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明 細 苫

可動Ⅱ本のアシスト装置
ま支 術分野

０００1 この発明は、固定体に支持された可動体の少なくとも往動を、所定移動位置より移

動終了位置まで、付勢手段によって補助する機構の改良に関する。

背月沌支 術

０００2 扉を閉じるときに、この扉の所定回動位置より閉じきった位置まで、付勢手段によっ
てこの扉の回動を補助する機構として、本出願人が先に開示した特願 2 ００6 3322

3 7 にかかる機構がある。

０００3 また、引き戸を閉じるときに、この引き戸の所定移動位置より閉じきった位置まで、

付勢手段によってこの引き戸の移動を補助する機構として、本出願人が先に開示し

た特願 2 ００7 ０ 629 にかかる機構がある。

０００4 特願 2 ００6 332237にかかる機構では、可動体としての扉に備えられるストライカ

部材と、固定体としての扉枠に備えられるキヤッチヤ一部材とを有している。

０００5 特願 2 ００7 ０ 629 にかかる機構では、固定体としての戸枠に備えられるストライ

カ部材と、可動体としての引き戸に備えられるキヤッチヤ一部材とを有している。

０００6 いずれの機構においても、キヤッチヤ一部材は、待機位置と引き込み位置との間に

丘る移動可能に備えられると共に、待機位置においては付勢手段に蓄勢させた状態

で保持手段によってこの待機位置に位置づけられるよぅになっており、そして、所定

移動 ( ないしは回動 ) 位置に可動体を往動させたときに、ストライカ部材は待機位置に

位置づけられたキヤッチヤ一部材に捕捉掛合され、続いて保持手段による保持が解

除されてキヤッチヤ一部材は引き込み位置まで付勢手段の付勢により移動又は相対

的に移動されてこの付勢力を移動終了位置まで可動体に作用させるよぅになってい
る。

０００7 ここで、これらの機構においては、所定移動位置に可動体が往動されていない状

態から、誤って保持手段によるキヤッチヤ一部材の保持を解除してしまぅと、キヤッチ

ヤ一部材は前記付勢によりストライカ部材を捕捉しない状態で引き込み位置に移動し



てしまぅ。こぅした場合には、可動体を移動終了位置まで移動させて引き込み位置に

あるキヤッチヤ一部材にストライカ部材を捕捉掛合させることで所期の状態への復帰

が図られる。しかるに、固定体に対する可動体の細み付けないし組み合わせ状態が

なんらかの理由で損なわれてしまっている場合、例えば、固定体としての扉枠や可動

体としての扉に狂いが生じた場合などの場合、可動体を移動終了位置まで移動させ

ても引き込み位置にあるキヤッチヤ一部材の掛合箇所にストライカ部材を入り込ませ

ることができなくなる。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００8 この発明が解決しょぅとする主たる問題点は、この種の機構において前記のょぅに

誤って保持手段にょるキヤッチヤ一部材の保持を解除してしまった場合の所期の状

態への復帰を、固定体に対する可動体の細み付けないし組み合わせ状態がなんら

かの理由で損なわれてしまっている場合であっても容易且つ確実になさせるょぅにす

る点にある。

課題を解決するための手段

０００9 前記課題を達成するために、この発明にあっては、可動体のアシスト装置を、以下

の ( )～(5) の構成を備えたものとした。

( ) 固定体に支持された可動体の少なくとも往動を、所定移動位置ょり移動終了位

置まで、付勢手段にょって補助する可動体のアシスト装置であって、

( ) 固定体及び可動体のいずれか一方に備えられるストライカ部材と、これらの他方

に備えられるキヤッチヤ一部材とを有しており、

(3) キヤッチヤ一部材は、待機位置と引き込み位置との間に丘る移動可能に備えられ

ると共に、待機位置においては付勢手段に蓄勢させた状態で保持手段にょってこの

待機位置に位置づけられるょぅになっており、

(4)所定移動位置に可動体を往動させたときに、ストライカ部材は待機位置に位置づ

けられたキヤッチヤ一部材に捕捉掛合され、続いて保持手段にょる保持が解除され

てキヤッチヤ一部材は引き込み位置まで付勢手段の付勢にょり移動又は相対的に移

動されてこの付勢力を移動終了位置まで可動体に作用させるょぅになっており、



(5) しかも、ストライカ部材を捕捉しない状態で引き込み位置に移動されたキヤッチヤ

一部材を待機位置に向けて移動操作可能とする操作手段を備えている。

００1０ 所定移動位置に可動体が往動されていない状態から、誤って保持手段によるキヤ

ッチヤ一部材の保持を解除してしまぅと、キヤッチヤ一部材は前記付勢によりストライカ

部材を捕捉しない状態で引き込み位置に移動してしまぅ。こぅした場合には、可動体

を移動終了位置まで移動させて引き込み位置にあるキヤッチヤ一部材にストライカ部

材を捕捉掛合させることで所期の状態への復帰が図られる。しかるに、固定体に対す

る可動体の細み付けないし組み合わせ状態がなんらかの理由で損なわれてしまって

いる場合、例えば、固定体としての扉枠や可動体としての扉に狂いが生じた場合など

の場合、可動体を移動終了位置まで移動させても引き込み位置にあるキヤッチヤ一

部材の掛合箇所にストライカ部材を入り込ませることができなくなる。この発明にかか

るアシスト装置にあっては、このよぅな場合でも、操作手段によって前記狂いなどの寸

法分キヤッチヤ一部材を待機位置に向けて移動させてキヤッチヤ一部材にストライカ

部材を捕捉掛合させることができる。

００11 前記ストライカ部材を、ストライカベースと、このストライカベースから付勢によって引

き込み可能に突出したストライカ軸とから構成させ、

キヤッチヤ一部材を、回動体として構成されていると共に、その外周において開放さ

れてその回動中心側に向けて続くストライカ軸の掛合凹部を備えたものとし、

所定移動位置に可動体を往動させたときに待機位置にあるキヤッチヤ一部材のこ

の掛合凹部にストライカ軸が入り込み、これに続く付勢手段の付勢によるキヤッチヤ一

部材の引き込み位置への回動によりこの付勢力を移動終了位置まで可動体に作用

させるよぅになっていると共に、

ストライカ部材を捕捉しない状態で引き込み位置にキヤッチヤ一部材が移動された

状態において、ストライカ部材における掛合凹部の側方箇所への当接に伴ぅ付勢に

抗したストライカ軸の引き込みによって移動終了位置に向けた可動体の往動を許容

させるよぅにしておくこともある。

００12 ストライカ部材を捕捉しない状態で引き込み位置にキヤッチヤ一部材が移動された

場合、可動体を移動終了位置まで往動させるとストライカ部材における掛合凹部の



側方箇所にストライカ軸が突き当たって前記付勢に抗してストライカ軸が一且引き込

みストライカ軸の突き出し端の側方箇所の乗り越えが許容される。そして、この乗り越

え後に前記付勢によりストライカ軸は再び前記付勢により突出して引き込み位置にあ

るキヤッチヤ一部材の掛合凹部に入り込み捕捉掛合される。固定体としての扉枠に

対する可動体としての扉の細み付けないし組み合わせ状態に狂いなどが生じている

場合、扉を移動終了位置まで移動させても引き込み位置にあるキヤッチヤ一部材の

掛合凹部にストライカ部材のストライカ軸を入り込ませることができなくなる。かかるア

シスト装置にあっては、このよぅな場合でも、操作手段によって、キヤッチヤ一部材の

掛合凹部にストライカ部材のストライカ軸が入り込む位置まで、前記狂いなどの寸法

分キヤッチヤ一部材を待機位置に向けて回動させることができる。

発明の効果

００13 この発明にかかるアシスト装置によれば、前記のよぅに誤って保持手段によるキヤッ

チヤ一部材の保持を解除してしまった場合の所期の状態への復帰を、固定体に対す

る可動体の細み付けないし組み合わせ状態がなんらかの理由で損なわれてしまって

いる場合であっても容易且つ確実になすことができる。

図面の簡単な説明

００14 図 扉に、本発明の一実施の形態によるアシスト装置を利用した場合の使用状態を

示した底面構成図

図2 同側断面構成図

図3 同アシスト装置の底面要部構成図

図4 同アシスト装置の底面要部構成図

図5 同要部斜視構成図 (図の上側が下方)

図6 同要部破断構成図 ( (a) 図ノ図の上側が下方)及び同要部底面構成図 (b)図)

図7 同要部破断構成図 ( (a) 図ノ図の上側が下方)及び同要部底面構成図 (b)図)

図8 操作手段の別の構成例を示したアシスト装置の要部斜視構成図

図9 操作手段のさらに別の構成例を示したアシスト装置の要部斜視構成図

図1０引き戸にアシスト装置を利用した場合の使用状態を示した要部破断正面構成



図11 図 ０の要部拡大構成図

図12 図 に示された箇所の平面構成図

図13 引き戸にアシスト装置を利用した場合の使用状態を示した要部破断正面構成

図

図14 図 3の要部拡大構成図

図15 図 4に示された箇所の平面構成図

図16 図 4に示された箇所の平面構成図 (ストライカ部材 が捕捉掛合できない状態

図17 操作手段の構成例 (第一例)

図18 操作手段の構成例 (第二例)

図19 操作手段の構成例 (第三例)

図2０操作手段の構成例 (第四例)である。

発明を実施するための最良の形態

００15 以下、図 ～図2０に某づいて、この発明を実施するための最良の形態について説

明する。

００16 なお、ここで図 ～図9は扉 aの往動のアシスト、別の見方をすれば扉 aの締め

切り、また、別の見方をすれば扉 aが往動の最後でゆっくりと閉まるよぅに、アシスト

装置を利用した例を示している。図 はその設置状態の一例を下方から視て、図2は

扉 aなどの要部を断面にして、図3はキャッチャー部材2を待機位置に位置づけた

アシスト装置の要部を下方から視て、図4はキャッチャー部材2を引き込み位置に位

置づけたアシスト装置の要部を下方から視て、それぞれ示している。図5はストライカ

部材 を捕捉しない状態で引き込み位置にキャッチャー部材2が移動された場合に

おいて扉 aを移動終了位置まで移動させても引き込み位置にあるキャッチャー部

材2の掛合凹部2０bにストライカ部材 のストライカ軸 を入り込ませることができなく

なっている状態を示しており、図6 (a) 及び (b)はこの状態のときの操作手段 5などの

要部を側方から視て (同図 (a) ) 、また、下方から視て (同図 ( ) )示している。また、図

7 (a) 及び (b)は図6 (a) 及び (b)の状態から操作手段 5を操作してキャッチャー部材

2の掛合凹部2０bにストライカ部材 のストライカ軸 を入り込ませたときの操作手段



5などの要部を側方から視て (同図 (a) ) 、また、下方から視て (同図 (b) )示している。

また、図8は操作手段 5の別の構成例を、図9はさらに別の構成例をそれぞれ示して

いる。

００17 また、図 ０～図2０は引き戸 bの往動のアシスト、別の見方をすれば引き戸 bの

締め切り、また、別の見方をすれば引き戸 bが往動の最後でゆっくりと閉まるよぅに

、アシスト装置を利用した例を示している。図 ０はアシスト装置のキヤッチヤ一部材2

が待機位置にあって引き戸 bが所定移動位置に往動される直前の状態を引き戸

bの上部を断面にした状態として、図 は図 ０の要部を拡大して、図 2は図 の

要部を上方から視てそれぞれ示している。また、図 3はアシスト装置のキヤッチヤ一

部材2が引き込み位置にあって引き戸 bが移動終了位置にある状態を引き戸 b

の上部を断面にした状態として、図 4は図 3の要部を拡大して、図 5は図 4の要

部を上方から視てそれぞれ示している。図 6はストライカ部材 を捕捉しない状態で

引き込み位置にキヤッチヤ一部材2が移動された場合において引き戸 bを移動終

了位置まで移動させても引き込み位置にあるキヤッチヤ一部材2にストライカ部材 を

捕捉掛合させることができなくなっている状態を示している。図 7は図 6の状態を解

消するための操作手段 5の構成例の第一例を、図 8はその第二例を、図 9はその

第三例を、図2０はその第四例をそれぞれ示している。

００18 この実施の形態にかかる可動体のアシスト装置は、固定体5に支持された可動体

の少なくとも往動を、所定移動位置より移動終了位置まで、付勢手段 3によって補

助するものである。

００19 かかるアシスト装置は、典型的には、扉 aや開き戸などの回動するものや、引き戸

bや吊り戸などのスライド移動するものなどを可動体 として、使用できるものであ

る。

００2０ かかるアシスト装置は、固定体S及び可動体 のいずれか一方に備えられるストラ

イカ部材 と、これらの他方に備えられるキヤッチヤ一部材2とを有している。

００2 1 キヤッチヤ一部材2は、待機位置と引き込み位置との間に丘る移動可能に備えられ

ると共に、待機位置においては付勢手段 3に蓄勢させた状態で保持手段4によってこ

の待機位置に位置づけられるよぅになっている。そして、所定移動位置に可動体 を



往動させたときに、ストライカ部材 は待機位置に位置づけられたキヤッチヤ一部材2

に捕捉掛合され、続いて保持手段4による保持が解除されてキヤッチヤ一部材2はョ

き込み位置まで付勢手段 3の付勢により移動又は相対的に移動されてこの付勢力を

移動終了位置まで可動体 に作用させるよぅになっている。

００22 これにより、かかるアシスト装置によれば、所定移動位置まで往動させた可動体

を、この所定移動位置でストライカ部材 を捕捉 (キヤッチ) した状態で前記付勢により

引き込み位置に移動又は相対的に移動されるキヤッチヤ一部材2によって、移動終

了位置まで移動させるよぅにすることができる。このよぅに移動終了位置に移動された

可動体 を復動させると、ストライカ部材 を捕捉して引き込み位置にあるキヤッチヤ

一部材2は付勢手段 3に蓄勢させながら待機位置まで移動又は相対的に移動され待

機位置において保持手段4に再び位置づけられると共に、ストライカ部材 の捕捉掛

合を解く。(リリース )

００23 それと共に、この実施の形態にかかるアシスト装置は、ストライカ部材 を捕捉しない

状態で引き込み位置に移動されたキヤッチヤ一部材2を待機位置に向けて移動操作

可能とする操作手段 5を備えている。

００24 所定移動位置に可動体 が往動されていない状態から、誤って保持手段4による

キヤッチヤ一部材2の保持を解除してしまぅと、キヤッチヤ一部材2は前記付勢によりス

トライカ部材 を捕捉しない状態で引き込み位置に移動してしまぅ。こぅした場合には

、可動体 を移動終了位置まで移動させて引き込み位置にあるキヤッチヤ一部材2

にストライカ部材 を捕捉掛合させることで所期の状態への復帰が図られる。しかるに

、固定体S に対する可動体 の細み付けないし組み合わせ状態がなんらかの理由で

損なわれてしまっている場合、例えば、固定体S としての扉 a枠や可動体 としての

扉 aに狂いが生じた場合などの場合、可動体 を移動終了位置まで移動させても

引き込み位置にあるキヤッチヤ一部材2の掛合箇所にストライカ部材 を入り込ませる

ことができなくなる。この実施の形態にかかるアシスト装置にあっては、このよぅな場合

でも、操作手段 5によって前記狂いなどの寸法分キヤッチヤ一部材2を待機位置に向

けて移動させてキヤッチヤ一部材2にストライカ部材 を捕捉掛合させることができる。

００25 (図 ～図9に示される例)



図 ～図9は、かかるアシスト装置によって、扉 aの往動 (閉じる向きの回動)を、所

定移動位置 (扉 aが閉じる直前の位置) より移動終了位置 (扉 aが閉じきった位置

) まで補助するよぅにしてある。図示の例では、可動体 は扉 aであり、固定体Sは

扉枠S aとなっている。また、図示の例では、キヤッチヤ一部材2は扉枠S aの上枠部S

bの下面に取り付けられ、こらに対応してストライカ部材 は扉 aの上部に取り付けら

れている。

００26 この例では、ストライカ部材 は、ストライカベース ０と、このストライカベース ０から

付勢によって引き込み可能に突出したストライカ軸 とから構成されている。ストライ

カベース ０は、その一端を扉 aに止若させると共に、その他端に上方に向けて突

き出すストライカ軸 の収容筒部 ０aを有しており、(図5)ストライカ軸 はこの収容

筒部 ０aの開放された筒上端 ０bから前記付勢によりその上端を上方に向けて突き

出させるよぅに構成されている。

００27 一方、キヤッチヤ一部材2は、ストライカ軸 の軸線に沿ぅ向きに回動軸2０aを配し

た回動体2０として構成されていると共に、その外周において開放されてその回動中

心側に向けて続くストライカ軸 の掛合凹部2０bを備えており、所定移動位置に可

動体 としての扉 aを往動させたときに待機位置 (図3の位置) にあるキヤッチヤ一

部材2のこの掛合凹部2０bにストライカ軸 が入り込み、これに続く付勢手段 3の付

勢によるキヤッチヤ一部材2の引き込み位置 (図4の位置)への回動によりこの付勢力

を移動終了位置まで扉 aに作用させるよぅになっている。移動終了位置から扉 a

を復動させるとキヤッチヤ一部材2は再び待機位置まで回動され保持手段4によりそ

の位置に再び位置づけられると共にストライカ軸 をリリースする。

００28 そしてこの例では、ストライカ部材 を捕捉しない状態で引き込み位置にキヤッチヤ

一部材2が移動された状態において、ストライカ部材 における掛合凹部2０bの側方

箇所2０cへの当接に伴ぅ付勢に抗したストライカ軸 の引き込みによって移動終了
位置に向けた可動体 の往動を許容させるよぅになっている。かかる側方箇所2０cの

下面側にはかかる引き込みを可能ならしめる傾斜面2０dが形成されている。

００29 この例では、ストライカ部材 を捕捉しない状態で引き込み位置にキヤッチヤ一部材

2が移動された場合、可動体 を移動終了位置まで往動させるとストライカ部材 に



おける掛合凹部2０bの側方箇所2０cにストライカ軸 が突き当たって前記付勢に抗

してストライカ軸 が一且引き込みストライカ軸 の突き出し端の側方箇所2０cの乗

り越えが許容されるようになっている。そして、この乗り越え後に前記付勢によりストラ

イカ軸 は再び前記付勢により突出して引き込み位置にあるキヤッチヤ一部材2の

掛合凹部2０bに入り込み捕捉掛合されるようになっている。固定体S としての扉枠S a

に対する可動体 としての扉 aの細み付けないし組み合わせ状態に狂いなどが生

じている場合、扉 aを移動終了位置まで移動させても引き込み位置にあるキヤッチ

ヤ一部材2の掛合凹部2０bにストライカ部材 のストライカ軸 を入り込ませることが

できなくなる。(図5、図6 (b) )この例にかかるアシスト装置にあっては、このような場合

でも、操作手段 5によって、キヤッチヤ一部材2の掛合凹部2０bにストライカ部材 のス

トライカ軸 が入り込む位置まで、前記狂いなどの寸法分キヤッチヤ一部材2を待機

位置に向けて回動させることができる。(図7 (a) 及び (b) )

００3０ 図示の例では、キヤッチヤ一部材2は、上面を扉枠S aの上枠部Sbの下面への取り

付け面6０aとしたケーシング6０に前記回動を可能とした状態で細み合わされ納めら

れている。ケーシング6０は下面を開放させた細長い箱状をなすように構成されてい
る。キヤッチヤ一部材2は、このケーシング6０の一端6０b側に偏った位置に備えられ

ている。ケーシング6０におけるこのキヤッチヤ一部材2の配設箇所の側方には待機

位置にあるキヤッチヤ一部材2の掛合凹部2０bの形成箇所が突き出される開放部6０

cが形成されている。

００3 1 キヤッチヤ一部材2は、その回動軸2０aの形成側を要部とする扇形体2０eに、その

弧状縁2０fにおいて満一端を開放させてこの回動軸2０a (つまり回動中心側) に続く

剖満状をなす掛合凹部2０bを形成させることにより構成されている。キヤッチヤ一部

材2における掛合凹部2０bは前記扇形体2０eの一方の直線状縁2０に偏った位置

に設けられており、キヤッチヤ一部材2のこの掛合凹部2０bと扇形体2０eの他方の直

線状縁2０ との間に丘る弧状縁2０fには、ケーシング6０の長さ方向にスライド可能に

このケーシング6０に支持細み合わされたスライダ7０における、このスライダ7０のスラ

イド方向に沿うように設けられたラック7０aにかみ合うギア部2０が形成されている。

００32 ケーシング6０におけるその他端6０dとキヤッチヤ一部材2との間には、かかるスライ



ダ7０のラック7０aにかみ合うピニオン8０が備えられている。また、ケーシング6０には

、バネ一端3０bをケーシング6０の他端6０d側に止若させ、かつ、バネ他端3０aを連

係パーツ9０を介在させてピニオン8０に接続させた付勢手段 3としての引っ張りコイ

ルバネ3０が備えられている。連係パーツ9０はピニオン8０の回転軸に偏心した位置

においてピニオン8０に枢支されている。そして、図示の例では、ピニオン8０の回転

中心 8０bと前記引っ張りコイルバネ3０のバネ一端3０bの止若箇所を通る仮想の直線

上に前記枢支部8０aが位置されたときはこのバネ3０がもっとも引き延ばされると共

に、この仮想の直線 よりも後方に前記枢支部8０aが位置されるときはスライダ7０は

ケーシング6０の他端6０d側にもっとも移動されこの状態においてキヤソチヤ一部材2

は前記バネ3０により待機位置に位置づけられ、(図3)一方、前記仮想の直線 よりも

前方に前記枢支部8０aが位置されるときはスライダ7０はケーシング6０の一端6０b側

にもっとも移動されこの状態においてキヤソチヤ一部材2は前記バネ3０により引き込

み位置に位置づけられるようになっている。(図4)すなわち、この例では、かかるバネ

3０とピニオン8０とにより前記保持手段4を構成させている。

００33 ケーシング6０の一端6０b側には、ボタン体 5０を上下動可能に支持する支持部6０

eが形成されている。支持部6０eは下方にボタン体 5０の突きだし開口6０fを、側方に

スライダ7０の端部の入れ込み開口6０をそれぞれ備えている。ボタン体 5０は支持部

6０eの奥部6０ とボタン体 5０の内端5０aとの間に介装されたバネ6０によりあご部 5０

bを支持部6０eの突きだし開口6０fの内縁に引っかけた状態でその外端を支持部6０

eから突き出させている。ボタン体 5０における入れ込み開口6０に向けられた側には

下方に向かうに連れてボタン体 5０の移動中心軸から次第に離れ出す向きの傾斜状

をなすスライダ7０の端部7０bへの突き当たり面5０cが形成されている。そして、図示

の例では、キヤソチヤ一部材2が待機位置にあるとき、スライダ7０の端部7０bが支持

部6０e内に入り込み、ボタン体 5０の突き当たり面5０cの上方に位置されるようになっ
ている。(図6 (a ) )

００34 扉枠S a に対する扉 aの組み付けないし組み合わせ状態に狂いなどが生じていて

、ストライカ部材 を捕捉しない状態で引き込み位置にキヤソチヤ一部材2が移動され

た場合において扉 aを移動終了位置まで移動させても引き込み位置にあるキヤッ



チヤ一部材2の掛合四部2０bにストライカ部材 のストライカ軸 を入り込ませること

ができないとき、(図5、図6 ) )前記ボタン体 5０を上方に押し込み操作するとスライ

ダ7０をケーシング6０の他端6０側に若干移動させてこれに伴ってキヤソチヤ一部材

2をその掛合四部2０bにストライカ部材 のストライカ軸 を入り込ませるまで待機位

置に向けてやや回動させることができる。(図7 (a) 及び ( ) )すなわち、この例にあっ
ては、かかるボタン体 5０が前記操作手段 5として機能するようになっている。そして、

この操作手段 5としてのボタン体 5０が、付勢手段 3としての前記バネ3０の付勢力をキ

ヤソチヤ一部材2に伝達する伝達部材としてのスライダ7０を介して、キヤソチヤ一部材

2を待機位置に向けて移動させるようになっている。

００35 図8は、伝達部材としてのスライダ7０日体に下方に突き出すつまみ部 5 を形成さ

せ、このつまみ部 5 を利用したラック7０aの移動により引き込み位置にあるキヤソチヤ

一部材2を待機位置に向けて回動させるようにした例を示している。すなわち、この例

にあっては、かかるつまみ部 5 が前記操作手段 5として機能するようになっている。

００36 また、図9は、キヤソチヤ一部材2 自体にその回動中心から偏心した位置に下方に

突き出すつまみ部 52を形成させ、このつまみ部を52利用したキヤソチヤ一部材2の

回動により引き込み位置にあるキヤソチヤ一部材2を待機位置に向けて回動させるよ

うにした例を示している。すなわち、この例にあっては、かかるつまみ部 52が前記操

作手段 5として機能するようになっている。

００37 なお、図示の例では、ピニオン8０に前記スライダ7０にかみ合う側と反対の側 (前方

)でラックをかみ合わせるダンパー用スライダ ００がケーシング6０の長さ方向に沿う

向きにスライド移動可能に支持されていると共に、このダンパー用スライダ ００のケー

シング6０の他端6０d側に向けた移動によりピストンロッド ０aをシリンダー ０b内

に進入させるピストンダンパー ０がケーシング6０内に細み込まれており、このビスト

ンダンパー ０によって待機位置から引き込み位置に向けたキヤソチヤ一部材2の

回動に制動を付与して扉 aの移動終了位置に向けた移動がゆっくりとなされるよう

にしてある。また、ケーシング6０の開放された下面は 、ストライカ軸 の移動軌跡

に沿った剖満を備えた図示しない蓋体によって覆われるようになっている。

００38 (図 ０～図2０に示される例)



図 ０～図2０は、かかるアシスト装置によって、引き戸 bの往動 (閉じる向きのスラ

イド移動)を、所定移動位置 (引き戸 bが閉じるやや手前の位置) より移動終了位置

(引き戸 bが閉じきった位置) まで補助するよぅにしてある。図示の例では、可動体

は引き戸 bであり、固定体S はこの引き戸 bの戸枠S c となっている。また、図示

の例では、キヤッチヤ一部材2は引き戸 bの上部に形成されたこの引き戸 bの上

端面 。に満口を配し且つ引き戸 bの前端 において満一端を外方に開放させ

た満状空間 。内に内藏され、これに対応してストライカ部材 は戸枠S。の戸当たり

S d側において、その上枠部S e における引き戸 bの上端の案内満 fの奥部から下

方に突き出すよぅに取り付けられている。

００39 この例では、ストライカ部材 は、軸上端を前記の位置に取り付けた軸状をなすよぅ

に構成されている。

００4０ 一方、キヤッチヤ一部材2は、前記満状空間 。内に引き戸 bの移動方向に沿っ
た移動可能に納められている。キヤッチヤ一部材2は、キヤッチヤ一主体2 に対し、

上下方向に出没可能に備えられたキヤッチヤーストッパ22と、前後動可能に備えられ

ると共に非抱持状態において前方からストライカ部材 を受け入れるストライカ部材

の抱持体23と、これらの付勢体24を有している。キヤッチヤーストッパ22と抱持体23

とは連係されており、かかる付勢体24によって、キヤッチヤーストッパ22がキヤッチヤ

一主体2 より突出されているときには抱持体23は前進位置にあって非抱持状態に

あるよぅにされ、(図 2)かつ、抱持体23が後退位置にあって抱持状態にあるときに

はキヤッチヤーストッパ22はキヤッチヤ一主体2 内に引き込まれるよぅになっている。

(図 5)また、前記満状空間 。内には、突出時のキヤッチヤーストッパ22の掛合穴6

aが形成されており、この掛合穴6 aにキヤッチヤーストッパ22を掛合させたキヤッチ

ヤ一部材2の待機位置において付勢手段 3への蓄勢がなされるよぅになっている。そ

して、可動体 が 自走開始位置まで往動されてきたときに待機位置にあるキヤッチヤ

一の抱持体23内にストライカ部材 が進入されるよぅになっている。

００4 1 所定移動位置に可動体 としての引き戸 bを往動させたときに待機位置 (図 ０の

位置) にあるキヤッチヤ一部材2の抱持体23にストライカ部材 が入り込むと抱持体2

3はこれに押されて後退位置に移動されストライカ部材 を抱持捕捉掛合する。抱持



体23が後退位置に移動されるとキヤッチヤーストッパ22はキヤッチヤ一主体2 内に

引き込まれて掛合穴6 aとの掛合が解除されることから、固定体S としての戸枠S。に
ストライカ部材 を介して係止されたキヤッチヤ一部材2は付勢手段 3の付勢によって

相対的に引き込み位置 (図 3の位置) に移動され、この付勢力を移動終了位置まで

引き戸 bに作用させるよぅになっている。移動終了位置から引き戸 bを復動させる

とキヤッチヤ一部材2は再び待機位置まで相対的に移動されキヤッチヤーストッパ22

は再び付勢体24の作用により掛合穴6 aに入り込むと共に、抱持体23ほ非抱持状

態になりストライカ部材 をリリースする。

００42 すなわち、この例では、かかるキヤッチヤーストッパ22と掛合穴6 aとにより前記保

持手段4を構成させている。

００43 そしてこの例では、ストライカ部材 を捕捉しない状態で引き込み位置にキヤッチヤ

一部材2が移動された場合、可動体 としての引き戸 bを移動終了位置まで往動さ

せると引き込み位置にあって後退位置にあるキヤッチヤ一部材2の抱持体23がストラ

イカ部材 を抱持捕捉掛合するよぅになっている。

００44 すなわちこの例では、抱持体23は、キヤッチヤ一主体2 に前後動可能に細み合わ

されたスライド体23a と、左右一対の抱持片23b 3bとを、このスライド体23a の前端

と抱持片23b の後端との間に丘る樹脂ヒンジ部23c によって一体に連接させて構成さ

れている。それと共に、前記満状空間 。を構成するケーシング6０における引き戸

bの移動方向に沿った内壁の一部に、待機位置にあるキヤッチヤ一部材2の抱持体2

3の抱持片23b を入り込ませる切り火き部6 bが形成されていると共に、(図 2) ョ倦

込み位置にあるキヤッチヤ一部材2の抱持体23の抱持片23b の樹脂ヒンジ部23c を

中心とした外側への広がりだし、つまり、非抱持状態への移行を弾性的に許容する

弾性変形部6 cが形成されている。(図 5)待機位置にあるキヤッチヤ一部材2の抱

持体23は前進位置にあって一対の抱持片23b 23b の内側突出部23d 間にはストラ

イカ部材 の進入を許容する間隔が形成される。(非抱持状態 ) 可動体 が後退位

置に移動されると抱持片23b は切り火き部6 bから抜け出させられケーシング6０の

内壁によって一対の抱持片23b 23bは樹脂ヒンジ を弾性変形させてその内

側突出部23d 間から前方にストライカ部材 を抜け出させない抱持状態となる。ストラ



イカ部材 を捕捉しない状態で引き込み位置にキャッチャー部材2が移動された場合

、キャッチャー部材2の抱持体23は抱持状態にあるが、前記弾性変形部6 cが抱持

片23b の外側に位置されることから、引き戸 bを移動終了位置まで往動させると抱

持片23b の内側突出部23d に前方からストライカ部材 を突き当てて弾性変形部6 b

を変形させながら抱持片23bを外側に一且開かせ非抱持状態を作り出すことができ

ると共に、ストライカ部材 が内側突出部23d を乗り越えた位置での弾性変形部6 c

の弾性復帰により抱持体23を再び抱持状態に移行させてストライカ部材 を抱持捕

捉することができる。

００45 固定体S としての戸枠S c に対する可動体 としての引き戸 bの細み付けないし組

み合わせ状態に狂いなどが生じている場合、引き戸 bを移動終了位置まで移動さ

せても引き込み位置にあるキャッチャー部材2の抱持体23を構成する左右一対の抱

持片23b 23b 間にストライカ部材 を入り込ませることができなくなる。(図 6にの例

にかかるアシスト装置にあっては、このよぅな場合でも、操作手段 5によって、キャッチ

ャー部材2の抱持体23を構成する左右一対の抱持片23b 3b間にストライカ部材

が入り込む位置まで、前記狂いなどの寸法分キャッチャー部材2を待機位置に向け

て回動させることができる。

００46 図 7及び図 9は、かかる操作手段 5を、引き込み位置にあるキャッチャー部材2の

キャッチャー主体2 の後端部2 aに周面を接しさせるよぅにこのケーシング6０に支

持された裁頭円錐状体 53として構成した例を示している。

００47 図 7の例では、かかる裁頭円錐状体 53は、ケーシング6０の引き戸 bの移動方

向に沿った内壁間にこの移動方向に直交する向きの移動可能に支持されていると共

に、一方の内壁側へのバネ53a による付勢を受けた状態で位置づけられている。か

かる裁頭円錐状体 53は、引き戸 bとケーシング6０とを貫通する操作用孔53bを通

じて、軸状工具により前記バネ53a の付勢に抗して押し込むことができるよぅになって

いる。そしてこのよぅに押し込まれると裁頭円錐状体 53の拡径側の周面がキャッチャ
ー主体2 の後端部2 aに接し引き込み位置にあるキャッチャー部材2を前記付勢手

段 3の付勢に抗して引き戸 bの前端 d側に移動させるよぅになっている。

００48 図 9の例では、かかる裁頭円錐状体 53は、ケーシング6０の引き戸 bの移動方



向に沿った内壁間にこの移動方向に直交する向きの移動可能に支持されていると共

に、その円心に設けられた雄ねじ体 53c をケーシング6０に形成させた雌ネジ孔53d

にネジ付けている。かかる雄ねじ体 53c は、引き戸 bとケーシング6０とを貫通する

操作用孔53bを通じて、工具などにより操作できるようになっている。そして雄ネジ体

53c を操作すると裁頭円錐状体 53の拡径側の周面がキヤッチヤ一主体2 の後端部

2 aに接するようにでき、これにより引き込み位置にあるキヤッチヤ一部材2を前記付

勢手段 3の付勢に抗して引き戸 bの前拙 d側に移動させるようになっている。

００49 また、図 8の例では、かかる操作手段 5を、引き込み位置にあるキヤッチヤ一部材2

のキヤッチヤ一主体2 の後端部2 aに周面を接しさせるようにこのケーシング6０に

支持された円筒体 54 として構成した例を示している。

００5０ かかる円筒体 54は、ケーシング6０の引き戸 bの移動方向に沿った内壁間にこの

移動方向に直交する向きの移動可能に支持されていると共に、その支持軸54a を円

心から偏心した位置に有しており、引き戸 bとケーシング6０とを貫通する操作用孔

53bを通じて支持軸54a を工具などにより操作できるようになっている。そして支持軸

54a を操作してこの支持軸54a から離れた側の円筒体 54の周面がキヤッチヤ一主体

2 の後端部2 aに接するようにでき、これにより引き込み位置にあるキヤッチヤ一部

材2を前記付勢手段 3の付勢に抗して引き戸 bの前端 d側に移動させるようにな

００5 1 また、図2０の例では、かかる操作手段 5を、キヤソチヤ一部材2のキヤソチヤ一主体

2 の後輪部2 aへの接続部 55a と、この接続部 55a における引き戸 bの上端面

。から側方に突き出す箇所より下方に垂下する操作部 5 5bとを備えた操作片5 5として

構成した例を示している。このよぅにした場合には、かかる操作片5 5を利用して引き

込み位置にあるキヤソチヤ一部材2を前記付勢手段 3の付勢に抗して引き戸 bの前

端 側に直接的に移動させることができる。

００5 2 図示の例では、キヤソチヤ一部材2は、引き戸 bの上部に内蔵されて内部を前記

満状空間 eとするケーシング6０に前記移動を可能とした状態で細み合わされ納め

られている。ケーシング6０ほ上面を開放させた細長い箱状をなすように構成されて

いる。ケーシング6０は仕切り部6 dにより上下に区分されており、この仕切り部6 d



に前記掛合穴 6 a が形成されている。また、仕切り部 6 d の下方には付勢手段 3 とし

ての引っ張りコイルバネ 3 が内藏されている。このバネ 3 のバネ一端 3 a はキヤッチ

ヤ一部材 2 のキヤッチヤ一主体 2 に止若され、バネ他端 3 b はケーシング6 ０におけ

る引き戸 b の後端側に位置される端部に止若されている。そして、キヤッチヤ一部

材 2 が待機位置にある状態においてこのバネ 3 がもっとも引き延ばされるようになっ
ている。引き戸 b を所定移動位置まで往動されるとキヤッチヤ一部材 2 はストライカ

部材 をキヤッチして停止すると同時に保持手段 4 の保持が解除されることからバネ 3

の付勢により引き戸 b が移動終了位置まで移動し満状空間 e 内でキヤッチヤ一

部材 2 は引き込み位置に相対的に移動される。移動終了位置にある引き戸 b が所

定移動位置まで復動されるとキヤッチヤ一部材 2 はバネ 3 に蓄勢させながら待機位

置まで相対的に移動されてストライカ部材 をリリースすると同時に保持手段 4 により

待機位置に位置づけられる。

なお、図示の例では、キヤッチヤ一部材 2 のキヤッチヤ一主体 2 の後端部 2 a に、

このキヤッチヤ一部材 2 の引き込み位置に向けた相対的な移動によりピストンロッド

a をシリンダー b 内に進入させるピストンダンパー がケーシング6 ０内に細み

込まれており、このビストンダンパー によって待機位置から引き込み位置に向け

たキヤッチヤ一部材 2 の相対的な移動に制動を付与して引き戸 b の移動終了位置

に向けた移動がゆっくりとなされるようにしてある。

なお、2 ００7 年 ０月 2 日に出願された日本国特許出願第 2 ００7 258647号の明

細菩、特許請求の範囲、図面及び要約菩の全内容をここに引用し、本発明の明細菩

の開示として、取り入れるものである。



請求の範囲

固定体に支持された可動体の少なくとも往動を、所定移動位置より移動終了位置

まで、付勢手段によって補助する可動体のアシスト装置であって、

固定体及び可動体のいずれか一方に備えられるストライカ部材と、これらの他方に

備えられるキヤッチヤ一部材とを有しており、

キヤッチヤ一部材は、待機位置と引き込み位置との間に丘る移動可能に備えられる

と共に、待機位置においては付勢手段に蓄勢させた状態で保持手段によってこの待

機位置に位置づけられるよぅになっており、

所定移動位置に可動体を往動させたときに、ストライカ部材は待機位置に位置づけ

られたキヤッチヤ一部材に捕捉掛合され、続いて保持手段による保持が解除されて

キヤッチヤ一部材は引き込み位置まで付勢手段の付勢により移動されてこの付勢力

を移動終了位置まで可動体に作用させるよぅになっており、

しかも、ストライカ部材を捕捉しない状態で引き込み位置に移動又は相対的に移動

されたキヤッチヤ一部材を待機位置に向けて移動操作可能とする操作手段を備えて

いることを特徴とする可動体のアシスト装置。

2 ストライカ部材が、ストライカベースと、このストライカベースから付勢によって引き込

み可能に突出したストライカ軸とから構成されており、

キヤッチヤ一部材は、回動体として構成されていると共に、その外周において開放

されてその回動中心側に向けて続くストライカ軸の掛合凹部を備えており、所定移動

位置に可動体を往動させたときに待機位置にあるキヤッチヤ一部材のこの掛合凹部

にストライカ軸が入り込み、これに続く付勢手段の付勢によるキヤッチヤ一部材の引き

込み位置への回動によりこの付勢力を移動終了位置まで可動体に作用させるよぅに

ストライヵ部材を捕捉しない状態で引き込み位置にキヤッチヤ一部材が移動された

状態において、ストライヵ部材における掛合凹部の側方箇所への当接に伴ぅ付勢に

抗したストライヵ軸の引き込みによって移動終了位置に向けた可動体の往動を許容

させていることを特徴とする請求項 に記載の可動体のアシスト装置。

3 操作手段が、付勢手段の付勢力をキヤッチヤ一部材に伝達する伝達部材を介して



、キヤッチヤ一部材を待機位置に向けて移動させるよぅになっていることを特徴とする

請求項 又は請求項2に記載の可動体のアシスト装置。

4 操作手段が、付勢手段の付勢力をキヤッチヤ一部材に伝達する伝達部材に一体に

備えられていることを特徴とする請求項 又は請求項2に記載の可動体のアシスト装

置。

5 操作手段が、キヤッチヤ一部材に一体に設けられていることを特徴とする請求項

又は請求項2に記載の可動体のアシスト装置。
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