
JP 5622786 B2 2014.11.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラスドア用の自動復帰装置であって、
　地面に固定される固定台座と、
　一端が前記固定台座に連結される軸部、及び、前記軸部に設けられる偏心カムを有する
固定軸と、
　前記ガラスドアを挟持させて固定させ、油溜め空間、及び前記油溜め空間に連通し且つ
前記固定軸を貫設させる軸穴を有し、前記ガラスドアの開閉動作に合わせて前記固定軸ま
わりに枢動する挟持部と、
　前記挟持部の前記油溜め空間内に設けられると共に前記固定軸の前記偏心カムに当接さ
せられ、前記挟持部が枢動を行うとき前記固定軸の前記偏心カムに当接することにより作
動させられ、作動油を圧迫させて前記ガラスドアの開閉動作の抵抗力を発生させるピスト
ン部材と、
　を備え、
　前記固定台座は、固定板、複数の調整部材、及び調整板で構成され、
　前記固定板は、収容溝、および、地面より上に位置する外周面から前記収容溝まで連通
する複数の調整孔を有し、
　各前記調整部材は、前記調整孔内を移動できるように設けられ、
　前記調整板は、前記固定板の前記収容溝内に設けられると共に前記固定軸に連結され、
前記調整部材の当接を受けて前記固定板に対し動作することを特徴とするガラスドア用の
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自動復帰装置。
【請求項２】
　前記固定台座は、前記固定板の両端にそれぞれ接合される２枚の端板を更に有すること
を特徴とする請求項１に記載のガラスドア用の自動復帰装置。
【請求項３】
　前記固定板は、複数のボルトにより地面に固定されることを特徴とする請求項１に記載
のガラスドア用の自動復帰装置。
【請求項４】
　前記挟持部は、挟持台座及び２つの蓋体を有し、
　前記挟持台座は、前記軸穴を有し、
　２つの前記蓋体は、前記挟持台座の両端に設けられると共に前記油溜め空間を閉鎖させ
ることを特徴とする請求項１に記載のガラスドア用の自動復帰装置。
【請求項５】
　前記挟持部は、２つの帯金及び複数の当接部材を更に有し、
　前記挟持台座は、嵌め溝部及び複数の貫通孔を有し、
　前記嵌め溝部は、前記ガラスドアの嵌設に用いられ、
　各前記貫通孔は、前記嵌め溝部に連通され、
　２つの前記帯金は、前記嵌め溝部内で対向するように設けられると共に前記ガラスドア
に貼着され、
　前記当接部材は、前記挟持台座の貫通孔内にそれぞれ設けられると共に２つの前記帯金
に当接され、２つの前記帯金を前記ガラスドアに押圧することを特徴とする請求項４に記
載のガラスドア用の自動復帰装置。
【請求項６】
　前記挟持部は、前記挟持台座の対向する両側に設けられる２枚の装飾板を更に有するこ
とを特徴とする請求項４に記載のガラスドア用の自動復帰装置。
【請求項７】
　２つの調整バルブを更に備え、
　前記油溜め空間は、空洞、油通路、及び、互いに間隔を置く２つのバルブ孔で構成され
、
　前記空洞は、前記ピストン部材を内設させると共に前記軸穴に連通され、
　前記油通路は、前記空洞に連通され、
　各前記バルブ孔は、前記空洞及び前記油通路に連通させられて前記調整バルブの設置に
用いられることを特徴とする請求項１に記載のガラスドア用の自動復帰装置。
【請求項８】
　前記ピストン部材は、ピストン、固定ブロック、及び、少なくとも１つの弾性部材を有
し、
　前記ピストンは、前記固定軸の前記軸部が貫設する溝孔を有し、
　前記固定ブロックは、前記ピストンに設けられると共に前記固定軸の前記偏心カムに当
接され、
　前記弾性部材は、両端が前記ピストン及び前記挟持部にそれぞれ当接することを特徴と
する請求項１に記載のガラスドア用の自動復帰装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガラスドア用の自動復帰装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガラスドアは重量があるため、ガラスドアに設置する一般的なヒンジを一定時間使用す
ると、ヒンジの回転軸が徐々に不安定になり、ガラスドアが下へずれてしまい、ガラスド
アが開閉時に地面に接触しやすくなり、ガラスドアが破損する可能性がある。このため、
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現在多くのガラスドアで使用されるのはフロアヒンジである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２７０５１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のフロアヒンジは、低故障率及び高支持力という長所を有し、且つ開き角度及び自
動復帰速度を調整できるが、設置時にヒンジの寸法に合わせて地面に凹型溝を設け、ヒン
ジを凹型溝内に埋設して固定した後、通常は一日か二日置いた後にガラスドアの設置が可
能となるため、設置には相当に手間がかかる。
【０００５】
　本発明は、上述の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、設置が容易であり、且
つドアの開閉時に適度な抵抗力によりガラスドアの開閉の衝撃を減少させることができる
ガラスドア用の自動復帰装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係るガラスドア用の自動復帰装置は、固定台座と、固定軸と、挟持部と、ピス
トン部材とを備える。固定台座は地面に固定される。固定軸は、一端が固定台座に連結さ
れる軸部、及び、軸部に設けられる偏心カムを有する。挟持部は、ガラスドアを挟持させ
て固定させ、油溜め空間、及び油溜め空間に連通し且つ固定軸を貫設させる軸穴を有し、
ガラスドアの開閉動作に合わせて固定軸まわりに枢動する。ピストン部材は、挟持部の油
溜め空間内に設けられると共に固定軸の偏心カムに当接し、挟持部が枢動を行うとき固定
軸の偏心カムに当接することにより作動させられ、作動油を圧迫させてガラスドアの開閉
動作の抵抗力を発生させる。
【０００７】
　固定台座は、固定板、複数の調整部材、及び調整板で構成される。固定板は、収容溝と
、外周面から収容溝まで連通する複数の調整孔を有する。各調整部材は、調整孔に螺設す
るように設けられ、調整板は、固定板の収容溝内に設けられると共に固定軸に連結される
。これにより、調整板は、調整部材の当接を受けて固定板に対し偏向、前後移動或いは左
右移動させられ、ガラスドアの偏位を調整し、ガラスドアを確実に閉じさせることができ
る。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、設置が容易であり、ガラスドアの開閉時に適度な抵抗力によりガラス
ドアの開閉の衝撃を減少させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態による自動復帰装置がガラスドアに設置された状態を示す斜
視図である。
【図２】本発明の一実施形態による自動復帰装置の分解斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態による自動復帰装置の部分的な分解斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態による自動復帰装置の挟持部及びピストン部材の断面図であ
る。
【図５Ａ】本発明の一実施形態による自動復帰装置の部分的な断面図であり、ガラスドア
を開け始める直前の状態を示す図である。
【図５Ｂ】本発明の一実施形態による自動復帰装置の部分的な断面図であり、ガラスドア
の開動作時にピストンが作動油を圧迫させる作動を示す図である。
【図５Ｃ】本発明の一実施形態による自動復帰装置の部分的な断面図であり、ガラスドア
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の閉動作途中にピストンが作動油を圧迫させる作動を示す図である。
【図５Ｄ】本発明の一実施形態による自動復帰装置の部分的な断面図であり、ガラスドア
の閉動作の終盤にピストンが作動油を圧迫させる作動を示す図である。
【図６Ａ】本発明の一実施形態による自動復帰装置の固定台座の上面図であり、ガラスド
アに対し偏位の調整を行う状態である。
【図６Ｂ】本発明の一実施形態による自動復帰装置の固定台座の上面図であり、ガラスド
アに対し偏位の調整を行う状態である。
【図６Ｃ】本発明の一実施形態による自動復帰装置の固定台座の上面図であり、ガラスド
アに対し偏位の調整を行う状態である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明による一実施形態を図面に基づいて説明する
（一実施形態）
　本発明の一実施形態によるガラスドア用の自動復帰装置を図１～図４に示す。図１～図
４に示すように、自動復帰装置１０は、固定台座２０、固定軸３０、挟持部４０、及びピ
ストン部材５０を備える。
【００１１】
　図２に示すように、固定台座２０は、固定板２１、複数の調整部材２２ａ、複数の調整
部材２２ｂ、調整板２３、及び２枚の端板２４から構成される。固定板２１は、中央に収
容溝２１２を有すると共に、収容溝２１２の左右両側に２つの固定孔２１４をそれぞれ有
する。固定孔２１４は、ボルト２５の貫設に用いられる。固定板２１は、ボルト２５によ
り地面に固定される。このほか、固定板２１は、外周面から収容溝２１２まで連通する複
数の螺旋状の調整孔２１６を有する。調整孔２１６には、調整部材２２ａ及び調整部材２
２ｂが螺設される。調整板２３は、固定板２１の収容溝２１２内に設けられ、調整部材２
２からの押圧力を受けて固定板２１に対し前後移動或いは左右移動させられる。調整板２
３は、中央に挿入孔２３２を有する。２枚の端板２４は、固定板２１の両端にそれぞれ接
合されるが、実際の需要によっては設置しなくてもよい。
【００１２】
　図３に示すように、固定軸３０は、軸部３２、及び軸部３２に設けられる偏心カム３４
を有する。軸部３２の下端は、固定台座２０の調整板２３の挿入孔２３２内に挿入されて
固定される。軸部３２の上端部と下端部とには、軸受３６が設置される。
【００１３】
　図２～図４に示すように、挟持部４０は、挟持台座４１、２つの蓋体４２、２つの帯金
４３、及び複数の当接部材４４を有する。挟持台座４１は、ガラスドア１２を嵌設させる
嵌め溝部４１２を有する。実際の需要によって嵌め溝部４１２内にはトリムストリップ４
５を設置させてもよく、また挟持台座４１の両側面には複数の螺旋状の貫通孔４１４をそ
れぞれ開設させて嵌め溝部４１２と連通させ、実際の需要に応じて装飾板４６をそれぞれ
増設させてもよい。
【００１４】
　図３及び図４に示すように、挟持台座４１は、内部に油溜め空間４７を有する。油溜め
空間４７は、空洞４７２、油通路４７４、及び互いに間隔を置く２つのバルブ孔４７６及
びバルブ孔４７８に区分される。図５Ａに示すように、油通路４７４は空洞４７２に連通
し、バルブ孔４７６及びバルブ孔４７８は空洞４７２及び油通路４７４に連通する。バル
ブ孔４７６には調整バルブ４８が設置され、バルブ孔４７８には調整バルブ４９が設置さ
れる。図３及び図４に示すように、挟持台座４１は、底面に軸穴４１６を有する。軸穴４
１６は、油溜め空間４７の空洞４７２に連通されると共に固定軸３０に覆設される。挟持
台座４１は、ガラスドア１２の開閉動作に従い２つの軸受３６を固定軸３０の周囲に枢動
させる。２つの蓋体４２は、挟持台座４１の両端にそれぞれ設けられ、油溜め空間４７の
空洞４７２の閉鎖に用いられる。２つの帯金４３は挟持台座４１の嵌め溝部４１２内に対
向させるように設けられると共にガラスドア１２の側面に貼着される。各当接部材４４は
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、ボルトであり、挟持台座４１の貫通孔４１４内に螺設されて何れか１つの帯金４３に当
接させられ、２つの帯金４３をこれら当接部材４４の作用によりガラスドア１２に押圧さ
せる。
【００１５】
　ピストン部材５０は、挟持部４０の油溜め空間４７の空洞４７２内に内設され、ピスト
ン部材５０を挟持部４０に同調させて作動させる。ピストン部材５０は、ピストン５２、
固定ブロック５４、及び２つの弾性部材５６と弾性部材５８とを有する。ピストン５２は
、固定軸３０の軸部３２を貫設された溝孔５２２を有する。また、ピストン５２の両端部
は、作動油を通過させる油孔５２４がそれぞれ有する。固定ブロック５４は、ピン５４２
によりピストン５２に固定され、固定軸３０の偏心カム３４に当接し、挟持部４０の枢動
時に固定軸３０の偏心カム３４の当接を受けて作動する。弾性部材５６は、両端がピスト
ン５２及び挟持部４０の内の何れか１つの蓋体４２にそれぞれ当接し、復帰の為の力量を
提供する。また、弾性部材５８は、弾性部材５６内に貫設されると共に両端がピストン５
２及び挟持部４０の内の何れか１つの蓋体４２にそれぞれ当接し、復帰の為の力量及び弾
性補償の効果を提供する。弾性部材５６及び弾性部材５８は実際の需要によってこの内の
一つのみを設置してもよい。
【００１６】
　以上、本実施形態による自動復帰装置１０の構成を説明した。以下には自動復帰装置１
０の使用態様および特徴を説明する。
【００１７】
　ガラスドア１２が開けられると、挟持部４０は、ガラスドア１２に合わせ固定軸３０の
軸部３２を回転の中心として枢動を行う。このとき、図５Ａ及び図５Ｂに示すように、ピ
ストン５２は、固定軸３０の偏心カム３４の当接を受けて油溜め空間４７の空洞４７２内
で調整バルブ４８及び調整バルブ４９から離れる方向へ移動し、作動油は、ピストン５２
に圧迫されてピストン５２の左端からピストン５２の油孔５２４を経由しピストン５２の
右端へと流れる。
【００１８】
　ガラスドア１２を閉じ始めると、図５Ｃに示すように、ピストン５２は、弾性部材５６
に押されて作動油を圧迫し、作動油を油通路４７４及び調整バルブ４８を経由させてバル
ブ孔４７６から空洞４７２へと流入させ且つピストン５２の油孔５２４を経由させてピス
トン５２の左端へと流動させる。ガラスドア１２を閉じる途中、ピストン５２は、油通路
４７４の入口を塞ぎ、作動油をバルブ孔４７８から調整バルブ４９へと流入させた後、油
通路４７４を経由させて空洞４７２へ流入させ且つピストン５２の油孔５２４を経由させ
てピストン５２の左端へと流動させ、図５Ｄに示すように、ガラスドア１２が完全に閉じ
ると停止する。もしガラスドア１２の異なる段階での閉じる速度の調整をさせたいならば
、調整バルブ４８及び調整バルブ４９のそれぞれの油量を調整すればよい。
【００１９】
　このほか図６Ａ及び図６Ｂに示すように、もしガラスドア１２を閉じる際に偏位の状況
が発生した場合、前後の４個の調整部材２２ａを調整板２３の両辺へ当接させて、調整板
２３を収容溝２１２内で偏向或いは前後移動させ、固定軸３０とピストン部材５０と挟持
部４０との相対位置関係を変更すれば、ガラスドア１２の回転偏位或いは前後偏位を修正
することができる。また図６Ｃに示すように、他の２つの調整部材２２ｂを調整板２３の
両端へ当接させることにより、ガラスドア１２の左右偏位を修正することができる。
【００２０】
　上述からわかるように、本発明の自動復帰装置１０は、設置際に複数のボルト２５を係
止させるのみで地面に固定でき、地面に穴を空ける必要がなく、施工が非常に簡単である
。また、使用時にもピストン部材５０と作動油との間に発生させる油圧の抵抗力を利用し
ドアの開閉の衝撃を減少させ、また自動復帰装置１０の設置完成後にガラスドア１２の位
置を微調整させてガラスドア１２を確実に閉じることができる。
【００２１】
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　以上、本発明はこのような実施形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しな
い範囲において種々の形態で実施することができる
【符号の説明】
【００２２】
１０　・・・自動復帰装置
１２　・・・ガラスドア
２０　・・・固定台座
２１　・・・固定板
２１２・・・収容溝
２１４・・・固定孔
２１６・・・調整孔
２２ａ・・・調整部材
２２ｂ・・・調整部材
２３　・・・調整板
２３２・・・挿入孔
２４　・・・端板
２５　・・・ボルト
３０　・・・固定軸
３２　・・・軸部
３４　・・・偏心カム
３６　・・・軸受
４０　・・・挟持部
４１　・・・挟持台座
４１２・・・嵌め溝部
４１４・・・貫通孔
４１６・・・軸穴
４２　・・・蓋体
４３　・・・帯金
４４　・・・当接部材
４５　・・・トリムストリップ
４６　・・・装飾板
４７　・・・油溜め空間
４７２・・・空洞
４７４・・・油通路
４７６・・・バルブ孔
４７８・・・バルブ孔
４８　・・・調整バルブ
４９　・・・調整バルブ
５０　・・・ピストン部材
５２　・・・ピストン
５２２・・・溝孔
５２４・・・油孔
５４　・・・固定ブロック
５４２・・・ピン
５６　・・・弾性部材
５８　・・・弾性部材
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