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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数段の掛け止め孔を有する棚柱と前記棚柱の任意の段の掛け止め孔に掛け止めされる
棚受け具とから成り、前記棚受け具は、受け具本体とこの受け具本体に一体に形成された
掛け止め片を含み、前記掛け止め片を前記棚柱の掛け止め孔の一方の縁に係入した状態で
、前記棚受け具を回転しながら前記掛け止め片を前記棚柱の掛け止め孔に掛け止めして前
記棚受け具を前記棚柱に着脱自在に取り付けるようにした棚受け装置において、前記掛け
止め片は、前記棚受け具を回転するに際に、前記掛け止め孔の両側の内壁面との当初の係
合位置から順次係合される後続の係合位置に向けて幅広となるように傾斜する外側面を有
し、前記掛け止め片は、前記傾斜外側面によって前記棚柱の掛け止め孔の内面壁に弾性的
に圧接して保持されるようにしたことを特徴とする棚受け装置。
【請求項２】
　複数段の掛け止め孔を有する棚柱と前記棚柱の任意の段の掛け止め孔に掛け止めされる
棚受け具とから成り、前記棚受け具は、受け具本体とこの受け具本体に一体に形成された
掛け止め片を含み、前記掛け止め片は、前記棚柱の前記任意の段の掛け止め孔の縁に係合
して前記掛け止め片を案内する湾曲部を有し、前記掛け止め片を前記棚柱の掛け止め孔の
一方の縁に係入し前記掛け止め片の湾曲部に沿って前記掛け止め片を回転誘導しながら前
記掛け止め片を前記棚柱の掛け止め孔に掛け止めして前記棚受け具を前記棚柱に着脱自在
に取り付けるようにした棚受け装置において、前記掛け止め片は、前記湾曲部に沿って回
転誘導される際に、前記掛け止め孔の両側の内壁面との当初の係合位置から順次係合され
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る後続の係合位置に向けて次第に幅広となるように傾斜する外側面を有し、前記掛け止め
片は、前記傾斜外側面によって前記棚柱の掛け止め孔の内面壁に弾性的に圧接して保持さ
れるようにしたことを特徴とする棚受け装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の棚受け装置であって、前記掛け止め片の傾斜外側面は、前記掛
け止め片の前記当初の係合位置から後続の係合位置に向けて下向きに幅広となる傾斜と前
記棚柱の掛け止め孔に入り込むにつれて前記受け具本体側に向けて次第に幅広となる傾斜
とを含んでいることを特徴とする棚受け装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の棚受け装置であって、前記掛け止め片は、相互に重
合する２枚の板片部から成り、前記２枚の板片部は、当初の係合位置から後続の係合位置
に向けて次第に間隔が広くなるように保持されて前記傾斜外側面を構成していることを特
徴とする棚受け装置。
【請求項５】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の棚受け装置であって、前記掛け止め片は、間隔をあ
けて保持された２枚の板片部を含み、前記２枚の板片部の間隔は、当初の係合位置から後
続の係合位置に向けて次第に間隔が広くなるように設定されて前記傾斜外側面を構成して
いることを特徴とする棚受け装置。
【請求項６】
　複数段の掛け止め孔を有する棚柱の任意の段の掛け止め孔に係入して掛け止めされるも
のであって、受け具本体と前記受け具本体に一体に形成された掛け止め片とを含み、前記
掛け止め片を前記棚柱の掛け止め孔の一方の縁に係入し、回転されながら前記掛け止め片
を前記棚柱の掛け止め孔に掛け止めして前記受け具本体が前記棚柱に着脱自在に取り付け
られる棚柱用棚受け具において、前記回転されるに際し、前記掛け止め孔の両側の内壁面
との当初の係合位置から順次係合される後続の係合位置に向けて幅広となるように傾斜す
る外側面を有することを特徴とする棚柱用棚受け具。
【請求項７】
　複数段の掛け止め孔を有する棚柱の任意の段の掛け止め孔に係入して掛け止めされるも
のであって、受け具本体と前記受け具本体に一体に形成された掛け止め片とを含み、前記
掛け止め片は、前記棚柱の前記任意の段の掛け止め孔の縁に係合して前記掛け止め片を案
内する湾曲部を有し、前記掛け止め片を前記棚柱の掛け止め孔の一方の縁に係入し前記掛
け止め片を前記湾曲部に沿って回転誘導しながら前記掛け止め片を前記棚柱の掛け止め孔
に掛け止めして前記受け具本体が前記棚柱に着脱自在に取り付けられる棚柱用棚受け具に
おいて、前記掛け止め片は、前記湾曲部に沿って回転誘導される際に、前記掛け止め孔の
両側の内壁面との当初の係合位置から順次係合される後続の係合位置に向けて次第に幅広
となるように傾斜する外側面を有し、前記掛け止め片は、前記傾斜外側面によって前記棚
柱の掛け止め孔の内面壁に弾性的に圧接して保持されるようにしたことを特徴とする棚柱
用棚受け具。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載の棚柱用棚受け具であって、前記掛け止め片の傾斜外側面は、前
記掛け止め片の前記当初の係合位置から後続の係合位置に向けて下向きに幅広となる傾斜
と前記棚柱の掛け止め孔に入り込むにつれて前記受け具本体側に向けて次第に幅広となる
傾斜とを含んでいることを特徴とする棚柱用棚受け具。
【請求項９】
　請求項６乃至８のいずれかに記載の棚柱用棚受け具であって、前記掛け止め片は、相互
に重合する２枚の板片部から成り、前記２枚の板片部は、当初の係合位置から後続の係合
位置に向けて次第に間隔が広くなるように保持されて前記傾斜外側面を構成していること
を特徴とする棚柱用棚受け具。
【請求項１０】
　請求項６乃至８のいずれかに記載の棚柱用棚受け具であって、前記掛け止め片は、間隔
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をあけて保持された２枚の板片部を含み、前記２枚の板片部の間隔は、当初の係合位置か
ら後続の係合位置に向けて次第に間隔が広くなるように設定されて前記傾斜外側面を構成
していることを特徴とする棚柱用棚受け具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、種々の壁体に固定して取り付けられる棚柱に棚受け具を着脱自在に取り付け
て構成される棚受け装置及びこの装置に用いられる棚受け具の改良に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、室内の適宜の壁や家具の内壁等に間隔をあけて相対して取り付けられる１対の
棚柱の任意の高さ位置にそれぞれ棚受け具を掛け止めし、これらの棚受け具の間に棚板を
載せて棚を構成することが行われている（特許文献１及び２参照）。
【０００３】
　これらの特許文献１、２に開示されている棚受け具は、受け具本体に一体に形成され、
棚柱の掛け止め孔に係入して掛け止めされる掛け止め片を含み、この棚受け具は、掛け止
め片の一端を棚柱の掛け止め孔に係入し、掛け止め孔の下縁に係合する掛け止め片の湾曲
部に沿って掛け止め片を回転誘導して掛け止め片を棚柱の掛け止め孔に掛け止めして棚柱
に着脱自在に取り付けられている。特許文献１に記載の棚受け具は、間隔をあけて設けら
れて１対の掛け止め孔にそれぞれ係入する１対の板片部を有する掛け止め片から成ってお
り、特許文献２に記載の棚受け具は、１つの掛け止め片から成っているが、いずれの形態
でも、掛け止め片を一端から棚柱の掛け止め孔に係入し湾曲部で回転誘導して棚受け具を
棚柱に掛け止めることでは共通している。
【０００４】
　しかし、これらの従来技術による棚受け具は、その掛け止め片を棚柱の掛け止め孔に係
入し掛け止めして棚受け具を棚柱に支持しているだけであるので、棚受け具は、棚柱の掛
け止め孔内で緩く貫通していて棚受け具を棚柱に堅固に取り付けることができないため、
棚受け具上に棚板を安定して載せることができなかったり、棚板を載せる際に、棚受け具
が棚柱から外れたりする虞があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開平４-５８１３２号公報
【特許文献２】特開２００４－２４８７８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする第１の課題は、棚受け具の掛け止め片を棚柱の掛け止め孔に
円滑に差し込むことができるが、棚受け具の掛け止め状態では掛け止め片が掛け止め孔内
に堅固に掛け止めされて棚受け具を棚柱に確実に支持することができる棚受け装置を提供
することにある。
【０００７】
　本発明が解決しようとする第２の課題は、棚柱の任意の掛け止め孔に掛け止めして取り
付けられる棚受け具であるが、この棚受け具の掛け止め片を棚柱の掛け止め孔に円滑に差
し込むことができ、且つ掛け止め片が掛け止め孔内に堅固に掛け止めされて棚柱に確実に
支持されることができる棚受け具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、第１の課題を解決するために、複数段の掛け止め孔を有する棚柱と前記棚柱
の任意の段の掛け止め孔に掛け止めされる棚受け具とから成り、前記棚受け具は、受け具
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本体とこの受け具本体に一体に形成された掛け止め片を含み、前記掛け止め片を前記棚柱
の掛け止め孔の一方の縁に係入した状態で、前記棚受け具を回転しながら前記掛け止め片
を前記棚柱の掛け止め孔に掛け止めして前記棚受け具を前記棚柱に着脱自在に取り付ける
ようにした棚柱用棚受け装置において、前記掛け止め片は、前記棚受け具を回転するに際
に、前記掛け止め孔の両側の内壁面との当初の係合位置から順次係合される後続の係合位
置に向けて幅広となるように傾斜する外側面を有し、前記掛け止め片は、前記傾斜外側面
によって前記棚柱の掛け止め孔の内面壁に弾性的に圧接して保持されるようにしたことを
特徴とする棚受け装置を提供することにある。
【０００９】
　本発明は、第１の課題を解決するために、複数段の掛け止め孔を有する棚柱と前記棚柱
の任意の段の掛け止め孔に掛け止めされる棚受け具とから成り、前記棚受け具は、受け具
本体とこの受け具本体に一体に形成された掛け止め片を含み、前記掛け止め片は、前記棚
柱の前記任意の段の掛け止め孔の縁に係合して前記掛け止め片を案内する湾曲部を有し、
前記掛け止め片を前記棚柱の掛け止め孔の一方の縁に係入し前記掛け止め片の湾曲部に沿
って前記掛け止め片を回転誘導しながら前記掛け止め片を前記棚柱の掛け止め孔に掛け止
めして前記棚受け具を前記棚柱に着脱自在に取り付けるようにした棚柱用棚受け装置にお
いて、前記掛け止め片は、前記湾曲部に沿って回転誘導される際に、前記掛け止め孔の両
側の内壁面との当初の係合位置から順次係合される後続の係合位置に向けて次第に幅広と
なるように傾斜する外側面を有し、前記掛け止め片は、前記傾斜外側面によって前記棚柱
の掛け止め孔の内面壁に弾性的に圧接して保持されるようにした棚受け装置を更に提供す
ることにある。
【００１０】
　本発明は、第２の課題を解決するために、複数段の掛け止め孔を有する棚柱の任意の段
の掛け止め孔に係入して掛け止めされるものであって、受け具本体と前記受け具本体に一
体に形成された掛け止め片とを含み、前記掛け止め片を前記棚柱の掛け止め孔の一方の縁
に係入し、回転されながら前記掛け止め片を前記棚柱の掛け止め孔に掛け止めして前記受
け具本体が前記棚柱に着脱自在に取り付けられる棚柱用棚受け具において、前記回転され
るに際し、前記掛け止め孔の両側の内壁面との当初の係合位置から順次係合される後続の
係合位置に向けて幅広となるように傾斜する外側面を有することを特徴とする棚柱用棚受
け具を提供することにある。
【００１１】
　本発明は、第２の課題を解決するために、複数段の掛け止め孔を有する棚柱の任意の段
の掛け止め孔に係入して掛け止めされるものであって、受け具本体と前記受け具本体に一
体に形成された掛け止め片とを含み、前記掛け止め片は、前記棚柱の前記任意の段の掛け
止め孔の縁に係合して前記掛け止め片を案内する湾曲部を有し、前記掛け止め片を前記棚
柱の掛け止め孔の一方の縁に係入し前記掛け止め片を前記湾曲部に沿って回転誘導しなが
ら前記掛け止め片を前記棚柱の掛け止め孔に掛け止めして前記受け具本体が前記棚柱に着
脱自在に取り付けられる棚柱用棚受け具において、前記掛け止め片は、前記湾曲部に沿っ
て回転誘導される際に、前記掛け止め孔の両側の内壁面との当初の係合位置から順次係合
される後続の係合位置に向けて次第に幅広となるように傾斜する外側面を有し、前記掛け
止め片は、前記傾斜外側面によって前記棚柱の掛け止め孔の内面壁に弾性的に圧接して保
持されるようにした棚柱用棚受け具を更に提供することにある。
【００１２】
　本発明の上記の第１と第２の課題解決手段において、前記掛け止め片の傾斜外側面は、
前記掛け止め片の前記当初の係合位置から後続の係合位置に向けて下向きに幅広となる傾
斜と前記棚柱の掛け止め孔に入り込むにつれて前記受け具本体側に向けて次第に幅広とな
る傾斜とを含んでいるのが好ましい。
【００１３】
　本発明の上記の第１と第２の課題解決手段において、前記掛け止め片は、相互に重合す
る２枚の板片部から成り、前記２枚の板片部は、当初の係合位置から後続の係合位置に向
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けて次第に間隔が広くなるように保持されて前記傾斜外側面を構成している形態とするこ
とができる。この形態において、受け具本体と掛け止め片とが１枚の板を折り曲げ成形し
て形成されるのが望ましく、受け具本体は、前記１枚の板を２つ折りに折り曲げて断面Ｔ
字形とし、前記掛け止め片は、前記Ｔ字形の受け具本体の脚部に一体に形成されることが
できる。
【００１４】
　また、本発明の上記の第１と第２の課題解決手段において、前記掛け止め片は、間隔を
あけて保持された２枚の板片部を含み、前記２枚の板片部の間隔は、当初の係合位置から
後続の係合位置に向けて次第に間隔が広くなるように設定されて前記傾斜した外側面を構
成している形態とすることができる。この場合、２枚の板片部は、共通の掛け止め孔に掛
け止められてもよいし、別個の掛け止め孔にそれぞれ掛け止められてもよい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、棚受け具の掛け止め片は、傾斜する外側面によって形成される狭い部
位から順次広い部位に向けて棚柱の掛け止め孔内に差し込まれて棚受け具を掛け止めする
ので、掛け止め片は、棚柱の掛け止め孔に円滑に差し込むことができる上に、棚受け具の
掛け止め後には掛け止め片が傾斜外側面の広い部位で掛け止め孔内に弾性的に圧接して掛
け止め孔内に堅固に掛け止めされ、従って棚受け具は、棚柱に確実に支持される。その結
果、棚受け具が棚柱から外れる虞がなく、棚板を安定して棚受け具に載せることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の１つの実施の形態による棚受け装置を示し、同図（Ａ）乃至（Ｃ）は、
それぞれ、この棚受け装置の正面図、側面図及び上面図である。
【図２】図１の棚受け装置に用いられる棚柱を示し、同図（Ａ）乃至（Ｄ）は、それぞれ
、この棚柱の正面図、側面図、下面図及び同図（Ｂ）のＤ－Ｄ線断面図である。
【図３】図１の棚受け装置に用いられる棚受け具を示し、同図（Ａ）乃至（Ｅ）は、それ
ぞれ、この棚受け具の正面図、左側面図、右側面図、上面図及び下面図、同図（Ｆ）乃至
（Ｈ）は、それぞれ、同図（Ａ）のＦ－Ｆ線、Ｇ－Ｇ線及びＨ－Ｈ線断面図である。
【図４】図３の棚受け具の斜視図である。
【図５】図１の棚受け装置を組み立てるために、棚柱に棚受け具を（Ａ）乃至（Ｄ）のよ
うに順次差し込んで棚受け具を縦断面で示された棚柱に掛け止めして支持する方法を工程
順に示す正面図である。
【図６】図５の工程の一部の拡大断面図であり、同図（Ａ）乃至（Ｃ）は、それぞれ、図
５（Ｂ）乃至（Ｄ）のＡ－Ａ線、Ｂ－Ｂ線及びＣ－Ｃ線拡大断面図である。
【図７】本発明の他の幾つかの実施の形態による棚受け装置を示し、同図（Ａ）（Ｂ）（
Ｃ）は、それぞれ３つの異なる実施の形態による棚受け具の掛け止め片と掛け止め孔との
関係を示す拡大側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の１つの実施の形態による棚受け装置１０を図１乃至図６を参照して以下に詳細
に述べると、この棚受け装置１０は、複数段の掛け止め孔２６を有する棚柱２０（図２参
照）と、この棚柱２０の任意の段の掛け止め孔２６に係入して掛け止めされる棚受け具３
０（図３及び図４参照）とから成っている。
【００１８】
　棚柱２０は、図２に示すように、腹板２２とその両端縁を同方向に折り曲げて形成され
た側板２４Ｌ、２４Ｒとを有する断面Ｕ字形の金属条（ウエブ）から成っており、複数段
の掛け止め孔２６は、腹板２２に適宜の間隔をあけて形成されている。なお、図２におい
て、符号２８は、この棚柱２０を図示しない壁体にねじで固定するためのねじ貫通孔であ
る。
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【００１９】
　棚受け具３０は、受け具本体３２とこの受け具本体３２から裏側に一体に延びる掛け止
め片３４とから成り、受け具本体３２は、台座３２Ｄとこの台座３２Ｄの下方に延びて棚
柱２０の腹板２２に衝合する衝合部３２Ｓとを含み、また掛け止め片３４は、棚柱２０の
任意の段の掛け止め孔２６に差し込んで棚柱２０に掛け止めされるフック３４Ｆとこのフ
ック３４Ｆの棚柱２０に面する側に形成された湾曲部３４Ｗとを有する。
【００２０】
この棚受け具３０は、その掛け止め片３４であるフック３４Ｆの一端（図示の例では上端
）棚柱２０の掛け止め孔２６に係入し、この掛け止め片３４を掛け止め孔２６内で湾曲部
３４Ｗに沿って回転誘導しながら掛け止め孔２６内を潜り抜けて受け具本体３２の衝合部
３２Ｓが棚柱２０の腹板２２に衝合するまで掛け止め片３４を棚柱２０の内側に差し込む
。このようにすると、受け具本体３２は、棚柱２０の腹板２２の内面に衝合する掛け止め
片３４と棚柱２０の腹板２２の外面に衝合する受け具本３２の衝合部３２Ｓとによって棚
受け具３０が掛け止め孔２６を跨って棚柱２０に掛け止めされて着脱自在に取り付けられ
る。
【００２１】
　掛け止め片３４は、湾曲部３４Ｗに沿って回転誘導される際に、掛け止め孔２６の両側
内壁面２６Ｓとの当初の係合位置から順次係合される後続の係合位置に向けて次第に幅広
となるように傾斜する外側面３４ＩＳを有し、掛け止め片３４は、この傾斜外側面３４Ｉ
Ｓによって棚柱２０の掛け止め孔２６の内面壁２６Ｓに弾性的に圧接して保持される。
【００２２】
　図示の形態では、掛け止め片３４の傾斜外側面３４ＩＳは、図３（Ｂ）乃至（Ｈ）及び
図４から解るように、掛け止め片３４の当初の係合位置から後続の係合位置に向けて下向
きに幅広となる傾斜３４ＩＮ１（特に、図３（Ｂ）（Ｃ）参照）と棚柱２０の掛け止め孔
２６に入り込むにつれて受け具本体３２側に向けて水平方向に次第に幅広となる傾斜３４
ＩＮ２（特に、図３（Ｄ）（Ｅ）参照）とを含んでいる。なお、図６（C）に示すように
、この傾斜外側面３４ＩＳは、掛け止め片３４が掛け止め孔２６を潜り抜けると、その根
元３４Ｎが掛け止め孔２６内に係合しており、傾斜外側面３４ＩＳは、この根元でもっと
も広い幅を有してほぼ平行に延びている。このようにすると、掛け止め片３４の根元３４
Ｎが広い面積で掛け止め孔２６の内壁面に係合するので、掛け止め孔２６に大きな力で圧
接されるので好ましいが、根元３４Ｎの外側面は、必ずしも平行でなくともよい。
【００２３】
　また、図示の形態では、棚受け具３０は、一枚の金属板を折り曲げ成形して形成され、
受け具本体３２は、台座３２Ｄとこの台座３２Ｄの両縁を下面に沿って延び台座３２Ｂの
下方中央で重合しながら垂下して形成された２枚重ねの脚部３２ＬＲ、３２ＬＬとから成
り、また掛け止め片３４は、受け具本体３２の脚部３２ＬＲ、３２ＬＬから延びる同様の
２枚重ねの板片部３４Ｒ、３４Ｌから成っている。
【００２４】
　掛け止め片３４の傾斜外側面３４ＩＳは、２枚重ねの板片部３４Ｒ、３４Ｌの間隔を当
初の係合位置から後続の係合位置に向けて下方向（図３（Ｂ）（Ｃ）参照）及び図３（Ａ
）の右水平方向（受け具本体３２に向かう方向）（図３（Ｄ）（Ｅ）参照）に次第に広く
なるように設定して形成されている。
【００２５】
　次に、上記の実施の形態の棚受け装置１０の組立方法を図５を参照して述べると、まず
、図５（Ａ）から図５（Ｂ）に示すように、受け具本体３２と掛け止め片３４の上端を棚
柱２０の任意の段の掛け止め孔２６に係入し、図５（Ｃ）に示すように、掛け止め片３４
をその湾曲部３４Ｗに沿って掛け止め孔２６内を回転誘導して、図５（Ｄ）に示すように
、掛け止め片３４全体を棚柱２０の掛け止め孔２６に潜り込ませるとともに、受け具本体
３２の衝合部３２Ｓを棚柱２０の腹板２２に係合させて棚受け具３０を棚柱２０に掛け止
めする。なお、棚柱２０は、ねじ貫通孔２８を貫通する図示しないねじを壁面Ｗ（図５の
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左側の壁）に固定される。
【００２６】
　既に述べたように、棚受け具３０の掛け止め片３４は、棚柱２０の掛け止め孔２６に差
し込む際に、当初の係合位置から後続の係合位置に向けて幅広となる傾斜外側面３４ＩＳ
を有するので、掛け止め片３４は、その狭い部位から順次広い部位に向けて棚柱２０の掛
け止め孔２６内に差し込むことができる。従って、掛け止め片３４は、この傾斜外側面３
４ＩＳの狭い部位から棚柱２０の掛け止め孔２６に円滑に差し込むことができ、且つ掛け
止め片３４が完全に掛け止め孔２６を潜り抜けると、掛け止め片３４は、傾斜外側面３４
ＩＳの広い部位で掛け止め孔２６の両内壁面に弾性的に圧接するので、棚受け具３０は、
掛け止め孔２６内に堅固に掛け止めされる。従って、棚受け具３０は、棚柱２０に確実に
支持され、その結果、棚受け具３０が棚柱２０から外れる虞がなく、また棚板を安定して
棚受け具３０に載せることができる（図１参照）。
【００２７】
　図１に示すように、棚受け具３０の台座３２Ｄには樹脂製のカバー４０をかぶせるのが
好ましい。このカバー４０は、棚板（図示せず）を滑り止め状態で棚受け具３０上に載せ
るのに役立つとともに、棚受け具３０と棚柱２０との間の隙間を埋めて棚受け具３０が棚
柱２０に堅固に保持するのを補助する機能を有する。
【００２８】
　本発明の他の実施の形態が図７に示されており、この形態では、棚受け具３０の掛け止
め片３４は、先の実施例のように２枚重ねではなく、間隔をあけて保持された２枚の板片
部３４Ｒ、３４Ｌから成っていることを除いて先の実施の形態と同じである。この実施の
形態でも、掛け止め片３４の傾斜外側面３４ＩＳは、２枚の板片部３４Ｒ、３４Ｌの間隔
を当初の係合位置から後続の係合位置に向けて次第に広くなるように設定して形成されて
いる。この場合、２枚の板片部３４Ｒ、３４Ｌは、図　に示すように、別個の掛け止め孔
２６Ｒ、２６Ｌに係入して棚受け具３０を掛け止めしてもよいし、図示していないが、共
通の掛け止め孔に係入して棚受け具３０を掛け止めしてもよい。
【００２９】
　この実施の形態でも、先の実施の形態と同様に、掛け止め片３４の傾斜外側面３４ＩＳ
の狭い部位からの差し込みによって棚受け具３０の掛け止め片３４を棚柱２０の掛け止め
孔２６に容易に係入することができ、また棚受け具２０の掛け止め後は、掛け止め片３４
の傾斜外側面の広い部位によって掛け止め片３４を棚柱２０の掛け止め孔２６内に弾性的
に圧接して棚受け具３０を堅固に掛け止めすることができる。
【００３０】
　本発明によれば、上記のように、いずれの実施の形態でも、棚受け具３０の掛け止め片
３４は、傾斜する外側面３４ＩＳによって形成される狭い部位から順次広い部位に向けて
棚柱２０の掛け止め孔２６内に差し込まれて掛け止めされるので、掛け止め片３４は、棚
柱２０の掛け止め孔２６に円滑に差し込んで掛け止めされることができる上に、掛け止め
片３４の掛け止め後には掛け止め片３４が傾斜する外側面３４ＩＳの広い部位で掛け止め
孔２６内に弾性的に圧接して掛け止め孔内に堅固に掛け止めされ、従って棚受け具３０は
、棚柱２０に確実に支持される。その結果、棚受け具３０が棚柱２０から外れる虞がなく
、棚板を安定して棚受け具３０に載せることができる。
【００３１】
　なお、上記の２つの実施の形態では、掛け止め片３４の傾斜外側面３４ＩＳは、２つの
板部片３４Ｒ、３４Ｌの間隔を調整して形成されているが、中実の掛け止め片３４の厚み
を変化させて形成してもよい。この場合には、掛け止め片３４自体が弾性変形することが
できる材質であることが要求される。
【００３２】
　また、上記の実施の形態では、傾斜外側面３４ＩＳが直線的な傾斜であるが、湾曲した
傾斜面であってもよく、更に、傾斜外側面３４ＩＳの下向きの傾斜３４ＩＮ１は、下端が
もっとも広がった傾斜であったが、掛け止め孔２６内に掛け止め片３４の根元３４Ｎが掛
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うな形態であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明によれば、棚受け具の掛け止め片は、その傾斜外側面の狭い部位によって棚柱の
掛け止め孔に円滑に差し込むことができる上に、棚受け具の掛け止め状態では掛け止め片
が傾斜外側面の広い部位で掛け止め孔内に弾性的に圧接して掛け止め孔内に堅固に掛け止
めされ、従って棚受け具は、棚柱に確実に支持され、その結果、棚受け具が棚柱から外れ
る虞がなく、棚板を安定して棚受け具にのせることができ、産業上の利用性が向上する。
【符号の説明】
【００３４】
　１０　　　　棚受け装置
　２０　　　　棚柱
　２２　　　　腹板
　２４Ｌ、２４Ｒ　側板
　２６　　　　掛け止め孔
　２６Ｓ　　　内側壁面
　２８　　　　ねじ貫通孔
　３０　　　　棚受け具
　３２　　　　受け具本体
　３２Ｄ　　　台座
　３２ＬＲ、３２ＬＬ　脚部
　３２Ｓ　　　衝合部
　３４　　　　掛け止め片
　３４Ｒ、３４Ｌ　板片部
　３４Ｎ　　　根元
　３４Ｆ　　　フック
　３４Ｗ　　　湾曲部
　３４ＩＳ　　傾斜外側面
　３４ＩＮ１　下向きの傾斜
　３４ＩＮ２　水平方向の傾斜
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