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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二重のスクリーンを上下方向に相対移動可能とするロールスクリーンであって、
　相対移動可能な二重のスクリーンを上下方向に相対移動させる操作を行う操作手段を備
え、
　前記操作手段は、
　前記操作コードの操作によって前記二重のスクリーンを上下方向に相対移動させる操作
には常に振り子動作する操作プレート又は操作ユニットと、
　前記振り子動作に応じて相対移動可能に構成された当該二重のスクリーンの間隔が離れ
、前記振り子動作なく静止した状態の非操作時には常に、前記操作時に離れた当該二重の
スクリーンの間隔よりも近接又は密着させるよう作動する機構と、
を備えることを特徴とするロールスクリーン。
【請求項２】
　前記操作手段における操作プレート又は操作ユニットは、当該二重のスクリーンの操作
時の間隔が、静止時の間隔よりも大きくなるよう振り子動作することを特徴とする、請求
項１に記載のロールスクリーン。
【請求項３】
　前記操作手段における操作プレート又は操作ユニットは、前記操作コードによるスクリ
ーンの上下方向の移動操作を止めた際には、当該二重のスクリーンが自重で密着するよう
振り子動作することを特徴とする、請求項１又は２に記載のロールスクリーン。



(2) JP 6846858 B2 2021.3.24

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記二重のスクリーンは、光を一部透過させる透過部と、光を遮る遮光部とが交互に形
成されていることを特徴とする、請求項１から３のいずれか一項に記載のロールスクリー
ン。
【請求項５】
　前記二重のスクリーンは、１枚のスクリーンを折り返して形成され、
　該スクリーンの一辺を取着して巻き取り可能に吊下支持する巻取パイプと、
　前記巻取パイプから垂下し錘部材を介して折り返された該スクリーンの他辺を取着して
支持する支持軸とを備え、
　前記操作手段における操作プレートは、静止時と操作時との間で前記巻取パイプと前記
支持軸との位置関係を変化させるよう振り子動作することを特徴とする、請求項１から４
のいずれか一項に記載のロールスクリーン。
【請求項６】
　前記操作手段における操作プレートは、当該二重のスクリーンの開閉動作を操作する操
作コードに係合しており、操作時における該操作コードの引張力により、前記操作手段に
おける操作プレート又は操作ユニットが前記支持軸とともに前記二重のスクリーンが離間
する方向に回動するよう作用する力点を有するよう構成されていることを特徴とする、請
求項５に記載のロールスクリーン。
【請求項７】
　前記支持軸は、前記巻取パイプの下方の室内側に設けられていることを特徴とする、請
求項５又は６に記載のロールスクリーン。
【請求項８】
　前記二重のスクリーンは、１枚のスクリーンを折り返して形成され、
　該スクリーンの一辺を取着して巻き取り可能に吊下支持する巻取パイプと、
　前記巻取パイプから垂下し錘部材を介して折り返された該スクリーンの他辺を取着して
前記巻取パイプより上方で支持する固定手段とを備え、
　前記操作手段における操作ユニットは、操作コードによる操作時には常に振り子動作す
るよう構成され、
　前記操作手段における前記機構は、該振り子動作に応じて当該二重のスクリーンの間隔
が離れ、非操作時には常に、前記操作時に離れた当該二重のスクリーンの間隔よりも近接
又は密着させるよう前記スクリーンの他辺に対して作動する生地間隔調整手段として構成
されることを特徴とする、請求項１から４のいずれか一項に記載のロールスクリーン。
【請求項９】
　前記生地間隔調整手段は、前記操作ユニットの振り子動作により当該二重のスクリーン
の間隔が離れるようスクリーンを押圧する可動フィンを備え、前記可動フィンは、その基
軸で前記固定手段に回動可能に吊り下げられていることを特徴とする、請求項８に記載の
ロールスクリーン。
【請求項１０】
　前記可動フィンは、前記固定手段と前記巻取手段との間の隙間を塞ぐのに十分な長さを
有することを特徴とする、請求項９に記載のロールスクリーン。
【請求項１１】
　前記生地間隔調整手段は、前記操作ユニットの振り子動作により当該二重のスクリーン
の間隔が離れるようスクリーンを押圧する固定バーを備え、前記固定バーは前記操作ユニ
ットの一部に固定されていることを特徴とする、請求項８に記載のロールスクリーン。
【請求項１２】
　前記操作ユニットは、当該振り子動作の回動範囲を規制する回動規制手段が設けられて
いることを特徴とする、請求項８から１１のいずれか一項に記載のロールスクリーン。
【請求項１３】
　前記操作ユニットは、前記操作コードの垂下を案内するとともに、振り子動作するよう
前記操作コードを支持するコード案内部を有することを特徴とする、請求項８から１２の
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いずれか一項に記載のロールスクリーン。
【請求項１４】
　前記操作手段は、複数のボール部を連結したボールチェーンによる操作コードを有し、
　前記コード案内部は、所定ピッチで連続する少なくとも２つの当該ボール部が常時当接
して案内されるよう構成されていることを特徴とする、請求項１３に記載のロールスクリ
ーン。
【請求項１５】
　前記固定手段は、当該スクリーンの端部を巻付けて長さ調整可能とする生地押さえと、
前記生地押さえを着脱可能に係止する固定部とを有することを特徴とする、請求項８から
１４のいずれか一項に記載のロールスクリーン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二重のスクリーンを上下方向に相対移動可能とするロールスクリーンに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、二重に重ね合わせたスクリーンを上下方向に相対移動させて室内への採光量を調
節可能としたロールスクリーンがある。
【０００３】
　このようなロールスクリーンにおけるスクリーンは、光を一部透過させる透過部と、光
を遮る遮光部とが縞状に交互に形成され、このスクリーンが二重に重ね合わされた状態で
吊下支持されている。そして、操作手段の操作により、前後のスクリーンを上下方向に相
対移動させて、透過部と遮光部との重なり具合を調整することにより、採光量を調節可能
としている。
【０００４】
　例えば、スクリーンの長さの調整を容易とするために、巻き取りロッドに一端が固定さ
れスクリーンを垂下し、錘部材で折り返して他端を固定部材に固定する際に、固定部材の
内部にて当該スクリーンの長さを調整可能に収容する構成が開示されている（例えば、特
許文献１参照）。この構成では、二重のスクリーンの間隙が生じるように構成され、互い
に密着することがない。
【０００５】
　一方、二重のスクリーンを密着状態に維持しながらスクリーンを円滑に昇降可能とする
構成が開示されている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－７９４３０号公報
【特許文献２】特許第３３１１９９４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前述した特許文献１に開示される技法では、二重のスクリーンの間隙が生じるように構
成され、昇降操作時に二重のスクリーンが摩擦することなく相対移動するため、スクリー
ンを痛めるおそれがない点で有効である。しかしながら、この技法では、スクリーンの透
過部と遮光部とを一致させて遮光状態としても、スクリーンの間隙から光が洩れて、完全
に遮光することができないという問題がある。
【０００８】
　一方、特許文献２に開示される技法では、二重のスクリーンを密着状態に維持している
ため、スクリーンの透過部と遮光部とを一致させて遮光状態としたときスクリーンの間隙
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から光が洩れるおそれが無くなる点で有効である。しかしながら、この技法では、昇降操
作時に二重のスクリーンが密着して相対移動するため、スクリーンを痛めるおそれがある
という問題がある。
【０００９】
　本発明の目的は、上述の問題を鑑みて、相対移動可能な二重のスクリーンを上下方向に
相対移動させるロールスクリーンを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のロールスクリーンは、二重のスクリーンを上下方向に相対移動可能とするロー
ルスクリーンであって、相対移動可能な二重のスクリーンを上下方向に相対移動させる操
作を行う操作手段を備え、前記操作手段は、前記操作コードの操作によって前記二重のス
クリーンを上下方向に相対移動させる操作には常に振り子動作する操作プレート又は操作
ユニットと、前記振り子動作に応じて相対移動可能に構成された当該二重のスクリーンの
間隔が離れ、前記振り子動作なく静止した状態の非操作時には常に、前記操作時に離れた
当該二重のスクリーンの間隔よりも近接又は密着させるよう作動する機構と、を備えるこ
とを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明のロールスクリーンにおいて、前記操作手段における操作プレート又は操
作ユニットは、当該二重のスクリーンの操作時の間隔が、静止時の間隔よりも大きくなる
よう振り子動作することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明のロールスクリーンにおいて、前記操作手段における操作プレート又は操
作ユニットは、前記操作コードによるスクリーンの上下方向の移動操作を止めた際には、
当該二重のスクリーンが自重で密着するよう振り子動作することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明のロールスクリーンにおいて、前記二重のスクリーンは、光を一部透過さ
せる透過部と、光を遮る遮光部とが交互に形成されていることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明のロールスクリーンにおいて、前記二重のスクリーンは、１枚のスクリー
ンを折り返して形成され、該スクリーンの一辺を取着して巻き取り可能に吊下支持する巻
取パイプと、前記巻取パイプから垂下し錘部材を介して折り返された該スクリーンの他辺
を取着して支持する支持軸とを備え、前記操作手段における操作プレートは、静止時と操
作時との間で前記巻取パイプと前記支持軸との位置関係を変化させるよう振り子動作する
ことを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明のロールスクリーンにおいて、前記操作手段における操作プレートは、当
該二重のスクリーンの開閉動作を操作する操作コードに係合しており、操作時における該
操作コードの引張力により、前記操作手段における操作プレート又は操作ユニットが前記
支持軸とともに前記二重のスクリーンが離間する方向に回動するよう作用する力点を有す
るよう構成されていることを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明のロールスクリーンにおいて、前記支持軸は、前記巻取パイプの下方の室
内側に設けられていることを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明のロールスクリーンにおいて、前記二重のスクリーンは、１枚のスクリー
ンを折り返して形成され、該スクリーンの一辺を取着して巻き取り可能に吊下支持する巻
取パイプと、前記巻取パイプから垂下し錘部材を介して折り返された該スクリーンの他辺
を取着して前記巻取パイプより上方で支持する固定手段とを備え、前記操作手段における
操作ユニットは、操作コードによる操作時には常に振り子動作するよう構成され、前記操
作手段における前記機構は、該振り子動作に応じて当該二重のスクリーンの間隔が離れ、
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非操作時には常に、前記操作時に離れた当該二重のスクリーンの間隔よりも近接又は密着
させるよう前記スクリーンの他辺に対して作動する生地間隔調整手段として構成されるこ
とを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明のロールスクリーンにおいて、前記生地間隔調整手段は、前記操作ユニッ
トの振り子動作により当該二重のスクリーンの間隔が離れるようスクリーンを押圧する可
動フィンを備え、前記可動フィンは、その基軸で前記固定手段に回動可能に吊り下げられ
ていることを特徴とする。

【００１９】
　また、本発明のロールスクリーンにおいて、前記可動フィンは、前記固定手段と前記巻
取手段との間の隙間を塞ぐのに十分な長さを有することを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明のロールスクリーンにおいて、前記生地間隔調整手段は、前記操作ユニッ
トの振り子動作により当該二重のスクリーンの間隔が離れるようスクリーンを押圧する固
定バーを備え、前記固定バーは前記操作ユニットの一部に固定されていることを特徴とす
る。
【００２１】
　また、本発明のロールスクリーンにおいて、前記操作ユニットは、当該振り子動作の回
動の範囲を規制する回動規制手段が設けられていることを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明のロールスクリーンにおいて、前記操作ユニットは、前記操作コードの垂
下を案内するとともに、振り子動作するよう前記操作コードを支持するコード案内部を有
することを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明のロールスクリーンにおいて、前記操作手段は、複数のボール部を連結し
たボールチェーンによる操作コードを有し、前記コード案内部は、所定ピッチで連続する
少なくとも２つの当該ボール部が常時当接して案内されるよう構成されていることを特徴
とする。
【００２４】
　また、本発明のロールスクリーンにおいて、前記固定手段は、当該スクリーンの端部を
巻付けて長さ調整可能とする生地押さえと、前記生地押さえを着脱可能に係止する固定部
とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、昇降操作時に二重のスクリーンが摩擦することなく、或いは摩擦はし
ても昇降中の一部分的か、又は摩擦力が低減されて相対移動するため、スクリーンを痛め
るおそれが無くなる。また、静止時には二重のスクリーンの間隔を近接又は密着させるこ
とができ、特に、透過部と遮光部とを有するスクリーンでは、その透過部と遮光部とを一
致させて遮光状態としたときの遮光性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明による第１実施形態のロールスクリーンの概略構成を示す正面図である。
【図２】本発明による第１実施形態のロールスクリーンの概略構成を示す側面図である。
【図３】本発明による第１実施形態のロールスクリーンにおける操作プレート周辺の概略
構成を示す分解斜視図である。
【図４】（ａ）,（ｂ）,（ｃ）は、本発明による第１実施形態のロールスクリーンにおけ
る操作プレートの動作説明図である。
【図５】本発明による第２実施形態のロールスクリーンの概略構成を示す正面図である。
【図６】本発明による第２実施形態のロールスクリーンにおける操作プレート周辺の概略
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構成を示す分解斜視図である。
【図７】（ａ）,（ｂ）,（ｃ）は、本発明による第２実施形態のロールスクリーンにおけ
る操作プレートの動作説明図である。
【図８】本発明による第３実施形態のロールスクリーンの概略構成を示す正面図である。
【図９】本発明による第３実施形態のロールスクリーンにおける操作プレート周辺の概略
構成を示す分解斜視図である。
【図１０】（ａ）,（ｂ）,（ｃ）は、本発明による第３実施形態のロールスクリーンにお
ける操作プレートの静止時の動作説明図である。
【図１１】（ａ）,（ｂ）は、本発明による第３実施形態のロールスクリーンにおける操
作プレートの操作時の動作説明図である。
【図１２】（ａ）,（ｂ）は、本発明による第３実施形態のロールスクリーンにおける操
作プレートの比較例を伴う説明図である。
【図１３】本発明による第４実施形態のロールスクリーンにおける操作プレート周辺の概
略構成を示す分解斜視図である。
【図１４】（ａ）,（ｂ）,（ｃ）は、本発明による第４実施形態のロールスクリーンにお
ける操作プレートの静止時の動作説明図である。
【図１５】本発明による第５実施形態のロールスクリーンの概略構成を示す正面図である
。
【図１６】本発明による第５実施形態のロールスクリーンの概略構成を示す側面図である
。
【図１７】本発明による第５実施形態のロールスクリーンにおける操作ユニット周辺の概
略構成を示す分解斜視図である。
【図１８】（ａ）,（ｂ）,（ｃ）は、本発明による第５実施形態のロールスクリーンにお
ける操作ユニットの動作説明図である。
【図１９】（ａ）,（ｂ）,（ｃ）は、本発明による第５実施形態のロールスクリーンに対
する変形例の操作ユニットの動作説明図である。
【図２０】本発明による第６実施形態のロールスクリーンの概略構成を示す正面図である
。
【図２１】本発明による第６実施形態のロールスクリーンにおける操作ユニット周辺の概
略構成を示す分解斜視図である。
【図２２】本発明による第７実施形態のロールスクリーンの概略構成を示す正面図である
。
【図２３】本発明による第７実施形態のロールスクリーンにおける操作ユニット周辺の概
略構成を示す分解斜視図である。
【図２４】（ａ）,（ｂ）,（ｃ）は、本発明による第７実施形態のロールスクリーンにお
ける操作ユニットの動作説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図面を参照して、本発明による各実施形態のロールスクリーン１を説明する。尚
、本願明細書中、図１等に示すロールスクリーン１の正面図に対して、図示上方及び図示
下方をスクリーン４の吊り下げ方向に準じてそれぞれ上方向（又は上側）及び下方向（又
は下側）と定義し、図示左方向をロールスクリーン１の左側、及び、図示右方向をロール
スクリーン１の右側と定義して説明する。また、以下に説明する例では、図１に示すロー
ルスクリーン１の正面図に対して、視認する側を前側（又は室内側）、その反対側を後側
（又は室外側）とし、ロールスクリーン１の前後方向と称するときは、図１の正面図にお
ける図示面に対して垂直な方向を云う。
【００２８】
〔第１実施形態〕
　まず、図１乃至図４を参照して、本発明による第１実施形態のロールスクリーン１の構
成を説明する。図１は、本発明による第１実施形態のロールスクリーン１の概略構成を示
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す正面図であり、図２は、本発明による第１実施形態のロールスクリーン１の概略構成を
示す側面図である。図３は、本発明による第１実施形態のロールスクリーン１における操
作プレート６周辺の概略構成を示す分解斜視図である。また、図４（ａ）,（ｂ）,（ｃ）
は、本発明による第１実施形態のロールスクリーン１における操作プレート６の動作説明
図である。
【００２９】
　図１及び図２に示すロールスクリーン１は、取付フレーム２の両端に支持部材２ａ，２
ｂが固定され、その支持部材２ａ，２ｂから延びる固定軸１１によって、支持部材２ａ，
２ｂ間に円筒状の巻取パイプ９が回転可能に支持される。
【００３０】
　巻取パイプ９の右端部には操作プーリー１０が設けられ、この操作プーリー１０に掛回
される無端状の操作コード３が垂下されている。そして、操作コード３の操作により巻取
パイプ９を回転操作可能となるよう構成されており、操作コード３が掛回される操作プー
リー１０の表面は高摩擦性の表面形状を有する。尚、この操作コード３をボールチェーン
で構成し、このボールチェーンが掛回される操作プーリー１０の表面を、そのボールチェ
ーンのボール部に適合する形状の凹凸を有するように構成することもできる。
【００３１】
　支持部材２ａと操作プーリー１０との間には、操作プレート６が巻取パイプ９に対して
相対回動可能に設けられている。操作プレート６の下方には、支持部材２ａ，２ｂ間に延
びる円筒状の支持軸７の一端が取着されている。尚、操作プレート６の具体的な構成及び
動作については詳細に後述する。
【００３２】
　また、支持部材２ｂと巻取パイプ９の左端部との間には、支持プレート８が巻取パイプ
９に対して相対回動可能に設けられ、支持プレート８の下方にて支持軸７の他端が取着さ
れている。本実施形態の支持プレート８の形状は、後述するコード案内部１２，１３が設
けられていない点を除き、操作プレート６の形状とほぼ同様となっている。ただし、支持
プレート８の外形形状は、巻取パイプ９に対して相対回動可能とし、支持軸７の他端を取
着する形態であれば、操作プレート６の外形形状とは異なる形状としてもよい。
【００３３】
　巻取パイプ９は、スクリーン４の一辺を取着して巻き取り可能に吊下支持しており、巻
取パイプ９から垂下し、錘部材として機能するボトムレール５を介して折り返されたスク
リーン４の他辺は支持軸７に取着されている。そして、巻取パイプ９と支持軸７との間で
垂下されるスクリーン４の下端部には、ボトムレール５の両端部で回転可能に支持される
ローラー１５が挿通されている。従って、スクリーン４はボトムレール５の重量に基づい
て張設される。
【００３４】
　そして、操作コード３を操作して巻取パイプ９をスクリーン巻取り方向へ回転させると
ボトムレール５が上昇し、巻取パイプ９をスクリーン巻戻し方向へ回転させるとボトムレ
ール５が下降する。
【００３５】
　また、巻取パイプ９内において、その左端側にはスクリーン４の巻上時の操作力を軽減
するスプリングモーター、右端側にはスクリーン４の自重降下を防止するストッパ装置等
が収容されている（図示せず）。
【００３６】
　スクリーン４は、光を一部透過させる透過部４ｂと、光を遮る遮光部４ａとが縞状に交
互に形成され、このスクリーン４が二重に重ね合わされた状態で吊下支持されているため
、操作コード３の操作により、前後のスクリーン４を上下方向に相対移動させて、透過部
４ｂと遮光部４ａとの重なり具合を調整することにより、採光量が調節可能となっている
。
【００３７】
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　次に、図１及び図２とともに、図３を参照して、操作プレート６及びその周辺の具体的
な構成について説明する。操作プーリー１０は、支持部材２ａから延びる固定軸１１を回
転軸とするための透孔が設けられ、この固定軸１１によって、操作プーリー１０の回転に
伴い巻取パイプ９が回転可能に支持される。このため、操作プーリー１０の左端側には巻
取パイプ９の右端内周面に嵌合する嵌合部２５が設けられる。また、操作プーリー１０の
左端部は巻取パイプ９内に収容されるストッパ装置に連結するギア機構と噛合するように
なっている（図示せず）。このギア機構は増・減速不要であれば省略し巻取パイプ９と操
作プーリー１０を単に直結する構成でかまわない。
【００３８】
　操作プーリー１０の右端部には略円柱状の回動支持部２４が設けられ、該回動支持部２
４よりもわずかに大きい径の丸孔状の回動受部２３が、操作プレート６に設けられている
。従って、操作プレート６は、操作プーリー１０及び巻取パイプ９に対して、相対回動可
能に支持される。
【００３９】
　操作プレート６の下方には、支持軸７を支持可能な孔部２２が設けられている。支持軸
７はリベット等の保持部材２１により支持軸７の一端を取着可能であり、支持部材２ａ，
２ｂ間に延びるよう保持される。支持軸７は、操作プレート６に対して回転可能に取着し
てもよいし、回転不能に取着してもよい。回転可能且つ回転位置で保持できるラチェット
機構等を設ければスクリーン４の下限状態におけるボトムレール５の高さを微調整するこ
とができる。
【００４０】
　尚、図２で操作プレート６の時計方向の回転を一定角度以上の相対回動を阻止すること
が可能な構成としてもよい。
【００４１】
　また、操作プーリー１０に掛回する操作コード３が操作プーリー１０から外れず滑りを
生じないようコードカバー２０が、固定軸１１（又は支持部材２ａ）に固定される固定部
材（図示せず）に設けられている。
【００４２】
　操作プレート６の左端面上には、図示する例では円柱状に延びる２本のコード案内部１
２，１３が設けられる。コード案内部１２は、操作プーリー１０から垂下される無端状の
操作コード３の一方（前側）をコード案内部１２の上方から垂下されるよう案内し、コー
ド案内部１３は、操作プーリー１０から垂下される無端状の操作コード３の他方（後側）
をコード案内部１３の上方、且つコード案内部１２の下方から垂下されるよう案内する（
図２参照）。
【００４３】
　このように構成された操作プレート６は、操作コード３の操作時には、相対移動可能な
二重のスクリーン４の間隔が離れるよう振り子動作するように構成されている。特に、操
作プレート６は、巻取パイプ９と支持軸７との位置関係が、静止時と操作時との間で変化
するように振り子動作する。そして、二重のスクリーン４の操作時の間隔が、静止時の間
隔より大きくなるよう構成されている。
【００４４】
　より具体的に、図４を参照して、操作プレート６の動作について説明する。まず、図４
（ａ）を参照するに、操作プレート６は、操作プーリー１０及び巻取パイプ９に対して相
対回動可能に支持され、ボトムレール５の下限位置、中間位置及び上限位置のそれぞれの
静止時では、操作プレート６には自重（スクリーン４・ボトムレール５・操作プレート６
・支持プレート８・支持軸７の重量）で前後のスクリーン４が密着する方向、つまり手前
側に（図４で時計回りに）トルクが働く。操作コード３は、コード案内部１２，１３を基
準に垂下される。
【００４５】
　この静止時では、ボトムレール５が下限位置にあるとき、或いはボトムレール５の中間
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位置及び上限位置で巻取パイプ９に巻取径Ｒでスクリーン４が巻き取られている状態にあ
るとき、二重のスクリーン４の間隔を近接又は密着させる位置（二重のスクリーン４の間
隔ｄ１）で安定化するようになっている。従って、二重のスクリーン４の透過部４ｂと遮
光部４ａとをずらして半透過状態とすることや、スクリーン４の透過部４ｂと遮光部４ａ
とを一致させて遮光状態とすることができ、特に、遮光状態としたときの遮光性を向上さ
せることができる。尚、下限状態において、巻取パイプ９及び支持軸７におけるスクリー
ン４の吊下げ位置を前後方向で重なる配置となるよう、スクリーン４の上端を巻取パイプ
９及び支持軸７に取着するのが、二重のスクリーン４の遮光性を高める上で好適である。
【００４６】
　次に、図４（ｂ）を参照するに、例えばボトムレール５が下限位置や中間位置にある状
態からボトムレール５を上昇させるよう操作コード３を操作すると、巻取パイプ９にスク
リーン４が巻き取られる。このとき、操作コード３が室内側のコード案内部１２に当接し
て操作プレート６に時計回りのトルクが加わることにより操作プレート６が振り子動作し
、二重のスクリーン４の操作時の間隔ｄ２が、静止時の間隔ｄ１より大きくなるよう構成
されている。従って、上昇操作時に二重のスクリーン４が摩擦することなく、或いは摩擦
はしても昇降中の一部分的か、又は摩擦力が低減されて相対移動するため、スクリーン４
を痛めるおそれが無くなる。
【００４７】
　同様に、図４（ｃ）を参照するに、例えばボトムレール５が中間位置や上限位置にある
状態からボトムレール５を下降させるよう操作コード３を操作すると、巻取パイプ９に巻
き取られていたスクリーン４が下降する。このとき、操作コード３が室内側のコード案内
部１３に当接して操作プレート６に時計回りのトルクが加わることにより操作プレート６
が振り子動作し、二重のスクリーン４の操作時の間隔ｄ３が、静止時の間隔ｄ１より大き
くなるよう構成されている。従って、下降操作時に二重のスクリーン４が摩擦することな
く、或いは摩擦はしても昇降中の一部分的か、又は摩擦力が低減されて相対移動するため
、スクリーン４を痛めるおそれが無くなる。尚、スクリーン４の生地が巻き太る上限付近
の一部では摩擦が発生したとしても、摩擦力が低減される方向に作用する。
【００４８】
　従って、第１実施形態のロールスクリーン１によれば、昇降操作時に操作コード３の引
張力により操作プレート６が回動し二重のスクリーン４が離れ、摩擦することなく（又は
摩擦したとしても摩擦が低減されて）相対移動するため、スクリーン４を痛めるおそれが
無くなる（又は低減される）。また、静止時には、操作コード３にテンションが無くなり
、操作プレート６がスクリーン４等の自重により二重のスクリーン４が近付く方向に回動
するため、二重のスクリーン４の間隔を近接又は密着させることができ、スクリーン４の
透過部４ｂと遮光部４ａとを一致させて遮光状態としたときの遮光性を向上させることが
できる。
【００４９】
〔第２実施形態〕
　次に、図５乃至図７を参照して、本発明による第２実施形態のロールスクリーン１の構
成を説明する。図５は、本発明による第２実施形態のロールスクリーン１の概略構成を示
す正面図であり、図６は、本発明による第２実施形態のロールスクリーン１における操作
プレート６周辺の概略構成を示す分解斜視図である。また、図７（ａ）,（ｂ）,（ｃ）は
、本発明による第２実施形態のロールスクリーン１における操作プレート６の動作説明図
である。尚、第１実施形態と同様に機能する構成要素には、同一の参照番号を付している
。
【００５０】
　図５に示す第２実施形態のロールスクリーン１は、支持部材２ａ（並びに支持部材２ｂ
）及び操作プレート６（並びに支持プレート８）の形態が異なる点を除き、第１実施形態
とほぼ同様の構成となっている。従って、以下の説明では、第２実施形態の支持部材２ａ
及び操作プレート６について主に説明する。
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【００５１】
　図６を参照して、第２実施形態の操作プレート６及びその周辺の具体的な構成について
説明する。巻取パイプ９の右端部では、第１実施形態と同様に、支持部材２ａから延びる
固定軸１１に対し巻取パイプ９が回転可能に支持される。操作プーリー１０には、固定軸
１１に対し回転軸とするための透孔が設けられる。操作プーリー１０の回転に伴い巻取パ
イプ９を回転可能となっている。
【００５２】
　操作プーリー１０の右端部には、第１実施形態と同様に、略円柱状の回動支持部２４が
設けられる。ただし、第２実施形態の操作プレート６には、該回動支持部２４よりも大き
い径の長孔状の回動受部２３が設けられている。この長孔状の回動受部２３は、固定軸１
１を跨いで、後述の支軸１６に対して相対回動可能とするとともに、一定角度以上、相対
回動しないように規制するように形成されている。本実施形態の支持プレート８の形状は
、本実施形態の操作プレート６の形状とほぼ同様となっており、本実施形態の操作プレー
ト６と同様の長孔状の回動受部２３（図示せず）が設けられている。
【００５３】
　また、第２実施形態の操作プレート６には、支持部材２ａから延びる支軸１６を回動軸
として操作プレート６の振り子動作を行うよう、室外側上方に、支軸１６を挿通する回動
軸孔部２７が設けられている。同様に、支持プレート８にも、支持部材２ｂから延びる支
軸１６を回動軸として支持プレート８の振り子動作を行うよう、室外側上方に、支軸１６
を挿通する回動軸孔部２７（図示せず）が設けられている。尚、操作プレート６及び支持
プレート８にそれぞれ支軸１６を設け、支持部材２ａ，２ｂにそれぞれ回動軸孔部２７を
設ける構成としてもよい。
【００５４】
　従って、第２実施形態の操作プレート６及び支持プレート８は、支軸１６を回動軸とし
て、長孔状の回動受部２３によって回動範囲が規制された状態で、操作プーリー１０及び
巻取パイプ９に対して相対回動可能となっている。
【００５５】
　操作プレート６の上方には、第１実施形態と同様にコードカバー２０を備える図示しな
い別部品が固定軸１１上に設けられている。尚、コードカバー２０は、支持部材２ａに取
着する形態とすることもできる。操作プレート６の下方には、支持軸７を支持可能な孔部
２２が設けられている。支持軸７はリベット等の保持部材２１により支持軸７の一端を取
着可能であり、支持部材２ａ，２ｂ間に延びるよう保持される。支持軸７は、操作プレー
ト６に対して回転可能に取着してもよいし、回転不能に取着してもよい。回転可能且つ回
転位置で保持できるラチェット機構等を設ければスクリーン４の下限状態におけるボトム
レール５の高さを微調整することができる。
【００５６】
　ただし、第２実施形態の操作プレート６には、第１実施形態のような２本のコード案内
部１２，１３が設けられていない。代わりに、支持軸７がスクリーン４の手前側に配置さ
れ操作コード３が支持軸７の背面側を通っている。従って、本実施形態では、第１実施形
態のコード案内部１２，１３に相当する機能を支持軸７が有するように構成される。また
、支持部材２ａの下端部にはコード案内部１４が設けられ、操作コード３の垂下位置を手
前側にしている。即ち、コード案内部１４は、操作プーリー１０から垂下される無端状の
操作コード３が支持軸７の室外側へ掛回された後、コード案内部１４の上方から垂下され
るよう案内する（図５参照）。尚、支持部材２ｂの形状は、コード案内部１４が設けられ
ていない点を除き、支持部材２ａの形状とほぼ同様である。
【００５７】
　従って、第２実施形態の操作プレート６においても、操作コード３の操作時には、相対
移動可能な二重のスクリーン４の間隔が離れるよう振り子動作するように構成されている
。特に、操作プレート６は、巻取パイプ９と支持軸７との位置関係が、静止時と操作時と
の間で変化するように振り子動作する。そして、二重のスクリーン４の操作時の間隔が、
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静止時の間隔より大きくなるよう構成されている。尚、振り子動作に対しコード案内部１
４は必須ではない。また、第１実施形態のような２本のコード案内部１２，１３を巻き取
り軸下方のスクリーン４手前側に設け、操作コード３をコード案内部１２，１３のそれぞ
れ背面側を挿通させるようにしてもよい。操作コード３が接触する支持軸７の部分は回転
可能な別部品として抵抗を減らすようにしてもよい。
【００５８】
　より具体的に、図７を参照して、第２実施形態の操作プレート６の動作について説明す
る。まず、図７（ａ）を参照するに、操作プレート６は、支軸１６を回動軸として、操作
プーリー１０及び巻取パイプ９に対して相対回動可能に支持され、ボトムレール５の下限
位置、中間位置及び上限位置のそれぞれの静止時では、操作プレート６には自重（スクリ
ーン４・ボトムレール５・操作プレート６・支持プレート８・支持軸７の重量）で前後の
スクリーン４が密着する方向、つまり手前側に（図７で時計回りに）トルクが働く。そし
て、操作コード３は、支持部材２ａに設けられるコード案内部１４を基準に垂下される。
【００５９】
　この静止時では、ボトムレール５が下限位置にあるとき、或いはボトムレール５の中間
位置及び上限位置で巻取パイプ９に巻取径Ｒでスクリーン４が巻き取られている状態にあ
るとき、二重のスクリーン４の間隔を近接又は密着させる位置（二重のスクリーン４の間
隔ｄ１）で安定化するようになっている。従って、二重のスクリーン４の透過部４ｂと遮
光部４ａとをずらして半透過状態とすることや、スクリーン４の透過部４ｂと遮光部４ａ
とを一致させて遮光状態とすることができ、特に、遮光状態としたときの遮光性を向上さ
せることができる。尚、下限状態において、巻取パイプ９及び支持軸７におけるスクリー
ン４の吊下げ位置を前後方向で重なる配置となるよう、スクリーン４の上端を巻取パイプ
９及び支持軸７に取着するのが、二重のスクリーン４の遮光性を高める上で好適である。
【００６０】
　次に、図７（ｂ）を参照するに、例えばボトムレール５が下限位置や中間位置にある状
態からボトムレール５を上昇させるよう操作コード３を操作すると、巻取パイプ９にスク
リーン４が巻き取られる。このとき、操作コード３によりコード案内部１４を支軸として
、支持軸７にトルクが加わることにより操作プレート６が振り子動作し、二重のスクリー
ン４の操作時の間隔ｄ２が、静止時の間隔ｄ１より大きくなるよう構成されている。従っ
て、上昇操作時に二重のスクリーン４が摩擦することなく、或いは摩擦はしても昇降中の
一部分的か、又は摩擦力が低減されて相対移動するため、スクリーン４を痛めるおそれが
無くなる。
【００６１】
　同様に、図７（ｃ）を参照するに、例えばボトムレール５が中間位置や上限位置にある
状態からボトムレール５を下降させるよう操作コード３を操作すると、巻取パイプ９に巻
き取られていたスクリーン４が下降する。このとき、操作コード３によりコード案内部１
４を支軸として、支持軸７にトルクが加わることにより操作プレート６が振り子動作し、
二重のスクリーン４の操作時の間隔ｄ３が、静止時の間隔ｄ１より大きくなるよう構成さ
れている。従って、下降操作時に二重のスクリーン４が摩擦することなく、或いは摩擦は
しても昇降中の一部分的か、又は摩擦力が低減されて相対移動するため、スクリーン４を
痛めるおそれが無くなる。
【００６２】
　従って、第２実施形態のロールスクリーン１によれば、昇降操作時に操作コード３の引
張力により操作プレート６が回動し二重のスクリーン４が離れ、摩擦することなく（又は
摩擦したとしても摩擦が低減されて）相対移動するため、スクリーン４を痛めるおそれが
無くなる。また、静止時には、操作コード３にテンションが無くなり、操作プレート６が
スクリーン４等の自重により二重のスクリーン４が近付く方向に回動するため、二重のス
クリーン４の間隔を近接又は密着させることができ、スクリーン４の透過部４ｂと遮光部
４ａとを一致させて遮光状態としたときの遮光性を向上させることができる。
【００６３】
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　特に、第２実施形態のロールスクリーン１によれば、操作プレート６の振り子動作を鑑
みて定められるロールスクリーン１の前後幅の設置スペースを、第１実施形態よりも縮小
させることができる。また、コード案内部１４を設けたことにより、操作コード３を下方
に引くことにより操作プレート６及び支持プレート８を離間方向に回転させることができ
る。
【００６４】
〔第３実施形態〕
　次に、図８乃至図１２を参照して、本発明による第３実施形態のロールスクリーン１の
構成を説明する。図８は、本発明による第３実施形態のロールスクリーン１の概略構成を
示す正面図であり、図９は、本発明による第３実施形態のロールスクリーン１における操
作プレート６周辺の概略構成を示す分解斜視図である。また、図１０（ａ）,（ｂ）,（ｃ
）は、本発明による第３実施形態のロールスクリーン１における操作プレート６の動作説
明図である。図１１（ａ）,（ｂ）は、本発明による第３実施形態のロールスクリーン１
における操作プレート６の操作時の動作説明図である。図１２（ａ）,（ｂ）は、本発明
による第３実施形態のロールスクリーン１における操作プレート６の比較例を伴う説明図
である。尚、第１実施形態と同様に機能する構成要素には同一の参照番号を付している。
【００６５】
　図８に示す第３実施形態のロールスクリーン１は、操作プーリー１０、支持部材２ａ（
並びに支持部材２ｂ）及び操作プレート６（並びに支持プレート８）の形態が異なる点を
除き、第１実施形態とほぼ同様の構成となっている。従って、以下の説明では、第３実施
形態の支持部材２ａ及び操作プレート６について主に説明する。
【００６６】
　図９を参照して、第３実施形態の操作プレート６及びその周辺の具体的な構成について
説明する。巻取パイプ９の右端部では、第１実施形態と同様に、支持部材２ａから延びる
固定軸１１に対し巻取パイプ９が回転可能に支持される。操作プーリー１０には、固定軸
１１に対し回転軸とするための透孔が設けられる。操作プーリー１０の回転に伴い巻取パ
イプ９を回転可能となっている。
【００６７】
　第３実施形態の操作プレート６は、細長状の形状を有し、固定軸１１を避けるように室
外側にて、操作プーリー１０と支持部材２ａとの間に配置され、支持部材２ａから延びる
支軸１６を回動軸として操作プレート６の振り子動作を行うよう、支軸１６を挿通する回
動軸孔部２７が設けられている。操作プレート６の下方には、第１実施形態と同様に、リ
ベット等の保持部材２１により支持部材２ａ，２ｂ間に延びる支持軸７の一端を取着する
ための孔部２２が設けられている。
【００６８】
　本実施形態の支持プレート８も、本実施形態の操作プレート６とほぼ同様の形状を有し
ている。支持軸７は、操作プレート６及び支持プレート８に対して回転可能に取着しても
よいし、回転不能に取着してもよい。また、操作プレート６及び支持プレート８に支軸１
６を設け、それぞれ支持部材２ａ，２ｂに回動軸孔部２７を設ける構成としてもよい。
【００６９】
　第３実施形態の操作プレート６及び支持プレート８は、支軸１６を回動軸として、操作
プーリー１０及び巻取パイプ９に対して相対回動可能となっている。支持軸７と巻取パイ
プ９とで吊下支持されるスクリーン４の下端部に位置するスクリーン４等の自重によって
振り子動作の位置が定まるようになっている。
【００７０】
　このように構成された第３実施形態の操作プレート６及び支持プレート８では、支軸１
６を回動軸として、スクリーン４等の自重によって振り子動作で、操作プーリー１０及び
巻取パイプ９に対して相対回動可能となっている。
【００７１】
　支持部材２ａの上方には、操作プーリー１０に掛回する操作コード３が外れないようコ
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ードカバー２０が配置される（図示せず）。尚、コードカバー２０は、固定軸１１に固定
する別部品で構成してもよい。
【００７２】
　そして、第３実施形態の操作プレート６には、第１実施形態のような２本のコード案内
部１２，１３が設けられていない。代わりに、支持軸７がスクリーン４の手前側に配置さ
れ操作コード３が支持軸７の背面側を通っている。従って、本実施形態では、第１実施形
態のコード案内部１２，１３に相当する機能を支持軸７が有するように構成される。また
、支持部材２ａの下端部にはコード案内部１４が設けられ、操作コード３の垂下位置を手
前側にしている。即ち、コード案内部１４は、操作プーリー１０から垂下される無端状の
操作コード３が支持軸７の室外側へ掛回された後、コード案内部１４の上方から垂下され
るよう案内する（図８参照）。尚、支持部材２ｂの形状は、コード案内部１４が設けられ
ていない点を除き、支持部材２ａの形状とほぼ同様である。
【００７３】
　従って、第３実施形態の操作プレート６においても、操作コード３の操作時には、相対
移動可能な二重のスクリーン４の間隔が離れるよう振り子動作するように構成されている
。特に、操作プレート６は、巻取パイプ９と支持軸７との位置関係が、静止時と操作時と
の間で変化するように振り子動作する。そして、二重のスクリーン４の操作時の間隔が、
静止時の間隔より大きくなるよう構成されている。
【００７４】
　より具体的に、図１０乃至図１２を参照して、第３実施形態の操作プレート６の動作に
ついて説明する。まず、図１０（ａ）を参照するに、操作プレート６は、支軸１６を回動
軸として、操作プーリー１０及び巻取パイプ９に対して相対回動可能に支持され、ボトム
レール５の下限位置の静止時では、操作プレート６には自重（スクリーン４・ボトムレー
ル５・操作プレート６・支持プレート８・支持軸７の重量）で前後のスクリーン４が密着
する方向、つまり手前側に（図１１で時計回りに）トルクが働く。そして、操作コード３
は、支持部材２ａに設けられるコード案内部１４を基準に垂下される。
【００７５】
　このボトムレール５が下限位置にあるときの静止時では、二重のスクリーン４の間隔を
近接又は密着させる位置（二重のスクリーン４の間隔ｄ１）で安定化するようになってい
る。従って、二重のスクリーン４の透過部４ｂと遮光部４ａとをずらして半透過状態とす
ることや、スクリーン４の透過部４ｂと遮光部４ａとを一致させて遮光状態とすることが
でき、特に、遮光状態としたときの遮光性を向上させることができる。尚、下限状態にお
いて、巻取パイプ９及び支持軸７におけるスクリーン４の吊下げ位置を前後方向で重なる
配置となるよう、スクリーン４の上端を巻取パイプ９及び支持軸７に取着するのが、二重
のスクリーン４の遮光性を高める上で好適である。
【００７６】
　また、図１０（ｂ）を参照するに、このボトムレール５が中間位置にあるときの静止時
では、ボトムレール５が下限位置から上限位置に移行するほど、巻取パイプ９に巻き取ら
れているスクリーン４の巻取径Ｒは拡径し、スクリーン４等の自重によって垂下されるス
クリーン４の位置は室外側に移行するが、所定高さまでは二重のスクリーン４の間隔を近
接又は密着させる位置は変化しないように（二重のスクリーン４の間隔ｄ１’≒ｄ１）な
っている。従って、スクリーン４を中間位置より下方に下げた位置では二重のスクリーン
４の透過部４ｂと遮光部４ａとをずらして半透過状態とすることや、スクリーン４の透過
部４ｂと遮光部４ａとを一致させて遮光状態とすることができ、特に、遮光状態としたと
きの遮光性を向上させることができる。
【００７７】
　また、図１０（ｃ）を参照するに、このボトムレール５が上限位置にあるときの静止時
では、巻取パイプ９に巻き取られているスクリーン４の巻取径Ｒは最大に拡径し、スクリ
ーン４等の自重によって垂下されるスクリーン４の位置は更に室外側に移行するが、この
状態でも、二重のスクリーン４の間隔を近接させる位置で安定化するようになっている。
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ただし、この状態では、スクリーン４自体が開状態であることから、静止時における二重
のスクリーン４の近接性に関して実用上の問題は生じない点に留意する。
【００７８】
　次に、図１１（ａ）を参照するに、例えばボトムレール５が下限位置にある状態からボ
トムレール５を上昇させるよう操作コード３を操作すると、巻取パイプ９にスクリーン４
が巻き取られる。このとき、操作コード３によりコード案内部１４を支軸として、支持軸
７にトルクが加わることにより操作プレート６が振り子動作し、二重のスクリーン４の操
作時の間隔ｄ２が、静止時の間隔ｄ１より大きくなるよう構成されている。従って、上昇
操作時に二重のスクリーン４が摩擦することなく、或いは摩擦はしても昇降中の一部分的
か、又は摩擦力が低減されて相対移動するためスクリーン４を痛めるおそれが無くなる。
【００７９】
　同様に、図１１（ｂ）を参照するに、例えばボトムレール５が中間位置や上限位置にあ
る状態からボトムレール５を下降させるよう操作コード３を操作すると、巻取パイプ９に
巻き取られていたスクリーン４が下降する。このとき、操作コード３によりコード案内部
１４を支軸として、支持軸７にトルクが加わることにより操作プレート６が振り子動作し
、二重のスクリーン４の操作時の間隔ｄ３が、静止時の間隔ｄ１より大きくなるよう構成
されている。従って、下降操作時に二重のスクリーン４が摩擦することなく、或いは摩擦
はしても昇降中の一部分的か、又は摩擦力が低減されて相対移動するため、スクリーン４
を痛めるおそれが無くなる。
【００８０】
　ここで、第３実施形態の操作プレート６における振り子動作に関して、その留意点を説
明するに、図１２（ａ）に示す本実施形態とは相違して、操作プレート６の支軸１６の位
置を固定軸１１寄りに配置した比較例を図１２（ｂ）に示している。図１２（ａ）に示す
本実施形態では、ボトムレール５の下限位置の静止時にて、支持軸７と巻取パイプ９とで
吊下支持されるスクリーン４等の自重によって、二重のスクリーン４の間隔を近接又は密
着させる位置（二重のスクリーン４の間隔ｄ１）で安定化するようになっている。
【００８１】
　一方、図１２（ｂ）に示す比較例では、支軸１６をより固定軸１１寄りに配置している
ため、二重のスクリーン４の間隔Ｄ（Ｄ＞ｄ１）が大きくなり好ましくない。従って、支
軸１６の好適な位置は、支持軸７や巻取パイプ９の径、並びに支持軸７と巻取パイプ９と
の間の距離で左右されるものの、二重のスクリーン４の間隔を近接又は密接するよう、ボ
トムレール５の下限位置の静止時を基準に定めるようにするのが好適である。
【００８２】
　従って、第３実施形態のロールスクリーン１によれば、昇降操作時に操作コード３の引
張力により操作プレート６が回動し二重のスクリーン４が離れ、摩擦することなく（又は
摩擦したとしても摩擦が低減されて）相対移動するため、スクリーン４を痛めるおそれが
無くなる。また、静止時には、操作コード３にテンションが無くなり、操作プレート６が
スクリーン４等の自重により二重のスクリーン４が近付く方向に回動するため、二重のス
クリーン４の間隔を近接又は密着させることができ、スクリーン４の透過部４ｂと遮光部
４ａとを一致させて遮光状態としたときの遮光性を向上させることができる。
【００８３】
　特に、第３実施形態のロールスクリーン１によれば、支持軸７を部屋内側に配置して部
屋内側下方にスイングするプレート構造としたため、操作プレート６の振り子動作を鑑み
て定められるロールスクリーン１の前後幅の設置スペースを、第１実施形態よりも縮小さ
せることができる。
【００８４】
〔第４実施形態〕
　次に、図１３乃至図１４を参照して、第１実施形態の変形例として、本発明による第４
実施形態のロールスクリーン１の構成を説明する。図１３は、本発明による第４実施形態
のロールスクリーン１における操作プレート６周辺の概略構成を示す分解斜視図である。
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また、図１４（ａ）,（ｂ）,（ｃ）は、本発明による第１実施形態のロールスクリーン１
における操作プレート６の動作説明図である。尚、第１実施形態と同様に機能する構成要
素には、同一の参照番号を付している。
【００８５】
　図１３及び図１４に示すロールスクリーン１は、操作プレート６と操作プーリー１０と
の間に巻取ギア機構（駆動歯車３１、伝達歯車３２、被動歯車３３）が設けられる点を除
き、第１実施形態と同一の構成となっている。従って、以下の説明では、第３実施形態の
操作プレート６、操作プーリー１０及び巻取ギア機構（駆動歯車３１、伝達歯車３２、被
動歯車３３）について主に説明する。
【００８６】
　図１３を参照して、第４実施形態の操作プレート６及びその周辺の具体的な構成につい
て説明する。巻取パイプ９の右端部では、第１実施形態と同様に、支持部材２ａから延び
る固定軸１１に対し巻取パイプ９が回転可能に支持される。操作プーリー１０には、固定
軸１１に対し回転軸とするための透孔が設けられる。操作プーリー１０の回転に伴い巻取
パイプ９を回転可能となっている。
【００８７】
　操作プーリー１０の右端部には、操作プーリー１０の回転に伴い回転する駆動歯車３１
が固定され、その右端には、第１実施形態と同様に、略円柱状の回動支持部２４が設けら
れている。そして、操作プレート６には該回動支持部２４よりもわずかに大きい径の丸孔
状の回動受部２３が設けられている。従って、操作プレート６は、固定軸１１及び操作プ
ーリー１０及び巻取パイプ９に対して、相対回動可能に支持される。
【００８８】
　また、支持部材２ａ，２ｂ間に延びる支持軸７の右端部には、支持軸７を回転させるた
めの被動歯車３３が設けられ、リベット等の保持部材２１により、この被動歯車３３を操
作プレート６に対し回転可能に支持するための孔部２２が操作プレート６に設けられてい
る。
【００８９】
　そして、駆動歯車３１の回転を被動歯車３３に伝達する伝達歯車３２が、操作プレート
６に対して回転可能に取着されている。伝達歯車３２は、駆動歯車３１の回転を被動歯車
３３に伝達するように構成されている。
【００９０】
　従って、巻取パイプ９をスクリーン４に対する第１の巻取軸とすると、支持軸７はスク
リーン４に対する第２の巻取軸として機能する。また、第１の巻取軸の径は第２の巻取軸
の径より大きい。駆動歯車３１と被動歯車３３の歯数は同じであり、第１の巻取軸の回転
と同じだけ第２の巻取軸が回転する。従って、第１の巻取軸の単位回転当たりのスクリー
ン４の巻き取り長さと第２の巻取軸の単位回転当たりのスクリーン４の巻き取り長さが異
なる。操作コード３を引き操作プーリー１０を巻き取り方向に回転させると、第１の巻取
軸が回転してスクリーン４を巻きき取るとともに第２の巻取軸もスクリーン４を巻き取り
、ボトムレール５が上昇する。上昇中、第１の巻取軸に巻き取られる手前側のスクリーン
４と第２の巻取軸に巻き取られる後側のスクリーン４の上昇速度が異なる（第１の巻取軸
の回転＞第２の巻取軸の回転）ため、遮光部４ａと透過部４ｂが重なる状態と遮光部４ａ
と遮光部４ｂが重なる状態が交互に現れるようになる。巻き戻し時も同様である。スクリ
ーン４の下限状態では遮光部４ａと透過部４ｂが重なる状態となり遮光状態となるように
なっている。
【００９１】
　このように構成された第４実施形態の操作プレート６においても、操作コード３の操作
時には、相対移動可能な二重のスクリーン４の間隔が離れるよう振り子動作する。特に、
操作プレート６は、巻取パイプ９と支持軸７との位置関係が、静止時と操作時との間で変
化するように振り子動作する。そして、二重のスクリーン４の操作時の間隔が、静止時の
間隔より大きくなるよう構成されている。
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【００９２】
　より具体的に、図１４を参照して、操作プレート６の動作について説明する。まず、図
１４（ａ）を参照するに、操作プレート６は、操作プーリー１０及び巻取パイプ９に対し
て相対回動可能に支持され、ボトムレール５の下限位置、中間位置及び上限位置のそれぞ
れの静止時では、操作プレート６には自重（スクリーン４・ボトムレール５・操作プレー
ト６・支持プレート８・支持軸７の重量）で前後のスクリーン４が密着する方向、つまり
手前側に（図１４で時計回りに）トルクが働く。操作コード３は、コード案内部１２，１
３を基準に垂下される。
【００９３】
　本例では、ボトムレール５が下限位置にあるときの静止位置で、スクリーン４は、巻取
パイプ９及び支持軸７に巻き取られていない状態に設定され、二重のスクリーン４の間隔
を近接又は密着させる位置（二重のスクリーン４の間隔ｄ１）で安定化するようになって
いる。尚、下限状態において、巻取パイプ９及び支持軸７におけるスクリーン４の吊下げ
位置を前後方向で重なる配置となるよう、スクリーン４の上端を巻取パイプ９及び支持軸
７に取着するのが、二重のスクリーン４の遮光性を高める上で好適である。
【００９４】
　そして、ボトムレール５の中間位置及び上限位置で巻取パイプ９及び支持軸７にそれぞ
れ巻取径Ｒ１，Ｒ２でスクリーン４が巻き取られている状態にあるときも、二重のスクリ
ーン４の間隔を近接又は密着させる位置で安定化するようになっている。尚、第４実施形
態では、巻取ギア機構（駆動歯車３１、伝達歯車３２、被動歯車３３）が設けられるため
、巻取パイプ９及び支持軸７にそれぞれ巻取径Ｒ１，Ｒ２でスクリーン４が巻き取られる
ことにより、ボトムレール５の下限位置から上限位置に亘って、二重のスクリーン４の密
着性が高まるようになる。
【００９５】
　従って、二重のスクリーン４の透過部４ｂと遮光部４ａとをずらして半透過状態とする
ことや、スクリーン４の透過部４ｂと遮光部４ａとを一致させて遮光状態とすることがで
き、特に、遮光状態としたときの遮光性を向上させることができる。
【００９６】
　次に、図１４（ｂ）を参照するに、例えばボトムレール５が下限位置や中間位置にある
状態からボトムレール５を上昇させるよう操作コード３を操作すると、巻取パイプ９及び
支持軸７にスクリーン４が巻き取られる。このとき、操作コード３によりコード案内部１
２にトルクが加わることにより操作プレート６が振り子動作し、二重のスクリーン４の操
作時の間隔ｄ２が、静止時の間隔ｄ１より大きくなるよう構成されている。従って、前後
のスクリーン４の上昇速度差に起因する相対移動があっても、上昇操作時に二重のスクリ
ーン４が摩擦することなく、或いは摩擦はしても昇降中の一部分的か、又は摩擦力が低減
されて相対移動するため、スクリーン４を痛めるおそれが無くなる。
【００９７】
　同様に、図１４（ｃ）を参照するに、例えばボトムレール５が中間位置や上限位置にあ
る状態からボトムレール５を下降させるよう操作コード３を操作すると、巻取パイプ９及
び支持軸７に巻き取られていたスクリーン４が下降する。このとき、操作コード３により
コード案内部１３にトルクが加わることにより操作プレート６が振り子動作し、二重のス
クリーン４の操作時の間隔ｄ３が、静止時の間隔ｄ１より大きくなるよう構成されている
。従って、前後のスクリーン４の下降速度差に起因する相対移動があっても、下降操作時
に二重のスクリーン４が摩擦することなく、或いは摩擦はしても昇降中の一部分的か、又
は摩擦力が低減されて相対移動するため、スクリーン４を痛めるおそれが無くなる。
【００９８】
　従って、昇降操作時に操作コード３の引張力により操作プレート６が回動し二重のスク
リーン４が離れ、摩擦することなく（又は摩擦したとしても摩擦が低減されて）相対移動
するため、スクリーン４を痛めるおそれが無くなる。また、静止時には、操作コード３に
テンションが無くなり、操作プレート６がスクリーン４等の自重により二重のスクリーン
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４が近付く方向に回動するため、二重のスクリーン４の間隔を近接又は密着させることが
でき、スクリーン４の透過部４ｂと遮光部４ａとを一致させて遮光状態としたときの遮光
性を向上させることができる。
【００９９】
　特に、第４実施形態のロールスクリーン１によれば、巻取ギア機構（駆動歯車３１、伝
達歯車３２、被動歯車３３）が設けられるため、巻取パイプ９及び支持軸７にそれぞれ巻
取径Ｒ１，Ｒ２でスクリーン４が巻き取られることにより、ボトムレール５の下限位置か
ら上限位置に亘って、二重のスクリーン４の密着性が高まるようになる。
【０１００】
　また、上述した構成だけでも、前後のスクリーン４における遮光部４ａと透過部４ｂが
重なる状態と、前後のスクリーン４におけるそれぞれの遮光部４ａ（或いは透過部４ｂ）
が重なる状態とを切り替え可能ではあるが、下記構成を追加することにより切り替え時の
ボトムレール５の上下する移動量を減らすこともできる。巻取ギア機構（駆動歯車３１、
伝達歯車３２、被動歯車３３）に関して、スクリーン４の透過部４ｂと遮光部４ａとを一
致させた遮光状態から、二重のスクリーン４の透過部４ｂと遮光部４ａとをずらして半透
過状態とするまでの移動距離に相当する回転量を空回りさせる空回り装置を駆動歯車３１
と被動歯車３３のいずれか一方、或いは双方にさらに設ければよい。このような空回り装
置の詳細は、例えば特開２０１２－７７５０１号公報を参照されたい。
【０１０１】
　以上では、特定の実施形態の例を挙げて本発明を説明したが、本発明は前述の実施形態
の例に限定されるものではなく、その技術思想を逸脱しない範囲で種々変形可能である。
【０１０２】
　例えば、第１実施形態の変形例として、巻取ギア機構（駆動歯車３１、伝達歯車３２、
被動歯車３３）を設けて第４実施形態とする例を説明したが、第２実施形態又は第３実施
形態の変形例として、各実施形態の技法を組み合わせて応用し、当該巻取ギア機構を設け
た形態とすることもできる。
【０１０３】
　更に、この第２実施形態又は第３実施形態の変形例として当該巻取ギア機構を設けたと
きに、当該空回り装置を設けるように構成することも可能である。
【０１０４】
　また、前述した各実施形態の例では、１枚のスクリーンを折り返した二重のスクリーン
４として、光を一部透過させる透過部４ｂと、光を遮る遮光部４ａとが縞状に交互に形成
されている例を説明したが、本発明に係る操作プレート６は、１枚のスクリーンでなくと
も、或いは透過部４ｂと遮光部４ａとを交互に形成した態様でなくとも、二重のスクリー
ンであれば、昇降操作時に操作コード３の引張力により操作プレート６が回動し二重のス
クリーン４が離れ、摩擦することなく、或いは摩擦はしても昇降中の一部分的か、又は摩
擦力が低減されて相対移動させることが可能となる点で有効である。
【０１０５】
　また、支持部材２a，２ｂや操作プレート６及び支持プレート８の外形形状、コード案
内部１２，１３，１４の形状等、本発明の作用・効果を生じさせる限りにおいて様々な形
状とすることができる。
【０１０６】
　また、各実施形態において、操作プレート６の振り子動作に伴って支持プレート８も振
り子動作する形態を説明したが、各実施形態の技法を組み合わせて応用し、操作プレート
６のみの振り子動作で、静止時に近接又は密着させていた二重のスクリーンの間隔を操作
時には離れる形態とすることも可能である。例えば、第１実施形態と第２実施形態（或い
は第４実施形態やその変形例）を組み合わせ、支持プレート８を設けずに、支持部材２ｂ
に支持軸７の端部の移動用案内孔を設け、この移動用案内孔により、好適には回動規制機
能を持たせつつ、操作プレート６の振り子動作に伴って移動する支持軸７の端部を案内さ
せるよう構成することで、操作プレート６のみの振り子動作で、静止時に近接又は密着さ
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せていた二重のスクリーンの間隔を操作時には離れるよう形態とすることができる。
【０１０７】
　また、支持軸７から上方に向け立ち上がる壁部（カバー）を設け、巻取パイプ９と取付
フレーム２・天井側の取付面との間の光漏れを防ぐ構成とすることもできる。
【０１０８】
〔第５実施形態〕
　次に、図１５乃至図１８を参照して、本発明による第５実施形態のロールスクリーン１
の構成を説明する。前述した各実施形態では、巻取パイプ９に一辺を取着したスクリーン
４の他辺を支持軸７に取着する例を説明したが、本実施形態は、巻取パイプ９に一辺を取
着したスクリーン４の他辺は、取付フレーム２の室外側端面に設けられた固定部２ｃに取
着する例である。図１５は、本発明による第５実施形態のロールスクリーン１の概略構成
を示す正面図であり、図１６は、本発明による第５実施形態のロールスクリーン１の概略
構成を示す側面図である。図１７は、本発明による第５実施形態のロールスクリーン１に
おける操作ユニット６０周辺の概略構成を示す分解斜視図である。また、図１８（ａ）,
（ｂ）,（ｃ）は、本発明による第５実施形態のロールスクリーン１における操作ユニッ
ト６０の動作説明図である。尚、前述の各実施形態と同様な構成要素には、同一の参照番
号を付している。
【０１０９】
　図１５及び図１６に示すロールスクリーン１は、取付フレーム２の両端に支持部材２ａ
，２ｂが固定され、その支持部材２ａ，２ｂから延びる固定軸１１によって、支持部材２
ａ，２ｂ間に円筒状の巻取パイプ９が回転可能に支持される。
【０１１０】
　巻取パイプ９の右端部には、巻取パイプ９及び支持部材２ａ，２ｂに対して相対回動可
能な操作ユニット６０が設けられている。また、操作ユニット６０内には、操作プーリー
１０が収容され、この操作プーリー１０に掛回される無端状の操作コード３が垂下されて
いる。そして、操作コード３の操作により巻取パイプ９を回転操作可能となるよう構成さ
れており、操作コード３が掛回される操作プーリー１０の表面は高摩擦性の表面形状を有
する。尚、この操作コード３をボールチェーンで構成し、このボールチェーンが掛回され
る操作プーリー１０の表面を、そのボールチェーンのボール部に適合する形状の凹凸を有
するように構成することもできる。尚、操作ユニット６０の具体的な構成及び動作につい
ては詳細に後述する。
【０１１１】
　巻取パイプ９は、スクリーン４の一辺を取着して巻き取り可能に吊下支持しており、巻
取パイプ９から垂下し、錘部材として機能するボトムレール５を介して折り返されたスク
リーン４の他辺は、巻取パイプ９よりも上部に位置する取付フレーム２の室外側端面に設
けられた固定部２ｃに取着されている。例えば、固定部２ｃは、スクリーン４の端部に溶
着等で係着された生地押さえを着脱可能に係止するよう構成することができる。そして、
巻取パイプ９と固定部２ｃとの間で垂下されるスクリーン４の下端部には、ボトムレール
５の両端部で回転可能に支持されるローラー１５が挿通されている。これにより、スクリ
ーン４はボトムレール５の重量に基づいて張設される。
【０１１２】
　従って、操作コード３を操作して巻取パイプ９をスクリーン巻取り方向へ回転させると
ボトムレール５が上昇し、巻取パイプ９をスクリーン巻戻し方向へ回転させるとボトムレ
ール５が下降する。
【０１１３】
　また、巻取パイプ９内において、その左端側にはスクリーン４の巻上時の操作力を軽減
するスプリングモーター、右端側にはスクリーン４の自重降下を防止するストッパ装置等
が収容されている（図示せず）。
【０１１４】
　スクリーン４は、光を一部透過させる透過部４ｂと、光を遮る遮光部４ａとが縞状に交
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互に形成され、このスクリーン４が二重に重ね合わされた状態で吊下支持されているため
、操作コード３の操作により、前後のスクリーン４を上下方向に相対移動させて、透過部
４ｂと遮光部４ａとの重なり具合を調整することにより、採光量が調節可能となっている
。
【０１１５】
　次に、図１５及び図１６とともに、図１７を参照して、操作ユニット６０及びその周辺
の具体的な構成について説明する。操作ユニット６０は、操作プーリー１０及びコードカ
バー２０を内側に収容可能に挟み込んで一体化する２つの操作プレート部材６ａ，６ｂか
ら構成される。操作プレート部材６ｂには、操作プレート部材６ａに向けて立直する突起
状のコード案内部１２，１３が設けられている。操作プーリー１０から掛回される無端状
の操作コード３は、コード案内部１２，１３に案内されて下方に垂下される。コードカバ
ー２０は、支持部材２ａに対して固定される。尚、コードカバー２０は、操作プーリー１
０に掛回する操作コード３が操作プーリー１０から外れず滑りを生じないよう設けられる
ものであれば如何なる態様でもよく、例えば、図示するような操作ユニット６０の内側に
収容する形態のほか、固定軸１１又は支持部材２ａに固定する形態とすることができる。
【０１１６】
　本例におけるコード案内部１２は、コード案内部１３の上方にて２箇所に設けられ、操
作プーリー１０から垂下される無端状の操作コード３の一方（前側）は、コード案内部１
２（前側）とコード案内部１３との間を通して垂下されるよう案内され、操作プーリー１
０から垂下される無端状の操作コード３の一方（後側）は、コード案内部１２（後側）と
コード案内部１３との間を通して垂下されるよう案内される（図１６参照）。
【０１１７】
　操作プーリー１０は、支持部材２ａから延びる固定軸１１を回転軸とするための透孔が
設けられ、この固定軸１１によって、操作プーリー１０の回転に伴い巻取パイプ９が回転
可能に支持される。このため、操作プーリー１０の左端側には巻取パイプ９の右端内周面
に嵌合する嵌合部２５が設けられる。また、操作プーリー１０の左端部は巻取パイプ９内
に収容されるストッパ装置に連結するギア機構と噛合するようになっている（図示せず）
。このギア機構は増・減速不要であれば省略し巻取パイプ９と操作プーリー１０を単に直
結する構成でかまわない。
【０１１８】
　操作プレート部材６ａには操作プーリー１０の縁枠の外径よりも拡径した丸孔状の回動
受部２３ａが設けられ、操作プレート部材６ｂには、巻取パイプ９の外径よりも拡径した
半丸孔状の回動受部２３ｂが設けられている。従って、操作ユニット６０は、操作プーリ
ー１０及び巻取パイプ９に対して、相対回動可能に支持される。また、支持部材２ａに対
して固定されるコードカバー２０の上方には凹部２０ａが設けられ、操作プレート部材６
ａの上方には略逆台形状の突出片６１が設けられている。２つの操作プレート部材６ａ，
６ｂが、操作プーリー１０及びコードカバー２０を内側に収容可能に挟み込んで一体化さ
れた状態では、突出片６１が凹部２０ａに所定の回動範囲内で係合するよう構成される。
また、操作プレート部材６ｂを内側に収容可能にするコードカバー２０の上部突出片の内
壁には、操作ユニット６０の相対回動を一定角度内で規制する段差部２０ｂが設けられて
いる。即ち、この段差部２０ｂは、操作ユニット６０の相対回動の際に、操作プレート部
材６ｂにおけるコード案内部１２の上端両側の縁部２６と当接可能となっている。このた
め、操作ユニット６０の相対回動は、縁部２６と段差部２０ｂとの当接により一定角度内
で規制されるようになっている。
【０１１９】
　一方、支持部材２ａ，２ｂで両端が固定される取付フレーム２には、その底面における
室外側端部にて、略鑓状の可動フィン４０がその基軸で回動可能に吊り下げられている。
そして、スクリーン４は、取付フレーム２の室外側端面に設けられた固定部２ｃから垂下
されているため、この可動フィン４０が、操作ユニット６０の相対回動により操作プレー
ト部材６ａの突出片６１の側端部で押圧されると、可動フィン４０が回動して室外側のス
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クリーン４が、より室外側へと移動するようになっている。
【０１２０】
　このように構成された操作ユニット６０は、操作コード３の操作時には、相対移動可能
な二重のスクリーン４の間隔が離れるよう振り子動作するように構成されている。そして
、二重のスクリーン４の操作時の間隔が、静止時の間隔より大きくなるよう構成されてい
る。
【０１２１】
　より具体的に、図１８を参照して、操作ユニット６０の動作について説明する。まず、
図１８（ａ）を参照するに、操作ユニット６０は、操作プーリー１０（及び巻取パイプ９
）に対して相対回動可能に支持され、ボトムレール５の下限位置、中間位置及び上限位置
のそれぞれの静止時では、操作ユニット６０には自重（スクリーン４やボトムレール５等
の重量）で前後のスクリーン４が密着する方向にトルクが働く。これにより、操作コード
３はコード案内部１２，１３を基準に垂下される。
【０１２２】
　この静止時では、ボトムレール５が下限位置にあるとき、或いはボトムレール５の中間
位置及び上限位置で巻取パイプ９に所定の巻取径でスクリーン４が巻き取られている状態
にあるとき、二重のスクリーン４の間隔を近接又は密着させる位置（二重のスクリーン４
の間隔ｄ１）で安定化するようになっている。従って、二重のスクリーン４の透過部４ｂ
と遮光部４ａとをずらして半透過状態とすることや、スクリーン４の透過部４ｂと遮光部
４ａとを一致させて遮光状態とすることができ、特に、遮光状態としたときの遮光性を向
上させることができる。
【０１２３】
　次に、図１８（ｂ）を参照するに、例えばボトムレール５が下限位置や中間位置にある
状態からボトムレール５を上昇させるよう操作コード３を操作すると、巻取パイプ９にス
クリーン４が巻き取られる。このとき、操作コード３が室内側のコード案内部１２に当接
して操作ユニット６０に時計回りのトルクが加わることにより操作ユニット６０が振り子
動作し、操作プレート部材６ａの突出片６１の側端部が可動フィン４０を回動させ、室外
側のスクリーン４を押圧する。このため、二重のスクリーン４の操作時の間隔ｄ２が、静
止時の間隔ｄ１より大きくなるよう構成されている。従って、上昇操作時に二重のスクリ
ーン４が摩擦することなく、或いは摩擦はしても昇降中の一部分的か、又は摩擦力が低減
されて相対移動するため、スクリーン４を痛めるおそれが無くなる。
【０１２４】
　同様に、図１８（ｃ）を参照するに、例えばボトムレール５が中間位置や上限位置にあ
る状態からボトムレール５を下降させるよう操作コード３を操作すると、巻取パイプ９に
巻き取られていたスクリーン４が下降する。このとき、操作コード３が室内側のコード案
内部１３に当接して操作ユニット６０に時計回りのトルクが加わることにより操作ユニッ
ト６０が振り子動作し、操作プレート部材６ａの突出片６１の側端部が可動フィン４０を
回動させ、室外側のスクリーン４を押圧する。このため、二重のスクリーン４の操作時の
間隔ｄ３が、静止時の間隔ｄ１より大きくなるよう構成されている。従って、下降操作時
に二重のスクリーン４が摩擦することなく、或いは摩擦はしても昇降中の一部分的か、又
は摩擦力が低減されて相対移動するため、スクリーン４を痛めるおそれが無くなる。尚、
スクリーン４の生地が巻き太る上限付近の一部では摩擦が発生したとしても、摩擦力が低
減される方向に作用する。
【０１２５】
　従って、第５実施形態のロールスクリーン１によれば、昇降操作時に操作コード３の引
張力により操作ユニット６０が回動し二重のスクリーン４が離れ、摩擦することなく（又
は摩擦したとしても摩擦が低減されて）相対移動するため、スクリーン４を痛めるおそれ
が無くなる（又は低減される）。また、静止時には、操作コード３にテンションが無くな
り、操作ユニット６０がスクリーン４等の自重により二重のスクリーン４が近付く方向に
回動するため、二重のスクリーン４の間隔を近接又は密着させることができ、スクリーン
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４の透過部４ｂと遮光部４ａとを一致させて遮光状態としたときの遮光性を向上させるこ
とができる。
【０１２６】
　ここで、操作ユニット６０を構成する操作プレート部材６ａ，６ｂやコードカバー２０
等の形態は、例えば図１９に示すように、上述した作用をもたらす機能を有するものであ
れば他の形態でもよい。図１９（ａ）,（ｂ）,（ｃ）は、本発明による第５実施形態のロ
ールスクリーン１に対する変形例の操作ユニット６０の動作説明図である。図１９に示す
例では、操作ユニット６０にはコード案内部１２，１３が１つずつ設けられる。また、操
作プレート部材６ａの突出片６１には回動規制軸６３が設けられ、コードカバー２０の上
方に延びる突出片上に設けられた回動規制溝６２により、操作ユニット６０の相対回動を
一定角度内で規制するよう構成されている。尚、操作プレート部材６ａの突出片６１に回
動規制溝６２を設け、コードカバー２０の上方に延びる突出片上に回動規制軸６３を設け
る形態としてもよいし、操作ユニット６０の相対回動を一定角度内で規制する必要が無い
場合には、操作ユニット６０の相対回動を規制する機構を設ける必要はない。
【０１２７】
　図１９に示す変形例の動作について説明する。まず、図１９（ａ）を参照するに、操作
ユニット６０は、操作プーリー１０（及び巻取パイプ９）に対して相対回動可能に支持さ
れ、ボトムレール５の下限位置、中間位置及び上限位置のそれぞれの静止時では、操作ユ
ニット６０には自重（スクリーン４やボトムレール５等の重量）で前後のスクリーン４が
密着する方向にトルクが働く。これにより、操作コード３はコード案内部１２，１３を基
準に垂下される。
【０１２８】
　この静止時では、ボトムレール５が下限位置にあるとき、或いはボトムレール５の中間
位置及び上限位置で巻取パイプ９に所定の巻取径でスクリーン４が巻き取られている状態
にあるとき、二重のスクリーン４の間隔を近接又は密着させる位置（二重のスクリーン４
の間隔ｄ１）で安定化する。
【０１２９】
　次に、図１９（ｂ）を参照するに、例えばボトムレール５が下限位置や中間位置にある
状態からボトムレール５を上昇させるよう操作コード３を操作すると、巻取パイプ９にス
クリーン４が巻き取られる。このとき、操作コード３が室内側のコード案内部１２に当接
して操作ユニット６０に時計回りのトルクが加わることにより操作ユニット６０が振り子
動作し、操作プレート部材６ａの突出片６１の側端部が可動フィン４０を回動させ、室外
側のスクリーン４を押圧する。このため、二重のスクリーン４の操作時の間隔ｄ２が、静
止時の間隔ｄ１より大きくなる。
【０１３０】
　同様に、図１８（ｃ）を参照するに、例えばボトムレール５が中間位置や上限位置にあ
る状態からボトムレール５を下降させるよう操作コード３を操作すると、巻取パイプ９に
巻き取られていたスクリーン４が下降する。このとき、操作コード３が室内側のコード案
内部１３に当接して操作ユニット６０に時計回りのトルクが加わることにより操作ユニッ
ト６０が振り子動作し、操作プレート部材６ａの突出片６１の側端部が可動フィン４０を
回動させ、室外側のスクリーン４を押圧する。このため、二重のスクリーン４の操作時の
間隔ｄ３が、静止時の間隔ｄ１より大きくなる。
【０１３１】
　従って、図１９に示す例においても、昇降操作時に操作コード３の引張力により操作ユ
ニット６０が回動し二重のスクリーン４が離れ、摩擦することなく（又は摩擦したとして
も摩擦が低減されて）相対移動するため、スクリーン４を痛めるおそれが無くなる（又は
低減される）。また、静止時には、操作コード３にテンションが無くなり、操作ユニット
６０がスクリーン４等の自重により二重のスクリーン４が近付く方向に回動するため、二
重のスクリーン４の間隔を近接又は密着させることができ、スクリーン４の透過部４ｂと
遮光部４ａとを一致させて遮光状態としたときの遮光性を向上させることができる。
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【０１３２】
〔第６実施形態〕
　次に、図２０及び図２１を参照して、本発明による第６実施形態のロールスクリーン１
の構成を説明する。第６実施形態では、第５実施形態と同様に、巻取パイプ９に一辺を取
着したスクリーン４の他辺は、取付フレーム２の室外側端面に設けられた固定部２ｃに取
着される。図２０は、本発明による第６実施形態のロールスクリーン１の概略構成を示す
正面図であり、図２１は、本発明による第６実施形態のロールスクリーン１における操作
ユニット６０周辺の概略構成を示す分解斜視図である。尚、前述の各実施形態と同様な構
成要素には、同一の参照番号を付している。
【０１３３】
　第６実施形態は、第５実施形態と比較して、巻取パイプ９の左端部には支持プレート８
が設けられ、可動フィン６０が取付フレーム２に設けられずに、固体バー５０が操作ユニ
ット６０と支持プレート８との間に固定されている点で相違する。
【０１３４】
　図２０に示すように、取付フレーム２の両端に支持部材２ａ，２ｂが固定され、その支
持部材２ａ，２ｂから延びる固定軸１１によって、支持部材２ａ，２ｂ間に円筒状の巻取
パイプ９が回転可能に支持される。
【０１３５】
　巻取パイプ９の右端部には、第５実施形態と同様に、巻取パイプ９及び支持部材２ａ，
２ｂに対して相対回動可能な操作ユニット６０が設けられている。また、操作ユニット６
０内には、操作プーリー１０が収容され、この操作プーリー１０に掛回される無端状の操
作コード３が垂下されている。そして、操作コード３の操作により巻取パイプ９を回転操
作可能となるよう構成されている。
【０１３６】
　巻取パイプ９は、スクリーン４の一辺を取着して巻き取り可能に吊下支持しており、巻
取パイプ９から垂下し、錘部材として機能するボトムレール５を介して折り返されたスク
リーン４の他辺は、第５実施形態と同様に、取付フレーム２の室外側端面に設けられた固
定部に取着されている。そして、巻取パイプ９と当該固定部との間で垂下されるスクリー
ン４の下端部には、ボトムレール５の両端部で回転可能に支持されるローラー１５が挿通
されている。これにより、スクリーン４はボトムレール５の重量に基づいて張設される。
【０１３７】
　従って、操作コード３を操作して巻取パイプ９をスクリーン巻取り方向へ回転させると
ボトムレール５が上昇し、巻取パイプ９をスクリーン巻戻し方向へ回転させるとボトムレ
ール５が下降する。
【０１３８】
　また、巻取パイプ９内において、その左端側にはスクリーン４の巻上時の操作力を軽減
するスプリングモーター、右端側にはスクリーン４の自重降下を防止するストッパ装置等
が収容されている（図示せず）。
【０１３９】
　スクリーン４は、光を一部透過させる透過部４ｂと、光を遮る遮光部４ａとが縞状に交
互に形成され、このスクリーン４が二重に重ね合わされた状態で吊下支持されているため
、操作コード３の操作により、前後のスクリーン４を上下方向に相対移動させて、透過部
４ｂと遮光部４ａとの重なり具合を調整することにより、採光量が調節可能となっている
。
【０１４０】
　次に、図２１を参照して、操作ユニット６０及びその周辺の具体的な構成について説明
する。第６実施形態の操作ユニット６０は、操作プレート部材６ａの突出片６１の形状を
除き、第５実施形態と同様である。
【０１４１】
　操作プレート部材６ａの突出片６１は、略フの字状に室外側に延びる形状で構成され、
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その先端部には、固体バー５０の一端が取着される。巻取パイプ９と支持部材２ｂとの間
に設けられる支持プレート８は、操作プレート部材６ａとほぼ同様な形状で突出片を有す
るよう構成され、この支持プレート８の突出片に固体バー５０の他端が取着される（図２
０参照）。
【０１４２】
　スクリーン４は、取付フレーム２の室外側端面に設けられた当該固定部から垂下されて
いるため、操作ユニット６０の相対回動により操作プレート部材６ａの突出片６１から後
方に位置して巻取パイプ９と略平行に延びる固体バー５０が変位し、固体バー５０により
、室外側のスクリーン４が、より室外側へと移動するよう押圧するようになっている。
【０１４３】
　従って、第６実施形態においても、第５実施形態と同様の作用・効果を生じさせること
ができ、操作ユニット６０は、操作コード３の操作時には、相対移動可能な二重のスクリ
ーン４の間隔が離れるよう振り子動作するように構成されている。そして、二重のスクリ
ーン４の操作時の間隔が、静止時の間隔より大きくなるよう構成されている。
【０１４４】
　特に、第５及び第６実施形態の例では、第１乃至第４実施形態の例と比較して、巻取パ
イプ９の下方に支持軸７を設ける必要がないことから、ロールスクリーン１の前後方向の
幅の大型化を回避することができる。また、第１乃至第４実施形態の例では、振り子動作
する操作プレート６上に支持軸７を設け、操作プレート６を相対回動させるよう構成して
いたため、振り子動作に伴う回動角度が大きくなる傾向にあるが、第５及び第６実施形態
の例では、回動角度を大きくとることなく操作ユニット６０を振り子動作させて、二重の
スクリーン４の操作時の間隔が、静止時の間隔より大きくなるよう構成することが可能と
なる。
【０１４５】
　より具体的には、第５及び第６実施形態の例では、操作ユニット６０の振り子動作に応
じて二重のスクリーン４の操作時の間隔が静止時の間隔より大きくなるよう補助する、可
動フィン４０や固定バー５０などの生地間隔調整手段を設けることにより、振り子動作を
伴う操作ユニット６０を備えるロールスクリーン１の前後方向の幅を、より薄型化するこ
とが可能となる。
【０１４６】
〔第７実施形態〕
　次に、図２２乃至図２４を参照して、本発明による第７実施形態のロールスクリーン１
の構成を説明する。第７実施形態のロールスクリーン１は、第５実施形態のロールスクリ
ーン１とほぼ同様の構成要素で構成されるが、取付フレーム２、支持部材２ａ、コードカ
バー２０、可動フィン４０、操作ユニット６０、及びボールチェーンで構成される操作コ
ード３とその操作プーリー１０の各形状が、第５実施形態とは相違している。
【０１４７】
　図２２は、本発明による第７実施形態のロールスクリーンの概略構成を示す正面図であ
る。図２３は、本発明による第７実施形態のロールスクリーン１における操作ユニット６
０周辺の概略構成を示す分解斜視図である。また、図２４（ａ）,（ｂ）,（ｃ）は、本発
明による第７実施形態のロールスクリーン１における操作ユニット６０の動作説明図であ
る。尚、第５実施形態と同様な構成要素には、同一の参照番号を付している。
【０１４８】
　図２２に示すように、第７実施形態のロールスクリーン１は、第５実施形態と同様に、
取付フレーム２の両端に支持部材２ａ，２ｂが固定され、その支持部材２ａ，２ｂから延
びる固定軸１１によって、支持部材２ａ，２ｂ間に円筒状の巻取パイプ９が回転可能に支
持される。
【０１４９】
　巻取パイプ９の右端部には、巻取パイプ９及び支持部材２ａ，２ｂに対して相対回動可
能な操作ユニット６０が設けられている。また、操作ユニット６０内には、操作プーリー
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１０が収容され、この操作プーリー１０に掛回される無端状の操作コード３が垂下されて
いる。そして、操作コード３の操作により巻取パイプ９を回転操作可能となるよう構成さ
れている。この操作コード３は、所定ピッチで連続するボール部３ａ及びチェーン部３ｂ
からなる無端状のボールチェーンで構成され、操作プーリー１０の表面は、そのボール部
３ａに適合する形状の凹凸を有するように構成される。
【０１５０】
　巻取パイプ９は、スクリーン４の一辺を取着して巻き取り可能に吊下支持しており、巻
取パイプ９から垂下し、錘部材として機能するボトムレール５を介して折り返されたスク
リーン４の他辺は、巻取パイプ９よりも上部に位置する取付フレーム２の室外側端面に設
けられた固定部２ｃに取着されている。本実施形態に係る固定部２ｃは、図２４に示すよ
うに、スクリーン４の端部を巻付けて、その長さを調整可能とする生地押さえ８０を着脱
可能に係止するよう構成されている。そして、巻取パイプ９と固定部２ｃとの間で垂下さ
れるスクリーン４の下端部には、ボトムレール５の両端部で回転可能に支持されるローラ
ー１５が挿通されている。これにより、スクリーン４はボトムレール５の重量に基づいて
張設される。
【０１５１】
　従って、操作コード３を操作して巻取パイプ９をスクリーン巻取り方向へ回転させると
ボトムレール５が上昇し、巻取パイプ９をスクリーン巻戻し方向へ回転させるとボトムレ
ール５が下降する。
【０１５２】
　また、巻取パイプ９内において、その左端側にはスクリーン４の巻上時の操作力を軽減
するスプリングモーター、右端側にはスクリーン４の自重降下を防止するストッパ装置等
が収容されている（図示せず）。
【０１５３】
　スクリーン４は、光を一部透過させる透過部４ｂと、光を遮る遮光部４ａとが縞状に交
互に形成され、このスクリーン４が二重に重ね合わされた状態で吊下支持されているため
、操作コード３の操作により、前後のスクリーン４を上下方向に相対移動させて、透過部
４ｂと遮光部４ａとの重なり具合を調整することにより、採光量が調節可能となっている
。
【０１５４】
　次に、図２２とともに、図２３を参照して、操作ユニット６０及びその周辺の具体的な
構成について説明する。操作ユニット６０は、操作プーリー１０及びコードカバー２０を
内側に収容可能に挟み込んで一体化する２つの操作プレート部材６ａ，６ｂから構成され
る。操作ユニット６０には、コード案内部１２，１３が設けられている。
【０１５５】
　本実施形態のコード案内部１２について詳細に説明するに、略Ｖ字状の全体形状を有す
る操作プレート部材６ｂには、その前後方向の端部からそれぞれ操作プレート部材６ａと
対向する固定軸１１の軸方向に突出する側片が形成され、この側片の一部には係合片１２
ａが形成されている。操作プレート部材６ａからも、その前後方向の端部からそれぞれ操
作プレート部材６ｂと対向する当該軸方向に突出する側片１２ｃが形成されており、側片
１２ｃは操作プレート部材６ｂの係合片１２ａと係合可能となっている。そして、操作プ
レート部材６ａの側片１２ｃには嵌合凸部１２ｄが設けられ、操作プレート部材６ｂの係
合片１２ａには当該嵌合凸部１２ｄと嵌合可能な嵌合受部１２ｂが形成されている。従っ
て、操作プーリー１０及びコードカバー２０を内側に収容可能に挟み込んで操作プレート
部材６ａ，６ｂを一体化すると、操作プレート部材６ａの側片１２ｃが操作プレート部材
６ｂの係合片１２ａと係合し、当該嵌合凸部１２ｄ及び嵌合受部１２ｂが嵌合することに
より、操作プレート部材６ｂから突出する当該側片と操作プレート部材６ａから突出する
側片１２ｃとが一体化して、本実施形態のコード案内部１２が構成される。
【０１５６】
　また、本実施形態のコード案内部１３について詳細に説明するに、操作プレート部材６
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ｂの当該中央側下方の面から、コード案内部１３を構成するべく操作プレート部材６ａと
対向する固定軸１１の軸方向に突出する縦長の突起部が立直して形成されている。この縦
長の突起部の面１３ａ（操作プレート部材６ｂに対向する面）は、操作プレート部材６ａ
の当該中央側下方の面に設けられた係合溝１３ｂと当接し係合可能となっている。従って
、操作プーリー１０及びコードカバー２０を内側に収容可能に挟み込んで操作プレート部
材６ａ，６ｂを一体化すると、操作プレート部材６ｂにおける当該縦長の突起部の面１３
ａが操作プレート部材６ａにおける係合溝１３ｂと係合して、本実施形態のコード案内部
１３が構成される。尚、操作プレート部材６ａにおける係合溝１３ｂには、ビス孔１３ｃ
が形成され、操作プレート部材６ｂにおける当該縦長の突起部の面１３ａにもビス孔１３
ｃと同様なビス孔（図示せず）が設けられている。そして、取付ビス７０によりこれらの
ビス孔を介して操作プレート部材６ａ，６ｂを一体化し固定させ、操作ユニット６０を構
成することができる。尚、取付ビス７０により操作プレート部材６ａ，６ｂの下端部を固
定させる代わりに、操作プレート部材６ａ，６ｂの下端部を嵌合させる形態としてもよい
。或いは、操作プレート部材６ａ，６ｂの一体化を安定させるべく嵌合凸部１２ｄ及び嵌
合受部１２ｂの形状の最適化や個数の増大を図るようにしてもよい。
【０１５７】
　操作プーリー１０から掛回される無端状の操作コード３は、コード案内部１２，１３に
案内されて下方に垂下される。特に、第７実施形態におけるコード案内部１２は、コード
案内部１３の前後側で概ねコード案内部１３を挟むよう２箇所に設けられ、前側のコード
案内部１２とコード案内部１３との間、及び、後側のコード案内部１２とコード案内部１
３との間で、操作コード３のボール部３ａの外形よりわずかに大きい案内経路を形成し、
操作プーリー１０から垂下される無端状の操作コード３の一方（前側）は、コード案内部
１２（前側）とコード案内部１３との間を通して垂下されるよう案内され、操作プーリー
１０から垂下される無端状の操作コード３の一方（後側）は、コード案内部１２（後側）
とコード案内部１３との間を通して垂下されるよう案内される（図２４参照）。
【０１５８】
　また、前側のコード案内部１２とコード案内部１３との間、及び、後側のコード案内部
１２とコード案内部１３との間で、操作コード３のボール部３ａの外形よりわずかに大き
い案内経路は、所定ピッチで連続する少なくとも２つのボール部３ａがコード案内部１２
，１３のいずれ一方に常時当接するよう形成されている。このように構成することで、操
作コード３の操作時における操作ユニット６０内のガタツキを抑制するとともに、ボール
部３ａとコード案内部１２，１３との間の干渉で生じうる操作音を軽減させることができ
る。
【０１５９】
　コードカバー２０は、図２３に示すように、主に、挿通孔２０ｄを有する筒部を基軸と
するフランジ状の本体と、その本体の上部縁から固定軸１１の軸方向に突出する上部突出
片からなり、操作プーリー１０に掛回する操作コード３の外れを防止するよう構成され、
支持部材２ａに対して回転不能に固定される。本例では、固定軸１１を四角棒状で構成し
、この固定軸１１を挿通孔２０ｄに挿通して係合させることで、コードカバー２０を支持
部材２ａに対して回転不能に固定できるようにしている。ただし、コードカバー２０は、
操作プーリー１０に掛回する操作コード３が操作プーリー１０から外れず滑りを生じない
よう設けられるものであれば如何なる態様でもよい。
【０１６０】
　操作プーリー１０は、支持部材２ａから延びる固定軸１１を回転軸とするための透孔が
設けられている。また、操作プーリー１０の右端側には筒状に突起した突起部が形成され
ており（図示せず）、この突起部がコードカバー２０の挿通孔２０ｄの周囲に設けられた
係合溝２０ｃと係合することで、コードカバー２０及び支持部材２ａに対して回転不能に
支持される。操作プーリー１０の左端側には操作コード３を掛装する外周よりも拡径した
フランジを介して、巻取パイプ９の右端内周面に嵌合する嵌合部２５が設けられる。この
ため、操作プーリー１０の回転に伴い巻取パイプ９が回転可能に支持される。また、操作
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プーリー１０の左端部は巻取パイプ９内に収容されるストッパ装置に連結するギア機構と
噛合するようになっている（図示せず）。このギア機構は増・減速不要であれば省略し巻
取パイプ９と操作プーリー１０を単に直結する構成でかまわない。
【０１６１】
　一方、コードカバー２０の右端側には筒状に突起した突起部が形成されており（図示せ
ず）、この突起部と係合するべく、操作プレート部材６ａには、当該突起部の外径よりも
拡径した丸孔状の回動受部２３ａが設けられている。そして、操作プレート部材６ｂには
、巻取パイプ９の外径よりも拡径した半丸孔状の回動受部２３ｂが設けられている。また
、支持部材２ａに対して固定されるコードカバー２０の右端側の上部突出片には凹部２０
ａが設けられ、操作プレート部材６ａの上方には略逆台形状の突出片６１が設けられてい
る。本例の突出片６１は、操作ユニット６０の左右方向幅と略同一の厚みを有し、突出片
６１の下面がコードカバー２０の上面に沿って支持され、これにより操作プーリー１０及
び巻取パイプ９に対する操作ユニット６０の相対回動が安定化するようになっている。従
って、操作ユニット６０は、操作プーリー１０及び巻取パイプ９に対して、相対回動可能
に支持される。
【０１６２】
　そして、２つの操作プレート部材６ａ，６ｂが、操作プーリー１０及びコードカバー２
０を内側に収容可能に挟み込んで一体化された状態では、突出片６１が凹部２０ａに所定
の回動範囲内で係合するよう構成される。また、操作プレート部材６ｂを内側に収容可能
にするコードカバー２０の左端側の上部突出片の内壁には、操作ユニット６０の相対回動
を一定角度内で規制する段差部２０ｂが設けられている。即ち、この段差部２０ｂは、操
作ユニット６０の相対回動の際に、操作プレート部材６ａにおけるコード案内部１２の上
端両側の縁部２６と当接可能となっている。このため、操作ユニット６０の相対回動は、
縁部２６と段差部２０ｂとの当接により一定角度内で規制されるようになっている。
【０１６３】
　一方、支持部材２ａ，２ｂで両端が固定される取付フレーム２には、その底面における
室外側端部にて、略鑓状の可動フィン４０がその基軸で回動可能に吊り下げられている。
第７実施形態の可動フィン４０は、第５実施形態と比較して取付フレーム２と巻取パイプ
９との間の隙間が無くなるよう長尺に構成し、且つ内側を肉抜きして強度を保持しつつ軽
量化している。このように長尺に構成した可動フィン４０は、取付フレーム２と巻取パイ
プ９との間の隙間から入射しうる外光をより遮蔽できるようになり、当該軽量化により振
り子動作に係る可動フィン４０の変位に対する負荷を低減させることができる。そして、
スクリーン４は、取付フレーム２の室外側端面に設けられた固定部２ｃから垂下されてい
るため、この可動フィン４０が、操作ユニット６０の相対回動により操作プレート部材６
ａの突出片６１の側端部で押圧されると、可動フィン４０が回動して室外側のスクリーン
４が、より室外側へと移動するようになっている。
【０１６４】
　このように構成された操作ユニット６０は、操作コード３の操作時には、相対移動可能
な二重のスクリーン４の間隔が離れるよう振り子動作するように構成されている。そして
、二重のスクリーン４の操作時の間隔が、静止時の間隔より大きくなるよう構成されてい
る。
【０１６５】
　より具体的に、図２４を参照して、操作ユニット６０の動作について説明する。まず、
図２４（ａ）を参照するに、操作ユニット６０は、操作プーリー１０（及び巻取パイプ９
）に対して相対回動可能に支持され、ボトムレール５の下限位置、中間位置及び上限位置
のそれぞれの静止時では、操作ユニット６０には自重（スクリーン４やボトムレール５等
の重量）で前後のスクリーン４が密着する方向にトルクが働く。これにより、操作コード
３はコード案内部１２，１３を基準に垂下される。
【０１６６】
　この静止時では、ボトムレール５が下限位置にあるとき、或いはボトムレール５の中間
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位置及び上限位置で巻取パイプ９に所定の巻取径でスクリーン４が巻き取られている状態
にあるとき、二重のスクリーン４の間隔を近接又は密着させる位置（二重のスクリーン４
の間隔ｄ１）で安定化するようになっている。従って、二重のスクリーン４の透過部４ｂ
と遮光部４ａとをずらして半透過状態とすることや、スクリーン４の透過部４ｂと遮光部
４ａとを一致させて遮光状態とすることができ、特に、遮光状態としたときの遮光性を向
上させることができる。特に、本実施形態の取付フレーム２の固定部２ｃは、スクリーン
４の端部を巻いて、その長さを調整可能とする生地押さえ８０を着脱可能に係止するよう
構成されているため、例えばボトムレール５が下限位置にあるときに遮蔽状態とするよう
スクリーン４の長さを調整するのが容易な構造となっている。また、長尺に構成した可動
フィン４０は、取付フレーム２と巻取パイプ９との間の隙間から入射しうる外光をより遮
蔽することができる。
【０１６７】
　次に、図２４（ｂ）を参照するに、例えばボトムレール５が下限位置や中間位置にある
状態からボトムレール５を上昇させるよう操作コード３を操作すると、巻取パイプ９にス
クリーン４が巻き取られる。このとき、操作コード３が室内側のコード案内部１２に当接
して操作ユニット６０に時計回りのトルクが加わることにより操作ユニット６０が振り子
動作し、操作プレート部材６ａの突出片６１の側端部が可動フィン４０を回動させ、室外
側のスクリーン４を押圧する。このため、二重のスクリーン４の操作時の間隔ｄ２が、静
止時の間隔ｄ１より大きくなるよう構成されている。従って、上昇操作時に二重のスクリ
ーン４が摩擦することなく、或いは摩擦はしても昇降中の一部分的か、又は摩擦力が低減
されて相対移動するため、スクリーン４を痛めるおそれが無くなる。また、前側のコード
案内部１２とコード案内部１３との間、及び、後側のコード案内部１２とコード案内部１
３との間で、操作コード３のボール部３ａの外形よりわずかに大きい案内経路は、所定ピ
ッチで連続する少なくとも２つのボール部３ａがコード案内部１２，１３のいずれ一方に
常時当接するよう形成されているため、操作コード３の操作時における操作ユニット６０
内のガタツキを抑制するとともに、ボール部３ａとコード案内部１２，１３との間の干渉
で生じうる操作音を軽減させることができる。
【０１６８】
　同様に、図２４（ｃ）を参照するに、例えばボトムレール５が中間位置や上限位置にあ
る状態からボトムレール５を下降させるよう操作コード３を操作すると、巻取パイプ９に
巻き取られていたスクリーン４が下降する。このとき、操作コード３が室内側のコード案
内部１３に当接して操作ユニット６０に時計回りのトルクが加わることにより操作ユニッ
ト６０が振り子動作し、操作プレート部材６ａの突出片６１の側端部が可動フィン４０を
回動させ、室外側のスクリーン４を押圧する。このため、二重のスクリーン４の操作時の
間隔ｄ３が、静止時の間隔ｄ１より大きくなるよう構成されている。従って、下降操作時
に二重のスクリーン４が摩擦することなく、或いは摩擦はしても昇降中の一部分的か、又
は摩擦力が低減されて相対移動するため、スクリーン４を痛めるおそれが無くなる。尚、
スクリーン４の生地が巻き太る上限付近の一部では摩擦が発生したとしても、摩擦力が低
減される方向に作用する。
【０１６９】
　従って、第７実施形態のロールスクリーン１によれば、昇降操作時に操作コード３の引
張力により操作ユニット６０が回動し二重のスクリーン４が離れ、摩擦することなく（又
は摩擦したとしても摩擦が低減されて）相対移動するため、スクリーン４を痛めるおそれ
が無くなる（又は低減される）。また、静止時には、操作コード３にテンションが無くな
り、操作ユニット６０がスクリーン４等の自重により二重のスクリーン４が近付く方向に
回動するため、二重のスクリーン４の間隔を近接又は密着させることができ、スクリーン
４の透過部４ｂと遮光部４ａとを一致させて遮光状態としたときの遮光性を向上させるこ
とができる。
【０１７０】
　また、第７実施形態のロールスクリーン１によれば、取付フレーム２の固定部２ｃで、
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スクリーン４の長さを巻付けにより調整可能とする生地押さえ８０を着脱可能に係止する
よう構成したため、例えばボトムレール５が下限位置にあるときに遮蔽状態とするようス
クリーン４の長さを調整するのが容易となる。
【０１７１】
　また、第７実施形態のロールスクリーン１によれば、取付フレーム２と巻取パイプ９と
の間の隙間を塞ぐのに十分な長さで可動フィン４０を構成したため、取付フレーム２と巻
取パイプ９との間の隙間から入射しうる外光をより遮蔽することができる。
【０１７２】
　また、第７実施形態のロールスクリーン１によれば、前側のコード案内部１２とコード
案内部１３との間、及び、後側のコード案内部１２とコード案内部１３との間で、所定ピ
ッチで連続する少なくとも２つのボール部３ａがコード案内部１２，１３のいずれ一方に
常時当接して案内されるよう構成したため、操作コード３の操作時における操作ユニット
６０内のガタツキを抑制するとともに、ボール部３ａとコード案内部１２，１３との間の
干渉で生じうる操作音を軽減させることができる。
【０１７３】
　以上のように、特定の実施形態の例を挙げて本発明を説明したが、本発明は前述の実施
形態の例に限定されるものではなく、その技術思想を逸脱しない範囲で種々変形可能であ
る。例えば、各実施形態において、室内側と室内側を特定して説明したが、室内側と室内
側を逆向きに設置してもよい。
【０１７４】
　また、操作時にスクリーン４を確実に離間させるためスクリーン４が離間する方向に移
動する振り子動作を補助するスプリング等の付勢手段をさらに設けてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１７５】
　本発明に係るロールスクリーン１によれば、昇降操作時に二重のスクリーン４が摩擦す
ることなく、或いは摩擦はしても昇降中の一部分的か、又は摩擦力が低減されて相対移動
するため、スクリーン４を痛めるおそれが無く、静止時には二重のスクリーン４の間隔を
近接又は密着させることができ、特に、スクリーン４の透過部４ｂと遮光部４ａとを有す
る形態では、透過部４ｂと遮光部４ａとを一致させて遮光状態としたときの遮光性を向上
させることができるので、二重のスクリーンを用いるブラインド等の用途に有用である。
【符号の説明】
【０１７６】
　１　ロールスクリーン
　２　取付フレーム
　２ａ，２ｂ　支持部材
　２ｃ　固定部
　３　操作コード
　４　スクリーン
　４ａ　スクリーンの遮光部
　４ｂ　スクリーンの透過部
　５　ボトムレール
　６　操作プレート
　６ａ，６ｂ　操作プレート部材
　７　支持軸
　８　支持プレート
　９　巻取パイプ
　１０　操作プーリー
　１１　固定軸
　１２，１３，１４　コード案内部
　１５　ローラー
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　１６　支軸
　２３　回動受部
　２７　回動軸孔部
　３１　駆動歯車
　３２　伝達歯車
　３３　被動歯車
　４０　可動フィン
　５０　固定バー
　６０　操作ユニット
　６１　突出片
　８０　生地押さえ

【図１】 【図２】
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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