
JP 2008-515524 A 2008.5.15

(57)【要約】
引出しなどのような収納部を密閉位置に移動させるとき
，スプリングによる弾性付勢力によって，収納部を自動
に全閉位置に移動させるスライド用自動閉鎖装置及びそ
の装置が取り付けられたスライドを提供する。一対のス
プリング，移動ピン，移動ピンガイド，板状の移動部材
，及び板状の固定部材で構成される。移動ピンは，支持
杆，支持板，及び案内突起を有し，断面は円筒状である
ことが好ましく，移動ピンガイドは，２つの入口面で形
成される移動ピン入口部と，三つの係止面で形成される
移動ピン係止部とからなる移動ピン案内溝，及び第１の
連結手段を備える。移動部材は，その中心部分に溝を有
する板状部，この板状部と一体で形成される滑走柱部，
及びスプリングの一方が結合されるスプリング係止部を
備える。また，固定部材は，前記スプリングの他方が結
合されるスプリング係止部を有する支持部，両側部に設
けられる移動部材滑走部と，内側に設けられる移動ピン
ガイド部とを有する延長板部，ヘッド部，及び第２の連
結手段を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対のスプリング５００と，
　支持杆４３０と，支持板４２０と，案内突起４１０とを有する円筒状の移動ピン４００
と，
　２つの入口面３１１，３１２で形成される移動ピン入口部３１０と，３つの係止面３２
３，３２４，３２５で形成される移動ピン係止部３２０とで構成される移動ピン案内溝３
５０と，第１の連結手段とを有する移動ピンガイド３００と，
　その中心部分に溝２１１が設けられた板状部２１０と，この板状部２１０と一体で形成
される滑走板２２０と，スプリング５００の一方が結合されるスプリング係止部２１２と
を有する移動部材２００と，
　前記スプリング５００の他方が結合されるスプリング係止部１１１を有する支持部１１
０と，両側部に設けられる移動部材滑走部１２１と内側に設けられる移動ピンガイド部１
２３とを有する延長板部１２０と，ヘッド部１３０と，第２の連結手段とを有する板状の
固定部材１００と，を備え，
　移動部材２００の滑走板２２０は，突出部２２１と滑走溝２２２とで構成され，
　固定部材１００の移動ピンガイド部１２３は，直線ガイド部１２４と曲線ガイド部１２
５とで構成され，
　移動ピン４００は，固定部材１００の移動ピンガイド部１２３に固定され，移動部材２
００の溝２１１に移動ピン４００の支持杆が挿入された状態で，移動部材２００の滑走溝
２２２が固定部材１００の移動部材滑走部１２１に固定され，移動部材２００が前記固定
部材の滑走部１２１に沿って滑走するとき，移動ピン４００は，移動部材２００と相互一
体で固定部材の移動ピンガイド部１２３に沿って移動し，
　移動ピンガイド３００は，第１の連結手段によってスライドの移動レールの一端部に固
定されて，移動レールに沿って移動し，固定部材は，第２の連結手段によって，前記移動
ピンガイド３００に対応してスライドの固定レールの一端部に固定されることを特徴とす
る，スライド用自動閉鎖装置。
【請求項２】
　移動部材２２０の板状部２１０に設けられた溝２１１が，固定部材１００の移動ピンガ
イド部１２３の横方向の長さＣに相応する長さを有することを特徴とする請求項１に記載
の，スライド用自動閉鎖装置。
【請求項３】
　移動ピン係止部３２０の第２の直線係止面３２４に係止溝３２８が設けられることを特
徴とする請求項１に記載の，スライド用自動閉鎖装置。
【請求項４】
　スプリング５００が，その両端が全てテーパ状であることを特徴とする請求項１に記載
の，スライド用自動閉鎖装置。
【請求項５】
　第１の連結手段が，移動レールの連結突部７１０に結合される溝３３０であり，第２の
連結手段が，リベット連結１１２，１３１であることを特徴とする請求項１に記載の，ス
ライド用自動閉鎖装置。
【請求項６】
　固定部材１００の延長板部１２０に緩衝切欠部１２６が形成されており，移動ピンガイ
ド部１２３の直線ガイド部１２４と平行な方向に相互連通して形成され，移動ピンガイド
部１２３と緩衝切欠部１２６との間に支持突部１２７が形成され，この支持突部１２７上
に支持突部の捩れを防止する突起部１２８が形成されることを特徴とする請求項１に記載
の，スライド用自動閉鎖装置。
【請求項７】
　移動ピンガイド３００の両側部に緩衝部３４０と緩衝溝３４１が形成されており，緩衝
部３４０は外側に広げられるように形成されて弾性作用を有することを特徴とする請求項
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１に記載の，スライド用自動閉鎖装置。
【請求項８】
　固定部材１１０の延長板部１２０に，移動部材滑走部１２１と隣接してこれと並んだ方
向に突起部１２２が設けられることを特徴とする請求項１に記載の，スライド用自動閉鎖
装置。
【請求項９】
　移動部材２００の一面上に移動レール案内部２７０が設けられることを特徴とする請求
項１に記載の，スライド用自動閉鎖装置。
【請求項１０】
　前記移動レール案内部２７０が，移動部材２００に一体で形成される保持板２７２で構
成され，保持板２７２の端部には，案内フランジ２７４が設けられることを特徴とする請
求項９に記載の，スライド用自動閉鎖装置。
【請求項１１】
　スライドが，固定レール８００と，２つの移動レール７００，９００と，各レール間に
設けられ，移動レールが滑走移動可能にこれらを連携させるボールリテイナー９５０と，
を備え，
　前記スライドに，前記請求項のいずれか一項による自動閉鎖装置が取り付けられたこと
を特徴とする，自動閉鎖装置が取り付けられたスライド 。
【請求項１２】
　移動レール９００の端部に，自動閉鎖装置の一部が長手方向に収容されるレール溝９１
０が設けられることを特徴とする請求項１１に記載の，自動閉鎖装置が取り付けられたス
ライド 。
【請求項１３】
　前記スライドが，固定レールと，１つの移動レールと，これらのレール間に設けられ，
移動レールが滑走移動可能にこれらを連携させるボールリテイナーと，を備えることを特
徴とする請求項１１に記載の，自動閉鎖装置が取り付けられたスライド。
【請求項１４】
　前記スライドが，キムチ冷蔵庫用スライドであることを特徴とする請求項１１に記載の
，自動閉鎖装置が取り付けられたスライド。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，スライド用自動閉鎖装置及びその装置が取り付けられたスライドに関し，よ
り詳細には，引出しなどのような収納部を密閉位置に移動させるとき，スプリングによる
弾性付勢力による手段によって，収納部を自動的に全閉位置に移動させるスライド用自動
閉鎖装置及び該装置が取り付けられたスライドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　スライドは，収納部が位置する本体の内側空間部の壁面に相互対称となるように一対で
取り付けられ，収納部を本体に対してスライド式で密閉位置と開放位置に移動させる部材
であって，スライドが用いられる最も代表的なものが，机，たんす，化粧台などの引出し
であり，その他，キムチ冷蔵庫のように収納部を有し，この収納部を本体に対してスライ
ド式で密閉または開放させる必要があるものであれば，いずれにも用いられ得る。
【０００３】
　従来，収納部が全閉するまで収納部に力を加えなければならず，収納部にあまりにも力
を加えて閉めようとする場合，収納部が本体との衝撃反発力によりまた開いてしまう不便
さがあり，収納部を設ける場合，本体の内側に若干の勾配を与えてスライドを設けること
により，収納部が開くことを防止しつつ，自動的に閉まるようにし得るが，前記収納部と
これに収納された物品の荷重により強い衝撃を伴って閉められるようになるため，本体，
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収納部自体，及び収納部を支持するスライドのレールに損傷を与えるという問題があった
。
【０００４】
　このような問題を解決するために，本出願人は，大韓民国実用新案登録第２０－０２８
７９９６号公報において「収納器具用スライダの固定，案内装置」を開示している。しか
しながら，この装置は，一つのフック状のスプリングを用いるため，重い物品が収納され
る収納部に用いる場合，前記スプリングのフック部が破断しやすく，長期間使用すること
ができないという問題があった。
【０００５】
　また，ＷＯ２００１－８２７４９号にはガイドピン，スプリング，アクチュエータ，ハ
ウジングを含む自動閉鎖式スライド用装置も開示されている。このスライド装置のスプリ
ングとアクチュエータは，ガイドピンに設けられ，スプリングがアクチュエータをハウジ
ングの後壁へ加圧するように位置される。スプリングは，スライドの開放位置では圧縮状
態にあり，スライドの閉鎖位置では正常状態にあることにより，スプリングが伸長状態と
なることを回避して，スプリングの破断を防止している。
【０００６】
　前記装置のハウジングは，対向する側壁，後壁，上部壁及び前方壁を有し，ガイドピン
，スプリング，アクチュエータの全てをハウジング内に収容可能な構造を有する。すなわ
ち，ハウジングは，箱のような構造を有し，前記ガイドピン，スプリング，アクチュエー
タが箱内に位置する構造を有する。しかしながら、このような構造のハウジングは，製造
が容易でなく，製造費も高くなる。しかも，ハウジングをスライドの固定部材（外側部材
）に固定させるためには，複数のレッグ部をハウジングに一体で形成しなければならず，
これによって，製造がさらに複雑となり，製造費もさらに増加させる要因となっている。
【０００７】
発明の開示
　本発明は，上述の問題点に鑑みて開発されたもので，その目的は，使われるスプリング
が早期に破断されず，構造が簡便なスライド用自動閉鎖装置及びその装置が取り付けられ
たスライドを提供することにある。
【０００８】
　上記目的を達成すべく，本発明によれば，スライド用自動閉鎖装置は，一対のスプリン
グ，移動ピン，移動ピンガイド，板状の移動部材，及び板状の固定部材で構成される。
【０００９】
　また，本発明によれば，移動ピンは，支持杆，支持板，及び案内突起を有し，その断面
は円筒状であることが好ましく，移動ピンガイドは，２つの入口面で形成される移動ピン
入口部と，三つの係止面で形成される移動ピン係止部とからなる移動ピン案内溝，及び第
１の連結手段を備える。移動部材は，その中心部分に溝を有する板状部，この板状部と一
体で形成される滑走板，及びスプリングの一方が結合されるスプリング係止部を備える。
また，固定部材は，前記スプリングの他方が結合されるスプリング係止部を有する支持部
，両側部に設けられる移動部材滑走部と，内側に設けられる移動ピンガイド部とを有する
延長板部，ヘッド部，及び第２の連結手段を備える。
【００１０】
　また，本発明によれば，移動部材の滑走板は，突出部と滑走溝とで構成され，固定部材
の移動ピンガイド部は，直線ガイド部と曲線ガイド部とで構成され，移動ピンガイドは，
第１の連結手段によってスライダの移動レールの一端部に固定されて，移動レールに沿っ
て移動し，固定部材は，第２の連結手段によって，前記移動ピンガイドに対応してスライ
ドの固定レールの一端部に固定される。
【００１１】
　また，本発明によれば，移動ピンは，固定部材の移動ピンガイド部に固定され，移動部
材の溝に移動ピンの支持杆が挿入されたまま，移動部材の滑走溝が固定部材の移動部材滑
走部に固定されて，移動部材が前記固定部材の滑走部に沿って滑走するとき，移動ピンは
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，移動部材と相互一体で固定部材の移動ピンガイド部に沿って移動するようになる。
【００１２】
　また，本発明によれば，スライドが引き出された状態では，自動閉鎖装置の移動ピンが
固定部材の曲線ガイド部に位置され，スライドが引き込まれた状態では，移動ピンが固定
部材の直線ガイド部の内側端部に位置されており，スプリングの弾性引張及び収縮力によ
って前記位置の間を移動することにより，スライドを自動で閉鎖させる作用をする。本発
明による自動閉鎖装置の場合，使われるスプリングが早期に破断されず，構造が簡便であ
り，製造費用が安価であり，その作動状態が非正常的な状態でも正常的な状態へ容易に戻
ることができるという利点がある。
【００１３】
　また，本発明によれば，移動ピン係止部の第２の直線係止面に係止溝が設けられること
が好ましい。
【００１４】
　また，本発明によれば，前記スプリングが，その両端が全てテーパ状であることが好ま
しい。
【００１５】
　また，本発明によれば，固定部材の延長板部に移動部材滑走部と隣接して，これと並ん
だ方向に突起部が設けられることが好ましい。
【００１６】
　また，本発明によれば，移動部材の一面上に移動レール案内部が設けられることが好ま
しい。
【００１７】
発明の効果
　本発明によれば，スライド用自動閉鎖装置は，収納部が全閉するまで収納部に力を加え
なくても収納部が自動に密閉され，閉める際に，収納部にあまりにも力を加えた場合も，
該収納部が衝撃反発力によりまた開いてしまうことを防止することができる。
【００１８】
　また，使われるスプリングが早期に破断されず，構造が簡便で，製造費用が安価であり
，その作動状態が非正常的な状態でも，正常的な作動状態に容易に復帰させることができ
る。
【００１９】
　また，スライドの移動レールの先端部の振動を抑制して，自動閉鎖装置を円滑に作動さ
せることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下，本発明の好ましい実施形態を，添付図面に基づき詳細に説明する。
【００２１】
　一般に，スライドは，２部材（固定レールと移動レールを含む）または３部材（固定レ
ールと２つの移動レールを含む）で構成される。３部材スライド１０は，通常，固定レー
ル（外側部材）８００と，２つの移動レール，すなわち，固定レール８００内を滑走移動
する中間移動レール（中間部材）９００と，中間移動レール９００内を滑走移動する内側
移動レール（内側部材）７００とを備えている（図１及び図２を参照）。各レール間には
，適正な長さのボールリテイナー９５０があり，このボールリテイナー９５０にはボール
９５５が保持されており，各移動レール７００，９００が円滑に滑走移動することができ
るようになる。
【００２２】
　スライド１０は，図２に示すように，引出しのような収納部９６０を本体（図示せず）
に対してスライド式に密閉位置と開放位置に移動させる部材である。固定レール８００が
本体の適当な位置に取り付けられることにより，スライド１０が設けられ，収納部９６０
は，連結孔７２０を介して螺合固定する等の固定手段によって内側移動レール７００に固
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定される。従って，収納部９６０の移動は，内側移動レール７００及び／または中間移動
レール９００の滑走移動をもたらす。収納部９６０の全閉位置では，スライド１０が完全
に折り畳まれた（移動レールが全て引き込まれる）状態となり，収納部９６０の全開位置
ではスライド１０が完全に広げられた（移動レールが全て引き出され延びた）状態となる
。
【００２３】
　本発明によるスライド用自動閉鎖装置２０は，固定レール８００の最後端部に設けられ
る。中間移動レール９００の最後端部には，自動閉鎖装置２０の一部を長手方向に収容可
能にするレール溝９１０が設けられている。
【００２４】
　図３は，本発明による自動閉鎖装置２０の好ましい実施形態を示す斜視図であり，この
装置２０は，移動ピン４００と，移動部材２００と，固定部材１００と，１対のスプリン
グ５００とを備えている。また，自動閉鎖装置２０は，内側移動レール７００の内側に固
定され，移動ピン４００と着脱可能に係合する移動ピンガイド３００を備えている（図１
１を参照）。
【００２５】
　図４は，移動ピンの斜視図である。移動ピン４００は，一方に案内突起４１０，他方に
支持杆４３０を有し，その中間部分に支持板４２０を有する。移動ピン４００には，前記
案内突起４１０と支持板４２０によってその間に溝部４１１が形成される。移動ピン４０
０の支持杆４３０は，一般に円筒状を有する。
【００２６】
　図５ａ乃至図５ｃは，それぞれ移動ピンガイド３００を示す斜視図，背面図及び正面図
である。移動ピンガイド３００には，移動ピン案内溝３５０が設けられ（図５ａ），この
移動ピン案内溝３５０は，移動ピン入口部３１０と移動ピン係止部３２０とで構成される
（図５ｂ）。移動ピン入口部３１０は，第１の入口面３１１と第２の入口面３１２とで形
成され，移動ピン係止部３２０は，第１の直線係止面３２３と，第２の直線係止面３２４
と，曲線係止面３２５とで形成されている。移動ピン入口部３１０の第２の直線係止面３
２４には，移動ピンが係止する係止溝３２８が形成されていることが好ましい。移動ピン
案内溝３５０の詳細については後述する。
【００２７】
　移動ピンガイド３００には，移動ピンガイドをスライドの内側移動レール７００（図１
１を参照）に連結する第１の連結手段が設けられている。図５ａには，前記第１の連結手
段として，移動レール７００の連結突部７１０が挿入される溝３３０が形成されたものを
示している。
【００２８】
　また，移動ピンガイド３００には，対向両側部に緩衝部３４０が形成されていることが
好ましい。この緩衝部３４０は外側へ少し広げられるように形成され，緩衝部３４０の周
囲には緩衝溝３４１が形成されている。前記緩衝部３４０が外側へ広げられる形態を有す
るので，移動ピンガイドの背面（ここで，背面とは，移動ピンガイドがスライドの内側移
動レールに固定されるとき，その連結面をいう。）を示す図５ｂには，緩衝部３４０が移
動ピンガイド３００の両側部より突出するように示されているが，移動ピンガイドの正面
を示す図５ｃでは，移動ピンガイド３００の両側面が直線で示されている。この緩衝部３
４０は，移動ピンガイド３００がスライドの内側移動レール７００に挿入されるときは，
弾性的な緩衝作用（移動ピンガイドを含む本発明の自動閉鎖装置は，全て適当なプラスチ
ック材料で作られるので，このような構成の緩衝部は弾性作用を有する）で容易に挿入さ
れるが，一旦，挿入された後は，移動ピンガイド３００がスライドの内側移動レール７０
０から離脱することを防止する作用を奏する。このように，移動ピンガイド３００は，前
記第１の連結手段と緩衝部３４０によって内側移動レール７００に容易に挿入されて確実
に固定されている。
【００２９】
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　図６ａと図６ｂは，移動部材２００の斜視図と正面図であり，図６ｃは，移動部材２０
０を図６ａのＢ方向からみた断面図である。移動部材２００は，略方形状の板状部２１０
と，この板状部２１０と一体で形成される滑走部２２０と，板状部２１０の両側部に設け
られるスプリング係合部２１２とで構成されている。
【００３０】
　滑走部２２０には，突出部２２１とＵ字状の滑走溝２２２が設けられ，この滑走溝２２
２は，後述する固定部材１００の移動部材滑走部１２１と係合するようになる。
【００３１】
　スプリング係止部２１２は，連結面２２３に対向する方向の板状部２１０の両側部に形
成される。本発明では，スプリングは，コイル形ではなく線形のものであれば，いずれで
あってもよい。すなわち，線形として，両端部はフック状であれテーパ状であれ構わない
が，好ましくは両端部がそれぞれテーパ状であることが好ましい。これは，テーパ状スプ
リング５００（図１０ａ及び図１０ｂを参照）が，フック状のスプリングに比べてスライ
ドの収納部に重い荷重が加えられても，スプリングが破断することなく，長期間にわたっ
て使用され得るからである。本出願人の実験によれば，同一の荷重がかかる収納部を用い
て実験した結果，フック状スプリングは，約５，０００回にわたって繰り返し使用すると
，スプリングのフック部が破断されたが，同一強度のテーパ状の場合，フック状に比べて
５倍以上の使用寿命を有することが示された。図６ａのスプリング係止部２１２は，テー
パ状スプリング５００の一側が挿入可能に形成されたものを示している。
【００３２】
　板状部２１０には，その中心部分に溝２１１が設けられている。この溝２１１には，図
４において説明した移動ピン４００の支持杆４３０部分が滑走溝２２２の方向から挿入さ
れる。前記溝２１１には，支持杆４３０が挿入されて支持杆が左右方向に移動するが，こ
のとき，固定部材１００に設けられる移動ピンガイド部１２３の横方向の長さＣ（図７ａ
を参照）に相応する長さを有することが好ましい。また，板状部２１０の一側には，他の
部材と衝突するとき，移動部材２００に加えられる衝撃を緩衝させる役割をする衝撃緩衝
部２１３が形成されていることが好ましい。
【００３３】
　図７ａ及び図７ｂは，固定部材１００の正面図と背面図であって，ここで，背面とは，
固定部材１００がスライドの固定レール８００（図１１を参照）に固定されるとき，その
連結面をいう。固定部材１００は，支持部１１０と，この支持部１１０と一体で形成され
る延長板部１２０と，この延長板部１２０と一体で形成されるヘッド部１３０とで構成さ
れ，全体として板状の形態を有する。
【００３４】
　支持部１１０には，係止段１１９に対向する方向の両側部に，前記スプリング５００の
一側が結合されるスプリング係止部１１１が設けられる。このスプリング係止部１１１は
，図６ａのスプリング係止部２１２に相応する構造を有する。
【００３５】
　延長板部１２０の内側には，縦方向に移動ピンガイド部１２３が設けられ，移動ピンガ
イド部１２３は，直線ガイド部１２４と曲線ガイド部１２５とで構成される。移動ピンガ
イド部１２３には，移動ピン４００が固定されて滑走運動を行うようになる。延長板部１
２０の両側面には，移動部材２００の滑走溝２２２が挿入される移動部材滑走部１２１が
設けられている。この移動部材滑走部１２１は，延長板部１２０の胴体の厚さよりも薄く
，前記滑走溝２２２の大きさに相応する厚さを有するように形成される。また，延長板部
１２０には，図７ａのＡ－Ａによる部分断面図を示す図８に図示のように，移動部材滑走
部１２１に隣接して，これと並んだ方向に突起部１２２が設けられている。この突起部１
２２は，移動部材２００が両側面または長手方向に作用する圧縮力を受けても，移動部材
２００が撓んだり捩れたりすることを防ぐ支持体の作用をする。また，延長板部１２０に
は，移動ピンガイド部１２３の直線ガイド部１２４の一側に緩衝切欠部１２６が形成され
る。緩衝切欠部１２６は，移動ピンガイド部１２３と平行な方向に相互連通して形成され
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，移動ピンガイド部１２３と緩衝切欠部１２６間には，支持突部１２７が形成されている
。支持突部１２７には，固定部材１００の裏面方向に支持突部の捩れを防止する突起部１
２８が設けられることが好ましい。この緩衝切欠部１２６と突起部１２８の作用について
は後述する。
【００３６】
　固定部材１００のヘッド部１３０には，衝撃緩衝部１３２が形成されることが好ましい
。この衝撃緩衝部１３２は，スライドの他の部材（例えば，３部材スライドの場合，中間
移動レール）と衝突するとき（スライドが引込み位置に来るとき衝突が生じる），その衝
撃を吸収する作用をする。
【００３７】
　固定部材１００の支持部１１０とヘッド部１３０には，固定部材をスライドの固定レー
ル８００に連結する第２の連結手段が形成されている。ここでは，第２の連結手段として
のリベット連結のための連結孔１１２，１３１が図示されている。
【００３８】
　以下，上述した構成部材間の関係及び作用について説明する。
【００３９】
　先ず，移動ピン４００が固定部材１００の移動ピンガイド部１２３に固定される。図９
は，固定部材１００に移動ピン４００のみが挿着された状態を示す斜視図である。この連
結は，移動ピン４００の案内突起４１０と支持板４２０によって形成される溝部４１１が
，固定部材１００の移動ピンガイド部１２３に嵌合されるように挿入され，案内突起４１
０が固定部材１００の裏面に向け，また支持杆４３０が前面に向けるように挿入されて構
成される。このとき，前記挿入は，固定部材１００の緩衝切欠部１２６の方向へ支持突部
１２７を押しながら，移動ピン４００の案内突起４１０を移動ピンガイド部１２３に押し
込むことにより，容易に行われる。移動ピン４００が移動ピンガイド部１２３に挿着され
ると，移動部材２００の溝２１１に移動ピン４００の支持杆４３０を挿入し，移動部材２
００の滑走溝２２２に固定部材１００の移動部材滑走部１２１を挿入することにより，移
動部材２００を固定部材１００に連結する。最後に，スプリング５００の一方は，固定部
材１００のスプリング係止部１１１に連結し，スプリング５００の他方は，移動部材２０
０のスプリング係止部２１２に連結する。図３は，このように構成した状態を示す斜視図
である。このような構成により，移動部材２００が固定部材の移動部材滑走部１２１に沿
って滑走するとともに，移動ピン４００は，移動部材と一体となって固定部材１００の移
動ピンガイド部１２３に沿って移動するようになる。
【００４０】
　図１０ａと図１０ｂは，固定部材１００と，移動部材２００と，移動ピン４００と，ス
プリング５００とが結合された状態を示す自動閉鎖装置の正面図であって，図１０ａは，
移動ピン４００が固定部材１００の移動ピンガイド部１２３の直線ガイド部１２４の端部
に位置した状態を示し，図１０ｂは，移動ピン４００が移動ピンガイド部１２３の曲線ガ
イド部１２５に係止されている状態を示す図である。移動ピン４００は，この二つの位置
間を移動する。移動ピン４００が曲線ガイド部１２５に係止されているときは，図示のよ
うにスプリング５００は最大に引っ張られている状態となる。
【００４１】
　上述したように，移動ピン４００と，移動部材２００と，スプリング５００とが結合さ
れた固定部材１００は，第２の連結手段によってスライドの固定レール８００に固定され
，移動ピンガイド３００は，第１の連結手段によってスライドの内側移動レール７００に
固定される。
【００４２】
　次に，図１１乃至図１３を参照して，本発明による自動閉鎖装置の作用について説明す
る。図１１乃至図１３において，図示したスライドは，２つの移動レール（中間移動レー
ルと内側移動レール）と１つの固定レールとを有する３部材スライドであるが，簡略化の
ために，内側移動レール７００と固定レール８００との間にある中間移動レールは図示し
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ておらず，便宜を図るために，収納部と本体壁部を省略し，スライドのみを図示して説明
しており，また固定部材１００は固定レール８００に固定され，移動ピンガイド３００は
固定部材１００と向かい合って内側移動レール７００の内側に固定されて外部から見えな
いが，ここでは便宜上，移動ピンガイド３００を実線で表れている。
【００４３】
　図１１は，固定部材１００がスライドの固定レール８００にリベット連結され，移動ピ
ンガイド３００がスライドの内側移動レール７００の連結突部７１０に固定された状態で
，相互に分離された状態を示している。すなわち，収納部を開放位置から密閉位置に押し
込むようになると，スライドの内側移動レール７００が引出し位置から引込み位置に来る
状態であって，移動部材２００の溝２１１に挿入されて移動部材２００と一体で動く移動
ピン４００は，固定部材１００の移動ピンガイド部１２３の曲線ガイド部１２５に係止さ
れている状態であり，スプリング５００は最大に引っ張られた状態である。
【００４４】
　図１２は，内側移動レール７００がさらに引込み位置に移動し，移動ピンガイド３００
が曲線ガイド部１２５に係止されている移動ピン４００，特に移動ピン４００の支持杆４
３０と結合する状態を示す図である。移動ピン４００の支持杆４３０は，第１の入口面３
１１と第２の入口面３１２によって形成される移動ピン入口部３１０に挿入され，続けて
移動ピン係止部３２０の第１の直線係止面３２３と第２の直線係止面３２４に沿って移動
するようになる。この移動によって，移動ピン４００が曲線ガイド部１２５に係止されて
いる状態から離脱されるようになる。移動ピン４００が曲線ガイド部１２５からの離脱を
完了すると，直ぐスプリング５００の引張力によって移動部材２００と，これと一体とし
て移動する移動ピン４００が直線ガイド部１２４に沿って移動し，移動部材２００の連結
面２２３（図６aを参照）が固定部材１００の係止段１１９に固定されるまで，固定部材
１００の直線ガイド部１２４に沿って完全引込み位置に移動し，このとき，移動ピンガイ
ド３００の第２の直線係止面３２４上に移動ピン４００の支持杆４３０が係止されている
状態であるので，移動ピンガイド３００は，移動ピン４００に沿って移動するようになり
，これは，スライドの内側移動レール７００を完全引込み位置に自動的に移動させる結果
をもたらす。
【００４５】
　本発明によると，上述したように，第２の直線係止面３２４に係止溝３２８が形成され
る。前記係止溝３２８は，移動ピン４００が曲線ガイド部１２５からの離脱が殆ど終了す
る瞬間，移動ピン４００の支持杆４３０が係止される位置に形成される。このようにして
，移動ピン４００が曲線ガイド部１２５からの離脱を終了すると，直ぐ移動ピン４００の
支持杆４３０が安全に前記係止溝３２８に係止されて直線ガイド部１２４に沿って移動す
るようになる。
【００４６】
　図１３は，移動ピンガイド３００が移動ピン４００の支持杆４３０と結合してスプリン
グ５００による力でスライドの完全引込み位置（すなわち，収納部が完全に閉められた状
態）にある状態を示す図である。
【００４７】
　スライドの引出しは，前記過程の逆順で行われる。スライドの内側移動部材を引き出す
（すなわち，収納部を引き出す）とき，図１３に示す状態であった移動ピン４００は，移
動ピンの支持杆４３０が係止溝３２８に係止されている状態で直線ガイド部１２４に沿っ
て移動し，曲線ガイド部１２５に到着すると，前記支持杆４３０が係止溝３２８から離脱
して，第２の直線係止面３２４に沿って移動ピン入口部３１０の方向へ移動する。前記支
持杆４３０が第２の直線係止面３２４に沿って移動し，移動ピン入口部３１０に到着する
と，移動ピン４００は，固定部材１００の移動ピンガイド部１２３の曲線ガイド部１２５
に係止された状態（図１２の状態）となり，次に，引出し位置への継続的な移動は，移動
ピン４００が移動ピンガイド３００の移動ピン入口部３１０を離脱して移動ピンガイド３
００と分離されるようになる。このような移動ピンガイド３００が移動ピン４００と分離
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されて引出し位置に行く状態は，図１１に示されている状態に該当するようになる。
【００４８】
　以上のように，スライドの内側移動レール７００が引出し位置にあるときは，移動ピン
４００が固定部材１００の曲線ガイド部１２５に係止された状態にあり，また内側移動レ
ール７００が引込み位置に移動するときは，内側移動レール７００に固定された移動ピン
ガイド３００の移動ピン係止部３２０が移動ピン４００の支持杆４３０と結合し，スプリ
ング５００の弾性付勢力で引っ張られて，固定部材１００の直線ガイド部１２４に沿って
移動し，移動部材２００の連結面２２３が固定部材１００の係止段１１９に固定されるま
で，固定部材１００の直線ガイド部１２４に沿って移動することにより，収納部を自動に
全閉位置に移動させることができる。
【００４９】
　上述したように，スライドの移動レール７００，９００は，ボールリテイナー９５０に
よって連携されて引き込まれまたは引き出されるようになるが，このとき，移動レールは
，ボールリテイナー９５０のみによって支持されるので，移動レールの先端部が移動する
とき揺れるようになる。このような移動レールの先端部の振動は，特に図１１に示す状態
から，移動ピンガイド３００が移動ピン４００と結合する図１２の状態へ移行するとき，
移動ピンガイド３００が移動ピン４００と結合するにあたって障害をもたらすこともあり
得る。すなわち，移動レールの先端部の振動は，自動閉鎖装置の円滑な作動を防止する恐
れがある。
【００５０】
　図１４aは，移動部材の他の実施形態を示す図であって，移動レールの先端部が振動す
ることを防止する移動レール案内部２７０が設けられた移動部材２００’の斜視図であり
，図１４ｂは，図１４ａのＢ方向からみた断面図である。
【００５１】
　移動レール案内部２７０は，図示のように，Ｕ字状の滑走溝２２２が形成される移動部
材２００’の表面に対向する面上に形成されている。この移動レール案内部２７０は，移
動部材２００’に一体で形成される保持板２７２で構成されている。この保持板２７２は
，四角柱状であることが好ましいが，三角柱状であってもよい。また，この保持板２７２
は，内側移動レール７００の幅に相当する幅を有するように形成される。このとき，保持
板２７２の長手方向の長さは，内側移動レール７００を案内するのに適当な長さを有しな
ければならならず，好ましくは，移動部材２００’の全長にわたって形成される。この保
持板２７２は，内側移動レール７００の左右方向への振動を抑制する役割をする。移動部
材２００’の他の部分は，移動部材２００の実施形態と同様である。
【００５２】
　また，前記保持板２７２の端部に案内フランジ２７４が形成されることが好ましい。こ
の案内フランジ２７４は，保持板２７２の適当な高さ上に形成されるべきである。この案
内フランジ２７４は，内側移動レール７００の上下方向への振動を抑制する役割をする。
【００５３】
　一方，使用中，場合に応じて移動ピンガイド３００が引込み位置に来るとき，移動ピン
４００が曲線ガイド部１２５に係止されている状態（図１１の状態）ではなく，完全引込
み位置，すなわち，直線ガイド部１２４に沿って移動を完了した状態（図１３の状態）に
あることもある。これは，スライドが引出し位置にあるとき，使用者の不注意などにより
，他の部材がスライド内に食い込んで，この他の部材が移動ピン４００を曲線ガイド部１
２５に係止されている状態から解除させる場合に生じ，このような非正常的な作動状態の
場合も，本発明によるスライド用自動閉鎖装置は，本来の正常作動位置に容易に戻すこと
ができる。
【００５４】
　上述した状態にあるとき，すなわち，図１５に示すように，移動ピンガイド３００が引
込み位置に来るとき，移動ピン４００が直線ガイド部１２４に沿って移動を完了した状態
にある非正常的な作動状態である場合，移動ピンガイド３００は，使用者が収納部を引込
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み位置に押し込んで移動させる力によって引込み位置に移動し，移動ピンガイド３００の
第２の入口面３１２が移動ピン４００の支持杆４３０に合うようになる。第２の入口面３
１２は，約４５°方向に傾斜した面であるので，移動ピンガイド３００の継続的な引込み
位置への移動は，前記移動ピン４００の支持杆４３０を固定部材１００の緩衝切欠部１２
６に押し出す力を発生させる。この力は，支持突部１２７の自由端部を前記緩衝切欠部１
２６に移動させる。この移動によって，移動ピン４００が緩衝切欠部１２６の方向に移動
し，これは，移動ピン４００を，移動ピンガイド３００の第２の入口面３１２を経て移動
ピン係止部３２０の方向に移動させることにより，ついに移動ピン４００が移動ピンガイ
ド３００の移動ピン入口部３１０を経て，移動ピン係止部３２０に入るようにする。この
ようにして，移動ピン４００が移動ピンガイド３００の移動ピン係止部３２０に入ると，
本発明によるスライド用自動閉鎖装置は，本来の正常作動位置に戻った状態（図１３の状
態）となる。
【００５５】
　このとき，上述したように，支持突部１２７には，固定部材１００の裏面方向に支持突
部の捩れを防止する突起部１２８が形成されることが好ましい（図７ｂを参照）。この突
起部１２８は，本発明によるスライド用自動閉鎖装置が，上述のように，非正常的な状態
から正常的な作動状態へ戻るとき，すなわち，移動ピンガイド３００の継続的な引込み位
置への移動が，移動ピン４００の支持杆４３０を固定部材１００の緩衝切欠部１２６に押
し出す力を発生させて，支持突部１２７の自由端部を前記緩衝切欠部１２６に移動させる
とき，支持突部１２７が捩れず，緩衝切欠部１２６に線形移動するようにする。支持突部
１２７が激しく捩れると，場合によっては，移動ピン４００が固定部材１００の移動ピン
ガイド部１２３の直線ガイド部１２４を離脱して，緩衝切欠部１２６に入ることがあり，
これは，スライドを分解して正常位置に戻らせるまでは，自動閉鎖装置がそれ以上正常的
に作動できない状態となる。この突起部１２８は，支持突部１２７が捩れ力を受けるとき
，スライドの固定レール８００の内側面と接触して反発力を加えることにより，支持突部
１２７が捩れることを防止する。
【００５６】
　以上では，本発明を１つのスライドのみを用いて説明しているが，２つのスライドが対
称的に設置されて使用されなければ，その本来の目的を達成することができないことは，
当業者であれば誰でも理解すべきである。このとき，２つのスライドが対称的に設置され
るとき，本発明の自動閉鎖装置も対称的に製造され，すなわち，固定部材１００と移動ピ
ンガイド３００が互いに対をなして左右型で製造されて使用されなければならない。
【００５７】
　また，本発明による自動閉鎖装置を２つの移動レールと１つの固定レールを含む３部材
スライドを用いて説明したが，１つの移動レールと１つの固定レールのみを使用する２部
材スライドの場合も同様に適用され得ることは，当業者であれば誰でも理解すべきである
。
【００５８】
　また，本発明による自動閉鎖装置は，適切な強度と弾性を有するプラスチック材質で製
造されることが好ましいが，これに限定されるものではない。
【００５９】
　また，本発明による自動閉鎖装置を構成する移動ピンガイドは，別途に製造して移動レ
ールの端部に固定されるものでなく，移動レールの胴体の端部上にパンチなどの手段で形
成されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】３部材スライドの断面図である。
【図２】本発明による自動閉鎖装置が取り付けられた３部材スライドを示す斜視図である
。
【図３】本発明による自動閉鎖装置を示す斜視図である。
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【図４】移動ピンの斜視図である。
【図５】図５ａ乃至図５ｃは，それぞれ移動ピンガイドの斜視図，背面図，及び正面図で
ある。
【図６】図６ａ及び図６ｂは，移動部材の斜視図と正面図であり，図６ｃは，移動部材を
図６ａのＢ方向からみた断面図である。
【図７】図７ａ及び図７ｂは，固定部材の正面図と背面図である。
【図８】図７ａのＡ－Ａ線による部分断面図である。
【図９】固定部材に移動ピンのみが固定された状態を示す斜視図である。
【図１０】図１０ａ及び図１０ｂは，移動ピンが固定部材の移動ピンガイド部の直線ガイ
ド部の端部に位置された状態と，曲線ガイド部に係止されている状態を示す図である。
【図１１】移動ピンが移動ピンガイドと分離された状態を示す図である。
【図１２】移動ピンガイドが曲線ガイド部に係止されている移動ピンと結合する状態を示
す図である。
【図１３】移動ピンガイドが移動ピンと結合して，スプリングによる力でスライドの完全
引込位置にある状態を示す図である。
【図１４】図１４ａは，移動部材の他の実施形態を示す斜視図であり，図１４ｂは，図１
４ａのＢ方向からみた移動部材の断面図である。
【図１５】自動閉鎖装置が非正常的な作動状態にあるものを示す図である。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５ａ】

【図５ｂ】

【図５ｃ】

【図６ａ】 【図６ｂ】
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【図６ｃ】 【図７ａ】

【図７ｂ】

【図８】

【図９】

【図１０ａ】

【図１０ｂ】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４ａ】
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【図１４ｂ】 【図１５】

【手続補正書】
【提出日】平成19年12月12日(2007.12.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対のスプリング５００と，
　支持杆４３０と，支持板４２０と，案内突起４１０とを有する円筒状の移動ピン４００
と，
　２つの入口面３１１，３１２で形成される移動ピン入口部３１０と，３つの係止面３２
３，３２４，３２５で形成される移動ピン係止部３２０とで構成される移動ピン案内溝３
５０と，第１の連結手段とを有する移動ピンガイド３００と，
　その中心部分に溝２１１が設けられた板状部２１０と，この板状部２１０と一体で形成
される滑走板２２０と，スプリング５００の一方が結合されるスプリング係止部２１２と
を有する移動部材２００と，
　前記スプリング５００の他方が結合されるスプリング係止部１１１を有する支持部１１
０と，両側部に設けられる移動部材滑走部１２１と内側に設けられる移動ピンガイド部１
２３とを有する延長板部１２０と，ヘッド部１３０と，第２の連結手段とを有する板状の
固定部材１００と，を備え，
　前記スプリング５００は, 両端部の近傍にテーパ部５１０を有するテーパ状スプリング
から成り，
　移動部材２００の滑走板２２０は，突出部２２１と滑走溝２２２とで構成され，



(17) JP 2008-515524 A 2008.5.15

　固定部材１００の移動ピンガイド部１２３は，直線ガイド部１２４と曲線ガイド部１２
５とで構成され，
　移動ピン４００は，固定部材１００の移動ピンガイド部１２３に固定され，移動部材２
００の溝２１１に移動ピン４００の支持杆が挿入された状態で，移動部材２００の滑走溝
２２２が固定部材１００の移動部材滑走部１２１に固定され，移動部材２００が前記固定
部材の滑走部１２１に沿って滑走するとき，移動ピン４００は，移動部材２００と相互一
体で固定部材の移動ピンガイド部１２３に沿って移動し，
　移動ピンガイド３００は，第１の連結手段によってスライドの移動レールの一端部に固
定されて，移動レールに沿って移動し，固定部材は，第２の連結手段によって，前記移動
ピンガイド３００に対応してスライドの固定レールの一端部に固定されることを特徴とす
る，スライド用自動閉鎖装置。
【請求項２】
　移動部材２２０の板状部２１０に設けられた溝２１１が，固定部材１００の移動ピンガ
イド部１２３の横方向の長さＣに相応する長さを有することを特徴とする請求項１に記載
の，スライド用自動閉鎖装置。
【請求項３】
　移動ピン係止部３２０の第２の直線係止面３２４に係止溝３２８が設けられることを特
徴とする請求項１に記載の，スライド用自動閉鎖装置。
【請求項４】
　第１の連結手段が，移動レールの連結突部７１０に結合される溝３３０であり，第２の
連結手段が，リベット連結１１２，１３１であることを特徴とする請求項１に記載の，ス
ライド用自動閉鎖装置。
【請求項５】
　固定部材１００の延長板部１２０に緩衝切欠部１２６が形成されており，移動ピンガイ
ド部１２３の直線ガイド部１２４と平行な方向に相互連通して形成され，移動ピンガイド
部１２３と緩衝切欠部１２６との間に支持突部１２７が形成され，この支持突部１２７上
に支持突部の捩れを防止する突起部１２８が形成されることを特徴とする請求項１に記載
の，スライド用自動閉鎖装置。
【請求項６】
　移動ピンガイド３００の両側部に緩衝部３４０と緩衝溝３４１が形成されており，緩衝
部３４０は外側に広げられるように形成されて弾性作用を有することを特徴とする請求項
１に記載の，スライド用自動閉鎖装置。
【請求項７】
　固定部材１１０の延長板部１２０に，移動部材滑走部１２１と隣接してこれと並んだ方
向に突起部１２２が設けられることを特徴とする請求項１に記載の，スライド用自動閉鎖
装置。
【請求項８】
　移動部材２００の一面上に移動レール案内部２７０が設けられることを特徴とする請求
項１に記載の，スライド用自動閉鎖装置。
【請求項９】
　前記移動レール案内部２７０が，移動部材２００に一体で形成される保持板２７２で構
成され，保持板２７２の端部には，案内フランジ２７４が設けられることを特徴とする請
求項９に記載の，スライド用自動閉鎖装置。
【請求項１０】
　スライドが，固定レール８００と，２つの移動レール７００，９００と，各レール間に
設けられ，移動レールが滑走移動可能にこれらを連携させるボールリテイナー９５０と，
を備え，
　前記スライドに，前記請求項のいずれか１項に記載の，自動閉鎖装置が取り付けられた
ことを特徴とする，自動閉鎖装置が取り付けられたスライド 。
【請求項１１】
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　移動レール９００の端部に，自動閉鎖装置の一部が長手方向に収容されるレール溝９１
０が設けられることを特徴とする請求項１０に記載の，自動閉鎖装置が取り付けられたス
ライド 。
【請求項１２】
　前記スライドが，固定レールと，１つの移動レールと，これらのレール間に設けられ，
移動レールが滑走移動可能にこれらを連携させるボールリテイナーと，を備えることを特
徴とする請求項１０に記載の，自動閉鎖装置が取り付けられたスライド。
【請求項１３】
　前記スライドが，キムチ冷蔵庫用スライドであることを特徴とする請求項１０に記載の
，自動閉鎖装置が取り付けられたスライド。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，スライド用自動閉鎖装置及びその装置が取り付けられたスライドに関し，よ
り詳細には，引出しなどのような収納部を密閉位置に移動させるとき，スプリングによる
弾性付勢力による手段によって，収納部を自動的に全閉位置に移動させるスライド用自動
閉鎖装置及び該装置が取り付けられたスライドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　スライドは，収納部が位置する本体の内側空間部の壁面に相互対称となるように一対で
取り付けられ，収納部を本体に対してスライド式で密閉位置と開放位置に移動させる部材
であって，スライドが用いられる最も代表的なものが，机，たんす，化粧台などの引出し
であり，その他，キムチ冷蔵庫のように収納部を有し，この収納部を本体に対してスライ
ド式で密閉または開放させる必要があるものであれば，いずれにも用いられ得る。
【０００３】
　従来，収納部が全閉するまで収納部に力を加えなければならず，収納部にあまりにも力
を加えて閉めようとする場合，収納部が本体との衝撃反発力によりまた開いてしまう不便
さがあり，収納部を設ける場合，本体の内側に若干の勾配を与えてスライドを設けること
により，収納部が開くことを防止しつつ，自動的に閉まるようにし得るが，前記収納部と
これに収納された物品の荷重により強い衝撃を伴って閉められるようになるため，本体，
収納部自体，及び収納部を支持するスライドのレールに損傷を与えるという問題があった
。
【０００４】
　このような問題を解決するために，本出願人は，大韓民国実用新案登録第２０－０２８
７９９６号公報において「収納器具用スライダの固定，案内装置」を開示している。しか
しながら，この装置は，一つのフック状のスプリングを用いるため，重い物品が収納され
る収納部に用いる場合，前記スプリングのフック部が破断しやすく，長期間使用すること
ができないという問題があった。
【０００５】
　また，ＷＯ２００１－８２７４９号にはガイドピン，スプリング，アクチュエータ，ハ
ウジングを含む自動閉鎖式スライド用装置も開示されている。このスライド装置のスプリ
ングとアクチュエータは，ガイドピンに設けられ，スプリングがアクチュエータをハウジ
ングの後壁へ加圧するように位置される。スプリングは，スライドの開放位置では圧縮状
態にあり，スライドの閉鎖位置では正常状態にあることにより，スプリングが伸長状態と
なることを回避して，スプリングの破断を防止している。
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【０００６】
　前記装置のハウジングは，対向する側壁，後壁，上部壁及び前方壁を有し，ガイドピン
，スプリング，アクチュエータの全てをハウジング内に収容可能な構造を有する。すなわ
ち，ハウジングは，箱のような構造を有し，前記ガイドピン，スプリング，アクチュエー
タが箱内に位置する構造を有する。しかしながら，このような構造のハウジングは，製造
が容易でなく，製造費も高くなる。しかも，ハウジングをスライドの固定部材（外側部材
）に固定させるためには，複数のレッグ部をハウジングに一体で形成しなければならず，
これによって，製造がさらに複雑となり，製造費もさらに増加させる要因となっている。
【０００７】
発明の開示
　本発明は，上述の問題点に鑑みて開発されたもので，その目的は，使われるスプリング
が早期に破断されず，構造が簡便なスライド用自動閉鎖装置及びその装置が取り付けられ
たスライドを提供することにある。
【０００８】
　上記目的を達成すべく，本発明によれば，スライド用自動閉鎖装置は，一対のスプリン
グ，移動ピン，移動ピンガイド，板状の移動部材，及び板状の固定部材で構成される。
【０００９】
　また，本発明によれば，移動ピンは，支持杆，支持板，及び案内突起を有し，その断面
は円筒状であることが好ましく，移動ピンガイドは，２つの入口面で形成される移動ピン
入口部と，三つの係止面で形成される移動ピン係止部とからなる移動ピン案内溝，及び第
１の連結手段を備える。移動部材は，その中心部分に溝を有する板状部，この板状部と一
体で形成される滑走板，及びスプリングの一方が結合されるスプリング係止部を備える。
また，固定部材は，前記スプリングの他方が結合されるスプリング係止部を有する支持部
，両側部に設けられる移動部材滑走部と，内側に設けられる移動ピンガイド部とを有する
延長板部，ヘッド部，及び第２の連結手段を備える。
【００１０】
　また，本発明によれば，移動部材の滑走板は，突出部と滑走溝とで構成され，固定部材
の移動ピンガイド部は，直線ガイド部と曲線ガイド部とで構成され，移動ピンガイドは，
第１の連結手段によってスライダの移動レールの一端部に固定されて，移動レールに沿っ
て移動し，固定部材は，第２の連結手段によって，前記移動ピンガイドに対応してスライ
ドの固定レールの一端部に固定される。
【００１１】
　また，本発明によれば，移動ピンは，固定部材の移動ピンガイド部に固定され，移動部
材の溝に移動ピンの支持杆が挿入されたまま，移動部材の滑走溝が固定部材の移動部材滑
走部に固定されて，移動部材が前記固定部材の滑走部に沿って滑走するとき，移動ピンは
，移動部材と相互一体で固定部材の移動ピンガイド部に沿って移動するようになる。
【００１２】
　また，本発明によれば，スライドが引き出された状態では，自動閉鎖装置の移動ピンが
固定部材の曲線ガイド部に位置され，スライドが引き込まれた状態では，移動ピンが固定
部材の直線ガイド部の内側端部に位置されており，スプリングの弾性引張及び収縮力によ
って前記位置の間を移動することにより，スライドを自動で閉鎖させる作用をする。本発
明による自動閉鎖装置の場合，使われるスプリングが早期に破断されず，構造が簡便であ
り，製造費用が安価であり，その作動状態が非正常的な状態でも正常的な状態へ容易に戻
ることができるという利点がある。
【００１３】
　また，本発明によれば，移動ピン係止部の第２の直線係止面に係止溝が設けられること
が好ましい。
【００１４】
　また，本発明によれば，前記スプリングが，その両端が全てテーパ状であることが好ま
しい。
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【００１５】
　また，本発明によれば，固定部材の延長板部に移動部材滑走部と隣接して，これと並ん
だ方向に突起部が設けられることが好ましい。
【００１６】
　また，本発明によれば，移動部材の一面上に移動レール案内部が設けられることが好ま
しい。
【００１７】
発明の効果
　本発明によれば，スライド用自動閉鎖装置は，収納部が全閉するまで収納部に力を加え
なくても収納部が自動に密閉され，閉める際に，収納部にあまりにも力を加えた場合も，
該収納部が衝撃反発力によりまた開いてしまうことを防止することができる。
【００１８】
　また，使われるスプリングが早期に破断されず，構造が簡便で，製造費用が安価であり
，その作動状態が非正常的な状態でも，正常的な作動状態に容易に復帰させることができ
る。
【００１９】
　また，スライドの移動レールの先端部の振動を抑制して，自動閉鎖装置を円滑に作動さ
せることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下，本発明の好ましい実施形態を，添付図面に基づき詳細に説明する。
【００２１】
　一般に，スライドは，２部材（固定レールと移動レールを含む）または３部材（固定レ
ールと２つの移動レールを含む）で構成される。３部材スライド１０は，通常，固定レー
ル（外側部材）８００と，２つの移動レール，すなわち，固定レール８００内を滑走移動
する中間移動レール（中間部材）９００と，中間移動レール９００内を滑走移動する内側
移動レール（内側部材）７００とを備えている（図１及び図２を参照）。各レール間には
，適正な長さのボールリテイナー９５０があり，このボールリテイナー９５０にはボール
９５５が保持されており，各移動レール７００，９００が円滑に滑走移動することができ
るようになる。
【００２２】
　スライド１０は，図２に示すように，引出しのような収納部９６０を本体（図示せず）
に対してスライド式に密閉位置と開放位置に移動させる部材である。固定レール８００が
本体の適当な位置に取り付けられることにより，スライド１０が設けられ，収納部９６０
は，連結孔７２０を介して螺合固定する等の固定手段によって内側移動レール７００に固
定される。従って，収納部９６０の移動は，内側移動レール７００及び／または中間移動
レール９００の滑走移動をもたらす。収納部９６０の全閉位置では，スライド１０が完全
に折り畳まれた（移動レールが全て引き込まれる）状態となり，収納部９６０の全開位置
ではスライド１０が完全に広げられた（移動レールが全て引き出され延びた）状態となる
。
【００２３】
　本発明によるスライド用自動閉鎖装置２０は，固定レール８００の最後端部に設けられ
る。中間移動レール９００の最後端部には，自動閉鎖装置２０の一部を長手方向に収容可
能にするレール溝９１０が設けられている。
【００２４】
　図３は，本発明による自動閉鎖装置２０の好ましい実施形態を示す斜視図であり，この
装置２０は，移動ピン４００と，移動部材２００と，固定部材１００と，１対のスプリン
グ５００とを備えている。また，自動閉鎖装置２０は，内側移動レール７００の内側に固
定され，移動ピン４００と着脱可能に係合する移動ピンガイド３００を備えている（図１
１を参照）。
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【００２５】
　図４は，移動ピンの斜視図である。移動ピン４００は，一方に案内突起４１０，他方に
支持杆４３０を有し，その中間部分に支持板４２０を有する。移動ピン４００には，前記
案内突起４１０と支持板４２０によってその間に溝部４１１が形成される。移動ピン４０
０の支持杆４３０は，一般に円筒状を有する。
【００２６】
　図５ａ乃至図５ｃは，それぞれ移動ピンガイド３００を示す斜視図，背面図及び正面図
である。移動ピンガイド３００には，移動ピン案内溝３５０が設けられ（図５ａ），この
移動ピン案内溝３５０は，移動ピン入口部３１０と移動ピン係止部３２０とで構成される
（図５ｂ）。移動ピン入口部３１０は，第１の入口面３１１と第２の入口面３１２とで形
成され，移動ピン係止部３２０は，第１の直線係止面３２３と，第２の直線係止面３２４
と，曲線係止面３２５とで形成されている。移動ピン入口部３１０の第２の直線係止面３
２４には，移動ピンが係止する係止溝３２８が形成されていることが好ましい。移動ピン
案内溝３５０の詳細については後述する。
【００２７】
　移動ピンガイド３００には，移動ピンガイドをスライドの内側移動レール７００（図１
１を参照）に連結する第１の連結手段が設けられている。図５ａには，前記第１の連結手
段として，移動レール７００の連結突部７１０が挿入される溝３３０が形成されたものを
示している。
【００２８】
　また，移動ピンガイド３００には，対向両側部に緩衝部３４０が形成されていることが
好ましい。この緩衝部３４０は外側へ少し広げられるように形成され，緩衝部３４０の周
囲には緩衝溝３４１が形成されている。前記緩衝部３４０が外側へ広げられる形態を有す
るので，移動ピンガイドの背面（ここで，背面とは，移動ピンガイドがスライドの内側移
動レールに固定されるとき，その連結面をいう。）を示す図５ｂには，緩衝部３４０が移
動ピンガイド３００の両側部より突出するように示されているが，移動ピンガイドの正面
を示す図５ｃでは，移動ピンガイド３００の両側面が直線で示されている。この緩衝部３
４０は，移動ピンガイド３００がスライドの内側移動レール７００に挿入されるときは，
弾性的な緩衝作用（移動ピンガイドを含む本発明の自動閉鎖装置は，全て適当なプラスチ
ック材料で作られるので，このような構成の緩衝部は弾性作用を有する）で容易に挿入さ
れるが，一旦，挿入された後は，移動ピンガイド３００がスライドの内側移動レール７０
０から離脱することを防止する作用を奏する。このように，移動ピンガイド３００は，前
記第１の連結手段と緩衝部３４０によって内側移動レール７００に容易に挿入されて確実
に固定されている。
【００２９】
　図６ａと図６ｂは，移動部材２００の斜視図と正面図であり，図６ｃは，移動部材２０
０を図６ａのＢ方向からみた断面図である。移動部材２００は，略方形状の板状部２１０
と，この板状部２１０と一体で形成される滑走部２２０と，板状部２１０の両側部に設け
られるスプリング係合部２１２とで構成されている。
【００３０】
　滑走部２２０には，突出部２２１とＵ字状の滑走溝２２２が設けられ，この滑走溝２２
２は，後述する固定部材１００の移動部材滑走部１２１と係合するようになる。
【００３１】
　スプリング係止部２１２は，連結面２２３に対向する方向の板状部２１０の両側部に形
成される。 本発明では，スプリングは,両端部にフックが形成された環状のスプリングで
はなく，両端部の近傍にテーパ部５１０を有するスプリング(テーパ状スプリング)５００
が使用される(図１０ａ 及び図１０ｂ参照)。これは，テーパ状スプリング５００が，フ
ック状のスプリングに比べてスライドの収納部に重い荷重が加えられても，スプリングが
破断することなく，長期間にわたって使用され得るからである。本出願人の実験によれば
，同一の荷重がかかる収納部を用いて実験した結果，フック状スプリングは，約５，００
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０回にわたって繰り返し使用すると，スプリングのフック部が破断されたが，同一強度の
テーパ状の場合，フック状に比べて５倍以上の使用寿命を有することが示された。図６ａ
のスプリング係止部２１２は，テーパ状スプリング５００のテーパ部分５１０が挿入され
る溝部２１５を有し，テーパ状スプリング５００の端部が挿入できるように形成されてい
る。
【００３２】
　板状部２１０には，その中心部分に溝２１１が設けられている。この溝２１１には，図
４において説明した移動ピン４００の支持杆４３０部分が滑走溝２２２の方向から挿入さ
れる。前記溝２１１には，支持杆４３０が挿入されて支持杆が左右方向に移動するが，こ
のとき，固定部材１００に設けられる移動ピンガイド部１２３の横方向の長さＣ（図７ａ
を参照）に相応する長さを有することが好ましい。また，板状部２１０の一側には，他の
部材と衝突するとき，移動部材２００に加えられる衝撃を緩衝させる役割をする衝撃緩衝
部２１３が形成されていることが好ましい。
【００３３】
　図７ａ及び図７ｂは，固定部材１００の正面図と背面図であって，ここで，背面とは，
固定部材１００がスライドの固定レール８００（図１１を参照）に固定されるとき，その
連結面をいう。固定部材１００は，支持部１１０と，この支持部１１０と一体で形成され
る延長板部１２０と，この延長板部１２０と一体で形成されるヘッド部１３０とで構成さ
れ，全体として板状の形態を有する。
【００３４】
　支持部１１０には，係止段１１９に対向する方向の両側部に，前記スプリング５００の
一側が係止されるスプリング係止部１１１が設けられる。このスプリング係止部１１１も
，テーパ状スプリング５００のテーパ部５１０が挿入される溝部１１５を有し，図６ａの
スプリング係止部２１２に相応する構造を有する。
【００３５】
　延長板部１２０の内側には，縦方向に移動ピンガイド部１２３が設けられ，移動ピンガ
イド部１２３は，直線ガイド部１２４と曲線ガイド部１２５とで構成される。移動ピンガ
イド部１２３には，移動ピン４００が固定されて滑走運動を行うようになる。延長板部１
２０の両側面には，移動部材２００の滑走溝２２２が挿入される移動部材滑走部１２１が
設けられている。この移動部材滑走部１２１は，延長板部１２０の胴体の厚さよりも薄く
，前記滑走溝２２２の大きさに相応する厚さを有するように形成される。また，延長板部
１２０には，図７ａのＡ－Ａによる部分断面図を示す図８に図示のように，移動部材滑走
部１２１に隣接して，これと並んだ方向に突起部１２２が設けられている。この突起部１
２２は，移動部材２００が両側面または長手方向に作用する圧縮力を受けても，移動部材
２００が撓んだり捩れたりすることを防ぐ支持体の作用をする。また，延長板部１２０に
は，移動ピンガイド部１２３の直線ガイド部１２４の一側に緩衝切欠部１２６が形成され
る。緩衝切欠部１２６は，移動ピンガイド部１２３と平行な方向に相互連通して形成され
，移動ピンガイド部１２３と緩衝切欠部１２６間には，支持突部１２７が形成されている
。支持突部１２７には，固定部材１００の裏面方向に支持突部の捩れを防止する突起部１
２８が設けられることが好ましい。この緩衝切欠部１２６と突起部１２８の作用について
は後述する。
【００３６】
　固定部材１００のヘッド部１３０には，衝撃緩衝部１３２が形成されることが好ましい
。この衝撃緩衝部１３２は，スライドの他の部材（例えば，３部材スライドの場合，中間
移動レール）と衝突するとき（スライドが引込み位置に来るとき衝突が生じる），その衝
撃を吸収する作用をする。
【００３７】
　固定部材１００の支持部１１０とヘッド部１３０には，固定部材をスライドの固定レー
ル８００に連結する第２の連結手段が形成されている。ここでは，第２の連結手段として
のリベット連結のための連結孔１１２，１３１が図示されている。
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【００３８】
　以下，上述した構成部材間の関係及び作用について説明する。
【００３９】
　先ず，移動ピン４００が固定部材１００の移動ピンガイド部１２３に固定される。図９
は，固定部材１００に移動ピン４００のみが挿着された状態を示す斜視図である。この連
結は，移動ピン４００の案内突起４１０と支持板４２０によって形成される溝部４１１が
，固定部材１００の移動ピンガイド部１２３に嵌合されるように挿入され，案内突起４１
０が固定部材１００の裏面に向け，また支持杆４３０が前面に向けるように挿入されて構
成される。このとき，前記挿入は，固定部材１００の緩衝切欠部１２６の方向へ支持突部
１２７を押しながら，移動ピン４００の案内突起４１０を移動ピンガイド部１２３に押し
込むことにより，容易に行われる。移動ピン４００が移動ピンガイド部１２３に挿着され
ると，移動部材２００の溝２１１に移動ピン４００の支持杆４３０を挿入し，移動部材２
００の滑走溝２２２に固定部材１００の移動部材滑走部１２１を挿入することにより，移
動部材２００を固定部材１００に連結する。最後に，スプリング５００の一方は，固定部
材１００のスプリング係止部１１１に連結し，スプリング５００の他方は，移動部材２０
０のスプリング係止部２１２に連結する。図３は，このように構成した状態を示す斜視図
である。このような構成により，移動部材２００が固定部材の移動部材滑走部１２１に沿
って滑走するとともに，移動ピン４００は，移動部材と一体となって固定部材１００の移
動ピンガイド部１２３に沿って移動するようになる。
【００４０】
　図１０ａと図１０ｂは，固定部材１００と，移動部材２００と，移動ピン４００と，ス
プリング５００とが結合された状態を示す自動閉鎖装置の正面図であって，図１０ａは，
移動ピン４００が固定部材１００の移動ピンガイド部１２３の直線ガイド部１２４の端部
に位置した状態を示し，図１０ｂは，移動ピン４００が移動ピンガイド部１２３の曲線ガ
イド部１２５に係止されている状態を示す図である。移動ピン４００は，この二つの位置
間を移動する。移動ピン４００が曲線ガイド部１２５に係止されているときは，図示のよ
うにスプリング５００は最大に引っ張られている状態となる。
【００４１】
　上述したように，移動ピン４００と，移動部材２００と，スプリング５００とが結合さ
れた固定部材１００は，第２の連結手段によってスライドの固定レール８００に固定され
，移動ピンガイド３００は，第１の連結手段によってスライドの内側移動レール７００に
固定される。
【００４２】
　次に，図１１乃至図１３を参照して，本発明による自動閉鎖装置の作用について説明す
る。図１１乃至図１３において，図示したスライドは，２つの移動レール（中間移動レー
ルと内側移動レール）と１つの固定レールとを有する３部材スライドであるが，簡略化の
ために，内側移動レール７００と固定レール８００との間にある中間移動レールは図示し
ておらず，便宜を図るために，収納部と本体壁部を省略し，スライドのみを図示して説明
しており，また固定部材１００は固定レール８００に固定され，移動ピンガイド３００は
固定部材１００と向かい合って内側移動レール７００の内側に固定されて外部から見えな
いが，ここでは便宜上，移動ピンガイド３００を実線で示している。
【００４３】
　図１１は，固定部材１００がスライドの固定レール８００にリベット連結され，移動ピ
ンガイド３００がスライドの内側移動レール７００の連結突部７１０に固定された状態で
，相互に分離された状態を示している。すなわち，収納部を開放位置から密閉位置に押し
込むようになると，スライドの内側移動レール７００が引出し位置から引込み位置に来る
状態であって，移動部材２００の溝２１１に挿入されて移動部材２００と一体で動く移動
ピン４００は，固定部材１００の移動ピンガイド部１２３の曲線ガイド部１２５に係止さ
れている状態であり，スプリング５００は最大に引っ張られた状態である。
【００４４】
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　図１２は，内側移動レール７００がさらに引込み位置に移動し，移動ピンガイド３００
が曲線ガイド部１２５に係止されている移動ピン４００，特に移動ピン４００の支持杆４
３０と結合する状態を示す図である。移動ピン４００の支持杆４３０は，第１の入口面３
１１と第２の入口面３１２によって形成される移動ピン入口部３１０に挿入され，続けて
移動ピン係止部３２０の第１の直線係止面３２３と第２の直線係止面３２４に沿って移動
するようになる。この移動によって，移動ピン４００が曲線ガイド部１２５に係止されて
いる状態から離脱されるようになる。移動ピン４００が曲線ガイド部１２５からの離脱を
完了すると，直ぐスプリング５００の引張力によって移動部材２００と，これと一体とし
て移動する移動ピン４００が直線ガイド部１２４に沿って移動し，移動部材２００の連結
面２２３（図６aを参照）が固定部材１００の係止段１１９に固定されるまで，固定部材
１００の直線ガイド部１２４に沿って完全引込み位置に移動し，このとき，移動ピンガイ
ド３００の第２の直線係止面３２４上に移動ピン４００の支持杆４３０が係止されている
状態であるので，移動ピンガイド３００は，移動ピン４００に沿って移動するようになり
，これは，スライドの内側移動レール７００を完全引込み位置に自動的に移動させる結果
をもたらす。
【００４５】
　本発明によると，上述したように，第２の直線係止面３２４に係止溝３２８が形成され
る。前記係止溝３２８は，移動ピン４００が曲線ガイド部１２５からの離脱が殆ど終了す
る瞬間，移動ピン４００の支持杆４３０が係止される位置に形成される。このようにして
，移動ピン４００が曲線ガイド部１２５からの離脱を終了すると，直ぐ移動ピン４００の
支持杆４３０が安全に前記係止溝３２８に係止されて直線ガイド部１２４に沿って移動す
るようになる。
【００４６】
　図１３は，移動ピンガイド３００が移動ピン４００の支持杆４３０と結合してスプリン
グ５００による力でスライドの完全引込み位置（すなわち，収納部が完全に閉められた状
態）にある状態を示す図である。
【００４７】
　スライドの引出しは，前記過程の逆順で行われる。スライドの内側移動部材を引き出す
（すなわち，収納部を引き出す）とき，図１３に示す状態であった移動ピン４００は，移
動ピンの支持杆４３０が係止溝３２８に係止されている状態で直線ガイド部１２４に沿っ
て移動し，曲線ガイド部１２５に到着すると，前記支持杆４３０が係止溝３２８から離脱
して，第２の直線係止面３２４に沿って移動ピン入口部３１０の方向へ移動する。前記支
持杆４３０が第２の直線係止面３２４に沿って移動し，移動ピン入口部３１０に到着する
と，移動ピン４００は，固定部材１００の移動ピンガイド部１２３の曲線ガイド部１２５
に係止された状態（図１２の状態）となり，次に，引出し位置への継続的な移動は，移動
ピン４００が移動ピンガイド３００の移動ピン入口部３１０を離脱して移動ピンガイド３
００と分離されるようになる。このような移動ピンガイド３００が移動ピン４００と分離
されて引出し位置に行く状態は，図１１に示されている状態に該当するようになる。
【００４８】
　以上のように，スライドの内側移動レール７００が引出し位置にあるときは，移動ピン
４００が固定部材１００の曲線ガイド部１２５に係止された状態にあり，また内側移動レ
ール７００が引込み位置に移動するときは，内側移動レール７００に固定された移動ピン
ガイド３００の移動ピン係止部３２０が移動ピン４００の支持杆４３０と結合し，スプリ
ング５００の弾性付勢力で引っ張られて，固定部材１００の直線ガイド部１２４に沿って
移動し，移動部材２００の連結面２２３が固定部材１００の係止段１１９に固定されるま
で，固定部材１００の直線ガイド部１２４に沿って移動することにより，収納部を自動に
全閉位置に移動させることができる。
【００４９】
　上述したように，スライドの移動レール７００，９００は，ボールリテイナー９５０に
よって連携されて引き込まれまたは引き出されるようになるが，このとき，移動レールは
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，ボールリテイナー９５０のみによって支持されるので，移動レールの先端部が移動する
とき揺れるようになる。このような移動レールの先端部の振動は，特に図１１に示す状態
から，移動ピンガイド３００が移動ピン４００と結合する図１２の状態へ移行するとき，
移動ピンガイド３００が移動ピン４００と結合するにあたって障害をもたらすこともあり
得る。すなわち，移動レールの先端部の振動は，自動閉鎖装置の円滑な作動を防止する恐
れがある。
【００５０】
　図１４aは，移動部材の他の実施形態を示す図であって，移動レールの先端部が振動す
ることを防止する移動レール案内部２７０が設けられた移動部材２００’の斜視図であり
，図１４ｂは，図１４ａのＢ方向からみた断面図である。
【００５１】
　移動レール案内部２７０は，図示のように，Ｕ字状の滑走溝２２２が形成される移動部
材２００’の表面に対向する面上に形成されている。この移動レール案内部２７０は，移
動部材２００’に一体で形成される保持板２７２で構成されている。この保持板２７２は
，四角柱状であることが好ましいが，三角柱状であってもよい。また，この保持板２７２
は，内側移動レール７００の幅に相当する幅を有するように形成される。このとき，保持
板２７２の長手方向の長さは，内側移動レール７００を案内するのに適当な長さを有しな
ければならならず，好ましくは，移動部材２００’の全長にわたって形成される。この保
持板２７２は，内側移動レール７００の左右方向への振動を抑制する役割をする。移動部
材２００’の他の部分は，移動部材２００の実施形態と同様である。
【００５２】
　また，前記保持板２７２の端部に案内フランジ２７４が形成されることが好ましい。こ
の案内フランジ２７４は，保持板２７２の適当な高さ上に形成されるべきである。この案
内フランジ２７４は，内側移動レール７００の上下方向への振動を抑制する役割をする。
【００５３】
　一方，使用中，場合に応じて移動ピンガイド３００が引込み位置に来るとき，移動ピン
４００が曲線ガイド部１２５に係止されている状態（図１１の状態）ではなく，完全引込
み位置，すなわち，直線ガイド部１２４に沿って移動を完了した状態（図１３の状態）に
あることもある。これは，スライドが引出し位置にあるとき，使用者の不注意などにより
，他の部材がスライド内に食い込んで，この他の部材が移動ピン４００を曲線ガイド部１
２５に係止されている状態から解除させる場合に生じ，このような非正常的な作動状態の
場合も，本発明によるスライド用自動閉鎖装置は，本来の正常作動位置に容易に戻すこと
ができる。
【００５４】
　上述した状態にあるとき，すなわち，図１５に示すように，移動ピンガイド３００が引
込み位置に来るとき，移動ピン４００が直線ガイド部１２４に沿って移動を完了した状態
にある非正常的な作動状態である場合，移動ピンガイド３００は，使用者が収納部を引込
み位置に押し込んで移動させる力によって引込み位置に移動し，移動ピンガイド３００の
第２の入口面３１２が移動ピン４００の支持杆４３０に合うようになる。第２の入口面３
１２は，約４５°方向に傾斜した面であるので，移動ピンガイド３００の継続的な引込み
位置への移動は，前記移動ピン４００の支持杆４３０を固定部材１００の緩衝切欠部１２
６に押し出す力を発生させる。この力は，支持突部１２７の自由端部を前記緩衝切欠部１
２６に移動させる。この移動によって，移動ピン４００が緩衝切欠部１２６の方向に移動
し，これは，移動ピン４００を，移動ピンガイド３００の第２の入口面３１２を経て移動
ピン係止部３２０の方向に移動させることにより，ついに移動ピン４００が移動ピンガイ
ド３００の移動ピン入口部３１０を経て，移動ピン係止部３２０に入るようにする。この
ようにして，移動ピン４００が移動ピンガイド３００の移動ピン係止部３２０に入ると，
本発明によるスライド用自動閉鎖装置は，本来の正常作動位置に戻った状態（図１３の状
態）となる。
【００５５】
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　このとき，上述したように，支持突部１２７には，固定部材１００の裏面方向に支持突
部の捩れを防止する突起部１２８が形成されることが好ましい（図７ｂを参照）。この突
起部１２８は，本発明によるスライド用自動閉鎖装置が，上述のように，非正常的な状態
から正常的な作動状態へ戻るとき，すなわち，移動ピンガイド３００の継続的な引込み位
置への移動が，移動ピン４００の支持杆４３０を固定部材１００の緩衝切欠部１２６に押
し出す力を発生させて，支持突部１２７の自由端部を前記緩衝切欠部１２６に移動させる
とき，支持突部１２７が捩れず，緩衝切欠部１２６に線形移動するようにする。支持突部
１２７が激しく捩れると，場合によっては，移動ピン４００が固定部材１００の移動ピン
ガイド部１２３の直線ガイド部１２４を離脱して，緩衝切欠部１２６に入ることがあり，
これは，スライドを分解して正常位置に戻らせるまでは，自動閉鎖装置がそれ以上正常的
に作動できない状態となる。この突起部１２８は，支持突部１２７が捩れ力を受けるとき
，スライドの固定レール８００の内側面と接触して反発力を加えることにより，支持突部
１２７が捩れることを防止する。
【００５６】
　以上では，本発明を１つのスライドのみを用いて説明しているが，２つのスライドが対
称的に設置されて使用されなければ，その本来の目的を達成することができないことは，
当業者であれば誰でも理解すべきである。このとき，２つのスライドが対称的に設置され
るとき，本発明の自動閉鎖装置も対称的に製造され，すなわち，固定部材１００と移動ピ
ンガイド３００が互いに対をなして左右型で製造されて使用されなければならない。
【００５７】
　また，本発明による自動閉鎖装置を２つの移動レールと１つの固定レールを含む３部材
スライドを用いて説明したが，１つの移動レールと１つの固定レールのみを使用する２部
材スライドの場合も同様に適用され得ることは，当業者であれば誰でも理解すべきである
。
【００５８】
　また，本発明による自動閉鎖装置は，適切な強度と弾性を有するプラスチック材質で製
造されることが好ましいが，これに限定されるものではない。
【００５９】
　また，本発明による自動閉鎖装置を構成する移動ピンガイドは，別途に製造して移動レ
ールの端部に固定されるものでなく，移動レールの胴体の端部上にパンチなどの手段で形
成されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】３部材スライドの断面図である。
【図２】本発明による自動閉鎖装置が取り付けられた３部材スライドを示す斜視図である
。
【図３】本発明による自動閉鎖装置を示す斜視図である。
【図４】移動ピンの斜視図である。
【図５】図５ａ乃至図５ｃは，それぞれ移動ピンガイドの斜視図，背面図，及び正面図で
ある。
【図６】図６ａ及び図６ｂは，移動部材の斜視図と正面図であり，図６ｃは，移動部材を
図６ａのＢ方向からみた断面図である。
【図７】図７ａ及び図７ｂは，固定部材の正面図と背面図である。
【図８】図７ａのＡ－Ａ線による部分断面図である。
【図９】固定部材に移動ピンのみが固定された状態を示す斜視図である。
【図１０】図１０ａ及び図１０ｂは，移動ピンが固定部材の移動ピンガイド部の直線ガイ
ド部の端部に位置された状態と，曲線ガイド部に係止されている状態を示す図である。
【図１１】移動ピンが移動ピンガイドと分離された状態を示す図である。
【図１２】移動ピンガイドが曲線ガイド部に係止されている移動ピンと結合する状態を示
す図である。



(27) JP 2008-515524 A 2008.5.15

【図１３】移動ピンガイドが移動ピンと結合して，スプリングによる力でスライドの完全
引込位置にある状態を示す図である。
【図１４】図１４ａは，移動部材の他の実施形態を示す斜視図であり，図１４ｂは，図１
４ａのＢ方向からみた移動部材の断面図である。
【図１５】自動閉鎖装置が非正常的な作動状態にあるものを示す図である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６ａ
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図６ａ】

【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６ｂ
【補正方法】変更
【補正の内容】



(28) JP 2008-515524 A 2008.5.15

【図６ｂ】

【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７ａ
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図７ａ】

【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７ｂ
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図７ｂ】

【手続補正７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１０ａ
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１０ａ】

【手続補正８】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１０ｂ
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１０ｂ】
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