
建具基礎知識 



建具（Wikipediaから） 

 
建具（たてぐ）は、建築物の開口部に設けられる開閉機能を持つ仕切り。 
おもに壁（外周壁や間仕切壁）の開口部にとりつけられて扉や窓として用いられることが多い。 
用途は、出入口、通風口、採光､遮音、防犯など多岐にわたり、それぞれさまざまなﾀｲﾌﾟの建具が用いられている。 
 

おもな建具の種類 
・戸、枝折戸 
･扉 
･木製建具 
 ･和風建具（板戸、格子戸、障子、戸障子、襖、雨戸、欄間） 
 ･洋風建具（ﾌﾗｯｼｭ戸、ｶﾞﾗｽ戸、ｶﾞﾗｽ障子） 
･金属製建具（ｽﾁｰﾙ製、ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製、ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ほか） 
 ･ﾌﾗｯｼｭ戸、ｶﾞﾗｽ戸、ｶﾞﾗｽ障子、網戸、ｼｬｯﾀｰ 

Wikipediaにあるように本来の「建具」の定義は全体的に「扉」を指すように考えられる。 
お客様からの問い合わせでは「一般的な建具」の定義を頭に入れた上で対応をすることが重要である。 
 
㈱TTNコーポレーションでは、「類別」として、「建具」は次のものを指すようにする。 
障子の新調 
ﾌﾗｯｼｭ戸の新調（戸襖） 
無垢戸の新調 等 を「建具」の定義とする。 
以下 障子 フラッシュ戸 無垢戸 の新調を「建具」と表記することにする。 

建具の種類 ここでは、フラッシュ戸 無垢戸について説明する。 

・フラッシュ戸 
「内部が芯材※①で出来ている建具の事」      
※値段が安く 軽いイメージがある。 

・無垢（むく） 
「1枚板（無垢）で出来ている建具の事」       
※値段が高く 重厚感がある。   
 （塗装をすることが多い） 

※①芯材は格子になっているものや多数の種類がある。 



木口（こぐち） 

見込(奥行） 

見付 

取手 

見付：正面の見え掛かり部分 
見込：正面の見え掛かり部分に対しての側面の部分や奥行き 
木口：ドアの側面の部分の名称 
取手：ドアを開け閉めする時に使う部分の名称 
    ※引手、ﾚﾊﾞｰ、ﾄﾞｱﾉﾌﾞ等がある。 

ククミ（あご） 

ククミ下げ（こちらの面の事） 

ククミ（ここはあまり使わない。） 

Ｖコマ 平コマ 甲丸 

木口から見た加工図 

建具の名称 

ククミ（フクミ） 

コマの種類 

ククミ上げ（こちらの面の事） 

Ｖレール 平コマレール 甲丸レール 

見付 

木口 



木口テープ(塩ﾋﾞﾃｰﾌﾟ） 

白木廻し 

木口ﾃｰﾌﾟ 

基本上下には貼らない。 
（小さい開戸には上下貼る） 
塗装は不要 
めくれる事がある。 

白木廻し 

木口塗装をする場合が多い 
木口テープに比べて強い 

9ミリ位 

木口 木口 

ちり（散り） 

垂直な2つの面のわずかなｽﾞﾚの部分やそのｽﾞﾚ幅の事。 
建具で「ちり」がない場合はそのままクロスや襖紙を貼れないので 
「ベラ」や「クロスちり」をはって 「ちり」をつくる。 

ベラ クロスちり 



面材種類 

プリント化粧合板※（ﾌﾟﾘﾝﾄ） 
非塩ﾋﾞ化粧合板（オレフィンシート） 
ポリエステル化粧合板（ポリ） 
※合板とはベニアと合わせて板になっているもの 

メラミン化粧板※ （メラミン・デコラ） 
※メラミンはベニア不使用でメラミンのみで一体になっている。 

 

突板（つきいた） ※ 

無垢 
※「突板」とは、木材を薄くそいだ板（単板）のこと。 

白木廻し 
塩ﾋﾞﾃｰﾌﾟ（木口ﾃｰﾌﾟ） 

白木廻し 
塩ﾋﾞﾃｰﾌﾟ（木口ﾃｰﾌﾟ） 
メラミン面材 

木地ﾃｰﾌﾟ 
白木廻し 

○プリント化粧合板、ポリエステル化粧合板を面材として使用すると合板の為2.5㍉ほど 
 合板が見えるので、「木口テープ」を使用する。 
○メラミンの場合は全て素材がメラミンなので見栄えが良いからメラミンを貼る事が可能になる。 
 ただし、角を立てると切れるので面をとる。 
○木口テープの場合はペーパーで軽く面を落とす。 
 ※メラミンの面を取った部分は基本黒くなる（正面と同色の場合もある。木口テープも可） 
○ポリ メラミンの面材は基本「ツルッ」としていて「鏡面」もしくわ「ツヤなし」。 
 ただし、「エンボス加工」という面材全体に微妙に凹凸のあるものもある。（「ツヤ」はない） 

見本帳種類 現在TTNで使用している主な面材の種類。 

プリント      → プライム・クトク・ダイワラッピング・リアルセレクション・スカイボード・メーカー面材（パナ等） 
オレフィンシート→ 大日本印刷 
ポリ        → プライム・アイカ等 
メラミン      → アイカ等 

価格帯と納期（目安） 

安 高 

プリント（一般） 

ポリ 

メラミン 

無垢 

突板 

ﾒｰｶｰ面材 

ｸﾛｽ/ｸﾛｽ 

オレフィンシート 

納期（実働） 

1週間～10日 

2週間～3週間 

3週間～ 

※フラットの場合でデザインよる。 

糸面 



錠の種類1 

◆錠前とは、錠（ｌｏｃｋ）と鍵（ｋｅｙ）から構成されます。両方を鍵と呼びますが、本来区別すべきです。 
外国製の錠前は、シリンダーの位置が、国産品とは逆のレバーハンドルの下に位置します。 
それと、デットボルトのストロークが１インチ前後と大きいので枠の、見込み寸法に気を付けなければなりません。 

●シリンダーケースロック（彫込型・錠箱） 

本締り機構、ドアノブ（ハンドル）を共にケース（錠箱）に内蔵することから、 
ケースロックと呼ばれ、彫込み型と面付け型がある 
彫込み型はドアの中にケースを収める形式で 
玄関などの外回りから、書斎、寝室など施錠の必要な個所に広く使用される 
 錠（ｌｏｃｋ）の部分がドアの表に出ないので、すっきりとしたデザインになります 

●シリンダーケースロック（面付型） 

これは、面付け型と言って、ドアの内側に錠箱が出るタイプ 
外側より奥に錠が位置するので、破壊攻撃にに対する安全が高い  
集合住宅の玄関ドアに多く採用されている 

●モノロック（シリンドリカルロック） 

円形の断面を持つ構造から、円筒錠とも呼ばれる 
 ドリルによる丸穴だけで取り付けされる容易さから一時期、普及したが 
、本締り機構がなく（デットボルトがない）、またシリンダーがノブに 
内蔵されていることから、破壊攻撃に対して弱く、 
外部回りの使用では本締り補助錠を 
併用して使う場合が多い空錠との違いは鍵（ｋｅｙ）があることです 

●本締り付きモノロック 

外観的にモノロックと同様のキー・イン・ノブの形式で、 
本締まり機構を内蔵するケースを持つ一種の箱錠である  
ただしシリンダーがノブに内蔵されている点はモノロックと同様、 
弱点とされ外部周りの使用では本締まり補助錠を併用することが望ましい  
確実な施錠ができることから外部周り、屋内ともに広く使用されている 



錠の種類2 

●空締り錠（空錠） 

空締まり機構のみの錠を空締まり、または、 
空錠と呼びます間仕切りなど本格的な施錠を必要としないところ 
に使用しますラッチのみで、デットボルトがないタイプ 

●空締り錠（浴室錠） 

空締まり機構に、押しボタンやサムターンによって一時的にノブやレバーの 
ハンドル回転を固定する簡単な施錠機構を加えたもので、 
浴室、トイレなどに利用され、もしもの時には、中にいる人を救助できる 
、非常開放装置付きです（外からコイン等で開けれる） 

●空締り錠（表示錠） 

上記の浴室錠に、使用中を表示する表示装置が付いたもの  
トイレなどに利用される 

●引き戸錠（鎌錠） 

引き戸用、本締まり機構の錠で、彫り込みと、 
面付けがあるデッドボルトの代わりに、鎌を持ち、 
戸と枠を連結する 

●引き違い戸錠（召合せ錠） 

和風の玄関や店舗などに見られる、 
引き違い戸に利用される２枚の框に錠を取り付け、 
互いの框をかんぬきや鎌で施錠するもの 

引戸 柱 

引戸 引戸 

召合せ錠 

鎌錠 



取手・引手 

◆建具や家具に使われる金物、特に取っ手、引き手などは、美しいフォルム、デザインのものが多くあり、 
ＩＣとして腕を振るっていただきたいところです。外国製品は、デザインがよくても、環境の違いで 
、耐久などに問題があったりすることも多いので、注意が必要です。 

●レバーハンドル 

レバーハンドルは、上から下にレバーを押し下げるだけでよく、 
握力の弱くなった高齢者や障害者でも操作がしやすいという利点があります 

●ノブ（握玉） 

ドア取手の主流だった、 
ドアノブ回すのに力がいるので、高齢者、小さなお子さんのいる家庭では、 
レバーハンドルの方が使いやすいでしょう 

●引手 

引き戸建具に使用する金物建具表面を彫り込んで取り付けます 

●プッシュプル 

バーを押して、ラッチを解除することが出来る握力がいらず、使いやすいので最近多くなりました 

バー取手 



建具金物1 
◆その他、金物として、次のようなものがあります。普段なかなかお目にかかれないもの、 
気が付いていないものなど・・・ 

●ドアクローザー 

スプリングの反発力で、ドアを閉じる機構 
ドアを押す側に取り付ける・・・・パラレル型 
引く側に取り付ける・・・・標準型 
などがある取り付けは表面に取り付ける面付け型が多いが、 
最近は、ドアの上部に埋め込むコンシールド型などがある 
 

●ドアクローザー（コンシールド型） 

ドイツ製の埋め込み型ドアクローザー 

●戸当り 

ドアが、開いたとき、壁などにぶつからないように、止める役目と、 
開いたまま固定させる役目があります 

●普通丁番 

ドアの吊り金具として使用される平丁番、 
蝶番（ちょうつがい）ともいう写真の「普通丁番」のほか、 
心棒の先端が平らな形で出ている「平儀星丁番」、 
心棒の先端が丸などの形で出ている「儀星丁番」などがあります 

●フランス丁番 

建具を閉めたとき、軸部分しか見えず、デザイン的にすっきりしています 

●旗丁番 

抜き差し丁番ともいう. 
枠と建具の両方に取り付けた、２枚のハネが分離できるため、 
立て付け作業が簡単にできる 

●調整丁番（既成品に良く付いている） 

ドアを吊ったままの状態で、ドアの調整が出来ます 

ロケット型 

キノコ型 



建具金物2 

●ピボットヒンジ 

ドアの、吊り金具 ドアの吊り元の上下に取り付けます丁番より、 
防犯面で安全性があり、外部用ドアに使われることが多いまた、 
軸部分に、円筒状のスプリングとオイルダンパーを組み込んだ、 
オートヒンジと呼ばれるものもあります 

●フロアヒンジ 

オフィスビルや、ショップの全面ガラスドア（テンパ）などに 
使用されます床に、スプリングとオイルダンパーを 
組み込んだ箱を埋め込みます 

●クレセント（サッシ窓） 

引き違いサッシに使われる内締り金具  
.三日月状の鎌で引き寄せる構造からこの名前がある 

●窓締り 

窓を閉める金物で、共受けと、平受けがある 

●ガードチェーン・ガードアーム 

ドアが少し開いている状態を保持し、 
ドアが開いている状態では、解除できない防犯上の仕組みを持つ金物  
チェーン式とアーム式がある 

●ウエスタン扉の金具 

「ウエスタン扉」（両開きのドア）の金具は 
「自由丁番両開用」と「グレビティヒンジ」 
を使用する。 

自由丁番両開用   グレビティヒンジ 



建具金物2 

●フランス落とし 

親子ドアの子ドアの固定などによく使われます  
ドアの見込みの中に彫り込まれています（彫込） 

●丸落し 

窓を、内側から閉めるのに用いる両開きの窓には特に、必要 
「南京落し」とも言う（面付） 

●窓用あおり止め（鉄扉枠に多い） 

風にあおられて閉じないよう、または、 
窓を任意の位置で止めておくための金物 

●バックセット 

ドアの角から玄関錠の中心までの距離のこと 

●インセット・アウトセット 

「インセット」とは、 扉が建具の枠または家具のキャビネットの中に納まっているタイプ。 
「アウトセット」とは、 扉が建具の枠または家具のキャビネットの外に取り付いているタイプ。引き戸に多い 
 

建具用語 



格子戸（こうしど）とは、 
和風の玄関に用いられる格子入りの戸。 
木製、アルミ製などがあります。 

潜り戸（くぐりど）とは、 
高さが低く、幅の狭い出入口に設ける戸。 

門の扉などに設けた、潜って出入りする小さい戸や茶室の
躙り口（にじりぐち）の戸など。 

木戸とは、 
塀や庭・通路にある簡単な開き戸。 
一般的に、木製の板戸を木戸と呼ばれています。 

フラッシュ戸とは、 
骨組みに合板などを張って、表面を平らに仕上げたドア。 

また、単に、表面に凹凸ない戸を「フラッシュ戸」と呼ばれ
ています。 

框戸（かまちど）とは、 
戸の四周に廻した框を仕口により組み立てた建具。 

建具の用語1 

引き違い戸とは、 
横方向にスライドさせて開閉する扉。 

片側をあけているときは、もう片側は閉じた状態になるの
で、中を全て見渡すのは困難。また、手前にスペースがな
い時に有効です。 

引戸とは、 
水平方向に動かすことで開閉する建具。 

引込み戸とは、 
戸を壁の中に引き込むことのできる引戸。 

両開き戸とは、 
左右2枚の戸の中央が開くようにしたもので、そのような戸を両開き戸と言う。 

この開き方は観音の厨子に用いられることから「観音開き」ともいうが、本格
的な観音開きは両開き戸の戸が、それぞれ更にふたつ折りになる方式をい
う。 

親子扉とは、 
２枚のドア幅が大小異なる両開きドア。 

日常時は子扉をフランス落しでロックしておき、親扉のみを開閉して片開き
ドアとして使用し、大型家具などの搬出入時に子扉も開けて使用する。 

軸回し（じくまわし）とは、 

仏間に設ける襖戸で、扉を開いた状態でスライドさせて格
納できる建具。 



舞良戸（まいらど）とは、 
細い桟を等間隔で並べて取り付けた板戸。 
この桟は舞良子（まいらこ）と呼ばれ、横桟とするものが普通ですが、縦に取り付けたものもあります。 

唐戸（からど）とは、 

開き戸の一種で、古くは、神社や寺院などの出入り口に使われた木製の戸のことですが、現在では一般住宅にも使われ
ています。 
唐戸は、板唐戸と桟唐戸の二種類があり、古くは板唐戸でしたが、のちには桟唐戸が多く用いられるようになりました。 
板唐戸は、社寺建築などに、開き戸として使われる扉の一種で、框を使わず、1枚もしくは数枚の板をはいでつくる。 

また、桟唐戸は、框の枠の中に縦桟と横桟を組み、その間に薄板の鏡板をはめたもので、現代では、洋風の木製ドアとし
て、一般住宅などでも用いられ、框戸（かまちど）とも呼ばれています。 

建具の用語2 

吊り戸（つりど）とは、 
上枠から戸をつり下げ、横に引いて開閉する形式の戸。ハンガードアとも呼ばれています。 
下枠（敷居）を省略することもできるので、仕切りを感じさせない一体空間を実現したり、 
バリアフリーを要求される場合に適しています。 
戸本体にゴムや樹脂製のタイヤを取り付け、 
上枠に内蔵したレールにつり込む形式が一般的です。 
戸をつり下げるので、戸の重量がある場合も比較的スムーズに開閉でき、 
大型開口部にも適しています。 
反面、遮音性や気密性に劣るため外部建具には不向き。 

スライディングウォールとは、 
室内空間を区分するための可動間仕切り壁のこと。 

可動間仕切り壁とは、 

部屋と部屋の間の壁を可動とすることで、空間をフレキシブルに利用するた
めに設置される間仕切りのこと。 

可動間仕切り壁は、間仕切りを閉めれば独立した部屋となり、開ければ広
い空間として利用できる。 

和室では襖が日本人にとっては馴染み深い。洋空間の場合、間仕切りを折
戸式のパネルとしたスライディングウォールや、自立式のクロゼットや箪笥
などの収納を壁などとする例があります。 

戸襖とは、 
和室と洋室の取合に設ける襖戸。 
下地材に合板などを使い、戸の厚み（見込）が一般の襖よ厚い。 
戸襖は、表面仕上材が違うために、建具の反りが発生することが考えられます。 



建具の用語3 

障子とは、 

明かりを取り入れるために、格子状などに組まれた骨組みに和紙等を貼って作られた建具
で、明かり障子とも呼ばれ主に和室に用いられる。 

水腰障子（みずこししょうじ）とは、 
障子全面に紙を貼った障子。 

腰板付き障子（こしいたつきしょうじ）とは、 
障子の下部に腰板を設けた障子。 

横繁障子（よこしげしょうじ）とは、 
横向きの桟が多く組まれた障子。 

縦繁障子（たてしげしょうじ）とは、 
縦方向の桟が多く組まれた障子。関東に多く、東障子とも呼ばれています。 

荒組障子（あらぐみしょうじ）とは、 
桟を荒く組んだ障子。荒間障子とも呼ばれています。 

雪見障子とは、 
障子の下部にガラスをはめ込み、小障子を摺り上げる事でガラス面より外部が見える様に組まれた障子。 

猫間障子（ねこましょうじ）とは、 
障子の一部を左右または上下に開閉できるようにしたもの。 

欄間障子（らんましょうじ）とは、 
欄間に取り付ける小さな障子で、装飾用として用いられると同時に、 
換気や通風を確保したり、冬は隙間風を防ぐなどの役割も果たしています。 
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襖とは、 
和室に用いられる建具で、木で骨組みを行い両面に襖紙を張った戸。 
片側が廊下や洋室の場合は、建具の厚みを厚くして「戸襖」として対応することが一般的です。 

また、襖紙には、手漉き和紙の本鳥の子、抄紙機によって作られる鳥の子、一般的に安価でよく使われている新鳥の子、
ビニール襖紙などがあります。 

太鼓襖（たいこふすま）とは、 
襖の縁（襖縁）を設けない襖で、「坊主襖（ぼうずぶすま）」とも言います。 

源氏襖（げんじふすま）とは、 
明かりを取るために障子が組み込まれた襖。 

襖縁とは、 
襖の外周部の４周の縁を指し、襖の強度を増す役割と、襖を開閉する際、 
手アカなどで襖紙を汚さないようにする役割をはたします。 
襖縁は、主に木製縁が用いられ白木仕上げか、若しくは、カシューなどの 
塗り仕上げが用いられます。 

欄間（らんま）とは、 
続き部屋の間などにある、鴨居の上の開口。 
格子や透かし彫りの飾り板などをはめ込むことが多い。欄間の種類には、 
彫刻欄間、筬欄間（おさらんま）、組子欄間、透彫り欄間などがあります。 
また、部屋と部屋の境目に入れるものを間越し欄間、部屋と縁側の間に 
入れるものを明り欄間といい、それぞれの部屋に空間的な連続性をもたせる 
役割もあります。尚、出入口のドアや窓の上に設けた採光や通風のための 
窓部分のことも「ランマ」と言います。 

彫刻欄間とは、 

天然木の美しい木目を活かし、主に花・鳥・風景など様々な模様を立体彫りした
欄間。 
彫刻欄間では、片面ずつで模様を違える場合は、板の厚さが1cm以上ないと彫
れない。 

筬欄間（おさらんま）とは、 
細い桟を縦に細かく組んだ欄間。また、縦桟に横の桟を中央に三筋、 
上下に各一筋程度いれた欄間も筬欄間と呼ばれています。 

組子欄間（くみこらんま）とは、 
細かい組子をいろいろな方向で組んで行き、細かい模様を作り出す欄間。 
組子欄間には、菱組子、花組子など様々な模様があります。 

透彫欄間（すかしぼりらんま）とは、 
厚さ１２mm位の板にさまざまな形を透かしに切り抜いた欄間。 

透彫欄間は、板欄間とも呼ばれたり、陰陽を利用して浮き出しますので、影
（陰）彫り欄間とも呼ばれています。 
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面格子とは、 
住宅の窓の外側に、防犯などを目的として取り付ける金属製などの部材。 
格子の組み方によって、「縦格子」、「クロス格子」、「桝格子」、「横格子」などがあります。 

また、たてすべり出し窓･横すべり出し窓などの様に、外部に面格子が取り付けられない窓には、サッシの障子自身に取
り付ける飾り格子があります。 

飾り格子とは、 
防犯上やデザインのために、アルミサッシの障子に直接付ける格子。 
また、外壁に取り付ける面格子や、サッシの枠から持ち出して取り付ける 
サッシ一体式の面格子があります 
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単板ガラスとは、 
１枚のガラスで構成されたガラス。 

フロート板ガラスとは、 
最も一般的な透明ガラスで、熔融金属の上にガラス素地を流し、火造りのまま連続製造されるガラス。 
平滑性に優れ､透視像や反射像のゆがみは殆どありません。 

型板ガラス（かたいたがらす）とは、 
「曇りガラス」とも言い、片面にさまざまな型模様をデザインされ、光を通して視線を遮るガラスです。 
主な用途は、浴室・洗面などの水廻りの窓や一般の窓で、プライバシーを確保したい窓などに用いられます。 
型模様の種類  霞・梨地 厚み  2mm 4mm 6mm 

すりガラスとは、 
フロート板ガラスの片面に摺り加工（砂による物理的な加工）を施し不透明にしたガラス。 
すりガラスのすり加工をした表面は、汚れが付着しやすいことが難点です。 厚み  2mm 3mm 5mm 6mm 

フロストガラスとは、 
透明ガラスの表面（片面のみ）を薬品処理（フッ酸による科学的な加工）して細かく滑らかな凹凸を施したガラス。 
間仕切り壁に使われることが多いですが、柔らかく光を通すため、インテリア家具にもよく利用されます。 

フロストガラスとすりガラスはよく似ていますが、フロストガラスの方がすりガラスに比べて極めが細かく、柔らか
い透明感があります。すりガラスは白っぽい印象を受けます。また、フロストガラスの方が割れにくく、汚れにく
いという特長があります。 
尚、タペガラス（フロストガラス）は、保坂硝子の商品名です。 

網入りガラスとは、 
割れても破片が崩れ落ちないように、ガラス面内に 
金属線が入れ込まれたガラス。 「ワイヤーガラス」とも言う。 
防火性能に優れ、延焼のおそれのある部分に使用する 
ことを建築基準法で要求されています。 

強化ガラスとは、 
フロート板ガラス（普通のガラス）を約700℃に加熱した後で、急速に冷やして作られたガラス。 
同じ厚さのフロート板ガラスに比べて、約3倍の強度をもち、万一割れた場合でも、 
破片は粒状になるため安全です。 
尚 網入板ガラス、線入板ガラス、型板ガラスの強化ガラスは製造されていません。 

複層ガラス（ペアガラス）とは、 
２枚の板ガラスの間に乾燥空気を入れて密閉し組み立てられたガラスで、 
「ペアガラス」とも呼ばれています。 
断熱性・遮音性に優れ、結露防止にも対応しています。 

合わせガラスとは、 

２枚または数枚のガラスの間に透明の接着力の強い中間膜、ポリビニル
プチラールなどのプラスチックシートをはさみ、加熱圧着ではり合わせた
安全性の高いガラス。 
「防犯ガラス」や「防音ガラス」などが、合わせガラスにあたります。 
尚、合わせガラスは、割れても破片が飛散しません。 

ステンド ガラスとは、 
着色したガラス片を鉛、黄銅などの細い枠で接合して模様などを象ったもの。 
特に、ゴシック建築の教会の窓に多く用いられています。 
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ドアスコープとは、 

出入口の戸に小さな魚眼レンズを取り付け、中から外の様子が見えるようにしたもの。覗
き穴。 
「ドア アイ」とも呼ばれています。 

ケースハンドルとは、 

使わない時には扉の表面から突き出ないように、掘り込んだケースに引手を畳んで納め
ることができる引手金物。 

ナイトラッチとは、 

内側からは、ノブに付いているつまみを回したりボタンを押したりするだけで施錠し、外側
からは鍵(かぎ)を使う方式のドアの錠。 

サムターンとは、 
シリンダー錠の室内側に取り付けるロック用の金具。 
小さなノブを回転させて施錠するもの。 

ディンプルキーとは、 
シリンダー錠のひとつで、ドリルでの破壊にも強く、(財)全国防犯協会連合会が認定・推奨
する防犯シリンダーです。 
鍵は、従来のような鍵山がなく、表面に多数の小さなくぼみ(ディンプル)がついていて、配
列組み合わせが多く複製が困難です。また、リバーシブルで抜き差しが容易です。 

マスターキーとは、 

通常では個々の鍵で開けるようになっている複数の錠を、ひとつで開けることができるようにした鍵で、ビルなどの管理
用として利用されます。 

コンストラクションキーとは、 

工事中だけ使用する仮の工事用キー。コンストラクションキーは、工事完了後コンストラクション装置を解除することによ
り使用不能となる。 

デッドボルトとは、 
キーの操作によって錠本体から繰り出したり収めたりする本締まり機構用のボルト。 
かんぬき。Dead bolt。 

把手や引き手が錠とは別に付けられる戸、点検口や倉庫などで使われる。引戸用の錠に組み込まれる鎌状のタイプも本
締まり錠の一つで、「鎌錠（hook lock）」という。 

キャッチとは、 
家具などの扉が自然に開いてしまうことを防ぐ金物。また、 
「ラッチ」とも言う。一般的にキャッチ本体をキャビネット側に取り付け、 
それに対応するストライクを扉に取り付ける。主な種類として磁力を利用した 
「マグネットキャッチ」、金属やプラスチックの弾性を利用した「ローラーキャッチ」、 
「ボールキャッチ」、引手のいらない「クイックキャッチャー」などがあります。 
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耐震ラッチとは、 
システムキッチンなどの吊戸棚等の扉が地震などの揺れで開かないようにする金具。 

耐震ラッチは、地震の揺れを感知すると扉をロックして、食器棚やタンスなどの収納物が
飛び出すのを防ぎます。 

ハンガーレールとは、 
上部で吊る方式の引戸のためのレール。天井や鴨居に取り付け、吊り車を受ける。 

煽り止めとは、 
建具の扉が風などであおられないように、定位置にとめておく装置・金物 。 
簡単な掛け金物から、ドアストッパー、ドアクローザーまで、色々な煽り止め金物があります。 

方立とは、 
横に連続した窓の間に設けられた垂直の桟のこと。 

召合せとは、 

襖や障子、サッシなどで、両方から引き寄せて閉じるよ
うになっているものの、戸が合わさる部分。 

吊元とは、 
開き戸の回転軸側。丁番を取り付けている側。 

組子とは、 
窓、障子などの建具や欄間の格子などを構成する細い桟。 

吹寄せとは、 
格子や障子の桟などで、２本あるいは数本の間隔を狭め、他のものとの間はやや大きく開けて並べる形を言います。 

倹飩式（ケンドン式）とは、 
箱などの戸や蓋を嵌め込む方式で、上下に溝をつけ、戸や蓋を上げ落としに建て込む方式。 
幅の狭い、嵌め殺し窓の室内側に設ける、障子などに用いられる方式です。 

観音開きとは、 
中央から左右対称に開く構造の両開き戸で、 
更にふたつ折りになる開き方。 
観音菩薩像を納めた厨子の造りと同じことから、 
「観音開き」と呼ばれるようになりました。 
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畦（あぜ）とは、 
敷居や鴨居の溝と溝の間の凸部分を言う。 
また、溝より両端の外側を樋端（ひばた）と言い、和室側を内樋端（うちひばた）、 
その反対側を外樋端（そとひばた）と言います 

樋端（ひばた）とは、 
敷居や鴨居に彫られた溝の両端の外側の凸部分。 
和室側を内樋端（うちひばた）、 
その反対側を外樋端（そとひばた）と言います。また、 
溝と溝の間の凸部分を畦（あぜ）と言う。 

◆敷居・鴨居の溝・畦の寸法◆ 

建具種別 溝 畦 通称 

障子 21 12=（障子見込30+3）-21 
四・
七 

障子 21 15=（障子見込33+3）-21 
五・
七 

襖 21 9（定められた寸法） 
三・
七 

地袋・天袋・襖 18 7.5（定められた寸法）   

鎧戸（ガラリ戸）とは、 
枠、或いは框の中に、幾枚もの小幅の羽根板（ルーバー）を斜めに取り付けた戸。ガラリ戸、ルーバードアとも言います。 

表具とは、 
布や紙を張って、巻物、掛軸、屏風、襖などを仕立てること。 
表具を職業としている人を経師（きょうじ）、あるいは表具師という。 
経師はもともと写経を行なう人、のちには巻物の表装をする人、表具師は掛軸の表装をする人を指していた。 
現在ではその区別はなく、関西方面や日本海側では、表具師という名称が使われることが多い。 

指物とは、 
木の板をさし合わせて組み立てる木工技法、及び それによって作られた箱、家具、建具などの古い呼び名。 
代表的なものに、江戸指物、京指物などがあります。 
そのような細工ができる職人を指物師と言う。 

アンダーカットとは、 
２４時間換気システムのため、開き戸を設置した場所を常時通気させる目的のために、建具の下を床から約1㎝程度あけ
ること。 
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無双窓（むそうまど）とは、 

内側と外側に同じ形の連子（れんじ）の引戸を入れ、動かすことで一定間隔の
隙間ができたり、閉まったりする窓。 
無双連子窓（むそうれんじまど）と言います。 

盲窓（めくらまど）とは、 
壁の一部を凹ませて窓の形としたもの。 
実際の開口となっていないので、採光や換気などの用はなさない装飾的な窓。 

戸袋（とぶくろ）とは、 
雨戸を収納するスペースのこと。 

一般的には、和風住宅などで雨戸を開けた時に収納しておくために、縁側や窓
の敷居の端に大工工事として作られる箱状の造作物のこと。 

戸袋の種類には、板で戸袋全体を支える妻板戸袋と、おさめる雨戸の枚数が
多いときに用いられる柱を建てて支える柱建戸袋があります。 

尚、一般的な戸袋を設けない雨戸付きサッシや後付けの雨戸では、サッシ工事
扱いとなり、雨戸収納枠のみで雨戸が見えるタイプと雨戸収納枠に鏡板を取り
付け雨戸が入り込むタイプとがあります。 

また、最近では、雨戸の代わりにシャッター雨戸が普及してきたので、戸袋のな
い住宅も増えてきました。 

固定枠とは、 
既製品の室内ドアの枠や窓の額縁で、それぞれ部材が単体で仕上るもの。また、その納め方を「固定枠納まり」と言う。 
ケーシング枠に比べて安価で、額縁の見付面が一面のためシンプルなデザインとなります。 

ケーシング枠とは、 

既製品の室内ドアの枠や窓の額縁で、固定枠より奥行きが少なく溝を突いた部材とケーシング部材（調整材）の組み合
わせで仕上るもの。 
また、その納め方を「ケーシング枠納まり」と言う。 
固定枠と比べコストUPとなり、額縁の見付面が二面のため重厚なデザインとなります。 

蹴板とは、 
扉の下框部分に取り付ける金属。 靴先で蹴られて傷が付くのを防ぐ。 




