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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　引き出し前面パネル（１０）に引き出し側面部分（２０）を固定するための引き出し係
合装置であって、
　前記引き出し係合装置を前記引き出し前面パネルに取り付けるための保持プレート（５
０）であって、前記保持プレートは、前記引き出し側面部分に対して平行な方向に延在し
ているフランジ（５５）を有しており、前記フランジは、前方に配置された案内構造部（
５６）を有している前記保持プレート（５０）と、
　前記引き出し側面部分の前方端部が前記保持プレートの前記フランジと案内クリップと
の間に位置決めされるように、締付プレートに取り付け可能な前記案内クリップ（７０）
であって、弾性的に変形可能な突出した尾部（７６）を有している前記案内クリップ（７
０）と、
　前記締付プレート及び前記案内クリップを貫通し、且つ、前記締付プレート及び前記案
内クリップを共に結合する組立用ネジ（８０）であって、前記引き出し側面部分（２０）
の前記前方端部において凹所（２３）を通じて前記保持プレートの前記フランジ（５５）
に形成された開口部（５７）に受容される前記組立用ネジ（８０）と、
　を備えている前記引き出し係合装置において、
　前記組立用ネジを締めることによって締付力が前記引き出し係合装置に作用する場合に
、締付プレートの傾斜フランジ（６６）が前記保持プレートの前記案内構造部（５６）の
上方に載置され、これにより前記引き出し前面パネルに向かって前方に前記締付プレート
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を前記案内クリップと共に移動させる同時に、前記保持プレートの前記フランジ（５５）
に向かって横方向に前記締付プレートを前記案内クリップと共に移動させて、前記締付プ
レートが前記引き出し前面パネルに向かって移動されることによって、前記案内クリップ
の前記突出した尾部（７６）が前記引き出し前面パネルの後方に押圧され、
　前記組立用ネジ（８０）を緩めることによって前記引き出し係合装置が緩められた場合
に、前記突出した尾部（７６）が、前記案内クリップと共に前記締付プレートを後方に押
圧し、且つ、ネジ作用によって横方向に引き出されるように緩和することによって、前記
締付プレート及び前記案内クリップが前記保持プレートの前記フランジに対して略平行に
保持され、これにより前記引き出し側面部分の調整又は取り出しが可能となることを特徴
とする引き出し係合装置。
【請求項２】
　前記締付プレート（６０）には、前記組立用ネジ（８０）が貫通する穴（６１）が設け
られていることを特徴とする請求項１に記載の引き出し係合装置。
【請求項３】
　前記案内クリップ（７０）には、前記組立用ネジ（８０）が貫通する穴（７１）が設け
られていることを特徴とする請求項１又は２に記載の引き出し係合装置。
【請求項４】
　前記案内クリップの前記穴（７１）は、前記組立用ネジのヘッド部分（８１）と前記組
立用ネジのネジ部分（８２）との間で前記組立用ネジ（８０）と相互作用するように配置
されている一組の保持ショルダー（７２）を備えており、これにより前記締付プレート（
６０）が、前記組立用ネジと前記案内クリップとの間で保持されるように、前記組立用ネ
ジ（８０）及び前記案内クリップ（７０）に結合していることを特徴とする請求項３に記
載の引き出し係合装置。
【請求項５】
　前記締付プレートには、前記引き出し前面パネルの垂直方向位置を調整するための偏心
ネジ（９０）が貫通する第２の穴（６２）が設けられていることを特徴とする請求項１又
は２に記載の引き出し係合装置。
【請求項６】
　前記保持プレートの前記フランジ（５５）には、前記偏心ネジ（９０）を受容するため
に、前記締付プレートの前記第２の穴（６２）に対応する第２の開口部が設けられている
ことを特徴とする請求項５に記載の引き出し係合装置。
【請求項７】
　前記締付プレートの前記第２の穴（６２）には、切欠部分（６３）が形成されているこ
とを特徴とする請求項５に記載の引き出し係合装置。
【請求項８】
　前記締付プレートの前記第２の穴（６２）には、切欠部分（６３）が形成されているこ
とを特徴とする請求項６に記載の引き出し係合装置。
【請求項９】
　前記案内クリップ（７０）は、前記案内クリップ（７０）を前記締付プレート（６０）
に取り付けるために、前記締付プレートの前記第２の穴（６２）の前記切欠部分（６３）
に挿入可能なタブ（７３）を備えていることを特徴とする請求項７に記載の引き出し係合
装置。
【請求項１０】
　前記案内クリップ（７０）は、前記案内クリップ（７０）を前記締付プレート（６０）
に取り付けるために、前記締付プレートの前記第２の穴（６２）の前記切欠部分（６３）
に挿入可能なタブ（７３）を備えていることを特徴とする請求項８に記載の引き出し係合
装置。
【請求項１１】
　前記締付プレート（６０）には、沈降部（６４）が設けられていることを特徴とする請
求項１又は２に記載の引き出し係合装置。
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【請求項１２】
　前記引き出し側面部分の前記前方端部には、前記締付プレートの前記沈降部（６４）と
相互作用する突出部（２５）が形成されており、前記相互作用によって、前記引き出し側
面部分と前記締付プレート（６０）とがロックして停止することを特徴とする請求項１１
に記載の引き出し係合装置。
【請求項１３】
　前記突出部（２５）には、前記引き出し側面部分の前方縁部に対して略平行な平面（２
６）が形成されており、前記沈降部（６４）には、平坦な縁部（６５）が形成されており
、前記突出部（２５）の前記平面（２６）は、前記沈降部（６４）の平坦な前記縁部（６
５）に当接し、これによりその当接位置においてロックして停止することを特徴とする請
求項１２に記載の引き出し係合装置。
【請求項１４】
　前記突出部（２５）は、前記引き出し側面部分と一体とされることを特徴とする請求項
１２に記載の引き出し係合装置。
【請求項１５】
　前記突出部（２５）は、前記引き出し側面部分と一体とされることを特徴とする請求項
１３に記載の引き出し係合装置。
【請求項１６】
　前記案内クリップの前記突出する尾部（７６）は、前記案内クリップ（７０）と一体と
されることを特徴とする請求項１又は２に記載の引き出し係合装置。
【請求項１７】
　前記案内クリップは、プラスチック材料から作られていることを特徴とする請求項１又
は２に記載の引き出し係合装置。
【請求項１８】
　前記引き出し側面部分は、シート状材料から作られていることを特徴とする請求項１又
は２に記載の引き出し係合装置。
【請求項１９】
　前面パネルと２つの引き出し側面部分とを含んでいる引き出しにおいて、
　前記引き出し側面部分それぞれが、請求項１又は２に記載の引き出し係合装置によって
前記前面パネルの長手方向における一端部に結合していることを特徴とする引き出し。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、現場組み立て式引き出し組立体で利用するための引き出し係合装置、より詳
しくは引き出し側面部分を引き出し組立体の前面パネルに固定するための係合装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　引き出し組立体は、容易な可搬性及び柔軟性を有するように構成することを目的として
現場組み立て式として設計される場合がある。このタイプの引き出しの組み立て式部品は
、特別な工具や技能を必要とせず、一般人によって容易に組立可能であることが必要とさ
れる。既知の現地組み立て式引き出し組立体は、一般に底面パネル、前面パネル、後面パ
ネル、及び前面パネルと後面パネルとの間に固定され、且つその間で平行に延在する一組
の側面パネルであって、その長手方向長さに沿って底面パネルと係合された側面パネルか
ら成る。
【０００３】
　新規な構造材料及び方法によって、引き出しは、単に木材や木材製品から作られること
はなくなった。例えば成形されたシート状の金属やプラスチック成形材料のような他の材
料が徐々に利用されるようになってきている。現在において、引き出しは、一般に様々な
材料から作られた部品によって組み立てられる。特に、引き出しがシート状材料から作ら



(4) JP 5247689 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

れ、同一の金属材料又は例えば木材のような他の材料から作られた前面パネル、後面パネ
ル、及び底面パネルと共に組み立てられることが徐々に知られるようになってきている。
従って、このような引き出し組立体については、側面パネルを引き出しの前面パネル及び
後面パネルの両方に確実に固定するために適切に係合させることが必要とされる。
【０００４】
　本発明は、側面パネルを引き出し前面パネルに固定するに適合した引き出し係合装置に
関する。このような係合装置は、特許文献１に開示されている。特許文献１では、保持部
材（引き出し係合装置）は、保持プレートと締付プレートとを備えており、該保持プレー
ト及び該締付プレートの両方が、取付ネジによって共に結合されている。保持プレートは
、ネジによって自身を引き出し前面パネルに取り付けるために横方向に突出したフランジ
を有している。開口部が、取付ネジ及び偏心ネジ（eccentric）を受容するために保持プ
レートに設けられている。締付プレートは、保持プレートの前方縁部に配置された楔状の
表面を有している縁部フランジを備えている。保持プレートの開口部に対応している一組
の穴は、取付ネジが突出して貫通する一方の穴と、偏心ネジにアクセス可能とする他方の
穴とから成り、締付プレートに設けられている。さらに、各側面パネルには、該側面パネ
ルの前方縁部で開口している凹所が設けられている。この凹所の前方には、垂直方向上方
に該凹所に突入しているノーズが配置されており、これにより保持プレートが偏心ネジに
よって該凹所から係止可能となる。この凹所の後方部分には、傾斜縁部が設けられている
。垂直方向に延在するスロットが、締付プレートの楔状のノーズと係合するために、凹所
の後方で側面パネルに形成されている。
【０００５】
　この従来の保持部材（引き出し係合装置）は、最初に保持部材の横方向に突出している
保持プレートのフランジを前面パネルの後面にネジ止めすることによって組み立てられる
。次に、偏心ネジが凹所のノーズの後方で側面パネルの凹所に係止された状態において、
側面パネルが保持プレートと締付プレートとの間に挿入されるので、前面パネルが側面パ
ネルに支持されるか、又は係止される。この状態において、楔状のノーズが側面パネルの
スロット内部に突出している。その後に、取付ネジが締結され、その結果として締付プレ
ートが保持プレートに向かって押圧され、楔状のノーズが側面パネルのスロット内部にさ
らに向かってさらに押圧される。締付プレートは、ノーズの楔状表面のスロットの縁部に
対する作用に起因して、保持プレートの横方向に突出しているフランジが側面パネルの前
方縁部に押圧された状態で、保持プレートと共に後方方向に引き込まれ、これにより側面
パネルが前面パネルに固定される。
【０００６】
　側面パネルを引き出し前面パネルに係止するための他の係合装置（保持装置）が特許文
献２に開示されている。保持装置は、前面パネルに固定されており、側面パネルに向かっ
て突出しており、支持プレートと該支持プレートに対向して配置された押圧プレートとか
ら成る。側面パネルは、締付ネジによって支持プレートと押圧プレートとの間に締付けら
れており、締付ネジは、穴を介して押圧プレートを貫通して延在しており、且つ、支持プ
レートのネジ部に螺入されている。支持プレートは、（保持装置を前面パネルに固定する
ための）取付フランジの屈曲部分である。取付フランジは、側面パネルの前面に亘って延
在しており、フックのように曲げられた突起を膨出している。押圧プレートは、係合フッ
クを介して突起に係止されており、突起は、支持プレートに対向する側面パネルの面に配
置されている。押圧プレートは、支持プレートに向かって突出する楔状部分を有しており
、側面パネルに設けられた挿入スロットの拡幅部分に挿入可能とされる。楔状部分の楔面
のうち１つの楔面が、挿入スロットの拡幅部分の縁部に対して作用するので、ロック停止
状態となる。側面パネルの挿入スロットは、該側面パネルの前方端部に配置され、且つ、
該側面パネルの長手方向に延在しており、挿入スロットの拡幅部分は、該長手方向に対し
て横向きになっているので、締付ネジにアクセスすることができる。
【０００７】
　従来の保持装置は、締付ネジを側面パネルの挿入スロットに案内し、その後に締付ネジ
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を締めることによって、側面パネルに取り付けられる。押圧プレートの係合フックは、取
付フランジに係止されており、取付フランジと押圧プレートとの積極的な引張接続を実現
している。保持装置の側面パネルに対する垂直方向位置は、支持パネルに取り付けられた
偏心ネジによって決定される。この偏心ネジは、挿入スロットと係合可能であるので、挿
入スロットの下方縁部は、偏心ネジを調整するために停止した状態で固定される。
【０００８】
　特許文献１及び特許文献２における従来の引き出し係合装置の、（前面パネルに取り付
けられた）係合装置の締付プレート／押圧プレートと側面パネルとの結合又は係合が、側
面パネルのスロットに適切且つ完全に挿入されている締付プレートの楔状のノーズ（特許
文献１）／楔状部分（特許文献２）に依存していることは、上記説明から明白である。い
ずれの係合装置においても、ロック状態での停止がスロットの平坦な縁部と楔の傾斜した
（勾配のある）面との相互作用によって実現されると言うことができる。結論として、平
面と傾斜した面とのこのような相互作用は、側面パネルと引き出し係合装置との確実な係
合ほど効果的ではない。特許文献１又は特許文献２のいずれかの係合装置を有している引
き出し組立体が過度の力によって押し込まれ閉じられた場合には、締付プレートの楔状の
ノーズも楔状部分も、このような力に耐えることはできない。結果的には、楔状のノーズ
／楔状部分の両方が、それらの各側面パネルのスロットから係合解除されるので、側面パ
ネルが前面パネルに取り付けられた係合装置から係合解除されてしまう。
【０００９】
　さらに、特許文献１及び特許文献２に開示される従来の係合装置はいずれも、係合装置
を組立又は分解する際に、締付プレート／押圧プレートの側面パネル及び前面パネルに向
かう横方向且つ前方向の移動を案内するための手段を備えている。取付ネジを締め、これ
により締付力を作用させることによって、締付プレート／押圧プレートが従来の係合装置
内で移動する。しかしながら、取付ネジを締める際に適切な案内手段が設けられていなけ
れば、締付プレート／押圧プレートが横方向に傾くか又は捩れるので、これらの移動が側
面パネル及び前面パネルの両方と略平行となるように案内されることは必要不可欠である
。案内手段が設けられていなければ、必然的に楔状のノーズ／楔状部分を対応する側面パ
ネルのスロットに正確に位置合せすることができず、側面パネルと係合装置（前面パネル
）との係合が不適切となる。従って、両方の場合において２つの側面パネルを引き出し組
立体の両側に平行に位置合せすることと共に、側面パネルを引き出し前面パネルに確実に
係合することは、著しく困難であり、これら係合装置を組み立てる利用者の技能に大きく
依存する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許第４，８１５，７９６号明細書
【特許文献２】米国特許第６，２８６，９１９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　そこで、本発明の目的は、従来技術における課題の一部又はすべてを解消すること、及
び引き出し側面部分パネルを引き出し前面パネルに確実に係合することについて妥協せず
、且つ容易に組立及び調整可能な引き出し係合装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一の態様では、引き出し側面部分を引き出し前面パネルに固定するための引き
出し係合装置において、該引き出し係合装置を引き出し前面パネルに取り付けるための保
持プレートであって、該保持プレートは、引き出し側面部分に対して平行な方向に延在し
ているフランジを有しており、該フランジは、前方に配置された案内構造体を有している
前記保持プレートと、前方には位置された傾斜アングルを有している締付プレートと、引
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き出し側面部分の前方端部が保持プレートのフランジと案内クリップとの間に位置決めさ
れるように、締付プレートに取付可能とされる案内クリップであって、弾性的に沈降可能
な突出する尾部を有している前記案内クリップと、締付プレート及び案内クリップを貫通
し、締付プレート及び案内クリップを共に結合している組立用ネジであって、引き出し側
面部分の前方端部に形成された凹所を通じて、保持プレートのフランジに形成された開口
部に受容されている前記組立用ネジと、を備えている引き出し係合装置が提供される。締
付力が組立用ネジを締めることによって引き出し係合装置に作用する場合に、締付プレー
トの傾斜フランジは、前面パネルに向かって前方且つ保持プレートのフランジに向かって
横方向に案内クリップと共に同時に移動するように、保持プレートの案内構造体の上方に
載置されている。締付プレートが引き出し前面パネルに向かって移動することによって、
案内クリップの突出する尾部が引き出し前面パネルの後方で該後方に押圧される。引き出
し組立体が組立用ネジを緩めることによって解放された場合には、突出する尾部が、案内
クリップと共に締付プレートを後方に押圧し、且つ、ネジ作用によって横方向に引き出さ
れるように緩和することによって、締付プレート及び案内クリップが保持プレートのフラ
ンジに対して略平行に保持され、これにより引き出し側面部分の調整又は取り出しが可能
となる
【００１３】
　本発明の一の実施例においては、締付プレートには、組立用ネジが貫通する穴が設けら
れている。
【００１４】
　他の実施例では、案内クリップには、組立用ネジが貫通する穴が設けられている。案内
クリップの穴は、組立用ネジのヘッド部分と組立用ネジのネジ部分との間で組立用ネジと
相互作用するように配置されている一組の保持ショルダーを備えており、これにより締付
プレートは、組立用ネジと案内クリップとの間で保持されるように、組立用ネジ及び案内
クリップに結合している。
【００１５】
　他の実施例では、締付プレートには、引き出し前面パネルの垂直方向位置を調整するた
めの偏心ネジが貫通する第２の穴が設けられている。保持プレートのフランジには、偏心
ネジを受容するために、締付プレートの第２の穴に対応する第２の開口部が設けられてい
る。
【００１６】
　さらなる実施例では、締付プレートの第２の穴には、切欠部分が形成されている。案内
クリップは、案内クリップを締付プレートに取り付けるために、締付プレートの第２の穴
の切欠部分に挿入可能なタブを備えている。
【００１７】
　さらに他の実施例では、締付プレートには、沈降部が設けられている。引き出し側面部
分の端部には、締付プレートの沈降部と相互作用する突出部が形成されており、相互作用
によって、引き出し側面部分と締付プレートとがロックして停止する。突出部には、引き
出し側面部分の前方縁部に対して略平行な平面が形成されており、沈降部には、平坦な縁
部が形成されており、突出部の平面は、沈降部の平坦な縁部に当接し、これにより突出部
と沈降部とがロックして停止する。
【００１８】
　他の実施例では、突出部は、引き出し側面部分と一体とされる。
【００１９】
　さらなる実施例では、案内クリップの突出する尾部は、案内クリップと一体とされる。
【００２０】
　さらにさらなる実施例では、案内クリップはプラスチック材料から作られている。
【００２１】
　さらなる実施例では、引き出し側面部分はシート状材料から作られている。
【００２２】
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　他の態様では、本発明は、前面パネルと２つの引き出し側面部分とを含んでいる引き出
しにおいて、引き出し側面部分それぞれが、上述の引き出し係合装置それぞれによって前
面パネルの長手方向における一端部に結合している引き出しを提供する。
【００２３】
　本発明の目的は、引き出し側面部分を引き出し前面パネルに確実に係止可能、且つ、引
き出しを組み立てる際に容易に取り外し及び調整可能な引き出し係合装置を提供すること
である。
【発明の効果】
【００２４】
　組立用ネジが締められた場合に、締付プレートの傾斜プレートが保持プレートのフラン
ジに形成された案内構造体の上方に載置される作用によって、締付パネルが保持プレート
のフランジ（側面パネル）に向かって横方向に、且つ保持プレートに向かって前方に移動
するに従って、締付プレートが側面パネル及び前面パネルの両方に対して略平行となるよ
うに案内される。結論として、側面パネルの突出部の平面が、締付プレートの沈降部の平
坦な前方縁部に完全に当接するので、引き出し側面部分と引き出し係合装置（前面パネル
）の締付パネルとが適切且つ確実に係合される。
【００２５】
　さらに上述のように、組立用ネジが締められた場合に、弾性的な案内クリップの突出し
た尾部が、引き出し前面パネルの後方において該後方に押圧される。組立用ネジを緩めた
際に、突出する尾部も緩められ（初期状態に復帰し）、締付プレートの傾斜フランジを保
持プレートのフランジに設けられた案内構造体の上方に押し戻す。締付力が緩和された場
合に突出した尾部が前面パネルの後方で緩められる動作によって、締付プレートが側面パ
ネル及び前面パネルの両方に対して略平行な状態を維持すると共に、保持プレート及び保
持プレートのフランジの両方から離間するように横方向及び後方それぞれに移動するよう
に、締付プレートが案内される。この特徴によって、引き出し係合装置及び側面パネルの
すべての本質的要素、例えば側面パネルの突出部に形成された平面、締付プレートの沈降
部に形成された平坦な前方縁部、締付プレートの穴、保持プレートのフランジに設けられ
た開口部や側面パネルの凹所が、組立用ネジを緩めたり締めたりする際であっても位置合
せ状態を維持するので、側面パネルの調整が容易となり、且つ側面パネルを引き出し係合
装置（前面パネル）から取り外すことが容易となる。
【００２６】
　また、案内クリップの開口部に形成された保持ショルダーと組立用ネジとの相互作用（
組立用ネジのヘッド部分とネジ部分との相互作用）によって、組立用ネジが緩められるか
又は外された場合に、締付プレートと保持プレートのフランジとの係合が解除され、締付
プレートが組立用ネジと共に移動する。
【００２７】
　さらに、側面パネルの突出部に形成された平面と締付プレートの沈降部の平坦な前方縁
部との相互作用、すなわちロック状態で略平行に互いに重なり合った２つの略平行な平面
の相互作用に起因して停止した場合に、側面パネルと引き出し係合装置の締付プレートと
がロック停止する。このような相互作用は、２つの要素が相互作用する表面領域が平面と
傾斜した又は勾配のある表面との相互作用と比較して最大となった場合に非常に高くなる
。これによって、引き出し係合装置は、頑丈となり、引き出しの側面が前面パネルから係
合解除されることなく、過度の力で閉じる引き出し組立体を引き抜くことができる。
【００２８】
　添付図面を参照しつつ実施例を以下に説明することによって、本発明を図解するが、こ
の実施例に限定する意図はない。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】各引き出し側面部分を引き出し前面パネルの各長手方向端部に固定するための、
好ましい実施例における引き出し係合装置を備えた引き出し組立体の斜視図である。
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【図２】好ましい実施例における引き出し係合装置を介して引き出し前面パネルに固定さ
れた、引き出し側面部分を有している引き出し前面パネルの長手方向端部を表わす。
【図３】図２の引き出し係合装置の分解図である。
【図４】図２の組立用ネジ、締付プレート、及び案内クリップの拡大図である。
【図５Ａ】締付プレートに取り付けられ、図２の引き出し係合装置の組立用ネジと共に結
合された案内クリップの断面図である。
【図５Ｂ】締付プレートに取り付けられた案内クリップの断面図と、図２の引き出し係合
装置の組立用ネジと共に結合された案内クリップ及び締付プレートの両方の断面図である
。
【図６Ａ】側面パネルの反対側に向いている締付プレートの表面から見た場合における図
５Ｂの斜視図である。
【図６Ｂ】側面パネルに対面する締付プレートの表面から見た場合における図５Ｂの斜視
図である。
【図７】引き出し側面部分が引き出し前面パネルの長手方向端部に固定された場合におけ
る、図２の引き出し係合装置の断面図である。
【図８】引き出し側面部分が引き出し前面パネルの長手方向端部に固定された場合におけ
る図２の引き出し係合部の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１及び図２は、前面パネル１０と、後面パネル３０と、底面パネル４０と、引き出し
組立体の両側部において前面パネル１０と後面パネル３０との間で延在している引き出し
側面部分２０とを備えている引き出し組立体を表わす。引き出し組立体の底面パネル４０
及び後面パネル３０は、従来の方法によって引き出し側面部分２０に結合されている。引
き出し側面部分２０は、好ましくは金属材料から作られており、本発明における引き出し
係合装置１００によって、引き出し組立体の前面パネル１０の長手方向端部にそれぞれ固
定されている。図３は、本発明の引き出し係合部の好ましい実施例を表わす。この引き出
し係合装置１００は、保持プレート５０と、締付プレート６０と、案内クリップ７０と、
組み立て用ネジ８０とを備えている。
【００３１】
　引き出し係合装置１００の保持プレート５０は、好ましくは金属から作られており、保
持プレート５０の頂部及び底部に設けられた開口部５１を貫通するネジ（又はこれに類す
る物）によって、引き出し組立体の前面パネル１０の後面の長手方向端部に取り付けられ
ている。保持プレート５０の頂部は、フラップ５３を形成するように後方に折り曲げられ
ている。保持プレート５０の強度を高めるために、保持プレートには、フラップ５３の下
方に上方窪み部５４が設けられ、垂直方向に延在する細長い窪み部５２がさらに設けられ
ている。保持プレート５０には、保持プレート５０から直角且つ引き出し側面部分２０に
対して平行な方向に延在しているフランジ５５が形成されている。保持プレート５０の表
面部分５８は、垂直方向に延在する窪み部５２と保持プレートのフランジ５５との間に形
成されており、締付プレート６０及び案内クリップ７０の両方が保持プレートに取り付け
られた場合には、案内クリップ７０の前方部分７６のための接触面となる。保持プレート
のフランジ５５には、その前方部分に向かって配置されている一組の案内ノーズの形態を
した、案内ノーズ構造部５６が設けられている。さらに、２つの垂直方向に離間した開口
部、すなわち組立用ネジ８０を受容するための第１の開口部５７と偏心ネジ９０を受容す
るための第２の開口部（図３には図示しない）とが、第１の開口部５７が第２の開口部の
上方に配置された状態で、保持プレートのフランジ５５に設けられている。これら開口部
は、保持プレートのフランジ５５上で案内ノーズ構造部５６の後方に配置されている。
【００３２】
　図３及び図４に表わすように、締結プレート６０は略矩形状とされ、その前方端縁部に
は傾斜フランジ６６が形成されている（図６Ａに最も良く表わされる）。締付プレート６
０は、好ましくは金属から作られており、その前方部分に一組の垂直方向に離間した開口
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部を備えている。第１の穴６１は組立用ネジ８０を貫通させるためのものであり、第２の
穴６２は偏心ネジ９０にアクセス可能とするためのものである。第１の穴６１は第２の穴
の上方に配置されている。締付プレート６０の第２の穴６２には、案内クリップ７０の一
部分７３を収容するための切欠部分６３が設けられている。締付プレート６０の一部分は
、引き出し係合装置１００が組み付けられた場合に引き出し側面部分２０の一部分２５に
当接する略平坦な前方縁部６５が形成された沈降部６４を設けるように、自身の後方に向
かって内側に窪んでいる。この締付プレートの凹部６４は、締付プレート６０に対面して
いる引き出し側面部分パネルの主面（major face）から見た場合に締付プレートの内面か
ら突出する突起６４と考えることができる。
【００３３】
　図３及び図４は、締付プレート６０に取り付けられた、好ましくはプラスチック材料か
ら作られている案内クリップ７０を表わす。案内クリップ７０の中央には、組立用ネジ８
０が貫通する穴７１が設けられている。案内クリップの穴７１は、締付プレート６０に面
している案内クリップ７０の側面にリムを備えている。このリムは、組立用ネジ８０と相
互作用するために一組の保持ショルダー７２を備えている。一方の保持ショルダー７２は
リムの頂部分に設けられており、他方の保持ショルダー７２はリムの底部分に設けられて
いる。２つのフランジ、すなわち頂部分に設けられた一方のフランジ７５と底部分に設け
られた他方のフランジ７４とは、案内クリップ７０の前方縁部に設けられている。前方向
に向かって開口している凹所７７は、これら２つの前方縁フランジ７４，７５の間に形成
されている。案内クリップ７０が締付プレート６０に取り付けられた場合には、前方縁フ
ランジ７４，７５は締付プレート６０の前方縁部に当接する。さらに、各前方縁フランジ
７４，７５には、弾性的に沈降可能な突出する尾部７６が形成されており、引き出し係合
装置１００が完全に組み立てられた場合には、引き出しの前方パネル１０の後方において
保持プレート５０にその表面部分５８で当接している。これら弾性的に沈降可能な尾部７
６は、案内クリップ７０と一体になっているが、案内クリップ７０から分離するように設
けられていても良い。締付プレートの第２の穴の切欠部分６３に挿入可能な取付タブ７３
は、案内クリップ７０の底縁部に該案内クリップの後方に向かって設けられている。
【００３４】
　図３に表わすように、引き出し組立体の引き出し側面部分２０は、本発明の引き出し係
合装置１００と共に組み立てるために、好ましくはシート状の金属から作られている。好
ましくは、引き出し側面部分２０の頂縁部は外方に向かって折り曲げられ、且つ、該引き
出し側面部分の底縁部は内方に向かって折り曲げられているので、頂部フラップ２１及び
底部フラップ２２それぞれが形成されている。引き出し側面部分の頂部フラップ２１の前
方端部は、引き出し係合装置１００が組み立てられた場合に、保持プレート５０の上方窪
み部５４の頂部と同じ高さに配置されている。引き出し側面部分の底部フラップ２２は、
自身に底部パネル４０を取り付けるために、引き出し組立体の底部パネル４０と係合可能
とされる。各引き出し側面部分２０の前方端部には、一方の凹所が他方の凹所よりも上方
に配置された一組の凹所２３，２４、すなわち組立用ネジ８０が貫通する上方凹所２３と
偏心ネジ９０が貫通する下方凹所２４が設けられている。両凹所２３，２４は、引き出し
側面部分２０の前方縁部に向かって開口している。好ましくは引き出し側面部分２０と一
体になっている突出部２５には、引き出し側面部分２０の前方縁部に対して略平行な平面
２６が設けられている。さらに、この突出部には、両凹所２３，２４の後方に締付プレー
ト６０に対面している引き出し側面部分２０の主面が設けられている。しかしながら、突
出部２５は、引き出し側面部分２０に分離可能に取り付けられており、引き出し側面部分
２０の材料とは相違する材料から作られている場合がある。引き出し側面部分の突出部の
平面２６は、締付プレートの沈降部６４の平坦な前方縁部６５に当接するので、引き出し
係合装置が完全に組み立てられ、且つ、引き出し側面部分２０が引き出し組立体の前面パ
ネル１０に固定されている場合には、引き出し側面部分２０と締付プレート６０との間で
ロックして停止する。
【００３５】
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　第一に、引き出し係合装置１００を組み立てる場合には、図５Ａ及び図５Ｂに表わすよ
うに、案内クリップ７０が締付プレート６０の内面に取り付けられる。案内クリップ７０
は、案内クリップの穴７１が締付プレート６０の第１の穴６１と位置合わせされるように
、締付プレート６０の内面に位置決めされている。次に、案内クリップ７０は、案内クリ
ップの取り付けタブ７３を締付プレートの第２の穴６２の切欠部分６３に挿入することに
よって、締付プレート６０に取り付けられる。この段階において、図６Ａ及び図６Ｂに表
わすように、案内クリップ７０の上方前方縁フランジ７５及び下方前方縁フランジ７４の
両方が、締付プレート６０の傾斜フランジ６６が両前方縁フランジの間に配置されるよう
に、締付プレート６０の前方縁部に当接している。その後に、組立用ネジ８０は、案内ク
リップの穴７１と締付プレートの第１の穴６１との両方を貫通する。組立用ネジ８０を、
組立用ネジと案内クリップとの間で締付プレート６０を保持している案内クリップ７０と
結合することによって、案内クリップの穴７１に形成された保持ショルダー７２が、組立
用ネジ８０のヘッド部分８１とネジ部分８２との間に捕捉される。
【００３６】
　第二に、共に結合された組立用ネジ８０、案内クリップ７０、及び締付プレート６０は
、その後に保持プレートのフランジ５５に係合される。この係合は、組立用ネジ８０のネ
ジ部分８２を保持プレートのフランジ５５の第１の開口部５７に挿入することによって行
なわれる。この位置では、保持プレートのフランジ内に受容された偏心ネジ９０は、締付
プレート６０の第２の穴６２を貫通し、これにより偏心ネジ９０がアクセス可能となり、
例えばネジ回しのような適切な手段によって該偏心ネジを回転させることができる。
【００３７】
　また、この位置にある場合には、締付プレート６０の傾斜フランジ６６は、保持プレー
トのフランジに設けられた案内ノーズ構造部５６の先端部分に案内されている。
【００３８】
　引き続き、引き出し係合装置１００の保持プレート５０は、組立用８０と締付プレート
６０と保持プレートのフランジ５５に係合した案内クリップ７０とが設けられており、そ
の後にネジ手段によって保持プレートの穴５１を通じて、長手方向端部で引き出し組立体
の前面パネル１０の後面に取り付けられる。この位置では、案内クリップの突出する尾部
７６は、引き出し組立体の前面パネル１０の後方において、初期角度Ｚ１で保持プレート
５０の表面部分５８に案内されている。
【００３９】
　引き続き、図７に表わすように、引き出し組立体の前面パネル１０には、引き出し係合
装置１００が取り付けられており、前記前面パネルは各引き出し側面部分２０と共に固定
されている。引き出し側面部分２０は、保持プレート５０（引き出し組立体の前面パネル
１０の後面）に向かって面した２つの凹所２３，２４が形成された自身の前方縁部と共に
方向付けられており、締付プレート６０の第１の穴６１及び第２の穴６２に挿入された組
立用ネジ８０及び偏心ネジ９０の両方が引き出し側面部分２０の上方凹所２３及び下方凹
所２４それぞれを介してアクセス可能となるまで、保持プレート５０に向かって案内され
る。引き出し側面部分２０がこの位置に配置された場合には、該引き出し側面部分の突出
部２５の平面２６が締付プレートの沈降部６４の平坦な前方縁部６５に部分的に載置され
る。
【００４０】
　最後に、組立用ネジ８０を締めることによって、締付力が引き出し係合装置１００に作
用する。これにより、締付プレートの傾斜フランジ６６は、初期に案内ノーズ構造部５６
の先端に載置され、後に保持プレートの案内ノーズ構造部５６の案内面全体に亘り載置さ
れるので、締付プレート６０は、保持プレートのフランジ５５に向かって横方向に移動す
ると共に、同時に引き出し組立体の前面パネル１０の後面に取り付けられた保持プレート
の前方部分に向かって前方に移動可能となる。締付プレート６０のこのような移動によっ
て、案内クリップの突出した尾部７６は、初期に初期角度Ｚ１で前面パネル１０の後方に
おいて保持プレート５０の表面部分５８に載置され、中間角度Ｚ２及び最終角度Ｚ３それ
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ぞれで保持プレート５０の表面部分５８に対して押圧されている（図８に表わす）。また
、締付力の結果として、引き出し側面部分の突出部２５に形成された平面２６が、締付プ
レートの沈降部６４（側面パネルから見た場合には突出部）に形成された平坦な前方縁部
６５に完全に当接し、これによりロックして停止する。従って、引き出し組立体の前面パ
ネル１０は引き出し側面部分２０に固定状態で係合される。
【００４１】
　引き出し組立体の前面パネル１０と引き出し側面部分２０との結合を解除するために、
組立用ネジ８０が緩められるので、締付力が開放される。組立用ネジ８０を緩めることに
よって、組立用ネジ８０が、外方すなわち引き出し側面部分２０から離間するように移動
可能となる。このような組立用ネジ８０の移動によって、結合された案内クリップ７０と
締結プレート６０とが、組立用ネジ８０と共に保持プレートのフランジ５５から離間する
ように移動される。締付プレート６０が案内クリップと案内用ネジとの間に保持された状
態で、案内クリップの穴７１に形成された保持ショルダー７２が組立用ネジ８０のヘッド
部分８１とネジ部分８２との間に捕捉されるので、組立用ネジ８０及び案内クリップ７０
／締付プレート６０が同調して移動可能となる。さらに、案内クリップ７０が設けられて
なくとも、単に組立用ネジ８０を緩めるだけで、締付プレート６０が保持プレートのフラ
ンジ５５から離隔するように移動することを防止することができる。
【００４２】
　締付プレート６０が保持プレートのフランジ５５から離間するように移動するにつれて
、引き出し組立体の前面パネル１０の後方において最終角度Ｚ３で保持プレート５０の表
面部分５８を押圧する、案内クリップ７０の弾性的な突出した尾部７６は弛緩される。す
なわち、前記尾部は中間角度Ｚ２及び最終的には初期角度Ｚ１を通じて初期状態に戻る。
突出した尾部７６のこのような作用によって、締付プレート６０に対して力が作用するの
で、該締付プレートは、保持プレートのフランジ５５から離間するように横方向に引き出
されると共に、同時に前面パネル１０から後方に引き出される。結論として、締付プレー
ト６０及び案内クリップ７０は、保持プレートのフランジ５５に対して略平行な状態を維
持されるので、引き出し側面部分２０の調整又は取り出しが容易に可能となる。締付プレ
ート６０が保持プレートのフランジ５５と平行な状態を確実に保っており、例えば傾かず
又は横向きに回転しないことが重要である。これにより必要ならば、引き出し組立体１０
が容易に引き出し側面部分２０に再係合可能となる。また、締付プレート６０が保持プレ
ートのフランジ５５と平行でない場合には、結果的に、引き出し側面部分の突出部２５に
形成された平面２６が、締付プレートの沈降部６４（側面パネルから見た場合には、突出
部）に形成された平坦な前方縁部６５に対して適切又は完全に停止（当接）しなくなる。
例えば、沈降部６４の平坦な前方縁部６５は、組立用ネジ８０が再度締められた場合に、
突出部の平面２６に対して当接せず、突出部２５の上部に載置される。引き出し側面部分
２０と締付プレート６０（引き出し係合装置１００）とのこのような部分的な係合によっ
て、引き出し組立体の前面パネル１０は、引き出し側面部分２０から容易に係合解除可能
となる。
【００４３】
　本発明における引き出し係合装置１００で利用するための組立用ネジ８０は、ヘッド部
分８１及びネジ部分８２とから成る、本発明の属する技術分野において公知のネジと共に
、任意の適切なタイプのネジを備えている。上述の偏心ネジ９０は、引き出し組立体の前
面パネルの垂直方向における位置を調整するために利用される。また、例えば前／前方（
front/forward）、後／後方（back/rear）、頂部（top）、底部（bottom）、内方（inwar
d）、外方（outward）のようなすべての方向性を示す表現は、引き出し組立体の向きに関
連している。
【００４４】
　当業者にとって容易且つ明白であるように、本発明は、本発明の技術的範囲又は本質的
な特徴から逸脱することなく、他の特定の形態とすることができる。従って、当該実施例
は、単に図解するためのものであって、限定することを意図するものではない。本発明の
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技術的範囲は、上記説明ではなく特許請求の範囲によって示される。従って、あらゆる変
更が本明細書に含まれている。
【符号の説明】
【００４５】
　１０　引き出し前面パネル
　２０　引き出し側面部分
　２３　凹所
　２５　突出部
　２６　平面
　５０　保持プレート
　５５　フランジ
　５６　案内構造部
　５７　開口部
　６０　締付プレート
　６１　穴
　６２　第２の穴
　６３　切欠部分
　６４　沈降部
　６５　縁部
　６６　傾斜フランジ
　７０　案内クリップ
　７１　穴
　７３　タブ
　７６　突出した尾部
　８０　組立用ネジ
　８１　ヘッド部分
　８２　ネジ部分
　９０　偏心ネジ
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