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(57)【要約】
【課題】　方立と無目との連結部において、湿式のシー
ル材を用いることなく、高い防水性を有するカーテンウ
ォールを提供する。
【解決手段】　上下の方立１，２と左右の無目３とを備
え、上側の方立は、下端小口から室内側面が下方に延出
して延出壁部１１を形成しており、上側の方立と、延出
壁部と、下側の方立とで囲まれた空間に左右から無目が
嵌め込んであり、延出壁部は、無目の室内側面３１に対
向して上方立防水ブロック６を有しており、下側の方立
は、上端小口に下方立防水ブロック７を有しており、左
右の無目は、対向する小口にそれぞれ無目防水ブロック
８を有しており、両無目防水ブロックは、互いに圧接す
る見込面８１と、無目の室内側面と面一の室内側面８２
を有しており、上方立防水ブロックの室外側面６１が無
目防水ブロック及び無目の室内側面に圧接しており、上
方立防水ブロックの下面６２が下方立防水ブロックの上
面７１に圧接している。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下の方立と左右の無目とを備え、上側の方立は、下端小口から室内側面が下方に延出
して延出壁部を形成しており、上側の方立と、延出壁部と、下側の方立とで囲まれた空間
に左右から無目が嵌め込んであり、延出壁部は、無目の室内側面に対向して上方立防水ブ
ロックを有しており、下側の方立は、上端小口に下方立防水ブロックを有しており、左右
の無目は、対向する小口にそれぞれ無目防水ブロックを有しており、両無目防水ブロック
は、互いに圧接する見込面と、無目の室内側面と面一の室内側面を有しており、上方立防
水ブロックの室外側面が無目防水ブロック及び無目の室内側面に圧接しており、上方立防
水ブロックの下面が下方立防水ブロックの上面に圧接していることを特徴とするカーテン
ウォール。
【請求項２】
　無目防水ブロックの上面は、無目の見込面に向けて下り勾配で傾斜していることを特徴
とする請求項１記載のカーテンウォール。
【請求項３】
　下方立防水ブロックは、上下方向に貫通する排水部を有しており、方立は、略筒形で中
空部を有しており、下方立防水ブロックの排水部が下側の方立の中空部と連通しているこ
とを特徴とする請求項１又は２記載のカーテンウォール。
【請求項４】
　下側の方立の室外側に押縁が設けてあり、下側の方立に設けた押縁の上端小口に押縁防
水ブロックを有しており、押縁防水ブロックの上面が無目防水ブロックの下面に圧接して
いることを特徴とする請求項１、２又は３記載のカーテンウォール。
【請求項５】
　上下左右に腕部が延びる十字形のブラケットを備え、上下の方立及び左右の無目は、ブ
ラケットの各腕部に連結してあることを特徴とする請求項１、２、３又は４記載のカーテ
ンウォール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、上下の方立と左右の無目とを突き合わせる連結部を有するカーテンウォール
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、カーテンウォールの方立と無目との連結部は、湿式のシール材でシールして防水
していた。しかし、湿式のシール材は、シール材により外壁が汚れること、劣化しやすい
こと、養生期間が必要でありまた雨天時には施工ができず作業性が悪いこと、シール目地
がポケット状になり水がたまりやすいことなどが問題であった。そこで、特許文献１のカ
ーテンウォールは、湿式のシール材を用いず、方立と無目のそれぞれの端部にシリコンス
ポンジゴムを配してあり、左右の無目に配したシリコンスポンジゴム同士が当接し、さら
にその上下に方立に配したシリコンスポンジゴムが当接することで防水している（図１０
）。こうした防水用のゴムは成形品であるから管理がしやすく、シール材のように外壁を
汚すこともない。また、耐久性、作業性も良好である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１２７０９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１のカーテンウォールにおいては、シリコンスポンジゴム同士
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の当接面が室外側から室内側まで連続しているから、当接面に水が浸入した場合、その水
が室内側まで到達してしまうおそれがある。また、連結部周辺の水の流れについても考慮
されていない。
【０００５】
　本発明は、上記事情を鑑みたものであり、方立と無目との連結部において、湿式のシー
ル材を用いることなく、高い防水性を有するカーテンウォール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】
　本発明のうち請求項１の発明は、上下の方立と左右の無目とを備え、上側の方立は、下
端小口から室内側面が下方に延出して延出壁部を形成しており、上側の方立と、延出壁部
と、下側の方立とで囲まれた空間に左右から無目が嵌め込んであり、延出壁部は、無目の
室内側面に対向して上方立防水ブロックを有しており、下側の方立は、上端小口に下方立
防水ブロックを有しており、左右の無目は、対向する小口にそれぞれ無目防水ブロックを
有しており、両無目防水ブロックは、互いに圧接する見込面と、無目の室内側面と面一の
室内側面を有しており、上方立防水ブロックの室外側面が無目防水ブロック及び無目の室
内側面に圧接しており、上方立防水ブロックの下面が下方立防水ブロックの上面に圧接し
ていることを特徴とする。
【０００７】
　本発明のうち請求項２の発明は、無目防水ブロックの上面は、無目の見込面に向けて下
り勾配で傾斜していることを特徴とする。
【０００８】
　本発明のうち請求項３の発明は、下方立防水ブロックは、上下方向に貫通する排水部を
有しており、方立は、略筒形で中空部を有しており、下方立防水ブロックの排水部が下側
の方立の中空部と連通していることを特徴とする。
【０００９】
　本発明のうち請求項４の発明は、下側の方立の室外側に押縁が設けてあり、下側の方立
に設けた押縁の上端小口に押縁防水ブロックを有しており、押縁防水ブロックの上面が無
目防水ブロックの下面に圧接していることを特徴とする。
【００１０】
　本発明のうち請求項５の発明は、上下左右に腕部が延びる十字形のブラケットを備え、
上下の方立及び左右の無目は、ブラケットの各腕部に連結してあることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のうち請求項１の発明によれば、上側の方立の延出壁部に無目の室内側面に対向
して上方立防水ブロックが設けてあり、無目防水ブロックの室内側面が上方立防水ブロッ
クの室外側面に圧接していることから、水が上方立防水ブロックより室内側に浸入するの
を確実に防ぐことができる。また、無目の室内側面が上方立防水ブロックの室外側面に圧
接していることから、方立に対する無目の水平方向の角度変位の許容範囲が拡大し、多少
のズレが有る場合でも防水性を確保できる。
【００１２】
　本発明のうち請求項２の発明によれば、無目防水ブロックの上面が傾斜しているので、
水が連結部から左右方向に導かれる。また、方立及び無目に嵌め込まれたガラスパネルが
層間変位した場合でも、上記の傾斜によりガラスパネルと無目防水ブロックとの衝突を回
避できる。
【００１３】
　本発明のうち請求項３の発明によれば、無目防水ブロックの互いに圧接する見込面に水
が浸透した場合でも、その水は下方立防水ブロックの排水部から下側の方立の中空部へと
導かれ、当該連結部の一段下の連結部に到達し、無目防水ブロックにより左右方向に導か
れる。



(4) JP 2011-21372 A 2011.2.3

10

20

30

40

50

【００１４】
　本発明のうち請求項４の発明によれば、押縁に設けた押縁防水ブロックが無目防水ブロ
ックに圧接しているので、押縁の上端部からの水の浸入を防ぐ。
【００１５】
　本発明のうち請求項５の発明によれば、十字形のブラケットのそれぞれの腕部に上下の
方立及び左右の無目を連結すればよいので、連結部における方立及び無目の位置決めが容
易である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明のカーテンウォールの連結部の斜視図である。
【図２】連結部の組み立て途中の斜視図である。
【図３】連結部の組み立て途中の斜視図である。
【図４】連結部の組み立て後の外観の斜視図である。
【図５】図７のＡ－Ａ線断面図であり、連結部の横断面図である。
【図６】図７のＢ－Ｂ線断面図であり、連結部の縦断面図である。
【図７】カーテンウォールの正面図である。
【図８】無目防水ブロックの詳細図である。
【図９】ガラスパネルが層間変位した場合の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。このカーテンウォールは、図７
に示すように、格子状に組んだ方立１，２及び無目３にガラスパネルＰを嵌め込んだもの
で、上側の方立１、下側の方立２及び左右の無目３を突き合わせる連結部Ｊを有する。そ
して図５に示すように、方立１は略四角筒形状で中空部１２を有し、室外側には押縁４を
取り付けるための取付溝１３が形成してあり、室内側にはブラケット１００をネジ止めす
るための溝状のネジ止め部１４が形成してある。押縁４は、断面が略Ｔ字形状で方立１の
取付溝１３に取り付けてあり、方立１と押縁４のそれぞれに設けたタイト材Ｔによりガラ
スパネルＰを挟み込んで固定してある。また図６に示すように、無目３は略四角筒形状で
室外側に向けて下向きに傾斜した補強材３２を有し、室外側に延出部３３が形成してあり
、室内側にはブラケット１００をネジ止めするためのネジ止め部３４が形成してある。押
縁１０は断面が略Ｆ字形状で、無目３の延出部３３の先端部に形成した係合部３６に係合
して取り付けてあり、無目３と押縁１０のそれぞれに設けたタイト材Ｔによりガラスパネ
ルＰを挟み込んで固定してある。そして、ブラケット１００はその室内側端において躯体
Ｆにネジ止めしてある。
【００１８】
　続いて、連結部Ｊの詳細について、組み立て後及び組み立て途中の斜視図である図１～
図４に基づいて説明する。ただし、これらの図において、タイト材及びガラスパネルにつ
いては省略した。この連結部Ｊにおいて、上側の方立１の下端小口からは室内側面が下方
に延出して、延出壁部１１を形成している。延出壁部１１の室外側には、略平板形状の上
方立防水ブロック６を接着して設けてある。一方、下側の方立２の上端小口には、略コ字
形状の下方立防水ブロック７が、前側に開口する向きに設けてある。下方立防水ブロック
７は、左右方向中央で二分割されており、下面には突出部（図示省略）を備え、この突出
部を方立２の中空部２２に差し込んである。そしてコ字形状の中央の欠損部分を上下に貫
通する排水部７２とし、排水部７２は中空部２２と連通している。さらに、左右の無目３
の対向する小口には、それぞれ無目防水ブロック８が設けてある。無目防水ブロック８の
形状は、図８（ａ）に示すものであり、前後方向に延びる胴部８５と、胴部８５の他方の
無目３と対向する側に形成した見込面８１と、胴部８５の室内側に形成した室内側面８２
と、胴部８５の室外側に形成した室外側面８６と、室外側面８６の下端の下面８４と、胴
部８５の下側に形成したリブ８７とを有し、胴部８５とリブ８７の間に溝部８８が形成さ
れている。また、胴部８５の上面８３は、見込面８１側に向けて上向きに傾斜しており、
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見込面８１の下端面８９は、見込面８１側に向けて下向きに傾斜している。このように形
成した無目防水ブロック８は、図８（ｂ）に示すように、無目３の補強材３２及び延出部
３３を溝部８８に挿入して無目３の小口に取り付けてある。この際、上面８３は、見込面
８１側から、無目３の見込面である補強材３２及び延出部３３に向けて下り勾配で傾斜し
、室内側面８２は無目３の室内側面３１と面一になり、室外側面８６は無目３の延出部３
３の室外側面３５と略面一になる。また、連結部Ｊ近傍において、無目３の室外側面には
排水窓３７を形成してあり、延出部３３には室外側面３５及び係合部３６の一部を切り欠
いた切欠部３８が形成してある。さらに、無目３の押縁１０には、室内側面と見込面のそ
れぞれに排水孔１０ａ，１０ｂが形成してある。また、下側の方立２に設けた押縁５の上
端小口には、押縁防水ブロック９が設けてある。押縁防水ブロック９は、縦断面が台形で
、下面には突出部（図示省略）を備え、この突出部を押縁５の上端に差し込んである。な
お、各防水ブロックは、シリコンスポンジゴムからなる。
【００１９】
　そして、これらの方立１，２及び無目３を、ブラケット１００により連結する。ブラケ
ット１００は十字形で、上下左右に延びる腕部１０１を有している。まず、下側の方立２
を、ブラケット１００の下側の腕部１０１にネジ止めする（図２の状態）。続いて、上側
の方立１を、ブラケット１００の上側の腕部１０１にネジ止めする（図３の状態）。この
際、上方立防水ブロック６の下面６２が、下方立防水ブロック７の上面７１に圧接する。
そしてこの状態では、上側の方立１、その延出壁部１１及び下側の方立２が左右方向から
見て略コ字形になっており、その開口部に左右の無目３が嵌るように、それぞれブラケッ
ト１００の左右の腕部１０１にネジ止めする（図１の状態）。この際、両無目防水ブロッ
ク８の見込面８１が互いに圧接し、また上方立防水ブロック６の室外側面６１が無目防水
ブロック８の室内側面８２及び無目３の室内側面３１に圧接する。また、下側の方立２の
取付溝２３に押縁５を取り付け、押縁５の押縁防水ブロック９の上面９１が無目防水ブロ
ック８の下面８４に圧接する。さらに、上側の方立１の取付溝１３及び左右の無目３の延
出部３３にそれぞれ押縁４，１０を取り付け、上側の押縁４の下端が押縁防水ブロック９
に圧接し、上下の押縁４，５及び左右の押縁１０は面一となる。なお、上側の方立１の下
端と左右の無目３との間及び上側の押縁４と左右の押縁１０との間はシール材Ｓによりシ
ールしてある（図４の状態）。
【００２０】
　このように構成したカーテンウォールの連結部Ｊにおいては、上側の方立１の延出壁部
１１に設けた上方立防水ブロック６が無目３の室内側面３１に対向しており、無目防水ブ
ロック８の室内側面８２が上方立防水ブロック６の室外側面６１に圧接していることから
、水が上方立防水ブロック６より室内側に浸入するのを確実に防ぐことができる。また、
無目３の室内側面３１が上方立防水ブロック６の室外側面６１に圧接していることから、
方立１，２に対する無目３の水平方向の角度変位の許容範囲が拡大し、多少のズレが有る
場合でも防水性を確保できる。さらに、無目防水ブロック８の胴部８５の上面８３が傾斜
しているので、図１中の一点鎖線で示すように、水が連結部Ｊから左右の無目３の補強材
３２又は延出部３３に導かれる。補強材３２に導かれた水は、補強材３２が室外側に向け
て下向きに傾斜しているから、排水窓３７を通って延出部３３へ流れる。そして延出部３
３に導かれた水は、切欠部３８又は押縁１０の排水孔１０ａ，１０ｂを通って室外側に排
水される。さらに、互いに圧接する見込面８１に水が浸透した場合でも、その水は下方立
防水ブロック７の排水部７２から下側の方立２の中空部２２へと導かれ、当該連結部Ｊの
一段下の連結部に到達し、無目防水ブロックにより左右方向に導かれる。また、下側の押
縁５に設けた押縁防水ブロック９の上面９１が無目防水ブロック８の下面８４に圧接して
いるので、押縁５の上端部からの水の浸入を防ぐことができる。そして上側の押縁４の下
端が押縁防水ブロック９に圧接しているから、上下の押縁４，５の間にシール材を用いる
必要がなく、また上側の押縁４により無目防水ブロック８及び押縁防水ブロック９が覆い
隠され、さらに上下の押縁４，５と左右の押縁１０とが面一となるから、外観が良好であ
る。そしてこのように押縁４，５，１０を設けることで、室外側から浸入する水に対して
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、まず押縁４，５，１０が防水機能を発揮し、そこから浸入したとしても、さらにその室
内側の無目防水ブロック８、上方立防水ブロック６及び下方立防水ブロック７が防水機能
を発揮する二重の防水構造となるので、防水性が非常に高い。さらに、十字形のブラケッ
ト１００のそれぞれの腕部１０１に上下の方立１，２及び左右の無目３を連結すればよい
ので、連結部Ｊにおける方立１，２及び無目３の位置決めが容易である。
【００２１】
　また、図９に示すように、方立及び無目に嵌め込まれたガラスパネルＰが層間変位した
場合でも、無目防水ブロック８の上面８３及び下端面８９が傾斜しているから、ガラスパ
ネルＰと無目防水ブロック８との衝突を回避できる。
【００２２】
　本発明は、上記の実施形態に限定されない。各防水ブロックの形状は、上記の作用効果
を奏するものであれば、方立や無目の形状等に合わせて適宜変更できる。また、各防水ブ
ロックの素材は、他の部材と圧接して水の浸入を防ぐことができるものであればどのよう
なものでもよい。
【符号の説明】
【００２３】
　　　１　方立（上側）
　　　２　方立（下側）
　　　３　無目
　　　５　押縁（下側）
　　　６　上方立防水ブロック
　　　７　下方立防水ブロック
　　　８　無目防水ブロック
　　　９　押縁防水ブロック
　　１１　延出壁部
　　１２，２２　中空部
　　３１　室内側面（無目）
　　６１　室外側面（上方立防水ブロック）
　　６２　下面（上方立防水ブロック）
　　７１　上面（下方立防水ブロック）
　　７２　排水部
　　８１　見込面（無目防水ブロック）
　　８２　室内側面（無目防水ブロック）
　　８３　上面（無目防水ブロック）
　　８４　下面（無目防水ブロック）
　　９１　上面（押縁防水ブロック）
　１００　ブラケット
　１０１　腕部
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