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(57)【要約】
【課題】排水部品を容易に設置できる、引戸の下レール
構造を提供すること。
【解決手段】引戸１Ａの下レール構造は、引戸１Ａの下
方に配置され長手方向に延びる下レール７と、下レール
７の長手方向の端部に配置される排水部材７５と、を備
え、下レール７は、ベース部材７１と、ベース部材７１
とは別部材で構成されベース部材７１の下部に取り付け
られる足部材７２と、を有し、足部材７２は、長手方向
の長さがベース部材７１の長さよりも短く形成され、排
水部材７５は、足部材７２の長手方向の端部の外側にお
いてベース部材７１の下部に配置される。
【選択図】図１７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　引戸の下方に配置され長手方向に延びる下レールと、前記下レールの長手方向の端部に
配置される排水部材と、を備える引戸の下レール構造であって、
　前記下レールは、ベース部材と、前記ベース部材とは別部材で構成され前記ベース部材
の下部に取り付けられる足部材と、を有し、
　前記足部材は、長手方向の長さが前記ベース部材の長さよりも短く形成され、
　前記排水部材は、前記足部材の長手方向の端部の外側において前記ベース部材の下部に
配置される、引戸の下レール構造。
【請求項２】
　前記ベース部材は、上方側から下方側に貫通したネジにより被固定部材に固定され、
　前記下レールは、前記ネジを覆うように前記ベース部材の上部に配置されるカバー部材
を有する、請求項１に記載の引戸の下レール構造。
【請求項３】
　前記カバー部材は、上方側に向けて突出するレール突出部を有する走行部カバー部材と
、上面が平面状に形成される平面カバー部材と、を有する、請求項２に記載の引戸の下レ
ール構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、引戸の下レール構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、引戸の下レールにおいて、下枠に足部が設けられる構造が知られている（例えば
、特許文献１参照）。
　また、引戸の下レールの端部に排水部品が設けられた構造が知られている（例えば、特
許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－２８７３５５号公報
【特許文献２】特開２００２－５４３６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　下枠に足部が設けられる引戸の下レール構造において、下レールの端部に排水部品を設
ける場合に、下枠の足部が邪魔となるため、下枠の足部を切り欠き加工を施して、切り欠
き部分に排水部品を配置することがあった。この場合には、排水部品を設置するために切
り欠き加工が必要となり、排水部品を設置することが難しかった。
【０００５】
　本発明は、排水部品を容易に設置できる、引戸の下レール構造を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、引戸の下方に配置され長手方向に延びる下レールと、前記下レールの長手方
向の端部に配置される排水部材と、を備える引戸の下レール構造であって、前記下レール
は、ベース部材と、前記ベース部材とは別部材で構成され前記ベース部材の下部に取り付
けられる足部材と、を有し、前記足部材は、長手方向の長さが前記ベース部材の長さより
も短く形成され、前記排水部材は、前記足部材の長手方向の端部の外側において前記ベー
ス部材の下部に配置される、引戸の下レール構造に関する。
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【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態に係る多連式引戸を示す斜視図である。
【図２】片開き多連式引戸を屋外側から見た場合の正面図である。
【図３Ａ】図２のＡ－Ａ線断面図である。
【図３Ｂ】図２のＢ－Ｂ線断面図である。
【図３Ｃ】図２のＣ－Ｃ線断面図である。
【図４】図２のＤ－Ｄ線断面図である。
【図５】固定ガラス扉の下方側の部分を示す斜視図である。
【図６】固定ガラス扉から下部支持枠体を取り外した状態を示す斜視図である。
【図７】固定ガラス扉の戸元側下部構成部及び戸先側下部構成部の分解斜視図である。
【図８】中間移動ガラス扉の下方側の部分を示す斜視図である。
【図９】中間移動ガラス扉から下部支持枠体を取り外した状態を示す斜視図である。
【図１０】中間移動ガラス扉の戸元側下部構成部及び戸先側下部構成部の分解斜視図であ
る。
【図１１】先導ガラス扉の下方側の部分を示す斜視図である。
【図１２】先導ガラス扉から下部支持枠体を取り外した状態を示す斜視図である。
【図１３】先導ガラス扉の戸元側下部構成部及び戸先側下部構成部の分解斜視図である。
【図１４】多連式の引戸を開く際の動作を説明する図である。
【図１５】多連式の引戸を閉める際の動作を説明する図である。
【図１６】下レールを示す斜視図である。
【図１７】下レールの分解斜視図である。
【図１８】見付方向において戸先縦枠側の端部に配置された排水部品を示す斜視図である
。
【図１９】見付方向において戸元縦枠側の端部に配置された排水部品を示す斜視図である
。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明に係る多連式引戸１の好ましい実施形態について、図面を参照しながら説
明する。なお、本明細書において、「見付方向」とは、ガラス扉３，４，５の面方向を意
味し、「見込方向」とは、屋内外方向（即ち、奥行き方向）を意味する。
【０００９】
　図１に示すように、本実施形態の多連式引戸１は、例えば、開口部構造体１０に設置さ
れる。開口部構造体１０は、複数の開口部１１１，１１２を有する。開口部構造体１０は
、複数の支柱１１と、複数の上枠１２と、屋根材１３と、を備え、支柱１１と上枠１２と
で形成される一側面側開口部１１１及び他側面側開口部１１２を有する。なお、開口部構
造体１０としては、多連式引戸１を配置可能な開口部を備えていればよく、例えば、ビル
や住宅に形成される開口部などでもよい。
【００１０】
　本実施形態においては、多連式引戸１は、片開き多連式引戸１Ａと、両開き多連式引戸
１Ｂと、を備える。片開き多連式引戸１Ａは、開口部構造体１０の一側面に形成される一
側面側開口部１１１に配置される。両開き多連式引戸１Ｂは、一側面に直交して配置され
る他側面に形成される他側面側開口部１１２に配置される。両開き多連式引戸１Ｂの基本
的な構成は、片開き多連式引戸１Ａを左右対称に一対の設けた構成と同じである。そのた
め、本実施形態の説明においては、片開き多連式引戸１Ａの構成について詳細に説明する
。
【００１１】
　片開き多連式引戸１Ａは、図２に示すように、戸元側縦枠２１と、戸先側縦枠２２と、
３枚のガラス扉（固定ガラス扉３、中間移動ガラス扉４（第２戸体）、先導ガラス扉５（
第１戸体））と、片開き多連式引戸１Ａの上方に配置される上レール６と、片開き多連式



(4) JP 2021-55318 A 2021.4.8

10

20

30

40

50

引戸１Ａの下方に配置される下レール７と、を備える。戸元側縦枠２１は、一側面側開口
部１１１の左右方向の一方側（例えば、図２における左側）において、支柱１１に固定さ
れる。戸先側縦枠２２は、一側面側開口部１１１の左右方向の他方側（例えば、図２にお
ける右側）において、支柱１１に固定される。なお、本実施形態においては、固定ガラス
扉３、中間移動ガラス扉４及び先導ガラス扉５の説明において、戸元側縦枠２１側を戸元
側といい、戸先側縦枠２２側を戸先側という。
【００１２】
　固定ガラス扉３は、戸元側縦枠２１に固定される。中間移動ガラス扉４及び先導ガラス
扉５は、図３Ａ～図４に示すように、上部が上レール６に保持されると共に、下部が下レ
ール７に保持された状態で、左右方向（見付方向）に移動可能である。上レール６の３つ
の上レール部分６１，６２，６３、及び下レール７の下レール部分７０１，７０２，７０
３は、見込方向に並んで配置されると共に、左右方向に延びて形成される。
【００１３】
　固定ガラス扉３、中間移動ガラス扉４及び先導ガラス扉５は、それぞれ、上レール６の
３つの上レール部分６１，６２，６３及び下レール７の３つの下レール部分７０１，７０
２，７０３それぞれに配置され、隣り合うガラス扉の一部が見込方向に見た場合に重なっ
た状態で、見込方向の屋外側から屋内側にこの順に配置される。固定ガラス扉３、中間移
動ガラス扉４及び先導ガラス扉５は、左右方向の一方側（図２における左側）から他方側
（図２における右側）に向けてこの順に配置される。
【００１４】
　固定ガラス扉３は、図３Ａ、図３Ｂ及び図４に示すように、屋外側の下レール部分７０
１及び上レール部分６１に配置される。固定ガラス扉３は、左右方向に移動しないように
戸元側縦枠２１に固定されるＦＩＸ扉である。固定ガラス扉３は、図２に示すように、下
部において、戸元側が、戸元側縦枠２１に固定された下部規制部材２２１に固定されると
共に、上部において、戸先側が、上部規制部材２２２により、左右方向の戸先側縦枠２２
側への移動が規制されている。
【００１５】
　固定ガラス扉３は、図５～図７に示すように、ガラスパネル３１と、下部支持枠体３２
と、２つの戸車３３，３３と、見付方向の戸元側（一方側）に配置される戸元側下部構成
部３４と、見付方向の戸先側（他方側）に配置される戸先側下部構成部３６と、を有する
。戸元側下部構成部３４は、図７に示すように、屋外側が開放する断面視略Ｃ字状のキャ
ップ取付金具３４１と、端部キャップ３４２と、戸元側下部部材３５と、を有する。戸先
側下部構成部３６は、屋外側が開放する断面視略Ｃ字状のキャップ取付金具３６１と、端
部キャップ３６２と、戸先側下部部材３７と、を有する。
【００１６】
　ガラスパネル３１は、所定の厚さを有し、屋外側から見た場合に、長方形形状に形成さ
れる。
　下部支持枠体３２は、左右方向に延びて形成され、ガラスパネル３１の下端部を支持す
る。なお、本実施形態においては、固定ガラス扉３の戸元側に戸元側縦枠２１（図４参照
）が設けられているものの、ガラスパネル３１の上端部及び左右方向の両端部を保持する
ための框や保持枠は設けられていない。下部支持枠体３２は、図７に示すように、ガラス
保持部３２１と、中空部３２２と、下部取付部３２３と、を有する。
【００１７】
　ガラス保持部３２１は、上方側に突出する一対の保持片３２１ａを有し、上方側が開放
する断面視略Ｕ状に形成され、ガラスパネル３１の下端部を保持する。ガラス保持部３２
１の下面には、２つの戸車３３，３３が左右方向に離間して取り付けられる。２つの戸車
３３，３３が取り付けられた部分において、中空部３２２には、２つの戸車３３，３３が
貫通して配置される開口（図示せず）が形成されている。
【００１８】
　中空部３２２は、左右方向に延びる中空状に形成され、左右方向の戸元側（一方側）の
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端部には、戸元側下部構成部３４のキャップ取付金具３４１が挿入され、左右方向の戸先
側（他方側）の端部には、戸先側下部構成部３６のキャップ取付金具３６１が挿入される
。キャップ取付金具３４１，３６１の左右方向の外側には、端部キャップ３４２，３６２
が固定される。
【００１９】
　下部取付部３２３は、中空部３２２の下部において、下方に開放する断面視逆Ｕ字状に
形成されており、屋内側及び屋外側において上下方向に幅を有して左右方向に延びる一対
の板状部３２３ａを有する。一対の板状部３２３ａの左右方向の戸先側の端部には、それ
ぞれ、戸先側の端部から同じ長さ切り欠かれた切り欠き部３２４が形成される。切り欠き
部３２４の切り欠かれた左右方向の長さは、戸先側下部部材３７のＣ字状部分３７１の突
出部分３７１ａ，３７１ｂ（後述）の左右方向の長さに対応する長さに形成される。
【００２０】
　下部取付部３２３において、左右方向の戸元側の端部には、戸元側下部部材３５が取り
付けられ、左右方向の戸先側の端部には、戸先側下部部材３７が取り付けられる。
【００２１】
　戸元側下部部材３５は、下方側が開放する断面視略Ｕ字形状に形成される。戸元側下部
部材の上面には、複数の貫通孔３５１が形成される。複数の貫通孔３５１のうちの最も戸
元側の貫通孔３５１ａには、戸元側縦枠２１に固定された下部規制部材２２１の先端突起
２２１ａが挿入される。これにより、固定ガラス扉３は、戸元側縦枠２１に固定される。
【００２２】
　戸先側下部部材３７は、下方側が開放する断面視略Ｃ字形状に形成されるＣ字状部分３
７１と、Ｃ字状部分３７１の上面から左右方向の戸元側（一方側）に延出する平面状部分
３７２と、を有する。
【００２３】
　戸先側下部部材３７は、左右方向（開閉方向）に直交する方向に切断した断面形状が、
下方側が開放する略Ｃ字形状の断面形状のＣ字状部分３７１を含んで構成され、Ｃ字状部
分３７１の略Ｃ字形状の閉じた上面部分において、ネジにより、固定ガラス扉３の下部に
固定される。
【００２４】
　Ｃ字状部分３７１は、下部支持枠体３２の中空部３２２の見込方向の幅よりも見込方向
の両側に突出する一対の突出部分３７１ａ，３７１ｂを有する。一対の突出部分３７１ａ
，３７１ｂは、下部取付部３２３の切り欠き部３２４から見込方向の両方の外側に突出す
るように配置される。
【００２５】
　一対の突出部分３７１ａ，３７１ｂの上面には、下部取付部３２３の切り欠き部３２４
の上側の下端縁が配置される位置において、見付方向に延びる凹溝３７１ｃが形成される
。凹溝３７１ｃには、切り欠き部３２４の上側の下端縁が配置される。
　一対の突出部分３７１ａ，３７１ｂの左右方向の内側の面には、それぞれ、小口端面キ
ャップ３７５が取り付けられる。小口端面キャップ３７５の上面には、下部取付部３２３
の上側の下端縁が配置される位置において、見付方向に延びる凹溝３７５ａが形成される
。凹溝３７５ａには、切り欠き部３２４の上側の下端縁が配置される。
【００２６】
　切り欠き部３２４の上側の下端縁が、小口端面キャップ３７５の凹溝３７５ａ及びＣ字
状部分３７１の突出部分３７１ａ，３７１ｂの凹溝３７１ｃに配置されることで、切り欠
き部３２４の上側の下端縁を、外部から視認できないように隠すことができる。
【００２７】
　中間移動ガラス扉４は、図３Ａ及び図４に示すように、見込方向の中央の上レール部分
６２及び下レール部分７０２に配置され、少なくとも一部が先導ガラス扉５の見込方向の
屋外側に重なって配置される。中間移動ガラス扉４は、見込方向に見た場合に少なくとも
一部が先導ガラス扉５（後述）に重なった状態で先導ガラス扉５の移動に連動して左右方
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向に移動可能である。また、中間移動ガラス扉４は、見込方向に見た場合に少なくとも一
部が固定ガラス扉３に重なった状態で固定ガラス扉３に対して左右方向に移動可能である
。
【００２８】
　中間移動ガラス扉４は、左右方向の戸先側縦枠２２側へ移動する場合に、図４に示すよ
うに、下部において、戸元側の端部が、固定ガラス扉３の戸先側の端部の戸先側下部部材
３７のＣ字状部分３７１に当接することにより、左右方向の戸先側縦枠２２側への移動が
規制されると共に、図２に示すように、上部において、戸先側の端部が、上部規制部材２
２３に当接することにより、左右方向の戸先側縦枠２２側への移動が規制されている。ま
た、中間移動ガラス扉４は、左右方向の戸元側縦枠２１側へ移動する場合に、図４に示す
ように、下部において、戸先側の端部が、固定ガラス扉３の戸先側の端部の戸先側下部部
材３７のＣ字状部分３７１に当接することにより、左右方向の戸元側縦枠２１側への移動
が規制される。
【００２９】
　中間移動ガラス扉４は、図８～図１０に示すように、ガラスパネル４１と、下部支持枠
体４２と、２つの戸車４３，４３と、見付方向の戸元側（一方側）に配置される戸元側下
部構成部４４と、見付方向の戸先側（他方側）に配置される戸先側下部構成部４６と、隙
間塞ぎ材４８（図２、図４参照）と、を有する。戸元側下部構成部４４は、図１０に示す
ように、屋外側が開放する断面視略Ｃ字状のキャップ取付金具４４１と、端部キャップ４
４２と、戸元側下部連動部材４５（第２戸体一端部側連動部材）と、を有する。戸先側下
部構成部４６は、屋外側が開放する断面視略Ｃ字状のキャップ取付金具４６１と、端部キ
ャップ４６２と、戸先側下部連動部材４７（第２戸体他端部側連動部材）と、を有する。
【００３０】
　ガラスパネル４１は、所定の厚さを有し、屋外側から見た場合に、長方形形状に形成さ
れる。ガラスパネル４１の戸元側の端部には、図２に示すように、隙間塞ぎ材４８が取り
付けられる。隙間塞ぎ材４８は、図４に示すように、突出片４８１を有する。突出片４８
１は、固定ガラス扉３と中間移動ガラス扉４との間の隙間を塞ぐように、ガラスパネル４
１の戸元側の端面から、固定ガラス扉３のガラスパネル３１の屋内側の面側に突出するよ
うに形成される。
【００３１】
　下部支持枠体４２は、左右方向に延びて形成され、ガラスパネル４１の下端部を支持す
る。なお、本実施形態においては、ガラスパネル４１の戸元側の端部に隙間塞ぎ材４８（
図４参照）が設けられているものの、ガラスパネル４１の上端部及び左右方向の両端部を
保持するための框や保持枠は設けられていない。下部支持枠体４２は、図１０に示すよう
に、ガラス保持部４２１と、中空部４２２と、下部取付部４２３と、を有する。
【００３２】
　ガラス保持部４２１は、上方側に突出する一対の保持片４２１ａを有し、上方側が開放
する断面視略Ｕ状に形成され、ガラスパネル４１の下端部を保持する。ガラス保持部４２
１の下面には、２つの戸車４３，４３が左右方向に離間して取り付けられる。２つの戸車
４３，４３が取り付けられた部分において、中空部４２２には、２つの戸車４３，４３が
貫通して配置される開口（図示せず）が形成されている。
【００３３】
　中空部４２２は、左右方向に延びる中空状に形成され、左右方向の戸元側（一方側）の
端部には、戸元側下部構成部４４のキャップ取付金具４４１が挿入され、左右方向の戸先
側（他方側）の端部には、戸先側下部構成部４６のキャップ取付金具４６１が挿入される
。キャップ取付金具４４１，４６１の左右方向の外側には、端部キャップ４４２，４６２
が固定される。
【００３４】
　下部取付部４２３は、中空部４２２の下部において、下方に開放する断面視逆Ｕ字状に
形成されており、屋内側及び屋外側において上下方向に幅を有して左右方向に延びる一対
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の板状部４２３ａを有する。
【００３５】
　一対の板状部４２３ａの左右方向の戸先側の端部には、それぞれ、戸先側の端部から同
じ長さ切り欠かれた切り欠き部４２４が形成される。切り欠き部４２４の切り欠かれた左
右方向の長さは、戸先側下部連動部材４７のＣ字状部分４７１の突出部分４７１ａ（後述
）の左右方向の長さに対応する長さに形成される。
【００３６】
　一対の板状部４２３ａの左右方向の戸元側の端部には、それぞれ、戸元側の端部から切
り欠かれた切り欠き部４２５，４２６が形成される。屋外側の切り欠き部４２５の切り欠
かれた左右方向の長さは、前述の左右方向の戸先側の端部の切り欠き部４２４の長さと同
じであり、屋内側の切り欠き部４２６の切り欠かれた左右方向の長さは、屋外側の切り欠
き部４２５の長さよりも長い。屋外側の切り欠き部４２５の切り欠かれた左右方向の長さ
は、戸元側下部連動部材４５のＣ字状部分４５１の屋外側の突出部分４５１ａ（後述）の
左右方向の長さに対応する長さに形成され、屋内側の切り欠き部４２６の切り欠かれた左
右方向の長さは、戸元側下部連動部材４５のＣ字状部分４５１の屋内側の突出部分４５１
ｂ（後述）の左右方向の長さに対応する長さに形成される。
【００３７】
　下部取付部４２３において、左右方向の戸元側の端部には、戸元側下部連動部材４５が
取り付けられ、左右方向の戸先側の端部には、戸先側下部連動部材４７が取り付けられる
。
【００３８】
　戸元側下部連動部材４５は、見込方向に見た場合に先導ガラス扉５と中間移動ガラス扉
４との重なり部分が大きくなる側に先導ガラス扉５が移動された場合に、先導ガラス扉５
の左右方向の戸元側（一端側）に配置される戸元側下部連動部材５５（後述）が当接可能
である（図１４参照）。戸元側下部連動部材４５は、図１０に示すように、下方側が開放
する断面視略Ｃ字形状に形成されるＣ字状部分４５１と、Ｃ字状部分４５１の上面から左
右方向の戸先側（他方側）に延出する平面状部分４５２と、を有する。
【００３９】
　戸元側下部連動部材４５は、中間移動ガラス扉４の左右方向（開閉方向）に直交する方
向に切断した場合の断面形状が、下方側が開放する略Ｃ字形状の断面形状のＣ字状部分４
５１を含んで構成され、Ｃ字状部分４５１の略Ｃ字形状の閉じた上面部分において、ネジ
により、中間移動ガラス扉４の下部に固定される。
【００４０】
　Ｃ字状部分４５１は、下部支持枠体４２の中空部４２２の見込方向の幅よりも見込方向
の両側に突出する一対の突出部分４５１ａ，４５１ｂを有する。一対の突出部分４５１ａ
，４５１ｂは、下部取付部４２３の切り欠き部４２５，４２６から見込方向の両方の外側
に突出するように配置される。
【００４１】
　屋外側の突出部分４５１ａ（第２連動部）は、中間移動ガラス扉４における見込方向の
固定ガラス扉３が配置される側（見込方向の先導ガラス扉５と反対側、見込方向の屋外側
）に突出する。屋外側の突出部分４５１ａは、切り欠き部４２５を介して、下部取付部４
２３の見込方向の屋外側に突出する。
【００４２】
　屋内側の突出部分４５１ｂ（第１連動部）は、中間移動ガラス扉４における見込方向の
先導ガラス扉５が配置される側（見込方向の屋内側）に突出する。屋内側の突出部分４５
１ｂは、切り欠き部４２６を介して、下部取付部４２３の見込方向の屋内側に突出する。
屋内側の突出部分４５１ｂの左右方向（見付方向）の長さは、屋外側の突出部分４５１ａ
の左右方向（見付方向）の長さよりも長く形成される。
【００４３】
　屋外側の突出部分４５１ａ及び屋内側の突出部分４５１ｂの上面には、下部取付部４２



(8) JP 2021-55318 A 2021.4.8

10

20

30

40

50

３の切り欠き部４２５，４２６の上側の下端縁が配置される位置において、見付方向に延
びる凹溝４５１ｃが形成される。凹溝４５１ｃには、切り欠き部４２５，４２６の上側の
下端縁が配置される。
【００４４】
　一対の突出部分４５１ａ，４５１ｂの左右方向の内側の面には、それぞれ、小口端面キ
ャップ４５５が取り付けられる。小口端面キャップ４５５の上面には、下部取付部４２３
の切り欠き部４２５，４２６の上側の下端縁が配置される位置において、見付方向に延び
る凹溝４５５ａが形成される。凹溝４５５ａには、切り欠き部４２５，４２６の上側の下
端縁が配置される。
【００４５】
　切り欠き部４２５，４２６の上側の下端縁が、小口端面キャップ４５５の凹溝４５５ａ
及びＣ字状部分４５１の突出部分４５１ａ，４５１ｂの凹溝４５１ｃに配置されることで
、切り欠き部４２５，４２６の上側の下端縁を、外部から視認できないように隠すことが
できる。
【００４６】
　戸先側下部連動部材４７は、見込方向に見た場合に先導ガラス扉５と中間移動ガラス扉
４との重なり部分が小さくなる側に先導ガラス扉５が移動された場合に、先導ガラス扉５
の戸元側下部連動部材５５（後述）に当接可能である（図１５参照）。戸先側下部連動部
材４７は、図１０に示すように、下方側が開放する断面視略Ｃ字形状に形成されるＣ字状
部分４７１と、Ｃ字状部分４７１の上面から左右方向の戸元側（一方側）に延出する平面
状部分４７２と、を有する。Ｃ字状部分４７１の一対の突出部分４７１ａ，４７１ｂの左
右方向の内側の面には、それぞれ、小口端面キャップ４７５が取り付けられる。
　戸先側下部連動部材４７及び小口端面キャップ４７５の構成は、固定ガラス扉３の戸先
側下部部材３７と同様の構成であるため、その説明を省略する。
【００４７】
　先導ガラス扉５は、図３Ａ、図３Ｃ及び図４に示すように、屋内側の下レール部分７０
３及び上レール部分６３に配置され、中間移動ガラス扉４に対して左右方向に移動可能で
ある。先導ガラス扉５は、左右方向の戸先側縦枠２２側へ移動する場合に、図４に示すよ
うに、下部において、戸元側の端部が、中間移動ガラス扉４の戸先側の端部の戸先側下部
連動部材４７のＣ字状部分４７１に当接することにより、左右方向の戸先側縦枠２２側へ
の移動が規制されると共に、戸先側の端部が、戸先側縦枠２２に当接することより、戸先
側縦枠２２側への移動が規制されている。また、先導ガラス扉５は、左右方向の戸元側縦
枠２１側へ移動する場合に、図４に示すように、下部において、戸元側の端部が、固定ガ
ラス扉３の戸先側の端部の戸元側下部連動部材４５のＣ字状部分４５１に当接して移動す
ることにより、中間移動ガラス扉４を連動して移動させる。
【００４８】
　先導ガラス扉５は、図１１～図１３に示すように、ガラスパネル５１と、下部支持枠体
５２と、２つの戸車５３，５３と、見付方向の戸元側に配置される戸元側下部構成部５４
と、見付方向の戸先側に配置される戸先側下部構成部５６と、隙間塞ぎ材５８（図２、図
４参照）と、戸先錠５９１と、戸先手掛け部５９２（手掛け部）と、を有する。戸元側下
部構成部５４は、屋外側が開放する断面視略Ｃ字状のキャップ取付金具５４１と、端部キ
ャップ５４２と、戸元側下部連動部材５５（第１戸体一端部側連動部材）と、を有する。
戸先側下部構成部５６は、屋外側が開放する断面視略Ｃ字状のキャップ取付金具５６１と
、端部キャップ５６２と、戸先側下部部材５７と、を有する。
【００４９】
　ガラスパネル５１は、所定の厚さを有し、屋外側から見た場合に、長方形形状に形成さ
れる。ガラスパネル５１の戸元側の端部には、図２に示すように、隙間塞ぎ材５８が取り
付けられる。隙間塞ぎ材５８は、図４に示すように、突出片５８１を有する。突出片５８
１は、中間移動ガラス扉４と先導ガラス扉５との間の隙間を塞ぐように、ガラスパネル５
１の戸元側の端面から、中間移動ガラス扉４のガラスパネル４１の屋内側の面側に突出す
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るように形成される。
【００５０】
　ガラスパネル５１の戸先側の上下方向の略中央における見込方向の屋内側及び屋外側に
は、戸先手掛け部５９２が配置される。戸先手掛け部５９２は、ガラスパネル５１の屋外
側の見付面に配置される屋外側手掛け部５９２ａと、ガラスパネル５１の屋内側の見付面
に配置される屋内側手掛け部５９２ｂと、を有する。
【００５１】
　下部支持枠体５２は、図１１～図１４に示すように、左右方向に延びて形成され、ガラ
スパネル５１の下端部を支持する。なお、本実施形態においては、ガラスパネル５１の戸
元側の端部に隙間塞ぎ材５８（図４参照）が設けられているものの、ガラスパネル５１の
上端部及び左右方向の両端部を保持するための框や保持枠は設けられていない。下部支持
枠体５２は、図１３に示すように、ガラス保持部５２１と、中空部５２２と、下部取付部
５２３と、を有する。
【００５２】
　ガラス保持部５２１は、上方側に突出する一対の保持片５２１ａを有し、上方側が開放
する断面視略Ｕ状に形成され、ガラスパネル５１の下端部を保持する。ガラス保持部５２
１の下面には、２つの戸車５３，５３が左右方向に離間して取り付けられる。２つの戸車
５３，５３が取り付けられた部分において、中空部５２２には、２つの戸車５３，５３が
貫通して配置される開口（図示せず）が形成されている。
【００５３】
　中空部５２２は、左右方向に延びる中空状に形成され、左右方向の戸元側（一方側）の
端部には、戸元側下部構成部５４のキャップ取付金具５４１が挿入され、左右方向の戸先
側（他方側）の端部には、戸先側下部構成部５６のキャップ取付金具５６１が挿入される
。キャップ取付金具５４１，５６１の左右方向の外側には、端部キャップ５４２，５６２
が固定される。
【００５４】
　下部取付部５２３は、中空部５２２の下部において、下方に開放する断面視逆Ｕ字状に
形成されており、屋内側及び屋外側において上下方向に幅を有して左右方向に延びる一対
の板状部５２３ａを有する。一対の板状部５２３ａの左右方向の戸元側の端部には、それ
ぞれ、戸元側の端部から同じ長さ切り欠かれた切り欠き部５２４が形成される。切り欠き
部５２４の切り欠かれた左右方向の長さは、戸元側下部連動部材５５の突出部分５５１ａ
，５５１ｂ（後述）の左右方向の長さに対応する長さに形成される。
【００５５】
　下部取付部５２３において、左右方向の戸元側の端部には、戸元側下部連動部材５５が
取り付けられ、左右方向の戸先側の端部には、戸先側下部部材５７が取り付けられる。
【００５６】
　戸元側下部連動部材５５は、見込方向に見た場合に先導ガラス扉５と中間移動ガラス扉
４との重なり部分が大きくなる側に先導ガラス扉５が移動された場合に、中間移動ガラス
扉４の戸元側下部連動部材４５に当接可能である（図１４参照）。戸元側下部連動部材５
５は、図１３に示すように、下方側が開放する断面視略Ｃ字形状に形成されるＣ字状部分
５５１と、Ｃ字状部分５５１の上面から左右方向の戸先側（他方側）に延出する平面状部
分５５２と、を有する。Ｃ字状部分５５１の一対の突出部分５５１ａ，５５１ｂの左右方
向の内側の面には、それぞれ、小口端面キャップ５５５が取り付けられる。
　戸元側下部連動部材５５及び小口端面キャップ５５５の構成は、固定ガラス扉３の戸先
側下部部材３７及び小口端面キャップ３７５を左右反対とした構成と同様の構成であるた
め、その説明を省略する。
　また、戸先側下部部材５７の構成は、前述の固定ガラス扉３の戸元側下部部材３５を左
右反対とした構成と同様の構成である。
【００５７】
　以上のように構成される先導ガラス扉５、中間移動ガラス扉４及び固定ガラス扉３にお
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いて、先導ガラス扉５の戸元側下部連動部材５５、中間移動ガラス扉４の戸元側下部連動
部材４５及び戸先側下部連動部材４７、並びに、固定ガラス扉３の戸先側下部部材３７は
、アルミ材料による押し出し成形で形成される。また、戸元側下部連動部材５５、戸元側
下部連動部材４５、戸先側下部連動部材４７及び戸先側下部部材３７において、戸元側下
部連動部材５５のＣ字状部分５５１、戸元側下部連動部材４５のＣ字状部分４５１、戸先
側下部連動部材４７のＣ字状部分４７１、及び、戸先側下部部材３７のＣ字状部分３７１
は、断面形状が全て同じ形状である。
【００５８】
　そのため、戸元側下部連動部材５５、戸元側下部連動部材４５、戸先側下部連動部材４
７及び戸先側下部部材３７は、先導ガラス扉５、中間移動ガラス扉４及び固定ガラス扉３
の左右方向（開閉方向）に直交する方向に切断した場合の断面形状が、同一形状となる部
分を含んで構成される。これにより、戸元側下部連動部材５５、戸元側下部連動部材４５
、戸先側下部連動部材４７及び戸先側下部部材３７は、断面視略Ｃ字状の同じ形材を加工
することで形成することができる。つまり、本実施形態においては、アルミ材料を押し出
し成形することで、断面視略Ｃ字形状の形材を形成した後に、切り欠き加工を施すことで
、戸元側下部連動部材５５、戸元側下部連動部材４５、戸先側下部連動部材４７及び戸先
側下部部材３７を製作できる。これにより、同じ断面の形材を加工するだけで、戸元側下
部連動部材５５、戸元側下部連動部材４５、戸先側下部連動部材４７及び戸先側下部部材
３７を製作できるため、製造コストを低減できる。また、戸元側下部連動部材５５、戸元
側下部連動部材４５及び戸先側下部連動部材４７が、アルミ材料から形成されるため、同
じ材料の同色で形成されるため、色差がなく、意匠性を向上できる。
【００５９】
　片開き多連式引戸１Ａにおいて、固定ガラス扉３、中間移動ガラス扉４及び先導ガラス
扉５を、閉位置から開位置に移動させる場合には、図１４に示すように、片開き多連式引
戸１Ａが閉位置に位置された状態において、先導ガラス扉５の戸先手掛け部５９２に手を
掛けて、先導ガラス扉５を左右方向の戸元側に移動させる。これにより、先導ガラス扉５
の戸元側の戸元側下部連動部材５５の屋外側の突出部分５５１ａが、中間移動ガラス扉４
の戸元側の戸元側下部連動部材４５の屋内側の突出部分４５１ｂに当接すると、先導ガラ
ス扉５の戸元側へ移動が規制されて、中間移動ガラス扉４の戸先側の端部には、引き残し
領域Ｘが形成される。そのため、中間移動ガラス扉４の戸先側の端部側において、指が挟
まれることを防止できる。その後、先導ガラス扉５を更に左右方向の戸元側に移動させる
ことで、先導ガラス扉５と中間移動ガラス扉４とを連動させて左右方向の戸元側に移動さ
せる。これにより、中間移動ガラス扉４の戸先側の戸先側下部連動部材４７の屋外側の突
出部分４７１ａが、固定ガラス扉３の戸先側の戸先側下部部材３７の屋内側の突出部分３
７１ｂに当接すると、中間移動ガラス扉４の左右方向の戸元側への移動が規制された状態
で、片開き多連式引戸１Ａは、開位置に位置される。
【００６０】
　一方、片開き多連式引戸１Ａにおいて、固定ガラス扉３、中間移動ガラス扉４及び先導
ガラス扉５を、開位置から閉位置に移動させる場合には、図１５に示すように、先導ガラ
ス扉５の戸先手掛け部５９２に手を掛けて、先導ガラス扉５を左右方向の戸先側に移動さ
せる。ここで、中間移動ガラス扉４の戸先側の端部には、引き残し領域Ｘが形成されるた
め、戸先手掛け部５９２における屋外側手掛け部５９２ａ及び屋内側手掛け部５９２ｂの
いずれにも、容易に手を掛けることができる。これにより、先導ガラス扉５の戸元側の戸
元側下部連動部材５５の屋外側の突出部分５５１ａが、中間移動ガラス扉４の戸先側の戸
先側下部連動部材４７の屋内側の突出部分４７１ｂに当接すると、先導ガラス扉５の戸先
側への移動に連動して、中間移動ガラス扉４が戸先側へ引き出される。その後、先導ガラ
ス扉５を更に左右方向の戸先側に移動させることで、先導ガラス扉５と中間移動ガラス扉
４とを連動させて左右方向の戸先側に移動させる。これにより、中間移動ガラス扉４の戸
元側下部連動部材４５の屋外側の突出部分４５１ａが、固定ガラス扉３の戸先側の戸先側
下部部材３７の屋内側の突出部分３７１ｂに当接すると、中間移動ガラス扉４の左右方向
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の戸先側への移動が規制された状態で、片開き多連式引戸１Ａは、閉位置に位置される。
【００６１】
　次に、上レール６及び下レール７について説明する。
　上レール６は、図３Ａに示すように、開口部構造体１０の一側面側開口部１１１におけ
る上枠１２の下面に固定され、図２に示すように、左右方向（見込方向）に延びる。
　上レール６は、図３Ａに示すように、見込方向に並ぶ３つの上レール部分６１，６２，
６３を有し、３つの上レール部分６１，６２，６３には、それぞれ、３つのガラス扉３，
４，５それぞれが配置される。上レール６は、上レールベース部材６５と、屋外側仕切り
枠６６と、屋内側仕切り枠６７と、を有する。
【００６２】
　上レールベース部材６５は、図３Ａに示すように、下方が開放した断面視略Ｕ字状に形
成される。上レールベース部材６５は、上面板６５１と、見込方向に離間して配置された
一対の側面板６５２と、上面板６５１の下面に形成された一対の屋外側枠取付溝６５３及
び一対の屋内側枠取付溝６５４と、一対の側面板６５２の下端部側に形成された２つのモ
ヘヤ取付溝６５５と、を有する。上面板６５１は、上枠１２の下面にネジ固定される。
【００６３】
　一対の屋外側枠取付溝６５３は、上面板６５１の下面の屋外側において、屋外側の上レ
ール部分６１が配置される領域に、見込方向の内側に互いが向かい合って開放する溝状に
形成される。一対の屋内側枠取付溝６５４は、上面板６５１の下面の屋内側において、屋
内側の上レール部分６３が配置される領域に、見込方向の内側に互いが向かい合って開放
する溝状に形成される。
　２つのモヘヤ取付溝６５５は、一対の側面板６５２の下端部の内側の面に形成され、モ
ヘヤ取付溝６５５には、モヘヤ部材６８が取り付けられる。
【００６４】
　屋外側仕切り枠６６は、屋外側及び下方側が開放した断面視略Ｌ字状に形成される。屋
外側仕切り枠６６は、上レールベース部材６５の屋外側枠取付溝６５３に見込方向の両端
部が挿入される上面板６６１と、上面板６６１の屋内側の端部側から下方に延びる側面板
６６２と、を有する。側面板６６２の下端部における屋外側及び屋内側の両面には、モヘ
ヤ取付溝６６３が形成され、モヘヤ取付溝６６３には、モヘヤ部材６８が取り付けられる
。
【００６５】
　屋内側仕切り枠６７は、屋内側及び下方側が開放した断面視略Ｌ字状に形成される。屋
内側仕切り枠６７は、上レールベース部材６５の屋内側枠取付溝６５４に見込方向の両端
部が挿入される上面板６７１と、上面板６７１の屋外側の端部側から下方に延びる側面板
６７２と、を有する。側面板６７２の下端部における屋外側及び屋内側の両面には、モヘ
ヤ取付溝６７３が形成され、モヘヤ取付溝６７３には、モヘヤ部材６８が取り付けられる
。
【００６６】
　本実施形態においては、上レール６は、各上レール部分６１，６２，６３において、上
レールベース部材６５の上面板６５１の下面とガラスパネル３１，４１，５１それぞれの
上端との間の距離を、従来よりも広く形成している。そのため、上レール６の一対の側面
板や仕切板の上下方向の長さが、従来の上レールと比べて長く形成されている。従来の上
レールの場合、１つの金型を用いて押し出し成形により、上レールの一対の側面板や仕切
板を一体の部材で製造することが可能であった。しかし、本実施形態のように、上レール
６の一対の側面板や仕切板の上下方向の長さが、従来の上レールと比べて長い場合、一体
部品からなる形材を、１つの金型を用いて押し出し成形により製造することが難しい。そ
のため、本発明においては、上レール６を、３部材（上レールベース部材６５、屋外側仕
切り枠６６及び屋内側仕切り枠６７）に分割したものを形成して、これらの３部材を組み
合わせることで上レール６を構成している。
【００６７】
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　下レール７は、図２に示すように、固定ガラス扉３、中間移動ガラス扉４及び先導ガラ
ス扉５の下方に配置され、図４に示すように、固定ガラス扉３、中間移動ガラス扉４及び
先導ガラス扉５に対応した位置に３列で形成される。下レール７は、固定ガラス扉３、中
間移動ガラス扉４及び先導ガラス扉５が配置される範囲には、レール部分７０１，７０２
，７０３が形成される。図１６に示すように、下レール７の上面において、固定ガラス扉
３、中間移動ガラス扉４及び先導ガラス扉５が配置される範囲（レール部分７０１，７０
２，７０３）には、走行部カバー部材７３が配置されている。また、下レール７の上面に
おいて、固定ガラス扉３、中間移動ガラス扉４及び先導ガラス扉５が配置されない範囲に
は、平面カバー部材７４が配置されている。
【００６８】
　下レール７は、図３Ａ～図３Ｃ及び図１７に示すように、ベース部材７１と、２つの足
部材７２と、３つの走行部カバー部材７３と、２つの平面カバー部材７４と、を有する。
ベース部材７１、足部材７２、走行部カバー部材７３及び平面カバー部材７４は、同じ材
料（例えばアルミ材料）で形成される。ベース部材７１、足部材７２、走行部カバー部材
７３及び平面カバー部材７４が同じ材料の同色で形成されるため、色差がなく、意匠性に
優れる。
　下レール７の長手方向の両端部には、図１７に示すように、それぞれ、排水部品７５（
排水部材）が配置される。
【００６９】
　ベース部材７１は、左右方向に延びて形成される。ベース部材７１は、図３Ａ～図３Ｃ
に示すように、上方側から下方側に貫通したネジ７１ａにより基礎（被固定部材）に固定
される。ネジ７１ａの頭部とベース部材７１との間には、ゴムパッキン７１ｂが配置され
る。ベース部材７１の左右方向の両端部には、図１８及び図１９に示すように、上下方向
に貫通する排水用の複数の排水用貫通孔７１６が形成される。複数の排水用貫通孔７１６
は、左右方向の両端部において、各レール部分７０１，７０２，７０３に対応して見込方
向に離間して形成される。
【００７０】
　ベース部材７１は、図１７に示すように、屋外側に配置される一面側部材７１１と、屋
内側に配置される他面側部材７１２と、一面側部材７１１と他面側部材７１２とを接続し
て形成される部材取付部７１３と、を有する。部材取付部７１３の下面には、２つの足部
材７２が取り付けられ、部材取付部７１３の上面には、３つの走行部カバー部材７３及び
２つの平面カバー部材７４が取り付けられる。部材取付部７１３は、下面に形成され下方
に開放すると共に長手方向に延びる２つの足部材取付溝部７１４と、上面に形成され上方
に開放すると共に長手方向に延びる３つのカバー部材取付溝７１５と、を有する。
【００７１】
　２つの足部材取付溝部７１４には、それぞれ、足部材７２が取り付けられる。足部材７
２は、ベース部材７１とは別部材で構成され、足部材取付溝部７１４において、ベース部
材７１の下部に取り付けられる。足部材７２は、長手方向に延びて形成され、長手方向の
長さがベース部材７１の長さよりも短く形成される。足部材７２の長手方向の端部は、ベ
ース部材７１の長手方向の端部よりも、後述する排水部品７５が配置される分だけ長手方
向の内側に位置する。
【００７２】
　足部材７２は、下部に配置され断面視Ｔ字状のＴ字状部７２１と、Ｔ字状部７２１の上
面に形成される２つの係止片７２２と、を有する。足部材７２は、Ｔ字状部７２１の突出
部が下方に突出した状態で、２つの係止片７２２を足部材取付溝部７１４に嵌め込むこと
で取り付けられる。
【００７３】
　カバー部材取付溝７１５には、図１６及び図１７に示すように、３つの走行部カバー部
材７３と、２つの平面カバー部材７４と、が取り付けられる。
【００７４】
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　３つの走行部カバー部材７３は、それぞれ、固定ガラス扉３、中間移動ガラス扉４及び
先導ガラス扉５が配置される領域及び移動される領域に対応する長さに形成され、カバー
部材取付溝７１５に取り付けられる。走行部カバー部材７３の長手方向の端部が下レール
７の長手方向の途中に位置する場合には、走行部カバー部材７３の長手方向の端部には、
端部キャップ７３３が取り付けられる。
【００７５】
　走行部カバー部材７３は、上部に配置され断面視逆Ｔ字状の逆Ｔ字状部７３１と、逆Ｔ
字状部７３１の下面に形成される２つの係止片７３２と、を有する。走行部カバー部材７
３は、逆Ｔ字状部７３１のレール突出部７３１ａが上方に突出した状態で、２つの係止片
７３２をカバー部材取付溝７１５に嵌め込むことで取り付けられる。
【００７６】
　２つの平面カバー部材７４は、それぞれ、固定ガラス扉３、中間移動ガラス扉４及び先
導ガラス扉５が配置されない領域において、カバー部材取付溝７１５に取り付けられる。
２つの平面カバー部材７４は、それぞれ、平面板部７４１と、２つの係止片７４２と、を
有する。平面カバー部材７４は、平面板部７４１が上方に配置された状態で、２つの係止
片７４２をカバー部材取付溝７１５に嵌め込むことで取り付けられる。
【００７７】
　以上の３つの走行部カバー部材７３及び２つの平面カバー部材７４は、カバー部材取付
溝７１５に取り付けられることで、ベース部材７１を基礎に固定するネジ７１ａを隠すこ
とができる。これにより、下レール７の意匠性を向上できる。
【００７８】
　２つの排水部品７５は、図１７～図１９に示すように、それぞれ、足部材７２の長手方
向の両端部の外側においてベース部材７１の下部に配置される。２つの排水部品７５は、
それぞれ、ベース部材７１の下方であって、足部材７２の長手方向の端部の外側に形成さ
れたスペースに配置される。足部材７２の長手方向の端部の外側に形成されたスペースは
、足部材７２の長手方向の長さをベース部材７１の長手方向の長さよりも短くすることで
形成されたスペースである。
【００７９】
　排水部品７５は、図１７に示すように、外形が見込方向に延びる直方体形状に形成され
、上方側及び屋外側が開放した箱状に形成される。排水部品７５は、屋内側の端部が閉止
されると共に屋外側の端部にスリット状の開口が形成される。
【００８０】
　以上のように構成される下レール７においては、走行部カバー部材７３とベース部材７
１との間の隙間から浸入した水や、平面カバー部材７４とベース部材７１との間の隙間か
ら浸入した水は、図１８及び図１９に示すように、走行部カバー部材７３及び平面カバー
部材７４の下方において、ベース部材７１の部材取付部７１３の上面を流れて、長手方向
の両端部の排水用貫通孔７１６を通して、排水部品７５に流入する。排水部品７５に流入
した水は、屋外側の端部の開口から外部に排出される。
【００８１】
　以上説明した本実施形態によれば、以下のような効果を奏する。
　多連式引戸１Ａの下レール構造は、多連式引戸１Ａの下方に配置され長手方向に延びる
下レール７と、下レール７の長手方向の端部に配置される排水部品７５と、を備え、下レ
ール７は、ベース部材７１と、ベース部材７１とは別部材で構成されベース部材７１の下
部に取り付けられる足部材７２と、を有し、足部材７２は、長手方向の長さがベース部材
７１の長さよりも短く形成され、排水部品７５は、足部材７２の長手方向の端部の外側に
おいてベース部材７１の下部に配置される。これにより、排水部品７５を下レール７に設
ける場合に、足部材７２が別部材で構成されているため、足部材７２の長手方向の長さを
調整することで、足部材７２を切り欠く加工をせずに、下レール７に排水部品７５を容易
に取り付けることができる。
【００８２】
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　また、本実施形態においては、ベース部材７１は、上方側から下方側に貫通したネジ７
１ａにより基礎に固定され、下レール７は、ネジ７１ａを覆うようにベース部材７１の上
部に配置されるカバー部材７３，７４を有する。これにより、ベース部材７１を基礎に固
定するネジ７１ａをカバー部材７３，７４で覆うことができるため、意匠性を向上できる
。
【００８３】
　また、本実施形態においては、カバー部材７３，７４は、上方側に向けて突出するレー
ル突出部７３１ａを有する走行部カバー部材７３と、上面が平面状に形成される平面カバ
ー部材７４と、を有する。そのため、ガラス扉３，４，５が走行する部分と走行しない部
分とを区別して、走行部カバー部材７３又は平面カバー部材７４を選択してベース部材７
１の上部に容易に取り付けることができる。
【００８４】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は、上述の実施形態に制
限されるものではなく、適宜変更が可能である。
　例えば、多連式引戸１Ａを２つの移動可能なガラス扉（戸体）を備えて構成したが、こ
れに限定されず、３つ以上の移動可能なガラス扉（戸体）を備えて構成してもよい。
【００８５】
　また、前記実施形態においては、多連式引戸において戸元側の扉を固定ガラス扉３とし
たが、これに限定されない。例えば、戸元側に戸袋を設けて、先導ガラス扉５（第１戸体
）及び中間移動ガラス扉４（第２戸体）を、戸袋に出し入れするように構成してもよい。
【符号の説明】
【００８６】
　１Ａ　多連式引戸（引戸）
　７　下レール
　７１　ベース部材
　７１ａ　ネジ
　７２　足部材
　７３　走行部カバー部材（カバー部材）
　７４　平面カバー部材（カバー部材）
　７５　排水部品（排水部材）
　７３１ａ　レール突出部
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【図１５】 【図１６】
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