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(57)【要約】
上部収納領域、中央収納領域、及び下部収納領域を含む
垂直壁の形態の取付けラックであって、少なくとも１つ
の収納スロットが中央収納領域と下部領域の間に水平方
向に延在してスロット内に作業台が収納される取付けラ
ックと、作業台を少なくとも部分的にスロットから、使
用者によって完全に展開した位置にさらに拡張されるた
めの位置へ押し出すラッチと、を含む、乗り物における
モジュール式一体型ギャレー。ドアの取付けエッジに沿
って垂直方向に延在すると共に、ドアがその閉位置と開
位置との間で１８０度動けるようにする細長いヒンジも
開示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部収納領域、中央収納領域、及び下部収納領域を含む垂直壁の形態の取付けラックで
あって、少なくとも１つの収納スロットが前記中央収納領域と前記下部領域の間に横方向
に延在して前記スロット内に作業台が収納される前記取付けラックと、前記作業台を少な
くとも部分的に前記スロットから、使用者によって完全に展開した位置にさらに拡張され
るための位置へ押し出すラッチと、を含む、乗り物におけるモジュール式一体型ギャレー
。
【請求項２】
　前記ラッチは、収納された位置にある前記作業台をロック解除する第１の位置と、使用
者によって前記完全に展開した位置へさらに拡張されるための前記位置へ前記作業台を前
記スロットから押し出す第２の位置と、を含む、請求項１に記載のモジュール式一体型ギ
ャレー。
【請求項３】
　使用者が同時に操作できるよう各作業台の内側と外側の両方にラッチを設けた、請求項
２に記載のモジュール式一体型ギャレー。
【請求項４】
　展開した位置にある際は、前記作業台が、固定されたワークカウンタの延長部を構成す
る、請求項３に記載のモジュール式一体型ギャレー。
【請求項５】
　上部収納領域、中央収納領域、及び下部収納領域を含む垂直壁の形態の取付けラックを
含み、前記下部収納領域は複数のギャレーカートを収容するための複数の収納庫を画定し
、前記収納庫の各々は、周囲密閉面を備えたドアによって囲われ、前記ドアを閉めた際に
、前記ドアの周囲密閉面が前記収納庫の周囲密閉面の補完的な密閉面と協働して密閉状態
を作り出し、前記下部収納領域はさらに、前記ドアの取付けエッジに沿って垂直方向に延
在すると共に前記ドアがその閉位置と開位置との間で１８０度動けるようにする細長いヒ
ンジを含む、乗り物におけるモジュール式一体型ギャレー。
【請求項６】
　前記ドアを閉めた際にギャレーデッキと係合し、前記ドアが開いている際は上方位置に
上がっているように構成された下方ドア密閉部を備える、請求項５に記載のモジュール式
一体型ギャレー。
【請求項７】
　前記ドアを閉めた際にギャレーデッキと係合し、前記ドアが開いている際は上方位置に
上がっているように構成された下方ドア密閉部を備え、前記ドアの前記ヒンジとは逆の側
に位置するマグネットであって、前記ドアを閉めた際に前記下方ドア密閉部を前記ギャレ
ーデッキに対する密閉位置へと横方向及び下方向に付勢するよう構成された前記マグネッ
トをさらに備える、請求項５に記載のモジュール式一体型ギャレー。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、航空機の乗客のために機内食及び飲物を準備するために航空機内で使用され
る一般的なタイプのギャレーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　典型的には、ギャレーは実用的であると共にコンパクトであるよう、そして不使用時に
移動させることのできる作業台等の要素を備えるよう設計される。この要件において、ギ
ャレーのデザインは様々なサイズや形状の要件に適応でき、多種多様な食品と飲料品を収
容するものでなければならない。さらに、ギャレーのオーブンと冷蔵庫は航空機の補助電
源装置、または１つ以上の航空機エンジンからのブリード力によって電力を供給されるの
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で、エネルギー効率も重要である。ギャレーは、不使用時にギャレーカートを収容及び収
納するよう設計されることが多い。本願は、従来技術のデザイン特有の利点を保持しなが
ら、ギャレーに幾つかの改良を提供するものである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従って、本発明の目的はギャレーカートのドアと美観を改良したギャレーを提供するこ
とである。
【０００４】
　本発明の別の目的は、カートドア部分の密閉部を改良し、一体化したギャレーを提供す
ることである。
【０００５】
　本発明の別の目的は、カートドアのヒンジを改良したギャレーを提供することである。
【０００６】
　本発明の別の目的は、容易に展開できる作業台を一体化したギャレーを提供することで
ある。
【０００７】
　本発明の別の目的は、清掃及び補修の容易なギャレーを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のこれらの及び他の目的及び利点は、上部収納領域、中央収納領域、及び下部収
納領域を含む垂直壁の形態の取付けラックであって、少なくとも１つの収納スロットが前
記中央収納領域と前記下部領域の間に横方向に延在して前記スロット内に作業台が収納さ
れる前記取付けラックと、前記作業台を少なくとも部分的に前記スロットから、使用者に
よって完全に展開した位置にさらに拡張されるための位置へ押し出すためのラッチと、を
含む、乗り物におけるモジュール式一体型ギャレーを提供することによって達成される。
【０００９】
　本発明の一実施形態によれば、前記ラッチは、収納された位置にある前記作業台をロッ
ク解除する第１の位置と、使用者によって前記完全に展開した位置にさらに拡張されるた
めの位置へ前記作業台を前記スロットから押し出す第２の位置と、を含む。
【００１０】
　本発明の別の実施形態によれば、使用者が同時に操作できるよう各作業台の内側と外側
の両方にラッチが設けられている。
【００１１】
　本発明の別の実施形態によれば、展開した位置にある前記作業台は、固定されたワーク
カウンタの延長部を構成する。
【００１２】
　本発明の別の実施形態によれば、乗り物におけるモジュール式一体型ギャレーが提供さ
れ、前記ギャレーは、上部収納領域、中央収納領域、及び下部収納領域を含む垂直壁の形
態の取付けラックを含み、前記下部収納領域は複数のギャレーカートを収容するための複
数の収納庫を画定し、前記収納庫の各々は、周囲密閉面を備えたドアによって囲われ、前
記ドアを閉めた際に、前記ドアの周囲密閉面が前記収納庫の周囲密閉面の補完的な密閉面
と協働して密閉状態を作り出し、前記下部収納領域はさらに、前記ドアの取付けエッジに
沿って垂直方向に延在すると共に前記ドアがその閉位置と開位置との間で１８０度動ける
ようにする細長いヒンジを含む。
【００１３】
　本発明の別の実施形態によれば、下方ドア密閉部は、前記ドアを閉めた際にギャレーデ
ッキと係合し、前記ドアが開いている際は上方位置に上がっているように構成される。
【００１４】
　本発明の別の実施形態によれば、前記ギャレーは、前記ドアを閉めた際にギャレーデッ
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キと係合し、前記ドアが開いている際は上方位置に上がっているように構成された下方ド
ア密閉部を備え、前記ギャレーはさらに、前記ドアの前記ヒンジとは逆の側に位置するマ
グネットであって、前記ドアを閉めた際に前記下方ドア密閉部を前記ギャレーデッキに対
する密閉位置へと横方向及び下方向に付勢するよう構成された前記マグネットを備える。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態によるギャレーの正面図である。
【図２】図１に示すギャレー下部正面図である。
【図３】ギャレー下部正面の拡大図であり、カートドアヒンジとヒンジ解放部を示す図で
ある。
【図４】完全に開いた位置にあるギャレーカートドアの部分図である。
【図５】カートドアの部分拡大図であり、特にカートドアの密閉部とそれらが対向する構
成を示す図である。
【図６】下方ドア密閉部の部分拡大図である。
【図７】開位置にあるギャレーカートドアの斜視図である。
【図８】下方ドア密閉部の部分拡大図である。
【図９】閉位置にあるギャレーカートドアの斜視図である。
【図１０】ギャレーの部分拡大図であり、特に作業台の展開・使用時状態を示すと共に、
挿入図で作業台ラッチを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　ここで図面を参照すると、図１にはギャレー１０が示されており、該ギャレー１０は上
部収納領域２０、中央収納領域４０、及び下部収納領域６０を含む。上部収納領域２０は
、開位置と閉位置との間で移動するドア２４によって囲われた収納庫を含む。
【００１７】
　中央収納領域４０は、開位置と閉位置との間で移動するドア４４によって囲われた収納
庫を含む。中央収納領域はまた、関連する電気機器を備えた飲料準備所４６と、不使用時
には収納スロット内に収納される展開可能な作業台４８とを含む。
【００１８】
　下部収納領域６０は、ギャレーカートの収納庫を含み、該収納庫のドア６２は以下でよ
り詳細に説明する幾つかの新規な特徴を含んでいる。図２及び図３も参照されたい。
【００１９】
　図４及び図５に示すように、ギャレーカートドアのヒンジ６４は、軽量であり且つ長期
にわたって強度を維持するよう、高密度合成樹脂で製造され、スチール製のスリーブと一
体成形されている。図示するように、ヒンジ６４は完全に１８０度の移動度を有していて
、ドア６２をその背面がギャレーの壁と重なるように折り返すことができる。ギャレーの
ドア密閉部６６はドアフレームの周囲に延在し、ドア６２の全周にわたる平坦な密閉位置
でドア６２を閉じられるようにしている。なお、ドア６２の裏面壁の凹部７０は、ギャレ
ーカートラッチ７２を収容する。
【００２０】
　図６及び図７を参照すると、下方ドア密閉部７４は、ドア６２を閉めた際はギャレーデ
ッキと係合し、ドア６２が開いた状態にある場合には上方位置に上がる。ドア６２は、ド
ア６２の裏面に取り付けたマグネット７６によって開位置に維持される。ドア６２それぞ
れに、このような装備がなされている。図８及び図９に示すように、ドア６２を閉めると
、ドア６２のヒンジ６４とは反対側に位置したマグネット７８が下方ドア密閉部７４を横
方向に押し、これにより磁気的な反発が起こり、下方ドア密閉部が下方向にスライドして
ギャレーデッキと密閉係合状態となる。
【００２１】
　図１０に示すように、作業台４８は、使用しない時には、主作業カウンタ５２下に位置
する収納スロット５０内に配置される。ラッチ５４により、作業台はカウンタ５２と同一
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面に収納することができる。各ラッチは２位置ラッチであり、その第１の動作により作業
台４８がロック解除され、第２の動作により作業台が解放されて２５ｍｍ押し出され、乗
務員が使用するために作業台４８のエッジを持って３００ｍｍの完全伸展まで引き出すの
に十分な手掛かりとなる。作業台４８を収納するにはこのプロセスを逆に行う。
【００２２】
　ギャレーの開示は以上の通りである。変換可能な乗客用シートアセンブリの多様な詳細
は、本発明の主旨及び意図する広範で全般的な範囲を逸脱することなく、変更、変形、改
造、又は再編することが可能である。さらに、本発明の例示的又は好適な実施形態、及び
本発明を作成、使用、実施するための最良の形態の以上の説明は、単なる例示を意図した
ものであって発明を制限するものではない。本発明の範囲は添付の特許請求の範囲によっ
て定義される。
【符号の説明】
【００２３】
　１０　ギャレー
　２０　上部収納領域
　４０　中央収納領域
　４８　作業台
　６０　下部収納領域
　２４、４４、６２　ドア
　６４　ヒンジ
　６６、７４　密閉部
　５４、７２　ラッチ
　

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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【図９】

【図１０】
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【国際調査報告】
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