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(57)【要約】
　複数の調整を備えたドア（２４）及びワードローブド
ア用のスライド装置は、キャリッジ又はスライダ（１０
）からなり、前記ローラ（２２）の断面に相補的な形状
を有するエンボス成形部（２２’）を有するプロファイ
ルセクション（２８）が固定されているドアをスライド
させるためのローラ又は軸受（２２）を備えている。キ
ャリッジ又はスライダ（１０）は、略矩形状の平面を有
する第１の本体又は前部本体（１２）と、第１の前部本
体（１２）に連結されることが意図された第２の本体又
は後部本体（１４）とを備える。前記後部本体（１４）
は、垂直の貫通穴（３２）を有する対向する略円筒形の
付属物（１６、１８）が設けられ、貫通穴（３２）中に
はそれぞれの円筒体が挿入され、それに沿って中心線を
外して配置された貫通ネジ穴（３６）が穿孔され、多数
の偏心体（３４）を形成している。それぞれの穴（３６
）中には、対応する穴又はスロット（３２’）が穿孔さ
れた前部本体（１２）の上側から突出するネジ切りステ
ム又はネジ（３８）が挿入されている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ローラ又は軸受（２２）を備えたキャリッジ又はスライダ（１０）からなり、複数の調
整を備えたドア（２４）用のスライド装置であって、通路領域（３０）が形成された壁（
２６）に面する前記ドア（２４）の前側に固定され、同ドア（２４）の上端に形成された
低下部に当接され、それが沿ってスライドする前記ローラの断面に相補的な形状を有する
エンボス成形部（２２’）を備えた、略「Ｌ」字形の部分を有するプロファイルセクショ
ン（２８）を備え、前記キャリッジ又はスライダ（１０）は、略矩形状の平面を有する第
１の本体又は前部本体（１２）と、前記第１の前部本体（１２）に連結するように設計さ
れ、垂直の貫通穴（３２）を有する対向する略円筒形の付属物（１６、１８）を備えた第
２の本体又は後部本体（１４）と、を備え、前記貫通穴（３２）中には、それぞれの円筒
体が挿入され、それに沿って中心線を外して配置された貫通ネジ穴（３６）が穿孔されて
多数の偏心体（３４）を形成し、それぞれの前記穴（３６）中には、対応するスロット（
３２’）が形成された前記前部本体（１２）の上側から突出するネジ切りステム又はネジ
（３８）が挿入されていることを特徴とするスライド装置。
【請求項２】
　各ステム（３８）は、それぞれの前記偏心体（３４）の前記穴（３６）中にねじ込まれ
る下部ネジ切り領域（４２）と、前記前部本体（１２）の上側に作られた前記スロット（
３２’）から突出する上部ネジ切り領域（４４）とを備え、前記下部ネジ切り領域（４２
）及び前記上部ネジ切り領域（４４）にはネジ切りなしの部分（４０）が点在しているこ
とを特徴とする請求項１に記載のスライド装置。
【請求項３】
　前記本体１２の下側には、同本体１２の上側に形成された前記スロット（３２’）と位
置合わせされたスロット（３２”）があることを特徴とする請求項２に記載のスライド装
置。
【請求項４】
　前記スロット（３２’）から突出する前記ステム（３８）の前記上部ネジ切り領域（４
４）上には、ワッシャ（４８）を介在させてナット（４６）がねじ込まれていることを特
徴とする請求項２に記載のスライド装置。
【請求項５】
　前記第１の本体（１２）は、前記第２の本体（１４）に面するその後側に対応して、前
記後部本体（１４）の前記２つの略円筒形の付属物（１６、１８）の断面に相補的な半円
形の断面を有する２つの凹部（１６’、１８’）を備えていることを特徴とする請求項１
に記載のスライド装置。
【請求項６】
　前記偏心体自体の偶発的な横方向への変位を防止するため、安全ネジ（５０）が前記各
偏心体（３４）の下側から前記各穴（３６）中にねじ込まれていることを特徴とする請求
項２に記載のスライド装置。
【請求項７】
　各安全ネジ（５０）は、前記スロット３２”から前記偏心体３４中にねじ込まれ、前記
スロット３２”は、前記前部本体１２の下側に形成され、前記前部本体１２の上側に形成
された前記スロット３２’と位置合わせされていることを特徴とする請求項６に記載のス
ライド装置。
【請求項８】
　前記後部本体（１４）は、前記第１の円筒形の付属物（１６、１８）に対して中央に配
置され、ネジ（６２）のため少なくとも部分的にネジ切りされた穴（６０）を備えた、第
３の突出した略円筒形の付属物（５８）を備え、前記ネジ（６２）の頭部（６４）上には
操作キー用に成形された凹部が形成され、同ネジ（６２）は、前記頭部（６４）の下方に
、前記本体（１２）の上側に当接するように設計された一体型の中実ワッシャ（６６）を
有し、前記前部本体（１２）の後側には、略半円形の断面を有する第３の凹部（５８’）
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が平行に形成されていることを特徴とする請求項１に記載のスライド装置。
【請求項９】
　前記ネジ（６２）は、前記後部本体（１４）に沿って形成されたネジ切り領域（６２’
）と協働することを特徴とする請求項８に記載のスライド装置。
【請求項１０】
　前記ネジ（６２）の前記頭部（６４）は、前記前部本体（１２）の上側に形成された穴
又はスロット（６０’）から突出することを特徴とする請求項９に記載のスライド装置。
【請求項１１】
　前記前部本体（１２）の前記上側の両端には、前記ドア（２４）が前記キャリッジ又は
スライダ（１０）の前記ローラ（２２）を乗り越えることを回避するように設計された調
整可能なストップ（７２）があることを特徴とする請求項１０に記載のスライド装置。
【請求項１２】
　前記壁（２６）中に予め挿入された関連する拡張プラグ（５６）に噛み合うように設計
された同数のネジ（５４）を挿入して前記壁自体に前記後部本体（１４）を固定するため
、互いに位置合わせされた複数の貫通穴又はスロット（５２）が前記前部本体（１２）及
び前記後部本体（１４）上に設けられ、前記前部本体（１２）上に形成された前記穴又は
スロット（５２）は、前記ネジ（５４）の前記頭部の通過できる寸法であることを特徴と
する上記請求項のいずれか一項に記載のスライド装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の調整（multiple adjustments）を備えたドア用スライド装置に関する
。
【０００２】
　より詳細には、本発明は、２つの隣接する領域の間を択一的に閉鎖、或いはアクセス可
能にするドア、又はワードローブ及び一般的な家具のドアのスライド動作に特に適した上
記定義した装置に関する。
【０００３】
　知られているように、２つの領域を分離するスライドドアはその実用性に基づいてしば
しば使用され、なぜならば、それらは開くために片持ち支持する空間を必要とせず、ある
解決策では、壁の両側の隠された位置に入れられるためである。審美的な見地からでさえ
、スライドドアはそのため高く評価されており、住宅地、並びにオフィス及び商業施設の
両方でますます普及している。これらドアをスライドさせるには、特定の装置が使用され
、その装置は、壁に固定された上部ガイドに沿って移動するキャリッジを備え、同時に、
移動するドアの上端又はヘッダに固定される。キャリッジ及びドアの間の連結は、一般的
に、各キャリッジの下部と一体の付属物を介して達成され、各キャリッジは上述するガイ
ド内で長手方向に延びるスロットから突出する。上記付属物は、その自由端上に平板等を
備え、それはネジ又は同等の保持手段によってドアに固定される。この種の解決策は、同
出願人の欧州特許第２９１３４６８号明細書に記載されている。
【０００４】
　別の方法として、ドアは、上記ローラに正確に引っ掛けるため、壁に面する内側上に、
固定式、すなわち壁に固定されたキャリッジの一対の車輪又はローラの断面に相補的に輪
郭成形された断面をその上部が規定する、成形プロファイルセクションを備えている。こ
の場合、ドアの開閉動作は、固定式キャリッジの車輪又はローラ上のプロファイルセクシ
ョンのスライドに従って行われる。この解決策は、プロファイルセクションのヘッダを閉
じるプラスチックキャップを除き、装置全体が視界から隠されているため、特に有利であ
る。両方の仮説では、相補的で対向する下部ガイドが、装置を完成させる。上記下部ガイ
ドは、床にねじ止めされ、ドアの下端に形成されたスロットに沿って係合するピン等の突
出する付属物を含む。これらのスライドドア用の既知の装置は、それらに設計された機能
を実行できるが、しかしながら、設置中のキャリッジの調整にとりわけ関係するいくつか
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の欠点を示す。この点に関して、重要な調整は、壁からドアの間隔に関係し、それが完全
な平面展開を示さず他に対して１つ又は複数の凸状又は凹状の領域（embossed or recess
ed areas）を含む場合に必要である。これらの場合、壁と固定式キャリッジとの間に介在
するスペーサを使用する必要があり、ドアの内側と一体の成形プロファイルセクションは
スライド時にその上を移動する。そのようなスペーサの位置調整は、ドアをその幅全体に
亘って壁から均等に離隔する目的があり、キャリッジに対するドアの取り外しを必要とす
るため複雑で多くの時間と労力を要する。この調整はおおまかでもあり、３つのスペーサ
をキャリッジの３つの壁固定ネジに対応させてそれらを地面に落とさずに位置調整する場
合、更なる困難に遭遇する。最後に、固定式キャリッジがスペーサ上に位置する支持を有
するという事実は、壁に対するキャリッジの最適な安定を保証しない。
【０００５】
　スライド装置の固定式キャリッジは、「スライダ」とも呼ばれ、垂直方向、すなわち床
に対してそれらを調整する手段もまた設けられ、ドアを下端に沿って移動するためのガイ
ドが一般的には床の中に一体化されている。上記垂直調整は、キャリッジの中央の上方に
配置されたネジにより得られ、ドアに固定されたプロファイルセクションの対向するヘッ
ダを閉じるサイドキャップの挿入前に実行される必要があり、プロファイルセクションは
上で説明したように壁に固定されたキャリッジの車輪上に引っ掛けられてスライドするた
め、困難な可能性がある。また、上述する垂直調整を実行するためには、ドアが開き、ス
トローク終了位置にあることも必要である。
【０００６】
　本発明の目的は、上述する欠点を取り除くことである。
【０００７】
　国際公報第２０１２／０７３２１５号は、２つの開閉終了位置の間を移動可能なシャッ
ターを備えるスライドドアの製造の解決策を記載している。上記ドアにはシャッターを支
持及びガイドする手段が設けられており、この手段は縦方向ガイド装置をスライド可能に
支持する回転アイテムを備え、シャッター自体の上方に固定され、またその下端に付随す
る。
【０００８】
　仏国特許番号第４６５９０号明細書は、代わりに、偏心ピン上に吊り下げられたスライ
ドドアを記載している。上記ドアの垂直位置を適切に調整可能にするため、上記ドアフレ
ーム上には、吊り下げ手段と同じ方法で偏心的に調整可能な横方向ローラがある。このス
ライドガイドの解決策は、ドアの移動中の振動や騒音を回避することを目的としている。
【０００９】
　より詳細には、本発明の目的は、固定式又はスライドするキャリッジからドア自体を外
す必要なく、従って損傷に関連するリスクを回避して、非常に容易かつ効果的な方法で壁
からのドアの間隔を調整することを可能にするドア又はワードローブ及び一般的な家具用
のスライド装置を提供することである。
【００１０】
　本発明の更なる目的は、ドア及び壁の間の間隔の調整がスペーサの使用に頼ることなく
極めて正確に迅速に実行できる、ドア及びワードローブドア用のスライド装置を提供する
ことである。
【００１１】
　本発明の更なる目的は、固定式キャリッジの垂直方向の調整が、ストロークの任意の時
点のドアで、ドア自体に固定されたプロファイルセクションの対向するヘッダ上にサイド
キャップを挿入したままで正確かつ簡単に達成できる、ドア及びワードローブドア用のス
ライド装置を提供することである。
【００１２】
　特に、本発明の目的は、ドアと壁とが直接接触する危険性を回避するように伝統的な安
全車輪が配置されている、ドア及びワードローブドア用のスライド装置を提供することで
ある。
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【００１３】
　本発明の更なる目的は、容易かつ経済的に製造し得るように、高水準の耐性及び信頼性
を長期間に亘って保証することができる、ドア及びワードローブドア用のスライド装置を
使用者に提供することである。
【００１４】
　これら及び更に他の目的は、主請求項に記載された本発明の複数の調整を備えたドア及
びワードローブドア用のスライド装置によって達成される。
【００１５】
　本発明のドア及びワードローブドア用のスライド装置の構造上及び機能上の特徴は、下
記詳細な説明からよりよく理解でき、その中では好適で非限定的な実施形態を示す図面の
添付の目録が参照される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、壁に固定されることを意図したキャリッジ又はスライダの前側からの分
解図を概略的に示している。
【図２】図２は、壁に固定されることを意図した同キャリッジ又はスライダの後側からの
分解図を概略的に示している。
【図３】図３は、同キャリッジを部分的に断面にした上面図を概略的に示している。
【図４】図４は、壁及びその上に作られた通路空間の不等角投影図を概略的に示し、キャ
リッジ又はスライダが上記壁に固定される前の状態にある。
【図４Ａ】図４Ａは、図４の部分拡大図である。
【図５】図５は、キャリッジ又はスライダを備えた壁、及び上記スライド装置と係合する
前の状態のドアの側面図を概略的に示す。
【図５Ａ】図５Ａは、図５の部分拡大図である。
【図６】図６は、壁及びその上に取り付けられたドアの上面図を概略的に示し、壁自体の
平面性の欠如によりドアと壁との間に存在しえる不規則な間隔を強調する。
【図６Ａ】図６Ａは、図６の部分拡大図である。
【図７】図７は、壁の高さの差を補整するため、従来の操作キーによってその一方の側又
はその正面で介入が実行されるキャリッジ又はスライダの１つを不等角投影図で概略的に
示す。
【図８】図８は、上記操作キーを用いてその側で実行される補整介入後のキャリッジ又は
スライダの状態を概略的に示す。
【図９】図９は、上記操作キーを用いて反対側で実行される補整介入後のキャリッジ又は
スライダの状態を概略的に示す。
【図１０】図１０は、キャリッジ又はスライダを前側からの側面図によって概略的に示し
、それに従来設けられる一対の車輪又はローラを強調する。
【図１１】図１１は、キャリッジ又はスライダを部分的に断面にした端面図を概略的に示
し、それを垂直に調整可能にして、また床に固定された既知のガイドに沿ってドアを最適
にスライド可能にする手段を強調する。
【図１２】図１２及び図１３は、２つの対立仮説によるその垂直移動の結果としてのキャ
リッジ又はスライダの多様な操作状態を概略的に示す。
【図１３】図１２及び図１３は、２つの対立仮説による垂直移動の結果としてのキャリッ
ジ又はスライダの多様な操作状態を概略的に示す。
【００１７】
　最初に図１～４Ａを参照すると、本発明に係る複数の調整を備えたドア用のスライド装
置は、図１、４Ａ及び７中で全体を１０で示されたキャリッジ又はスライダを規定し、矩
形平面を有する第１の本体又は前部本体１２、及び第１前部本体１２に連結されることが
意図された第２の本体又は後部本体１４を備えている。後部本体１４は、図２に見られる
ように、板状の展開部を規定し、第１の本体１２に面するその前面２０から突出する、２
つの対向する一体的な略円筒形の付属物１６、１８を備えている。第１の本体１２の露出
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した前側には、それら自体既知で、水平に位置合わせされ、適切に間隔を空けて配置され
た一対の軸受又はローラ２２が設けられている。上記ローラ２２上には、ローラ自体の断
面に相補的な形状を有し、それ自体エンボス成形部（embossed and shaped portion）２
２’を備えるプロファイルセクション（profile section）２８がスライドし、図５、５
Ａ、６、６Ａ中の２４で図式化されたドアの一方の側に固定される。ドア２４は、図４及
び図４Ａ中に示されるように、壁に沿って作られた通路空間３０を遮蔽するのに適してい
る。装置２８’（図５Ａ）は、ドアの償却停止のためプロファイルセクション２８に好ま
しくは連結され、本出願の主題とは無関係で同出願人により提出された別の所有権によっ
て保護されている。上記壁は、図４、４Ａ、５、５Ａ、６、６Ａ中にて２６で示される。
既知のタイプの略「Ｌ」字形の部分を有するプロファイルセクション２８は、ネジ又は同
等の手段によって、壁２６に面するドア２４の前側に固定され、特に図５Ａ中に見られる
ように、同ドア２４の上端に形成された低下部（lowered portion）に当接する。
【００１８】
　第１の本体１２上には、２つの略円筒形の付属物１６及び１８を備えた第２の本体１４
に面するその後側に対応して、前記付属物自体の断面に相補的な半円形の断面を有する２
つの凹部１６’及び１８’が形成されている。前記付属物には、垂直に展開された貫通穴
３２が設けられている。付属物１６及び１８の各穴３２中には、円筒体が入れられ、中心
線を外して配置された（offset）貫通穴３６が円筒体に沿って設けられて垂直に延び、全
体として多数の偏心体３４を形成する。偏心体３４の穴３６は、ネジ切りなしの部分４０
が点在する２つのネジ切り領域がそれに沿って形成されるネジ切りステム又はネジ３８を
上端からねじ込むことができるように、少なくとも部分的にネジ切りされている。ステム
３８の下部ネジ切り領域は、図１及び図２中に４２で示され、それぞれの偏心体３４の穴
３６中にねじ込まれる。上記ステム３８の上部ネジ切り領域は、同図中に４４で示され、
穴３６から突出したままであって、以下で特定するように、第１の本体１２及び第２の本
体１４を一旦一組に固定するため、その上にナット４６がワッシャ４８とともにねじ込ま
れる。ステム３８には、偏心体３４から突出する上部ヘッダ上に、例えば六角形に成形さ
れた操作キー用の凹部が設けられている。
【００１９】
　第２の本体又は後部本体１４から突出する付属物１６、１８は、図２に示すように、第
１の本体又は前部本体１２の略半円形の断面を有する凹部１６’及び１８’に嵌め込まれ
ることを意図され、上記本体１２及び１４が互いに接近及び接触して配置できることを確
実にする。それらの安定した固定は、後部本体１４の穴３２中に挿入される偏心体３４中
にねじ込まれるネジ３８によって達成される。前部本体１２の上側には、上記付属物１６
及び１８に対応して水平に延びる多数のスロット３２’があり、多数のスロット３２’は
、それら自体を付属物１６、１８の穴３２と位置合わせされ、同前部本体１２を後部本体
１４と連通するように設置する。
【００２０】
　上記本体１２の対向する下側には、（図２中のような）対応するスロット３２”が作ら
れ、本体自体の上側に形成された上述したスロット３２’と位置合わせされる。
【００２１】
　ネジ３８は、前部本体１２の凹部１６’及び１８’内に備えられた偏心体３４の穴３６
中にねじ込まれ、前部本体と後部本体１４との間の安定した連結を提供する。
【００２２】
　安全ネジ５０は、各偏心体３４の下側から各穴３６中にねじ込まれ、図１中に見ること
ができ、偏心体に接触して、後部本体１４の方向に偏心体自体の偶発的な横方向の変位を
適切に防ぐことを意図されている。ネジ５０は、上述したスロット３２”から偏心体３４
中にねじ込まれる。図４Ａに及び部分的に図５Ａ中に示すように、壁２６中に予め嵌め込
まれた関連する拡張プラグ５６に噛み合うように意図された多くのネジ５４の挿入のため
、前部本体１２及び後部本体１４の両方には、互いに位置合わせされた複数の貫通孔又は
スロット５２がある。上記ネジ５４及びプラグ５６を通して、連結した前部本体２及び後
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部本体１４から形成されたキャリッジ又はスライダ１０は、壁２６に固定的に連結される
。
【００２３】
　任意の不均一を補整してドア２４を上記壁に対して各点で完全に平行にするために、壁
２６に対するキャリッジ又はスライダ１０の間隔の調整は、中心線を外して配置された穴
３６にねじ込まれたネジ３８を通して偏心体３４に作用することにより達成される。キャ
リッジ又はスライダ１０は、その２つの構成要素、すなわち前部本体１２及び後部本体１
４に予め組み立てられている。この組み立ては、偏心体３４を後部本体１４の穴３２中に
挿入することによる略円筒形の付属物１６、１８、及び本体１２の対応する凹部１６’、
１８’の接近及び接触を通して、及び、同本体１２の上面に作られたスロット３２’から
穴３６中にネジ３８を挿入することによって、並びにネジ５０の頭部を、それらが上記本
体１２の下側から突出することを抑制するため本体１２の下部スロット３２’’中に挿入
することによって達成される。各ナット４６は、各ネジ３８の上部ネジ切り領域上にもワ
ッシャ４８を介在してねじ込まれ、その時点で、完全に組み立てられたスライダ又はキャ
リッジ１０は、ネジ５４及び関連する拡張プラグ５６によって壁２６に固定することがで
きる（図４Ａ）。
【００２４】
　プロファイルセクション２８を介してキャリッジ１０の車輪２２にドア２４を引っ掛け
た後、図６及び６Ａに示すような状態が生じる可能性があり、この状態では一方の側で局
所的な窪みのため壁２６からかなりのずれが現れ、他方の側ではそれが壁自体と整合して
いるという不整合がドア２４に現れている。次いで、調整は、偏心体３４によって、以下
の方式で達成される。図７を参照すると、キャリッジ又はスライダ１０の前部本体１２を
駆動して後部本体１４から離隔させるため、１つのステム３４のナット４６を六角キー６
８で緩め、雄の六角キー７０をネジ３８の頭部に入れながらネジを動かしてそれに連結さ
れた偏心体を駆動させ回転させる。この動作は、それを前方に曲げることによってそれが
壁の全長に沿って整合するまで、前部本体１２を後部本体１４から、次に壁２６から離隔
させるように実行される。この操作は、キャリッジ又はスライダ１０をネジ５４で壁２６
に確実に固定した後、ドアが軸受又はローラ２２に引っ掛かっている状態でも、有利に実
行することができる。事実、前部本体１２及び後部本体１４はステム３８によって互いに
連結され、一方後部本体１４のみがネジ５４によって壁２６に固定されている。これは、
本体１２上に穿孔された穴５２は、ネジ５４の頭部が通過できるような大きさであり、そ
れにより上述した後部本体１４のみが壁２６に固定されるためである。従って、上記前部
本体１２及び後部本体１４は、偏心体３４の回転によって互いに対して移動できる。調整
が一旦行われると、ナット４６は再び締められる。図８及び９は、後部本体１４に対する
前部本体１２のずれの多様な例を示し、従って、一方又は他方の偏心体３４が雄の六角キ
ー７０で設定された回転に従ってとる位置を強調している。一方、他方、又は場合により
両方の偏心体３４の調整された回転を実行する可能性を考えると、極めて正確な方法でず
れを補整することができる。
【００２５】
　本発明の更なる有利な特徴によれば、装置１０は、最初の２つの円筒形の付属物１６、
１８と同様で、それらに対して中央に位置する第３の突出した略円筒形の付属物５８を後
部本体１４上に備えている。前部本体１２の後側には、略半円形の断面５８’を有する第
３の凹部が平行に形成され、図２中にみられる。キャリッジ又はスライダ１０を垂直、す
なわち下端に沿ったドアの移動のための既知のガイドが固定されている床に対して調整す
るため、第３の円筒形の付属物５８には、垂直に展開し、少なくとも部分的にネジ切りさ
れ、ネジ６２がねじ込まれる穴６０を備えている。図１及び図７中に特に見られるように
、前部本体１２の上部正面には、２つの付属物１６、１８と同様の略円筒形の付属物５８
に対応して、第３の略円筒形の付属物５８の穴６０と位置合わせされた穴又はスロット６
０’が作られている。ネジ６２の頭部６４には、操作キーのため、例えば六角形に成形さ
れた凹部が設けられている。ネジ６２は、上記頭部６４の下方に、上記ネジ６２が穴６０
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６６を有している。図１１～１３中に図式化されるように、その時点で、後部本体１４に
部分的に沿って作られ、６２’で示されるネジ切りとも係合する上記ネジの更なる回転に
より、前部本体１２が後部本体１４に対して上昇又は下降し、従ってドア２４の重量によ
る荷重の適切な分散を可能にし、それをキャリッジ１０の車輪２２と、ドアを下端に沿っ
て移動するためのガイドと組み合わせた車輪（図示せず）とに分配する。このようにして
、全体としてできるだけ滑らかなドアのスライドが得られる。
【００２６】
　キャリッジ又はスライダ１０の両端には、前部本体１２の上側に、ドア２４がキャリッ
ジ又はスライダ１０のローラ２２から滑り出るのを防ぐように設計された調整可能なスト
ップ７２が配置されている。プロファイルセクション２８の成形部２２’が上記ローラ２
２を乗り越える原因になるそのような滑りは、同ドア２４がそのスライド中に偶発的に急
に動いた場合に発生する可能性がある。従って、対向する方向付け可能なストップ７２は
、セクション２８が高く上がりすぎないように配置され、スライダ１０のローラ２２に連
結されたその成形部２２’にローラ自体を迂回させる。同ストップ７２の前進部分又はビ
ーク７２’は、実際には、ローラ２０から最小間隔でローラ２０の直上方に方向付けられ
るように適切に配向されており、滑りの可能性を排除している。
【００２７】
　上記から分かるように、本発明が達成する利点は明らかである。
【００２８】
　本発明のドア用スライド装置は、マイクロメートルの調整を可能にする偏心体３４の存
在のおかげで、ドア２４を壁２６に正確に整合させることができる。特に有利なのは、既
に設置されたドア２４を取り外す必要なくこの調整を実行できることである。更に、本発
明のスライド装置は、上記ドアが床に固定された従来の下部ガイドに沿って最適にスライ
ド可能にするために、キャリッジ又はスライダ１０の垂直方向の同様の調整を可能にする
。最後に、上記で指定したように、上記スライド装置は、ドアに加えて、ワードローブの
ドア及び一般的な家具保管ユニットにも使用できる。この場合、装置はワードローブ又は
家具の一部の適切なサイズの棚に固定できる。
【００２９】
　本発明は、その実行可能な実施形態を参照して説明されてきたが、それらは非限定的に
与えられる例であり、上記説明に照らして、当業者には多数の変更及び変形が明らかであ
ろう。従って、本発明は、特許請求の範囲の精神及び保護範囲内にあるすべての変更及び
変形を包含することを意図している。
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