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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】補強構造を備えるレールを有するスライドレー
ルアセンブリを提供する。
【解決手段】スライドレールアセンブリ２２は、少なく
とも第１レール３０と補強部材３４とを有する。第１レ
ールは、上壁部、下壁部、及び上壁部と下壁部との間を
つなぐ縦壁部を備える。補強部材は第１レールに据え付
けられる。補強部材は、上壁部、下壁部、及び補強部材
の上壁部と下壁部との間をつなぐ中間壁部を備える。補
強部材の上壁部及び下壁部は、第１レールの上壁部及び
下壁部にそれぞれ対応し、補強部材の中間壁部は、第１
レールの縦壁部に対応する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　上壁部、下壁部、及び該上壁部と該下壁部との間をつなぐ縦壁部を備える第１レールと
、
　前記第１レールに据え付けられる補強部材と、を有し、
　前記補強部材は、上壁部、下壁部、及び該補強部材の該上壁部と該下壁部との間をつな
ぐ中間壁部を備え、
　前記補強部材の前記上壁部及び前記下壁部は、それぞれ前記第１レールの前記上壁部及
び前記下壁部に対応し、前記補強部材の前記中間壁部は、前記第１レールの前記縦壁部に
対応する、
　スライドレールアセンブリ。
【請求項２】
　当該スライドレールアセンブリはさらに、前記補強部材に取り付けられるブラケットを
有し、
　前記ブラケットは、上壁部、下壁部、及び該ブラケットの該上壁部と該下壁部との間を
つなぐ中間壁部を備え、
　前記ブラケットの前記中間壁部は、前記補強部材の前記中間壁部に対応し、
　前記ブラケットの前記上壁部及び前記下壁部は、それぞれ前記補強部材の前記上壁部及
び前記下壁部に対応し、
　前記ブラケットの前記上壁部及び前記下壁部は、それぞれ前記補強部材の前記上壁部の
側面部及び前記下壁部の側面部に対向して、屈曲して延在している、
　請求項１に記載のスライドレールアセンブリ。
【請求項３】
　前記ブラケットは、前記ブラケットの前記中間壁部に実質的に連結された垂直な端壁を
さらに備え、
　前記端壁は、ラックの柱に取り付け可能な少なくとも１つの取付部材に連結されている
、
　請求項２に記載のスライドレールアセンブリ。
【請求項４】
　前記補強部材の前記中間壁部はブロック部を備え、
　前記ブラケットが前記補強部材に対して相対的に移動し、ある位置に達すると、前記ブ
ラケットの前記中間壁部の端部は、前記補強部材の前記ブロック部によって阻止される、
　請求項２に記載のスライドレールアセンブリ。
【請求項５】
　前記第１レールの前記上壁部、前記下壁部、及び前記縦壁部によって通路が規定されて
おり、
　当該スライドレールアセンブリは、互いに移動可能に連結される第２レールと第３レー
ルとを有しており、
　前記第３レールが、前記第１レールに移動可能に連結されており、前記通路内において
前記第１レールに対して相対的に移動可能である、
　請求項１に記載のスライドレールアセンブリ。
【請求項６】
　スライド補助部材が、前記第１レール、前記第２レール、及び前記第３レールの間に配
置される、
　請求項５に記載のスライドレールアセンブリ。
【請求項７】
　被搬送物を、第１の柱と第２の柱とを備えるラックに装着するように構成されたスライ
ドレールアセンブリは、
　上壁部、下壁部、及び該上壁部と該下壁部との間をつなぐ縦壁部を備える第１レールと
、
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　前記第１レールに対して長手方向に相対的に移動可能な第２レールであって、前記被搬
送物が第２レールに装着されるように構成される、第２レールと、
　前記第１レールと前記第２レールとの間に移動可能に連結される第３レールと、
　前記第１レールの第１の部位に据え付けられた補強部材であって、該補強部材は、上壁
部、下壁部、該補強部材の該上壁部と該下壁部との間をつなぐ中間壁部を備え、該補強部
材の該中間壁部は、前記第１レールの前記縦壁部と対応し、該補強部材の該上壁部及び該
下壁部とは、前記第１レールの前記下壁部に対応している、補強部材と、
　前記補強部材に移動可能に取り付けられ、前記第１の柱に取り付けられるように構成さ
れる第１ブラケットであって、該第１ブラケットは、上壁部、下壁部、及び該第１ブラケ
ットの該上壁部と該下壁部との間をつなぐ中間壁部を備え、前記第１ブラケットの前記中
間壁部は前記補強部材の中間壁部に対応し、前記第１ブラケットの前記上壁部及び下壁部
は前記補強部材の前記上壁部及び前記下壁部に対応する、第１ブラケットと、
　前記第１レールの第２の部位に据え付けられ、前記第２の柱に取り付けられるように構
成される、第２ブラケットと、を有する、
　スライドレールアセンブリ。
【請求項８】
　前記第１ブラケット及び前記第２ブラケットはそれぞれ端壁を備えており、前記第１ブ
ラケットの前記端壁は前記第１の柱へ、前記第２ブラケットの前記端壁は前記第２の柱へ
、取付部材を介してそれぞれ取り付けられている、
　請求項７に記載のスライドレールアセンブリ。
【請求項９】
　前記補強部材の前記上壁部は前記第１レールの前記上壁部の上方に配置され、
　前記補強部材の前記下壁部は前記第１レールの前記下壁部の下方に配置され、
　前記第１ブラケットの前記上壁部は前記補強部材の前記上壁部の上方に配置され、
　前記第１ブラケットの前記下壁部は前記補強部材の前記下壁部の下方に配置されている
、
　請求項７に記載のスライドレールアセンブリ。
【請求項１０】
　前記第１レールの前記上壁部及び前記下壁部、前記補強部材の前記上壁部及び前記下壁
部、並びに前記各ブラケットの前記上壁部及び前記下壁部は、前記第１レールの前記縦壁
部に対して、相対的に同じ方向に配置されている、
　請求項７に記載のスライドレールアセンブリ。
【請求項１１】
　前記補強部材の前記中間壁部はブロック部を備え、
　前記各ブラケットが前記補強部材に対して相対的に移動し、ある位置に達すると、前記
ブラケットの前記中間壁部の端部が、前記補強部材の前記ブロック部によって阻止される
、
　請求項７に記載のスライドレールアセンブリ。
【請求項１２】
　前記第１レールの前記上壁部、前記下壁部、及び前記縦壁部によって通路が規定されて
おり、
　前記第３レールが、前記第１レールに移動可能に連結されており、前記通路内において
前記第１レールに対して相対的に移動可能である、
　請求項７に記載のスライドレールアセンブリ。
【請求項１３】
　スライド補助部材が、前記第１レール、前記第２レール、及び前記第３レールの間に配
置される、
　請求項７に記載のスライドレールアセンブリ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本考案は、スライドレールアセンブリ、詳しくは、補強構造を備えるレールを有するス
ライドレールアセンブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、スライドアセンブリのために調整可能なブラケットを開示している。こ
こで、スライドアセンブリ（１０）は、外側レール（１２）を備えている。外側レール（
１２）は、連結部材（２０）及びスライド部材（５０）を介してラック（９０）に設置さ
れることが可能である。スライド部材（５０）は、通路（３８）に移動するためのスライ
ドアセンブリ（１０）の固定台（３０）に調整可能に取り付けられ、スライド部材（５０
）は、固定部材（７０）を介して、ラック（９０）に取り付け可能である。スライド部材
は、固定台のスライド連結構造を支持する力を向上させる。一方、固定部材は、支持強度
をさらに高めるために、スライドアセンブリを支持することが可能である。この例は、参
考として提供される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許８，０２８，９６５号公報
【考案の概要】
【０００４】
　本考案は、スライドレールアセンブリ、詳しくは、補強構造を備えるレールを有するス
ライドレールアセンブリに関する。
【０００５】
　本考案の一実施形態によれば、スライドレールアセンブリは、第１レールと補強部材と
を有する。第１レールは、上壁部、下壁部、及び該上壁部と該下壁部との間をつなぐ縦壁
部を備える。補強部材は第１レールに取り付けられる。補強部材は、上壁部、下壁部、及
び該補強部材の該上壁部と該下壁部との間をつなぐ中間壁部を備える。補強部材の上壁部
及び下壁部は、それぞれ第１レールの上壁部及び下壁部に対応する。補強部材の中間壁部
は、第１レールの縦壁部に対応する。
【０００６】
　本考案の別の実施形態によれば、スライドレールアセンブリはラックに被搬送物を装着
するように構成されている。ラックは、第１の柱と第２の柱とを備える。スライドレール
アセンブリは、第１レールと、第２レールと、第３レールと、補強部材と、第１ブラケッ
トと、第２ブラケットとを有する。
第１レールは、上壁部、下壁部、及び該上壁部と該下壁部との間をつなぐ縦壁部を備える
。第２レールは、第１レールに対して長手方向に相対的に移動可能であり、被搬送物が第
２レールに装着されるように構成されている。第３レールは、第１レールと第２レールと
の間に移動可能に連結される。
補強部材は、第１レールの第１の部位に取り付けられている。補強部材は、上壁部、下壁
部、該補強部材の該上壁部と該下壁部との間をつなぐ中間壁部を備える。補強部材の中間
壁部は、第１レールの縦壁部と対応する。補強部材の上壁部及び下壁部は、第１レールの
下壁部と対応している。
第１ブラケットは、補強部材に移動可能に装着され、少なくとも一つの取付部材を介して
第１の柱に取り付けられた端部壁を備えている。第１ブラケットは、上壁部、下壁部、及
び該第１ブラケットの該上壁部と該下壁部との間をつなぐ中間壁部を備えている。第１ブ
ラケットの中間壁部は補強部材の中間壁部に対応する。第１ブラケットの上壁部及び下壁
部は補強部材の上壁部及び下壁部に対応する。
第２ブラケットは、第１レールの第２の部位に取り付けられ、少なくとも一つの取付部材
を介して第２の柱に取り付けられた端部壁を備えている。
【０００７】



(5) JP 3200963 U 2015.11.12

10

20

30

40

50

　本考案の上記実施形態の一つによれば、スライドレールアセンブリはさらに、補強部材
に取り付けられるブラケットを有している。ブラケットは、上壁部、下壁部、ブラケット
の該上壁部と該下壁部との間をつなぐ中間壁部、及び端部壁を備えている。端部壁は、実
質的に垂直に、ブラケットの中間壁部に連結され、ラックの柱に取り付けられることがで
きる少なくとも１つの取付部材に連結されている。ブラケットの中間壁部は、補強部材の
中間壁部と対応する。ブラケットの上壁部及び下壁部は、それぞれ補強部材の上壁部及び
下壁部に対応する。ブラケットの上壁部及び下壁部は、それぞれ補強部材の上壁部の側面
部及び下壁部の側面部に対向して屈曲して、延在している。
補強部材の中間壁部はブロック部を備えている。ブラケットが補強部材に対して相対的に
移動してある位置に達すると、ブラケットの中間壁部の端部は、補強部材のブロック部に
よって移動が阻止される。
【０００８】
　本考案の上記実施形態の１つによれば、第１レールの上壁部、下壁部、及び縦壁部によ
って通路が規定されている。スライドレールアセンブリは、互いに移動可能に連結される
第２レールと第３レールとを有している。第３レールが、第１レールに移動可能に連結さ
れており、通路内において第１レールに対して相対的に移動可能である。スライド補助部
材が、第１レール、第２レール、及び第３レールの間に配置される。
【０００９】
　本考案の上記実施形態の１つによれば、補強部材の上壁部は第１レールの上壁部の上方
に配置される。補強部材の下壁部は第１レールの下壁部の下方に配置される。第１ブラケ
ットの上壁部は補強部材の上壁部の上方に配置される。第１ブラケットの下壁部は補強部
材の下壁部の下方に配置されている。
【００１０】
　本考案の上記実施形態の１つによれば、第１レールの上壁部及び下壁部、補強部材の上
壁部及び下壁部、並びにブラケットの上壁部及び下壁部は、第１レールの縦壁部に対して
、相対的に同じ方向に延在するように配置されている。
【００１１】
　本考案の特徴の一つは、スライドレールアセンブリのレールが補強部材に据え付けられ
、移動可能に補強部材に対して移動させるために、ブラケットが補強部材に取り付けられ
ていることである。
【００１２】
　本考案のこれらの及び他の目的は、種々の図及び図面に示されている好ましい実施形態
の以下の詳細な説明を読んだ後、当業者には明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本考案の実施形態に係る、ラックの複数の柱に被搬送物を装着する組立て可能な
スライドレールを示す図である。
【図２】本考案の実施形態に係るスライドレールアセンブリの分解図である。
【図３】図４の３－３線に沿った断面図であって、スライドレールアセンブリの各レール
、補強部材、及びブラケットの間の対応する構造関係を示す。
【図４】本考案の一実施形態に係る、２つの柱間の距離にスライドレールアセンブリを適
合させるために、ある位置に調整されているスライドレールアセンブリのブラケットを示
す図である。
【図５】本考案の一実施形態に係る、２つの柱間の距離にスライドレールアセンブリを適
合させるために、別の位置に調整されているスライドレールアセンブリのブラケットを示
す図である。
【図６】本考案の実施形態に係るスライドレールアセンブリとラックの側面板との間に空
間が設けられる状態で、スライドレールアセンブリを介してラック内の柱に装着される被
搬送物を示す図である。
【図７】本考案の実施形態に係るスライドレールアセンブリのスライドレールを介してラ
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ックの外側に引っ張られる被搬送物を示す図である。
【考案を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、本考案の実施形態に係るスライドレールアセンブリ（組立て品：ａｓｓｅｍｂ
ｌｙ）２２の対を介して、ラック（棚）２４に装着される（ｍｏｕｎｔｅｄ　ｏｎ）、被
搬送物２０を示す。具体的には、ラック２４は、対応する位置に配置された２組の柱（ｐ
ｏｓｔ）を備えている。柱の各組において、例えば第１の柱２６ａ及び第２の柱２６ｂは
、ラック２４の側板（ｓｉｄｅ　ｂｏａｒｄ）２８に隣接するように配置されることがで
きる（図１には、ラック２４の一方の側のみを示す）。
【００１５】
　図２を及び図３を参照して、各スライドレールアセンブリ２２は、第１レール３０と、
第２レール３２と、補強部材３４と、第１ブラケット（支持金具、ｂｒａｃｋｅｔ）３６
と、第２ブラケット３８とを備えている。
【００１６】
　第２レール３２は、第１レール３０に対して相対的に長手方向に移動可能である。第２
レール３２が第１レール３０に対して相対的に変位することで、被搬送物２０がラック２
４から引き出すことができるように、被搬送物２０は、第２レール３２上に装着されるよ
うに構成されている。スライドレールアセンブリ２２は、第２レール３２の第１レール３
０に対する相対移動距離を長くするために、第１レール３０と第３レール４０との間に移
動可能に連結される第２レールを備えるとさらに好ましい。
【００１７】
　補強部材３４は、例えば、第１レール３０の第１の部位に据え付けられている（取り付
けられている：ａｔｔａｃｈｅｄ　ｔｏ）。例えば、補強部材３４は、リベット、ネジ止
め、ラッチ、又はハンダ付けを介して第１レール３０に据え付けることができるが、本考
案はこれらに限定されない。第１ブラケット３６が補強部材３４に移動可能に取り付けら
れることができ、第１レール３０の前部に近い位置に移動可能である。
一方、第２ブラケット３８は、第１レール３０の第２の部位に据え付けられている。例え
ば、第２ブラケット３８は、リベット、ネジ止め、ラッチ、又はハンダ付けを介して第１
レール３０の後部に据え付けることができるが、本考案はこれらに限定されない。
【００１８】
　図１に示すように、第１レール３０は、２つのブラケット３６及び３８を介して第１の
柱２６ａ及び第２の柱２６ｂに取り付けられている（設置されている：ｍｏｕｎｔｅｄ　
ｔｏ）。さらに、図２に示すように、２つのブラケット３６及び３８はそれぞれ、中間壁
部６８と、中間壁部６８に実質的につながれている垂直な端壁４４を備えている。ここで
、第１ブラケット３６及び第２ブラケット３８の夫々の端壁４４は、少なくとも１つの取
付部材４６に連結されている。第１ブラケット３６及び第２ブラケット３８は、夫々、取
付部材４６を介して、第１の柱２６ａ及び第２の柱２６ｂに、夫々取り付けられることが
可能である。
【００１９】
　図３に示すように、第１レール３０は、上壁部４８ａと、下壁部４８ｂと、上壁部４８
ａと下壁部４８ｂとの間をつなぐ縦壁部５０とを備えている。上壁部４８ａ及び下壁部４
８ｂは、縦壁部５０に対して相対的に同じ方向に向かって折り曲げられている。
好ましくは、第１の屈曲部５２ａが上壁部４８ａから延在しており、第２の屈曲部５２ｂ
が下壁部４８ｂから延在している。第１の屈曲部５２ａは上壁部４８ａから下方に折り曲
げられて、第２の屈曲部５２ｂは下壁部４８ｂから上方に折り曲げられている。通路５４
は、第１レール３０の、上壁部４８ａと、下壁部４８ｂと、縦壁部５０と、第１の屈曲部
５２ａと、第２の屈曲部５２ｂとによって規定される。
【００２０】
　一方、第２レール３２と第３レール４０とは互いに移動可能に連結されている。ここで
、第３レール４０が第１レール３０に移動可能に連結され、通路５４内で、第１レール３
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０に対して相対的に移動可能である。第１のスライド補助部材５６が第１レール３０と第
３レール４０との間に配置され、第２のスライド補助部材５８が第３レール４０と第２レ
ール３２との間に配置されると好ましい。第１のスライド補助部材５６及び第２のスライ
ド補助部材５８は、第１レール３０と第３レール４０との間、及び第３レール４０と第２
レール３２との間の、滑動の平滑性を向上させるために、スライドボール、ローラ、又は
他の類似のオブジェクトを含むことができる。
【００２１】
　補強部材３４は、第１レール３０に据え付けられている。補強部材３４は、上壁部６０
ａと、下壁部６０ｂと、補強部材３４の上壁部６０ａと下壁部６０ｂとの間をつなぐ中間
壁部６２とを備えている。補強部材３４の中間壁部６２は、第１レール３０の縦壁部５０
と対応している。補強部材３４の上壁部６０ａ及び下壁部６０ｂは、夫々中間壁部６２に
対して相対的に折り曲げられており、第１レール３０の上壁部４８ａ及び下壁部４８ｂに
夫々対応している。
また、補強部材３４の上壁部６０ａは第１レール３０の上壁部４８ａの上方に配置されて
おり、補強部材３４の下壁部６０ｂは第１レール３０の下壁部４８ｂの下方に配置されて
いる。上記構成によれば、補強部材３４は、本実施形態では第１レール３０（例えば、上
壁部４８ａ、下壁部４８ｂ、縦壁部５０）の各部位の構造強度を補強するために使用する
ことができる。本実施形態において、補強部材３４において、上壁部６０ａは側面部６４
ａを備え、下壁部６０ｂは側面部６４ｂを備えている。
【００２２】
　第１ブラケット３６は、補強部材３４に移動可能に取り付けられている。第１ブラケッ
ト３６は、上壁部６６ａと、下壁部６６ｂと、第１ブラケット３６の上壁部６６ａと下壁
部６６ｂとの間をつなぐ中間壁部６８とを備えている。第１ブラケット３６の中間壁部６
８は、補強部材３４の中間壁部６２に対応する。第１ブラケット３６の上壁部６６ａ及び
下壁部６６ｂは、中間壁部６８に対して相対的に折り曲げられており、補強部材３４の上
壁部６０ａと下壁部６０ｂと夫々対応している。
また、第１ブラケット３６の上壁部６６ａは補強部材３４の上壁部６０ａの上方に配置さ
れ、第１ブラケット３６の下壁部６６ｂは、補強部材３４の下壁部６０ｂの下方に配置さ
れている。第１の屈曲部７０ａが第１ブラケット３６の上壁部６６ａから延在し、第２の
屈曲部７０ｂが第１ブラケット３６の下壁部６６ｂから延在していると好ましい。
第１ブラケット３６の第１の屈曲部７０ａは上壁部６６ａから下方に折り曲げられ、第１
ブラケット３６の第２の屈曲部７０ｂが下壁部６６ｂから上方に折り曲げられている。第
１ブラケット３６の上壁部６６ａの第１の屈曲部７０ａと下壁部６６ｂの第２の屈曲部７
０ｂは、補強部材３４の上壁部６０ａの側面部６４ａと下壁部６０ｂの側面部６４ｂに対
向するように、夫々構成されている。
【００２３】
　図３及び図４を参照する。第１ブラケット３６が補強部材３４に移動可能に連結されて
いるので、補強部材３４及び第１レール３０に対して相対的に、第１ブラケット３６を調
整され、第１の位置Ｐ１へ移動させることができる。具体的には、第１ブラケット３６の
上壁部６６ａの第１の屈曲部７０ａ及び下壁部６６ｂの第２の屈曲部７０ｂを夫々配置す
ることによって、補強部材３４は、補強部材３４の長手方向に沿って、第１の位置Ｐ１ま
で移動することを確保することができ、第１ブラケット３６は、第１の柱２６ａに取り付
けられることができる。
一方、第２ブラケット３８は、第２の柱２６ｂに取り付けられることができる。
好ましくは、補強部材３４の中間壁部６２はブロック部７２をさらに含むことができる。
第１ブラケット３６が補強部材３４に対して相対的に移動しある位置（例えば、第１の位
置Ｐ１など）に到達すると、第１ブラケット３６の中間壁部６８の端部７４は、補強部材
３４のブロック部７２によって（移動を）阻止させることができる。
【００２４】
　図５に示すように、第１の柱２６ａ及び第２の柱２６ｂとの間の距離が、図４に示す距
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離と異なる場合、第１ブラケット３６を第１の柱２６ａに装着させるために、補強部材３
４又は第１レール３０に対して、第１ブラケットが相対的に調整され、第２の位置Ｐ２ま
で移動させられることができる。一方、第２ブラケット３８は、第２の柱２６ｂに取り付
けることができる。
【００２５】
　その結果、スライドレールアセンブリ２２が第１の柱２６ａ及び第２の柱２６ｂとの間
の異なる距離に適合させることができるように、スライドレールアセンブリ２２の第１ブ
ラケット３６が、補強部材３４や第１レール３０に対して相対的に（例えば、第１の位置
Ｐ１又は第２の位置Ｐ２など）の異なる位置に移動させることができる。
【００２６】
　図３及び図６を参照する。本実施形態では、第１レール３０の上壁部４８ａ及び下壁部
４８ｂ、補強部材３４の上壁部６０ａ及び下壁部６０ｂ、並びに第１ブラケット３６の上
壁部６６ａ及び下壁部６６ｂは、第１レール３の縦壁部５０に対して相対的に同じ方向、
例えば、被搬送物２０に向けられる方向であってラック２４の側面板２８に向けられる方
向とは反対方向に、配置されている。
したがって、ラック２４の側面板２８とスライドレールアセンブリ２２との間の空間Ｓは
、空間Ｓにおいて、特定の関連のパーツ又はオブジェクトを配置する要件を満たすために
、さらに他の部品やオブジェクトを収容することに利用することができる。
【００２７】
　図７に示すように、補強部材３４は第１レール３０の構造強度を向上するので、第２レ
ール３２及び第３レール４０が第１レール３０に対して長手方向に相対的に変位すること
で、被搬送物２０がラック２４の外側に引っ張られるとき、第１レール３０は、第２レー
ル３２、第３レール４０、及び被搬送物２０をより効果的に支持することができる。
【００２８】
　当業者は、本考案の教示を維持しながら、多くの修正及び装置及び方法の置換がなされ
得ることを明白である、よって、添付の実用新案登録の請求の範囲の境界及び範囲によっ
てのみ限定されるものとして、上記の開示は解釈されるべきである。
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