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(57)【要約】
【課題】建物の本体外に設置された屋外付設部の外側に
位置する屋外構造体の上端を建物の本体上端部とほぼ同
等の高さまで延ばしても、屋外構造体の上端を簡易・軽
量・低コスト・外観性良好に支持できる構造を提供する
。
【解決手段】建物の本体外に設置された屋外付設部の外
側に屋外構造体１２が設けられており、その屋外構造体
１２は、上端が、建物１の本体上端部１Ｔとほぼ同等の
高さ位置となるように設けられており、その屋外構造体
１２の上端と、建物１の本体上端部１Ｔとが、頭つなぎ
部材１４で連結されている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の本体外に設置された屋外付設部の外側に屋外構造体が設けられており、
　前記屋外構造体は、上端が、前記建物の本体上端部とほぼ同等の高さ位置となるように
設けられており、
　前記屋外構造体の上端と、前記建物の本体上端部とが、頭つなぎ部材で連結されている
ことを特徴とする屋外構造体の上端支持構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の屋外構造体の上端支持構造において、
　前記屋外構造体は、上端が、前記建物の本体上端部とほぼ同等の高さ位置となるように
設けられた柱材と、前記柱材に沿って設けられるとともに、前記柱材に支持される屋外部
材と、を備えており、
　前記柱材の上端と、前記建物の本体上端部とが、前記頭つなぎ部材で連結されているこ
とを特徴とする屋外構造体の上端支持構造。
【請求項３】
　請求項２に記載の屋外構造体の上端支持構造において、
　前記頭つなぎ部材は、前記柱材の上端と、前記建物の本体上端部と、を連結するための
横つなぎ部材を備えることを特徴とする屋外構造体の上端支持構造。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の屋外構造体の上端支持構造において、
　前記屋外付設部には、
　前記建物の本体外側に設置される屋外階段と、
　前記建物の本体外側に設置されて、前記屋外階段の内側に配置された外廊下と、
　前記外廊下の上方に沿って設置された廊下屋根と、が備えられており、
　前記屋外構造体における前記柱材は、前記屋外階段の外側を支持する複数の階段支柱で
あり、
　前記階段支柱の上端と、前記廊下屋根とが前記頭つなぎ部材で連結されていることを特
徴とする屋外構造体の上端支持構造。
【請求項５】
　請求項４に記載の屋外構造体の上端支持構造において、
　前記廊下屋根は、前記建物の本体上端部から外側に突出するように設置された小屋部材
を含んで構成されており、
　前記階段支柱の上端と、前記小屋部材の突出端側とが前記頭つなぎ部材で連結されてい
ることを特徴とする屋外構造体の上端支持構造。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載の屋外構造体の上端支持構造において、
　前記頭つなぎ部材は、
　前記廊下屋根に固定されて垂下された縦つなぎ部材と、
　前記階段支柱の上端と前記縦つなぎ部材の下端とに固定された前記横つなぎ部材と、
から構成されることを特徴とする屋外構造体の上端支持構造。
【請求項７】
　請求項４又は５に記載の屋外構造体の上端支持構造において、
　前記外廊下の外側を支持して前記廊下屋根に上端が固定された廊下支柱が備えられてい
て、
　前記頭つなぎ部材は、前記階段支柱の上端と前記廊下支柱の上端とに固定された前記横
つなぎ部材であることを特徴とする屋外構造体の上端支持構造。
【請求項８】
　請求項４から７のいずれか一項に記載の屋外構造体の上端支持構造において、
　前記屋外構造体における前記屋外部材は、前記階段支柱に沿って設けられた縦方向のル
ーバーであることを特徴とする屋外構造体の上端支持構造。
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【請求項９】
　請求項８に記載の屋外構造体の上端支持構造において、
　前記複数の階段支柱の外側に沿って横方向の支持部材が固定されており、
　前記縦方向のルーバーは、前記横方向の支持部材に固定されていることを特徴とする屋
外構造体の上端支持構造。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一項に記載の屋外構造体の上端支持構造において、
　前記建物は、柱及び梁から形成された直方体の建物ユニットを組み上げて構築されてお
り、
　前記建物ユニットを組み上げて構築されたユニット建物の本体上端部から外側に突出す
る小屋パネルが設置され、
　前記屋外構造体の上端と、前記小屋パネルの突出端側とが前記頭つなぎ部材で連結され
ていることを特徴とする屋外構造体の上端支持構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の本体外に設置される屋外空間の外側に位置する屋外構造体の上端を支
持する構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１において、屋外に面する側に開口が形成されたベランダにおいて、その開口
を覆うように縦ルーバー（蒸散ルーバー）を建物躯体に取り付けた構造（冷却構造）が開
示されている。
　そして、特許文献２において、建物の１階部分に付設されたテラスの外周部分を壁で囲
み、テラスの上方には屋根を設けず、あるいは開閉式の簡易な屋根を設けるなどして開放
感を高めた、ロジアとも称される半屋外空間に、それを囲む壁の一部に大型の縦ルーバー
を設置し、その縦ルーバーの上端を梁型構造体に固定した構造が開示されている。
　また、特許文献３にユニット式建物のルーフバルコニーが開示され、特許文献４にユニ
ット式建物の外廊下及び外階段が開示されている。
　また、特許文献５において、建物のバルコニーの周部に立設した手摺支柱に手摺壁の上
方まで伸びる添え柱を接合し、その添え柱の上端に植栽受梁を架け渡した緑化構造が提案
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－６５４４５号公報
【特許文献２】特開２０１８－３４６２号公報
【特許文献３】特開２０１４－１４５１７５号公報
【特許文献４】特開２０１６－２０５６７号公報
【特許文献５】特開２０１７－１２７１９６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、特許文献３のようなルーフバルコニー、特許文献４のような外廊下や外階段、
特許文献５のようなバルコニーでは、その直上に建物躯体がないため、例えば目隠しのた
め、特許文献１・２のような縦ルーバー等の屋外部材を設ける場合、その屋外部材を建物
上端まで延ばすことができなかった。
【０００５】
　本発明の課題は、建物の本体外に設置される屋外付設部の外側に位置する屋外構造体の
上端を建物の本体上端部とほぼ同等の高さまで延ばしても、屋外構造体の上端を簡易・軽
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量・低コスト・外観性良好に支持できる構造を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以上の課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、例えば図１から図８に示すよう
に、
　建物１の本体外に設置された屋外付設部の外側に屋外構造体１２が設けられており、
　前記屋外構造体１２は、上端が、前記建物１の本体上端部１Ｔとほぼ同等の高さ位置と
なるように設けられており、
　前記屋外構造体１２の上端と、前記建物１の本体上端部１Ｔとが、頭つなぎ部材１４で
連結されている、屋外構造体の上端支持構造を特徴とする。
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、建物１の本体上端部１Ｔとほぼ同等の高さ位置となる
ように延ばされた屋外構造体１２の上端と、建物１の本体上端部１Ｔとが頭つなぎ部材１
４で連結された構造なので、建物１の本体上端部１Ｔとほぼ同等の高さまで延ばされた屋
外構造体１２の上端を、建物１の本体上端部１Ｔに対し連結する頭つなぎ部材１４によっ
て、簡易・軽量・低コスト・外観性良好に支持することできる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、例えば図１から図８に示すように、
　請求項１に記載の屋外構造体の上端支持構造において、
　前記屋外構造体は、上端が、前記建物１の本体上端部１Ｔとほぼ同等の高さ位置となる
ように設けられた柱材１２と、前記柱材１２に沿って設けられるとともに、前記柱材１２
に支持される屋外部材８と、を備えており、
　前記柱材１２の上端と、前記建物１の本体上端部１Ｔとが、前記頭つなぎ部材１４で連
結されていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明によれば、建物１の本体上端部１Ｔとほぼ同等の高さ位置となる
柱材１２の上端を、建物１の本体上端部１Ｔに対し頭つなぎ部材１４によって連結するこ
とができる。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、例えば図１から図８に示すように、
　請求項２に記載の屋外構造体の上端支持構造において、
　前記頭つなぎ部材１４は、前記柱材１２の上端と、前記建物１の本体上端部１Ｔと、を
連結するための横つなぎ部材１６を備えることを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載の発明によれば、建物１の本体上端部１Ｔとほぼ同等の高さ位置となる
柱材１２の上端を、建物１の本体上端部１Ｔに対し横つなぎ部材１６によって連結するこ
とができる。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、例えば図１から図８に示すように、
　請求項１から３のいずれか一項に記載の屋外構造体の上端支持構造において、
　前記屋外付設部には、
　前記建物１の本体外側に設置される屋外階段６・７と、
　前記建物１の本体外側に設置されて、前記屋外階段６・７の内側に配置された外廊下２
・３・４と、
　前記外廊下２・３・４の上方に沿って設置された廊下屋根５と、が備えられており、
　前記屋外構造体における前記柱材は、前記屋外階段６・７の外側を支持する複数の階段
支柱１２であり、
　前記階段支柱１２の上端と、前記廊下屋根５とが前記頭つなぎ部材１４で連結されてい
ることを特徴とする。
【００１３】
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　請求項４に記載の発明によれば、階段支柱１２の上端を、建物１の本体外側で屋外階段
６・７の内側に設置された外廊下２・３・４の上方に沿って設置された廊下屋根５に対し
、連結する頭つなぎ部材１４によって、簡易・軽量・低コスト・外観性良好に支持するこ
とできる。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、例えば図１から図４に示すように、
　請求項４に記載の屋外構造体の上端支持構造において、
　前記廊下屋根５は、前記建物１の本体上端部１Ｔ側から外側に突出するように設置され
た小屋部材５１を含んで構成されており、
　前記階段支柱１２の上端と、前記小屋部材５１の突出端側とが前記頭つなぎ部材１４で
連結されていることを特徴とする。
【００１５】
　請求項５に記載の発明によれば、階段支柱１２の上端を、廊下屋根５に含まれ、建物１
の本体上端部１Ｔ側から外側に突出するように設置された小屋部材５１の突出端側に対し
連結する頭つなぎ部材１４によって、簡易・軽量・低コスト・外観性良好に支持すること
できる。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、例えば図１から図４に示すように、
　請求項４又は５に記載の屋外構造体の上端支持構造において、
　前記頭つなぎ部材１４は、
　前記廊下屋根５に固定されて垂下された縦つなぎ部材１５と、
　前記階段支柱１２の上端と前記縦つなぎ部材１５の下端とに固定された前記横つなぎ部
材１６と、
から構成されることを特徴とする。
【００１７】
　請求項６に記載の発明によれば、廊下屋根５に固定されて垂下された縦つなぎ部材１５
と、その縦つなぎ部材１５の下端と階段支柱１２の上端とに固定された横つなぎ部材１６
と、から構成される頭つなぎ部材１４なので、その縦つなぎ部材１５及び横つなぎ部材１
６によって、階段支柱１２の上端を簡易・軽量・低コスト・外観性良好に支持することで
きる。
【００１８】
　請求項７に記載の発明は、例えば図１から図３、図６から図８に示すように、
　請求項４又は５に記載の屋外構造体の上端支持構造において、
　前記外廊下２・３・４の外側を支持して前記廊下屋根５に上端が固定された廊下支柱１
１が備えられていて、
　前記頭つなぎ部材１４は、前記階段支柱１２の上端と前記廊下支柱１１の上端とに固定
された前記横つなぎ部材１６であることを特徴とする。
【００１９】
　請求項７に記載の発明によれば、建物１の外廊下２・３・４の外側を支持して廊下屋根
５に上端が固定された廊下支柱１１の上端と、階段支柱１２の上端とに固定された横つな
ぎ部材１６による頭つなぎ部材１４なので、その横つなぎ部材１６によって、階段支柱１
２の上端を簡易・軽量・低コスト・外観性良好に支持することできる。
【００２０】
　請求項８に記載の発明は、例えば図１、図２、図４、図６、図８に示すように、
　請求項４から７のいずれか一項に記載の屋外構造体の上端支持構造において、
　前記屋外構造体における前記屋外部材は、前記階段支柱１２に沿って設けられた縦方向
のルーバー８であることを特徴とする。
【００２１】
　請求項８に記載の発明によれば、階段支柱１２の外側に沿って配置される縦方向のルー
バー８を、階段支柱１２を利用して支持することができる。
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【００２２】
　請求項９に記載の発明は、例えば図１、図２、図４、図６、図８に示すように、
　請求項８に記載の屋外構造体の上端支持構造において、
　前記複数の階段支柱１２の外側に沿って横方向の支持部材１８が固定されており、
　前記縦方向のルーバー８は、前記横方向の支持部材１８に固定されていることを特徴と
する。
【００２３】
　請求項９に記載の発明によれば、複数の階段支柱１２の外側に沿って固定された横方向
の支持部材１８に対し、縦方向のルーバー８を固定することができる。
【００２４】
　請求項１０に記載の発明は、例えば図３、図４から図１０に示すように、
　請求項１から９のいずれか一項に記載の屋外構造体の上端支持構造において、
　前記建物１は、柱及び梁から形成された直方体の建物ユニット１０１を組み上げて構築
されており、
　前記建物ユニット１０１を組み上げて構築されたユニット建物１の本体上端部１Ｔ側か
ら外側に突出する小屋パネル５１が設置され、
　前記屋外構造体１２の上端と、前記小屋パネル５１の突出端側とが頭つなぎ部材１４（
１６）で連結されていることを特徴とする。
【００２５】
　請求項１０に記載の発明によれば、建物ユニット１０１を組み上げて構築されたユニッ
ト建物１において、その本体上端部１Ｔ側から外側に突出して設置された小屋パネル５１
の突出端側と、屋外構造体１２の上端とに連結された頭つなぎ部材１４（１６）なので、
その頭つなぎ部材１４（１６）によって、屋外構造体１２の上端を簡易・軽量・低コスト
・外観性良好に支持することできる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、建物の本体外に設置される屋外付設部の外側に位置する屋外構造体の
上端を建物の本体上端部とほぼ同等の高さまで延ばしても、屋外構造体の上端を簡易・軽
量・低コスト・外観性良好に支持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明に係る屋外構造体の上端支持構造が適用される屋外空間の屋外階段及び外
廊下部分を示す概略平面図である。
【図２】図１の外廊下の外側に沿った概略正面図である。
【図３】図１の屋外階段及び外廊下部分の概略側面図である。
【図４】図３の三階部分の拡大図である。
【図５】図４の矢印Ａ部の拡大図である。
【図６】図２の廊下支柱が有る三階部分の拡大概略側面図である。
【図７】図６の矢印Ｂ部の拡大図である。
【図８】本発明を適用した建物の一例を示す外観正面図である。
【図９】建物ユニットの概略斜視図である。
【図１０】小屋パネルの概略平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
（実施形態）
　先ず、図８は本発明を適用した建物の一例としての外観を示すもので、図示のように、
建物１は三階建ての集合住宅であり、一階外廊下２、二階外廊下３及び三階外廊下４が備
えられている。その一階外廊下２、二階外廊下３及び三階外廊下４の外側に隣接して、一
階外廊下２の床版中央と二階外廊下３の床版右端に架け渡した第一屋外階段６と、二階外
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廊下３の床版中央と三階外廊下４の床版右端に架け渡した第二屋外階段７とが備えられて
いる。
【００２９】
　第一屋外階段６は、直階段６１と、その右端に連続する二階踊り場６２とからなる。
　第二屋外階段７は、直階段７１と、その左端に連続する二階踊り場７２と、直階段７１
の右端に連続する三階踊り場７３とからなる。
　なお、二階外廊下３の外側に沿って、第一屋外階段６右端の二階踊り場６２に対応する
部分及び第二屋外階段７左端の二階踊り場７２に対応する部分を除いて手摺３ａが備えら
れ、三階外廊下４の外側に沿って、第二屋外階段７右端の三階踊り場７３に対応する部分
を除いて手摺４ｂが備えられている。
　また、第一屋外階段６の外側に沿って、直階段６１及び二階踊り場６２を含んで手摺６
ａが備えられ、第二屋外階段７の外側に沿って、直階段７１、二階踊り場７２及び三階踊
り場７３を含んで手摺７ａが備えられている。
【００３０】
　そして、第一屋外階段６及び第二屋外階段７の外側に沿って、その右端の二階踊り場及
び三階踊り場から第二屋外階段７の左端の二階踊り場まで、一階床版から三階外廊下４の
廊下屋根５までにわたる縦方向のルーバー８が設置されている。
　また、その一階床版から三階外廊下４の廊下屋根５までにわたる縦方向のルーバー８が
設置された部分を除いて、二階外廊下３及び三階外廊下４の中央から左端の外側に沿って
、二階外廊下３の床版から三階外廊下４の廊下屋根５までにわたる縦方向のルーバー９が
設置されている。
【００３１】
　次に、図１は本発明に係る屋外構造体の上端支持構造が適用される屋外空間の屋外階段
６・７及び外廊下３・４部分を示す概略平面図で、外廊下３・４の床パネルの骨組みを示
しており、図２は図１の外廊下２・３・４の外側に沿った概略正面図、図３は図１の屋外
階段６・７及び外廊下２・３・４部分の概略側面図である。
【００３２】
　建物１は、図９に示されるように、四方の床梁１０２、柱１０３及び天井梁１０４から
形成された直方体の建物ユニット１０１を組み上げて構築されたユニット建物である。
　建物ユニット１０１の建物１の外壁に面する部分には、図１、図３に示されるように、
外壁材１０５が装着されている。
　そして、最上階である三階の建物ユニット１０１の天井梁１０４上には、小屋パネル１
１１が結合されて、この小屋パネル１１１の上に屋根材２１が敷設されている。
【００３３】
　小屋パネル１１１は、図１０に示されるように、四方の小屋梁１１２が連結された長方
形の枠状で、図示例では、平行する小屋梁１１２を結合する補強梁１１３が設けられてい
る。なお、必要に応じて四方の小屋梁１１２にブレース材を架設してもよい。
【００３４】
　一階外廊下２の床版は、図２、図３、図８に示されるように、ユニット建物１の基礎に
連続するベタ打ちコンクリートにより形成されている。
【００３５】
　二階外廊下３の床版は、図２、図３に示されるように、長尺の廊下床パネル３１の上に
床材３６を敷設して、廊下床パネル３１の下に天井材３７を取り付けて構成される。
　廊下床パネル３１は、図１に示されるように、四方の床梁３２が連結された長方形の枠
状で、図示例では、平行する長尺の床梁３２を結合する補強梁３３、その補強梁３３と短
尺の床梁３２を結合する補強梁３４、平行する補強梁３３間を結合する補強梁３４、及び
四方の床梁３２間に架設したブレース材３５から構成される。
【００３６】
　三階外廊下４の床版も、図１から図３に示されるように、長尺の廊下床パネル４１の上
に床材４６を敷設して、廊下床パネル４１の下に天井材４７を取り付けて構成される。
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　廊下床パネル４１も、図１に示されるように、四方の床梁４２が連結された長方形の枠
状で、図示例では、平行する長尺の床梁４２を結合する補強梁４３、その補強梁４３と短
尺の床梁４２を結合する補強梁４４、平行する補強梁４３間を結合する補強梁４４、及び
四方の床梁４２間に架設したブレース材４５から構成される。
【００３７】
　以上の廊下床パネル３１・４１は、建物ユニット１０１の外壁材１０５が装着される床
パネル１０２に対し各々の接続金物３８・４８を介してボルトナット結合によりそれぞれ
固定されている。
【００３８】
　以上の二階外廊下３及び三階外廊下４の廊下床パネル３１・４１の外側に沿って、図示
のように、一階外廊下２の床版から三階外廊下４の廊下屋根５までにわたる屋外構造体、
すなわち、廊下支柱１１が設置されている。
　図示例では、第一屋外階段６の直階段６１と右側の二階踊り場６２との境界部（第二屋
外階段７の直階段７１と右側の三階踊り場７３との境界部）、第二屋外階段７の直階段７
１と左側の二階踊り場７２との境界部、その二階踊り場７２の左端の三箇所に廊下支柱１
１が配置されている。
【００３９】
　廊下支柱１１は、二階外廊下３及び三階外廊下４の廊下床パネル３１・４１の外側の床
梁３２・４２に、一階から三階の各階ごとに上端又は上下端或は下端を、各々の接続金物
３９・４９を介してボルトナット結合して、縦方向に連続する一様な形状となっている。
　この廊下支柱１１の上端は、三階外廊下４の廊下屋根５にブラケット１３でボルトナッ
ト結合により固定されている（図６参照）。
【００４０】
　そして、二階外廊下３の廊下床パネル３１の外側に、第一屋外階段６の二階踊り場６２
の床版と、第二屋外階段７の二階踊り場７２の床版が、接続金物６４・７４を介してボル
トナット結合により固定されている。
　さらに、三階外廊下４の廊下床パネル４１の外側に、第二屋外階段７の三階踊り場７３
の床版が、接続金物７４を介してボルトナット結合により固定されている。
【００４１】
　すなわち、第一屋外階段６の二階踊り場６２の床版は、踊り場床パネル６２１の上に床
材６２６を敷設して構成される。
　踊り場床パネル６２１は、図１に示されるように、四方の床梁６２２が連結された正方
形の枠状に形成されている。
　この踊り場床パネル６２１の内側の床梁６２２が、二階外廊下３の廊下床パネル３１の
外側の床梁３２の下に、図３に示されるように、接続金物６６を介してボルトナット結合
により固定されている。
【００４２】
　第二屋外階段７の二階踊り場７２の床版は、踊り場床パネル７２１の上に床材７２６を
敷設して構成される。
　踊り場床パネル７２１は、図１に示されるように、四方の床梁７２２が連結された正方
形の枠状に形成されている。
　この踊り場床パネル７２１の内側の床梁７２２が、二階外廊下３の廊下床パネル３１の
外側の床梁３２の下に、図３に示されるように、接続金物７６を介してボルトナット結合
により固定されている。
【００４３】
　第二屋外階段７の三階踊り場７３の床版も、踊り場床パネル７３１の上に床材７３６を
敷設して構成される。
　踊り場床パネル７３１は、図１に示されるように、四方の床梁７３２が連結された正方
形の枠状に形成されている。
　この踊り場床パネル７３１の内側の床梁７３２が、三階外廊下４の廊下床パネル４１の
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外側の床梁４２の下に、図３、図４、図６に示されるように、接続金物７６を介してボル
トナット結合により固定されている。
【００４４】
　以上の第一屋外階段６及び第二屋外階段７の外側の側板６５・７５に沿って、一階外廊
下２の床版から三階外廊下４の廊下屋根５までにわたる階段支柱１２が設置されている。
　そして、第一屋外階段６の直階段６１の左端、中央、直階段６１と右側の二階踊り場６
２との境界部（第二屋外階段７の直階段７１の左端、中央、直階段７１と右側の三階踊り
場７３との境界部）、第二屋外階段７の左側の二階踊り場７２の左端、右側の三階踊り場
７３の右端の五箇所に階段支柱１２が配置されている。
【００４５】
　階段支柱１２は、第一屋外階段６及び第二屋外階段７の直階段６１・７１の外側の側板
６１６・７１６の中央と右端と、第二屋外階段７の二階踊り場７２の踊り場床パネル７２
１の外側の床梁７２２の左端と、第一屋外階段６の二階踊り場６２の踊り場床パネル６２
１の外側の床梁６２２の右端（第二屋外階段７の三階踊り場７３の踊り場床パネル７３１
の外側の床梁７３２の右端）に、一階から三階の各階ごとに上端又は上下端或は下端を、
接続金物６７・７７を介してボルトナット結合して、縦方向に連続する一様な形状となっ
ている。
　この階段支柱１２は、廊下支柱１１の位置と対応しない位置で、第一屋外階段６の右側
の二階踊り場６２の右端と、第二屋外階段７の左側の二階踊り場７２と右側の三階踊り場
７３の右端の位置において、上端が、図３に示すように、三階外廊下４の廊下屋根５にブ
ラケット１３及び頭つなぎ部材１４を介してボルトナット結合により固定されている。
【００４６】
　頭つなぎ部材１４は、廊下屋根５にブラケット１３を介して固定される縦つなぎ部材１
５と、その縦つなぎ部材１５の下端と階段支柱１２の上端とをつなぐ横つなぎ部材１６と
からなる。
【００４７】
　また、廊下支柱１１の位置と対応する位置の階段支柱１２は、その上端が、頭つなぎ部
材１４としての横つなぎ部材１６を介して階段支柱１２の上端にボルトナット結合により
固定されている（図６参照）。
【００４８】
　そして、階段支柱１２の外側には、ブラケット１７及び横方向の支持部材１８を介して
縦方向のルーバー８がボルトナット結合により固定されている。
　ブラケット１７は、階段支柱１２の外側に、一階から三階の各階ごとに上部寄り及び下
端寄りの二か所にボルトナット結合されている。
　横方向の支持部材１８は、五箇所の階段支柱１２にボルトナット結合したブラケット１
７の間において、左右両端をブラケット１７にボルトナット結合して、横方向に連続する
一様な形状となっている。
【００４９】
　この横方向支持部材１８の外側に、階段支柱１２の位置に沿って屋外部材、すなわち、
縦方向のルーバー８がボルトナット結合されるとともに、階段支柱１２の間にも等間隔に
縦方向のルーバー８がボルトナット結合されている。
　縦方向のルーバー８は、横方向支持部材１８の外側に、一階から三階の各階ごとに上部
寄り及び下端寄りの二か所をボルトナット結合して、縦方向に連続する一様な形状となっ
ている。
【００５０】
　図４は図３の三階部分の拡大図で、図５は図４の矢印Ａ部の拡大図であり、図示のよう
に、三階外廊下４の廊下屋根５は、建物１の本体上端部１Ｔの骨組みから外側に突出する
小屋部材、すなわち、小屋パネル５１の外側に外壁材５２を備えて、その外壁材５２の下
端と建物１の外壁材１０５上端との間に天井材５３を取り付けて構成される。
　また、外壁材５２の上部及び内側に支柱５４、横木５５及び笠木５６を組み付けたパラ
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ペット５７を備えており、その内側は外壁材５８で覆われている。
　なお、小屋パネル５１の上には、建物１の本体上端部１Ｔの上に敷設された屋根材２１
及び排水溝２２が設置されている。
【００５１】
　小屋パネル５１は、図１０に示されるように、四方の小屋梁５１２が連結された長方形
の枠状で、図示例では、平行する小屋梁５１２を結合する補強梁５１３が設けられている
。
【００５２】
　そして、小屋パネル５１の外側の溝形鋼による小屋梁５１２の下面にブラケット１３が
ボルトナット結合されており、このブラケット１３に縦つなぎ部材１５の上端がボルトナ
ット結合されている。
【００５３】
　ブラケット１３は、図５に拡大して示すように、小屋パネル５１の外側の溝形鋼による
小屋梁５１２の下面に重なる上部結合片１３１に対し、縦つなぎ部材１５の上端面に重な
る下部結合片１３２が、外壁材５２に対し内方に隙間Ｓを確保した位置にずれた形状に形
成されている。
　この隙間Ｓの確保により、小屋梁５１２の下面に上部結合片１３１を重ねてボルトナッ
ト結合する作業が良好に行われる。
【００５４】
　さらに、ブラケット１３の下部結合片１３２に縦つなぎ材１５が上端面を重ねてボルト
結合されており、この縦つなぎ部材１５の天井材５３より僅かに突出した下端と、階段支
柱１２の上端との間に横つなぎ部材１６がボルトナット結合されている。
　すなわち、階段支柱１２の上端に横つなぎ部材１６の外端が重ねてボルトナット結合さ
れており、この横つなぎ材１６の内端が縦つなぎ部材１５の下端にボルトナット結合され
ている。
　このように、階段支柱１２に対応する位置に廊下支柱１１が無い場合は、階段支柱１２
の上端と小屋パネル５１の外側の小屋梁５１２とをつなぐ頭つなぎ部材１４として、縦つ
なぎ部材１５及び横つなぎ部材１６を用いている。
【００５５】
　図６は図２の廊下支柱１１が有る三階部分の拡大概略側面図で、図７は図６の矢印Ｂ部
の拡大図であり、図示のように、階段支柱１２に対応する位置に廊下支柱１１が有る場合
には、階段支柱１２の上端と小屋パネル５１の外側の小屋梁５１２とをつなぐ頭つなぎ部
材１４として、階段支柱１２の上端と廊下支柱１１の上端とをつなぐ横つなぎ部材１６の
みを用いている。
【００５６】
　すなわち、図示のように、小屋パネル５１の外側の小屋梁５１２の下面に上部結合片１
３１でボルトナット結合したブラケット１３の下部結合片１３２に、廊下支柱１１の上端
がボルトナット結合されている。
　その廊下支柱１１の上端から天井材５３より僅かに下の位置に、横つなぎ材１６の内端
がボルトナット結合されている。
　この横つなぎ材１６の外端に、階段支柱１２の上端がボルトナット結合されている。
【００５７】
　以上のような縦方向のルーバー８が設置された部分を除いて、図８に示されるように、
二階外廊下３及び三階外廊下４の中央から左端の外側に沿って、二階外廊下３の床版から
三階外廊下４の廊下屋根５までにわたって設置される縦方向のルーバー９は、廊下支柱１
１の外側に固定した横方向の支持部材１９に固定されている。
　すなわち、縦方向のルーバー９は、前述した横方向の支持部材１８と同様に、図１に示
すように、廊下支柱１１の外側にブラケット１７を介してボルトナット結合された横方向
の支持部材１９にボルトナット結合されて等間隔に設置されている。
【００５８】
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　以上、実施形態によれば、三階建て集合住宅のユニット建物１の本体上端部１Ｔとほぼ
同等の高さまで延ばされた階段支柱１２の上端と、ユニット建物１の三階外廊下４の廊下
屋根５の小屋パネル５１の突出端側とが頭つなぎ部材１４で連結された第一屋外階段６及
び第二屋外階段７としたため、ユニット建物１の三階外廊下４の廊下屋根５とほぼ同等の
高さまで延ばされた階段支柱１２の上端を、三階外廊下４の小屋パネル５１の突出端側に
対し連結する頭つなぎ部材１４によって、簡易・軽量・低コスト・外観性良好に支持する
ことできる。
【００５９】
　そして、小屋パネル５１の突出端側に固定されて垂下された縦つなぎ部材１５と、その
縦つなぎ部材１５の下端と階段支柱１２の上端とに固定された横つなぎ部材１６と、から
構成される頭つなぎ部材１４としたため、その縦つなぎ部材１５及び横つなぎ部材１６に
よって、階段支柱１２の上端を簡易・軽量・低コスト・外観性良好に支持することできる
。
【００６０】
　また、一階外廊下２、二階外廊下３及び三階外廊下４の外側を支持して、その三階外廊
下４の廊下屋根５の小屋パネル５１の突出端側に上端が固定された廊下支柱１１の上端と
、階段支柱１２の上端とに固定された横つなぎ部材１６による頭つなぎ部材１４としたた
め、その横つなぎ部材１６によって、階段支柱１２の上端を簡易・軽量・低コスト・外観
性良好に支持することできる。
【００６１】
　さらに、複数の階段支柱１２の外側に沿って配置される縦方向のルーバー１８を、階段
支柱１２を利用して固定することができる。
【００６２】
　すなわち、複数の階段支柱１２の外側に沿って固定された横方向の支持部材１８に対し
、縦方向のルーバー８を固定することができる。
【００６３】
　また、複数の階段支柱１２間に複数配置された縦方向のルーバー８も、横方向の支持部
材１８を利用して固定することができる。
【００６４】
（変形例）
　以上の実施形態においては、三階建ての集合住宅としたが、本発明はこれに限定される
ものではなく、二階建てや四階建て以上の集合住宅であってもよい。
　また、実施形態では、ユニット建物としたが、鉄骨造建物や木造建物やＲＣ造建物であ
ってもよい。
　さらに、実施形態では、建物の本体外側の外廊下としたが、建物の本体内側の外廊下で
あってもよい。例えば、建物の本体を構成する複数の建物ユニットの内側に外壁材が設け
られて、複数の建物ユニットの内部空間が屋内側と屋外側に区切られる状態となり、その
屋外側を外廊下とすることができる。ユニット建物ではない建物も同様である。この場合
、小屋パネル（小屋部材）は使用しないので、部品点数減少・コスト低減の効果がある。
　また、実施形態では、外廊下の外側に沿った屋外階段としたが、建物の本体外側に沿っ
た屋外階段であってもよい。例えば、建物の外廊下と直交する本体外側に沿って屋外階段
を設けて、その屋外階段の上端を外廊下の端部につないだものや、外廊下の無い建物の本
体外側に沿って屋外階段を設けたものが挙げられる。
　さらに、階段、廊下、支柱、ルーバー、頭つなぎ部材、支持部材の材質や形状等も任意
であり、その他、具体的な細部構造等についても適宜に変更可能であることは勿論である
。
【００６５】
　また、実施形態では、屋外構造体の上端支持構造が、屋外廊下及び屋外階段を含む屋外
付設部に適用されているが、これに限られるものではない。
　すなわち、ルーフバルコニー、インナーバルコニー、キャンチバルコニー、吹き抜け等
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のような種々の形態の屋外付設部に適用できる。
　屋外構造体における柱材としては、種々の形態の屋外付設部に対応して、長さや径等が
適宜変更されてもよい。
　なお、柱材の下端部は、地面、バルコニー床、手摺等に適宜固定されていればよい。
　屋外部材としては、用途・目的に合わせて変更可能であり、例えば目隠し用としてルー
バー、採光用として不透明面材、安全用として手摺、緑化用として緑化面材等が挙げられ
る。
【符号の説明】
【００６６】
１　建物
１Ｔ　本体上端部
１０１　建物ユニット
１０２　床梁
１０３　柱
１０４　天井梁
１０５　外壁材
１１１　小屋パネル
１１２　小屋梁
１１３　補強梁
２・３・４　外廊下（屋外付設部）
３ａ・４ａ　手摺
３１・４１　廊下床パネル
３２・３２　床梁
３３・３４・４３・４４　補強梁
３５・４５　ブレース材
３６・４６　床材
３７・４７　天井材
３８・４８　接続金物
３９・４９　接続金物
５　廊下屋根
５１　小屋部材（小屋パネル）
５１２　小屋梁
５１３　補強梁
５２　外壁材
５３　天井材
５４　支柱
５５　横木
５６　笠木
５７　パラペット
５８　外壁材
６・７　屋外階段（屋外付設部）
６ａ・７ａ　手摺
６１・７１　直階段
６１６・７１６　外側の側板
６２・７２　二階踊り場
６２１・７２１　踊り場床パネル
６２２・７２２　床梁
６２６・７２６　床材
７３　三階踊り場
７３１　踊り場床パネル
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７３２　床梁
７３６　床材
６６・７６　接続金物
６７・７７　接続金物
８　屋外階段６・７の外側に設置される縦方向のルーバー（屋外部材）
９　外廊下３・４の外側に設置される縦方向のルーバー
１１　廊下支柱
１２　階段支柱（屋外構造体）
１３　ブラケット
１３１　上部結合片
１３２　下部結合片
１４　頭つなぎ部材
１５　縦つなぎ部材
１６　横つなぎ部材
１７　ブラケット
１８　階段支柱１２外側の支持部材
１９　廊下支柱１１外側の支持部材
２１　屋根材
２２　排水溝

【図１】 【図２】
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