
JP 5862122 B2 2016.2.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　立起した間仕切パネルの上端と断面略コ字形の下方開放した天レールの間の空間に、ガ
ラスパネルを取付けるガラスパネルの取付構造であって、少なくとも前記間仕切パネルの
上端に接合する下枠の両端に側枠を立起状態に連結し、前記下枠の上面と前記側枠の内側
面に前記ガラスパネルの下縁と側縁をそれぞれ受け入れる凹溝を形成し、前記下枠と側枠
の凹溝内に前記ガラスパネルの下縁と側縁を挿入した状態で、前記両側枠の上端部を前記
天レールの支持溝内に嵌挿するとともに、前記天レールとガラスパネルの上縁部間に上部
保持部材を密嵌して前記ガラスパネルの上縁部を保持すべく、前記上部保持部材は表裏一
対の上枠部材からなり、該上枠部材は、ガラスパネルの表面に接合する基板を有し、該基
板の上縁に前記天レールの上面板の裏面に接合する接合板を外側へ直角に折曲形成すると
ともに、前記基板の下縁から前記接合板と同じ方向に下板を折曲形成し、更に該下板の外
縁から上方へ前記天レールの側面板の内面に圧接して係合する係合板を折曲形成したもの
であり、両上枠部材を前記ガラスパネルの表裏両側から前記天レールとガラスパネルの間
に密嵌してなることを特徴とするガラスパネルの取付構造。
【請求項２】
　前記上枠部材は、前記両側枠の上端間に嵌合する長さを有し、前記係合板の外面に係合
突起を長手方向に複数突設してあり、前記天レールの側面板の下端に内向きにハゼ折りし
た補強板を形成し、前記上枠部材を前記天レールとガラスパネルの間に密嵌した状態で前
記補強板の上縁に前記係合突起を係止してなる請求項１記載のガラスパネルの取付構造。
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【請求項３】
　前記間仕切パネルの上端に長手方向に沿った凹溝部を有し、前記下枠は該凹溝部に埋没
状態で嵌合する大きさとし、前記側枠は前記間仕切パネルと同じ厚み方向の寸法を有する
とともに、外側に前記間仕切パネルを支持する支柱の一部を内嵌する嵌合部を形成してな
る請求項１又は２記載のガラスパネルの取付構造。
【請求項４】
　立起した間仕切パネルの上端と断面略コ字形の下方開放した天レールの間の空間に、ガ
ラスパネルを取付けるガラスパネルの取付構造であって、少なくとも前記間仕切パネルの
上端に接合する下枠の両端に側枠を立起状態に連結し、前記下枠の上面と前記側枠の内側
面に前記ガラスパネルの下縁と側縁をそれぞれ受け入れる凹溝を形成し、前記下枠と側枠
の凹溝内に前記ガラスパネルの下縁と側縁を挿入した状態で、前記両側枠の上端部を前記
天レールの支持溝内に嵌挿するとともに、前記天レールとガラスパネルの上縁部間に上部
保持部材を密嵌して前記ガラスパネルの上縁部を保持すべく、前記上部保持部材は上枠と
嵌合部材とからなり、該上枠を前記両側枠の上端間に連結するとともに、該上枠の下面に
形成した凹溝に前記ガラスパネルの上縁を受け入れて、該ガラスパネルの周囲を前記下枠
、両側枠及び上枠とで取り囲んで一体化するとともに、前記上枠とガラスパネルの上縁部
を外被するように前記嵌合部材を装着した状態で、前記両側枠の上端部を前記天レールの
支持溝内に嵌挿するとともに、前記上枠を内装した前記嵌合部材を上動させて前記支持溝
内に嵌合係止してなることを特徴とするガラスパネルの取付構造。
【請求項５】
　前記嵌合部材は、前記両側枠の上端間に嵌合する長さを有し、中央部に前記上枠を上下
動可能に受け入れる下向き開放の受入溝を有し、下端部の内側に前記ガラスパネルの上縁
部に当接する保持片を対向形成し、下端部の外側に前記天レールの両側面板の下端に内向
きにハゼ折り形成した両補強板の内面に当接する一対の嵌合片を形成するとともに、該嵌
合片の上端部に前記補強板の上縁に係止する係止爪を外向きに形成してなる請求項４記載
のガラスパネルの取付構造。
【請求項６】
　前記間仕切パネルの上端に長手方向に沿った凹溝部を有し、前記下枠は該凹溝部に埋没
状態で嵌合する大きさとし、前記側枠は前記間仕切パネルと同じ厚み方向の寸法を有する
とともに、外側に前記間仕切パネルを支持する支柱の一部を内嵌する嵌合部を形成してな
る請求項４又は５記載のガラスパネルの取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガラスパネルの取付構造に係わり、更に詳しくは間仕切パネルの上部にガラ
スパネルを取付ける構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ガラスパネルを取付ける構造として、何らかの固定手段で固定部に取付けた
枠体にパッキンを介してガラスパネルを弾性的に保持する構造が一般的である。具体的に
は、前記枠体の内周に凹溝を形成し、ガラスパネルの周囲を凹溝内に位置させるとともに
、表裏両面から凹溝内に無理嵌めしたパッキンでガラスパネルを挟み込んで保持する構造
である。
【０００３】
　ここで、予め四角形に強固に連結した枠体に後からガラスパネルを取付ける場合、ガラ
スパネルの左右横幅を枠体の側枠間よりも小さく設定し、ガラスパネルの上下幅は上枠と
下枠間より大きく設定し、上枠に形成した深い凹溝内にガラスパネルの上縁を挿入した後
、ガラスパネルの下縁を下枠の凹溝内に落とし込み、それから側枠に形成した凹溝にパッ
キンを嵌合し、側枠から内方へ突出したパッキンでガラスパネルの両側縁を保持し、上枠
の凹溝内に表裏両側からパッキンを嵌着して保持する構造を採用している。この場合、ガ
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ラスパネルの側部の支持強度に若干不安がある。それに対して、枠体の内周よりも大きく
設定したガラスパネルを、枠体の前面又は後面から装着できるように、枠体を本体枠と支
持枠に分割した構造のものもある。この場合、本体枠の一側面側の縁部に膨出部を設け、
他側面側に支持枠を着脱可能に取付けて前記膨出部と支持枠とでガラスパネルの周囲を保
持する凹溝を形成することも一般的である。何れの場合も、凹溝に対してガラスパネルの
周囲を表裏両面からパッキンで弾性的に保持している。
【０００４】
　一方、間仕切パネルは、天レールと地レールとの間に立設した支柱を介して側方へ連結
する構造が一般的であり、そして下部をスチール製の間仕切パネルとし、上部をガラスパ
ネルとする分割構造も提供されている。この場合、ガラスパネルは両側の支柱と間仕切パ
ネルの上端及び天レールで囲まれる空間に保持される。
【０００５】
　特許文献１には、天井に固定する天レールの一側面側に下方へ向けて膨出部を形成し、
他側面側にレール片を嵌着可能とし、前記膨出部とレール片及び天レールの本体部分で凹
溝を形成し、該凹溝内にガラスパネルの上縁を収容し、前後両面からそれぞれ膨出部とレ
ール片にパッキンを嵌着してガラスパネルを表裏から挟み込んで保持する構造が記載され
ている。
【０００６】
　特許文献２には、断面略コ字形の下方開放した天レールに、下方開放した凹溝を有する
上部横フレームを着脱可能に嵌着し、該上部横フレーム凹溝内にガラスパネル等のパネル
の上縁を受け入れるとともに、表裏両面から凹溝内に嵌合したパッキンでパネルの上縁表
裏を圧接して保持する構造が記載されている。
【０００７】
　しかし、従来のガラスパネルの取付構造は、ガラスパネルの厚さに対して枠体の凹溝の
横幅が大きく設定され、隅間をゴムパッキン等の弾性体で埋める必要があった。更に、ガ
ラスパネルを間仕切パネルの上端と天レール間に取付ける場合も、ガラスパネルを枠体に
仮支持する必要があるなど、施工性があまり良くなかった。また、周囲が切りっ放しのガ
ラスパネル（ガラス板）を単体で施工現場へ搬送し、そこで周囲に枠体を取付けた後、間
仕切パネルの所定位置にガラスパネルを保持する構造の場合、安全性の観点からガラスを
取り扱うことができる専門の作業者が組立作業を行う必要があり、施工性に問題があった
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－０４１６９６号公報
【特許文献２】特開２０１０－１０６５８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、本発明が前述の状況に鑑み、解決しようとするところは、間仕切パネルの上端
と天レールの間の空間にガラスパネルを簡単且つ確実に保持することが可能な安価なガラ
スパネルの取付構造を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、前述の課題解決のために、立起した間仕切パネルの上端と断面略コ字形の下
方開放した天レールの間の空間に、ガラスパネルを取付けるガラスパネルの取付構造であ
って、少なくとも前記間仕切パネルの上端に接合する下枠の両端に側枠を立起状態に連結
し、前記下枠の上面と前記側枠の内側面に前記ガラスパネルの下縁と側縁をそれぞれ受け
入れる凹溝を形成し、前記下枠と側枠の凹溝内に前記ガラスパネルの下縁と側縁を挿入し
た状態で、前記両側枠の上端部を前記天レールの支持溝内に嵌挿するとともに、前記天レ



(4) JP 5862122 B2 2016.2.16

10

20

30

40

50

ールとガラスパネルの上縁部間に上部保持部材を密嵌して前記ガラスパネルの上縁部を保
持すべく、前記上部保持部材は表裏一対の上枠部材からなり、該上枠部材は、ガラスパネ
ルの表面に接合する基板を有し、該基板の上縁に前記天レールの上面板の裏面に接合する
接合板を外側へ直角に折曲形成するとともに、前記基板の下縁から前記接合板と同じ方向
に下板を折曲形成し、更に該下板の外縁から上方へ前記天レールの側面板の内面に圧接し
て係合する係合板を折曲形成したものであり、両上枠部材を前記ガラスパネルの表裏両側
から前記天レールとガラスパネルの間に密嵌してなることを特徴とするガラスパネルの取
付構造を構成した（請求項１）。
【００１１】
　また、前記上枠部材は、前記両側枠の上端間に嵌合する長さを有し、前記係合板の外面
に係合突起を長手方向に複数突設してあり、前記天レールの側面板の下端に内向きにハゼ
折りした補強板を形成し、前記上枠部材を前記天レールとガラスパネルの間に密嵌した状
態で前記補強板の上縁に前記係合突起を係止してなることが好ましい（請求項２）。
【００１２】
　また、本発明は、立起した間仕切パネルの上端と断面略コ字形の下方開放した天レール
の間の空間に、ガラスパネルを取付けるガラスパネルの取付構造であって、少なくとも前
記間仕切パネルの上端に接合する下枠の両端に側枠を立起状態に連結し、前記下枠の上面
と前記側枠の内側面に前記ガラスパネルの下縁と側縁をそれぞれ受け入れる凹溝を形成し
、前記下枠と側枠の凹溝内に前記ガラスパネルの下縁と側縁を挿入した状態で、前記両側
枠の上端部を前記天レールの支持溝内に嵌挿するとともに、前記天レールとガラスパネル
の上縁部間に上部保持部材を密嵌して前記ガラスパネルの上縁部を保持すべく、前記上部
保持部材は上枠と嵌合部材とからなり、該上枠を前記両側枠の上端間に連結するとともに
、該上枠の下面に形成した凹溝に前記ガラスパネルの上縁を受け入れて、該ガラスパネル
の周囲を前記下枠、両側枠及び上枠とで取り囲んで一体化するとともに、前記上枠とガラ
スパネルの上縁部を外被するように前記嵌合部材を装着した状態で、前記両側枠の上端部
を前記天レールの支持溝内に嵌挿するとともに、前記上枠を内装した前記嵌合部材を上動
させて前記支持溝内に嵌合係止してなることを特徴とするガラスパネルの取付構造を構成
した（請求項４）。
【００１３】
　ここで、前記嵌合部材は、前記両側枠の上端間に嵌合する長さを有し、中央部に前記上
枠を上下動可能に受け入れる下向き開放の受入溝を有し、下端部の内側に前記ガラスパネ
ルの上縁部に当接する保持片を対向形成し、下端部の外側に前記天レールの両側面板の下
端に内向きにハゼ折り形成した両補強板の内面に当接する一対の嵌合片を形成するととも
に、該嵌合片の上端部に前記補強板の上縁に係止する係止爪を外向きに形成してなること
がより好ましい（請求項５）。
【００１４】
　更に、前記間仕切パネルの上端に長手方向に沿った凹溝部を有し、前記下枠は該凹溝部
に埋没状態で嵌合する大きさとし、前記側枠は前記間仕切パネルと同じ厚み方向の寸法を
有するとともに、外側に前記間仕切パネルを支持する支柱の一部を内嵌する嵌合部を形成
してなることがより好ましい（請求項３、６）。
【発明の効果】
【００１５】
　以上にしてなる請求項１に係る発明のガラスパネルの取付構造は、立起した間仕切パネ
ルの上端と断面略コ字形の下方開放した天レールの間の空間に、ガラスパネルを取付ける
ガラスパネルの取付構造であって、少なくとも前記間仕切パネルの上端に接合する下枠の
両端に側枠を立起状態に連結し、前記下枠の上面と前記側枠の内側面に前記ガラスパネル
の下縁と側縁をそれぞれ受け入れる凹溝を形成し、前記下枠と側枠の凹溝内に前記ガラス
パネルの下縁と側縁を挿入した状態で、前記両側枠の上端部を前記天レールの支持溝内に
嵌挿するとともに、前記天レールとガラスパネルの上縁部間に上部保持部材を密嵌して前
記ガラスパネルの上縁部を保持すべく、前記上部保持部材は表裏一対の上枠部材からなり
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、該上枠部材は、ガラスパネルの表面に接合する基板を有し、該基板の上縁に前記天レー
ルの上面板の裏面に接合する接合板を外側へ直角に折曲形成するとともに、前記基板の下
縁から前記接合板と同じ方向に下板を折曲形成し、更に該下板の外縁から上方へ前記天レ
ールの側面板の内面に圧接して係合する係合板を折曲形成したものであり、両上枠部材を
前記ガラスパネルの表裏両側から前記天レールとガラスパネルの間に密嵌してなるので、
下枠の両端に側枠を連結した状態で、下枠と側枠の凹溝にガラスパネルの下縁と両側縁を
それぞれ嵌合し、その状態で下枠を間仕切パネルの上端に接合するとともに、両側枠の上
端部を天レールの支持溝内に嵌挿し、それからガラスパネルの上縁部を保持する上部保持
部材を前記天レールとガラスパネルの上縁部間に密嵌することによって、間仕切パネルの
上端と天レールの間の空間にガラスパネルを簡単且つ確実に保持することができ、しかも
凹溝の溝幅を最小限に狭く設定しても下枠と両側枠の凹溝にガラスパネルの下縁と両側縁
を挿入して簡単に保持することができ、従来のようにパッキンを使用しなくても、ガラス
パネルの縁部をガタツキ少なく保持することができ、そのためコスト低減化を図れるので
ある。更に、ガラスパネルの一側面に上枠部材の基板を当接させた状態で、天レールの一
方の側面板との間の支持溝に接合板から挿入し、その後、係合板を天レールの側面板の内
面に圧接しながら挿入し、前記接合板が天レールの上面板の裏面に接合するまで押し込む
ことにより、上枠部材の係合板と天レールの側面板の面外方向の構造的な弾性力によって
ガラスパネルをガタツキなく保持することができる。また、上枠部材の基板とガラスパネ
ルとは面接触するので、上枠部材を天レールの支持溝に強く押し込んでも、該ガラスパネ
ルが破損することがない。
【００１６】
　請求項２によれば、前記上枠部材は、前記両側枠の上端間に嵌合する長さを有し、前記
係合板の外面に係合突起を長手方向に複数突設してあり、前記天レールの側面板の下端に
内向きにハゼ折りした補強板を形成し、前記上枠部材を前記天レールとガラスパネルの間
に密嵌した状態で前記補強板の上縁に前記係合突起を係止してなるので、上枠部材の両端
が両側枠の内側への変位を規制することができ、ガラスパネルの保持状態を一定に維持す
ることができ、また天レールの側面板に形成したハゼ折りの補強板の上縁に上枠部材の係
合板の係合突起が係止することにより、上枠部材の天レールへの装着状態を確実に維持す
ることができ、しかも簡単な構造であるので、コスト上昇は少ない。
【００１７】
　請求項４に係る発明のガラスパネルの取付構造は、立起した間仕切パネルの上端と断面
略コ字形の下方開放した天レールの間の空間に、ガラスパネルを取付けるガラスパネルの
取付構造であって、少なくとも前記間仕切パネルの上端に接合する下枠の両端に側枠を立
起状態に連結し、前記下枠の上面と前記側枠の内側面に前記ガラスパネルの下縁と側縁を
それぞれ受け入れる凹溝を形成し、前記下枠と側枠の凹溝内に前記ガラスパネルの下縁と
側縁を挿入した状態で、前記両側枠の上端部を前記天レールの支持溝内に嵌挿するととも
に、前記天レールとガラスパネルの上縁部間に上部保持部材を密嵌して前記ガラスパネル
の上縁部を保持すべく、前記上部保持部材は上枠と嵌合部材とからなり、該上枠を前記両
側枠の上端間に連結するとともに、該上枠の下面に形成した凹溝に前記ガラスパネルの上
縁を受け入れて、該ガラスパネルの周囲を前記下枠、両側枠及び上枠とで取り囲んで一体
化するとともに、前記上枠とガラスパネルの上縁部を外被するように前記嵌合部材を装着
した状態で、前記両側枠の上端部を前記天レールの支持溝内に嵌挿するとともに、前記上
枠を内装した前記嵌合部材を上動させて前記支持溝内に嵌合係止してなるので、下枠の両
端に側枠を連結した状態で、下枠と側枠の凹溝にガラスパネルの下縁と両側縁をそれぞれ
嵌合し、その状態で下枠を間仕切パネルの上端に接合するとともに、両側枠の上端部を天
レールの支持溝内に嵌挿し、それからガラスパネルの上縁部を保持する上部保持部材を前
記天レールとガラスパネルの上縁部間に密嵌することによって、間仕切パネルの上端と天
レールの間の空間にガラスパネルを簡単且つ確実に保持することができ、しかも凹溝の溝
幅を最小限に狭く設定しても下枠と両側枠の凹溝にガラスパネルの下縁と両側縁を挿入し
て簡単に保持することができ、従来のようにパッキンを使用しなくても、ガラスパネルの
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縁部をガタツキ少なく保持することができ、そのためコスト低減化を図れるのである。更
に、工場出荷時にガラスパネルの周囲を前記下枠、両側枠及び上枠とで取り囲んで一体化
した状態にすることができ、ガラスの専門の作業者でなくても取り扱いが容易になって組
立作業の効率が格段に高くなり、嵌合部材で上枠を隠蔽するとともに、天レールに対して
上枠とガラスパネルの上縁部を保持することができる。
【００１８】
　請求項５によれば、前記嵌合部材は、前記両側枠の上端間に嵌合する長さを有し、中央
部に前記上枠を上下動可能に受け入れる下向き開放の受入溝を有し、下端部の内側に前記
ガラスパネルの上縁部に当接する保持片を対向形成し、下端部の外側に前記天レールの両
側面板の下端に内向きにハゼ折り形成した両補強板の内面に当接する一対の嵌合片を形成
するとともに、該嵌合片の上端部に前記補強板の上縁に係止する係止爪を外向きに形成し
てなるので、嵌合部材で上枠全体を隠蔽することができ、また嵌合部材を上動させるだけ
で両嵌合片が天レールの両補強板の間に密嵌するとともに、係止爪が補強板の上縁に係止
して嵌合状態を維持することができ、しかも両保持片がガラスパネルの上縁部に表裏両面
から当接するので、ガラスパネルをガタつきなく保持することができる。
【００１９】
　請求項３、６によれば、前記間仕切パネルの上端に長手方向に沿った凹溝部を有し、前
記下枠は該凹溝部に埋没状態で嵌合する大きさとし、前記側枠は前記間仕切パネルと同じ
厚み方向の寸法を有するとともに、外側に前記間仕切パネルを支持する支柱の一部を内嵌
する嵌合部を形成してなるので、下枠が間仕切パネルの上端の凹溝部に嵌合し、両側枠の
外側の嵌合部が間仕切パネルを連結するための両側の支柱に嵌合するので、下枠や側枠と
特に他の部材に連結しなくても、支持強度が非常に高くなり、また間仕切パネルの上端と
天レールとの間の空間にガラスパネルを取付ける施工も容易である。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に係るガラスパネルと間仕切パネルを組み合わせた間仕切装置の使用状態
を示す簡略正面図である。
【図２】図１のＸ－Ｘ線拡大断面図である。
【図３】図１のＹ－Ｙ線拡大断面図である。
【図４】本発明の第１実施形態を示し、地レールと天レール間に間仕切パネルとガラスパ
ネルを支持した状態の縦断面図であり、（ａ）は図１のＺ－Ｚ線拡大断面図、（ｂ）は支
柱を除いた状態の間仕切パネルとガラスパネルの側枠の端面位置での断面図である。
【図５】第１実施形態のガラスパネルの取付構造を示す部分拡大縦断面図である。
【図６】第１実施形態のガラスパネルの取付構造を示す分解斜視図である。
【図７】第１実施形態のガラスパネルの取付手順を示す分解斜視図である。
【図８】本発明の第２実施形態を示し、地レールと天レール間に間仕切パネルとガラスパ
ネルを支持した状態の縦断面図であり、（ａ）は図１のＺ－Ｚ線拡大断面図、（ｂ）は支
柱を除いた状態の間仕切パネルとガラスパネルの側枠の端面位置での断面図である。
【図９】第２実施形態のガラスパネルの取付構造を示す部分拡大縦断面図であり、（ａ）
は嵌合部材を天レールに嵌合する前の状態、（ｂ）は嵌合部材を天レールに嵌合した後の
状態である。
【図１０】第２実施形態のガラスパネルの取付構造を示す分解斜視図である。
【図１１】第２実施形態のガラスパネルの取付手順を示す分解斜視図である。
【図１２】ガラスパネルの上下寸法が大きい場合の間仕切装置の簡略正面図である。
【図１３】本実施形態の間仕切パネルの分解斜視図である。
【図１４】補強金具を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は右側面図、（ｃ）は平面図、（ｄ
）は斜視図である。
【図１５】ガラスパネルの代わりに欄間パネルを設けた実施形態の間仕切装置の簡略正面
図である。
【図１６】図１５のＺ１－Ｚ１線拡大断面図である。
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【図１７】ガラスパネルの代わりにオープンパネルを設けた実施形態の間仕切装置の簡略
正面図である。
【図１８】図１７のＺ２－Ｚ２線拡大断面図である。
【図１９】図１のＹ１－Ｙ１線拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　次に、添付図面に示した実施形態に基づき、本発明を更に詳細に説明する。図１は床面
Ｆと天井Ｓとの間に間仕切パネルとガラスパネルを施工して間仕切装置を構成する使用状
態を示し、図２～図７はその詳細を示し、図中符号１は間仕切パネル、２はガラスパネル
、３は地レール、４は天レール、５は支柱、６はガラス支持枠体をそれぞれ示している。
【００２２】
　本実施形態の間仕切装置は、図１～図４に示すように、床面Ｆに固定した地レール３と
天井Ｓに固定した天レール４との間に支柱５，…を所定間隔で立設し、隣接する支柱５，
５間に間仕切パネル１を立起状態に保持するとともに、該間仕切パネル１の上端と前記天
レール４の間の空間にガラスパネル２をガラス支持枠体６で保持し、空間を区画するので
ある。詳しくは、前記地レール３は上方開放した断面略コ字形の部材であり、前記天レー
ル４は下方開放した断面略コ字形の部材であり、それぞれ床面Ｆと天井Ｓに対向させて固
定している。そして、前記地レール３にアジャスター７を介して高さ調節可能に外嵌した
巾木８に、間仕切パネル１の下端を嵌合し、間仕切パネル１の上端に前記ガラス支持枠体
６の下端を凹凸嵌合し、更に該ガラス支持枠体６は両側を前記支柱５，５に嵌合するとと
もに、上部を前記天レール４の支持溝９内に嵌合して支持するのである。
【００２３】
　前記間仕切パネル１は、図３、図４、図７及び図１３に示すように、芯材１０をスチー
ル製の表裏のパネル板１１，１１で挟んで一体化して構成する。前記芯材１０としては、
ペーパーハニカムや不燃処理を施したペーパーハニカムを用いることができる。前記間仕
切パネル１の両側端面には厚さ方向の中央部で長手方向に沿って前記支柱５の一部を受け
入れて嵌合する嵌合凹部１２，１２を形成するとともに、上端面と下端面には厚さ方向の
中央部で長手方向に沿ってそれぞれ凹溝部１３，１４を形成している。そして、図４（ａ
）に示すように、前記間仕切パネル１の上端の凹溝部１３には、前記ガラス支持枠体６の
下端が嵌合し、下端の凹溝部１４には、下方開放した断面略コ字形の前記巾木８の上端部
が嵌合し、該巾木８の下部は、前記地レール３に外嵌している。また、前記地レール３の
溝内にアジャスター受け１５を嵌合して設置し、該アジャスター受け１５に螺合した鉛直
方向のアジャスターボルト１６の頭部で、前記巾木８の溝内の上面板を載支している。前
記支柱５の下端は、前記巾木８に固定し、上端は図７に示すように前記天レール４の内部
で天固定金具１７によって固定されている。
【００２４】
　以下に本発明のガラスパネルの取付構造の第１実施形態を図１～図７に基づいて詳しく
説明する。前記ガラス支持枠体６は、スチール製の下枠１８と両側枠１９，１９及び上部
保持部材として表裏一対の上枠部材２０，２０とで構成されている。前記下枠１８の両端
に側枠１９，１９を立起状態に連結し、前記下枠１８の上面と前記側枠１９の内側面に前
記ガラスパネル２の下縁と側縁をそれぞれ受け入れる凹溝２１，２２を形成している。図
７に示すように、前記両側枠１９，１９の凹溝２２，２２に上方から前記ガラスパネル２
の両側縁を挿入し、該ガラスパネル２の下縁を前記下枠１８の凹溝２１に挿入する。この
状態で、前記両側枠１９，１９の上端部を前記天レール４の支持溝９内に嵌挿するととも
に、前記下枠１８を前記間仕切パネル１の上端の凹溝部１３に嵌合し、それから前記ガラ
スパネル２の表裏両側から上枠部材２０，２０を前記天レール４とガラスパネル２の間に
密嵌して保持する。ここで、両側枠１９，１９の外側に前記間仕切パネル１を支持する支
柱５の一部を内嵌する嵌合部２３を形成しているので、該嵌合部２３を支柱５に嵌合して
両側部を保持している。前記ガラスパネル２は、下縁を前記下枠１８の凹溝２１に嵌合し
、両側縁を両側枠１９，１９の凹溝２２，２２に嵌合し、更に上部は表裏両面から前記上
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枠部材２０，２０によって弾性的に挟持され、もって周囲が保持されている。ここで、前
記下枠１８、側枠１９及び上枠部材２０は、スチール製で板金加工したもの以外にもアル
ミ押出し型材又は合成樹脂押出し材で構成することも可能である。
【００２５】
　更に詳しくは、下枠１８は、図５及び図６に示すように、前記間仕切パネル１の上端に
設けた前記凹溝部１３に埋没状態で嵌合する大きさとし、両端部に側枠１９を連結するた
めの連結金具２４，２４を固着している。前記側枠１９は、図２及び図６に示すように、
前記間仕切パネル１と同じ厚み方向の寸法を有し、前記凹溝２２を形成した内板２５の両
側縁を外側へ直角に前板２６，２６を形成し、更に前板２６，２６の外側縁を対向する方
向に折曲して縁板２７，２７を形成し、該縁板２７，２７の内縁から前記内板２５へ向け
て断面略Ｌ字形の凹陥部２８，２８を折曲形成し、両凹陥部２８，２８で前記嵌合部２３
を構成している。そして、図２、図４（ａ）及び図５に示すように、前記下枠１８と両側
枠１９，１９の凹溝２１，２２の底面に弾性シート２９を添設し、前記ガラスパネル２の
下縁と両側縁を前記弾性シート２９に接触させている。前記弾性シート２９としては、弾
性を有するゴム状のものや多孔質のスポンジ状のものを用いることができ、片面に粘着面
が形成されていることが好ましい。
【００２６】
　そして、前記上枠部材２０は、図４～図７に示すように、前記両側枠１９，１９の上端
間に嵌合する長さを有し、ガラスパネル２の表面に接合する基板３０を有し、該基板３０
の上縁に前記天レール４の上面板３１の裏面に接合する接合板３２を外側へ直角に折曲形
成するとともに、前記基板３０の下縁から前記接合板３２と同じ方向に下板３３を折曲形
成し、更に該下板３３の外縁から上方へ前記天レール４の側面板３４の内面に圧接して係
合する係合板３５を折曲形成したものである。更に、前記上枠部材２０には、前記係合板
３５の外面に係合突起３６，…を長手方向に複数突設している。前記天レール４の側面板
３４の下端に内向きにハゼ折りした補強板３７を形成し、前記上枠部材２０を前記天レー
ル４とガラスパネル２の間に密嵌した状態で前記補強板３７の上縁に前記係合突起３６，
…を係止し、該上枠部材２０が脱落しないようにしている。ここで、前記ガラスパネル２
の表裏両面に設ける上枠部材２０，２０は、同一部材であり、左右反転させ、それぞれ基
板３０がガラスパネル２の表面に接合する向きにして使用する。
【００２７】
　図６に示すように、予め前記下枠１８の両端に設けた連結金具２４，２４に、前記側枠
１９，１９の下端に前記内板２５を延長して形成した連結片２５Ａを側方からネジ２５Ｂ
，２５Ｂで締結し、正面視倒コ字形のガラス支持枠体６とする。尚、前記ガラス支持枠体
６は、前記下枠１８と側枠１９，１９のみが連結され、前記上枠部材２０は連結されない
が、全体として枠体を構成する。
【００２８】
　次に、前記ガラス支持枠体６を用いて間仕切パネル１の上端と天レール４の間で、両側
の支柱５，５の間の空間に前記ガラスパネル２を保持する手順を説明する。前述のように
、前記下枠１８の両端に両側枠１９，１９を連結した状態で、前記凹溝２１と凹溝２２，
２２にガラスパネル２の下縁と両側縁を嵌合し、この際に凹溝２１，２２の底部に添設し
た弾性シート２９に当接させて準備する。前記間仕切パネル１の一側の嵌合凹部１２は、
地レール３あるいは巾木８と天レール４の間に立設した前記支柱５の側部に嵌合するとと
もに、該間仕切パネル１の下端の凹溝部１４を前記巾木８の上端に嵌合して仮保持されて
いる。そこで、前記ガラスパネル２を装着した下枠１８と側枠１９，１９の枠体を、前記
間仕切パネル１の上端と天レール４間に装着する。それには、両側枠１９，１９の上部を
前記天レール４の支持溝９内に深く挿入し、それから下枠１８を間仕切パネル１の上端の
凹溝部１３に落とし込んで嵌合する。そして、既に立設している前記支柱５に向けて枠体
を移動させ、一方の側枠１９の嵌合部２３を支柱５に嵌合する。それから、もう一方の支
柱５を間仕切パネル１の嵌合凹部１２と側枠１９の嵌合部２３に嵌合するとともに、地レ
ール３と天レール４間に立起状態で固定する。最後に、前記ガラスパネル２の一側面に前
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記上枠部材２０の基板３０を当接させた状態で、天レール４の一方の側面板３４との間の
支持溝９に接合板３２から挿入し、その後、係合板３５を天レール４の側面板３４の内面
に圧接しながら挿入し、前記接合板３２が天レールの上面板３１の裏面に接合するまで押
し込むことにより、該上枠部材２０の係合板３５と天レール４の側面板３４の面外方向の
構造的な弾性力によってガラスパネル２をガタツキなく保持するのである。前記上枠部材
２０は、前記ガラスパネル２の表裏両面側からそれぞれ装着するが、別々でも同時でも構
わない。
【００２９】
　次に、本発明の第２実施形態を図８～図１１に基づいて説明する。本実施形態のガラス
支持枠体６は、アルミ押出し型材からなる下枠１８と両側枠１９，１９及びアルミ押出し
型材からなる上枠６０とで構成されている。前記下枠１８の両端に側枠１９，１９を立起
状態に連結し、前記下枠１８の上面と前記側枠１９の内側面に前記ガラスパネル２の下縁
と側縁をそれぞれ受け入れる凹溝２１，２２を形成している。図１０及び図１１に示すよ
うに、前記両側枠１９，１９の凹溝２２，２２に上方から前記ガラスパネル２の両側縁を
挿入し、該ガラスパネル２の下縁を前記下枠１８の凹溝２１に挿入する。それから、前記
上枠６０の下面に形成した凹溝６１に前記ガラスパネル２の上縁を受け入れるとともに、
該上枠６０の両端を前記両側枠１９，１９の上端間に連結する。本実施形態では、前記ガ
ラスパネル２の周囲を、下枠１８と両側枠１９，１９及び上枠６０からなる正面視四角形
のガラス支持枠体６で取り囲んで一体化している。この状態まで製造工場で組み立てるこ
とにより、ガラスパネル２も一般のパネル体と同様に取り扱うことができる。つまり、前
記ガラス支持枠体６によってガラスパネル２の周囲の切断部を保護するとともに、ガラス
パネル２を補強して搬送中等の割れも防止している。
【００３０】
　本実施形態では、前記下枠１８と上枠６０とをアルミ押出し型材を所定長さに切断して
使用する。前記側枠１９へネジ止め連結するために、前記下枠１８には凹溝２１の両側位
置に断面Ｃ字形の下穴２５Ｃ，２５Ｃを形成している。また、前記下枠１８は、凹溝２１
の開口部の両側からパネルの表裏方向へ外向きに延び、前記間仕切パネル１の上端の縁板
３９，３９に当接する鍔部２５Ｄ，２５Ｄを形成している。一方、前記上枠６０は、前記
凹溝６１の両側に前記側枠１９へネジ止め連結するための断面Ｃ字形の下穴６２，６２を
形成している。そして、前記側枠１９の上端部で前記内板２５を外側から貫通させたネジ
６３，６３を、前記ガラスパネル２の上縁を凹溝６１に挿入した状態で前記下穴６２，６
２に螺合して連結する。
【００３１】
　そして、本実施形態では、前記ガラスパネル２の上縁部を天レール４の支持溝９内に保
持する上部保持部材として、前記上枠６０とともに嵌合部材６４を用いる。前記嵌合部材
６４は、適度な可撓性を有することが要求されるので、合成樹脂製の押出し型材からなり
、図９及び図１１に示すように、前記上枠６０とガラスパネル２の上縁部を外被するよう
に装着した状態で、前記両側枠１９，１９の上端部を前記天レール４の支持溝９内に嵌挿
するとともに、前記上枠６０を内装した前記嵌合部材６４を上動させて前記支持溝９内に
嵌合係止するようになっている。
【００３２】
　具体的には、前記嵌合部材６４は、断面が略ハット型であり、前記両側枠１９，１９の
上端間に嵌合する長さを有し、中央部に前記上枠６０を上下動可能に受け入れる下向き開
放の受入溝６５を有し、下端部の内側に前記ガラスパネル２の上縁部に当接する保持片６
６，６６を対向形成し、下端部の外側に前記天レール４の両側面板３４，３４の下端に内
向きにハゼ折り形成した両補強板３７，３７の内面に当接する一対の嵌合片６７，６７を
形成するとともに、該嵌合片６７の上端部に前記補強板３７の上縁に係止する係止爪６８
を外向きに形成している。言い換えれば、前記嵌合部材６４は、断面略コ字形の本体部の
内部に前記受入溝６５が形成され、該本体部の下端に内向きに前記保持片６６，６６を延
設するとともに、外向きに断面略Ｌ字形の前記嵌合片６７，６７を延設した構造である。
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【００３３】
　前記嵌合部材６４を前記上枠６０に外被するには、前記両保持片６６，６６を拡開して
、その間に前記上枠６０とガラスパネル２の上端部を通して、前記受入溝６５に受け入れ
る。あるいは、前記上枠６０を両側枠１９，１９の上端間に連結する際に、予め該上枠６
０を前記嵌合部材６４の受入溝６５に挿入しておくことによっても同様の状態になる。そ
して、前記嵌合部材６４は、上枠６０に対して上下動可能となっている。そして、前記間
仕切パネル１の上端と天レール４との間にガラスパネル２を装着するには、図９及び図１
１に示すように、前記上枠６０とガラスパネル２の上縁部を外被するように前記嵌合部材
６４を装着した状態で、前記両側枠１９，１９の上端部を前記天レール４の支持溝９内に
嵌挿した後、図９（ａ）に示すように、前記上枠６０を内装した前記嵌合部材６４を上動
させれば、前記天レール４の両補強板３７，３７の間に両嵌合片６７，６７が嵌合し、そ
して係止爪６８，６８が補強板３７，３７の上縁に係止して嵌合状態を維持することがで
きるのである。この状態で、前記嵌合部材６４の両保持片６６，６６がガラスパネル２の
上縁部に表裏両面から当接するので、ガラスパネル２をガタつきなく保持することができ
る。ここで、前記嵌合部材６４は適度な可撓性を備えているので、前記ガラスパネル２を
弾性的に保持することができるのである。
【００３４】
　図１２は、前記ガラスパネル２の上下寸法が前記間仕切パネル１の上下寸法より大きく
した場合の実施形態であり、この場合ガラスパネル２が間仕切装置の主要な部分を占める
ことになる。
【００３５】
　ここで、図１３及び図１４に基づいて、前記間仕切パネル１の構造を簡単に説明する。
前記間仕切パネル１は、不燃ハニカム芯材１０をスチール製の表裏のパネル板１１，１１
で挟んで一体化して構成するが、図１３に示すように、前記パネル板１１は、表面板３８
の周囲を裏側へ折曲して縁板３９を形成し、左右両側の前記各縁板３９の内縁から内側へ
凹陥部４０を折曲形成したものである。そして、前記芯材１０の表裏両側にそれぞれ前記
パネル板１１，１１の表面板３８の裏面を接着して一体化することにより、表裏のパネル
板１１，１１の両凹陥部４０，４０で、両側端面に前記嵌合凹部１２，１２を形成すると
ともに、上下端面に凹溝部１３，１４を形成する。
【００３６】
　また、前記間仕切パネル１は、表裏の前記パネル板１１，１１の両凹陥部４０，４０同
士は、互いに接触することがないように設定し、両パネル板１１の前記凹陥部４０の同じ
高さ位置に係合孔４１，４１を形成し、前記嵌合凹部１２内の底面部に接合可能な補強金
具４２の連結板４３の両端部に形成した爪片４４，４４を、両パネル板１１，１１の対応
する前記係合孔４１，４１にそれぞれ係合し、両パネル板１１，１１の間隔を規定してい
る。
【００３７】
　前記支柱５を介して複数の間仕切パネル１，…とガラスパネル２，…を側方に連設した
場合、隣接する間仕切パネル１，１のパネル板１１，１１に形成した縁板３９，３９の間
とガラスパネル２の側枠１９，１９に形成した縁板２７，２７との間に所定幅の目地部４
５が形成される。
【００３８】
　図１５及び図１６は、前記ガラスパネル２の代わりに同じ寸法の欄間パネル４６を前記
間仕切パネル１の上端と天レール４との間の空間に設けたものである。前記欄間パネル４
６に下端には、前記間仕切パネル１の上端の凹溝部１３に嵌合する嵌合凸部４７を形成す
るとともに、両側端面に前記支柱５に嵌合する嵌合凹部（図示せず）を形成している。前
記欄間パネル４６の構造は、前記間仕切パネル１と殆ど同じであり、また間仕切パネル１
の上端と天レール４、及び両支柱５，５に対する保持の構造は、前記ガラス支持枠体６の
保持する構造と同じである。
【００３９】
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　図１７及び図１８は、前記ガラスパネル２の代わりに同じ寸法のオープン枠体４８を前
記間仕切パネル１の上端と天レール４との間の空間に設けたものである。オープン枠体４
８は、下閉塞部材４９と両側枠５０，５０は、前記ガラス支持枠体６の下枠１８と両側枠
１９，１９と凹溝２１，２２が無い以外は殆ど同じ構造である。そして、前記下閉塞部材
４９の両端に側枠５０，５０を立起状態に連結した状態で、前記間仕切パネル１の凹溝部
１３に下閉塞部材４９を埋没状態で嵌合しネジ止めするとともに、側枠５０の上部を天レ
ール４の支持溝９内に挿入するとともに、前記支柱５に嵌合する。そして、両側枠５０，
５０の上端部間に下面が閉塞した断面略コ字形の上閉塞部材５１を天レール４の両側面板
３４，３４の間に嵌挿して保持する。
【００４０】
　図１９は、図１のＹ１－Ｙ１線拡大断面図であり、間仕切装置の一部に設けたドア５２
の周りの構造を示している。間隔を隔てた前記支柱５，５の内側に縦枠５３，５３を嵌合
するとともに、ネジ止めして連結するとともに、縦枠５３，５３の上端間に横枠５４を連
結してドア枠とし、該ドア枠にヒンジ５５，５５で回動可能にドア５２を設けている。前
記ドア５２の横幅は、前記間仕切パネル１の横幅よりも通常は狭いので、同一ピッチの連
設構造を実現するために、一方の縦枠５３の外側に接近して支柱５を立設し、該支柱５と
縦枠５３の表裏両面に補助パネル板５６，５６を嵌合係止して装着している。この、表裏
の補助パネル板５６，５６の空間に、ドア５２の電磁ロック機能やセキュリティ機能を内
蔵させることも可能である。
【符号の説明】
【００４１】
１　間仕切パネル、　　　　　２　ガラスパネル、
３　地レール、　　　　　　　４　天レール、
５　支柱、　　　　　　　　　６　ガラス支持枠体、
７　アジャスター、　　　　　８　巾木、
９　支持溝、　　　　　　　　１０　芯材、
１１　パネル板、　　　　　　１２　嵌合凹部、
１３　凹溝部、　　　　　　　１４　凹溝部、
１５　アジャステー受け、　　１６　アジャスターボルト、
１７　天固定金具、　　　　　１８　下枠、
１９　側枠、　　　　　　　　２０　上枠部材（上部保持部材）、
２１　凹溝、　　　　　　　　２２　凹溝、
２３　嵌合部、　　　　　　　２４　連結金具、
２５　内板、　　　　　　　　２５Ａ　連結片、
２５Ｂ　ネジ、　　　　　　　２５Ｃ　下穴、
２５Ｄ　鍔部、　　　　　　　２６　前板、
２７　縁板、　　　　　　　　２８　凹陥部、
２９　弾性シート、　　　　　３０　基板、
３１　上面板、　　　　　　　３２　接合板、
３３　下板、　　　　　　　　３４　側面板、
３５　係合板、　　　　　　　３６　係合突起、
３７　補強板、　　　　　　　３８　表面板、
３９　縁板、　　　　　　　　４０　凹陥部、
４１　係合孔、　　　　　　　４２　補強金具、
４３　連結板、　　　　　　　４４　爪片、
４５　目地部、　　　　　　　４６　欄間パネル、
４７　嵌合凸部、　　　　　　４８　オープン枠体、
４９　下閉塞部材、　　　　　５０　側枠、
５１　上閉塞部材、　　　　　５２　ドア、
５３　縦枠、　　　　　　　　５４　横枠、
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５５　ヒンジ、　　　　　　　５６　補助パネル板、
６０　上枠（上部保持部材）、６１　凹溝、
６２　下穴、　　　　　　　　６３　ネジ、
６４　嵌合部材（上部保持部材）、６５　受入溝、
６６　保持片、　　　　　　　６７　嵌合片、
６８　係止爪、
Ｆ　床面、　　　　　　　　Ｓ　天井。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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