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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
上下回動自在な複数の回動羽根を、その長手方向両端縁に取付けた回動アームを介して離
間対向する左右の外縦枠材間に上下並列状に枢支してなる外側四周枠と、左右の内縦枠材
間に複数の横枠材を上下に離間して平行状に設け、かつ各枠材の前面に気密材を沿設した
内側四周枠とからなり、上記外側四周枠の各回動羽根を全閉した際に生ずる上下回動羽根
間の隙間を、当該外側四周枠に内嵌した内側四周枠の各気密材でそれぞれ封鎖するように
構成すると共に、上記外側四周枠を構成する左右外縦枠材は中空柱状に形成され、各外縦
枠材間の対向壁は前後方向に切離されて前部対向壁と後部対向壁をなし、当該前部対向壁
の外面に、一端に回動羽根を取着した各回動アームの枢支軸をそれぞれ固定すると共に、
上記各回動アームの他端を後部対向壁の裏面側に臨ませて共通の連結杆にそれぞれ枢結し
、各回動羽根を全閉位置から全開位置に至る間で回動させた際に、これに連繋して揺動す
る上記連結杆を、前部対向壁と後部対向壁の各裏面で当接支持するように構成したことを
特徴とする窓用可動ルーバーのフレーム構造。
【請求項２】
上記各回動羽根の下端縁には、当該回動羽根の補強部材に兼用される水切り板が隣接する
下段の回動羽根の上端縁を包覆して沿設されていることを特徴とする請求項１に記載の窓
用可動ルーバーのフレーム構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、建物の外面に開口されて内外空気の流通調整および換気を行う窓用可動ルーバ
ーに係り、特に閉鎖時における密閉性、水密性を十分確保することができ、かつ複数の回
動羽根に作用する外力に対して剛性の高い構造で対抗し得て窓用可動ルーバーの円滑な開
閉作動を確保することができる窓用可動ルーバーのフレーム構造に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、建物の外面に設けた窓開口部に組み込まれて主に採光と換気を行う窓用可動ルーバ
ーは、複数の回動羽根を縦枠材間の上下方向に並列状に枢支して開閉自在とし、これらの
各回動羽根を共通の連結杆で平行作動させることにより、一律に開度を可変させて流通す
る空気量を調整するように構成されており、近年では、回動羽根、連結杆等の開閉機構を
、縦枠材を含む一体枠材にユニット化して窓用可動ルーバーの窓開口部への組み込みを容
易にする構成のものが提案されている。
【０００３】
しかしながら上記提案のものでは、各回動羽根の全閉時に上下に隣接する回動羽根間に必
然的に隙間が形成され、この隙間に対する水密性、密閉性が不十分であるばかりでなく、
共通の連結杆を介した一律の開度可変を行う構造上の理由から、各回動羽根に水平方向か
らの外力が作用する際の剛性が弱く、可動ルーバーとしての円滑な開閉を行えなくなる危
惧を有し、また採光性に優れたガラス板で回動羽根を構成した場合には、水平方向からの
外力で回動羽根の破損、脱落を誘発し易く、窓用可動ルーバーとして建物外面の高所に採
用することは安全性の面から差し控えられる現状があり、加えて外力に弱いことから従来
の窓用可動ルーバーでは防犯上の問題をも残すものであった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記の如き実状に鑑み窓用可動ルーバーの性能向上を追求する研究、開発の過
程で創案されたものであって、その目的とするところは、全閉状態での水密性、密閉性を
向上させつつ、各回動羽根と連結杆との剛性を向上させることができると共に、上記回動
羽根自体の剛性をも十分に確保することができ、もって円滑かつ確実な窓用可動ルーバー
の開閉作動を長期に亘って保持することができる窓用可動ルーバーのフレーム構造を提供
しようとするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
課題を解決するため、本発明が採用した第１の技術的手段は、上下回動自在な複数の回動
羽根を、その長手方向両端縁に取付けた回動アームを介して離間対向する左右の外縦枠材
間に上下並列状に枢支してなる外側四周枠と、左右の内縦枠材間に複数の横枠材を上下に
離間して平行状に設け、かつ各枠材の前面に気密材を沿設した内側四周枠とからなり、上
記外側四周枠の各回動羽根を全閉した際に生ずる上下回動羽根間の隙間を、当該外側四周
枠に内嵌した内側四周枠の各気密材でそれぞれ封鎖するように構成すると共に、上記外側
四周枠を構成する左右外縦枠材は中空柱状に形成され、各外縦枠材間の対向壁は前後方向
に切離されて前部対向壁と後部対向壁をなし、当該前部対向壁の外面に、一端に回動羽根
を取着した各回動アームの枢支軸をそれぞれ固定すると共に、上記各回動アームの他端を
後部対向壁の裏面側に臨ませて共通の連結杆にそれぞれ枢結し、各回動羽根を全閉位置か
ら全開位置に至る間で回動させた際に、これに連繋して揺動する上記連結杆を、前部対向
壁と後部対向壁の各裏面で当接支持するように構成したことを特徴とする。
【０００７】
第２の技術的手段として、上記各回動羽根の下端縁には、当該回動羽根の補強部材に兼用
される水切り板が隣接する下段の回動羽根の上端縁を包覆して沿設されていることを特徴
とするものである。
【０００８】
【発明の実施の形態】
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本発明の構成を、図面に示した一実施例について詳細に説明する。
図において、１は図示しない建物の窓開口部に組み込まれる窓用可動ルーバーであり、該
可動ルーバー１は、上下回動自在なガラス板からなる複数の回動羽根２、２……を、その
長手方向両端縁に取付けた回動アーム３、３を介して離間対向する左右の外縦枠材４、４
間に上下並列状に枢支し、かつ上下枠材５ａ、５ｂで四枠材状をなす外側四周枠６と、左
右の内縦枠材７、７間に複数の横枠材８、８……を上下に離間して平行状に設け、かつ各
枠材７、８の前面に気密材Ａを沿設してなる内側四周枠９とからなり、外側四周枠６に内
側四周枠９を内嵌して二重枠材構造となっており、上記各回動羽根２、２……を全閉した
際には、上下に隣接する回動羽根２、２……間に生じた隙間Ｂを、内嵌した内側四周枠９
の各気密材Ａ、Ａ……でそれぞれ封鎖するように構成されている。
【０００９】
上記外側四周枠６を構成する左右の外縦枠材４、４は中空柱状に形成されており、各外縦
枠材４、４間の対向壁は前後方向に前部対向壁１０ａと後部対向壁１０ｂにそれぞれ切離
され、上記前部対向壁１０ａの外面には、各回動アーム３、３……の枢支軸１１、１１…
…が固定されている。
【００１０】
また上記回動アーム３、３……は、その各一端側に回動羽根２の左右端縁を保持するホル
ダー部３ａを一体形成し、該ホルダー部３ａに保持した回動羽根２の裏面を板バネ片３ｂ
を介して押圧固持すると共に、上記各回動アーム３、３……の他端３ｃ、３ｃ……は、前
記した後部対向壁１０ｂの裏面１０´ｂ側に臨んで共通の連結杆１２にそれぞれ枢結され
ている。なお１２ａは図示しないリンク機構を介して連結杆１２を揺動駆動し、回動羽根
２、２……を一律に開閉する操作レバーである。
【００１１】
ここで上記回動アーム３、３……と外側四周枠６の左右外縦枠材４、４との構成を詳述す
ると、前後方向に切離された前部対向壁１０ａおよび後部対向壁１０ｂの外面には、それ
ぞれ凹部１３と段差部１４が形成されており、凹部１３には回動アーム３の枢支軸１１を
嵌装した気密材１５が装着されて、該枢支軸１１を中心として回動アーム３が回動する際
の水密性を確保すると共に、後部対向壁１０ｂの段差部１４は、当該後部対向壁１０ｂの
内方に折曲されて形成されており、これに呼応して回動アーム３の他端３ｃ先端側も内方
に折曲されて裏面１０´ｂに当接しながら回動する構成となっている。そして各回動羽根
２、２……を全閉位置から全開位置に至る開放操作あるいはその逆の閉鎖操作で回動させ
た際に、これに連繋して揺動する回動アーム３の他端３ｃを枢結した連結杆１２が、前部
対向壁１０ａと後部対向壁１０ｂの各裏面１０´ａ、１０´ｂ間で当接支持し、全閉位置
から全開位置に至る間での各回動羽根２、２……左右方向のブレを防止するようになって
いる。
【００１２】
これに対して上記外側四周枠６に内嵌される内側四周枠９は、内縦枠材７、７の対向面の
前部に気密材Ａを上下方向に嵌着した凹条１６、１６が一体形成されており、当該凹条１
６、１６の裏面側には、回動羽根２が全閉位置を保持する状態で前記回動アーム３を形成
するホルダー部３ａの裏面に密着する密閉シート材１７、１７が上下方向に延出されてお
り、複数の横枠材８、８……の前面に設けた気密材Ａと相俟って全閉時における回動羽根
２、２……の水密性、気密性を確保すると共に、内縦枠材７、７の対向面の後部および上
下枠材７ａ、７ｂには、予め締付ネジ１８を螺入した固定ピース１９が装着されており、
外側四周枠６に内側四周枠９を内嵌した際に、上記締付ネジ１８により固定ピース１９を
外縦枠材４、４および上下枠材５ａ、５ｂに固定して、二重枠材構造の可動ルーバー１と
して組み立てられる構成となっている。
【００１３】
一方、前記各回動羽根２、２……の下端縁には、平面部２０ａから屋外側に向けて垂下し
た外側面部２０ｂの余長部を内向きに折曲して形成される水切り板２０が各回動アーム３
のホルダー部３ａ、３ａ間に亘り下段の回動羽根２の上端縁を包覆して沿設されており、
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左右方向に延びる回動羽根２の補強部材として水切り板２０を兼用するように構成されて
いる。
【００１４】
なお上記水切り板２０のホルダー部３ａへの組み込みは、図１０に示すように、両端のホ
ルダー部３ａ、３ａの下面に一体に曲成した底板部２１、２１を、水切り板２０の平面部
２０ａに穿設した係止孔２２にそれぞれ係止させた後、該水切り板２０の両端部および底
板部２１、２１に化粧ピース２３を左右方向から嵌着し、その係止突起２３ａを底板部２
１、２１の孔２１ａ、２１ａに嵌め込むことにより水切り板２０の端縁が化粧ピース２３
のスリット２３ｂに進入し、かつ外側面部２０ｂの余長部を折曲して形成される空間部２
０ｃに、化粧ピース２３側の係止片部２３ｃを嵌装してホルダー部３ａに水切り板２０が
固定される。その後各回動羽根２をホルダー部３ａ、３ａ間に装着すれば良い。
【００１５】
本発明は叙上の如く構成されているから、窓用可動ルーバー１を図示しない建物外面の窓
開口部に組み込む際には、まず外側四周枠６を窓開口部に嵌着固定して所要の防水処理を
施し、次いで外側四周枠６の各回動羽根２、２……を全閉状態に保持してから内側四周枠
９を外側四周枠６に内嵌する。この時、内側四周枠９の横枠材８、８……に設けた気密材
Ａが上下に隣接する回動羽根２、２間の隙間Ｂに適度の押圧力をもって密着するように内
側四周枠９の内嵌位置を調整し、その後に内側四周枠９側に設けた各固定ピース１９、１
９……を各締付ネジ１８を介して外側四周枠６の外縦枠材４、４および上下枠材５ａ、５
ｂに固定することにより、全閉時における水密性の高い二重枠材構造の窓用可動ルーバー
１を容易に組み込むことができる。
【００１６】
上述のように組み込みが完了した窓用可動ルーバー１を操作レバー１２ａで全開あるいは
全閉方向に操作すると、図４の右半部に示す全閉位置から同図の左半部に示す全開位置に
至る間で各回動羽根２、２……が一律に開度可変されるが、当該回動羽根２、２……の開
閉作動に連繋して揺動する連結杆１２は、その揺動範囲内で外縦枠材４、４の対向壁に形
成された前部対向壁１０ａおよび後部対向壁１０ｂの各裏面１０´ａ、１０´ｂ間で当接
支持されるので、全閉位置から全開位置に至る間での各回動羽根２、２……左右方向のブ
レを防止することができ、任意の開度位置に留まる各回動羽根２、２……に対して変形や
歪みのない高い剛性のフレーム構造とすることができる。
【００１７】
また各回動羽根２、２……の下端縁には水切り板２０がそれぞれ沿設されているので、全
閉時において前述の気密材Ａが回動羽根２、２間の隙間Ｂを封鎖することと相俟って屋外
からの雨水の浸入を完全に防止することができ、窓用可動ルーバーとしての基本的機能を
確保しつつ、剛性と水密性の向上を長期に亘って図ることができる。
【００１８】
【発明の効果】
これを要するに本発明は、上下回動自在な複数の回動羽根を、その長手方向両端縁に取付
けた回動アームを介して離間対向する左右の外縦枠材間に上下並列状に枢支してなる外側
四周枠と、左右の内縦枠材間に複数の横枠材を上下に離間して平行状に設け、かつ各枠材
の前面に気密材を沿設した内側四周枠とからなり、上記外側四周枠の各回動羽根を全閉し
た際に生ずる上下回動羽根間の隙間を、当該外側四周枠に内嵌した内側四周枠の各気密材
でそれぞれ封鎖するように構成したから、
▲１▼全閉時における水密性、密閉性を格段に向上させつつ、二重枠材構造の剛性の高い
窓用可動ルーバーを容易な組み立てで構成することができ、長期に亘って堅牢で円滑な窓
用可動ルーバーの開閉機能を保持することができると共に、回動羽根の開放時においては
、内側四周枠に設けた横枠材により、高い剛性と相俟って外部からの侵入を未然に防止す
ることができ、窓用可動ルーバーとしての防犯性をも向上させることができる。
また上記外側四周枠を構成する左右外縦枠材は中空柱状に形成され、各外縦枠材間の対向
壁は前後方向に切離されて前部対向壁と後部対向壁をなし、当該前部対向壁の外面に、一
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端に回動羽根を取着した各回動アームの枢支軸をそれぞれ固定すると共に、上記各回動ア
ームの他端を後部対向壁の裏面側に臨ませて共通の連結杆にそれぞれ枢結し、各回動羽根
を全閉位置から全開位置に至る間で回動させた際に、これに連繋して揺動する上記連結杆
を、前部対向壁と後部対向壁の各裏面で当接支持するように構成したから、
▲２▼全閉位置から全開位置に至る間での剛性の高い連結杆と回動アームの連結構造によ
り、任意の開度位置に留まる各回動羽根に対して水平方向からの外力が作用する際の変形
や歪みを受けることがないので防犯上の機能を確保することができると共に、破損し易い
ガラス板を回動羽根として採用する構成とした場合でも、水平方向からの外力による回動
羽根の破損、脱落を誘発することなく建物外面の高所に安全性の高い窓用可動ルーバーと
して採用することが可能となる。
更に上記各回動羽根の下端縁には、当該回動羽根の補強部材に兼用される水切り板が隣接
する下段の回動羽根の上端縁を包覆して沿設されているから、
▲３▼全閉時において気密材が各回動羽根間の隙間を封鎖することと相俟って、屋外から
の雨水の浸入を完全に防止することができ、窓用可動ルーバーとしての基本的機能を確保
しつつ、剛性と水密性および密閉性の向上を長期に亘って図ることができる。
等という極めて有用な新規的効果を奏するものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）は屋内側における窓用可動ルーバーの全体内面図である。
（ｂ）は屋外側における窓用可動ルーバーの全体外面図である。
【図２】回動羽根の開閉作動を示す窓用可動ルーバーの上側断面図である。
【図３】窓用可動ルーバーの下側断面図である。
【図４】右半部に回動羽根の全閉状態を示し、左半部に同全開状態を示す窓用可動ルーバ
ーの水平断面図である。
【図５】外側四周枠と内側四周枠との分離状態を示す窓用可動ルーバーの上側断面図であ
る。
【図６】外側四周枠と内側四周枠との分離状態を示す窓用可動ルーバーの下側断面図であ
る。
【図７】外側四周枠と内側四周枠との分離状態を示す窓用可動ルーバーの水平断面図であ
る。
【図８】回動羽根、水切り板および横枠材の位置関係を示す窓用可動ルーバーの要部拡大
断面図である。
【図９】回動アームのホルダー部に保持された回動羽根とその下縁に沿設される水切り板
の一部切欠き要部斜視図である。
【図１０】回動アームのホルダー部と水切り板との組み立てを示す要部斜視図である。
【符号の説明】
１　　　　窓用可動ルーバー
２　　　　回動羽根
３　　　　回動アーム
３ｃ　　　他端
４　　　　外縦枠材
６　　　　外側四周枠
７　　　　内縦枠材
８　　　　横枠材
９　　　　内側四周枠
１０ａ　　前部対向壁
１０ｂ　　後部対向壁
１０´ａ　裏面
１０´ｂ　裏面
１１　　　枢支軸
１２　　　連結杆
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２０　　　水切り板
Ａ　　　　気密材
Ｂ　　　　隙間

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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