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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２個の垂直のスライド（２）と、スライドの上部に折り畳まれることが可能である少な
くとも１個の可撓式のシャッター（４）を含む扉であって、少なくとも１本の横方向の補
強バー（１２）を持つものにおいて、ガイド装置（１４）が、少なくとも１本の補強バー
（１２）の延長部において結合し、前記スライド（２）の少なくとも１つにおいて、前記
シャッター（４）の平面に対してオフセットされた平面内にシャッター（４）のガイドを
形成し、シャッター（４）が前記スライド（２）の面に対して押し当てられ、前記スライ
ド（２）の各々は外部のフランジ（２８）を有し、前記ガイド装置（１４）は外部のフラ
ンジ（２８）と接触する２個のガイド部材を備え、その一方のガイド部材は外部のフラン
ジ（２８）の外側の面と接触しており、他方のガイド部材は外部のフランジ（２８）の内
側の面と接触していることを特徴とする扉。
【請求項２】
　前記ガイド部材（２２，２３）の少なくとも１個がシャッター（４）の平面に対してオ
フセットされた軸を有することを特徴とする請求項１記載の扉。
【請求項３】
　前記ガイド装置（１４）と補強バー（１２）とが、補強バー（１２）に対するガイド装
置（１４）の回転を許すように接続されていることを特徴とする請求項１又は２のいずれ
か１項に記載の扉。
【請求項４】
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　前記ガイド装置（１４）と補強バー（１２）又はスライド（２）の間の接続のうちの少
なくとも１つが、所定値を超える外部作用の下で離脱可能であることを特徴とする請求項
１から３のいずれか１項記載の扉。
【請求項５】
　前記ガイド装置（１４）が補強バー（１２）又はスライド（２）からガイド装置を離脱
させやすい少なくとも１個の脱落又は変形領域を有することを特徴とする請求項１から４
のいずれか１項記載の扉。
【請求項６】
　２個の平行な柔軟なシャッター（４）を有する扉であって、各シャッターに属する補強
材（１２）と結合可能で、各々の柔軟なシャッター（４）の平面に対してオフセットされ
た少なくとも１個のガイド部材を持つガイド装置（１４）を有することを特徴とする、請
求項１から５のいずれか１項記載の扉。
【請求項７】
　少なくとも１個のリンク支柱（４４）が異なるシャッターに属する２個の補強バーを（
１２）を連結することを特徴とする請求項６記載の扉。
【請求項８】
　前記シャッタが各補強バー（１２）の末端部にガイド装置（１４）が突き出すための窓
（３２）を持っていることを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載された扉。
【請求項９】
　前記ガイド装置（１４）が、成型された半シェル（２０ａ，２０ｂ）から成り互いに平
行な大きい底部（１６）及び小さい底部（１７）を持つ実質的に台形の形状をなす本体を
有し、これらの２個の底部（１６，１７）は半円筒形の壁（１８）によって連結されてお
り、小さい底部（１７）は補強バー（１２）を受けるブラインドホールを有し、大きい底
部（１６）は２個のガイド部材と連結されることを特徴とする請求項１から８のいずれか
１項に記載された扉。
【請求項１０】
　前記２個のガイド部材が半円筒形のリング（２２）と回転式ローラー（２３）とを含み
、該半円筒形のリング（２２）及び回転式ローラー（２３）は２個の半シェル（２０ａ，
２０ｂ）の間にはさまれる２本のシャフト（２５，２６）の上に装着されており、半円筒
形のリング（２２）は前記ガイド装置（１４）の本体の半円筒形の壁（１８）の延長部に
位置していることを特徴とする請求項９記載の扉。
【請求項１１】
　前記半円筒形のリング（２２）は平らな壁を有し、この半円筒形のリング（２２）の平
らな壁は外部のフランジ（２８）の外側の面を押し、前記回転式ローラー（２３）は外部
のフランジ（２８）の内側の面およびフランジ（２９）の外側の面に規制されていること
を特徴とする請求項１０記載の扉。
【請求項１２】
　前記半円筒形のリング（２２）がローラー（３９）を囲んでおり、ローラー（３９）は
シャフト（２５）の上に装着されており、シャッター（４）内に作られた窓を介してシャ
ッター（４）を越えて突出し、外部のフランジ（２９）の外側の面と接触することを特徴
とする請求項１１記載の扉。
【請求項１３】
　前記ガイド部材が互いにＶ字状に配向した２個のローラー（４１）からなっており、ス
ライド（２）に設けられたＶ断面を有するリブ（４２）を押すことができることを特徴と
する請求項９記載の扉。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、柔軟な折畳み式のシャッターを持つ扉、及び、扉のシャッターをガイドする
ための装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　柔軟なシャッター扉の製造分野においては、柔軟なシャッターがシャフトに巻かれるロ
ーラー扉と呼ばれる扉や、シャッターが開放される時にそのシャッターが扉の最上部にア
コーディオン上に折り畳まれる折畳み式扉と呼ばれる扉が知られている。
【０００３】
　後のタイプの扉は、概略的にいうと２個の垂直のスライドを有し、その最上部に電気モ
ーターで動くシャフトが配置される。シャッターはローラーシャフトの下方に位置する横
方向のバーに吊るされ、最下部には下枠バーを有する。垂直及び平行な２個のストラップ
が一方を下枠バーに、他方をローラーバーに取付けられ、シャフトが回転状態に置かれる
ときシャッターを持ち上げるのを可能にする。
【０００４】
　持ち上げられた位置におけるシャッターは、扉の最上部部分にアコーディオン状に格納
されて、通路を開放する。
【０００５】
　通常、シャッターには、補強バーが挿入される数個のさや状部品が設けられる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　これらの扉が有する主要な問題は、シャッターの側方の縁と縦枠の間の気密性を確保す
ることである。
【０００７】
　具体的には、最上部でシャッターを受けるために、スライドは通常２個のフランジが３
００～６００ミリメートル離れたＣ型の横断面を持っている。この距離は、シャッターが
上げられるとき、縦枠の２個のフランジの間にシャッターのアコーディオン状のしわを収
容することを可能にする。
【０００８】
　縦枠が大きい開口部を有する結果、強風時にシャッターが音を立てる傾向があり、また
シャッターの側方の縁を介して空気の交換が発生する。
【０００９】
　本発明はこれらの欠点を改善しようとするもので、その目的は、折り畳み式の扉の気密
性を向上させることである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この目的のために、本発明は、２個の垂直のスライドとスライドの上部に折り畳むこと
が可能な、それ自体は公知の少なくとも１個の柔軟なシャッターであって、少なくとも１
本の横方向の補強バーを持つ扉を対象とする。
【００１１】
　本発明によれば、ガイド装置は少なくとも１本の補強バーの延長部分において結合され
、少なくとも１個のスライド内に、シャッターの平面に対してオフセットされた平面内に
シャッターガイドを形成する。前記シャッターはスライドの表面に対して押し付けられる
。
【００１２】
　つまり、本発明の基礎的なアイデアは、突風に曝された時に、シャッターが音を立てる
ことを防止するためのシャッターガイドを提供することであり、このガイドがシャッター
の平面に対してオフセットされており、スライドの表面上でシャッターの表面の圧力を受
ける点にある。各スライドの表面に対するシャッターのこの圧力は、シャッターの側方の
縁における空気交換の発生を防止する。この配置ではシャッターを扉の最上部でスライド
の外側に折り畳み、それにより気密性を保持しているから、その効果はきわめて顕著であ
る。
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【００１３】
　本発明の有利な実施例によれば、このガイド装置はシャッターの平面に対して軸をオフ
セットした少なくとも１個のガイド部品を有する。
【００１４】
　シャッターを無理なく折り畳めるように、ガイド装置は補強バーに対して回転可能に結
合されている。
【００１５】
　シャッターに対する偶発的な作用により補修費用を要する損傷を引き起こすことから防
止するために、ガイド装置と補強バー又はスライドの間の接続のうちの少なくとも一つは
、所定値を超える外部作用が生ずる前に離脱可能になっている。従って、補強バー又はス
ライドが永久的に変形する前に、ガイド装置が崩壊して、、扉に取り返しのつかない損害
を起すことを防止する。好ましくは、ガイド装置（１４）は、補強バー（１２）又はスラ
イド（２）からガイド装置を容易に離脱させる少なくとも１個の脱落又は変形領域を有す
る。
【００１６】
　２個の平行なシャッターを有する本発明の可能な実施例によれば、そのシャッターは各
シャッターの補強材と結合可能なガイド装置を有し、該ガイド装置は各々の柔軟なシャッ
ターの平面に対してオフセットされた少なくとも１個のガイド部材を有する。
【００１７】
　この可能な実施例においては、リンク支柱が２本の補強バーを結合して、限られた質量
により高い慣性のアセンブリを造ることを可能にする。
【００１８】
　好ましくは、スライドの各々は、その外側の面にシャッターが押し当てられる第一のフ
ランジと、該第一のフランジとの間にガイド装置のガイド部材を受けるための溝を構成す
る第二のフランジを有する。
【００１９】
　またこのシャッターは、補強バーの末端にガイド装置が突き出るための窓を有している
。
【００２０】
　本発明はまた、第一の端部に補強バーとの結合手段を少なくとも１個備え、第二の端部
にシャッターの平面に対して軸をオフセットしたガイド部材を少なくとも１個備えた本体
を有するガイド装置に関する。
【００２１】
　ここでもまた、ガイド装置によりシャッターの平面に対してオフセットされた平面にシ
ャッターガイドを設けることができるという本発明の基礎的なアイデアが再び表れる。こ
のガイドによりシャッターをスライドの面に対して押し当てることができるのである。
【００２２】
　可能な実施例によれば、ガイド装置は、互いに平行な底部であってこれらと垂直な半円
筒形の壁により結合された大きい底部及び小さい底部を有する本体からなる。大きい底部
には少なくとも１個のガイド部材が取付けられており、小さい底部は補強バーを受けるこ
とができるブラインドホールを有する。
【００２３】
　このガイド部材は、以下のものを有することが有利である。
－　前記半円筒形の壁の延長部に設置された半円筒形の壁及び平らな壁を有するリングと
、
－　回転式ローラー。
【００２４】
　この半円筒形のリングは、補強バーを延長することにより、シャッターの端部に折畳み
が生じることを防止する。
【００２５】
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　半円筒形のリングはローラーを囲んでいることが有利である。
【００２６】
　他の可能な実施例では、ガイド部材はＶ型断面を有するリブを押すことができる互いに
Ｖの字状に配向された２個のローラーからなる。
【００２７】
　２個の平行なシャッターを持つ扉の場合、ガイド装置は、大きい底部と、真中の平面に
関して対称に配置され半円筒形の壁で前記大きい底部と接続された２個の小さい底部を有
する。大きい底部には少なくとも１個のガイド部材が取付けられ、小さい底部の各々は補
強バーを受けることができるブラインドホールを有する。
【００２８】
　この実施例では、ガイド部材は次のものを有することもできる。
－　回転式ローラーと、
－　半円筒形の壁の延長部に設置された半円筒形の壁及び平らな壁を持つ、回転式ローラ
ーに関して対称に配置された２個のリング。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　正確な理解のため、折畳み式扉及び折畳み式扉のガイド装置の数個の実施例が非限定的
な実例として表されている添付図面を参照しつつ、本発明を以下に説明する。
【００３０】
　図１は補強バーの末端部においてシャッターが部分的に引き去られた状態で扉を外側か
ら見た様子を表す。
　図２は、スライドに結合した２個のガイド装置を扉で区切られた内部の領域から見た斜
視図である。
　図３はスライドに結合したガイド装置の斜視断面図である。
　図４は補強バーの末端部における横断面図である。
　図５は図２のＶ－Ｖに沿った斜視図である。
　図６は図４のＶＩ－ＶＩ断面における断面図である。
　図７はガイド装置の他の実施例を表す。
　図８はガイド装置の別の実施例の断面図である。
　図９は２個の平行なシャッターを有する扉の断面図である。
【００３１】
　単純化のため、これらの異なる実施例において、同一または類似のアイテムは同じ参照
番号で表される。
【００３２】
　まず図１に関して、本発明に係るガイド装置が、最上部でローラーシャフトを支持する
２個の側方のスライド２を有する扉のために適用し得ることが理解できる。
【００３３】
　図１においてローラーシャフトは、横方向のカバー３によって隠されている。
【００３４】
　柔軟なシャッター４は、２個の側方のスライド２の間にサスペンションバーによって吊
るされる。その下端において、柔軟なシャッター４はケーシング３内に位置するローラー
シャフトとストラップ８で接続される下枠バー６を装備している。ストラップ８は、シャ
ッター４内に作られる透明な窓９から表れる。
【００３５】
　次の説明においては、慣行に従い、「内部」の語で扉のストラップが設けられた側を指
し、「外部」の語で図１のように扉のストラップがない側を指す。これは、これらの扉の
通常の設置状況と一致しているが、この内部と外部との区別は単にこれらの扉の記述を単
純化する目的でされたものであり、この扉はもちろん同一の建物内の２つの部屋を分割し
ている場合もあるものと理解される。
【００３６】
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　通常、シャッター４は、規則的間隔でその全幅を横断して延びるさや状部材を持ってお
り、該部材には補強バー１２が挿入される。
【００３７】
　図２又は図３に関しては、ガイド装置１４が各々の補強バーの延長部に配置されるとい
うことが理解される。
【００３８】
　ガイド装置１４は、互いに平行な大きい底部１６及び小さい底部１７を持つ実質的に台
形の形状をなす本体を有し、これらの２個の底部は第一にこれらと垂直である半円筒形の
壁１８によって、第二に斜めの半円筒形の壁によって連結される。
【００３９】
ガイド装置の本体が一定の弾性を持つ材料から成型された半シェル２０ａ、２０ｂから成
ることも注目される。
【００４０】
　図３において明瞭に示されるように、本体の大きい底部には半円筒形のリング２２及び
回転式ローラー２３が取付けられている。
【００４１】
　半円筒形のリング２２及びローラー２３は、２個の半シェル２０ａ、２０ｂの間にはさ
まれる２本のシャフト２５、２６の上に装着されている。以下の説明からわかるように、
重要な特徴は、半円筒形のリング２２が本体の半円筒形の壁１８の延長部に位置すること
である。
【００４２】
小さい底部１７において、本体はつば２８によって延長されたブラインドホールを持って
いる。
【００４３】
　本発明に係る扉において考慮されるべき一つの要素は、２個の側方のスライド２からな
っている。
【００４４】
　図６の横断面からわかるように、スライドの各々は、外部のフランジ２８と内部のフラ
ンジ２９を持っており、これらの２個のフランジは互いに平行である。
【００４５】
　スライド２が外側のフランジ２８に垂直に外方へ向かう延長部３０を有していることに
も注目されたい。
【００４６】
　この扉の他の特徴的な要素は、各補強バーの末端部においてシャッター内に作られる窓
３２からなる。
【００４７】
　特に補強バー１２の位置においてシャッターが多層構造を持っていることに注目された
い。補強バー１２は、柔軟な材料のストリップ３４をナット３５上に溶接することにより
形成されたさや状部材に挿入される。
【００４８】
　従ってこの扉は、次のように作用する。
【００４９】
　図２又は図３からわかるように、ガイド装置１４は、補強バー１２の各末端部にスリー
ブ接続されている。ブラインドホールの直径と補強バーの直径は、ガイド装置が補強バー
１２に対して自在に回転できるような関係になっている。ガイド装置の並進運動時におけ
るロッキングは、窓３２によって行われる。つまりガイド装置は、その斜めの壁において
この窓を越えて突出するが、図４からわかるごとく、窓３２の縁によって補強バー１２の
軸方向に関して保持されるからである。このシャッターのガイダンスは、半円筒形のリン
グ２２の平らな壁がフランジ２８の外側の面を押し、ローラー２３が外側のフランジの面
２８及びフランジ２９の外側の面で規制されることにより実現される。
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【００５０】
　このガイド装置のおかげで、シャッターがスライド２に関して完全にガイドされ、かつ
、２本の補強バー１２の間の扉の横断面を表す図５で示されるように、シャッター４が外
側のフランジの外側の面に対して押し当てられるということが理解される。
【００５１】
　この特徴は風が吹くときに特に有利である。というのは、風の作用はシャッター４の側
方の縁をスライドに設置される各々のフランジ２８に対して平らにする傾向があるからで
ある。
【００５２】
　また、風が横方向にすなわちにシャッター４の平面と平行に吹く時は、スライドが取付
けられる延長部３０が、側方の気流の流入に対して保護することにも注目されたい。
【００５３】
　シャッターが上げられると、ガイド装置１４はスライド２に対して滑る。注目すべき重
要な点は、一つにはガイド装置１４が補強バーに対して回転し得ることによって、一つに
は本体の延長部に位置する半円筒形のリング２２が補強バー１２と共にシャッターの全幅
を横断する半円筒形のエレメントを形成することによって、扉の最上部における折畳みの
形成が無理なく行われるということである。
【００５４】
　最後に、上で説明した扉が、それが受けるかもしれない衝撃に対して優れた性能を持っ
ていることに注目されたい。
【００５５】
　この扉が外部から偶発的に作用されるときに、シャッター４に回復不要な損害を与える
ことなく末端部分をスライドから離脱させる可能性を提供する点は、特に注目に値する。
具体的には、シャッター４に対する偶発的な作用の間に補強バー１２がたわんで、ガイド
装置がスライドから離脱する。この離脱の発生には二つの態様が考えられる。その一つは
バーのたわみがローラー２３と半球状のリング２２を各々のフランジ２８、２９から離脱
させることである。ここで半球状のリング２２は外部のフランジ２８を押しており、ロー
ラー２３は内部のフランジ２９を押しているので、２個の支持表面の反作用が克服されな
ければならないことに注目されたい。ガイド装置の離脱の第二の態様は、向かい合って開
口した２個の半シェル２０ａ、２０ｂにおいて離脱する場合である。すなわち上で見たよ
うにこれらは弾力のある材料で作られるから、補強バーの末端部はこれらの２個の半シェ
ル２０ａ、２０ｂの開口部の弾性変形によって装置から離脱することができるのである。
【００５６】
　内部からの偶発的な衝撃の間にも、同じ方法で離脱が発生する。この場合は、ローラー
２３のみが外部のフランジ２８を押しているからである。
【００５７】
図７は、ローラー３９が半円筒形のリングに挿入される変形の実施例を表す。このローラ
ー３９はシャッター４内に作られた専用の窓を介してシャッター４を越えて突出し、外側
のフランジ２８と接触することができる。この変形の実施例は、シャッター４がその摩擦
のある領域において外側のフランジ２８との統合を維持するのを可能にする。
?
【００５８】
　図８は、ガイド部材が互いにＶ字状に配向した２個のローラー４１からなっており、Ｖ
断面を有するリブ４２を押すことができる他の可能な実施例を表す。
【００５９】
　図９は、２個のシャッターを持つ扉を表す。この実施例によれば、シャッターは各シャ
ッターに属する補強材と結合可能なガイド装置を有し、そのガイド装置は各々のシャッタ
ーの平面に対してオフセットされたガイド部材を有する。ガイド装置はローラー２３を囲
む２個の半円筒形のリング２２を含む。
【００６０】
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　この可能な実施例においては、リンク支柱４４が２個の補強バー１２と結合することに
より、限られた質量でありながら高い慣性をもつアセンブリを作り出す。
【００６１】
　ここで説明した扉は、シャッターの側方のガイダンスと非常に精度の高い側方の気密性
を保証するので、多くの利点がある。
【００６２】
　本発明は非限定的な説明用の実施例に関して上で説明したが、もちろん全ての実施例を
包括するものである。例えばスライドが２個の部品からなることや、延長部３０は取り付
けられたカバーにより形成されていること等である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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