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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
高密閉ドア用角度調節可能な位置決め及び自閉式ヒンジであって、
蝶番と、固定台と、固定ロッドと、ねじリングと、スレッドインサートとを含み、
前記蝶番に軸スリーブと、軸スリーブ外に固定接続されている羽根とが設けられ、
前記固定台にもう一つの軸スリーブが設けられ、
前記蝶番は前記固定台に対して回転することができ、
前記固定ロッドはスクリューを有する高密閉ドア用の角度調節可能な位置決め及び自閉式
ヒンジにおいて、
栓及び調整台を更に含み、前記スレッドインサートは軸スリーブに固定接続され、
前記栓は軸スリーブに固定接続され、
前記スレッドインサートと栓は離隔され、
前記二つの軸スリーブ内のスレッドインサートと栓との間に固定ロッドと、ねじリングと
、第１の磁石と、第２の磁石と、第１のばねと、カップ体と、第２のばねと、調整台とが
設けられ、
前記固定ロッドのスクリューはスレッドインサートに螺合され、
前記第１のばねは固定ロッドとカップ体の前端面との間に配置されて両者に当接し、前記
第１の磁石は固定ロッドと共に移動することができ、
前記第２のばねの一端は前記カップ体の底部に対して当接することができ、前記第２のば
ねの他端は第２の磁石に当接し、前記第２の磁石は栓に対して移動することができ、
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前記第１の磁石と第２の磁石とは互いに磁気的に吸引し、
前記調整台を回転させて調整することにより、第２の磁石、栓及びカップ体のカップ底と
協働することができ、及び第２の磁石と栓との間のピッチ寸法位置を調整することができ
、
前記調整台を回転させて調整することにより、第２の磁石、栓及びカップ体のカップ底と
協働することができ、第２の磁石と第１の磁石との間の間隔を調整することができる、
ことを特徴とする高密閉ドア用角度調節可能な位置決め及び自閉式ヒンジ。
【請求項２】
前記スレッドインサートは前記蝶番の軸スリーブ内に固定接続され、前記栓は固定台の軸
スリーブ内に固定接続される、
ことを特徴とする請求項１に記載の高密閉ドア用角度調節可能な位置決め及び自閉式ヒン
ジ。
【請求項３】
接続スリーブを更に含み、前記固定ロッドは接続スリーブ内に摺動・移動可能に接続され
、
前記スレッドインサートは接続スリーブ内に回転可能且つ摺動不能に接続され、
前記第１の磁石と、第２の磁石と、第１のばねと、第２のばねとは接続スリーブ内に設け
られ、
前記蝶番の軸スリーブと、前記スレッドインサートの前記接続スリーブ外に突出される部
分と、が固定接続され、
前記固定台の軸スリーブと、前記栓の前記接続スリーブ外に突出される部分と、が固定接
続される、
ことを特徴とする請求項２に記載の高密閉ドア用角度調節可能な位置決め及び自閉式ヒン
ジ。
【請求項４】
蝶番と、固定台と、固定ロッドと、スレッドインサートと、を含み、
前記蝶番に軸スリーブと、軸スリーブ外に固定接続されている羽根と、が設けられ、
前記スレッドインサートにおける細ロッドは前記羽根の一部となるように構成され、前記
スレッドインサートは軸スリーブ内に回転可能に設けられ、前記羽根は固定ロッド及び固
定台に対して回転することができ、
前記固定ロッドはスクリューを有する、高密閉ドア用角度調節可能な位置決め及び自閉式
ヒンジにおいて、
栓及び調整台を更に含み、
前記スレッドインサートは前記軸スリーブの一端内に固定接続され、
前記栓は軸スリーブの他端に固定接続され、
前記スレッドインサートと前記栓は離隔され、
前記軸スリーブ内のスレッドインサートと栓との間に固定ロッドと、ねじリングと、第１
の磁石と、第２の磁石と、第１のばねと、カップ体と、第２のばねとが設けられ、
前記固定ロッドのスクリューは前記スレッドインサートに螺合され、
前記第１のばねは固定ロッドと第１の磁石との間に配置されて両者に当接し、
前記第１の磁石は固定ロッドに対して移動することができ、
前記第２のばねの一端は前記カップ体の底部に対して当接することができ、
前記第２のばねの他端は第２の磁石に当接し、
前記第２の磁石は前記栓に対して移動することができ、
前記第１の磁石と第２の磁石とは互いに磁気的に吸引し、
前記調整台を回転させて調整することにより、第２の磁石、栓及びカップ体のカップ底と
協働することができ、前記第２の磁石と前記栓との間の間隔を調整することができ、
前記調整台を回転させて調整することにより、第２の磁石、栓及びカップ体のカップ底と
協働することができ、前記第２の磁石と前記第１の磁石との間の間隔を調整することがで
き、



(3) JP 6763954 B2 2020.9.30

10

20

30

40

50

前記固定ロッドは凸リングを有し、
前記凸リングの外環の側面に凸リングの摺動軌道である凹溝が凹設され、且つ前記ねじリ
ングの貫通孔の内環周方向の前縁にねじリングの内環フランジが凸設されることにより、
前記ねじリングの内環フランジが凸リングの摺動軌道である前記凹溝内に当接するように
し、
前記凸リングの摺動軌道である前記凹溝が前記ねじリングの内環フランジに対して結合さ
れることができるようにして、前記固定ロッドがスレッドインサートに対して軸線に沿っ
て上下方向へ摺動及び移動する時に軸方向及び軸距離のピッチ寸法を制御及び位置決めす
ることができ、
前記蝶番の羽根を予め設定された位置決め角度に設定することができる、
ことを特徴とする高密閉ドア用角度調節可能な位置決め及び自閉式ヒンジ。
【請求項５】
第１のねじ及び第２のねじを更に含み、前記第１のねじ及び第２のねじは、いずれもロッ
ド部及びに末端に位置するねじ部を有し、
前記第１のねじのロッド部は第１の磁石を挿通し、且つ固定ロッドにねじ部が螺合され、
前記第１のねじのスクリューヘッドは第１の磁石を支持し、前記第２のねじのロッド部は
第２の磁石を挿通し、且つ調整台にねじ部が螺合され、
前記第２のねじのスクリューヘッドは第２の磁石を支持する、
ことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の高密閉ドア用角度調節可能な位置決め
及び自閉式ヒンジ。
【請求項６】
前記カップ体は軸スリーブ内に可動に設けられ、
前記第２のばねはカップ体のカップ底と第２の磁石との間に配置されて両者に当接され、
前記調整台はカップ体のカップ底と栓とを接続してカップ底と栓との間のピッチを調整す
ることにより、
栓と第２の磁石との間のピッチ、及び第２の磁石と第１の磁石との間の間隔を調整するこ
とができる、
ことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の高密閉ドア用角度調節可能な位置決め
及び自閉式ヒンジ。
【請求項７】
前記調整台は第３のねじであり、
前記第３のねじは栓に挿通・螺合されて、且つカップ体のカップ底に当接される、
ことを特徴とする請求項６に記載の高密閉ドア用角度調節可能な位置決め及び自閉式ヒン
ジ。
【請求項８】
前記第２のばね及び第２の磁石はいずれも完全にカップ体の中に位置し、
前記第２の磁石はカップ体と摺動可能に接続され、
前記第１の磁石の下部はカップ体に摺動可能に接続される、
ことを特徴とする請求項６に記載の高密閉ドア用角度調節可能な位置決め及び自閉式ヒン
ジ。
【請求項９】
前記カップ体は軸スリーブ内に可動に設けられ、
前記第２のばねはカップ体のカップ底と第２の磁石との間に配置されて両者に当接され、
前記調整台はカップ体のカップ底と栓とを接続してカップ底と栓との間のピッチを調整す
ることにより、
栓と第２の磁石との間のピッチ、及び第２の磁石と第１の磁石との間の間隔を調整するこ
とができ、
前記固定ロッドは、前記凸リングと、環状凸リングと、接続ロッドと、を順に有し、
前記第１のばねは接続ロッドに嵌合され、且つ環状凸リングとカップ体の前外環の縁部に
位置するガスケットとの間に配置されて両者に当接される、
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ことを特徴とする請求項４に記載の高密閉ドア用角度調節可能な位置決め及び自閉式ヒン
ジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、高密閉ドア用角度調節可能な位置決め及び自閉式ヒンジに関する。
【背景技術】
【０００２】
中国特許データベースに、実用新案の名称は「昇降蝶番装置」であり、特許番号は２０１
３２０８３５６５５１である発明が公開されている。当該発明は、上蝶番と、下蝶番と、
伝動台と伝動ロッドとを含む構成である。上蝶番は、上軸スリーブと、上軸スリーブに固
定接続されている上蝶番片とを含み、下蝶番は、下軸スリーブと、下軸スリーブに固定接
続されている下蝶番片とを含み、伝動台は、上軸スリーブに固定接続され、前記伝動台の
底端面に伝動チャンバが凹設され、前記伝動チャンバの内回転面に第１の螺旋部分が設け
られる。伝動ロッドが下軸スリーブに固定接続され、前記伝動ロッドの外回転面に第２の
螺旋部分が設けられ、前記伝動ロッドに伝動チャンバが接続され、前記第１の螺旋部分と
第２の螺旋部分とがマッチングして噛み合い、上蝶番が下蝶番に対して回転するように上
蝶番を押し、第１の螺旋部分と第２の螺旋部分との結合により上蝶番を上昇させることが
でき、上蝶番が重力の作用下で下降するように押し動作を解除し、第１の螺旋部分と第２
の螺旋部分との結合により、上蝶番が自動的に復帰して閉鎖されるようにすることができ
る。前記昇降蝶番装置は、上軸スリーブ及び下軸スリーブの結合により直接接続を実現す
るが、高密閉ドアに用いる際に、実用性が低下し、ガス漏れの可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
本発明は、高密閉ドア用角度調節可能な位置決め及び自閉式ヒンジを提供して、背景技術
における昇降蝶番装置に存在する欠点を克服した。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
本発明において、上記の技術的課題を解決するための一つの技術案として、蝶番と、固定
台と、固定ロッドと、ねじリングと、スレッドインサートとを含み、前記蝶番に、軸スリ
ーブ及び軸スリーブ外に固定接続されている羽根が設けられ、前記固定台にもう一つの軸
スリーブが設けられ、前記蝶番は固定台に対して回転することができ、前記固定ロッドは
スクリューを備える高密閉ドア用角度調節可能な位置決め及び自閉式ヒンジにおいて、栓
及び調整台を更に含み、スレッドインサートは軸スリーブ内に固定接続され、前記栓は軸
スリーブ内に固定接続され、スレッドインサートと栓との間は離隔され、前記二つの軸ス
リーブ内のスレッドインサートと栓との間に固定ロッドと、ねじリングと、第１の磁石と
、第２の磁石と、第１のばねと、カップ体と、第２のばねと、調整台とが設けられ、前記
固定ロッドのスクリューはスレッドインサートに螺合され、前記第１のばねは固定ロッド
とカップ体の前端面との間に配置されて両者に当接し、前記第１の磁石は固定ロッドと共
に移動することができ、前記第２のばねの一端は栓に対して当接することができ、前記第
２のばねの他端は第２の磁石に当接し、前記第２の磁石は栓に対して移動することができ
、前記第１の磁石と第２の磁石とは互いに磁気的に吸引し、前記調整台は回転を調整する
ことにより第２の磁石、栓及びカップ体のカップ底と協働することができ、第２の磁石と
栓との間の間隔を調整及び近づくように調整することができ、前記調整台を回転させて調
整することにより、第２の磁石、栓及びカップ体のカップ底と協働することができ、第２
の磁石と第１の磁石との間の間隔を調整することができる。
【０００５】
本発明において、上記の技術的課題を解決するために採用したもう一つの技術方案として
、
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蝶番と、固定台と、固定ロッドと、スレッドインサートとを含み、前記蝶番に軸スリーブ
及び固定台外に固定接続されている羽根が設けられ、前記スレッドインサートが備える細
ロッドは羽根の一部となるように構成され、前記スレッドインサートは軸スリーブ内に回
転可能に設けられ、前記羽根は固定ロッド及び固定台に対して回転することができ、前記
固定ロッドはスクリューを備える高密閉ドア用角度調節可能な位置決め及び自閉式ヒンジ
において、栓及び調整台を更に含み、前記スレッドインサートは軸スリーブの一端の内部
に固定接続され、前記栓は軸スリーブの他端の内部に固定接続され、前記スレッドインサ
ートと栓との間は離隔され、前記軸スリーブ内のスレッドインサートと栓との間に固定ロ
ッドと、ねじリングと、第１の磁石と、第２の磁石と、第１のばねと、カップ体と、第２
のばねが設けられ、スレッドインサートに前記固定ロッドのスクリューが螺合され、前記
第１のばねは固定ロッドと第一磁石との間に配置されて両者に当接し、前記第１の磁石は
固定ロッドに対して移動することができ、前記第２のばねの一端は栓に対して当接するこ
とができ、前記第２のばねの他端は第２の磁石に当接し、前記第２の磁石は栓に対して移
動することができ、前記第１の磁石と第２の磁石とは互いに磁気的に吸引し、前記調整台
を回転させて調整することにより、第２の磁石、栓及びカップ体のカップ底に対応するよ
うに結合されることができ、第２の磁石と栓との間の間隔を調整することができ、前記調
整台を回転させて調整することにより、第２の磁石、栓及びカップ体のカップ底と協働す
ることができ、第２の磁石と第１の磁石との間の間隔を調整することができる。前記固定
ロッドは凸リングを備える。前記凸リングの外環の側面に凸リングの摺動軌道である凹溝
が凹設され、且つ前記ねじリングの貫通孔の内環の周方向の前縁にねじリングの内環フラ
ンジが凸設されることにより、前記ねじリングの内環フランジが凸リングの摺動軌道であ
る凹溝内に当接するようにすることができ、前記凸リングの摺動軌道である凹溝がねじリ
ングの内環フランジと結合することができるようにして、固定ロッドがスレッドインサー
トに対して軸線に沿って上下方向へ摺動及び移動する時軸方向及び周方向のピッチ寸法を
制御及び位置決めすることができ、蝶番の羽根に対応するように予め位置決め角度を設定
することができる。
【発明の効果】
【０００６】
本技術方案は背景技術に比べて、以下のメリットを有する。
スレッドインサートと栓との間に固定ロッドと、ねじリングと、二つの磁石と、二つのば
ねと、調整台とが設けられ、二つの軸スリーブが互いに回転する際に、二つの軸スリーブ
内の接続スリーブにおけるスレッドインサート及びスクリューが互いに回転することがで
きることにより、固定ロッドに備えられるスクリューの２本以上である６本の直斜度ネジ
ピッチの雄ねじが、スレッドインサートの２本以上である６本の直斜度ネジピッチの雌ね
じに対して軸方向に沿って下へ摺動して移動することができ、スクリューの６本の直斜度
ネジピッチの雄ねじがスレッドインサートの６本の直斜度ネジピッチの雌ねじに対して軸
方向に沿って下へ摺動して移動することができることにより、蝶番の羽根の回転可能な予
定の角度の範囲でスレッドインサート及びスクリューが軸方向に沿って上下方向に移動す
ることができるようにし、前記固定ロッドが受け入れる二つの磁石の磁力と、第１のばね
の弾力による押し付け力とがバランスを取ることにより、蝶番の羽根が回転する予め設定
された位置決め角度に位置決めされることができ、同時に蝶番の羽根が他の角度でも自閉
機能を実現することができるので、便利に使用することができる。調整台が回転を調整す
ることにより第２の磁石と、栓及びカップ体のカップ底と協働することができ、第２の磁
石と栓との間の間隔を調整することができ、第２の磁石と第１の磁石とは磁気的に吸引し
て接続スリーブ内に共に位置決めされることができるようにする。前記調整台が蝶番の羽
根の予め設定された位置決め角度を対応するように調整することができることにより、蝶
番の羽根が所定の角度の範囲にあるある所定の角度に対応する位置に位置決めされること
ができ、及び予め設定された位置決め角度の以下に対応する位置である場合、自閉するこ
とができる。即ち、蝶番の羽根が所定の角度の範囲にある位置決め角度に対応する位置の
開始点まで回転する際に、位置決めされることができ、及び予め設定された位置決め角度
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の以下に対応する位置である場合、蝶番の羽根は自閉機能を実現することができる。調整
台が回転を調整することにより、第２の磁石、栓及びカップ体のカップ底と協働すること
ができ、第２の磁石と第１の磁石との間の間隔を調整及び近づくように調整することがで
き、第２の磁石と第１の磁石とは磁気的に吸引して、接続スリーブ内に共に位置決めされ
るようにする。前記調整台は蝶番の羽根が所望の所定の位置決め角度に位置決めされるよ
うに調整することができるようにし、蝶番の羽根が所定の角度の範囲にある何れの角度に
対応する位置の開始点に位置決めされることができ、及びある所定の位置決め角度の以下
に対応する位置である場合、自閉機能を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
以下には、図面及び実施例を参照しながら本発明を更に説明する。
【図１】実施例１のヒンジの構造模式図である。
【図２】実施例１の蝶番の構造模式図である。
【図３】実施例１の蝶番の羽根の構造模式図である。
【図４】実施例１の固定台の構造模式図である。
【図５】実施例１の接続スリーブの組み付け構造模式図である。
【図６】実施例１の接続スリーブの構造模式図である。
【図７】実施例１の第１の軸受の構造模式図である。
【図８】実施例１のスレッドインサートの構造模式図である。
【図９】実施例１のスレッドインサートの斜視図である。
【図１０】実施例１のねじリングの斜視模式図である。
【図１１】実施例１の固定ロッドの斜視模式図である。
【図１２】実施例１の固定ロッドの構造模式図である。
【図１３】実施例１の第２の軸受の構造模式図である。
【図１４】実施例１のガスケットの構造模式図である。
【図１５】実施例１の第１の磁石の構造模式図である。
【図１６】実施例１の第１の磁石の斜視図である。
【図１７】実施例１の第２の磁石の構造模式図である。
【図１８】実施例１の第２の磁石の斜視模式図である。
【図１９】実施例１の第１のねじの構造模式図である。
【図２０】実施例１の第２のねじの斜視模式図である。
【図２１】実施例１の摺動スリーブの斜視模式図である。
【図２２】実施例１のリングシールの斜視模式図である。
【図２３】実施例１のカップ体の斜視模式図である。
【図２４】実施例１のカップ体の構造模式図である。
【図２５】実施例１の栓の斜視模式図である。
【図２６】実施例１の栓の構造模式図である。
【図２７】実施例１の調整台の構造模式図である。
【図２８】実施例１の調整台の斜視模式図である。
【図２９】実施例２のヒンジの構造模式図である。
【図３０】実施例２の底板及び凸台の構造模式図である。
【図３１】実施例２の蝶番の軸スリーブに備えられる羽根の構造模式図である。
【図３２】実施例２の第３の軸受の構造模式図である。
【図３３】実施例２の回転リングの構造模式図である。
【図３４】実施例３のヒンジの構造模式図である。
【図３５】実施例４のヒンジの構造模式図である。
【図３６】実施例５のヒンジの構造模式図である。
【図３７】実施例５のスクリュープルリングの斜視模式図である。
【図３８】実施例５のゴム柱の斜視模式図である。
【図３９】実施例５のスレッドインサート引張ばねの貫通孔の構造図である。
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【図４０】実施例５の第１の磁石の斜視模式図である。
【図４１】実施例５の第２の磁石の斜視模式図である。
【図４２】実施例５の第１の磁石ケースの斜視模式図である。
【図４３】実施例５の第２の磁石ケースの斜視模式図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
実施例１
高密閉ドア用角度調節可能な位置決め及び自閉式ヒンジの予め設定可能な位置決め角度は
２０°～１８０°であり、且つ蝶番の羽根は予め設定可能な位置決め角度の２０°～１８
０°の範囲において、任意の位置決め角度位置の開始点で位置決めを実現することができ
、任意の位置決め角度位置の開始点以上に対応する位置である場合、蝶番の羽根が位置決
めされることができ、任意の位置決め角度位置の開始点の以下に対応する位置である場合
、蝶番の羽根が自閉することができる。前記高密閉平ドア用角度調節可能な位置決め及び
自閉式ヒンジ及び高密閉凸ドア用角度調節可能な位置決め及び自閉式ヒンジは、例えば、
冷凍庫、冷蔵庫、保冷庫、ロースター、オーブン実験デバイスドア、実験箱ドア、模擬環
境実験デバイスドア、機械デバイスドア、乾燥用デバイスドア、遮音用ドア、特殊用ドア
、鮮度保持庫ドア、茶葉放置庫用ドア、土木材料放置用ドア及び何れの船舶用ドアなどの
高密閉平ドア及び高密閉凸ドアに適用することができる。
【０００９】
図１～図２８を参照して、前記ヒンジは、蝶番１０と、固定台２０と、固定ロッド３０と
、スレッドインサート４０と、ねじリング４３と、接続スリーブ５０と、栓６０と、調整
台７０とを含む。
【００１０】
前記蝶番１０は、軸スリーブ１１と、軸スリーブ１１外に固定接続されている羽根１２と
を含み、前記固定台２０は、固定板２５と、垂直底板２２と、垂直底板２２上に固定接続
されている凸台２３とを含み、前記凸台２３の垂直底板２２の端面に軸スリーブ２１が凹
設される。前記接続スリーブ５０は軸スリーブ１１と凸台２３の軸スリーブ２１との間に
接続され、前記第３の軸受３９は軸スリーブ１１の一端の周方向平面と、凸台２３の軸ス
リーブ２１の一端の周方向平面との間に回転可能に接続されてもよいが、接続スリーブ５
０の外に回転可能に接続されてもよい。これにより、蝶番１０は固定台２０の軸線に対し
てより円滑に回転することができる。前記軸スリーブ１１と軸スリーブ２１とが並設され
ることにより、蝶番の羽根が凸台２３の軸スリーブ２１に対して回転することができ、そ
れにより、ヒンジが高密閉凸ドア用ヒンジ構造及び高密閉平ドア用ヒンジを構成すること
ができるようにする。
【００１１】
前記スレッドインサート４０は回転はできるが、摺動はできないように軸スリーブ１１内
の接続スリーブ５０内に接続される。
前記蝶番１０が備える軸スリーブ１１内の回転リング４１とスレッドインサート４０が備
える細ロッド４２の接続スリーブ５０外に突出される部分とが固定接続される。
前記スレッドインサート４０の上部に細ロッド４２が凸設され、前記スレッドインサート
４０が備える細ロッド４２は、第１の軸受４４の貫通孔と、回転リング４１の貫通孔とに
回転可能に挿通することができる。
前記回転リング４１は軸スリーブ１１内の上部に位置し、固定接続用のねじ９８を介して
軸スリーブ１１のねじ貫通孔に螺進・挿通され、且つ回転リング４１を挿通して細ロッド
に固定接続されることにより、軸スリーブ１１と、回転リング４１と、細ロッドとが共に
固定接続されて、固定ロッドがスレッドインサートに対して軸線に沿って上下方向へ摺動
及び移動する際の軸方向及び周方向の間隔を位置決めすることができ、蝶番の羽根に対応
して蝶番の羽根の位置決め角度を自在に設定することができるようにする。前記回転リン
グ４１及び軸スリーブ１１はスレッドインサート４０の軸方向移動をさらに限制・制御す
ることができる。接続スリーブ５０内に第２のフランジ５２が設けられ、接続スリーブ５
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０内で第２のフランジ５２が栓６０の環状凹溝５２０内に当接することができることによ
り、接続スリーブ５０内で第２のフランジ５２が栓６０の環状凹溝５２０に嵌合されるこ
とができるようにし、栓６０と、第２のフランジ５２と、接続スリーブ５０とが共に接続
スリーブ５０内に固定接続されるようにする。前記栓６０の接続スリーブ５０外に突出さ
れる部分が、固定接続用ねじ９８を介して軸スリーブ２１のねじ貫通孔に螺進・挿通され
、栓６０に螺進し、調整台７０に係合されることにより、調整台７０をロッキング・固定
することができるが、この時、前記固定接続用ねじ９８は軸スリーブ２１及び栓６０と結
合して調整台７０をロッキング・固定する必要がなく、 前記調整台７０は回転を調整す
ることにより栓６０と、第２の磁石８２及びカップ体６１のカップ底に対応するように結
合されて、第２の磁石８２と第１の磁石８１との間の間隔を調整及び近づくように調節し
て、第２の磁石と第１の磁石とは磁気的に吸引して接続スリーブ５０内に位置決めされ、
調整台は蝶番の羽根が所定の角度内に対応して調整されて所望の位置決め角度に位置決め
した後、さらに待機中の固定接続用ねじ９８を介して調整台の緩みを防止するように調整
台７０をロッキング・固定する。前記スレッドインサートと栓との間は離隔され、前記接
続スリーブ内のスレッドインサートと栓との間に固定ロッド３０と、ねじリング４３と、
第１の磁石８１と、第２の磁石８２と、カップ体６１と、ガスケット８５と、第１のばね
９１と、第２のばね９２とが設けられ、前記固定ロッド３０はスクリュー３１を備え、前
記固定ロッド３０におけるスクリュー３１の雄ねじとスレッドインサート４０の雌ねじと
を結合することにより、前記固定ロッド３０が備えるスクリュー３１がスレッドインサー
ト４０に対して軸線に沿って上下方向に摺動・移動することができる。前記固定ロッド３
０が備えるスクリュー３１の末端に凸リング３２が固定接続され、前記凸リング３２に環
状凸リング３２Ａが固定接続され、且つ前記環状凸リング３２Ａに接続ロッド３３が固定
接続され、スレッドインサート４０に前記スクリュー３１が螺合され、前記第１のばね９
１は固定ロッド３０とカップ体６１の前端面のガスケット８５との間に配置されて両者に
当接し、接続ロッド３３に固定接続されている前記第１の磁石８１は固定ロッド３０と共
に軸スリーブに沿って上下方向に摺動することができ、前記第２のばね９２の一端はカッ
プ体６１のカップ底及び栓６０に当接されることができ、前記第２のばね９２の他端は第
２の磁石８０に当接し、前記第２の磁石８２は栓６０に対して軸線に沿って移動すること
ができ、前記第１の磁石８１と第２の磁石８２とは互いに磁気的に吸引し、前記調整台７
０は回転を調整することにより、第２の磁石８２と、栓６０及びカップ体６１のカップ底
と結合することができて、第２の磁石８２と、カップ体のカップ底及び栓６０との間の間
隔を調整することができ、前記調整台７０は回転を調整することにより、栓６０及び第２
の磁石８２に対応するように結合することができて、第２の磁石８２と第１の磁石８１と
の間の間隔を調整することができるようにして、第２の磁石と第１の磁石とが磁気的に吸
引し、共に接続スリーブ内に位置決めされることができ、調整台は蝶番の羽根が所望の位
置決め角度に位置決めされるように蝶番１０の羽根１２を所定の角度に調整される。前記
蝶番の羽根が所定の角度におけるある位置決め角度の位置に位置決めされる必要がある場
合、前記蝶番の羽根が所望の所定の角度におけるある位置決め角度の位置に開かれたとき
、前記蝶番の羽根が軸スリーブ内の接続スリーブ５０内のスレッドインサートを回転させ
て、前記固定ロッドに備えられるスクリューがスレッドインサートに対して軸線に沿って
下方へ摺動及び移動するようにすることができ、同時に前記固定ロッドに備えられるスク
リュー及び第１の磁石は蝶番の羽根が所望の所定の角度位置、即ち蝶番の羽根の所望の所
定角度におけるある位置決め角度に開かれるまで蝶番の羽根の下方への回転移動に対応し
て摺動する。この時、前記蝶番の羽根は位置決め機能を備えない。前記蝶番の羽根が所定
の角度におけるある位置決め角度で位置決めされる必要がある場合に、栓内の調整台を回
転・調整する必要があり、これにより、調整台が栓、第２の磁石及びカップ体のカップ底
と協働することができようにすることができ、第２の磁石と第１の磁石との間の間隔を調
整することができる。第２の磁石と第１の磁石とが磁気的に吸引して、共に接続スリーブ
内に位置決めされるようにすることができ、蝶番の羽根の所望の所定の設定位置決め角度
に調整することができるようにして、蝶番の羽根が所望の角度におけるある位置決め角度
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に位置決めされるようにする。前記蝶番１０の羽根１２も蝶番の羽根の所定の回転角度の
最大限界点である１８０°まで開かれた後、蝶番の羽根は自ら閉じられて栓内の調整台に
より調整されたある位置決め角度に戻って位置決めされ、その後、蝶番の羽根を閉じる場
合には、蝶番の羽根の位置決め角度が栓内の調整台によって調整されたある位置決め角度
に位置決めされた開始点の以下を離れていると、蝶番の羽根が自閉機能を実現することが
できる。前記第１の磁石８１と第２の磁石８２との貯蔵エネルギーを磁気的に吸引する磁
気的吸引力は、第１のばね９１の貯蔵エネルギー弾力と第１のばねの貯蔵エネルギーのプ
レテンションより大きい必要がある。ここで、前記ヒンジの第１の磁石は、磁力を蓄えな
い鉄鋼でもよく、または、第２の磁石は、磁力を蓄えない鉄鋼でもよい。二つの磁石中一
つは磁力を蓄えない鉄鋼で、一つは磁力を蓄えている鉄鋼でも同様に蝶番の羽根が所定の
位置決め角度の間の単一位置決め角度で位置決めされるようにすることができ、また、単
一の位置決め角度が位置決め位置の開始点以下である場合、蝶番は自閉機能を実現するこ
とができる。スライドする前記凸リング３２は環状凸リング３２Ａである。前記接続スリ
ーブ５０は中心スリーブ５０である。
【００１２】
前記固定ロッド３０が備えるスクリュー３１の末端に凸リング３２が固定接続され、前記
凸リング３２に環状凸リング３２Ａが固定接続され、且つ前記環状凸リング３２Ａに接続
ロッド３３が固定接続され、前記凸リング３２と、環状凸リング３２Ａとが共に固定接続
されることにより、凸リング３２を構成し、前記環状凸リング３２Ａの外環の周方向に環
状凹溝３２１が凹設され、且つ前記環状凸リング３２Ａの環状凹溝３２１にリングシール
３２２が嵌合され、且つ前記リングシール３２２は接続スリーブ５０内に封止的に当接す
るように環状取り付け溝３２１の外へ突出する。且つ前記リングシール３２２は環状凸リ
ング３２Ａとともに接続スリーブ５０の中で上下方向へ摺動及び移動を行うことができる
。接続スリーブ５０において、リングシールの減衰力及び抵抗が発生し、接続スリーブに
おける環状凸リング３２Ａの上下方向への摺動及び移動の際の減衰力及び抵抗の作用を、
何倍にも増強させることができ、接続スリーブ５０における環状凸リング３２Ａの自己位
置決め力の強度を何倍にも増強させることができ、同時に、第２の磁石８２の貯蔵エネル
ギー及び第１の磁石８１の貯蔵エネルギーを磁気的に吸引する貯蔵エネルギー磁気的吸引
力を補強・放出することに対応して、強い磁気的吸引力で第２の磁石と第１の磁石とが共
に接続スリーブ内に位置決めされることができるようにし、蝶番１０の羽根１２が所定の
設定位置決め角度におけるある位置決め角度で位置決めされる力の強度が何倍にも増強さ
れるように補助及び強化することができ、第１のばね９１の貯蔵エネルギーの弾力の増強
及び放出を制限・制御し、第１のばね９１の貯蔵エネルギー弾力は固定ロッド３０が備え
る環状凸リング３２Ａに対する押し付け力の大きさ及び押し付けの速度を緩和することが
でき、蝶番１０の羽根１２の自閉速度の速度を制限・制御することができ、前記高密閉ド
ア用角度調節可能な位置決め及び自閉式ヒンジの安全性及び前記ヒンジの使用上の安全性
能を向上することができる。
【００１３】
好ましくは、接続スリーブ５０内に第１のフランジ５１が設けられ、接続スリーブ５０に
おける第１のフランジ５１が接続スリーブ内で、ねじリング４３の環状凹溝４０３に当接
することができることによりため、第１のフランジ５１が接続スリーブ５０内で第１のフ
ランジ５１がねじリングの環状凹溝４０３に嵌合されるようにすることができ、ねじリン
グ４３と、第１のフランジ５１と、接続スリーブ５０とが共に接続スリーブ５０内に固定
接続され、前記ねじリング４３が回転・摺動・移動することができない状態で接続スリー
ブ５０内に固定接続され、前記ねじリング４３に貫通孔が凹設され、且つ前記ねじリング
４３の貫通孔の内環の周方向の前縁にねじリングの内環フランジ４３３が凸設されること
により、前記ねじリングの内環フランジが凸リングの摺動軌道である凹溝内に当接される
ようにし、ねじリングの内環フランジ４３３が固定ロッド３０における凸リング３２の凸
リングの摺動軌道である凹溝３３２に対して結合されることができるようにして、固定ロ
ッドが前記凸リングの摺動軌道である凹溝ねじリングの内環フランジに結合されることが
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でき、スレッドインサートに対して軸線に沿って上下方向へ摺動及び移動する際にや軸方
向及び軸距離の周方向のピッチ寸法が変動しないように固定ロッドを位置決め及び制限す
ることができる。これにより、蝶番１０の羽根１２に結合して予め位置決め角度を設定す
ることができるので、 蝶番１０の羽根１２の位置決め角度を５０°～１８０°に設定す
ることができ、例えば、前記蝶番１０の羽根１２は予め設定された位置決め角度の範囲に
、ストップ角度として９０°を設定する場合、前記蝶番１０の羽根１２が９０℃に予め設
定された位置決め角度における９０℃の位置決め角度まで開かれた時、予め設定された位
置決め角度の範囲にある９０°の位置決め角度に対応する位置に開かれた際に、前記蝶番
１０の羽根１２が軸スリーブにおける接続スリーブ５０内のスレッドインサートを回転さ
せて、固定ロッドに備えられるスクリューの２本以上である６本の直斜度ネジピッチの雄
ねじが、スレッドインサート４０の２本以上である６本の直斜度ネジピッチの雌ねじに対
して軸方向に沿って下へ摺動・移動することができて、スクリューの６本の直斜度ネジピ
ッチの雄ねじがスレッドインサートの６本の直斜度ネジピッチの雌ねじに対して軸方向に
沿って下へ摺動・移動することができ、同時に前記固定ロッドに備えられるスクリュー及
び第１の磁石は、蝶番１０の羽根１２に結合して蝶番１０の羽根１２が所望の９０°に開
かれた所定の角度に対応する位置まで開かれるように下方へ摺動及び移動し、この時、蝶
番１０の羽根１２の所望の所定の角度における９０℃の位置決め角度に対応する。前記蝶
番１０の羽根１２は位置決めストップ機能を備えない。前記蝶番の羽根が予め設定された
位置決め角度における９０°の位置決め角度に位置決めされた場合、栓６０内の調整台を
回転・調整することにより、調整台が栓６０、第２の磁石及びカップ体６１のカップ底に
対応するように結合されて、第２の磁石と第１の磁石との間の間隔を調整及び近づくよう
に調整し、第２の磁石と第１の磁石とは磁気的に吸引して、共に接続スリーブ内に位置決
めされることができ、蝶番１０の羽根１２の所望の所定の角度の間の９０°の所定の角度
位置に対応して、調整台が蝶番１０の羽根１２が所望の所定の角度における９０℃の位置
決め角度の開始点に位置決めされるようにするが、位置決め角度に対応する位置に位置決
めされることができる。また、前記蝶番１０の羽根１２は蝶番の羽根の所定の回転角度の
最大限界点である１８０°の角度位置まで開かれた後解除され、その後、第１のばね９１
は、固定ロッド３０に備えられる環状凸リング３２Ａにより上から下へ第１のばね９１の
貯蔵エネルギー弾力状態を高圧で圧縮して、前記第１のばね９１の貯蔵エネルギー状態に
変化が発生するようにして貯蔵エネルギー弾力を放出するようにし、前記第１のばね９１
の一端の貯蔵エネルギー弾力が環状凸リング３２Ａを強く押し付け、且つ前記第１のばね
９１の他端の貯蔵エネルギー弾力がガスケット８５及カップ体６１の前端の周方向平面を
強く押し付けることにより、蝶番１０の羽根１２が自閉されて栓内の調整台により調整後
の元々の９０°の位置決め角度に対応する位置に戻ることができる。蝶番１０の羽根１２
の角度が栓内の調整台により調整後の元々の９０°の位置決め角度に対応する位置を離れ
て位置決め角度の以下に対応する位置である場合、蝶番１０の羽根１２が自閉機能を実現
することができる。前記ねじリング４３はスレッドインサートの下に位置づけられ位置し
、且つ、前記スクリュー３１はねじリング貫通孔を嵌合・挿通して、さらにスレッドイン
サート４０に螺合される。前記固定ロッドに備えられるねじの末端に凸リングが固定接続
され、前記凸リングに環状凸リング３２Ａが固定接続され、前記環状凸リング３２Ａに接
続ロッドが固定接続される。前記凸リング３２及び環状凸リング３２Ａは固定接続されて
凸リング３２を構成することができる。前記固定ロッド３０に備えられる前記凸リング３
２の外環の側面に凸リングの摺動軌道である凹溝３３２が凹設され、且つ前記ねじリング
の内環の前縁にねじリングの内環フランジ４３３が凸設されることにより、前記ねじリン
グの内環フランジが凸リングの摺動軌道である凹溝内に当接されるようにし、前記凸リン
グの摺動軌道である凹溝３３２にねじリングの内環フランジ４３３が結合されるようにし
て、スレッドインサートに対して軸線に沿って上下方向へ摺動及び移動する時軸方向及び
軸距離のピッチ寸法が変動しないように固定ロッドを位置決め・制限し、蝶番１０の羽根
１２と結合して蝶番の羽根が位置決め角度を予め自在に設定することができるようにする
。前記ねじリング４３は凸リングの摺動軌道である凹溝３３２に結合することにより、ス
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レッドインサートに対して軸線に沿って上下方向へ摺動及び移動する時軸方向及び軸距離
のピッチ寸法が変動しないように固定ロッドを位置決め・制限し、蝶番の羽根に結合して
蝶番の羽根が予め自在に位置決め角度を設定することができるようにし、 蝶番１０の羽
根１２が予め設定された位置決め角度における所望の位置決め角度に位置決めされること
ができるようにする。接続スリーブ５０内に第３のフランジ５３が設けられ、第３のフラ
ンジ５３は接続スリーブ５０内で第１の軸受の環状凹溝５３０に当接することができるこ
とにより、第３のフランジ５３が接続スリーブ５０内で第１の軸受の環状凹溝５３０に嵌
合されるようにし、第１の軸受４４及び第３のフランジ５３が接続スリーブ内に上下方向
に移動できないように固定接続され（接続スリーブ内に第３のフランジ５３が設けられ、
第３のフランジ５３が接続スリーブ５０内で第１の軸受の環状凹溝５３０に嵌合されるこ
とができることで、第１の軸受４４の軸方向への移動を限制することができる）、前記ス
レッドインサート４０に備えられる細ロッド４２は第１の軸受４４の貫通孔を嵌合・挿通
し、前記固定ロッド３０に備えられる接続ロッド３３と、第１のばねと、接続スリーブと
の間にも第２の軸受３４が設けられ、前記第２の軸受３４は蝶番１０の羽根１２の開閉時
の回転がより円滑になるように補助する。前記第１のばね９１が接続ロッド３３に嵌合さ
れ、且つ第２の軸受３４とカップ体６１の前端面のガスケット８５との間に配置されて両
者に当接される。接続スリーブ５０内に第２のフランジ５２が設けられ、第２のフランジ
５２が接続スリーブ５０内で栓６０の環状凹溝５２０内に当接することができることによ
り、第２のフランジ５２が接続スリーブ５０内で栓６０の環状凹溝５２０に嵌合されるこ
とができ、栓６０と、第２のフランジ５２とが接続スリーブ内で相対的に摺動及び移動が
できないように固定接続され、且つ、軸スリーブ２１内に接続スリーブから突出する前記
栓６０の部分が固定接続されている。前記第１の磁石底部に凸リング縁部８１１が凸設さ
れ、前記第１の磁石にガスケット８５が外嵌され、前記ガスケット８５はカップ体６１の
前端面に当接し、前記第１のばねはガスケット８５と第２の軸受３４との間に配置されて
両者に当接される。前記ねじリングの内環フランジ４３３は摺接摺動スリーブ３３３に嵌
合されることにより、摺動スリーブ３３３が嵌合されているねじリング内環フランジ４３
３が凸リングの摺動軌道である凹溝３３２内に当接することができ、摺動スリーブ３３３
が嵌合されているねじリングの内環フランジ４３３は固定ロッド３０に備えられる凸リン
グの摺動軌道である凹溝３３２に結合されることができて、固定ロッドはスレッドインサ
ートに対して軸線に沿って上下方向へ摺動及び移動する時により円滑に運動するように補
助して蝶番の羽根の開閉をさらにスムーズになる。
【００１４】
前記ねじリング４３はスレッドインサートの下に位置し、且つ前記スクリュー３１はねじ
リング４３を挿通してさらにスレッドインサート４０に螺合されることで、前記ねじリン
グ４３により、前記スクリュー３１がスレッドインサート４０に対して回転摺動及び移動
しないように限制することができる。形成されるピッチ寸法係数は、固定ロッドがスレッ
ドインサートに対して軸線に沿って上下方向へ摺動及び移動する時に軸方向及び軸間隔の
ピッチ寸法が変動しないように位置決め及び制限することができる。蝶番の羽根と結合し
て蝶番の羽根が位置決め角度を自在に設定することができ、また、蝶番の羽根と対応して
所定の角度の間の位置決め角度における所望の所定の角度における位置決め角度に位置決
めされることができる。
【００１５】
第１のねじ８３と、第２のねじ８４と、固定接続用ねじ９８とを更に含み、前記第１のね
じ８３及び第２のねじ８４は、いずれもロッド部及び末端に位置するねじ部８３１、８４
１を有する。前記第１のねじ８３のロッド部は、第１の磁石８１の内環貫通孔を挿通し、
且つねじ部８３１は固定ロッド３０の接続ロッド３３のねじ貫通孔に螺合されることで、
前記第１のねじ８３のスクリューヘッド８３２が第１の磁石８１の内環貫通孔段差部８０
に支持されるようにし、また、第１の磁石８１と接続ロッド３３とが共に固定接続されて
、第１の磁石８１が固定ロッド３０と共に上下方向へ摺動及び移動するようにし、また、
第１の磁石が第１のねじから離脱しないように制御することができて、栓６０内の調整台
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７０と結合して、前記調整台７０は回転を調整することにより、栓６０、第２の磁石８２
及びカップ体６１のカップ底に対応するように結合されて、第２の磁石８２及び第１の磁
石８１との間の間隔を調整及び近づくように調整し、調整台が蝶番の羽根に対応して蝶番
の羽根が予め設定された位置決め角度における所望の位置決め角度に位置決めされるよう
に調整することができる。前記第２のねじ８４のロッド部は、第２の磁石８２の内環貫通
孔を挿通し、且つねじ部８４１は調整台７０の末端面のねじ貫通孔に螺合されることで、
前記第２のねじ８４のスクリューヘッド８４２が第２の磁石８２の内環貫通孔の段差部８
２に支持されるようにすることにより、第２の磁石８２と、第２のねじ８４と、調整台７
０とが共に接続され、第２の磁石８２が第２のねじ８４から離脱しないように制御するこ
とができ、第２の磁石８２が栓６０と、調整台７０及びカップ体６１のカップ底６１に結
合して、前記調整台７０が回転を調整することにより、栓６０と第２の磁石８２及びカッ
プ体６１のカップ底に対応するように結合されて、第２の磁石８２と第１の磁石８１との
間の間隔を調整することができる。
第２の磁石と第１の磁石とは磁気的に吸引し共に接続スリーブ内に位置決めされることが
できることにより、調整台が蝶番の羽根を調整することに対応して蝶番の羽根が予め設定
された位置決め角度における所望の位置決め角度に位置決めされるようにすることができ
る。前記固定接続用ねじ９８は軸スリーブ２１のねじ貫通孔に螺進・挿通され、栓６０に
螺進され、調整台７０に係合することにより、調整台７０をロッキング・固定することが
できるが、この時、軸スリーブ２１及び栓６０と結合して調整台７０をロッキング・固定
する必要がなく、前記調整台７０は回転を調整することにより、栓６０、第２の磁石８２
及びカップ体６１のカップ底に対応するように結合されて、第２の磁石８２と第１の磁石
８１との間の間隔を調整及び近づくように調整し、第２の磁石と第１の磁石とは磁気的に
吸引して共に接続スリーブ内に位置決めされることができて、蝶番の羽根が予め設定され
た位置決め角度における、所望の予め設定された位置決め角度の間のある位置決め角度に
位置決めされた後、さらに、待機中の固定接続用ねじ９８を介して調整台の緩みを防止す
るように調整台をロンキング・固定する。前記固定接続用のねじ９８は軸スリーブ１１を
挿通し、且つ回転リング４１を挿通してスレッドインサートに備えられる細ロッド４２に
固定接続されていることにより、軸スリーブ１１と、回転リング４１と、細ロッド４２と
が共に固定接続され、それにより、蝶番１０の羽根１２が開かれる時スレッドインサート
４０を回転させ、スクリュー３１がスレッドインサート４０に対して軸線に沿って上下方
向へ摺動及び移動を行うことができるようにする。
【００１６】
　　一具体的な構造において、前記調整台７０は第３のねじであり、前記第３のねじは栓
の突出部分に螺合・挿通して且つカップ体のカップ底に当接され、第３のねじは回転を調
整することにより、栓、第２の磁石及びカップ体のカップ底に対応するように結合されて
、第２の磁石と第１の磁石との間の間隔を調整することができ、第２の磁石と第１の磁石
とは磁気的に吸引して共に接続スリーブ内に位置決めされることができ、調整台は蝶番１
０の羽根１２が予め設定された位置決め角度における所望の位置決め角度に位置決めされ
るように対応して調節することができる。前記第２のねじ８４のねじ部８４１は栓６０の
調整台の７０末端面内に螺合されることが好ましい。前記第２のばね及び第２の磁石は、
いずれも完全にカップ体の中に位置し、前記第１の磁石の下部にカップ体がマッチングし
て摺動接続される。前記スクリューは、スレッドインサート及びねじリングにより、前記
スクリューの雄ねじがスレッドインサートの雌ねじとマッチングするように制御されて、
ねじリングの内環フランジ４３３が固定ロッド３０が備える凸リング３２の摺動軌道であ
る凹溝３３２に結合されるようにすることができ、その間で所定の固定角及びピッチを発
生する下方及び上方への摺動及び移動は、スレッドインサートに対して軸線に沿って上下
方向へ摺動及び移動する時軸方向及び軸距離のピッチ寸法が変動しないように固定ロッド
を位置決め・制限することができる。蝶番の羽根の位置決め角度を予め自在に設定するこ
とができる。前記第１のばね９１と第２のばね９２は、蝶番１０の羽根１２が１２５°の
角度位置に開かれたあと解除されるようにし、同時に、蝶番１０の羽根１２が予め設定さ
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れた位置決め角度である５０°～１８０℃の間の９０°を超えるの所定の角度位置に開か
れるようにし、第１のばね９１は、固定ロッド３０に備えられる環状凸リング３２Ａによ
り上から下へ第１のばね９１の貯蔵エネルギー弾力状態を高圧で圧縮して、前記第１のば
ね９１の貯蔵エネルギー状態に変化が発生するようにして、貯蔵エネルギー弾力を放出す
るようにし、前記第１のばね９１の一端の貯蔵エネルギー弾力が環状凸リング３２Ａを強
く押し付け、且つ前記第１のばね９１の他端の貯蔵エネルギー弾力がガスケット８５及カ
ップ体６１の前端の周方向平面を強く押し付け、 第２のばね９２は、固定ロッド３０に
備えられる環状凸リング３２Ａは第１の磁石８１と第２の磁石８２と結合して上から下へ
第２のばね９２の貯蔵エネルギー弾力状態を高圧で圧縮して、前記第２のばね９２の貯蔵
エネルギー状態に変化が発生するようにして、貯蔵エネルギー弾力を放出するようにし、
前記第２のばね９２の一端の貯蔵エネルギー弾力が第２の磁石８２を強く押し付け、且つ
前記第２のばね９２の他端の貯蔵エネルギー弾力がカップ体６１のカップ底を強く押し付
け、 第１のばね９１及び第２のばね９２により蝶番１０の羽根１２を戻して閉鎖するこ
とができ、第１のばね９１及び第２のばね９２により、蝶番１０の羽根１２が予め設定さ
れた位置決め角度である９０°に対応する位置に復位されて位置決めされることができる
。
【００１７】
実施例２
実施例１との相違点は、図２９～図３３によれば、前記固定台の固定板の下部に凸台が凸
設され、前記凸台は、固定板の半分ほどを占める。前記蝶番軸スリーブは凸台の上に位置
する。前記蝶番１０は、軸スリーブ１１と、軸スリーブ１１外に固定接続されている羽根
１２とを含み、前記固定台２０は、固定板２５と、垂直底板２２と、垂直底板２２上に固
定接続されている凸台２３とを含み、前記凸台２３の垂直底板２２の端面に軸スリーブ２
１が凹設される。前記接続スリーブ５０は、軸スリーブ１１と凸台２３の軸スリーブ内２
１との間に接続され、前記軸スリーブ１１と軸スリーブ２１とが並設されることにより、
蝶番１０の羽根１２が、固定台２０及び凸台２３が備える軸スリーブ２１に対して回転す
ることができ、ヒンジが高密閉凸ドア用ヒンジ及び高密閉平ドア用ヒンジを構成すること
ができるようにする。前記スレッドインサート４０は、回転可能且つ摺動不能、移動可能
に軸スリーブ１１の接続スリーブ５０内に接続され、前記蝶番１０の軸スリーブ１１にお
ける回転リング４１は、スレッドインサート４０の細ロッド４２の接続スリーブ５０外に
突出される部分に固定接続され、前記スレッドインサート４０の上部に細ロッド４２が凸
設され、前記スレッドインサート４０が備える細ロッド４２は、第１の軸受４４の貫通孔
と、回転リング４１の貫通孔とを回転可能に挿通することができ、前記回転リング４１は
軸スリーブ１１内の上部に位置し、固定接続用のねじ９８を介して軸スリーブ１１のねじ
貫通孔に螺進・挿通され、且つ回転リング４１を挿通して細ロッドに固定接続されること
により、軸スリーブ１１と、回転リング４１と、細ロッドとが共に固定接続されることが
できるため、それにより、固定ロッドスレッドインサートに対して軸線に沿って上下方向
へ摺動及び移動する時軸方向及び周方向の間隔を位置決め・制限することができ、さらに
、前記回転リング４１と右軸スリーブ２１はスレッドインサートの軸方向移動を制限及び
制御することができ、蝶番の羽根が位置決め角度を予め自在に設定することができるよう
にする。接続スリーブ５０内に第２のフランジ５２が設けられ、栓６０の外環周方向の環
状凹溝５２０が第２のフランジ５２及び接続スリーブ５０に結合されることにより、栓６
０と、第２のフランジ５２と、接続スリーブ５０とが共に接続スリーブ５０内に固定接続
されるようにする。前記栓６０の接続スリーブ５０外に突出される部分は固定接続用ねじ
９８を介して軸スリーブ２１のねじ貫通孔に螺進・挿通され、栓６０に螺進されて、調整
台７０に係合することにより、調整台７０をロッキング・固定することができるが、この
時、固定接続用ねじ９８は軸スリーブ２１及び栓６０と結合して調整台７０をロッキング
・固定する必要がなく、前記調整台７０は回転を調整することにより、栓６０と、第２の
磁石８２及びカップ体６１のカップ底に対応するように結合されて、第２の磁石８２及び
第１の磁石８１との間の間隔を調整することができ、第２の磁石と第１の磁石とが磁気的
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に吸引して、共に接続スリーブ内に位置決めされることができるようにし、蝶番の羽根が
所定の角度内で所望の所定の角度におけるある位置決め角度に位置決めするように対応し
て調整し、その後、待機中の固定接続用ねじ９８を介して調整台の緩みを防止するように
前記調整台７０をロッキング・固定する。前記スレッドインサートと栓との間は離隔され
、前記接続スリーブ内のスレッドインサートと栓との間に固定ロッド３０と、ねじリング
４３と、第１の磁石８１と、第２の磁石８２と、カップ体６１と、ガスケット８５と、第
１のばね９１と、第２のばね９２とが設けられ、前記固定ロッド３０にスクリュー３１を
備え、前記第１の磁石８１と第２の磁石８２とは互いに磁気的に吸引する。スライドする
前記凸リング３２は凸リング３２であり、前記接続スリーブ５０は中心スリーブ５０であ
る。
【００１８】
実施例３
実施例１との相違点は、図３４を参照して、高密閉ドア用角度調節可能な位置決め及び自
閉式ヒンジは、蝶番と、固定台と、固定ロッドと、スレッドインサートとを含み、前記ス
レッドインサート４０が備える細ロッド４２が固定ロッド３０及び固定台２０に対して回
転することができる。固定接続用ねじ９８を介して前記細ロッド４２が高密閉ドア用の蝶
番に固定接続されるので、前記細ロッド４２が羽根１２を構成する。前記軸スリーブ１１
は接続スリーブ５０を構成し、前記蝶番は固定台に対して回転することができ、前記固定
ロッドはスクリューを備える。栓及び調整台を更に含み、前記スレッドインサートは回転
することができるが、移動することができない状態で軸スリーブの一端内に接続され、前
記ねじリング４３は固定接続用ねじ９８を介して軸スリーブ１１のねじ貫通孔に固定接続
され、前記ねじリング４３はスレッドインサート４０を支持することができることにより
、スレッドインサート４０が下へ落ちることを防止し、且つ、前記栓は軸スリーブの他端
に固定接続される。前記スレッドインサートと栓との間は離隔され、前記軸スリーブ内の
スレッドインサートと栓との間に固定ロッドと、ねじリング４３と、第１の磁石と、第２
の磁石と、カップ体と、ガスケットと、第１のばねと、第２のばねとが設けられ、前記固
定ロッドのスクリューはスレッドインサートに螺合され、前記第１のばねは固定ロッドと
カップ体の前端面とガスケットとの間に配置されて両者に当接し、前記第１の磁石は固定
ロッドと共に摺動・移動することができ、前記第２のばねの一端はカップ体のカップ底及
び栓に当接し、前記第２のばねの他端は第２の磁石に当接しれ、前記第２の磁石は栓に対
して移動することができ、前記第１の磁石と第２の磁石とは互いに磁気的に吸引し、調整
台は回転を調整することにより、第２の磁石、栓及びカップ体６１のカップ底に対応する
ように結合することができ、第２の磁石と栓との間のピッチ寸法位置を調整することがで
き、前記調整台は回転を調整することにより、第２の磁石、栓及びカップ体６１のカップ
底に対応するように結合することができ、第２の磁石と第１の磁石との間隔を調整するこ
とができることにより、第２の磁石と第１の磁石が互いに吸引して接続スリーブ内に共に
位置決めされることができ、前記調整台が蝶番の羽根が予め設定された位置決め角度にお
ける所望の位置決め角度に位置決めされることができるように調整することができる。
【００１９】
接続スリーブ５０内に移動できるように設けられるカップ体６１を更に含み、前記第２の
ばね９２はカップ体６１のカップ底と第２の磁石８２との間に配置されて両者に当接し、
前記調整台はカップ底と栓との間のピッチを調整するようにカップ体６１のカップ底と栓
６０とを接続し、調整する、カップ底と栓との間のピッチを調整することにより、栓と第
２の磁石との間のピッチを調整及び近づくように調整することができ、第２の磁石と第１
の磁石との間のピッチを調整及び近づくように調整することができて、前記調整台が蝶番
１０の羽根１２が予め設定された位置決め角度における所望の位置決め角度に位置決めさ
れることができるように調整することができる。
【００２０】
固定接続用ねじ９８を介して（ここで、細ロッド４２は、蝶番１０の羽根１２である）高
密閉ドア用蝶番に細ロッド４２が固定接続され、スレッドインサートに対して軸線に沿っ
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て上下方向へ回転、摺動及び移動する時軸方向及び周方向の間隔が変動しないように固定
ロッドを位置決め・制限することができ、蝶番１０の軸スリーブ１１内のスクリュー３１
とスレッドインサート４０との結合により相対的に回転することができ、固定接続用ねじ
９８を介して接続スリーブ５０を挿通し、ねじリング４３に螺進・係合されることにより
、ねじリング４３が摺動できない状態で接続スリーブ５０内に固定接続され、前記ねじリ
ング４３はスレッドインサートの下に位置し、且つ前記スクリュー３１はねじリング４３
を挿通してさらにスレッドインサート４０に螺合される。且つ、前記ねじリング４３の貫
通孔の内環の周方向の前縁にねじリングの内環フランジ４３３が凸設され、前記固定ロッ
ド３０が備える凸リング３２に凸リングの摺動軌道である凹溝３３２が凹設されて、前記
ねじリングの内環フランジが凸リングの摺動軌道である凹溝内に当接することができ、前
記固定ロッド３０が備える前記凸リング３２の摺動軌道である凹溝３３２に前記ねじリン
グの内環フランジ４３３が結合されることができ、スレッドインサートに対して軸線に沿
って上下方向へ摺動及び移動する時軸方向及び軸距離のピッチ寸法が変動しないように固
定ロッドを位置決め・制限することができ、前記蝶番の羽根が９０°に対応する位置まで
開かれた際に、接続スリーブにおけるスレッドインサートを回転させることができ、固定
ロッドに備えられるスクリューの２本以上である６本の直斜度ネジピッチの雄ねじがスレ
ッドインサートの２本以上である６本の直斜度ネジピッチの雌ねじに対して軸方向に沿っ
て下へ摺動・移動することができ、スクリューの６本の直斜度ネジピッチの雄ねじがスレ
ッドインサートの６本の直斜度ネジピッチの雌ねじに対して軸方向に沿って下へ摺動・移
動することができ、同時に前記固定ロッドに備えられるスクリュー及び第１の磁石が蝶番
１０の羽根１２に結合して蝶番１０の羽根１２を９０°の位置決め角度に対応する位置ま
で開かれるように下へ移動する。この時、前記蝶番の羽根は位置決め機能を備えない。前
記蝶番の羽根が９０°の予め設定された角度に位置決めするために、栓６０内の調整台を
回転・調整することにより、栓６０、第２の磁石及びカップ体６１のカップ底に対応する
ように結合されて、第２の磁石と第１の磁石との間の間隔を調整及び近づくように調整し
、第２の磁石と第１の磁石とが磁気的に吸引して、共に接続スリーブ内に位置決めするこ
とができ、蝶番１０の羽根１２自身を要求の位置決め角度に対応する位置に位置決めする
ことができ、前記蝶番の羽根の角度が予め設定した９０°位置決め角度の以下に対応する
位置の場合、蝶番の羽根が自閉機能を実現することができる。
【００２１】
実施例５
実施例１との相違点は、図３６～図４３を参照すれば、一具体的構造において、前記固定
ロッドに備えられるスクリューの末端にも固定接続されているスライドする凸リング３２
を備え、スライドする前記凸リング３２も固定接続されている環状凸リング３２Ａを備え
、前記環状凸リング３２Ａも固定接続されている接続ロッド３３を備え、前記スクリュー
３１にスクリュープルリング３１１が固定接続され、フックロッド３１３の寸法が回転リ
ング４１の貫通孔にマッチングし、且つ細ロッド４２の上端に平らとなるように設けられ
、前記スレッドインサート４０及びスレッドインサート４０が備える細ロッド４２に、引
張ばねを設けるための貫通孔３１５が設けられ、引張ばね３１８の両端に前フック３２８
と、後フック３３８とが固定接続され、前記引張ばね３１８が備える前フック３２８はフ
ックロッド３１３に掛けられ、前記引張ばね３１８が備える後フック３３８はスクリュー
プルリング３１１に掛けられることにより、前記引張ばね３１８により固定ロッドに備え
られるスクリュー３１がスレッドインサートに対して軸線に沿って上下方向へ摺動及び移
動する際の間隔が変動しないように制御することができる。前記第２のばね９２は固定ロ
ッド３０が備える環状凸リング３２Ａと、ばねガスケット９３と、第１の磁石８１との間
に位置する。摺動スリーブ３３３が嵌合されるねじリング内環フランジ４３３は凸リング
の摺動軌道である凹溝３３２内に当接することができ、摺動スリーブ３３３が嵌合される
ねじリングの内環フランジ４３３が、固定ロッド３０が備える凸リングの摺動軌道である
凹溝３３２に結合されることができ、固定ロッドがスレッドインサートに対して軸線に沿
って上下方向へ摺動及び移動する際や、蝶番の羽根の開閉がさらに円滑になるように補助
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することができる。前記固定ロッドに備えられるスクリューの末端に凸リング３２が固定
接続され、前記凸リング３２に環状凸リング３２Ａが固定接続され、且つ前記環状凸リン
グ３２Ａに接続ロッド３３が固定接続され、前記凸リング３２と環状凸リング３２Ａは共
に固定接続されて凸リング３２を構成し、前記環状凸リング３２Ａの外環の周方向に環状
凹溝３２１が凹設され、且つ前記環状凸リング３２Ａの環状凹溝３２１にリングシール３
２２が嵌合され、且つ前記リングシール３２２が接続スリーブ５０内に封止的に当接する
ように環状取り付け溝３２１の外に突出される。軸スリーブ１１におけるスクリューがス
レッドインサートに対して軸線に沿って上下方向へ摺動及び移動する時軸方向及び周方向
への摺動及び移動ピッチが揺れないように安定するように補助し、前記気密性のあるリン
グシールも第２の磁石と第１の磁石との磁気的吸引力を増加・補強する機能を有するため
、強い磁気的吸引力で第２の磁石と第１の磁石と共に接続スリーブ内に位置決めすること
ができ、蝶番の羽根が予め設定された角度に位置決めされる能力を更に向上することがで
きる。前記羽根の位置決め角度の調整を補助するガスケット６１６がカップ体６１のカッ
プ底を構成し、且つ前記カップ体６１のカップ底は、ガスケット８５に相当することがで
きる。前記第１の磁石ケース８１１は固定接続用ねじ９８を介して第１の磁石ケース８１
１の側面の周方向貫通孔を挿通し、第１の磁石８１に螺進・係合され、これにより、第１
の磁石ケース８１１と第１の磁石８とが共に固定接続されている。また、エポキシ樹脂ま
たは他の樹脂からなる粘着剤を介して、第１の磁石８１と第１の磁石ケース８１とが共に
固定接続されるようにすることもできる。前記第１のねじ８３が第１の磁石ケース８１１
の貫通孔及びゴム柱９２２を挿通して、さらに環状凸リング３２Ａに螺合・係合されるこ
とにより、第１の磁石ケース８１１と、第１の磁石８１と、ゴム柱９２２及び環状凸リン
グ３２Ａとが共に接続されるようにする。前記第２の磁石ケース８２２は固定接続用ねじ
９８を介して第２の磁石ケース８２２の側面の周方向貫通孔を挿通し、第２の磁石８２に
螺合・係合されることにより、第２の磁石ケース８２２と第２の磁石８２とが共に固定接
続されるようにする。また、エポキシ樹脂または他の樹脂からなる粘着剤を介して、第２
の磁石８２と第２の磁石ケース８２２とが共に固定接続されている。前記調整台７０は第
２の磁石ケース８２２に螺合・係合されることにより、第２の磁石ケース８２２と調整台
７０とが共に固定接続されている。調整台７０を回転・調整することにより、栓６０、第
２の磁石８２及び第２の磁石ケース８２２に結合して、第２の磁石８２と第１の磁石８１
との間の間隔を調整及び近づくように調整し、蝶番の羽根が予め設定された角度の位置に
位置決めされるように調整することができる。
【００２２】
前記ゴム柱９２２は、蝶番１０の羽根１２が１２５°に開かれた角度に開かれるようにす
ることができ、蝶番１０の羽根１２が予め設定された位置決め角度である５０°～１８０
℃の間の９０°を超える所定の角度位置に開かれるようにし、前記ゴム柱９２２は、固定
ロッド３０に備えられる環状凸リング３２Ａに第１の磁石ケース８１１を結合して上から
下へ前記ゴム柱９２２の貯蔵エネルギー弾力状態を高圧で圧縮して、前記ゴム柱９２２の
貯蔵エネルギー状態に変化が発生するようにして、前記ゴム柱９２２の貯蔵エネルギー弾
力を開放するようにし、前記ゴム柱９２２の一端の貯蔵エネルギー弾力が環状凸リング３
２Ａを強く押し付け、且つ前記ゴム柱９２２の他端の貯蔵エネルギー弾力が第１の磁石ケ
ース８１１を強く押し付け、前記ゴム柱９２２は蝶番１０の羽根１２戻って閉じられるよ
うにしてゴム柱９２２が蝶番１０の羽根１２が９０°の所定の角度位置に復位して位置決
められることができるようにする。
【００２３】
以上の内容は、本発明の好ましい実施例を例示として示すに過ぎないので、本発明の保護
範囲を限定するものと理解されるべきではない。即ち、本発明の請求の範囲及び明細書に
基づいて作成した同等物及び変更は、本発明の保護範囲に属するべきである。
【産業上の利用可能性】
【００２４】
本発明の高密閉ドア用角度調節可能な位置決め及び自閉式ヒンジは、従来の昇降蝶番装置
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が上軸スリーブ及び下軸スリーブを直接利用して接続を実現する際に、実用性が低下し、
ガス漏れの可能性があるという課題を克服することができ、蝶番の羽根が所定の角度の間
における何れの位置決め角度の開始点で自己位置決めすることができるようにし、及び何
れの所定の角度位置で蝶番が自己位置決め可能な位置が開始点以下に対応する位置である
場合、蝶番の羽根が自閉機能を実現することができるようにして、幅広い応用展望及び良
好な産業上の実用性を有する。
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