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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
筐体の内側面に固定された筺体連結部材と、扉の内面に固定された扉連結部材と、該扉連
結部材と前記筐体連結部材を揺動可能に連結する持ち出しリンク機構とを備えてなるもの
であって、
持ち出しリンク機構は、筐体側に起点を有する主リンク及び補助リンクを含む複数のリン
クを備え、これらリンク間及びこれらのリンクと前記扉連結部材及び前記筐体連結部材と
の間を軸により連結して、前記主リンクの先端側において、当該主リンクと扉連結部材と
の間を４点リンクで接続するとともに、補助リンクをその４点リンクに係り合わせ、主リ
ンクの回転に伴い補助リンクにより４点リンクを変形させて扉連結部材を先端側に持ち出
すようにしたものであり、
扉閉止時には持ち出しリンク機構を構成する各リンクを折り畳んで前記扉連結部材の内部
に収納し、扉の略９０°開成時に少なくとも主リンク及び補助リンクはその何れかのリン
クのうち最内側に位置するリンク縁部が筺体連結部材の内側面に沿った長手方向の延長線
と略平行となる姿勢にまで展開された状態となり、扉が９０°を越えて回転するにつれて
主リンク及び補助リンクの各先端部が前記筺体連結部材の内側に沿った長手方向の延長線
よりも外方側になるように折曲回動し、これら全ての動作を軸回りのリンクの回転のみに
よって行い得るように構成しており、
さらに、持ち出しリンク機構が扉閉止時の状態から略１８０°開成位置に向かって作動す
るにあたり、リンクと軸との干渉を避ける凹所を対応するリンクに設けるとともに、リン
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クと扉の縁部との干渉を避ける凹所を対応するリンクに設けていることを特徴とする多節
ヒンジ装置。
【請求項２】
扉の略９０°開成時に主リンク及び補助リンクは扉連結部材の内部から扉の縁部側にのみ
突出して扉の内面側に突出しない状態となる請求項１記載の多節ヒンジ装置。
【請求項３】
扉が１８０°開成位置に近づくにつれ、主リンクと扉連結部材とを接続する４点リンクが
ほぼ潰れて、持ち出しリンク機構全体が主リンク或いは補助リンクの起点回りに回動可能
となる請求項１または２に記載の多節ヒンジ装置。
【請求項４】
扉の略１８０°開成時に、主リンク及び補助リンクは先端側が前記筐体連結部材側に隣接
させつつ扉の前面が略同一平面に揃うよう設けた別の筐体の前方に進入する位置にまで回
転する請求項１～３のいずれかに記載の多節ヒンジ装置。
【請求項５】
略１８０°開成時には、リンクは扉連結部材の内部から扉の縁部側より突出し扉の内面側
には突出しないようにしている請求項１～４のいずれかに記載の多節ヒンジ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、家具等における扉と筺体とを回動可能に連結するヒンジ装置に係り、特に、
扉が略１８０°開成する場合のみならず略９０°開成する場合も含めて、扉の円滑な動作
とともに筺体の収納スペース及びその間口を有効に確保できるようにした多節ヒンジ装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、家具用として広く採用されているヒンジ装置は、筺体の内側面に固定する筺体
連結部材と、扉の内側面に固定する扉連結部材と、該扉連結部材と前記筺体連結部材を揺
動可能に連結するリンクとを備え、該リンクは扉の開き角度を大きくするために、通例、
複数個を組み合わせた持ち出しリンク機構の構成からなる。
【０００３】
　この場合、持ち出しリンク機構が閉扉時に筺体内部の収納スペースから退避して収納空
間を極力侵さないようにし、かつ、開扉時には扉の一部が開口部の間口を狭くすることが
なく、しかも、リンクが筺体内側に残らず最大限度又はそれに近く活用できるようにした
ものとして、特許文献１に示す多節ヒンジ装置が知られている。
【０００４】
　しかしながら、このものは、扉を９０°開成させた段階ではリンク機構が収納スペース
の開口の前方に屈曲して大きく突出するため、間口が狭くなって家具本体への内容物の収
納、あるいは取り出しを行うときの妨げになる。しがたって、壁に隣接させて収納家具を
配置した場合等には、収納空間の十分な活用が困難となる。
【０００５】
　一方、このような不都合が解消されたものとして、特許文献２、３等に示すものが提案
されている。これらのものは、扉閉止時には起点を筐体側に有する主リンク及び補助リン
クを含む複数のリンクを折り畳んで前記扉連結部材の内部に収納し、略９０°開成時には
主リンク及び補助リンクを筺体連結部材の長手方向の延長線と略平行となる姿勢まで展開
し、更にそこから先は主リンク及び補助リンクをその位置に保持して、これらの先端側に
接続されたリンクと扉との間に構成された軸連結部及びスライドガイド部を利用して扉を
略９０°回転させるようにしている。
【特許文献１】特許第２７４６８４７号公報
【特許文献２】特開２０００－１２０３１８号公報
【特許文献３】特許第３７０２８８４号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　すなわち、上記特許文献２、３は何れのものも、２段ヒンジ構造を採用しており、軸回
転による最初の略９０°の回転と、軸回転とスライドガイドとを組み合わせた次の略９０
°の回転とによって、扉を１８０°にまで開成させ得るようにしている。
【０００７】
　このため、操作感が２段階となって連続性が損なわれ、またスライド部分が存すること
で動作の円滑性が低下するほか、耐久性等の観点からも改良の余地が残されているものと
言うことができる。軸のみによって２段ヒンジ構造を採用しているものにおいても、操作
の連続性等が損なわれる点で同様の不具合がある。
【０００８】
　本発明は、このような課題に着目してなされたものであって、扉の１８０°開成時、９
０°開成時の何れの場合にも収納スペースをその間口とともに有効に活用することができ
、かつ、扉を閉止位置から１８０°開成位置まで連続した操作性の下に円滑に作動させる
ことができるようにした新規有用な多節ヒンジ装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、かかる目的を達成するために、次のような手段を講じたものである。
【００１０】
　すなわち、本発明の多節ヒンジ装置は、筐体の内側面に固定された筺体連結部材と、扉
の内面に固定された扉連結部材と、該扉連結部材と前記筐体連結部材を揺動可能に連結す
る持ち出しリンク機構とを備えてなるものであって、持ち出しリンク機構は、筐体側に起
点を有する主リンク及び補助リンクを含む複数のリンクを備え、これらリンク間及びこれ
らのリンクと前記扉連結部材及び前記筐体連結部材との間を軸により連結して、前記主リ
ンクの先端側において、当該主リンクと扉連結部材との間を４点リンクで接続するととも
に、補助リンクをその４点リンクに係り合わせ、主リンクの回転に伴い補助リンクにより
４点リンクを変形させて扉連結部材を先端側に持ち出すようにしたものであり、扉閉止時
には持ち出しリンク機構を構成する各リンクを折り畳んで前記扉連結部材の内部に収納し
、扉の略９０°開成時に少なくとも主リンク及び補助リンクはその何れかのリンクのうち
最内側に位置するリンク縁部が筺体連結部材の内側面に沿った長手方向の延長線と略平行
となる姿勢にまで展開された状態となり、扉が９０°を越えて回転するにつれて主リンク
及び補助リンクの各先端部が前記筺体連結部材の内側に沿った長手方向の延長線よりも外
方側になるように折曲回動し、これら全ての動作を軸回りのリンクの回転のみによって行
い得るように構成しており、さらに、持ち出しリンク機構が扉閉止時の状態から略１８０
°開成位置に向かって作動するにあたり、リンクと軸との干渉を避ける凹所を対応するリ
ンクに設けるとともに、リンクと扉の縁部との干渉を避ける凹所を対応するリンクに設け
ていることを特徴とする。
【００１１】
　すなわち、従来では、主リンク及び補助リンクを９０°回転させた段階で扉が１８０°
開成するように構成すると扉の９０°開成時に主リンクや補助リンクが収納スペースの間
口を狭め、或いは、主リンク及び補助リンクを９０°回転させた段階で扉を９０°開成さ
せるとともにそれ以後は主リンク及び補助リンクの先端側に構成した軸とスライド機構と
の組み合わせによって扉を更に９０°回転させるように構成すると円滑な作動が妨げられ
るものであった。これに対して、本発明は、主リンク及び補助リンク自体を９０°を越え
て回転させるという全く新たな着眼に基づき、しかもその動作を全て軸回りの回転によっ
て行うようにしたので、９０°開成時に間口を極力狭めないようにすることができ、９０
°開成前後における動作の連続性も得られ、９０°開成以降にも全てを軸回りの回転動作
で行うことによってスライド動作に比して円滑で耐久性のある構造を有効に実現すること
ができる。
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【００１２】
　また、持ち出しリンク機構が扉閉止時の状態から略１８０°開成位置に向かって作動す
るにあたり、リンクと軸との干渉を避ける凹所や、リンクと扉の縁部との干渉を避ける凹
所を、それぞれ対応するリンクに設けているため、持ち出しリンク機構を軸回りの回転を
通じて広いレンジに亘って動作させる上で障害となる部分を簡潔に取り除くことが可能と
なっている。また、持ち出しリンク機構は、筐体側に起点を有する主リンクの先端側にお
いて、当該主リンクと扉連結部材との間を４点リンクで接続するとともに、補助リンクを
その４点リンクに係り合わせ、主リンクの回転に伴い補助リンクにより４点リンクを変形
させて扉連結部材を先端側に持ち出すようにしているため、持ち出し機能を効果的に実現
することも可能となっている。
【００１３】
　また、扉の略９０°開成時に少なくとも主リンク及び補助リンクはその何れかのリンク
のうち最内側に位置するリンク縁部が筺体連結部材の内側面に沿った長手方向の延長線Ｅ
と略平行となる姿勢にまで展開されるようにしているため、収納家具を壁に隣接させた場
合等にも収納スペースの間口を極力狭めないという効果を備える。
【００１４】
　収納家具を壁に隣接させた場合等にも収納スペースの間口を極力狭めないという上記の
効果をさらに実行あらしめるためには、扉の略９０°開成時に主リンク及び補助リンクは
扉連結部材の内部から扉の縁部側にのみ突出して扉の内面側に突出しないようにしておく
ことが好ましい。
【００１５】
　４点リンクの作動限界を超えて持ち出しリンク機能を機能させるためには、扉が１８０
°開成位置に近づくにつれ、主リンクと扉連結部材とを接続する４点リンクがほぼ潰れて
、持ち出しリンク機構全体が主リンク或いは補助リンクの起点回りに回動可能ようにして
おくことが有効である。
【００１６】
　扉の９０°開成時に収納スペースの間口を狭めない状態と、略１８０°開成位置近くで
扉を隣接する扉側に極力移動させる状態とを有効に両立させるためには、扉の略１８０°
開成時に、主リンク及び補助リンクは先端側が前記筐体連結部材側に隣接させつつ扉の前
面が略同一平面に揃うよう設けた別の筐体の前方に進入する位置にまで回転するように構
成しておくことが望ましい。
【００１７】
　ヒンジ装置が略１８０°開成時における扉の外観を損ねないようにするためには、リン
クは扉連結部材の内部から扉の縁部側より突出し扉の内面側には突出しないようにしてい
ることが好ましい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の多節ヒンジ装置は、以上説明した構成であるから、扉の１８０°開成時、９０
°開成時の何れの場合にも収納スペースをその間口とともに有効に活用することができ、
かつ、扉を閉止位置から１８０°開成位置まで連続した操作性の下に円滑に作動させるこ
とができる。すなわち、収納家具を壁に隣接させた状態で扉を開いた場合や相隣接する収
納家具の扉を同時に開いた場合などにも、収納スペースの開口を有効に確保することがで
き、１８０°開成時の収納スペースも適正に活用可能で、扉の開閉操作も軸回りのリンク
の回転を利用したスムーズなものとなり、長期に亘って安定した動作を確保することが可
能な、新規有用な多節ヒンジ装置を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の一実施例を、図面を参照して説明する。
【００２５】
　この実施形態の多節ヒンジ装置は、図１～３に示すように、収納家具の筺体１に固定す
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る筺体連結部材たるアーム２０に持ち出しリンク機構Ｘの基端側を取り付けるとともに、
持ち出しリンク機構Ｘの先端側に扉連結部材たるカップホルダ５２を取り付けて構成され
る。
【００２６】
　アーム２０の一端部は、筐体１の側板１１の内面に設けた凹所内において周知の調節機
構を介して長手方向に取付位置調節可能に固定され、このアーム２０の他端部は非断面コ
字形として左右一対の張出部２０ａを形成し、該張出部２０ａには所定の間隔で前後する
一対の軸穴２９，３０が穿設されている。
【００２７】
　一方、この実施形態の持ち出しリンク機構Ｘは、第１リンクである補助リンク３１、第
２リンクであるシーソーリンク３６、第３リンクである主リンク４２、及び第４リンクで
ある先端リンク４８を備えている。以下にその具体的な組付構造を説明する。
【００２８】
　前記アーム２０の軸穴２９には補助リンク３１の一端部に穿設した軸穴３２を内側に重
ねて軸３３を挿通することにより、補助リンク３１がアーム２０に回動可能に連結されて
いる。補助リンク３１は断面コ字形であって、内縁に切欠状の凹所３１ａを有している。
【００２９】
　補助リンク３１の他端部に穿設した軸穴３５にはシーソーリンク３６の一端部に穿設し
た軸孔３７を外側に重ねて軸３８を挿通することにより、シーソーリンク３６が補助リン
ク３１に回動可能に連結されている。シーソーリンク３６は断面コ字形であって、略中央
部に軸穴３９が穿設されている。そして、シーソーリンク３６の他端部に穿設した軸穴４
０に、カップホルダ５２に穿設した軸穴５５を合致させて軸４１を挿通することにより、
シーソーリンク３６はカップホルダ５２に回動可能に連結されている。
【００３０】
　シーソーリンク３６の軸穴３９に第３リンクである主リンク４２の略中央部に穿設した
軸穴４３を外側に重ねて軸４４を挿通することにより、主リンク４２がシーソーリンク３
６と回動可能に連結されている。この主リンク４２の一端部に穿設した軸穴４５に前記ア
ーム２０の軸穴３０を内側に重ねて軸４６を挿通することにより、主リンク４２はアーム
２０に回動可能に連結されている。主リンク４２の中央部及び先端部における内縁側には
切欠状の凹所４２ａ、４２ｂが形成され、シーソーリンク３６の中央部における内縁側に
は切欠状の凹所３６ａが形成されている。
【００３１】
　主リンク４２の他端部に穿設した軸穴４７に先端リンク４８の一端部に穿設した軸穴４
９を内側に重ねて軸５０を挿通することにより、先端リンク４８が主リンク４２に回動可
能に連結されている。そして先端リンク４８の他端部に穿設した軸穴５１にカップホルダ
５２に穿設した軸穴５６を合致させて軸５７を挿通することにより、先端リンク４８はカ
ップホルダ５２に回動可能に連結されている。
【００３２】
　カップホルダ５２は扉１６の内側面に穿たれた溝１８に埋め込まれる扉連結部材であり
、前記各リンク３１、３６、４２、４８が折り畳まれた際にそのほぼ全てを収納できるも
のであって、一端部５２ａを開口し、他端部５２ｂを閉じた所定長さの断面コ字形部材の
両側部に、扉１６の内側面と平行の取付部５３が形成されている。扉１６には、吊元側縁
部１６ａの端面の一部から裏面に至る部位に開口１６ｘが形成されており、カップホルダ
５２の内空はこの開口１６ｘに臨んでいる。取付部５３にはねじ挿通孔５４が穿設され、
奥壁にはリブを利用して前述した軸穴５５，５６が所定の間隔で穿設されている。
【００３３】
　かくして、補助リンク３１はアーム２０及びシーソーリンク３６と、シーソーリンク３
６は補助リンク３１、主リンク４２及びカップホルダ５２と、主リンク４２はシーソーリ
ンク３６，アーム２０及び先端リンク４８と、先端リンク４８は主リンク４２及びカップ
ホルダ５２と、それぞれ連係している。
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【００３４】
　つまり、この持ち出しリンク機構Ｘは、筐体１側に起点である軸４６を有する主リンク
４２の先端側において、当該主リンク４２と扉連結部材であるカップホルダ５２との間を
図４に示すように軸４１，４４，５０，５７からなる４点リンクで接続するとともに、補
助リンク３１をその４点リンクにシーソーリンク３６を介して係り合わせている。そして
、主リンク４２の回転に伴い補助リンク３１が４点リンクを駆動し、最初は図３に示すよ
うにカップホルダ５２内においてともに一方に倒れた状態にあるリンク３６、４８を図３
→図４に示すようにカップホルダ５２内で一旦起こした後に、ともにカップホルダ５２内
で他方に倒しながら更に図４→図５→図６→図７→図８のように変形させ、これによりカ
ップホルダ５２を主リンク４２に対してその先端側に持ち出すようにしたものである。
【００３５】
そして、図３に示す扉閉止時には、持ち出しリンク機構Ｘを構成する各リンク３１、３６
，４２，４８を折り畳んで前記カップホルダ５２の内部にほぼ収納し、図６に示す略９０
°開成時には少なくとも主リンク４２及び補助リンク３１の最内側に位置するそれらのリ
ンク縁部（立壁部分）４２ｚ、３１ｚがアーム２０の内側面に沿った長手方向の延長線Ｅ
と略平行となる姿勢にまで展開される。更に、扉１６が９０°を越えて図６→図７→図８
と回転するにつれて、主リンク４２及び補助リンク３１の各先端部が前記アーム２０の長
手方向の延長線Ｅよりも外方側になるように折曲回動する。そして、扉１６が１８０°開
成位置に近づくにつれ（具体的には図７の手前の位置あたりから）、主リンク４２とカッ
プホルダ５２とを接続する４点リンクのうち３点４１，４４，５０がほぼ直線状となるよ
うに潰れて、持ち出しリンク機構Ｘ全体は主リンク４２或いは補助リンク３１の起点であ
る軸４６、３３回りに回動しながら、図７→図８のように扉１６が厚み方向に移動するこ
ととなる。
【００３６】
したがって、図８に示すように、扉１６を最大限度で開いたときは、補助リンク３１は主
リンク４２とともにアーム２０の長手方向の延長線Ｅよりも外方側へ大きく折曲回動して
、先端を隣接する筐体１、すなわちアーム２０側に隣接させつつ扉１６の前面が略同一平
面に揃うよう設けた別の筐体１の前方に迫り出させ、扉１６は隣接する扉１６の前面に密
接に対面させられる。扉１６の吊元側縁部１６ａの端面の一部から裏面に至る部位には切
欠状の開口１６ｘが形成されており、持ち出しリンク機構Ｘはこの開口１６ｘを介して連
結状態を維持している。この位置に至るまでに、補助リンク３１の一部に設けた凹所３１
ａに主リンク４２の起点となる軸４６が入り込んで干渉を回避し、この位置で凹所３１ａ
は始めて軸４６に突き当たってストッパーとなる。また、この位置に至るまでに、図５→
図６に示すように主リンク４２の一部に設けた凹所４２ｂにシーソーリンク３６の先端側
の軸４１が入り込んで干渉を回避するようにしている。さらに、前記主リンク４２及びシ
ーソーリンク３６には、扉１６の吊元側縁部１６ａの開口縁１６ｙとの干渉を避ける凹所
３６ａ、４２ａが設けられており、図７→図８に示すように干渉することなく扉１６を略
１８０°開成位置にまで移動させることができる。勿論、この位置では、持ち出しリンク
機構Ｘ全体が側板１の内側面より隣接する筺体１側へはみ出して収納スペースの間口を狭
くすることはない。
【００３７】
　特に、図６に示す扉１６の略９０°開成時には、主リンク４２及び補助リンク３１はカ
ップホルダ５２の内部から扉１６の吊元側縁部１６ａ側にのみ突出し、扉１６の内面１６
ｂ側に突出しない状態となっている。このとき、扉１６の外面側は筐体１の側板１１間の
境界線Ｐ上にあり、隣接する扉１６も同時に略９０°開成させることが可能となっている
。
【００３８】
　さらに、図８に示す扉１６の略１８０°開成時には、隣接する扉１６の反吊元側縁部と
の干渉を避ける凹所４２ｃを更に主リンク４２に設けている。
【００３９】
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　以上のように、この実施形態の多節ヒンジ装置は、筐体１の内側面に固定された筺体連
結部材であるアーム２０と、扉１６の内面１６ｂに固定された扉連結部材であるカップホ
ルダ５２と、これらカップホルダ５２とアーム２０とを揺動可能に連結する持ち出しリン
ク機構Ｘとを備え、持ち出しリンク機構Ｘは、筐体１側に起点を有する主リンク４２及び
補助リンク３１を含む複数のリンク３１、３６、４２，４８を有し、これらリンク３１、
３６、４２，４８間及びこれらのリンク３１、３６、４２，４８と前記カップホルダ５２
及び前記カップホルダ５との間を軸３３，３８、４１，４４，４６、５０，５７により連
結したものである。
【００４０】
そして、扉閉止時には図３に示すように持ち出しリンク機構Ｘを構成する各リンク３１、
３６、４２，４８を折り畳んで前記カップホルダ５２の内部に収納し、図６に示す略９０
°開成時には主リンク４２及び補助リンク３１のうち最内側に位置するリンク縁部４２ｚ
、３１ｚがアーム２０の内側面に沿った長手方向の延長線Ｅと略平行となる姿勢にまで展
開され、扉１６が９０°を越えて更に図７→図８に示す方向に回転するにつれて主リンク
４２及び補助リンク３１の各先端部が前記アーム２０の内側に沿った長手方向の延長線Ｅ
よりも外方側になるように折曲回動し、これら全ての動作を軸３３，３８、４１，４４，
４６、５０，５７回りのリンク３１、３６、４２，４８の回転のみによって行い得るよう
に構成している。その動作は一意的な拘束連鎖となる。
【００４１】
　このように、主リンク４２及び補助リンク３１を９０°を越せて回転させる構成とした
ことにより、扉１６の略９０°開成時には主リンク４２及び補助リンク３１はアーム２０
よりも扉閉止側に殆ど出っ張ることがないため、収納家具を壁に隣接させて配置した場合
や、隣接する収納家具の扉を同時に開いた場合等にも収納スペースの間口Ｓを狭めること
がなく、収納スペース内に引出を収容しても不都合なく出し入れが可能になる。また、主
リンク４２及び補助リンク３１自体を９０°を越えて回転させるようにしているため、軸
３３，３８、４１，４４，４６、５０，５７回りの回転動作により扉１６を図８に示すよ
うに略１８０°開成させて収納スペースを間口Ｓを介して有効活用することができる。そ
して、前述した９０°開成前後における動作の連続性も確保されるので、円滑で耐久性に
優れた構造を有効に実現することが可能となる。
【００４２】
　このように主リンク４２及び補助リンク３１を含む持ち出しリンク機構Ｘを広いレンジ
で作動させると、リンク３１、３６、４２，４８の一部と軸３３，３８、４１，４４，４
６、５０，５７の一部、或いはリンク３１、３６、４２，４８の一部と扉１６の吊元側縁
部１６ａとの干渉が生じ易いものとなるが、本実施形態では、持ち出しリンク機構Ｘが扉
閉止時の状態から略１８０°開成位置に向かって作動するにあたり、リンク３１、３６、
４２，４８の一部と軸３３，３８、４１，４４，４６、５０，５７の一部との干渉を避け
る凹所３１ａ、４２ｂ、及び、リンク３１、３６、４２，４８の一部と扉１６の吊元側縁
部１６ａとの干渉を避ける凹所３６ａ、４２ａを、それぞれリンク３１、３６、４２，４
８のうちの対応箇所に設けているので、持ち出しリンク機構Ｘを軸３３，３８、４１，４
４，４６、５０，５７回りの回転のみで構成して広いレンジに亘って動作させるときに障
害となる部分を簡潔に取り除くことができる。
【００４３】
　具体的には、持ち出しリンク機構Ｘは、筐体１側に起点を有する主リンク４２の先端側
において、当該主リンク４２とカップホルダ５２との間を４点リンクで接続するとともに
、補助リンク３１をその４点リンクに係り合わせ、主リンク４２の回転に伴い補助リンク
３１により４点リンクを変形させてカップホルダ５２を先端側に持ち出すようにしている
ので、所要の持ち出し動作を有効に実現することができる。
【００４４】
　また、図６に示す扉１６の略９０°開成時に主リンク４２及び補助リンク３１がカップ
ホルダ５２の内部から扉１６の吊元側縁部１６ａ側にのみ突出して扉１６の内面側に突出
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しない状態となるようにしているので、収納スペースの間口Ｓを狭めないという効果を実
効あらしめることができる。
【００４５】
　さらに、４点リンクの変形のみでは扉１６を広いレンジに亘って移動させるのに限界が
あるが、本実施形態では、扉１６が１８０°開成位置に近づくにつれ、主リンク４２とカ
ップホルダ５２とを接続する４点リンクがほぼ潰れた以後は、持ち出しリンク機構Ｘ全体
が図７→図８に示すように主リンク４２或いは補助リンク３１の起点回りに回動できるよ
うにしているので、別途に２段目の蝶番構造等を採用せずとも、単一の持ち出しリンク機
構Ｘによって扉１６を閉止位置から略１８０°開成位置まで有効に作動させることができ
る。
【００４６】
また、図８に示す扉１６の略１８０°開成時に、主リンク４２及び補助リンク３１は先端
側がアーム２０側に隣接させつつ扉１６の前面が略同一平面に揃うよう設けた別の筐体１
の前方に進入する位置にまで回転するようにしているので、扉１６の９０°開成時に収納
スペースの間口Ｓを狭めない状態と、略１８０°開成位置近くで扉１６を隣接する扉１６
側に極力移動させる状態とを好適に有効に実現することができる。
【００４７】
　さらにまた、略１８０°開成時には、リンク３１、３６、４２，４８はカップホルダ５
２の内部から扉１６の吊元側縁部１６ａ側より突出し扉１６の内面１６ｂ側には突出しな
いようにしているので、扉１６が反転して隣接する扉１６の前面に重合した際に、この多
節ヒンジ装置が収納家具の外観を損ねることを極力回避することができる。
【００４８】
　持ち出しリンク機構Ｘの具体的構造としては、第１リンク３１、第２リンク３６、第３
リンク４２及び第４リンク４８を備え、第１リンクである補助リンク３１は一端部が前記
アーム２０の内側に軸３３を介して回動可能に連結され、他端部が第２リンクであるシー
ソーリンク３６の一端部の内側に軸３８を介して回動可能に連結され、シーソーリンク３
６は第３リンクである主リンク４２の内側に配置され、他端部がカップホルダ５２に軸４
１を介して回動可能に連結され、前記主リンク４２はその一端部が前記アーム２０の端部
に軸４６を介して回動可能に連結され、他端部が第４リンク４８の一端部に軸５０を介し
て回動可能に連結され、かつ、第４リンク４８は他端部が前記カップホルダ５２の内側に
軸５７を介して回動可能に連結されたものであるため、このような具体的構造によって本
発明の基本的機能を有効に実現することができる。
【００４９】
　第２リンクであるシーソーリンク３６は、その中間部が第３リンクである主リンク４２
に軸４４を介し回転可能に連結され、その一端部に接続された第１リンクである補助リン
ク３１によって駆動されてシーソー動作を行うものであるため、別途に４点リンクを駆動
するためのリンクを当該４点リンクと補助リンク３１との間に持ち込む等といった必要が
なく、部品点数を極力省略して持ち出しリンク機構Ｘを構成することができる。
【００５０】
　このような具体的構成において、主リンク４２の起点となる軸４６を避ける凹所３１ａ
を補助リンク３１に設けるとともに、第２リンクであるシーソーリンク３６の先端側の軸
４１を避ける凹所４２ｂを主リンク４２に設けているので、補助リンク３１の動作範囲を
主リンク４２の起点の軸４６と被る位置まで大きくとることができるとともに、主リンク
４２の動作範囲をシーソーリンク３６の先端側の軸４１と被る位置まで大きくとることが
できる。
【００５１】
　また、図１に示すように、扉１６の吊元側縁部１６ａの端面の一部から裏面に至る部位
に持ち出しリンク機構Ｘを突出させる開口１６ｘを形成するとともに、その開口縁１６ｙ
との干渉を避ける凹所４２ａ、３６a（図８等参照）を主リンク４２及びシーソーリンク
３６に設けているので、扉１６の前面から開口縁ｙまでの側壁部１６ｚを残すことで扉１
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６の強度や外観を損ねることをなく開口１６ｘを形成しつつ、主リンク４２及びシーソー
リンク３６の凹所４２ａ、３６ａと協働して、その限られた開口１６ｘの範囲内で持ち出
しリンク機構Ｘの動作しろを有効に確保することができる。
【００５２】
　さらに、隣接する扉１６の縁部との干渉を避ける凹所４２ｃを更に主リンク４２に設け
ているので、主リンク４２を隣接する扉１６に極力近づく位置まで有効に動作させること
が可能となる。
【００５３】
　なお、各部の具体的な構成は、上述した実施形態のみに限定されるものではない。
【００５４】
　例えば、図９～図１２に示す持ち出しリンク機構Ｘは、上記実施形態に対して若干の設
計変更が施されたもので、図９は図１に対応し、図１０は図３に対応し、図１１は図６に
対応し、図１２は図８に対応しており、機能的に共通する部分には同一符号が付してある
。その設計変更の趣旨は、扉を極力薄く形成し、それに伴いカップホルダが浅くなってい
る点、その関係から扉の略９０°開成時に主リンク及び補助リンクが扉の内面側からやや
突出した状態となる点、各リンクの強度を高めるためにその形状や肉厚などに多少の嵩が
許容してある点である。
【００５５】
　ただし、この場合にも、主リンク４２及び補助リンク３１を９０°を越えて隣接する扉
１６の前面側に大きく回転させるという技術的思想は共通するものであり、図１１に示す
扉１６の略９０°開成時には主リンク４２及び補助リンク３１のうち最内側に位置する主
リンク４２のリンク縁部（立壁部分）４２ｚが筺体連結部材２０の内側面に沿った長手方
向の延長線Ｅと略平行となる姿勢にまで展開されるようにしているので、９０°開成時に
各リンクが収納空間Ｓ側へ屈曲して大きく突出するということがなく、間口を極力狭めな
い構成を実効あらしめることができる。よって、収納家具を壁に隣接させて配置した場合
や、隣接する収納家具の扉を同時に開いた場合等に、物品の出し入れの便を有効に確保す
ることができる。そして、前述した９０°開成前後における動作の連続性も、一意的な拘
束連鎖の下に軸回りの回転動作のみによって行われるので、円滑で耐久性に優れた構造を
有効に実現することが可能となる。そして、図１２に示すように扉を略１８０°開成させ
れば、収納スペースを間口Ｓを最大限に有効活用することができる点で同様である。
【００５６】
　その他の構成も、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の一実施形態を扉及び筐体に取り付ける前の状態で示す斜視図。
【図２】図１の分解図。
【図３】同実施形態の扉閉止時における部分平断面図。
【図４】図３に対応した作用説明図。
【図５】図３に対応した作用説明図。
【図６】図３に対応して扉の略９０°開成時の状態を示す作用説明図。
【図７】図３に対応した作用説明図。
【図８】図３に対応して扉の略１８０°開成時の状態を示す作用説明図。
【図９】本発明の変形例を示す図１に対応した図。
【図１０】本発明の変形例を示す図３に対応した図。
【図１１】本発明の変形例を示す図６に対応した図。
【図１２】本発明の変形例を示す図８に対応した図。
【符号の説明】
【００５８】
　１…筐体
　２０…筐体連結部材（アーム）
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　１６…扉
　５２…扉連結部材（カップホルダ）
　Ｘ…持ち出しリンク機構
　４２…主リンク、第３リンク
　３１…補助リンク、第１リンク
　３３，３８、４１，４４，４６、５０，５７…軸
　３１ａ、３６ａ、４２ａ、４２ｂ…凹所
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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