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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ヘッドボックスから吊下支持されるラダーコードに多数段のスラットを支持し、操作手段
の操作により前記ラダーコードを介して前記スラットを角度調節する横型ブラインドにお
いて、
　前記ヘッドボックスの直下に位置する複数段の上部スラットと、該上部スラットより下
方に位置する下部スラットを共通の前記ラダーコードにより異なる幅で支持し、前記上部
スラットと下部スラットとを異なる幅で形成し、前記ラダーコードの横糸を該横糸で支持
する前記各スラットの幅と等しい長さとしたことを特徴とする横型ブラインド。
【請求項２】
前記上部スラットの幅を、前記下部スラットより幅広としたことを特徴とする請求項１記
載の横型ブラインド。
【請求項３】
前記下部スラットの幅を、前記上部スラットより幅広としたことを特徴とする請求項１記
載の横型ブラインド。
【請求項４】
前記下部スラットを支持する前記ラダーコードの横糸は、上部スラットを支持する横糸を
水平方向としたとき、一方が下がるようにオフセットしたことを特徴とする請求項３記載
の横型ブラインド。
【請求項５】
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前記下部スラットを支持する前記ラダーコードの横糸は、室内側に向かって下がるように
オフセットしたことを特徴とする請求項４記載の横型ブラインド。
【請求項６】
最下部に位置する前記上部スラットには、前記ラダーコードの縦糸を挿通して、該ラダー
コードの横糸で支持するスラット幅を縮小する切り欠きを設けたことを特徴とする請求項
１又は２に記載の横型ブラインド。
【請求項７】
前記切り欠きは、複数段の前記上部スラットの両側縁に設けるとともに、下段から上段に
向かって順次浅くしたことを特徴とする請求項６記載の横型ブラインド。
【請求項８】
前記切り欠きは、３段の前記上部スラットに設け、該切り欠きの深さは、前記上部スラッ
トと下部スラットとのスラット幅の差を１としたとき、下段から上段に向かって０．３：
０．２：０．１としたことを特徴とする請求項７記載の横型ブラインド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、横型ブラインドのスラットを角度調節して、室内への外部光の採り入れを
調節するスラット角度調節装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　横型ブラインドは、ヘッドボックスから多数段のスラットがラダーコードを介して吊下
支持される。また、ヘッドボックスから垂下される昇降コードが各スラットに挿通され、
その昇降コードの下端にボトムレールが吊下支持される。
【０００３】
　ヘッドボックス内にはスラット角度調節装置及びスラット昇降装置が設けられ、操作手
段の操作により、ラダーコードを介して各スラットを同位相で角度調節可能であり、昇降
コードを介してボトムレールを昇降させることにより、各スラットを昇降可能である。
【０００４】
　このような横型ブラインドでは、窓外から室内へ侵入する外部光が眩しく感じられると
きは、スラットを垂直方向に傾動させて外部光を遮光することができる。ところが、眩し
さを減じるために外部光を遮光すると、室内への採光量も減少して、室内が暗くなってし
まうという問題点がある。
【０００５】
　特許文献１には、スラットの傾斜角を上部のスラットから下部のスラットにかけて順次
変化させることにより、居住者に対する直射光を遮断しながら、十分な採光量を確保可能
とした横型ブラインドが開示されている。
【０００６】
　また、特許文献２には多数段のスラットを上下方向に分割して、それぞれ独立して角度
調節可能とすることにより、ブラインドの上部と下部で遮光あるいは採光を任意に選択可
能とした横型ブラインドが開示されている。
【特許文献１】特開平１０－３１７８５０号公報
【特許文献２】実開平７－３８５９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載された横型ブラインドでは、スラットの傾斜角を上部のスラットから
下部のスラットにかけて順次変化させているので、すべてのスラットを全閉状態とするこ
と、あるいはすべてのスラット間から室内に外部光を均等に採光することができないとい
う問題点がある。
【０００８】
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　特許文献２に記載された横型ブラインドでは、スラットを上部と下部で独立して操作す
るために、角度調節装置をそれぞれ独立して設ける必要があり、構造が複雑となる。
　この発明の目的は、ブラインドの上部と下部とで遮光及び採光を任意に選択可能とする
横型ブラインドを簡単な構成で提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１では、ヘッドボックスから吊下支持されるラダーコードに多数段のスラットを
支持し、操作手段の操作により前記ラダーコードを介して前記スラットを角度調節する横
型ブラインドにおいて、前記ヘッドボックスの直下に位置する複数段の上部スラットと、
該上部スラットより下方に位置する下部スラットを共通の前記ラダーコードにより異なる
幅で支持した。
【００１０】
　また、前記上部スラットと下部スラットとを異なる幅で形成し、前記ラダーコードの横
糸を該横糸で支持する前記各スラットの幅と等しい長さとした。
　請求項２では、前記上部スラットの幅を、前記下部スラットより幅広とした。
【００１１】
　請求項３では、前記下部スラットの幅を、前記上部スラットより幅広とした。
　請求項４では、前記下部スラットを支持する前記ラダーコードの横糸は、上部スラット
を支持する横糸を水平方向としたとき、一方が下がるようにオフセットした。
【００１２】
　請求項５では、前記下部スラットを支持する前記ラダーコードの横糸は、室内側に向か
って下がるようにオフセットした。
　請求項６では、下部に位置する前記上部スラットには、前記ラダーコードの縦糸を挿通
して、該ラダーコードの横糸で支持するスラット幅を縮小する切り欠きを設けた。
【００１３】
　請求項７では、前記切り欠きは、複数段の前記上部スラットの両側縁に設けるとともに
、下段から上段に向かって順次浅くした。
　請求項８では、前記切り欠きは、３段の前記上部スラットに設け、該切り欠きの深さは
、前記上部スラットと下部スラットとのスラット幅の差を１としたとき、下段から上段に
向かって０．３：０．２：０．１とした。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ブラインドの上部と下部とで遮光及び採光を任意に選択可能とする横
型ブラインドを簡単な構成で提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
（第一の実施の形態）
　以下、本発明を具体化した第一の実施の形態を図１～図５に従って説明する。図１～図
３に示す横型ブラインドは、ヘッドボックス１から複数本のラダーコード２を介して多数
段のスラット３ａ，３ｂが吊下支持され、各ラダーコード２の下端にはボトムレール４が
取着されている。
【００１６】
　前記ラダーコード２の上端部は、前記ヘッドボックス１内において支持ドラム５に取着
され、その支持ドラム５は支持部材６に回転可能に支持されている。前記支持ドラム５に
は駆動軸７が嵌挿され、その駆動軸７はヘッドボックス１の一端から垂下される操作棒８
を回転操作することにより回転される。なお、操作棒８の回転は公知のギヤボックスを介
して駆動軸７に伝達される。
【００１７】
　従って、操作棒８の回転操作に基づいて駆動軸７が回転され、駆動軸７が回転されると
、ラダーコード２を介してスラット３ａ，３ｂが角度調節される。
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　前記各スラット３ａ，３ｂには、前記ラダーコード２による支持部近傍において昇降コ
ード９が挿通され、その昇降コード９の一端に前記ボトムレール４が吊下支持されている
。
【００１８】
　前記昇降コード９の他端は、前記ヘッドボックス１内をその一端側に案内され、ストッ
パ装置１０を介してヘッドボックス１外へ垂下され、コードイコライザ１１に接続されて
いる。そのコードイコライザ１１には操作コード１２の一端が接続され、操作コード１２
の他端はヘッドボックス１の一端に接続されている。
【００１９】
　そして、操作コード１２を操作して昇降コード９をヘッドボックス１から引き出せば、
ボトムレール４が引き上げられて、下段のスラットから順次引き上げられる。また、ボト
ムレール４及びスラット３ａ，３ｂの重量に基づいて昇降コード９をヘッドボックス１内
に引き込ませれば、ボトムレール４が下降して上段のスラットから順次ラダーコード２に
支持される状態に復帰する。操作コード１２を手放せば、ストッパ装置１０が作動して、
ボトムレール４の自重降下が阻止され、スラット３ａ，３ｂが所望高さに吊下支持される
。
【００２０】
　図３に示すように、多数段のスラット３ａ，３ｂのうち、窓の上部に位置する上部スラ
ット３ａはその下方に位置する下部スラット３ｂより幅広に形成されている。すなわち、
上部スラット３ａはヘッドボックス１の直下に位置する６段のスラットであり、その幅は
下部スラット３ｂの１５mmに対し、２５mmに形成されている。
【００２１】
　そして、スラット３ａを支持するラダーコード２の横糸１３ａは、同スラット３ａの幅
に等しい長さで形成され、スラット３ｂを支持するラダーコード２の横糸１３ｂは、同ス
ラット３ｂの幅に等しい長さで形成されている。
【００２２】
　また、横糸１３ａの間隔はスラット３ａ，３ｂの幅に比例して、横糸１３ｂの間隔より
大きく設定されている。
　上記のように構成された横型ブラインドでは、図３に示すスラット３ａ，３ｂを水平に
支持した状態から操作棒８を操作して、スラット３ａ，３ｂを室内側が凸面となるように
回動させると、図４に示すように、まず下部スラット３ｂが垂直方向に近い角度まで回動
される。
【００２３】
　下部スラット３ｂは、上部スラット３ａより幅が狭いため、ラダーコード２の一方の縦
糸の引き上げ動作に基づいて、上部スラット３ａより回動角度が大きくなるからである。
　この状態では、下部スラット３ｂの吊下位置に相当する窓の下部において外部光が遮断
され、上部スラット３ａの吊下位置に相当する窓の上部では、外部光が採り入れられる。
【００２４】
　さらに操作棒８を同方向へ回動させると、図５に示すように、上部スラット３ａが垂直
方向に近い角度まで回動される。すると、窓の全面に亘って外部光が遮断される。
　上記のように構成された横型ブラインドでは、次に示す作用効果を得ることができる。
（１）ボトムレール４を下限まで下降させた状態で操作棒８を操作することにより、スラ
ット３ａ，３ｂを回動させて、室内に採り入れる外部光の光量を適宜に調節することがで
きる。
（２）操作棒８の操作によりスラット３ａ，３ｂを外部光の遮断方向に回動させると、ま
ず下部スラット３ｂのみが垂直方向に近い角度まで回動され、この状態では窓の上部のみ
から外部光を採り入れ、窓の下部は室内を外部の視界から遮る目隠しとすることができる
。
（３）下部スラット３ｂが垂直方向に近い角度まで回動された後、さらに操作棒８を同方
向に回転させると、上部スラット３ａが垂直方向に近い角度まで回動され、この状態では
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窓の全面に亘って外部光を遮断することができる。
（４）スラット３ａ，３ｂを水平方向に回動させれば、窓の全面から外部光を採り入れる
ことができる。
（５）共通の操作棒８の操作により、窓の全面から外部光を採り入れる状態、窓の上部の
みから外部光を採り入れる状態、窓の全面に亘って外部光を遮断する状態のいずれかを選
択することができる。
（６）共通のラダーコード２を介してスラット３ａ，３ｂを回動させることができる。従
って、スラット角度調節装置を複雑化させることはない。
（第二の実施の形態）
　図６～図８は、第二の実施の形態を示す。この実施の形態は、上部スラット１４ａより
下部スラット１４ｂを幅広としたものである。前記第一の実施の形態と同一構成部分は、
同一符号を付して詳細な説明を省略する。
【００２５】
　すなわち、ヘッドボックス１の上部スラット１４ａの幅は１５mmであり、下部スラット
１４ｂの幅は２５mmである。
　前記スラット１４ａを支持するラダーコード１５の横糸１６ａは、同スラット１４ａの
幅に等しい長さで形成され、前記スラット１４ｂを支持する横糸１６ｂは、同スラット１
４ｂの幅に等しい長さで形成されている。また横糸１６ａ，１６ｂは、図６に示すように
、上部スラット１４ａが水平方向に支持されるとき、下部スラット１４ｂは凸面がやや室
内側に向かうように、すなわち室内側に向かって下がるようにオフセットされている。
【００２６】
　そして、ラダーコード１５の下端に、下部スラット１４ｂと同一幅のボトムレール１７
が支持される。その他の構成は、前記第一の実施の形態と同様である。
　このように構成された横型ブラインドでは、図６に示すように、上部スラット１４ａが
水平方向に支持された状態では、下部スラット１４ｂもほぼ水平方向に支持されているの
で、外部光を窓全面から採り入れ可能である。
【００２７】
　操作棒８を操作して、スラット１４ａ，１４ｂを室内側が凸面となるように回動させる
と、図７に示すように、まず下部スラット１４ｂが垂直方向に近い角度まで回動される。
　上部スラット１４ａは、下部スラット１４ｂより幅が狭いため、ラダーコード２の一方
の縦糸の引き上げ動作に基づいて、下部スラット１４ｂより回動角度が大きくなるからで
ある。
【００２８】
　この状態では、上部スラット１４ａの吊下位置に相当する窓の上部において外部光が遮
断され、下部スラット１４ｂの吊下位置に相当する窓の下部では、外部光が採り入れられ
る。
【００２９】
　さらに操作棒８を同方向へ回動させると、図８に示すように、下部スラット１４ｂが垂
直方向に近い角度まで回動される。すると、窓の全面に亘って外部光が遮断される。
　上記のように構成された横型ブラインドでは、前記第一の実施の形態で得られた（１）
（４）（５）（６）の作用効果に加えて、次に示す作用効果を得ることができる。
（１）操作棒８の操作によりスラット１４ａ，１４ｂを外部光の遮断方向に回動させると
、まず上部スラット１４ａのみが垂直方向に近い角度まで回動され、この状態では窓の下
部のみから外部光を採り入れることができる。
（２）上部スラット１４ａが垂直方向に近い角度まで回動された後、さらに操作棒８を同
方向に回転させると、下部スラット１４ｂが垂直方向に近い角度まで回動され、この状態
では窓の全面に亘って外部光を遮断することができる。
（３）下部スラット１４ｂが上部スラット１４ａに対しオフセットされて支持されている
ので、下部スラット１４ｂを垂直方向に近い角度まで確実に回動させることができる。
（第三の実施の形態）
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　図９～図１３は、第三の実施の形態を示す。この実施の形態は、前記第一の実施の形態
と同様に上部スラットを下部スラットより幅広とした横型ブラインドにおいて、上部スラ
ットを円滑に回動させ得る構成としたものである。第一の実施の形態と同一構成部分は、
同一符号を付して詳細な説明を省略する。
【００３０】
　図９に示すように、上部スラット２１ａは５０mmのスラット幅で形成され、下部スラッ
ト２１ｂは２５mmのスラット幅で形成される。前記上部スラット２１ａは最下部の３段の
スラットのラダーコード支持位置において、その両側部にそれぞれ切り欠き２２ａ，２２
ｂ，２２ｃが形成されている。
【００３１】
　最下段の上部スラット２１ａには７．５mmの深さで切り欠き２２ａが形成され、下から
二段目の上部スラット２１ａには５mmの深さで切り欠き２２ｂが形成され、下から三段目
の上部スラット２１ａには２．５mmの深さで切り欠き２２ｃが形成されている。
【００３２】
　そして、各切り欠き２２ａ～２２ｃにラダーコード２３の縦糸２４が挿通されている。
従って、最下段の上部スラット２１ａを支持する横糸２５ａは、同スラットをほぼ３５mm
の幅で支持し、下から二段目の上部スラット２１ａを支持する横糸２５ｂは、同スラット
をほぼ４０mmの幅で支持し、下から三段目の上部スラット２１ａを支持する横糸２５ｃは
、同スラットをほぼ４５mmの幅で支持している。
【００３３】
　このように構成された横型ブラインドでは、図１０に示すように、上部スラット２１ａ
及び下部スラット２１ｂが水平方向に支持された状態から、操作棒８を操作して、上部ス
ラット２１ａ及び下部スラット２１ｂを室内側が凸面となるように回動させると、図１１
に示すように、まず下部スラット２１ｂが垂直方向に近い角度まで回動される。
【００３４】
　さらに、操作棒８を同方向へ回動させると、図１２に示すように、上部スラット２１ａ
が回動され、図１３に示すように、やがて上部スラット２１ａが垂直方向に近い角度まで
回動される。
【００３５】
　このように動作する横型ブラインドでは、第一の実施の形態で得られた作用効果に加え
て、次に示す作用効果を得ることができる。
（１）図１０に示す状態から、図１１及び図１２に示すように上部スラット２１ａが回動
されるとき、上部スラット２１ａを円滑に回動させることができる。すなわち、切り欠き
２２ａ～２２ｃが形成されていない状態では、最下段の上部スラット２１ａと最上段の下
部スラット２１ｂとのスラット幅の差が大きいため、最下段の上部スラット２１ａがラダ
ーコード２３の縦糸２４間で突っ張って引っかかった状態となり、円滑に回動されないこ
とがある。
【００３６】
　しかし、上記のように、最下部に位置する３枚の上部スラット２１ａに切り欠き２２ａ
～２２ｃを設けたことにより、最下部に位置する４枚の上部スラット２１ａにおいて、ラ
ダーコード２３で支持するスラット幅が実質的に段階的に変化することになる。
【００３７】
　従って、上部スラット２１ａが回動されるとき、最下段の上部スラット２１ａからその
上段の上部スラット２１ａに向かって徐々に回動されることになり、最下段の上部スラッ
ト２１ａと縦糸２４との引っ掛かりを未然に防止して、上部スラット２１ａを円滑に回動
させることができる。
【００３８】
　このような作用効果は、上部スラット２１ａと下部スラット２１ｂのスラット幅の差が
大きい場合に、特に顕著となる。
（２）上部スラット２１ａと下部スラット２１ｂとのスラット幅の差が２５mmであるとき
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、切り欠き２２ａ～２２cの深さの比を、スラット幅の差である２５mmを１としたとき、
０．３：０．２：０．１とした。従って、下部スラット２１ｂから上部スラット２１ａに
かけて、ラダーコード２３の横糸２５ａ～２５ｃで支持するスラット幅を緩やかにかつ直
線的に変化させて、最下部の上部スラット２１ａのラダーコード２３に対する引っ掛かり
を未然に防止することができる。
【００３９】
　上記実施の形態は、以下の態様で実施してもよい。
・スラットを角度調節するための操作手段は、操作棒８以外の操作手段でもよい。
・上部スラット３ａ，１４ａと下部スラット３ｂ，１４ｂの枚数は適宜変更してもよい。
・上記実施の形態では、スラットの幅を変えることによりスラットの回動角度に差を設け
る構成としたが、上部スラット及び下部スラットを同一幅とし、上部スラット及び下部ス
ラットのいずれかにスラットの幅方向に切欠きを形成し、その切欠きにラダーコードの縦
糸を挿通する構成としてもよい。このような構成により、ラダーコードに対しスラットの
幅を実質的に変化させて、スラットの回動角度に差を設けることができる。
・第三の実施の形態において、切り欠きは最下段の上部スラット２１ａのみとしても、上
記のような作用効果を得ることができる。
・第三の実施の形態において、切り欠きは最下部の上部スラット２１ａの複数段、すなわ
ち二段あるいは四段以上に設ける構成としてもよい。
・第三の実施の形態において、切り欠きの深さは下段から上段に向かって順次浅くするよ
うにすればよく、上記数値に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】第一の実施の形態を示す正面図である。
【図２】第一の実施の形態を示す平面図である。
【図３】第一の実施の形態を示す側面図である。
【図４】第一の実施の形態の動作を示す側面図である。
【図５】第一の実施の形態の動作を示す側面図である。
【図６】第二の実施の形態を示す側面図である。
【図７】第二の実施の形態の動作を示す側面図である。
【図８】第二の実施の形態の動作を示す側面図である。
【図９】第三の実施の形態を示す斜視図である。
【図１０】第三の実施の形態を示す側面図である。
【図１１】第三の実施の形態の動作を示す側面図である。
【図１２】第三の実施の形態の動作を示す側面図である。
【図１３】第三の実施の形態の動作を示す側面図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１　　　　ヘッドボックス
　２，１５，２３　　　　ラダーコード
　３ａ，１４ａ，２１ａ　　　　上部スラット
　３ｂ，１４ｂ，２１ｂ　　　　下部スラット
　８　　　　操作手段（操作棒）
　１３ａ，１３ｂ，１６ａ，１６ｂ，２５ａ，２５ｂ，２５ｃ　　　横糸
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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