材２に貼付されている。面状接着部材３は、図３に示すように、板状
部材２の表面２１側及び裏面２２側合わせて計８対が設けられている。
【００１８】
　図３は、面状接着部材３が、雄の面ファスナー３ａ及び雌の面ファスナー３ｂからなる
例を示している。折線２５を挟んで雄・雌の面ファスナー３ａ，３ｂが対向するように、
板状部材２の表裏で雄・雌の面ファスナー３ａ，３ｂが背中合わせとなるように、かつ本
体部２４の４つの角部には、雄の面ファスナー３ａと雌の面ファスナー３ｂが交互に隣り
合うように設けられている。雄の面ファスナー３ａと雌の面ファスナー３ｂとは、区別が
付きやすいよう異なる色や符号が付されることが好ましい。
【００１９】
　また、面状接着部材３としては、図４に示したように、雌雄の区別のない雌雄フリーの
面ファスナー３ｃを用いることもできる。あるいは、マグネットシートを用いてもよい。
　マグネットシートを用いる場合は、図３の雄の面ファスナー３ａの位置と雌の面ファス
ナー３ｂの位置のうち、一方の位置にマグネットシートを配設し、他方の位置に磁性体を
配設してもよい。
【００２０】
　次に、本考案のパーティション用基体１０を用いて、避難所にパーティションを設営す
る方法について説明する。パーティション用基体１０は、多数枚が避難所となる体育館等
に常備される。併せて、その避難所の床面積や形状に合わせて作成したパーティションの
全体図（図１参照）及びパーティション用基体１０の連結方法を示す連結図（図５乃至図
８参照）が用意されている。図５は、２枚のパーティション用基体を直列に連結するＡタ
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るＢタイプの連結方法を示している。また、図７は、３枚のパーティション用基体１０を
Ｔ字に連結するＣタイプの連結方法を、図８は４枚のパーティション用基体１０を十字に
連結するＤタイプの連結方法を示している。
【００２１】
　災害が起こって、避難してきた避難者は、ワゴン等に収納されたパーティション用基体
１０を順に取り出し、図１の全体図、及び図５乃至図８の連結図を見ながら、１枚ずつパ
ーティション用基体１０を連結していく。図１に従って、Ａタイプの連結部が必要になっ
た場合は、図５の連結図を見ながら連結部を形成する、同様に、形成したい連結タイプの
連結図を見ながら、パーティション用基体１０を連結していく。
【００２２】
　ここで、パーティション用基体１０は、１種類の形状しか有さないため、適宜の形状の
ものを探す必要が無く、組立時間を短縮することができる。また、雄の面ファスナー３ａ
と雌の面ファスナー３ｂとが、色分けや符号により容易に識別可能であるため接着可能な
面ファスナーの組み合わせを容易に見つけることができる。
【００２３】
　図１に示したパーティション１００は、Ａタイプ、Ｂタイプ、Ｃタイプ、及びＤタイプ
全ての連結タイプを用いて形成され、入口付きの個室１２を１０個有する。入口には、扉
１１を設けることもできる。また、パーティション用基体１０を用いて、図９に示すよう
な、敷部材３０を組立てて、個室１２の床面に敷設してもよい。
【００２４】
　本考案のパーティション用基体、及びパーティションは、上記の実施形態に限られるも
のではなく、例えば、板状部材２は、段ボールに限らず、木製や樹脂製の板により形成し
てもよい。本体部２４は正方形でなく長方形にすることもできる。折線の中間部を挟むよ
うに対向する面状接着部材をさらに追加して設けてもよいし、折線の全長にわたって面状
接着部材を設けてもよい。また、パーティション用基体１０の連結方法は、Ａ～Ｄタイプ
に限らず他の連結方法を採用してもよい。パーティションの個室は矩形に限らず、三角形
や他の多角形状としてもよく、部屋数は９以下でも１１以上でもよい。連結部を個室の外
側へ向けるようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００２５】
　本考案のパーティション用基体及びパーティションは、簡単に多様な形のパーティショ
ンを組立てることができるため、組立て方法を指導する指導員が不在の避難所にも好適に
採用することができ、床に傷が付きにくいため、木や畳の床であっても好適に採用するこ
とができる。
【符号の説明】
【００２６】
１０　パーティション用基体
２　板状部材
２１　表面
２２　裏面
２３　連結部
２４　本体部
２５　折線
３　面状接着部材
３ａ　雄の面ファスナー
３ｂ　雌の面ファスナー
３ｃ　雄雌を有さない面ファスナー
１００　パーティション
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年5月2日(2013.5.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　前記面状接着部材は、雄雌式の面ファスナーからなり、前記本体部の４つの角部のうち
隣り合う角部に設けられる面状接着部材の雄雌が異なり、前記折線を挟んで対向する本体
部と連結部の角部に設けられる面状接着部材の雄雌が異なり、前記板状部材を挟んで背中
合わせとなる面状接着部材の雄雌が異なることが好ましい。
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