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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャッターカーテンを巻取軸に巻き取って収納する巻取式のシャッター装置において、
　左右のガイドレールに案内されて上下動することにより開閉対象空間を仕切る前記シャ
ッターカーテンの少なくとも一部はシート状部材で形成され、このシート状部材で形成さ
れている前記シャッターカーテンの部分に、このシャッターカーテンの表裏を貫通した開
口部が形成されており、
　この開口部の上端部の位置は、前記シャッターカーテンの上端部と下端部の間の位置と
なっており、
　前記シャッターカーテンは、シート本体と、前記開口部を覆うシート状覆い部材とを備
えて構成されているとともに、このシート状覆い部材は前記シャッターカーテンの表裏両
側に２個設けられ、これらのシート状覆い部材は、これらのシート状覆い部材の上端部の
みにおいて前記シート本体に連結されており、
　前記シャッターカーテンには、前記シート状覆い部材から左右方向にずれた位置であっ
て、前記ガイドレールの内部に挿入されない位置において、シート状巻径調整用部材が配
置され、このシート状巻径調整用部材も前記シャッターカーテンの表裏両側に２個設けら
れているとともに、これらのシート状巻径調整用部材も、これらのシート状巻径調整用部
材の上端部のみにおいて前記シート本体に連結されており、
　前記シート状覆い部材の前記上端部の位置と、前記シート状巻径調整用部材の前記上端
部の位置は、前記シャッターカーテンにおける上下方向の互いに対応した位置となってお
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り、
　前記シャッターカーテンの下端部には、このシャッターカーテンの横幅の略全幅に渡る
長さを有していて両端部が前記左右のガイドレールの内部に挿入されていない座板が設け
られており、
　前記２個のシート状覆い部材及び前記２個のシート状巻径調整用部材を含めて前記シャ
ッターカーテンを前記巻取軸に巻き取って収納した際の巻径は、前記巻取軸の軸線に沿う
軸線平行方向につき均一または略均一となることを特徴とするシャッター装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のシャッター装置において、前記シャッターカーテンには、このシャッ
ターカーテンの上端部と下端部の間の位置において中桟が設けられ、左右方向の端部が前
記ガイドレールの内部に挿入されていないこの中桟において、前記シート本体と前記２個
のシート状覆い部材との連結及び前記シート本体と前記２個のシート状巻径調整用部材と
の連結が行われていることを特徴とするシャッター装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のシャッター装置において、前記２個のシート状覆い部材は、一枚のシ
ート状部材を前記中桟の位置で折り返すことによって形成されているとともに、前記２個
のシート状巻径調整用部材も、一枚のシート状部材を前記中桟の位置で折り返すことによ
って形成されていることを特徴とするシャッター装置。
【請求項４】
　請求項１に記載のシャッター装置において、前記シート本体と前記２個のシート状覆い
部材の上端部との連結及び前記シート本体と前記２個のシート状巻径調整用部材の上端部
との連結は、縫い付けによって行われていることを特徴とするシャッター装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載のシャッター装請求項１に記載のシャッター装置におい
て、前記シート状覆い部材には、水平方向へ延びる金属線材が配置されているとともに、
前記シート状巻径調整用部材にも、水平方向へ延びる金属線材が配置されており、これら
の金属線材の上下方向の配置位置は対応していることを特徴とするシャッター装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載のシャッター装置において、
前記シート状巻径調整用部材の厚さ及び上下方向の長さは、前記シート状覆い部材の厚さ
及び上下方向の長さと同じになっていることを特徴とするシャッター装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載のシャッター装置において、
前記シャッターカーテンの上下方向における前記シート状巻径調整用部材の配置位置は、
前記シャッターカーテンの上下方向における前記シート状覆い部材の配置位置と同じにな
っていることを特徴とするシャッター装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、シャッターカーテンを巻取軸に巻き取って収納する巻取式のシャッター装置に
係り、例えば、防火や防煙等のための防災用シャッターにおいてシート状部材により形成
されたシャッターカーテンの一部に非常用の出入口を設ける場合などに利用できる。
【０００２】
【背景技術】
一般に、建物の出入口や通路の途中等には、シャッターカーテンを上下動させて空間を仕
切るための各種の目的の建物用シャッターが設けられており、防火や防煙等を行うための
防災用シャッターもそのうちの一種である。
【０００３】
このような防災用シャッターには、火災発生時等の緊急時において建物内にいる人々の避
難経路を確保するために、すなわち火災発生等に伴い防災用シャッターが降ろされた後に
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その防災区画内に取り残された人々の逃げ道を確保するために、非常用の出入口を設けて
おくことが必要となる。
【０００４】
従来より、金属製のシャッターカーテンを備えた防災用シャッターの場合には、シャッタ
ー装置とは別途に、その脇に非常用の出入口専用のドアを設けることが多かった。ところ
が、近年では、各種材料の開発が進み、耐火性、遮熱性、遮煙性、防水性等に優れた布製
のスクリーン等のシート状部材により形成されたシャッターカーテンを備えた防災用シャ
ッターが用いられるようになり、シャッター装置のシャッターカーテン自体に非常用の出
入口が設けられるようになってきた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述したようにシャッター装置のシャッターカーテン自体に非常用の出入
口を設ける場合には、出入口を覆うシート状部材により、出入口の部分のシャッターカー
テンの厚みが他の部分よりも厚くなる場合がある。このため、シャッターカーテンを巻取
軸に巻き取って収納した際に、その巻径が巻取軸の軸線平行方向につき均一にならないの
で、シャッターカーテンの下端に設けられた座板が湾曲あるいは傾斜した状態となってし
まい、天井面または天井に設けられたまぐさ等と平行にならず、外観を損なうという問題
があった。そして、シャッターカーテンの横幅が大きくなり、任意の場所に数カ所の出入
口が設けられるようになると、その設置位置によっては、さらに問題が助長されることに
なる。
【０００６】
また、このような問題は、シャッターカーテンが布製のスクリーンにより形成されている
場合には、布であるために縫製という製作工程が避けられないことから、縫製の方法によ
っても同様に生じることとなる。
【０００７】
さらに、これらのシャッターカーテンへの非常用の出入口の設置の態様、あるいは縫製の
方法の場合に限らず、一般に、シャッターカーテンに他の部分よりも肉厚の大きい厚肉部
が形成されていれば、同様の問題が生じることになる。
【０００８】
本発明の目的は、シャッターカーテンを巻取軸に巻き取って収納した際の巻径を、軸線平
行方向につき均一または略均一にでき、収納状態の外観の向上を図ることができるシャッ
ター装置を提供するところにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明は、シャッターカーテンを巻取軸に巻き取って収納する巻取式のシャッター装置に
おいて、シャッターカーテンのうち巻取軸の軸線に沿う軸線平行方向の一部には、軸線平
行方向の他の部分よりも肉厚の大きい厚肉部が形成され、シャッターカーテンの前記他の
部分には、シャッターカーテンを巻取軸に巻き取って収納した際の巻径を調整するための
巻径調整用部材が設けられ、シャッターカーテンを巻取軸に巻き取って収納した際の巻径
は、軸線平行方向につき均一または略均一となることを特徴とするものである。
【００１０】
ここで、厚肉部は、軸線平行方向についての一部に形成されていればよく、シャッターカ
ーテン開閉方向については一部のみに形成されている必要はなく、全部に形成されていて
もよい（後述の図１０参照）。なお、シャッターカーテン開閉方向は、上下方向のみなら
ず、左右方向、水平方向、斜め方向等でもよく、任意である。
【００１１】
このような本発明においては、シャッターカーテンのうち厚肉部以外の部分（前記他の部
分）に巻径調整用部材が設けられているので、シャッターカーテンが巻取軸に巻き取られ
て収納され略円柱状の状態になった際には、厚肉部が巻き取られた部分の巻径と、巻径調
整用部材が巻き取られた部分の巻径とが、一致または略一致するため、結局、シャッター
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カーテンを巻き取り収納した際の巻径は、軸線平行方向につき均一または略均一となる。
【００１２】
このため、シャッターカーテン収納状態において、シャッターカーテンの閉鎖方向先端部
が、湾曲したり、あるいは傾斜したりするという不都合は解消され、シャッターカーテン
の閉鎖方向先端部は、巻取軸に対して平行に収まるようになる。従って、例えば、シャッ
ターカーテンの下端に設けられた座板と、天井面または天井に設けられたまぐさ等とが平
行にならず、外観が損なわれるという問題は解消されることになり、これにより前記目的
が達成される。
【００１３】
また、前述したシャッターカーテンに巻径調整用部材を設けて巻径調整を行うシャッター
装置において、厚肉部のシャッターカーテン開閉方向についての両側端縁と、巻径調整用
部材のシャッターカーテン開閉方向についての両側端縁とは、それぞれ開閉方向における
位置が一致していることが望ましい。このようにシャッターカーテン開閉方向についての
両側端縁（巻取軸の側の端縁、およびシャッターカーテンの閉鎖方向先端部の側の端縁）
をそれぞれ一致させることにより、容易に巻径の均一化を図ることが可能となるからであ
る。そして、このように両側端縁をそれぞれ一致させ、巻径調整用部材と厚肉部とのシャ
ッターカーテン開閉方向についての各長さを同じにした場合には、巻径調整用部材の肉厚
とシャッターカーテンの厚肉部以外の部分（前記他の部分）の肉厚との合計肉厚が、厚肉
部の肉厚と同一または略同一となるようにしておけばよい。
【００１４】
但し、厚肉部の配置や形状等によっては、厚肉部のシャッターカーテン開閉方向について
の両側端縁と、巻径調整用部材のシャッターカーテン開閉方向についての両側端縁とは、
必ずしも一致させることが望まれるわけではない（後述の図１３参照）。
【００１５】
さらに、前述したシャッターカーテンに巻径調整用部材を設けて巻径調整を行うシャッタ
ー装置において、巻径調整用部材は、厚肉部と同一材料で形成されていることが、巻径調
整用部材が設置された部分の合計肉厚と厚肉部の肉厚との同一性を確保し易いという点で
、好ましい。例えば、厚肉部がシート状部材で形成されている場合には、巻径調整用部材
も同一材料のシート状部材により形成すれば、容易に肉厚の同一性を確保することができ
る。そして、同様な観点から、厚肉部を形成するシート状部材に補強材が設けられている
場合には、シート状部材により形成された巻径調整用部材の対応位置にも同じ補強材を設
けておくことが好ましい。
【００１６】
また、本発明は、シャッターカーテンを巻取軸に巻き取って収納する巻取式のシャッター
装置において、シャッターカーテンのうち巻取軸の軸線に沿う軸線平行方向の一部には、
軸線平行方向の他の部分よりも肉厚の大きい厚肉部が形成され、巻取軸のうちシャッター
カーテンの前記他の部分が巻かれる部分には、シャッターカーテンを巻取軸に巻き取って
収納した際の巻径を調整するために軸径を大きく形成された大径部が設けられ、シャッタ
ーカーテンを巻取軸に巻き取って収納した際の巻径は、軸線平行方向につき均一または略
均一となることを特徴とするものである。
【００１７】
このような本発明においては、巻取軸の一部、すなわち巻取軸のうちシャッターカーテン
の厚肉部以外の部分（前記他の部分）が巻かれる部分に大径部が設けられているので、シ
ャッターカーテンが巻取軸に巻き取られて収納され略円柱状の状態になった際には、厚肉
部が巻き取られた部分の巻径と、大径部の部分の巻径とが、一致または略一致するため、
結局、シャッターカーテンを巻き取り収納した際の巻径は、軸線平行方向につき均一また
は略均一となる。
【００１８】
このため、前述したシャッターカーテンに巻径調整用部材を設けて巻径調整を行うシャッ
ター装置の場合と同様に、シャッターカーテン収納状態において、シャッターカーテンの
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閉鎖方向先端部が、湾曲したり、あるいは傾斜したりするという不都合は解消され、シャ
ッターカーテンの閉鎖方向先端部は、巻取軸に対して平行に収まるようになる。従って、
例えば、シャッターカーテンの下端に設けられた座板と、天井面または天井に設けられた
まぐさ等とが平行にならず、外観が損なわれるという問題は解消されることになり、これ
により前記目的が達成される。
【００１９】
なお、前述したシャッターカーテンに巻径調整用部材を設けて巻径調整を行うシャッター
装置と、前述した巻取軸に大径部を設けて巻径調整を行うシャッター装置とを組み合わせ
たシャッター装置としてもよい。この場合には、大径部が設けられた箇所に、さらに巻径
調整用部材を設け、軸線平行方向についての同一箇所において巻取軸の軸径調整とシャッ
ターカーテンの厚み調整との両面による巻径調整を行い、相互に補完する関係としてもよ
く、あるいは、軸線平行方向についての異なる箇所に、大径部と巻径調整用部材とを設け
、これらにより各箇所の巻径調整を別々に行うようにしてもよい。
【００２０】
また、前述した巻取軸に大径部を設けて巻径調整を行うシャッター装置のより具体的な構
成例としては、次のような三つの例が挙げられる。すなわち、第一の例として、大径部が
、巻取軸の本体の外周側に別体のシート状部材を巻き付けて形成されているものが挙げら
れる。なお、シート状部材の材質は、巻取軸の本体に巻き付けたときの厚みを保持できる
ものであれば、例えば、布シート、ビニールシート、ウレタンシート、ゴムシート等任意
であるが、防火や防煙等の防災目的に使用する場合には、例えば、シリカクロスまたはガ
ラスクロス、あるいはこれらに耐火被覆材としての耐火塗料や防水被覆材を吹き付けある
いは塗布したもの等を好適に用いることができる。
【００２１】
さらに、第二の例として、大径部が、巻取軸の本体の外周側に別体のリング状部材を嵌め
込んで形成されているものが挙げられる。なお、リング状部材の材質は、その厚みを保持
することができれば、例えば、金属、合成樹脂、セラミック、硬質ゴム等任意であるが、
防火や防煙等の防災目的に使用する場合には、ある程度の耐火性能を有するもの、例えば
金属等としておくことが好ましい。
【００２２】
そして、第三の例として、大径部が、段差を設けることにより巻取軸の他の部分と一体的
に形成されているものが挙げられる。
【００２３】
これらの第一、第二、第三の各例は、単独で適用してもよいが、組み合わせて適用しても
よい。例えば、第三の例の如く、巻取軸の本体自体に段差を設けておき、その段差部分の
外周側に、第二の例のリング状部材を嵌め込んで、さらにその外周側に、第一の例のシー
ト状部材を巻き付けてもよい。また、このような軸線平行方向についての同一箇所におけ
る組み合わせに限らず、軸線平行方向についての異なる箇所に、各例を別々に適用しての
組み合わせとしてもよい。
【００２４】
また、本発明は、以上に述べたシャッター装置（シャッターカーテンに巻径調整用部材を
設けて巻径調整を行うシャッター装置、巻取軸に大径部を設けて巻径調整を行うシャッタ
ー装置のいずれも含む。）において、厚肉部が、シャッターカーテンの表裏を貫通して形
成された開口部を覆うための覆い部材により形成されているものに好適に適用できる。
【００２５】
このような覆い部材により開口部を塞ぐようにした場合には、覆い部材がシャッターカー
テンの本体に縫着、接着、溶着等して取り付けられる状態となるので、必然的に開口部ま
たはその近傍に、シャッターカーテンの他の部分よりも肉厚の大きい厚肉部が形成される
ことになり、本発明による巻径調整が必要となるからである。
【００２６】
ここで、開口部としては、防災用シャッターに設けられるような火災発生時等の緊急時に
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用いられる非常用の出入口を代表的なものとして挙げることができるが、その他に、緊急
時ではなく通常時に用いられる出入口、あるいは犬や猫等のペットが出入りするための出
入口、さらには単なる覗き窓等も含まれる。
【００２７】
また、覆い部材は、シャッターカーテンの表裏の一方のみに設けられていてもよく、表裏
の双方に設けられていてもよく、後者の双方の場合には、厚肉部の肉厚がより大きくなる
ので、本発明による巻径調整の必要性がより一層増すことになる。
【００２８】
但し、本発明における厚肉部は、開口部を覆うための覆い部材により形成されたものに限
定されず、例えば、シャッターカーテンの一部を部分的に強化する必要がある場合に形成
されたもの、あるいはシャッターカーテンに広告物を取り付けて形成されたもの等であっ
てもよい。また、本発明における厚肉部は、シャッターカーテンの本体に別体の部材を縫
着、接着、溶着等して形成されたものに限らず、シャッターカーテンの他の部分と一体的
に形成されたものであってもよい。
【００２９】
さらに、本発明は、以上に述べたシャッター装置（シャッターカーテンに巻径調整用部材
を設けて巻径調整を行うシャッター装置、巻取軸に大径部を設けて巻径調整を行うシャッ
ター装置のいずれも含む。）において、シャッターカーテンのうち少なくとも厚肉部、お
よび厚肉部が形成された区画に対して軸線平行方向の延長位置に相当する区画部分が、シ
ート状部材により形成されているものに好適に適用できる。
【００３０】
ここで、「少なくとも」とは、「厚肉部」および「厚肉部が形成された区画に対して軸線
平行方向の延長位置に相当する区画部分」がシート状部材により形成されていればよい趣
旨であり、それ以外の部分に、金属製スラット等の他の部材により形成された部分が含ま
れていてもよい趣旨である。
【００３１】
また、シート状部材は、布製のスクリーン、ビニールシート、ウレタンシート、ゴムシー
ト等、可撓性のものであればいずれの種類のものでもよいが、防火や防煙等の防災目的に
使用する場合には、例えば、シリカクロスまたはガラスクロス、あるいはこれらに耐火被
覆材としての耐火塗料や防水被覆材を吹き付けあるいは塗布したもの等を好適に用いるこ
とができる。さらに、シート状部材は、ワイヤーメッシュ等の補強用の金属あるいは樹脂
線材等と組み合わされたものであってもよく、このような補強を行えば、防災目的に使用
する場合のみならず通常使用の場合でもシートが損傷しにくくなり、シートの耐久性を向
上させることができるので有効である。
【００３２】
このようにシート状部材を含んで形成されたシャッターカーテンに本発明を好適に適用で
きるのは、防災用シャッターのシャッターカーテンに非常用の出入口を設ける場合の如く
、シート状部材により形成されたシャッターカーテンは、出入口を設けるのに適しており
、シャッターカーテンに厚肉部が形成される機会が多いため、本発明による巻径調整が必
要となることが多いからである。
【００３３】
そして、シート状部材が布製のスクリーンである場合には、布であるために縫製という製
作工程が避けられないことから、縫製の方法によっても、厚肉部が形成され、本発明によ
る巻径調整が必要となることがある。
【００３４】
また、シャッターカーテンの部分的強化を図る必要性が生じることも、金属製スラット等
により形成されたシャッターカーテンの場合に比べて多いと考えられるので、この点でも
、シート状部材により形成されたシャッターカーテンは、厚肉部が形成される機会が多く
、本発明による巻径調整が必要となることが多い。
【００３５】
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さらに、金属製スラット等であればシャッターカーテンに直接に広告をペイントした後に
これを消すことができるが、シート状部材により形成されたシャッターカーテンでは、そ
の後の消去に適さないことから、永久に残すような文字等を描く場合を除き、別体のシー
ト状部材に広告を描いてこれを縫い付ける等して取り付けることが多くなると考えられる
ので、この点でも、シート状部材により形成されたシャッターカーテンは、厚肉部が形成
される機会が多く、本発明による巻径調整が必要となることが多い。
【００３６】
但し、本発明におけるシャッターカーテンは、シート状部材を含んで形成されたシャッタ
ーカーテンに限定されるものではなく、多数の金属製スラットを連設して形成されたシャ
ッターカーテンであってもよく、あるいは、リンク部材で互いに連結された複数のパイプ
部材で形成されたシャッターカーテンであってもよく、さらには、複数のパネルを連設し
て形成されたシャッターカーテンであってもよく、要するに、巻取軸に巻き取って収納さ
れるシャッターカーテンであればよく、本発明は、巻取式のシャッター装置であれば、い
ずれの種類のシャッターカーテンを備えていてもよい。
【００３７】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の各実施形態を図面に基づいて説明する。
【００３８】
［第一実施形態］
図１には、本発明の第一実施形態のシャッター装置１０を正面から見た状態の立面図が示
され、図２には、シャッター装置１０を背面（図１とは反対側）から見た状態の斜視図が
示されている。シャッター装置１０は、火災発生時等の非常時に、建物等の内部の空間１
を仕切って防火や防煙等を行う防災用シャッターとして機能するものであり、例えば、通
路空間の途中に設けられたり、あるいは通路空間とホール空間との境界位置に設けられた
りして防災区画を形成する役割を果たすものである。
【００３９】
図１および図２において、シャッター装置１０は、上下動して開閉対象空間１を仕切るシ
ャッターカーテン２０と、このシャッターカーテン２０を巻き取る巻取軸３０とを備えて
いる。従って、シャッター装置１０は、シャッターカーテン２０を巻取軸３０に巻き取っ
て収納する巻取式のシャッター装置である。
【００４０】
また、シャッター装置１０は、シャッターカーテン２０の図１中における左右両側端縁部
分が挿入されてシャッターカーテン２０の上下動を案内する左右のガイドレール４０，４
１と、シャッターカーテン２０の上下動および停止を行うためのモータおよびブレーキか
らなる開閉機５０とを備えている。
【００４１】
シャッターカーテン２０の左右方向の中央下側位置には、シャッターカーテン２０の表裏
を貫通して形成された長方形形状の開口部である非常用の出入口２１が設けられている。
この非常用の出入口２１は、火災発生時等の緊急時において建物等の内部にいる人々の避
難経路を確保するために、すなわち火災発生等に伴いシャッターカーテン２０が降ろされ
た後にその防災区画内に取り残された人々の逃げ道を確保するために設けられているもの
である。
【００４２】
シャッターカーテン２０は、シート本体２２と、非常用の出入口２１を覆う覆い部材であ
る出入口用シート２３とを備えて構成されている。これらのシート本体２２および出入口
用シート２３は、いずれもシート状部材により形成されている。シート状部材としては、
例えば、シリカクロスまたはガラスクロス、あるいはこれらに耐火被覆材としての耐火塗
料や防水被覆材を吹き付けあるいは塗布して形成された布製のスクリーン等を好適に用い
ることができる。このような布製のスクリーンは、耐火性、遮熱性、遮煙性、防水性等に
優れたものであり、防災用シャッターとしての機能を十分に果たすことができるものであ
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る。
【００４３】
シート本体２２は、上側区画シート２２Ａ、左下側区画シート２２Ｂ、右下側区画シート
２２Ｃの三つの区画に分割された長方形形状の各シートが中桟２４で連結されて一枚のシ
ートとされたものである。
【００４４】
中桟２４は、シャッターカーテン２０の上下方向の略中央位置に設けられ、巻取軸３０の
軸線平行方向（水平方向）に延びる配置とされている。この中桟２４は、三分割された各
シート２２Ａ，２２Ｂ，２２Ｃを連結する連結部材として機能するとともに、シャッター
カーテン２０の撓みを抑える補強材としても機能するものである。
【００４５】
出入口用シート２３は、シャッターカーテン２０の表裏両側に設けられ、正面部２３Ａと
背面部２３Ｂとを備えて構成されている。これらの正面部２３Ａおよび背面部２３Ｂは、
一枚の連続したシート状部材の中央部分を中桟２４の位置で折り返すことにより一体的に
形成されたものである。また、出入口用シート２３には、水平方向に延びるように配置さ
れた補強用の金属線材２３Ｃが、上下方向に適宜な間隔をおいて複数本設けられ、これに
より出入口用シート２３の撓みが抑えられるとともに、出入口用シート２３に形状維持機
能を持たせることができ、出入口用シート２３が捲られて出入りが行われた後に出入口用
シート２３が元の状態に戻って出入口２１が確実に密閉され、所定の遮煙性能を発揮でき
るようになっている。
【００４６】
また、シャッターカーテン２０の下端部、すなわち閉鎖方向先端部には、金属製の座板２
５が設けられている。この座板２５は、シャッターカーテン２０の横幅（水平方向の幅）
の略全幅に渡って設けられており、非常用の出入口２１の下側位置にも配置されている。
従って、左下側区画シート２２Ｂおよび右下側区画シート２２Ｃの各上側端縁は、中桟２
４によって同一直線上に配置され、一方、各下側端縁は、座板２５によって同一直線上に
配置されるようになっている。
【００４７】
図３には、シャッターカーテン２０を連結する中桟２４の断面図が示されている。図３は
、図１のＡ－Ａ線断面の一部を拡大した図である。
【００４８】
中桟２４は、外側に配置される開口右向きコの字形断面形状の第一中桟部材２４Ａと、こ
の第一中桟部材２４Ａの内側に配置される開口上向きコの字形断面形状の第二中桟部材２
４Ｂ、Ｌ字形断面形状の第三中桟部材２４Ｃ、開口右向きコの字形断面形状の第四中桟部
材２４Ｄとを備えて構成されている。
【００４９】
そして、シート本体２２を構成する上側区画シート２２Ａは、その下端縁に形成された袋
状部分の中に挿入された係止棒２４Ｅが、第一中桟部材２４Ａと第二中桟部材２４Ｂとに
挟まれて抜けなくなることにより、中桟２４に係止されている。
【００５０】
一方、シート本体２２を構成する左下側区画シート２２Ｂは、その上端縁に形成された袋
状部分の中に挿入された係止棒２４Ｆが、第三中桟部材２４Ｃと第四中桟部材２４Ｄとに
挟まれて抜けなくなることにより、中桟２４に係止されている。右下側区画シート２２Ｃ
も全く同様にして中桟２４に係止されている。
【００５１】
また、左下側区画シート２２Ｂを挟んでその両側には、係止棒２４Ｆの位置で折り返され
て正面部２３Ａと背面部２３Ｂとの二枚重ねの状態とされた出入口用シート２３が配置さ
れている。この出入口用シート２３の折り返し部分は、左下側区画シート２２Ｂの袋状部
分とともに、第三中桟部材２４Ｃと第四中桟部材２４Ｄとに挟まれ、これにより出入口用
シート２３は、中桟２４に係止されている。右下側区画シート２２Ｃと出入口用シート２
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３との関係も全く同様である。
【００５２】
従って、非常用の出入口２１の左右周辺部分には、出入口用シート２３の正面部２３Ａお
よび背面部２３Ｂによる二枚と、シート本体２２の左下側区画シート２２Ｂまたは右下側
区画シート２２Ｃのいずれか一方による一枚とで、合計して三枚重ねの状態になる部分が
存在する。なお、左下側区画シート２２Ｂまたは右下側区画シート２２Ｃの上端縁に形成
された袋状部分も含めれば、合計して四枚重ねの状態になる部分が存在するが、この袋状
部分は、シャッターカーテン開閉方向（上下方向）につき、それ程長い寸法を占めるわけ
ではないので、以下では、説明の便宜上省略し、三枚重ねの状態が最大厚みを有する部分
であるとして説明を行うものとする。
【００５３】
以上により、シャッターカーテン２０のうち中桟２４よりも下側の部分に着目すると（図
１参照）、出入口用シート２３の左右両側の端縁部分、すなわち非常用の出入口２１の左
右周辺部分（図１中の寸法幅Ｍの部分）には、他の部分よりも肉厚の大きい厚肉部６０が
形成されている。つまり、左下側区画シート２２Ｂおよび右下側区画シート２２Ｃのうち
、出入口用シート２３が重なっていない部分は、シート一枚の状態であるのに対し、厚肉
部６０は、シート三枚重ねの状態となっている。
【００５４】
なお、非常用の出入口２１が形成された部分（図１中の寸法幅Ｎの部分）は、出入口用シ
ート２３の正面部２３Ａおよび背面部２３Ｂだけになるので、二枚重ねの状態となり、厚
肉部６０より肉厚が小さいこととなるが、本第一実施形態では、出入口用シート２３の幅
寸法Ｗがそれ程大きくない（つまり、両側の厚肉部６０の配置間隔がそれ程大きくない）
ので、本発明による巻径調整の対象とする必要性はない。しかし、出入口用シートの幅寸
法Ｗが大きい場合には、例えば、後述の図１２のようにする等して巻径調整を行う必要性
が生じる。
【００５５】
図１および図２において、左下側区画シート２２Ｂおよび右下側区画シート２２Ｃのうち
、出入口用シート２３が重なっていないシート一枚の状態にある部分には、シャッターカ
ーテン２０を巻取軸３０に巻き取って収納した際の巻径を調整するための巻径調整用部材
である調整用シート７０，７１が設けられている。
【００５６】
各調整用シート７０，７１は、上下方向の長さに対して水平方向の寸法幅Ｋが小さい帯状
のシート状部材により形成され、このシート状部材は、出入口用シート２３と同一材料で
ある。従って、各調整用シート７０，７１の肉厚は、出入口用シート２３の肉厚と同じで
ある。また、各調整用シート７０，７１の上下方向の長さは、中桟２４から座板２５に至
るまでの長さであり、出入口用シート２３の上下方向の長さと同じである。
【００５７】
各調整用シート７０，７１は、出入口用シート２３の場合と全く同様に、シャッターカー
テン２０の表裏両側に設けられ、正面部７０Ａ，７１Ａと背面部７０Ｂ，７１Ｂとを備え
て構成されている。これらの正面部７０Ａ，７１Ａおよび背面部７０Ｂ，７１Ｂは、それ
ぞれ一枚の連続したシート状部材の中央部分を中桟２４の位置で折り返すことにより一体
的に形成されたものである。また、各調整用シート７０，７１には、出入口用シート２３
の場合と全く同様に、水平方向に延びるように配置された補強用の金属線材７０Ｃ，７１
Ｃが、出入口用シート２３の補強用の金属線材２３Ｃと対応する位置に複数本設けられ、
これにより巻径調整の精度の向上が図られている。
【００５８】
また、各調整用シート７０，７１は、図３に示された出入口用シート２３の取り付けの場
合と全く同様に、中桟２４に係止されている。すなわち、図３において、出入口用シート
２３をそっくりそのまま各調整用シート７０，７１に置き換えることにより、図１のＢ－
Ｂ線断面、Ｃ－Ｃ線断面の一部を拡大した図が得られる。
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【００５９】
なお、各調整用シート７０，７１は、出入口用シート２３の場合と全く同様な取り付け状
態として巻径調整の精度の向上を図るという観点からは、出入口用シート２３と同様に中
桟２４のみでの取り付けとして垂れ下げ状態としておくことが好ましいが、それ以外の部
分を左下側区画シート２２Ｂや右下側区画シート２２Ｃに縫い付けるようにしてもよい。
【００６０】
このような第一実施形態においては、以下のようにしてシャッターカーテン２０を巻取軸
３０に巻き取って収納した際の巻径調整が行われる。
【００６１】
図４には、シャッターカーテン２０および調整用シート７０，７１の水平断面図が示され
ている。図４は、図１のＤ－Ｄ線断面の一部を示す図である。また、図５には、シャッタ
ーカーテン２０を巻取軸３０に巻き取って収納した状態の説明図が示されている。
【００６２】
図４において、三枚重ねの状態となった厚肉部６０の肉厚Ｔ１は、調整用シート７０の正
面部７０Ａおよび背面部７０Ｂの肉厚と左下側区画シート２２Ｂの肉厚との合計肉厚Ｔ２
と一致し、かつ、調整用シート７１の正面部７１Ａおよび背面部７１Ｂの肉厚と右下側区
画シート２２Ｃの肉厚との合計肉厚Ｔ３とも一致している。
【００６３】
また、これらの等しい合計肉厚を有する四つの部分、すなわち各調整用シート７０，７１
の設置部分および二つの厚肉部６０は、適宜な間隔を置いて配置されている。なお、最も
好ましいのは、これら四つの部分が等間隔若しくはそれに近い間隔で配置されている場合
である。
【００６４】
従って、図５に示すように、シャッターカーテン２０を巻取軸３０に巻き取って収納した
状態において、シャッターカーテン２０が巻き取られて形成された略円柱体２６の各部分
の巻径についてみると、厚肉部６０が巻き取られた部分の巻径Ｄ１と、各調整用シート７
０，７１が巻き取られた部分の巻径Ｄ２，Ｄ３とが、すべて一致するので、結局、略円柱
体２６の各部分の巻径は、巻取軸３０の軸線平行方向につき、均一となる。
【００６５】
このような第一実施形態によれば、次のような効果がある。すなわち、シャッターカーテ
ン２０のうち厚肉部６０以外の部分に調整用シート７０，７１が設けられているので、シ
ャッターカーテン２０を巻き取り収納した際の巻径を、軸線平行方向につき均一にできる
（図５参照）。このため、シャッターカーテン収納状態において、シャッターカーテン２
０の下端に設けられた座板２５を、巻取軸３０に対して平行に収めることができるので、
収納状態の座板２５と、天井２または天井２に設けられたまぐさ３等とが平行にならず、
外観が損なわれるという問題を解消することができる。
【００６６】
また、厚肉部６０を形成する出入口用シート２３の上側端縁と、各調整用シート７０，７
１の上側端縁とは、中桟２４の位置で一致しており、また、これらの下側端縁は、座板２
５の位置で一致している。つまり、シャッターカーテン２０の開閉方向（上下方向）につ
いて見れば、全く同じ位置を占めるように配置されている。このため、図４のように、四
つの部分における肉厚の均一化を図ることにより、容易に巻径の均一化を図ることができ
る。
【００６７】
さらに、厚肉部６０を形成する出入口用シート２３と、各調整用シート７０，７１とは、
同一材料で形成されているので、シャッターカーテン２０の水平断面における各部の合計
肉厚の同一性を容易に確保することができ（図４参照）、この点でも、容易に巻径の均一
化を図ることができる。
【００６８】
そして、各調整用シート７０，７１には、出入口用シート２３の補強用の金属線材２３Ｃ
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と対応する位置に、同様な補強用の金属線材７０Ｃ，７１Ｃが設けられているので、巻径
調整の精度の向上をより一層図ることができる。
【００６９】
［第二実施形態］
図６には、本発明の第二実施形態のシャッター装置２００の斜視図が示されている。シャ
ッター装置２００は、前記第一実施形態のシャッター装置１０と同様に、防災用シャッタ
ーとして機能するものである。
【００７０】
図６において、シャッター装置２００は、上下動して開閉対象空間を仕切るシャッターカ
ーテン２２０と、このシャッターカーテン２２０を巻き取る巻取軸２３０とを備えている
。従って、シャッター装置２００は、前記第一実施形態のシャッター装置１０と同様に、
シャッターカーテン２２０を巻取軸２３０に巻き取って収納する巻取式のシャッター装置
である。また、これ以外の構成は、前記第一実施形態のシャッター装置１０の場合と略同
様であるので、同一部分には同一符号を付して詳しい説明は省略し、以下には異なる部分
を中心に説明を行う。
【００７１】
シャッターカーテン２２０の中央下側位置には、シャッターカーテン２２０の表裏を貫通
して形成された長方形形状の開口部である非常用の出入口２２１が設けられている。
【００７２】
シャッターカーテン２２０は、前記第一実施形態のシャッターカーテン２０と同様に、シ
ート本体２２２と、非常用の出入口２２１を覆う覆い部材である出入口用シート２２３と
を備えて構成されている。これらのシート本体２２２および出入口用シート２２３は、前
記第一実施形態のシート本体２２および出入口用シート２３と同様なシート状部材により
形成されている。
【００７３】
また、シート本体２２２は、前記第一実施形態のシート本体２２と同様に、上側区画シー
ト２２２Ａ、左下側区画シート２２２Ｂ、右下側区画シート２２２Ｃの三つの区画に分割
された長方形形状の各シートが中桟２２４で連結されて一枚のシートとされたものである
。
【００７４】
出入口用シート２２３は、前記第一実施形態の出入口用シート２３と同様に、シャッター
カーテン２２０の表裏両側に設けられ、正面部２２３Ａと背面部２２３Ｂとを備えて構成
されている。
【００７５】
また、シャッターカーテン２２０の下端部、すなわち閉鎖方向先端部には、前記第一実施
形態の座板２５と同様な金属製の座板２２５が設けられている。
【００７６】
以上により、出入口用シート２２３の左右両側の端縁部分、すなわち非常用の出入口２２
１の左右周辺部分には、前記第一実施形態のシャッターカーテン２０の厚肉部６０と同様
な三枚重ねの状態の厚肉部２６０が形成されている。
【００７７】
しかし、前記第一実施形態のシャッターカーテン２０には、巻径調整用部材である調整用
シート７０，７１が設けられていたのに対し、本第二実施形態のシャッターカーテン２２
０には、このような巻径調整用部材は設けられていない点が異なる。
【００７８】
また、前記第一実施形態の巻取軸３０の軸径は、軸線平行方向について均一であったのに
対し、本第二実施形態の巻取軸２３０には、左右二箇所に他の部分よりも軸径の大きい大
径部２３１，２３２が設けられ、巻取軸２３０の軸径は、軸線平行方向について均一では
ない点が異なる。
【００７９】
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この巻取軸２３０の各大径部２３１，２３２は、均一径の円柱状の本体２３３の外周側に
、別体のシート状部材２３４を巻き付けて形成されている。なお、シート状部材２３４の
材質は、巻取軸２３０の本体２３３に巻き付けたときの厚みを保持でき、かつ、ある程度
の耐火性能を有するものであれば任意であり、シート本体２２２および出入口用シート２
２３と同一材料としてもよい。
【００８０】
各大径部２３１，２３２を設ける箇所は、左下側区画シート２２２Ｂまたは右下側区画シ
ート２２２Ｃと出入口用シート２２３とが重なっていないシート一枚の状態の部分が巻か
れる部分、すなわち出入口用シート２２３が巻かれる部分以外の部分である。
【００８１】
また、シャッターカーテン２２０の巻取軸２３０への取り付けは、例えば、三分割された
吊り元部材２３５Ａ，２３５Ｂ，２３５Ｃを、大径部２３１，２３２が設けられた箇所を
避けるように配置すること等により行うことができる。
【００８２】
このような第二実施形態においては、前記第一実施形態において巻径調整用部材である調
整用シート７０，７１によって行われていた巻径調整が、大径部２３１，２３２によって
行われる。
【００８３】
すなわち、シャッターカーテン２２０を巻取軸２３０に巻き取って収納した状態において
、シャッターカーテン２２０が巻き取られて形成された略円柱体の各部分の巻径について
みると、厚肉部２６０が巻き取られた部分の巻径と、大径部２３１，２３２の部分の巻径
とが、すべて一致するので、結局、略円柱体の各部分の巻径は、巻取軸２３０の軸線平行
方向につき、均一となる。
【００８４】
このような第二実施形態によれば、前記第一実施形態の場合と略同様に、次のような効果
がある。すなわち、巻取軸２３０のうち、厚肉部２６０を形成する出入口用シート２２３
が巻かれる部分以外の部分に、大径部２３１，２３２が設けられているので、シャッター
カーテン２２０を巻き取り収納した際の巻径を、軸線平行方向につき均一にできる。この
ため、シャッターカーテン収納状態において、シャッターカーテン２２０の下端に設けら
れた座板２２５を、巻取軸２３０に対して平行に収めることができるので、収納状態の座
板２２５と、天井２または天井２に設けられたまぐさ３等とが平行にならず、外観が損な
われるという問題を解消することができる。
【００８５】
［第三実施形態］
図７には、本発明の第三実施形態のシャッター装置３００を構成する巻取軸３３０の部分
断面図が示されている。シャッター装置３００は、前記第一、第二実施形態のシャッター
装置１０，２００と同様に、防災用シャッターとして機能する巻取式のシャッター装置で
ある。
【００８６】
本第三実施形態のシャッター装置３００は、前記第二実施形態のシャッター装置２００と
略同様な構成を備え、巻取軸３３０の細部の構成が異なるのみであるので、同一部分には
同一符号を付して詳しい説明は省略し、以下には異なる部分のみを説明する。
【００８７】
本第三実施形態の巻取軸３３０にも、前記第二実施形態の巻取軸２３０の場合と同様に、
左右二箇所に他の部分より軸径の大きい大径部３３１，３３２が設けられている。これら
の各大径部３３１，３３２の設置箇所、軸径、軸線平行方向の幅は、前記第二実施形態の
巻取軸２３０の各大径部２３１，２３２と全く同様である。
【００８８】
しかし、前記第二実施形態の巻取軸２３０の各大径部２３１，２３２は、均一径の円柱状
の本体２３３の外周側に、別体のシート状部材２３４を巻き付けて形成されていたのに対
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し、本第三実施形態の巻取軸３３０の各大径部３３１，３３２は、均一径の円柱状の本体
３３３の外周側に、別体のリング状部材３３４を嵌め込んで形成されている。なお、リン
グ状部材３３４の材質は、その厚みを保持することができ、かつ、ある程度の耐火性能を
有すれば、金属等任意である。
【００８９】
このような第三実施形態においては、前記第二実施形態の場合と全く同様にして大径部３
３１，３３２によって巻径調整が行われる。すなわち、シャッターカーテン２２０（図６
参照）を巻取軸３３０に巻き取って収納した状態において、シャッターカーテン２２０が
巻き取られて形成された略円柱体の各部分の巻径についてみると、厚肉部２６０が巻き取
られた部分の巻径と、大径部３３１，３３２の部分の巻径とが、すべて一致するので、結
局、略円柱体の各部分の巻径は、巻取軸３３０の軸線平行方向につき、均一となる。
【００９０】
従って、このような第三実施形態によれば、前記第二実施形態の場合と全く同様な効果を
得ることができ、シャッターカーテン収納状態における外観を良好なものとすることがで
きる。
【００９１】
［第四実施形態］
図８には、本発明の第四実施形態のシャッター装置４００を構成する巻取軸４３０の部分
断面図が示されている。シャッター装置４００は、前記第一、第二、第三実施形態のシャ
ッター装置１０，２００，３００と同様に、防災用シャッターとして機能する巻取式のシ
ャッター装置である。
【００９２】
本第四実施形態のシャッター装置４００は、前記第二、第三実施形態のシャッター装置２
００，３００と略同様な構成を備え、巻取軸４３０の細部の構成が異なるのみであるので
、同一部分には同一符号を付して詳しい説明は省略し、以下には異なる部分のみを説明す
る。
【００９３】
本第四実施形態の巻取軸４３０にも、前記第二、第三実施形態の巻取軸２３０，３３０の
場合と同様に、左右二箇所に他の部分より軸径の大きい大径部４３１，４３２が設けられ
ている。これらの各大径部４３１，４３２の設置箇所、軸径、軸線平行方向の幅は、前記
第二、第三実施形態の巻取軸２３０，３３０の各大径部２３１，２３２，３３１，３３２
と全く同様である。
【００９４】
しかし、前記第二、第三実施形態の巻取軸２３０，３３０の各大径部２３１，２３２，３
３１，３３２は、均一径の円柱状の本体２３３，３３３の外周側に、別体のシート状部材
２３４を巻き付けまたは別体のリング状部材３３４を嵌め込んで形成されていたのに対し
、本第四実施形態の巻取軸４３０の各大径部４３１，４３２は、段差を設けることにより
巻取軸４３０の他の部分と一体的に形成されている。
【００９５】
このような第四実施形態においては、前記第二、第三実施形態の場合と全く同様にして大
径部４３１，４３２によって巻径調整が行われる。すなわち、シャッターカーテン２２０
（図６参照）を巻取軸４３０に巻き取って収納した状態において、シャッターカーテン２
２０が巻き取られて形成された略円柱体の各部分の巻径についてみると、厚肉部２６０が
巻き取られた部分の巻径と、大径部４３１，４３２の部分の巻径とが、すべて一致するの
で、結局、略円柱体の各部分の巻径は、巻取軸４３０の軸線平行方向につき、均一となる
。
【００９６】
従って、このような第四実施形態によれば、前記第二、第三実施形態の場合と全く同様な
効果を得ることができ、シャッターカーテン収納状態における外観を良好なものとするこ
とができる。
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【００９７】
［変形の形態］
なお、本発明は前記各実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範
囲内での変形等は本発明に含まれるものである。
【００９８】
すなわち、前記各実施形態では、中桟２４，２２４により上下のシートを連結して形成さ
れたシャッターカーテン２０，２２０とされていたが、本発明は、このような中桟２４，
２２４により連結されるタイプのシャッターカーテンを備えたシャッター装置に限定され
るものではなく、例えば、図９のシャッター装置５００のように、中桟のないタイプのシ
ャッターカーテン５０１を備えたシャッター装置であってもよい。
【００９９】
この場合には、シャッターカーテン５０１の表裏を貫通して形成された開口部である非常
用の出入口５０２を覆う覆い部材である出入口用シート５０３は、その上側端縁部分をシ
ート本体５０４に縫い付けて取り付けるようにすればよい。また、前記第一実施形態のよ
うに、巻径調整用部材による巻径調整を行う場合には、巻径調整用部材である調整用シー
ト５０５の上側端縁部分をシート本体５０４に縫い付けて取り付けるようにすればよい。
【０１００】
さらに、前記各実施形態の出入口用シート２３，２２３は、一枚のシートを中桟２４，２
２４の位置で折り返して二枚重ねの状態にされていたが、このような折り返しの構成に限
定されるものではなく、シャッターカーテンの表裏両側において、別体の出入口用シート
を設けるようにしてもよい。また、出入口用シートは、必ずしもシャッターカーテンの表
裏両側に設ける必要もなく、表裏の一方の側のみに設けるようにしてもよい。
【０１０１】
そして、前記第一実施形態の調整用シート７０，７１は、一枚のシートを中桟２４の位置
で折り返して二枚重ねの状態にされていたが、このような折り返しの構成に限定されるも
のではなく、シャッターカーテンの表裏両側において、別体の調整用シートを設けるよう
にしてもよい。また、調整用シートは、必ずしもシャッターカーテンの表裏両側に設ける
必要もなく、例えば、出入口用シートがシャッターカーテンの表裏の一方の側のみに設け
られている場合等には、それに合わせて表裏の一方の側のみに設けるようにしてもよい。
さらに、出入口用シートがシャッターカーテンの表裏両側に設けられている場合であって
も、肉厚の大きい調整用シートを用いれば、調整用シートをシャッターカーテンの表裏の
一方の側のみに設けるようにすることができる。
【０１０２】
また、前記各実施形態では、シャッターカーテン２０，２２０の厚肉部６０，２６０は、
中桟２４，２２４の下側位置にのみ設けられていたが、本発明における厚肉部は、シャッ
ターカーテン開閉方向については一部のみに形成されている必要はなく、例えば、図１０
のシャッターカーテン６００のように、シャッターカーテン開閉方向についての全部に形
成された厚肉部６０１としてもよい。この場合には、巻径調整用部材である調整用シート
６０２も、その厚みにもよるが、通常は、シャッターカーテン開閉方向についての全部に
渡る長さとする等しておけばよい。なお、図１０中の斜線は、断面を示すハッチングでは
なく、各部や各部材の配置位置を説明するためのものであり、以下の図１１、図１３、図
１４においても同様である。
【０１０３】
さらに、前記各実施形態では、出入口用シート２３，２２３は、シャッターカーテン２０
，２２０の左右方向の中央位置に一箇所だけ設けられていたが、中央位置に限定されるも
のではなく、また、一箇所に限定されるものではない。例えば、図１１のシャッターカー
テン６１０のように、中央以外の位置に複数の出入口用シート６１１，６１２を設けるよ
うにしてもよい。この場合には、巻径が均一または略均一になるように、適宜な箇所に調
整用シート６１３を配置すればよい。
【０１０４】
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そして、図１２のシャッターカーテン６２０のように、開口部６２１の横幅、すなわち覆
い部材６２２の横幅が大きい場合等には、開口部６２１の中間位置に、覆い部材６２２と
重なるように巻径調整用部材である調整用シート６２３を設けるようにしてもよい。
【０１０５】
また、本発明は、図１３のシャッターカーテン６３０のように、特殊な配置や形状とされ
た厚肉部６３１，６３２が形成されている場合にも適用することができる。この場合、巻
径調整用部材である調整用シート６３３，６３４，６３５の配置も特殊なものとなり、Ｅ
－Ｅ線断面、Ｆ－Ｆ線断面、Ｈ－Ｈ線断面には、それぞれ巻径調整用部材が配置されてい
ることになるが、Ｇ－Ｇ線断面には、巻径調整用部材が配置されていないことになる。Ｇ
－Ｇ線断面では、厚肉部６３１，６３２が、軸線平行方向につき適宜な間隔をおいてでは
あるが略全体に渡って形成されているので、巻径調整用部材による巻径調整の必要性がな
いからである。
【０１０６】
但し、本発明は、あくまでシャッターカーテン全体で考えて巻径の均一化を図ることがで
きればよく、必ずしも、上述した図１３のＥ－Ｅ線断面等のようにシャッターカーテン開
閉方向（上下方向）についての各位置における水平断面毎に本発明の適用を考えて巻径調
整用部材を設け、各水平断面毎にシャッターカーテンの肉厚の均一化を図っていく必要は
ない。つまり、上述の図１３の説明は、各水平断面毎に肉厚の均一化を図っていけば（そ
の断面全部の肉厚を連続的に均一化するということではなく、適当な間隔で均一化を図っ
ていくということ。）、結局、シャッターカーテン全体を巻いたときの巻径の均一化を容
易かつ確実に図ることができるという観点からの記載であり、そうすることが望ましいと
はいえる。しかし、本発明は、シャッターカーテン全体で考えて巻径の均一化を図ること
ができればよいので、例えば、図１４のシャッターカーテン６４０のように、厚肉部６４
１に対し、上下方向の異なる位置に巻径調整用部材である調整用シート６４２を設けても
よい。また、厚肉部６４１よりも上下方向の長さが大きい巻径調整用部材である調整用シ
ート６４３や、厚肉部６４１よりも上下方向の長さが小さい巻径調整用部材である調整用
シート６４４を設けてもよい。この場合には、調整用シート６４３の設置部分の合計肉厚
は、厚肉部６４１の肉厚よりも小さくしておけばよく、調整用シート６４４の設置部分の
合計肉厚は、厚肉部６４１の肉厚よりも大きくしておけばよい。
【０１０７】
【発明の効果】
以上に述べたように本発明によれば、シャッターカーテンの必要箇所に巻径調整用部材を
設けるか、または巻取軸の必要箇所に大径部を設けるので、シャッターカーテンを巻取軸
に巻き取って収納した際の巻径を、軸線平行方向につき均一または略均一にでき、収納状
態の外観の向上を図ることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一実施形態のシャッター装置を正面から見た状態の立面図。
【図２】第一実施形態のシャッター装置を背面から見た状態の斜視図。
【図３】第一実施形態のシャッターカーテンを連結する中桟の断面図（図１のＡ－Ａ線断
面の一部を拡大した図）。
【図４】第一実施形態のシャッターカーテンおよび調整用シートの水平断面図（図１のＤ
－Ｄ線断面の一部を示す図）。
【図５】第一実施形態のシャッターカーテンを巻取軸に巻き取って収納した状態の説明図
。
【図６】本発明の第二実施形態のシャッター装置の斜視図。
【図７】本発明の第三実施形態のシャッター装置を構成する巻取軸の部分断面図。
【図８】本発明の第四実施形態のシャッター装置を構成する巻取軸の部分断面図。
【図９】本発明の第一の変形の形態を示す概略構成図。
【図１０】本発明の第二の変形の形態を示す概略構成図。
【図１１】本発明の第三の変形の形態を示す概略構成図。
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【図１２】本発明の第四の変形の形態を示す概略構成図。
【図１３】本発明の第五の変形の形態を示す概略構成図。
【図１４】本発明の第六の変形の形態を示す概略構成図。
【符号の説明】
１０，２００，３００，４００，５００　シャッター装置
２０，２２０，５０１，６００，６１０，６２０，６３０，６４０　シャッターカーテン
２１，２２１，５０２　開口部である非常用の出入口
２３，２２３，５０３，６１１，６１２　覆い部材である出入口用シート
３０，２３０，３３０，４３０　巻取軸
６０，２６０，６０１，６３１，６３２，６４１　厚肉部
７０，７１，５０５，６０２，６１３，６２３，６３３，６３４，６３５，６４２，６４
３，６４４　巻径調整用部材である調整用シート
２３１，２３２，３３１，３３２，４３１，４３２　大径部
２３３，３３３　巻取軸の本体
２３４　別体のシート状部材
３３４　別体のリング状部材
６２１　開口部
６２２　覆い部材
Ｔ１　厚肉部の肉厚
Ｔ２　巻径調整用部材である調整用シートの正面部および背面部の肉厚と左下側区画シー
ト（シャッターカーテンの他の部分）の肉厚との合計肉厚
Ｔ３　巻径調整用部材である調整用シートの正面部および背面部の肉厚と右下側区画シー
ト（シャッターカーテンの他の部分）の肉厚との合計肉厚
Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３　シャッターカーテンを巻取軸に巻き取って収納した際の巻径

【図１】 【図２】
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【図１３】
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