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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　日射遮蔽装置における遮蔽部材を操作する操作コードの両端末の連結部材において、
　ヘッドボックスから垂下している遮蔽部材を操作する操作コードの末端に位置する継部
を収納嵌合する嵌合部と、この嵌合部と反対側の先端が分割され周壁に係止段部を備えか
つ内部が空洞に形成された係合部と、前記係合部の空洞内に上下摺動可能に収容された止
材とからなる嵌挿部材と、
　この嵌挿部材の前記係合部が挿入され、該係合部の係止段部を嵌着する嵌孔を備える外
筒および前記操作コードの他端の連結部を収納する収納部を備えた結合部材と、
　を備え、
　前記操作コードの末端の継部を嵌合する嵌合部を有する前記嵌挿部材の先端係合部を前
記結合部材の外筒内に挿入して前記係止段部を前記結合部材の嵌孔に係着して両者を連結
し、
　前記結合部材の収納部内に操作コードの他端連結部を収納し、
　前記結合部材が下側に位置し前記嵌挿部材が上側に位置するとき、前記止材が前記係合
部内の空洞を下降して前記係止段部の内側の空洞に挿入されることにより、前記係合部の
先端の係止段部が縮小し難く構成され、
　前記結合部材が上側に位置し前記嵌挿部材が下側に位置するとき、前記止材が前記係合
部内の空洞を下降して前記係止段部の内側の空洞から離脱することにより、前記係合部の
先端の係止段部が縮小し易く構成された
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　ことを特徴とする日射遮蔽装置の操作コードの安全機構。
【請求項２】
　日射遮蔽装置における遮蔽部材を昇降操作する操作コードであるボールチェーンの両端
末の連結部材において、
　ヘッドボックスから垂下している遮蔽部材を昇降する回転軸を回転させるボールチェー
ンの末端のボールを嵌合する嵌合部と、この嵌合部と反対側の先端が分割され周壁に係止
段部を備えかつ内部が空洞に形成された係合部と、この係合部の空洞内に上下摺動可能に
収容された止材とからなる嵌挿部材と、
　この嵌挿部材の係合部を挿入し、該係合部の係止段部を嵌着する嵌孔を備える外筒およ
び前記ボールチェーンの他端のボールを収納する収納部を備えた結合部材と、
　を備え、
　前記ボールチェーンの末端のボールを嵌合する嵌合部を有する前記嵌挿部材の先端係合
部を前記結合部材の外筒内に挿入して前記係止段部を前記結合部材の嵌孔に係着して前記
嵌挿部材と前記結合部材とを連結し、
　前記結合部材の収納部内に前記ボールチェーンの他端のボールを収納し、
　前記結合部材が下側に位置し前記嵌挿部材が上側に位置するとき、前記止材が前記係合
部内の空洞を下降して前記係止段部の内側の空洞に挿入されることにより、前記係合部の
先端の係止段部が縮小し難く構成され、
　前記結合部材が上側に位置し前記嵌挿部材が下側に位置するとき、前記止材が前記係合
部内の空洞を下降して前記係止段部の内側の空洞から離脱することにより、前記係合部の
先端の係止段部が縮小し易く構成された
　ことを特徴とする日射遮蔽装置の操作コードの安全機構。
【請求項３】
　前記操作コードが日射遮蔽装置のヘッドボックスから垂下している遮蔽部材を昇降する
ために遮蔽部材を巻き取る回転軸を回転するヘッドボックスの片側に配置された操作コー
ドであることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の日射遮蔽装置の操作コードの
安全機構。
【請求項４】
　遮蔽部材が上方位置にあるときに結合部材が上側に位置し嵌挿部材が下側に位置し、止
材が係合部内の空洞を下降して係止段部の内側の空洞から離脱することにより、前記嵌挿
部材の係合部の前記係止段部と結合部材の嵌孔との係合が２．５～３．０２Ｋｇの衝撃力
で分離することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の日射遮蔽装置の操作コード
の安全機構。
【請求項５】
　前記遮蔽部材が降下した状態において、前記結合部材が下側に位置し前記嵌挿部材が上
側に位置し、前記止材が前記係合部内の空洞を下降して前記係止段部の内側の空洞に挿入
されることにより、前記嵌挿部材の嵌合部と前記結合部材との係合が５．８Ｋｇ以上の衝
撃負荷が加わったときには前記係合部の係止段部が前記結合部材の嵌孔から抜け両者が分
離することを特徴とすると請求項１または請求項２に記載の日射遮蔽装置の操作コードの
安全機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、窓枠など取り付けられるロールスクリーン、ブラインドなどの日射遮蔽装置
の遮蔽部材を昇降する操作コードの操作時以外のときに衝撃牽引力が作用したときに簡単
に分離可能な安全機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物の窓などに取り付ける遮光用のベネシャンブラインド、ローマンシェード、
ロールスクリーンにおいて、日射遮蔽を操作するためのこれら遮蔽部材を昇降する操作コ



(3) JP 4832180 B2 2011.12.7

10

20

30

40

50

ードを操作して開閉している。この操作コードはロールスクリーン等を昇降するためのヘ
ッドボックスの回転軸を回転する無端コードが使用されている。このコードは無端状態で
所定の長さを備えている。そのため回転軸を配置したヘッドケースから常時垂れ下げられ
ている遮蔽部材の最低位置までたれ下げられているために、子供などがカーテン内に隠れ
て遊んでいるときに操作コードに捲きもまれることがあり危険であった。このような安全
性を考慮して、操作コードに無理な力が負荷されたときに操作コードが途中から分離され
るように工夫することが提案されている。
　例えば、特開平０９－１８９１８０号公報、特開平２００３－１８４４５６号公報、特
開２００６－７０４４８号公報などが知られている。
【０００３】
【特許文献１】特開平０９－１８９１８０号公報、
【特許文献２】特開平２００３－１８４４５６号公報、
【特許文献３】特開２００６－７０４４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１は遮蔽部材の上昇させるときの操作コードを力強く引くとき
に連結部分が分離し易く、操作性に問題があった。特許文献２は構造が複雑であり、特に
、遮蔽部材の昇降操作に際して不都合を生じていた。また、特許文献３は合成樹脂の嵌合
部が容易に分離し易いために、遮蔽部材の昇降操作時に不具合を生じていた。
【０００５】
　本発明は、上述した従来の問題に鑑みて改善したもので、遮蔽部材の昇降操作に際して
の作業時には分離し難く、操作コードが不使用時の軽い衝撃の負荷がかかったときには容
易に分離し易くしたものである。
本発明の課題は、遮蔽部材が降りた状態の時には操作コードを操作しても分離し難く、上
昇位置で停止しているときには軽い衝撃負荷によっても分離する安全機構を提供すること
である。
本発明の課題は、遮蔽部材が降下しているときには５．８～６．０Ｋｇの負荷が加わった
ときに容易に分離するようにした安全機構を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するため、日射遮蔽装置における遮蔽部材を操作する操作コ
ードの両端末の連結部材において、ヘッドボックスから垂下している遮蔽部材を操作する
操作コードの末端に位置する継部を収納嵌合する嵌合部と、この嵌合部と反対側の先端が
分割され周壁に係止段部を備えかつ内部が空洞に形成された係合部と、この係合部の空洞
内に上下摺動可能に収容された止材とからなる嵌挿部材と、この嵌挿部材の前記係合部が
挿入され、該係合部の係止段部を嵌着する嵌孔を備える外筒、および前記操作コードの他
端の連結部を収納する収納部を備えた結合部材と、を備え、前記操作コードの末端の継部
を嵌合する嵌合部を有する前記嵌挿部材の先端係合部を前記結合部材の外筒内に挿入して
前記係止段部を前記結合部材の嵌孔に係着して両者を連結し、前記結合部材の収納部内に
操作コードの他端連結部を収納し、前記結合部材が下側に位置し前記嵌挿部材が上側に位
置するとき、前記止材が前記係合部内の空洞を下降して前記係止段部の内側の空洞に挿入
されることにより、前記係合部の先端の係止段部が縮小し難く構成され、前記結合部材が
上側に位置し前記嵌挿部材が下側に位置するとき、前記止材が前記係合部内の空洞を下降
して前記係止段部の内側の空洞から離脱することにより、前記係合部の先端の係止段部が
縮小し易く構成された日射遮蔽装置の操作コードの安全機構の構成である。
【０００７】
　本発明の前記課題は、日射遮蔽装置における遮蔽部材を昇降操作する操作コードである
ボールチェーンの両端末の連結部材において、ヘッドボックスから垂下している遮蔽部材
を昇降する回転軸を回転させるボールチェーンの末端のボールを嵌合する嵌合部と、この
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嵌合部と反対側の先端が分割され周壁に係止段部を備えかつ内部が空洞に形成された係合
部と、この係合部の空洞内に上下摺動可能に収容された止材とからなる嵌挿部材と、この
嵌挿部材の係合部を挿入し、該係合部の係止段部を嵌着する嵌孔を備える外筒および前記
ボールチェーンの他端のボールを収納する収納部を備えた結合部材と、を備え、前記ボー
ルチェーンの末端のボールを嵌合する嵌合部を有する前記嵌挿部材の先端係合部を前記結
合部材の外筒内に挿入して前記係止段部を前記結合部材の嵌孔に係着して前記嵌挿部材と
前記結合部材とを連結し、前記結合部材の収納部内に前記ボールチェーンの他端のボール
を収納し、前記結合部材が下側に位置し前記嵌挿部材が上側に位置するとき、前記止材が
前記係合部内の空洞を下降して前記係止段部の内側の空洞に挿入されることにより、前記
係合部の先端の係止段部が縮小し難く構成され、前記結合部材が上側に位置し前記嵌挿部
材が下側に位置するとき、前記止材が前記係合部内の空洞を下降して前記係止段部の内側
の空洞から離脱することにより、前記係合部の先端の係止段部が縮小し易く構成された日
射遮蔽装置の操作コードの安全機構の構成によって達成できる。
【０００８】
　本発明の前記課題は、遮蔽部材が上方位置にあるときに結合部材が上側に位置し嵌挿部
材が下側に位置し、止材が係合部内の空洞を下降して係止段部の内側の空洞から離脱する
ことにより、前記嵌挿部材の係合部の前記係止段部と結合部材の嵌孔との係合が２．５～
３．０２Ｋｇの衝撃力で分離する構成と、遮蔽部材が降下した状態において、前記結合部
材が下側に位置し嵌挿部材が上側に位置し、前記止材が前記係合部内の空洞を下降して係
止段部の内側の空洞に挿入されることにより、前記嵌挿部材の嵌合部と前記結合部材との
係合が５．８Ｋｇ以上の衝撃負荷が加わったときには前記係合部の係止段部が前記結合部
材の嵌孔から抜け両者が分離する構成によって達成できる。
                                                                                
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の操作コードの安全機構は、請求項１に係る発明によれば、遮蔽部材であるスク
リーンなどの生地を下降状態から引き上げるときは５．５Ｋｇ以下の力で操作コードを牽
引するから嵌挿部材と操作コードの継部とが分離されることがない。これと逆にローマン
シェード、ロールスクリーン、カーテンなどの生地が上昇位置にあるとき、すなわち、嵌
挿部材が下側で結合部材が上側に配置されているとき、操作コード、ボールチェーンなど
に２．５～３．２Ｋｇの衝撃力が加わった場合は簡易に嵌挿部材の係合部が結合部材の外
筒から抜け落ちることになるので（子供などが操作コードに絡まれた状態で簡易に分離さ
れる）、非常に安全である。また、操作コードやボールチェーンを操作するときには支障
をきたすことなく（操作コードの継部や連結部が分離されることなく）、構造機構が簡易
であり、従来の合成樹脂などの係着溝などを必要としないから、構造が簡易に製造するこ
とができる。
【００１０】
　特に、布地が降下状態のときに操作コード（ボールチェーン）を牽引して上昇させると
きは操作コードを操作しても分離することがない。強力に牽引したときは操作コードの継
部が嵌合部から容易に抜けることになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明に係る操作コードの安全機構を実施するための最良の形態について図を参照して
説明する。
　図１は本発明の操作コードの端末の連結部材の構成を説明する図面である。（ａ）は正
面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は図１（ｂ）のＡ－Ａ線の断面図である。図２は本発明の
連結部材の嵌挿部材の説明図で（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は図２（ａ）の
Ａ－Ａ線の断面図、（ｄ）は斜視図である。図３は本発明の連結部材の結合部材の説明図
で、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は図３（ａ）のＡ－Ａ線の断面図、（ｄ）
は図３（ｂ）のＢ－Ｂ線断面図、（ｅ）は斜視図である。図４は本発明の連結部材の内部
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で摺動する止材の説明図で、（ａ）は図１（ｃ）と同じ断面図である。（ｂ）は止材の斜
視図である。図５は本発明の操作コード安全機構を備えた日射遮蔽装置の斜視図である。
図６は本発明日射遮蔽装置の遮蔽部材が降下した状態の操作コードの要部を示す側面図及
び説明図である。図７は本発明の日射遮蔽装置の遮蔽部材が上昇位置の状態の操作コード
の要部を示す側面図及び説明図である。
【００１２】
　本発明に係る日射遮蔽装置の操作コードの安全機構は、図１から図３に示すように、操
作コード（ボールチェーン）１の両端に位置する継部２、連結部３を連結する連結部材４
は、嵌挿部材５と結合部材６とから構成されている。これら嵌挿部材５と結合部材６とは
弾性力のある合成樹脂によって製造されている。この嵌挿部材５には前記操作コード１の
継部２を嵌合する空間を備え、操作コード１が貫通する通孔を有する嵌合部５ａと内部を
中空にして空隙５ｄを有し、先端が二つに分割されている係合部５ｂとを備えている。　
この嵌挿部材５の係合部５ｂ内は空洞に形成し、この空洞内で上下に摺動する止材７を配
置してある。この止材７は金属材料で円筒に作られ、係合部５ｂ内で重力の作用で移動す
るようになっている。この係合部５ｂの先端の分割されている先端外周には係止段部５ｃ
が突出している。
【００１３】
　一方、結合部材６は嵌挿部材５の先端の係合部５ｂを嵌挿する外筒６ａと操作コード１
の連結部３を収納する収納部６ｂとから構成され、外筒６ａには嵌挿部材５の係合部５ｂ
の係止段部５ｃと係合する嵌孔６ｃが穿ってある。
　図４に示す状態、すなわち、結合部材６が下側にあるときは前記係合部５ａの止材７は
係合部５ｂの下端に位置し、係止段部５ｃが外筒６ａの嵌孔６ｃに嵌着している状態を維
持するようになっている。しかし、強力な衝撃力が作用したときは係止段部５ｃが外筒５
ｃの嵌孔６ｃから抜ける。この止材７は嵌挿部材５の係合部５ｂの先端の開脚度合いを制
御するものである。この係止段部５ｃの稜線部には傾斜面に形成してある。８は窓枠に取
り付けるヘッドボックスであり、この側板９，９にローマンシェードなどの布地１０の回
転軸が軸支してある。
【００１４】
　本発明の日射遮蔽装置の操作コードの安全機構について、図面に示す操作コードがボー
ルチェーンである実施形態について説明する。
図６に示すように遮蔽部材でありロールスクリーン、布地１０などの布地がヘッドボック
ス８に垂下されて遮蔽状態にあるとき、連結部材４は嵌挿部材５が上側で、結合部材６が
下側に位置している。この状態から布地１０を上昇させるときは操作コード１の下側を牽
引することになるが、嵌挿部材５の係止段部５ｃが結合部材６の嵌孔６ｃに嵌着し、抜け
ない状態である。特に、嵌挿部材５の係合部５ｂ内の下側に止材７が位置しているから係
合部５ｂは収縮し難く、操作コード１は普通に操作されて、布地１０は上昇する。
布地１０が垂下状態で操作コード１に衝撃力が負荷されたときには嵌挿部材５の嵌合部５
ａの係合部５ｂ内の止材７が下降して結合部材６の外筒６ａの嵌孔６ｃから係止段部５ｃ
が抜け難くなっている。表１に示されるようにこの脱落力は衝撃力が５．５～６．０Ｋｇ
以上の力によって操作コード１が引っ張られると係合部５ｂの係止段部５ｃが外筒６の嵌
孔６ｃから外れて分離される。これは係合部５ｃなどがやや弾力性のある合成樹脂で作ら
れているので嵌孔６ｃから係止段部５ｃが抜ける。
【００１５】
　次に、図７に示すように布地１０が上昇位置にあるときには操作コード１の連結部材４
は嵌挿部材５が下側で、結合部材６が上側に位置する。この状態で操作コード１に衝撃力
が負荷されたときは結合部材６の外筒６ａに係着している嵌挿部材５の係合部５ｂ内の止
材７が下降しているので、係合部５ｂの先端が縮小して係止段部５ｃが外筒６ａの嵌孔６
ｃから抜けることになり、嵌挿部材５と結合部材６との係合は簡単に分離する。
　実験によるとこの分離する力は約２．５～３．２Ｋｇの衝撃で簡易に分離することにな
った。これは合成樹脂のような可撓性を有する材質で製造されているから係合部５ｂの先
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端が容易に狭まる。
操作するときは下側操作コード１の両端に配置した継部２と連結部３がそれぞれ連結部材
４の嵌挿部材５の嵌合部５ａと結合部材６の収納部６ａに嵌合してある。
【００１６】
　（実験例）
　本発明の操作コードの連結部材について、遮蔽部材であるカーテンが上昇位置にあると
きの連結部材の位置、すなわち図７に示す状態のときの引っ張ったときの抜ける力を測定
した。１回目は抜け難いが、２～１０回では抜け易くなっている。また、図６に示すよう
にカーテンが降下した状態のとき、すなわち抜けない方向のときの平均値は５．８Ｋｇで
あった。従って、カーテンの昇降操作には支障がなかった。
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【表１】

【００１７】
　以上のように本発明の安全機構は、連結部分の構造から操作コード１の操作時には支障
なく布地１０を昇降することができる。他方強い衝撃力が負荷されたときは簡単に連結部
分が分離するので安全である。
【図面の簡単な説明】
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【００１８】
【図１】本発明の操作コードの端末の連結部材の構成を説明する図面である。（ａ）は正
面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は図１（ｂ）のＡ－Ａ線の断面図である。
【図２】本発明の連結部材の嵌挿部材の説明図で（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図、（ｃ
）は図２（ａ）のＡ－Ａ線の断面図、（ｄ）は斜視図である。
【図３】本発明の連結部材の結合部材の説明図で、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図、（
ｃ）は図３（ａ）のＡ－Ａ線の断面図、（ｄ）は図３（ｂ）のＢ－Ｂ線断面図、（ｅ）は
斜視図である。
【図４】本発明の連結部材の内部で摺動する止材の説明図で、（ａ）は図１（ｃ）と同じ
断面図である。（ｂ）は止材の斜視図である。
【図５】本発明の操作コード安全機構を備えた日射遮蔽装置の斜視図である。
【図６】本発明日射遮蔽装置の遮蔽部材が降下した状態の操作コードの要部を示す側面図
及び説明図である。
【図７】本発明日射遮蔽装置の遮蔽部材が上昇位置の状態の操作コードの要部を示す側面
図及び説明図である。
【符号の説明】
【００１９】
　１　　　操作コード
　２　　　継部
　３　　　連結部
　４　　　連結部材
　５　　　嵌挿部材
　５ａ　　嵌合部
　５ｂ　　係合部
　５ｃ　　係止段部
　６　　　結合部材
　６ａ　　外筒
　６ｂ　　収納部
　６ｃ　　嵌孔
　７　　　止材
　８　　　ヘッドボックス
　９　　　側板
１０　　　布地
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