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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラスドアに用いる自動位置回復装置であって、
　挟持部と、
　ダンピングユニットと、
　偏位調整ユニットと、を備え、
　前記挟持部は、挟持本体及び固定軸を有し、前記挟持本体が前記ガラスドアを挟持固定
し、油圧オイルを蓄積するオイル蓄積空間及び前記オイル蓄積空間に垂直に連通する軸孔
を有し、前記固定軸が前記挟持本体の軸孔内に回転可能に設けられ、軸ロッド及び前記軸
ロッドに設けられる偏心カムを有し、前記軸ロッドが前記軸孔から延伸する嵌合端を有し
、
　前記ダンピングユニットは、前記オイル蓄積空間内に設けられ、前記固定軸の前記偏心
カムに当接して、前記ダンピングユニットが前記偏心カムの押圧を受けて油圧オイルを押
出してドアの開閉の抗力を生成し、
　前記偏位調整ユニットは、移動板及び少なくとも一つの固定部材を有し、前記移動板が
少なくとも一つの長溝と嵌合溝とを有し、前記長溝が前記固定部材に貫設固定され、前記
嵌合溝が前記固定軸の軸ロッドの嵌合端に固定され、前記移動板が前記挟持部を前記長溝
の延伸方向に沿って前記固定部材に相対して移動させることを特徴とする自動位置回復装
置。
【請求項２】
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　前記移動板の長溝の数は二つであり、且つ前記嵌合溝の二つの相対する側に位置し、
　前記固定部材の数は二つであり、且つ前記長溝内にそれぞれ固定されることを特徴とす
る請求項１記載の自動位置回復装置。
【請求項３】
　前記偏位調整ユニットは、二つの保護カバーを更に有し、
　前記二つの保護カバーは、前記移動板の両端に被嵌され、且つ前記二つの固定部材を遮
蔽することを特徴とする請求項２記載の自動位置回復装置。
【請求項４】
　前記長溝の溝壁は、段部を有し、
　前記固定部材は、ねじ及びねじキャップを有し、
　前記ねじは、頭部及びねじ山部を有し、
　前記頭部は、前記長溝の段部に当接し、
　前記ねじ山部は、前記頭部から延伸して前記長溝を挿通し前記ねじキャップ内に螺設さ
れることを特徴とする請求項１又は２記載の自動位置回復装置。
【請求項５】
　前記移動板は、前記嵌合溝に連通する調整ねじ孔を有し、
　前記調整ねじ孔の軸の向きは、前記長溝の延伸方向に垂直であり、
　前記偏位調整ユニットは、調整ねじを更に有し、
　前記調整ねじは、前記調整ねじ孔内に設けられ、その先端を前記嵌合溝内に挿入し、前
記固定軸の前記軸ロッドの前記嵌合端に当接することを特徴とする請求項１記載の自動位
置回復装置。
【請求項６】
　前記嵌合溝の延伸方向は、前記長溝の延伸方向に垂直であり、且つ前記嵌合溝の一端は
開口を有し、他端は前記調整ねじ孔に連通し、
　前記偏位調整ユニットは、ストップ板を更に有し、
　前記ストップ板は、前記移動板の一側辺に設けられ、且つ前記嵌合溝の開口を遮蔽する
ことを特徴とする請求項５記載の自動位置回復装置。
【請求項７】
　前記ダンピングユニットは、ピストンと固定ブロックと弾性部材とを有し、
　前記ピストンは、前記固定軸の前記軸ロッドを設ける長孔を有し、
　前記固定ブロックは、前記ピストンに設けられ、且つ前記固定軸の前記偏心カムに当接
し、
　前記弾性部材は、その一端が前記ピストンに当接することを特徴とする請求項１記載の
自動位置回復装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガラスドアに用いる自動位置回復装置に関し、特に偏位（ずれ）調整が容易
な自動位置回復装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、ガラスドアを取付ける時、通常、先ずガラスドアのドア板及びドア枠にそれ
ぞれ複数の蝶番孔を鑽孔し、更に、ねじで蝶番を前記複数の蝶番孔に固定して、ドア板が
蝶番によりドア枠に相対して回動できるようにする。しかし、鑽孔の過程において、誤差
が必ず出てしまう。この状況の下、無理やり蝶番を固定した場合、ガラスドアのドア板を
閉める時、ドア枠にしっかり嵌めることができず、偏位(ずれ)が起きてしまう。よって、
鑽孔の誤差の問題を解決するために、施工者は通常、蝶番の孔の口径を研磨した後、再度
蝶番を取り付ける。しかし、孔を研磨する工程において容易にガラスに亀裂が入る以外に
、孔を研磨した後、隣り合う二つの蝶番孔の間のピッチが小さくなり、両者の間のガラス
が割れやすくなる。
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【０００３】
　以上より、ガラスドアは従来の蝶番による取り付け工程において、非常に煩雑であり、
取付完了後も施工上の誤差により正常に閉めることができないことがよくおこる。従って
、従来の蝶番はガラスドアに用いることには非常に不適切であった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の主な目的は、取付けが簡便でガラスドアの偏位（ずれ）を迅速に調整できる自
動位置回復装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の目的を達成するために、本発明の自動位置回復装置は、ガラスドアに用いる自動
位置回復装置であって、挟持部とダンピングユニットと偏位（ずれ）調整ユニットとを備
える。前記挟持部は、挟持本体と固定軸を有し、前記挟持本体は前記ガラスドアを挟持固
定し、油圧オイルを蓄積するオイル蓄積空間及び前記オイル蓄積空間に垂直に連通する軸
孔を有し、前記固定軸は前記挟持本体の軸孔内に回転可能に設けられ、軸ロッド及び前記
軸ロッドに設けられる偏心カムを有する。前記軸ロッドは前記軸孔から延伸する嵌合端を
有する。前記ダンピングユニットは前記オイル蓄積空間内に設けられ、前記固定軸の偏心
カムに当接して、前記ダンピングユニットが前記偏心カムの押圧を受けて油圧オイルを押
出してドアの開閉の抗力を生成する。前記偏位（ずれ）調整ユニットは、移動板及び少な
くとも一つの固定部材を有し、前記移動板は少なくとも一つの長溝と嵌合溝を有し、前記
長溝は前記固定部材を貫設固定し、前記嵌合溝は前記固定軸の軸ロッドの嵌合端を固定し
て、前記移動板が前記挟持部を前記長溝の延伸方向に沿って前記固定部材に相対して移動
させる。これにより、前記ガラスドアの左右の偏位（ずれ）問題を改善する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の自動位置回復装置において、前記移動板は前記嵌合溝を連通する調整ねじ孔を
有し、前記調整ねじ孔の軸の向きは前記長溝の延伸方向に垂直であり、調整ねじを固定す
る。前記調整ねじの先端は前記嵌合溝内へ延伸して、前記固定軸の軸ロッドの嵌合端を押
圧する。このように前記挟持部を押圧することにより前記ガラスドアの前後の偏位（ずれ
）を調整する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態による自動位置回復装置にガラスドアを取り付けた状態を示
す図。
【図２】本発明の一実施形態による自動位置回復装置の一部を示す分解斜視図。
【図３】本発明の一実施形態による自動位置回復装置の一部を示す分解斜視図。
【図４】本発明の一実施形態による自動位置回復装置の挟持部及びダンピングユニットを
示す断面図。
【図５Ａ】本発明の一実施形態による自動位置回復装置の一部を示す断面図であり、ピス
トンが油圧オイルを押し出す工程を示す図。
【図５Ｂ】本発明の一実施形態による自動位置回復装置の一部を示す断面図であり、ピス
トンが油圧オイルを押し出す工程を示す図。
【図５Ｃ】本発明の一実施形態による自動位置回復装置の一部を示す断面図であり、ピス
トンが油圧オイルを押し出す工程を示す図。
【図５Ｄ】本発明の一実施形態による自動位置回復装置の一部を示す断面図であり、ピス
トンが油圧オイルを押し出す工程を示す図。
【図６Ａ】本発明の一実施形態による自動位置回復装置の偏位（ずれ）調整ユニットの下
部を示す図であり、ガラスドアの左右の偏位（ずれ）を修正する状態を示す図。
【図６Ｂ】本発明の一実施形態による自動位置回復装置の偏位（ずれ）調整ユニットの下
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部を示す図であり、ガラスドアの左右の偏位（ずれ）を修正する状態を示す図。
【図６Ｃ】本発明の一実施形態による自動位置回復装置の偏位（ずれ）調整ユニットの下
部を示す図であり、ガラスドアの左右の偏位（ずれ）を修正する状態を示す図。
【図７】本発明の一実施形態による自動位置回復装置の偏位（ずれ）調整ユニットの下部
を示す図であり、ガラスドアの前後の偏位（ずれ）を修正する状態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明の構造、特徴及び機能を詳細に説明するために、実施形態を挙げて図面に基づき
以下のように説明する。
【０００９】
　　（一実施形態）
　図１から図３に示すように、本発明の一実施形態による自動位置回復装置１０は、挟持
部２０とダンピングユニット３０と偏位（ずれ）調整ユニット４０とを備えている。
【００１０】
　図２及び図３に示すように、挟持部２０は、挟持本体５０及び固定軸６０を含み、挟持
本体５０の底縁に挟み溝５１を有し、ガラスドア１２の上縁に嵌設する。又、実際の必要
に応じて、挟み溝５１内に挟み片５２を設置でき、ガラスドア１２が直接接触することを
防止する。挟持本体５０の両側面はそれぞれ複数のねじ孔５３を設けて挟み溝５１と連通
して、複数の押圧ねじ５４をそれぞれ前記複数のねじ孔５３に固定することにより、前記
複数の押圧ねじ５４を前記二つの挟み片５２を押圧してガラスドア１２の上縁を挟み込む
。この他、図２に示すように、挟持本体５０の両側面は必要に応じてそれぞれ装飾板５５
を付加して挟持本体５０の外観を装飾する効果を提供する。更に、図４に示すように、挟
持本体５０の内部はオイル蓄積空間５６を有し、二つの端カバー５７を挟持本体５０の両
端に設置することにより、オイル蓄積空間５６を密封して、オイル蓄積空間５６をチャン
バー５６２と導油通路５６４及び相互に間隔を開けた二つの弁孔５６６に区分する。導油
通路５６４はチャンバー５６２に連通し、各弁孔５６６はチャンバー５６２と導油通路５
６４に連通して調整弁５８ａ、５８ｂを設置する。更に、挟持本体５０の上面に軸孔５９
を垂直に開設して、軸孔５９がオイル蓄積空間５６のチャンバー５６２に連通するように
する。
【００１１】
　固定軸６０が二つの軸受６２により挟持本体５０の軸孔５９内に枢動可能に設ける。又
、軸ロッド６４及び軸ロッド６４に設けられる偏心カム６６を有し、軸ロッド６４は軸孔
５９外に延伸する嵌合端６４２有する。
【００１２】
　ダンピングユニット３０は、挟持部２０のオイル蓄積空間５６内に収容され、ピストン
３２と固定ブロック３４と弾性部材３６とを有する。図３に示すように、ピストン３２は
、固定軸６０の軸ロッド６４を貫設する長孔３２２を有し、且つピストン３２の両端は、
油圧オイルを通過させるオイル孔３２４を有する。固定ブロック３４は、挿入栓３８によ
りピストン３２に固定し、且つ固定軸６０の偏心カム６６に当接して固定ブロック３４を
固定軸６０の偏心カム６６の押圧を受けたときピストン３２が油圧オイルを押出してドア
の開閉抗力を生成する。弾性部材３６の両端は、それぞれピストン３２の端面と挟持部２
０のうちの一つの端カバー５７を押圧して位置回復の力を提供する。
【００１３】
　偏位（ずれ）調整ユニット４０は、移動板４１と二つの固定部材４２を有し、図２及び
図６Ａに示すように、移動板４１の左右両端にそれぞれ長溝４１１を有し、長溝４１１の
溝壁に段部４１２を有する。各固定部材４２は本実施形態中において固定ねじ４３とねじ
キャップ４４を有する。固定ねじ４３は頭部４３２と頭部４３２から延伸するねじ山部４
３４を有し、ねじキャップ４４は、天井に埋入され、移動板４１を固定する時、固定ねじ
４３のねじ山部４３４が移動板４１の長溝４１１に挿通し、螺合によりねじキャップ４４
に徐々に螺着する。固定ねじ４３を緊合した後、固定ねじ４３の頭部４３２は長溝４１１
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の段部４１２に当接し、ねじキャップ４４は径方向膨張を生成し、移動板４１を天井に固
定させ、且つ外力を受けたとき長溝４１１の延伸方向に沿って固定部材４２に相対して左
右に移動する。この他、移動板４１の中間部に嵌合溝４１３と調整ねじ孔４１４を有し、
嵌合溝４１３の延伸方向は長溝４１１の延伸方向に垂直であり、その一端は移動板４１の
側辺に開口４１５が形成され、もう一端（他端）は調整ねじ孔４１４に連通している。開
口４１５は移動板４１のストップ板４５により固設され覆われ、調整ねじ孔４１４の軸の
向きは長溝４１１の延伸方向に垂直で、調整ねじ４６を固設する。調整ねじ４６の先端は
嵌合溝４１３内に挿入する。挟持部２０に組み合わせる時、固定軸６０の軸ロッド６４の
嵌合端６４２が移動板４１の嵌合溝４１３内に嵌入し、調整ねじ４６の先端に押圧されて
、挟持部２０がガラスドア１２の開閉動作に伴い固定軸６０を枢転する。この他、移動板
４１の両端はそれぞれ保護カバー４７により被嵌され前記二つの固定部材４２を遮蔽して
保護効果を提供する。
【００１４】
　以上により、本発明の一実施形態による自動位置回復装置１０の詳細な機構を説明した
。以下において更に、本発明の一実施形態による自動位置回復装置１０の使用過程及び特
徴を説明する。
【００１５】
　ガラスドア１２を押し開ける時、挟持部２０はガラスドア１２に伴い固定軸６０が回転
中心として枢転する。この時のピストン３２は固定軸６０の偏心カム６６の押圧を受けて
オイル蓄積空間５６のチャンバー５６２内で移動する。図５Ａ、５Ｂに示すように、油圧
オイルはピストン３２の押圧を受けてピストン３２の右端からピストン３２のオイル孔３
２４を経由してピストン３２の左端へ流動する。
【００１６】
　図５Ｃに示すように、ガラスドア１２が閉じ始めると、ピストン３２は弾性部材３６の
押圧を受けて油圧オイルを押出して、油圧オイルが導油通路５６４と調整弁５８ａへ流動
し、更に、弁孔５６６によりチャンバー５６２に流入し、且つピストン３２のオイル孔３
２４を経由してピストン３２の右端へ流動する。ガラスドア１２が閉じ続けると、ピスト
ン３２は、導油通路５６４の入口で止まり、油圧オイルを弁孔５６６から調整弁５８ｂか
ら流動させる。次に、図５Ｄに示すように、導油通路５６４を経由してチャンバー５６２
に流入し、且つ、ガラスドア１２が完全に閉まるまで、ピストン３２のオイル孔３２４を
経由してピストン３２の右端へ流動する。ガラスドア１２を異なる段階の閉門速度に調整
する場合、二つの調整弁５８ａ、５８ｂによりオイル量を調整できる。
【００１７】
　一方、ガラスドア１２が閉まる時に、左右の偏位（ずれ）が現れた場合、先ず保護カバ
ー４７を取り外し、次に、図６Ａ、６Ｂ、６Ｃに示すように、移動板４１を長溝４１１の
方向へ沿って左右に移動させる。挟持部２０は、固定軸６０の軸ロッド６４の嵌合端６４
２により移動板４１と固定されるので、挟持部２０は、ガラスドア１２の左右の偏位（ず
れ）が修正されるまで、ガラスドア１２とともに移動板４１を左右に移動する。この他、
ガラスドア１２は閉まる時、前後の偏位(ずれ)が現れた場合、図７に示すように、調整ね
じ４６を回転させて、調整ねじ４６の先端により固定軸６０の軸ロッド６４の嵌合端６４
２を押圧する。このように挟持部２０を押圧することによりガラスドア１２の前後の偏位
（ずれ）を修正できる。
【産業上の利用可能性】
【００１８】
　以上により、本発明の一実施形態による自動位置回復装置１０を取り付けるとき、二つ
の固定部材４２の螺設によるだけで天井に固定でき、施工は簡単であり、使用時もダンピ
ングユニット３０と油圧オイルとの間のオイル圧抗力によりドアの開閉の力を緩衝でき、
更に、本発明の一実施形態による自動位置回復装置１０が取り付けられた後、ガラスドア
１２の位置を微調整でき、ガラスドア１２を確実に閉められるように偏位（ずれ）を有効
に解消でき、本発明の目的が達成できる。
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【符号の説明】
【００１９】
１０　・・・・自動位置回復装置
１２　・・・・ガラスドア
２０　・・・・挟持部
３０　・・・・ダンピングユニット
３２　・・・・ピストン
３２２　・・・長孔
３２４　・・・オイル孔
３４　・・・・固定ブロック
３６　・・・・弾性部材
３８　・・・・挿入栓
４０　・・・・偏位（ずれ）調整ユニット
４１　・・・・移動板
４１１　・・・長溝
４１２　・・・段部
４１３　・・・嵌合溝
４１４　・・・調整ねじ孔
４１５　・・・開口
４２　・・・・固定部材
４３　・・・・固定ねじ
４３２　・・・頭部
４３４　・・・ねじ山部
４４　・・・・ねじキャップ
４５　・・・・ストップ板
４６　・・・・調整ねじ
４７　・・・・保護カバー
５０　・・・・挟持本体
５１　・・・・挟み溝
５２　・・・・挟み片
５３　・・・・ねじ孔
５４　・・・・押圧ねじ
５５　・・・・装飾板
５６　・・・・オイル蓄積空間
５６２　・・・チャンバー
５６４　・・・導油通路
５６６　・・・弁孔
５７　・・・・端カバー
５８ａ、５８ｂ　・・・調整弁
５９　・・・・軸孔
６０　・・・・固定軸
６２　・・・・軸受
６４　・・・・軸ロッド
６４２　・・・嵌合端
６６　・・・・偏心カム
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