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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ドアを閉じた状態でロックできる様に、ロック
装置を内蔵させたドアの開放装置を提供する。
【解決手段】ドアの開放装置において、作動手段は、使
用者がアクセス可能で、係合／係合解除手段３に連結さ
れたプッシャーと、プッシャー用の凹部４とを含む。ロ
ッカープレートは、凹部４に拘束された回転軸２０の周
りを自在に揺動し、凹部４内に向けて延びるガイド４２
に沿って平行移動する。プッシャーは、ガイド４２に沿
った回転軸２０の第一の位置に相当する休止配置と、ガ
イド４２に沿った回転軸２０の第二の位置に相当し第一
の位置よりもさらに凹部４の内部にある作動配置との間
を移動可能であり、プッシャーは、係合／係合解除手段
３に作動する。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　作動手段（１０）を含むタイプの開放装置（１）であって、
　前記作動手段（１０）は、
　　使用者が直接アクセスでき、係合／係合解除手段（３）に作動可能なように連結され
るプッシャー（２）と；
　　プッシャー（２）用の凹部（４）と；を含み、
　前記プッシャー（２）は、
　　前記凹部（４）に拘束され、前記凹部（４）内に向けて延びるガイド（４２）に沿っ
て平行移動する回転軸（２０）と；
　　前記回転軸（２０）の周りを自在に揺動でき、該回転軸（２０）とともに移動可能で
あるロッカープレート（５）と；を含み、
　前記プッシャー（２）は、前記ガイド（４２）に沿った前記回転軸（２０）の第一の位
置に相当する休止配置と、前記ガイド（４２）に沿って前記第一の位置よりもさらに前記
凹部（４）の内側にある前記回転軸（２０）の第二の位置に相当する作動配置との間を移
動可能であり、前記第二の位置では、前記プッシャー（２）が、前記係合／係合解除手段
（３）を作動することを特徴とする開放装置（１）。
【請求項２】
　前記プッシャー（２）が、前記係合／係合解除手段（３）に機械的に連結される請求項
１に記載の開放装置。
【請求項３】
　前記作動配置において、前記プッシャー（２）の少なくとも一部が、前記休止配置にお
ける位置よりも前記凹部（４）にさらに内部に延びる請求項１または２に記載の開放装置
。
【請求項４】
　前記凹部（４）の可視部分は、前記プッシャー（２）の可視部分と適合するように成形
される請求項１～３のいずれかに記載の開放装置。
【請求項５】
　前記凹部（４）は、内部コンパートメント（４０）を規定し、前記休止配置において、
前記プッシャー（２）は、前記コンパートメント（４０）の境界となる壁（４１）を規定
している請求項１～４のいずれかに記載の開放装置。
【請求項６】
　前記ロッカープレート（５）が、前記回転軸（２０）の周りを回転するに際して、前記
凹部（４）に完全に挿入されうる請求項１～５のいずれかに記載の開放装置。
【請求項７】
　前記ロッカープレート（５）が、前記回転軸（２０）の周りを回転するに際して、前記
凹部（４）に挿入されうる部分と、前記凹部（４）の外に伸びる部分とを有するようにな
っている請求項１～５のいずれかに記載の開放装置。
【請求項８】
　前記プッシャー（２）は、前記休止配置と開放配置の間を移動可能であり、前記開放配
置では、使用者が直接アクセスできる前記開放装置（１）の握り部（４３）を構成する前
記プッシャー（２）の配置として定義される請求項１～７のいずれかに記載の開放装置。
【請求項９】
　前記開放配置は、前記休止配置と前記作動配置の間の中間配置である請求項８に記載の
開放装置。
【請求項１０】
　前記握り部（４３）は、前記凹部（４）内に位置する請求項８または９に記載の開放装
置。
【請求項１１】
　前記握り部（４３）は、前記ロッカープレート（５）の一端に位置する請求項８または
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９に記載の開放装置。
【請求項１２】
　前記開放配置は、前記ロッカープレート（５）を前記回転軸（２０）の周りで回転させ
ることにより達成される請求項８～１０のいずれかに記載の開放装置。
【請求項１３】
　前記ガイド（４２）は、前記凹部（４）の中央平面（４２０）に位置する請求項１～１
２のいずれかに記載の開放装置。
【請求項１４】
　前記ガイド（４２）は、前記凹部（４）の中央平面（４２０）に対して中心から外れた
位置に配置される請求項１～１２のいずれかに記載の開放装置。
【請求項１５】
　前記ガイド（４２）に平行で、前記中央平面（４２０）に対して中心から外れる位置に
配置される別のガイド（４２’）を有し、該別のガイド（４２’）は、回転軸（２０）が
前記ガイド（４２）と係合している前記ロッカープレート（５）の代わりに、別のロッカ
ープレートの別の回転軸により係合可能となっている請求項１３に記載の開放装置。
【請求項１６】
　前記係合／係合解除手段（３）は、第一の配置と第二の配置との間を移動可能であり、
前記第一の配置では、前記係合／係合解除手段（３）は少なくとも部分的にハウジング（
３０）の外側に伸び、前記第二の配置では前記ハウジング（３０）内に引っ込められてい
る請求項１～１５のいずれかに記載の開放装置。
【請求項１７】
　前記係合／係合解除手段（３）を第一の配置および／または第二の配置とされる位置に
ロックさせる手段（３００）を有し、前記プッシャー（２）の前記休止配置から前記作動
配置までの経路は、前記係合／係合解除手段（３）の前記第一の配置から前記第二の配置
までの経路および／またはその逆の経路を規定する請求項１６に記載の開放装置。
【請求項１８】
　連結手段（６）を有し、該連結手段（６）は、動作可能なように前記プッシャー（２）
および前記係合／係合解除手段（３）の間に介在する請求項１～１７のいずれかに記載の
開放装置。
【請求項１９】
　前記連結手段（６）が、
　　少なくとも第一の方向（６１０）に沿った成分を有する動きに従って移動可能である
第一の構成部品（６１）と；
　　前記第一の方向（６１０）と交叉する第二の方向（６２０）に沿って移動可能である
第二の構成部品（６２）と；を含み、
　前記第一および第二の構成部品（６１、６２）の間に、前記第一および第二の構成部品
（６１、６２）間の動きを伝達する介在手段（６３）が存在し、前記第一の構成部品は、
前記プッシャー（２）により作動され、前記第二の構成部品（６２）は前記係合／係合解
除手段（３）を作動する請求項１８に記載の開放装置。
【請求項２０】
　前記第一の構成部品（６１）は、固定ピンの周りを回転する要素であり、前記動きを伝
達する介在手段（６３）は、前記第一の構成部品（６１）とともに、クランク、または第
二の構成部品（６２）に作用する同様の機構を形成する請求項１９に記載の開放装置。
【請求項２１】
　前記第一の構成部品（６１）の動きは、前記第一の方向（６１０）に沿った並進運動で
ある請求項１９に記載の開放装置。
【請求項２２】
　前記第二の構成部品（６２）をロックさせる手段（６２１）を有する請求項１９～２１
のいずれかに記載の開放装置。
【請求項２３】
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　前記第二の構成部品（６２）は、成形溝（６２２）を含み、前記第二の構成部品（６２
）をロックさせる前記手段（６２１）は、固定された第一端部（６２４）および前記成形
溝（６２２）に係合された第二端部（６２５）を有するフレキシブルスライダー（６２３
）を含み、前記ロック手段（６２１）は、前記スライダー（６２３）の前記第二端部（６
２５）を停止させる第一および第二のポイント（６２６、６２７）を含み、前記第一およ
び第二の停止ポイント（６２６、６２７）は、前記成形溝（６２２）に沿って形成される
請求項２２に記載の開放装置。
【請求項２４】
　前記成形溝（６２２）と前記スライダー（６２３）の前記第二端部（６２５）との相互
関係は、前記成形溝（６２２）内に前記スライダー（６２３）の一方向路を形成するよう
になっている請求項２３に記載の開放装置。
【請求項２５】
　直接的または間接的に請求項１６に従属する場合、前記係合／係合解除手段（３）の前
記第一および第二の配置は、それぞれ前記第一および前記第二の停止ポイント（６２６、
６２７）における前記スライダー（６２３）の位置決めに対応する請求項２３または２４
に記載の開放装置。
【請求項２６】
　前記連結手段（６）は弾性手段（６４）を含む請求項１８～２５のいずれかに記載の開
放装置。
【請求項２７】
　直接的または間接的に請求項１６に従属する場合、前記弾性手段（６４）は、前記係合
／係合解除手段（３）を前記第一の配置から前記第二の配置またはその逆方向に通過させ
るために克服されるべき弾性力を加える請求項２６に記載の開放装置。
【請求項２８】
　前記弾性手段（６４）は第一の弾性手段（６４１）を含み、前記第一の弾性手段（６４
１）は、前記プッシャー（２）が前記連結手段（６）を作動した後で、前記プッシャー（
２）を前記休止配置まで動かす請求項２６または２７に記載の開放装置。
【請求項２９】
　前記第一の弾性手段（６４１）は、前記凹部（４）の底部に拘束され、２つのフリーウ
ィング（６４１”）を有する成形板バネ（６４１’）を有し、該フリーウィング（６４１
”）は、前記回転軸（２０）の反対側にある前記ロッカープレート（５）の内表面（５０
０）の部分に作用する請求項２８に記載の開放装置。
【請求項３０】
　前記弾性手段（６４）は、前記第二の構成部品（６２）および固定圧縮手段（１００）
の間に介在する第二の弾性手段（６４２）を含む請求項２６～２９のいずれかに記載の開
放装置。
【請求項３１】
　前記第二の弾性手段（６２）は、前記第二の構成部品（６２）と一体化された、または
前記第二の構成部品（６２）に当接する第一端部（６４３）と、前記固定圧縮手段（１０
０）に当接し、または前記固定圧縮手段（１００）と一体化された第二端部（６４４）と
を有する請求項３０に記載の開放装置。
【請求項３２】
　前記プッシャー（２）は、前記ロッカープレート（５）およびそれに対応する回転軸（
２０）を含む請求項１～３１のいずれかに記載の開放装置。
【請求項３３】
　ドア（１１）と固定枠（１２）とを含む種類のドアセットであって、請求項１～３２の
いずれかに記載の開放装置（１）を有するドアセット。
【請求項３４】
　前記凹部（４）は、前記ドア（１１）に内蔵される請求項３３に記載のドアセット。
【請求項３５】
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　前記作動手段（１０）は、前記ドア（１１）に内蔵される請求項３４に記載のドアセッ
ト。
【請求項３６】
　前記凹部（４）は、前記ドア（１１）のドア枠（１２０）において、前記固定枠（１２
）に内蔵される請求項３３に記載のドアセット。
【請求項３７】
　前記作動手段（１０）は、前記ドア（１１）のドア枠（１２０）において、前記固定枠
（１２）に内蔵される請求項３６に記載のドアセット。
【請求項３８】
　前記ドア（１１）は、スライド式ドアである請求項３３～３７のいずれかに記載のドア
セット。
【請求項３９】
　前記ドア（１１）はヒンジ式ドアである請求項３３～３７のいずれかに記載のドアセッ
ト。

【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、開放装置および該装置を含むドアセットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　開放装置は、通常、スライド式またはヒンジ式によらず、適合する固定のドアフレーム
に対してドアを開閉するのに使用される。
【０００３】
　スライド式ドアの場合、既知の従来技術に、キャビネットドアに直接作り付けられたキ
ャビネットドア用の埋め込み式の取っ手がある。これらの取っ手は、各揺動軸に対して可
動する揺動要素（ｒｏｃｋｉｎｇ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を有するタイプのものである。揺動
軸に対して中心を外れた領域を押すと、揺動要素が凹部に入り込み、取っ手が形成される
。このように、使用者は取っ手を握りドアを動かすことができる。
【０００４】
　上述したタイプの開放装置にも欠点はある。
【０００５】
　特に、この取っ手には、ロック要素が具備されない。したがって、ドアを閉じた状態で
ロックさせるには、上述の取っ手とは別に、ドアにロック装置を追加する必要がある。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　本考案は、ロック装置を内蔵する開放装置を提供し、上記の欠点を克服することを目的
とする。さらに、本考案の別の目的は、本開放装置を備えるドアセットを提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下の記載においてより明らかになるこれらの目的およびその他の目的は、本考案の独
立請求項に記載の構造上・機能上の特徴を有する開放装置およびドアセットを含む本考案
により達成される。なお、さらなる実施形態については、従属請求項に記載されている。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　以下に、添付図面を参照して、本考案をより詳細に説明する。添付図面には、本考案の
好適で非限定的な実施形態が図示されている。
【図１】図１は、本考案に係わる開放装置の第一の好適な実施形態の斜視図である。
【図２】図２は、図１の装置の斜視図で、他の部分を十分に図解するために特定部分を切
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り取ったものである。
【図３】図３は、図１の装置の斜視図で、他の部分を十分に図解するために特定部分を切
り取ったものである。
【図４】図４は、他の部分を十分に図解するために特定部分を切り取った、図１の装置の
別の斜視図である。
【図５】図５は、本考案に係わるドアセットの斜視図である。
【図６】図６は、図１と同様に、本考案に係わる開放装置の第二の好適な実施形態の斜視
図である。
【図７】図７は、図６の装置の斜視図で、他の部分を十分に図解するために特定部分を切
り取ったものである。
【図８】図８は、図６の装置の斜視図で、他の部分を十分に図解するために特定部分を切
り取ったものである。
【図９】図９も、図６の装置の斜視図で、他の部分を十分に図解するために特定部分を切
り取ったものである。
【図１０】図１０も、図６の装置の斜視図で、他の部分を十分に図解するために特定部分
を切り取ったものである。
【図１１】図１１は、本考案に係わるドアセットの詳細を示す斜視図である。
【図１２】図１２は、図６の装置の断面図であり、ドア枠に係合していない状態のドア面
に垂直な面を通る断面図である。
【図１３】図１３は、図６の装置の断面図であり、ドア枠に係合した状態のドア面に垂直
な面を通る断面図である。
【図１４】図１４は、本考案の一実施形態を用いた様式の一つを図示している。具体的に
は、本考案をスライド式ドアに用いた場合の好適な様式を図示している。
【図１５】図１５は、本考案の別の一実施形態を用いた様式の一つを図示している。具体
的には、本考案をヒンジ式ドアに用いた場合の好適な様式を図示している。
【０００９】
　添付の図面に関して、参照番号１は、本考案に係わる開放装置を示す。装置１は作動手
段１０を含む。作動手段１０は、使用者が直接アクセスでき、係合／係合解除手段３に動
作可能に連結されたプッシャー２を含む。便宜上、プッシャー２は、係合／係合解除手段
３に機械的に連結される。プッシャー２は、係合／係合解除手段３を作動させる要素であ
る。この作動要素が、係合／係合解除手段３を直接押し、または、好ましくは、与えられ
たコマンドを伝達する最適な介在要素を押す。また、作動手段１０は、プッシャー２の凹
部（ｒｅｃｅｓｓ）４を含む。プッシャー２は外側から見える部分を含む。より具体的に
は、可視部分２は平坦である。円形、多角形、その他の形を取りうる。プッシャー２は、
凹部４に対して拘束される回転軸２０を含む。
【００１０】
　回転軸２０は、凹部４内に向けて延びるガイド４２に沿って平行移動する。また、プッ
シャーは、回転軸２０の周りを自在に揺動し、後者とともに移動可能なロッカープレート
５を含む。プッシャー２は、休止配置と、係合／係合解除手段３を作動する作動配置とを
移動可能である。休止配置は、ガイド４２に沿った回転軸２０の第一の位置に対応する。
作動配置は、ガイド４２に沿った回転軸２０の第二の位置に対応し、第一の位置よりもさ
らに凹部４内部に位置する。回転軸２０がガイド４２に沿って第一の位置から第二の位置
に移動するようにロッカープレート５を押すことで、プッシャー２が休止配置から作動配
置まで動き、これにより係合／係合解除手段３を作動する。
【００１１】
　また、プレート５が回転軸２０の周りを自在に揺動できることで、プッシャー２の作動
と実質的に同時に、凹部４の部分にアクセスできるようになるか、ロッカープレート５自
体の部分を握ることができるようになる。以下にさらに詳細に示すように、これは、装置
が動作可能なように関わるドアの動きを容易にするために用いられる。
【００１２】
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　作動配置では、少なくともプッシャー２の一部分が、休止配置に指定された位置よりも
さらに凹部４内に延びる。有利には、凹部４の可視部分は、プッシャー２の可視部分と適
合するように成形される。休止配置では、プッシャー２の可視部分は、対応する凹部４と
均一に接合している。凹部４は、内部コンパートメント４０を規定する。休止配置では、
プッシャー２は、コンパートメント４０の境界となる壁４１を規定する。一実施形態では
、ロッカープレート５は回転軸２０の周りを回転するに際して、完全に凹部４内に挿入さ
れるようになっている。より具体的には、ロッカープレート５の凹部４内への完全な挿入
は、ロッカープレート５が回転するのみならず、回転軸２０がガイド４２に沿って第一の
位置から第二の位置まで平行移動することにより、ロッカープレート５が全体的または部
分的に凹部４内に押し込まれる結果なされる。回転軸２０の周りを回転するロッカープレ
ート５は、凹部４に挿入されることになる部分と、凹部４の外側に延びる部分とを有する
。
【００１３】
　有利には、開放装置１は握り部４３を含む。プッシャー２は休止配置と開放配置との間
を移動可能である。開放配置は、握り部４３を直接使用者にアクセス可能にするプッシャ
ー２の配置と定義される。開放配置は、休止配置と作動配置の中間配置である。開放配置
は、単にロッカープレート５に回転軸２０の周りを回転させることのみに対応する場合も
ある。開放配置は、ロッカープレート５が回転軸２０の周りを回転するだけでなく、回転
軸２０が第一の位置と第二の位置の間、または第二の位置にあるように、凹部４の内部に
向かって押される状態に対応する場合もある。
【００１４】
　握り部４３は、凹部４の内部に設置されてもよい。握り部４３は、使用者が押して閉鎖
位置から開放位置までドア１１を動かすのに必要とされる力を加えることができる面のみ
から構成されてもよい。より具体的には、スライド式ドアセットの場合、使用者はドア１
１（この場合は、スライド式ドア）または開放装置１を適用可能な装置の動く方向に平行
な方向に力を加えることができる。また、握り部４３は、コンパートメント４０の側壁の
みから構成されてもよい。握り部４３は、ロッカープレート５の端部に形成されていても
よい（またはロッカープレート５の端部であってもよい）。開放配置は、ロッカープレー
ト５に回転軸２０の周りを回転させることにより達成される（必要に応じ、ガイド４２に
沿った回転軸２０の移動を伴う）。好適な実施形態において、凹部４内に平行移動するこ
とにより、動作可能なようにプッシャー２に連結された係合／係合解除手段３を作動する
のは、プッシャー２（およびロッカープレート５）の回転軸２０である。
【００１５】
　次に、またはほぼ同時に、ロッカープレート５が回転軸２０の周りを回転させられて、
使用者が容易に握り部４３を握ることができるようになる。握り部４３が凹部４内に形成
されていれば、ロッカープレート５（および回転軸２０）をガイド４２に沿って並進的に
押した後、コンパートメント４０内に手を入れると同時にロッカープレート５を回転軸２
０の周りで回転させることにより、使用者は握り部４３にアクセスできる。有利には、こ
れらの動作（押して回転させる動作）は、手の単一の動きによりなされる。握り部４３が
ロッカープレート５の一端部に形成さていれば、回転軸２０がガイド４２に沿って平行移
動し、係合／係合解除手段３を作動させるようにロッカープレート５を凹部４内に押した
後、使用者がロッカープレート５を回転させ、握り部４３の反対側に向かって揺動し、握
り部４３を凹部４から出すことができる。この段階で、使用者は握り部４３を握って、ド
ア１１を開けることができる。これらの操作も実質的には使用者の手の連続した単一の動
きにより実行される。
【００１６】
　ガイド４２は、凹部４の中央平面４２０に位置する。これにより、ロッカープレート５
が回転軸２０に関し対称となりうる。ガイド４２は、凹部４の中央平面４２０の中心から
外れた位置にあってもよい。この場合、ロッカープレート５は、凹部４の片側でフラップ
ヒンジ式のような機能を果たすことになる。後者の状況は、ドア１１用の開放装置１をヒ
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ンジ式ドアに利用する場合に特に望ましい。有利には、本考案の好適な実施形態において
、特に図６～８に図示するように、開放装置１は、凹部４の中央平面４２０に位置するガ
イド４２を含むだけでなく、ガイド４２に平行で、中央平面４２０に対して中心から外れ
た位置にある別のガイド４２’をも有し、この別のガイド４２’は、回転軸２０がガイド
４２において係合しているロッカープレート５の代わりに、別のロッカープレートの別の
回転軸による係合を可能にする。
【００１７】
　このように、凹部４を形成する開放装置１を収納するための構成部品の一式により、２
つの異なるタイプのロッカープレート５を提供することが可能となり、そのうち１つはヒ
ンジ式ドア１１に特に適したものである。
【００１８】
　プッシャー２が休止位置にあるとき、ロッカープレート５は、凹部４を閉じていてもよ
く、均一に接合していてもよい。
【００１９】
　有利には、本考案の好適な実施形態では、プッシャー２は、ロッカープレート５および
対応する回転軸２０からなる。この状況が望まれるときは常に、つまり、ロッカープレー
ト５と対応する回転軸２０とがプッシャー２と一致していなければならないときは常に、
プッシャー２と係わる全ての考察と上記の特徴が、ロッカープレート５にも適応され、同
様にロッカープレート５と係わる全ての考察と上記の特徴がプッシャー２にも適応される
。言い換えると、前述では「プッシャー２」という語句は、「ロッカープレート５」とい
う語句と置換でき、逆の言い換えも可能である。この状況が望まれるときは常に、つまり
、ロッカープレート５と対応する回転軸２０とがプッシャー２と一致していなければなら
ないときは常に、プッシャー２と係わる全ての配慮と後述の特徴が、ロッカープレート５
にも適応され、同様にロッカープレート５と係わる全ての配慮と後述の特徴がプッシャー
２にも適応される。言い換えると、以下、「プッシャー２」という語句は、「ロッカープ
レート５」という語句と置換でき、逆の言い換えも可能である。
【００２０】
　係合／係合解除手段３は、係合／係合解除手段３が少なくとも部分的にハウジング３０
の外側に突出している第一の配置（特に、この場合、例示の全実施形態について適用可能
な図１３を参照）と、係合／係合解除手段３がハウジング３０内に引っ込められている第
二の配置（特に、図１、２、５、６、１１、１２を参照）との間を移動可能である。係合
／係合解除手段３は、第一の配置とされる位置および／または第二の配置とされる位置に
ロックされる。装置１は、係合／係合解除手段３を第一の配置および／または第二の配置
とされる位置にロックさせるための手段３００を有してもよい。休止配置から作動配置ま
でのプッシャー２の経路は、係合／係合解除手段３の第一の配置から第二の配置および／
またはその逆（第二の配置から第一の配置まで）の経路を規定する。既に上述したように
、プッシャー２は、係合／係合解除手段３を作動する要素であり、与えられたコマンドを
伝達する最適な介在要素に対して押す作用を与える。より具体的には、開放装置１は連結
手段６を有し、連結手段６は、プッシャー２と係合／係合解除手段３との間に動作可能な
ように介在する。連結手段６は、正確には先述した連結要素の実施形態である。
【００２１】
　図７～１３同様に、図２、３および４に図示したように、連結手段６は第一の構成部品
６１および第二の構成部品６２を有する。第一の構成部品６１は、少なくとも第一の方向
６１０に沿った成分を有する動きに従って移動可能である。第二の構成部品６２は、第一
の方向６１０と交叉する第二の方向６２０に沿って移動可能である。第一の構成部品６１
と第二の構成部品６２との間に、介在手段６３が存在し、第一および第二の構成部品６１
、６２間の動きを伝達する。第一の構成部品６１は、プッシャー２により作動する。より
具体的には、第一の構成部品６１は、回転軸２０がガイド４２に沿って第一の位置から第
二の位置まで動くことにより規定される推力により作動される。第一の構成部品６１の動
きが、直接的にまたは伝達手段６３の動きを通して、第二の構成部品６２の動きを引き起
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こす。第二の構成部品６２は係合／係合解除手段３を作動する。
【００２２】
　係合／係合解除手段３はフック３１を含む。フック３１は、第一のピン３２を有し、第
一のピン３２を介してハウジング３０と回転可能に係合している。
【００２３】
　第二の構成部品６２の第二の方向６２０に沿った動きは、第一のピン３２を軸とするフ
ック３１の回転に伴って起きる。フック３１の回転は、後者を部分的にハウジング３０の
外部に出したり（係合／係合解除手段３の第一の配置）、ハウジング３０内に引っ込めた
り（係合／係合解除手段３の第二の配置）する。フック３１は、単に第二の構成部品６２
の一端に置かれてもよい（例えば、図７～１０を参照）。フック３１は、第二の構成部品
６２に拘束されてもよい（例えば図４を参照）。係合／係合解除手段３の第一の配置から
第二の配置までの移行時に、フック３１は、単に重力により元の位置に動いてもよい。ま
たは、弾性対抗手段により元の位置まで押されてもよく、第二の構成部品６２により引き
戻されてもよい。係合／係合解除手段３の第二の配置から第一の配置までの移行時には、
フック３１は、第二の構成部品６２の押す作用により回転させられる。
【００２４】
　図４に図示した実施形態では、フック３１は、連結手段６の第二の構成部品６２に拘束
される。第一のピン３２に加えて、フック３１は第二のピン３３も有する。各ピン３２、
３３は、第二の構成部品６２に形成される適切なスロット３４、３５に収容される。第一
のピン３２は、回転可能であるが、ハウジング３０に対して平行移動することはできない
にもかかわらず、そのスロット３４内では移動可能である。第二のピン３３は、第二の構
成部品６２の動く方向と交叉するように延びるスロット３５に収容される。第二のピン３
３は、第一のピン３２から所定の距離に位置するため、第二の構成部品６２の動きは、第
一のピン３２の周りのフック３１の回転に付随して起きることとなる。
【００２５】
　第二の構成部品６２は、第一のパーツ６２８と第二のパーツ６２９とを有する。いずれ
も第二の方向６２０に沿った動きに導かれる。（より具体的には伝達手段６３を介して）
第一のパーツ６２８は第一の構成部品６１から移動するための駆動を受け取る。第二の方
向６２０に沿って動くとき、第一のパーツ６２８は第二のパーツ６２９に動きを伝達し、
同様に係合／係合解除手段３に作用して、係合／係合解除手段３を第一の配置から第二の
配置またその逆へ通過させる。第二のパーツ６２９は、フック３１に係合する。
【００２６】
　第一および第二のパーツ６２８、６２９は、お互いに拘束しあってもよく（図４）、単
に互いに依存しあってもよい（図７～１０）。連結手段６がプッシャー２の作用により作
動しているとき、第二の構成部品６２の第二のパーツ６２９は、前進後退運動の対象とな
る。前進運動は、好ましくは第二の構成部品６２の第一のパーツ６２８による、第二のパ
ーツ６２９を押す作用によるものである。後退運動は、フック３１に作用する重力の力に
よる慣性によるものであってよく、弾性対抗手段の作用によるものであってもよく、第一
のパーツ６２８によるけん引作用によるものであってもよい。
【００２７】
　図７、１０、１２および１３に図示される実施形態の非限定的な例において、第一の構
成部品６１は、固定ピンの周りを回転する要素である。この場合、動きを伝達する手段６
３により、第一の構成部品６１とともに、クランク、または第二の構成部品６２に作用す
る同様の機構が形成される。
【００２８】
　図２および４に図示した別の非限定的な実施形態では、第一の構成部品６１は、第一の
方向６１０に沿って移動可能な要素である。より具体的には、第一の構成部品６１の動き
は、第一の方向６１０に沿った並進運動である。
【００２９】
　非限定的な一実施形態では、動きを伝達する手段６３は、横断面がV字型である成形要
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素６３０を有する。成形要素６３０は、共通の交点６３４から延びる第一および第二のア
ーム６３２、６３３を有する。第二のアーム６３３は、動作可能なように第二の構成部品
６２と接している。成形要素６３０は、第一の構成部品６１の作用下でピン６３１の周り
を回転可能であり、第二のアーム６３３を介し第二の構成部品６２に作用して第二の方向
６２０に沿った動きを規定することができる。
【００３０】
　第一の構成部品６１の動きが第一の方向６１０に沿った並進運動である実施形態（図２
および４）では、成形要素６３０の第一のアーム６３２が、動作可能なように第一の構成
部品６１と接し、ピン６３１は、第一および第二のアーム６３２、６３３に共通する交点
６３４に位置する。第一の構成部品６１の動きが固定ピンの周りの回転運動である実施形
態では、成形要素６３０の回転ピン６３１は、第一のピン６３２の端部に形成される。リ
ンクロッド６３５は、その一端が第一および第二のアーム６３２、６３３に共通する交点
６３４に対して、別の一端が第一の構成部品６１に対してヒンジで動くようになっている
。第一の構成部品６１、リンクロッド６３５および成形要素６３０は、このようにクラン
ク、または第二の構成部品６２に作用する同様の機構を形成する。
【００３１】
　有利には、開放装置１は第二の構成部品６２をロックさせる手段６２１を有する。第二
の構成部品６２をロックさせる手段６２１は、係合／係合解除手段３をロックさせる手段
３００の一部でもよい。図３、８および９に図示するように、第二の構成部品６２は、成
形溝６２２を有する。第二の構成部品６２をロックさせる手段６２１は、固定された第一
端部６２４と、成形溝６２２に係合される第二端部６２５とを持つフレキシブルスライダ
ー６２３を有する。第二の構成部品６２をロックさせる手段６２１は、スライダー６２３
の第二端部６２５を止める第一および第二のポイント６２６、６２７を有する。第一およ
び第二の停止ポイント６２６、６２７は、成形溝６２２に沿って形成される。成形溝６２
２とスライダー６２３の第二端部６２５との間の相互関係は、成形溝６２２内に、スライ
ダー６２３の一方向路などを形成するものである。係合／係合解除手段３の第一および第
二の配置は、それぞれ第一および第二の停止ポイント６２６、６２７におけるスライダー
の位置決めに対応する。溝６２２は、全体的に図案化されたハート型に非常によく似た形
状に成形される。溝６２２は、底面および２つの側面（内側面と外側面）により規定され
る。第一および第二の停止ポイント６２６、６２７は、溝６２２の２つの特徴的な分岐に
より連結される。第一の配置から第二の配置への移行中、第一の分岐をスライダー６２３
が進み、第二の配置から第一の配置への移行中、第二の分岐をスライダー６２３が進む。
有利には、進行路は非対称である。
【００３２】
　より具体的には、第一の停止ポイント６２６において、溝６２２がステップを有する。
ステップは、スライダー６２３の第二端部６２５に当接し、拘束している。第二端部６２
５がステップに当接した後に装置１を開放するには、プッシャー２とともに係合／係合解
除手段３を再作動することが必要である。第二の停止ポイント６２７において、進行路も
内部にスライダー６２３の第二端部６２５がロックされる行き止まり分岐（ｂｌｉｎｄ　
ｂｒａｎｃｈ）を有する。行き止まり分岐の開口端の前で、成形溝６２２の内側部分が最
適に傾斜して、第二端部６２５を、所定の進行路方向に行き止まり分岐の外へ向かわせる
。
【００３３】
　成形溝６２２は、第二の構成部品６２の第一のパーツ６２８に形成される。
【００３４】
　連結手段６は、弾性手段６４を有する。弾性手段６４は、係合／係合解除手段３を第一
の配置から第二の配置またはその逆方向に通過させるため克服されるべき弾性力を加える
。
【００３５】
　弾性手段６４は、第一の弾性手段６４１を有し；第一の弾性手段６４１は、プッシャー
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２が連結手段６を作動した後に、プッシャー２を動かして休止配置まで戻す。第一の弾性
手段６４１は、少なくとも１つの第一のバネを有する。ある特定の非限定的配置では、第
一のバネの一端が開放装置１の固定部分に連結されて、一端がプッシャー２に当接してい
る。
【００３６】
　図３に図示する実施形態では、第一の弾性手段６４１は２つのバネを有する。
【００３７】
　図７、１２および１３に図示する非限定的な実施形態では、第一の弾性手段６４１は、
凹部４に（より具体的には、凹部４の底部に）拘束され、２つのフリーウィング６４１”
を持つ成形板バネ６４１’を有する。これら２つのフリーウィング６４１”は、回転軸２
０の反対側にあるロッカープレート５の内表面５００の部分に作用する。ロッカープレー
ト５がガイド４２に沿って平行移動するように押された場合、フリーウィング６４１”は
変形し、使用者がロッカープレート５を押すのを止めると戻り、回転軸２０の第一の位置
まで後者を戻すことになる弾性エネルギーを蓄積する。さらに、もしロッカープレート５
が回転軸２０の周りを回転した場合、フリーウィング６４１”の作用は、ロッカープレー
ト５を平衡状態にさせる傾向がある。より具体的には、平衡状態において、ロッカープレ
ート５は、凹部４の開口部と一直線上に動き、好ましくは凹部４自体の縁と接合している
。
【００３８】
　弾性手段６４は第二の弾性手段６４２を有する。第二の弾性手段６４２は、第二の構成
部品６２および固定された圧縮手段１００の間に介在する。
【００３９】
　図２～４に示す非限定的な実施形態において、第二の弾性手段６４２は、第二の構成部
品６２および第二端部６４４と一体化された第一端部６４３をもつ第二のバネ（図３に示
される）を有する。第二端部６４４は、係合／係合解除手段３が第二の配置にあるとき、
固定圧縮手段１００と当接するようになる。図２～４に図示した場合では、固定圧縮手段
１００は、閉じ込めボックス１１０の壁面に形成されるか、または閉じ込めボックス１１
０の壁の内側に結合されうる。閉じ込めボックス１１０は、少なくとも開放装置１の一部
を含み、係合／係合解除手段３のハウジング３０と関連する。図２～４に図示するように
、第二のバネの第一端部６４３は、第二の構成部品６２の第一のパーツ６２８と一体化さ
れる。
【００４０】
　図８、９、１２および１３に図示する非限定的な実施形態においては、第二の弾性手段
６４２は、少なくとも１つの第二のバネ（図面では２つの第二のバネ）を有する。この第
二のバネは、係合／係合解除手段３が第二の配置にあるとき、第二の構成部品６２および
固定圧縮手段１００と一体的な第二端部６４４と当接するようになる第一端部６４３をも
つ。図８、９、１２および１３に図示した場合では、固定圧縮手段１００は、閉じ込めボ
ックス１１０の壁面に形成されるか、または閉じ込めボックス１１０の壁の内側に結合さ
れうる。閉じ込めボックス１１０は、少なくとも開放装置１の一部を含み、係合／係合解
除手段３のハウジング３０と関連する。図面に図示するように、各第二のバネは、閉じ込
めボックス１１０の内壁から延びる対応するピン１０１にフィットし、第二の構成部品６
２と当接するようになると、第二の構成部品６２の別の対応するピン１０２とフィットす
る。図８、９、１２および１３に図示するように、各第二のバネの第二端部は、第二の構
成部品６２の第一のパーツ６２８と当接するようになる。
【００４１】
　図１２および１３を参照すると、プッシャー２に対応する面とは反対にある、開放装置
１の面と、対応するロッカープレート５と、凹部４とは、使用者がアクセス可能で、対応
する別の凹部４”に挿入される別のロッカープレート５”を具備してもよい。別の回転軸
２０”は、この別の凹部４”に拘束される。この別の回転軸２０”は、別の凹部４”内に
延びる対応する別のガイド４２”に沿って平行移動する。
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【００４２】
　この別のロッカープレート５”は、別の回転軸２０”の周りに揺動自在であり、第一の
位置および第二の位置の間を後者とともに移動可能である。この第二の位置では、第一の
位置にあるときよりも、別の回転軸２０”がさらに凹部４の内側に設置される。別のロッ
カープレート５”に対する操作により、使用者は、凹部４”内部に（より具体的には、例
えば、凹部４”により規定される別のコンパートメント４０”に）アクセスできる。この
ようにして、開放装置１の反対側にあるロッカープレート５と同様に、使用者は、（凹部
４”内部に形成されるか、または別のロッカープレート５”の一端に形成される）別の握
り部４３”にアクセスできるようになる。図面に図示されていない実施形態では、別のガ
イド４２”に沿って、対応する別の回転軸２０”を介して別のロッカープレート５”を動
かすことで、係合／係合解除手段３を作動するように、別のロッカープレート５”が、プ
ッシャー２および／または係合／係合解除手段３のいずれかに、動作可能なように連結さ
れてもよい。図１２および１３に図示する実施形態においては、別のロッカープレート５
”に対する使用者の動作により、ドア１１を操作するために別の握り部４３”のみにアク
セスができる。係合／係合解除手段３が第一の配置（対応の固定枠１２にドア１１をロッ
クさせている配置）にある場合、別のロッカープレート５”が位置する開放装置１の側面
には、スロット１０３（例えば別のロッカープレート５”の一縁部と、別の凹部４”の側
縁部の間に形成される）が具備される。このスロット１０３により、第二の構成部品６２
の成形部１０４にアクセスし、係合／係合解除手段３が第二の配置に戻るように動かすこ
とができる。ドア１１は、このようにして、対応する固定枠１２から係合解除される。第
二の構成部品６２の成形部１０４は、第二の構成部品６２の第二のパーツ６２９上に形成
されてもよい。この動作は、ツール１０５（例えば、ねじ回しまたはコインなど）を用い
て行ってもよい。
【００４３】
　ロッカープレート５（および／またはプッシャー２）などでは、開放装置１は、別の弾
性手段６５１を有してもよい。この別の弾性手段６５１は、別のロッカープレート５”が
押されて、第二の位置から第一の位置まで別の回転軸２０”を動かすとき、別のロッカー
プレート５”を元に戻し、別の回転軸２０”を第一の位置に戻す。有利には、別の弾性手
段６５１は、別の成形板バネ６５１’を有する。別の成形板バネ６５１’は、別の凹部４
”に（より具体的には、別の凹部４”の底部に）拘束され、別の回転軸２０”の反対側で
別のロッカープレート５”の内表面５００”の部分に作用する２つのフリーウィング６５
１”をもつ。別のロッカープレート５”と別の成形板バネ６５１’との相互関係は、前述
のロッカープレート５と成形板バネ６４１’との相互関係と完全に同じように作用する。
【００４４】
　ガイド４２のように、別のガイド４２”も、別の凹部４”の中央平面に位置してもよく
、中央平面に対し中心から外れた位置にあってもよい（この場合、これに対応する別のロ
ッカープレート５”は、凹部４２の位置決めに関して上述したロッカープレート５と同様
の特徴を有する）。有利には、さらに２つの凹部４２”があってもよく、そのうちの一つ
は中央平面に、もう一つが偏心位置にあってもよい。これは２つのガイド４２、４２’が
、片方が中央平面に、もう一方が偏心位置にあってもよいのと全く同様であり、かつ同じ
理由からである。
【００４５】
　添付の図面において、固定枠１２およびそれに対応するドア１１のドア枠１２０は、単
に識別と明確さの目的から一点鎖線により概略的に示されており、この図示により忠実な
再現を行ったり、かつ／またはスライド式またはヒンジ式ドアセットを示すことは意図し
ていない。
【００４６】
　以下に、添付の図面および好適な（ただし純粋に例示にすぎず、かつ非限定的な）実施
形態に基づいて、開放装置１の操作を説明する。
【００４７】
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　第一の構成部品６１と、第二の構成部品６２および対応するロック手段６２１とを有す
る組立部、成形要素６３０、およびすべての弾性手段は、係合／係合解除手段３を誘導・
ロックする双安定システムを構成する。第一の構成部品６１が、第一の方向６１０に沿っ
た運動成分で動くようになっているとき（プッシャー２に作用することにより、つまり、
単に、例えばロッカープレート５に対して操作することにより）、第二の構成部品６２お
よびそれとともにロック手段６２１を動かすようにして、成形要素６３０を回転させるこ
とになる。この動きは、フック３１の動きとともに、成形溝６２２内でスライダー６２３
の第二端部６２５に対応する動きを引き起こす。このシステムが、第一の停止ポイント６
２６にパチンと閉じられると、ドアはドア枠（ドア枠にロックされたフック３１）と係合
する。このシステムが第二の停止ポイント６２７にパチンと閉じられると、ドアはドア枠
から係合解除される（ドア枠からフック３１が開放される）。ロッカープレート５が作動
するたびに、このシステムが係合／係合解除手段３をある状態に切り換え、かつ一状態か
ら別の状態へと切り換える。
【００４８】
　ロッカープレート５は単にこのシステムを切り換え、使用者の手の指を内部の握り部４
３に到達させる手段であってもよい（図１４の実施形態を参照）。
【００４９】
　ロッカープレート５も、取っ手としてそのままロッカープレート５を用いて、例えば、
この場合ロッカープレート５の一端に位置する握り部４３に作用することにより、ドアを
開く直接の手段であってもよい（図１５に図示する実施形態を参照）。
【００５０】
　本考案には、ドア１１と固定枠１２とを含み、さらに上記開放装置１を含む種類のドア
セットも目的としている。有利には、図５および１１に図示するように、凹部４はドア１
１内に内蔵されている。好ましくは、作動手段１０もドア１１内に内蔵されている。
【００５１】
　図示されていない別の実施形態においては、この凹部４は、ドア１１用のドア枠１２０
にある固定枠１２に形成される。この場合、作動手段１０もドア１１用のドア枠１２０に
ある固定枠１２内に内蔵される。
【００５２】
　このドア１１はスライド式ドアである。あるいは、ドア１１はヒンジ式ドアである。
【００５３】
　本考案には重要な利点がある。
【００５４】
　第一に、本考案により、固定枠１２に対し、単一の開放装置１を用いてドア１１を動か
し、ロックさせることが可能となる。
【００５５】
　第二に、開放装置１をドアセットに完全に一体化することができる。
【００５６】
　別の重要な利点は、ドア１１から突出し、スライド式ドア１１の場合であればドア１１
のドア張りへの取り付けを妨げる突起部がないことである。
【００５７】
　上述の本考案は、本考案の範囲からい逸脱しない限り種々に改変し適合してもよい。
【００５８】
　さらに、本考案の詳細はいずれも、他の技術的に同等な要素と置き換えてもよい。
【００５９】
　実際には、本考案の実施形態は、必要に応じあらゆる材料から、どんなサイズにも作製
してもよい。
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