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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　間隔を空けて配列されている複数の縁枠を含む載置物をスライドレールキットに取付け
るのに用いられるスライドレールキット用の取付部材であって、
　第一レールおよび前記第一レールに対して可動となる第二レールに設けられ、係合部お
よび前記係合部に付勢力を付与する付勢力部を有する係合手段と、
　基部、前記基部に垂直に繋がる第一側部、前記第一側部とは反対側の前記基部から垂直
に繋がり、前記縁枠に連結可能な第二側部、および、前記基部または前記第一側部のうち
の一つが前記係合部に係合する第一取付部を有する取付部材と、
　を備え、
　前記第一側部および前記第二側部は、前記基部の両側に位置するとともに、それぞれ異
なる方向に延在しており、
　前記第二レールを引き出して延伸する側を前部、前記前部の反対側を後部と定義すると
、前記第一側部の前記後部は、後端部に向かって前記第一側部の上下方向の幅が漸減する
ように底辺が一定の角度で傾斜しており、
　前記第一側部の前方は、前記載置物底面の四辺のうち第二レールと接する二辺に下側に
突き出たリブが設けられている場合、前記載置物を取り付けるときに前記リブをガイドす
ることを特徴とするスライドレールキット用の取付部材。
【請求項２】
　前記第一取付部は、開口および前記開口に隣接するストッパ壁を有し、
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　前記開口は、前記係合部が貫通することで、前記係合部が前記ストッパ壁に係合可能で
あることを特徴とする請求項１に記載のスライドレールキット用の取付部材。
【請求項３】
　前記第二レールは、爪部を有しており、
　前記取付部材は、第一壁および第二壁を有する第二取付部をさらに有し、
　前記第二取付部は、前記爪部に取付けられ、前記第一壁および前記第二壁が前記爪部の
両側に隣接することを特徴とする請求項１に記載のスライドレールキット用の取付部材。
【請求項４】
　前記第一取付部が前記係合手段に係合するとき、前記基部が前記第二レールに隣接する
一方側に位置し、前記第一側部が前記第二レールに隣接する他方側に位置することを特徴
とする請求項１に記載のスライドレールキット用の取付部材。
【請求項５】
　前記係合手段は、可撓性部をさらに有し、
　前記取付部材は、前記可撓性部に当接する当接部を有することを特徴とする請求項１に
記載のスライドレールキット用の取付部材。
【請求項６】
　間隔を空けて配列されている複数の縁枠を含む載置物をスライドレールキットに取付け
るのに用いられるスライドレールキット用の取付部材であって、
　第一レールおよび前記第一レールに対して可動となる第二レールに設けられ、係合部お
よび前記係合部に付勢力を付与する付勢力部を有する係合手段と、
　基部、前記基部に垂直に繋がる第一側部、前記第一側部とは反対側の前記基部から垂直
に繋がり、前記縁枠に連結可能な第二側部、および、前記基部または前記第一側部のうち
の一つが前記係合部に係合する第一取付部を有する取付部材と、
　を備え、
　前記第一側部および前記第二側部は、前記基部の両側に位置するとともに、それぞれ異
なる方向に延在しており、
　前記第二レールを引き出して延伸する側を前部、前記前部の反対側を後部と定義すると
、前記第一側部の前記後部は、後端部に向かって前記第一側部の上下方向の幅が漸減する
ように底辺が一定の角度で傾斜しており、
　前記第一側部の前方は、前記載置物底面の四辺のうち第二レールと接する二辺に下側に
突き出たリブが設けられている場合、前記載置物を取り付けるときに前記リブをガイドし
、
　前記取付部材が前記係合部に押し当てて移動するとき、前記付勢力部が前記第一取付部
の位置が前記係合部に対応するまで、前記付勢力部は、前記係合部の移動に応じて付勢力
を付与し、
　前記付勢力部が付勢力を解放したとき、前記係合部が前記第一取付部に係合することを
特徴とするスライドレールキット用の取付部材。
【請求項７】
　爪部をさらに備え、
　前記取付部材は、第一壁および第二壁を含む第二取付部をさらに有し、
　前記第二取付部は、前記爪部に取付けられ、前記第一壁および前記第二壁を前記爪部の
両側に隣接することを特徴とする請求項６に記載のスライドレールキット用の取付部材。
【請求項８】
　前記取付部材または前記係合部のうちの少なくとも一つは、案内部分を有しており、
　前記取付部材は、前記案内部分により前記係合部に押し当て可能であることを特徴とす
る請求項６に記載のスライドレールキット用の取付部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は取付部材に関し、特にスライドレールキット用の取付部材に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　スライドレールキットを有するシステムに応用するとき、スライドレールキットの可動
レールは、ラックに対して開放位置または収納位置に載置物が移動できるように、載置物
を載置するのに用いられる。一般的には、載置物は緊締手段によりスライドレールキット
の可動レールに連結されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許７２１６６４６Ｂ２明細書
【特許文献２】米国特許８０５６９９４Ｂ２明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、スライドレールキットと載置物との取付けおよび関連する保守作業が不
便である。また、市場での要求の多様化に伴い、載置物の様式または外形もこれに伴って
異なってきていることから、いかに簡単な方式でスライドレールキットに載置物を取付け
るかということは、この分野で探求する価値のある課題となっているのは明らかである。
【０００５】
　本発明はスライドレールキット用の取付部材であって、工具を要しない方式で載置物を
スライドレール上に取付けることを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の観点によれば、間隔を空けて配列されている複数の縁枠を含む載置物をスライ
ドレールキットに取付けるのに用いられるスライドレールキット用の取付部材であって、
係合手段および取付部材を備える。
　係合手段は、第一レールおよび第一レールに対して可動となる第二レールに設けられ、
係合部および係合部に付勢力を付与する付勢力部を有する。
　取付部材は、基部、基部に垂直に繋がる第一側部、基部または第一側部のうちの一つが
係合部に係合する第一取付部を有する。
【０００７】
　上記観点によれば、取付部材は、垂直に繋がる第二側部を基部にさらに有する。
　第一側部および第二側部は、基部の両側に位置するとともにそれぞれ異なる方向に延在
している。
　第二レールを引き出して延伸する側を前部、前部の反対側を後部と定義すると、第一側
部の後部は、後端部に向かって第一側部の上下方向の幅が漸減するように底辺が一定の角
度で傾斜している。
　さらに、第一側部の前方は、載置物底面の四辺のうち第二レールと接する二辺に下側に
突き出たリブが設けられている場合、載置物を取り付けるときに前記リブをガイドする。
【０００８】
　上記観点によれば、第一取付部は、開口および開口に隣接するストッパ壁を有する。
　開口は、係合部が貫通することで、係合部がストッパ壁に係合可能である。
【０００９】
　上記観点によれば、第二レールは、爪部を有し、取付部材は、第一壁および第二壁を有
する第二取付部をさらに有する。
　第二取付部は爪部に取付けられ、第一壁および第二壁が爪部の両側に隣接する。
【００１０】
　上記観点によれば、第一取付部が係合手段に係合するとき、基部が第二レールに隣接す
る一方側に位置し、第一側部が第二レールに隣接する他方側に位置する。
【００１１】
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　上記観点によれば、係合手段は、可撓性部をさらに有する。
　取付部材は、可撓性部に当接する当接部を有する。
【００１２】
　本発明の他の観点によれば、間隔を空けて配列されている複数の縁枠を含む載置物をス
ライドレールキットに取付けるのに用いられるスライドレールキット用の取付部材であっ
て、係合手段および取付部材を備える。
　係合部材は、第一レールおよび第一レールに対して可動となる第二レールに設けられ、
係合部および係合部に付勢力を付与する付勢力部を有する。
　取付部材は、基部、基部に垂直に繋がる第一側部、第一側部とは反対側の基部から垂直
に繋がり、縁枠に連結可能な第二側部、および、基部または第一側部のうちの一つが係合
手段の係合部に係合する第一取付部を有する。
　第一側部および第二側部は、基部の両側に位置するとともに、それぞれ異なる方向に延
在している。
　第二レールを引き出して延伸する側を前部、前部の反対側を後部と定義すると、第一側
部の後部は、後端部に向かって第一側部の上下方向の幅が漸減するように底辺が一定の角
度で傾斜している。
　前記第一側部の前方は、前記載置物底面の四辺のうち第二レールと接する二辺に下側に
突き出たリブが設けられている場合、前記載置物を取り付けるときに前記リブをガイドす
る。
　取付部材が係合手段の係合部に押し当てて移動するとき、付勢力部が第一取付部の位置
が係合部に対応するまで、付勢力部は、係合部の移動に応じて付勢力を付与する。付勢力
部が付勢力を解放したとき、係合部が第一取付部に係合する。
【００１３】
　上記他の観点によれば、取付部材は、第二側部をさらに有する。
　第一側部および第二側部は基部の両側に位置するとともにそれぞれ異なる方向に延在す
る。
　第一側部は、第一取付部に設けられ、第二側部は、載置物の当接にされる。
【００１４】
　上記他の観点によれば、取付部材または係合部材の係合部のうちの少なくとも一つは、
案内部分を有する。
　取付部材は、案内部分により係合部に押し当て可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態における家具の立体概略図である。
【図２】本発明の一実施形態における取付部材およびスライドレールの分解概略図である
。
【図３】本発明の一実施形態における取付部材およびスライドレールの組付け概略図であ
る。
【図４】本発明の一実施形態における係合手段をスライドレールに配し且つ係合部が操作
されて移動する概略図である。
【図５】本発明の一実施形態における係合手段をスライドレールに配し且つ係合部が未操
作である概略図である。
【図６】本発明の一実施形態における取付部材をスライドレールに取付けることが可能で
ある概略図である。
【図７】本発明の一実施形態における取付部材をスライドレールに取付ける操作の概略図
である。
【図８】本発明の一実施形態における取付部材をスライドレール上に取付ける概略図であ
って、取付部材の当接部が係合手段の可撓性部に当接することを示す。
【図９】本発明の一実施形態における取付部材の他の角度から見た取付け動作概略図であ
る。
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【図１０】本発明の一実施形態における取付部材の取付け動作概略図であって、係合手段
が取付部材の取付け動作により移動することを示す。
【図１１】本発明の一実施形態における取付部材をスライドレールに取付ける概略図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
（一実施形態）
　図１は、本発明の一実施形態におけるスライドレールキット用の取付部材２０を家具２
２に運用することを示す。以下、スライドレールキット用の取付部材２０を取付部材２０
と記載する。
　家具２２は、枠体２４と、二つのスライドレールキット２６と、載置物２８とを備える
。このうち、二つのスライドレールキット２６は、枠体の両側に配することができ、載置
物はバスケットとすることができる。
　この実施形態において、載置物２８は、間隔を空けて配列されている複数の縁枠３０を
含み、かつ載置物２８は、二つの取付部材２０により二つのスライドレールキット２６に
取付けられている。好ましくは、各々のスライドレールキット２６は第一レール３２と、
第一レール３２に対して可動的に移動することができる第二レール３４とを有する。また
、各々の取付部材２０は、それぞれ各々のスライドレールキット２６の第二レール３４に
取付けられることで、載置物２８が各々のスライドレールキット２６の第二レール３４に
より枠体２４に対して移動可能となっている。このうち、各々の取付部材２０は載置物２
８に直接成型するか、または、溶接、ねじ止め、係着、接着もしくは掛け止め等の方式に
より載置物２８に連結できる。つまり、各々の取付部材２０は載置物２８に付属可能であ
る。
【００１７】
　図２に示すように、第二レール３４は、係合手段３６と、爪部３８とが設けられている
。具体的には、第二レール３４は、前部４０ａと、後部４０ｂと、前部４０ａに隣接する
第一開口４２とを有する。
　係合手段３６は、第二レール３４の第一開口４２から第二レール３４の外に貫通配置す
る係合部４４を有しており、好ましくは、係合手段３６は可撓性部４６をさらに有する。
爪部３８は第二レール３４に隣接する後部４０ｂに配してもよい。
【００１８】
　図２および図３に示すように、取付部材２０は、基部４８と、基部４８に略垂直に繋が
る第一側部５０とを含む。基部４８または第一側部５０のうちの少なくとも一つは、係合
手段３６の係合部４４に係合可能である第一取付部５２を有している。好ましくは、第一
取付部５２は、第二開口５４と、第二開口５４に隣接する少なくとも一つのストッパ壁５
６とを含む。
　第二開口５４は、係合手段３６の係合部４４を貫通配置させることで、係合部４４を、
二つのストッパ壁５６の間の少なくとも一つのストッパ壁５６に係合可能としている。好
ましくは、取付部材２０は、第一壁６０ａと、位置が第一壁６０ａに対向する第二壁６０
ｂとを含む第二取付部５８をさらに有する。
　第二取付部５８が第二レール３４の爪部３８に係止したとき、第一壁６０ａおよび第二
壁６０ｂは、爪部３８の両側に隣接する。好ましくは、取付部材２０は、第二側部６２と
、当接部６４とをさらに含む。
　第二側部６２は、基部４８に略垂直に繋がり、第一側部５０および第二側部６２は、基
部４８の両側に位置するとともにそれぞれ基部４８に対して異なる方向に延在している。
このうち、第二側部６２は、載置物２８の少なくとも一つの縁枠３０を当接または連結さ
せることができる。この部分は図１を参照できる。
【００１９】
　図４および図５に示すように、一部の係合手段３６は、第二レール３４内に位置する。
　係合手段３６は、係合部４４に付勢力を付与する付勢力部６６をさらに有する。つまり
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、係合部４４は付勢力部６６により操作されて移動可能となっている。例えば、操作者が
力Ｆを係合部４４に付与することで、係合部４４は、第二レール３４の第一開口４２外か
ら第一開口４２内に移動させることができる。しかも力Ｆの付与を停止した後、係合部４
４は付勢力部６６の付勢力により第一開口４２内から第一開口４２外に移動する。
【００２０】
　図６および図７に示すように、取付部材２０を第二レール３４に取付けるときには、操
作者は取付部材２０の第二取付部５８を第二レール３４の爪部３８に取付けることができ
る。その後、第一方向Ｄ１に向けて力を付与して、取付部材２０の第一取付部５２を第二
レール３４上の係合手段３６の係合部４４に取付けることができる。
　図８のように、これ以外に、取付部材２０の当接部６４は係合手段３６の可撓性部４６
に当接できるものである。つまり、可撓性部４６は、取付部材２０の当接部６４に緩衝作
用がある。
【００２１】
　図９および図１０に示すように、第一方向Ｄ１に向けて力を付与して取付部材２０を第
二レール３４に取付ける過程において、取付部材２０は、係合手段３６の係合部４４に押
し当てられる。好ましくは、取付部材２０または係合手段３６の係合部４４のうちの少な
くとも一つは、例えば傾斜面といった案内部分６８を有する。
　取付部材２０は、案内部分６８により係合部４４に押し当て可能である。
　取付部材２０は、案内部分６８により係合手段３６の係合部４４に押し当てて第二方向
Ｄ２に向けて移動させることができる。また、付勢力部６６は、係合部４４の移動に応じ
て付勢力を付与する。この部分は図４を参照できる。
【００２２】
　図１０および図１１に示すように、取付部材２０の第一取付部５２の位置が係合部４４
に対応するまで、引き続き第一方向Ｄ１に向けて力を付与する。
　係合手段３６の付勢力部６６は、付勢力を解放することで係合部４４を付勢力により取
付部材２０の第一取付部５２の第二開口５４に取付けることになる。この部分は図５を参
照できる。
　このうち、取付部材２０を第二レール３４に取付けるとき、または、第一取付部５２が
係合手段３６に係合するとき、取付部材２０の基部４８は、第二レール３４に隣接する一
方側に位置する。また、このとき、取付部材２０の第一側部５０は、第二レール３４に隣
接する他方側７０に位置する。言及しておくべきは、係合手段３６の係合部４４を操作者
が移動させるように操作することで、係合部４４は、取付部材２０の第一取付部５２に係
合することがなくなる。つまり、取付部材２０は、第二レール３４から取り外し可能とな
るということである。好ましくは、係合手段３６は、係合部４４に繋がる操作部７２を有
しており、操作者は操作部７２を押圧することで、係合部４４を第二方向Ｄ２に向けて移
動させて取付部材２０の第一取付部５２から離すことができる。
【００２３】
　本発明は前述の実施形態で開示した通りであるが、それらによって本発明は制約を受け
ることないため、本発明の保護される範囲は、別紙の特許請求の範囲を基準とする。
【符号の説明】
【００２４】
　２０　・・・取付部材、
　２２　・・・家具、
　２４　　・・・枠体、
　２６　　・・・スライドレールキット、
　２８　　・・・載置物、
　３０　　・・・縁枠、
　３２　　・・・第一レール、
　３４　　・・・第二レール、
　３６　　・・・係合手段、
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　３８　　・・・爪部、
　４０ａ　・・・前部、
　４０ｂ　・・・後部、
　４２　　・・・第一開口、
　４４　　・・・係合部、
　４６　　・・・可撓性部、
　４８　　・・・基部、
　５０　　・・・第一側部、
　５２　　・・・第一取付部、
　５４　　・・・第二開口、
　５６　　・・・ストッパ壁、
　５８　　・・・第二取付部、
　６０ａ　・・・第一壁、
　６０ｂ　・・・第二壁、
　６２　　・・・第二側部、
　６４　　・・・当接部、
　６６　　・・・付勢力部、
　６８　　・・・案内部分、
　７０　　・・・側、
　７２　　・・・操作部、
　Ｆ　　　・・・力、
　Ｄ１　　・・・第一方向、
　Ｄ２　　・・・第二方向。

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図１１】



(10) JP 6518219 B2 2019.5.22

10

フロントページの続き

    審査官  大谷　純

(56)参考文献  登録実用新案第３１９６８８７（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００２－１４２８８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１４－５１６６４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              欧州特許出願公開第０３０４５０７４（ＥＰ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ４７Ｂ　　８８／００－８８／９９４　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

