
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構築予定の床コンクリートの厚 一高さ

矩形板の下端に 直角方向へ仮設の床用型枠
支持板を連設し、前記矩形板又は支持板の少なくとも一方

に、インサート又はインサート取付け手段を形成すると共に、鉄骨階段取付け手段を形成
したことを特徴とする鉄骨階段の取付金物。
【請求項２】
　矩形板の両側面の内、支持板を連設した一側面を床コンクリート取付け側とし、他側面
側を階段取付け側とし、
前記矩形板の一側面又は支持板上に、鉄骨階段のささら桁と固定するための固定金物片を
突設して鉄骨階段取付け手段を構成し、
前記矩形板で、該固定金物片に対応した位置に、開口を形成し、前記支持板に前記開口と
固定金物片とを囲う囲い枠を固定したことを特徴とする請求項１記載の鉄骨階段の取付金
物。
【請求項３】
　

以下の工程をとることを特徴とした鉄骨階段の取
付け方法。
（１）前記鉄骨階段の上端部に取り付けた 構築予定階のコンクリート
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さと同 であって、前記床コンクリートの堰板とし
て仮設の床用型枠の一部を構成する 、 の上に乗
せて前記床用型枠に固定できる

階段構築位置で、前記鉄骨階段の下端部を既設階の床に固定し、前記鉄骨階段の上端部
を構築予定階に配置する工法であって、

鉄骨階段取付金物を



用の床型枠 固定して、
床型枠の一部とし、

（２） 構築予定階にコンクリートを打設して

前記鉄骨階段取付金物のインサートを埋設し、構築予定階にコンクリート床を造成する。
【請求項４】
　階段構築位置で、半階分の第１の鉄骨階段の下端部を既設階の床に固定し、半階分の第
２の鉄骨階段の上端部を構築予定階に配置する工法であって、以下の工程をとることを特
徴とした鉄骨階段の取付け方法。
（１）前記第１の鉄骨階段の上端部を構築予定の中間踊り場階に配置して、前記第１の鉄
骨階段の上端部を鉄骨階段取付金物の一側に取り付け、該鉄骨階段取付金物を、コンクリ
ート用の中間踊り場型枠の上に乗せて、前記鉄骨階段取付金物を前記中間踊り場型枠に固
定して、前記鉄骨階段取付金物を前記中間踊り場型枠の一部とし、
（２）前記鉄骨階段取付金物を堰板として中間踊り場階のコンクリートの打設後、あるい
は打設前に、前記第２の鉄骨階段上端部を構築予定階に配置して、前記中間踊り場型枠上
の鉄骨階段取付金物の他側に、前記第２の鉄骨階段の下端部を固定すると共に、前記第２
の鉄骨階段の上端部に取り付けた鉄骨階段取付金物を、構築予定階のコンクリート用の床
型枠の上に乗せて、前記鉄骨階段取付金物を前記床型枠に固定して、前記鉄骨階段取付金
物を前記床型枠の一部とし、
（３）前記鉄骨階段取付金物を堰板として構築予定階にコンクリートを打設して、コンク
リートの上縁を前記鉄骨階段取付金物の上縁に合わせて均し、前記鉄骨階段取付金物のイ
ンサートを埋設し、構築予定階にコンクリート床を造成する。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、階段とコンクリート床とを緊密かつ確実に連結すると共に、該連結部の強
度的信頼度を向上することを目的とした鉄骨階段の取付金物及 付け方法に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
　従来鉄骨階段と床コンクリートとは、床コンクリート内へ埋設したナットに、階段側か
ら挿通したボルトを螺合して固定するなどの装置が知られている。
【０００３】
【発明により解決しようとする課題】
　前記従来の方法によれば、予め床コンクリートにナットなどを埋設しておく為に、階段
側に型枠がある。そこでコンクリート硬化後、型枠を除去してから階段を取付けなければ
ならなかった。そこでナットと、階段取付け部の孔のずれがあったり、型枠の設置と取り
外しに時間が掛かるなどの問題点があった。
【０００４】
　また先付けで鉄骨階段を設置する場合には、コンクリートを打設する階に上に延びる鉄
骨階段を組み立てなければならず、上の鉄骨階段を支持する仮設のサポート類が必要とな
り仮設部材が多くなる問題点があった。
【０００５】
【課題を解決する為の手段】
　この発明は、コンクリート床の型枠兼用の階段取付金物を使用することにより、前記従
来の問題点を改善することに成功したのである。
【０００６】
　即ちこの発明は、構築予定の床コンクリートの厚 一高さ

矩形板の下端に 直角方向へ仮設の
床用型枠 支持板を連設し、前記矩形板又は支持板
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の上に乗せて、前記鉄骨階段取付金物を前記床型枠に 前記鉄骨階段
取付金物を前記

前記鉄骨階段取付金物を堰板として 、コンク
リートの上縁を前記鉄骨階段取付金物の上縁に合わせて均し、

び取

さと同 であって、前記床コンク
リートの堰板として仮設の床用型枠の一部を構成する 、

の上に乗せて前記床用型枠に固定できる



の少なくとも一方に、インサート又はインサート取付け手段を形成すると共に、鉄骨階段
取付け手段を形成したことを特徴とする鉄骨階段の取付金物である。
【０００７】
　 た、前記において、矩形板の両側面の内、支持板を連設した一側面を床コンクリート
取付け側とし、他側面側を階段取付け側のとし、前記矩形板の一側面又は支持板上に、鉄
骨階段のささら桁と固定するための固定金物片を突設して鉄骨階段取付け手段を構成し、
前記矩形板で、該固定金物片に対応した位置に、開口を形成し、前記支持板に前記開口と
固定金物片とを囲う囲い枠を固定したことを特徴とする鉄骨階段の取付金物である
【０００８】
　また、他の発明は、

以下の工程をとることを特徴
とした鉄骨階段の取付け方法である。
（１）前記鉄骨階段の上端部に取り付けた 構築予定階のコンクリート
用の床型枠 固定して、

床型枠の一部とし、
（２） 構築予定階にコンクリートを打設して

前記鉄骨階段取付金物のインサートを埋設し、構築予定階にコンクリート床を造成する。
【０００９】
　また、他の発明は、

以下の
工程をとることを特徴とした鉄骨階段の取付け方法である。
（１） 前記第１の骨
階段の上端部を 取り付け、 コンクリー
ト用の中間踊り場型枠 固定
して、前記鉄骨階段取付金物を 中間踊り場型枠の一部とし、
（２） 中間踊り場階のコンクリートの打設後、あるい
は打設前に 前記中間踊り場型枠上
の鉄骨階段取付金物の他側に、前記第２の鉄骨階段の下端部を固定すると共に、

鉄骨階段取付金物を、構築予定階のコンクリート用の床
型枠 に固定して、

床型枠の一部とし、
（３） 構築予定階にコンクリートを打設して

前記鉄骨階段取付金物のイ
ンサートを埋設し、構築予定階にコンクリート床を造成する。
【００１０】
　前記発明において、取付金物は、下側の鉄骨階段のみを固定した状態で現場に搬入設置
し、ついで前記取付金物へ、上の階段の下端を固定する。上の階段については、下の階の
コンクリート床のコンクリートを打設前又は打設後に設置するもので、その前後は専ら建
造物の状態によって定める。
【００１１】
　また、前記発明における取付金物と、インサートとの固定は、ボルトナットを使用し、
又は溶接その他従来知られている固定手段は何れも使用することができる。またインサー
トの形状構造について特に制約はない。
【００１２】
　また、取付金物は、型枠の一部として使用した後、そのまま階段支持部材として残留す
るので、階段の取付け部の補強になることは勿論、型枠を堅固に保持し、かつ前記のよう
に上下階段の連結部材ともなる。
【００１３】
　また、取付金物の上端面により床コンクリートの上縁を設定することができる。
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ま

。

階段構築位置で、前記鉄骨階段の下端部を既設階の床に固定し、前
記鉄骨階段の上端部を構築予定階に配置する工法であって、

鉄骨階段取付金物を
の上に乗せて、前記鉄骨階段取付金物を前記床型枠に 前記鉄骨階段

取付金物を前記
前記鉄骨階段取付金物を堰板として 、コンク

リートの上縁を前記鉄骨階段取付金物の上縁に合わせて均し、

階段構築位置で、半階分の第１の鉄骨階段の下端部を既設階の床に
固定し、半階分の第２の鉄骨階段の上端部を構築予定階に配置する工法であって、

前記第１の鉄骨階段の上端部を構築予定の中間踊り場階に配置して、
鉄骨階段取付金物の一側に 該鉄骨階段取付金物を、

の上に乗せて、前記鉄骨階段取付金物を前記中間踊り場型枠に
前記

前記鉄骨階段取付金物を堰板として
、前記第２の鉄骨階段上端部を構築予定階に配置して、

前記第２
の鉄骨階段の上端部に取り付けた

の上に乗せて、前記鉄骨階段取付金物を前記床型枠 前記鉄骨階段取付金
物を前記

前記鉄骨階段取付金物を堰板として 、コンク
リートの上縁を前記鉄骨階段取付金物の上縁に合わせて均し、



【００１４】
【発明の実施の形態】
　構築予定の床（コンクリート）の厚さと同一高さの縦方向の矩形板１の下端に横方向の
支持板２を連設する。矩形板１の表面１ｂに、鉄骨階段２０固定用の固定金物片３、４を
縦に固着する。矩形板１の透孔９、９に挿通したボルト７、７にＹ字状のインサート６を
螺合固定する（図１（ｃ））。矩形板１の固定金物片３、４に透孔 、 を穿設し、
支持板２に、床用の型枠２４に固定する為の釘孔８、８を穿設して、取付金物５とする（
図１（ａ）（ｂ））。
【００１５】
　また、装置の発明は、１階分の鉄骨階段の上下端部に取付金物５を連結し、前記取付金
物５のインサート６をコンクリート製の床へ埋設して鉄骨階段を固定したものである。鉄
骨階段を２つに分割した場合には、下側の鉄骨階段の下端部に取付金物５が固定され、上
側の鉄骨階段の上端部に取付金物５が固定される。中間踊り場を鉄骨階段とせずに、現場
打ちコンクリート製とする場合には、更に中間踊り場用の取付金物５が、下側の鉄骨階段
の上端部、上側の鉄骨階段の下端部に夫々固定される。
【００１６】
【実施例１】
　この発明の取付金物５の実施例を図１、２、１２に基づいて説明する。
【００１７】
　鋼板を屈曲して、構築予定の床コンクリートの厚さと同一高さの矩形板１の下端に直角
方向へ支持板２が連設した構造を形成する。前記矩形板１の表面で、支持板２側の表面を
表面１ａとし、支持板２の反対側の表面を表面１ｂとする。矩形板１の表面１ａと支持板
２の上面と間に矩形板１と支持板２との角度を保つ為のリブ１６が架設固定されている（
図１（ｂ））。前記リブ１６は、矩形板１と支持板２との隅部付近は、コンクリートが流
れるように、切欠き１６ａが形成されている（図１（ｃ））。
【００１８】
　前記矩形板１の表面１ｂの両端部へ鉄骨階段２０と固定する為の固定金物片３、３を縦
に固着し、同じく中央部へ固定金物片４を縦に固着する。また、前記矩形板１に、横方向
に適宜間隔を設けて、透孔９、９を穿設する。前記矩形板１の一側の表面１ａ側に、Ｙ字
状のインサート６を配置し、他側の表面１ｂ側から前記透孔９、９に挿入したボルト７、
７で、インサート６を固定する（図１（ｃ））。
【００１９】
　また、前記矩形板１の固定金物片３、４に、鉄骨階段のささら桁と固定する為に、ささ
ら桁の透孔と連通する透孔１０、１０を穿設する。また、前記支持板２に、床用の型枠２
４と支持板２とを固定する為の釘孔８、８を適宜間隔で穿設する。以上のようにして、取
付金物５を構成する（図１（ａ）（ｂ））。
【００２０】
　前記実施例においてインサート６は先端をＹ字状に成形して構成したが、ボルト状金具
１３に適宜長さのＵ字状の鉄筋２１を係止し、透孔９を貫通したボルト状金具１３の螺糸
部にナット１４を螺合することもできる（図１（ｄ））。
【００２１】
　また、前記実施例において、インサート６、Ｕ字状の鉄筋２１を使用した場合には、溶
接作業が無いので、矩形板１に歪みが生じることがなく好ましいが、矩形板１の溶接によ
りインサート用の鉄筋３５、３５を溶接して固着することもできる（図１２（ｂ））。
【００２２】
　また、前記実施例において、矩形板１と支持板２との間に、リブ１６を設けて補強、保
形したが、リブ１６に代えて、矩形板１と支持板２とに、斜めに配置した鉄筋３５ａの両
端部を溶接固着することもできる（図１２（ａ）（ｂ））。
【００２３】
　また、前記実施例において、鉄骨階段２０のささら桁１７の透孔１８と連通する透孔１
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０、１０を穿設した固定金物片３、４を固着したが、他の構成とすることもできる（図２
、図１２）。
【００２４】
　即ち、鉄骨階段２０のささら桁１７、１７間に、透孔３２、３２を穿設した山形鋼３１
を架設固定し（図１２（ｂ））、取付金物５の矩形板１の表面１ｂに、該透孔３２、３２
に対応した透孔３４を穿設した山形鋼片からなる固定金物片３３、３３を固定して構成す
る（図２（ａ）（ｂ）、図１２（ｂ））。この場合、鉄骨階段２０の山形鋼３１のフラン
ジを、取付金物５の固定金物片３３、３３に載置して、透孔３２、３４間にボルト１１を
挿通して、ナット１２を螺合緊結して、鉄骨階段２０と取付金物５とを固定する（図１２
（ａ））。
【００２５】
【実施例２】
　次に、図３～図８、図１３に基づきこの発明の構築方法について説明する。
【００２６】
［鉄骨階段の構成］
【００２７】
　階段状に配置した踏み板１９、１９の両端部を、鋼板製のささら桁１７、１７で挟んで
固定して、鉄骨階段２０を構成する。前記ささら桁１７の床躯体（取付金物）に固定する
部分に透孔１８、１８を穿設してある。また、ささら桁１７の他側に固定できる、鋼板製
の中間踊り場２１を用意する。また、前記踏み板１９は、モルタル系材質の踏み板を、階
段状に屈曲した薄い鋼板でサンドイッチして構成されている。
【００２８】
　前記鉄骨階段２０は、半階分を形成し、２つの鉄骨階段２０、２０及び中間踊り場２１
を組み合わせて、１階分の階段を構成する。
【００２９】
　また、構築現場に搬入される前に予め工場で、あるいは構築現場に搬入後に、鉄骨階段
２０Ｂのささら桁１７の上端部に、取付け金具５を固定する。即ち、取付け金具５の固定
金具３、４をささら桁１７、１７に添わせ、透孔１０、１８にボルト１１を挿入して、ナ
ット１２で螺合緊結して行う。この際、取付け金具５の一側５ａに鉄骨階段２０Ｂが固定
され、他側５ｂは、鉄骨階段は設けられていない（図４等）。
【００３０】
　前記実施例において、鉄骨階段２０Ａ、２０Ｂと中間踊り場２１とから階段を構成した
が、踏み段部と中間踊り場片とが一体となった鉄骨階段２０Ａ、２０Ｂを使用することも
できる（図示していない）。この場合、両中間踊り場片で、中間踊り場を構成する。
【００３１】
［構築方法］
【００３２】
（１）　基準階（既設階）Ｆ０ では、取付金物５の一側５ａに下方に向けた鉄骨階段２０
が固定された状態で、コンクリート製の床２３が構築されている（図１３（ａ）、図３、
図８（ａ）（ｂ））。
【００３３】
（２）　構築予定階Ｆ１ （Ｆ０ の次階）を構築する為の床用の型枠２４をはじめとした型
枠及び鉄筋を従来の方法により構築する。この際、例えば床用の型枠２４は、水平に配置
したバタパイプ３６、３７を介して、サポート３８、３８で支持する（図５、図７、図８
）。
【００３４】
　また、前記床用の型枠２４及び鉄筋の構築に並行して、あるいは構築後に、構築予定階
Ｆ１ （Ｆ０ の次階）に向かう一側の鉄骨階段２０Ａ、中間踊り場２１、他側の鉄骨階段２
０Ｂを配置する（図１３（ａ））。前記他側の鉄骨階段２０Ｂの上端（次階との連結部）
に、取付金物５の一側５ａが固定されている。
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【００３５】
（３）　一側の鉄骨階段２０Ａの下端部のささら桁１７を、基準階Ｆ０ （既設）の取付金
物５の他側５ｂに、ボルト１１、ナット１２で固定すると共に、鉄骨階段２０Ａ他側及び
鉄骨階段２０Ｂの下端部に中間踊り場２１をボルトナットで固定する。また、鉄骨階段２
０Ｂの取付金物５を構築予定階Ｆ１ の床用の型枠２４に上に乗せ、支持板２の釘孔８、８
から釘を打ち付け、取付金物５と床用型枠２４とを固定する（図１３（ｂ））。この際、
床用型枠２４の上面の墨出し位置に合わせるだけで、容易に取付金物５（鉄骨階段２０Ｂ
）を正確な位置に配置することができる。また、中間踊り場２１の下面を、ボックス型サ
ポート２５で支持する。
【００３６】
　以上の作業により、鉄骨階段２０Ａ、２０Ｂは、架設され、作業階段として使用するこ
ともできる。この際、取付金物５の矩形板１が堰板として、床用型枠の一部として機能す
るので、階段部分の床用型枠の構築が軽減される。また、中間踊り場２１を支持するサポ
ートのみで、鉄骨階段２０Ａ、２０Ｂを支持する為のサポート類を不要にできるので、躯
体及び鉄骨階段を構築する為の仮設作業を大幅に削減できる。
【００３７】
（４）　次に、床用型枠２４を初めとした型枠上に、コンクリートを打設する（図１３（
ｃ））。この際、取付金物５の矩形板１の上縁１ｃを定規として、未だ固まらないコンク
リートの上面２３ａを均すことができるので、コンクリート打設・均し作業を軽減できる
（図７（ａ）（ｂ））。また、取付金物５の他側５ｂに上階に向かう鉄骨階段２０が接合
されていないが、矩形板１で塞ぐので、コンクリートの打設に支障が無い（図４）。
【００３８】
　また、前記において、中間踊り場２１は、端部に貫通したアンカー鉄筋２２が、コンク
リート製の階段室壁２６内に埋設されて、躯体に固定される（図６（ａ））。図６（ａ）
中で、２７は階段室壁用の鉄筋である。
【００３９】
（５）　コンクリートが固化発現後、床用型枠２４を初め、不要な型枠、サポート３８等
を取り外せば、次階Ｆ１ のコンクリート製床２３を初めとした躯体の構築が完了する（図
１３（ｄ））。
【００４０】
　ここで、取付金物５のインサート６、６がコンクリート内に埋設されるので、取付金物
５を介して、鉄骨階段２０Ａ、２０Ｂが躯体に固定される。また、取付金物５は打ち込み
型枠として残置され、コンクリート製床２３の下面端部が取付金物５で補強されるので、
該部を補強できる。また、前記取付金物５から下方に突出した釘は、従来の方法により切
断する。
【００４１】
（６）　以上で、鉄骨階段の構築が完了する（図４、図５）。次階の鉄骨階段２０Ｃ等も
同様に組み立てる（図４）。
【００４２】
【実施例３】
　図９～図１１、図１４に基づきこの発明の階段の構築方法の他の実施例を説明する。前
記実施例２では、既製の鉄骨製の中間踊り場２１を使用したが、この実施例では、中間踊
り場も鉄筋コンクリート製として、現場で構築する実施例である。
【００４３】
（１）　基準階（既設階）Ｆ０ では、取付金物５の一側５ａに下方に向けた鉄骨階段２０
が固定された状態で、コンクリート製の床２３が構築されている（図１４（ａ）、図９、
図８（ａ）（ｂ））。
【００４４】
（２）　構築予定の中間踊り場階Ｆ０ － １ （Ｆ０ とＦ１ の中間階）を構築する為の踊り場
用の型枠２９をはじめとした型枠及び鉄筋を従来の方法により構築する。この際、例えば
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床用の型枠２４は、水平に配置したバタパイプ３６、３７を介して、サポート３８、３８
で支持する（図１１）。
【００４５】
　また、前記型枠２９及び鉄筋の構築に平行して、あるいは構築後に、構築予定のＦ０ －

１ 階に向かう一側の鉄骨階段２０Ａを配置する（図１４（ａ））。前記他側の鉄骨階段２
０Ｂの上端（次階との連結部）に、取付金物５の一側５ａが固定されている。
【００４６】
（３）　前記実施例２と同様に、鉄骨階段２０Ａの下端部のささら桁１７を、基準階Ｆ０

（既設）の取付金物５にボルト１１、ナット１２で固定すると共に、鉄骨階段２０Ａの取
付金物５を構築予定の踊り場階Ｆ０ － １ の型枠２９上に乗せ、支持板２の釘孔８、８から
釘を打ち付け、取付金物５と とを固定する（図１４（ｂ））。この際、型枠２９
の上面の墨出し位置に合わせるだけで、容易に取付金物５（鉄骨階段２０Ａ）を正確な位
置に配置することができる。
【００４７】
（４）　次に、型枠２９を初めとした型枠上に、コンクリートを打設して中間踊り場２８
を構築する（図１４（ｃ））。また、Ｆ０ － １ 階の取付金物５の他側５ｂに上階に向かう
鉄骨階段２０Ｂが接合されていないが、矩形板１で塞ぐので、コンクリートの打設に支障
が無い。
【００４８】
　また、前記実施例２では、中間踊り場を支持する為のボックス型のサポートを仮設した
が、この実施例では、中間踊り場も現場打ちコンクリートとする。従って、躯体構築用の
型枠のみで、鉄骨階段２０Ａ、２０Ｂを支持する為だけのサポート類を一切不要とするこ
とができる。
【００４９】
（５）　前記中間踊り場Ｆ０ － １ 階のコンクリートを打設した後、上端（次階との連結部
）に、取付金物５の一側５ａが固定されている鉄骨階段２０Ｂを配置する（図１４（ｃ）
）。
【００５０】
（６）　鉄骨階段２０Ａの中間踊り場Ｆ０ － １ 階の取付金物５の他側５ｂに、他側の鉄骨
階段２０Ｂの下端を同様にして、ボルト１１、ナット１２で固定するとと共に、鉄骨階段
２０Ｂの取付け金具５を構築予定階Ｆ１ の床用の型枠２４上に乗せ、支持板２の釘孔８、
８から釘を打ち付け、取付金物５と床用型枠２４とを固定する（図１４（ｄ））。この際
、例えば床用の型枠２４は、水平に配置したバタパイプ３６、３７を介して、サポート３
８、３８で支持する（図１１）。
【００５１】
（７）　次に、床用型枠２４を初めとした型枠上に、コンクリートを打設する（図１４（
ｅ））。この際、取付金物５の矩形板１の上縁１ｃを定規として、未だ固まらないコンク
リートの上面２３ａを均すことができる。また、取付金物５の他側５ｂに上階に向かう鉄
骨階段２０が接合されていないが、矩形板１で塞ぐので、コンクリートの打設に支障が無
い。
【００５２】
（８）　コンクリートが固化発現後、床用型枠２４を初め、不要な型枠、サポート３８等
を取り外せば、次階Ｆ１ のコンクリート製床２３を初めとした躯体の構築が完了する（図
１４（ｆ）、図１１）。
【００５３】
　また前記実施例２と同様に、取付金物５、５のインサート６、６がコンクリート内に埋
設されるので、取付金物５を介して、鉄骨階段２０Ａ、２０Ｂが躯体に固定される。また
、取付金物５は打ち込み型枠として残置され、コンクリート製床２３の下面端部が取付金
物５で補強されるので、該部を補強できる。また、前記取付金物５から下方に突出した釘
は、従来の方法により切断する。
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【００５４】
（９）　以上で、鉄骨階段の構築が完了する（図１１、図９）。次階の鉄骨階段２０Ｃ等
も同様に組み立てる（図１０）。
【００５５】
（１０）他の実施例
　前記実施例において、前記中間踊り場Ｆ０ － １ 階のコンクリートを打設した後に、鉄骨
階段２０Ｂを構築したが、鉄骨階段２０Ｂの構築は、前記中間踊り場Ｆ０ － １ 階のコンク
リートを打設する前後を問わない。従って、中間踊り場Ｆ０ － １ 階、次階Ｆ１ の鉄骨階段
、型枠等を構築した後に、中間踊り場Ｆ０ － １ 階、次階Ｆ１ の順にコンクリートを打設す
ることもできる。
【００５６】
【実施例４】
　この発明の取付金物５の実施例を図１５～図１７に基づいて説明する。
【００５７】
（１）　構築予定の床コンクリートの厚さと同一高さの矩形板１の下端を直角方向へ屈曲
して支持板２を連設する。矩形板１の表面で、支持板２側の表面を表面１ａとし、支持板
２の反対側の表面を表面１ｂとする（図１７（ｂ））。
【００５８】
（２）　支持板２の上面で、使用する予定の鉄骨階段２０のささら桁１７、１７の透孔１
８の位置に対応させて、固定金物片３（外周側）、固定金物片４（中央側）を突設する。
固定金物片３、４は、上り側の鉄骨階段２０、下り側の鉄骨階段２０に対応させて、支持
板２の長さ方向で、両側に夫々設置される。固定金物片３、４には、鉄骨階段２０のささ
ら桁１７、１７の透孔１８の位置に対応させて、透孔１０、１０が穿設されている（図１
７（ａ）（ｃ）、図１８）。
【００５９】
　矩形板１に、固定金物片３、４の位置に対応させて、開口５１、５４を形成する。開口
５１、５４は、ささら桁１７の接合端部（透孔１８側）を挿入できる形状、大きさで形成
する。開口５１は、外周側の固定金物片３に対応して夫々１つづつ形成し、開口５４は、
中央側の固定金物４、４の両方に対応して１つ形成する（図１５（ａ）（ｂ））。
【００６０】
　開口５１に臨む矩形板１の縦端縁５２と、固定金物片３のささら桁との当接面５３を、
鉄骨階段２０との接合のため、鉛直方向の面で面一に形成する（図１５（ａ）（ｂ）、図
１６（ａ））。同様に、開口５４に臨む矩形板１の縦端縁５５と、固定金物片４のささら
桁との当接面５６を、鉛直方向の面で面一に形成する（図１５（ａ）（ｂ）、図１６（ｂ
））。
【００６１】
　支持板２の上面に、固定金物片３及び開口５１を囲う平面「コ」字状の囲い枠６０を固
定し、囲い枠６０の開放側の端縁６０ｂを、矩形板１の表面１ａに固定する。また、支持
板２の上面に、固定金物片４、４及び開口５４を囲う平面「コ」字状の囲い枠６４を固定
し、囲い枠６４の開放側の端縁６４ｂを、矩形板１の表面１ａに固定する。囲い枠６０は
、矩形板１に直角に固定される側面板６１、６１と、矩形板１と並行で両側板６１、６１
を結ぶ裏面板６２とから構成される（図１６（ａ））。同様に、囲い枠６４は夫々、矩形
板１に直角に固定される側面板６５、６５と、矩形板１と並行で両側板６５、６５を結ぶ
裏面板６６とから構成される（図１６（ｂ））。
【００６２】
　ここで、囲い枠６０、６４の上縁６０ａ、６４ａと、矩形板１の上縁１ｃとは、同一高
さで形成される（図１７（ａ）～（ｃ））。また、囲い枠６０、６０の外側の側面板６１
と、支持板２及び矩形板１の外側の端縁とは面一に形成される（図１６（ａ）（ｂ））。
【００６３】
　また、囲い枠６０、６４の裏面板６２、６６と、支持板２の自由端５８とは、所定間隙
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（長さＬ１ ）６８が形成され、支持板２の上面が露出している（図１６（ａ）（ｂ））。
【００６４】
（３）　矩形板１の表面１ａで、固定金物片３、４に近接した位置に、ボルトからなるイ
ンサート６を略水平に突設する。また、矩形板１の表面１ａで、他の位置に適宜インサー
ト６、６を突設する。
【００６５】
　また、矩形板１の表面１ａと支持板２の上面と間に、矩形板１と支持板２との角度を保
つ為のリブ１６が架設固定されている（図１５（ｃ）、図１７（ｂ））。前記リブ１６は
、コンクリートが流れるように、切欠き１６ａが形成されている（図１７（ｂ））。
【００６６】
　また、支持板１の上面で、囲い枠６４に囲まれた部分に、螺杆（軸を上に向けたボルト
）６９、６９を立設固定する（図１６（ｂ）、１７（ｃ）、図１５（ａ）（ｂ））。螺杆
６９、６９は、開口５４を塞ぐ塞ぎ板７０を取り付けるために使用する。
【００６７】
　また、支持板２に、床用の型枠２４と支持板２とを固定する為の釘孔８、８を適宜間隔
で穿設する（図１５（ａ））。以上のようにして、取付金物５を構成する（図１５（ａ）
（ｂ）（ｃ））。
【００６８】
（４）　尚、前記実施例において、固定金物片３、４は、一辺を支持板２の上面に固定し
たが、更に、他の辺を矩形板１の表面１ａに固定することもできる。また、固定金物片３
、４は、同様の位置に配置して、矩形板１の表面１ａのみに固定することもできる（いず
れも図示していない）。
【００６９】
【実施例５】
　図１８～図２３、図１４に基づきこの発明の階段の構築方法の実施例を説明する。前記
実施例３の構築方法に、実施例４の取付金具５を適用し、中間踊り場も鉄筋コンクリート
製として、現場で構築する実施例である。
【００７０】
［鉄骨階段の構成］
【００７１】
　階段状に配置した踏み板１９、１９の両端部を、鋼板製のささら桁１７、１７で挟んで
固定して、鉄骨階段２０を構成する。ささら桁１７の床躯体（取付金物５の固定金物片３
、４）に固定する部分に透孔１８、１８を穿設してある。また、透孔１８に近傍した位置
で、ささら桁１７、１７間に、取付金物５の矩形板１に当接できる前面板７５を架設固定
してある。また、踏み板１９は、モルタル系材質を成型して形成してある。
【００７２】
　前記鉄骨階段２０は、半階分を形成し、２つの鉄骨階段２０、２０を組み合わせて、１
階分の階段を構成する。
【００７３】
　また、構築現場に搬入される前に予め工場で、あるいは構築現場に搬入後に、鉄骨階段
２０Ｂ、２０Ａのささら桁１７の上端部に、取付け金具５の一側５ａを固定する。即ち、
ささら桁１７、１７の透孔１８側を、取付け金具５の開口５１、５４に挿入し、固定金具
３、４の透孔１０とささら桁１７の透孔１８とにボルト１１を挿入して、ナット１２で螺
合緊結して行う（図１８、図１９）。この際、取付け金具５の一側５ａに鉄骨階段２０Ｂ
が固定され、他側５ｂは、鉄骨階段は設けられていない（図４等参照）。
【００７４】
［構築方法］
【００７５】
（１）　基準階（既設階）Ｆ０ では、取付金物５の一側５ａに下方に向けた鉄骨階段２０
が固定された状態で、コンクリート製の床２３が構築されている（図１４（ａ）、図１８
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、図２１）。
【００７６】
（２）　構築予定の中間踊り場階Ｆ０ － １ （Ｆ０ とＦ１ の中間階）を構築する為の踊り場
用の型枠２９をはじめとした型枠及び鉄筋を従来の方法により構築する。この際、例えば
床用の型枠２４は、水平に配置した木製角材７３、７４を介して、サポート３８、３８で
支持する（図２３参照）。
【００７７】
　また、前記型枠２９及び鉄筋の構築に平行して、あるいは構築後に、構築予定のＦ０ －

１ 階に向かう一側の鉄骨階段２０Ａを配置する（図１４（ａ）、図１９、図２０）。前記
他側の鉄骨階段２０Ｂの上端（次階との連結部）に、取付金物５の一側５ａが固定されて
いる。
【００７８】
（３）　前記実施例２と同様に、鉄骨階段２０Ａのささら桁１７の下端部を、基準階Ｆ０

（既設）の取付金物５の固定金物片３、４に、透孔１０、１８を挿通したボルト１１、ナ
ット１２で固定すると共に、鉄骨階段２０Ａの取付金物５を構築予定の踊り場階Ｆ０ － １

の型枠２９上に乗せ、支持板２の釘孔８、８から釘を打ち付け、取付金物５と と
を固定する（図１４（ｂ））。この際、型枠２９の上面の墨出し位置に合わせるだけで、
容易に取付金物５（鉄骨階段２０Ａ）を正確な位置に配置することができる。
【００７９】
（４）　次に、型枠２９を初めとした型枠上に、コンクリートを打設して中間踊り場２８
を構築する（図１４（ｃ））。また、この際、Ｆ０ － １ 階の取付金物５の他側５ｂに、上
階に向かう鉄骨階段２０Ｂが接合されていないが、矩形板１及び囲い枠６０、６４で塞ぐ
ので、コンクリートを打設してもコンクリートが漏れるおそれが無い。
【００８０】
　また、この実施例では、中間踊り場２８も現場打ちコンクリートとするので、躯体構築
用の型枠のみで、鉄骨階段２０Ａ、２０Ｂを支持する為だけのサポート類を一切不要とす
ることができる。
【００８１】
（５）　前記中間踊り場Ｆ０ － １ 階のコンクリートを打設した後、上端（次階との連結部
）に、取付金物５の一側５ａが固定されている鉄骨階段２０Ｂを配置する（図１４（ｃ）
、図２２参照）。
【００８２】
（６）　鉄骨階段２０Ａの中間踊り場Ｆ０ － １ 階の取付金物５の他側５ｂの固定金物片３
、４に、他側の鉄骨階段２０Ｂの下端を同様にして、透孔１０、１８を挿通したボルト１
１、ナット１２で固定するとと共に、鉄骨階段２０Ｂの取付け金具５を構築予定階Ｆ１ の
床用の型枠２４上に乗せ、支持板２の釘孔８、８から釘を打ち付け、取付金物５と床用型
枠２４とを固定する（図１４（ｄ））。この際、例えば床用の型枠２４は、水平に配置し
た木製角材７３、７４を介して、サポート３８、３８で支持する（図２３参照）。
【００８３】
（７）　次に、床用型枠２４を初めとした型枠上に、コンクリートを打設する（図１４（
ｅ））。この際、取付金物５の矩形板１の上縁１ｃ及び囲い枠６０、６４の上縁６０ａ、
６４ａを定規として、未だ固まらないコンクリートの上面２３ａを均すことができる。ま
た、取付金物５の他側５ｂに上階に向かう鉄骨階段２０Ｃが接合されていないが、矩形板
１及び囲い枠６０、６４で塞ぐので、コンクリートを打設してもコンクリートが漏れるお
それが無い（図２３参照）。
【００８４】
（８）　コンクリートが固化発現後、床用型枠２４を初め、不要な型枠、サポート３８等
を取り外せば、次階Ｆ１ のコンクリート製の床２３を初めとした躯体の構築が完了する（
図１４（ｆ）、図２２、２３）。
【００８５】
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　また、前記実施例２等と同様に、取付金物５、５のインサート６、６がコンクリート内
に埋設されるので、取付金物５を介して、鉄骨階段２０Ａ、２０Ｂが躯体に固定される。
また、取付金物５は打ち込み型枠として残置され、コンクリート製床２３の下面端部が取
付金物５で補強されるので、該部を補強できる。また、前記取付金物５から下方に突出し
た釘は、従来の方法により切断する。
【００８６】
（９）　また、適宜の段階で（固定金物片３、４に鉄骨階段のささら桁１７が固定された
以降であれば良い）、開口５４に塞ぎ板７０を配置し、金具７１の透孔７２、７２に螺杆
６９、６９に挿通して、これにナットを螺合緊結して、取付金物５に塞ぎ板７０を固定す
る。続いて、囲い枠６０、６４内にコンクリート（モルタル）を充填し、固定金物片３、
４及びささら桁１７との接合部をコンクリート内に埋設する。この際、囲い枠６０側では
、鉄骨階段２０の前面板（ささら桁１７、１７間に架設固定してある）７５が開口５１を
塞ぎ、囲い枠６４側では、塞ぎ板７０が開口５４を塞ぐので、充填したコンクリートが漏
れるおそれがない。
【００８７】
（１０）　以上で、鉄骨階段の構築が完了する（図２２、２３）。次階の鉄骨階段２０Ｃ
等も同様に組み立てる。尚、図中２３ｂは、床仕上げ面である。
【００８８】
（１１）　前記において、固定金物片３、４を矩形板１の表面１ａに（踊り場側に向けて
）固定したので、表面１ｂに固定した実施例１の場合に比べて、固定金物片３、４に鉄骨
階段２０を固定した場合、仮設中（床コンクリートを打設しコンクリートが固化発現まで
）に、取付金物５が鉄骨階段側に回転するおそれをより防止して、より安定して鉄骨階段
２０を保持できる。また、固定金物片３、４やささら桁１７の接合部分、固定したボルト
・ナットがコンクリート内に埋まるので、完成後に、接合部分が露出せず、とりわけ、階
段の裏面側からの外観が意匠的に優れるものとなる。更に、固定金物片３、４とささら桁
１７との接合作業が、踊り場側（床型枠２４側）ででき、更に下方に向けての作業となる
ので、接合作業がし易い。また、鉄骨階段２０側に接合作業用の開口も不要となる。
【００８９】
（１２）他の実施例
　前記実施例において、前記実施例３と同様に、前記中間踊り場Ｆ０ － １ 階のコンクリー
トを打設した後に、鉄骨階段２０Ｂを構築したが、鉄骨階段２０Ｂの構築は、前記中間踊
り場Ｆ０ － １ 階のコンクリートを打設する前後を問わない。従って、中間踊り場Ｆ０ － １

階、次階Ｆ１ の鉄骨階段、型枠等を構築した後に、中間踊り場Ｆ０ － １ 階、次階Ｆ１ の順
にコンクリートを打設することもできる。
【００９０】
　また、前記実施例では、中間踊り場を現場打ちのコンクリート構造としたが、実施例２
（図１３）のように、既製の鋼製で形成することもできる（図示していない）。
【００９１】
【発明の効果】
　この発明は、鉄骨階段の端部へ取付金物を固定し、該取付金物を型枠の一部に使用でき
るので、一種の捨型枠となり、寸法精度を容易に保ち得ると共に、型枠の構成が容易とな
り、かつ型枠解体の労力を節減できる効果がある。
【００９２】
　また、この発明の取付金物では、矩形板を打設予定の床コンクリートの厚みとほぼ同一
の高さに形成したので、矩形板の上縁を定規として、容易にコンクリートの均し作業がで
きる効果がある。
【００９３】
　また、この発明は、床用の型枠の一部を構成する取付金物を使用して、鉄骨階段を取付
けることができるので、鉄骨階段を踏み段部分のみから構成し、階段接続部分の床（フロ
ア踊り場、中間踊り場）を現場打ちコンクリート構造として、容易に鉄骨階段を施工する
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ことができる。よって、柱や梁の位置に合わせてオーダー・メイドで設計生産しなければ
ならなかった階段接続部分の床（フロア踊り場、中間踊り場）を分離して、踏み段部分を
構成できる。従って、踏み段部分のみからなる鉄骨階段を、階高と階段巾との条件のみで
設計できるので、鉄骨階段をレディー・メイドとして設計生産できるので、現場工期の短
縮を図ることができる。また、レディー・メイドとして設計生産できるので、鉄骨階段を
通常の商品と同様にインターネットを通じた注文販売として取り扱うこともできる効果が
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）は、この発明の取付金物の実施例の斜視図である。
（ｂ）同じく平面図である。
（ｃ）同じく実施例の一部拡大側面図である。
（ｄ）同じくインサートの他の実施例の一部拡大側面図である。
【図２】（ａ）この発明の取付金物の他の実施例の斜視図である。
（ｂ）同じく平面図である。
【図３】　同じく中間踊場を鉄骨階段とした実施例で、一部を省略した平面図であって、
基準階Ｆ０ を表す。
【図４】　同じく一部を省略した平面図で、構築する階Ｆ１ を表す。
【図５】　図３のＡ－Ａ線における断面図である。
【図６】（ａ）図３のＢ－Ｂ線における拡大断面図である。
（ｂ）図３のＣ部拡大図である。
【図７】（ａ）同じく図４のＤ－Ｄ線における拡大断面図である。
（ｂ）同じく図４のＥ－Ｅ線における拡大拡大図である。
【図８】（ａ）同じく図３のＧ－Ｇ線における拡大断面図である。
（ｂ）同じく図３のＨ－Ｈ線における拡大断面図である。
【図９】　この発明の他の実施例で、中間踊場を現場打ちコンクリート構造とした実施例
の一部を省略した平面図で、基準階Ｆ０ を表す。
【図１０】　同じく一部を省略した平面図で、構築する階Ｆ１ を表す。
【図１１】　図９のＩ－Ｉ同じく線における断面図である。
【図１２】　この発明の他の取付金物を使用した実施例で、図３のＧ－Ｇ線における断面
図で（ａ）は鉄骨階段を接合した後、（ｂ）は、鉄骨階段を接合前を夫々表す。
【図１３】（ａ）～ (ｄ )はこの発明の階段の取付け方法を説明する図である。
【図１４】（ａ）～ (ｆ )はこの発明の階段の他の取付け方法を説明する図である。
【図１５】この発明の実施例４の取付金物で、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）
は背面図を表す。
【図１６】（ａ）は図１５（ａ）のＪ部分拡大図、（ｂ）は図１５（ａ）のＫ部分拡大図
である。
【図１７】（ａ）は図１６（ａ）のＭ－Ｍ線における断面図、（ｂ）は同じくＮ－Ｎ線に
おける断面図、（ｃ）は図１６（ｂ）のＰ－Ｐ線における断面図を表す。
【図１８】実施例４、５で、取付金物に、鉄骨階段を接合した状態を表す平面図である。
【図１９】図１８のＱ－Ｑ線における拡大断面図である。
【図２０】図１８のＲ－Ｒ線における拡大断面図である。
【図２１】図１８のＳ－Ｓ線における拡大断面図である。
【図２２】この発明の実施例４、５により構築した階段の平面図である。
【図２３】同じく縦断面図である。
【符号の説明】
１　矩形板
２　支持板
３、４　固定金物片
５　取付金物
６　インサート
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７　ボルト（インサート固定用）
８　釘孔
９　透孔（インサート固定用）
１０　透孔（鉄骨階段固定用）
１１　ボルト（鉄骨階段固定用）
１２　ナット（鉄骨階段固定用）
１３　ボルト状金物
１４　ナット（ボルト状金物固定用）
１５　Ｕ字状鉄筋
１６　リブ
１７　ささら桁
１８　透孔（ささら桁）
１９　踏み板
２０、２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃ　鉄骨階段
２１　中間踊り場
２３　コンクリート製床
２４　床用型枠
２５　サポート
２６　階段室壁
２８　中間踊り場コンクリート床
２９　中間踊り場型枠
３１　山形鋼
３２　透孔
３３　固定金物片
３４　透孔
３５　鉄筋（アンカー）
３８　パイプサポート
５１、５４　開口
６０、６４　囲い枠
７０　塞ぎ板
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

(17) JP 3959517 B2 2007.8.15



【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】
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