
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被遮蔽部の両側部に相対して固定され互いに対向して上下方向の挿入口を開口したガイ
ドレールと、この両側部のガイドレールの挿入口に幅方向の両側端部を挿入して昇降自在
に設けられ前記両側部のガイドレール間の被遮蔽部を遮蔽する難燃性の耐火シート体と、
を具備し、
　前記耐火シート体は、
　一枚仕立ての耐火シート材と、
　この耐火シート材に下端部を開放して形成された非常脱出口と、
　この非常脱出口を残して前記耐火シート材の下端部に取り付けられ 前記被遮蔽部の遮
蔽時にこの被遮蔽部の床面に着床する難燃性の重錘体と、
　前記非常脱出口の上端縁部に固着され 前記非常脱出口を常時閉塞する開閉可能な難燃
性の耐火シート扉と、を有
　

　ことを特徴とする耐火スクリーン装置。
【請求項２】
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、

、
し、

前記耐火シート扉は、その一方側の側端部に前記非常脱出口の側縁部に重ね合わせる重
ね代が形成され、その他方側の側端部に前記耐火シート材の他方側の側端部に連続しかつ
他方側の前記ガイドレールの挿入口に挿入した案内側端部が形成され、その下端部に前記
床面に弛ませた状態に着床させる着床部が形成されている

被遮蔽部の両側部に相対して固定され互いに対向して上下方向の挿入口を開口したガイ



　
　
　
　

　

　

　
【請求項３】
　床面は、耐火シート扉の着床部が着床する位置に上面部を重錘体の高さより低い水平状
面とし幅方向の両側部を下方に向かって拡開傾斜した案内面として形成した偏平座板を有
する、
　ことを特徴とする請求項 記載の耐火スクリーン装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は耐火スクリーン装置に係り、火災時に煙の拡散と延焼を防止するものに関する
。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、この種の耐火スクリーン装置としては、たとえば、特開平８－１６４２１８号公
報に記載されているように、巻取軸に相互に幅方向の両側端部が隣り合うように一端部が
巻き付けられて下方に垂れ下がる多数の帯状シート片を設け、この各帯状シート片の下端
部にこの帯状シート片の幅と略同じ長さの棒状錘をそれぞれ取り付け、この各棒状錘の両
端部に隣接する棒状錘の両端部を吸着する磁石を取り付けるとともに、この各棒状錘の下
面に床面に設置された金属プレートを吸着する磁石を取り付ける構成が知られている。
【０００３】
　また、巻取軸に上端部が巻き付けられて下方に垂れ下がる１枚の耐火シートを設け、こ
の耐火シートの下端部にそれぞれの幅方向の両側端部を重ね代として互いに重なり合う状
態に上下方向の複数枚の短冊状の耐火シート片を並設固定し、この各耐火シート片の下端
部に前記耐火シートの巻き戻し下降時に床面に着床させる棒状錘を取り付ける構成が提案
されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　前記公報に記載の構成では、各帯状シート片の下端部の各棒状錘の両端部がそれぞれ吸
着され、かつ、この各棒状錘に床面の金属プレートが吸着され、全体的には各棒状錘が一
連に固定状態になるため、脱出時または救助活動時には各棒状錘の相互及び棒状錘と床面
の金属プレートとの相互を簡単に分離できず、脱出または救助活動等に手間取り、不測の
事態が発生する原因にもなり兼ねない、という問題がある。
【０００５】
　また、前記耐火シートの下端部に複数枚の短冊状の耐火シート片を並設固定し、この各
耐火シート片の下端部に棒状錘を取り付ける構成では、脱出時または救助活動時等には所
定位置の棒状錘を有する耐火シート片をめくり上げて脱出または救助活動を行なう必要が
あり、脱出または救助活動等に際し耐火シート片をめくり上げる時間を要し迅速性に欠け
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ドレールと、この両側部のガイドレールの挿入口に幅方向の両側端部を挿入して昇降自在
に設けられ前記両側部のガイドレール間の被遮蔽部を遮蔽する難燃性の耐火シート体と、
を具備し、

前記耐火シート体は、
一枚仕立ての耐火シート材と、
この耐火シート材に下端部を開放して形成された非常脱出口と、
この非常脱出口を残して前記耐火シート材の下端部に取り付けられ、前記被遮蔽部の遮

蔽時にこの被遮蔽部の床面に着床する難燃性の重錘体と、
前記非常脱出口の上端縁部に固着され、前記非常脱出口を常時閉塞する開閉可能な難燃

性の耐火シート扉と、を有し、
前記耐火シート扉は、その両側部に前記非常脱出口の両側縁部に重ね合わせる重ね代が

それぞれ形成され、その下端部に前記床面に弛ませた状態に着床させる着床部が形成され
ている

ことを特徴とする耐火スクリーン装置。

２



る、という問題がある。
【０００６】
　そこで、被遮蔽部を遮蔽する１枚の耐火シートの一部に非常脱出口を形成し、この非常
脱出口を常時は耐火シート片にて閉塞することが考えられるが、この構成では、火災時に
は耐火シート片にて非常脱出口を比較的容易に開口することが可能となるが、この非常脱
出口に耐火シートの下端部に取り付けた棒状錘が突出していると、この非常脱出口からの
脱出時に棒状錘につまずいて怪我をしたり、転倒する危険性があり、非常脱出口から車椅
子に乗ったまま棒状錘を乗り越えて脱出することが容易でなく、また、非常脱出口と耐火
シート片との間及び耐火シート片の下端部と床面との間の気密性に問題がある。
【０００７】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたもので、非常脱出口から手間取ることなく
簡単に脱出することができるが、この非常脱出口からの脱出時につまずいたり、転倒する
危険性が少なく、非常脱出口から車椅子に乗ったまま容易に脱出することができ、非常脱
出口の気密性を向上することができ、したがって、簡単な構成により脱出または救助活動
等を迅速にかつスムーズに行なうことができる耐火スクリーン装置を提供することを目的
とするものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　請求項１記載の耐火スクリーン装置は、被遮蔽部の両側部に相対して固定され互いに対
向して上下方向の挿入口を開口したガイドレールと、この両側部のガイドレールの挿入口
に幅方向の両側端部を挿入して昇降自在に設けられ前記両側部のガイドレール間の被遮蔽
部を遮蔽する難燃性の耐火シート体と、を具備し、前記耐火シート体は、一枚仕立ての耐
火シート材と、この耐火シート材に下端部を開放して形成された非常脱出口と、この非常
脱出口を残して前記耐火シート材の下端部に取り付けられ 前記被遮蔽部の遮蔽時にこの
被遮蔽部の床面に着床する難燃性の重錘体と、前記非常脱出口の上端縁部に固着され 前
記非常脱出口を常時閉塞する開閉可能な難燃性の耐火シート扉と、を有

ものである。
【０００９】
　そして、耐火シート体を下降するとともに重錘体にて耐火シート材が両側部のガイドレ
ールに沿ってそれぞれ案内されて下降される。また、この重錘体が被遮蔽部の床面に着床
されるとともに、非常脱出口を閉じた耐火シート扉の下端部の着床部が床面に弛ませた状
態に着床されることにより、この耐火シート材及び耐火シート扉にて被遮蔽部が全面的に
遮蔽される。
【００１０】
　この際、耐火シート扉は、上端部が非常脱出口の上端縁部に固着され側端部の重ね代が
非常脱出口の開口側縁部に重ね合わされ、かつ、その下端部の着床部が床面に弛ませた状
態に着床されることにより、耐火シート扉の重ね代が非常脱出口の開口側縁部に重なり合
う方向からの非常脱出口の気密性が向上される。
【００１１】
　したがって、火災時には耐火シート体及び非常脱出口の耐火シート扉にて耐火シート扉
の重ね代が非常脱出口の開口側縁部に重なり合う方向から煙り等が被遮蔽部の反対側に向
かって流出することが防止され、かつ、この煙り等の拡散と延焼が防止される。
【００１２】
　つぎに、火災の発生により脱出等を行なう際には、耐火シート扉が押動されることによ
り、この耐火シート扉にて非常脱出口が簡単に開放される。したがって、この非常脱出口
から容易にかつ迅速に脱出して避難したり、救助活動等を行なうことができる。
【００１３】
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、
、

し、前記耐火シー
ト扉は、その一方側の側端部に前記非常脱出口の側縁部に重ね合わせる重ね代が形成され
、その他方側の側端部に前記耐火シート材の他方側の側端部に連続しかつ他方側の前記ガ
イドレールの挿入口に挿入した案内側端部が形成され、その下端部に前記床面に弛ませた
状態に着床させる着床部が形成されている



　この際、非常脱出口の床面上には耐火シート材の下端部に取り付けた重錘体が存在しな
いため、この重錘体につまずいたり、重錘体によって転倒する危険性が少なく、非常脱出
口から車椅子に乗ったまま容易に脱出することができる。
【００１４】
　したがって、非常脱出口から躊躇なく脱出して避難したり、救助活動等が迅速に行なわ
れる。
【００１５】
　

【００１６】
　

【００１７】

【００１８】

【００１９】

【００２０】

【００２１】

【００２２】
　請求項 記載の耐火スクリーン装置は、請求項 記載の耐火スクリーン装置において、
床面は、耐火シート扉の着床部が着床する位置に上面部を重錘体の高さより低い水平状面
とし幅方向の両側部を下方に向かって拡開傾斜した案内面として形成した偏平座板を有す
る、ものである。
【００２３】
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請求項２記載の耐火スクリーン装置は、被遮蔽部の両側部に相対して固定され互いに対
向して上下方向の挿入口を開口したガイドレールと、この両側部のガイドレールの挿入口
に幅方向の両側端部を挿入して昇降自在に設けられ前記両側部のガイドレール間の被遮蔽
部を遮蔽する難燃性の耐火シート体と、を具備し、前記耐火シート体は、一枚仕立ての耐
火シート材と、この耐火シート材に下端部を開放して形成された非常脱出口と、この非常
脱出口を残して前記耐火シート材の下端部に取り付けられ、前記被遮蔽部の遮蔽時にこの
被遮蔽部の床面に着床する難燃性の重錘体と、前記非常脱出口の上端縁部に固着され、前
記非常脱出口を常時閉塞する開閉可能な難燃性の耐火シート扉と、を有し、前記耐火シー
ト扉は、その両側部に前記非常脱出口の両側縁部に重ね合わせる重ね代がそれぞれ形成さ
れ、その下端部に前記床面に弛ませた状態に着床させる着床部が形成されているものであ
る。

そして、耐火シート体を下降するとともに重錘体にて耐火シート材が両側部のガイドレ
ールに沿ってそれぞれ案内されて下降される。また、この重錘体が被遮蔽部の床面に着床
されるとともに、非常脱出口を閉じた耐火シート扉の下端部の着床部が床面に弛ませた状
態に着床されることにより、この耐火シート材及び耐火シート扉にて被遮蔽部が全面的に
遮蔽される。

　この際、耐火シート扉は、上端部が非常脱出口の上端縁部に固着され側端部の重ね代が
非常脱出口の開口側縁部に重ね合わされ、かつ、その下端部の着床部が床面に弛ませた状
態に着床されることにより、耐火シート扉の重ね代が非常脱出口の開口側縁部に重なり合
う方向からの非常脱出口の気密性が向上される。

　したがって、火災時には耐火シート体及び非常脱出口の耐火シート扉にて耐火シート扉
の重ね代が非常脱出口の開口側縁部に重なり合う方向から煙り等が被遮蔽部の反対側に向
かって流出することが防止され、かつ、この煙り等の拡散と延焼が防止される。

　つぎに、火災の発生により脱出等を行なう際には、耐火シート扉が押動されることによ
り、この耐火シート扉にて非常脱出口が簡単に開放される。したがって、この非常脱出口
から容易にかつ迅速に脱出して避難したり、救助活動等を行なうことができる。

　この際、非常脱出口の床面上には耐火シート材の下端部に取り付けた重錘体が存在しな
いため、この重錘体につまずいたり、重錘体によって転倒する危険性が少なく、非常脱出
口から車椅子に乗ったまま容易に脱出することができる。

　したがって、非常脱出口から躊躇なく脱出して避難したり、救助活動等が迅速に行なわ
れる。

３ ２



　そして、耐火シート体にて被遮蔽部が全面的に遮蔽された際には、耐火シート扉の下端
部の着床部が偏平座板の水平状面から案内面に沿って接合して弛ませた状態に着座される
。したがって、耐火シート扉の下端部の着床部及び偏平座板にて非常脱出口の気密性が向
上される。
【００２４】
　また、偏平座板は重錘体の高さより低い水平状面と下方に向かって拡開傾斜した案内面
とにより形成されていることにより、非常脱出口からの脱出時に偏平座板につまずいたり
、偏平座板によって転倒する危険性が少なく容易に脱出することができる。
【００２５】
　また、車椅子の車輪は拡開傾斜した一方側の案内面から水平状面にスムーズに乗り上げ
られるとともに、拡開傾斜した他方側の案内面から床面上にスムーズに乗り降りされ、し
たがって、非常脱出口から車椅子に乗ったまま容易に脱出することができる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００２７】
　図１乃至図４において、１は被遮蔽部２の相対する両側壁部にそれぞれ相対して垂直状
に固定された上下方向の左右のガイドレールで、この左右のガイドレール１は互いに対向
する対向面に上下方向の挿入口３を開口して断面略コ字形状にそれぞれ形成されいる。
【００２８】
　また、前記被遮蔽部２の上框体等の上側壁部４には前記左右のガイドレール１の上端部
をそれぞれ挿入したスクリーンボックス５が固定され、このスクリーンボックス５は下端
部に前記左右のガイドレール１の挿入口３にそれぞれ連通して開口した左右方向の案内口
６が開口されている。
【００２９】
　また、前記スクリーンボックス５内には左右方向の巻取りドラム７が回転自在に軸架さ
れ、この巻取りドラム７は図示しない正逆転可能なモータに連動連結され、このモータは
図示しない制御手段からの火災信号により作動されるようになっている。
【００３０】
　つぎに、前記巻取りドラム７には前記左右のガイドレール１間の前記被遮蔽部２を遮蔽
する昇降自在の難燃性の耐火シート体８の上端部が固着されて巻き付けられ、この耐火シ
ート体８は前記巻取りドラム７の巻き戻しにより前記左右のガイドレール１の挿入口３に
幅方向の両側端部を挿入した状態で下降され、前記被遮蔽部２を遮蔽するようになってい
る。
【００３１】
　前記耐火シート体８は、一枚仕立ての難燃性生地等にて形成された耐火シート材９と、
この耐火シート材９の幅方向の一側部に下端部を開放して形成された非常脱出口 10と、こ
の非常脱出口 10を残して前記耐火シート材９の下端部に取り付けられ前記被遮蔽部２の遮
蔽時にこの被遮蔽部２の床面 11に着床する難燃性の重錘体 12と、前記非常脱出口 10を開閉
する耐火シート扉 13と、を有している。
【００３２】
　そして、前記耐火シート材９は、その上端部が前記巻取りドラム７に固着されて巻き付
けられ、その幅方向の両側端部 14が前記左右のガイドレール１の挿入口３に昇降自在に挿
入され、前記非常脱出口 10を残してこの耐火シート材９の下端部にこの下端部の幅方向の
抜け止め用の丸棒 15が一体に取り付けられている。
【００３３】
　また、前記重錘体 12は、上端部に挟持片 16を有する第１の連結枠 17と、この第１の連結
枠 17の挟持片 16に対向する挟持片 18を上端部に有するとともに下端部に着床片 19及び前記
第１の連結枠 17の下端部に当接する取付片 20を有する第２の連結枠 21と、固定ねじ 22と、
を有している。
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【００３４】
　そして、前記第１の連結枠 17の挟持片 16と前記第２の連結枠 21の挟持片 18とにより前記
丸棒 15の上端部に位置して前記耐火シート材９を挟持した状態で、前記第１の連結枠 17の
下端部から前記第２の連結枠 21の取付片 20に前記固定ねじ 22を捩じ込んで締め付けること
により、相互に連結された第１の連結枠 17及び第２の連結枠 21にて重錘体 12が構成され、
かつ、この重錘体 12は丸棒 15を介して耐火シート材９の下端部に取り付けられている。
【００３５】
　また、前記耐火シート扉 13は、一枚仕立ての難燃性生地等にて上下方向に長い矩形状に
形成され、その上端部が前記非常脱出口 10の上端縁部 23に縫着等の固着手段 24にて一体に
固着され、その一方側の側端部に前記非常脱出口 10の側縁部 25に重ね合わせる重ね代 26が
形成され、その他方側の側端部に前記耐火シート材９の他方側の側端部 14に連続しかつ他
方側のガイドレール１の挿入口３に挿入した案内側端部 27が形成され、さらに、その下端
部に前記床面 11に弛ませた状態に着床させる着床部 28が形成されている。
【００３６】
　また、前記耐火シート扉 13の一方側の側端部の重ね代 26の下端近傍部の端縁部が前記非
常脱出口 10の側縁部 25に臨ませた前記重錘体 12の内端部に当接されるようになっている。
【００３７】
　そして、前記耐火シート扉 13にて前記非常脱出口 10を常時閉塞するようになっている。
しかして、前記耐火シート体８の耐火シート材９及び前記耐火シート扉 13は、たとえば、
ガラスクロス、シリカクロス等の難燃性布地等にて形成されている。
【００３８】
　つぎに、前記実施の形態の作用を説明する。
【００３９】
　被遮蔽部２を遮蔽する火災時に制御手段からの火災信号によりモータが作動されると、
このモータからの出力により巻取りドラム７が耐火シート体８を巻き戻す方向に向かって
駆動回転され、この巻取りドラム７にて耐火シート体８が順次巻き戻されるとともに、こ
の耐火シート体８が重錘体 12の重量により左右のガイドレール１の挿入口３に案内されて
迅速に下降される。
【００４０】
　そして、この重錘体 12の着床片 19が被遮蔽部２の床面 11に着床されることにより、この
重錘体 12の着床が検知され、この検知信号が制御手段に出力され、この検知信号により制
御手段が作動され、この制御手段からの停止信号によりモータの作動が停止される。
【００４１】
　また、重錘体 12が被遮蔽部２の床面 11に着床されるとともに、耐火シート扉 13の下端部
の着床部 28が床面 11に弛ませた状態に着床される。したがって、耐火シート体８にて被遮
蔽部２が全面的に遮蔽される。
【００４２】
　この際、耐火シート扉 13は、上端部が非常脱出口 10の上端縁部 23に固着され一方の側端
部の重ね代 26が非常脱出口 10の側縁部 25に重ね合わされ、その下端部の着床部 28が床面 11
に弛ませた状態に着床され、かつ、耐火シート扉 13の重ね代 26の下端近傍部の端縁部が非
常脱出口 10の側縁部 25に臨ませた重錘体 12の内端部に当接されることにより、耐火シート
扉 13の側端部の重ね代 26が非常脱出口 10の側縁部 25に重なり合う方向からの煙り等によっ
て耐火シート扉 13が煽られても、この耐火シート扉 13の重ね代 26が非常脱出口 10の側縁部
25に十分に重ね合わされ、その着床部 28が床面 11との接触抵抗で簡単にめくれ上がること
がなく、この耐火シート扉 13にて非常脱出口 10の気密性が向上される。
【００４３】
　したがって、火災時には耐火シート体８及び非常脱出口 10を閉塞した耐火シート扉 13に
て耐火シート扉 13の重ね代 26が非常脱出口 10の側縁部 25に重なり合う方向から煙り等が被
遮蔽部２の反対側に向かって流出することが防止され、かつ、この煙り等の拡散と延焼が
防止される。
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【００４４】
　つぎに、火災の発生により脱出等を行なう際には、耐火シート扉 13が押動されることに
より、この耐火シート扉 13にて非常脱出口 10が簡単に開放される。したがって、この非常
脱出口 10から容易にかつ迅速に脱出して避難したり、救助活動等を行なうことができる。
【００４５】
　この際、非常脱出口 10の床面 11上には耐火シート材９の下端部に取り付けた重錘体 12が
存在しないため、この重錘体 12につまずいたり、重錘体 12によって転倒する危険性が少な
く、非常脱出口 10から車椅子に乗ったまま容易に脱出することができる。
【００４６】
　したがって、非常脱出口 10から躊躇なく脱出して避難したり、救助活動等が迅速に行な
われる。
【００４７】
　つぎに、前記実施の形態では、非常脱出口 10は耐火シート材９の一側部に形成する場合
について説明したが、これに限らず、非常脱出口 10は耐火シート材９の中間部に形成する
ようにしてもよい。
【００４８】
　この場合には、たとえば、図５及び図６に示すように、耐火シート材９の中間部に下端
部を開放した非常脱出口 10が形成され、この耐火シート材９の下端部に前記非常脱出口 10
を残してこの非常脱出口 10の両側に位置して耐火シート材９の下端部に沿った長さの重錘
体 12がそれぞれ取り付けられている。
【００４９】
　また、前記非常脱出口 10の上端縁部 23にこの非常脱出口 10を開閉する耐火シート扉 13の
上端部が縫着等の固着手段 24にて固着されている。前記耐火シート扉 13は、両側部に前記
非常脱出口 10の両側縁部 25に重ね合わせる重ね代 26がそれぞれ形成され、その下端部に前
記床面 11に後述する偏平座板を介して弛ませた状態に着床させる着床部 28が形成されてい
る。
【００５０】
　さらに、前記耐火シート扉 13の着床部 28が着床する位置の床面 11上に前記非常脱出口 10
の幅と略同長で前記重錘体 12の高さより低い形状の偏平座板 29が固定されている。
【００５１】
　前記偏平座板 29は、床面 11上に設置され幅方向の両側端部に互いに相手側に向かって低
く傾斜した支持片 30をそれぞれ有する第１の座板 31と、この第１の座板 31に嵌合された第
２の座板 32と、これらを固着した皿ねじ等の固定ねじ 33と、を有して構成されている。ま
た、前記第２の座板 32は上面部に前記重錘体 12の高さより低い水平状面 34と、この水平状
面 34の幅方向の両側部に前記支持片 30に支持され下方に向かって拡開傾斜した案内面 35と
、を有して形成されている。
【００５２】
　そして、前記耐火シート扉 13の着床部 28は前記第２の座板 32の水平状面 34から一方側の
案内面 35に接合して床面 11に弛ませた状態に着床されるようになっている。
【００５３】
　その他の構成は前記実施の形態の場合と同様であるから前記実施の形態と同一構成につ
いては前記実施の形態に用いた符号を記入して説明を省略する。
【００５４】
　このように構成することにより、耐火シート体８にて被遮蔽部２が全面的に遮蔽された
際には、耐火シート扉 13の下端部の着床部 28が偏平座板 29の水平状面 34から一方側の案内
面 35に沿って接合して床面 11に弛ませた状態に着座される。
【００５５】
　そして、耐火シート扉 13の両側端部の重ね代 26が非常脱出口 10の両側縁部 25にそれぞれ
重なり合う方向からの煙り等によって耐火シート扉 13が煽られても、この耐火シート扉 13
の両重ね代 26が非常脱出口 10の両側縁部 25に十分に重ね合わされ、その着床部 28が床面 11
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上の偏平座板 29に圧接される接触抵抗により簡単にめくれ上がることがなく、この耐火シ
ート扉 13にて非常脱出口 10の気密性が更に向上される。
【００５６】
　また、偏平座板 29は重錘体 12の高さより低い水平状面 34と下方に向かって拡開傾斜した
両案内面 35とにより形成されていることにより、非常脱出口 10からの脱出時に偏平座板 29
につまずいたり、偏平座板 29によって転倒する危険性が少なく容易に脱出することができ
る。
【００５７】
　また、車椅子の車輪は拡開傾斜した一方側の案内面 35から水平状面 34にスムーズに乗り
上げられるとともに、拡開傾斜した他方側の案内面 35から床面 11上にスムーズに乗り降り
され、したがって、非常脱出口 10から車椅子に乗ったまま容易に脱出することができる。
【００５８】
　つぎに、前記床面 11に偏平座板 29を設けた実施の形態では、偏平座板 29は第１の座板 31
と第２の座板 32とにより構成する場合について説明したが、これに限らず、偏平座板 29は
、たとえば、図７に示すように、上面部に重錘体 12の高さより低い水平状面 34を有すると
ともに、この水平状面 34の幅方向の両側部に下方に向かって拡開傾斜した両案内面 35を有
する難燃性の偏平板状の中実部材 36にて形成するようにしてもよい。
【００５９】
　その他の構成は前記実施の形態の場合と同様であるから前記実施の形態と同一構成につ
いては前記実施の形態に用いた符号を記入して説明を省略する。
【００６０】
　このように構成することにより、前記各実施の形態の場合と同様な作用が得られる。ま
た、偏平座板 29は偏平板状の中実部材 36にて形成することにより、偏平座板 29を床面 11上
に簡単に設置することができる。
【００６１】
　なお、前記第１の座板 31と第２の座板 32とにより構成される偏平座板 29及び中実部材 36
にて形成される偏平座板 29は接着剤等を用いることにより床面 11上に簡単に設置すること
ができる。
【００６２】
【発明の効果】
　請求項１の発明によれば、耐火シート材に下端部を開放した非常脱出口を形成し、非常
脱出口を残して耐火シート材の下端部に被遮蔽部の床面に着床する難燃性の重錘体を取り
付けたので、非常脱出口の床面上に耐火シート材の下端部に取り付けた重錘体が存在しな
いため、非常脱出口から手間取ることなく簡単に脱出することができるが、この際、重錘
体につまずいたり、重錘体によって転倒する危険性が少なく、非常脱出口から車椅子に乗
ったまま容易に脱出することができる。したがって、非常脱出口から躊躇なく脱出して迅
速に避難したり、救助活動等を迅速に行なうことができる。
【００６３】
　また、非常脱出口を開閉する耐火シート扉は、上端部が非常脱出口の上端縁部に固着さ
れ側端部の重ね代が非常脱出口の側縁部に重ね合わされ、かつ、その下端部の着床部が床
面に弛ませた状態に着床されることにより、この耐火シート扉にて非常脱出口を常時確実
に閉塞することができ、この耐火シート扉の側端部の重ね代が非常脱出口の側縁部に重な
り合う方向からの煙り等によって耐火シート扉が煽られてもこの耐火シート扉にて非常脱
出口の気密性を向上することができる。
【００６４】
　したがって、火災時には耐火シート体及び非常脱出口を閉塞した耐火シート扉にて被遮
蔽部を確実に遮蔽でき、この耐火シート扉の重ね代が非常脱出口の側縁部に重なり合う方
向からの煙り等が非常脱出口から流出することを防止でき、かつ、この煙り等の拡散と延
焼を防止できる。
【００６５】
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　さらに、耐火シート扉は上端部を非常脱出口の上端縁部に固着し側端部の重ね代を非常
脱出口の側縁部に重ね合わせ、その下端部の着床部を床面に弛ませた状態に着床する構成
のため、非常時には耐火シート扉を簡単に開移動することができ、非常脱出口から迅速に
脱出することができる。
【００６６】
　したがって、簡単な構成により脱出または救助活動等を迅速にかつスムーズに行なうこ
とができる耐火スクリーン装置を提供することができる。
【００６７】
　

【００６８】

【００６９】

【００７０】

【００７１】

【００７２】
　請求項 の発明によれば、請求項 の発明の効果に加え、床面は、耐火シート扉の着床
部が着床する位置に上面部を重錘体の高さより低い水平状面とし幅方向の両側部を下方に
向かって拡開傾斜した案内面として形成した偏平座板を有するので、耐火シート体にて被
遮蔽部が全面的に遮蔽された際には、耐火シート扉の下端部の着床部が偏平座板の水平状
面から案内面に沿って接合して弛ませた状態に着座でき、したがって、耐火シート扉の下
端部の着床部及び偏平座板にて非常脱出口の気密性を向上することができる。
【００７３】
　また、偏平座板は重錘体の高さより低い水平状面と下方に向かって拡開傾斜した案内面
とにより形成したので、非常脱出口からの脱出時に偏平座板につまずいたり、偏平座板に
よって転倒する危険性が少なく容易に脱出することができ、車椅子の車輪は拡開傾斜した
一方側の案内面から水平状面にスムーズに乗り上げられるとともに、拡開傾斜した他方側
の案内面から床面上にスムーズに乗り降りされ、したがって、非常脱出口から車椅子に乗
ったまま容易に脱出することができる。
【図面の簡単な説明】
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請求項２の発明によれば、耐火シート材に下端部を開放した非常脱出口を形成し、非常
脱出口を残して耐火シート材の下端部に被遮蔽部の床面に着床する難燃性の重錘体を取り
付けたので、非常脱出口の床面上に耐火シート材の下端部に取り付けた重錘体が存在しな
いため、非常脱出口から手間取ることなく簡単に脱出することができるが、この際、重錘
体につまずいたり、重錘体によって転倒する危険性が少なく、非常脱出口から車椅子に乗
ったまま容易に脱出することができる。したがって、非常脱出口から躊躇なく脱出して迅
速に避難したり、救助活動等を迅速に行なうことができる。

　また、非常脱出口を開閉する耐火シート扉は、上端部が非常脱出口の上端縁部に固着さ
れ側端部の重ね代が非常脱出口の側縁部に重ね合わされ、かつ、その下端部の着床部が床
面に弛ませた状態に着床されることにより、この耐火シート扉にて非常脱出口を常時確実
に閉塞することができ、この耐火シート扉の側端部の重ね代が非常脱出口の側縁部に重な
り合う方向からの煙り等によって耐火シート扉が煽られてもこの耐火シート扉にて非常脱
出口の気密性を向上することができる。

　したがって、火災時には耐火シート体及び非常脱出口を閉塞した耐火シート扉にて被遮
蔽部を確実に遮蔽でき、この耐火シート扉の重ね代が非常脱出口の側縁部に重なり合う方
向からの煙り等が非常脱出口から流出することを防止でき、かつ、この煙り等の拡散と延
焼を防止できる。

　さらに、耐火シート扉は上端部を非常脱出口の上端縁部に固着し側端部の重ね代を非常
脱出口の側縁部に重ね合わせ、その下端部の着床部を床面に弛ませた状態に着床する構成
のため、非常時には耐火シート扉を簡単に開移動することができ、非常脱出口から迅速に
脱出することができる。

　したがって、簡単な構成により脱出または救助活動等を迅速にかつスムーズに行なうこ
とができる耐火スクリーン装置を提供することができる。

３ ２



【図１】　本発明の一実施の形態を示す耐火スクリーン装置の正面図である。
【図２】　同上側面図である。
【図３】　同上耐火シート扉の着床部の着床状態を示す側面図である。
【図４】　同上重錘体の取り付け状態を示す側面図である。
【図５】　他の実施の形態を示す耐火スクリーン装置の正面図である。
【図６】　同上耐火シート扉の着床部の着床状態を示す断面図である。
【図７】　更に他の実施の形態を示す耐火シート扉の着床部の着床状態を示す断面図であ
る。
【符号の説明】
　　　　１　　ガイドレール
　　　　２　　被遮蔽部
　　　　３　　挿入口
　　　　８　　耐火シート体
　　　　９　　耐火シート材
　　　　 10　　非常脱出口
　　　　 11　　床面
　　　　 12　　重錘体
　　　　 13　　耐火シート扉
　　　　 25　　側縁部
　　　　 26　　重ね代
　　　　 28　　着床部
　　　　 29　　偏平座板
　　　　 34　　水平状面
　　　　 35　　案内面
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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