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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に発泡断熱材が充填され手掛け部が設けられて開閉する扉を備え、
　前記扉は、
　内板と外板とによって構成され、
　前記外板が、１枚の鋼板をほぼ横Ｕ字状に折り曲げてその対向辺の端部を接合して形成
されて、前記手掛け部が形成された前外板と、後外板とに区画され、
　前記前外板の高さ方向及び幅方向に沿って形成された前面凸部と、前記後外板の高さ方
向及び幅方向に沿って形成され、前記前面凸部の背後に位置する中央凹部と、前記中央凹
部の背後に位置する背面凸部とを有し、
　前記手掛け部は、
　前記扉の側面の高さ方向と天面の幅方向に設けられ、前記扉の側面の高さ方向の略全高
と天面の幅方向の略全幅に沿って形成された前記前面凸部、前記中央凹部及び前記背面凸
部によって構成される手掛け凹部を有する
　ことを特徴とする冷蔵庫。
【請求項２】
　天板を有し、前記扉が取り付けられる冷蔵庫本体と、
　前記扉の幅方向に取り付けられる前面側扉キャップ及び背面側扉キャップと、
　前記扉の幅方向の一方の端部側に設けられ、前記扉を開閉自在とするための扉回転軸部
を有するヒンジ部と、
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　前記冷蔵庫本体の前記天板に形成され、前記ヒンジ部を覆うように設けられるひさし部
と、
　を備え、
　前記扉は、
　前記手掛け部を含むように、前記前外板及び前記後外板と前記内板との間に前記発泡断
熱材が充填され、
　前記手掛け部は、
　前記扉の側面の高さ方向の略全高に沿って形成された側面側手掛け部と、
　前記扉の天面の幅方向の略全幅に沿って形成された天面側手掛け部とを有し、
　前記前面側扉キャップは、
　前記前外板の高さ方向に沿うように、前記ヒンジ部が設けられていない側から前記ヒン
ジ部付近にかけて、前記天面側手掛け部の前記前面凸部に設けられ、
　前記背面側扉キャップは、
　前記後外板の天面の幅方向に沿うように、前記天面側手掛け部の前記中央凹部及び前記
背面凸部に設けられ、
　前記ひさし部は、
　前記冷蔵庫本体の前記天板の一方の端部側に形成され、
　前記扉を全開としたときに、前記前面側扉キャップの前記ヒンジ部側と、前記ひさし部
とが接触しないように切欠きが形成されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の冷蔵庫。
【請求項３】
　前記前外板の前記前面凸部を前記後外板の前記背面凸部より前記扉の面方向内側にずら
した
　ことを特徴とする請求項１又は２記載の冷蔵庫。
【請求項４】
　前記外板の側面の高さ方向のほぼ全高にわたり、及び天面の幅方向のほぼ全幅にわたり
、前記前外板の前記前面凸部を前記後外板の背面凸部より前記扉の面方向内側にずらした
　ことを特徴とする請求項３記載の冷蔵庫。
【請求項５】
　前記前外板の前記前面凸部を前記後外板の前記背面凸部より面方向内側にずらして前記
側面側手掛け部が形成され、
　前記前面扉キャップの前記前面凸部を前記背面扉キャップの前記背面凸部より面方向内
側にずらして前記天面側手掛け部が形成された
　ことを特徴とする請求項２～４のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
【請求項６】
　前記側面側手掛け部と前記天面側手掛け部とを連通あるいは接続して前記手掛け部がほ
ぼＬ字状に形成された
　ことを特徴とする請求項５記載の冷蔵庫。
【請求項７】
　前記外板の底面側に前面側下扉キャップ及び背面側下扉キャップが取り付けられた
　ことを特徴とする請求項５又は６記載の冷蔵庫。
【請求項８】
　前記鋼板の前記接合部近傍において前記側面側手掛け部が形成され、前記鋼板の天面側
の開口部に前記前面側扉キャップが取り付けられて前記天面側手掛け部が構成された
　ことを特徴とする請求項２～７のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
【請求項９】
　前記前外板に、前面凸部を形成する背面側の第１の面と、前記第１の面を延設し前記内
板側に折り曲げて形成された第２の面とを設けるとともに、前記後外板に、中央凹部を形
成する面を扉面方向に折り曲げて形成した第３の面を設け、前記第１の面の端部近傍と前
記第３の面とを当接して接合した
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　ことを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
【請求項１０】
　前記後外板の第３の面を延設して前記内板側に折り曲げて第４の面をさらに形成し、前
記前外板の前記第２の面と、前記後外板の前記第４の面とを当接して接合された
　ことを特徴とする請求項９記載の冷蔵庫。
【請求項１１】
　少なくとも前記前外板の第２の面を挟持する挟持部と、前記第１の面に当接して位置決
めする位置決め片と、前記後外板の第３の面を押圧する傾斜片とを備えたリテイナーを有
する
　ことを特徴とする請求項９又は１０記載の冷蔵庫。
【請求項１２】
　冷凍室扉の底面と冷蔵室扉の上面及び底面に取り付けられた背面側下扉キャップ及び背
面側上扉キャップの少なくとも一方に位置決め用のリブを設けた
　ことを特徴とする請求項７～１１のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
【請求項１３】
　前記背面側扉キャップの前記背面凸部の前記扉回転軸部近傍に切欠き部が設けられ、
　前記ひさし部は、
　前記切欠き部を前記扉回転軸部とともに覆うように設けられている
　ことを特徴とする請求項５～１２のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
【請求項１４】
　前記前面側扉キャップに設けた前記前面凸部は、前記扉回転軸部の支え板の下側に位置
する
　ことを特徴とする請求項１３記載の冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は冷蔵庫に係り、特に手掛け部を改良した冷蔵庫に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の冷蔵庫の扉は、扉の側面（側面の高さ方向）に、凹凸を有する金属押し出し成形
品からなるハンドルを取付けている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、製氷機等の電化製品では、ヘミング曲げと呼ばれる技術によって一枚の金属板パ
ネルを折り曲げ加工し、パネルの前壁から一体にクランク形状に延出するハンドルを形成
している。このハンドルは扉の幅方向にのみ設けられ、扉の低位置に配設されている（例
えば、特許文献２参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－４６８３７号公報（第４、５頁、図１）
【特許文献２】特開２００４－１５０１４８号公報（第４頁、図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、冷蔵庫は小型廉価機種が多く使用されているが、特許文献１、２の従来の冷蔵庫
等では、扉を開ける際、ハンドルの位置が低いと背の高い者は屈まなければならず、ハン
ドルの位置が高いと背の低い者はハンドルまで手が届かず、扉の開放に手間がかかる場合
があった。
　また、近年、スッキリ感やスマートさのある斬新なデザインが流行しているが、特許文
献１の従来の冷蔵庫のように、金属押し出し成形品のハンドルを取付けている場合は、ハ
ンドルの質感に金属光沢がでるため、扉のほぼ全体を占める鋼鈑と質感が異なり、ハンド
ルの存在感が強調されて、スッキリ感が損なわれてしまうという問題があった。また、金
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属ハンドル自体が高価なものであり、小形廉価機種への適用は困難であった。
【０００６】
　さらに、特許文献２の従来の電化製品に用いられるヘミング曲げ等の技術は、これを冷
蔵庫の扉に使用する場合は特殊な技術が必要となり、製品製作寿命の短い冷蔵庫には十分
な投資効果を見込むことができなかった。また、形状に自由度が少なく、ハンドル部は薄
板のみで強度を持たせているため、冷蔵庫のような扉には、強度的な面や開閉のし易さと
いう点から問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記のよう課題を解決するためになされたもので、背の高低にかかわらずど
の位置からでも扉を開閉することができ、少ない部品数で容易に組み立てることができる
安価で信頼性の高い冷蔵庫を提供することを目的とする。
　また、スッキリ感やスマートさのある斬新なデザインで意匠性が高く、時世の流れに合
い、購入者のニーズを満足させることができる冷蔵庫を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る冷蔵庫は、内部に発泡断熱材が充填され手掛け部が設けられて開閉する扉
を備え、扉は、内板と外板とによって構成され、外板が、１枚の鋼板をほぼ横Ｕ字状に折
り曲げてその対向辺の端部を接合して形成されて、手掛け部が形成された前外板と、後外
板とに区画され、前外板の高さ方向及び幅方向に沿って形成された前面凸部と、後外板の
高さ方向及び幅方向に沿って形成され、前面凸部の背後に位置する中央凹部と、中央凹部
の背後に位置する背面凸部とを有し、手掛け部は、扉の側面の高さ方向と天面の幅方向に
設けられ、扉の側面の高さ方向の略全高と天面の幅方向の略全幅に沿って形成された前面
凸部、中央凹部及び背面凸部によって構成される手掛け凹部を有する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る冷蔵庫は、扉は、内板と外板とによって構成され、外板が、１枚の鋼板を
ほぼ横Ｕ字状に折り曲げてその対向辺の端部を接合して形成されて、手掛け部が形成され
た前外板と、後外板とに区画され、前外板の高さ方向及び幅方向に沿って形成された前面
凸部と、後外板の高さ方向及び幅方向に沿って形成され、前面凸部の背後に位置する中央
凹部と、中央凹部の背後に位置する背面凸部とを有し、手掛け部は、扉の側面の高さ方向
と天面の幅方向に設けられ、扉の側面の高さ方向の略全高と天面の幅方向の略全幅に沿っ
て形成された前面凸部、中央凹部及び背面凸部によって構成される手掛け凹部を有するの
で、各人の背の高さに合った位置で、扉を容易に開閉することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
実施の形態１．
　図1は本発明の実施の形態１に係る冷蔵庫の外観斜視図、図２は図１の正面図、図３は
図１の上面図、図４は図２の冷凍室扉のＸ―Ｘ断面図、図５は図４の要部を拡大した断面
図、図６は図５の要部を拡大した断面図、図７は図２の冷凍室扉のＹ－Ｙ断面図、図８は
図２の冷凍室扉の要部の下面図、及び図９は図１の扉回転軸付近を拡大した斜視図である
。
　図１～図３に示すように、冷蔵庫は、冷蔵庫本体１（例えば、高さ１００～１６０ｃｍ
程度の小型の冷蔵庫本体）と、冷蔵庫本体１の前面開口部に設けられた冷凍室扉３及び冷
蔵室扉４とを備えている。冷蔵庫本体１は、鋼板製の外箱と樹脂製の内箱との間に設けら
れた空間部に発泡断熱材（図示せず）を充填した断熱箱体により構成されている。冷凍室
扉３及び冷蔵室扉４は外板Ｃと内板Ｄとからなり、それぞれ冷蔵庫本体１の上下に取付け
られ、扉回転軸部６ａを備えるヒンジ部６等により回動自在に軸支されている。なお、ヒ
ンジ部６等は、冷蔵庫の天板５のひさし部５ａによって覆われている（図９参照）。
【００１１】
　図４、図５に示すように、冷凍室扉３の外板Ｃは、１枚の薄い鋼板をほぼ横Ｕ字状に折
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り曲げて形成され、開放側に手を掛けて扉を開閉する手掛け凸部（前面凸部）７ａを備え
た扉前面の大部分を構成する前外板（図の右側にずれているので右外板ともいう）７と、
手掛け凸部７ａの背面に形成され、手を差し込むための差込み凹部（中央凹部）８ａと、
差し込み凹部８ａの背面に位置する背面凸部８ｂとを備えた後外板（図の左側にずれてい
るので左外板ともいう）８とに区画される。そして、前外板と後外板８とは開放側におい
て接合（接合部３ａ（図６）　）され、これらの手掛け凸部７ａ、差込み凹部８ａ及び背
面凸部８ｂによって、開放側の側面（図１の左側側面）の全上下方向（以下、高さ方向と
いう）に側面側手掛け部Ａを構成している。
　なお、側面側手掛け部Ａにおいて、手掛け凸部７ａは背面凸部８ｂより短く（例えば１
０～６０ｍｍ程度短く）形成されており、すなわち、手掛け凸部７ａは背面凸部８ｂより
扉の面方向の内側にずらして（例えば１０～６０ｍｍ程度ずらして）形成されている。
　冷蔵室扉４の外板Ｃも冷凍室扉３と同様に、前外板９と後外板１０とによって、前後に
区画されている。
【００１２】
　図５、図６に示すように、冷凍室扉３の前外板７の手掛け凸部７ａの背面（第１の面と
もいう）７ｂと、後外板８の差込み凹部８ａから延設して扉面方向にほぼＬ字状に折り曲
げられた第３の面８ｃとは、面接触して接合部３ａを構成している。また、前外板７の背
面（第１の面）７ｂは延設されて内板Ｄ側にほぼＬ字状に折り曲げられて、第２の面７ｃ
を形成している。
【００１３】
　前外板７と後外板８の接合部３ａの近傍には、これらを接合するためにリテイナ－１９
（合成樹脂で押し出し成形）が取り付けられている。リテイナ－１９は、ほぼ逆Ｕ字状を
なす胴部（挟持部）１９ａと、胴部１９ａの一方の面の端部をほぼＬ字状に折り曲げた当
て片（位置決め片）１９ｂと、他方の面から傾斜して延設された押圧片（傾斜片）１９ｃ
とによって構成されている。そして、前外板７の第２の面７ｃを胴部１９ａによって挟持
し、当て片１９ｂと押圧片１９ｃとによって、前外板７の第１の面７ｂと後外板８の第３
の面８ｃとを挟持している。
【００１４】
　図１、図７に示すように、鋼板を接合部３ａで接合して形成された冷凍室扉３の外板Ｃ
の上端には、前面側扉キャップ１１と背面側扉キャップ１２とからなる扉キャップが取り
付けられ、天面側手掛け部Ｂを構成している。前面側扉キャップ１１は手を掛けて扉を開
閉する手掛け凸部（前面凸部）１１ａを備え、背面側扉キャップ１２は手掛け凸部１１ａ
の背面に形成され、手を差し込むための差込み凹部（中央凹部）１２ａと、差し込み凹部
１２ａの背面側に位置する背面凸部１２ｂ（ただし扉回転軸部６ａ近傍には切り欠き部１
２ｃ（図９）が設けられている）とを備え、これらによって天面側手掛け部Ｂを前後に区
画している。なお、天面側手掛け部Ｂにおいて、手掛け凸部１１ａは背面凸部１２ｂより
短く（例えば１０～６０ｍｍ程度短く）形成されており、すなわち、手掛け凸部１１ａは
背面凸部１２ｂより扉の面方向の内側にずらして（例えば１０～６０ｍｍ程度ずらして）
形成されている。
【００１５】
　そして、天面側手掛け部Ｂの幅方向端部（例えば図１の左端部）と側面側手掛け部Ａの
高さ方向の上端において、ほぼ直角に交叉して連通あるいは接続している。より詳しくは
、天面側手掛け部Ｂの手掛け凸部１１ａは一端が側面側手掛け部Ａの手掛け凸部７ａに連
通あるいは接続してしており、他端はヒンジ部６付近に至る。また、天面側手掛け部Ｂの
差込み凹部１２ａと背面凸部１２ｂは、それぞれ一端が側面側手掛け部Ａの差込み凹部８
ａ及び背面凸部８ｂに連通しており、他端はヒンジ部６付近にまで至る。こうして、冷凍
室扉３の高さ方向から幅方向に至るまで、所望の位置で冷凍室扉３に手を掛けて開閉する
ことができるようになっている。
【００１６】
　図８に示すように、冷凍室扉３の外板Ｃの底面には、それぞれ、前外板７と一体的に構
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成される前側下扉キャップ１５と、後外板８と一体的に構成される背面側下扉キャップ１
６とが取り付けられており、底面側の下扉キャップを構成している。なお、冷凍室扉３の
背面側下扉キャップ１６には、位置決め用のリブ１６ａが設けられ、扉開閉時に、冷凍室
扉３と冷蔵室扉４の間に指を挟むことがないようにしてある。
【００１７】
　そして、これらの前外板、後外板７、８（外板Ｃ）と、それぞれの扉キャップ１１、１
２及び下扉キャップ１５、１６と、扉の背面に位置して庫内側となる内板Ｄとで囲まれた
部分には、発泡断熱材１４が充填されて、これらによって冷凍室扉３を構成している。発
泡断熱材１４は、前外板７の手掛け凸部７ａの内部にも充填されており、これによって手
掛け部の強度が増大する。
【００１８】
　図３、図９に示すように、冷凍室扉３は、扉回転軸部６ａを備えるヒンジ部６により冷
蔵庫本体１に回動自在に軸支されている。天板５のひさし部５ａには切欠き５ｂが設けら
れ、冷凍室扉３を全開したときに、前面側扉キャップ１１の手掛け凸部１１ａのヒンジ側
端面１１ｂが接触するのを防いでいる。また、手掛け凸部１１ａのヒンジ側端面１１ｂは
、ヒンジ部６の支え板６ｂよりも下側に位置して、ヒンジ部６の支え板６ｂと接触しない
ようにしてある。
【００１９】
　上記の説明では、扉キャップ構造を冷凍室扉３に設けた場合について示したが、冷蔵室
扉４では、その上部に設けた前面側上扉キャップ１７及び背面側上扉キャップ１８は、冷
凍室扉３の底面に設けた前面側下扉キャップ１５と背面側扉下キャップ１６を上下反転さ
せた構造にして冷蔵室扉４の上面に取付けたものであり、それ以外は冷凍室扉３の場合と
同一構造であるので、冷蔵室扉４にも適用することができる。
　なお、上記の説明では、図１に示すように、冷蔵庫扉３の左側が開閉するようにしたが
、右側が開閉するようにしてもよい。
【００２０】
　次に、冷凍室扉３の組立て手順について説明する。
　まず、鋼板の対向辺を構成する前外板７の背面（第１の面）７ｂと、後外板８の第３の
面８ｃとを面接触させて前後方向の位置決めを行い、接合部３ａを形成する。この状態で
、第２の面７ｃにリテイナー１９の逆Ｕ字状の胴部１９ａを嵌合して挟持し、さらに、接
合部３ａに位置する背面７ｂと第３の面８ｃとをリテイナー１９の当て片１９ｂと押圧片
１９ｃとによって挟持する。この場合、背面７ｂはリテイナー１９の当て片１９ｂに当接
し、第３の面８ｃは押圧片１９ｃに当接して背面７ｂ側に押圧される。押圧片１９ｃは弾
性変形が容易な形状となっているので、各部品の寸法ばらつきにも柔軟に押圧力を発揮す
る。
【００２１】
　上記のようにして組立てた前外板７と後外板８は上下方向に延設されており、上端には
前面側扉キャップ１１と背面側扉キャップ１２とを嵌合し、下端には前面側下扉キャップ
１５と背面側下扉キャップ１６を取付ける。次に、発泡治具（図示せず）により位置決め
保持した状態で発泡断熱材１４を外板Ｃ内側の空間部に充填し、一体に成形固着させる。
最後に、内板Ｄを取付けて、冷凍室扉が完成する。
【００２２】
　次に動作について説明する。
　冷凍室扉３を開くときは、側面側手掛け部Ａの差込み凹部８ａに手を差込み、手掛け凸
部７ａに手を掛けて、手前に引くか、あるいは、天面側手掛け部Ｂの差込み凹部１２ａに
手を差込み、手掛け凸部１１ａに手を掛けて、手前に引く。このとき、背の高い者は天面
側手掛け部Ｂに手を差込み、背の低い者は側面側手掛け部Ａに手を差込んで、冷凍室扉３
を手前に引くことができる。
　冷凍室扉３を閉じるときは、扉の前面側等を押して元の位置に戻す。
　冷蔵室扉４では側面側からのみ開くことになるが、その開閉は冷凍室扉３の場合と同様
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である。
【００２３】
　以上のように、本実施の形態１においては、冷凍室扉３には側面側手掛け部Ａと天面側
手掛け部Ｂとが設けられているので、背の低い者は側面側手掛け部Ａを使用し、背の高い
者は天面側手掛け部Ｂを使用することができ、自分の背の高さにあった位置で扉を開閉す
ることができる。なお、前外板７の手掛け凸部７ａ、１１ａを後外板８の背面凸部８ｂ、
１２ｂよりも短くした場合（例えば１０～６０ｍｍ程度短くした場合）は、手掛け部に手
が掛け易く、冷凍室扉３を容易に開閉することができる。
【００２４】
　また、側面側、天面側のいずれにおいても手掛け部を前後で別の色にすることができ、
さらに前外板７の手掛け凸部７ａ、１１ａを短くした場合は、手掛け部の前後の凸部を共
に確認することができる。
　また、扉の前後、上下等で色の組み合わせを自在に変えることができ、例えば扉全体を
手掛け部の前後で色を変えたデザインにすることもでき、このようにすることによって意
匠性が高くなる。
　また、外板Ｃに高価な着色フィルムを貼付けずに各々の外板素材を異質としたり、外板
表面装飾を異色、異質に配色したりすることによって、扉デザインに変化を持たせ、高い
意匠性を付与することができる。
【００２５】
　また、量産のばらつきで外板Ｃの接続部にスキが発生しても、スキは正面から見えず、
そのため鋼鈑の折り曲げ成形に際して、前外板７と後外板８の接合部３ａの外観不良が軽
減され、意匠性が高く、不良率が低くなる。
【００２６】
　また、側面側手掛け部Ａは全高にわたり外板Ｃそのものによって形成されており、内部
には発泡断熱材１４が充填されているので、手掛け部の強度を充分に確保することができ
る。また、側面側手掛け部Ａは熱伝導の良い金属製の外板によって外気温度を伝導するた
め、断熱厚みが薄くても露付きを防止することができ、信頼性が高い。さらに、部品数も
少なくてよく、扉が大きくなっても組立てが容易で、安価である。
【００２７】
　また、前外板７及び後外板８ともに、外板加工工程においては折曲加工が簡単なため、
汎用のプレスブレーキ等によって加工を行うことができ、設備投資を最少限にすることが
できる。
　また、ハンドルが不要のため安価であり、さらにどの高さにおいても手掛け部が設けら
れるため、扉を長くした場合でも組立てが容易で、すっきりとした一体感を得ることがで
き、スマートな斬新なデザインとなる。
【００２８】
実施の形態２．
　図１０は本発明の実施の形態２に係る冷蔵庫の冷凍室扉の要部を拡大した断面図、及び
図１１は図１０の要部を拡大した断面図である。本実施の形態２では、図６に示した後外
板８の第３の面８ｃを延設して内板Ｄ側にほぼＬ字状に折曲げ、第４の面８ｄとしたもの
である。
　図１０、図１１に示すように、冷凍室扉３の前外板７の背面７ｂ（第1 の面）と、後外
板８の第３の面８ｃとは、面接触して第１の接合部３０ａを構成し、また、冷凍室扉３の
前外板７の第２の面７ｃと、後外板８の第４の面８ｄとは、面接触して第２の接合部３０
ｂを構成している。こうして、前後方向（図１１の紙面上下方向）のみではなく横方向（
図１１の紙面左右方向）においても、前外板７と後外板８との位置決めを行う。
【００２９】
　前外板７と後外板８の第１、第２の接合部３０ａ、３０ｂには、これらを接合するため
にリテイナ－１９が取り付けられている。リテイナ－１９は、断面逆Ｕ字状の胴部１９ａ
と、胴部１９ａの一方の面よりＬ字状に折り曲げられた当て片１９ｂと、もう一方の面よ
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第４の面８ｄとを胴部１９ａによって挟持し、当て片１９ｂと押圧片１９ｃとによって、
第１の面７ｂと第３の面８ｃを挟持している。
　その他の構成、作用、効果は、実施の形態１で示した場合と実質的に同一なので、説明
を省略する。
【００３０】
　以上のように、前外板７と後外板８が第１、第２の接触面３０ａ、３０ｂにおいてほぼ
Ｌ字状をなして面接触をしているため、組立て作業時の位置決めが容易である。
　なお、本実施の形態２ではリテイナー１９を用いずにテープによって固定することもで
き、このようにすると、人手による加工時間が増加しても、製造原価の低減を図ることが
できる。
【００３１】
　実施の形態１、２においては、側面側手掛け部Ａは前外板７と後外板８によって、また
天面側手掛け部Ｂは前面側扉キャップ１１と背面側扉キャップ１２によって、外板Ｃを前
後に区画する場合について述べたが、それぞれの手掛け部を１部品によって構成し、複数
色に分けて配色された外板によって前後を色分けするようにしてもよい。
　また、小型（例えば、高さ１００～１６０ｍｍ程度）の２ドア式の冷蔵庫について述べ
たが、１ドア式の冷蔵庫であってもよく、また、中型、大型（例えば、高さ１６０ｃｍ以
上）の冷蔵庫であってもよく、さらに３ドア以上の多扉の冷蔵庫であってもよい。
　また、冷蔵室扉４は、上部に前面側上扉キャップ１７及び背面側上扉キャップ１８を取
付けた場合を示したが、冷凍室扉３と同様に、上部に前面側扉キャップ１１及び背面側扉
キャップ１２を装着して天面側手掛け部Ｂを形成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の実施の形態１に係る冷蔵庫の外観斜視図である。
【図２】図１の正面図である。
【図３】図１の上面図である。
【図４】図２の冷凍室扉のＸ―Ｘ断面図である。
【図５】図４の要部を拡大した断面図である。
【図６】図５の要部を拡大した断面図である。
【図７】図２の冷凍室扉のＹ－Ｙ断面図である。
【図８】図２の冷凍室扉の要部の下面図である。
【図９】図１の扉回転軸付近を拡大した斜視図である。
【図１０】本発明の実施の形態２に係る冷蔵庫の要部を拡大した断面図である。
【図１１】図１０の要部を拡大した断面図である。
【符号の説明】
【００３３】
　１　冷蔵庫本体、３　冷凍室扉、３ａ、３０ａ、３０ｂ　接合部、４　冷蔵室扉、５　
天板、５ａ　ひさし部、５ｂ　切欠き、６　ヒンジ部、６ａ　扉回転軸部、６ｂ　支え板
、７、９　前外板、７ａ、１１ａ　手掛け凸部（前面凸部）、７ｂ　背面（第１の面）、
７ｃ　第２の面、８、１０　後外板、８ａ、１２ａ　差込み凹部（中央凹部）、８ｂ、１
２ｂ　背面凸部、８ｃ　第３の面、８ｄ　第４の面、１１　前面側扉キャップ、１２　背
面側扉キャップ 、１２ｃ　切欠き部、１４　発泡断熱材、１５　前面側下扉キャップ、
１６　背面側下扉キャップ、１６ａ　位置決め用のリブ、１９　リテイナー、１９ａ　胴
部（挟持部）、１９ｂ　当て片（位置決め片）、１９ｃ　押圧片（傾斜片）、Ａ　側面側
手掛け部、　Ｂ　天面側手掛け部、 Ｃ　外板、Ｄ　内板。
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