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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トルクヒンジ本体がこれの構成要素として第１取着用羽根板と第２取着用羽根板と軸承
ピンとを備え、かつ、ディスク集積群を形成するためのものとして第１ディスクと第２デ
ィスクとを備えていること、および、第１取着用羽根板には軸承孔を有する第１回動用筒
状体とディスク集積用空所を形成するための切り欠きとがあり、そのうちの第１回動用筒
状体が第１取着用羽根板の内側縁部から突設されて第１回動用筒状体の中心軸線と第１取
着用羽根板の板面内側縁部とが互いに平行しており、かつ、ディスク集積用空所を形成す
るための切り欠きが第１取着用羽根板の内側の一端または両端に設けられてその切り欠き
の内側端縁部が第１係止用端縁部となっていること、および、第２取着用羽根板には軸承
孔を有する第２回動用筒状体とディスク集積用空所を形成するための切り欠きとがあり、
そのうちの第２回動用筒状体が第２取着用羽根板の内側縁部から突設されて第２回動用筒
状体の中心軸線と第２取着用羽根板の板面内側縁部とが互いに平行しており、かつ、ディ
スク集積用空所を形成するための切り欠きが第２取着用羽根板の内側の一端または両端に
設けられてその切り欠きの内側端縁部が第２係止用端縁部となっていること、および、軸
承ピンが第１回動用筒状体や第２回動用筒状体の軸承孔に対して嵌め込み自在に対応する
ものであり、かつ、その軸承ピンの端部が螺杆端部となっていること、および、第１ディ
スクがそのディスク面を貫通する第１軸口を有するとともに、第２ディスクがそのディス
ク面を貫通する第２軸口を有すること、および、第１取着用羽根板と第２取着用羽根板に
ついて、第１回動用筒状体と第２回動用筒状体との噛み合い配列によりこれら第１回動用
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筒状体・第２回動用筒状体を同一軸線上に並べてなる連装筒状体が当該両取着用羽根板の
内側間に形成されているとともに、上記軸線方向に沿う一端または両端であって第１係止
用端縁部と第２係止用端縁部との対向部間にディスク集積用空所が形成されていること、
および、上記連装筒状体内に軸承ピンが嵌め込まれて第１取着用羽根板と第２取着用羽根
板とがその軸承ピンを中心に回動自在なるよう連結されているとともに、軸承ピンの螺杆
端部がディスク集積用空所の中央に突出していること、および、第１ディスクと第２ディ
スクとがこれらの第１軸口・第２軸口を介して軸承ピンの螺杆端部に交互に嵌め込み重積
されてディスク集積群がディスク集積用空所に形成され、かつ、そのうちの第１ディスク
が上記第１係止用端縁部に対して係脱自在なるように係止されているとともに、第２ディ
スクが上記第２係止用端縁部に対して係脱自在なるように係止されていること、および、
上記ディスク集積群を押圧するための調圧用ナットが上記螺杆端部の端末側に螺合されて
いることを特徴とする回動抵抗調整可能なトルクヒンジ。
【請求項２】
　ディスク集積群には、連装筒状体に当接された平座金と、調圧用ナットに順次当接され
た皿ばね座金および平座金とが具備されている請求項１記載の回動抵抗調整可能なトルク
ヒンジ。
【請求項３】
　軸承孔に嵌め込まれた軸承ピンと第１取着用羽根板とが共転可能なるように固定されて
おり、第１係止用端縁部に係止された第１ディスクが調圧用ナットに最も近接している請
求項１記載の回動抵抗調整可能なトルクヒンジ。
【請求項４】
　ディスク集積群には、連装筒状体と第２ディスクとの間に介在された平座金と、調圧用
ナットと第１ディスクとの間に順次積層介在された皿ばね座金および平座金とが具備され
ている請求項３記載の回動抵抗調整可能なトルクヒンジ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、二部材間に取着することで、一部材に対し他部材を開閉自在なるよう枢着する
ヒンジに関し、特に一部材に対する他部材の開閉動に際し、構成部材間における摩擦力に
基づいて生ずる回動抵抗を所望程度に増減変更できるようにしたトルクヒンジに係るもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
この種のトルクヒンジとしては既に各種のものが提案されているが、特開平１０－１３１
５９５公報により開示の技術内容は、図４に示されている通り固定側翼板ａには、複数の
第１金属板ａと第１合成樹脂板ｂとを交互に重積して配設固定すると共に当該第１合成樹
脂板ｂの枢支先端部ｂ１には、夫々割溝ｃを長手方向に穿設している。
一方回転側翼板Ｂには、これまた複数の第２金属板ｄと第２合成樹脂板ｅとを交互に重積
して配設し、上記第２金属板ｄの延出部ｄ１を、前記の割溝ｃに嵌入した状態にあって、
これらの重積状態で列設された第１合成樹脂板ｂにおける枢支先端部ｂ１と、上記第２金
属板ｄの延出部ｄ１とに枢着軸ピンｆを嵌装するのである。
さらに上記枢着軸ピンｆの突出螺部ｇ１、ｇ２には調整用ナットｈ１、ｈ２を螺合し、こ
れらを螺回することによる締め込み度合により、上記の第１合成樹脂板ｂと第２金属板ｄ
の延出部ｄ１との面接触抵抗を調整することで、当該トルクヒンジにあって固定側翼板Ａ
に対する回転側翼板Ｂの回転抵抗を所望度合に調整可能なるよう構成したものである。
【０００３】
上記従来のトルクヒンジによるときは、確かに調整用ナットｈ１、ｈ２を適宜に螺回締着
するようにすれば、第２金属板ｄの延出部ｄ１に対する第１合成樹脂板ｂにおける枢支先
端部ｂ１の押圧力を変動させることができるので、トルクヒンジの回動抵抗を、要求に整
合させることが可能となるものの、調整用ナットｈ１、ｈ２による締着力の最小値から最
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大値の範囲内でしか、回動抵抗を調整することができず、従ってそれよりも大きいか小さ
い回動抵抗を要求されても、これを充足することができない不便があり、またあまり調整
用ナットｈ１、ｈ２の締着力が弱いような場合には、当該調整用ナットｈ１、ｈ２が弛緩
してしまい、不本意な回動抵抗の変動が発生するといった問題もある。
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明では上記従来のトルクヒンジがもつ欠陥に鑑み検討されたもので、請求項１による
ときは通常の平蝶番のように第１、第２取着用羽根板は、その内側にあって形成した連装
筒状体に軸承ピンを嵌装することで開閉動自在であるが、先ず第１、第２取着用羽根板の
内側端に形成の第１、第２係止用端縁部間にあってディスク集積用空所を設定し、その中
央に、上記軸承ピンの螺杆端部を突設するようにするのである。
そして上記螺杆端部に嵌装した所要枚数の第１、第２ディスクを交互に重積すると共に、
第１、第２ディスクは夫々上記の第１、第２係止用端縁部に係止させることで第１、第２
取着用羽根板と共に開閉動自在とし、このようにして形成されたディスク集積群は、上記
螺杆端部における末端に螺合した調圧用ナットによって、連装筒状体との間にあって締着
自在なるよう構成するのである。
【０００５】
上記の如き構成をもたせることで、請求項１ではもちろん調圧用ナットの締着度合に応じ
て、第１、第２取着用羽根板の回動と夫々共回りする第１、第２ディスクを相互に摺動さ
せ、この際の摩擦抵抗を調整し得るのは、前記従来例と相通ずる作用効果であるが、摩擦
力に基づく当該よる回動抵抗を、さらに小さくしたり大きくしたいときは、調圧用ナット
を外した上で、第１、第２ディスクの枚数を増減変更して回動抵抗を簡易な作業だけで大
幅に調整できるようにするのが、その目的である。
そして、さらに請求項２では上記請求項１におけるディスク集積群につき、これを第１、
第２ディスクのみで構成せず、平座金と皿ばね座金をも具備させることにより、調圧用ナ
ットの不本意な弛みをも防止し得るようにしている。
【０００６】
次に請求項３にあっては、上記した請求項１の構成に対してさらに選定した一方の第１取
着用羽根板のみを、連装筒状体に嵌装の軸ピンと溶接等の手段で固定し、このことで当該
第１取着用羽根板の開閉動と軸承ピンとが共回り状態となるようにしてある。
しかも、この際前記の調圧用ナットに最も近接した配置とすべきディスクが、上記の選定
した第２取着用羽根板に係止され共回りすることになる第１ディスクとなるようにディス
ク集積群を構成するのである。このようにして第１取着用羽根板と軸承ピン、そして調圧
用ナットの三者が常に一体に回動することになるようにし、これによって非回転の第２デ
ィスクに対して軸承ピンと調圧用ナットとが回動するといった場合のように、当該調圧用
ナットがトルクヒンジの使用中に、螺杆端部に対する逆螺回方向の力を受けて弛みを生じ
、ディスク集積群の締着が不本意に弛緩してしまうといった問題を解消しようとしている
。
そして、請求項４では上記の請求項３におけるディスク集積群につき、請求項２の場合と
同様に平座金と皿ばね座金をも包含させるようにして、調圧ナットの弛み発生をより確実
に阻止しようとしている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
(1) 本発明の請求項１に係る回動抵抗調整可能なトルクヒンジは、上記の目的を達成する
ため、つぎの課題解決手段を特徴とする。すなわち、請求項１に係る回動抵抗調整可能な
トルクヒンジは、トルクヒンジ本体がこれの構成要素として第１取着用羽根板と第２取着
用羽根板と軸承ピンとを備え、かつ、ディスク集積群を形成するためのものとして第１デ
ィスクと第２ディスクとを備えていること、および、第１取着用羽根板には軸承孔を有す
る第１回動用筒状体とディスク集積用空所を形成するための切り欠きとがあり、そのうち
の第１回動用筒状体が第１取着用羽根板の内側縁部から突設されて第１回動用筒状体の中
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心軸線と第１取着用羽根板の板面内側縁部とが互いに平行しており、かつ、ディスク集積
用空所を形成するための切り欠きが第１取着用羽根板の内側の一端または両端に設けられ
てその切り欠きの内側端縁部が第１係止用端縁部となっていること、および、第２取着用
羽根板には軸承孔を有する第２回動用筒状体とディスク集積用空所を形成するための切り
欠きとがあり、そのうちの第２回動用筒状体が第２取着用羽根板の内側縁部から突設され
て第２回動用筒状体の中心軸線と第２取着用羽根板の板面内側縁部とが互いに平行してお
り、かつ、ディスク集積用空所を形成するための切り欠きが第２取着用羽根板の内側の一
端または両端に設けられてその切り欠きの内側端縁部が第２係止用端縁部となっているこ
と、および、軸承ピンが第１回動用筒状体や第２回動用筒状体の軸承孔に対して嵌め込み
自在に対応するものであり、かつ、その軸承ピンの端部が螺杆端部となっていること、お
よび、第１ディスクがそのディスク面を貫通する第１軸口を有するとともに、第２ディス
クがそのディスク面を貫通する第２軸口を有すること、および、第１取着用羽根板と第２
取着用羽根板について、第１回動用筒状体と第２回動用筒状体との噛み合い配列によりこ
れら第１回動用筒状体・第２回動用筒状体を同一軸線上に並べてなる連装筒状体が当該両
取着用羽根板の内側間に形成されているとともに、上記軸線方向に沿う一端または両端で
あって第１係止用端縁部と第２係止用端縁部との対向部間にディスク集積用空所が形成さ
れていること、および、上記連装筒状体内に軸承ピンが嵌め込まれて第１取着用羽根板と
第２取着用羽根板とがその軸承ピンを中心に回動自在なるよう連結されているとともに、
軸承ピンの螺杆端部がディスク集積用空所の中央に突出していること、および、第１ディ
スクと第２ディスクとがこれらの第１軸口・第２軸口を介して軸承ピンの螺杆端部に交互
に嵌め込み重積されてディスク集積群がディスク集積用空所に形成され、かつ、そのうち
の第１ディスクが上記第１係止用端縁部に対して係脱自在なるように係止されているとと
もに、第２ディスクが上記第２係止用端縁部に対して係脱自在なるように係止されている
こと、および、上記ディスク集積群を押圧するための調圧用ナットが上記螺杆端部の端末
側に螺合されていることを特徴とする。
(2) 本発明の請求項１に係る回動抵抗調整可能なトルクヒンジは、上記請求項１記載のも
のにおいて、ディスク集積群には、連装筒状体に当接された平座金と、調圧用ナットに順
次当接された皿ばね座金および平座金とが具備されていることを特徴とする。
【０００８】
(3) 本発明の請求項３に係る回動抵抗調整可能なトルクヒンジは、上記請求項１記載のも
のにおいて、軸承孔に嵌め込まれた軸承ピンと第１取着用羽根板とが共転可能なるように
固定されており、第１係止用端縁部に係止された第１ディスクが調圧用ナットに最も近接
していることを特徴とする。
(4) 本発明の請求項４に係る回動抵抗調整可能なトルクヒンジは、上記請求項３記載のも
のにおいて、ディスク集積群には、連装筒状体と第２ディスクとの間に介在された平座金
と、調圧用ナットと第１ディスクとの間に順次積層介在された皿ばね座金および平座金と
が具備されていることを特徴とする。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明につき図１と図２を参照して以下詳記すると、既知の通り一対の第１、第２取着用
羽根板１Ａ、１Ｂにおける各内側からは、所要数の第１、第２回動用筒状体１ａ、１ｂが
突設されており、これらは、もちろん完全な筒状であっても、カール状に曲成されたもの
であってもよく、これらの第１、第２回動用筒状体１ａ、１ｂは、同軸線方向Ｘ－Ｘ上に
あって噛合させることにより、連装筒状体１ｃを形成している。さらに、その軸承孔１ｄ
には、軸承ピン１ｅが嵌装されることで、第１、第２取着用羽根板１Ａ、１Ｂが軸承ピン
１ｅを中心として開閉動自在であるトルクヒンジ本体２を構成している。ここで図中１ｆ
、１ｇは第１、第２取着用羽根板１Ａ、１Ｂに穿設されたビス等の挿通される第１、第２
取着孔を示している。
【００１０】
上記した第１、第２取着用羽根板１Ａ、１Ｂにおける同上軸線方向Ｘ－Ｘの一端または両
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端内側には、夫々図１（Ａ）または図３に開示した如く、相対向して形成された第１、第
２係止用端縁部１ｈ、１ｉを形成することで、当該両者間にあってディスク集積用空所Ｓ
が欠設され、その中央には上記した軸承ピン１ｅにおける螺杆端部１ｊが突設されている
。
そして上記の螺杆端部１ｊにはディスク集積群Ｄなるものが形成されるが、これは特に図
１によって理解される通り、当該螺杆端部１ｊに第１ディスク３ａの第１軸口３ｂが嵌合
されると共に、前記した第１係止用端縁部１ｈに、当該第１ディスク３ａが係脱自在なる
よう係止され、かつ同じく螺杆端部１ｊには第２ディスク３ｃの第２軸口３ｄが嵌合され
ていると共に、前記した第２係止用端縁部１ｉに、当該第２ディスク３ｃが係脱自在なる
よう係止され、しかもこの際当該第１、第２ディスク３ａ、３ｃは、所要枚数だけ交互に
重積することで構成されている。
【００１１】
そして、上記第１、第２ディスク３ａ、３ｃとして図示されたものは、図１（Ｂ）により
明示の如く、第１、第２ディスク３ａ、３ｃの周縁部に欠設した第１、第２切り込み溝３
ｅ、３ｆを、夫々第１、第２係止用端縁部１ｈ、１ｉに係嵌することによって、前記の如
く第１、第２ディスク３ａ、３ｃを、第１、第２取着用羽根板１Ａ、１Ｂに対して係止す
るようにしている。
さらに本発明では上記の螺杆端部１ｊにおける端末側にあって、調圧用ナット４が螺合さ
れている。
ここで上記のディスク集積群Ｄは、第１、第２ディスク３ａ、３ｃの重積のみによって形
成されているが、実際上は調圧用ナット４の締着状態が不本意に弛緩しないよう平座金、
ワッシャーそして皿ばね座金等を選択的に付加して構成するのがよく、請求項２にあって
は連装筒状体１ｃに当接の平座金３ｇと、前記した調圧用ナット４に順次当接の皿ばね座
金３ｈと平座金３ｉとの付加によりディスク集積群Ｄを構成するようにしている。
【００１２】
従って請求項１によるときは、調整用ナット４の締着度合によって第１、第２ディスク３
ａ、３ｃに対する押圧力が変化され、これによって第１、第２取着用羽根板１Ａ、１Ｂ相
互間の摩擦力に基づく回動抵抗が自由に加減調整できるだけでなく、第１、第２ディスク
３ａ、３ｃの重積枚数を自由に付加したり削減することも、ディスク収積用空所Ｓに突出
している軸承ピン１ｅの螺杆端部１ｊを利用することで、調圧用ナット４の着脱操作と第
１、第２ディスク３ａ、３ｃの差し換えにより簡易迅速に行うことができる。
また請求項２における皿ばね座金３ｈや平座金３ｇ、３ｉの使用によって回動抵抗の微調
整も行い易く、また調圧ナット４の弛み止め効果も期待することが可能となる。
【００１３】
次に請求項３に係るトルクヒンジにつき説示すると、ここでは前説の請求項１の構成と、
その基本的な内容については同一性を有しているので、ここではその付加的な構成として
の相違点について明示する。
すなわち、先ず前説の第１、第２取着用羽根板１Ａ、１Ｂから任意に選択された一方であ
る第１取着用羽根板１Ａに対して、これと共転可能となるように、連装筒状体１ｃの軸承
孔１ｄにあって嵌装されている軸承ピン１ｅを固定することによりトルクヒンジ本体２を
構成するのである。
上記の固定手段としては、例えば第１取着用羽根板１Ａの前記第１回動用筒状体１ａに対
して軸承ピン１ｅを圧入するとか、溶接するのが望ましく、このことで上記の如く第１取
着用羽根板１Ａを開閉動させれば、これと一体に軸承ピン１ｅが回動することになる。
【００１４】
さらに請求項３にあって重要なことは、前記したディスク集積群Ｄにおける第１、第２デ
ィスク３ａ、３ｃの重積配置装置に次のような配慮がなされていることである。
すなわち、選択されている軸承ピン１ｅと共転されるようにした第１取着用羽根板１Ａに
あって、その第１係止用端縁部１ｈに対して、調圧用ナット４に最も近接した位置に係脱
自在に係止されるべきディスクは、本発明の場合第２係止用端縁部１ｉに係止される第２
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ディスク３ｃの方ではなしに、第１係止用端縁部１ｈに係止される第１ディスク３ａを選
定しなければならない。
【００１５】
従って、このような構成とすることで第１取着用羽根板１Ａを開閉動させることにより、
軸承ピン１ｅも一緒に回動することになり、このことになり螺杆端部１ｊに螺着されてい
る調圧用ナット４も共回りすると共に、図示例では皿ばね座金３ｈ，平座金３ｉ、そして
最も近接した位置にある第１ディスク３ａが、すべて一緒に回動することになる。この結
果調圧用ナット４は螺杆端部１ｅと各別に回転することがなく、従って調圧用ナット４の
不本意な逆螺回による弛緩が完全に阻止されることになる。
【００１６】
【発明の効果】
本発明は以上のようにして構成されているため、請求項１によるときは、第１、第２取着
用羽根板の内側端部に欠設したディスク収積用空所にあって、第１、第２係止用端縁部と
軸承ピンの螺杆端部を臨装配設し、螺杆端部に嵌合重積した第１、第２ディスクを第１、
第２係止用端縁部に着脱自在なるよう係止するようにして、当該螺杆端部に調圧用ナット
を螺合締着自在としたことから、調圧用ナットの締め具合だけでトルクヒンジの回動抵抗
を調整できるだけでなく、第１、第２ディスクの簡易な装脱操作で、その重積枚数を加減
できることになり、従って極めて広範囲にわたる回動抵抗の増減要請に対処することがで
き、その用途をも拡張することが可能となる。
そして請求項２に明示する如き皿ばね座金等を具有したディスク集積群を採択することで
、さらに調整ナットの微調整や弛み止め作用をも充分に発揮することができる。
【００１７】
次に請求項３によるときは、上記請求項１の構成に加えて、一方である第１取着用羽根板
と軸承ピンとを共回り可能なるよう固定すると共に、調圧用ナットに最も近接するディス
クには、第２ディスクではなしに、第１取着用羽根板と共回り可能に係止される第１ディ
スクを選定するよう構成したので、当該軸承ピンと調圧用ナットと上記第１ディスクが一
体となって回転することになり、この結果請求項１の効果に加えて調圧用ナットの不本意
なる逆螺回がなくなる。この結果使用中に調圧用ナットが弛緩して回動抵抗が変動してし
まうといったことを根絶することが可能となる。
そして、請求項３に示す如き皿ばね等をディスク集積群として組み込むようにすれば、こ
の場合にも請求項２につき説示したと同様にして微調整や弛み止めの効果を付加すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本願に係る回動抵抗調整可能なトルクヒンジを示し、（Ａ）はその正面図、（Ｂ
）は要部の分解斜視説明図である。
【図２】図１に示したトルクヒンジの下面図である。
【図３】図３は図１とは別異のトルクヒンジを示し、（Ａ）はその正面図、（Ｂ）は下面
図である。
【図４】従来のトルクヒンジを例示した斜視図である。
【符号の説明】
１Ａ　第１取着用羽根板
１Ｂ　第２取着用羽根板
１ａ　第１回動用筒状体
１ｂ　第２回動用筒状体
１ｃ　連装筒状体
１ｄ　軸承孔
１ｅ　軸承ピン
１ｈ　第１係止用端縁部
１ｉ　第２係止用端縁部
１ｊ　螺杆端部



(7) JP 4053220 B2 2008.2.27

10

２　　トルクヒンジ本体
３ａ　第１ディスク
３ｂ　第１軸口
３ｃ　第２ディスク
３ｄ　第２軸口
３ｇ　平座金
３ｈ　皿ばね座金
３ｉ　平座金
４　調圧用ナット
Ｄ　ディスク集積群
Ｓ　ディスク集積用空所
Ｘ－Ｘ　軸線方向

【図１】 【図２】

【図３】
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