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(57)【要約】
【課題】曲面ガラスカーテンウォール等の透明な曲面状
の外皮に沿って展開・収納するブラインドを提供する。
【解決手段】ブラインド１は、パネル９０に沿って上下
に延在する第１ガイド１１と、第１ガイド１１に対して
ねじれの位置にある第２ガイド１２と、上下方向に多段
となって配列されたる複数のスラット１３と、を備える
。スラット１３の一端部に第１被ガイド穴２１が形成さ
れ、他端部に第２被ガイド穴２２が形成されている。第
１ガイド１１が第１被ガイド穴２１に通され、第２ガイ
ド１２が第２被ガイド穴２２に通されている。スラット
１３が長手方向に伸縮可能である。そのため、スラット
１３が第１ガイド１１及び第２ガイド１２によって上下
に案内される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建築物の透明な外皮に沿って上下に延在する第１ガイドと、
　前記外皮に沿って上下に延在するとともに、前記第１ガイドに対してねじれの位置にあ
る第２ガイドと、
　前記第１ガイドと前記第２ガイドとの間に架け渡され、上下に多段となる複数のスラッ
トと、を備え、
　前記各スラットの一端部が前記第１ガイドによって前記第１ガイドに沿って案内され、
　前記各スラットの他端部が前記第２ガイドによって前記第２ガイドに沿って案内され、
　前記各スラットが長手方向に伸縮可能に設けられているブラインド。
【請求項２】
　前記各スラットが、
　前記第１ガイドによって前記第１ガイドに沿って案内され、前記第１ガイドから前記第
２ガイドの方へ延びた第１遮光板と、
　前記第２ガイドによって前記第２ガイドに沿って案内され、前記第２ガイドから前記第
１ガイドの方へ延びた第２遮光板と、を有し、
　前記第２遮光板が、前記第１遮光板に対して前記長手方向にスライド可能となって前記
第１遮光板に取り付けられている
請求項１に記載のブラインド。
【請求項３】
　前記各スラットが蛇腹構造又はゴムによって伸縮可能に設けられている
請求項１に記載のブラインド。
【請求項４】
　前記各スラットが前記長手方向に延びる軸の回りに傾動可能に設けられている
請求項１から３の何れか一項に記載のブラインド。
【請求項５】
　前記複数のスラットのうち最も下のスラットの下において前記第１ガイドと前記第２ガ
イドとの間に架け渡されるウェイトを更に備え、
　前記ウェイトの一端部が前記第１ガイドによって前記第１ガイドに沿って案内され、
　前記ウェイトの他端部が前記第２ガイドによって前記第２ガイドに沿って案内され、
　前記ウェイトが長手方向に伸縮可能に設けられている
請求項１から４の何れか一項に記載のブラインド。
【請求項６】
　前記ウェイトが、
　前記第１ガイドによって前記第１ガイドに沿って案内され、前記第１ガイドから前記第
２ガイドの方へ延びたウェイト本体と、
　前記第２ガイドによって前記第２ガイドに沿って案内され、前記第２ガイドから前記第
１ガイドの方へ延びたスライダと、を有し、
　前記スライダが、前記長手方向に前記ウェイト本体に対してスライド可能となって前記
ウェイト本体に取り付けられている
請求項５に記載のブラインド。
【請求項７】
　前記ウェイトを昇降させる昇降装置を更に備える請求項５又は６に記載のブラインド。
【請求項８】
　横型ブラインドに設けられる帯板状のスラットであって、
　長手方向に伸縮可能なスラット。
【請求項９】
　帯板状の第１遮光板と、
　前記第１遮光板の長手方向の端部から前記長手方向に延出し、前記第１遮光板に対して
長手方向にスライド可能となって前記第１遮光板に取り付けられた帯板状の第２遮光板と
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、を備える請求項８に記載のスラット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築物の透明な外皮を通じた日光の入射量を調整するブラインド及びそれに
設けられるスラットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、建築物のデザイン性の向上のため、曲面ガラスカーテンウォールを建築物の外皮
に採用することがある。曲面ガラスカーテンウォールを短期・低コストで構築するための
工法として、コールドベント工法がある（非特許文献１参照）。コールドベント工法では
、異形の四角形を成した平坦なガラスの３つの角部及び隣接２辺を固定し、残りの角部に
ガラス表面の法線方向の荷重を付与することによってガラスをねじりながら、そのガラス
を建築物の外表面に取り付ける。このように取り付ける複数のガラスを連続させることで
、ガラスカーテンウォールを構築することができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】“コールドベント工法を用いた三次元曲面ガラスカーテンウォール技術
を日本で初めて施工”、［online］、令和1年6月18日、株式会社大林組、［令和1年11月6
日検索］、インターネット＜ＵＲＬ：201912041333250770__________OB190567__________
__________APH_0.html＞
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１９－０８２０８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような曲面ガラスカーテンウォールを通じた日光の入射量を調節するため、曲面ガ
ラスカーテンウォールに横型ブラインド（ベネシャンブラインドともいう）を設置するこ
とが考えられる。例えば特許文献１に記載されたような従来の横型ブラインドは鉛直な平
面に沿って下方へ展開されるため、展開状態の横型ブラインドを曲面ガラスカーテンウォ
ールに沿わせることができない。
【０００６】
　そこで、本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、本発明が解決しようとする課
題は、曲面ガラスカーテンウォール等の透明な曲面状の外皮に沿って展開・収納するブラ
インドを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以上の課題を解決するために、建築物の透明な外皮に沿って上下に延在する第１ガイド
と、前記外皮に沿って上下に延在するとともに、前記第１ガイドに対してねじれの位置に
ある第２ガイドと、前記第１ガイドと前記第２ガイドとの間に架け渡され、上下に多段と
なる複数のスラットと、を備え、前記各スラットの一端部が前記第１ガイドによって前記
第１ガイドに沿って案内され、前記各スラットの他端部が前記第２ガイドによって前記第
２ガイドに沿って案内され、前記各スラットが長手方向に伸縮可能に設けられているブラ
インドが提供される。
【０００８】
　上記ブラインドにおいて、前記各スラットが、前記第１ガイドによって前記第１ガイド
に沿って案内され、前記第１ガイドから前記第２ガイドの方へ延びた第１遮光板と、前記
第２ガイドによって前記第２ガイドに沿って案内され、前記第２ガイドから前記第１ガイ
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ドの方へ延びた第２遮光板と、を有し、前記第２遮光板が、前記第１遮光板に対して前記
長手方向にスライド可能となって前記第１遮光板に取り付けられていてもよい。
　また、前記各スラットが蛇腹構造又はゴムによって伸縮可能に設けられていてもよい。
【０００９】
　以上によれば、建築物の外皮が曲面状であっても、第１ガイド及び第２ガイドが互いに
ねじれの位置にあるため、第１ガイド及び第２ガイドを外皮にほぼ沿わせて上下に延在さ
せることができる。このような第１ガイド及び第２ガイドによって各スラットが上下に案
内されるため、各スラットを外皮に沿って昇降させることができる。そのため、外皮が曲
面状であっても、その外皮に沿ってブラインドの展開・収納をすることができる。
【００１０】
　ここで、第１ガイド及び第２ガイドが互いにねじれの位置にあるため、第１ガイドから
第２ガイドまでの間隔は一様ではない。そのような場合でも、各スラットが長手方向に伸
縮可能になっているため、第１ガイドから第２ガイドまでの間隔に各スラットの長さを合
わせることができる。つまり、互いにねじれの位置にある第１ガイド及び第２ガイドであ
っても、各スラットを上下に案内することができる。また、外皮の幅に各スラットの長さ
を合わせることができる。
【００１１】
　また、前記各スラットが前記長手方向に延びる軸の回りに傾動可能に設けられていても
よい。
　これにより、スラットの角度を調整して、日光の入射量を調整することができる。
【００１２】
　また、前記ブラインドが、前記複数のスラットのうち最も下のスラットの下において前
記第１ガイドと前記第２ガイドとの間に架け渡されるウェイトを更に備え、前記ウェイト
の一端部が前記第１ガイドによって前記第１ガイドに沿って案内され、前記ウェイトの他
端部が前記第２ガイドによって前記第２ガイドに沿って案内され、前記ウェイトが長手方
向に伸縮可能に設けられていてもよい。
【００１３】
　好ましくは、前記ウェイトが、前記第１ガイドによって前記第１ガイドに沿って案内さ
れ、前記第１ガイドから前記第２ガイドの方へ延びたウェイト本体と、前記第２ガイドに
よって前記第２ガイドに沿って案内され、前記第２ガイドから前記第１ガイドの方へ延び
たスライダと、を有し、前記スライダが、前記長手方向に前記ウェイト本体に対してスラ
イド可能となって前記ウェイト本体に取り付けられていてもよい。
【００１４】
　以上によれば、ウェイトが長手方向に伸縮可能になっているため、第１ガイド及び第２
ガイドによってウェイトを上下に案内することができるとともに、第１ガイドから第２ガ
イドまでの間隔にウェイトの長さを合わせることができる。
【００１５】
　また、前記ブラインドが、前記ウェイトを昇降させる昇降装置を備えていてもよい。
　これにより、昇降装置がウェイトを昇降させることで、ブラインドが展開・収納される
。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の実施形態によれば、外皮が曲面状であっても、その外皮に沿ってブラインドの
展開・収納をすることができる。また、各スラットの長さを外皮の幅に合わせることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態におけるブラインド１の斜視図である。
【図２】スライド式のスラット１３の平面図である。
【図３】図２に示すＡ－Ａの断面図である。
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【図４】ゴム式のスラット１１３の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。但し、以下に述べる実施
形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発
明の範囲を以下の実施形態及び図示例に限定するものではない。
【００１９】
　図１は、ブラインド１及びパネル９０の斜視図である。
【００２０】
　パネル９０は、建築物の透明な外皮となるガラスカーテンウォールを構成する。このパ
ネル９０と他の多数のパネルが建築物の外表面に沿って連続的に組み付けられることによ
って、曲面状、例えば双曲放物面状のカーテンウォールが組み立てられる。
【００２１】
　パネル９０は、４つの角部が非共面となる支持枠９１と、支持枠９１の内側に組み付け
られた透明なガラス板と、を有する。ここで、共面とは、対象物が同一の平面上に存在す
ることをいい、非共面とは、対象物が同一の平面上に存在しないことをいう。
【００２２】
　支持枠９１は、第１縦桟材９２と、第１縦桟材９２と対となる第２縦桟材９４と、上部
横桟材９３と、上部横桟材９３と対となる下部横桟材９５とを有する。ここで、図１は建
築物の内側から見て示したものである。
【００２３】
　第１縦桟材９２及び第２縦桟材９４は上下方向に延在しており、両者が互いにねじれの
位置となるよう、少なくとも一方は鉛直方向に対して傾斜している。
【００２４】
　上部横桟材９３は第１縦桟材９２の上端と第２縦桟材９４の上端との間に水平に架設さ
れているとともに、第１縦桟材９２に対して垂直に設けられている。下部横桟材９５は第
１縦桟材９２の下端と第２縦桟材９４の下端との間に水平に架設されているとともに、上
部横桟材９３に対してねじれの位置にある。互いに直交する第１縦桟材９２及び上部横桟
材９３を通る平面の法線方向に見て、支持枠９１が長方形又は正方形に見えるとともに、
第２縦桟材９４が下部横桟材９５に対して垂直に見える。
【００２５】
　板ガラスの両側のエッジ部が第１縦桟材９２と第２縦桟材９４にそれぞれ組み付けられ
ている。板ガラスの上側のエッジ部が上部横桟材９３に組み付けられ、板ガラスの下側の
エッジ部が下部横桟材９５に組み付けられている。板ガラスは、直線が移動することによ
ってその直線の軌跡として描かれる曲面、例えば双曲放物面又はそれに近似した曲面に形
作られている。
【００２６】
　ブラインド１は、ヘッドボックス１０と、第１ガイド１１と、第２ガイド１２と、複数
枚の帯板状のスラット１３と、ボトムレール１４と、昇降コード１５と、ラダーコード１
６と、操作コード１７とを備える。
【００２７】
　ヘッドボックス１０は、上部横桟材９３に沿って上部横桟材９３に取り付けられている
。なお、ヘッドボックス１０が水平に設けられていれば、ヘッドボックス１０の取付箇所
が上部横桟材９３以外の部分、例えばガラス板、天井面、ブラケット又は支持部材等であ
ってもよい。
【００２８】
　ヘッドボックス１０の長手方向の一端には第１ガイド１１の上端が取り付けられ、第１
ガイド１１がヘッドボックス１０から第１縦桟材９２に沿って垂下している。そのため、
第１ガイド１１は、ヘッドボックス１０の長手方向に対して垂直に設けられているととも
に、第１縦桟材９２に対して平行に設けられている。
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【００２９】
　第１ガイド１１はワイヤ、ケーブル、コード、ストランド、ロープ、紐、ポール又はレ
ール等の線条材であり、第１ガイド１１の下端がブラケット等を介して第１縦桟材９２の
下端又は下部横桟材９５の一端に固定されて、第１ガイド１１が張った状態で直線状に上
下に延在している。なお、第１縦桟材９２が鉛直であれば、第１ガイド１１も鉛直であり
、第１縦桟材９２が鉛直線に対して傾斜していれば、第１ガイド１１も鉛直線に対して傾
斜している。
【００３０】
　ヘッドボックス１０の他端には第２ガイド１２の上端が取り付けられ、第２ガイド１２
がヘッドボックス１０から第２縦桟材９４に沿って垂下している。そのため、第２ガイド
１２は、第２縦桟材９４に対して平行に設けられているとともに、第１ガイド１１に対し
てねじれの位置にある。ヘッドボックス１０の長手方向の中心線及び第１ガイド１１の両
方を通る平面の法線方向に見て、第１ガイド１１と第２ガイド１２が互いに平行に見える
。
【００３１】
　第２ガイド１２は第１ガイド１１と同様に線条材であり、第２ガイド１２の下端がブラ
ケット等を介して第２縦桟材９４の下端又は下部横桟材９５の他端に固定されて、第２ガ
イド１２が張った状態で直線状に上下に延在している。なお、第２縦桟材９４が鉛直であ
れば、第２ガイド１２も鉛直であり、第２縦桟材９４が鉛直線に対して傾斜していれば、
第２ガイド１２も鉛直線に対して傾斜している。
【００３２】
　ヘッドボックス１０の下方において、ウェイトとしてのボトムレール１４が第１ガイド
１１と第２ガイド１２との間に水平に架け渡されている。ボトムレール１４の一端部が第
１ガイド１１によって第１ガイド１１に沿って案内され、ボトムレール１４の他端部が第
２ガイド１２によって第２ガイド１２に沿って案内される。具体的には、ボトムレール１
４の一端部に第１通し孔が形成され、第１ガイド１１がその第１通し孔に通され、これに
よりボトムレール１４の一端部が第１ガイド１１に沿って案内される。同様に、ボトムレ
ール１４の他端部に第２通し孔が形成され、第２ガイド１２がその第２通し孔に通され、
これによりボトムレール１４の他端部が第２ガイド１２に沿って案内される。なお、第１
通し孔及び第２通し孔を切り欠き或いはノッチに代えてもよい。
【００３３】
　ここで、第１ガイド１１から第２ガイド１２までの水平線に沿った距離は、下の方ほど
長くなる。このため、スラット１３及びボトムレール１４は、上下方向の位置に応じて、
第１ガイド１１から第２ガイド１２までの水平線に沿った距離に適合するように、長手方
向に伸縮可能に構成されている。以下、先ずボトムレール１４について詳細に説明する。
【００３４】
　ボトムレール１４はウェイト本体部１４Ａ及びスライダ１４Ｂを有する。ウェイト本体
部１４Ａは第１ガイド１１から第２ガイド１２に向けて水平に延びている。上述の第１通
し孔がウェイト本体部１４Ａの一端部に形成されており、ウェイト本体部１４Ａが第１ガ
イド１１に沿って上下に案内される。スライダ１４Ｂはウェイト本体部１４Ａの長手方向
にスライド可能となってウェイト本体部１４Ａに取り付けられている。スライダ１４Ｂが
ウェイト本体部１４Ａの他端部から第２ガイド１２に向けて水平に延び出ている。上述の
第２通し孔がスライダ１４Ｂの先端部に形成されており、スライダ１４Ｂが第２ガイド１
２に沿って上下に案内される。
【００３５】
　第１ガイド１１と第２ガイド１２が互いにねじれの位置にあっても、ボトムレール１４
が長手方向に伸縮可能に設けられているため、ボトムレール１４を水平な姿勢に保って昇
降させることできる。第２ガイド１２が第１ガイド１１に対してねじれの位置にあり、ボ
トムレール１４が水平に設けられているため、ボトムレール１４の昇降によってボトムレ
ール１４が水平面内で揺動するとともに長手方向に伸縮する。つまり、スライダ１４Ｂが
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ウェイト本体部１４Ａに対して相対的に長手方向にスライドする。具体的には、ボトムレ
ール１４の下降の際、スライダ１４Ｂがウェイト本体部１４Ａから第２ガイド１２の方へ
進出する。一方、ボトムレール１４の上昇の際、スライダ１４Ｂが第１ガイド１１の方へ
ウェイト本体部１４Ａに後退する。
【００３６】
　ヘッドボックス１０の長手方向に並んだ複数の箇所（図では３箇所）からラダーコード
１６が垂下しており、ラダーコード１６の下端がボトムレール１４に連結されている。ラ
ダーコード１６は、複数枚のスラット１３をヘッドボックス１０からボトムレール１４に
かけてパネル９０に沿って上下に配列した状態で、これらスラット１３を支持する。ここ
で、各ラダーコード１６は、ヘッドボックス１０からボトムレール１４まで垂下するとと
もにヘッドボックス１０の水平な短手方向に対の縦コードと、これら縦コード間に架設さ
れるとともに縦コードの長手方向に間隔をおいて配列された多段の支持コードと、を有す
る。対の縦コードの間において、各スラット１３は、スラット１３の長手方向が水平とな
るように各支持コードの上に支持されているとともに、第１ガイド１１と第２ガイド１２
との間に架け渡されている。
【００３７】
　各スラット１３の一端部が第１ガイド１１によって第１ガイド１１に沿って案内され、
スラット１３の他端部が第２ガイド１２によって第２ガイド１２に沿って案内される。具
体的には、スラット１３の一端部に第１被ガイド穴２１が形成され、第１ガイド１１がそ
の第１被ガイド穴２１に通され、これによりスラット１３の一端部が第１ガイド１１に沿
って案内される。同様に、スラット１３の他端部に第２被ガイド穴２２が形成され、第２
ガイド１２がその第２被ガイド穴２２に通され、これによりスラット１３の他端部が第２
ガイド１２に沿って案内される。
【００３８】
　以下、図２中のスラット１３の平面図及び図３中のスラット１３の断面図を参照して、
スラット１３について詳細に説明する。
【００３９】
　スラット１３は、帯板状の第１遮光板１３Ａ及び第２遮光板１３Ｂを有する。
【００４０】
　第１遮光板１３Ａの一端部には第１被ガイド穴２１が形成されており、第１遮光板１３
Ａが第１ガイド１１に沿って案内される。第１遮光板１３Ａは第１ガイド１１から第２ガ
イド１２に向けて水平に延びている。なお、第１被ガイド穴２１を切り欠き或いはノッチ
に代えてもよい。
【００４１】
　第２遮光板１３Ｂの他端部には第２被ガイド穴２２が形成されており、第２遮光板１３
Ｂが第２ガイド１２に沿って案内される。第２遮光板１３Ｂは第２ガイド１２から第１ガ
イド１１に向けて水平に延びている。なお、第２被ガイド穴２２を切り欠き或いはノッチ
に代えてもよい。
【００４２】
　第１遮光板１３Ａと第２遮光板１３Ｂが互いに重ねられており、第２遮光板１３Ｂが第
１遮光板１３Ａに対して第１遮光板１３Ａの長手方向にスライド可能に設けられている。
具体的には、以下の通りである。
【００４３】
　第２遮光板１３Ｂの両側部が互いに向かい合うように第２遮光板１３Ｂの中央部に向け
て折り曲げられることによって、対のレール部１３Ｃが形成されている。第１遮光板１３
Ａがそれらレール部１３Ｃと第２遮光板１３Ｂの中央部との間の間隙に挿入されることに
よって、第２遮光板１３Ｂに対して相対的な第１遮光板１３Ａの板厚方向および幅方向の
動きが拘束される。これにより、第２遮光板１３Ｂは第１遮光板１３Ａに対して相対的に
長手方向にスライド可能に設けられている。第２遮光板１３Ｂが第１遮光板１３Ａの端部
から第２ガイド１２に向けて水平に延び出ており、その延び出た部分に第２被ガイド穴２
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２が形成されている。
【００４４】
　第１ガイド１１と第２ガイド１２が互いにねじれの位置にあっても、スラット１３が長
手方向に伸縮可能に設けられているため、スラット１３を水平な姿勢に保って昇降させる
ことできる。
【００４５】
　続いて、ボトムレール１４を昇降させる昇降機構について説明する。昇降機構は、複数
本の昇降コード１５及び複数の昇降ドラムを有する。昇降コード１５は、ヘッドボックス
１０の長手方向に並んだ複数箇所（図では３箇所）から垂下している。昇降コード１５は
スラット１３を貫通して、昇降コード１５の下端がボトムレール１４に連結されている。
ヘッドボックス１０内には、同軸とされた複数の昇降ドラムが設けられており、昇降コー
ド１５及び操作コード１７が昇降ドラムにそれぞれ巻き掛けられている。使用者が操作コ
ード１７を引っ張ると、ヘッドボックス１０内の昇降ドラムが回転して、昇降コード１５
がヘッドボックス１０から繰り出されたり、ヘッドボックス１０に引き上げられたりする
。
【００４６】
　昇降コード１５が引き上げられると、ボトムレール１４が水平な姿勢を維持した状態で
持ち上げられ、複数のスラット１３は下から順にボトムレール１４の上に積み重なる。ボ
トムレール１４の上に積み重なったスラット１３は、ボトムレール１４と一緒に上昇する
とともに、ボトムレール１４と一緒に水平面内で揺動する。ボトムレール１４とともに上
昇するスラット１３は短縮する。つまり、第２遮光板１３Ｂが第１ガイド１１の方へ第１
遮光板１３Ａに後退する。
【００４７】
　一方、昇降コード１５が繰り出されると、ボトムレール１４が水平な姿勢を維持した状
態で下降する。ボトムレール１４の上に積み重なったスラット１３は、ボトムレール１４
と一緒に下降するとともに、ボトムレール１４と一緒に水平面内で揺動する。ボトムレー
ル１４とともに下降するスラット１３は伸長する。つまり、第２遮光板１３Ｂが第１遮光
板１３Ａから第２ガイド１２の方へ進出する。
【００４８】
　ボトムレール１４の下降の際に、ラダーコード１６が上から順に張っていく。ラダーコ
ード１６のうち張った部分に支持されるスラット１３はボトムレール１４に追従しない。
それゆえ、隣り合うスラット１３の間隔は上から順に広がる。
【００４９】
　続いて、スラット１３の傾動について説明する。ヘッドボックス１０内には、スラット
１３の傾動用の伝動機構が設けられており、ラダーコード１６の縦コードが伝動機構に巻
き掛けられている。使用者が操作部を操作すると、伝動機構が動作して、一方の縦コード
が伝動機構によって引き上げられ、他方の縦コードラダーコードが伝動機構によって下方
に繰り出される。これによりスラット１３が長手方向に延びた軸の回りに傾動して、スラ
ット１３の角度が調整される。
【００５０】
　なお、上記伝動機構及び複数のドラムがモータ等によって駆動されるものとしてもよい
。
【００５１】
　以上のように、パネル９０に沿って設けられた第１ガイド１１及び第２ガイド１２が互
いにねじれの位置にあり、各スラット１３及びボトムレール１４が長手方向に伸縮可能と
なっている。そのため、パネル９０に沿ってブラインド１を上下に展開・収納することが
できる。
【００５２】
　また、ブラインド１が展開された状態であっても、またブラインド１が収納された状態
であっても、ブラインド１の幅がパネル９０の幅に合っている。つまり、ブラインド１が
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最も展開した状態では、どのスラット１３もその位置におけるパネル９０の幅に合った長
さになっている。また、ブラインド１が最も収納された状態では、どのスラット１３もパ
ネル９０の上端部における幅に合った長さになっている。
【００５３】
〔変形例１〕
　上記実施形態では、スラット１３がスライド機構によって長手方向に伸縮可能に設けら
れている。それに対して、スラットがゴム又は蛇腹構造によって伸縮可能に設けられてい
てもよい。
【００５４】
　例えば、図４の平面図に示すように、スラット１１３が第１遮光板１１３Ａ、第２遮光
板１１３Ｂ及びゴム板１２３を有する。帯板状の第１遮光板１１３Ａの一端部には、第１
ガイド１１が通される第１被ガイド穴１２１が形成されている。第１遮光板１１３Ａは第
１ガイド１１から第２ガイド１２に向けて水平に延びている。帯板状の第２遮光板１１３
Ｂの他端部には、第２ガイド１２が通される第２被ガイド穴１２２が形成されている。第
２遮光板１１３Ｂは第２ガイド１２から第１ガイド１１に向けて水平に延びており、第２
遮光板１１３Ｂと第１遮光板１１３Ａがこれらの間のゴム板１２３によって連結されてい
る。ゴム板１２３が弾性的に伸縮することによって、スラット１１３が伸縮する。
【００５５】
　勿論、ゴム板１２３を扁平な蛇腹構造に代えてもよい。また、スラットと同様にボトム
レールもゴム又は蛇腹構造によって伸縮可能に設けられてもよい。
【００５６】
〔変形例２〕
　上記実施形態では、上部横桟材９３が下部横桟材９５よりも短く、上部横桟材９３が第
１縦桟材９２に対して垂直である。それに対して、上部横桟材９３が下部横桟材９５より
も長く、下部横桟材９５が第１縦桟材９２に対して垂直であってもよい。この場合でも、
上部横桟材９３と下部横桟材９５は互いにねじれの位置にあり、第１縦桟材９２と第２縦
桟材９４は互いにねじれの位置にあり、第１ガイド１１と第２ガイド１２は互いにねじれ
の位置にある。
【００５７】
　第１ガイド１１から第２ガイド１２までの水平線に沿った距離は、下の方ほど短くなる
。そのため、ボトムレール１４及びスラット１３は下降すると短縮し、上昇すると伸長す
る。
【００５８】
〔変形例３〕
　上記実施形態では、ガラスカーテンウォールの１枚のパネルにつき１体のブラインド１
が設けられている。それに対して、ガラスカーテンウォールの隣り合う複数枚のパネルに
つき１体のブラインド１が設けられていてもよい。
【００５９】
〔変形例４〕
　上記実施形態では、ブラインド１が、建築物の外皮としての曲面ガラスカーテンウォー
ルの内側に設けられている。それに対して、ブラインド１が、建築物の外皮としての曲面
窓の内側に設けられていてもよい。
【００６０】
〔変形例５〕
　上記実施形態では、昇降コード１５によって吊り下げられたボトムレール１４の重量を
利用して、ブラインド１の展開・収納が実現される。それに対して、ボトムレール１４を
利用せずに、昇降機構によって最下段のスラット１３を直接上下方向に駆動してもよい。
【符号の説明】
【００６１】
　　１…ブラインド
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　１１…第１ガイド
　１２…第２ガイド
　１３，１１３…スラット
　１３Ａ…第１遮光板
　１３Ｂ…第２遮光板
　１４…ボトムレール（ウェイト）
　１４Ａ…ウェイト本体部
　１４Ｂ…スライダ
　１２３…ゴム板
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