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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　合成樹脂製の２本の横框及び２本の縦框が四周框組みされた框体を有し引き違い方式に
より移動可能な複数の障子と、長手方向に沿って貫通する中空部を備えた合成樹脂製の２
本の横枠及び２本の縦枠が四周枠組みされた枠体と、を備え、
　前記枠体は、外壁が設けられる躯体に取り付けられて室内外に連通し前記複数の障子に
て閉塞可能な開口を形成し、
　前記２本の縦枠には、前記開口側に突出し、前記複数の障子にて前記開口を閉塞した状
態にて、前記複数の障子にて見付け方向における両端に位置する前記縦框と係合する不燃
性または難燃性の係合部材が固定されており、
　前記２本の横枠には、前記中空部に不燃性または難燃性の補強部材が設けられており、
　前記２本の縦枠のうち、前記外壁の表面より室外側にて前記係合部材が固定された前記
縦枠は、前記中空部に前記補強部材が設けられており、
　前記外壁の表面より室内側にて前記係合部材が固定された前記縦枠は、前記中空部に前
記補強部材が設けられていないことを特徴とする建具の取付構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の建具の取付構造であって、
　前記縦枠は、室内側に突出し、室内側の窓開口の縁をなす内装材に固定され、
　前記外壁の表面より室内側にて前記係合部材が固定された前記縦枠にて前記係合部材が
固定されている位置は、前記窓開口の縁より外周側であることを特徴とする建具の取付構
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造。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の建具の取付構造であって、
　前記中空部内に前記補強部材が設けられている前記２本の横枠及び前記縦枠は、不燃性
または難燃性の連結部材にて前記補強部材と前記躯体とが連結されていることを特徴とす
る建具の取付構造。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の建具の取付構造であって、
　前記２本の縦框は、戸先部に前記係合部材が挿入される溝部を有し、
　前記縦枠と前記溝部にて囲まれた領域内には、加熱されて発泡する熱膨張性黒鉛が設け
られていることを特徴とする建具の取付構造。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の建具の取付構造に用いることを特徴とする建
具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の障子にて閉塞可能な開口を形成する合成樹脂製の枠体を有する建具の
取付構造及び建具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の障子にて閉塞可能な開口を形成する合成樹脂製の枠体を有する建具としては、例
えば、室内外を連通する開口を形成する枠体と、枠体に支持されるとともに、見付け方向
に移動可能な２枚の障子を備えた引き違い窓用の合成樹脂製建具が知られている（例えば
、特許文献１参照）。この樹脂製建具の枠体は、長手方向に貫通する中空部を有する合成
樹脂製の押出成形部材である４本の枠部材が、各々４５度に切断された端部同士を突き合
わされて接合されて形成されている。このとき、樹脂製建具が火炎に晒されて軟化または
一部が焼失しても、室内外を貫通する隙間が生じないように、各枠材の中空部内には、金
属製の補強部材が設けられており、この補強部材は躯体に固定されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２６５６４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような樹脂製建具は、枠体として四周に配置される４本の枠部材にそれぞれ金属
製の補強部材が設けられているので、建具全体の重量が大きくなる。樹脂製建具は、ビス
や釘等により躯体に固定されるが、重量が大きくなると固定部にも負担がかかる。また、
部材が増えるためコストも増大するという課題がある。そして、合成樹脂製の枠体は、熱
により軟化したり火炎により一部が焼失しても隙間が生じることを防止しつつ軽量化を図
ることが求められている。
【０００５】
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、軽量化
を図りつつも火炎に晒されても貫通しにくい合成樹脂製の枠体を備えた建具及び建具の取
付構造及び建具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる目的を達成するために本発明の建具の取り付け構造は、合成樹脂製の２本の横框
及び２本の縦框が四周框組みされた框体を有し引き違い方式により移動可能な複数の障子
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と、長手方向に沿って貫通する中空部を備えた合成樹脂製の２本の横枠及び２本の縦枠が
四周枠組みされた枠体と、を備え、前記枠体は、外壁が設けられる躯体に取り付けられて
室内外に連通し前記複数の障子にて閉塞可能な開口を形成し、前記２本の縦枠には、前記
開口側に突出し、前記複数の障子にて前記開口を閉塞した状態にて、前記複数の障子にて
見付け方向における両端に位置する前記縦框と係合する不燃性または難燃性の係合部材が
固定されており、前記２本の横枠には、前記中空部に不燃性または難燃性の補強部材が設
けられており、前記２本の縦枠のうち、前記外壁の表面より室外側にて前記係合部材が固
定された前記縦枠は、前記中空部に前記補強部材が設けられており、前記外壁の表面より
室内側にて前記係合部材が固定された前記縦枠は、前記中空部に前記補強部材が設けられ
ていないことを特徴とする建具の取付構造である。　
　このような建具の取付構造によれば、複数の障子にて開口を閉塞した状態にて、複数の
障子にて見付け方向における両端に位置する縦框と係合する不燃性または難燃性の係合部
材が固定されており、２本の横枠及び外壁の表面より室外側にて係合部材が固定された縦
枠には、中空部に不燃性または難燃性の補強部材が設けられているので、開口が複数の障
子にて閉塞された状態にて、室外側からの火炎に晒されたとえしても、補強部材が設けら
れた２本の横枠及び縦枠の短時間による溶融及び焼失を防止することが可能である。また
、外壁の表面より室内側にて係合部材が固定された縦枠は、外壁により係合部材が固定さ
れている部位が加熱されにくいので、たとえ中空部に補強部材が設けられていなくとも短
時間による溶融及び焼失を防止することが可能である。このため、２本の縦枠は、いずれ
も短時間にて溶融及び焼失し難いので、係合部材が固定された状態が維持され、障子が有
する縦框との係合状態を維持することが可能である。このため、２本の縦枠にいずれも補
強部材を備える場合より軽量化を図りつつも火炎に晒されても貫通しにくい合成樹脂製の
枠体を備えた建具を提供することが可能である。
【０００７】
　かかる建具の取付構造であって、前記縦枠は、室内側に突出し、室内側の窓開口の縁を
なす内装材に固定され、前記外壁の表面より室内側にて前記係合部材が固定された前記縦
枠にて前記係合部材が固定されている位置は、前記窓開口の縁より外周側であることが望
ましい。　
　このような建具の取付構造によれば、外壁の表面より室内側にて係合部材が固定された
縦枠、すなわち、中空部に補強部材が設けられていない縦枠にて、係合部材が固定されて
いる位置は、内装材より外周側なので、内装材により係合部材が固定されている部位が加
熱されにくい。このため、たとえ中空部に補強部材が設けられていない縦枠が室内側から
火炎に晒されても短時間にて溶融及び焼失することを防止することが可能である。
【０００８】
　かかる建具の取付構造であって、前記中空部内に前記補強部材が設けられている前記２
本の横枠及び前記縦枠は、不燃性または難燃性の連結部材にて前記補強部材と前記躯体と
が連結されていることが望ましい。　
　このような建具の取付構造によれば、中空部内に補強部材が設けられている２本の横枠
及び縦枠は、各々補強部材と躯体とが不燃性または難燃性の連結部材にて連結されている
ので、火炎に晒されたとしても、補強部材が設けられている２本の横枠及び縦枠が躯体に
保持されるので、枠体が短時間にて外れることを防止することが可能である。
【０００９】
　かかる建具の取付構造であって、前記２本の縦框は、戸先部に前記係合部材が挿入され
る溝部を有し、前記縦枠と前記溝部にて囲まれた領域内には、加熱されて発泡する熱膨張
性黒鉛が設けられていることが望ましい。
　このような建具の取付構造によれば、建具が火炎等に晒されて加熱されると、縦枠と溝
部にて囲まれた領域内に設けられた熱膨張性黒鉛が発泡するので、たとえ、枠体及び框体
が溶融したとしても、内部に発泡した熱膨張性黒鉛が充満するので、室内外を貫通する隙
間が生じることを防止することが可能である。
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【００１０】
　また、上記建具の取付構造に用いることを特徴とする建具によれば、建具の軽量化を図
りつつも火炎に晒されても貫通しにくい合成樹脂製の枠体を備えた建具を実現することが
可能である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、軽量化を図りつつも火炎に晒されても貫通しにくい合成樹脂製の枠体
を備えた建具及び建具の取付構造を提供することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態に係る建具を室内側から見た外観図である。
【図２】本実施形態に係る建具を示す縦断面図である。
【図３】建具の上部側を示す縦断面図である。
【図４】建具の下部側を示す縦断面図である。
【図５】本実施形態に係る建具を示す横断面図である。
【図６】建具の左端側を示す横断面図である。
【図７】建具の右端側を示す横断面図である。
【図８】建具の召合せ部を示す横断面図である。
【図９】上枠の召合せ部の構成を示す斜視図である。
【図１０】中継部材及び吊り下げ部材が設けられた上枠を下方から見た図である。
【図１１】枠体の入り隅部の構成を示す斜視図である。
【図１２】枠体の入り隅部における吊り下げ金具と係合片との取り合いを示す縦断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の一実施形態に係る建具について図面を参照して説明する。
【００１４】
　本実施形態では、屋内外の境界に設けられ、図１～図８に示すような引き違い方式の建
具を例に挙げて説明する。
【００１５】
　本実施形態の建具１は、引き違い方式にて移動可能な２枚の障子３、４と、躯体２に取
り付けられて２枚の障子３、４にて閉塞可能な開口１０ａを形成する合成樹脂製の枠体１
０とを有している。
【００１６】
　以下の説明においては、躯体２の取り付けられた建具１を室内側から見たときに、上下
となる方向を上下方向、左右となる方向を左右方向または見付け方向、室内外方向である
奥行き方向を見込み方向として示す。また、建具１を構成する各部材については、枠体１
０の面内方向において開口１０ａの中央側を内周側、開口１０ａの外側を外周側として示
す。
【００１７】
　枠体１０は、同一の断面形状をなす合成樹脂製の４本の押出成形部材が上枠１１、下枠
１２、左枠１３及び右枠１４をなし、矩形状に枠組みされている。上枠１１、下枠１２、
左枠１３及び右枠１４は、図１に示すように、各々所定の長さにて端部が４５度に切断さ
れ、互いに突き合わされて溶着されている。
【００１８】
　上枠１１、下枠１２、左枠１３及び右枠１４は、同一の断面形状をなしているので、こ
こでは、上枠１１、下枠１２、左枠１３及び右枠１４の構造について、主に上枠１１を例
に挙げて説明する。また、以下の説明及び図面においては、下枠１２、左枠１３及び右枠
１４において上枠１１と同一の部位には、各々下枠１２及び各縦枠１３、１４を示す番号
の後に同一のアルファベット添えた符号を付して示すものとする。
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【００１９】
　上枠１１は、図２、図３に示すように、見付け方向に貫通し見込み方向に並べて設けら
れた３つの中空部を有する枠本体部１１ａと、枠本体部１１ａをなし開口１０ａの中央側
に臨む平面を有する本体内板部１１ｂと、本体内板部１１ｂの室内側の端から下方に垂設
された内壁部１１ｃと、本体内板部１１ｂの室外側の端から下方に垂設された外壁部１１
ｄと、内壁部１１ｃと外壁部１１ｄとの間を見込み方向において２つの領域に仕切る中央
壁部１１ｅと、枠本体部１１ａの上面１１ｆに設けられて躯体２に固定される躯体固定部
１１ｇと、内壁部１１ｃの室内に臨む面に設けられて内装材としての額縁５に固定される
内装材固定部１１ｈと、を有している。
【００２０】
　内壁部１１ｃと中央壁部１１ｅと本体内板部１１ｂとから形成され、上方に窪む室内側
溝部１１ｉに内障子３の上端部が収容されて、内障子３の見付け方向への移動が案内され
、外壁部１１ｄと中央壁部１１ｅと本体内板部１１ｂとから形成され、上方に窪む室外側
溝部１１ｊに外障子４の上端部が収容されて、外障子４の見付け方向への移動が案内され
る。
【００２１】
　枠本体部１１ａが有する３つの中空部は、見込み方向において中央に位置する中央中空
部１１ｋが、室内側及び室外側の端中空部１１ｎより大きく形成されている。中央中空部
１１ｋは、本体内板部１１ｂを挟んで下側に設けられた室内側溝部１１ｉと室外側溝部１
１ｊとの上方に渡って設けられている。
【００２２】
　躯体固定部１１ｇは、中央中空部１１ｋの上方に突出されたヒレ状をなす部位であり、
内装材固定部１１ｈは、枠本体部１１ａの本体内板部１１ｂより開口１０ａの中央側にて
内壁部１１ｃから室内側に突出されたヒレ状をなす部位である。本実施形態においては、
躯体固定部１１ｇは、中央中空部１１ｋの室内側に偏らせて設けられている。
【００２３】
　中央中空部１１ｋの本体内板部１１ｂと対向して上方に位置する本体外板部１１ｌには
、中央中空部１１ｋの内側に窪む凹部１１ｍが、中央中空部１１ｋの室内側に偏った位置
に設けられている。この凹部１１ｍには、中央中空部１１ｋ内に設けられる不燃性である
金属製の枠側補強部材２０と本体外板部１１ｌを介して接合されるとともに、躯体固定部
１１ｇとともに躯体２にビス止めされて躯体２と枠側補強部材２０とを連結する連結部材
としての連結金具２１の補強材接合部２１ａ及び枠側補強部材２０とを接合するビスの頭
部が収容される。
【００２４】
　枠側補強部材２０は、本体外板部１１ｌの、凹部１１ｍを形成している部位の下面と対
向する上対向部２０ａと、本体内板部１１ｂの見込み方向におけるほぼ全域と対向する下
対向部２０ｂとの室内側の端部同士が上下に接合された断面形状をなしている。ここで、
連結金具２１の見付け方向の幅は、ビス止め可能な程度の幅、すなわち、上枠１１の見付
け方向の幅より十分狭く形成されており、枠側補強部材２０は、上枠１１の見付け方向の
ほぼ全域に渡って設けられている。
【００２５】
　上枠１１及び下枠１２の中央壁部１１ｅ、１２ｅは、障子３、４にて開口１０ａが閉塞
されたときに、障子３、４の召合せ框３４、４４が見込み方向に対向している召合せ部１
０ｂに位置する部位が切除されている。この切除された部位には、分断された中央壁部１
１ｅ、１２ｅが繋がるように不燃性であるアルミダイカスト製の中継部材２２が取り付け
られる。ここで、中央壁部１１ｅ、１２ｅが切除された位置に対し、見付け方向において
、いずれか一方の中央壁部１１ｅ、１２ｅが第１案内部に相当し、他方の中央壁部１１ｅ
、１２ｅが第２案内部に相当する。
【００２６】
　中継部材２２は、召合せ部１０ｂの本体内板部１１ｂ、１２ｂを介して枠側補強部材２
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０にビス止めされる。このとき、上枠１１に取り付けられる中継部材２２は、障子３、４
が火炎等により加熱されて溶融した場合であっても、障子３、４を吊り下げて保持するこ
とができるように設けられる不燃性の吊り下げ部材としての吊り下げ金具２３とともにビ
ス止めされる。また、中継部材２２と吊り下げ金具２３とが本体内板部１１ｂを介してビ
ス止めされた枠側補強部材２０と本体内板部１１ｂとの間には、熱発泡性耐火材としての
熱膨張性黒鉛３８が設けられている。
【００２７】
　中継部材２２は、図９に示すように、上枠１１及び下枠１２に固定される枠固定部２２
ａと、枠固定部２２ａの見込み方向の中央から突出される中継本体部２２ｂとを有してお
り、中継本体部２２ｂの先端に合成樹脂製の風止め部材２４が嵌合される風止め部材嵌合
部２２ｃが設けられている。また、中継部材２２の中継本体部２２ｂには、上枠１１側に
取り付けられた状態にて、室内及び室外に臨む面に熱膨張性黒鉛３８が設けられている。
【００２８】
　中継部材２２は、上枠１１及び下枠１２に固定されると、召合せ部１０ｂにて分断され
た中央壁部１１ｅ、１２ｅの一方側と他方側とが中継本体部２２ｂにて繋がり、風止め部
材２４が中央壁部１１ｅ、１２ｅより開口１０ａの中央側に突出するように構成されてい
る。
【００２９】
　上枠１１に固定される中継部材２２の枠固定部２２ａは、中継本体部２２ｂが設けられ
ている中央部２２ｄが、当該中央部２２ｄより、室内側及び室外側に位置し固定用ビスの
貫通穴２２ｅが設けられた脇部２２ｆより厚く形成されている。このため、中央部２２ｄ
が上枠１１に当接されると、脇部２２ｆと上枠１１との間に空隙が生じるように形成され
ている。この空隙に吊り下げ金具２３の固定部２３ａが介在されてビス止めされるように
構成されている。
【００３０】
　吊り下げ金具２３は、中継部材２２が有する枠固定部２２ａの脇部２２ｆと上枠１１と
の間の空隙に介在される固定部２３ａと、固定部２３ａから垂設され中央壁部１１ｅと見
込み方向に間隔を隔てて対向する対向壁部２３ｂと、対向壁部２３ｂの下端に設けられ、
障子３、４に設けられた不燃性のフック部材としてのフック金具３６と係合される鉤状部
２３ｃとを有している。
【００３１】
　吊り下げ金具２３の対向壁部２３ｂは、上枠１１に取り付けられたときに室内側溝部１
１ｉ及び室外側溝部１１ｊの見込み方向の中央より僅かに内壁部１１ｃ及び外壁部１１ｄ
側に偏って配置されるように形成され、鉤状部２３ｃが室内側溝部１１ｉ及び室外側溝部
１１ｊの見込み方向のほぼ中央に位置するように形成されている。吊り下げ金具２３は、
鉤状部２３ｃが、中央壁部１１ｅとほぼ同じ位置まで下方に突出されており、鉤状部２３
ｃと中央壁部１１ｅとが見込み方向において互いに間隔を隔てるように取り付けられる。
また、各吊り下げ金具２３の対向壁部２３ｂの中央壁部１１ｅに臨む面にはそれぞれ熱膨
張性黒鉛３８が設けられている。このため、召合せ部１０ｂにおいては、室内側溝部１１
ｉと室外側溝部１１ｊとは、中継部材２２に設けられた熱膨張性黒鉛３８と吊り下げ金具
２３に設けられた熱膨張性黒鉛３８とが対向している。
【００３２】
　吊り下げ金具２３の見付け方向の幅は、図１０に示すように、中継部材２２の見付け方
向の幅より広く形成されており、中継部材２２の固定部２３ａと重なる部位から繋がって
、吊り下げられる障子３、４の戸先側に延出されている。
【００３３】
　上枠１１の室内側溝部１１ｉ及び室外側溝部１１ｊには、障子３、４にて開口１０ａを
閉塞した状態の内障子３と外障子４の戸先框３３、４３の上方にも、左枠１３及び右枠１
４の本体内板部１１ｂに当接させて、他の吊り下げ部材としての吊り下げ金具２３が各々
設けられている。戸先側に設けられた吊り下げ金具２３は、召合せ部１０ｂに設けられた
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吊り下げ金具２３と見込み方向における位置を合わせて配置されている。
【００３４】
　下枠１２の室内側溝部１１ｉ及び室外側溝部１１ｊには、図４に示すように、内障子３
及び外障子４に設けられた戸車６０が載置されて内障子３及び外障子４を案内するレール
１５ａを備えたレール部材１５が下枠１２の全長に渡って設けられている。レール部材１
５は、アルミニウム製の押出成形部材である。
【００３５】
　左枠１３の中央中空部１３ｋには、図６に示すように、上枠１１と同様に枠側補強部材
２０が設けられており、左枠１３は、連結金具２１により、中央中空部１３ｋ内に設けら
れた枠側補強部材２０と本体外板部１３ｌを介して接合され、躯体固定部１３ｇとともに
躯体２にビス止めされて躯体２と枠側補強部材２０とが連結されている。
【００３６】
　左枠１３が有する室外側溝部１３ｊには、外障子４と係合する不燃性である金属製の係
合部材２５が設けられており、本体内板部１３ｂを介して中央中空部１３ｋ内の枠側補強
部材２０にビス止めされている。
【００３７】
　右枠１４が有する室内側溝部１４ｉには、図７に示すように、内障子３と係合する金属
製の係合部材２５が設けられており、本体内板部１４ｂを介して室内側の端中空部１４ｎ
内に設けられた固定プレート２６にビス止めされている。右枠１４の中央中空部１４ｋに
は枠側補強部材２０は設けられていない。
【００３８】
　固定プレート２６は、端中空部１４ｎ内に収容可能な金属製の平板であり、係合部材２
５を固定するビスが螺合可能な幅を有している。左枠１３に設けられた係合部材２５は、
係合片２５ａの先端は、外壁部１３ｄ及び中央壁部１３ｅの先端とほぼ同じ位置まで突出
しており、右枠１４に設けられた係合部材２５は、係合片２５ａの先端は、内壁部１４ｃ
及び中央壁部１４ｅの先端とほぼ同じ位置まで突出している。
【００３９】
　係合部材２５は、断面形状がＬ字状をなすアルミニウム製の部材であり、左枠１３に固
定される係合部材２５と右枠１４に固定される係合部材２５とは同一の部材である。係合
部材２５は、内障子３または外障子４と係合する係合片２５ａと、係合片２５ａと直交し
左枠１３及び右枠１４に当接される固定片２５ｂとがＬ字状をなすように形成されている
。
【００４０】
　係合部材２５は、本体内板部１３ｂ、１４ｂを介して固定片２５ｂが枠側補強部材２０
または固定プレート２６にビス止めされると、係合片２５ａが室外側溝部１３ｊまたは室
内側溝部１４ｉにて見込み方向におけるほぼ中央にて開口１０ａの中央側に向かって突出
するように配置される。固定された係合部材２５における係合片２５ａの室内側の面及び
室外側の面には、それぞれ熱膨張性黒鉛３８が、長手方向における全域に渡って設けられ
ている。
【００４１】
　また、係合部材２５が左枠１３及び右枠１４に固定された状態にて、図１１、図１２に
示すように、各係合部材２５の上縁が、上枠１１において見付け方向における端部に設け
られた吊り下げ金具２３の下縁に当接されるように構成されている。このため、吊り下げ
金具２３及び係合部材２５を取り付けることにより、上枠１１と左枠１３及び右枠１４の
上端側の接合部となる入り隅部に吊り下げ金具２３及び係合部材２５とでなる金属製の壁
が形成される。
【００４２】
　躯体２にそれぞれビス止めされた躯体固定部１１ｇ、１２ｇ、１３ｇ、１４ｇには、図
２～図７に示すように、躯体２と躯体固定部１１ｇ、１２ｇ、１３ｇ、１４ｇとに跨り、
かつ、長手方向における全域に渡って両面防水テープ５３を貼り付け、さらに透湿防水シ
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ート５５、胴縁５４、外壁材としてのサイディング材５６、見切り縁５７等を設けるとと
もにバックアップ材５８及びシーリング５９を施して外壁９が形成される。また、室内側
には躯体２に固定された内装材としての額縁５に内装材固定部１１ｈ、１２ｈ、１３ｈ、
１４ｈが固定される。
【００４３】
　右枠１４の躯体固定部１４ｇは、外壁の表面をなすサイディング材５６の表面５６ａよ
り室内側にてサイディング材５６が固定される躯体２に固定されており、内障子３と係合
する係合部材２５は、中央中空部１４ｋより室内側に位置する端中空部１４ｎ内に設けら
れた固定プレート２６にビス止めされている。すなわち、右枠１４には、係合部材２５が
サイディング材５６の表面５６ａより室内側にて固定されている。
【００４４】
　また、右枠１４の係合部材２５の固定部は、額縁５における開口１０ａの中央側の内周
面５ａ、すなわち室内側の窓開口１０ｃの縁より外周側に位置している。
【００４５】
　内障子３及び外障子４は、矩形状に框組みされた框体３５、４５と、框体３５、４５に
て囲まれた領域に設けられる複層ガラス７と、複層ガラス７を室外側から押さえる押縁８
、とを有している。また、内障子３の召合せ框３４には、上下方向にける中央付近に障子
３、４を施錠するためのクレセント錠５０が設けられており、外障子４の召合せ框３４に
は、クレセント錠５０と係合する受け部材５１が設けられている。
【００４６】
　框体３５、４５は、同一の断面形状をなす合成樹脂製の３本の押出成形部材が上框３１
、４１、下框３２、４２、及び、戸先框３３、４３と、断面形状が異なる合成樹脂製の召
合せ框３４、４４とを有している。上框３１、４１、下框３２、４２、戸先框３３、４３
、及び、召合せ框３４、４４は、各々長手方向に貫通する框体中空部３５ａ、４５ａを有
する框本体３５ｂ、４５ｂを有しており、框本体３５ｂ、４５ｂの室内側の端部から長手
方向における全域に渡って内周側に突出させた内側突出部３５ｃ、４５ｃが設けられ、框
本体３５ｂ、４５ｂの室外側の端部には框体中空部３５ａ、４５ａ内に窪み押縁８が嵌合
される嵌合凹部３５ｄ、４５ｄが設けられている。
【００４７】
　そして、上框３１、４１、下框３２、４２、戸先框３３、４３、及び、召合せ框３４、
４４は、各々所定の長さにて端部が４５度に切断され、共通に設けられている框本体３５
ｂ、４５ｂと、内側突出部３５ｃ、４５ｃとが、互いに突き合わされて溶着されている。
上框３１、４１、下框３２、４２、戸先框３３、４３、及び、召合せ框３４、４４は、溶
着される際に、各框体中空部３５ａ、４５ａ内には、不燃性である金属製の框側補強部材
２７が収容される。各框体中空部３５ａ、４５ａ内に収容された框側補強部材２７には、
框側補強部材２７の見付け方向に沿う部位の室内側及び室外側面に、框側補強部材２７の
全長に渡って熱膨張性黒鉛３８が設けられている。
【００４８】
　各框体中空部３５ａ、４５ａ内に収容された框側補強部材２７は、框体３５、４５の内
周側、すなわち、上框３１、４１、下框３２、４２、戸先框３３、４３、及び、召合せ框
３４、４４の框本体３５ｂ、４５ｂより内周側にて複層ガラス７を保持する保持金具２８
とビス止めされている。保持金具２８に保持された複層ガラス７の全周と上框３１、４１
、下框３２、４２、戸先框３３、４３、及び、召合せ框３４、４４との間に設けられてい
る熱膨張性黒鉛３８は保持金具２８と複層ガラス７との間にも設けられている。
【００４９】
　上框３１、４１、下框３２、４２、及び、戸先框３３、４３の外周側には、框本体３５
ｂ、４５ｂの室内側及び室外側から外側に突出する内側外周突部３５ｅ、４５ｅ及び外側
外周突部３５ｆ、４５ｆが見込み方向において互いに間隔を隔てて設けられている。すな
わち、上框３１、４１、下框３２、４２、及び、戸先框３３、４３の外周側には、框本体
３５ｂ、４５ｂ、内側外周突部３５ｅ、４５ｅ及び外側外周突部３５ｆ、４５ｆにて、框
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体３５、４５の内周側に窪む溝部としての框側溝部３５ｇ、４５ｇが設けられている。
【００５０】
　上框３１、４１、下框３２、４２、及び、戸先框３３、４３が有する各框側溝部３５ｇ
、４５ｇの内周面には、遮炎金具２９が長手方向における全域に設けられ、各框体中空部
３５ａ、４５ａ内に収容された框側補強部材２７とビス止めされている。また、上框３１
、４１の框側溝部３５ｇ、４５ｇ内には、上框３１、４１の見付け方向における両端部に
位置させて、上枠１１に設けられた吊り下げ金具２３と対向する位置に、吊り下げ金具２
３の鉤状部２３ｃと係合可能なフック部３６ａを有するフック金具３６が、遮炎金具２９
とともに框側補強部材２７とビス止めされている。すなわち、内障子３及び外障子４の上
端側において、召合せ側と戸先側とにそれぞれフック金具３６が設けられており、戸先側
に設けられたフック金具３６が他のフック部材に相当する。
【００５１】
　吊り下げ金具２３とフック金具３６とは、通常は互いに接触および係合することなく間
隔を隔てて移動している。そして、内障子３及び外障子４にて開口１０ａを閉塞した状態
にて、火炎等により枠体１０及び框体３５に軟化及び溶融等が生じて内障子３及び外障子
４が降下したときに、吊り下げ金具２３とフック金具３６とが係合して、内障子３及び外
障子４が保持されるように構成されている。
【００５２】
　框側溝部３５ｇ、４５ｇ内に設けられた遮炎金具２９には、框本体３５ｂ、４５ｂにビ
ス止めされた面に、熱膨張性黒鉛３８が上框３１、４１、下框３２、４２、及び、戸先框
３３、４３の全域に渡って設けられている。また、内障子３及び外障子４の戸先框３３、
４３の遮炎金具２９の内側には引寄部材３７が設けられており、内障子３及び外障子４に
て開口１０ａを閉塞したときに、左枠１３及び右枠１４に取り付けられた係合部材２５の
係合片２５ａが戸先框３３、４３の框側溝部３５ｇ、４５ｇに挿入され、框側溝部３５ｇ
、４５ｇ内にて係合片２５ａと引寄部材３７とが係合する。
【００５３】
　本実施形態の建具１及び建具１の取付構造によれば、２枚の障子３、４にて開口１０ａ
を閉塞した状態にて、２枚の障子３、４にて見付け方向における両端に位置する戸先框３
３、４３と係合する不燃性または難燃性の係合部材２５が固定されており、２本の横枠１
１、１２及びサイディング材５６の表面５６ａより室外側にて係合部材２５が固定された
左枠１３には、中央中空部１３ｋに不燃性または難燃性の枠側補強部材２０が設けられて
いるので、開口１０ａが２枚の障子３、４にて閉塞された状態にて、室外側からの火炎に
晒されたとえしても、枠側補強部材２０が設けられた上枠１１、下枠１２、及び左枠１３
の短時間による溶融及び焼失を防止することが可能である。また、サイディング材５６の
表面５６ａより室内側にて係合部材２５が固定された右枠１４は、サイディング材５６に
より係合部材２５が固定されている部位が加熱されにくいので、たとえ中央中空部１４ｋ
に枠側補強部材２０が設けられていなくとも短時間による溶融及び焼失を防止することが
可能である。このため、左枠１３及び右枠１４は、いずれも短時間にて溶融及び焼失し難
いので、係合部材２５が固定された状態が維持され、障子３、４が有する戸先框３３、４
３との係合状態を維持することが可能である。このため、戸先框３３、４３にいずれも枠
側補強部材２０を備える場合より軽量化を図りつつも火炎に晒されても貫通しにくい合成
樹脂製の枠体１０を備えた建具１を提供することが可能である。
【００５４】
　また、サイディング材５６の表面５６ａより室内側にて係合部材２５が固定された右枠
１４、すなわち、中央中空部１４ｋに枠側補強部材２０が設けられていない右枠１４にて
、係合部材２５が固定されている位置は、額縁５の内周面５ａより外周側なので、額縁５
により係合部材２５が固定されている部位が加熱されにくい。このため、たとえ中央中空
部１４ｋに枠側補強部材２０が設けられていない右枠１４が室内側から火炎に晒されても
短時間にて溶融及び焼失することを防止することが可能である。
【００５５】
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　また、中央中空部１１ｋ、１２ｋ、１３ｋ内に枠側補強部材２０が設けられている上枠
１１、下枠１２、左枠１３は、各々枠側補強部材２０と躯体２とが不燃材である鉄製の連
結金具２１にて連結されているので、火炎に晒されたとしても、枠側補強部材２０が設け
られている上枠１１、下枠１２、左枠１３が躯体２に保持されるので、枠体１０が短時間
にて外れることを防止することが可能である。
【００５６】
　また、内障子３及び外障子４の戸先框３３、４３は、係合部材２５が挿入される框側溝
部３５ｇ、４５ｇを有し、左枠１３の室外側溝部１３ｊと外障子４の戸先框４３が有する
框側溝部４５ｇにて囲まれた領域内、及び、右枠１４の室内側溝部１１ｉと内障子３の戸
先框３３が有する框側溝部３５ｇにて囲まれた領域内には、加熱されて発泡する熱膨張性
黒鉛３８が設けられている。このため、建具１が火炎等に晒されて加熱されると、左枠１
３の室外側溝部１３ｊと外障子４の框側溝部４５ｇにて囲まれた領域内、及び、右枠１４
の室内側溝部１１ｉと内障子３の框側溝部３５ｇにて囲まれた領域内にて熱膨張性黒鉛３
８が発泡するので、たとえ、枠体１０及び框体４５が溶融したとしても、内部に発泡した
熱膨張性黒鉛３８が充満するので、室内外を貫通する隙間が生じることを防止することが
可能である。
【００５７】
　上記実施形態においては、吊り下げ金具２３及び吊り下げ金具２３と係合するフック金
具３６を内障子３及び外障子４の見付け方向の両端となる召合せ部１０ｂと戸先部分とに
設ける例について説明したが、これに限らず、召合せ部１０ｂと、召合せ部１０ｂより戸
先側の位置とに設けられていればよい。
【００５８】
　上記実施形態においては、枠側補強部材２０及び框側補強部材２７を不燃性である金属
製としたが、鉄・ステンレス等の不燃性である金属等は、もちろんのこと、火災によりま
ず表面が炭化し、炭化した表面の断熱効果により内部に燃え進むことを遅らせる、例えば
、ＭＤＦ・木材等のような難燃性の材料にて補強部材を構成しても構わない。
【００５９】
　また、中継部材２２、吊り下げ金具２３、フック金具３６、係合部材２５を不燃性であ
る金属製としたが、鉄・ステンレス等の不燃性である金属はもちろんのこと、燃焼に時間
がかかる難燃性の部材にて構成しても構わない。
【００６０】
　上記実施形態においては、面材を２枚の板ガラスを互いに間隔を隔てて対面させて一体
に形成した複層ガラス７とした例について説明したが、面材は、１枚のガラス板であって
も構わず、また、３枚以上の板ガラスを互いに間隔を隔てて対面させて一体に形成した複
層ガラスであっても構わない。また、面材は、ガラスに限らず板状をなす内装材または外
装材等であっても構わない。更に、枠体は面材を備えない、たとえばパネル材を構成する
枠体であっても構わない。
【００６１】
　なお、上記実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定し
て解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良さ
れ得ると共に、本発明にはその等価物が含まれることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００６２】
１　建具、２　躯体、３内障子、４　外障子、５　額縁、５ａ　内周面、１０　枠体、
１０ａ　開口、１０ｃ　窓開口、１１　上枠、１１ｋ　中央中空部、１２　下枠、
１２ｋ　中央中空部、１３　左枠、１３ｋ　中央中空部、１４右枠、
１４ｋ　中央中空部、２０　枠側補強部材、２１　連結金具、２５　係合部材、
３１　上框、３２　下框、３３　戸先框、３４　召合せ框、３５　框体、
３５ｇ　框側溝部、４１　上框、４２　下框、４３　戸先框、４４　召合せ框、
４５　框体、４５ｇ　框側溝部、３８　熱膨張性黒鉛、５６　サイディング材、



(11) JP 6017300 B2 2016.10.26

５６ａ　サイディング材の表面

【図１】 【図２】



(12) JP 6017300 B2 2016.10.26

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(13) JP 6017300 B2 2016.10.26

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(14) JP 6017300 B2 2016.10.26

【図１１】 【図１２】



(15) JP 6017300 B2 2016.10.26

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－１６８０５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３０３０８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３０７５７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－２２５１４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３５１００９（ＪＰ，Ａ）　　　
              実公平１－３０５４８（ＪＰ，Ｙ２）　　
              特許第４６０５７６９（ＪＰ，Ｂ２）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０６Ｂ　　　１／００－１／７０
              Ｅ０６Ｂ　　　３／０４－３／４６
              Ｅ０６Ｂ　　　５／００－５／２０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

