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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天板面を構成する床板部と、
　前記床板部に連結され、本ウッドデッキが設置される設置部と前記床板部との間に介在
して当該床板部を支持する構造体と、
　前記構造体における前記床板部の下方位置に取り付けられた浮力体とを備え、
　前記構造体は、
　少なくとも前記床板部における四隅部の下部に取り付けられ、当該床板部を支持して前
記設置部に非固定の状態で載置される柱部と、
　前記床板部に対して平行に延び、隣り合う前記柱部間に配設されて当該両柱部を結合す
る床梁部と、
　前記床板部に対して平行に延び、前記床梁部に直交する方向において、隣り合う前記柱
部間に配設されて当該両柱部を結合する床桁部と、
　前記床桁部又は床梁部の一方に対して平行な状態とされ、前記床板部の下部を支持した
状態で、前記床桁部又は床梁部の他方に結合される根太部とを有し、
　前記四隅部に配置された前記柱部が前記床梁部及び前記床桁部により結合された構造と
され、水害時には、前記床板部、前記構造体及び前記浮力体は、当該浮力体の浮力により
当該設置部から離れて浮上して、救命ボート又は筏としての使用が可能とされているウッ
ドデッキ。
【請求項２】
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　前記根太部は、前記浮力体の上方となる位置に配設されている請求項１に記載のウッド
デッキ。
【請求項３】
　前記浮力体は、前記根太部が延びる方向に対して直交する方向に複数並設され、
　前記根太部は、前記並設された浮力体間に配設されて当該両浮力体に接触し、当該根太
部の上部が当該両浮力体の最上部と同等の高さで前記床板部に接触する状態で配設されて
いる請求項２に記載のウッドデッキ。
【請求項４】
　前記柱部に直交して結合される前記床梁部及び前記床桁部に架け渡して火打梁が設けら
れている請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のウッドデッキ。
【請求項５】
　前記柱部に直交して結合される前記床梁部及び前記床桁部に緊結されて当該床梁部及び
床桁部を当該柱部に接合する接合プレートが、当該柱部を基点に直角をなして取り付けら
れ、
　前記火打梁は、前記接合プレートに一体的に結合されている請求項４に記載のウッドデ
ッキ。
【請求項６】
　前記各柱部は前記床板部よりも上方に突出し、当該各突出部分と、隣り合う当該各突出
部分間に配設されて当該突出部分を結合する支持部材とで構成される手すりが設けられて
いる請求項１乃至請求項５のいずれかに記載のウッドデッキ。
【請求項７】
　前記各柱部の下部に接続された支柱部と、当該各支柱部間に掛け渡されて当該各支柱部
の上部同士を結合する第２桁部及び第２梁部とを有し、当該第２桁部及び第２梁部からな
る枠体の下方に空間を有する支持構造体を更に備え、
　前記各柱部の下部には、前記各支柱部の上部に係合する係合部が設けられ、前記各柱部
は、当該係合部が当該各支柱部の上部に遊嵌した状態で、前記設置部としての前記支柱部
の上部に載置されている請求項１乃至請求項６のいずれかに記載のウッドデッキ。
【請求項８】
　前記浮力体の浮力により、水害時には、当該浮力体を含み前記構造体及び前記浮力体が
、前記支持構造体から分離して水面に浮かぶ請求項７に記載のウッドデッキ。
【請求項９】
　前記浮力体の上面部は、前記根太部の長さ方向又は幅方向のいずれかの方向に傾斜を有
する請求項７又は請求項８に記載のウッドデッキ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウッドデッキに関し、特に、ウッドデッキを救命ボートとして併用するため
の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　家屋においては、例えば、リビングルーム等の居室に隣接する屋外に、オープンスペー
スとして、下記特許文献１に示されるようなウッドデッキが設置されることがある。この
ウッドデッキは、人が載置する床板部を基盤とし、その下部に設けられた複数の束により
地面に固定されている。当該複数の束は、人が載った際に床板部に掛かる荷重を分散して
地面に伝達する役割を果たす。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２３９３７０号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　今日では、津波や洪水、増水等の水害に対する様々な救助手段が提案されている。この
救助手段としては、例えば、救命ボートの設置、指定された高台への避難等がある。しか
しながら、救命ボートは、常時は納屋等に収納されていることが多いため、災害時に緊急
に即座に使用することは困難であり、また、常時の収納スペースの問題から小型にならざ
るを得ず、乗船人数や載置物資の量が制限される。また、指定された高台に避難する場合
は、当然ながら、指定された避難場所まで被災者が移動しなければならないため、日常か
らの避難場所の認知が必要になるという問題と、被災者の体力的な問題とにより、被災者
が緊急時に実際に避難場所まで辿り着けるかが懸念される。
【０００５】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたもので、災害発生時に乗船人数や載置
物資量を確保した上で緊急に使用でき、被災者に対して無理な移動負担を強いることがな
い救助手段としてのウッドデッキ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】
　本発明の一局面に係る請求項１に記載のウッドデッキは、天板面を構成する床板部と、
　前記床板部に連結され、本ウッドデッキが設置される設置部と前記床板部との間に介在
して当該床板部を支持する構造体と、
　前記構造体における前記床板部の下方位置に取り付けられた浮力体とを備え、
　前記構造体は、
　少なくとも前記床板部における四隅部の下部に取り付けられ、当該床板部を支持して前
記設置部に非固定の状態で載置される柱部と、
　前記床板部に対して平行に延び、隣り合う前記柱部間に配設されて当該両柱部を結合す
る床梁部と、
　前記床板部に対して平行に延び、前記床梁部に直交する方向において、隣り合う前記柱
部間に配設されて当該両柱部を結合する床桁部と、
　前記床桁部又は床梁部の一方に対して平行な状態とされ、前記床板部の下部を支持した
状態で、前記床桁部又は床梁部の他方に結合される根太部とを有し、
　前記四隅部に配置された前記柱部が前記床梁部及び前記床桁部により結合された構造と
され、水害時には、前記床板部、前記構造体及び前記浮力体は、当該浮力体の浮力により
当該設置部から離れて浮上して、救命ボート又は筏としての使用が可能とされている。
【０００７】
　本発明によれば、天板としての床板部の下方位置に浮力体が取り付けられており、床板
部を支持する構造体は設置部に固定されていないので、水害により当該ウッドデッキが水
に溢れるような場合には、当該浮力体により、ウッドデッキを水面に浮上させることが可
能となる。
【０００８】
　また、当該構造体は、床板部に直結して荷重を受ける四隅部の柱部と、当該柱部同士を
結合する床梁部及び床桁部と、床板部の下部を支持した状態で床梁部に取り付けられる根
太部とにより、構造物として一体的に形成されている。このため、当該ウッドデッキが設
置部から水上に浮き上がって設置部から離れたとしても、構造体はそもそも設置部に固定
されておらず独立した構造物として成立しているので、当該構造体は、設置部による支持
を受けなくても、構造体自身の形状を維持可能であり、水上に浮かんだ状態で床板部を支
持することが可能である。
【０００９】
　さらに、上記各根太部により床板部を支持し、各柱部の結合には床梁部及び床桁部を用
いたことで、各柱部間に長いスパンを確保した上で床板部を支持できるため、床板部の下
方に多くの部材を配設しなくてもウッドデッキとしての強度を確保できる。従来は、床板
部の下部に多くの束を短スパンで配置して当該束を設置部に固定してウッドデッキとして
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の強度を確保していたため、床板部の下部には大きな空間を確保することは困難であった
が、本発明によれば、上記構成により、浮力体の配設に必要な空間を床板部の下方に形成
可能となる。
【００１０】
　また、上記浮力体を、柱部、床梁部、床桁部、及び根太部により構成される上記構造体
により、その四方が当該柱部、床梁部、及び床桁部に囲まれた空間に配設可能になるため
、ウッドデッキが水面に浮上した際に、浮力体が構造体の内部から外れてしまうことを梁
部によって防止可能である。
【００１１】
　このように、本発明によれば、家屋に日常的に採り入れられているウッドデッキに対し
て、上記構造体により、水害等により水面に浮上したときに要求される抵抗力及び耐力を
付加できるため、当該ウッドデッキを救命ボート又は筏として用いることが可能になる。
【００１２】
　また、上記構造体によれば、ウッドデッキに使用される大面積の床板部を下部から支持
して強度を持たせ、当該床板部を人載置用の載置台として用いることが可能である。この
ようにウッドデッキを救命ボード又は筏として使用可能にしたため、被災者は、水害発生
時等の緊急時に、自宅に常時設置されているウッドデッキに移動するだけで、救命を図る
ことができる。
【００１３】
　これにより、本発明に係るウッドデッキによれば、乗船人数や載置物資量を確保した上
で緊急に使用でき、被災者に対して無理な移動負担を強いることをなくすことができる。
【００１４】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のウッドデッキであって、前記根太部
は、前記浮力体の上方となる位置に配設されている。
【００１５】
　本発明によれば、根太部は、浮力体の上方に配設されて床板部を支持するので、本ウッ
ドデッキが水に溢れて浮上するとき、浮力体による上方への浮力による押圧が、当該根太
部によって受け止められる。これにより、当該根太部により浮力体の浮遊力による押圧を
線的又は面的に床板部に伝達でき、更に、梁部にも伝達することができる。これにより、
床板部及び構造体は、浮力体による浮遊力を分散して効果的に受け止めることができるた
め、ウッドデッキが水上で浮かぶ状態を安定させることが可能である。
【００１６】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項２に記載のウッドデッキであって、前記浮力体
は、前記根太部が延びる方向に対して直交する方向に複数並設され、
　前記根太部は、前記並設された浮力体間に配設されて当該両浮力体に接触し、当該根太
部の上部が当該両浮力体の最上部と同等の高さで前記床板部に接触する状態で配設されて
いる。
【００１７】
　この発明によれば、根太部が、並設された浮力体間において、根太部の上部が当該両浮
力体の最上部と同等の高さで床板部に接触する状態で配設されているので、本ウッドデッ
キが水に溢れて浮上して、浮力体による上方への押圧が発生したとき、浮力体による当該
押圧は、根太部及床板部に分散されて伝達される。このとき、根太部は床板部及び床梁部
の両方に取り付けられているため、当該浮遊力を、構造体を押し上げる力として、的確に
床板部に伝えることができる。また、浮力体は、横方向における移動が上記根太部によっ
て規制されるため、浮力体が構造体から外れる事態を抑制可能となる。
【００１８】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のウッドデッ
キであって、前記柱部に直交して結合される前記床梁部及び前記床桁部に架け渡して火打
梁が設けられている。
【００１９】



(5) JP 5613924 B1 2014.10.29

10

20

30

40

50

　本発明によれば、上記火打梁によって、上記直交する床梁部及び床桁部と柱部とが構成
するコーナー部の強度、特に水平方向の捻れに対する抵抗力を確保し、これより、ウッド
デッキ全体の強度を確保することが可能になる。
【００２０】
　また、請求項５に記載の発明は、請求項４に記載のウッドデッキであって、前記柱部に
直交して結合される前記床梁部及び前記床桁部に緊結されて当該床梁部及び床桁部を当該
柱部に接合する接合プレートが、当該柱部を基点に直角をなして取り付けられ、
　前記火打梁は、前記接合プレートに一体的に結合されている。
【００２１】
　本発明は、上記接合プレートが床梁部及び床桁部を柱部に一体的に接合させると共に、
火打梁は、接合プレートに一体的に結合されているため、上記直交する床梁部及び床桁部
と柱部との結合部分であるコーナー部の強度を更に確保し、これより、ウッドデッキ全体
の強度を確保することが可能になる。
【００２２】
　また、接合プレートが柱部を基点として直角に取り付けられているため、当該ウッドデ
ッキの施工時には、当該接合プレートを梁部に取り付けることで、床梁部及び床桁部の柱
に対する取付高さの精度と、当該ウッドデッキの上記四隅部における柱部を基点として構
成される床梁部及び床桁部の直角精度とを、効率的に高めることができる。
【００２３】
　請求項６に記載のウッドデッキは、請求項１乃至請求項５のいずれかに記載のウッドデ
ッキであって、前記各柱部は前記床板部よりも上方に突出し、当該各突出部分と、隣り合
う当該各突出部分間に配設されて当該突出部分を結合する支持部材とで構成される手すり
が設けられている。
【００２４】
　本発明によれば、床板部の四方を覆うようにして上記手すりが存在することになるため
、当該ウッドデッキが水害時等に浮遊した場合において、当該ウッドデッキに衝突する障
害物から、床板部に載置されている各人を保護することが可能である。
【００２５】
　請求項７に記載のウッドデッキは、請求項１乃至請求項６のいずれかに記載のウッドデ
ッキであって、前記各柱部の下部に接続された支柱部と、当該各支柱部間に掛け渡されて
当該各支柱部の上部同士を結合する第２桁部及び第２梁部とを有し、当該第２桁部及び第
２梁部からなる枠体の下方に空間を有する支持構造体を更に備え、
　前記各柱部の下部には、前記各支柱部の上部に係合する係合部が設けられ、前記各柱部
は、当該係合部が当該各支柱部の上部に遊嵌した状態で、前記設置部としての前記支柱部
の上部に載置されている。
【００２６】
　請求項８に記載のウッドデッキは、請求項７に記載のウッドデッキであって、前記浮力
体の浮力により、水害時には、当該浮力体を含み前記構造体及び前記浮力体が、前記支持
構造体から分離して水面に浮かぶものである。
【００２７】
　これら請求項７及び請求項８に記載の発明によれば、各柱部の下部に設けられた係合部
が各支柱部の上部に遊嵌した状態とされるため、上方向に向けて構造体に押圧力が掛かっ
た場合は、構造体は支持構造体から離れて上方向に移動が可能である。例えば、構造体に
は、浮力体が取り付けられているため、洪水や津波等により、構造体の設置高さまで水位
が上昇して、水による浮力で上方向に押圧がかかると、構造体は、浮力に応じて支持構造
体から離脱可能となり、上方向に移動して水に浮くことになる。そして、指示構造体は、
第２桁部及び第２梁部からなる枠体の下方に空間を有するので、例えば、当該空間を駐車
スペース等として利用しつつ、当該構造体及び床板部を救命ボート又は筏として用いるこ
とが可能になる。
【００２８】
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　請求項９に記載のウッドデッキは、請求項７又は請求項８に記載のウッドデッキであっ
て、
　前記浮力体の上面部は、前記根太部の長さ方向又は幅方向のいずれかの方向に傾斜を有
するものである。
【００２９】
　本発明によれば、雨天又は洪水時等に、浮力体上に溜まる水を傾斜方向における低い方
に案内できるため、浮力体の上面から円滑に排水を行うことができる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明に掛かるウッドデッキによれば、災害発生時に乗船人数や載置物資量を確保した
上で緊急に使用でき、被災者に対して無理な移動負担を強いることをなくすことができる
。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の一実施形態に係るウッドデッキの概略構成を示す分解斜視図である。
【図２】ウッドデッキを示す斜視図である。
【図３】ウッドデッキの内部を透視して示す斜視図である。
【図４】浮力体が取り付けられた構造体を示す斜視図である。
【図５】手すりが設けられた状態のウッドデッキの概略構成を示す分解斜視図である。
【図６】手すりが設けられた状態のウッドデッキの内部を透視して示す斜視図である。
【図７】手すりが設けられた状態のウッドデッキにおいて、浮力体が取り付けられた構造
体を示す斜視図である。
【図８】浮力体が取り付けられた構造体を示す側面図である。
【図９】浮力体が取り付けられた構造体を示す他方向からの側面図である。
【図１０】浮力体が取り付けられた構造体を示す下面図である。
【図１１】浮力体が取り付けられた構造体を下方から見た斜視図である。
【図１２】床梁部に取り付けられた取付具及び浮力体取付用の取付パイプ部分を示す斜視
図である。
【図１３】柱部に対する床梁部及び床桁部の連結部分を示す斜視図である。
【図１４】ウッドデッキが組み上がった状態を示す斜視図である。
【図１５】第２実施形態に係るウッドデッキの構造体に用いられる構造ユニットを示す斜
視図である。
【図１６】第２実施形態に係るウッドデッキに用いられる構造体の平面図である。
【図１７】第２実施形態に係るウッドデッキを示す平面図である。
【図１８】第２実施形態に係るウッドデッキに対する浮力体の取付例を示す下面図である
。
【図１９】第２実施形態に係るウッドデッキを示す斜視図である。
【図２０】第３実施形態に係るウッドデッキの概略構成を示す分解斜視図である。
【図２１】床桁部に対する根太部の取り付けを示す側断面図である。
【図２２】第３実施形態に係るウッドデッキにおける浮力体を示す斜視図である。
【図２３】第３実施形態に係るウッドデッキにおける浮力体の他の例を示す分解斜視図で
ある。
【図２４】浮力体の結合状態を示す当該結合部分の側断面図である。
【図２５】高床式デッキを示す斜視図である。
【図２６】構造体の各柱部と、支持構造体の各支柱部との結合部分を示す側断面図である
。
【図２７】（Ａ）は集合体の他の例を示す斜視図、（Ｂ）は集合体の他の例を示す側面図
である。
【図２８】高床式デッキの他の例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
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【００３２】
　以下、本発明の一実施形態に係るウッドデッキについて図面を参照して説明する。図１
は、本発明の一実施形態に係るウッドデッキの概略構成を示す分解斜視図である。図２は
ウッドデッキ１を示す斜視図である。図３はウッドデッキ１の内部を透視して示す斜視図
である。図４は浮力体５が取り付けられた構造体３を示す斜視図である。なお、構造体３
への浮力体５の取付構造を明確にするため、図４には、床板部２の外枠のみを二点鎖線で
示し、詳細な図示は省略している。
【００３３】
　本発明の一実施形態に係るウッドデッキ１は、床板部２と、構造体３と、浮力体５とを
備える。さらに、ウッドデッキ１は、床板部２上にベンチ６を備える。
【００３４】
　床板部２は、ウッドデッキ１における天板面を構成する。本実施形態では、床板部２は
、複数の長尺状でなるデッキ材２２が一定方向に並設されることにより構成される。床板
部２は、当該複数のデッキ材２２が後述する根太部３３及び床桁部３５に取り付けられる
ことによって構造体３の上部に取り付けられる。床板部２は、上面２１上に人を載置する
ための部材である。このため、床板部２は、複数人（例えば、載置可能人数６人とする場
合で荷重360kg程度）を載置するのに耐え得る強度を垂直方向に有する。
【００３５】
　構造体３は、床板部２の下部に連結される。構造体３は、ウッドデッキ１が設置される
設置面（例えば、地面。特許請求の範囲における設置部の一例）と床板部２との間に介在
して床板部２を支持する。
【００３６】
　構造体３は、柱部３１と、床梁部３２と、床桁部３５と、根太部３３とを有する。
【００３７】
　柱部３１は、構造体３の四隅部を構成する。構造体３をなす各柱部３１の部分は、床板
部２の各コーナー部２５（四隅）の下部となる位置に配置され、当該床板部２が取り付け
られる。柱部３１は、床板部２をその荷重を受けて支持し、地面等の設置面に非固定の状
態で載置される。すなわち、柱部３１は、設置面には取り付けられておらず（固定されて
おらず）、ウッドデッキ１自体の重みにより設置面に載置された状態とされている。また
、ウッドデッキ１に対する載置荷重は、床板部２、根太部３３、床梁部３２、及び柱部３
１を介して設置面に伝達される。
【００３８】
　床梁部３２は、床板部２に対して平行であって、デッキ材２２の長さ方向に対しては平
行な方向に延び、隣り合う柱部３１間に配設されて当該両柱部３１に端部が結合されてい
る。
【００３９】
　床桁部３５は、床板部２に対して平行であって、デッキ材２２の長さ方向に対しては直
交する方向に延び、床梁部３２に直交する方向において、隣り合う柱部３１間に配設され
て当該両柱部３１を結合する。
【００４０】
　根太部３３は、床板部２及び床桁部３５に対して平行に延び、長さ方向の両端部が床梁
部３２に取り付けられている。図１に示すように、根太部３３は、例えば、向かい合って
平行に配置されている各床梁部３２間に、床梁部３２の長さ方向において一定間隔毎に取
り付けられている。構造体３の一部としての根太部３３の上部には、床板部２が取り付け
られる。
【００４１】
　浮力体５は、構造体３において床板部２の下方位置に取り付けられている。浮力体５は
、床板部２及びこれに結合された構造体３に対して浮力を付与する。浮力体５は、例えば
、上記のように複数人を載置した床板部２及び構造体３を水上に浮べることが可能な程度
の浮力を有する。本実施形態では、６つの浮力体５が構造体３に取り付けられる例を示す
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。
【００４２】
　ベンチ６は、その上面に人が腰掛けて座ることが可能な椅子としての機能を有する。ベ
ンチ６は、その上蓋６１が図１に一点鎖線で示す方向に回動して開き、本体６２の内部を
開放する。本体６２の内部は、収納スペースとしての空間を有しており、当該収納スペー
スに避難用の物資（飲料水、ライフジャケット、非常用食料品等）が収納可能とされてい
る。
【００４３】
　上述したように、柱部３１は、長方形状の平板をなす床板部２における４つのコーナー
部２５の下部に配置される。このように配置される柱部３１は、隣り合う柱部３１との間
が全て床梁部３２及び床桁部３５により結合され、４つの柱部３１が、床梁部３２及び床
桁部３５により水平方向に結合されて１つの枠組（軸組）を構成している。この柱部３１
、床梁部３２及び床桁部３５の結合により、構造体３は、設置面から離れた状態であって
も、水平方向及び垂直方向における抵抗力及び耐力を有してその形状を維持し、構造体３
自身で自立して強度を有する構造物を構成する。
【００４４】
　柱部３１に直交して結合される床梁部３２及び床桁部３５には、火打梁３４が架け渡さ
れている。火打梁３４は、上記直交する２つの床梁部３２の間に介在して当該床梁部３２
及び床桁部３５とで三角形をなし、構造体３の水平方向への捻れを防止する。この火打梁
３４は、床梁部３２及び床桁部３５に対して直接に取り付けられてもよいが、本実施形態
では、４つの柱部３１において床梁部３２及び床桁部３５が直交して直結する部分の全て
に、後述する接合プレートを介して取り付けられている。当該火打梁３４の柱３１、床梁
部３２及び床桁部３５への取り付けの詳細については後述する。
【００４５】
　このように柱部３１、床梁部３２、床桁部３５及び根太部３３が組み付けられた構造体
３の上部、すなわち、根太部３３の上面、さらに、床桁部３５の上面に、複数のデッキ材
２２が釘打ち等により並べて取り付けられることにより、床板部２が形成される。床板部
２は、この取付により根太部３３と一体になることで水平抵抗力が増強される。
【００４６】
　柱部３１は、上記のようにして取り付けられた床板部２に掛かる、人載置時等における
荷重を、根太部３３及び床梁部３２を経由して設置面に伝達する。すなわち、従来のよう
に、床面の下部に独立して取り付けられた各束が、それぞれに床板部の荷重を受けて設置
面に伝達するのではなく、柱部３１への床梁部３２及び根太部３３の取付により、床板部
２への荷重は分散されて構造体３の全体で受け止められる。
【００４７】
　また、構造体３は、柱部３１、床梁部３２及び床桁部３５を有するため、従来のように
床板を支持するために多くの束を必要としていない。このため、各柱部３１間に長いスパ
ンを確保した上で床板部２を支持でき、床板部２の下方に構造体３としては多くの部材を
配設しなくてもウッドデッキ１としての強度を確保できる。従来は、床板部２の下部に多
くの束が短スパンで配置され、当該束を設置面に固定することでウッドデッキとしての強
度を確保していたため、床板部２の下部には大きなスペースを確保困難であったが、本実
施形態に係るウッドデッキ１によれば、浮力体５の配設に必要なスペースを床板部２の下
方に形成可能となっている。
【００４８】
　このように床板部２の下方に形成される空間には、浮力体５が配置される。上述した構
成でなる構造体３に浮力体５を配置する場合、浮力体５は、四方を床梁部３２及び床桁部
３５により囲まれた状態になるので、ウッドデッキ１が例えば水害等により水に溢れて水
面に浮上した際に、浮力体５が構造体３の内部から外に外れてしまうことを床梁部３２及
び床桁部３５により防止可能である。さらに、このような状況のときに、水面に存在する
他の浮遊物がウッドデッキ１に衝突しても、浮力体５は床梁部３２及び床桁部３５により
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保護されるため、すなわち、障害物からウッドデッキ１が保護されることになる。
【００４９】
　なお、本実施形態では、強度確保のため、構造体３を構成する少なくとも柱部３１、床
梁部３２、及び床桁部３５は、金属製とされることが好ましい。本実施形態では、柱部３
１、床梁部３２、及び床桁部３５を金属製、根太部３３を木製とした例を説明する。
【００５０】
　次に、手すりが設けられた状態のウッドデッキ１について説明する。図５は、手すりが
設けられた状態のウッドデッキ１の概略構成を示す分解斜視図である。図６は手すりが設
けられた状態のウッドデッキ１の内部を透視して示す斜視図である。図７は、手すりが設
けられた状態のウッドデッキ１において、浮力体５が取り付けられた構造体３を示す斜視
図である。なお、構造体３への浮力体５の取付構造を明確にするため、図７には、床板部
２の外枠のみを二点鎖線で示し、詳細な図示は省略している。
【００５１】
　ウッドデッキ１は、上述した構成でもよいが、図５～図７に示すように手すり９を有し
ていることが更に好ましい。手すり９は、床板部２の四方を覆うようにして設けられてい
る。このため、ウッドデッキ１が水害時等に浮遊した場合において、ウッドデッキ１に衝
突する障害物から、床板部２に乗り込んだ各人を保護することが可能となる。
【００５２】
　手すり９の構成を説明する。手すり９は、柱部３１と、支持部材７と、支柱７１とを有
している。手すり９が設けられる当該ウッドデッキ１では、構造体３の各柱部３１は、床
板部２の取付高さ位置よりも上方に突出して延びるものとされる。
【００５３】
　支持部材７は、床板部２の四辺に対して平行に延び、当該四辺に沿わせて、隣り合う柱
部３１間を繋いで配設されている。支持部材７は、その両端部が床板部２から突出した当
該両柱部３１に結合されている。なお、支持部材７は、当該両柱部３１間において、高さ
位置を異ならせて複数設けられている。本実施形態では、このように高さ位置を異ならせ
て３本の支持部材７が取り付けられている例を示す。
【００５４】
　また、床板部２の四辺をなす一辺部分には、２つの支柱７１が、互いに間隔をおいて、
垂直方向に延びる姿勢（柱部３１に平行な姿勢）で設けられている。支柱７１が設けられ
ている位置においては、支持部材７は、支柱７１及び柱部３１間に亘って取り付けられて
いる。
【００５５】
　床板部２は、各柱部３１に対応するコーナー部２５部分が、当該柱部３１の突出を妨げ
ないように柱部３１の形状に沿って切り欠かれている。床板部２は、各柱部３１の配設位
置を避けて構造体３の根太部３３及び床桁部３５に取り付けられている。
【００５６】
　なお、手すり９を有するウッドデッキ１は、上記２つの支柱７１の間部分が、隣接する
家屋の出入り口２９等の位置に配置される。これにより、隣接する家屋からウッドデッキ
１の床板部２上への移動を可能にしている。
【００５７】
　このように手すり９を設ける場合、例えば、水害時等にウッドデッキ１が浮遊したとき
に、床板部２上の人を障害物との衝突から守り、また、床板部２上から落下することを防
止できる。手すり９は、ベンチ６よりも高く設定されるため、床板部２上に設置されたベ
ンチ６に座る人に対する落下や障害物の衝突を防止可能である。また、図５～図７に示す
ように、その他の構成は、図１～図４を用いて説明した手すり９を有していないウッドデ
ッキ１と同様の構成である。
【００５８】
　次に、構造体３への浮力体５の取付を、上記手すり９を有するウッドデッキ１を例に用
いて説明する。図８は浮力体５が取り付けられた構造体３を示す側面図である。図９は浮
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力体５が取り付けられた構造体３を示す他方向からの側面図、図１０は浮力体５が取り付
けられた構造体３を示す下面図、図１１は浮力体５が取り付けられた構造体３を下方から
見た斜視図である。図１２は床梁部３２に取り付けられた取付具及び浮力体取付用の取付
パイプ部分を示す斜視図である。なお、図８～図１２においては、構造体３への浮力体５
の取付構造を明確に示すため、床板部２は透視して二点鎖線により示す。
【００５９】
　構造体３を構成する床梁部３２には、浮力体５取付用の取付具８が取り付けられている
。取付具８は、本実施形態では、金属製とされ、各床梁部３２の下部に下方に突出するよ
うにして取り付けられている。取付具８は、床梁部３２の下部にボルト８５及びナット８
６によるボルト締めで取り付けられている。取付具８は、本実施形態では、平行して配置
されている２つの床梁部３２に、床梁部３２の長さ方向に一定間隔をおいて３つ設けられ
ている。取付具８には、浮力体５取付用の取付パイプ５１が挿通される輪状部８１が設け
られている。取付パイプ５１には、浮力体５が取り付けられる。本実施形態では、１本の
取付パイプ５１には、２つの浮力体５が取り付けられた例を示している。
【００６０】
　取付パイプ５１は、根太部３３の延びる方向と同一方向に延び、本実施形態では、３本
設けられている。取付パイプ５１は、その両端部が取付具８に取り付けられる。取付パイ
プ５１の長さ方向端部は、取付具８の輪状部８１に嵌合した状態で挿通され、上記長さ方
向において更に輪状部８１の先に延びる部分に、輪状部８１の径よりも大きな径を有する
外れ止めカバー８２がねじ止めにより取り付けられている。
【００６１】
　浮力体５は、例えば発泡ウレタン等からなる。本実施形態では、浮力体５は、円筒形と
されている。浮力体５は、その周囲が塩化ビニール等の樹脂からなる保護シートで覆われ
ていてもよい。当該円筒形の浮力体５の円形断面中心部には、上記取付パイプ５１が内部
を貫通する形で取り付けられている。本実施形態では、１本の取付パイプ５１に２つの浮
力体５が取り付けられ、構造体３が６つの浮力体５を有している。浮力体５は、床梁部３
２の長さ方向において３つ並び、床桁部３５の長さ方向に２つ並んで配設されている。浮
力体５の個数は、特に限定されるものではなく、ウッドデッキ１に求められる浮力に応じ
て全ての浮力体５により得るべき浮力が定められ、浮力体５の個数及び大きさは、当該求
められる浮力に応じて定められる。
【００６２】
　浮力体５は、取付パイプ５１に対して自由回転可能に取り付けられていることが好まし
い。このようにすれば、水害時にウッドデッキ１が水上に浮かんだとき、障害物が浮力体
５部分に衝突したとしても、浮力体５が取付パイプ５１周りに回転することによって、当
該衝突による衝撃を緩和することが可能である。
【００６３】
　根太部３３は、上記取付パイプ５１に平行に延び、１つの取付パイプ５１に取り付けら
れて並ぶ２つの浮力体５の上方となる位置に配置される。これにより、根太部３３は、浮
力体５の上方において床板部２を支持することになるので、ウッドデッキ１が水害時に浮
上するとき、浮力体５による上方への浮力による押圧が根太部３３によって受け止められ
る。これにより、根太部３３により浮力体５の浮遊力による押圧を、線的又は面的に床板
部２に伝達でき、更に、床梁部３２にも伝達することができる。これにより、床板部２及
び構造体３は、浮力体５による浮遊力を効果的に受け止めることができるため、ウッドデ
ッキ１が水上で浮かぶ状態を安定させることが可能である。
【００６４】
　さらには、根太部３３は、上述したように取付パイプ５１に平行とされ、図９に示すよ
うに、床梁部３２の長さ方向に３つ並ぶ各浮力体５間に配置され、例えば根太部３３の下
部が両方の浮力体５に接触する位置となる浮力体５の上部に根太部３３が設けられること
が好ましい。この場合、根太部３３の上部は、当該両浮力体５の最上部と同等の高さで、
床板部２の下面に接触する状態として、根太部３３が配設される。図８～図１１には、当
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該構成を採用した例を示している。
【００６５】
　これによれば、根太部３３が、並設された浮力体５間において、根太部３３の上部が当
該両浮力体５の最上部と同等の高さで床板部２に接触する状態で配設されているので、ウ
ッドデッキ１が水に溢れて浮上したとき、浮力体５は両側から根太部３３を挟んだ状態で
床板部２を押圧し、当該押圧は当該根太部３３を介して及び床板部２に直接に伝達される
。これにより、複数の浮力体５による浮力としての押圧を、床板部２の各部に分散して付
与することが可能になり、浮力体５により床板部２に安定した浮力を与えることができる
。また、浮力体５は、横方向における移動が上記根太部３３及び床桁部３５によって規制
されるため、浮力体５が構造体３から外れる事態が抑制される。
【００６６】
　ウッドデッキ１は、洪水や津波等の水害時には、水流や障害物との衝突により大きな衝
撃を受けるものと予想される。このとき、浮力体５は、上記のように取付パイプ５１に取
り付けられているものの、当該衝撃により、水平方向及び上下方向に向かうエネルギーを
受けると、浮力体５は多少なりとも水平方向及び上下方向に移動してしまうと考えられる
。しかしながら、上記根太部３３の配置により、浮力体５により床板部２に安定した浮力
を与えることが実現される。
【００６７】
　図１３は、柱部３１に対する床梁部３２及び床桁部３５の連結部分を示す斜視図である
。
【００６８】
　図１３に示すように、柱部３１には、柱部３１に互いに直交して連結される床梁部３２
及び床桁部３５が接合プレート３７により接合される。接合プレート３７は、平板状から
なり、鉄、スチール、ステンレス等の金属により構成される。接合プレート３７の形状は
、三辺を有して平面視で直角三角形をなす形状とされている。接合プレート３７をなす各
辺は、それぞれ一側面部３７２、他側面部３７３、及び火打梁３４とされ、それぞれが一
体的に結合されている。一側面部３７２及び他側面部３７３には、ねじ穴が設けられてい
る。
【００６９】
　接合プレート３７の直角をなすコーナー部は、一側面部３７２及び他側面部３７３が直
角に結合されて形成されている。一側面部３７２及び他側面部３７３は、平板状の金属板
の幅方向両端が接合プレート３７のなす三角形の内側に向けて折り曲げられて形成されて
いる。接合プレート３７のコーナー部においては、柱部３１の形状に合わせて、当該折り
曲げ部分が切り欠かれている（折り曲げ部が存在しない）。
【００７０】
　接合プレート３７の上記コーナー部の内側面部には、柱部３１の外側面があてがわれ、
接合プレート３７は当該状態で柱部３１の外側面に溶着される。また、接合プレート３７
の一側面部３７２部には床梁部３２があてがわれ、他側面部３７３には床桁部３５があて
がわれ、この状態でねじ穴に通されたボルト３７６により、接合プレート３７に対して床
桁部３５及び床梁部３２がナット締めにより緊結される。これにより、柱部３１に対して
、床桁部３５及び床梁部３２が一体的に取り付けられる。当該接合プレート３７を介した
柱部３１及び床梁部３２の連結により、構造体３はモノコック構造を有する。
【００７１】
　上記のようにして接合プレート３７により床桁部３５及び床梁部３２を柱部３１に取り
付けると、柱部３１に取り付けられる床桁部３５及び床梁部３２がなす構造体３のコーナ
ー部は、接合プレート３７の火打梁３４の存在により、水平方向への捻れが抑制される。
【００７２】
　また、接合プレート３７は、一側面部３７２、他側面部３７３、及び火打梁３４が一体
となった上記三角形状を形成しているので、この接合プレート３７を用いて柱部３１に床
桁部３５及び床梁部３２を取り付けることにより、当該柱部３１では、床桁部３５及び床
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梁部３２が直角に柱部３１に取り付けられる状態が保たれる。これにより、施工精度が向
上すると共に、柱部３１に対して床桁部３５及び床梁部３２を直角に取り付ける際の作業
の効率化をもたらすことができる。
【００７３】
　この接合プレート３７により、柱部３１に対して床桁部３５及び床梁部３２が一体構造
となるため、上記直交する２つの床梁部３２及び柱部３１が構成するコーナー部の強度が
更に向上する。これより、ウッドデッキ１全体の強度を確保することが可能になる。特に
、当該コーナー部分の水平方向強度が増強される。
【００７４】
　また、床梁部３２及び床桁部３５の外面側に、構造体３の外観をよくするために、更に
化粧梁３２０を貼り付けるようにしてもよい。さらには、各柱部３１の下に、高さ調節機
構（アジャスター）３１０を設けてもよい。高さ調節機構３１０は、柱部３１の下端部と
設置面とを繋ぐ図略の調整ボルトを有し、この調整ボルトはねじ溝を有して柱部３１の下
端部及び設置面に螺合している。この調整ボルトを回転させることにより、柱部３１と設
置面との間に存在する空隙に合わせて、柱部３１下端部から設置面までの距離を調整する
。これより、設置面へのウッドデッキ１の載置時に、各柱部３１が設置面から浮く事態を
なくすことが可能になる。
【００７５】
　なお、根太部３３は、その長さ方向端部の上部が一部切り欠かれ、床梁部３２の上記内
側への折り曲げ部分と干渉しない形状とされている。床梁部３２には、根太部３３の長さ
方向端部の下部を支持する支持部３２５が溶着されている。根太部３３は、長さ方向端部
の下部であって上記切り欠きを有しない部分が床梁部３２の折り曲げ部分によって形成さ
れる内部領域に入り込む状態とされて、上記支持部３２５により支持され、床梁部３２に
組み付けられる。根太部３３は、例えばボルト３２６によるボルト締めで支持部３２５に
締結される。
【００７６】
　図１４は、ウッドデッキ１が組み上がった状態を示す斜視図である。図１４に示すよう
に、ウッドデッキ１は、上記床板部２、構造体３、及び浮力体５による構成に、更に、床
板部２上にベンチ６及び手すり９が設けられてなる。
【００７７】
　手すり９は、床板部２の上面２１において、縁部２１１に沿って取り付けられる。手す
り９は、例えば、上面２１に人が乗った状態で、平均的な身長、例えば、165cmの人の腰
以上の高さとなる高さに設定されている。また、縁部２１１の一部には、手すり９が設け
られておらず、この部分から人が上面２１に出入り可能とされる。
【００７８】
　ベンチ６は、例えば、手すり９に沿って、上面２１の縁部に設けられている。この配置
により、上面２１上での人載置スペースを大きく確保できる。
【００７９】
　ウッドデッキ１の下部を構成する構造体３は、上述したように、その柱部３１が設置面
には固定されておらず、設置面には、ウッドデッキ１は載置されるだけで、その重みによ
る安定で設置されている。
【００８０】
　これにより、ウッドデッキ１を、家屋の庭先に従来のウッドデッキと同様にして設置す
ることにより（但し、設置面に対しては非固定）、通常時は、従来のウッドデッキと同様
に使用でき、津波や洪水等の水害の際には、浮力体５の浮力により水面に浮かぶようにす
ることが可能となる。
【００８１】
　このため、水害時には、被災者は、例えば自宅の庭先に設置されているウッドデッキ１
上に移動するだけで、水害から免れることができる。また、ウッドデッキ１には、ベンチ
６が設けられているため、常時からこのベンチ６内に非常時用の食料品や衣類等を収納し
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ておくことにより、水害時にウッドデッキ１が浮上して設置場所から遠く流された場合で
あっても、生活必需品を確保できる。
【００８２】
　次に、ウッドデッキ１の第２実施形態を説明する。図１５は、第２実施形態に係るウッ
ドデッキ１の構造体に用いられる構造ユニットを示す斜視図である。図１６は、第２実施
形態に係るウッドデッキ１に用いられる構造体の平面図である。図１７は第２実施形態に
係るウッドデッキ１を示す平面図である。図１８は第２実施形態に係るウッドデッキ１に
対する浮力体５の取付例を示す下面図である。図１９は、第２実施形態に係るウッドデッ
キ１を示す斜視図である。
【００８３】
　第２の実施形態に係るウッドデッキ１に用いられる構造体３０（図１６）は、例えば上
記構造体３と同様の金属製とされ、図１５に示す構造ユニット３０１が４つ組み付けられ
て構成される。構造ユニット３０１は、四辺が上梁部３０１１及び下梁部３０１２により
構成されている。上梁部３０１１は、図１５に示すように、四角形状の部材が一体的に構
成されていてもよいし、４本の直線状の部材の各端部が互いに結合されて構成されてもよ
い。上梁部３０１１の各コーナー部（四隅部）の下面部には、柱部３１がそれぞれ取り付
けられている。各柱部３１の間には全て、隣り合う両柱部３１を繋ぐようにして、上梁部
３０１１とは異なる高さ位置に、梁部材３０１５が取り付けられている。この４つの梁部
材３０１５により下梁部３０１２が構成される。
【００８４】
　また、上梁部３０１１及び下梁部３０１２の間には、これら両部材を繋ぐようにして支
柱３２１が取り付けられている。これにより、構造ユニット３０１は、上梁部３０１１、
下梁部３０１２及び各柱部３１により、略立方体形状とされている。構造体３０は、上梁
部３０１１及び下梁部３０１２により、高さが異なる２つの位置において、水平方向への
捻れが抑制されている。
【００８５】
　さらに、上梁部３０１１に対して４５度の角度で、上梁部３０１１のなす四角形状の内
側に根太部３０１３が等間隔で複数取り付けられている。根太部３０１３は、上梁部３０
１１に４５度の角度で取り付けられているため、火打梁としての機能も有している。また
、下梁部３０１２に対しては、下梁部３０１２のなす四角形状の内側となる各コーナー部
に、火打梁３０１４が取り付けられている。
【００８６】
　構造体３０は、図１６に記すように、上記構造ユニット３０１を４つ組み合わせて構成
される。各構造ユニット３０１は、隣り合う構造ユニット３０１の根太部３０１３と自身
の根太部３０１３とが直交するようにして、互いに組み付けられる。各構造ユニット３０
１は、例えば、隣接する上梁部３０１１、下梁部３０１２及び柱部３１同士が溶着されて
組付けられる。
【００８７】
　更に図１７に示すように、構造体３０をなす各構造ユニット３０１の上梁部３０１１の
上面には、それぞれ、デッキ材２０１を根太部３０１３に直交させるようにして釘打ち等
により貼り付けることにより床板部２０が構成される。
【００８８】
　上記隣接する構造ユニット３０１の根太部３０１３同士を直交させた組付と、各構造ユ
ニットにおいて根太部３０１３に直交する状態としたデッキ材２０１の貼付とにより、構
造体３０は、水平方向における全方向からの押圧に対して抵抗力を有する。
【００８９】
　また、図１８に示すように、各構造ユニット３０１には、例えば柱部３１又は下梁部３
０１２に、例えば根太部３０１３に対して平行となるようにして、複数の取付パイプ５１
が取り付けられる。浮力体５は、取付パイプ５１毎に取り付けられる。これにより、取付
パイプ５１が、構造ユニット３０１に対して、斜交いの役割を果たすため、更に構造ユニ



(14) JP 5613924 B1 2014.10.29

10

20

30

40

50

ット３０１の水平方向への強度を向上させ、ひいては、構造体３０の水平方向への強度を
向上させる。
【００９０】
　以上の構成により、図１９に示す第２実施形態に係るウッドデッキ１が完成する。なお
、第２実施形態に係るウッドデッキ１では、手すり９は、支持部材７と、床板部２０の四
辺における各所に設けられた支柱７１と、斜交い７２とにより構成される。また、第１実
施形態と同様に、床板部２０上にはベンチ６が取り付けられる。
【００９１】
　次に、ウッドデッキ１の第３実施形態を説明する。図２０は、第３実施形態に係るウッ
ドデッキ１の概略構成を示す分解斜視図である。
【００９２】
　第３実施形態に係るウッドデッキ１は、床板部２と、構造体３と、複数の浮力体５と、
支持構造体１０とを備える。
【００９３】
　床板部２は、上述した第１実施形態と同様の構成であるが、各コーナー部２５（四隅）
が柱部３１の外径に合わせて切り欠かれている。床板部２は、複数のデッキ材２２が床梁
部３２及び床桁部３５の上部に取り付けられることによって構造体３に取り付けられる。
【００９４】
　構造体３は、床板部２の下部に連結される。構造体３は、ウッドデッキ１が設置される
設置部（第３実施形態では、後述する支柱部の上部）と床板部２との間に介在して床板部
２を支持する。
【００９５】
　構造体３は、柱部３１と、床梁部３２と、床桁部３５と、根太部３３と、手すり９とを
有する。柱部３１、床梁部３２、床桁部３５及び手すり９は、手すり９を有する第１実施
形態と同様の構成である。すなわち、柱部３１は、構造体３の四隅部を構成し、第１実施
形態と同様に、各柱部３１間に掛け渡された床梁部３２又は床桁部３５により四隅の各柱
部３１が結合されている。なお。第３実施形態における手すり９は、支持部９１を有して
いる。
【００９６】
　図２１は床桁部３５に対する根太部３３の取り付けを示す側断面図である。第３実施形
態では、根太部３３は、根太部３３の長さ方向からの側面視で略Ｌ字型の形状とされてい
る。根太部３３は、例えば、鉄、スチール、ステンレス等の金属からなり、底面部３３１
と、突起片部３３２とを有する。底面部３３１は、床板部２に平行な面を有する長尺とさ
れた平板の部材である。突起片部３３２は、底面部３３１の縁部から底面部３３１に直交
して床板部２に向かって延びる長尺とされた平板の部材である。複数の根太部３３が、向
かい合う床桁部３５間又は床梁部３２間の一方に掛け渡される（本第３実施形態では床桁
部３５間に根太部３３が掛け渡される例を示す）。根太部３３は、浮力体５を床桁部３５
の長手方向に並設する数だけ設けられる。
【００９７】
　床桁部３５は、長手方向からの側面視で略Ｃ字状とされた、鉄、スチール、ステンレス
等の金属製とされている（なお、図２０では図示を明瞭にするために床桁部３５を特に略
Ｃ字状とはしていない）。根太部３３は、底面部３３１の両端部が床桁部３５の内底部３
５１に載置された状態で溶接又はボルト締め等により内底部３５１に接合される。更に、
根太部３３の底面部３３１及び突起片部３３２の長さ方向における側縁部３３３が、床桁
部３５の側面３５２の内壁に接合されてもよい。
【００９８】
　図２０に示すように、第３実施形態では、複数の浮力体５を根太部３３の長手方向及び
幅方向の両方向に連ねて集合体５０が構成されている。当該集合体５０は、柱部３１が床
桁部３５及び床梁部３２により結合されてなる枠組の内部に填まり込む形状とされている
。
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【００９９】
　また、上記の根太部３３は、少なくとも、集合体５０を構成する浮力体５が床桁部３５
の長手方向に連なる数だけ設けられている。各根太部３３は、その突起片部３３２が、床
桁部３５の長手方向における浮力体５の縁部となる位置に配置される。各浮力体５は、根
太部３３の延びる方向に２つ並べられ、縁部における下部が根太部３３の底面部３３１上
に載置され、各浮力体５の側面部には突起片部３３２が当接され、これにより、各浮力体
５は、縁部が突起片部３３２により位置決めされた状態で根太部３３に取り付けられる。
これにより、集合体５０を構成する浮力体５が上記枠組内に収められて取り付けられる。
更に、根太部３３は、図２０において手前側（右側）に示す床梁部３２の内側面に、底面
部３３１が床梁部３２の側面とは逆方向に突出する向きとして取り付けられていることが
好ましい。これにより、端部に配される浮力体５を確実に床梁部３２に取り付けることが
できる。
【０１００】
　図２２は、第３実施形態に係るウッドデッキ１における浮力体５の例を示す斜視図であ
る。第３実施形態に係るウッドデッキ１に用いられる浮力体５は、例えば、内部に空間を
有するケーシング（例えば、ポリタンク等）５０１を有し、当該ケーシング５０１の内部
には、発泡ウレタンが充填されている。各浮力体５は、隣り合う浮力体５に対向する側面
部５１１に、根太部３３の長さ方向に延びる凹形状の切欠部５１２が形成されている。
【０１０１】
　図２３は、第３実施形態に係るウッドデッキ１における浮力体５の他の例を示す分解斜
視図である。浮力体５は、次のように構成されてもよい。他の例である浮力体５は、カバ
ー部材５０２と、本体部５０３と、底板５０４とを有する。カバー部材５０２は、例えば
、フッ素樹脂鋼板等の金属板からなる。本体部５０３は、例えば、木材又は合成樹脂を用
いて直方体状の筒状に形成されている。本体部５０３の内部には、発泡ウレタン５０５が
充填されている。底板５０４は、金属製の平板とされ、例えば、フッ素樹脂鋼板等からな
る。発泡ウレタンが充填された状態とされた本体部５０３の下部には、底板５０４が取り
付けられる。カバー部材５０２及び底板５０４は本体部５０３対してボルト締め又は接着
等により取り付けられ、浮力体５が完成する。
【０１０２】
　浮力体５は、木材、合成樹脂、金属等により形成された立方体であればよい。浮力体５
は、内部に発泡ウレタンや発泡スチロール等の独立気泡を有する発泡体等の物質が充填さ
れ、水害時に水面浮上が可能となるように浮力が確保される。
【０１０３】
　また、浮力体５の(1)ケーシング５０１、又は、(2)カバー部材５０２、本体部５０３及
び底板５０４を、剛性の高い金属により形成し、かつ、向かい合う両方の床桁部３５間に
おける幅を、図２０に示した根太３３と同様の長さとして、当該幅方向における端部部分
を、図２１に示した桁部３５の側面視Ｃ状内部に挿し入れて桁部３５に固定することによ
り、構造体３に取り付けられた浮力体５を根太３３として機能させることが可能である。
この場合、構造体３からは、根太３３の取り付けを省略できる。
【０１０４】
　図２４は、集合体５０をなす各浮力体５の結合状態を示す当該結合部分の側断面図であ
る。各浮力体５は、上述したように、隣り合う浮力体５に対向する側面部５１１に、根太
部３３の長さ方向に延びる凹形状の切欠部５１２が形成されている。図１７に示すように
、隣接して配置される２つの浮力体５のそれぞれの側面部５１１に当該切欠部５１２が形
成されている。このため、２つの浮力体５を隣接させて互いの側面部５１１を密着させた
場合、双方の切欠部５１２の結合により１つの空隙５１３が形成される。
【０１０５】
　この空隙５１３に対して、根太部３３の長手方向に、すなわち、図２４における紙面奥
行方向に、嵌入部材５１５が嵌入されている。この空隙５１３に対する嵌入部材５１５の
嵌入で、やといざねにより、隣り合う各浮力体５同士が結合される。これにより、各浮力
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体５は、隣接する浮力体５に対する位置決めが確定され、上下方向における移動が制限さ
れるため、適正な位置及び姿勢で各平板状部材を枠組みに取り付けることが可能である。
なお、浮力体５同士の結合方法は、上記やといざねに限らず、他にも種々の方法を用いる
ことができる。
【０１０６】
　次に、図２０に加えて更に新たな図２５を参照して支持構造体１０を説明する。図２５
は高床式デッキを示す斜視図である。
【０１０７】
　支持構造体１０は、支柱部１０１と、第２桁部１０２と、第２梁部１０３とを有してな
る。支柱部１０１は、構造体９の各柱部３１の下部に接続され、柱部３１の下部を支持す
る。支持構造体１０は、構造体３と、ウッドデッキ１が設置される地面との間に介在した
状態で、当該地面に固定される。すなわち、構造体３は、支持構造体１０により下部が支
持された状態となる。
【０１０８】
　第２桁部１０２及び第２梁部１０３は、各支柱部１０１間に掛け渡されて当該各支柱部
１０１の上部同士を結合する。この結合により、支柱部１０１、第２桁部１０２及び第２
梁部１０３により枠体１０５が形成される。枠体１０５は、支柱部１０１の上部部分に形
成されるため、枠体１０５の下方には空間Ｓが形成される。このため、当該空間Ｓは、例
えば、車Ｍを駐車する駐車スペース等として利用される。
【０１０９】
　なお、第２梁部１０３には、例えばポリカーボネートからなる平板部材１０７が取り付
けられている。この平板部材１０７は、構造体３の下方が例えば駐車スペースとして用い
られる際における庇として機能し、また、当該構造体３及び支持構造体１０からなる図２
５に示すような高床式デッキ１００が住居等の二階部分に隣接させて設置される場合には
、２階ベランダ又は廊下として機能する。
【０１１０】
　図２６は構造体３の各柱部３１と、支持構造体１０の各支柱部１０１との結合部分を示
す側断面図である。
【０１１１】
　構造体３の各柱部３１の下部には、支持構造体１０の各支柱部１０１の上部に係合する
係合部３１５が設けられている。一方、各支柱部１０１の上端部には、係合部３１５に係
合する突出部１２が設けられている。
【０１１２】
　柱部３１の係合部３１５は、柱部３１の下面から床板部２の方向（上方）に向かう方向
に切り欠いた空隙が形成されてなる。この空隙の内形の幅寸法は、上記突出部１２の外寸
よりも若干大きな幅寸法とされている。なお、当該空隙は、例えば、柱部３１を鉄板等の
金属を折り曲げて形成することにより作成される。すなわち、この実施形態では、空洞を
有する柱部３１の下端部内部が係合部３１５となる。
【０１１３】
　また、支柱部１０１の上面に設けられている突出部１２は、支柱部１０１の上面から、
支柱部１０１の長さ方向に上記構造体９側に延びる。突出部１２の幅寸法は、柱部３１の
係合部３１５としての空隙の内側面で囲まれる幅寸法よりも若干小さく設定されている。
このため、突出部１２は、係合部３１５としての空隙に挿入可能とされ、挿入後は当該空
隙に対して遊嵌する状態となる。
【０１１４】
　このため、全ての柱部３１下部の係合部３１５を、対応する位置にある支柱部１０１の
上端に存在する突出部１２に嵌め込むようにして、構造体３を支持構造体１０に載置する
ことにより、係合部３１５に対する突出部１２の遊嵌により両者が係合し、支持構造体１
０上に、水平方向への移動が制限された状態で構造体３が載置されて取り付けられる。な
お、柱部３１の外径幅寸法と、支柱部１０１の外径幅寸法は同一とされている。この載置
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により、構造体３は、支持構造体１０を介して地面に設置される。
【０１１５】
　但し、係合部３１５に対して突出部１２は遊嵌しているため、構造体３に対して上方向
に押圧力がかかった場合は、構造体３は当該上方向に移動が可能である。このため、洪水
や津波等により、構造体３の設置高さまで水位が上昇したときは、水による浮力で上方向
に押圧がかかると、構造体３は、浮力に応じて上方向に支持構造体１０から離脱して移動
可能となり水に浮く。また、構造体３には、集合体５０が取り付けられているため、構造
体３は当該水に浮き、構造体３が救命ボートや筏として機能することが可能になる。
【０１１６】
　次に、上記高床式デッキ１００の製造方法を説明する。まず最初に、４つの支柱部１０
１が例えば駐車スペースとする矩形領域の四隅に固定して設置される。続いて、比較的長
い方の間隔となる支柱部１０１間には、支柱部１０１の上部に第２桁部１０２が取り付け
られ、比較的短い方の間隔となる支柱部１０１間には、支柱部１０１の上部に第２梁部１
０３が取り付けられる。これにより、支柱部１０１の上部位置に枠体１０５が形成される
。なお、支柱部１０１の上端部及び突出部１２は、当該枠組より上方に突出するように枠
体１０５が形成されることが好ましい。次に、両方の第２梁部１０３の外側部に、上記平
板部材１０７が取り付けられる。これにより、支持構造体１０が作成される。
【０１１７】
　続いて、床桁部３５、床梁部３２，及び手すり９を有する構造体３においては、当該構
造体３に取り付けられる集合体５０の各浮力体５の縁部に対応する位置に、床桁部３５間
に掛け渡して複数の根太部３３が床桁部３５に取り付けられる。
【０１１８】
　そして、支持構造体１０に集合体５０の浮力体５を取り付ける。浮力体５は、根太部３
３の長さ方向に２つ並べた状態で、一方の床梁部３２の内側面に、床桁部３５の長手方向
におけるその側部を当接させ、他方の側縁部は、根太部３３の底面部３３１上に載置する
。このとき、根太部３３の突出片部３３２は、当該載置された浮力体５の側面部５１１に
当接するため、浮力体５の根太部３３の幅方向（床桁部３５の長手方向）への移動は制限
され、すなわち、突出片部３３２により、浮力体５の当該幅方向における位置決めがなさ
れる。この作業を、床桁部３５の長手方向に並べる浮力体５の数だけ行う。
【０１１９】
　このとき、根太部３３の幅方向において、既に取り付けた浮力体５に隣接させて、更な
る浮力体５を取り付けるが、このとき、取り付けが終わった浮力体５については、切欠部
５１２に嵌入部材５１５が嵌め込まれる。
【０１２０】
　そして、当該嵌入部材５１５が填め込まれて隣接する浮力体５の側面部５１１に、次に
取り付けられる浮力体５の側面部５１１を当接させる。当該浮力体５の側面部５１１の切
欠部５１２に、根太部３３の幅方向において隣接する浮力体５に取り付けられている嵌入
部材５１５を嵌め入れる。このため、やといざねにより、各浮力体５は、隣接する浮力体
５に対する位置決めが確定され、上下方向における移動が制限されるため、適正な位置及
び姿勢で各平板状部材を枠組みに取り付けることが可能とる。
【０１２１】
　このような浮力体５の取り付けを、上記枠体１０５に取り付ける必要のある数の分だけ
行うことで、枠対１０５内に集合体５０を収容させて取り付ける。取り付けられた各浮力
体５は、根太部３３、床梁部３２及び床桁部３５に結合させて取り付けられる。床板部２
は、このように取り付けられた集合体５０の上方で、床梁部３２及び床桁部３５に固定さ
せて取り付けられる。
【０１２２】
　次に、当該構造体９は、各柱部３１下部の係合部３１５を、対応する位置にある支柱部
１０１上端の突出部１２に嵌め込むようにして、支持構造体１０上に載置される。これに
より、構造体３は、上方向に向かって支持構造体１０から離脱可能な状態で、支持構造体
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１０に取り付けられ、図２６に示した高床式デッキ１００が作成される。
【０１２３】
　なお、構造体３に対する集合体５０の取り付けと、支持構造体１０に対する構造体３の
取り付けは、どちらを先に行っても構わない。
【０１２４】
　次に、上記集合体５０の他の例を説明する。図２７（Ａ）は集合体５０の他の例を示す
斜視図、（Ｂ）は集合体５０の他の例を示す側面図である。
【０１２５】
　集合体５０は、上記浮力体５が連ねられて完成された状態で、図２７に示すように、構
造体９に取り付けられたときにおける根太部３３の長手方向に傾斜を有する形状とされて
もよい。すなわち、当該方向において、次第に厚みが薄くなるように各浮力体５が形成さ
れている。なお、集合体５０は、床梁部３２の長手方向に傾斜していても構わない。すな
わち、当該方向において、次第に厚みが薄くなるように各浮力体５が形成される。
【０１２６】
　これによれば、雨天又は洪水時等に、集合体５０の浮力体５上に溜まる水を傾斜方向に
おける低い方に案内できるため、集合体５０の上面から円滑に排水を行うことができる。
【０１２７】
　このように作成される高床式デッキ１００によれば、下方に形成される空間Ｓを駐車ス
ペース等として利用可能であるため、ウッドデッキを設置する領域を敷地内に確保できな
い狭小な住宅であっても、駐車スペースを利用してその上方に設置することができる。
【０１２８】
　また、住宅の二階部分に出入り口を設け、この出入り口から上記床板部２上に人が出入
りできるようにすることで、災害時の救命用具としての機能を有しつつ、住居としての更
なるスペースを創出することが可能である。なお、住宅の二階部分に出入り口と連通させ
ることが不可能な場合は、図２８に示したように、設置面から床板部２上に上がることが
できる階段（又は梯子）８０を設けてもよい。
【０１２９】
　なお、本発明は上記実施の形態の構成に限られず種々の変形が可能である。例えば、上
記には、本発明の実施形態をウッドデッキ１と称しているが、本発明に係るウッドデッキ
は、上記に示した金属製の他、木製とすることも可能であり、さらには、合成樹脂、木材
と樹脂の合板等の素材からなるものであってもよい。
【０１３０】
　また、図１乃至図２８を用いて上記各実施形態に示した構成及び処理は、本発明の一実
施形態に過ぎず、本発明の構成及び処理はこれに限定されるものではない。
【符号の説明】
【０１３１】
１　　　　ウッドデッキ
２　　　　床板部
２０　　　床板部
２１　　　上面
２２　　　デッキ材
２５　　　コーナー部
２０１　　デッキ材
２１１　　縁部
３　　　　構造体
３１　　　柱部
３１５　　係合部
３２　　　床梁部
３３　　　根太部
３３１　　底面部
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３３２　　突起片部
３４　　　火打梁
３５　　　床桁部
３７　　　接合プレート
３７２　　一側面部
３７３　　他側面部
３７５　　穴
３７６　　ボルト
５　　　　浮力体
５０　　　集合体
５１　　　取付パイプ
５２　　　平板状部材
５１１　　側面部
５１２　　切欠部
５１３　　空隙
５１５　　嵌入部材
５０１　　ケーシング
５０２　　カバー部材
５０３　　本体部
５０４　　底板
５０５　　発泡ウレタン
６　　　　ベンチ
６１　　　上蓋
６２　　　本体
７　　　　支持部材
８　　　　取付具
８１　　　輪状部
８２　　　カバー
８５　　　ボルト
８６　　　ナット
９　　　　手すり
７１　　　支柱
３０　　　構造体
３０１　　構造ユニット
３０１１　上梁部
３０１２　下梁部
３０１５　梁部材
３０１３　根太部
３０１４　火打梁
３１０　　調節機構
３１１　　設置板
３２０　　化粧梁
３２１　　支柱
３２５　　支持部
３２６　　ボルト
１００　　高床式デッキ
１０１　　支柱部
１２　　　突出部
１０２　　第２桁部
１０３　　第２梁部
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１０５　　枠体
１０７　　平板部材
【要約】
【課題】災害発生時に乗船人数や載置物資量を確保した上で緊急に使用でき、被災者に対
して無理な移動負担を強いることがないウッドデッキを提供する。
【解決手段】ウッドデッキ１は、天板面を構成する床板部２と、床板部２に連結され、ウ
ッドデッキ１が設置される設置部と床板部２との間に介在して当該床板部２を支持する構
造体３と、構造体３における床板部２の下方位置に取り付けられた浮力体５とを備える。
構造体３は、床板部２の四コーナー部の下部に取り付けられ、床板部２を支持して設置部
に非固定の状態で載置される柱部３１と、隣り合う柱部３１間に配設されて当該両柱部３
１を結合する床梁部３２及び床桁部３５と、床板部２の下部を支持した状態で床梁部３２
に結合される根太部３３とを有する。
【選択図】図１

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】

【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】
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