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(57)【要約】
家具（４０）用のヒンジ（１）であって、家具筐体（６
）またはこれに旋回可能に取り付けられた家具扉（１２
）に固定できる内側ヒンジ部（２）と、外側扉（１３）
に固定できる外側ヒンジ部（３）と、内側ヒンジ部（２
）を外側ヒンジ部（３）に３体の受領装置（３０ａ、３
０ｂ、３０ｃ）によって相互に旋回可能に接続する接続
装置（４）とを含んでおり、内側ヒンジ部（２）は、家
具筐体（６）またはこれに旋回可能に取り付けられてい
る家具扉（１２）に固定できる本体部（５）と、本体部
（５）に、好適には堅牢に取り付けられている上方受領
装置（３０ｂ）に対して、好適にはスライド可能に移動
できる下方受領装置（３０ａ）とを有していることを特
徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
家具（４０）用のヒンジ（１）であって、
家具筐体（６）または、当該家具筐体（６）に旋回可能に取り付けられた家具扉（１２）
に固定できる内側ヒンジ部（２）と、
外側扉（１３）に固定できる外側ヒンジ部（３）と、
前記内側ヒンジ部（２）を前記外側ヒンジ部（３）に３体の受領装置（３０ａ、３０ｂ、
３０ｃ）によって相互に旋回可能に接続する接続装置（４）とを含んでおり、
前記内側ヒンジ部（２）は、前記家具筐体（６）または、当該家具筐体（６）に旋回可能
に取り付けられている前記家具扉（１２）に固定できる本体部（５）と、該本体部（５）
に、好適には堅牢に取り付けられている上方受領装置（３０ｂ）に対して、好適にはスラ
イド可能に移動できる下方受領装置（３０ａ）とを有していることを特徴とするヒンジ。
【請求項２】
前記下方受領装置（３０ａ）は、前記本体部（５）の少なくとも一つのロックポイント（
３２ａ、３２ｂ）にてロック要素（７）によってロック可能であることを特徴とする請求
項１記載のヒンジ。
【請求項３】
第１のロックポイント（３２ａ）では、前記下方受領装置（３０ａ）は前記内側ヒンジ部
（２）の位置に配置されており、前記下方受領装置（３０ａ）は前記上方受領装置（３０
ｃ）よりも、前記本体部（５）に対してさらに多く突出していることを特徴とする請求項
１または２記載のヒンジ。
【請求項４】
前記外側ヒンジ部（３）は、前記下方受領装置（３０ａ）に装着できる中央受領装置（３
０ｂ）を有しており、前記下方受領装置（３０ａ）は、第１のロックポイント（３２ａ）
内に配置されることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載のヒンジ。
【請求項５】
前記少なくとも一つのロック要素（７）は、バネ（２２）によって作用を受け、前記バネ
（２２）のために提供された少なくとも一つの凹部（１６）内にラッチ留めされるボール
（１５）の形態とすることができることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の
ヒンジ。
【請求項６】
第２のロックポイント（３２ｂ）では、前記下方受領装置（３０ａ）は前記上方受領装置
（３０ｃ）と重なり、前記接続装置（４）は両方の受領装置（３０ａ、３０ｂ）を通って
押し込むことができることを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載のヒンジ。
【請求項７】
前記接続装置（４）は、前記下方、中央、および上方受領装置（３０ａ、３０ｂ、３０ｃ
）を通って挿入されることができ、前記下方受領装置（３０ａ）は前記本体部（５）の第
２のロックポイント（３２ｂ）内に配置されることを特徴とする請求項１から６のいずれ
かに記載のヒンジ。
【請求項８】
前記接続装置（４）は少なくとも二つの分離した取り付け領域（３５ａ、３５ｂ）を有し
ていることを特徴とする請求項１から７のいずれかに記載のヒンジ。
【請求項９】
前記接続装置（４）は、前記下方受領装置（３０ａ）内と前記中央受領装置（３０ｂ）内
でのみ、前記第１の取り付け領域（３５ａ）内の自身の位置に配置されることを特徴とす
る請求項１から８のいずれかに記載のヒンジ。
【請求項１０】
前記接続装置（４）は、前記下方受領装置（３０ａ）内、前記中央受領装置（３０ｂ）内
、および前記上方受領装置（３０ｃ）内で、前記第２の取り付け領域（３５ｂ）内の自身
の位置に配置されることを特徴とする請求項１から９のいずれかに記載のヒンジ。
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【請求項１１】
前記接続装置（４）の前記取り付け領域（３５ａ、３５ｂ）は少なくとも一つの拘束装置
（２６）によってロック可能であることを特徴とする請求項１から１０のいずれかに記載
のヒンジ。
【請求項１２】
前記少なくとも一つの拘束装置（２６）は、バネ（２２）によって作用を受け、前記バネ
（２２）のために提供された少なくとも一つの凹部（１６）内にラッチ留めされるボール
（１５）の形態でよいことを特徴とする請求項１から１１のいずれかに記載のヒンジ。
【請求項１３】
請求項１から１２のいずれかに記載のヒンジ（１）を有する家具（４０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に家具用のヒンジに関する。このヒンジは、家具筐体またはこれに旋回可
能に取り付けられた家具扉に固定できる内側ヒンジ部と、外側扉に固定できる外側ヒンジ
部と、内側ヒンジ部を外側ヒンジ部に３体の受領装置によって相互に旋回可能に接続する
接続装置とを含んでいる。
【背景技術】
【０００２】
　この種のヒンジは既に知られており、とりわけ特許出願ＤＥ　４４４　２６２５　Ａ１
にて開示されている。これらのヒンジは例えば折り畳み扉が装着された家具に利用されて
いる。折り畳み扉はヒンジによって相互に回転可能に接続されており、折り畳み扉へのヒ
ンジ半分体の接続は、積極ロックまたは強制ロック固定要素によって実行されることが多
い。ヒンジは一般的には２部分で形成されており、これらの２部分は接続要素によって相
互に回転可能に接続されている。取り付け作業において、折り畳み扉は通常、既に設置さ
れた状態の家具筐体に固定される。この場合には、第１の折り畳み扉は家具筐体に取り付
けられ、別な折り畳み扉は上説したヒンジによって第１の折り畳み扉から懸吊されている
。ヒンジの取り付けは、折り畳み扉の閉じた状態にてそれらを隠すため、折り畳み扉の内
側で実行される。装着された折り畳み扉同士間の間隙は、例えば折り畳み扉の閉じた状態
にて家具の内部が見えないように、視覚的な理由のため、可能な限り小さくする必要があ
る。
【０００３】
　特に、大型で重い折り畳み扉の場合には、既に家具筐体に固定されている折り畳み扉へ
の折り畳み扉の装着は複雑であることが多い。まず、折り畳み扉を持上げ、整合し、保持
し、ヒンジに結合しなければならない。家具を組み立てる作業者は、補助できる第２の作
業者がいないときには、ヒンジへ折り畳み扉を結合させる作業中に、整合、保持および同
時的に折り畳み扉上でネジ留めしなければならないことが多い。加えて、折り畳み扉を保
持して位置合わせすることができるように、折り畳み扉間の非常に狭い間隙に指を挿入す
ることは困難である。これらの弱点の全ては、折り畳み扉の取り付けだけでなく、例えば
引っ越しなどで家具を分解しなければならない場合に、その取り外しにも当てはまる。別
な作業者または技術的な補助がない場合、例えばヒンジと折り畳み扉との間の積極ロック
または強制ロック固定要素の設置部が、取り外しの際に損傷しないように常に注意しなけ
ればならない。ピンが装着されたヒンジの場合、折り畳み扉は上方からピンに誘導されな
ければならない。これは折り畳み扉の大きさおよび重量のため、特に扉間の間隙が非常に
小さい場合には非常に困難であることが多い。さらに、扉が非常に重く、鋭利な縁部を有
している場合、指を傷つける深刻なリスクさえある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、上述の弱点を回避し、従来技術に勝る改良されたヒンジの提供である
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。このヒンジは、例えば別な作業員または例えば支持装置などの補助手段がなくとも、折
り畳み扉の装着を可能にさせるものでなければならない。さらに本発明は、この目的のた
めに、工具を使用する必要なく、折り畳み扉を互いから分離させることを可能にすること
を目的としている。これは、持上げ、位置合わせおよびその後のネジ留めまたはピンへの
挿入の複雑な手順を回避させることを目的としている。押し込まれた指を結果的に発生す
る損傷から保護することは、装着作業の簡易性による利点である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によるヒンジの場合には、内側ヒンジ部は、家具筐体またはこれに旋回可能に取
り付けられている家具扉に固定できる本体部と、本体部に、好適には堅牢に取り付けられ
ている上方受領装置に対して、好適にはスライド可能に移動できる下方受領装置とを有し
ている。
【０００６】
　本発明のさらなる詳細と利点は、従属請求項から明らかとなるであろう。
【０００７】
　本発明のさらなる詳細と利点は、図面に示す実施例に関する詳細な説明によって以下で
詳説される。
 
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１ａ】折り畳み扉が装着された家具筐体を示している。
【図１ｂ】複数のヒンジで接続された折り畳み扉の組み合わせを示している。
【図２】２体の折り畳み扉同士間に取り付けられた状態のヒンジを示している。
【図３】ヒンジの分解斜視図である。
【図４ａ】多様な作業工程における、装着済みのヒンジを備えた折り畳み扉を示している
。
【図４ｂ】多様な作業工程における、装着済みのヒンジを備えた折り畳み扉を示している
。
【図５ａ】多様な作業工程における、装着済みのヒンジを備えた折り畳み扉を示している
。
【図５ｂ】多様な作業工程における、装着済みのヒンジを備えた折り畳み扉を示している
。
【図６ａ】多様な作業工程における、装着済みのヒンジを備えた折り畳み扉を示している
。
【図６ｂ】多様な作業工程における、装着済みのヒンジを備えた折り畳み扉を示している
。
【図７ａ】多様な作業工程における、装着済みのヒンジを備えた折り畳み扉を示している
。
【図７ｂ】多様な作業工程における、装着済みのヒンジを備えた折り畳み扉を示している
。
【図８ａ】多様な作業工程における、装着済みのヒンジを備えた折り畳み扉を示している
。
【図８ｂ】多様な作業工程における、装着済みのヒンジを備えた折り畳み扉を示している
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明を、個別の図面に示す例示としての好適実施例によって以下で詳説する。
【００１０】
　図１ａは、所定の位置に既に装着されている折り畳み扉１２、１３を備えた家具筐体６
を示している。家具筐体６に固定された家具筐体扉１２は、同じまたは別な構造物のヒン
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ジ１で家具筐体に既に旋回可能に固定されている。ヒンジ１の内側ヒンジ部２は、筐体扉
１２上に配置されている。外側ヒンジ部３は、別な折り畳み扉である外側扉１３に配置さ
れている。ヒンジ１の数は、折り畳み扉の各自の重量と大きさに従って決定される。内側
ヒンジ部２と外側ヒンジ部３は接続装置４によって連結されている。そこには、接続装置
４によって折り畳み扉が相互に回転可能に取り付けられている。
【００１１】
　図１ｂは、４体のヒンジ１によって互いに接続された筐体扉１２と外側扉１３を示して
いる。折り畳み扉１２、１３はヒンジ１によって相互に旋回可能に取り付けられている。
【００１２】
　図２は、筐体扉１２と外側扉１３に設置された状態のヒンジ１を示しており、ヒンジ１
は固定部１７によって扉部１２、１３に取り付けできる。この実施例では、固定はネジに
よって実行されるであろう。ヒンジ１の内側ヒンジ部２は本体部５と下方受領装置３０ａ
を含んだ直線スライダ８とを含んでいる。直線スライダ８は本体部５によって提供されて
いるガイドアーム３１によって本体部５上で移動でき、下方受領装置３０ａ上の直線スラ
イダ８は、この場合には、その形状によって上方と下方縁部でガイドアーム３１を包囲し
ている。さらに、本体部５は上方受領装置３０ｃを含むストラップ９を構成している。中
間ストラップ１８によって特定される、外側扉１３に固定されている外側ヒンジ部３は、
内側ヒンジ部２によって提供される、受領装置３０ａと３０ｃとの間のその中央受領装置
３０ｂに設置されている。３体の受領装置３０ａ、３０ｂ、３０ｃは接続装置４によって
相互に接続されている。
【００１３】
　図３は、ヒンジ１の個別部品の分解図である。その上に形成されたガイドアーム３２を
備えた本体部５は２つのロックポイント３２ａと３２ｂを有している。引き続き、ロック
要素７のボール１５がロックポイント３２ａと３２ｂ内へ係合することができる。内側ヒ
ンジ部２の組み立てられた状態では、ボール１５はバネ２２によってロックポイント３２
ａまたは３２ｂ内に直線スライダ８の存在位置に依存して押し込まれる。したがってこれ
には直線スライダ８の２つの画定された作動領域が関与する。ロック要素７が例えばロッ
クポイント３２ａに配置されているなら、直線スライダ８の下方受領装置３０ａは、上方
ストラップ９の上方受領装置３０ｃよりも、内側ヒンジ部２のさらに多く露出した位置に
存在する。換言すれば、下方受領装置３０ａは、上方受領装置３０ｃよりも内側ヒンジ部
２からさらに突出する。ロック要素７がロックポイント３２ｂに存在しているなら、下方
受領装置３０ａは上方受領装置３０ｃの真下に配置される。この場合にはバネ２２のバネ
作用力は、直線スライダ８が、例えば外側扉１３と共に外側ヒンジ部３が直線スライダ８
の下方受領装置３０ａに装着されている場合でも、その位置からもはや自身によっては解
放できない程度に十分に強力である。
【００１４】
　接続装置４は２つの取り付け領域３５ａと３５ｂによって特定される。ここでは接続要
素４内の凹部の形態である取り付け領域３５ａと３５ｂは、拘束装置２６と協調する。ロ
ック要素７と同様に、拘束装置２６は、バネ２２とボール１５を含んでいる。拘束装置２
６は直線スライダの部品であり、接続要素４の凹部の形態である取り付け領域３５ａ、３
５ｂに作用する。この場合には、バネ２２のバネ作用力は、折り畳み扉１２と１３によっ
て及ぼされる作用力がそこに作用する場合であっても、接続装置４を所定位置に保持する
ように十分に強力である。軸受リング２８が、受領装置３０ａ、３０ｂ、３０ｃ間に、さ
らに良好な軸受けおよびスライド特性によって挿入されている。これは、受領装置３０ａ
、３０ｂおよび３０ｃの互いの正確な、換言すれば、上方ストラップ９と直線スライダ８
との間の中間ストラップ１８に関して正確な画定位置への正しい位置合わせも提供する。
【００１５】
　図４ａは、準備された外側扉１３を備えた準備された筐体扉１２を示しており、ヒンジ
１の内側ヒンジ部２は外側ヒンジ部３にまだ接続されていない。これは折り畳み扉１２と
１３の組立前の予備取り付け工程を示している。
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【００１６】
　図４ｂは、未接続状態である、筐体扉１２上の装着された内側ヒンジ部２と外側扉１３
上の外側ヒンジ部３を示している。ヒンジ部２、３は折り畳み扉１２、１３に例えば固定
部１７に装着されるネジによって装着できる。ヒンジ部２、３の分離可能な形態によって
、ヒンジ部２と３を折り畳み扉１２、１３が整合される前に装着することが可能である。
この目的のため、扉１２と１３を、例えば、地面または作業面上に横たえた状態でも設置
でき、立てた状態にして取り付ける必要がない。ヒンジ部２と３が相互に調和した関係で
装着されたとき、次の取り付け工程として、装着された内側ヒンジ部２のそれぞれの直線
スライダ８が、内側ヒンジ部２からさらに突出するよう、そのロックポイント３２ａに移
動できる。ロック要素７はその位置で直線スライダ８をロックする。接続装置４は、家具
を組み立てる作業員の各自の考えで、その取り付け工程においてまだ残されるか、または
下方受領装置３０ａ内に既に部分的に装着されることもできる。外側扉１３は、下方受領
装置３０ａ上で、挿入された軸受リング２８と共に、上方受領装置３０ｃによって提供さ
れる中間ストラップ１８の接触面に適用される。中央受領装置３０ｂが下方受領装置３０
ａの上に配置されるとき、折り畳み扉１２と１３は相互に正確に位置合わせされ、第１の
取り付け工程が完了する。
【００１７】
　図５ａは、相互におおまかに配置されている折り畳み扉１２、１３を示しており、外側
扉１３は、家具筐体１２の内側ヒンジ部２上に装着済みの外側ヒンジ部３を有している。
【００１８】
　図５ｂは、どのように、中央受領装置３０ｂが、下方受領装置３０ａの上に配置され、
接続装置４が下方受領装置３０ａ内に下側から挿入できるかを詳細に示している。折り畳
み扉１２と１３間の幅広い間隙Ｘが示されており、外側扉１３の両側部を把持することが
可能であるため、外側扉１３を筐体扉１２に対して正確に位置合わせさせることを容易に
する。幅広い間隙Ｘのおかげで、接続装置４を外側からアクセス可能に挿入することもで
きる。この場合には、挟まれた指または手による損傷のリスクは、商業的に通常なヒンジ
の場合よりも少ない。
【００１９】
　図６ａは、ヒンジ１によって相互に位置合わせされている２体の折り畳み扉１２、１３
を示しており、外側扉１３はヒンジ１上で支持されており、もはや保持される必要がない
。
【００２０】
　図６ｂは、接続装置４がその第１の取り付け領域３５ａ内にどのように挿入されたかを
示している。接続装置４は、下方受領装置３０ａと中央受領装置３０ｂそれぞれへの接続
のおかげで、取り付け領域３５ａで外側扉１３を保持している。図６ａに示すように、複
数のヒンジが装着されると、全ての接続装置４を取り付け領域３５ａ内押し込むことがで
きる。拘束装置２６が取り付け領域３５ａの凹部内にラッチ式に係合するときに感じられ
る抵抗によって、または拘束装置２６のボール１５が取り付け領域３５ａ、３５ｂの凹部
内にスライド係合するときに発生するクリック音によって、接続装置４が所望の取り付け
領域３５ａ、３５ｂに内に存在することが知れる。
【００２１】
　図７ａは、折り畳み扉１２、１３を装着するときの最終取り付け工程の一つを示してお
り、折り畳み扉１２、１３間の間隙ｙが調節されている。
【００２２】
　図７ｂは、引き続くヒンジ１のロックのための間隙ｙの予備調節を詳細に示している。
折り畳み扉１２、１３間に所望の間隙を提供するため、接続装置４によって直線スライダ
８に接続された、取り付けられた外側ヒンジ部３を備えた外側扉１３は筐体扉１２側に押
し付けられている。このように適用された作用力はロック要素７内のバネ作用力を超える
。バネ２２によって予備的に押し付けられているロック要素７のボール１５が、この場合
にはロックポイント３２ａから滑り出る。直線スライダ８は、ロック要素７のボール１５
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がロックポイント３２ａ内に収まるまでガイドアーム３１上を移動する。直線スライダ８
がロックポイント３２ａ内に拘束されると、中間ストラップ１８の上方受領装置３０ｃと
共に直線スライダ８の下方受領装置３０ａが上方ストラップ９の上方受領装置３０ｃに正
確に配置される。筐体扉１２と外側扉１３との間の間隙ｙはこのようにして調節され、接
続装置４によるロック作用が実現される。
【００２３】
　図８ａは、ヒンジ１がロック状態である、組み立てが完了した状態の筐体扉１２と外側
扉１３を示している。
【００２４】
　図８ｂは、接続装置４がどのようにして受領装置３０ａ、３０ｂ、３０ｃ内に完全に挿
入されたかを示している。これは、拘束装置２６と協調関係にある接続要素４の取り付け
領域３５ｂを表わしている。したがって外側扉１３の重量は、バネ２２によって予備的に
押し付けられているロック要素７のボール１５にはもはやかかっておらず、直線スライダ
８の下方受領装置３０ａと協調関係にある上方ストラップ９の受領装置３０ｃと接続装置
４との間の接続によって支持されている。
【００２５】
　折り畳み扉１２、１３を互いに分離するには、接続装置４を、取り付け領域３５ａ内に
ラッチ留めされるまで下方に引っ張るだけでよい。その後、外側扉１３を引っ張ることで
直線スライダがロックポイント３２ａ内に引き込まれる。このようにして、外側扉１３を
、接続装置４の段階的な取り外しによって筐体扉１２から分離できる。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【図２】

【図３】

【図４ａ】

【図４ｂ】 【図５ａ】
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【図５ｂ】 【図６ａ】

【図６ｂ】 【図７ａ】
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【図７ｂ】 【図８ａ】

【図８ｂ】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年7月7日(2016.7.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
家具（４０）用のヒンジ（１）であって、
家具筐体（６）または、当該家具筐体（６）に旋回可能に取り付けられた家具扉（１２）
に固定できる内側ヒンジ部（２）と、
外側扉（１３）に固定できる外側ヒンジ部（３）と、
挿入方向にスライド可能であり、前記内側ヒンジ部（２）を前記外側ヒンジ部（３）に下
方受領装置（３０ａ）、上方受領装置（３０ｃ）、および中央受領装置（３０ｂ）によっ
て相互に旋回可能に接続する接続装置（４）とを含んでおり、
前記内側ヒンジ部（２）は、前記家具筐体（６）または、当該家具筐体（６）に旋回可能
に取り付けられている前記家具扉（１２）に固定できる本体部（５）と、該本体部（５）
に、好適には堅牢に取り付けられている上方受領装置（３０ｃ）に対して、前記接続装置
（４）の挿入方向に向けてスライド可能に横断する下方受領装置（３０ａ）とを有してい
ることを特徴とするヒンジ。
【請求項２】
前記下方受領装置（３０ａ）は、前記本体部（５）の少なくとも一つのロックポイント（
３２ａ、３２ｂ）にてロック要素（７）によってロック可能であることを特徴とする請求
項１記載のヒンジ。
【請求項３】
第１のロックポイント（３２ａ）では、前記下方受領装置（３０ａ）は前記内側ヒンジ部
（２）の位置に配置されており、前記下方受領装置（３０ａ）は前記上方受領装置（３０
ｃ）よりも、前記本体部（５）に対してさらに多く突出していることを特徴とする請求項
１または２記載のヒンジ。
【請求項４】
前記外側ヒンジ部（３）は、前記下方受領装置（３０ａ）に装着できる中央受領装置（３
０ｂ）を有しており、前記下方受領装置（３０ａ）は、第１のロックポイント（３２ａ）
内に配置されることを特徴とする請求項２または３記載のヒンジ。
【請求項５】
前記少なくとも一つのロック要素（７）は、バネ（２２）によって作用を受け、前記バネ
（２２）のために提供された少なくとも一つの凹部（１６）内にラッチ留めされるボール
（１５）の形態とすることができることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の
ヒンジ。
【請求項６】
第２のロックポイント（３２ｂ）では、前記下方受領装置（３０ａ）は前記上方受領装置
（３０ｃ）と重なり、前記接続装置（４）は両方の受領装置（３０ａ、３０ｂ）を通って
押し込むことができることを特徴とする請求項２から５のいずれかに記載のヒンジ。
【請求項７】
前記接続装置（４）は、前記下方、中央、および上方受領装置（３０ａ、３０ｂ、３０ｃ
）を通って挿入されることができ、前記下方受領装置（３０ａ）は前記本体部（５）の第
２のロックポイント（３２ｂ）内に配置されることを特徴とする請求項２から６のいずれ
かに記載のヒンジ。
【請求項８】
前記接続装置（４）は少なくとも二つの分離した取り付け領域（３５ａ、３５ｂ）を有し
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ていることを特徴とする請求項１から７のいずれかに記載のヒンジ。
【請求項９】
前記接続装置（４）は、前記下方受領装置（３０ａ）内と前記中央受領装置（３０ｂ）内
でのみ、前記第１の取り付け領域（３５ａ）内の自身の位置に配置されることを特徴とす
る請求項８記載のヒンジ。
【請求項１０】
前記接続装置（４）は、前記下方受領装置（３０ａ）内、前記中央受領装置（３０ｂ）内
、および前記上方受領装置（３０ｃ）内で、前記第２の取り付け領域（３５ｂ）内の自身
の位置に配置されることを特徴とする請求項８または９記載のヒンジ。
【請求項１１】
前記接続装置（４）の前記取り付け領域（３５ａ、３５ｂ）は少なくとも一つの拘束装置
（２６）によってロック可能であることを特徴とする請求項１から１０のいずれかに記載
のヒンジ。
【請求項１２】
前記少なくとも一つの拘束装置（２６）は、バネ（２２）によって作用を受け、前記バネ
（２２）のために提供された少なくとも一つの凹部（１６）内にラッチ留めされるボール
（１５）の形態でよいことを特徴とする請求項１１記載のヒンジ。
【請求項１３】
請求項１から１２のいずれかに記載のヒンジ（１）を有する家具（４０）。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
本発明は、特に家具用のヒンジに関する。このヒンジは、家具筐体またはこれに旋回可能
に取り付けられた家具扉に固定できる内側ヒンジ部と、外側扉に固定できる外側ヒンジ部
と、挿入方向にスライド可能であり、内側ヒンジ部を外側ヒンジ部に下方受領装置、上方
受領装置、および中央受領装置によって相互に旋回可能に接続する接続装置とを含んでい
る。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
この種のヒンジは既に知られており、とりわけ特許出願ＤＥ　４４４　２６２５　Ａ１に
て開示されている。この種の追加的なヒンジは、ＥＰ　０５６９　８１８　Ａ１、ＤＥ　
１５　８４　００６　Ａ１、およびＤＥ　４４　４２　６２５　Ａ１にて開示されている
。これらのヒンジは例えば折り畳み扉が装着された家具に利用されている。折り畳み扉は
ヒンジによって相互に回転可能に接続されており、折り畳み扉へのヒンジ半分体の接続は
、積極ロックまたは強制ロック固定要素によって実行されることが多い。ヒンジは一般的
には２部分で形成されており、これらの２部分は接続要素によって相互に回転可能に接続
されている。取り付け作業において、折り畳み扉は通常、既に設置された状態の家具筐体
に固定される。この場合には、第１の折り畳み扉は家具筐体に取り付けられ、別な折り畳
み扉は上説したヒンジによって第１の折り畳み扉から懸吊されている。ヒンジの取り付け
は、折り畳み扉の閉じた状態にてそれらを隠すため、折り畳み扉の内側で実行される。装
着された折り畳み扉同士間の間隙は、例えば折り畳み扉の閉じた状態にて家具の内部が見
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えないように、視覚的な理由のため、可能な限り小さくする必要がある。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
本発明によるヒンジの場合には、内側ヒンジ部は、家具筐体またはこれに旋回可能に取り
付けられている家具扉に固定できる本体部と、本体部に、好適には堅牢に取り付けられて
いる上方受領装置に対して、接続装置の挿入方向に対してスライド可能に横断する下方受
領装置とを有している。
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