
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上枠、下枠および左右の縦枠を四周枠組みして形成された窓枠と、この窓枠内に組み込
まれた障子とを備える上げ下げ窓であって、
　前記縦枠は、縦枠本体と、この縦枠本体の室内側端部から窓枠内周側に突設された室内
側ガイド片と、縦枠本体の室内外方向の中間部から窓枠内周側に突設された中仕切片とを
備え、
　前記中仕切片の

　

　 上げ下げ
窓。
【請求項２】
　上枠、下枠および左右の縦枠を四周枠組みして形成された窓枠と、この窓枠内に組み込
まれた障子とを備える上げ下げ窓であって、
　前記縦枠は、縦枠本体と、この縦枠本体の室内側端部から窓枠内周側に突設された室内
側ガイド片と、縦枠本体の室内外方向の中間部から窓枠内周側に突設された中仕切片とを
備え、
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窓枠内周側端縁には、室外側に向かって断面コ字状に折曲された縦枠側
係止部が形成され、

前記縦枠の上枠および下枠間には、前記縦枠側係止部に係止される係合部と、縦枠本体
に当接される当接部とを備えて構成され、かつ、外障子をガイドするガイド溝を備えるガ
イド用アタッチメントが取り付けられ、

このガイド用アタッチメントのガイド溝で案内される外障子が設けられている



　前記中仕切片の

　縦枠の中仕切片の室外側でかつ縦枠の上下方向中間部には、面材保持溝を有する 桟が
各縦枠間に架け渡されて取り付けられ、
　上枠には、 桟の面材保持溝に対向する面材保持溝が形成され、
　前記縦枠の上枠および 桟間には

　上枠、 桟およびＦＩＸ窓用アタッチメントの各面材保持溝によって面材が保持されて
いる上げ下げ窓。
【請求項３】
　縦枠本体の室外側端部には窓枠内周側に向かって網戸レールが突設され、縦枠本体内周
面の中仕切片および網戸レール間には突起部が突設され、 アタッチメント は
この突起部の室外面に当接されている請求項 に記載の上げ下げ窓。
【請求項４】
　縦枠本体の室外側端部には窓枠内周側に向かって網戸レールが突設され、ガイド用アタ
ッチメントは、網戸レールの窓枠内周側端面に当接されている請求項 に記載の上げ下げ
窓。
【請求項５】
　縦枠の室内側ガイド片および中仕切片 には、内障子のガイド溝が形成され、
　このガイド溝内 は、レバー錠が係合されるロック孔が所定間隔で複数形成された錠受
部材 されている請求項１～ のいずれかに記載の上げ下げ窓。
【請求項６】
　前記ガイド用アタッチメントは、窓内周面側が開口された横断面略コ字状に形成されて
おり、その内部に形成されたガイド溝 にはガイド板が着脱可能と
されている請求項１ に記載の上げ下げ窓。
【請求項７】
　各縦枠に取り付けられたガイド用アタッチメント

外障子の室外側に配置された各室外側ガイド 間の
開口幅寸法は、外障子の室外面の幅寸法よりも小さくされ、
　 ガイド用アタッチメントの各室内側ガイド 間の開口幅寸法は、前記外障子の室外面
の幅寸法よりも大きく、かつその室内側ガイド の室内側に配置された外障子の室内面の
幅寸法よりも小さくされ、
　各縦枠の中仕切片間の開口幅寸法は、前記外障子の室内面の幅寸法よりも大きく、かつ
内障子の室外面の幅寸法よりも小さくされ、
　各縦枠の室内側ガイド片間の開口幅寸法は、前記内障子の室外面の幅寸法よりも大きく
されている請求項１ のいずれかに記載の上げ下げ窓。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、建物の壁面の開口部等に設けられる上げ下げ窓に関する。
【０００２】
【背景技術】
サッシ窓として、内障子および外障子の両方が可動障子とされたダブルハング式の上げ下
げ窓や、一方が可動障子で他方が固定障子とされたシングルハング式の上げ下げ窓が知ら
れている。
この際、ダブルハング式の上げ下げ窓の縦枠は、可動障子がガイドされるガイド溝が２列
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窓枠内周側端縁には、室外側に向かって断面コ字状に折曲された縦枠側
係止部が形成され、

横

横
横 、前記縦枠側係止部に係止される係合部と、縦枠本体

に当接される当接部とを備えて構成され、かつ、面材を保持する面材保持溝を備えるＦＩ
Ｘ窓用アタッチメントが取り付けられ、

横

前記 の当接部
１または請求項２

１

間
に

またはバランサーが配置 ４

の見付方向の略中間部分
または請求項４

は、室外側に設けられた室外側ガイド
部と、室内側に設けられた室内側ガイド部とを備えて窓内周面側が開口された横断面略コ
字状に形成され、前記室外側ガイド部および室内側ガイド部間に前記ガイド溝が形成され
ており、
　各ガイド用アタッチメントにおいて 部

各 部
部

、請求項４および請求項６



設けられ、各ガイド溝で各障子を案内していた。一方、シングルハング式の上げ下げ窓の
縦枠は、ガイド溝は１列のみであり、固定障子のガラスを保持する保持溝が別途設けられ
ていた。このため、従来は、シングルハング式およびダブルハング式の上げ下げ窓におい
て、縦枠はそれぞれ構造が異なっていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
このような従来の上げ下げ窓では、各サッシ窓の種類毎に縦枠の構造が異なるため、例え
ばアルミの押出形材等からなる縦枠の断面形状を異ならせる必要があり、金型等もそれぞ
れの縦枠用に用意しなければならず、製造コストが高いという問題があった。
一方、特開昭５８－１６０４８８号公報には、２列の溝が形成された縦枠を用いて、シン
グルハング式およびダブルハング式の上げ下げ窓を構成できるようにして、縦枠を共通化
した上げ下げ窓が開示されている。
しかしながら、この縦枠によって、シングルハング式の上げ下げ窓を構成すると、例えば
、内障子を可動タイプとし、室外側の溝の上半分にＦＩＸ窓用のガラスを固定した際に、
室外側の溝の下半分が無駄になってしまうという問題がある。特に、不要な溝が残ってい
ることは、その分、材料コストが増加するとともに、外観意匠を低下させてしまうという
問題もある。
さらに、この上げ下げ窓では、縦枠の溝を、直接ガラスを保持できるように比較的小さな
幅寸法で形成しているので、可動障子は、ガラスの上下両端を保持する上下框は設けられ
ているものの、左右端部を保持する竪框が無く、ガラス部分が直接前記溝内部に挿入され
た特殊な構成の障子にする必要がある。この点でも、コストが高くなるとともに、ガラス
部分が縦枠に接触して傷つくおそれもある。
【０００４】
本発明の第１の目的は、シングルハング式およびダブルハング式の各上げ下げ窓において
、縦枠を共通化することができてコストを低減できるとともに、意匠性も向上することが
できる上げ下げ窓を提供することにある。
【０００５】
さらに、シングルハング式の上げ下げ窓においては、可動障子を移動させるための方式と
しては、いわゆる電車窓タイプ、つまり縦枠側にロック孔を複数形成し、可動障子にレバ
ー錠を設け、このレバー錠を各ロック孔に順次係合させることで、障子の開閉高さ位置を
変更するラッチタイプと、縦枠部分に配置したバランサーによって、可動障子を自由な高
さ位置に停止できるようにしたバランサータイプとが通常用いられる。
一方、ダブルハング式の上げ下げ窓における障子移動方式としては、各可動障子毎に１組
のバランサーを設けて、個別に移動可能に構成したバランサータイプと、滑車およびワイ
ヤを用いて各障子を連結し、各障子が連動して移動するように構成したツルベタイプ（滑
車タイプ）とが通常用いられる。
このため、従来の上げ下げ窓の縦枠は、シングルハング式およびダブルハング式のハング
形式による構造の相違に加えて、障子の可動方式毎にも構造が相違しており、製造コスト
がより一層高くなるという問題があった。
【０００６】
本発明の第２の目的は、前記第１の目的に加えて、可動障子の移動方式が異なる場合でも
縦枠を共通化することができてコストを低減できる上げ下げ窓を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明の上げ下げ窓は、上枠、下枠および左右の縦枠を四周枠組みして形成された窓枠
と、この窓枠内に組み込まれた障子とを備える上げ下げ窓であって、前記縦枠は、縦枠本
体と、この縦枠本体の室内側端部から窓枠内周側に突設された室内側ガイド片と、縦枠本
体の室内外方向の中間部から窓枠内周側に突設された中仕切片とを備え、前記中仕切片の
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窓枠内周側端縁には、室外側に向かって断面コ字状に折曲された縦枠側係止部が形成され
、前記縦枠の上枠および下枠間には、前記縦枠側係止部に係止される係合部と、縦枠本体



ことを特徴とするものである。
【０００８】
　

縦枠の中仕切片の室外側でかつ縦枠の上下方向中間部に 、面材保持溝を有する
桟が各縦枠間に架け渡されて取り付け 、上枠に 桟の面材保持溝に対向する面

材保持溝 形成 前記縦枠の上枠および 桟間に

ＦＩＸ窓用アタッチメント 上枠、 桟およびＦＩＸ窓用
アタッチメントの各面材保持溝によって面材 保持

を保持することで、シングルハング式
の上げ下げ窓が形成される。
　また、縦枠の上枠および下枠間にガイド用アタッチメントを取り付け、このガイド用ア
タッチメントのガイド溝で案内される外障子を設けることで、ダブルハング式の上げ下げ
窓が形成される。
【０００９】
すなわち、本発明の上げ下げ窓は、いわゆるシングルハング式の内障子用のガイド溝が形
成された縦枠を基本とし、外障子が可動するダブルハング式の場合には、外障子をガイド
するガイド溝が設けられたガイド用アタッチメントを縦枠に取り付けて対応し、外障子が
固定されるシングルハング式の場合には、ＦＩＸ窓用アタッチメントを縦枠に取り付けて
対応しているので、基本的には１種類の縦枠で、シングルハング式およびダブルハング式
の各上げ下げ窓を構成することができる。
このため、縦枠を押出成形する際にも、その金型は１種類でよく、製造コストを大幅に低
減することができる。また、ＦＩＸ窓用アタッチメントは、縦枠においてガラス等のＦＩ
Ｘ窓用の面材が配置される部分、通常は縦枠室外側の上半分の位置のみに設けることがで
きるので、縦枠においてその下半分の部分にはガイド溝が形成されず、外観意匠も向上す
ることができる。
【００１０】
　 、中仕切片の窓枠内周側端縁に、室外側に向かって断面コ字状に折曲された縦枠側
係止部を形成し、各アタッチメントは、前記縦枠側係止部に係止される係合部と、縦枠本
体に当接される当接部とを備えて構成されている 各アタッチメントを、縦枠側係止
部に係合部を係止し、縦枠本体に当接された当接部を縦枠本体にビス止めすることなどで
、簡単に係合させることができ、施工作業性を向上することができる。
【００１１】
　また、縦枠本体の室外側端部には窓枠内周側に向かって網戸レールが突設され、縦枠本
体内周面の中仕切片および網戸レール間には突起部が突設され、 アタッチメント

はこの突起部の室外面に当接されていることが好ましい。
　このような構成にすれば、各アタッチメントは、縦枠側係止部および突起部の２カ所で
縦枠に対して位置決めされるため、その位置合わせを容易に行うことができ、アタッチメ
ントを正確な位置に簡単に配置することができる。
【００１２】
さらに、縦枠本体の室外側端部には窓枠内周側に向かって網戸レールが突設され、ガイド
用アタッチメントは、網戸レールの窓枠内周側端面に当接されていることが好ましい。
このような構成によれば、ガイド用アタッチメントは、その室内側が前記中仕切片の縦枠
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に当接される当接部とを備えて構成され、かつ、外障子をガイドするガイド溝を備えるガ
イド用アタッチメントが取り付けられ、このガイド用アタッチメントのガイド溝で案内さ
れる外障子が設けられている

また、本発明の上げ下げ窓は、上枠、下枠および左右の縦枠を四周枠組みして形成され
た窓枠と、この窓枠内に組み込まれた障子とを備える上げ下げ窓であって、前記縦枠は、
縦枠本体と、この縦枠本体の室内側端部から窓枠内周側に突設された室内側ガイド片と、
縦枠本体の室内外方向の中間部から窓枠内周側に突設された中仕切片とを備え、前記中仕
切片の窓枠内周側端縁には、室外側に向かって断面コ字状に折曲された縦枠側係止部が形
成され、 は
横 られ は、横

が され、 横 は、前記縦枠側係止部に係止される
係合部と、縦枠本体に当接される当接部とを備えて構成され、かつ、面材を保持する面材
保持溝を備える が取り付けられ、 横

が されていることを特徴とするものであ
る。
　従って、ＦＩＸ窓用アタッチメントを用いて面材

また

ので、

前記 の当
接部



側係止部に係止され、中間部分が縦枠本体に当接してビス等で固定され、その室外側が前
記網戸レールに当接するため、ガイド用アタッチメントの支持強度を向上できる。さらに
、ガイド用アタッチメントにおいて、網戸レール当接部の室外側に、網戸を案内するレー
ル部を形成した場合に、そのレール部に網戸を配置すると、ガイド用アタッチメントに荷
重が加わるが、その荷重をレール部に近接する網戸レール当接部で縦枠側に伝達できるの
で、ガイド用アタッチメントにおける荷重の支持強度を向上することができる。
【００１３】
　ここで、縦枠の室内側ガイド片および中仕切片 には、内障子のガイド溝が形成され、
このガイド溝内 は、レバー錠が係合されるロック孔が所定間隔で複数形成された錠受部
材 バランサー されていることが好ましい。
　このような構成によれば、レバー錠、錠受部材を設けることで、ラッチタイプの上げ下
げ窓を構成でき、バランサーを設けることでバランサータイプの上げ下げ窓を構成できる
。従って、１種類の縦枠によって、ラッチタイプおよびバランサータイプの上げ下げ窓を
構成でき、コストを低減することができるとともに、上げ下げ窓を設置後に、その可動タ
イプを簡単に変更することもできる。
【００１４】
　ここで、前記ガイド用アタッチメントは、窓内周面側が開口された横断面略コ字状に形
成されており、その内部に形成されたガイド溝 にはガイド板が着
脱可能とされていることが好ましい。
　ガイド用アタッチメントを用いたダブルハング式の上げ下げ窓において、ガイド溝にガ
イド板を取り付ければ、バランサーを組み込んだ際にそのバランサーに連結されるスライ
ダーをガイドすることができる。一方で、ガイド板を取り外せば、ツルベタイプの上げ下
げ窓において、ワイヤに連結されたピポットシューが移動可能となる。このため、ダブル
ハング式の上げ下げ窓において、１種類の縦枠およびガイド用アタッチメントで、バラン
サータイプおよびツルベタイプの上げ下げ窓を構成でき、コストをより低減することがで
きるとと に、上げ下げ窓を設置後に、その可動タイプを簡単に変更することもできる。
【００１５】
　また、各縦枠に取り付けられたガイド用アタッチメント

外障子の室外側に配置された各室外側
ガイド 間の開口幅寸法は、外障子の室外面の幅寸法よりも小さくされ、ガイド用アタッ
チメントの各室内側ガイド 間の開口幅寸法は、前記外障子の室外面の幅寸法よりも大き
く、かつその室内側ガイド の室内側に配置された外障子の室内面の幅寸法よりも小さく
され、各縦枠の中仕切片間の開口幅寸法は、前記外障子の室内面の幅寸法よりも大きく、
かつ内障子の室外面の幅寸法よりも小さくされ、各縦枠の室内側ガイド片間の開口幅寸法
は、前記内障子の室外面の幅寸法よりも大きくされていることが好ましい。
　このような構成によれば、外障子の幅寸法は、内障子の幅寸法や、内障子のガイド溝を
構成する中仕切片間や室内側ガイド片間の各寸法よりも小さいため、内障子だけでなく、
外障子も各片に干渉することなく内倒しすることができ、各障子の室外面を容易に清掃す
ることができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、各図面においては図面を見
やすくするために、窓枠や障子等の主要な構成部材には断面を示すハッチングを省略して
記載している。
本実施形態は、窓枠や障子の枠材、框材がアルミ製であり、かつ障子に組み込まれる面材
が単板ガラスであるアルミ単板の上げ下げ窓に本発明を適用したものである。
すなわち、本実施形態では、図１に示すように、共通する縦枠３０に、２種類のアタッチ
メント４５，５０から選択されたアタッチメントと、３種類の可動部品から選択された可
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成されており、各ガイド用アタッチメントにおいて

部
部
部



動部品１００，１２０，１７０等とを組み合わせることで、（Ａ）ラッチタイプのシング
ルハング式上げ下げ窓１Ａ、（Ｂ）バランサータイプのシングルハング式上げ下げ窓１Ｂ
、（Ｃ）バランサータイプのダブルハング式上げ下げ窓１Ｃ、（Ｄ）上下連動ツルベタイ
プのシングルハング式上げ下げ窓１Ｄの４種類の上げ下げ窓を構成できる。
【００１７】
より具体的には、（Ａ）ラッチタイプのシングルハング式上げ下げ窓１Ａを構成する場合
には、図２（Ａ）にも示すように、縦枠３０の内障子ガイド溝３５内にラッチ用錠受部材
１００を配置し、かつその室外側の上半分に、ＦＩＸ窓用アタッチメント４５を取り付け
ればよい。
また、（Ｂ）バランサータイプのシングルハング式上げ下げ窓１Ｂを構成する場合には、
図２（Ｂ）に示すように、縦枠３０の内障子ガイド溝３５内にバランサー１２０を組み込
み、その室外側の上半分に、ＦＩＸ窓用アタッチメント４５を取り付ければよい。
さらに、（Ｃ）バランサータイプのダブルハング式上げ下げ窓１Ｃを構成する場合には、
図２（Ｃ）に示すように、縦枠３０にガイド用アタッチメント５０を取り付け、縦枠３０
の内障子ガイド溝３５およびガイド用アタッチメント５０内のガイド溝５５にそれぞれバ
ランサー１２０を組み込めばよい。
また、（Ｄ）ツルベタイプのダブルハング式上げ下げ窓１Ｄを構成する場合には、図２（
Ｄ）に示すように、縦枠３０にガイド用アタッチメント５０を取り付け、縦枠３０の内障
子ガイド溝３５およびガイド用アタッチメント５０内のガイド溝５５に連結ピポットシュ
ー１７２を配置し、さらに、ワイヤおよび滑車を組み込めばよい。
【００１８】
以下、４種類の上げ下げ窓１Ａ～１Ｄの具体的な構成に関し、説明する。
［Ａ：ラッチタイプのシングルハング式上げ下げ窓］
図３～６には、上げ下げ窓１Ａが示されている。図３は上げ下げ窓１Ａを示す内観図であ
り、図４は上げ下げ窓１Ａの縦断面図、図５は図４の矢印Ｖ－Ｖから見た上げ下げ窓１Ａ
下部の横断面図、図６は図４の矢印 VI－ VIから見た上げ下げ窓１Ａ上部の横断面図である
。
上げ下げ窓１Ａは、建物の躯体２、具体的にはまぐさ２Ａ、窓台２Ｂ、柱２Ｃに取り付け
られる窓枠５と、この窓枠５の室内側（図４における右側）に配置された室内側障子（内
障子）６０と、室外側（図４における左側）に配置されてＦＩＸ窓部を構成する単板ガラ
ス７０とを備えて構成され、この単板ガラス７０が上げ下げ窓１Ａの上半分に配置されて
いる。従って、内障子６０を上げ下げ窓１Ａの下側に配置すると、窓１Ａが閉じられ、上
側に移動すると開かれることになる。
【００１９】
窓枠５は、シングルハング用の上枠１０、下枠２０と、左右の縦枠３０とを四角枠状に組
んで構成されている。各枠１０，２０，３０は、それぞれ非鉄金属であるアルミを押出成
形によって一体成形したアルミ形材で構成されている。
上枠１０は、図４に示すように、単板ガラス７０の上端縁を保持する保持溝１１を備えて
おり、その保持溝１１の内周面には、単板ガラス７０に当接して保持する気密シール材１
２，１３が取り付けられている。
下枠２０は、内障子６０を閉めた際にその下面が当接するシール材２１と、内障子６０の
室内面が当接するシール材２２とが取り付けられている。すなわち、下枠２０の室内外方
向（見込み方向）の中間部上面には、立ち上がり片２３が上方に向かって突設され、その
上端部に内障子６０の下面に当接するシール材２１が取り付けられている。また、下枠２
０の室内側端部に設けられて額縁３の上面まで延長された立ち上がり片２４の上部には、
前記内障子６０の室内面に当接するシール材２２が取り付けられている。
【００２０】
縦枠３０は、図５，６に示すように、室内外方向に沿って配置された縦枠本体３１と、こ
の縦枠本体３１の室内側端部から対向する他の縦枠３０側に向かって突設された室内側ガ
イド片３２と、縦枠本体３１の室内外方向の中間部から対向する他の縦枠３０側に向かっ
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て突設された中仕切片３３と、縦枠本体３１の室外側端部から対向する他の縦枠３０側に
向かって突設された網戸レール３４とを備えて構成されている。
室内側ガイド片３２の中間部からは額縁３の表面までカバー部３２Ａが突出形成されてい
る。また、室内側ガイド片３２の先端部には、その先端部から室外側に向かって突出され
た突片３２Ｂが形成されている。
そして、前記室内側ガイド片３２間の寸法Ｗ１は、中仕切片３３間の寸法Ｗ２よりも大き
くされている。
そして、その途中（縦枠本体３１から寸法Ｗ２の位置）には、室内側ガイド片３２の突片
３２Ｂに対向する突片３３Ｂが形成されている。また、中仕切片３３の先端は、室外側に
折曲されて横断面略コ字状とされた縦枠側係止部３３Ａが形成されている。
【００２１】
これらの上枠１０、下枠２０、縦枠３０には、各枠１０，２０，３０が取り付けられるま
ぐさ２Ａ、窓台２Ｂ、柱２Ｃの室外面に当接する躯体取付片１９，２９，３９が形成され
ている。そして、これらの躯体取付片１９，２９，３９を釘やビスによってまぐさ２Ａ、
窓台２Ｂ、柱２Ｃに取り付けることで、窓枠５は建物躯体側に取り付けられている。
また、上枠１０、下枠２０、縦枠３０と建物の外壁材４との間には、バックアップ材およ
び充填材が充填されてシールされている。
【００２２】
また、縦枠３０の上下方向中間部には、図４に示すように、横桟４０が各縦枠３０間に跨
って配置され、縦枠３０にビス等で固定されている。この横桟４０は、単板ガラス７０の
下端縁を保持する保持溝４１を備えており、その保持溝４１の内周面には、単板ガラス７
０に当接して保持する気密シール材１２，１３が取り付けられている。なお、横桟４０の
保持溝４１内には、単板ガラス７０の高さ位置を決めるためのセッティングブロック４２
が少なくとも単板ガラス７０の下面両端部分に配置されている。
【００２３】
一方、縦枠３０の室内側ガイド片３２と中仕切片３３間に形成される内障子ガイド溝３５
には、錠受部材１００が配置されている。
また、上げ下げ窓１Ａの上半分において、中仕切片３３の室外側には、図６に示すように
ＦＩＸ窓用アタッチメント４５が取り付けられている。
【００２４】
錠受部材１００は、内障子６０のレバー錠１６０が係合されるロック孔が所定間隔で複数
形成された受座部１０１と、室内側ガイド片３２および中仕切片３３の一方の突片３３Ｂ
に当接可能な突片当接部１０２と、室内側ガイド片３２および中仕切片３３の他方におい
て突片３２Ｂよりも縦枠本体側の部分に当接可能な中間当接部１０３と、縦枠本体３１に
当接可能な本体側当接部１０４とを備え、かつ前記錠受部材１００の各部位の室内外方向
の寸法（見込み寸法）は前記突片３２Ｂ、３３Ｂ間の幅寸法よりも小さくされている。
【００２５】
ＦＩＸ窓用アタッチメント４５は、アタッチメント本体４６と押縁材４７とで構成されて
いる。アタッチメント本体４６は、横断面が略Ｔ字状に形成されたアルミ等の金属製押出
形材からなり、その室内側端部に形成された断面Ｕ字状の係合部４８が、中仕切片３３の
縦枠側係止部３３Ａに係止されている。また、アタッチメント本体４６の縦枠本体３１側
の端部４６Ａは、縦枠本体３１の内周面における中仕切片３３および網戸レール３４間に
突設された突起部３１Ａの室外面に当接されて室内外方向（見込み方向）の位置決めがな
され、かつ縦枠本体３１に密着されてビス等の固定部材で固定されている。
押縁材４７は、アタッチメント本体４６の内周面に形成された凹溝に、押縁材４７自身の
弾性力で着脱可能に係合されている。そして、押縁材４７およびアタッチメント本体４６
により、単板ガラス７０の保持溝４９が構成されている。すなわち、アタッチメント本体
４６および押縁材４７には気密シール材１２，１３が取り付けられ、単板ガラス７０はこ
れらの気密シール材１２，１３で挟持されている。
【００２６】
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内障子６０は、上框（召合せ框）６１と、下框６２と、竪框６３とを四角枠状に組んで構
成されている。そして、各框６１～６３の内周面には、単板ガラス６５がガスケットを介
して嵌合されている。
各框６１～６３は、それぞれアルミ（金属、非鉄金属）製の押出形材で構成されている。
上框６１の上面の左右方向中間部には、クレセント６６が設けられ、内障子６０を閉めた
際に上げ下げ窓１Ａを施錠できるように構成されている。
一方、下框６２の左右両端部、つまり縦枠３０に近接する部分には、内障子６０を上げ下
げする際に用いる把手６７およびレバー６８が設けられている。このレバー６８を操作す
ると、内障子６０の側端面からレバー錠１６０のラッチ（ラッチボルト）１６１が縦枠本
体３１側に向かって出没するように構成されている。
ラッチ１６１は、錠受部材１００に形成された図示しないロック孔に係合可能とされ、ラ
ッチ１６１をこのロック孔に係合させることで、内障子６０は、上下方向の所定位置毎に
停止可能に構成されている。
なお、ラッチ１６１は、丸棒状に形成されている。また、錠受部材１００の最下端のロッ
ク孔、つまり内障子６０を閉めた際にラッチ１６１が係合するロック孔は、ラッチ１６１
の断面形状とほぼ同じ丸穴とされ、内障子６０を閉めた際に障子６０が上下にがたつかな
いように構成されている。一方、それ以外のロック孔は、前記ラッチ１６１が挿入可能な
長孔とされ、ラッチ１６１が容易にロック孔に係合されるように構成されている。
【００２７】
また、縦枠３０の内障子ガイド溝３５には、錠受部材１００および突片３２Ｂに摺接して
案内されるスライダー１１０が挿入されている。このスライダー１１０は、前記ラッチ１
６１の上側に配置され、かつ、内倒しアーム１１１の一端が回動自在に取り付けられてい
る。このアーム１１１の他端は、内障子６０の竪框６３に回動自在に固定されている。
さらに、内障子６０の上框６１の両端には、内障子６０を内倒しする際に解除されるロッ
ク部材６１Ａが設けられている。このロック部材６１Ａは、バネなどの付勢手段によって
通常時には前記内障子ガイド溝３５内に突出し、内障子６０を室内外方向に移動不能にガ
イドしている。そして、内障子６０のラッチ１６１が錠受部材１００の最下端以外のロッ
ク孔に係合されている状態（召合せ部分の上框６１と横桟４０との係合が解除された状態
）で、前記ロック部材６１Ａを見付方向にスライド移動し、ロック部材６１Ａの係合を解
除することで、内障子６０を室内側に倒すことができる。この際、内障子６０は、前記内
倒しアーム１１１によって支持されている。また、内障子６０の内倒し角度は、スライダ
ー１１０の上下位置とアーム１１１の長さによって決められる。この内倒しによって、内
障子６０の室外面を、室内側から容易に清掃することができる。また、前記網戸レール３
４には、網戸１５０が上下動可能に配置されている。
なお、図５においては、理解しやすいように、内障子６０の右側の竪框６３では、スライ
ダー１１０やアーム１１１を示しているが、左側の竪框６３ではスライダー１１０やアー
ム１１１を省略し、レバー錠１６０（ラッチ１６１）を露出させている。
【００２８】
内障子６０の上框６１には、図４に示すように、横桟４０の室内面に当接するシール材９
１が取り付けられ、横桟４０には上框６１の室外面に当接するシール材９２が取り付けら
れている。
また、図５に示すように、内障子６０の竪框６３の室外面には、中仕切片３３の室内面に
当接するシール材９３が取り付けられ、竪框６３の側面には室内側ガイド片３２の突片３
２Ｂに当接するシール材９４が取り付けられている。
さらに、内障子６０の室外面の幅寸法Ｗ３は、寸法Ｗ２よりも大きく、寸法Ｗ１よりも小
さくされている。また、内障子６０の室内面の幅寸法Ｗ４も、寸法Ｗ２よりも大きく、寸
法Ｗ１よりも小さくされている。従って、内障子６０を内倒しした際に、内障子６０の竪
框６３が縦枠３０に干渉することはない。
【００２９】
［Ｂ：バランサータイプのシングルハング式上げ下げ窓］
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次に、可動部品としてバランサー１２０を用いたバランサータイプのシングルハング式上
げ下げ窓１Ｂについて、図７の縦断面図および図８，９の横断面図を参照して説明する。
なお、以下の説明において前記上げ下げ窓１Ａの各構成要素と同一あるいは相当構成要素
には同一符号を付し、説明を省略あるいは簡略する。
【００３０】
上げ下げ窓１Ｂは、前述の上げ下げ窓１Ａと同一の窓枠５を備えており、さらに、単板ガ
ラス７０を備えたＦＩＸ窓部分の構成も同一である。
一方、内障子６０は、その各框６１～６３の構成は同一であるが、内障子６０を移動する
ための方式、つまりスパイラルバランサー１２０によって上下動可能にかつ任意の位置で
保持可能に構成されている点で上げ下げ窓１Ａと相違する。すなわち、縦枠３０の内障子
ガイド溝３５内には、公知のスパイラルバランサー１２０が配置されている。このスパイ
ラルバランサー１２０には、図７に示すように、下框６２に固定されたピポットシュー１
２１が連結されている。
また、内障子ガイド溝３５には、スライダー１３０がピポットシュー１２１の上方位置に
配置されている。スライダー１３０には、前述の上げ下げ窓１Ａと同様に、内倒しアーム
１１１の一端が回動自在に固定され、そのアーム１１１の他端は内障子６０の竪框６３に
回動自在に取り付けられている。
このような構成により、内障子６０は、ピポットシュー１２１を介してスパイラルバラン
サー１２０によって吊り下げ支持されており、上下動可能にかつ任意の位置で保持可能に
されている。さらに、ピポットシュー１２１の下框６２に固定された部分は、ピポットシ
ュー１２１の本体に対して回動自在に構成されており、ロック部材６１Ａを外した際には
、このピポットシュー１２１部分を回転軸として、内障子６０は内倒し可能にされている
。
【００３１】
［Ｃ：バランサータイプのダブルハング式上げ下げ窓］
バランサータイプのダブルハング式上げ下げ窓１Ｃについて、図１０の縦断面図および図
１１，１２の横断面図を参照して説明する。なお、以下の説明において前記上げ下げ窓の
各構成要素と同一あるいは相当構成要素には同一符号を付し、説明を省略あるいは簡略す
る。
【００３２】
上げ下げ窓１Ｃは、前述の上げ下げ窓１Ａ，１Ｂと同様の窓枠５Ａを備えている。具体的
には、上枠１０Ａおよび下枠２０Ａは、可動式の外障子８０が組み込まれるため、この外
障子８０が組み込まれる部分の見込み寸法が多少大きくされている。また、上枠１０Ａは
、外障子８０が閉められた際に、外障子８０の上端部が挿入される溝部１４を備えて形成
されている。
また、縦枠３０は、各上げ下げ窓１Ａ，１Ｂと同一のものである。この縦枠３０には、ガ
イド用アタッチメント５０が取り付けられている。
ガイド用アタッチメント５０は、横断面が略コ字状に形成されたアルミ等の金属製押出形
材からなり、その室内側端部に形成された断面Ｕ字状の係合部５１が、中仕切片３３の縦
枠側係止部３３Ａに係止されている。この係合部５１の窓内周面側には外障子８０の外周
面に当接する気密シール材９５が取り付けられている。
また、ガイド用アタッチメント５０の縦枠本体３１側の端部は、縦枠本体３１の突起部３
１Ａの室外面に当接されて室内外方向（見込み方向）の位置決めがなされ、かつ縦枠本体
３１に密着されてビス等の固定部材で固定されている。
さらに、ガイド用アタッチメント５０の室外側の端部は、網戸レール３４の内周端面に当
接している。この室外側端部からさらに室外側には、ダブルハング式上げ下げ窓１Ｃにお
いて網戸１５０を案内するガイド溝部５２が形成されている。
【００３３】
ガイド用アタッチメント５０において、外障子８０の室外側および室内側をそれぞれガイ
ドする室外側ガイド部５３および室内側ガイド部５４間に、外障子ガイド溝５５が構成さ
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れている。外障子ガイド溝５５の左右方向（見付方向）の略中間部分には、ガイド板５６
が着脱可能に取り付けられている。
そして、外障子ガイド溝５５において、ガイド板５６よりも開口側に、スパイラルバラン
サー１２０、ピポットシュー１２１やスライダー１３０が配置されている。
【００３４】
このような窓枠内には、内障子６０および外障子８０が上下移動可能に組み込まれている
。
ここで、内障子６０は、前記上げ下げ窓１Ａ、１Ｂと同様である。一方、外障子８０は、
内障子６０と同様に、上框８１、下框８２、竪框８３を枠組みし、単板ガラス８５を組み
込むことで構成されている。
そして、内障子ガイド溝３５部分には、図１２に示すように、内障子６０を上下動させる
ためのスパイラルバランサー１２０が配置されている。同様に、ガイド用アタッチメント
５０の外障子ガイド溝５５部分には、外障子８０を上下動させるためのスパイラルバラン
サー１２０が配置されている。
一方、各障子６０，８０の下面（下框６２，８２）部分には、図１１に示すように、スパ
イラルバランサー１２０のコイルバネに連結されるピポットシュー１２１が取り付けられ
ている。
このピポットシュー１２１は、前述と同様に、スパイラルバランサー１２０に連結され、
かつ各ガイド溝３５，５５部分をスライド移動可能に配置されたピポットシュー本体と、
このピポットシュー本体から下框６２，８２に向かって突出されて下框６２，８２に連結
固定された連結部とを備えて構成されている。連結部は、ピポットシュー本体に対してそ
の突出方向を回転軸として回動可能に構成されている。このため、各障子６０，８０を内
倒しする際には、連結部がピポットシュー本体に対して回動することで回転中心とされて
いる。
また、各ガイド溝３５，５５には、スライダー１３０が配置され、このスライダー１３０
には内倒しアーム１１１が回動自在に取り付けられ、このアーム１１１は各障子６０，８
０の竪框６３，８３に回動自在に取り付けられている。
【００３５】
このような縦枠３０部分において、外障子８０の室外面の幅寸法Ｗ７は、ガイド用アタッ
チメント５０の室外側ガイド部５３間の幅寸法Ｗ６よりも大きくされている。室内側ガイ
ド部５４間の幅寸法Ｗ８は、幅寸法Ｗ７よりも大きくされている。外障子８０の室内面の
幅寸法Ｗ９は、幅寸法Ｗ８よりも大きくされている。
また、ガイド用アタッチメント５０の気密シール材９５が取り付けられた室内側端部間の
幅寸法Ｗ５は、寸法Ｗ９よりも大きくされている。さらに、内障子６０の室外面の幅寸法
Ｗ３は、寸法Ｗ５よりも大きく、寸法Ｗ１よりも小さくされている。また、内障子６０の
室内面の幅寸法Ｗ４も、寸法Ｗ５よりも大きく、寸法Ｗ１よりも小さくされている。
すなわち、縦枠３０の内周面部分の開口寸法（寸法Ｗ６，Ｗ８，Ｗ５，Ｗ１）は、室外側
から室内側に向かって段階的に大きくされている。また、外障子８０および内障子６０の
幅寸法（寸法Ｗ７，Ｗ９，Ｗ３，Ｗ４）も、室外側から室内側に向かって段階的に大きく
されており、かつ、各障子６０，８０の各部位の幅寸法は、その部分よりも室内側に配置
された縦枠３０の各部位の開口幅寸法よりも小さく形成されている。
これらの構成により、各障子６０，８０は、ロック部材６１Ａを解除することで、順次、
内倒しすることができる。
【００３６】
なお、外障子８０の竪框８３において、室外面部分には室外側ガイド部５３の室内面に当
接してシールするシール材９６が設けられ、室内面部分にはその室内側の突出片における
室外面に、室内側ガイド部５４の室内面に当接するシール材９７が設けられている。
【００３７】
［Ｄ：上下連動ツルベタイプのダブルハング式上げ下げ窓］
上下連動ツルベタイプのダブルハング式上げ下げ窓１Ｄについて、図１３の縦断面図およ
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び図１４，１５の横断面図を参照して説明する。なお、以下の説明において前記上げ下げ
窓の各構成要素と同一あるいは相当構成要素には同一符号を付し、説明を省略あるいは簡
略する。
【００３８】
上げ下げ窓１Ｄは、前述のダブルハング式上げ下げ窓１Ｃと基本的に同一の窓枠５Ａを備
えている。また、縦枠３０にも、同一のガイド用アタッチメント５０が取り付けられてい
る。さらに、各障子６０，８０も上げ下げ窓１Ｃと同一である。
一方で、縦枠３０の上端部分には、滑車１７０が回動自在に取り付けられるため、縦枠３
０に沿って上下枠１０，２０間のほぼ全長に渡って形成あるいは配置された中仕切片３３
およびガイド用アタッチメント５０において、滑車１７０が配置される部分は、切り欠か
れて、滑車１７０に干渉しないように構成されている。この滑車１７０にはワイヤ１７１
が掛け渡され、ワイヤ１７１の両端は、図１４に示すように、それぞれ内障子６０用およ
び外障子８０用の連結ピポットシュー１７２に固定されている。
連結ピポットシュー１７２は、ワイヤ１７１の端部が固定され、かつ各ガイド溝３５、５
５内をスライド移動可能に構成された本体部と、この本体部から各障子６０，８０の下框
６２，８２側に突出された連結部とを備え、この連結部はその突出方向を軸として回転可
能に構成されている。
また、各ガイド溝３５，５５には、図１５に示すように、スライダー１３０が配置され、
各障子６０，８０はスライダー１３０に対して図示略の内倒しアームを介して連結され、
内倒し可能に構成されている。
また、縦枠３０の内障子ガイド溝３５には、前記滑車１７０が露出しないように滑車部分
を隠すカバー１７３が取り付けられている。さらに、外障子ガイド溝５５において、外障
子８０が上下動した際に連結ピポットシュー１７２が干渉しない部分つまり縦枠３０の上
半分側には、スライダー１３０を案内ガイドするガイド板５６が着脱可能に取り付けられ
ている。
【００３９】
このような本実施形態によれば、次のような効果がある。
(1) 共用される縦枠３０のほかに、適切な上下枠１０，１０Ａ，２０，２０Ａ、アタッチ
メント４５，５０、錠受部材１００、スパイラルバランサー１２０、スライダー１３０、
レバー錠１６０、滑車１７０、ワイヤ１７１等の可動部材、障子６０，８０、単板ガラス
７０等を適宜選択して組み合わせることで、顧客の要望に対応した各上げ下げ窓１Ａ～１
Ｄを構成することができる。
この際、シングルハング式およびダブルハング式の各上げ下げ窓１Ａ～１Ｄにおいて、ラ
ッチタイプ、バランサータイプ、ツルベタイプの各可動方式の相違に関係なく、縦枠３０
を共通化できるので、部品の種類を減少でき、製造コストを低減できる。
【００４０】
(2) 縦枠３０には、内障子用のガイド溝３５のみを予め形成し、外障子部分には、各アタ
ッチメント４５，５０を選択して取り付けることで、外障子部分がＦＩＸ窓部とされるシ
ングルハング式の上げ下げ窓１Ａ，１Ｂと、外障子部分が可動障子とされたダブルハング
式の上げ下げ窓１Ｃ，１Ｄとを構成するようにしたので、たとえば、縦枠３０に外障子８
０のガイド溝を予め設けておき、このガイド溝を利用してＦＩＸ窓を構成する場合に比べ
て、外観を向上することができるとともに、特殊な構造の障子を用いる必要もないため、
コストも低減できる。
(3)　さらに、シングルハング式の上げ下げ窓１Ａ，１Ｂにおいては、ＦＩＸ窓用アタッ
チメント４５を用いているので、縦枠３０の下半分の位置にガイド溝が露出することもな
いため、外観意匠を向上することができる。
【００４１】
(4) 各アタッチメント４５、５０は、縦枠側係止部３３Ａに係合部４８，５１を係合し、
縦枠本体３１にビスなどで固定するだけで、簡単にかつ着脱可能に取り付けることができ
るので、施工作業性を向上することができる。
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その上、各アタッチメント４５，５０は、縦枠側係止部３３Ａおよび突起部３１Ａの２カ
所で縦枠３０に対して位置決めされるため、その位置合わせを容易に行うことができ、ア
タッチメント４５，５０を正確な位置に簡単に配置することができる。
さらに、ガイド用アタッチメント５０は、網戸レール３４にも当接しているので、ガイド
用アタッチメント５０における荷重の支持強度を向上することができる。
【００４２】
(5) ガイド用アタッチメント５０に対してガイド板５６を着脱可能にし、スパイラルバラ
ンサー１２０を用いた上げ下げ窓１Ｃにおいては、ガイド板５６を取り付けてスライダー
１３０を案内できるとともに、ツルベタイプの上げ下げ窓１Ｄにおいては、ガイド板５６
を取り外すことで、連結ピポットシュー１７２を外障子８０部分からワイヤ１７１が配置
された縦枠本体３１近傍位置まで延長することができる。このため、１種類のガイド用ア
タッチメント５０で、バランサータイプおよびツルベタイプの上げ下げ窓１Ｃ，１Ｄを構
成でき、コストをより低減することができるととに、上げ下げ窓１Ｃ，１Ｄの設置後に、
その可動タイプを簡単に変更することもできる。
【００４３】
(6) 外障子８０，６０の幅寸法を室外側から室内側に段階的に大きくし、縦枠３０の開口
幅寸法も、室外側から室内側に段階的に大きくしたので、外障子８０や内障子６０を縦枠
３０等に干渉させることなく、確実に内倒しすることができ、各障子６０，８０の室外面
の清掃も容易に行うことができる。
また、各障子６０，８０において、シール材９３，９６，９７は、縦枠３０やガイド用ア
タッチメント５０の室内面に当接し、そのシール面が窓の室内外方向に対して直交するよ
うに設けられているので、各障子６０，８０を内倒し可能に構成した場合でも、十分なシ
ール性能を確保することができる。
【００４４】
なお、本発明は、前述の実施形態に限定されない。
前記実施形態では、ＦＩＸ部や障子には単板ガラス６５，７０を組み込んでいたが、図１
６～１８に示すように、複層ガラス７１を組み込んでもよい。このような複層ガラス７１
を組み込んだ上げ下げ窓においては、複層ガラス７１が組み込まれることで、各障子６０
，８０の框材６１～６３，８１～８３や窓枠５，５Ａの枠材１０，１０Ａ，２０，２０Ａ
，３０、アタッチメント４５，５０の見込み寸法が大きくなっている点では相違するが、
基本的な構成は前記実施形態と同じである。
このような複層ガラス７１を組み込んだ上げ下げ窓においても、図１６，１７に示すよう
なダブルハング式の上げ下げ窓１Ｃ，１Ｄや、図１８に示すようなシングルハング式の上
げ下げ窓１Ａ，１Ｂを構成でき、その可動方式も、ラッチタイプ、バランサータイプ、ツ
ルベタイプがそれぞれ採用できる。
【００４５】
窓枠５、５Ａや障子６０，８０としては、前記実施形態のようなアルミ等の非鉄金属製の
ものに限らず、たとえば、各枠材や框材が樹脂材や合成木材、木等の断熱材で構成された
ものや、アルミ等の非鉄金属製の室外部材と断熱材からなる室内部材とで構成されたもの
、さらには、非鉄金属製の室内外部材とこれらを連結する合成樹脂製の断熱材とで構成さ
れたものなどを用いてもよく、これらの材質は実施にあたって適宜設定すればよい。
また、各障子６０，８０は、内倒し可能に構成していたが、内倒しできない構造にしても
よい。その場合、縦枠３０の構造は、その開口幅寸法が室内側に向かって段階的に大きく
なる構造でなくてもよく、各開口幅寸法が略同一となるように構成してもよい。
【００４６】
さらに、ガイド用アタッチメント５０は、ガイド板５６を着脱可能に構成することで、バ
ランサータイプとツルベタイプとで共用して利用できるようにしていたが、各タイプ毎に
異なるガイド用アタッチメントを用意してもよい。
また、各障子６０，８０の可動方式は、前記実施形態のものに限らず、例えば、分銅式等
の他の方式を採用してもよい。さらに、シングルハング式およびダブルハング式の各上げ
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下げ窓において、採用できる可動方式は前記実施形態のものに限らず、採用可能な方式を
適宜設定すればよい。例えば、ダブルハング式の上げ下げ窓において、ラッチタイプの可
動方式を採用してもよい。
【００４７】
各アタッチメント４５，５０の具体的な構造は前記実施形態のものに限らず、縦枠との係
合構造も前記実施形態に限定されない。
さらに、本発明の上げ下げ窓１は、建物の屋根面や壁面の開口部に取り付けられるものに
限らず、勝手口ドアや玄関ドア等のドア内部に設けられるものでもよい。
【００４８】
【発明の効果】
このような本発明によれば、シングルハング式およびダブルハング式の各上げ下げ窓にお
いて、縦枠を共通化することができてコストを低減できるとともに、意匠性も向上するこ
とができる。
さらに、可動障子の移動方式が異なる場合でも縦枠を共通化することができてコストを低
減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態である各上げ下げ窓の組み合わせを示す図である。
【図２】前記各上げ下げ窓の縦枠部分を示す概略図である。
【図３】前記実施形態におけるラッチタイプのシングルハング式上げ下げ窓を示す内観図
である。
【図４】図３に示すラッチタイプのシングルハング式上げ下げ窓の縦断面図である。
【図５】図４のＶ－Ｖ線に沿った横断面図である。
【図６】図４の VI－ VI線に沿った横断面図である。
【図７】前記実施形態におけるバランサータイプのシングルハング式上げ下げ窓を示す縦
断面図である。
【図８】図７の VIII－ VIII線に沿った横断面図である。
【図９】図７の IX－ IX線に沿った横断面図である。
【図１０】前記実施形態におけるバランサータイプのダブルハング式上げ下げ窓を示す縦
断面図である。
【図１１】図１０の上げ下げ窓の下部の横断面図である。
【図１２】図１０の上げ下げ窓の上部の横断面図である。
【図１３】前記実施形態におけるツルベタイプのダブルハング式上げ下げ窓を示す縦断面
図である。
【図１４】図１３の上げ下げ窓の下部の横断面図である。
【図１５】図１３の上げ下げ窓の上部の横断面図である。
【図１６】本発明の変形例の上げ下げ窓を示す縦断面図である。
【図１７】図１６の上げ下げ窓の横断面図である。
【図１８】本発明の他の変形例の上げ下げ窓の要部を示す拡大横断面図である。
【符号の説明】
１Ａ～１Ｄ…上げ下げ窓、２…躯体、３…額縁、４…外壁材、５，５Ａ…窓枠、１０，１
０Ａ…上枠、１２，１３…気密シール材、２０，２０Ａ…下枠、２１…シール材、２２…
シール材、３０…縦枠、３１…縦枠本体、３１Ａ…突起部、３２…室内側ガイド片、３２
Ａ…カバー部、３２Ｂ、３３Ｂ…突片、３３…中仕切片、３３Ａ…縦枠側係止部、３４…
網戸レール、３５…内障子ガイド溝、４０…横桟、４１…保持溝、４５…窓用アタッチメ
ント、４６…アタッチメント本体、４６Ａ…端部、４７…押縁材、４８…係合部、４９…
保持溝、５０…ガイド用アタッチメント、５１…係合部、５２…ガイド溝部、５３…室外
側ガイド部、５４…室内側ガイド部、５５…外障子ガイド溝、５６…ガイド板、６０…内
障子、６１…上框、６１Ａ…ロック部材、６２…下框、６３…竪框、６５…単板ガラス、
６６…クレセント、６７…把手、６８…レバー、７０…単板ガラス、７１…複層ガラス、
８０…外障子、８１…上框、８２…下框、８３…竪框、８５…単板ガラス、９１～９７…
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シール材、１００…ラッチ用錠受部材、１１０…スライダー、１１１…アーム、１２０…
スパイラルバランサー、１２１…ピポットシュー、１３０…スライダー、１５０…網戸、
１６０…レバー錠、１６１…ラッチ、１７０…滑車、１７１…ワイヤ、１７２…連結ピポ
ットシュー、１７３…カバー。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

(17) JP 3924139 B2 2007.6.6



【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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