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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二枚のパネル体の連接側端面同士をその間に目地部を設けて近接配置するとともに、該
連接縁に沿った方向で背面側に回動軸を有するヒンジにて互に屈曲可能に連結して折戸を
形成し、一方のパネル体の連接縁に沿った背面側に取付け、該パネル体の端面の前端縁か
ら目地部の中央部にかけて背面側へ傾斜して延びた傾斜面を有する指詰防止材を設けてな
る折戸装置であって、前記パネル体は、表面板の端縁を背面側へ略直角に折曲して前記端
面を形成し、該表面板の背面に該端面との間に凹溝を形成し、前記指詰防止材は、前記パ
ネル体の凹溝内に取付ける取付部と、該取付部からパネル体の端面に沿って前端縁に延び
る当接片と、該当接片に前記傾斜面を有する目地片とを一体形成し、前記パネル体の端面
に前記指詰防止材の当接片を沿わせた状態で、パネル体の凹溝内に指詰防止材の取付部を
嵌合して取付けたことを特徴とする折戸装置。
【請求項２】
　前記パネル体は、表面板の背面に前記端面との間に凹溝を形成して縦補強を固定し、該
凹溝内に前記指詰防止材の取付部を嵌合するとともに、前記ヒンジのウイングを前記縦補
強の背面に取付けることにより該取付部を保持してなる請求項１記載の折戸装置。
【請求項３】
　前記指詰防止材は、前記当接片の前端縁に、前記傾斜面を有するとともに、先端に前記
ヒンジの回動軸の外形に略一致した目隠し部を形成した目地片を一体形成したものである
請求項１又は２記載の折戸装置。
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【請求項４】
　前記指詰防止材を、パネル体の連接側端面の略上下全長に渡って設けるとともに、前記
ヒンジの回動軸に対応する部分の目隠し部を切欠してなる請求項３記載の折戸装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、折戸装置に係わり、更に詳しくは間仕切壁の一部にドアとしてあるいはキャ
ビネット等の収納庫の開閉扉として用いる折戸装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、間仕切壁の一部に設けるドアや、キャビネット等の収納庫の開口部に設ける
開閉扉として折戸を用いることは公知である。この折戸は、二枚のパネル体の連接縁同士
を近接配置し、その連接縁に沿った方向に回動軸を有するヒンジにて互に屈曲可能に連結
して構成し、二枚のパネル体が直線状になって開口部を閉止した状態と、略１８０度回動
屈曲して二枚のパネル体が重合状態になって開口部を開放した状態とをとるようになって
いる。通常、折戸は二枚のパネル体の背面側に前記ヒンジとして蝶番を設けて連結して構
成し、両パネル体の連接縁が手前に突出して山折れ屈曲する側に引手を設けているが、折
戸の屈曲伸展動作時に両パネル体の両連接縁の隙間が変化し、特に折戸を閉じる際に両連
接縁の隙間が小さくなって指を挟む危険性があるので、引手は連接縁から離れた位置に設
けることが一般的である。
【０００３】
　特許文献１には、二枚のパネル体の相対応する側端面に装着した目地板材の一端部にヒ
ンジ金具の両端部を回動可能に連結し、ヒンジ金具で両パネル体の隙間を塞ぎ、各目地板
材の端面を傾斜させることにより、パネル体を直線状にしたときに、両目地板材でＶ字状
に開いた空間を形成して指を挟まないようにした折戸装置が記載されている。しかし、こ
の特許文献１の折戸装置は、指を挟まないようにパネル体の連接部に十分に大きな幅のＶ
字溝を設けなければならず、パネル体を直線状にして空間部を閉じた際には、このＶ字溝
が正面に現れて、外観性を損なうことになる。また、パネル板の端面に傾斜面を形成する
ために、特別なパネル体の構造にしなければならず、プレス成形機の金型をそれに応じて
用意する必要があり、コスト高となる。更に、ヒンジ金具の両端をそれぞれのパネル体の
目地板材に枢着して２点回動軸を有するリンク構造であるので、パネル体の開閉軌跡が不
安定になることが容易に推測できる。
【特許文献１】特許第３２４０５０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで、本発明が前述の状況に鑑み、解決しようとするところは、間仕切壁の一部にド
アとしてあるいはキャビネット等の収納庫の開閉扉として用いる折戸装置であって、二枚
のパネル体の間に目地部を形成して１つの回動軸を有するヒンジにて屈曲可能に連結する
簡単且つ安価の構造としても、折戸の閉止動作時に目地部に指を挟む心配のない折戸装置
を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、前述の課題解決のために、二枚のパネル体の連接側端面同士をその間に目地
部を設けて近接配置するとともに、該連接縁に沿った方向で背面側に回動軸を有するヒン
ジにて互に屈曲可能に連結して折戸を形成し、一方のパネル体の連接縁に沿った背面側に
取付け、該パネル体の端面の前端縁から目地部の中央部にかけて背面側へ傾斜して延びた
傾斜面を有する指詰防止材を設けてなる折戸装置であって、前記パネル体は、表面板の端
縁を背面側へ略直角に折曲して前記端面を形成し、該表面板の背面に該端面との間に凹溝
を形成し、前記指詰防止材は、前記パネル体の凹溝内に取付ける取付部と、該取付部から
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パネル体の端面に沿って前端縁に延びる当接片と、該当接片に前記傾斜面を有する目地片
とを一体形成し、前記パネル体の端面に前記指詰防止材の当接片を沿わせた状態で、パネ
ル体の凹溝内に指詰防止材の取付部を嵌合して取付けてなる折戸装置を構成した（請求項
１）。
【０００６】
　ここで、前記パネル体は、表面板の背面に前記端面との間に凹溝を形成して縦補強を固
定し、該凹溝内に前記指詰防止材の取付部を嵌合するとともに、前記ヒンジのウイングを
前記縦補強の背面に取付けることにより該取付部を保持してなることが好ましい（請求項
２）。
【０００７】
　また、前記指詰防止材は、前記当接片の前端縁に、前記傾斜面を有するとともに、先端
に前記ヒンジの回動軸の外形に略一致した目隠し部を形成した目地片を一体形成したもの
である（請求項３）。
【０００８】
　そして、前記指詰防止材を、パネル体の連接側端面の略上下全長に渡って設けるととも
に、前記ヒンジの回動軸に対応する部分の目隠し部を切欠してなるのである（請求項４）
。
【発明の効果】
【０００９】
　以上にしてなる請求項１に係る発明の折戸装置は、両パネル体をヒンジの回動軸を中心
として折畳んで折戸を開くと、両パネル体の端面間の目地部は大きく開き、この状態から
折戸を閉じると両パネル体の端面間の間隔は狭くなり、この際指を目地部に誤って位置さ
せたとしても、前記指詰防止材の傾斜面が指を押出す作用をするので、指を挟む心配がな
いのである。また、指詰防止材によって目地部の大部分を塞ぐことができるので、目隠し
の働きも同時に備えたものとなる。そして、パネル体は、パネル体の表面板の端縁を背面
側へ略直角に折曲して前記端面を形成し、該表面板の背面に該端面との間に凹溝を形成し
た通常のパネル体と同じ構造であるので、製造コストの上昇を抑制することができる。更
に、指詰防止材は、パネル体の凹溝内に取付ける取付部と、該取付部からパネル体の端面
に沿って前端縁に延びる当接片と、該当接片に前記傾斜面を有する目地片とを一体形成し
、前記パネル体の端面に前記指詰防止材の当接片を沿わせた状態で、パネル体の凹溝内に
指詰防止材の取付部を嵌合して取付けてなるので、パネル体に簡単に取付けることができ
、しかも前記指詰防止材の傾斜面は、パネル体の前端縁から目地部の中央部へ向かって延
びているので、正面から見ると全く目立たないので外観性を損なうことがない。
【００１０】
　請求項２によれば、前記パネル体は、表面板の背面に前記端面との間に凹溝を形成して
縦補強を固定し、該凹溝内に前記指詰防止材の取付部を嵌合するとともに、前記ヒンジの
ウイングを前記縦補強の背面に取付けることにより該取付部を保持してなるので、指詰防
止材の取付けが極めて簡単である。
【００１１】
　請求項３によれば、前記指詰防止材は、前記当接片の前端縁に、前記傾斜面を有すると
ともに、先端に前記ヒンジの回動軸の外形に略一致した目隠し部を形成した目地片を一体
形成したものであるので、傾斜面の先端に設けた目隠し部が、ヒンジの回動軸の外形に略
一致しているので、外観性において上下方向に連続するのである。
                                                                                
【００１２】
　請求項４によれば、ヒンジの回動軸に対応する部分の目隠し部を切欠して取付けること
により、指詰防止材をパネル体の連接側端面の略上下全長に渡って設けると、前記ヒンジ
の回動軸と指詰防止材の目隠し部とが意匠的に上下に連続するので外観性に優れたものと
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１３】
　次に、添付図面に示した実施形態に基づき、本発明を更に詳細に説明する。図１は本発
明に係る折戸装置の代表的な使用形態を示し、図２は本発明の要部を示し、図中符号１は
折戸、２は右側のパネル体、３は左側のパネル体、４はヒンジ、５は引手、６は指詰防止
材をそれぞれ示している。尚、図２中、符号Ｈは指を示している。
【００１４】
　本発明係る折戸装置は、図１に示すように、二枚のパネル体２，３の連接側端面７，８
同士をその間に目地部９を設けて近接配置するとともに、該連接縁に沿った方向で背面側
に回動軸１０を有するヒンジ４にて互に屈曲可能に連結して折戸１を形成し、一方のパネ
ル体３の連接縁に沿った背面側に取付け、該パネル体３の端面８の前端縁から目地部９の
中央部にかけて背面側へ傾斜して延びた傾斜面１１を有する指詰防止材６を設けたもので
ある。ここで、本実施形態では、前記折戸１を閉じた状態では、前記目地部９の間隔は８
ｍｍとしている。また、前記引手５は、本実施形態では右側のパネル体２の連設縁寄りに
設けている。
【００１５】
　ここで、前記指詰防止材６は、合成樹脂製の押出し成形品で、前記パネル体３の連接縁
に沿った背面側に取付ける取付部１２と、該取付部１２から端面８に沿って前端縁に延び
る当接片１３と、該当接片１３から前記傾斜面１１を有するとともに、先端に前記ヒンジ
４の回動軸１０の外形に略一致した目隠し部１５を形成した目地片１４とを一体形成した
ものである。前記目隠し部１５は、前面側に円弧面を有する半円筒状の形状となっている
。更に、前記目地部９の目隠し効果を高めるために、前記目隠し部１５の先端から遮蔽片
を延設し、折戸１を開いた状態で、該遮蔽片の先端部が他方のパネル体２の凹溝１７内に
位置するようにしても良い。
【００１６】
　また、前記パネル体２又は３は、スチース製のものであり、その表面板１６の端縁を背
面側へ略直角に折曲して前記端面７又は８を形成し、該表面板１６の背面に該端面７又は
８との間に凹溝１７を形成して縦補強１８を固定し、該凹溝１７内に前記指詰防止材６の
取付部１２を嵌合するとともに、前記縦補強１８の背面に取付けた前記ヒンジ４のウイン
グ１９にて該取付部１２を保持している。ここで、前記指詰防止材６は、パネル体３の連
接側端面の略上下全長に渡って設けるとともに、前記ヒンジ４の回動軸１０に対応する部
分の目隠し部１５を切欠している。
【００１７】
　図２（ａ）は、二枚のパネル体２，３を互いの裏面が接近するまで折畳んだ状態であり
、この状態から両パネル体２，３を閉じると、図２（ｂ）、（ｃ）と目地部９の間隔は徐
々に狭まってくるが、この目地部９内に指Ｈを誤って位置させていても、前記指詰防止材
６の傾斜面１１が指Ｈを目地部９から押出す作用をするので、図２（ｄ）の折戸１を閉じ
た状態にした際には、完全に指Ｈを目地部９から排除することができるのである。ここで
、図２（ａ）は、間仕切壁の出入口やキャビネット等の収納庫の開放部を閉鎖した状態に
相当し、図２（ｄ）は間仕切壁の出入口やキャビネット等の収納庫の開放部を開放した状
態に相当している。この図２（ａ）から図２（ｄ）までの一連の動作が折戸１の閉じる動
作であり、その逆の動作が折戸１の開く動作である。
【００１８】
　次に本発明の折戸装置の間仕切壁に適用した使用例を図１、図３～図８に基づき簡単に
説明する。図１は間仕切壁を示す正面図であり、図３（ａ），（ｂ）はその要部の横断平
面図であり、図中符号１は折戸、２０はスライドパネル、２１は固定パネルをそれぞれ示
している。また、図４及び図５はそれぞれ折戸１及びスライドパネル２０の縦断側面図で
ある。前記折戸１のパネル体２，３、スライドパネル２０及び固定パネル２１は、天井Ｓ
近傍から床面Ｆ近傍にわたるスチール製等のパネル体であり、折戸１、スライドパネル２
０及び固定パネル２１の上部が天レール２２の前面を部分的に覆うように配置されている
。本実施例では、壁面Ｗと固定パネル２１の間の空間を、二対の折戸１，１とその中間に
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配置した二枚のスライドパネル２０，２０で開閉可能となした間仕切壁を構成している。
【００１９】
　ここで、右側の前記折戸１は、一方のパネル体２の端部を、壁面Ｗに沿って立設された
支柱２３にヒンジ２４，…によって回動可能に取付けられ、他方のパネル体３の遊端上端
を前記天レール２２に沿って横設した吊下用ガイドレール２５にランナー２６によって移
動可能に吊下げている。一方、左側の前記折戸１は、一方のパネル体３の端部を、固定パ
ネル２１に沿って立設された支柱２３にヒンジ２４，…によって回動可能に取付けられ、
他方のパネル体２の遊端上端を前記天レール２２に沿って横設した吊下用ガイドレール２
５にランナー２６によって移動可能に吊下げている。また、スライドパネル２０，２０も
上部両側に取付けたランナー２６，２６で前記吊下用ガイドレール２５の前面を覆うよう
に、吊下用ガイドレール２５より支持される前吊り構造となっている。
【００２０】
　前述のように、左側の折戸１の左側には固定パネル２１，…が配設されている。固定パ
ネル２１，…は、天井Ｓに固定され水平方向に延びる天レール２２と床面Ｆ上に固定され
水平方向に延びる地レール２７との間に多数の支柱２３，２３を立設させ、これらに囲ま
れる矩形状の空間を塞ぐように装着されている。尚、前記折戸１，１及びスライドパネル
２０，２０下の床面Ｆには、地レール２７を無くしている。また、折戸１，１及びスライ
ドパネル２０，２０が前記前吊り構造であり、それぞれのパネル間の目地部２８，…と折
戸１の目地部９を同じ間隔に設定しているので、図１のように、固定パネル２１，…と折
戸１，１及びスライドパネル２０，２０とにより構成される間仕切壁全体の外観の連続性
及び統一性が保たれている。
【００２１】
　図３に示すように、右側の折戸１は、右側パネル体２の端部を壁面Ｗに沿って固定した
支柱２３にヒンジ２４，…を介して鉛直回動軸まわりに回動可能に連結している。また、
左側の折戸１の左側パネル体３の端部を、固定パネル２１を支持する支柱２３に、同様に
ヒンジ２４，…を介して鉛直回動軸まわりに回動可能に連結している。そして、右側の折
戸１の左側パネル体３の遊端側の上部後面にランナー２６が取付けられており、該ランナ
ー２６が吊下用ガイドレール２５に支持されて該吊下用ガイドレール２５に沿って水平方
向に移動可能に構成されているため、引手５を持って手前に引けば折戸１を開けることが
できる。また、同様に折戸１を閉じることも容易に行うことができる。
【００２２】
　更に、図５に示すように、スライドパネル２０の後面下部に、下方開放した凹溝２９Ａ
を形成すべく振れ止め用カバー２９を取付け、床面Ｆに固定された振れ止め用ローラー３
０，３０を前記カバー２９で形成された凹溝２９Ａ内で案内することにより、前記スライ
ドパネル２０，２０の吊下用ガイドレール２５に沿う水平方向の移動の容易化及び安定化
を図っている。
【００２３】
　図１及び図４に示すように、折戸１，１下部には、床面Ｆ上に地レール及びガイドレー
ル等の支持部材がないため、折戸１，１を開けた開口下部の床面Ｆには台車及び人等の通
行の邪魔になる障害物がない構成となっている。したがって、開閉可能な間仕切壁をオフ
ィス等における設備の点検又は収納等を行うスペースの区画用として使用した場合に、該
スペースへの台車等による機材の搬入及び搬出等の作業をよりスムーズにかつ安全に行う
ことができる。尚、必要に応じて、折戸１，１と床面Ｆとの間にはマグネットキャッチ３
１等の支持手段を設けることもできる。
【００２４】
　前記折戸１の遊動側のパネル体３の後面へ取付けるランナー２６は、吊下用ガイドレー
ル２５に係合し該吊下用ガイドレール２５に沿って移動可能なローラーを備えたランナー
本体３２、折戸１のパネル体３の裏面に直接又は間接に取付けるランナーベース３３、ラ
ンナー本体３２とランナーベース３３とを吊下用ガイドレール２５下部で鉛直回動軸まわ
りに回動可能に連結する連結体３４により構成されている。
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【００２５】
　図６は、前記折戸１の動作説明用平面図である。ランナーベース３３はパネル体３の遊
端から延出させて該パネル体３の後面に取付けられ、ランナーベース３３とランナー本体
３２との鉛直回動軸の位置は、ランナーベース３３が取付けられたパネル体３の遊端から
ヒンジ４側と反対方向に所定距離だけ離れた位置となっている。従って、折戸１を折り畳
む動作によっても、ランナーベース３３が取付けられたパネル体３の遊端と吊下用ガイド
レール２５の前面とが干渉しないように構成されている。
【００２６】
　図５及び図６に示すように、スライドパネル２０は、後面上部にランナー２６，２６が
取付けられており、該ランナー２６が吊下用ガイドレール２５に水平方向に移動可能とな
っているので、ガイドレール２５に沿って水平方向に移動させることができる。また、床
面Ｆには振れ止め用ローラー３０が固定されるのみであり、このローラー３０は振れ止め
用カバー２９により覆われて外部からは見えないため、安全上及び意匠上も好ましい構成
であるといえる。更に、スライドパネル２０を開けた状態において、その開口下部には振
れ止め等の支持部材がないため、スライドパネル２０，２０を開けた開口下部の床面Ｆに
は台車及び人等の通行の邪魔になる障害物がない構成となっている。
【００２７】
　次に、図７～図９に基づいて、前記折戸１とスライドパネル２０間及びスライドパネル
２０，２０間に設ける閉止装置３５を説明する。本実施形態では、前記折戸１を閉じる動
作により前記閉止装置３５が連結し、スライドパネル２０が連動して閉じるようになした
ので、具体的には、スライドパネル２０における折戸１に対向する側の側辺３６に、該折
戸１に向けて突出する突起部３７が設けられており、また、該折戸１のパネル体３におけ
る前記スライドパネル２０に対向する側の遊側辺３８には、前記突起部３７を受け入れる
抱持部３９が設けられている。抱持部３９は、より詳しくは、前記突起部３７を囲うよう
に斜め後方に延びる案内面４０を有し且つ前記突起部３７の前側に延びる部分を有してい
る。このような突起部３７と抱持部３９を設けることで、互いの側辺を誘い込み合着する
閉止装置３５が構成されている。
【００２８】
　図８（ａ）に示すように、突起部３７は、好ましくは軟質部材、例えば軟質樹脂や合成
ゴム等よりなり、前記抱持部３９に当接する凸状曲面４１と、側辺３６の延出片４２を噛
持する凹部４３と、前記凸状曲面４１より連続して前記延出片４２の基端側に延びる支持
片４４とより構成されている。
【００２９】
　また、抱持部３９は、例えばアルミニウム型材で構成されており、案内面４０に連続し
且つ前記凸状曲面４１に対して面接触する凹状曲面４５が設けられ、また、突起部前側に
延びた部位には、当該折戸１を閉じた状態において受け入れた突起部３７の前側部分４６
を係止するための係止爪４７が設けられ、さらに案内面４０からパネル体３の後面側に延
び、Ｌ型に屈曲して当該後面に取付ネジ４９にて取り付けられる支持脚４８が設けられて
いる。
【００３０】
　このような突起部３７と抱持部３９からなる閉止装置３５を設けることにより、万一指
を挟んでも痛くなく、閉止状態におけるガタも防止される。また、折戸パネルを閉じる際
にはその遊側辺３８とこれに対向するスライドパネル側辺３６が互いに誘い込まれ、双方
のパネルを確実に閉止できるのである。図８は当該誘い込みの様子が示されており、図８
（ａ）は折戸１を閉じることでパネル体３がスライドパネル２０と同一平面に並ぶに従い
、突起部３７が抱持部３９の案内面４０に摺動案内されながら次第に深く誘い込まれ、完
全に閉じた状態においては図８（ｂ）に示すように抱持部３９の凹状曲面４５に突起部３
７の凸状曲面４１に面接触した状態に嵌め込まれとともに、突起部３７の前側部分４６が
係止爪４７により係止され、安定保持されるのである。
【００３１】
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　このように折戸１とスライドパネル２０の隣接する側辺に設けた閉止装置３５は、図７
に示すように折戸１のパネル体３がスライドパネル２０に対し傾斜している開放状態にお
いて抱持部３９の案内面４０に突起部３７が接触しており、この状態から折戸１を閉じれ
ば、スライドパネル２０が閉じる方向に押され、結果としてスライドパネル２０を操作す
ることなく折戸１を操作するだけで双方のパネルを閉じることができる。
【００３２】
　尚、本例ではスライドパネル２０，２０同士の隣接側辺３６，３６にも同様の閉止装置
３５が設けられており、パネルを閉じる際には、図９に示す状態から突起部３７の前側部
分４６が係止爪４７を乗り越え、図８（ｂ）と同様に安定保持されることになる。
【００３３】
　これら閉止装置３５は図１に示すように、側辺３６、３８の高さ方向に長く構成されて
おり、閉じたパネルをガタツキなく安定して保持する機能を有している。尚、本発明はこ
れに限らず、例えば突起部３７、抱持部３９の一方又は双方を高さ方向に沿って所定間隔
をおいて複数設けたものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明に係る折戸装置を間仕切壁に適用した使用例を示す簡略正面図である。
【図２】本発明に係る折戸装置の要部を示し、（ａ）は二枚のパネル体を互いに接近する
ように折畳んだ状態の横断面図、（ｄ）は二枚のパネル体を略直角になるまで閉じた状態
を示す横断面図、（ｃ）は二枚のパネル体を鈍角になるまで更に閉じた状態の横断面図、
（ｄ）二枚のパネル体を直線状の閉じた状態を示す横断面図である。
【図３】図１に示した間仕切壁の部分横断面図を示し、（ａ）は上部の部分横断面図、（
ｂ）は下部の部分横断面図である。
【図４】同じく間仕切壁の折戸を設けた部分の縦断面図である。
【図５】同じく間仕切壁のスライドパネルを設けた部分の縦断面図である。
【図６】同じく間仕切壁における折戸の動作説明図であり、（ａ）は折戸のみ開放した状
態の横断面図、（ｂ）は折戸を開放した空間にスライドパネルを移動させた状態の横断面
図である。
【図７】折戸とスライドパネルとの連設部に設けた閉止装置の構造を示す部分横断面図で
ある。
【図８】同じく折戸とスライドパネルとの連設部の構造を示す拡大断面図であり、（ａ）
は閉止装置が閉じる直前の状態、（ｂ）は閉止装置が完全に閉じた状態を示している。
【図９】スライドパネル間の連設部に設けた閉止装置の構造を示す部分横断面図である。
【符号の説明】
【００３５】
１　折戸　　　　　　　　２　パネル体
３　パネル体　　　　　　４　ヒンジ
５　引手　　　　　　　　６　指詰防止材
７　端面　　　　　　　　８　端面
９　目地部　　　　　　　１０　回動軸
１１　傾斜面　　　　　　１２　取付部
１３　当接片　　　　　　１４　目地片
１５　目隠し部　　　　　１６　表面板
１７　凹溝　　　　　　　１８　縦補強
１９　ウイング　　　　　２０　スライドパネル
２１　固定パネル　　　　２２　天レール
２３　支柱　　　　　　　２４　ヒンジ
２５　ガイドレール　　　２５　吊下用ガイドレール
２６　ランナー　　　　　２７　地レール
２８　目地部　　　　　　２９　カバー
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３０　ローラー　　　　　３１　マグネットキャッチ
３２ランナー本体　　　　３３　ランナーベース
３４　連結体　　　　　　３５　閉止装置
３６　側辺　　　　　　　３７　突起部
３８　遊側辺　　　　　　３９　抱持部
４０　案内面　　　　　　４１　凸状曲面
４２　延出片　　　　　　４３　凹部
４４　支持片　　　　　　４５　凹状曲面
４６　前側部分　　　　　４７　係止爪
４８　支持脚　　　　　　４９　取付ネジ
Ｆ　床面　　　　　　　　Ｓ　天井
Ｗ　壁面　　　　　　　　Ｈ　指

【図１】 【図２】
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