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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　食器棚が、食器棚を上下方向に仕切る中板と該中板の下面側に当該中板の下面側を覆う
状態で重合された調湿機能のある機能板とを備えるとともに、これら中板および調湿機能
のある機能板の前端部に取り付けられ、レール溝を備えたレール部を有して下端側にロー
ラ部材を備えた引き戸を走行可能に支持する食器棚用のレール部材であって、上面側に上
記レール溝を備えたレール部を有するとともに、後端側に上記中板の前端部前端面および
前端部上面を覆う状態で当該中板の前端部に取り付けられる鉤状の取付部と、該鉤状の取
付部の下部側にあって、上記中板の下面側に重合された調湿機能のある機能板の前端部前
端面および前端部下面を覆う状態で当該調湿機能のある機能板の前端部を支持する機能板
支持部とからなることを特徴とする食器棚用レール部材。
【請求項２】
　機能板支持部は、調湿機能のある機能板の前端部を嵌合支持する断面コ字状の機能板嵌
合部よりなることを特徴とする請求項１記載の食器棚用レール部材。
【請求項３】
　レール部の前端部側から後端部側機能板支持部にいたる下面部分は、傾斜面形状となっ
ていることを特徴とする請求項１又は２記載の食器棚用レール部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本願発明は、食器棚用のレール部材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に食器棚は、例えば図１０に示すように、上方側に茶碗や皿などの食器収納部Ａ、
下方側に電子レンジや電気炊飯器、電気ポットなどの調理器具収納部Ｂが設けられており
、それらを上下方向に仕切る中板５の前端部５ａ部分に設けたレール部材２を介して、上
記食器収納部Ａの前部には、引き違い構造のガラス製その他の引戸１Ａ，１Ｂが設けられ
ている（特許文献１）。
【０００３】
　一方、調理器具収納部Ｂは、前面側が開放されている。
【０００４】
　レール部材２は、例えば図１１に示すように、断面Ｖ字状のレール溝２ａ，２ｂを備え
たフラットなレール部２Ａ側と、該レール部２Ａの後端部側に一体に設けられた断面鉤状
のレール部材取付部２Ｂとからなり、レール部２Ａの前面側端部ａから上記レール部材取
付部２Ｂの下端ｂまでの下面部分２ｃは、レール部２Ａの上面と平行なフラット面となっ
ている。
【０００５】
　そして、該レール部材２は、上記レール部材取付部２Ｂの縦壁部２１および上片部２２
を、図示のように食器棚本体側の中板５の前端部５ａに対して衝合し、上片部２２のビス
穴７，７・・・を介して木ネジ４，４・・・で締結固定することによって中板５の前端部
に取り付けられている（同じく特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－２７４６５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、以上のような構成の場合、次のような問題がある。
【０００８】
　一般に上述のような食器棚の場合、中板５の下面部分は、調理器具から出る蒸気のため
に加湿され、損傷されやすくなるとともに、結露を生じ、カビ等も発生しやすい。
【０００９】
　そこで、その裏面側には、例えば図１０、図１１に示すように、調湿、防カビ、抗菌機
能等をもった調湿性の高い機能板（例えば、けい酸カルシウム板等をベースに、天然鉱物
のバーミキュライト、珪藻土などを配合した調湿性にすぐれた板材）８が設けられること
が多い。
【００１０】
　ところが、そのようにした場合、例えば食器棚本体の左右両側板部分に設けたダボ等で
支持されることになるが、その前端部８ａの端面（小口部分）が、そのまま前方から見え
るので見映えが悪いとともに、前端部８ａと中板５の前端部５ａとの間の隙間がシールさ
れていないために、同部分から隙間内に蒸気が入り、中板５が損傷されてしまうなどの問
題がある。
【００１１】
　また、機能板８は、その左右両側２ケ所部分をダボ等を用いて食器棚側に係止しなけれ
ばならない。したがって、組み付け作業が手間であるとともに、組付後の安定性も悪い。
【００１２】
　本願発明は、このような事情に基いてなされたもので、中板の下面側を調湿機能のある
機能板で保護するとともに、中板に取り付けられるレール部材自体にシール性のある機能
板の支持部を設けて調湿機能のある機能板の前端部を支持することにより、中板前端部側
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のシール性のある支持を可能とするとともに、中板および調湿機能のある機能板の前端部
を共にカバーできるようにしてシール性を向上させた食器棚用のレール部材を提供するこ
とを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本願発明は、上記の目的を達成するために、次のような課題解決手段を備えて構成され
ている。
【００１４】
　（１）　請求項１の発明の課題解決手段
　この発明の課題解決手段は、食器棚が、食器棚を上下方向に仕切る中板と該中板の下面
側に当該中板の下面側を覆う状態で重合された調湿機能を有する機能板とを備えるととも
に、これら中板および調湿機能のある機能板の前端部に取り付けられ、レール溝を備えた
レール部を有して下端側にローラ部材を備えた引き戸を走行可能に支持する食器棚用のレ
ール部材であって、上面側に上記レール溝を備えたレール部を有するとともに、後端側に
上記中板の前端部前端面および前端部上面を覆う状態で当該中板の前端部に取り付けられ
る鉤状の取付部と、該鉤状の取付部の下部側にあって、上記中板の下面側に重合された調
湿機能のある機能板の前端部前端面および前端部下面を覆う状態で当該調湿機能のある機
能板の前端部を支持する機能板支持部とからなることを特徴としている。
【００１５】
　この発明の課題解決手段では、まず食器棚自体が、当該食器棚を上下方向に仕切る中板
と、該中板の下面側にあって当該中板の下面側を覆う状態で重合された調湿機能を有する
機能板との２種の板材を備えて構成されている。そして、これら中板および調湿機能のあ
る機能板の前端部に、レール溝を備えたレール部を有して下端側にローラ部材を備えた引
き戸を走行可能に支持するレール部材の後端側が取り付けられるようになっている。
【００１６】
　したがって、調質機能の無い中板の下面側が調質機能のある機能板によって確実に保護
されることになり、中板の調理器具から出る蒸気による損傷等が生じにくくなる。
【００１７】
　しかも、この発明の構成では、その場合において、上記レール部材が、上面側に上記レ
ール溝を備えたレール部を有するとともに、後端側に上記中板の前端部前端面および前端
部上面を覆う状態で当該中板の前端部に取り付けられる鉤状の取付部と、該鉤状の取付部
の下部側にあって、上記中板の下面側に重合された調湿機能のある機能板の前端部前端面
および前端部下面を覆う状態で当該調湿機能のある機能板の前端部を支持する機能板支持
部とから構成されている。
【００１８】
　したがって、このような構成によると、上記レール部材そのものが、その機能板支持部
によって、上記調湿手段としての調湿機能のある機能板を上記中板の下面側に重合させる
形で下方から支持するようになり、上記中板の下面側全体が調湿機能のある機能板によっ
て確実にカバーされるようになるとともに、当該調湿機能のある機能板の取り付け（組み
付け）そのものが容易になる。
【００１９】
　しかも、上記レール部材後端側の取り付け部および機能板支持部が、上記中板および機
能板前端部のそれぞれ（中板の前端部前端面および上面、機能板の前端部前端面および前
端部下面）を確実にカバーし、前方から全く見えないようになる。また、上記中板前端部
および機能板前端部が共にそれらレール部材各部によって確実にシールされ、調理器具収
納部側からの蒸気が中板との間の隙間に入り込むこともなくなる。したがって、上記調湿
機能のある機能板による中板の保護機能がより向上する。
【００２０】
　さらに、上記調湿機能のある機能板は、その後端側のみを食器棚本体側に係止すれば足
りるようになり、ダボなどで左右両側を食器棚本体の左右両側に係止する場合に比べて、
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遥かに取り付け（組み付け）が容易になる。また、取り付け後の安定性も向上する。
【００２１】
　（２）　請求項２の発明の課題解決手段
　この発明の課題解決手段は、上記請求項１の発明の課題解決手段の構成において、機能
板支持部は、調湿機能のある機能板の前端部を嵌合支持する断面コ字状の機能板嵌合部よ
りなることを特徴としている。
【００２２】
　このような構成によると、レール部材そのものが、当該断面コ字状の機能板嵌合部によ
って、調湿手段としての調湿機能のある機能板を中板の下面部側に重合する形で嵌合支持
するようになり、調湿機能のある機能板の取り付け（組み付け）そのものが容易になると
同時に、レール部材が中板および機能板前端部のそれぞれ（中板の前端部前端面および上
下両面、調湿機能のある機能板の前端部前端面および上下両面）を確実にカバーし、前方
から全く見えないようになることはもちろん、中板前端部および機能板前端部がレール部
材によって、より確実にシールされ、調理器具収納部側からの蒸気が中板との間の隙間に
入り込むこともなくなる。
【００２３】
　さらに、上記調湿機能のある機能板は、その後端側のみを食器棚本体側に係止すれば足
りるようになり、ダボなどで左右両側を食器棚本体の左右両側に係止する場合に比べて、
遥かに取り付け（組み付け）が容易になる。また、取り付け（組み付け）後の安定性も向
上する。
【００２４】
　（３）　請求項３の発明の課題解決手段
　この発明の課題解決手段は、上記請求項１又は２の発明の課題解決手段の構成において
、レール部の前端部側から後端部側機能板支持部にいたる下面部分は、傾斜面形状となっ
ていることを特徴としている。
【００２５】
　上述のように、レール部材によって、中板の下部に調湿機能のある機能板を共にレール
部材でカバーするようにした場合、どうしてもレール部材の上下方向の厚みが大きくなり
、前端部を上下方向にフラット（ストレート）にしたのでは、材料費が嵩む一方、デザイ
ン的にも斬新さのないものとなる問題がある。
【００２６】
　そこで、レール部の前端部側から後端部側機能板支持部にいたる下面部分を、斜面形状
として、材料費を低減するとともに、デザイン的な変化を持たせる（薄く感じさせる）。
【００２７】
　また、そのように斜面形状にすると、レール部上に上方から下方に向けて作用する引戸
の荷重が同傾斜面を介して水平方向（中板および機能板方向）に分散されるようになり、
レール部材の支持剛性がアップする。
【００２８】
　この場合、斜面形状としては、円弧面形状でも、またストレートなテーパ面形状の何れ
であってもかまわない。
【発明の効果】
【００２９】
　以上の結果、本願発明によると、デザイン性、機能性、組付性に優れた食器棚用レール
部材を簡単かつ低コストに提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本願発明の実施の形態１に係る食器棚用レール部材を用いた食器棚の構成を示す
正面図である。
【図２】同食器棚の右側面図である。
【図３】同食器棚における食器棚用レール部材の中板および機能板との結合状態を示す横



(5) JP 6026728 B2 2016.11.16

10

20

30

40

50

断面図である。
【図４】同食器棚用レール部材の一部を切欠いて示す斜視図である。
【図５】同食器棚用レール部材の変形例１の構成を示す図４と同様の斜視図である。
【図６】同食器棚用レール部材の変形例１の構成を示す図３と同様の横断面図である。
【図７】同食器棚用レール部材の変形例２の構成を示す図３と同様の横断面図である。
【図８】同食器棚用レール部材の変形例３の構成を示す図３と同様の横断面図である。
【図９】本願発明の実施の形態２に係る食器棚用レール部材の中板および機能板との結合
状態を示す横断面図である。
【図１０】従来の食器棚用レール部材を用いた食器棚の構成を示す右側面図である。
【図１１】同食器棚用レール部材と中板および機能板との関係を示す横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　（実施の形態１）
　図１～図４は、本願発明の実施の形態１に係る食器棚用レール部材、および同レール部
材を用いて構成した食器棚の構成を示している。
【００３２】
　この実施の形態における食器棚は、例えば図１、図２に示すように、左右両側板６ａ，
６ｂ、上板６ｃ、底板６ｄ、背板６ｅを備えた箱状体よりなり、中板５を介して、上方側
に茶碗や皿などの食器収納部Ａ、下方側に電子レンジや電気炊飯器、電気ポットなどの調
理器具収納部Ｂが設けられている。そして、上記中板５の前端部分に設けたレール部材２
を介して、上記食器収納部Ａの前部には、引き違い構造のガラス製その他の引戸１Ａ，１
Ｂが設けられている。
【００３３】
　また、食器収納部Ａは、縦方向の仕切板１１ａを介して左右２室に仕切られ、それら左
右各室内には、例えば着脱可能なダボ１１ｃ，１１ｃ・・・、１１ｃ，１１ｃ・・・を利
用して中棧１１ｂ，１１ｂ・・・、１１ｂ，１１ｂ・・・が高さ調節可能な状態で設けら
れている。
【００３４】
　一方、調理器具収納部Ｂは、何らカバー部材が設けられることなく、前面側に完全に開
放されている。
【００３５】
　レール部材２は、例えば図３、図４に示すように、断面Ｖ字状のレール溝２ａ，２ｂを
備えた上面部側がフラットなレール部２Ａと、該レール部２Ａの後端部側に一体に設けら
れた断面鉤状のレール部材取付部２Ｂとからなり、レール部２Ａの前端部（前面側端部）
ａから後端部側上記レール部材取付部２Ｂ下端部ｂまでの下面部分２ｃは、円弧状に曲成
した傾斜面となっている。
【００３６】
　このように、レール部材２の下面部２ｃが、図示のように円弧状に曲成された傾斜面と
なっていると、レール部２Ａ上に上方から下方に向けて作用する引戸１Ａ，１Ｂの荷重が
、同傾斜面を介して水平方向（後述する中板５および機能板８の方向）に分散されるよう
になり、レール部材２の支持剛性がアップする。
【００３７】
　また、同レール部材２部分を前方から見た時に、全体として丸味を帯びたソフトなイメ
ージを与えることができる。また、上下方向の厚みを感じさせないようになる。
【００３８】
　また、上記レール部材取付部２Ｂは、食器棚本体側中間部分の上記中板５の前端部５ａ
の前面に当接される当接面である縦壁部２１と該縦壁部２１の上端から中板５の前端部５
ａの上面側に延びて当接される当接面である上片部２２とからなり、上片部２２の長手方
向所定の位置には、中板５に対してビスネジ４，４・・・を挿通して螺合締結するビス穴
７，７・・・が設けられている。
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【００３９】
　そして、同ビス穴７，７・・・を利用して、当該レール部材２のレール部材取付部２Ｂ
が、図示するような形で食器棚本体側の中板５の前端部５ａに取り付けられる。
【００４０】
　この実施の形態の場合、中板５の下部側には、金属製のメネジ溝を形成したスリーブ部
材１５が嵌装固定されており、それを利用してビスネジ４，４・・・を螺合するので、前
述した従来の木ネジの場合に比べて一層確実な締結状態が実現されるようになっている。
【００４１】
　一方、上記レール部材取付部２Ｂにおける上記縦壁部２１部分の下端部には、後述する
機能板８の支持部として、図示のようにレール部２Ａ側に所定の深さ凹んだ断面コ字状の
機能板嵌合部２０が設けられている。
【００４２】
　そして、この機能板嵌合部２０部分には、上記中板５の下部側に重合される形で、調湿
、抗菌、防カビ等の機能を有する機能板（例えば、けい酸カルシウム板等をベースに、天
然鉱物のバーミキュライト、珪藻土などを配合した調湿性にすぐれた板材）８の前端部が
シール性良く嵌合されて支持される。
【００４３】
　上記中板５は、例えば食器棚本体の左右両側板６ａ，６ｂ部分に設けられた、上述のよ
うなダボ３，３・・・によって食器棚本体に固定支持されているが（図示省略）、該機能
板８は、その前端部８ａ側は上記のようにレール部材２によって支持され、後端部側１ケ
所のみがダボ等で支持される。したがって、従来のように、左右の両側板６ａ，６ｂ２ケ
所にダボ等で係止する必要がなくなり、取付構造、取付作業共に遥かに簡単になる。
【００４４】
　そして、以上のようにして、レール部材２とともに中板５、機能板８が食器棚本体に取
り付けられると、同取付状態において、上記レール部材２が、上記中板５の端部面はもち
ろん、上記機能板８の端部面をも確実に前方から見えない状態にカバーし、同状態におい
て、レール部２Ａのレール溝２ａ，２ｂ上には、左右一対の引戸１Ａ，１Ｂが合成樹脂製
ローラ９ａ，９ｂ、９ａ，９ｂを介して走行可能に装着される。
【００４５】
　この場合、食器棚本体の上板６ｃの前端部下面側にも凹状のレール溝１０ａ，１０ｂが
設けられており、同レール溝１０ａ，１０ｂに対しても合成樹脂製ローラ１４ａ，１４ｂ
を介して上記引戸１Ａ，１Ｂの上端側が走行可能に係合される。
【００４６】
　なお、図１、図２中の符号１２ａ，１２ｂは、上記調理器具収納部Ｂの背面板６ｅ側に
設けられたコンセント、１２ｃ，１２ｄは、電源コードの通し穴である。
【００４７】
　以上のような構成によると、レール部材２そのものが、調湿手段としての機能板８を、
その前端部５ａ側をシールし、かつ中板５の下部に重合する形で嵌合支持するようになり
、機能板８の食器棚本体への取り付けが後端側だけで良くなると同時に、レール部材２が
中板５および機能板８のそれぞれを確実にカバーし、それらが前方からは全く見えないよ
うになる。また、機能板８の前端部８ａがレール部材２によって確実にシールされ、調理
器具収納部Ｂ側からの蒸気が中板５との隙間に入り込むこともなくなる。その結果、中板
５の耐久性も向上する。
【００４８】
　また、以上の構成においては、レール部材２の前端部ａ側から後端部ｂ側機能板嵌合部
２０にいたる下面２ｃ部分は、傾斜面形状となっている。
【００４９】
　上述のように、レール部材２によって、中板５の下部に機能板８を共にレール部材２で
カバーするようにした場合、どうしてもレール部材２の上下方向の厚みが大きくなり、前
端部ａを上下方向にフラット（ストレート）にしたのでは、その上下方向の幅が大きくな
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ってしまい、デザイン的にも斬新さのないものとなる問題がある。また、アルミ等の材料
費も多く必要とし、製品コストがアップする。
【００５０】
　そこで、上述のように、レール部材２の前端部ａ側から後端部ｂ側機能板嵌合部２０に
いたる下面２ｃ部分を、以上のような傾斜面形状として、デザイン的な変化を持たせると
ともに、材料費が少なくて済むようにする。
【００５１】
　また、そのように傾斜面形状にすると、レール部２Ａ上に上方から下方に向けて作用す
る引戸１Ａ，１Ｂの荷重が同傾斜面を介して水平方向（中板５および機能板８方向）に分
散されるようになり、レール部材２の支持剛性がアップする。この場合、傾斜面形状とし
ては、図示のような円弧面形状でも、またストレートなテーパ面形状の何れであってもか
まわない。図示のような円弧面形状の場合、ソフトなイメージになるし、テーパ面の場合
、シャープなイメージとなる。
【００５２】
　さらに、以上の構成の場合、図３および図４に示すように、レール溝２ａ，２ｂの底部
とレール部材２の下面部２ｃとは、縦壁部２３，２４で連結一体化されている。したがっ
て、引戸１Ａ，１Ｂ走行時のレール部２Ａ部分の振動も少なく、スムーズで、静かな走行
が可能となる。
【００５３】
　以上の結果、デザイン性、機能性、組付性、走行性に優れた食器棚用レール部材を簡単
かつ低コストに提供することができるようになる。
【００５４】
　＜変形例１＞
　次に図５および図６は、機能板８の支持部である上記図１～図４の機能板嵌合部２０を
、上述のようなレール部２Ａ側に凹んだ凹状部ではなく、逆に機能板８側に突出した上下
２片の断面コ字状部（レール部材２の後端部ｂを延設した延設部片とレール部材取付部２
Ｂの縦壁部２１に設けた上部片ｃとの２片よりなる）としたものである。
【００５５】
　このようにすると、中板５との取り付けに際して、レール部材２自体を予じめ中板５の
前端部５ａに嵌合することが可能になり、食器棚本体への組付時にレール部材２と中板５
との一体化（ビスネジ４による締結作業）が容易になるとともに、機能板８も上記図１～
図４の実施の形態１の場合と全く同様の作用を有してレール部材２に嵌合する形で取り付
け、レール部材２で前端部８ａを確実にカバー（かつシール）することができる。
【００５６】
　そして、この場合においても、上記図１～図４の実施の形態１の構成と同様に、レール
部材２の前端部ａ側から後端部ｂ側に到る下面部２ｃの形状を、円弧面形状（アール面形
状）として、前方から見た時に、薄く、かつソフトな印象を与えるようにするとともに、
レール部２Ａの支持剛性を高くする構成としてもよいし、またストレートな傾斜面形状と
して、シャープな印象を与えるようにしてもよい。
【００５７】
　＜変形例２＞
　次に図７は、上記実施の形態１における図１～図４のレール部材２の後端側のレール部
材取付部２Ｂの縦壁部２１中間部分に中板５側のピン部材嵌入孔に嵌入される上下一対の
ピン部材Ｐ１，Ｐ２を突設したことを特徴とするものである。その他の構成は、上記実施
の形態１における図１～図４のものと全く同一であり、同一の作用を奏する。
【００５８】
　このように、レール部材取付部２Ｂの縦壁部２１に上下一対のピン部材Ｐ１，Ｐ２が設
けられており、同ピン部材Ｐ１，Ｐ２が図７のように中板５前端部５ａのピン部材嵌入孔
内に嵌入されるようになっていると、中板５の前端部５ａ部分にレール部材２を取り付け
る時に、当該レール部材２を同ピン部材Ｐ１，Ｐ２を介して予じめ中板５の前端部５ａ側
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に係止して置くことが可能となり、中板５に対するレール部材２の取り付け（ビスネジ４
による締結作業）が容易になる。また、その係止力によって、水平方向の固定状態が、よ
り確実かつ安定したものとなる。
【００５９】
　そして、その後、機能板８を機能板嵌合部２０に嵌合すれば良いので、機能板８自体も
容易に取り付けることができる。
【００６０】
　　＜変形例３＞
　さらに、図８は、上記図５および図６に示す変形例１の構成における機能板嵌合部２０
の嵌合溝側上部片ｃをなくし、中板５の前端部５ａの下面とレール部材２の後端部ｂ側延
設片との間を機能板嵌合部２０として、同部分に機能板８の前端部８ａを嵌合させて支持
固定するようにしたことを特徴とするものである。
【００６１】
　このような構成としても、上記各構成の場合と略同様に、中板５の下面側に機能板８を
シール性良く、しかも前方からみえないように嵌合して、支持固定することができる。
【００６２】
　また、このような構成の場合、上述の各構成の場合に比較して、相対的にレール部材取
付部２Ｂ部分の構成が簡単になり、成型も容易となる。
【００６３】
　（実施の形態２）
　次に、図９は、本願発明の実施の形態２に係る食器棚用レール部材、および中板に対す
る同レール部材取付部の構成を示している。
【００６４】
　この実施の形態におけるレール部材２は、例えば図９に示すように、断面Ｖ字状のレー
ル溝２ａ，２ｂを備えたフラットなレール部２Ａ側と、該レール部２Ａの後端部側に一体
に設けられた断面鉤状のレール部材取付部２Ｂとからなり、レール部２Ａの前面側端部ａ
から上記レール部材取付部２Ｂの縦壁部２１の取付面までの下面部分２ｃは、前述した従
来のものと同様に、レール部２Ａの上面と略平行なフラット面となっている。
【００６５】
　そして、該レール部材２は、上記レール部材取付部２Ｂの縦壁部２１および上片部２２
を、図示のように食器棚本体側の中板５の前端部５ａに対して衝合し、上片部２２のビス
穴７，７・・・を介して木ネジ４，４・・・で締結固定することによって、中板５の前端
部５ａに取り付けられている。
【００６６】
　上記レール部材取付部２Ｂの縦壁部２１の下端は、上記レール部２Ａの下面部２ｃより
も所定寸法下方に長く延設されており（機能板８の厚み寸法分）、その下端からは、上記
機能板８の前端部８ａの下面を支持するための支持片２６が略直角に延設されている。
【００６７】
　そして、これにより、同支持片２６と上記中板５の前端部５ａとの間に上記変形例３と
同様の機能板嵌合部２０を形成し、同部分に機能板８の前端部８ａを挟み込んで支持して
いる。
【００６８】
　このような構成によっても、上記実施の形態１の各場合と同様に、レール部材２そのも
のが、調湿手段としての機能板８を、中板５の下部に重合する形で嵌合支持するようにな
り、機能板８の取り付けが容易になると同時に、レール部材２が中板５および機能板８の
前端部５ａ，８ａそれぞれを確実にカバーし、前方から全く見えないようになる。また、
機能板８の前端部８ａがレール部材２によって確実にシールされ、調理器具収納部側から
の蒸気が中板５との間に入り込むこともなくなる。
【００６９】
　さらに、それらの結果、機能板８は、その後端側のみを食器棚本体側に係止すれば足り
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るようになり、ダボなどで左右両側を食器棚本体の左右両側に係止する場合に比べて、遥
かに取付けが容易になる。
【００７０】
　さらに、この場合、例えば図９から明らかなように、上述した図３の場合とは異なり、
レール溝２ａ，２ｂの底部とレール部材２の下面部２ｃとを個々に縦壁部で連結すること
まではしていないが、それらの中間部分を縦壁部２５で連結一体化している。したがって
、やはり引戸１Ａ，１Ｂ走行時のレール部２Ａ部分の振動も少なく、スムーズで、静かな
走行が可能となる。
【００７１】
　これらの結果、本実施形態によると、デザイン性、機能性、組付性に優れた食器棚用レ
ール部材２を簡単かつ低コストに提供することができる。
【符号の説明】
【００７２】
　１Ａ，１Ｂは引戸、２はレール部材、２Ａはレール部、２ａ，２ｂはレール溝、２Ｂは
レール部材取付部、５は中板、４はビスネジ、６ａ，６ｂは食器棚本体の側板、６ｃは食
器棚本体の上板、６ｄは食器棚本体の底板、７はビス穴、２０は機能板嵌合部、２１は縦
壁部、２２は上片部、２５は縦壁部、２６は支持片である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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