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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パネル（８）、及び引き出しスライダ等のスライダ（１）を含むセットであって、前記
スライダは第１面（１５）を含み、前記パネルは第２面（１６）を含み、前記スライダは
、前記第１面（１５）を前記第２面（１６）に向けて前記パネルに組み立てられるように
形成されているセットにおいて、
　前記第２面（１６）には、長さ方向形状を持つ挿入溝（１０）及び変位溝（９）が設け
られており、
　前記第２面と前記挿入溝との間の第１角度（２０）は鋭角であり、
　ストリップ（４）が前記第１面から突出しており、
　前記ストリップ（４）と前記第１面（１５）との間の第２角度（２５）は鋭角であり、
　前記ストリップは、前記スライダを前記パネルに組み立てるとき、前記挿入溝に挿入さ
れるように形成されており、
　変位可能なタング（３０）が前記変位溝（９）に配置されており、
　前記変位可能なタングの係止面（８１）は、前記ストリップを前記パネルに係止するた
め、前記ストリップの係止面（６）と協働するように形成され、前記変位溝の開口部は、
前記挿入溝の開口部と隣接している、ことを特徴とするセット。
【請求項２】
　請求項１に記載のセットにおいて、
　前記挿入溝（１０）の深さ方向と平行な第１平面が、前記変位溝（９）の深さ方向と平
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行な第２平面と交差する、セット。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のセットにおいて、
　前記第１及び第２の角度は本質的に同じであり、約４５°乃至約６０°の範囲内にある
、セット。
【請求項４】
　請求項１乃至３のうちのいずれか一項に記載のセットにおいて、
　前記挿入溝と前記変位溝との間の第３角度（２１）は、約６０°乃至約９０°の範囲内
にある、セット。
【請求項５】
　請求項１乃至４のうちのいずれか一項に記載のセットにおいて、
　前記第３角度（２１）は約９０°である、セット。
【請求項６】
　請求項１乃至５のうちのいずれか一項に記載のセットにおいて、
　前記変位溝と前記第２面との間の第４角度（２４）は、約４５°乃至約６０°の範囲内
にある、セット。
【請求項７】
　請求項１乃至６のうちのいずれか一項に記載のセットにおいて、
　前記ストリップ（４）の前記係止面は、前記ストリップの上面の凹所（５）に配置され
ている、セット。
【請求項８】
　請求項１乃至７のうちのいずれか一項に記載のセットにおいて、
　係止エレメント（１２）が前記第１面（１５）から突出しており、前記第２面には係止
溝（７）が設けられ、前記ストリップが前記挿入溝に沿って変位しないように、前記係止
エレメントは前記係止溝と協働するように形成されている、セット。
【請求項９】
　請求項８に記載のセットにおいて、
　前記係止溝（７）は、ドリル穴等の穴である、セット。
【請求項１０】
　請求項８又は９に記載のセットにおいて、
　前記第１面の平面と前記係止エレメントとの間の第５角度（２３）は本質的に前記第２
角度（２５）と同じであり、前記係止溝と前記第２面との間の第６角度（２２）は本質的
に前記第５角度（２３）と同じである、セット。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のうちのいずれか一項に記載のセットにおいて、
　前記ストリップの上面及び／又は下面、及び／又は外縁部には突出部品（１３）が設け
られており、前記突出部品は、前記ストリップが前記挿入溝に沿って変位しないようにす
るため、前記挿入溝の表面と協働するように形成されている、セット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、引き出しランナ等のランナを、建材パネル、壁パネル、家具構成要素等のパ
ネルに連結するためのファスニングデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば家具にねじで固定される引き出しスライダが公知である。この公知のシステムの
欠点は、スライダを家具に組み立てるのに時間がかかるということである。
【０００３】
　様々な公知の特徴の上述の説明は、本出願人によるものであり、以上の説明を従来技術
と考えることは許されない。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の特定の実施例の目的は、上文中に説明した技術及び公知技術の改良を提供する
ことである。詳細には、本発明の実施例によって、組み立てを行うための時間を短縮し、
係止システムの強度を向上することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　説明から明らかになるであろうこれらの及び他の目的及び利点の少なくとも幾つかは、
パネル及び引き出しスライダ等のスライダを含むセットを含む、本発明の第１の態様によ
って達成された。スライダは第１面を含み、パネルは第２面を含む。スライダは、第１面
を第２面に向けてパネルに組み立てられるように形成されている。第２面には、長さ方向
形状を持つ挿入溝及び変位溝が設けられている。第２面と挿入溝との間の第１角度は鋭角
である。ストリップが第１面から突出しており、ストリップと第１面との間の第２角度は
鋭角である。ストリップは、スライダをパネルに組み立てるとき、挿入溝に挿入されるよ
うに形成されている。変位可能なタングが変位溝に配置されており、変位可能なタングの
係止面は、ストリップをパネルに係止するため、ストリップの係止面と協働するように形
成されている。
【０００６】
　変位可能なタングは、パネルへのスライダの組み立て中にストリップによって変位溝に
押し込まれ、変位可能なタングの係止面がストリップの係止面と協働する位置にばね作用
で戻ってもよい。
【０００７】
　パネルは、垂直方向に延びていてもよく、家具の一部であってもよい。ストリップ及び
鋭角には、例えばスライダに連結された引き出しから負荷が加わった場合にスライダが大
きな負荷を支持するという利点がある。スライダは、パネルに組み立てられる内部品と、
引き出しに連結される外部品とを含んでいてもよい。外部品は、内部品に対して変位可能
である。引き出しを負荷が加わった状態で引き出し、外部品が内部品に対して変位したと
き、モーメントが発生し、これによりストリップが挿入溝の外に摺動する。変位可能なタ
ングは、ストリップが挿入溝から滑り出ないようになっている。
【０００８】
　挿入溝の深さ方向と平行な第１平面が、変位溝の深さ方向と平行な第２平面と交差して
もよい。
【０００９】
　変位溝の開口部は、好ましくは、挿入溝の開口部と隣接している。
【００１０】
　第１及び第２の角度は本質的に同じであり、約４５°乃至約６０°の範囲内にあっても
よい。
【００１１】
　挿入溝と変位溝との間の第３角度は、約６０°乃至約９０°の範囲内にあってもよい。
約９０°の角度が、変位可能なタングとストリップとの間の係止を改善する。
【００１２】
　変位溝と第２面との間の第４角度は、約４５°乃至約６０°の範囲内にあってもよい。
【００１３】
　ストリップの係止面は、ストリップの上面の凹所に配置されていてもよい。
【００１４】
　係止エレメントが第１面から突出していてもよく、第２面には係止溝、好ましくは、ド
リル穴等の穴が設けられていてもよく、ストリップが挿入溝に沿って変位しないように、
係止エレメントは係止溝と協働するように形成されている。挿入溝は、本質的にパネル全
体に沿って延びていてもよく、パネルの一方又は両方の側縁部、例えばパネルの後側に開
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口部を備えていてもよい。係止エレメント及び係止溝がないと、スライダは挿入溝に沿っ
て変位し、溝から出てしまう場合がある。更に、挿入溝は回転工具による機械的切り込み
によって形成されてもよい。回転工具の配向軸線は、挿入溝に対して垂直である。このよ
うな製造により、挿入溝の端部に丸みを帯びた表面を形成できる。丸みを帯びた表面によ
り、挿入溝に沿ってスライダに負荷が加わったとき、例えばスライダに取り付けられた引
き出しをスライダに沿って引き出したとき、ストリップを挿入溝の外に案内する。
【００１５】
　第１面と係止エレメントとの間の第５角度は、好ましくは、本質的に第２角度と同じで
ある。係止溝と第２面との間の第６角度は、好ましくは、本質的に第５角度と同じである
。これらの角度により、スライダをパネルに対して第２角度と平行な方向に変位すること
によって組み立てを容易に行うことができる。
【００１６】
　ストリップの上面及び／又は下面、及び／又は外縁部には突出部品等の摩擦連結部が設
けられていてもよく、突出部品は、ストリップが挿入溝に沿って変位しないようにするた
め、挿入溝の表面と協働するように形成されている。摩擦連結部は、係止エレメント及び
係止溝に対する変形例であってもよい。
【００１７】
　スライダは、金属製の部品であってもよく、例えば曲げた金属製シートで製造される。
スライダは、ポリマー製の部品であってもよく、例えば射出成形によって製造される。
【００１８】
　パネルのコアは、木材をベースとしたコアであってもよく、好ましくは、ＭＤＦ、ＨＤ
Ｆ、ＯＳＢ、ＷＰＣ、合板、又はパーティクルボードで形成されている。コアは、熱硬化
性プラスチック又は熱可塑性樹脂、例えばビニル、ＰＨＶ、ＰＵ、又はＰＥＴで形成され
たプラスチックコアであってもよい。プラスチックコアは、充填材を含んでいてもよい。
パネルは、ホイルやベニヤ等の装飾層が一つ又はそれ以上の表面に設けられていてもよい
。パネルは、無垢材であってもよい。
【００１９】
　スライダは、一変形例として、例えば棚又は他の家具構成要素用の固定支持デバイスで
あってもよい。
【００２０】
　本発明の実施例を示す添付図面を参照して本発明を例として更に詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１Ａ、図１Ｂ、及び図１Ｃは、本発明の一実施例を示す図である。
【図２】図２Ａ、図２Ｂ、及び図２Ｃは、組み立ての一実施例を示す図である。
【図３】図３Ａは、組み立て前の本発明の一実施例の斜視図である。
【図４】図４Ａ及び図４Ｂは、係止システムの一実施例のパネル及び部品の一実施例を示
す図である。
【図５】図５Ａ及び図５Ｂは、組み立ての一実施例を示す図である。
【図６】図６Ａは、本発明の一実施例を示す図である。
【図７】図７Ａ及び図７Ｂは、係止システム及びスライダの一実施例の部品の一実施例を
示す図である。
【図８】図８Ａ、図８Ｂ、図８Ｃ、及び図８Ｄは、本発明の一実施例による変位可能なタ
ングを示す図である。
【図９】図９Ａ及び図９Ｂは、係止システム及びスライダの一実施例の部品の一実施例を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の一実施例を図１Ａ－Ｃに示す。図１Ｃは、パネル８及びスライダ１の概略図を
示す図１Ｂの丸で囲った領域の拡大図を示す。実施例は、家具又は厨房家具の部分であっ
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てもよい、パネル８及びスライダ１を含む引き出しスライダ等のセットを含む。パネル８
は矩形形状であってもよく、垂直方向に延びるように配置されていてもよい。スライダ１
は、パネル８に組み立てられる内部品３と、引き出し（図示せず）に連結されるように形
成された外部品２とを含んでいてもよい。外部品２は内部品３に対して変位可能であって
もよい。スライダ１は第１面１５を含み、パネル８は第２面１６を含む。スライダ１は、
第１面１５を第２面１６に向けてパネル８に組み立てられるように形成されている。第２
面１６には、挿入溝１０及び変位溝９が設けられている。これらの溝は、第２面１６に沿
って長さ方向に延びる形状を備えている。第２面１６と挿入溝１０との間の第１角度２０
（図４Ｂ参照）は鋭角である。第１面１５からストリップ４が突出している。ストリップ
４と第１面１５との間の第２角度２５（図２Ａ参照）は鋭角である。ストリップ４は、ス
ライダ１をパネル８に対して組み立てるときに挿入溝１０に挿入されるように形成されて
いる。変位可能なタング３０が変位溝９に配置されている。変位可能なタング３０の係止
面８１（図８Ｃ参照）は、ストリップ４をパネル８に係止するため、ストリップ４の係止
面６と協働するように形成されている。挿入溝１０及び変位溝９は水平方向に延びており
、本質的にパネル全体に亘って延びていてもよい。
【００２３】
　第１角度２０及び第２角度２５は、本質的に同じであってもよく、約４５°乃至約６０
°範囲内にある。
【００２４】
　スライダ１の第１面１５は、係止エレメント１２を含んでいてもよく、パネル８の第２
面１６は係止溝７（図４Ｂ参照）を含んでいてもよい。係止溝７は、好ましくは、ドリル
穴等の穴である。係止エレメント１２は、ストリップ４が挿入溝１０に沿って変位しない
ように、係止溝７と協働するように形成されている。
【００２５】
　ストリップ４の上面には凹所５が設けられていてもよく、ストリップの係止面は、この
凹所に配置されてもよい。
【００２６】
　変位溝９の開口部は、挿入溝１０の開口部と隣接して配置されている。挿入溝１０の深
さ方向と平行な第１平面が変位溝９の深さ方向と平行な第２平面と交差する。
【００２７】
　図２Ｃ及び図５Ｃに概略に示す引き出し２７を負荷Ｆ１が加わった状態で引き出し、外
部品２が内部品３に対して変位するとき、上向きのモーメント力Ｆ２を含むモーメントが
スライダの内部品３に発生する。このモーメント力Ｆ２は、ストリップ４を挿入溝１０か
ら引き出そうとする。変位可能なタング３０は、ストリップ４が挿入溝１０から滑り出な
いようにするようになっている。
【００２８】
　図２Ａ－Ｃは、スライダ１及びパネル８の一実施例の組み立てを示す。第１角度２０（
図４Ｂ参照）は第２角度２５と同じであり、スライダ１を、パネル８に対して同じ角度を
なす方向２６に変位する。変位可能なタング３０は、図２Ｂに示すように、変位溝９の底
に向かってストリップ４によって押される。変位可能なタング３０は、スライダ１が係止
位置に達したとき、ばね作用で戻る。この状態では、変位可能なタング３０の係止面は、
図２Ｃに示すように、ストリップ４の係止面と協働する。
【００２９】
　図３Ａは、変位溝９及び挿入溝１０を持つパネル８、スライダ１、及び変位可能なタン
グ３０の一実施例の組み立て前の斜視図である。この実施例は、変位溝９及び挿入溝１０
がパネル８の第１及び第２の側縁部のところで開放している実施例を含む。
【００３０】
　図４Ａは、変位溝９及び挿入溝１０を持つパネル８の一実施例を示す。これらの溝は、
第１側縁部のところで開放しており、パネル８の第２側縁部から所定距離のところで終端
している。変位溝９及び挿入溝１０は、第１及び第２の側縁部の両方から所定距離のとこ
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ろで終端していてもよい。第１側縁部は、好ましくは、例えば家具の背側縁部であり、第
２縁部は家具の前側縁部である。パネル８には、幾つかの変位溝９及び挿入溝１０が設け
られていてもよく、スライダ１の組み立てに使用されなかった溝はカバーストリップ２８
で覆われていてもよい。
【００３１】
　図４Ｂは、パネルの一実施例を示す。パネル８の第２面１６と挿入溝１０との間の第１
角度２０は４５°である。挿入溝１０と変位溝９との間の第３角度２１は９０°である。
変位溝９と第２面１６との間の第４角度２４は４５°である。係止溝と第２面１６との間
の第６角度２２は４５°である。これらの角度の各々は、±２０°又は±１０°で変化し
てもよい。第３角度２１は、約６０°乃至約９０°の範囲内にあってもよい。約９０°の
角度が、変位可能なタング３０とストリップ４との間の係止を改善する。第４角度２４は
、約４５°乃至約６０°の範囲内にあってもよい。
【００３２】
　図５Ａ－Ｃは、スライダ１及びパネル８の一実施例の組み立てを示す。スライダ１は、
第１面１５から突出した係止エレメント１２を含み、パネル８の第２面１６は、係止溝７
を含む。第１面１５の平面と係止エレメント１２との間の第５角度２３は、好ましくは、
第２角度２５と本質的に同じであり、係止溝７と第２面１６との間の第６角度２２（図４
Ｂ参照）は、好ましくは、第５角度２３と本質的に同じである。第１角度２０は第２角度
２５と同じであり、スライダ１は、パネル８に対して同じ角度をとる方向２６に変位する
。変位可能なタング３０は、図５Ｂに示すように、ストリップ４によって、変位溝９の底
に向かって押される。変位可能なタング３０は、スライダ１が係止位置に達したとき、ば
ね作用で戻る。係止位置では、変位可能なタング３０の係止面は、図５Ｃに示すように、
ストリップ４の係止面と協働する。
【００３３】
　図６Ａは、パネル８及びＶ字形状ストリップ４を持つスライダ１の一実施例を示す。変
位可能なタング３０の係止面は、ストリップ４の上面に配置されたストリップ４の係止面
と協働する。Ｖ字形状ストリップ４は製造が容易であり、例えばストリップ４を曲げるこ
とによって製造される。これは、ストリップ４の係止面用の凹所を形成する必要がないた
めである。
【００３４】
　図７Ａ－Ｂは、ストリップ４に摩擦連結部を備えたスライダ１の実施例を示す。摩擦連
結部は、ストリップ４が挿入溝１０に沿って、スライダ１の長さ方向と平行な方向Ｌに変
位しないようにするため、挿入溝１０の表面と協働する。摩擦連結部は、ストリップ４上
面及び／又は下面、及び／又は外縁部に設けられた突出部品１３を含んでいてもよい。こ
れらの突出部品１３は、挿入溝１０の表面と協働するように形成されている。
【００３５】
　変位可能なタング３０は、例えばＷＯ２００６／０４３８９３及びＷＯ２００７／０１
５６６９に開示された変位可能なタング３０と同様の形態を持つように形成されていても
よい。出典を明示することにより、この出願に開示された全ての内容は本明細書の開示の
一部とされる。タングは、例えばプラスチック製の別体の部品であってもよく、パネル８
の変位溝９に挿入される。変位可能なタング３０の別の実施例を図８Ａ－Ｄに示す。変位
可能なタング３０は、湾曲可能な幾つかの部品３３を含む。これらの湾曲可能な部品３３
には、湾曲可能な部品３３の最内部分から所定距離のところに上下の摩擦連結部３５が設
けられている。湾曲可能な部品３３の最内部分には、上下の面取り部３９が設けられてい
る。タングは所定の長さ方向形状を有し、変位可能なタング３０の外縁部は、好ましくは
、変位可能なタング３０の本質的に長さ方向全長に沿って直線状をなしている。変位可能
なタング３０の外部分３８には凹所３１が設けられている。この凹所３１は、好ましくは
、タング３０の本質的に長さ方向全長に沿って延びている。凹所３１の係止面８１は、ス
トリップ４を挿入溝１０に対して係止するため、ストリップ４の係止面と協働するように
形成されている。傾け移動によるスライダ１及びパネル８の組み立てを容易にするため、
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長さ方向縁部の各端に、変位可能なタング３０の短縁部に面取り部３７が設けられている
。タング３０は、各湾曲可能な部品３３に溝３４を備えている。組み立て中、湾曲可能な
部品３３の少なくとも一部が溝３４に押し込まれる。
【００３６】
　凹所３１は、凹所第１面８１に対して鈍角をなす凹所第２面８５を含んでいてもよい。
変位可能なタング３０の上面と凹所第１面８１との間の角度は、約５°乃至約１５°の範
囲内、好ましくは約７°乃至約８°の範囲内にあってもよい。
【００３７】
　変位可能なタング３０は、好ましくは、射出成形によって製造され、図８Ａは、変位可
能なタング３０の短縁部の鋳造ゲートを示す。
【００３８】
　図８Ｃは、変位溝９に配置された変位可能なタング３０を、タング３０を変位溝９に押
し込むときの組み立て中の位置で示す。変位溝９は、上壁、下壁、及び上壁と下壁との間
を延びる内壁を含む。内壁は、丸みを帯びた形状を備えていてもよい。内壁は変形例とし
て、上壁及び／又は下壁と隣接して丸みを帯びた区分を備えた平らな区分を備えていても
よい。上摩擦連結部は、上壁の平らな区分と協働するように形成されている。下摩擦連結
部は、下壁の平らな区分と協働するように形成されている。変位可能なタング３０の上面
は、スライダ１及びパネル８の組み立て中に上壁に沿って変位するように形成されていて
もよい。変位可能なタング３０の下面は、スライダ１及びパネル８の組み立て中に下壁に
沿って変位するように形成されていてもよい。
【００３９】
　スライダ１は、スライダ１の長さ方向Ｌに沿って二つ又はそれ以上の前記ストリップ４
を備えていてもよく、パネル８は、二つ又はそれ以上の前記挿入溝１０及び二つ又はそれ
以上の前記変位溝９を備えていてもよい。挿入溝１０の数は、好ましくは、ストリップ４
の数と対応し、又はこれよりも多数である。図９Ａは、前記挿入溝１０が二つ設けられ、
前記変位溝９が二つ設けられたパネル８の一実施例を示す。図９Ｂは、図９Ａに示すパネ
ル８に組み立てられるように形成された、前記ストリップ４を二つ備えたスライダ１の一
実施例を示す。
【符号の説明】
【００４０】
　１　　スライダ
　２　　外部品
　３　　内部品
　４　　ストリップ
　６　　係止面
　７　　係止溝
　８　　パネル
　９　　変位溝
　１０　挿入溝
　１２　係止エレメント
　１5　 第１面
　１６　第２面
　２０　第１角度
　２５　第２角度
　３０　変位可能なタング
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