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(57)【要約】
【課題】　より低コストな引き戸クローザとする。
【解決手段】　長手方向に向けてスリット110 が形成さ
れた外部ケース100 と、外部ケース100 内に収納され、
引き戸の開閉に応じて外部ケース100 内を移動する走行
体200 と、走行体200 を引き戸の閉方向に弾性的に引っ
張るべく一端が走行体200 に他端が外部ケース100 に連
結された弾性体たるコイルバネ300 と、外部ケース100 
に走行体200 より引き戸の閉方向側に位置し、コイルバ
ネ300 をＵターンさせる中継ローラ400 とを備え、走行
体200 は、走行体本体210 と、走行体本体210 に回転可
能に取り付けられたホイール220,230 と、走行体本体21
0 に取り付けられ、引き戸の開方向に移動する際にはフ
リー回転し、閉方向に移動する際には抵抗して回転する
一方向性ロータリーダンパー240 とを有し、一方向性ロ
ータリーダンパー240 の抵抗する力は、引き延ばされた
コイルバネ300 が縮む力より小である。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　引き戸を自動的に閉める引き戸クローザにおいて、長手方向に向けてスリットが形成さ
れた筒状の外部ケースと、この外部ケース内に収納され、引き戸の開閉に応じて外部ケー
ス内を移動する走行体と、この走行体を引き戸の閉方向に弾性的に引っ張るべく一端が走
行体に他端が外部ケースにそれぞれ連結された弾性体と、前記外部ケースに前記走行体よ
り引き戸の閉方向側に位置し、前記弾性体をＵターンさせる中継ローラとを具備しており
、前記走行体は、走行体本体と、この走行体本体に回転可能に取り付けられたホイールと
、前記走行体本体に取り付けられ、引き戸の開方向に移動する際にはフリー回転し、閉方
向に移動する際には抵抗して回転する一方向性ロータリーダンパーとを有しており、一方
向性ロータリーダンパーの抵抗する力は、引き延ばされた弾性体が縮む力より小であるこ
とを特徴とする引き戸クローザ。
【請求項２】
　前記走行体本体には、外部ケースのスリットを通して外部ケース外に延出し、引き戸に
連結される連結ピンが脱着可能に設けられていることを特徴とする請求項１記載の引き戸
クローザ。
【請求項３】
　前記請求項１又は２記載引き戸クローザにおいて、引き戸を最大限に開いた状態とした
場合に、走行体とかみ合って走行体を弾性体によって閉方向に引き戻させないストッパー
が外部ケースに設けられていることを特徴とする引き戸クローザ。
【請求項４】
　前記請求項１、２又は３記載の引き戸クローザにおいて、引き戸が閉状態にある場合に
、前記スリットの終端部に当接する突起部が走行体本体に突設されていることを特徴とす
る引き戸クローザ。
【請求項５】
　前記弾性体は、コイルバネであることを特徴とする請求項１、２、３又は４記載の引き
戸クローザ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半自動式の引き戸に使用される引き戸クローザに関する。
【背景技術】
【０００２】
　半自動式の敷戸は、周知の通り、手で開けた引き戸を自動で閉める仕組みになっている
。その閉止機構である引き戸クローザは、重量式とバネ式とに大別され、装置規模の点か
らバネ式のものが有利とされている。
【０００３】
　本願出願人は、最近の引き戸の大型化に対応した大きい開閉ストロークを簡単に確保で
き、かつ長さ調整を可能としたしかも意匠性に優れた引き戸クローザを創案した（特許第
３６８１４９１号）。
【０００４】
　この特許第３６８１４９１号に係る引き戸クローザは、『引き戸を自動的に閉める引き
戸クローザにおいて、長手方向に向けてスリットが形成された筒状の外部ケースと、外部
ケース内に収納され、シリンダ部が長手方向に移動可能であると共に、そのシリンダ部か
らケース一端側へピストンロッド部が突出し、ピストンロッド部の先端部分の連結ピンが
前記スリットを通して引き戸と連結されるダンパと、ダンパのピストンロッド部をケース
他端側へ弾性的に引っ張る第１バネと、ダンパのシリンダ部をケース他端側へ弾性的に引
っ張り、その引っ張り力が第１バネの引っ張り力より大である第２バネとを具備し、且つ
前記第１バネとして、一端部がダンパのピストンロッド部の先端部分に接続され、中間部
が、ダンパの基端側に位置して外部ケースの他端部内に設けられた中継部を経由して、他
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端部が外部ケースの一端部に接続されたコイルバネを有する』ものである。
【０００５】
【特許文献１】特許第３６８１４９１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許第３６８１４９１号に係る引き戸クローザは、動作、作用としては
特に問題がなく、引き戸の大型化にも対応でき、しかも意匠性に優れた引き戸クローザと
なっていたが、ダンパの他に第１バネや第２バネを必要し、その第１バネと第２バネとで
は引っ張り力の異なるものを準備しなければならないため、部品点数が増えてしまうとい
う問題点があった。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みて創案されたもので、引き戸の大型化にも対応でき、しかも
意匠性に優れたという前記引き戸クローザの長所を引き継ぎつつ、より低コストに提供す
ることができる引き戸クローザ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】
【０００８】
　本発明に係る引き戸クローザは、引き戸を自動的に閉める引き戸クローザであって、長
手方向に向けてスリットが形成された筒状の外部ケースと、この外部ケース内に収納され
、引き戸の開閉に応じて外部ケース内を移動する走行体と、この走行体を引き戸の閉方向
に弾性的に引っ張るべく一端が走行体に他端が外部ケースにそれぞれ連結された弾性体と
、前記外部ケースに前記走行体より引き戸の閉方向側に位置し、前記弾性体をＵターンさ
せる中継ローラとを備えており、前記走行体は、走行体本体と、この走行体本体に回転可
能に取り付けられたホイールと、前記走行体本体に取り付けられ、引き戸の開方向に移動
する際にはフリー回転し、閉方向に移動する際には抵抗して回転する一方向性ロータリー
ダンパーとを有しており、一方向性ロータリーダンパーの抵抗する力は、引き延ばされた
弾性体が縮む力より小に設定されている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る引き戸クローザは、一方向性ロータリーダンパーを用いて走行体の閉方向
への移動のスピードを制御するようになっているので、従来のものより部品点数を大幅に
少なくすることができた。このため、大幅な低コスト化を図ることができた。しかも、部
品点数の減少に伴い製品の長寿命化をも達成することができた。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態に係る引き戸クローザの概略的分解斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る引き戸クローザを構成する走行体の概略的斜視図であ
る。
【図３】本発明の実施の形態に係る引き戸クローザを構成する走行体の図面であって、同
図（Ａ）は概略的平面図、同図（Ｂ）は概略的正面図、同図（Ｃ）は概略的側面図である
。
【図４】本発明の実施の形態に係る引き戸クローザを構成する走行体本体の概略的斜視図
である。
【図５】本発明の実施の形態に係る引き戸クローザを構成する走行体の図面であって、大
型ホイールの回転の抵抗力の調整を説明するための概略的斜視図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る引き戸クローザを構成するストッパーの概略的斜視図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の形態に係る引き戸クローザは、引き戸を自動的に閉める引き戸クローザであっ
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て、長手方向に向けてスリット１１０が形成された筒状の外部ケース１００と、この外部
ケース１００内に収納され、引き戸（図示省略）の開閉に応じて外部ケース１００内を移
動する走行体２００と、この走行体２００を引き戸の閉方向に弾性的に引っ張るべく一端
が走行体２００に他端が外部ケース１００にそれぞれ連結された弾性体としてのコイルバ
ネ３００と、前記外部ケース１００に前記走行体２００より引き戸の閉方向側に位置し、
前記コイルバネ３００をＵターンさせる中継ローラ４００とを備えており、前記走行体２
００は、走行体本体２１０と、この走行体本体２１０に回転可能に取り付けられたホイー
ル２２０、２３０と、前記走行体本体２１０に取り付けられ、引き戸の開方向に移動する
際にはフリー回転し、閉方向に移動する際には抵抗して回転する一方向性ロータリーダン
パー２４０とを有しており、一方向性ロータリーダンパー２４０の抵抗する力は、引き延
ばされたコイルバネ３００が縮む力より小に設定されている。
【００１２】
　外部ケース１００は、塩ビ等の樹脂又はアルミニウムの押し出し材の角パイプからなる
ケース本体１２０と、ケース本体１２０の両端部に装着された取付ブラケット１３０とか
らなる。ケース本体１２０の下面には、中央部から一端にかけてスリット１１０が開設さ
れている。また、ケース本体１２０の上面には、図示はされていないが、後述する連結ピ
ン２５０を落とし込むこめの開口部が設けられている。ケース本体１２０の長さは、最大
の開口に対応できるものになっている。なお、この引き戸クローザの機構、例えば、走行
体２００等はすべて外部ケース１００に納まっているので、外部からは細かな部品を見る
ことができない。このため、この引き戸クローザは煩雑な印象を与えない意匠的にも優れ
たものになっている。また、連結ピン２５０を着脱自在としたため、梱包時には連結ピン
２５０は外部ケース１００の内側に引っ込むため、効率的な梱包を行うことができる。
【００１３】
　前記取付ブラケット１３０は、ケース本体１２０の両端部に着脱可能に装着され、装着
時に任意の方向に向けることによりネジ止め部１３１を何れの側にも向けることができる
。また、ネジ止め部１３１を上方に向けることにより天井付けも可能になる。
【００１４】
　走行体２００は、走行体本体２１０と、この走行体本体２１０に回転可能に取り付けら
れた二組のホイール２２０、２３０と、前記走行体本体２１０に取り付けられた一方向性
ロータリーダンパー２４０とを有している。
【００１５】
　まず、走行体本体２１０は、合成樹脂から横長の略直方体状に構成されており、図４に
示すように一方向性ロータリーダンパー２４０を取り付けるためのダンパー用凹部２１１
が設けられている。
【００１６】
　この走行体本体２１０のダンパー用凹部２１１の近傍には、後述するコイルバネ３００
を受ける上向き略凹字形状のバネ受け２１２が設けられている。この
【００１７】
　また、この走行体本体２１０の開方向（引き戸の開方向）先端側には、後述するストッ
パー５００がかみ合うための凹部２１３が設けられている。
　さらに、この凹部２１３の近傍には、縦方向に二段型の開口２１４が開設されている。
この開口２１４は、連結ピン２５０が挿入される部分である。この連結ピン２５０は開口
２１４に挿入されると、その先端が走行体２００から突出するとともに、走行体２００が
取り付けられた外部ケース１００のスリット１１０からも突出し、引き戸の上縁部と連結
されるのである。すなわち、この連結ピン２５０によって引き戸と走行体２００とが連結
されるのである。
【００１８】
　一方、前記凹部２１３より開方向（引き戸の開方向）側には、ホイールの一つである大
型ホイール２３０を軸支するための軸支ブロック２１５が設けられている。この軸支ブロ
ック２１５は、走行体本体２１０のブロック用凹部２１６に嵌まり込むように取り付けら
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れ、走行体本体２１０に対して横軸２１５Ａによって連結されている。そして、この軸支
ブロック２１５は、前記横軸２１５Ａを中心として略上下方向に動くようになっている。
また、軸支ブロック２１５の自由端側（引き戸の開方向側）の上面にはナット２１５Ｂが
埋め込まれ、このナット２１５Ｂには走行体本体２１０の下面側からボルト（図示省略）
が螺合されている。すなわち、このナット２１５Ｂとボルトとの螺合具合によって軸支ブ
ロック２１５が前記横軸２１５Ａを中心として略上下方向に動くのである。さらに、前記
ボルトには、軸支ブロック２１５を上方向に付勢する図示しないスプリングが挿入されて
おり、軸支ブロック２１５を上側に付勢している。
【００１９】
　前記軸支ブロック２１５には大型ホイール２３０を連結するホイール軸（図示省略）を
受ける軸受凹部２１５Ｃが下向きに形成されている。前記ボルトとナット２１５Ｂとで、
軸支ブロック２１５の大型ホイール２３０のホイール軸の押圧具合を変更することで大型
ホイール２３０の位置、すなわち大型ホイール２３０が外部ケース１００の内側下面に圧
接される力を調整することができるのである。図５に示すように、軸支ブロッ２１５○が
図２に示すものより上側に位置すると、大型ホイール２３０が外部ケース１００の内側下
面に圧接される力は弱く設定されることになる。
【００２０】
　また、この走行体本体２１０の閉方向（引き戸の閉方向）側の対向する両側面には、ホ
イール用凸部２１７が設けられており、ここにホイールの一つである一対の小型ホイール
２２０が回転可能に取り付けられている。この一対の小型ホイール２２０は、ホイール軸
（図示省略）によって連結されている。
【００２１】
　なお、ホイールを構成する上述した大型ホイール２３０及び小型ホイール２２０は、走
行体２００を外部ケース１００に内蔵した際に、外部ケース１００の内側下面に接するよ
うに一部が走行体本体２１０の下面より下側に位置するようになっている。
【００２２】
　さらに、前記走行体本体２１０の下面からは、引き戸が閉状態にある場合に、前記スリ
ット１１０の終端部に当接する突起部２１８が突設されている。
【００２３】
　また、前記ダンパー用凹部２１１には、一方向性ロータリーダンパー２４０が取り付け
られる。この一方向性ロータリーダンパー２４０には、外部ケース１００の内側上面と接
するダンパー用ホイール２４１が取り付けられている。かかる一方向性ロータリーダンパ
ー２４０は、走行体２００が引き戸の開方向に移動する際にはフリー回転し、閉方向に移
動する際には抵抗して回転するものである。
【００２４】
　ところで、外部ケース１００の閉方向（引き戸の閉方向）には、中継ローラ４００が外
部ケース１００の内側下面から回転可能に軸支されている。この中継ローラ４００は、コ
イルバネ３００をＵターンさせるものである。
【００２５】
　前記中継ローラ４００によってＵターンさせられるコイルバネ３００は、一端が走行体
２００に、他端が外部ケース１００にそれぞれ連結されるものである。このコイルバネ３
００は、引き戸が完全に閉じた状態にある場合に、若干伸展された状態又は自然長となる
ように、外部ケース１００での連結位置が決定されている。なお、このコイルバネ３００
は、中継ローラ４００より開方向側において前記バネ受け２１２によって受けられている
ので、撓まないようになっている。
【００２６】
　外部ケース１００には、引き戸が最大限に開いた状態で走行体２００とかみ合うストッ
パー５００が設けられている。このストッパー５００は、図６に示すように、先端に内向
きの凸部５１１が形成された一対の板バネ５１０と、この板バネ５１１を取り付けるスト
ッパー本体５２０と、このストッパー本体５２０を外部ケース１００に固定する固定具５
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３０とを有している。
【００２７】
　前記ストッパー本体５２０は、例えば、合成樹脂製の直方体状のブロックであり、その
中心には固定具５３０を構成するボルト（図示省略）と螺合するナット（図示省略）を格
納するナット穴５２１が開設されている。また、固定具５３０は、前記ボルト以外に、ス
トッパー本体５２０とで外部ケース１００の下面を挟み込む挟持板５３１も有している。
挟持板５３１にはボルトが貫通する開口（図示省略）が開設されている。なお、挟持板５
３１には、スリット１１０に嵌まり込む折り曲げ片が形成されている。
【００２８】
　このように構成されたストッパー５００を固定具５３０によって外部ケース１００に固
定する。引き戸が最大限に開くと、板バネ５１０の凸部５１１が走行体２００（走行体本
体２１０）の凹部２１３とかみ合い、走行体をコイルバネ３００によって閉方向に引き戻
させないようにする。
【００２９】
　さて、上述した引き戸クローザの使用方法及び機能について説明する。
　まず、外部ケース１００を組み立てる。ケース本体１２０の長さは、最近の広い間口に
対応することができるものになっているので、組立前に必要に応じて、引き戸を取り付け
るスペースの横幅に合わせて一端部を切断することで設定する。その後、ケース本体１２
０の両端部に取付ブラケット１３０を装着する。
【００３０】
　取付ブラケット１３０を外部ケース１００の装着時に任意の方向に向けることにより、
そのネジ止め部１３１の向きを変更できることは上述したとおりである。その後、引き戸
を取り付けるスペースの上辺に沿って外部ケース１００を取り付け、連結ピン２５０を介
して走行体２００と引き戸とを連結する。
【００３１】
　引き戸が閉じられた状態、すなわち開けていない状態にあると、走行体２００は、コイ
ルバネ３００が外部ケース１００内で最も縮んだ状態にある。と同時に走行体２００の突
起部２１８はスリット１１０の終端部に当接し、それを以上の走行体２００の移動を抑止
する。もし、この突起部２１８がなく、それ以上の走行体２００の移動を抑止できないと
すると、走行体２００が中継ローラ４００に接触し、中継ローラ４００を破損させるおそ
れもある。
【００３２】
　かかる状態から引き戸を開くと、走行体２００はコイルバネ３００を引き延ばしながら
開方向に移動する。なお、この開方向への移動の際には、小型ホイール２２０、大型ホイ
ール２３０及び一方向性ロータリーダンパー２４０のダンパー用ホイール２４１は、フリ
ー状態である。
【００３３】
　引き戸を最大限まで開くと、走行体２００（走行体本体２１０）の凹部２１３にストッ
パー５００の板バネ５１０の凸部５１１がかみ合い、引き戸は最大限で開いた状態を維持
する。
【００３４】
　引き戸を閉方向に移動させると、凹部２１３と凸部５１１とのかみ合いが解除され、引
き戸はコイルバネ３００の力によって閉方向に引っ張られる。
　この際、小型ホイール２２０及び大型ホイール２３０はフリー状態であるが、一方向性
ロータリーダンパー２４０は抵抗して回転し、しかも一方向性ロータリーダンパー２４０
の抵抗する力は、引き延ばされたコイルバネ３００が縮む力より小に設定されているので
、引き戸は、コイルバネ３００の力によって勢いよく引っ張られることはなくスムーズか
つ安全に閉じられる。また、大型ホイール２３０が外部ケース１００の内側下面に圧接す
る力を調整することで、一方向性ロータリーダンパー２４０に取り付けられたダンパー用
ホイール２４１が外部ケース１００の内側上面に接する力が調整されるので、引き戸が閉
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じる際のスピードを変化させることができる。
【００３５】
　なお、上述した実施の形態では、走行体２００を引っ張る弾性体としてコイルバネ３０
０を挙げたが、弾性体はコイルバネ３００に限定されるものではない。例えば、ゴム紐等
であってもよいことはいうまでもない。
【符号の説明】
【００３６】
　１００　　外部ケース
　１１０　　スリット
　２００　　走行体
　２１０　　走行体本体
　２２０　　小型ホイール（ホイール）
　２３０　　大型ホイール（ホイール）
　２４０　　一方向性ロータリーダンパー
　３００　　コイルバネ
　４００　　中継ローラ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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