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(57)【要約】
【課題】使用者の身長や干す物に応じて物干しバーの高
さを高突出状態と低突出状態とに切り換えできる便利な
物干し装置を提供すること。
【解決手段】窓取付用開口部３の左右の縁枠部材４に取
り付ける窓側取付部７に起伏回動軸９を介して回動腕部
８を起伏回動自在に設け、この取付機構６に起伏回動軸
９と直交状態にして傾動軸10を設け、この傾動軸10を支
点に回動腕部８を窓取付用開口部３の内方に傾動自在に
設け、この回動腕部８に係止部11を設け、この係止部11
が係脱自在に係止する係合部12を窓側取付部７に複数設
けて、この係止部11が係合部12に係止すると物干しバー
１が突出状態Ｂに位置決められる構成とし、この回動腕
部８を付勢して前記係止部11を前記係合部12に係止させ
る係止付勢手段13を設けた物干し装置。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　横設する物干しバーの両端部に、この物干しバーを、窓の上部に近接若しくは窓の窓取
付用開口部より上方の壁面に沿設した沿設状態と、この沿設状態の位置より下方にして前
記窓から離れた突出状態とに切り換え自在となる取付機構を設け、この取付機構は、前記
窓を設ける窓取付用開口部の左右外側の壁面若しくはこの窓取付用開口部の左右の縁枠部
材に取り付ける各窓側取付部に起伏回動軸を介して回動腕部を起伏回動自在に枢着し、こ
の回動腕部の先端部を前記物干しバーの端部に連結した構成とした物干し装置において、
前記取付機構に、前記起伏回動軸と直交状態にして傾動軸を設け、この傾動軸に前記回動
腕部を枢着してこの傾動軸を支点に回動腕部を前記窓取付用開口部の内方若しくは外方に
傾動自在に設け、この傾動軸を支点とする回動腕部の傾動に応じて前記物干しバーを伸縮
自在に構成するか若しくは傾動軸を支点とする回動腕部の傾動可動を許容する可動吸収部
を回動腕部に設け、この回動腕部若しくは前記窓側取付部に係止部を設け、この係止部が
係脱自在に係止する係合部を前記窓側取付部若しくは前記回動腕部に設けて、この係止部
を係合部に係止することにより前記物干しバーが前記突出状態に位置決められるように構
成すると共に、前記回動腕部を前記傾動軸を支点に前記窓取付用開口部の内方若しくは外
方に傾動させることにより係止部が係合部から係脱して回動腕部が前記起伏回動軸を支点
に回動可能となるように構成し、前記物干しバー若しくは前記取付機構に、前記回動腕部
を付勢して前記係止部を前記係合部に係止せしめる係止付勢手段を設け、前記係合部は、
前記物干しバーを高い位置で突出する高突出状態に位置決め可能な高位置係合部と、この
高突出状態より低い位置で突出する低突出状態に位置決め可能な低位置係合部とを有する
構成としたことを特徴とする物干し装置。
【請求項２】
　前記係合部は、前記突出状態とした前記物干しバーを、使用者の身長より高い洗濯物干
し用突出位置に位置決め可能な前記高位置係合部と、使用者の身長より低い布団干し用突
出位置に位置決め可能な前記低位置係合部とを有する構成としたことを特徴とする請求項
１記載の物干し装置。
【請求項３】
　前記窓側取付部に前記起伏回動軸を設け、この起伏回動軸に前記傾動軸を設け、この傾
動軸に前記回動腕部を枢着することにより、この回動腕部が前記起伏回動軸を介して前記
窓側取付部に対し起伏回動自在であって、且つ回動腕部が前記傾動軸を介して窓側取付部
に対し前記窓取付用開口部の内方若しくは外方に傾動自在となるように構成したことを特
徴とする請求項１，２のいずれか１項に記載の物干し装置。
【請求項４】
　前記回動腕部の前記傾動軸への枢着部近傍若しくは前記窓側取付部の前記起伏回動軸の
周囲に、前記係止部を設け、この係止部が係脱自在に係止する前記係合部を、前記窓側取
付部の前記起伏回動軸の周囲若しくは前記回動腕部の前記傾動軸への枢着部近傍に設けた
ことを特徴とする請求項３記載の物干し装置。
【請求項５】
　前記窓側取付部若しくは前記回動腕部に、前記係止部が係止することによって前記物干
しバーが前記沿設状態に位置決められる沿設位置係合部を設けたことを特徴とする請求項
１～４のいずれか１項に記載の物干し装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、窓際に取付けて使用する物干し装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　洗濯物を部屋干しする場合、窓際に干すと日当たりが良くて乾燥し易く、また窓を開放
すれば外気を取り入れながらの乾燥も行えるので、都合がいい。
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【０００３】
　この観点に基づいて出願人は、建物内の窓際に取り付けて使用する特許第４７３４３５
２号（特許文献１）と特許第４６６３７４４号（特許文献２）の物干し装置を発明した。
【０００４】
　この特許文献１，２を簡単に説明すると、横設する物干しバーの両端部に、この物干し
バーを、窓の窓取付用開口部より上方の壁面に沿設した沿設状態と、この沿設状態の位置
より下方にして前記窓から離れた突出状態とに切り換え自在となる取付機構が設けられて
いて、この取付機構を建物内の窓取付用開口部の左右部に取り付けることにより、不使用
時には物干しバーを邪魔にならない前記沿設状態にでき、この沿設状態から前記突出状態
に切り換えることで物干しバーに洗濯物を掛けて窓際に干すことができるように構成され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４７３４３５２号公報
【特許文献２】特許第４６６３７４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記特許文献１，２のような窓際に取付けて使用する物干し装置の改良に係
るもので、物干しバーを低い位置に突出する高突出状態と高い位置に突出する低突出状態
とに切り換えできて、例えば物干しバーの高突出状態を洗濯物の物干しとし、低突出状態
を布団干しとするなどの干す物に応じた便利な使い分けが可能になる物干し装置を提供す
るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　添付図面を参照して本発明の要旨を説明する。
【０００８】
　横設する物干しバー１の両端部に、この物干しバー１を、窓２の上部に近接若しくは窓
２の窓取付用開口部３より上方の壁面５に沿設した沿設状態Ａと、この沿設状態Ａの位置
より下方にして前記窓２から離れた突出状態Ｂとに切り換え自在となる取付機構６を設け
、この取付機構６は、前記窓２を設ける窓取付用開口部３の左右外側の壁面５若しくはこ
の窓取付用開口部３の左右の縁枠部材４に取り付ける各窓側取付部７に起伏回動軸９を介
して回動腕部８を起伏回動自在に枢着し、この回動腕部８の先端部を前記物干しバー１の
端部に連結した構成とした物干し装置において、前記取付機構６に、前記起伏回動軸９と
直交状態にして傾動軸10を設け、この傾動軸10に前記回動腕部８を枢着してこの傾動軸10
を支点に回動腕部８を前記窓取付用開口部３の内方若しくは外方に傾動自在に設け、この
傾動軸10を支点とする回動腕部８の傾動に応じて前記物干しバー１を伸縮自在に構成する
か若しくは傾動軸10を支点とする回動腕部８の傾動可動を許容する可動吸収部を回動腕部
８に設け、この回動腕部８若しくは前記窓側取付部７に係止部11を設け、この係止部11が
係脱自在に係止する係合部12を前記窓側取付部７若しくは前記回動腕部８に設けて、この
係止部11を係合部12に係止することにより前記物干しバー１が前記突出状態Ｂに位置決め
られるように構成すると共に、前記回動腕部８を前記傾動軸10を支点に前記窓取付用開口
部３の内方若しくは外方に傾動させることにより係止部11が係合部12から係脱して回動腕
部８が前記起伏回動軸９を支点に回動可能となるように構成し、前記物干しバー１若しく
は前記取付機構６に、前記回動腕部８を付勢して前記係止部11を前記係合部12に係止せし
める係止付勢手段13を設け、前記係合部12は、前記物干しバー１を高い位置で突出する高
突出状態Ｂ１に位置決め可能な高位置係合部12Ａと、この高突出状態Ｂ１より低い位置で
突出する低突出状態Ｂ２に位置決め可能な低位置係合部12Ｂとを有する構成としたことを
特徴とする物干し装置に係るものである。
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【０００９】
　また、前記係合部12は、前記突出状態Ｂとした前記物干しバー１を、使用者Ｕの身長よ
り高い洗濯物干し用突出位置Ｂ１に位置決め可能な前記高位置係合部12Ａと、使用者Ｕの
身長より低い布団干し用突出位置Ｂ２に位置決め可能な前記低位置係合部12Ｂとを有する
構成としたことを特徴とする請求項１記載の物干し装置に係るものである。
【００１０】
　また、前記窓側取付部７に前記起伏回動軸９を設け、この起伏回動軸９に前記傾動軸10
を設け、この傾動軸10に前記回動腕部８を枢着することにより、この回動腕部８が前記起
伏回動軸９を介して前記窓側取付部７に対し起伏回動自在であって、且つ回動腕部８が前
記傾動軸10を介して窓側取付部７に対し前記窓取付用開口部３の内方若しくは外方に傾動
自在となるように構成したことを特徴とする請求項１，２のいずれか１項に記載の物干し
装置に係るものである。
【００１１】
　また、前記回動腕部８の前記傾動軸10への枢着部近傍若しくは前記窓側取付部７の前記
起伏回動軸９の周囲に、前記係止部11を設け、この係止部11が係脱自在に係止する前記係
合部12を、前記窓側取付部７の前記起伏回動軸９の周囲若しくは前記回動腕部８の前記傾
動軸10への枢着部近傍に設けたことを特徴とする請求項３記載の物干し装置に係るもので
ある。
【００１２】
　また、前記窓側取付部７若しくは前記回動腕部８に、前記係止部11が係止することによ
って前記物干しバー１が前記沿設状態Ａに位置決められる沿設位置係合部14を設けたこと
を特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の物干し装置に係るものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は上述のように構成したから、物干しバーを、窓の窓取付用開口部より上方の壁
面に沿設した沿設状態（不使用時の収納状態）と、沿設状態の位置より下方にして窓から
離れた突出状態（使用状態）に切り換えでき、しかも、使用者の身長や干す物に応じて物
干しバーの高さを高突出状態と低突出状態とに便利に切り換えることもでき、その上、係
止付勢手段の付勢力に抗して回動腕部を窓取付用開口部の内方若しくは外方に傾動させる
だけで、物干しバーの位置決めを解除して高さを切り換え操作できるから切り換え操作性
に優れると共に、切り換え操作後の物干しバーは係止付勢手段により安定的に位置決め保
持されることになるなど、極めて実用性に優れた物干し装置となる。
【００１４】
　また、請求項２記載の発明においては、物干しバーの高さを洗濯物干し用と布団干し用
とに切り換えて使用できる極めて実用性に優れた物干し装置となる。
【００１５】
　また、請求項３，４記載の発明においては、回動腕部が窓側取付部に対し起伏回動自在
にして窓取付用開口部の内方若しくは外方へ傾動自在となる構成を簡易に設計実現可能と
なる一層実用性に優れた物干し装置となり、特に請求項４記載の発明のように構成した場
合には、回動腕部を窓取付用開口部の内方若しくは外方へ傾動すると係脱する係止部と係
合部を具備する構成を簡易に設計実現可能となる。
【００１６】
　また、請求項５記載の発明においては、物干しバーを、窓の上部に近接若しくは窓の窓
取付用開口部より上方の壁面に沿設した沿設状態（収納状態）に位置決めできる一層実用
性に優れた物干し装置となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施例１の使用状態を示す斜視図である。
【図２】実施例１の使用状態を示す側面図である。
【図３】実施例１の回動腕部の起伏回動作動を示す説明側面図である。



(5) JP 2014-50442 A 2014.3.20

10

20

30

40

50

【図４】実施例１の取付機構を示す部分拡大斜視図である。
【図５】実施例１の係止部と係合部との係止構造を示す説明部分拡大正面図である。
【図６】実施例１の物干しバーと回動腕部との連結構造を示す説明部分拡大正面図である
。
【図７】実施例２の取付機構を示す説明部分拡大斜視図である。
【図８】実施例３の物干しバーと回動腕部との連結構造を示す説明部分拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　好適と考える本発明の実施形態を、図面に基づいて本発明の作用を示して簡単に説明す
る。
【００１９】
　窓２の窓取付用開口部３の左右外側の壁面５若しくはこの窓取付用開口部３の左右の縁
枠部４に夫々窓側取付部７を介して取付機構６を取り付けすることで、本物干し装置を窓
取付用開口部３に設置する。
【００２０】
　物干しを行わない時は、取付機構６の回動腕部８を、起伏回動軸９を介して上方へ回動
（起動）すると、物干しバー１を窓２の上部に近接若しくは窓２の窓取付用開口部３より
上方の壁面５に沿設した沿設状態Ａにできる（物干しバー１を邪魔にならない収納状態に
できる。）。
【００２１】
　物干しを行う時は、取付機構６の回動腕部８を、起伏回動軸９を介して下方へ回動（伏
動）すると、窓２の上部に近接若しくは窓２の窓取付用開口部３より上方の壁面５に沿設
している物干しバー１を、この沿設状態Ａの位置より下方にして前記窓２から離れた突出
状態Ｂに切り換えることができる。
【００２２】
　また、この際、回動腕部８若しくは窓側取付部７に設けた係止部11を、窓側取付部７若
しくは回動腕部８に設けた係合部12に係止することによって物干しバー１が突出状態Ｂに
位置決められると共に、この物干しバー１の位置決め状態（突出状態Ｂ）が係止付勢手段
13によって保持されることになる。
【００２３】
　また、この突出状態Ｂは、係止部11が高位置係合部12Ａに係止して物干しバー１が高い
位置に突出して位置決められる高突出状態Ｂ１と、係止部11が低位置係合部12Ｂに係止し
て物干しバー１が前記高突出状態Ｂ１より低い位置に突出して位置決められる低突出状態
Ｂ２とに切り換えが可能である。
【００２４】
　具体的には、取付機構６の回動腕部８を、前記起伏回動軸９と直交する傾動軸10を支点
に前記係止付勢手段13の付勢力に抗して前記窓取付用開口部３の内方若しくは外方へ傾動
させると、前記係止部11が前記係合部12から係脱して回動腕部８が前記起伏回動軸９を支
点に起伏回動可能となり、この起伏回動可能な回動腕部８を回動させて係止部11を前記高
位置係合部12Ａに係止すると、回動腕部８が位置決められて物干しバー１が高い位置で突
出する前記高突出状態Ｂ１に位置決められることになり、同様に係止部11を前記低位置係
合部12Ｂに係止すると、物干しバー１が低い位置で突出する前記低突出状態Ｂ２に位置決
められることになる。
【００２５】
　また、この際、回動腕部８の傾動に応じて物干しバー１が伸縮するか若しくは、回動腕
部８の傾動可動が回動腕部８の可動吸収部によって許容されるので、物干しバー１の存在
が回動腕部８の傾動可動の妨げとはならない。
【００２６】
　例えば、高突出状態Ｂ１の物干しバー１には、衣類などの洗濯物Ｓを干すことができ、
低突出状態Ｂ２の物干しバー１にも、高突出状態Ｂ１の時と同様に衣類などの洗濯物Ｓを
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干すことが可能であるが、低い位置に物干しバー１が位置決めされているために、布団Ｆ
などの比較的重量のあるものを干す場合に適する。即ち、布団Ｆなどの重量物を干したい
場合には、物干しバー１を低突出状態Ｂ２に位置決めすると、重量物を高くまで持ち上げ
なくとも良いので簡単に干すことができる。
【００２７】
　従って、本発明は、単に回動腕部８を窓取付用開口部３の内方若しくは外方に傾動させ
るだけの操作で物干しバー１の高さを高突出状態Ｂ１と低突出状態Ｂ２とに容易に切り換
え可能であり、これにより使用者Ｕの身長に合わせて高さを切り換えたり、干す物に応じ
て物干しバー１の使用態様（高突出状態Ｂ１と低突出状態Ｂ２）を便利に使い分けたりす
ることができる極めて実用性に優れた物干し装置となる。
【実施例１】
【００２８】
　本発明の具体的な実施例１について図１～図６に基づいて説明する。
【００２９】
　本実施例は、図１，図２に示すように、横設する物干しバー１の両端部に、この物干し
バー１を、建物の窓２の上部に近接した沿設状態Ａと、この沿設状態Ａの位置より下方に
して前記窓２から離れた突出状態Ｂとに切り換え自在となる取付機構６を設け、この各取
付機構６を前記窓２を設ける窓取付用開口部３の左右の縁枠部材４に取り付けし得るよう
に構成した窓部取付型の物干し装置に係るものである。
【００３０】
　尚、図示していないが、前記特許文献１のように、物干しバー１を、窓２の窓取付用開
口部３より上方の壁面５に沿設した沿設状態Ａとする構成としても良いし、取付機構６を
、窓取付用開口部３の左右外側の壁面５に取り付ける構成としても良い。
【００３１】
　本実施例の物干しバー１は、伸縮調整機構15を設けている。
【００３２】
　具体的には、物干しバー１は、丸パイプ状のバー本体16内に、このバー本体16よりやや
径小な丸パイプ状のスライドバー17をスライド自在に嵌挿してバー本体16に対してスライ
ドバー17がフリーにスライド伸縮する前記伸縮調整機構15を構成している。
【００３３】
　従って、伸縮調整機構15による物干しバー１の伸縮調整により窓取付用開口部３の開口
幅に応じて前記各取付機構６間の間隔を広狭調整可能であり、各取付機構６を様々な開口
幅の窓取付用開口部３に対応して取り付けし得るように構成している。
【００３４】
　また、本実施例の取付機構６は、左右一対をなすもので、この一対の取付機構６を夫々
前記窓２を設ける窓取付用開口部３の室内側の左右の縁枠部材４（図面は窓枠の左右の縦
枠部を示している。）の対向する側部内面18（見込み面）に夫々取り付けし得るように構
成した場合を示している。尚、請求項１中の「左右の縁枠部材」なる記載は、図示したよ
うな窓枠の左右の縁枠部だけを意味するものではなく、窓枠（木枠）が存在せずに側部内
面と上部内面とに直接壁紙が貼設されているような窓取付用開口部３の左右の縁枠部位も
含む意味合いで用いている。
【００３５】
　具体的には、窓取付用開口部３の縁枠部材４の側部内面18に取り付ける左右一対の窓側
取付部７に夫々回動腕部８を上下方向に起伏回動自在に枢着して前記左右一対の取付機構
６を構成し、この各取付機構６の各回動腕部８の先端部間に前記物干しバー１を架設状態
に連結している。
【００３６】
　本実施例の窓側取付部７は、図３～図５に示すように、前記側部内面18に当接可能な縦
長の板状体で構成し、この窓側取付部７の下部を半円板状に形成すると共に、この半円形
下部の中心部に、この窓側取付部７の板面方向と直交する方向に軸方向を有する起伏回動
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軸９を回動自在に設けている。
【００３７】
　また、この起伏回動軸９には、窓側取付部７の半円形下部より径小な円板状の回動ベー
ス部19を共回り状態に付設して、この回動ベース部19を窓側取付部７の一側板面（側部内
面18への当接側板面の反対側板面）より突出状態に設けている。
【００３８】
　また、この回動ベース部19には、中心部に側方（窓側取付部７の一側板面の外方）へ向
けてコ字状の軸取付部20を突設し、この軸取付部20に前記起伏回動軸９と直交状態にして
傾動軸10を架設状態に設け、この傾動軸10に前記回動腕部８の基端部を傾動自在に枢着し
た構成としている。即ち、回動腕部８は、傾動軸10付の起伏回動軸９を介して窓側取付部
７に設けているもので、この回動腕部８は、窓側取付部７に対して起伏回動軸９を支点と
する起伏回動、並びに傾動軸10を支点とする傾動（起伏回動作動と直交する方向への回動
作動）が可能となる構成としている。
【００３９】
　この窓側取付部７（取付機構６）の、窓取付用開口部３の縁枠部材４の側部内面18への
取付構造は、この窓側取付部７の他側板面を側部内面18に面接当接させた上で、この窓側
取付部７に設けた止着孔を利用して木ネジなどの止着具21により止着する構造としている
。従って、このような簡易な取付構造を採用したことにより、取付機構６を介して本物干
し装置を窓２の窓取付用開口部３に取付することが容易に行われると共に、既製の建築物
に後付けすることも容易に行われる構成としている。
【００４０】
　尚、この窓側取付部７を、例えば窓取付用開口部３の左右外側の壁面５に直接的に取り
付け可能な形状にしても良く、このように構成すると、窓取付用開口部３の外側の壁面５
を傷付けずに取り付けでき、また、窓取付用開口部３の左右外側の壁面５に取付構造部分
（窓側取付部７）が露出しない体裁良好な窓側取付部７を設計することも可能となり、更
に、カーテン22が備えられた窓２に対して本物干し装置を設置した場合には、カーテン22
が閉められた状態でも開けられた状態でも窓取付用開口部３の側部内面18の前方に存する
ために、このカーテン22によって取付機構６の取付構造部分（窓側取付部７）が隠れて見
えづらく、体裁が良好となるなどのメリットがある。
【００４１】
　また、本実施例の回動腕部８は、角形の棒材で構成し、この各回動腕部８の先端部間に
、前記物干しバー１を架設状態に配して直交連結することにより、各回動腕部８と物干し
バー１とでコ字枠状をなすものとしている。そして、この各回動腕部８の基端部に、前記
傾動軸10を貫通軸支する軸通し孔（図示省略）を貫通形成して、この軸通し孔を前記窓側
取付部７の（回動ベース部19（起伏回動軸６）に設けた）傾動軸10に枢着している。
【００４２】
　即ち、前記各窓側取付部７を窓取付用開口部３の左右外側の壁面５へ取り付け固定する
と、各回動腕部８が窓取付用開口部３の左右の縁枠部材４の内側にこの左右の縁枠部材４
と平行に配設すると共に、物干しバー１が窓取付用開口部３の上部の縁枠部材４の内側に
この上部の縁枠部材４と平行に配設するように構成したもので、各回動腕部８を前記起伏
回動軸９を支点に下方に向かって回動（伏動）させると、物干しバー１を窓２から室内側
に向かって離れた突出状態Ｂにできる構成としている。
【００４３】
　また、ここで回動腕部８の先端部と物干しバー１の端部との連結構造を説明すると、図
４～図６に示すように、各回動腕部８の先端部を物干しバー１の端部に夫々枢着連結した
構成としている。
【００４４】
　更に詳しくは、物干しバー１の両端部に突設したボール24を、左右の各回動腕部８の先
端部に突設したボール受25に着脱自在に連結したボールジョイント構造としている。
【００４５】
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　また、このボール24とボール受25の着脱構造は、ボール受25にボール24を支持する突没
可動部26を設けると共に、この突没可動部26はコイルバネ27を採用した弾性体27により突
出付勢される構成として、この突出付勢力に抗して突没可動部26を没動させることにより
ボール24を取り外し可能な構造としている。
【００４６】
　従って、このボールジョイント構造と物干しバー１の前記伸縮調整機構15により、前記
各取付機構６の各回動腕部８を、片側ずつ回動させて物干しバー１を片側ずつ下ろしてく
る（突出状態Ｂとする）ことも可能な構成としている。
【００４７】
　また、本実施例の回動腕部８は、前記傾動軸10を支点に窓取付用開口部３の内外方向へ
傾動可能な構成であるが、この際、前記伸縮調整機構15を介してバー本体１が伸縮するこ
とにより回動腕部８の傾動可動が許容される構成としている。尚、バー本体１が伸縮する
ことによって回動腕部８の傾動可動が許容される構成でなく、回動腕部８の先端部に物干
しバー１の端部を左右方向に可動可能とするような可動吸収部を回動腕部８に設けて、回
動腕部８の傾動可動が許容されるように構成しても良い。
【００４８】
　本実施例では、この回動腕部８若しくは前記窓側取付部７に係止部11を設け、この係止
部11が係脱自在に係止する係合部12を前記窓側取付部７若しくは前記回動腕部８に設けて
、この係止部11を係合部12に係止することにより前記物干しバー１が前記突出状態Ｂに位
置決められるように構成している。
【００４９】
　具体的には、図４，図５に示すように、各回動腕部８の前記傾動軸10への枢着部近傍で
ある基端側部であって、前記窓側取付部７の一側板面に相対する側面に前記係止部11とし
ての係止凸部11（角形凸部）を設ける一方、この係止凸部11が凹凸係合係止する前記係合
部12としての係合凹部12（角形凹部）を、前記窓側取付部７の前記起伏回動軸９の周囲に
設けている。尚、係合凹部12は、窓側取付部７を貫通する貫通孔に構成しても良い。
【００５０】
　また、この係止凸部11と係合凹部12とは、回動腕部８が前記窓取付用開口部３の縁枠部
材４の側部内面18と平行状態にある時、係止凸部11が係合凹部12に凹凸係合係止し、この
回動腕部８を前記傾動軸10を支点に前記窓取付用開口部３の内方に傾動させると、係止凸
部11が係合凹部12から離反係脱して回動腕部８が前記起伏回動軸９を支点に回動可能とな
るように構成している。
【００５１】
　尚、係止部11を窓側取付部７に設け、係合部12を回動腕部８に設けても良い。また、前
記特許文献１のように、窓側取付部７と回動腕部８との枢着部を窓取付用開口部３の外方
に配置する構成とした場合には、この回動腕部８が前記傾動軸10を支点に窓取付用開口部
３の外方に傾動するように構成しても良い。
【００５２】
　また、本実施例の係合凹部12は、前記物干しバー１を高い位置で突出する高突出状態Ｂ
１に位置決め可能な高位置係合部12Ａと、この高突出状態Ｂ１より低い位置で突出する低
突出状態Ｂ２に位置決め可能な低位置係合部12Ｂとを有する構成としている。
【００５３】
　具体的には、係合凹部12は、前記窓側取付部７の円形下部の一側面の、前記起伏回動軸
９を中心点とする円周上の複数箇所（図面は五箇所）に並設状態に設けている。
【００５４】
　更に詳しくは、起伏回動軸９から水平方向に（室内側に向けて）延びる仮想線を、起伏
回動軸９を頂点とする角度０度と定めた際のこの角度０度位置と、この角度０度位置より
上方の、起伏回動軸９を頂点とする角度２２～２３度位置と、この角度２２～２３度位置
より上方の、起伏回動軸９を頂点とする角度４５度位置と、前記角度０度位置より下方の
、起伏回動軸９を頂点とする角度－２２～２３度位置と、この角度－２２～２３度位置よ
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り下方の、起伏回動軸９を頂点とする角度－４５度位置との合計五箇所に前記係合凹部12
を設けている。
【００５５】
　そして、本実施例では、起伏回動軸９を頂点とする角度４５度位置の係合凹部12を前記
高位置係合部12Ａとし、角度－４５度位置の係合凹部12を前記低位置係合部12Ｂとしてい
る。
【００５６】
　即ち、図３に示すように、高位置係合部12Ａに係止凸部11を係止すると、回動腕部８が
前記起伏回動軸９を頂点とする角度４５度の回動位置に位置決められて物干しバー１が高
い位置に突出する高突出状態Ｂ１となり、低位置係合部12Ｂに係止凸部11を係止すると、
回動腕部８が前記起伏回動軸９を頂点とする角度－４５度の回動位置に位置決められて物
干しバー１が低い位置に突出する低突出状態Ｂ２となる構成としている。
【００５７】
　また、本実施例の物干しバー１の高突出状態Ｂ１は、物干しバー１が使用者Ｕの身長よ
り高い高さに突出する洗濯物干し用突出位置Ｂ１となるように設定構成して、使用者Ｕが
衣類などの洗濯物Ｓを干し易くし（洗濯物干し用途に適した構成とし）、物干しバー１の
低突出状態Ｂ２は、物干しバー１が使用者Ｕの身長より低い高さに突出する布団干し用突
出位置Ｂ２となるように設定構成して、布団Ｆなどの比較的重量のあるものを干す場合に
重量物を高くまで持ち上げることなく容易に干すことができるようにしている（布団干し
用途に適した高さとなるように構成している。）。
【００５８】
　また、前記窓側取付部７に設けた起伏回動軸９を頂点とする角度０度位置と、角度２２
～２３度位置と、角度－２２～２３度位置の三箇所の係合凹部12に係止凸部11を係止する
こともでき、角度０度位置の係合凹部12に係止凸部11を係止すると、回動腕部８が角度０
度の回動位置（水平）位置に位置決められて物干しバー１が高突出状態Ｂ１と低突出状態
Ｂ２の中間の高さに水平突出し（水平突出状態となり）、角度２２～２３度位置の係合凹
部12に係止凸部11を係止すると、回動腕部８が角度２２～２３度の回動位置に位置決めら
れて物干しバー１が高突出状態Ｂ１と水平突出状態の中間の高さに突出し、角度－２２～
２３度位置の係合凹部12に係止凸部11を係止すると、回動腕部８が角度－２２～２３度の
回動位置に位置決められて物干しバー１が水平突出状態と低突出状態Ｂ２の中間の高さに
突出することになる構成としている。
【００５９】
　従って、五箇所の係合凹部12に対して係止凸部11を選択的に係止することによって、物
干しバー１の突出状態Ｂの高さを五段階に切り換え可能であり、例えば使用者Ｕの身長に
合わせて物干しバー１の高さを調整したり、高位置係合部12Ａと低位置係合部12Ｂ以外の
三箇所の係合凹部12を、前記高位置係合部12Ａや前記低位置係合部12Ｂとして機能させて
、物干しバー１を少し低い高突出状態Ｂ１や、少し高い低突出状態Ｂ２として使用するこ
ともできるようにしている。
【００６０】
　また、更に本実施例では、前記窓側取付部７の前記起伏回動軸９を中心点とする円周上
（前記係合凹部12が並設状態に設けられる円周と同心円上）であって、起伏回動軸９を頂
点とする角度９０度位置にも前記係止凸部11が係止可能な係合凹部14（前記係合凹部12と
同形状の角形凹部）を設け、この係合凹部14に係止凸部11が係止することによって前記物
干しバー１が前記沿設状態Ａ（回動腕部８が前記左右の側枠部材４の側部内面18に沿った
立直状態）に位置決められる沿設位置係合部14としている。
【００６１】
　また、本実施例では、係止凸部11が係合凹部12若しくは添設位置係合部14に係止するこ
とによって回動腕部８の前記窓取付用開口部３の外方への傾動が阻止されるように構成す
うと共に、この係止凸部11が係合凹部12に係止した状態では回動腕部８が窓取付用開口部
３の左右の縁枠部材４の側部内面18と略平行となるように構成している。
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【００６２】
　また、本実施例では、前記取付機構６に、前記回動腕部８を付勢して前記係止凸部11を
前記係合凹部12に係止させる係止付勢手段13を設けている。
【００６３】
　具体的には、図４，図５に示すように、前記回動腕部８の基端部と前記回動ベース部19
との間に、前記係止付勢手段13としての抗縮弾性を有する弾性体（コイルバネ）13を架設
状態に設けて、このコイルバネ13が回動腕部８を付勢して係止凸部11が係合凹部12若しく
は沿設位置係合部14に係止した状態が維持され、このコイルバネ13の付勢力に抗して回動
腕部８を前記傾動軸10を支点に窓取付用開口部３の内方へ傾動させると、係止凸部11が係
合凹部12若しくは沿設位置係合部14から係脱して、この回動腕部８を傾動させた状態では
、前記起伏回動軸９を支点に回動腕部８を起伏回動させて係止凸部11をどの係合凹部12若
しくは沿設位置係合部14に係止させるかを選択できる構成としている。
【実施例２】
【００６４】
　本発明の具体的な実施例２について図７に基づいて説明する。
【００６５】
　本実施例は、前記実施例１において、前記係止付勢手段13を物干しバー１に設けた場合
である。
【００６６】
　具体的には、本実施例では、前記物干しバー１内に、前記バー本体16と前記スライドバ
ー17とを伸長しようとする方向に付勢するコイルバネ13を採用した弾性体13を内装し、こ
の弾性体13を前記係止付勢手段13とした場合である。
【００６７】
　また、本実施例では、前記係止凸部11を丸形凸部に形成し、この係止凸部11が係止する
係合凹部12及び沿設位置係合部14を、丸形凹部に形成した場合を示している。
【００６８】
　他の構成は、前記実施例１と同様である。
【実施例３】
【００６９】
　本発明の具体的な実施例３について図８に基づいて説明する。
【００７０】
　本実施例は、前記実施例１において、物干しバー１の端部と、回動腕部８の先端部との
連結構造を異ならせた場合である。
【００７１】
　具体的には、物干しバー１の両端部にリング28を突設し、このリング28を、回動腕部８
の先端部に突設したリング受29に着脱自在に連結したリングジョイント構造としている。
【００７２】
　また、このリング28とリング受29の着脱構造は、リング受29にリング28を支持する突没
可動部30を設けると共に、この突没可動部30はコイルバネ31を採用した弾性体31により突
出付勢される構成として、この突出付勢力に抗して突没可動体30を没動させることにより
リング28を取り外し可能な構造としている。
【００７３】
　他の構成は、前記実施例１と同様である。
【００７４】
　尚、本発明は、実施例１～３に限られるものではなく、各構成要件の具体的構成は適宜
設計し得るものである。
【符号の説明】
【００７５】
　１　物干しバー
　２　窓
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　３　窓取付用開口部
　４　縁枠部材
　５　壁面
　６　取付機構
　７　窓側取付部
　８　回動腕部
　９　起伏回動軸
　10　傾動軸
　11　係止部
　12　係合部
　12Ａ　高位置係合部
　12Ｂ　低位置係合部
　13　係止付勢手段
　14　沿設位置係合部
　Ａ　沿設状態
　Ｂ　突出状態
　Ｂ１　高突出状態・洗濯物干し用突出位置
　Ｂ２　低突出状態・布団干し用突出位置
　Ｕ　使用者

【図１】 【図２】



(12) JP 2014-50442 A 2014.3.20

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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