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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャッター（１）が閉位置と開位置との間を垂直方向に移動できるように駆動装置と組
み合わされたフレキシブル・シャッター装置であって、前記シャッター（１）が開口（５
）または他のアパーチャを閉じるようになされたフレキシブル・シャッター装置において
、
　前記シャッター（１）は少なくとも１つの低抵抗区域（１１）を有し、それによって前
記シャッター（１）が前記低抵抗区域（１１）の位置で破られた時に少なくとも１つの出
入口アパーチャが形成されることを可能にしており、また
　前記低抵抗区域（１１）は、互いに係合可能な少なくとも２つのテープ（４２，４３）
を含み、前記テープ（４２，４３）は、それらの長さの所定の部分に亘って互いに係合で
きないところに前記低抵抗区域（１１）の破断開始箇所（４４）を少なくとも１つ提供す
ること
を特徴とするフレキシブル・シャッター装置。
【請求項２】
　前記低抵抗区域（１１）が前記シャッター（１）の下縁（４）から本質的に垂直方向に
延びていることを特徴とする請求項１に記載のシャッター装置。
【請求項３】
　前記シャッター（１）が、該シャッター（１）の側縁（２，３）間でほぼ水平方向に延
びる低抵抗帯域（１４）を有することを特徴とする請求項１または請求項２に記載のシャ
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ッター装置。
【請求項４】
　前記低抵抗区域（１１）が前記シャッター（１）のカットアウト部分に形成されており
、その区域縁部（１５，１６）が分離可能に結合されていることを特徴とする請求項１か
ら請求項３までのいずれか１項に記載のシャッター装置。
【請求項５】
　前記低抵抗区域（１１）の前記縁部（１５，１６）が少なくとも部分的に重なっている
ことを特徴とする請求項４に記載のシャッター装置。
【請求項６】
　前記低抵抗区域（１１）が、歯を備えた２つのテープ（４２，４３）を有する少なくと
も１つのジッパー（３９，４０，４１）を含み、該ジッパーが、少なくとも１つのスライ
ダ（４９，５０，５１）によって互いに係合されることができ、また前記ジッパーは、ほ
ぼ前記低抵抗区域（１１）の方向に延びていることを特徴とする請求項１から請求項５ま
でのいずれか１項に記載のシャッター装置。
【請求項７】
　前記ジッパー（３９，４０，４１）が少なくとも１つの開始箇所（４４）を有すること
を特徴とする請求項６に記載のシャッター装置。
【請求項８】
　前記テープ（４２，４３）の少なくとも一方のテープの歯が、前記開始箇所（４４）の
ところで少なくとも部分的に除去されていることを特徴とする請求項７に記載のシャッタ
ー装置。
【請求項９】
　前記スライダ（４９，５０，５１）を留め置き位置に配置するための装置が設けられて
おり、それによって前記クロージャ（３９，４０，４１）のテープが全体として分離され
得ることを特徴とする請求項１から請求項８までのいずれか１項に記載のシャッター装置
。
【請求項１０】
　前記テープのうちの一方（４３）が、他方のテープ（４２）を越えて延びており、それ
によって前記スライダ（４９，５０，５１）が前記第１のテープ（４３）の留め置き位置
に配置され得ることを特徴とする請求項９に記載のシャッター装置。
【請求項１１】
　前記低抵抗区域（１１）が破られたかどうかを検出する検出装置が設けられており、該
検出装置は前記駆動装置と協働して、シャッター（１）が前記低抵抗区域（１１）の箇所
で破られた場合に、前記シャッター（１）の移動を防止するようになっていることを特徴
とする請求項１から請求項１０までのいずれか１項に記載のシャッター装置。
【請求項１２】
　前記検出装置が、前記駆動装置（１０）に接続された電気回路（２３）を含み、該電気
回路は、前記シャッター（１）が低抵抗区域（１１）の箇所で破られた場合に、遮断され
ることを特徴とする請求項１１に記載のシャッター装置。
【請求項１３】
　前記電気回路（２３）が、前記低抵抗区域（１１）の縁部（１５，１６）の各々に配置
された電気導体を含む少なくとも１つの接点（２４）を有しており、前記縁部（１５，１
６）同士が結合されている時、一方の縁部（１５）の電気導体と他方の縁部（１６）の電
気導体とが接点を形成しており、前記シャッター（１）が前記低抵抗区域（１１）の箇所
で破られると前記接点が開かれることを特徴とする請求項１２に記載のシャッター装置。
【請求項１４】
　前記電気回路（２３）が、直列に接続された数個の接点（２４）を含むことを特徴とす
る請求項１５に記載のシャッター装置。
【請求項１５】
　前記接点（２４）が、前記低抵抗区域（１１）の縁部の１つに結合されたキャップ（２
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６）と、前記低抵抗区域（１１）の他方の縁部に結合されたスタッド（２６）とから成る
スナップボタン（１７）によって形成されていることを特徴とする請求項１３または請求
項１４に記載のシャッター装置。
【請求項１６】
　前記検出装置が、前記シャッター（１）の一部がシャッター平面外に位置するかどうか
、または前記シャッター（１）の近くに障害物があるかどうかを検出できる電子アイを含
むことを特徴とする請求項１１から請求項１５までのいずれか１項に記載のシャッター装
置。
【請求項１７】
　自動式のクロージャ装置が備えられており、該クロージャ装置が前記出入口アパーチャ
の自動閉鎖を可能にしていることを特徴とする請求項１から請求項１６までのいずれか１
項に記載のシャッター装置。
【請求項１８】
　前記自動式クロージャ装置が、前記低抵抗区域（１１）の縁部（１５，１６）を結合す
る少なくとも１つの弾性連結部材（３１，３２）を含み、それによって前記縁部（１５，
１６）がシャッター平面に戻されることを特徴とする請求項１７に記載のシャッター装置
。
【請求項１９】
　前記シャッターが少なくとも１つの補剛部材（３７，３８）を有し、該補剛部材が、シ
ャッター（１）の移動方向とほぼ交差して、前記低抵抗区域（１１）と少なくとも一方の
前記シャッター縁部（２，３）との間に延びていることを特徴とする請求項１から請求項
１８までのいずれか１項に記載のシャッター装置。
【請求項２０】
　前記低抵抗区域（１１）の箇所で前記シャッター（１）の一方の側縁（２，３）から延
びる前記補剛部材（３７，３８）が、前記シャッター（１）の他方の側縁（３，２）に延
びる対応補剛部材（３７，３８）に分離可能に結合されることを特徴とする請求項１９に
記載のシャッター装置。
【請求項２１】
　前記テープ（４２，４３）が、少なくとも１つのスライダ（４９，５０，５１）によっ
て互いに係合可能であることを特徴とする請求項１に記載のシャッター装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、開位置および閉位置の間の特定の経路に沿ってシャッターを移動させるよう
に駆動装置と組み合わされたフレキシブル・シャッター装置に関するものであり、このシ
ャッターは、開口あるいは他のアパーチャを閉鎖することを目的としている。この種のシ
ャッター装置では、シャッター側縁が、少なくともその経路の一部において、平行な案内
トラック内に保持されている。
【背景技術】
【０００２】
　シャッターが閉位置にある時に何らかの理由で駆動装置が作動不能な場合、この種の従
来の装置では、シャッターによって閉鎖されたアパーチャを通過することは不可能であっ
た。
【０００３】
　このような状況が生じるのは、例えばその種のシャッター装置によって非常口が閉鎖さ
れた屋内に人々がいて、緊急避難しなければならないような場合である。また、例えば大
型店で火災が起こり、人々が慌てふためいて「大挙して」非常口に殺到した場合には、シ
ャッターが機能不全に陥って閉位置で進路を塞ぐこともあり、時にはこの非常口を閉じて
いるシャッターを開くことが不可能でもあろう。
【０００４】
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　このため、案内トラック内を側縁が移動する形式のシャッターの使用は、安全上の理由
から多くの国々で禁止されている。
　ＦＲ－Ａ－２６８４００８は、連続的な複数のテープで作られた防火幕について開示し
ている。これらのテープは、人々の通過を可能にするように、「ベルクロ」連結によって
互いに接続されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、それらの欠点を除去することにある。本発明の意図するところは、非
常口として使用することができ、且つ駆動装置を操作することなく迅速に開放可能なシャ
ッター装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的を達成するために、本発明のシャッターは、少なくとも１つの低抵抗区域を有
し、この低抵抗区域が、閉位置で、シャッター下縁から所定の高さまで延びており、シャ
ッターがこの低抵抗区域のところで破られれば、出口アパーチャを形成するようになって
いる。
【０００７】
　特に好適な一実施例では、この低抵抗区域がシャッター面のカットアウト部分によって
形成され、この部分の縁部が、取り外し可能な手段によって結合されている。
【０００８】
　低抵抗区域の縁部は、互いに少なくとも部分的に重なっていることが好ましい。
【０００９】
　本発明のシャッター装置の興味ある一実施例では、検出装置が設けられて低抵抗区域が
解離されたかどうかを監視することができる。この検出装置はまた駆動装置と組み合わさ
れて、低抵抗区域が押し開けられた場合、すなわち前記出口アパーチャが開かれた場合に
、シャッターが開位置へ移動するのを防止する。
【００１０】
　本発明のシャッター装置の一実施例では、検出装置が、駆動装置と接続された電気回路
を含み、シャッターの低抵抗区域が押し開けられると、電気回路が遮断されるようになっ
ている。
【００１１】
　本発明のこの他の詳細および特徴は、以下でいくつかの実施例につき添付図面を参照し
て行う説明から明らかになろう。但し、本発明はそれらの実施例に限定されるものではな
い。
【実施例】
【００１２】
　各図面における等しい構成要素または類似の構成要素には、等しい符号が付されている
。
【００１３】
　概して、本発明は、非常口を有するシャッター装置、それもドラム等の駆動装置と組み
合わされた形式のものに関するものであり、ドラムのスピンドルは、モータ軸に接続され
ている。閉位置と開位置との間を移動できるこのシャッターは、壁の入口開口または何ら
かのアパーチャを閉じるためのものである。
【００１４】
　本発明の目的の場合、「シャッター」なる用語は、１以上の補剛部材を有し、且つ少な
くとも部分的に柔軟性、可撓性、または半剛性を有するあらゆる構成要素であるものとし
て理解されるべきであり、例えばターポリン、プラスチック材料のストリップ、金網、格
子などが含まれる。さらに具体的に言えば、この構成要素には、開位置と閉位置間での移
動方向に対して直角方向にスピンドルを中心として折り畳まれるか、あるいは巻き上げら
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れるシャッターが含まれる。
【００１５】
　しかし注意すべき点は、特に優先されるのは、例えばターポリンにより形成されたフレ
キシブル・シャッターである。したがって図面は、例えばビードまたは一連のブロックを
側縁に有するターポリン製のシャッターに関するものである。
【００１６】
　図１に示した本発明のシャッター装置は、案内トラック８および９内を走行する側縁２
および３と、１以上の補剛部材または重り付きストリップを備えた下縁４とを有するシャ
ッター１で構成されている。シャッター１は、壁部６内の開口５を閉じるのに使用され、
図１に示した閉位置と開位置との間を移動することができる。開位置において、シャッタ
ー１は、開口５の上部に配置されたドラム７に巻き上げられている。シャッター１が開か
れる際には、側縁２および３が、開口５の両側に延びる垂直の案内トラック８および９内
を走行する。ドラム７は、電動モータ１０と制御装置（図示せず）とから成る駆動装置に
よって駆動される。ドラム７がその軸線を中心として回転すると、シャッター１は、巻き
上げられるか繰り出されるかし、その結果、閉位置か開位置へ移動せしめられる。
【００１７】
　シャッター１は、低抵抗区域（ｌｏｗ　ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ　ａｒｅａ）１１を有し
、この区域１１は、図２に示すように、シャッター１を人１２が押した場合に比較的容易
に開くことができる。
【００１８】
　この低抵抗区域１１は、第１帯域１３と第２帯域１４とを含み、第１帯域１３は、シャ
ッター１の下縁４から、下縁４の上方の或る高さまで、例えば約２メートルの高さまで延
びており、第２帯域１４は、好ましくはシャッター１の側縁２および３まで水平方向に延
びている。したがってこの場合、低抵抗区域１１はＴ字形である。
【００１９】
　低抵抗区域１１の帯域１３および１４は、これら帯域１３および１４の方向に延びる、
シャッター１のカットアウト部分によって形成されている。
【００２０】
　カットアウト部分の縁部１５および１６は、例えば押しばめスタッド（すなわちスナッ
プボタン）１７等の解離可能な用具により結合され、重ねられている。こうすることで、
カットアウト部分の縁部１５および１６は、低抵抗区域１１の解離後、再結合することが
できる。
【００２１】
　図２に示すように、シャッター１で閉じられた開口通過しようとする人１２によって低
抵抗区域１１の位置でシャッター１が破られると、図３に示すように、２つの可撓性の葉
状部１８および１９が形成される。この葉状部１８および１９は、先ず側部で、つまりシ
ャッター１の側縁１および３によって境界を画定されており、次に水平に上部区域で、つ
まりシャッター１の側縁２および３の間に延びる低抵抗区域１４のカットアウト部分によ
って境界を画定されている。
【００２２】
　葉状部１８および１９は、次に矢印２０および２１で示す方向に開かれる。
【００２３】
　低抵抗区域１１の位置でシャッター１が解離された時にシャッター１が巻き上げられる
のを防止するために、シャッター駆動装置に接続された検出装置が設けられている。駆動
装置は、電動モータ１０と、それを操作する制御装置２２とを含む。図５に示した本発明
のシャッター装置の実施例では、検出装置が、破線で略示した電気回路２３を含んでいる
。
【００２４】
　この電気回路２３は制御装置２２に接続され、それによってシャッター１が低抵抗区域
１１のいずれかの箇所で解離しても、電動モータ１０が作動しないようになっている。特
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に、前記いずれかの箇所でシャッター１が解離されると、電気回路２３は遮断される。
【００２５】
　この目的を達成するために、電気回路２３は、低抵抗区域１１の縁部１５および１６の
各々に設けた電気導体から成る少なくとも１つの接点２４を有している。シャッター１が
解離されず、したがって縁部１５および１６が結合されている場合は、縁部１５の電気導
体は、カットアウト部分の縁部１６の電気導体と接触している。
【００２６】
　図５に示すように、複数の接点２４が、低抵抗区域１１に設けられていることが好まし
い。これらの接点２４は直列に接続されるので、１つの接点２４が遮断されれば、シャッ
ター１は、電気接触が回復されるまでは、垂直方向の運動によって開かれることはない。
【００２７】
　図６～図８には、押しばめスタッド形式の接点２４が示されている。これら押しばめス
タッドの各々は、低抵抗区域１１の一方の縁部に取り付けられたスタッド２５と、この一
方の縁部に対応する低抵抗区域の他方の縁部に取り付けられたキャップ２６とから成って
いる。電気回路２３は、一方でスタッド２５に接続され、他方でキャップ２６に接続され
ており、したがって押しばめスタッドが解離されると遮断される。
【００２８】
　スタッド２５は、ピン２７によって低抵抗区域１１の縁部１５および１６に取り付けら
れており、このピンは、シャッター１を貫通してキャップ２６にはめ込まれている。電気
回路２３に接続されたリング２９が、ピン２７とキャップ２６との間に挿入されている。
【００２９】
　同様に、電気回路２３に接続されたリング３０がキャップ２６と対応ピン２８との間に
挿入され、スタッド２５の反対側の縁部１６または１５にキャップ２６を取り付けている
。
【００３０】
　図５に示す電気回路２３は導電性ワイヤを含み、このワイヤは、既述の種類の押しばめ
スタッドによって形成された３つの接点２４を接続している。このワイヤはシャッター１
内に組み込まれ、制御装置２２に接続されている。
【００３１】
　電気接点として機能する押しばめスタッド２４に加えて、別の押しばめスタッド１７が
、シャッター１をしっかりと閉じるために、低抵抗区域１１のカットアウト部分の縁部１
５および１６に沿って取り付けられている。
【００３２】
　本発明のシャッター装置の別の実施例の場合、低抵抗区域１１は低抵抗ラインから成っ
ていてもよく、この低抵抗ラインに沿ってシャッター１が解離する。その場合、接点２４
が、この低抵抗ラインの位置における弱い箇所を形成しており、したがってシャッター１
がこの低抵抗ラインに沿って解離すると電気回路２３が遮断される。
【００３３】
　図９～図１１には本発明の極めて興味ある一実施例が示されており、この実施例では、
シャッター１が自動閉鎖装置を備えている。これらの自動閉鎖装置は、葉状部１８および
１９をシャッター１の平面へ復帰させて、低抵抗区域１１でのシャッター１の解離によっ
て生じた入口アパーチャを閉じることができる。
【００３４】
　この自動閉鎖装置は、例えばコイルばねまたは弾性的なストリップといった可撓性連結
部材を含み、この連結部材が、水平な低抵抗帯域１４の縁部１５および１６をともに連結
している。
【００３５】
　図９～図１１のシャッター１は、Ｔ字形の低抵抗区域１１を有している。こうすること
により、葉状部１８および１９は長方形を有することになり、その上縁が、水平な低抵抗
帯域１４の縁部１５によって形成されている。
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【００３６】
　シャッター１の自動閉鎖を可能にするために、閉鎖装置は弾性的なストリップ３１およ
び３２を有しており、このストリップが、葉状部１８および１９の縁部１５を縁部１６の
上方のシャッター１の部分に結合している。特に、弾性的なストリップ３１の一端３３は
、シャッター１の側縁２に隣接した葉状部１８に結合され、他端３４は、シャッター１の
他方の側縁３の近傍の葉状部１９上方のシャッター１に結合されている。このようにする
ことで、弾性的なストリップ３１は、葉状部１８をシャッター１の平面に復帰させ得る。
【００３７】
　同様に、他方の弾性的なストリップ３２の端部３５および３６も、他方の葉状部１９と
、葉状部１８上方のシャッター１とに、それぞれ結合されている。
【００３８】
　図１０に明示されているように、シャッター１に入口アパーチャが形成されると、弾性
的なストリップ３１および３２は開口５の上方で交差することになる。
【００３９】
　葉状部１８および１９をシャッター１の平面に容易に復帰させるために、葉状部には、
それらの上縁から延びる補剛部材３７であって、好ましくは低抵抗帯域１４の縁部１５と
一致する少なくとも１つの補剛部材３７が備えられている。
【００４０】
　図９および図１０の葉状部１８および１９は、補剛部材３７に加えて、葉状部１８また
は１９の面を横断するように分布する複数の補剛部材３８を有している。補剛部材３７お
よび３８は、垂直の低抵抗帯域１３の縁部１５および１６と、シャッター１の各側縁２，
３との間に延びている。
【００４１】
　ドラム７にシャッター１が巻き上げられることを可能にするために、補剛部材３７およ
び３８は、ほぼ水平に、且つシャッター１の運動方向と交差するように延びている。
【００４２】
　補剛部材３７および３８は、例えば、シャッター１に組み込まれた金属製またはプラス
チック製のストリップであってもよい。金属ストリップを使用する場合には、既述の検出
装置の一部を形成する電気回路と一体化されていてもよい。
【００４３】
　本発明のこの実施例の一変形形態の場合、葉状部１８または１９の一方の葉状部の補剛
部材３７および３８が、他方の葉状部１８または１９の対応補剛部材３７および３８に取
り外し可能に結合される。低抵抗帯域１３を横切る補剛部材３７および３８間に形成され
た接点は、シャッター１が低抵抗区域１１のところで解離したかどうかを検出し得るよう
に構成される。
【００４４】
　シャッター１の低抵抗帯域１３の縁部１５および１６は、葉状部１８および１９が自動
閉鎖装置によってシャッター１の平面に復帰せしめられ、低抵抗区域が復元される際、前
記縁部を自動式に再結合する磁石を備えていることが好ましい。
【００４５】
　簡明化のために、図９～図１１には、既述の検出装置の一部をなす電気回路が省略され
ている。
【００４６】
　本発明の装置のさらに別の変形形態では、自動式閉鎖装置が、葉状部１８および１９の
上部補剛部材３７を結合するばね、例えばコイルばねを含んでいる。
【００４７】
　図１２～図２１には、本発明のシャッター装置の極めて好ましい実施例が示されている
。この実施例では、シャッター１がＴ字形の低抵抗区域１１を有している。この低抵抗区
域１１の第１帯域１３は、シャッター１の下縁４から低抵抗区域１１の第２帯域１４まで
延びており、この第２帯域１４は、シャッター１の側縁２および３の間でほぼ水平方向に
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延びている。
【００４８】
　低抵抗区域１１は、３個のジッパー３９、４０および４１を含んでいる。ジッパー３９
、４０および４１は、スライダによって互いに係合せしめられる歯を備えた２個のバンド
から成る。第１ジッパー３９は、低抵抗区域１１の第１帯域１３と合致する。
【００４９】
　第２ジッパーは、シャッター１の側縁２から、低抵抗区域１１の第１帯域１３まで延び
、第３ジッパー４１は、シャッター１の他方の側縁３と低抵抗区域１１の第１帯域１３と
の間に延びている。ジッパー３９、４０および４１の配置はＴ字形であり、実質的に低抵
抗区域１１に合致している。
【００５０】
　このようにして低抵抗区域１１の縁部がジッパーにより結合され、したがって低抵抗区
域１１がシャッター１の葉状部１８および１９を画成する。
【００５１】
　第１ジッパー３９はほぼ垂直に延びている。第１ジッパー３９は、一方では、歯を備え
たテープ４２を介して葉状部１８の側縁に結合されており、他方では、歯を備えたテープ
４３を介して他方の葉状部１９の側縁に結合されている。シャッター１が閉じられる時、
テープ４２および４３は、互いに係合している。
【００５２】
　シャッター１で閉じられた開口を人が通ろうとする際に低抵抗区域１１を解離し得るよ
うに、テープ４２および４３は、ジッパー３９の一部が係合していない。特に、両手４５
の図で示した箇所４４では、１つ以上の歯がジッパー３９から除去されている。こうする
ことで、箇所４４は、低抵抗区域１１の解離の開始点を構成している。特に、歯が除去さ
れていることにより、ジッパー３９のテープ４２および４３は、開始箇所４４を単に押す
ことで解離され、開放される。
【００５３】
　図１３および図１４は、テープ４２および４３が開始箇所４４から解離されることで、
どのようにジッパー３９が開かれるかを略示したものである。
【００５４】
　開始箇所４４の詳細は図１８に示されている。この図では、テープ４２から２個の歯が
、またテープ４３からは反対側の２個の歯が除去されており、開始箇所４４を形成するこ
れらの除去された歯の箇所は黒で示してある。テープ４２および４３は、除去された歯の
ところでは係合していない。
【００５５】
　ジッパー３９が開かれた時、シャッター１の側縁２および３とは反対側にあるジッパー
４０および４１の端部がジッパー３９の上端近くに位置しており且つまたスライダによっ
て保持されていないため、ジッパー４０および４１は、図１５に矢印４７および４８で示
したように自動的に開かれる。これにより低抵抗区域１１全体が解離し、双方の葉状部１
８，１９が自由になり、図１６に示すように、シャッター１で閉じられていた開口を人が
通過できるようになる。
【００５６】
　シャッター１の解離によって形成される低抵抗区域１１の通路を閉じ、且つこの区域を
復元するために、ジッパー３９、４０および４１の各々には、スライダ４９、５０および
５１が備えられている。
【００５７】
　入口アパーチャを閉じる場合、第１段階では、スライダ４９、５０および５１が出発位
置に配置される。この出発位置は、垂直ジッパー３９の上端と、水平ジッパー４０および
４１の端部４５（原文どおり）および４６とに置かれる。
【００５８】
　各ジッパー３９、４０および４１は、出発位置に各スライダ用のピン５３を備え、各ス
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ライダが当該ジッパーの他端へ向かって矢印５２で示す方向に移動することでそれぞれの
ジッパー３９、４０および４１が閉じられた時、テープ４２および４３が互いに係合せし
められる。
【００５９】
　このようにして、低抵抗区域１１が復元され、入口開口が閉じられる。
【００６０】
　図１９は、入口アパーチャが閉じられた場合の、垂直ジッパー３９の上端と、水平ジッ
パー４０および４１の端部４５および４６との状態を示す詳細図である。図に明示されて
いるように、ピン５３は、ジッパー３９、４０および４１のテープ４２に備えられ、他方
のテープ４３には、スライダがそれぞれのテープ４３の歯から外れるのを防止するストッ
パ５４が備えられている。
【００６１】
　低抵抗区域が、ジッパー３９、４０および４１を閉じることで復元された後、スライダ
４９、５０および５１は、図１２に示し、図２０にも詳細図で示した位置に留め置かれる
。
【００６２】
　図２０には、シャッター１の側縁２の側のジッパー４０の端部区域が特に示されている
。歯を備えた上側のテープ４３は、歯を備えたテープ４２の上方に延びている。留め置き
位置にあるスライダ５０は、ストッパ５５に当接し、このストッパに隣接してテープ４３
の歯を閉じている。こうすることで、ジッパー４０の開放時には、ジッパー４０のテープ
４２および４３は、図１６に見られるように完全に分離することができる。
【００６３】
　シャッター１の入口アパーチャを閉じるためには、スライダ５０を、テープ４３の歯に
沿って前記出発位置方向へ、ジッパー４０の他端４５に位置するストッパ５４のところま
で移動させる。次いで、テープ４２のピンが、スライダ５０に挿入され、スライダ５０は
、次に留め置き位置へ移動させられ、テープ４２および４３が互いに係合する。
【００６４】
　ジッパー４１の、側縁３に隣接する端部、およびジッパー３９の下端は、類似の形状を
有している。
【００６５】
　シャッター１が案内トラック８および９に沿って移動して閉じられる際に、シャッター
１の下に障害物があって低抵抗区域１１が解離するのを防止するため、ジッパー３９の下
端は、シャッター１の下縁４のところで折り返されている。歯を有する対応テープ４２お
よび４３も、同じように或る距離だけ上方へ折り返されている。図１７は、テープ４３の
下端が折り返されている状態を略示している。
【００６６】
　低抵抗区域１１が１以上の開始箇所４４を有する１以上のジッパーで形成されたシャッ
ター１を用いる場合には、例えば風等によるシャッター１の低抵抗区域１１の解離を防止
せねばならない。シャッター１の入口アパーチャは、開始箇所４４に比較的低い圧力を加
えることだけで造出される。好適には、垂直ジッパー３９に開始箇所４４を２カ所設ける
べきである。開始箇所４４の第１箇所は、成人に合った適当な高さに設けられ、第２箇所
は、子供に合った高さに設けられる。開始箇所は、特に人の胸の高さに設けられることで
、シャッター１のこの箇所を容易に押すことができ、それによって低抵抗区域１１を解離
させ、シャッター１に入口アパーチャを作り出すことができる。
【００６７】
　前述の実施例では、低抵抗区域１１は、歯を備えた２つのテープ４２および４３を有す
るジッパーによって形成されているが、これらテープ４２および４３が必ずしも歯を有し
ている必要はなく、テープ自体は、例えばプラスチック製にして、一方のテープが他方に
よってグリップされるような形状の縁部を有するものであってもよい。そのようなプラス
チック製テープは、ジッパーとして知られる固定具を形成する。２つのテープを再び解離
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できるように互いに容易に結合するために、スライダが設けられていてもよい。そのよう
なプラスチック製テープを使用する場合、それらの長さの一部に亘って係合していないよ
うな開始箇所が形成される。例えば、２つのテープのうち少なくとも１つには開始箇所は
付形されていない。
【００６８】
　この実施例は、図２１～図２３に略示されている。低抵抗区域１１は、２つのプラスチ
ック製テープ４２および４３から成り、ジッパー３９を形成している。テープ４２は、葉
状部１８の側縁に結合され、テープ４３は、他方の葉状部１９の側縁に結合されている。
【００６９】
　第１ストリップ４２は、その長さに沿って溝５６を有しており、この溝が第２ストリッ
プ４３の長さに沿って延びる舌状部５７と組み合わされる。ストリップ４３に押圧力を加
えると、舌状部５７は、他方のストリップ４３の溝５６に係合する。この押圧力は、例え
ば、この図には示されていないスライダによって加えられる。少なくとも舌状部５７は、
溝５６に圧入される際圧縮されることが好ましい。
【００７０】
　人がシャッター１で閉じられた開口を通過しようとする際、低抵抗区域１１を解離でき
るように、ジッパー３９には、解離の開始箇所４４が設けられている。舌状部５７は、こ
の開始箇所４４では、僅かの長さだけ、例えば数センチメートルだけ除去されている。こ
うすることにより、テープ４２および４３は、この開始箇所ではテープ長さの一部に亘っ
て係合していない。ジッパー３９のテープ４２および４３は、この開始箇所を単に押すこ
とで解離され、双方の葉状部１８および１９が開放される。
【００７１】
　本発明が、既述の実施例に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱することなし
に、特に低抵抗区域１１の形状と種類、並びにこの区域の縁部の結合形式に関しては、別
の変形形態が考えられることは言うまでもない。例えば、可撓性の葉状部１８，１９は、
双方の縁部の低抵抗区域１１の長さに亘って延びる磁石によって、または繊維織物、例え
ば「ヴェルクロ」の商標名で知られる繊維織物によって互いに結合されるテープによって
も、結合することができる。
【００７２】
　接点は、例えばソレノイドで取り囲んだ永久磁石形式にすることもできる。その場合、
磁石は、ソレノイドが結合された縁部とは反対側の低抵抗区域縁部に結合されることで、
シャッター１が低抵抗区域１１で解離した場合、磁石はソレノイドから分離され、電気信
号が制御装置２２へ送られる。
【００７３】
　検出装置は、例えば案内トラックに配置された電子アイを含んでいてもよく、これは例
えば葉状部１８または１９といったシャッター１の部分が、シャッター１の平面から逸脱
しているかどうかを検出する。
【００７４】
　そのほか、本発明は、垂直の案内トラック内を移動する側縁を有するシャッターに限定
されるものではなく、水平に案内トラックが延びているシャッターであってもよい。
【００７５】
　加えて、低抵抗区域は、Ｔ字形に限られることはなく、例えば垂直線または対角線等、
どのような形状であってもよい。
【００７６】
　本発明のシャッター装置は、巻き上げドラムを有するように説明されているが、そのよ
うなドラムの存在は必ずしも必要ではない。ある場合には、案内トラックを、開口５の上
方に垂直または水平に延びるように設けて、シャッターの開放時には、シャッター側縁が
開口５の上方の前記案内トラック内に収容されるようにしてもよい。また開口５の上方に
ボクッスを設け、シャッター開放時には、その中へシャッターを畳み込んでもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００７７】
【図１】壁の開口に取り付けられた本発明のシャッター装置を閉位置で示す略示斜視前面
図。
【図２】人がシャッターを通過しようとしている様子を示す図１と同様の図。
【図３】人が通過する様子、およびシャッターが破られて２つの可撓性葉状部を形成して
いる様子を示す図１と同様の図。
【図４】人が開口を通過した様子を反対側から見た、図１～図３に示したシャッターの略
示斜視図。
【図５】シャッターが解離したかどうかを検出する電気回路を有する本発明のシャッター
装置の略示前面図。
【図６】シャッターの低抵抗区域縁部の、押しばめスタッドを備えた一部を示す略示図。
【図７】押しばめスタッド装置のスタッドの略示分解図。
【図８】押しばめスタッド装置のキャップの略示分解図。
【図９】壁の開口に取り付けられた本発明のシャッター装置の別の実施例を閉位置で略示
した斜視図。
【図１０】シャッターが解離されて２つの葉状部を生じた場合の図９に示した装置の略示
垂直断面図。
【図１１】シャッター平面で見た葉状部を示す、図１０と同様の断面図。
【図１２】本発明のシャッター装置の極めて好適な一実施例の略示前面図。
【図１３】図１２のシャッターが低抵抗区域で解離され、葉状部が形成される際の経過を
順次に示す図の１つ。
【図１４】図１２のシャッターが低抵抗区域で解離され、葉状部が形成される際の経過を
順次に示す図の１つ。
【図１５】図１２のシャッターが低抵抗区域で解離され、葉状部が形成される際の経過を
順次に示す図の１つ。
【図１６】図１２のシャッターが低抵抗区域で解離され、葉状部が形成される際の経過を
順次に示す図の１つ。
【図１７】シャッター装置の低抵抗区域を回復させる準備状態を示す図１２と同様の図。
【図１８】図１２の低抵抗区域の拡大詳細図。
【図１９】図１２のシャッター装置の垂直方向ジッパー上端と水平方向ジッパー端部とを
示す詳細図。
【図２０】図１２のシャッターの側縁に隣接する低抵抗区域の端部を示す詳細図。
【図２１】図１２～図２０に示した本発明の実施例の別形式による低抵抗区域およびシャ
ッターの部分略示前面図。
【図２２】図２１のＸＸＩＩ－ＸＸＩＩ線に沿った水平断面図。
【図２３】低抵抗区域が解離された場合の図２２と同様の図。
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【図１８】

【図１９】
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【図２２】

【図２３】
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