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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】室内から外気への熱の放散阻止及び外気から室
内への熱の吸収阻止を効果的に行い得、調温された室内
の快適な室温を維持できて、満足し得る省エネルギー化
を期待し得るブラインド用又はシャッタ用の羽根及びそ
れを具備したブラインド又はシャッタを提供する。
【解決手段】ブラインド用の羽根１は、長手方向Ｌにお
いて長尺の羽根本体２と、羽根本体２の前面及び後面に
取付けられた長手方向Ｌに長尺の金属製、アルミの押し
出し成型品からなる一対の外装板５を具備している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長尺の羽根本体と、この羽根本体の前面及び後面に取付けられた長尺の一対の外装板と
を具備しており、羽根本体は、一対の外装板の熱伝導率よりも低い熱伝導率を有している
ブラインド用又はシャッタ用の羽根。
【請求項２】
　一対の外装板は、金属製、樹脂製又は木製である請求項１に記載のブラインド用又はシ
ャッタ用の羽根。
【請求項３】
　一対の外装板のうち羽根本体の前面に取付けられた外装板は、アルミ若しくは樹脂の押
し出し成型品又はアルミ、樹脂若しくはスチールのフォーミング成型品若しくはプレス成
型品からなる請求項１又は２に記載のブラインド用又はシャッタ用の羽根。
【請求項４】
　一対の外装板のうち羽根本体の後面に取付けられた外装板は、アルミ若しくは樹脂の押
し出し成型品又はアルミ、樹脂若しくはスチールのフォーミング成型品若しくはプレス成
型品からなる請求項１から３のいずれか一項に記載のブラインド用又はシャッタ用の羽根
。
【請求項５】
　一対の外装板は、羽根本体の肉厚よりも薄い肉厚を有している請求項１から４のいずれ
か一項に記載のブラインド用又はシャッタ用の羽根。
【請求項６】
　羽根本体は、一対の外装板間の空間において、当該一対の外装板の夫々の厚み方向に関
して対面する内側面に接触して配された断熱部材を有している請求項１から５のいずれか
一項に記載のブラインド用又はシャッタ用の羽根。
【請求項７】
　断熱部材は、硬質ウレタンフォーム、グラスウール、ロックウール及び石膏のうちの少
なくとも一つを含んでいる請求項６に記載のブラインド用又はシャッタ用の羽根。
【請求項８】
　羽根本体は、一対の外装板間の空間において、当該一対の外装板の夫々の厚み方向に関
して対面する内側面に接触していると共に断熱部材を該一対の外装板の夫々の厚み方向に
対して直交する方向に関して間にして配された他の断熱部材を有している請求項６又は７
に記載のブラインド用又はシャッタ用の羽根。
【請求項９】
　他の断熱部材は、硬質ゴム部材、木材及び樹脂部材のうち少なくとも一つを含んでいる
請求項８に記載のブラインド用又はシャッタ用の羽根。
【請求項１０】
　羽根本体は、一対の外装板間の空間を長手方向の両側面において閉塞するべく、当該両
側面の夫々に設けられた断熱性の閉塞板を有している請求項１から９のいずれか一項に記
載のブラインド用又はシャッタ用の羽根。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載の羽根を具備したブラインド又はシャッタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の外壁において当該建物の窓に配されるブラインド又はシャッタに用い
られる羽根、即ち、ブラインド用又はシャッタ用の羽根及びそれを具備したブラインド又
はシャッタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物の窓に上下方向に複数の羽根（スラット又はルーバー）を配列して羽根の昇降及び
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傾動でもって室内を目隠しすると共に自然光又は人工光を遮光するブラインドは知られて
おり、例えば特許文献１においては、羽根の昇降のための昇降装置と、羽根の傾動のため
の傾動手段（チルト機構）とが設けられたブラインドが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１８－１０９３４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、斯かる建物の窓において窓障子にガラス障子が多く用いられるが、ガラス障
子の場合、その断熱性に劣り、ガラス障子で囲まれた室内の適度に調温された室温を維持
する熱が例えば日本の冬場においてガラス障子を介して外気に絶えず放散され、冬場の室
温を快適に維持するためには、絶えず放散される熱を補充する暖房エネルギー（熱エネル
ギー）を絶えず必要とし、このため、二層のガラス障子等の採用、室内での厚手のカーテ
ンの採用等が提案されているが、室内から外気への熱の放散阻止が必ずしも効果的でなく
、満足し得る省エネルギー化が期待し難い。
【０００５】
　斯かる問題は、日本の冬場においてのみ生じるのでもなく、ガラス障子で囲まれた室内
の適度に調温された室温を維持する熱が夏場においてはガラス障子を介して外気から絶え
ず吸収され、夏場の室温を快適に維持するためには、絶えず吸収される熱を放散する冷房
エネルギー（冷却エネルギー）を絶えず必要とし、このため、二層のガラス障子等の採用
、室内での厚手のカーテンの採用等でも、外気から室内への熱の吸収阻止が必ずしも効果
的でなく、夏場においても満足し得る省エネルギー化が期待し難い。
【０００６】
　本発明は、前記諸点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、室内か
ら外気への熱の放散阻止及び外気から室内への熱の吸収阻止を効果的に行い得、調温され
た室内の快適な室温を維持できて、満足し得る省エネルギー化を期待し得るブラインド用
又はシャッタ用の羽根及びそれを具備したブラインド又はシャッタを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のブラインド用又はシャッタ用の羽根は、長尺の羽根本体と、この羽根本体の前
面及び後面に取付けられた長尺の一対の外装板とを具備しており、羽根本体は、一対の外
装板の熱伝導率よりも低い熱伝導率を有している。
【０００８】
　本発明のブラインド用又はシャッタ用の羽根によれば、長尺の羽根本体が一対の外装板
の熱伝導率よりも低い熱伝導率を有しているために、一対の外装板間の熱橋（熱伝達）を
効果的に断ち切ることができ、羽根と窓障子との間の空間の空気層を外界（ブラインド又
はシャッタの外側、即ち、外気側）に対して断熱空間とし得、該空間の空気層の熱の外界
への無意味な放散及び外界からの無意味な熱の吸収を避けることができ、而して、室内か
ら外気への熱の放散阻止及び外気から室内への熱の吸収阻止を効果的に行い得、満足し得
る省エネルギー化を期待し得るブラインド用又はシャッタ用の羽根を提供することができ
る。
【０００９】
　本発明において、一対の外装板は、形状保持性を有している金属製、樹脂製又は木製等
のいずれであってもよいが、一つの例では、一対の外装板のうち羽根本体の前面に取付け
られた外装板は、アルミ若しくは樹脂の押し出し成型品又はアルミ、樹脂若しくはスチー
ルのフォーミング成型品若しくはプレス成型品からなり、他の一つの例では、一対の外装
板のうち羽根本体の後面に取付けられた外装板は、アルミ若しくは樹脂の押し出し成型品
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又はアルミ、樹脂若しくはスチールのフォーミング成型品若しくはプレス成型品からなり
、更に他の一つの例では、一対の外装板の両方は、アルミ若しくは樹脂の押し出し成型品
又はアルミ、樹脂若しくはスチールのフォーミング成型品若しくはプレス成型品からなる
。
【００１０】
　本発明において、一対の外装板は、好ましくは、羽根本体の肉厚よりも薄い肉厚を有し
ており、好ましい例では、肉厚０.３ｍｍ程度のガルバリウム鋼板又は肉厚１．０ｍｍ程
度のアルミの押し出し成型品からなる。
【００１１】
　本発明の好ましい一つの例では、羽根本体は、一対の外装板間の空間において、当該一
対の外装板の夫々の厚み方向に関して対面する内側面に接触して配された断熱部材を有し
ており、斯かる断熱部材は、好ましい例では、硬質ウレタンフォーム、グラスウール、ロ
ックウール及び石膏ボード等の石膏のうちの少なくとも一つを含んでいる。
【００１２】
　本発明の好ましい他の一つの例では、羽根本体は、一対の外装板間の空間において、当
該一対の外装板の夫々の厚み方向に関して対面する内側面に接触していると共に断熱部材
を該一対の外装板の夫々の厚み方向に対して直交する方向に関して間にして配された他の
断熱部材を有しており、斯かる他の断熱部材は、好ましい例では、硬質ゴム部材、木材及
び樹脂部材のうちの少なくとも一つを含んでおり、特に好ましい例では、耐燃性を有する
塩化ビニル等を含んでいる。
【００１３】
　本発明の好ましい更に他の一つの例では、羽根本体は、一対の外装板間の空間を長手方
向の両側面において閉塞するべく、当該両側面の夫々に設けられた断熱性の閉塞板を有し
ており、斯かる閉塞板は、好ましい例では、塩化ビニルを含んでいる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、室内から外気への熱の放散阻止及び外気から室内への熱の吸収阻止を
効果的に行い得、満足し得る省エネルギー化を期待し得るブラインド用又はシャッタ用の
羽根及びそれを具備したブラインド又はシャッタを提供し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の実施の形態の好ましい例の斜視説明図である。
【図２】図２は、図１に示す例の一部分解斜視説明図である。
【図３】図３は、図１に示す例の複数個を上下方向に連接した斜視説明図である。
【図４】図４は、図１に示す例を用いたブラインドの例の斜視説明図である。
【図５】図５は、図４に示す例の動作説明図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態の好ましい他の例の斜視説明図である。
【図７】図７は、図６に示す例の一部分解斜視説明図である。
【図８】図８は、図６に示す例の複数個を上下方向に連接した斜視説明図である。
【図９】図９は、図６に示す例の動作説明図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施の形態の好ましい更に他の例の複数個を上下方向に連
接した正面説明図である。
【図１１】図１１の（ａ）は、図１０に示す例の左側面及び右側面説明図であり、そして
、図１１の（ｂ）は、図１０に示すＸＩ－ＸＩ線矢視断面説明図である。
【図１２】図１０に示す例の動作説明図であり、（ａ）は、図１０に示す例の一部正面説
明図であり、（ｂ）は、（ａ）の右側面説明図であり、（ｃ）は、（ａ）のｃ－ｃ線矢視
断面説明図である。
【図１３】図１０に示す例の分解斜視説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
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　次に本発明の実施の形態を、図に示す好ましい例に基づいて更に詳細に説明する。なお
、本発明はこれら例に何等限定されないのである。
【００１７】
　図１から図３において、本例のブラインド用の羽根１は、長手方向Ｌにおいて長尺の羽
根本体２と、羽根本体２の前面３及び後面４に取付けられた長手方向Ｌに長尺の金属製、
本例ではアルミの押し出し成型品からなる一対の外装板５及び６とを具備している。
【００１８】
　一対の外装板５及び６の熱伝導率よりも低い熱伝導率を有している羽根本体２は、一対
の外装板５及び６間の空間１１において、当該一対の外装板５及び６の夫々の厚み方向Ｔ
に関して対面する内側面１２及び１３に接触して配されていると共に硬質ウレタンフォー
ムからなる直方体形状の断熱部材１４と、一対の外装板５及び６間の空間１１において、
当該一対の外装板５及び６の夫々の厚み方向Ｔに関して対面する内側面１２及び１３に接
触していると共に断熱部材１４を該一対の外装板５及び６の夫々の厚み方向Ｔに対して直
交する方向Ｖに関して間にして配されており、且つ、耐燃性を有する塩化ビニルからなる
他の断熱部材１５及び１６と、一対の外装板５及び６間の空間１１を長手方向（横方向）
Ｌの両側面１７及び１８の夫々において閉塞するべく、当該両側面１７及び１８の夫々に
設けられていると共に塩化ビニルからなる断熱性の閉塞板１９及び２０とを有している。
【００１９】
　互いに同一形状を有する一方、方向Ｖ及び厚み方向Ｔに関して互いに逆に配された断熱
部材１５及び１６の夫々は、長手方向Ｌの両方の端面３１の夫々の中央部に有底の取付け
用のねじ穴３２を有した長尺の直方体部３３と、直方体部３３の方向Ｖに関しての一方の
面３４の片側に当該面３４の片側から一体的に突出して設けられた長尺の直方体状の突出
部３５とを具備している。
【００２０】
　互いに同一形状を有する閉塞板１９及び２０の夫々は、ねじ穴３２の夫々の位置に対応
した位置に貫通して設けられたねじ孔３６と、中央部に設けられた取付け孔３７とを具備
しており、ねじ孔３６及びねじ穴３２に螺合した頭なしねじを介して閉塞板１９及び２０
の夫々は、断熱部材１４、断熱部材１５及び１６並びに一対の外装板５及び６の長手方向
Ｌに関してのその各端面を覆って断熱部材１５及び１６に固定されている。
【００２１】
　厚み方向Ｔに関して羽根本体２の１０ｍｍ程度の肉厚ｔ１よりも薄い１．０ｍｍ程度の
肉厚ｔ２を有している一対の外装板５及び６の夫々は、方向Ｖに関してのその端部で断熱
部材１５及び１６に嵌合されて前面３及び後面４の夫々に取付けられている。
【００２２】
　以上の羽根１は、図４及び図５に示すような建物の外壁に、当該外壁に採光等のために
設けられた窓のガラス窓障子を覆って取付けられたブラインド４１に用いられるようにな
っており、本例のブラインド４１は、並置された一対の縦枠４２及び４３と、一対の縦枠
４２及び４３の下部を橋絡した下枠４４と、一対の縦枠４２及び４３の上部を橋絡した上
枠４５と、一対の縦枠４２及び４３並びに上枠４５内に配されていると共に、複数個の羽
根１を互いに連結する図示しない連結機構、羽根１の夫々を各取付け孔３７の中心を通る
中心線Ｏを中心として回転（チルト）させる図示しないチルト機構及び該連結機構により
連結された複数個の羽根１を縦枠４２及び４３並びに下枠４４及び上枠４５で囲まれた空
間４７において当該連結機構を介して羽根１の夫々の上昇及び下降を行わせると共にこの
羽根１の上昇及び下降においてチルト機構を介して羽根１の夫々の回転（チルト）を行わ
せるべく、上枠４５から垂れ下がった無端チェーン４６を有している図示しない作動機構
とを具備している。
【００２３】
　以上のブラインド４１は、無端チェーン４６をガラス窓障子側、言い換えると、建物の
室内側から人手により一方の方向に引き下げることにより、羽根１の夫々を上昇させ完全
上昇手前で羽根１の夫々を中心線Ｏを中心として回転させ、完全上昇で図４に示すように
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空間４７を完全閉鎖する一方、無端チェーン４６を建物の室内側から人手により他方の方
向に引き下げることにより、羽根１の夫々を中心線Ｏを中心として逆方向に回転させると
共に羽根１の夫々を下側から逐次下降させ途中下降で図５に示すように空間４７を半開き
にし、全ての羽根１の下降で空間４７を完全開口するようになっている。
【００２４】
　斯かる羽根１を用いた窓に対しての完全目隠し（完全遮光）、可変目隠し（可変遮光、
言い換えると可変採光）及び完全開放（完全採光）を行い得るブラインド４１では、空間
４７の完全閉鎖（完全目隠し）に際して、上下方向において隣接する羽根１は、図３に示
すように隣接する断熱部材１５及び１６で密に凹凸接触嵌合して、上下方向において隣接
する羽根１間の隙間５１をなくして、当該これら隙間５１を介する羽根１と窓障子との間
の空間の空気層を外界（ブラインド４１の外側、即ち、外気側）に対して隔離でき、而し
て、羽根１と窓障子との間の空間を断熱空間とし得、該空間の空気層の熱の外界への無意
味な放散及び外界からの無意味な熱の吸収を避けることができ、而して、室内から外気へ
の熱の放散阻止及び外気からの室内への熱の吸収阻止を効果的に行い得、満足し得る省エ
ネルギー化を期待し得る。
【００２５】
　なお、ブラインド４１では、縦枠４２及び４３の夫々と、長手方向Ｌにおいて縦枠４２
及び４３の夫々に対面する閉塞板１９及び２０の夫々との間の隙間を断熱密閉するために
、閉塞板１９及び２０の夫々に対面する縦枠４２及び４３の夫々の側面５５に上枠４５か
ら下枠４４まで伸びる可撓性の弾性シール部材５６を取付け、弾性シール部材５６の可撓
性の先端部を側面５５に対面する閉塞板１９及び２０の夫々の側面５７に弾性的に滑り自
在に密に接触させ、一方、弾性シール部材５６と同様の弾性シール部材を上枠４５の下面
５８と下枠４４の上面５９との夫々に取付け、羽根１による空間４７の完全閉鎖において
は、上枠４５の下面５８に取付けた弾性シール部材の可撓性の先端部を最上位の羽根１の
断熱部材１５の突出部３５及び当該突出部３５に対応する閉塞板１９及び２０の夫々の部
位の外界（ブラインド４１の外側、即ち、外気側）に面する面６０に密に接触させ、同じ
く、下枠４４の上面５９に取付けた弾性シール部材の可撓性の先端部を最下位の羽根１の
断熱部材１６の突出部３５及び当該突出部３５に対応する閉塞板１９及び２０の夫々の部
位の内側（ブラインド４１の内側、即ち、ガラス窓障子側）に面する面６２に密に接触さ
せ、これらにより、羽根１による空間４７の完全閉鎖において、互いに連結された複数の
羽根１の周りと各側面５５並びに下面５８及び上面５９との間の隙間をなくして、当該こ
れら隙間を介する羽根１と窓障子との間の空間の空気層を外界（ブラインド４１の外側、
即ち、外気側）に対してより効果的に隔離でき、而して、羽根１と窓障子との間の空間を
完全な断熱空間とし得、該空間の空気層の熱の外界への無意味な放散及び外界からの無意
味な熱の吸収を確実に避けることができ、而して、室内から外気への熱の放散阻止及び外
気から室内への熱の吸収阻止をより効果的に行い得、より満足し得る省エネルギー化を期
待し得る。
【００２６】
　図６から図８において、本例のシャッタ用の羽根７１は、複数の羽根７１相互を連結す
る連結機構７２を具備する一方、突出部３５及び閉塞板１９及び２０の夫々において当該
突出部３５に対応した位置に当該突出部３５と同一の形状を持って設けられた突出部７３
並びに取付け孔３７を具備しない点で、羽根１と異なり、その他は羽根１と同一であり、
本連結機構７２は、断熱部材１５の直方体部３３の方向Ｖに関しての一方の面３４の中央
に当該面３４の中央から一体的に突出して設けられた長尺の円柱状の突出部７４及び閉塞
板１９及び２０の夫々において当該突出部７４に対応した位置に当該突出部７４と同一の
形状を持って一体的に設けられた突出部７５と、断熱部材１６の直方体部３３の方向Ｖに
関しての一方の面３４の中央に設けられていると共に断熱部材１６に方向Ｖに関して隣接
する断熱部材１５の突出部７４が滑り自在に嵌合する円柱状の凹所７６及び閉塞板１９及
び２０の夫々において当該凹所７６に対応した位置に当該凹所７６と同一の外形状を持っ
て設けられていると共に当該閉塞板１９及び２０の夫々に方向Ｖに関して隣接する閉塞板
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１９及び２０の夫々の突出部７５が滑り自在に嵌合する円形状の凹所７７とを具備してお
り、複数の羽根７１は、斯かる連結機構７２を介して方向Ｖに関して隣接する相互が方向
Ｒに回転自在に連結されている。
【００２７】
　以上の互いに連結された複数の羽根７１からなる羽根列８１を用いたシャッタ８２は、
図４及び図５に示すような一対の縦枠４２及び４３並びに上枠４５及び下枠４４で囲まれ
た空間４７を、複数の羽根１に代えて、羽根列８１の無端チェーン４６の建物の室内側か
らの人手による操作での上昇、下降で開閉するようになっており、羽根列８１は、図９に
示すように、上枠４５内において巻かれた巻き部８３から空間４７に又は空間４７から巻
き部８３に、当該空間４７を完全閉鎖、一部閉鎖（一部開口）及び完全開口するように、
垂れ下げ又は巻き上げられるようになっている。
【００２８】
　斯かるシャッタ８２では、空間４７の完全閉鎖に際して、上下方向において隣接する羽
根７１は、隣接する断熱部材１５及び１６で密に凹凸接触嵌合して、上下方向において隣
接する羽根７１間の隙間をなくして、当該これら隙間を介する羽根７１と窓障子との間の
空間の空気層を外界に対して隔離でき、而して、羽根７１と窓障子との間の空間を断熱空
間とし得、該空間の空気層の熱の外界への無意味な放散及び外界からの無意味な熱の吸収
を避けることができ、而して、室内から外気への熱の放散阻止及び外界から室内への熱の
吸収阻止を効果的に行い得、満足し得る省エネルギー化を期待し得る。
【００２９】
　なお、シャッタ８２では、ブラインド４１と同様に、縦枠４２及び４３の夫々と、長手
方向Ｌにおいて縦枠４２及び４３の夫々に対面する閉塞板１９及び２０の夫々との間の隙
間を断熱密閉するために、閉塞板１９及び２０の夫々に対面する縦枠４２及び４３の夫々
の側面５５に上枠４５から下枠４４まで伸びる可撓性の弾性シール部材５６を取付け、弾
性シール部材５６の可撓性の先端部を側面５５に対面する閉塞板１９及び２０の夫々の側
面５７に弾性的に滑り自在に密に接触させ、一方、円弧凹面状上面を有する弾性シール部
材を下枠４４の上面５９に取付け、羽根列８１による空間４７の完全閉鎖においては、羽
根列８１のうちの最下位の羽根７１の下面に当該弾性シール部材の円弧凹面状上面を弾性
的に密に接触させて、これにより、羽根列８１による空間４７の完全閉鎖において、羽根
列８１の周りと各側面５５及び上面５９との間の隙間をなくして、当該これら隙間を介す
る羽根列８１と窓障子との間の空間の空気層を外界（シャッタ８２の外側、即ち、外気側
）に対してより効果的に隔離でき、而して、ブラインド４１と同様に、羽根列８１と窓障
子との間の空間を完全な断熱空間とし得、該空間の空気層の熱の外界への無意味な放散及
び外界からの無意味な熱の吸収を確実に避けることができ、而して、室内から外気への熱
の放散阻止及び外気から室内への熱の吸収阻止をより効果的に行い得、より満足し得る省
エネルギー化を期待し得る。
【００３０】
　　図１０から図１３において、本例のシャッタ、より詳しくは、スリットシャッタ９１
は、複数の羽根９２に加えて、羽根９２を相互に連結すると共に空間４７の完全閉鎖の手
前まで採光を行い得る複数のスリット９３を具備したスリット付連結板９４を具備してい
る。
【００３１】
　本例の羽根９２は、羽根１の羽根本体２並びに一対の外装板５及び６に相当する羽根本
体１０１並びに一対の外装板１０２及び１０３を具備しており、羽根本体１０１は、断熱
部材１４、断熱部材１５及び１６並びに閉塞板１９及び２０に相当する断熱部材１０４、
断熱部材１０５及び１０６並びに閉塞板１０７及び１０８を具備しており、断熱部材１０
５は、上部で開口すると共に長手方向Ｌの両方の端面１１１まで伸び且つ長手方向Ｌに対
して直交する方向に長く且つ当該直交する方向に円筒状面１１２を有した長孔１１３を端
面１１１に設けられた断熱部材１５のねじ穴３２に相当するねじ穴１１４に加えて具備し
ており、断熱部材１０６は、下部で開口すると共に長手方向Ｌの両方の端面１１５まで伸



(8) JP 2020-128644 A 2020.8.27

10

20

30

40

50

びた円柱状孔１１６を端面１１５に設けられた断熱部材１６のねじ穴３２に相当するねじ
穴１１４に加えて具備しており、互いに同一形状を有する閉塞板１０７及び１０８の夫々
は、ねじ穴１１４の夫々の位置に対応した位置に貫通して設けられたねじ孔１２１を具備
しており、ねじ孔１２１及びねじ穴１１４に螺合した頭なしねじを介して閉塞板１０７及
び１０８の夫々は、断熱部材１０４、断熱部材１０５及び１０６並びに一対の外装板１０
２及び１０３に加えて長孔１１３及び円柱状孔１１６の長手方向Ｌに関してのその各端面
を覆って断熱部材１０５及び１０６に固定されており、一対の外装板１０２及び１０３は
、一対の外装板５及び６と同様に、断熱部材１０５及び１０６の夫々に取付けられている
。
【００３２】
　スリット付連結板９４の夫々は、上下方向に隣接する羽根９２のうち上側の羽根９２の
断熱部材１０６の円柱状孔１１６に滑り回転自在に嵌合する長尺の円柱状膨大部１３１と
、上下方向に隣接する羽根９２のうち下側の羽根９２の断熱部材１０５の長孔１１３に滑
り回転自在に嵌合する長尺の円柱状膨大部１３２と、上下方向に関して円柱状膨大部１３
１及び１３２の間に配されていると共に円柱状膨大部１３１及び１３２に一体的に形成さ
れ、且つ、長手方向に配列された複数のスリット９３を有した長尺の板部１３３とを具備
している。
【００３３】
　スリット付連結板９４で相互に連結された複数の羽根９２を有した羽根列１４１を用い
たスリットシャッタ９１は、図４及び図５に示すような一対の縦枠４２及び４３並びに上
枠４５及び下枠４４で囲まれた空間４７を、複数の羽根１及び羽根列８１に代えて、羽根
列１４１の無端チェーン４６の建物の室内側からの人手による操作での上昇、下降で開閉
するようになっており、羽根列１４１は、図９に示すと同様に、上枠４５内において巻か
れた巻き部から空間４７に又は空間４７から巻き部に、当該空間４７を完全閉鎖、一部閉
鎖（一部開口）及び完全開口するように、垂れ下げ又は巻き上げられるようになっている
。
【００３４】
　そして、スリットシャッタ９１では、無端チェーン４６の建物の室内側からの人手によ
る操作での羽根列１４１の下降（垂れ下げ）で、完全閉鎖手前までは、言い換えると、複
数の羽根９２のうちで最下位の羽根９２の下部の下面が下枠４４の上面５９に接触するま
では、図１０及び図１１に示すように、各羽根９２の重力により隣接する羽根９２相互が
上下方向において離されて隣接する羽根９２間の夫々において各スリット付連結板９４の
複数のスリット９３の夫々が露出されて、当該複数のスリット９３からガラス窓障子を介
して室内に採光が得られ、最下位の羽根９２の下部の下面の下枠４４の上面５９への接触
後の更なる羽根列１４１の下降（垂れ下げ）で、最下位の羽根９２よりも上方に存在する
羽根列１４１のうちの下位の羽根９２の下部の下面が当該下位の羽根９２に下方で隣接す
る羽根９２の上部の上面に、当該下方で隣接する羽根９２の断熱部材１０５の長孔１１３
に案内されて当該長孔１１３に滑り回転自在に嵌合する長尺の円柱状膨大部１３２が下降
する結果、接触して当該円柱状膨大部１３２に一体形成された板部１３３が当該下方で隣
接する羽根９２で隠され、以下、更なる羽根列１４１の下降（垂れ下げ）で、、図１２に
示すように、次々と板部１３３が当該下方で隣接する羽根９２で隠されて、空間４７の完
全閉鎖が互いに隣接する羽根９２の上部の上面と羽根９２の下部の下面との密接で行われ
る一方、無端チェーン４６の建物の室内側からの人手による逆の操作での羽根列１４１の
上昇（巻き上げ）で、上記の動作と逆の動作が行われ、図１０及び図１１に示すように、
複数のスリット９３からガラス窓障子を介して室内に採光が得られようになった後に、最
後に最下位の羽根９２が上昇されて、空間４７の完全開口が行われる。
【００３５】
　斯かるスリットシャッタ９１では、空間４７の完全閉鎖に際して、上下方向において隣
接する羽根９２がその上部の上面及び下部の下面が隣接する羽根９２の下部の下面及び上
部の上面に密に接触して、上下方向において隣接する羽根９２間の隙間をなくして、当該
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して、羽根９２と窓障子との間の空間を断熱空間とし得、該空間の空気層の熱の外界への
無意味な放散及び外界からの無意味な熱の吸収を避けることができ、而して、室内から外
気への熱の放散阻止及び外気から室内への熱の吸収阻止を効果的に行い得、満足し得る省
エネルギー化を期待し得る。
【００３６】
　なお、スリットシャッタ９１でも、ブラインド４１及びシャッタ８２と同様に、縦枠４
２及び４３の夫々と、長手方向Ｌにおいて縦枠４２及び４３の夫々に対面する閉塞板１０
７及び１０８の夫々との間の隙間を断熱密閉するために、閉塞板１０７及び１０８の夫々
に対面する縦枠４２及び４３の夫々の側面５５に上枠４５から下枠４４まで伸びる可撓性
の弾性シール部材５６を取付け、弾性シール部材５６の可撓性の先端部を側面５５に対面
する閉塞板１０７及び１０８の夫々の側面に弾性的に滑り自在に密に接触させ、一方、凹
面状上面を有する弾性シール部材を下枠４４の上面５９に取付け、羽根列１４１による空
間４７の完全閉鎖においては、羽根列１４１のうちの最下位の羽根９２の下面に当該弾性
シール部材の凹面状上面を弾性的に密に接触させて、これにより、羽根列１４１による空
間４７の完全閉鎖において、羽根列１４１の周りと各側面５５及び上面５９との間の隙間
をなくして、当該これら隙間を介する羽根列１４１と窓障子との間の空間の空気層を外界
（スリットシャッタ９１の外側、即ち、外気側）に対してより効果的に隔離でき、而して
、ブラインド４１及びシャッタ８２と同様に、羽根列１４１と窓障子との間の空間を完全
な断熱空間とし得、該空間の空気層の熱の外界への無意味な放散及び外界からの無意味な
熱の吸収を確実に避けることができ、而して、室内から外気への熱の放散阻止及び外気か
ら室内への熱の吸収阻止をより効果的に行い得、より満足し得る省エネルギー化を期待し
得る。
【００３７】
　ところで、ブラインド４１、シャッタ８２及びスリットシャッタ９１では、無端チェー
ン４６の人手による操作により羽根１、７１及び９２の上昇及び下降を行わせたが、これ
と共に又はこれに代えて電動で行わせてもよく、更に、これら上昇及び下降機構は、公知
であるので、また、羽根１の回転（チルト）機構もまた、公知であるので、詳細な説明を
省略する。
【符号の説明】
【００３８】
　１　羽根
　２　羽根本体
　３　前面
　４　後面
　５、６　外装板
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