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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】引出し式キャビネット体用の自動復帰滑りレー
ル装置を提供する。
【解決手段】滑りレール装置１０は少なくとも一つの底
部レール２１と内側レール２３とを含める。該内側レー
ルは該底部レールに対し摺動自在に取り付ける。制御装
置３０は、制御台と、摺動蓋体とを含み、該制御台は該
底部レールに固着し、該制御台にばねを設け、該ばねは
該制御台と該摺動蓋体との間に連結し、該制御台に制御
板を延設し、該制御板に凹面案内溝を設け、該案内溝後
部の片側に差し込み溝と、該差し込み溝後部の他端に斜
め案内溝とを設け、該摺動蓋体は該制御台に設け、該摺
動蓋体の先端場所の第１回転溝と、後部に第２回転溝と
を設ける。揺動部材は該摺動蓋体に設け、該揺動部材は
先端を該第１回転溝に設ける第１作動ブロックと、後部
を該第２回転溝に設ける第２作動ブロックとを設け、該
揺動部材の下部は該案内溝に挿入する挿入部を設ける。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
自動復帰滑りレール装置であって、
滑りレール装置は、少なくとも一つの底部レールと、内側レールとを含み、該内側レール
は該底部レールに対して摺動自在に設け、
制御装置は、制御台と摺動蓋体とを含み、該制御台は該底部レールに固定され、該制御台
に緩衝部材と少なくとも一つのばねを設け、該緩衝部材は乾式ゴム製ダンパ緩衝棒を含み
、該ばねは該制御台と該摺動蓋体との間に連結し、該制御台は制御板を延設し、該制御板
は凹面案内溝を設け、該案内溝後部の一端に差し込み溝と、該差し込み溝後部の他端に斜
め案内溝とを設け、該摺動蓋体は該制御台にて摺動自在に取り付けられ、該摺動蓋体は該
乾式ゴム製ダンパ緩衝棒に対応し挿入するための緩衝接続管を設け、該摺動蓋体の後部の
先端に第１回転溝と後部に第２回転溝とを設け、
揺動部材は該摺動蓋体に設け、該揺動部材はその先端部を該第１回転溝に設ける第１作動
ブロックと、その後部に該第２回転溝に設ける第２作動ブロックを含み、該揺動部材の下
部に該案内溝に挿入するための挿入部を設け、
連動部材は該内側レールに設け、該連動部材の一端は弓状突起阻止部を設け、該弓状突起
阻止部の後部は側面収容凹面を形成し、該連動部材の先端部に前面押出部を設けた、自動
復帰滑りレール装置。
【請求項２】
該滑りレール装置はさらに、該底部レールと該内側レールとの間に設ける中央レールを有
することを特徴とする請求項１記載の自動復帰滑りレール装置。
【請求項３】
該摺動蓋体の該第１回転溝と該第２回転溝との間に枢支孔を設け、該揺動部材の該第１作
動ブロックと該第２作動ブロックとの間に、該枢支孔に対応する旋稈部を設けることを特
徴とする請求項１記載の自動復帰滑りレール装置。
【請求項４】
該第１作動ブロックの後部は第１凹面阻止部と、側面に第１端弓部を設けることを特徴と
する請求項１記載の自動復帰滑りレール装置。
【請求項５】
該第２作動ブロックの前端は第２凹面阻止部と、側面に第２端弓部を設けることを特徴と
する請求項１記載の自動復帰滑りレール装置。
【請求項６】
該連動部材の先端部の該前面押出部の後部は、突起軸部を設け、該内側レールは該突起軸
部に対応して、固定孔を設けることを特徴とする請求項１記載の自動復帰滑りレール装置
。
【請求項７】
該内側レールは調節孔を設け、該連動部材は該調節孔に対応して調節溝を設けることを特
徴とする請求項１記載の自動復帰滑りレール装置。
【請求項８】
該連動部材の該前面押出部の一端に前面阻止部を設けることを特徴とする請求項１記載の
自動復帰滑りレール装置。
【請求項９】
該底部レールは留め具を設け、該制御板の後部は該留め具に対応する阻止溝を設け、該制
御台の両側に抵抗板と、該先端部に該内側レールを固定する末端台部を設け、該制御台は
該緩衝部材の両側に該ばねを設けることを特徴とする請求項１記載の自動復帰滑りレール
装置。
【請求項１０】
該摺動蓋体は２つのばね溝保護部と、該緩衝接続管を取り付けるための該緩衝溝保護部と
を設け、該ばね溝保護部の内側に、その前端部を該制御台にあてがう側面阻止部と、その
後部に該ばねに連結する差込み縮小部とを設け、該ばね溝保護部の後部は弾性阻止部を設
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けることを特徴とする請求項９記載の自動復帰滑りレール装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は滑りレール構造に係わり、特に一種の構造がコンパクト、単純で、製造と組立
加工が容易、かつ順調に作動でき、優れた操作性を有し、製造と使用上の経済効果に合致
した自動復帰滑りレール装置に係わる。
【背景技術】
【０００２】
　引き出し式キャビネット体は各種収納、貯蔵具に大量に応用されている。キャビネット
体（または引き出し）の引き出し操作の便利を配慮し、該キャビネット体（または引き出
し）は滑り案内の両側滑りレールに結合する。さらに、該滑りレールはキャビネット体（
または引き出し）の安定閉合しうるように、自動復帰機構が取り付けられている。キャビ
ネット体（または引き出し）が最終段に押し込まれたとき、該自動復帰機構により、該キ
ャビネット体（または引き出し）を自動に後ろ側に引っ張られて、安定な併合状態を形成
する。公知技術の自動復帰手段は中華民国特許第Ｍ２８７６２５号（特許文献１）におい
て、主に導材を有し、台表面に案内溝を開け、該案内溝は直線部と、その前端部が連絡す
る矢部からなる。接合部材を有し、受動滑り部材の前方に揺動部材を枢設してなす。該受
動滑り部材と該揺動部材の底面に少なくとも一つの案内ほぞと、細長い状案内棒を凸設し
て、該案内溝に挿入する。該揺動部材の一端にかぎ溝を有する。弾性部材の両端は受動滑
り部材と物品にそれぞれ接続する。フックピンは揺動部材のかぎ溝に対応して少なくとも
一つの爪を凸設し、案内部材を物品の内壁に取付け、フックピンは相対方向に備えるもう
一つの物品の外壁に設ける。もう一つの物品を引き出されると、弾性部材は伸されて案内
棒が矢部の外端縁部にタッチし、揺動部材を旋回させ、該矢部の傾斜面に貼り付けて固定
し、下方に傾斜する状態を形成することにより、フックピンを揺動部材との係合を離脱す
る。もう一つの物品が挿入されたとき、該フックピンの爪が矢部の揺動部材のかぎ溝内壁
に当たって鉤溝に収納され、契合状態を解除して、該弾性部材を収縮させる共に、接合部
材とフックピンを協働し、直線部に沿って元の位置に戻す（該考案の明細書を参照）こと
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】台湾特許第Ｍ２８７６２５号
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記の公知技術は引き出しの自動復帰機能を有するものの、該弾性部材は受動滑り部材
に接続し、衝撃を緩和する緩衝部材も同じく受動滑り部材に接続し動作するため、弾性復
位機能が弱められている。一方、油圧式円柱体の緩衝部材は該受動滑り部材に対して伸縮
動作するため、緩衝部材が磨耗し故障により、該緩衝部材の寿命に影響することなど、理
想な設計と言えない。さらに、弾性復位力量と緩衝働きは、この種の自動復帰引き出しの
設計重点であるため、より強い弾性復位力量と受動滑り部材との組合せで実現可能だが、
この種の構造にふさわしくないことから、併せて改良の必要がある。よって、公知技術の
自動復帰滑りレールに係わる技術手段の課題を解決することは、業者が努力し、克服の重
要目標であった。
【０００５】
　公知技術の滑りレールの自動復帰技術手段の欠点及びその構造が理想でない現状につい
て、本考案人は、解決案の研究開発に着手し、よりスムーズ、経済性と、耐用性の高い自
動復帰滑りレール装置構造の開発を目指して、社会に貢献する共にこの業界の発展に寄与
すべく、種々研究した結果、本案を考案した。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　自動復帰の作動に順調性と質感、作動性が確実、組合せ簡単、故障が少ない長所を有し
、製造と使用上の経済効果を向上でき、極めて良い実用性と製品競争力を有する、一種の
自動復帰滑りレール装置を提供することを本考案の主な目的である。
【０００７】
　本考案は前記の目的を達成するための技術手段として、主に滑りレールを有し、少なく
とも一つの底レール一滑軌裝置，底部レールと、内側レールを含み、該内側レールは該底
部レールに対して摺動する。制御装置は制御台と、摺動蓋体を含み、該制御台は該底部レ
ールに固設し、該制御台は緩衝部材と、少なくとも一つのばねを有し、該緩衝部材は乾式
ゴム製ダンパ緩衝棒を含み、該ばねは該制御台と該摺動蓋体との間に取付け、該制御台に
制御板を延設し、該制御板に凹面案内溝を設け、該案内溝の後部の一端に差し込み溝と、
該差し込み溝後部の他端に斜め案内溝をそれぞれ設け、該摺動蓋体は該制御台にて摺動自
在に取付け、該摺動蓋体は該乾式ゴム製ダンパ緩衝棒に対応し緩衝接続管を設け、該摺動
蓋体の後部場所の前面端部に第１回転溝と後部端部に第２回転溝をそれぞれ設ける。揺動
部材は該摺動蓋体内部に設け、該摺動蓋体は前面端部が第１回転溝に設けられた第１作動
ブロックと、後部端部に第２作動ブロックをそれぞれ設け、該揺動部材の下部は該案内溝
に装入される挿入部を設ける。連動部材を該内側レールに設け、該連動部材の一端に弓状
突起阻止部を設け、該弓状突起阻止部の後部端部の一端に側面収容凹面を形成し、該連動
部材の前面端部に前面押出部を設ける。
【０００８】
　審査委員の方々が本考案の技術、特徴及び達成される効果のさらなる理解と認識を図る
ため、好ましい実施例と図式を合わせて、以下のとおり詳細説明する。
【考案の効果】
【０００９】
　本考案に係わる制御装置に２つのばねと緩衝部材を設け、該緩衝部材の乾式ゴム製ダン
パ緩衝棒は該摺動蓋体の復位により前方に移動するとき、該緩衝溝保護部の緩衝接続管に
組み込まれる。該乾式ゴム製ダンパ緩衝棒と緩衝接続管の装入動作はダンパ緩衝効果を有
し、該制御台両側に設けられたばねの弾性力と合わせて、該緩衝部材と緩衝溝保護部の復
帰と一体化に復帰する動作がゆるやかになり、てきぱきで、緩衝作動の質感を有する。全
体として、制御板、摺動蓋体、揺動部材と連動部材が相互に作用する設計は、本考案に係
わる優れた操作性の引き出しまたはキャビネット体の自動復帰機能を具体的に実現でき、
作動が円滑で順調性とより良い操作性を有するため、使用効果は確実に向上され、極めて
良い実用性と製品競争力を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本考案の立体概略図。
【図２】本考案の局所分解概略図その一である。
【図３】本考案の局所分解概略図その二である。
【図４】本考案の引き出し操作を示す概略図その一。
【図４Ａ】本考案図４の局部拡大概略図。
【図５】本考案の引き出し操作を示す概略図その二。
【図５Ａ】本考案図５の局部拡大概略図。
【図６】本考案の引き出し操作を示す概略図その三。
【図６Ａ】本考案図６の局部拡大概略図。
【図７】本考案の押し込み閉め操作を示す概略図その一。
【図７Ａ】本考案図７の局部拡大概略図。
【図８】本考案の押し込み閉め操作を示す概略図その二。
【図９】本考案の押し込み閉め操作を示す概略図その三。
【考案を実施するための形態】
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【００１１】
[実施例]
　図１ないし図３を参照する。
　本考案に係わる自動復帰滑りレール装置は主に滑りレール装置１０、制御装置３０、揺
動部材５０と連動部材７０とを含める。該滑りレール装置１０は底部レール２１、中央レ
ール２２と内側レール２３とを含める。該底部レール２１はキャビネット体（図示しない
）に取付け、該，該底部レール２１は前端部２１１を有し、該前端部２１１に取付孔２１
２を設け、該底部レール２１の適切場所に留め具２１３を設け、該底部レール２１の両側
に側面突起端部２１４をそれぞれ凸設して、底部レール空間２１５を形成する。該中央レ
ール２２は該底部レール２１の底部レール空間２１５にて摺動自在に設け、該中央レール
２２の両側に側面突起端部２２１を凸設して、中央レール空間２２２を形成する。該内側
レール２３は引き出しまたはキャビネット体（図示しない）に結合する。該内側レール２
３は該中央レール２２の中央レール空間２２２にて摺動自在に取付け、該内側レール２３
は該中央レール２２の相対方向の両側に側面突起端部２３１を設け、該内側レール２３の
適切場所に固定孔２３２と調節孔２３３とを設ける。
【００１２】
　該制御装置３０は制御台３１と摺動蓋体４１とを含み、該制御台３１は両側に抵抗板３
１１と、前面の末端台部３２とを設け、該末端台部３２は該取付孔２１２を通して該底部
レール２１の前端部２１１に取付け（螺設）、該制御装置３０は該底部レール空間２１５
に固定し、該制御台３１は両側にばね３３を設け、当該ばね３３の間に緩衝部材３４を設
け、該ばね３３はその先端の収縮部３３１により、該該末端台部３２の挟み口３２１に締
結し、該緩衝部材３４の後部端部に乾式ゴム製ダンパ緩衝棒３４１を設け、該乾式ゴム製
ダンパ緩衝棒３４１はＣリング３４２によって、軸棒３４３に固定する。該制御台３１は
後ろ側に制御板３５を延設し、該制御板３５に凹面案内溝３５１を設け、該案内溝３５１
の後部場所の片側に差し込み溝３５２と、該差し込み溝３５２後部端部の斜め案内溝３５
３を設け、該差し込み溝３５２と該斜め案内溝３５３は、該案内溝３５１の両側に取付け
、該制御板３５の後部端部に阻止溝３５４を設ける。
【００１３】
　該摺動蓋体４１は該制御台３１にて摺動自在に設け、該摺動蓋体４１は両側にばね溝保
護部４２と緩衝溝保護部４３とを設けて、該ばね３３と緩衝部材３４を被せて保護してお
き、該ばね溝保護部４２の内側の前端部は側面阻止部４２１と後部端部に差込み縮小部４
２２とを設け、該側面阻止部４２１は該摺動蓋体４１が該制御台３１にて摺動するときに
、該制御台３１の抵抗板３１１にあてがうことにより、離脱されない。該差込み縮小部４
２２は該ばね３３後部端部の収縮部３３１に連結して、該ばね３３を該制御台３１と、該
摺動蓋体４１との間に取付け、弾性緩衝力量を形成する該ばね溝保護部４２の後部端部に
弾性阻止部４２３を設ける。該緩衝溝保護部４３に緩衝接続管４３１を設け、該緩衝接続
管４３１は緩衝溝保護部４３の先端に突出し、該緩衝接続管４３１は該乾式ゴム製ダンパ
緩衝棒３４１に装入して、主な弾性緩衝力量を形成する。該摺動蓋体４１後部の前端部に
第１回転溝４４、後部端部に第２回転溝４５および該第１回転溝４４と第２回転溝４５と
の間に枢支孔４６を設け、該第１回転溝４４と第２回転溝４５との間に備える枢支孔４６
は該枢支孔４６両側の前後部に設ける。 
【００１４】
　該揺動部材５０は該制御装置３０の摺動蓋体４１に設け、該揺動部材５０は前面の第１
作動ブロック５１、第２作動ブロック５２と、該第１作動ブロック５１、第２作動ブロッ
ク５２との間に備える旋稈部５３を含める。該第１作動ブロック５１の後部に第１凹面阻
止部５１１と一端の第１端弓部５１２を設け、該第２作動ブロック５２の前面に第２凹面
阻止部５２１と、側面に第２端弓部５２２を設ける。該揺動部材５０の下部に細長い状の
挿入部５４を設け、該挿入部５４の前後端部に弓部５４１を設ける。該揺動部材５０を組
合せるときは、該旋稈部５３を該摺動蓋体４１の枢支孔４６に枢接し、該第１作動ブロッ
ク５１を該第１回転溝４４に挿入及び固定し、該第２作動ブロック５２は該第２回転溝４
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５に固設し、該挿入部５４は該制御板３５の案内溝３５１に挿入する。これにより、該揺
動部材５０は該挿入部５４が該案内溝３５１にて摺動するときに、該揺動部材５０は該第
１作動ブロック５１を介して、該第１回転溝４４にもたせ掛けることによるけん引力で該
摺動蓋体４１を連動させる。
【００１５】
　該連動部材７０は略Ｌ字型かん体であり、その先端部に突起軸部７１を設け、該突起軸
部７１の後方の一端に弓状突起阻止部７２を設け、該弓状突起阻止部７２の内側に角凹面
７４を形成し、その後部に側面収容凹面７３を形成する。該連動部材７０の後部は、内側
レール２３の調節孔２３３に対応する場所に調節溝７５を設ける。引き続き、該突起軸部
７１の先端に前面阻止部７６を設け、該前面阻止部７６の一端は前面押出部７６１を形成
する。該連動部材７０は該突起軸部７１により、該内側レール２３の固定孔２３２に取付
けることにより、該連動部材７０と内側レール２３と一体化連動する。そのうち、該内側
レール２３の調節孔２３３および連動部材７０の調節溝７５に適切な抵抗物（図示しない
）を設けて、該弓状突起阻止部７２の固定又は作動状態を制御する。
【００１６】
　本考案に係わる自動復帰滑りレール装置を組み合わせるときに、該内側レール２１と中
央レール２２、中央レール２２と内側レール２３は互いに装入組合せにより、相互に摺動
可能な状態にしておき、該中央レール２２は該摺動蓋体４１の弾性阻止部４２３にあてが
い、該揺動部材５０は該制御装置３０の案内溝３５１にて自在に移動可能に設け、第２作
動ブロック５２を該連動部材７０の側面収容凹面７３に取付け、該第２作動ブロック５２
の第２凹面阻止部５２１は該連動部材７０の弓状突起阻止部７２の接ぎあわせ係合（図４
、４Ａに示す）により、該連動部材７０は該揺動部材５０に対して引き出す連動力量を持
たせる。
【００１７】
　図４、４Ａおよび図５、５Ａを併せて参照する。引き出しまたはキャビネット体を引き
出すとき、該内側レール２３（引き出しまたはキャビネット体に連結）は、後部側に引き
出されるように摺動して、該連動部材７０を移動させ、該連動部材７０は弓状突起阻止部
７２により、該揺動部材５０の第２作動ブロック５２を引き出すことにより、該揺動部材
５０を連動させる。引き続き、揺動部材５０が該摺動蓋体４１と協働し、該摺動蓋体４１
を該制御台３１（案内溝３５１）に対して移動する。このとき、該揺動部材５０は該案内
溝３５１において、制限しながら引かれると共に、該ばね３３は次第に伸長状態を形成す
る。
【００１８】
　図６と６Ａを併せて参照する。該内側レール２３、連動部材７０該引き続き後部側に移
動し、該揺動部材５０を該制御板３５の差し込み溝３５２、斜め案内溝３５３の位置にけ
ん引されたとき、該揺動部材５０の第２作動ブロック５２の片側は該連動部材７０のけん
引力量により、他端の斜め案内溝３５３に案内される。すなわち、該揺動部材５０は旋稈
部５３に追随して振り回すことにより、該第１作動ブロック５１を該制御板３５の差し込
み溝３５２に振り回される。このとき、該揺動部材５０は振り回す空間（差し込み溝３５
２、斜め案内溝３５３）を有するため、該連動部材７０は引き続き該揺動部材５０はけん
引動作において、第２作動ブロック５２を該連動部材７０（弓状突起阻止部７２）との連
動を引き離す。すなわち、該連動部材７０は該揺動部材５０を通り越したとき、該連動部
材７０と該揺動部材５０とを分離し、該内側レール２３、連動部材７０を引き出しまたは
キャビネット体に追随して後部側に移動し、引き出しまたはキャビネット体の引き出し操
作を終了する。該揺動部材５０はばね３３が摺動蓋体４１にたいするけん引力で、該第１
作動ブロック５１の第１端弓部５１２を該差し込み溝３５２の後部に装入して係合を形成
する共に、該摺動蓋体４１は一時固定状態を形成し、該ばね３３も最終の伸長状態を形成
する。
【００１９】
　前記の引き出しまたはキャビネット体の引き出し操作するとき、該内側レール２３は該
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中央レール２２にて摺動伸長される。該摺動蓋体４１が作動し始めると、引き出しまたは
キャビネット体が最終の引き出し状態まで、該中央レール２２も該摺動蓋体４１の推し進
めと内側レール２３の連動により摺動伸長される。
【００２０】
　図７と７Ａを併せて参照する。引き出しまたはキャビネット体を閉合操作するとき、該
内側レール２３、中央レール２２は引き出しまたはキャビネット体に連動し後部に移動さ
れたとき該連動部材７０も該内側レール２３に追随して後部に移動される。続いて、該連
動部材７０は該揺動部材５０に接触したとき、該連動部材７０は該前面押出部７６１の推
し進めにより、該揺動部材５０の第１作動ブロック５１を押して、該第１端弓部５１２を
該差し込み溝３５２のあてがい（図８、９を参照）を引き離した上、該案内溝３５１の案
内により、該揺動部材５０を復位回転させる。一方、該揺動部材５０は該差し込み溝３５
２のあてがいを離すと、該ばね３３の弾性回復力は該摺動蓋体４１の働きを受け、該揺動
部材５０に作用し、該揺動部材５０は該摺動蓋体４１をすばやく連動し前方に移動させる
共に、該揺動部材５０により該第２作動ブロック５２を該連動部材７０の弓状突起阻止部
７２に締結状態を形成し、該ばね３３の弾性回復力により、該連動部材７０に対して、前
方へのけん引力を発生し、該内側レール２３、引き出しまたはキャビネット体と併せて、
前方へ移動させる。そこで、摺動蓋体４１が制御台３１の末端台部３２に摺動した後、バ
ランスが取れて固定となり、引き出しまたはキャビネット体の自動復帰操作機能を終了す
る。
【００２１】
　前述とおり、本考案は実用新案特許の要件を満足しているため、法により特許を出願す
る。以上に説明した本考案の実施例は、本考案の好ましい実施例であり、本考案に何らの
制限を加わるものではない。よって、本考案の実用新案登録請求範囲に掲げた形状、構造
、特長および精神に基づいた変更と修飾は、なお本考案の特許出願範疇に含まれる。
【符号の説明】
【００２２】
１０　　　　　　滑りレール装置
２１　　　　　　底部レール
２１１　　　　　　前端部
２１２　　　　　　取付孔
２１３　　　　　　留め具
２１４　　　　　　側面突起端部
２１５　　　　　　底部レール空間
２２　　　　　　中央レール
２２１　　　　　　側面突起端部
２２２　　　　　　中央レール空間
２３　　　　　　内側レール
２３１　　　　　　側面突起端部
２３２　　　　　　固定孔
２３３　　　　　　調節孔
３０　　　　　　制御装置
３１　　　　　　制御台
３１１　　　　　　抵抗板
３２　　　　　　末端台部
３２１　　　　　　挟み口
３３　　　　　　ばね
３３１　　　　　　収縮部
３４　　　　　　緩衝部材
３４１　　　　　　乾式ゴム製ダンパ緩衝棒
３４２　　　　　　Ｃリング
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３４３　　　　　　軸棒
３５　　　　　　制御板
３５１　　　　　　案内溝
３５２　　　　　　差し込み溝
３５３　　　　　　斜め案内溝
３５４　　　　　　阻止溝
５０　　　　　　揺動部材
７０　　　　　　連動部材
４１　　　　　　摺動蓋体
４２　　　　　　ばね溝保護部
４２１　　　　　　側面阻止部
４２２　　　　　　差込み縮小部
４２３　　　　　　弾性阻止部
４３　　　　　　緩衝溝保護部
４３１　　　　　　緩衝接続管
４４　　　　　　第１回転溝
４５　　　　　　第２回転溝
４６　　　　　　枢支孔
５１　　　　　　第１作動ブロック
５１１　　　　　　第１凹面阻止部
５１２　　　　　　第１端弓部
５２　　　　　　第２作動ブロック
５２１　　　　　　第２凹面阻止部
５２２　　　　　　第２端弓部
５３　　　　　　旋稈部
５４　　　　　　挿入部
５４１　　　　　　弓部
７０　　　　　　連動部材
７１　　　　　　突起軸部
７２　　　　　　弓状突起阻止部
７３　　　　　　側面収容凹面
７４　　　　　　角凹面
７５　　　　　　調節溝
７６　　　　　　前面阻止部
７６１　　　　　　前面押出部
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