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(57)【要約】
家具物品（１０）の扉のための機構を記載する。家具物
品は、コンパートメント（Ｖ）、コンパートメントを閉
鎖／開放する摺動扉（２２、２４）、コンパートメント
の内部に組み付け、コンパートメントを開放する水平移
動の間に扉を支持する機構（４０）を備える。機構は、
扉を移動させてコンパートメントを開放する際の支持点
（４８、５８）を扉上に有し、点は、扉の摺動に平行な
方向に沿って家具物品に対して変位可能であり、前記点
は、コンパートメントに拘束した剛性要素（４６、５６
）内に含まれている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　家具物品（１０）であって、
　コンパートメント（Ｖ）、
　前記コンパートメントを閉鎖／開放する摺動扉（２２、２４）、
　前記コンパートメントを開放する水平移動の間に前記扉を支持するため、前記コンパー
トメントの内部に組み付けた機構（４０）
を備え、
　前記機構は、前記扉を移動させて前記コンパートメントを開放する際の支持点（４８、
５８）を前記扉上に有し、
　前記点は、前記扉の摺動に平行な方向に沿って前記家具物品に対して変位可能であり、
前記点は、前記コンパートメントに拘束した剛性要素（４６、５６）内に含まれている、
家具物品（１０）。
【請求項２】
　前記剛性要素は、前記コンパートメントの内部に組み付けた回転可能アーム（４４、４
６、５４、５６）を備え、前記コンパートメントを開放する水平移動の間、前記扉を支持
する、請求項１に記載の家具物品（１０）。
【請求項３】
　前記回転可能アームは、前記扉を移動させて前記コンパートメントを開放する際、前記
扉の摺動方向に平行であるように構成した区分（４４、５４）を備え、前記アームは、前
記コンパートメントに付けたヒンジによって－使用時－垂直軸（Ｘ１）周りに移動する、
請求項２に記載の家具物品（１０）。
【請求項４】
　前記区分は、前記回転可能アームに付けたヒンジによって－使用時－垂直軸（Ｘ２）周
りに移動する、請求項３に記載の家具物品（１０）。
【請求項５】
　前記区分を前記回転可能アームに付けたヒンジによって移動させ、前記回転可能アーム
自体を回転させて前記扉の摺動方向に平行に配置できるようにし、前記区分の自由端は、
前記扉の開放方向に面している、請求項３又は４に記載の家具物品（１０）。
【請求項６】
　前記区分は、前記自由端上に組み付けた転動要素（４８、５８）を備え、組み付けた前
記扉又は案内部は、前記転動要素上を摺動することができる、請求項３又は４又は５に記
載の家具物品（１０）。
【請求項７】
　前記機構は、前記コンパートメントに付けたヒンジによって移動する第１の対の平行ア
ーム（４４、５４）、及びそれぞれが前記第１のアームに付けたヒンジによって移動する
第２の対の平行アーム（４６、５６）を備える、請求項１から６のうちいずれか一項に記
載の家具物品（１０）。
【請求項８】
　１つ又は各対の前記アームは、剛性要素（６０、６２）によって接続されている、請求
項７に記載の家具物品（１０）。
【請求項９】
　１つ又は各対の前記アームは、前記剛性要素の一端に挿入する座を備える、請求項８に
記載の家具物品（１０）。
【請求項１０】
　１つ又は各対の前記アームは、固着要素（４２、５２）を介して、前記コンパートメン
ト又は前記家具物品に付けたヒンジによって移動し、前記固着要素は、
　前記家具物品又は前記コンパートメントに固定可能な基部、及び
　前記基部に対して適所に調節可能な部分
を備える、請求項７又は８又は９に記載の家具物品（１０）。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、扉のための機構に関し、詳細には、摺動扉のための運動システムに関し、該
機構を備える家具物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一部の家具物品には、摺動扉が組み付けられており、これらは、ヒンジによって移動す
る扉の欠点、即ち、それほど大きくないコンパートメントの閉鎖表面及びかさばる開放半
径、をなくすようにするためのものである。各摺動扉は、車輪を有するキャリッジに接続
された一対のブラケットによって支持され、車輪は、レールの内部を摺動し、レールは、
金属区分で形成され、家具物品の天井及び／又は底部上に配置されている。
【０００３】
　ブラケット及びキャリッジは、扉を支持、案内するには十分ではなく、可動アームが、
扉を閉鎖するコンパートメントの内部に組み付けて追加される。
【０００４】
　そのようなアームは、扉を片持ち状態で家具物品に対して外すことを可能にするように
、扉に直交する方向で直線的に拡張可能であり、一端には車輪の付いたＬ字形状部を有す
る。Ｌ字形状部は、扉の水平行程を増大させるのに役立つが、それにもかかわらず、これ
らのシステムの問題には、水平行程が、アームにより課される端部停止部によって制限さ
れるため、コンパートメントを完全に開放することができないということがある。Ｌ字部
の横断区分の長さを増大させると、扉の開放行程を増大させるが、閉鎖行程は減少する。
妥協案を選択しているが、満足のいくものではない。Ｌ字形アームを移動させるために、
アームは、歯付き車輪上で噛み合うラックも備える。このシステムは、音が大きく、その
動きには、歯付き車輪がラックに対し噛み合うことで生じるいくつかの摩擦がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　これらの問題のうち少なくとも１つをなくすことが本発明の主な目的であり、本発明は
、添付の特許請求の範囲において定義し、従属請求項は、有利な変形形態を定義する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　したがって、家具物品を提案するものであり、家具物品は、
　コンパートメント、
　コンパートメントを閉鎖／開放する摺動扉、
　コンパートメントを開放する水平移動の間に扉を支持するため、コンパートメントの内
部に組み付けた機構
を備え、
　機構は、扉を移動させてコンパートメントを開放する際の支持点を扉上に有し、
　点は、扉の摺動に平行な方向に沿って家具物品に対して変位可能であり、前記点は、前
記コンパートメントに拘束された剛性要素内に含まれている。
【０００７】
　支持点が平行に移動可能であることで、扉の端部停止部が移動し、扉がコンパートメン
トをより大きく開放することができる。
【０００８】
　好ましくは、剛性要素は、コンパートメントの内部に組み付けた回転可能アームを備え
、コンパートメントを開放する水平移動の間、扉を支持する。本発明は、単純で堅牢な解
決策であり、支持点の変位を制限する従来技術の直線移動をなくす。
【０００９】
　好ましくは、回転可能アームは、扉を移動させてコンパートメントを開放する際、扉の
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摺動方向に平行であるように構成した区分又は部分を備え、アームは、コンパートメント
に付けたヒンジによって－使用時－垂直軸周りに移動する。
【００１０】
　このようにして、支持点は、水平に揺動することによってより多く移動することができ
る。
【００１１】
　好ましくは、区分は、回転可能アームに付けたヒンジによって－使用時－垂直軸周りに
移動する。このようにして、支持点は、より一層多く移動することができ、扉の開放行程
を最大にする。
【００１２】
　具体的には、前記区分は、回転可能アームに付けたヒンジによって移動し、回転可能ア
ーム自体を回転させて扉の摺動方向に平行に配置できるようにすることが有利である。端
部停止部が開口に向かって移動し、更にはコンパートメント縁部側にまでかなり移動する
という、扉に対する利益が得られる。
【００１３】
　具体的には、及び同じ理由のために、以前の変形形態の組合せ又は代替では、前記区分
を回転可能アームに付けたヒンジによって移動させ、（ｉ）回転可能アーム自体を回転さ
せて扉の摺動方向に平行に配置できるようにし、（ｉｉ）区分の自由端は、扉の開放方向
に面していることが有利である。
【００１４】
　好ましくは、区分は、前記自由端上に組み付けた車輪又は転動体を備え、扉、又は扉上
に組み付けた案内部は、転動体上を摺動することができる。
【００１５】
　好ましくは、機構は、安定性及び抵抗力を高めるために、いくつかの回転可能アームを
備える。具体的には、機構は、コンパートメント、好ましくはコンパートメントの境界を
定める天井パネル及び床パネルに付けたヒンジによって移動する第１の対の平行アーム、
並びにそれぞれが第１のアームに付けたヒンジによって移動する第２の対の平行アームを
備えることができる。第２の対のアームは、前記区分のために説明した変形形態の全て又
はいくつかを取ることができる。好ましくは、各対のアームは、必要部品及び備品の数を
最小にするために、互いに等しい。
【００１６】
　好ましくは、強度を増大させるために、１つ又は各対のアームは、バー、又は硬質、例
えば真直ぐな部材によって接続されている。好ましくは、アームは、バー又は硬質要素の
一端を挿入するためのスロット若しくは座、又はバー若しくは硬質要素のための取付け手
段を備える。
【００１７】
　好ましくは、第１のアーム又は回転可能アームは、コンパートメントに付けたヒンジに
よって移動するか、固着要素、例えば、例えば角のあるブラケットを介して移動可能であ
る。固着要素は、家具物品又はコンパートメントに固定可能な基部、及び基部に対して適
所に調節可能な部分を備えることができる。
【００１８】
　利点は、アームを扉に組み付ける及び／又は扉に結合する際、アームの位置を調節する
ことである。
【００１９】
　本発明の別の態様は、分離機構であり、この分離機構により、汎用の家具物品を備える
、又は従来技術の家具物品と交換することができる。
【００２０】
　したがって、上記で定義した、１点の家具のための機構を提案するものであり、
　機構は、コンパートメントを開放する水平移動の間に扉を支持するため、コンパートメ
ント内に組み付け可能であり、
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　機構は、扉を移動させてコンパートメントを開放する際の支持点を扉上に有し、
　点は、扉の摺動に平行な方向に沿って家具物品に対して変位可能であり、前記点は、コ
ンパートメントに拘束した剛性要素内に含まれている。
【００２１】
　具体的には、機構自体は、本明細書で定義又は記載する特徴のいくつか又は全てを備え
ることができる。
【００２２】
　例えば、機構は、
　－回転可能アームを備えることができ、回転可能アームは、前記コンパートメントの内
部に組み付け、コンパートメントを開放する水平移動の間に扉を支持するように構成する
、及び／又は
　－回転可能アームは、扉を移動させてコンパートメントを開放する際、回転可能アーム
自体を扉の摺動方向に平行に配置するように構成した区分若しくは部分を備えることがで
き、アームは、コンパートメントに付けたヒンジによって－使用時－垂直軸周りに移動す
る、及び／又は
　－区分は、回転可能アームに付けたヒンジによって－使用時－垂直軸周りに移動するこ
とができる、及び／又は
　前記区分は、回転可能アームに付けたヒンジによって移動することができ、区分自体を
回転させ、扉に垂直に配置できるようにする、及び／又は
　前記区分は、回転可能アームに付けたヒンジによって移動することができ、（ｉ）区分
自体を回転させ、扉の摺動方向に平行に配置できるようにし、（ｉｉ）区分の自由端は、
扉の開放方向に沿って向けられている、及び／又は
　区分は、前記自由端上に組み付けた車輪若しくは転動要素を備えることができ、扉、若
しくは扉上に組み付けた案内部は、転動要素上を摺動することができる、及び／又は
　－機構は、いくつかの回転可能アームを含むことができる。具体的には、機構は、コン
パートメント、好ましくはコンパートメントの境界を定める天井パネル及び床パネルに付
けたヒンジによって移動する第１の対の平行アーム、並びにそれぞれが第１のアームに付
けたヒンジによって移動する第２の対の平行アームを備えることができる。第２の対のア
ームは、前記コンパートメントのために説明した変形形態の全て又はいくつかを取ること
ができる。
【００２３】
　好ましくは、各対のアームは互いに等しい、及び／又は
　－１つ又は各対のアームは、バー、若しくは例えば真直ぐな、硬質要素によって接続さ
れている、及び／又は
　アームは、バー若しくは硬質要素の一端を挿入することができるスロット若しくは座、
又はバー若しくは硬質要素のための固定手段を備える、及び／又は
　第１のアーム若しくは回転可能アームは、固着要素、例えば、例えば角のあるブラケッ
トを介してコンパートメント若しくは家具物品に付けたヒンジによって移動する。固着要
素は、コンパートメント若しくは家具物品に固定可能な基部、及び基部に対し適所に調節
可能な部分を備えることができる。利点は、アームを扉に組み付ける及び／又は扉に結合
させる際にアームの位置を調節できることである。
【００２４】
　本発明の利点は、添付の図面を参照する好ましい実施形態の以下の説明からより明らか
になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】扉が閉鎖している家具物品の３次元図である。
【図２】扉が開放されている、図１の家具物品の３次元図である。
【図３】図２の家具物品の上面図である。
【図４】扉のための分離支持機構の図である。
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【図５】図１の平面Ｖ－Ｖによる断面図である。
【図６】図５の斜線領域Ｃ２の拡大図である。
【図７】支持機構の構成の概略図である。
【図８】支持機構の構成の概略図である。
【図９】図３の点線円Ｃ１の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図面では、同一の番号は、同一又は概念的に同様の部品を示し、要素は使用時のものと
して説明する。
【００２７】
　図１は、家具物品１０を示し、家具物品１０は、天井パネル１２、２つの側方パネル１
４、１６、底部２０、及び背面パネル２８を備え、これらは、コンパートメントＶの境界
を定める。
【００２８】
　互いに対して水平に摺動する２つの扉２２、２４は、コンパートメントＶを覆う（図１
）又は開放する（図２）ことができる。
【００２９】
　各扉２２、２４は、キャリッジに接続した一対のブラケット３０、３２によって公知の
様式で支持されており、キャリッジは、例えば天井パネル１２上に設置したレール３４の
内部を摺動する転動体を備える。
【００３０】
　扉２２、２４を支持、案内するために、コンパートメントＶの内部に組み付けた連結機
構４０がある。簡単にするために、機構は扉２２に対するものと同一とすることができる
ため、扉２４の機構のみを説明する。
【００３１】
　機構４０（図４）は、一対の第１のアーム４４、５４を備え、一対の第１のアーム４４
、５４は、２つの任意選択の、例えば角のあるブラケット４２、５２により、コンパート
メントＶに付けたヒンジによって垂直軸Ｘ１周りに移動する。ブラケット４２、５２は、
コンパートメントＶの内部で軸Ｘ１、Ｘ２の微調整を可能にする。
【００３２】
　好ましくは、運動学及び構造を簡略化するために、アーム４６、５６及びアーム４４、
５４は、互いに平行で、真直ぐである。
【００３３】
　第２の対の平行アーム４６、５６はそれぞれ、第１のアーム４４、５４に付けたヒンジ
によってＸ１に平行である垂直軸Ｘ２周りに移動する。
【００３４】
　アーム４６、５６の端部には、Ｘ１及びＸ２に平行な枢動軸Ｘ３を有する車輪４８、５
８が組み付けられている。車輪４８、５８は、扉２４の内側に組み付けた相補形案内部７
０の内部に摺動させることができる（図６）。したがって、扉２４は、外れることなく機
構４０に相対的に移動させることができる。
【００３５】
　機構４０により大きな剛性を与えるために、好ましくは、アーム４４、５４は、バー６
０によって接続されている、及び／又はアーム４６、５６は、バー６２によって接続され
ている。例えば、アーム４４、５４及びアーム４６、５６は、もう一方のアームに面する
側に、バーの端部を挿入する溝又は空洞を有することができる。
【００３６】
　操作
　扉２４を移動してコンパートメントＶを開放するには、扉２４を家具物品１０の外側の
方に引くだけで十分である。ブラケット３２及び機構４０によって支持している扉２４を
、家具物品１０から離して移動させ、この扉２４自体を、閉鎖している扉２２よりも外側
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に配置する。次に、扉２４を押し、扉２４を扉２２に重ねることができる。
【００３７】
　扉２４が閉鎖した状態である静止時（図１）、機構４０は、概ね図７のように構成され
、アーム４４、４６、５４、５６は、パネル１２の方に回り、向けられている（図７）。
【００３８】
　扉２４を家具物品１０から引き離すと、アーム４４、４６、５４、５６が反対側パネル
１４の方にわずかに回転する。
【００３９】
　扉２４を扉２２に向け、扉２２の上に水平摺動する間でさえ、アーム４４、４６、５４
、５６は、閉鎖している扉２２の方に（図７及び図８では反時計回りで）軸Ｘ１周りにわ
ずかに回転する。
【００４０】
　水平摺動の行程が終了すると、案内部７０の境界は車輪４８、５８と当接する。次に、
アーム４６、５６の軸Ｘ１周りの回転、及びアーム４４、５４の軸Ｘ２周りの回転は、か
なり増大する。最終的に、アーム４４、５４は、扉２２、２４の平面にほぼ直交し（この
ことは、背面パネル２８に直交するのと同じである）、アーム４６、５６は、アーム４４
、５４に実質的に直交する（図８）。
【００４１】
　アーム４４、５４及びアーム４６、５６は、この点でＬ字形支持体を形成し、この支持
体の外側区分は、扉２２、２４の平面に平行である（且つ扉２２、２４の摺動方向に平行
である）。軸Ｘ２に対するアーム４４、５４とアーム４６、５６との間の連結により、機
構４０が変形し、扉２４の動きに動的に従うことを可能にする。特に、アーム４６、５６
のアーム４４、５４に対する回転は、扉２４を移動させる際に転動体４８、５８の位置を
変化させる。したがって、車輪４８、５８は、扉２４の開／閉位置に対して２つの異なる
位置を取ることができる。扉２４の開放に対する停止限界の長さが得られる（アーム４６
、５６が任意の長さを有することができる）だけではなく、アーム４６、５６とアーム４
４、５４との間の（例えば回転に対する）相対的な変位により、前記Ｌの外側区分の長さ
に関する設計の制限がなくなる。というのは、そのような区分（ここではアーム４６、５
６）が扉２４に沿って移動するためである。実際、従来技術の剛性Ｌ字形アームの場合、
支持点は、扉の摺動方向に相対的に固定されており、コンパートメントＶの開放を越えな
いため、行程終端停止部は、固有に決定されている。
【００４２】
　アーム４６、５６と共に、車輪５８、４８（即ち扉２４の支持点）も移動する。また、
アーム４６、５６の回転により、前記支持点がコンパートメントＶの中央縁部を飛び越す
だけでなく、もう一方の閉鎖している扉２２に重なることに留意されたい（図９の１０を
参照）。したがって、扉２４の停止限界は、扉２２の方に広くなる及び／又は移動し、そ
れによりコンパートメントＶをより大きく開放することを可能にする。
【００４３】
　機構は、他の利点を有する。例えば、機構は、滑らかさが向上している。というのは、
アーム４４、４６、５３、５６が回転し、比較的小さな直径を有するピンと共にヒンジに
よって移動するためであり、そのため、アームの回転の間に生じる摩擦は、レバーの長さ
と比較すると比例して無視できる。
【００４４】
　機構は、従来技術のピニオン－ラック結合のように相対的な遊びがないこと、及び非常
に強固な区分でトーション・バー（例えばバー６０、６２を参照）を使用することができ
るために、剛性がより高くなっている。
【００４５】
　既に説明したものと比較して可能な変形形態は、例えば以下のものである：
　・扉の数及び形態；
　・案内部３４内で上側キャリッジを使用して扉を移動又は支持することは任意選択であ
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るが、有利である。機構４０単独で扉を保持することができるものの、ほとんどの用途で
は、特に扉２４を上側キャリッジ及び下側キャリッジによって案内する場合にキャリッジ
３０、３２の非対称や詰まりを回避することによって、扉２４を家具物品１０の構造に対
して垂直平行に保持するか、又は扉２４の頂部及び底部を垂直に位置合わせして保つこと
を保証するだけであることがある。
　・一対のアーム４６、５６及びアーム４４、５４の使用は任意選択であるが、支持体の
剛性及び安定性を向上させる。一対のアーム４６、５６又はアーム４４、５４を有すれば
十分であり得る。
　・互いがヒンジによって移動する一対のアームの使用は任意選択である。例えば、端部
をコンパートメントに付けたヒンジによって移動するＬ字形アームを有すれば十分であり
得る。しかし、上述の扉のための支持点を移動するために、他のシステム、例えば、更に
若しくはもっぱら、コンパートメントに付けたヒンジによって、扉の平面に直交する（即
ち、背面パネル２８に直交する）１つ又は複数の軸周りに移動するアーム、電気アクチュ
エータ又はドライバ又は連結した平行四辺形部、を実装することもできる。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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