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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドア枠に扉をヒンジで開閉自在に取付けたドアであって、
　前記ドア枠の上枠は、上枠本体と、この上枠本体と同一長さのカバー体を備え、
　前記上枠本体は、縦向部と、この縦向部の上部に扉開き側に向けて設けた横向部で断面
略鉤形状で、
　前記カバー体は、縦向部と、この縦向部の下部に扉閉じ側に向けて設けた横向部で断面
略鉤形状で、
　前記カバー体を上枠本体に、そのカバー体の縦向部を上枠本体の横向部で支持すること
で、着脱自在に取り付けて空洞部を有する上枠とし、
　前記扉の上部はアーム部材支承部を有し、このアーム部材支承部よりも扉開き側寄りに
、そのアーム部材支承部よりも上方に突出した立上り部を有し、扉閉じ状態で立上り部が
前記カバー体と対向すると共に、前記アーム部材支承部よりも扉閉じ側寄りが前記上枠本
体の縦向部に接するようにし、
　前記上枠本体の縦向部にドアクローザのクローザ本体を取り付け、このクローザ本体を
前記空洞部内に収納し、
　このクローザ本体の回転部を、前記カバー体の横向部に形成した回転部突出部分から下
方に突出し、この突出した回転部にアーム部材を固定し、
　前記アーム部材を、前記アーム部材支承部で支持し、扉閉じ状態で前記立上り部でアー
ム部材を隠蔽するようにしたことを特徴とするドア。
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【請求項２】
　カバー体の横向部のクローザ本体の回転部が突出する部分は、その横向部の縦向部と反
対側の端部に開口した切欠部とした請求項１記載のドア。
【請求項３】
　扉上部の立上り部を、扉閉じ状態でカバー体の縦向部にシール材を介して接している請
求項１又は２記載のドア。
【請求項４】
　アーム部材は、クローザ本体の回転部に固定したアームと、このアームの先端部をスラ
イド自在に支承するガイドレールを備え、
　そのガイドレールを扉の上部のアーム部材支承部に取付けるようにした請求項１～３い
ずれか一項に記載のドア。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、勝手口ドア、玄関ドアなどのドア枠に扉をヒンジで開閉自在に取付けたドア
、詳しくはドアクローザを備えたドアに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来からドアクローザを備えたドアが種々提案されている。
　例えば、特許文献１にドアクローザを備えたドアが提案されている。
　このドアは、ドアクローザのクローザ本体を扉の上部寄りに取付け、そのドアクローザ
のアーム部材をドア枠の上枠に連結している。
【特許文献１】特開平１０－２８０７９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　前述した従来のドアであると、ドアクローザのクローザ本体が扉面から突出し、そのク
ローザ本体が著しく目立つので見栄えが悪い。
【０００４】
　本発明の目的は、ドアクローザのクローザ本体が見えずに見栄えが良いドアとすること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、ドア枠に扉をヒンジで開閉自在に取付けたドアであって、
　前記ドア枠の上枠は、上枠本体と、この上枠本体と同一長さのカバー体を備え、
　前記上枠本体は、縦向部と、この縦向部の上部に扉開き側に向けて設けた横向部で断面
略鉤形状で、
　前記カバー体は、縦向部と、この縦向部の下部に扉閉じ側に向けて設けた横向部で断面
略鉤形状で、
　前記カバー体を上枠本体に、そのカバー体の縦向部を上枠本体の横向部で支持すること
で、着脱自在に取り付けて空洞部を有する上枠とし、
　前記扉の上部はアーム部材支承部を有し、このアーム部材支承部よりも扉開き側寄りに
、そのアーム部材支承部よりも上方に突出した立上り部を有し、扉閉じ状態で立上り部が
前記カバー体と対向すると共に、前記アーム部材支承部よりも扉閉じ側寄りが前記上枠本
体の縦向部に接するようにし、
　前記上枠本体の縦向部にドアクローザのクローザ本体を取り付け、このクローザ本体を
前記空洞部内に収納し、
　このクローザ本体の回転部を、前記カバー体の横向部に形成した回転部突出部分から下
方に突出し、この突出した回転部にアーム部材を固定し、
　前記アーム部材を、前記アーム部材支承部で支持し、扉閉じ状態で前記立上り部でアー
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ム部材を隠蔽するようにしたことを特徴とするドアである。
【０００６】
　本発明においては、カバー体の横向部のクローザ本体の回転部が突出する部分は、その
横向部の縦向部と反対側の端部に開口した切欠部とすることができる。
　このようにすれば、カバー体を、その切欠部が回転部に入り込むようにして取付けでき
るので、カバー体の取付けが容易である。
【０００８】
　本発明においては、扉上部の立上り部を、扉閉じ状態でカバー体の縦向部にシール材を
介して接するようにできる。
　このようにすれば、扉閉じ状態で扉とカバー体との間から雨水等が浸入することがない
。
【０００９】
　本発明においては、アーム部材は、クローザ本体の回転部に固定したアームと、このア
ームの先端部をスライド自在に支承するガイドレールを備え、そのガイドレールを扉の上
部のアーム部材支承部に取付けるようにできる。
　このようにすれば、扉の開放時にアームの先端部がガイドレールに沿ってスライドして
クローザ本体の回転部を回転し、扉の閉じ時にはクローザ本体の回転部の回転力でアーム
が回転し、そのアームの先端部がガイドレールに沿ってスライドすることで扉を閉じるこ
とができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、カバー体によりクローザ本体が見えないので、見栄えの良いドアであ
る。
　また、カバー体を取り外しすれば、クローザ本体が見えるので、そのクローザ本体の側
面にある速度調整部を工具などによって操作して速度調整できる。
　また、扉の立上り部で扉閉じ状態でアーム部材が見えないようにできる。
【００１１】
　また、アーム部材がカバー体に干渉しないので、扉をスムーズに開閉できる。
　また、カバー体は、突出部分からクローザ本体の回転部が突出するように取付ければ良
く、そのカバー体を簡単に取付できるし、カバー体を単純形状とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図１と図２に示すように、ドア枠１に扉２をヒンジ３で開閉自在に取付けてドアとして
ある。
　前記ドア枠１は、上枠１０と下枠１１と左右の縦枠１２を方形状に連結してある。
　前記上枠１０は上枠本体２０とカバー体３０を備えている。
　前記上枠本体２０は図２に示すように縦向部２１と、その縦向部２１の上部に設けた横
向部２２で断面略鉤形状の長尺材である。
　前記カバー体３０は縦向部３１と、その縦向部３１の下部に設けた横向部３２で断面略
鉤形状の長尺材である。
　そして、上枠本体２０の横向部２２とカバー体３０の縦向部３１の上部を支持すると共
に、上枠本体２０の縦向部２１の下部とカバー体３０の横向部３２を固着して上枠本体２
０にカバー体３０を着脱自在に取付けて空洞部１０ａを有した上枠１０としてある。
　例えば、上枠本体２０の縦向部２１にブラケット２３を取付け、カバー体３０の横向部
３２をブラケット２３に固着具、例えば、ビス３３で固着してある。
　前記ブラケット２３は縦枠１２に取付けられていても良い。
【００１３】
　前記上枠本体２０の縦向部２１にドアクローザのクローザ本体４０を取付け、このクロ
ーザ本体４０は上枠１０の空洞部１０ａ内に収容され、カバー体３０で隠蔽されるように
する。
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　このクローザ本体４０は回転部４０ａを有し、その回転部４０ａが回転すると、内部に
設けた油圧式閉鎖調節機構により回転部４０ａに回転力が付与される通常一般のもので、
そのクローザ本体４０の側面に速度調節部が設けてある。
　前記カバー体３０の横向部３２には、前記クローザ本体４０の回転部４０ａが突出する
部分、例えば切欠部３４が形成してある。
　これによって、上枠１０の空洞部内に取付けたクローザ本体４０の回転部４０ａがカバ
ー体３０の切欠部３４を通して外部に突出する。
　前記クローザ本体４０のカバー体３０の横向部３２の切欠部３４から突出した回転部４
０ａに固定したアーム部材４１が扉２の上部に支承されている。
　そして、扉２の開放時にはアーム部材４１によってクローザ本体４０の回転部４０が回
転し、その回転部４０に付与された回転力が扉２を閉鎖方向に付勢する力として働く。
【００１４】
　このアーム部材４１は、クローザ本体４０の回転部４０ａに固定したアーム４２の先端
部を、扉２の上部に設けたガイドレール４３に沿って扉２の面内方向にスライド自在に支
承してある。
　アーム部材４１が前述のようであるから、扉２の開放時にアーム４２の先端部がガイド
レール４３に沿ってスライドしてクローザ本体４０の回転部４０ａを回転し、扉２の閉じ
時にはクローザ本体４０の回転部４０ａの回転力でアーム４２が回転し、そのアーム４２
の先端部がガイドレール４３に沿ってスライドすることで扉２を閉じることができる。
【００１５】
　このようであるから、前記クローザ本体４０は図１に示すように、カバー体３０で隠蔽
されて見えない。
　なお、図１においてはカバー体３０の一部分を破断して図示してクローザ本体４０の一
部が見えるように図示してある。
　したがって、クローザ本体４０が見えずに見栄えの良いドアである。
　また、カバー体３０を上枠本体２０から取り外しすることで、クローザ本体４０の側面
４０ｂを見ることができるし、工具を側面４０ｂに当接することが可能であるから、クロ
ーザ本体４０の側面４０ｂに速度調整部があるドアクローザの場合に工具を用いて速度調
整部を操作して調整できる。
【００１６】
　また、前述したようにクローザ本体４０の回転部４０ａがカバー体３０の切欠部３４か
ら突出し、その突出部分にアーム部材４１（アーム４２）が固定してあるので、アーム部
材４１がカバー体３０と干渉することがなく、扉２をスムーズに開閉できる。
　また、カバー体３０は、切欠部３４から回転部４０ａが突出するように取付ければ良く
、そのカバー体３０を簡単に取付けできる。
　しかも、カバー体３０はアーム部材４１が回転できるような形状とする必要がなく、た
だ単にクローザ本体４０を覆う形状であれば良いので、カバー体３０を単純形状にできる
。
　前記切欠部３４は横向部３２の縦向部３１と反対側の端部に開口しているので、その切
欠部３４が回転部４０ａに入り込むようにカバー体３０を移動して取付けでき、その取付
けが容易である。
【００１７】
　図２に示すように、扉２の上部は、アーム部材支承部２ａと、このアーム部材支承部２
ａよりも上方に突出した立上り部２ｂを有し、その立上り部２ｂは扉２の表面２ｃ、つま
り扉２の開き側の面と面一に連続している。
　そして、アーム部材支承部２ａにアーム部材４１が支承、例えば前記ガイドレール４３
が取付けてあり、そのアーム部材４１を扉閉じ状態で立上り部２ｂで隠蔽してアーム部材
４１が見えないようにしてある。
　したがって、扉閉じ状態ではクローザ本体４０とともにアーム部材４１が見えないので
、より一層見栄えが良い。
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【００１８】
　前記ドアクローザのアーム部材４１は、クローザ本体４０の回転部４０ａに固着した第
１アームの先端に第２アームを回転自在に連結したものでも良く、その場合には第２アー
ムの先端を扉２の上部、例えば前述のアーム部材支承部２ａに縦ピン等によって回動自在
に支承する。
　前記扉２の立上り部２ｂは、扉２とは別体としてビスや接着剤などを用いて取付けるよ
うにしても良い。
　なお、扉２は立上り部２ｂを有しないものでも良い。
【００１９】
　前記カバー体３０の横向部３２をブラケット２３を介して上枠本体２０の縦向部２１に
固着して取付けしたが、その横向部３２を縦向部２１にビス等の固着具で直接固着して取
付けても良い。
【００２０】
　前記クローザ本体４０は側面４０ｂに取付フランジ４０ｃを有し、その取付フランジ４
０ｃを固着具、例えばボルト４４で上枠本体２０の縦向部２１に固着して取付けてある。
　これに限ることはなく、クローザブラケットを用いて上枠本体２０の縦向部２１に取り
付けても良い。
　例えば、クローザ本体４０を、その裏面に、クローザブラケットが嵌まり合う凹部を有
する形状とし、クローザブラケットを上枠本体２０の縦向部２１にビス等で固着し、この
クローザブラケットの一端鉤形部にクローザ本体４０の凹部に設けたピンに係合して凹部
内に収納し、そのクローザブラケットの他端をビス等でクローザ本体４０に固着して取付
ける。
【００２１】
　次に、ドアクローザ取付部の具体形状の第１の実施の形態を説明する。
　図３に示すように、上枠本体２０はアルミ押出形材から成る室外側部材２０ａと、樹脂
押出形材から成る室内側部材２０ｂの複合枠材で、ドア枠１はアルミ・樹脂の複合枠とし
てある。
　前記室外側部材２０ａは板状の縦向部と板状の横向部で断面略鉤形状で、その縦向部の
室内側面に板状の室内側部材２０ｂが取付けてあり、この室内側部材２０ｂと室外側部材
２０ａの縦向部で前述の縦向部２１で、室外側部材２０ａの横向部が前述の横向部２２で
ある。
【００２２】
　前記室外側部材２０ａの縦向部の室内側面に、裏板４５が固着具、例えばビス４６で固
着してある。この裏板４５は、ドアを取付ける建物躯体４７に固着具４８で固着して取付
けてある。
　前記クローザ本体４０を取付けるボルト４４が裏板４５に螺合してある。
　これによって、クローザ本体４０を強固に取付けできる。
【００２３】
　前記室外側部材２０ａの横向部（上枠本体２０の横向部２２）にはカバー体上支持部２
４が設けてある。
　前記室内側部材２０ｂの下部にはカバー体下支持部２５が設けてある。
　前記カバー体３０はアルミ押出形材で、その縦向部３１の上端部に支持片３５を有し、
この支持片３５が前記カバー体上支持部２４の上面に接して支持している。
　前記カバー体３０の横向部３２が前記カバー体下支持部２５の上面に接している。
　これによって、カバー体３０は上枠本体２０に室内外方向（矢印ａ方向）にスライド可
能に支持される。
　そして、カバー体３０の横向部３２がビス３３で前述のブラケット２３に固着してある
。
【００２４】
　このようであるから、ビス３３を弛めることでカバー体３０を室外側に向けてスライド
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することで取り外しできる。
　また、カバー体３０を室内側に向けてスライドすることで支持片３５をカバー体上支持
部２４に接し、横向部３２をカバー体下支持部２５に接して支持し、ビス３３をブラケッ
ト２３に螺合することでカバー体３０を取付けできる。
　この時、切欠部３４が回転部４０ａに挿入したり、抜け出しする。
【００２５】
　前記扉２は、上框と下框と左右の縦框を方形状に連結し、その内部にパネル体を装着し
たもので、その扉２の上框５０は、アルミ押出形材の室外側部材５１の室内側に樹脂押出
形材の室内側部材５２を取付けたアルミ、樹脂の複合框で、下框と縦框又は縦框が同様に
アルミ、樹脂の複合框である。
　前記上框５０の室外側部材５１は、上横板５３よりも表面板５４が上方に突出し、その
上横板５３が前述のアーム部材支承部２ａで、前述のガイドレール４３が取付けられる。
前記表面板５４の上横板５３よりも上方に張り出した部分５４ａが前述の立上り部２ｂで
、ガイドレール４３を覆う。
　この表面板５４の張り出し部分５４ａは、扉２の閉じ状態でカバー体３０の縦向部３１
に装着したシール材３７に圧接してシールし、両者の間から雨水等が浸入しないようにし
てある。
【００２６】
　このようであるから、扉２を閉じた時にアーム部材４１が全く見えないようになる。
　なお、クローザ本体４０の側面４０ｂにねじ４０ｄが設けられ、このねじ４０ｄが前述
の速度調整部である。
【００２７】
　次に、ドアクローザ取付部の具体形状の第２の実施の形態を説明する。この実施の形態
は図４に示すようにカバー体３０の取付けが前述の第１の実施の形態と相違し、他の部分
は同一である。
　図４に示すように、上枠本体２０の横向部２２（室外側部材２０ａの横向部）にカバー
体支持凹部３８を有し、室内側部材２０ｂにはカバー体取付部３９を有している。
　カバー体３０の縦向部３１の上端部３１ａが前記カバー体支持凹部３８に垂直姿勢と水
平姿勢とに亘って上下回動自在で、かつ水平の姿勢とすることで取り外しできるように係
合している。
　前記カバー体３０の横向部３２の先端部３２ａは下向きに折曲し、この先端部３２ａが
前記カバー体取付部３９に接し、かつビス３６で固着してある。このビス３６は室外側部
材２０ａの縦向部と室内側部材２０ｂを連結するビスを兼用している。
【００２８】
　このようであるから、ビス３６を弛めてカバー体３０を斜め上方に向けて矢印ｂのよう
に回動し、その縦向部３１を水平とすることで取り外しできる。
　また、縦向部３１を水平として先端部３１ａをカバー体取付凹部３８に挿入して垂直姿
勢まで回動し、横向部３２の先端部３２ａをカバー体取付け部３９に当接してビス３６を
螺合することでカバー体３０を取付けできる。
　この時、切欠部３４が回転部４０ａに挿入したり、抜け出しする。
【００２９】
　前述の図３、図４において、上枠本体２０の室外側部材２０ａの横向部とクローザ本体
４０の上面との間、カバー体３０の縦向部３１とクローザ本体４０の前面との間に断熱材
を設けても良い。
　このようにすれば、外気温度のクローザ本体４０への影響が低減するから、外気温度差
による性能のばらつきを少なくできる。
【００３０】
　次に、ドアクローザ取付部の具体形状の第３の実施の形態を説明する。この実施の形態
は図５に示すように、上枠１０の上枠本体２０、扉２の上框をアルミ押出形材のみとした
こと、裏板４５の取付けが前述の第１・第２の実施の形態と相違し、他は前述の第１の実
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施の形態と同様である。
　図５に示すように、上枠本体２０の縦向部２１は、その下端部に鉤形部２０ｃを有し、
この鉤形部２０ｃと横向部２２の室内側寄り部の下面に裏板４５の下部取付片４５ａと上
部取付片４５ｂをビス４５ｄでそれぞれ固着して取付ける。
　前記横向部２２の室内側寄り部の上面に補助裏板４９を前述のビス４５ｄで裏板４５の
上部取付片４５ｂとともに固着し、この補助裏板４９を建物躯体４７に固着具４８で上枠
本体２０の室内側取付片２０ｄとともに固着してある。
【００３１】
　次に、ドアクローザ取付部の具体形状の第４の実施の形態を説明する。この実施の形態
は図６に示すように上枠本体２０、扉２の上框５０をアルミ押出形材のみとしたこと、ク
ローザ本体４０の取付けに裏板を用いないことが第１・第２の実施の形態と相違し、他は
同様である。
　図６に示すように、クローザ本体４０の取付フランジ４０ｃを上枠本体２０の縦向部２
１に接し、その縦向部２１を建物躯体４７に接すると共に、その取付フランジ４０ｃから
固着具、例えば木ねじ４４ａを建物躯体４７に固着してクローザ本体４０を縦向部２１と
ともに建物躯体４７に取付ける。
　また、扉２の上框５０の表面板５４の張り出し部分５４ａをカバー体３０と離隔してい
る。
【００３２】
　前述の各実施の形態では、カバー体３０の横向部３２に切欠部３４を形成して突出部分
としたが、孔を形成してクローザ本体４０の回転部４０ａが突出する突出部分としても良
い。
　また、カバー体３０のクローザ本体４０の速度調整部と対向した部分に開口部を形成し
、この開口部から工具等を挿入して速度調整できるようにすると共に、その開口部を蓋で
開閉自在としても良い。
　また、扉２は、表裏板との間に発泡樹脂を有する断熱ドアであっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】ドアクローザを備えたドアの一部破断外観図である。
【図２】扉を開いた状態のドアの上部斜視図である。
【図３】ドアクローザ取付部の具体例を示す第１の実施の形態の断面図である。
【図４】ドアクローザ取付部の具体例を示す第２の実施の形態の断面図である。
【図５】ドアクローザ取付部の具体例を示す第３の実施の形態の断面図である。
【図６】ドアクローザ取付部の具体例を示す第４の実施の形態の断面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１…ドア枠、２…扉、２ａ…アーム部材支承部、２ｂ…立上り部、３…ヒンジ、１０…
上枠、２０…上枠本体、２１…縦向部、２２…横向部、３０…カバー体、３１…縦向部、
３２…横向部、３６…ビス、３７…シール材、４０…クローザ本体、４０ａ…回転部、４
１…アーム部材、４２…アーム、４３…ガイドレール。
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