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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下枠係止部材と、下枠取付部材と、新設下枠と、下枠支持部材と、カバー材とを備え、下
枠係止部材は、既設下枠の室内側上部に取付けてあり、新設下枠係止部を有し、下枠取付
部材は、既設下枠の室外側上面に取付けてあると共に既設下枠よりも室外側の位置で上方
に突出する新設下枠連結部を有し、新設下枠は、上面が略フラットであり、室内側に下枠
係止部材の新設下枠係止部に係止する被係止部を有し、室外側に下枠取付部材の新設下枠
連結部に連結する被連結部と下枠支持部材係合部とを有し、被係止部を新設下枠係止部に
上方から係止しており、被連結部を新設下枠連結部に室外側からねじ止めしてあり、下枠
支持部材は、新設下枠の支持高さを調整するものであり、下端を基礎面に載置してあると
共に上下方向中間部を新設下枠の下枠支持部材係合部に係合してあり、カバー材は、新設
下枠に取付けてあり、新設下枠の被連結部と下枠取付部材の新設下枠連結部とを止めてい
るねじと、下枠支持部材が下枠支持部材係合部から上方に突出した部分とを遮蔽している
ことを特徴とする改装サッシ。
【請求項２】
　下枠係止部材の上面と、新設下枠の上面と、カバー材の上面とは略同一面にしてあるこ
とを特徴とする請求項１に記載の改装サッシ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、既設下枠に新設下枠を取付けて改装する改装サッシに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、下枠係止部材を既設下枠の室内側上部に取付けて、下枠係止部材に新
設下枠の室内側壁を係止し、既設下枠の室外側壁に新設下枠の室外側壁をねじで連結する
ことにより、既設下枠の上に新設下枠を取付けることが開示されている。
　特許文献２には、既設下枠の室外側下部に取付けた下枠取付部材（ブラケット）を既設
下枠よりも室外側に突設させて新設下枠を取付け、新設下枠を見込み幅の略中央で基礎面
に載置した下枠支持部材（高さ調整ボルト）で高さ調整自在に支持することが開示されて
いる。
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１２０２４５号公報
【特許文献２】特開２００５－２３５１９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、特許文献１では、既設下枠に新設下枠をねじで止めているだけなので、新設下
枠に、例えば人の荷重がかかった場合等には、充分な強度が得られないおそれがある。こ
れに対して、新設下枠の下で基礎面から新設下枠を支持する下枠支持部材を設けようとす
ると、既設下枠の上に新設下枠を設けているので、既設下枠が邪魔になって下枠支持部材
を設けることができない。
　特許文献２では、既設下枠の室外側に新設下枠を設けているので、改装サッシの見込み
幅が大きくなるという問題がある。また、下枠支持部材は新設下枠の見込み幅の略中央に
取付けているので、施工時には室外側から新設下枠の下に手を入れて取付けたり、高さ調
整したりする必要があるので、施工し難いという問題がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、サッシの見込み寸法を大きく変更することなく改装でき、下枠支持
部材の取付けや高さ調整が容易にでき、且つ外観が良い改装サッシの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、下枠係止部材と、下枠取付部材と、新設下枠と、下枠支持部
材と、カバー材とを備え、下枠係止部材は、既設下枠の室内側上部に取付けてあり、新設
下枠係止部を有し、下枠取付部材は、既設下枠の室外側上面に取付けてあると共に既設下
枠よりも室外側の位置で上方に突出する新設下枠連結部を有し、新設下枠は、上面が略フ
ラットであり、室内側に下枠係止部材の新設下枠係止部に係止する被係止部を有し、室外
側に下枠取付部材の新設下枠連結部に連結する被連結部と下枠支持部材係合部とを有し、
被係止部を新設下枠係止部に上方から係止しており、被連結部を新設下枠連結部に室外側
からねじ止めしてあり、下枠支持部材は、新設下枠の支持高さを調整するものであり、下
端を基礎面に載置してあると共に上下方向中間部を新設下枠の下枠支持部材係合部に係合
してあり、カバー材は、新設下枠に取付けてあり、新設下枠の被連結部と下枠取付部材の
新設下枠連結部とを止めているねじと、下枠支持部材が下枠支持部材係合部から上方に突
出した部分とを遮蔽していることを特徴とする。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、下枠係止部材の上面と、新
設下枠の上面と、カバー材の上面とは略同一面にしてあることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１に記載の発明によれば、新設下枠は既設下枠の上に取付けるので、改装サッシ
の見込み寸法を大きく変更することがない。下枠支持部材は既設下枠よりも室外側に設け
るので既設下枠が邪魔にならずに取付けできると共に新設下枠には下枠支持部材に係合す
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る下枠支持部材係合部を新設下枠の室外側壁の室外側面に設けているので、下枠支持部材
の取付けや支持高さの調整が室外側から容易にでき、施工しやすい。
　カバー部材は、新設下枠の被連結部と下枠取付部材の新設下枠連結部とを止めているね
じと、下枠支持部材が下枠支持部材係合部から上方に突出した部分とを遮蔽しているので
、室外側斜め上方から新設下枠を見たときに、これらが見えることがなく外観が良い。
　請求項２に記載の発明によれば、請求項１に記載の発明と同様の作用効果を奏すると共
に、いわゆるバリアフリーに優れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下に、添付図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。まず、図１及び図２を参
照して本発明の第１実施の形態について説明する。図１は第１実施の形態に係る改装サッ
シを取付けた躯体開口部の縦断面図であり、図２は第１実施の形態に係る改装サッシを取
付けた躯体開口部の横断面図である。
　第１実施の形態に係る改装サッシ１は、躯体開口部に取付けてある既設サッシ３を残し
たまま、既設サッシ３の内周に取付けるものである。既設サッシ３は、引き違いサッシで
あり、既設下枠５と、既設上枠７と、左右の既設竪枠９、９とを枠組にして構成されてい
る。
　改装サッシ１は、引き違いサッシであり、新設下枠１１と、新設上枠１３と、左右の新
設竪枠１５、１５とを備えており、各々対応する既設枠５、７、９の内周側に取付けてい
る。
　新設下枠１１の取付け部には、新設下枠１１の他に、下枠係止部材１７と、下枠取付部
材１９と、下枠支持部材２１と、カバー材２３とが設けてある。
　下枠係止部材１７は、室内側端部１７ａを既設下枠５の室内側端部２５と下額縁材２７
に上から止めるねじ２９で固定すると共に、室内側端部１７ａよりも室外側で既設下枠５
の室内側壁３１と下額縁材２７の室外側端面に室外側から止めるねじ３３で固定してある
。下枠係止部１７には、新設下枠１１に係止する新設下枠係止部３５が室外側に向けて突
設している。
　尚、下枠係止部材１７の上面１７ｂは下枠の上面１１ａと略同一面にしてあるが、本実
施の形態では、下枠係止部材１７の上面には補助材１８を取付けて面一度を高めている。
　下枠取付部材１９は、縦断面が略Ｌ字状を成しており、室内側端部１９ａを既設下枠５
の室外側部にねじ３７で取付けてあり、既設下枠５よりも室外側の位置で上方に突設して
新設下枠１１に連結する新設下枠連結部１９ｂを有している。
　新設下枠１１は、上面１１ａが略フラットであり、室内側壁１１ｂに設けた被係止部４
１と、室外側壁１１ｂの室外側面に設けて下枠支持部材２１と係合する下枠支持部材係合
部４３と、下枠取付部材の新設下枠連結部１９ｂに連結する被連結部４５とを有している
。
　新設下枠１１の上面１１ａには、スライド溝４７が形成されており、引戸障子４８の垂
下片４６を案内するようになっている。新設下枠の１１の被係止部４１は、縦断面が下向
きに開口したコ字又はＵ字形状を成しており、被係止部４１は下枠係止部材１７の新設下
枠係止部３５に上方から被係止部４１に嵌め入れて係止している。
　被連結部４５は、新設下枠１１の室外側壁１１ｂの下部に設けてあり、下枠取付部材１
９の新設下枠連結部１９ｂの室外側に重ねて配置し、室外側から止めるねじ４９で固定し
ている。
　下枠支持部材係合部４３は被連結部４５よりも室外側に突設して設けてあり、本実施の
形態では、下枠支持部材係合部４３は、溝部であり、下枠支持部材２１に螺合するナット
５１が溝に沿って移動自在になっている。
　下枠支持部材２１は、新設下枠１１の高さを調整するものであり、下端（頭）２１ａを
下にして基礎面Ｓに配置して、上下方向中間部２１ｂにねじを形成してあるボルトであり
、既設下枠５よりも室外側で基礎面Ｓに配置して新設下枠１１の下枠支持部材係合部４３
に設けたナット５１に係合している。下枠支持部材２１はナット５１と共に下枠支持部材
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係合部４３をスライド自在であり、新設下枠連結部１９ｂと被連結部４５とを止めるねじ
４９を避けて配置できるようなっている。
　カバー材２３は、上部に新設下枠１１の室外側端１１ｃに係合する係合部２３ａが設け
てあり、下部に基礎面Ｓに当接する当接部材５３の取付部２３ｂが設けてある。新設下枠
１１の室外側壁１１ｂの上端１１ｃは下に向けて突設しており、カバー材２３の係合部２
３ａは上方が開口した溝状であり、溝内に新設下枠１１の室外側壁の上端１１ｃを下から
嵌め込んでいる。当接部材５３の取付部２３ｂと係合部２３ａとの間には、新設下枠１１
の下枠支持部材係合部４３から室外側に突設した室外側突設部５７に、上から係止する係
止部２３ｃが設けてある。
　このカバー部材２３は、新設下枠１１の被連結部４５と下枠取付部材１９の新設下枠連
結部１９ｂとを止めているねじ４９と、下枠支持部材２１が下枠支持部材係合部４３から
上方に突出した部分２１ｃとを室外側から遮蔽している。
　本実施の形態では、下枠係止部材１７の上面１７ｂと、新設下枠１１の上面１１ａと、
カバー材２３の上面２３ｄは略同一面になっている。
　新設上枠１３は、補助部材６１、６２を介在して既設上枠７の内周側に配置して、内周
側からねじ６３、６４で固定すると共に、室内側にブラケット６５を取付けて、ブラケッ
トに室内側カバー材６７を係止して、室内側カバー材６７で既設上枠７と新設下枠１３と
の取付部やねじ止め部を室内側から遮蔽している。
　同様に、図２に示すように、左右の新設竪枠１５、１５においても、補助部材６１、６
２を介在して既設竪枠９、９の内周側に配置して、内周側からねじ６３、６４で固定する
と共に、室内側にブラケット６５を取付けて、ブラケット６５に室内側カバー材６７を係
止して、室内側カバー材６７で既設竪枠９、９と新設竪枠１３、１３との取付部やねじ止
め部を室内側から遮蔽している。
【００１０】
　次に、本実施の形態に係る第１実施の形態にかかる改装サッシ１の施工、作用及び効果
について説明する。
　改装サッシ１の施工は、既設サッシ３をそのままにして既設サッシ３の内周側に新設サ
ッシ３を取付ける。新設下枠１１の取付は、既設下枠５の室内側端部２５に下枠係止部材
１７の室内側端部１７ａをねじ２９で固定し、既設下枠５の室外側部に下枠取付部材１９
の室内側端部１９ａをねじ３７で固定する。次に、新設下枠１１の被係止部４１を下枠係
止部１７の新設下枠係止部３５に上から嵌め入れるようにして係止し、新設下枠１１の被
連結部４５を下枠取付部材１９の新設下枠連結部１９ｂの室外側に重ねて、新設下枠１１
の水平を調整した後、新設下枠の被連結部４５と下枠取付部材の新設下枠連結部１９ｂと
を室外側からねじ４９で固定する。
　下枠支持部材２１は、予め、新設下枠１１の係合溝４３に係合したナット５１に螺合し
てねじ４９の邪魔にならない位置にスライドさせておき、ねじ４９を固定した後に下枠支
持部材２１を回して新設下枠１１を支持する高さの調整をする。
　その後、カバー部材２３を新設下枠１１に取付けるが、カバー材２３の取付けは、係合
部２３ａを新設下枠１１の室外側壁１１ｂの上端１１ｃに下から嵌め入れて、係止部２３
ｃを新設下枠１１の室外側突設部５７に上から係止して取付ける。そして、当接部材５３
をカバー部材の当接部材取付部２３ｂに装着する。
　尚、新設上枠１３は、補助部材６１、６２を介在して既設上枠７の内周側に配置して、
内周側からねじ６３、６４で固定すると共に、室内側に取付けたブラケット６５に室内側
カバー材６７を係止する。左右の新設縦枠１５、１５においても、補助部材６１、６２を
介在して既設竪枠９、９の内周側に配置して、内周側からねじ６３、６４で固定すると共
に、室内側に取付けたブラケット６５に室内側カバー材６７を係止する。
　本実施の形態によれば、新設下枠１１は既設下枠５の上に取付けるので、既設サッシ３
に対する改装サッシ１の見込み寸法を大きく変更することがない。
　下枠支持部材２１は、既設下枠５の室外側に設けるので、既設下枠５が邪魔にならずに
取付けできると共に、下枠支持部材２１が係合する下枠支持部材係合部４３は新設下枠１
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１の室外側壁１１ｂの室外側面に設けているので、下枠支持部材２１の取付けや支持高さ
の調整が室外側から容易にでき、施工しやすい。
　カバー部材２３は、新設下枠１１の被連結部４５と下枠取付部材１９の新設下枠連結部
１９ｂとを止めているねじ４９と、下枠支持部材２１が下枠支持部材係合部４３から上方
に突出した部分２１ｃとを室外側から遮蔽しているので、室外側斜め上方から新設下枠を
見たときに、これらが見えることがない。
　下枠係止部材１７の上面１７ｂと、新設下枠１１の上面１１ａと、カバー材２３の上面
２３ａは略同一面としてあるので、バリアフリーに優れる。
【００１１】
　次に、図３及び図４を参照して、本発明の第２実施の形態を説明するが、以下に説明す
る実施の形態において、上述した第１実施の形態と同一の作用効果を奏する部分には、同
一の符号を付することにより、その部分の詳細な説明を省略し、主に第１実施の形態と異
なる点を説明する。図３は第２実施の形態に係る改装サッシを取付けた躯体開口部の縦断
面図であり、図４は第２実施の形態に係る改装サッシを取付けた躯体開口部の横断面図で
ある。
　第２実施の形態では、新設サッシ１の室外側にバルコニーのデッキ７１が設けてあり、
カバー材２３は、デッキ７１と新設下枠１１との間に配置したグレーチングである。カバ
ー材２３には、第１実施の形態と異なり、新設下枠との係合部２３ａ、当接部材取付部２
３ｂ、及び係止部２３ｃがなく、固定部２３ｅを設けてあり、固定部２３ｅを新設下枠１
１の被連結部４５と下枠取付部材１９の新設下枠連結部１９ｂを固定するねじ４９で新設
下枠１９の被連結部４５に一緒に固定している。
　カバー材２３は、図４に示すように、左右端に切除部７３を設けてあり、切除部７３か
ら下枠支持部材２１を操作するようになっている。
　また、下枠係止部材１７の上面１７ｂと、新設下枠１１の上面１１ａと、カバー材２３
の上面２３ａと、デッキ７１の上面７１ａとは略同一面としてある。
　この第２実施の形態によれば、第１実施の形態と同様な作用効果を奏すると共に、改装
サッシ１の室外側にバルコニーのデッキ７１がある場合にも、施工できる。
　デッキ７１の上面７１ａと、下枠係止部材１７の上面１７ｂと、新設下枠１１の上面１
１ａと、カバー材２３の上面２３ａとを略同一面にしているので、デッキ７１に対しても
バリアフリーにすることができる。
　また、第２実施の形態では、人がデッキ７１に立って室外側斜め上方から新設下枠１１
を見たときに、新設下枠１１の被連結部４５と下枠取付部材１９の新設下枠連結部１９ｂ
とを止めているねじ４９と、下枠支持部材２１が下枠支持部材係合部４３から上方に突出
した部分２１ｃとを、カバー材２３が遮蔽するので、外観が良い。
【００１２】
　本発明は、上述した実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形可
能である。
　例えば、図５に示すように、新設下枠１１の取付けは、既設下枠５のレール５ａを切除
して、既設下枠５の上に取付けるものであっても良い。
　改装サッシは、引き違いサッシに限らず、開きドアであっても良い。
　新設下枠１１に設けた下枠支持部材係合部４３は、溝部に限らず、新設下枠１１から室
外側に突設した突部であって突部に形成した穴に下枠支持部材２１を係合するものであっ
てもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１実施の形態に係る改装サッシを取付けた躯体開口部の縦断面図である。
【図２】第１実施の形態に係る改装サッシを取付けた躯体開口部の横断面図である。
【図３】第２実施の形態に係る改装サッシを取付けた躯体開口部の縦断面図である。
【図４】第２実施の形態に係る改装サッシを取付けた躯体開口部の横断面図である。
【図５】本実施の形態の変形例に係る改装サッシを取付けた躯体開口部下部の縦断面図で
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ある。
【符号の説明】
【００１４】
　１　　　改装サッシ
　３　　　既設サッシ
　５　　　既設下枠
　１１　　新設下枠
　１１ａ　新設下枠の上面
　１１ｂ　新設下枠の室外側壁
　１７　　下枠係止部材
　１７ｂ　下枠係止部材の上面
　１９　　下枠取付部材
　１９ｂ　新設下枠連結部
　２１　　下枠支持部材
　２３　　カバー材
　２３ｄ　カバー材の上面
　３５　　新設下枠係止部
　４１　　被係止部
　４３　　下枠支持部材係合部
　４５　　被連結部
　４９　　ねじ
　Ｓ　　　基礎面

【図１】 【図２】
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