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(57)【要約】
【課題】強度を高め、組立構造幅を縮小化するスライド
レールの補強構造を提供する。
【解決手段】レール部材１０と、補強部材３０と、補強
部材３０に連接する延伸スライドレール３２とを備える
。レール部材１０は上壁１２ａと、下壁１２ｂと、上壁
１２ａと下壁１２ｂとに連接する側壁１４とを含み、側
壁１４は第一面１６ａと、第一面１６ａと背中合わせて
なる第二面１６ｂとを備え、上壁１２ａと下壁１２ｂと
側壁１４の第一面１６ａとによって形成される空間をス
ライド通路１８と定義し、レール部材１０の側壁１４の
第二面１６ｂ、１６ｂ間には補強通路２０を形成する。
前記補強部材３０はレール部材１０の補強通路２０内に
連接され、前記延伸スライドレール３２はレール部材１
０を挟持する。これにより、補強部材３０と延伸スライ
ドレール３２を用いて、スライドレールキットの幅が制
限されても、その構造強度を高めることができる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
レール部材と、補強部材と、延伸スライドレールとを備えるスライドレールの補強構造に
おいて、
前記レール部材は、上壁と、上壁に対応する下壁と、上壁と下壁に連接する側壁とを備え
、側壁は、第一面と、第一面と背中合わせの第二面とを備え、上壁と下壁と側壁の第一面
とによって形成される空間をスライド通路と定義し、側壁の第二面のレール部材の長さに
沿った方向に補強通路を形成し、該補強通路は、第一内壁と、第一内壁に相対する第二内
壁と、第一内壁と第二内壁に連接する連接壁とを備え、且つ、該連接壁は第二面の表面よ
り低いため、補強通路には深さが備えられ、
前記補強部材は、レール部材の補強通路内に連接し、
前記延伸スライドレールは、補強部材に連接するとともに、第一辺壁と、第一辺壁に相対
する第二辺壁と、第一辺壁と第二辺壁とに連接する連接部とを備え、且つ、第一辺壁と、
第二辺壁と、連接部とによって、ホールドアームを構成し、第一辺壁と第二辺壁は、レー
ル部材の上壁と下壁とを挟持することを特徴とするスライドレールの補強構造。
【請求項２】
前記補強部材の厚さは、補強通路の深さに相当することを特徴とする請求項１に記載のス
ライドレールの補強構造。
【請求項３】
第一内壁に隣接する前記側壁の第二面には、少なくとも一つの上突出体を補強通路内に延
伸させ、第二内壁に隣接する側壁の第二面には、少なくとも一つの下突出体を補強通路内
に延伸させ、且つ、上突出体と下突出体が補強部材を圧するため、補強部材は、レール部
材の補強通路に可動状態で連接されることを特徴とする請求項１に記載のスライドレール
の補強構造。
【請求項４】
前記延伸スライドレールは、補強部材に固定され、該補強部材とレール部材の補強通路は
可動状態で連接されることを特徴とする請求項１に記載のスライドレールの補強構造。
【請求項５】
前記延伸スライドレールは、補強部材に固定され、該補強部材はレール部材の補強通路に
固定されることを特徴とする請求項１に記載のスライドレールの補強構造。
【請求項６】
前記補強部材は、レール部材の補強通路に固定され、延伸スライドレールは、可動状態で
補強部材に連接されることを特徴とする請求項１に記載のスライドレールの補強構造。
【請求項７】
前記延伸スライドレールは、縦方向ホールと、縦方向ホールに貫通させ、しかも補強部材
に連結する少なくとも一つの定位部材とを備え、且つ、延伸スライドレールの一端には、
取り付け部を設けることを特徴とする請求項１に記載のスライドレールの補強構造。
【請求項８】
前記スライドレールの補強構造は、延伸スライドレールに可動状態で連接する取り付けス
ライドレールをさらに含み、該取り付けスライドレールの一端には、取り付け部を設け、
且つ、該取り付けスライドレールは、第一支持部と、第一支持部に相対する第二支持部と
、第一支持部と第二支持部に連接する連接部とを備え、該第一支持部と第二支持部はそれ
ぞれ、延伸スライドレールの第一辺壁と第二辺壁とに対応し、互いに圧し合って密着して
おり、連接部はさらに、分かれている一対の縦方向ホールと、一対の縦方向ホールを貫通
し延伸スライドレールに連接する少なくとも一対の定位部材と、を備えることを特徴とす
る請求項１に記載のスライドレールの補強構造。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本考案は、特に、レール部材の強度を高めるとともに、構成要素の組立構造幅を縮小化す
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るスライドレールの補強構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
Ｍａｙｅｒにより開示された特許文献１の「ラックマウント型サーバー用万能スライドレ
ールキット（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｓｌｉｄｉｎｇ　ｒａｉｌ　ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｆｏ
ｒ　ｒａｃｋ　ｍｏｕｎｔｉｎｇ　ｃｏｍｐｕｔｅｒｓ）」は、図１に示すとおり、スラ
イドレールキットは、外レール（１０２）と、スライド可能状態で外レール（１０２）に
連接する中レール（１０４）と、スライド可能状態で中レール（１０４）に連接する内レ
ール（１０６）と、可動状態で外レール（１０２）に連接するレール受け（２００）とを
備える。しかし、前記スライドレールキットには、スライドレールの補強構造はない。
【０００３】
前述したスライドレールキットのような補強構造のないものに対し、Ｄｕｂｏｎらによっ
て開示された特許文献２の「伸縮式スライドレールキット用の調節可能な補強ブラケット
（Ａｄｊｕｓｔａｂｌｅ　ｒｅｉｎｆｏｒｃｉｎｇ　ｂｒａｃｋｅｔ　ｆｏｒ　ｔｅｌｅ
ｓｃｏｐｉｎｇ　ｓｌｉｄｅ　ｒａｉｌ　ａｓｓｅｍｂｌｙ）」は、その伸縮式スライド
レールキットに、外表面を有する壁を含んでなる固定スライドレール（Ｓｔａｔｉｏｎａ
ｒｙ　ｓｌｉｄｅ　ｒａｉｌ　２２）を備え、固定スライドレールの両端は、取り付け部
材（Ｍｏｕｎｔｉｎｇ　ｅｌｅｍｅｎｔ　２６、４０）を用いてラック（ｒａｃｋ）の一
対の支柱上に取り付けられる。伸縮式スライドレールキットには、さらに、固定スライド
レールの壁の外表面上に連結する補強部材（ｒｅｉｎｆｏｒｃｉｎｇ　ｅｌｅｍｅｎｔ　
３２）と、スライド可能状態で該補強部材に連結する取り付けスライドレール（ｍｏｕｎ
ｔｉｎｇ　ｓｌｉｄｅ　ｒａｉｌ　３４）とを備える。
【０００４】
前述のＤｕｂｏｎにより開示された特許文献２において、図１及び図８に示した補強部材
（３２）は、固定スライドレール（２２）を補強するものであるが、補強部材（３２）に
取り付けスライドレール（３４）を加えて固定スライドレール（２２）に連結する組み合
わせは、かなりの幅を拡大することになり、この種の伸縮スライドレールキットを一対と
する方式で位置を対応させてラック（ｒａｃｋ）に取り付ける時には、ラック内の空間に
制限されるため、幅を拡大して構成要素を補強する構造は適用できず、スライドレールキ
ットとラックを組み合わせて取り付ける困難さを高め、産業上の利用価値を低下させると
いう結果になる。
【０００５】
そこで、本考案では、公知技術に残る上述した使用上の欠点に鑑み、欠点を改善するため
の好ましい設計を提供する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国実用新案第６、５７８、９３９号明細書
【特許文献２】米国実用新案公開第２００６／０１５２１１５Ａ１号明細書
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００７】
本考案の目的は、レール部材の構造強度を高め、制限された幅の条件下で実現するスライ
ドレールの補強構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本考案の観点に基づくスライドレールの補強構造は、レール部材と、補強部材と、延伸ス
ライドレールとを備える。レール部材には、上壁と、上壁に相対する下壁と、上壁と下壁
に連接する側壁とを備える。該側壁には、第一面と、第一面と背中合わせの第二面とを備
え、上壁と下壁と側壁との第一面によって形成される空間をスライド通路と定義する。ま
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た、側壁の第二面のレール部材の長さに沿って、補強通路を形成し、該補強通路には、第
一内壁と、第一内壁に相対する第二内壁と、第一内壁と第二内壁に連接する連接壁とを備
え、尚且つ、該連接壁は第二面の表面より低いため、補強通路には深さが備えられる。補
強部材は、レール部材の補強通路内に連接する。延伸スライドレールは、補強部材に連接
し、該延伸スライドレールには、第一辺壁と、第一辺壁に相対する第二辺壁と、第一辺壁
と第二辺壁とに連接する連接部とを備え、尚且つ、第一辺壁と、第二辺壁と、連接部とに
よりホールドアームを構成する。また、第一辺壁と第二辺壁は、レール部材の上壁と下壁
とを挟持する。
【０００９】
好ましくは、補強部材の厚さは、補強通路の深さに相当する。
【００１０】
好ましくは、第一内壁に隣接する側壁の第二面箇所には、少なくとも一つの上突出体を補
強通路内に延伸させ、第二内壁に隣接する側壁の第二面箇所には、少なくとも一つの下突
出体を補強通路内に延伸させ、尚且つ、上突出体と下突出体が補強部材を圧するため、補
強部材は、レール部材の補強通路に可動状態で連接する。
【００１１】
好ましくは、延伸スライドレールは、補強部材に固定し、該補強部材とレール部材の補強
通路は可動状態で連接する。
【００１２】
好ましくは、延伸スライドレールは、補強部材に固定し、該補強部材はレール部材の補強
通路に固定する。
【００１３】
好ましくは、補強部材はレール部材の補強通路に固定し、延伸スライドレールは可動状態
で補強部材に連接する。
【００１４】
好ましくは、延伸スライドレールには、縦方向ホールと、縦方向ホールに貫通させ、尚且
つ、補強部材に連結する少なくとも一つの定位部材を備える。
【００１５】
好ましくは、延伸スライドレールに可動状態で連接する取り付けスライドレールをさらに
含み、該取り付けスライドレールの一端は、取り付け部を備え、且つ、第一支持部と、第
一支持部に相対する第二支持部と、第一支持部と第二支持部に連接する連接部とを備える
。該第一支持部と第二支持部はそれぞれ、延伸スライドレールの第一辺壁と第二辺壁とに
対応し、互いに圧し合って密着している。連接部はさらに、分かれている一対の縦方向ホ
ールと、それぞれが縦方向ホールを貫通し延伸スライドレールに連接する少なくとも一対
の定位部材を備える。
【考案の効果】
【００１６】
本考案のスライドレールの補強構造は、レール部材の構造強度を高め、制限された幅の条
件下で実現する効果を発揮する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本考案の第一実施例における補強構造の分解図である。
【図２】本考案の第一実施例において、補強部材と延伸スライドレールとを結合し、レー
ル部材に対応させた分解図である。
【図３】本考案の第一実施例において、補強部材と延伸スライドレールをレール部材に取
り付けた状態の外観図である。
【図４】本考案の第一実施例において、補強部材と延伸スライドレールをレール部材に取
り付けた状態の断面図である。
【図５】本考案の第一実施例において、補強部材をレール部材に固定した状態を示す説明
図である。
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【図６】本考案の第二実施例における補強構造の分解図である。
【図７】本考案の第二実施例において、補強部材と延伸スライドレールをレール部材に取
り付けた状態の外観図である。
【図８】本考案の第一実施例において、取り付けスライドレールをさらに組み合わせた状
態の外観図である。
【図９】本考案の第一実施例において、取り付けスライドレールをさらに組み合わせた状
態の断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１８】
図１及び図２に示した本考案の第一実施例において、レール部材１０は、上壁１２ａと、
上壁１２ａに相対する下壁１２ｂと、上壁１２ａと下壁１２ｂに連接する側壁１４とを備
える。そのうち、側壁１４には、第一面１６ａと、第一面１６ａと背中合わせの第二面１
６ｂとを備え、且つ、上壁１２ａと下壁１２ｂと側壁１４との第一面１６ａによって形成
される空間をスライド通路１８と定義する。側壁１４の第二面１６ｂの中央箇所には補強
通路２０を形成し、該補強通路２０には、第一内壁２２と、第一内壁２２に相対する第二
内壁２４と、第一内壁２２と第二内壁２４に連接する連接壁２６とを備え、尚且つ、該連
接壁２６は第二面１６ｂの表面より低いため、補強通路２０には深さが備えられる。好ま
しくは、補強通路２０は、レール部材１０の長さ方向（長手方向）に沿って形成され、レ
ール部材１０は、補強通路２０の湾曲断面によって、自身の抗湾曲強度を高め、尚且つ、
収納空間を形成する。また、第一内壁２２に隣接する側壁１４の第二面１６ｂ箇所から補
強通路２０内に延伸する少なくとも一つの上突出体２８ａと、第二内壁２４に隣接する側
壁１４の第二面１６ｂ箇所から補強通路２０内に延伸する少なくとも一つの下突出体２８
ｂとをさらに含む。好ましくは、上突出体２８ａと下突出体２８ｂは、複数個でレール部
材１０上に配列される。
【００１９】
スライドレールの補強構造は、さらに、補強部材３０と、補強部材３０に連接固定する延
伸スライドレール３２とを含む。これは、図３及び図４に示すとおりであり、補強部材３
０は、レール部材１０の側壁１４の第二面１６ｂの補強通路２０内に連接し、補強通路２
０と補強部材３０と共に、レール部材１０の抗湾曲強度を強化する。また、好ましくは、
補強部材３０の厚さは、補強通路２０の深さに相当するため、レール部材１０の側壁１４
の第二面１６ｂが外側に幅を拡大することがなく、幅縮小化効果を発揮する。好ましい本
実施例において、補強部材３０は、可動状態で補強通路２０内に連接し、しかも、上突出
体２８ａと下突出体２８ｂが補強部材３０を圧するため、補強通路２０に連接する補強部
材３０は、レール部材１０の長さ方向（長手方向）に移動し、レール部材１０の補強位置
を調整することができる。また、延伸スライドレール３２には、第一辺壁３４ａと、第一
辺壁３４ａに相対する第二辺壁３４ｂと、第一辺壁３４ａと第二辺壁３４ｂとに連接する
連接部３６とを備え、尚且つ、第一辺壁３４ａと、第二辺壁３４ｂと、連接部３６とによ
りホールドアームが構成される。これにより、延伸スライドレール３２は、連接部３６を
例えばリベット接合方式で補強部材３０に固定し、それと同時に、第一辺壁３４ａと第二
辺壁３４ｂは、レール部材１０の上壁１２ａと下壁１２ｂを可動状態で挟持するため、補
強部材３０と延伸スライドレール３２は共に、レール部材１０に対するスライド移動が可
能となり、尚且つ、その構成要素の構造強度を適度に高める。また、延伸スライドレール
３２と、補強部材３０と、レール部材１０の構成要素によりなる構造は、その幅を効果的
に縮小できる。
【００２０】
レール部材１０と、補強部材３０と、延伸スライドレール３２の構成要素幅を縮小化する
観点に基づき、別の好ましい実施形態を図５に示す。図に示すとおり、補強部材３０は、
例えばリベット接合方式で補強通路２０内に固定し、延伸スライドレール３２は、第一辺
壁３４ａと第二辺壁３４ｂでレール部材１０の上壁１２ａと下壁１２ｂを挟持する。
【００２１】
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また、補強部材３０を補強通路２０に固定する実施例は、図６及び図７に示した本考案の
第二実施例のとおり、延伸スライドレール２００は、可動状態で補強部材３０に連接する
。該延伸スライドレール２００には、第一辺壁２０２ａと、第一辺壁２０２ａに相対する
第二辺壁２０２ｂと、第一辺壁２０２ａと第二辺壁２０２ｂに連接する連接部２０４とを
備え、尚且つ、第一辺壁２０２ａと、第二辺壁２０２ｂと、連接部２０４とにより、ホー
ルドアームが構成される。第一辺壁２０２ａと第二辺壁２０２ｂとで、レール部材１０の
上壁１２ａと下壁１２ｂとを可動状態で抱え込むことにより、延伸スライドレール２００
をレール部材１０に対してスライドさせ、それに対応する補強部材３０もまたスライドす
る。そのうち、延伸スライドレール２００の一端には、取り付け部２０６を備え、ラック
の支柱に取り付けて定位させる（未図示）。好ましくは、延伸スライドレール２００に縦
方向ホール２０８を備えさせ、少なくとも一つの定位部材２１０を縦方向ホール２０８に
貫通させ、補強部材３０に連結し、延伸スライドレール２００の補強部材３０に対するス
ライドストロークを適度に制限する。このような配置によって、延伸スライドレール２０
０は、異なる奥行きサイズのラックに直接取り付け使用できる。
【００２２】
また、図８及び図９に示すとおり、好ましい例として上述した本考案の第一実施例には、
延伸スライドレール３２に可動状態で連接する取り付けスライドレール３８をさらに備え
、取り付けスライドレール３８の一端には、取り付け部４０を備え、尚且つ、第一支持部
４２ａと、第一支持部４２ａに相対する第二支持部４２ｂと、第一支持部４２ａと第二支
持部４２ｂに連接する連接部４４とを備える。そのうち、好ましくは、取り付けスライド
レール３８には、分かれた一対の縦方向ホール４６と、それぞれが縦方向ホール４６を貫
通し延伸スライドレール３２に連接する少なくとも一対の定位部材４８とを備え、尚且つ
、第一支持部４２ａと第二支持部４２ｂはそれぞれ、延伸スライドレール３２の第一辺壁
３４ａと第二辺壁３４ｂとに対応し、互いに圧し合って密着している。よって、取り付け
スライドレール３８は、補強部材３０と延伸スライドレール３２の移動に伴い位置を調整
でき、尚且つ、延伸スライドレール３２に対して再び移動位置を調整できる。
【符号の説明】
【００２３】
１０：レール部材、１２ａ：上壁、１２ｂ：下壁、１４：側壁、１６ａ：第一面、１６ｂ
：第二面、１８：スライド通路、２０：補強通路、２２：第一内壁、２４：第二内壁、２
６：連接壁、２８ａ：上突出体、２８ｂ：下突出体、３０：補強部材、３２：延伸スライ
ドレール、３４ａ：第一辺壁、３４ｂ：第二辺壁、３６：連接部、３８：取り付けスライ
ドレール、４０：取り付け部、４２ａ：第一支持部、４２ｂ：第二支持部、４４：連接部
、４６：縦方向ホール、４８：定位部材、２００：延伸スライドレール、２０２ａ：上壁
、２０２ｂ：下壁、２０４：側壁、２０６：取り付け部、２０８：縦方向ホール、２１０
：定位部材。
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