
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
冷蔵庫本体と、該冷蔵庫本体の前面に開閉自在に締結され、上面にピンの挿入孔が穿孔形
成されたドアーと、を備えた冷蔵庫において、
大略矩形板状の底面が形成されて該底面上の前方に二つの丸棒が立設され、該底面上の両
方側縁中央に矩形板状の固定片がそれぞれ立設され、それらの固定片の上面には下方向き
及び側方向きに曲線状のガイド溝がそれぞれ切刻形成され、前記底面上の後方縁には、矩
形板状の固定板が立設され、該固定板の中央に細長い挿入孔が穿孔形成されて構成された
サポートヒンジと、
前方が下方向き屈曲されて大略三角形板状に形成され、該三角形板状の前方隅部下面には
下方向きに前記ドアーの挿入孔に挿合するピンが突成され、該三角形板の後方縁には支持
片が水平方向に突成されて該支持片が前記固定板の挿入孔に挿合されるように構成された
上部ヒンジと、
両方端が所定形状に屈曲形成され、前記上部ヒンジを前記サポートヒンジに締結するとき
、該上部ヒンジを加圧しながら固定片のガイド溝に係合される締結バーと、を備えて構成
されたことを特徴とする冷蔵庫のドアーヒンジ止め構造。
【請求項２】
前記サポートヒンジの底面上中央には、断面アングル状の掛合片が立設され、前記上部ヒ
ンジの大略中央には挿入孔が穿孔形成されて、前記サポートヒンジに上部ヒンジを締結す
るとき、前記挿入孔が前記掛合片に挿合されて上部ヒンジが前記締結バーにより掛合片に
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掛合されるようになることを特徴とする請求項１記載の冷蔵庫のドアーヒンジ止め構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、冷蔵庫のドアーヒンジ止め構造に係るもので、詳しくは、冷蔵庫本体にドアー
を簡便に締結及び取り外し得るように構成された冷蔵庫のドアーヒンジ止め構造に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般の冷蔵庫においては、図５に示したように、冷蔵庫本体１０と、該冷蔵庫本体１０の
前面に開閉自在にヒンジ止めされた単数又は複数のドアー２０と、それらのドアー２０を
冷蔵庫本体１０にヒンジ止めするドアーヒンジ体３０と、を備えていた。
【０００３】
そして、前記ドアーヒンジ体３０においては、図６及び図７に示したように、前記ドアー
２０の下面に穿孔形成された挿入孔２０ａに係合する突出ピン４０ａを有し、前記冷蔵庫
本体１０の前面下部に穿孔形成されたネジ孔１０ａにネジ挿通用バカ孔４０ｂを挿通した
ボルト５０により固定される下部ヒンジ４０と、
【０００４】
前記冷蔵庫本体１０の上面両方隅部に複数のネジ孔６０ａを有して後述するボルト５０に
より螺合される矩形板状のサポートヒンジ６０と、
該サポートヒンジ６０の各ネジ孔６０ａに対応する複数のネジ挿通用バカ孔７０ｂがそれ
ぞれ穿孔形成され、一方端に突出ピン７０ａが下方向き突成されて、該突出ピン７０ａが
前記ドアーの上面に穿孔形成された挿入孔２０ｂに係合され、前記サポートヒンジ６０の
ネジ孔６０ａに前記ボルト５０により螺合される三角形状に屈曲形成された上部ヒンジ７
０と、を備えて構成されていた。
【０００５】
且つ、このように構成されたドアーヒンジ体３０を用いて、前記冷蔵庫本体１０にドアー
２０を締結する動作を説明すると次のようであった。
即ち、下部ヒンジ４０のネジ挿通用バカ孔４０ｂを冷蔵庫本体１０のネジ孔１０ａに相合
し、ボルト５０により該下部ヒンジ４０を冷蔵庫本体１０に締結する。
【０００６】
次いで、該下部ヒンジ４０の突出ピン４０ａにドアー２０の挿入孔２０ａを挿合した後、
ドアー２０の上面の挿入孔２０ｂに上部ヒンジ７０の突出ピン７０ａを挿合し、該上部ヒ
ンジ７０の各ネジ挿通用バカ孔７０ｂをサポートヒンジ６０の各ネジ孔６０ａに合わせた
後、ボルト５０によりネジ挿通用バカ孔７０ｂを挿通してサポートヒンジ６０のネジ孔６
０ａに螺合締結させると、冷蔵庫本体１０にドアー２０を開閉自在に締結することができ
る。
【０００７】
そして、この場合、前記下部ヒンジ４０は、最初にドアー２０を冷蔵庫本体１０に締結す
るとき、一度、該本体１０に締結させると、その後、ドアー２０を本体１０に締結及び取
り外す場合は、前記サポートヒンジ６０及び上部ヒンジ７０のみを主として組立分解する
ようになるため、以下、本発明では、下部ヒンジを除いた他の構造を対象とする。
一方、冷蔵庫本体１０に締結されたドアー２０を取り外すときは、前記の動作を逆に行え
ば良い。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
然るに、このように構成された従来の冷蔵庫のドアーヒンジ止め構造においては、冷蔵庫
本体からドアーを取り外して再び締結するとき、必ず、工具を使用するようになっている
ため、煩雑であり、作業時間が永くかかるという不都合な点があった。
【０００９】
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且つ、ドアーをネジにより冷蔵庫本体に螺合するようになっているため、永い期間の間使
用すると、ネジ山の摩耗によりヒンジが遊動して製品の信頼性が低下するという不都合な
点があった。
【００１０】
そこで、本発明は、このような従来の課題に鑑みてなされたもので、工具を使用せずに、
極めて簡便に冷蔵庫本体からドアーを取り外して再び締結し得る冷蔵庫のドアーヒンジ止
め構造を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
このような目的を達成するため、本発明に係る冷蔵庫のドアーヒンジ止め構造においては
、冷蔵庫本体１００と、該冷蔵庫本体１００の前面に開閉自在に締結され、上面にピンの
挿入孔５００ａが穿孔形成されたドアー５００と、を備えた冷蔵庫において、
【００１２】
大略矩形板状の底面が形成されて該底面上の前方に二つの丸棒６１０が立設され、該底面
上の両方側縁中央に矩形板状の固定片６４０がそれぞれ立設され、それらの固定片６４０
の上面には下方及び側方向きに曲線状のガイド溝６４０ａがそれぞれ切刻形成され、前記
底面上の後方縁には、矩形板状の固定板６２０が立設され、該固定板６２０の中央に細長
い挿入孔６２０ａが穿孔形成されて構成されたサポートヒンジ６００と、
【００１３】
前方が下方向き屈曲されて大略三角形板状に形成され、該三角形板状の前方隅部下面には
下方向きに前記ドアーの挿入孔５００ａに挿合するピン７２０が突成され、該三角形板の
後方縁には支持片７３０が水平方向に突成されて該支持片７３０が前記固定板６２０の挿
入孔６２０ａに挿合されるように構成された上部ヒンジ７００と、
両方端が所定形状に屈曲形成され、前記上部ヒンジ７００を前記サポートヒンジ６００に
締結するとき、該上部ヒンジ７００を加圧しながら固定片６４０のガイド溝６４０ａに係
合される締結バー８００と、を備えて構成されている。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態に対し、図面を用いて詳細に説明する。
本発明に係る冷蔵庫においては、図１に示したように、冷蔵庫本体１００と、該冷蔵庫本
体１００の前方に締結されるドアー５００と、該ドアー５００を冷蔵庫本体１００に締結
するドアーヒンジ止め体（構造）と、を備えている。
【００１５】
そして、本発明に係るドアーヒンジ止め構造の第１の実施の形態においては、図１及び図
２に示したように、前記冷蔵庫本体１００の上面前方隅部に溶着又は接着されるサポート
ヒンジ２００と、前記サポートヒンジ２００に締結バー４００により係合される上部ヒン
ジ３００と、を備えている。
【００１６】
且つ、前記サポートヒンジ２００においては、矩形板状の底面を有して該底面上の前方中
央に二つの丸棒２１０が立設され、該丸棒２１０の後方底面上の中央には、断面アングル
状の掛合片２３０が立設され、該掛合片２３０の両方側の底面上の縁部中央部には、それ
ぞれ矩形板状の固定片２４０，２４０が立設されて、それら固定片２４０，２４０にはそ
れぞれ上面から下方及び側方に向けて曲線状のガイド溝２４０ａ，２４０ａがそれぞれ切
刻形成され、サポートヒンジ２００の底面上の後方縁部には矩形板状の固定板２２０が立
設されて、該固定板２２０の中央部位に細長い挿入孔２２０ａが穿孔形成されている。
【００１７】
又、前記上部ヒンジ３００においては、前方が下方向き屈曲された大略三角形の板状に形
成され、後方縁部が前記挿入孔２２０ａに対応し、突出されて支持片３３０に形成され、
中央部位に前記掛合片２３０の挿合される挿入孔３４０が穿孔形成され、該挿入孔３４０
の前方側に前記各丸棒２１０の挿合される二つの挿入孔３１０，３１０がそれぞれ穿孔形
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成され、前方側の隅部下面にピン３２０が下方向き突成されて、該ピン３２０が前記ドア
ー５００の挿入孔５００ａに挿合され、前記締結バー４００により前記サポートヒンジ２
００に締結されるように構成されている。
更に、前記締結バー４００は、両方端部が下方向き屈曲された後、再び、水平方向に延長
形成されている。
【００１８】
このように構成された冷蔵庫のドアーヒンジ構造の第１の実施の形態を用いて冷蔵庫本体
１００にドアー５００を締結する動作を説明すると次のようである。
即ち、冷蔵庫本体１００の上面隅部に、サポートヒンジ２００を溶着又は接着剤を利用し
て接着する。次いで、前記固定板２２０の挿入孔２２０ａに前記上部ヒンジ３００の支持
片３３０を挿合し、該上部ヒンジ３００の各挿入孔３４０，３１０，３１０をそれぞれサ
ポートヒンジ２００の掛合片２３０及び各丸棒２１０，２１０に挿合すると共に、前記ピ
ン３２０を前記ドアー５００の挿入孔５００ａに挿合すると、前記サポートヒンジ２００
に挿合された上部ヒンジ３００によりドアー５００は、冷蔵庫本体１００に締結され、該
上部ヒンジ３００の前後左右側の遊動が防止される。
【００１９】
次いで、締結バー４００を固定片２４０のガイド溝２４０ａにそれぞれ挿合し、該締結バ
ー４００の両方端の屈曲部をつかんで時計方向に揺動させ、締結バー４００の中央部を掛
合片２３０の屈曲面に掛合させる。このように締結バー４００を締結すると、該締結バー
４００により上部ヒンジ３００がサポートヒンジ２００を加圧して密着させ、上下左右側
の遊動が防止される。
【００２０】
且つ、ドアー５００を本体１００から外すときは、締結バー４００を固定片２４０のガイ
ド溝２４０ａから外し、上部ヒンジ３００を上方に押し上げると、該上部ヒンジ３００の
支持片３３０が挿入孔２２０ａから離脱して上部ヒンジが解除され、ドアー５００も冷蔵
庫本体１００から分離される。
【００２１】
本発明に係る冷蔵庫のドアーヒンジ止め構造の第２の実施の形態として次のように構成す
ることもできる。
即ち、図３及び図４に示したように、冷蔵庫本体１００の上面隅部に溶着又は接着される
サポートヒンジ６００と、該サポートヒンジ６００に両方端が屈曲された締結バー８００
により締結される上部ヒンジ７００と、を備えて構成されている。
【００２２】
そして、前記サポートヒンジ６００においては、大略矩形板状の底面が形成され、該底面
上の前方に二つの丸棒６１０が立設され、該底面上の両方側縁中央部に矩形板状の固定片
６４０がそれぞれ立設されてそれらの固定片６４０，６４０の上面には、下方及び側方向
きにＬ字状のガイド溝６４０ａ，６４０ａがそれぞれそれぞれ切刻形成され、前記底面上
の後方縁部には矩形板状の固定板６２０が立設されて、該固定板６２０の中央に細長い挿
入孔６２０ａが穿孔形成されている。
【００２３】
且つ、前記上部ヒンジ７００においては、前方側が下方向き屈曲された大略三角形板状に
形成され、該三角形板の前方隅部下面には下方向きに前記ドアーの挿入孔５００ａに挿合
されるピン７２０が突成され、該三角形板の中央には前記各丸棒６１０が挿合される挿入
孔７１０が穿孔形成され、該三角形板の後方縁には支持片７３０が水平方向に突成されて
該支持片７３０が前記固定板６２０の挿入孔６２０ａに挿合されるようになっている。
【００２４】
このように構成された第２の実施の形態は、前記第１の実施の形態に比べて、サポートヒ
ンジ６００、上部ヒンジ７００及び締結バー８００の構造が簡単でありながらも、第１の
実施の形態と大略同様な効果を奏し得るため、原価が減少されるという利点がある。
又、第２の実施の形態の冷蔵庫本体１００にドアー５００を締結及び取り外すときの動作
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は、前記第１の実施の形態と大略同様であるため、省略する。
【００２５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係る冷蔵庫のドアーヒンジ止め構造においては、冷蔵庫本
体にドアーを締結及び取り外すとき、工具を使用せずに、極めて簡便に締結又は取り外す
ことができるようになっているため、冷蔵庫を長期間使用したとき、ネジ山の摩耗による
ドアーの遊動発生現象を防止して製品の信頼性を向上し、組立分解作業を簡便に行い得る
という効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る冷蔵庫のドアーヒンジ構造の第１の実施の形態を示した概略斜視図
である。
【図２】図１の締結状態を示した概略斜視図である。
【図３】本発明に係る冷蔵庫のドアーヒンジ構造の第２の実施の形態を示した概略斜視図
である。
【図４】図３の締結状態を示した概略斜視図である。
【図５】一般の冷蔵庫を示した外観図である。
【図６】従来の冷蔵庫のドアーヒンジ止め構造の下部ヒンジ周辺を示した斜視図である。
【図７】従来の冷蔵庫のドアーヒンジ止め構造の上部ヒンジ周辺を示した斜視図である。
【符号の説明】
１００…冷蔵庫本体
２００，６００…サポートヒンジ
２１０，６１０…丸棒
２２０，６２０…固定板
２２０ａ，６２０ａ…挿入孔
２３０…掛合片
２４０，６４０…固定片
２４０ａ，６４０ａ…ガイド溝
３００，７００…上部ヒンジ
３１０，３４０，５００ａ，７１０…挿入孔
３２０，７２０…ピン
３３０，７３０…支持片
４００，８００…締結バー
５００…ドアー
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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