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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　根太掛けの下方に左の妻梁の下側から右の妻梁の下側まで連続して上面に開口する後樋
を設けるとともに、デッキの根太の下側を前桁の下側面から前記後樋の開口面まで下り傾
斜して延びる軒天板を左の妻梁の下側面から右の妻梁の下側面まで連続させて設け、
　前記デッキもしくは根太から垂れる雨水又は結露水、前記根太掛け、前記妻梁及び前記
前桁から垂れる雨水又は結露水をすべて前記軒天板で受けて前記後樋に合流させ、
　デッキ上面の間口方向端部から流出する雨水を妻梁のデッキ内側面に設けた側樋に流入
させ、デッキ上面の前桁側端部から流出する雨水を前記前桁のデッキ内側面又は前端部の
デッキ材に設けた前樋に流入させるとともに、その前樋の長手方向端部から前記側樋に合
流させ、
　前記側樋に合流した雨水を呼び樋により前記後樋と立て樋との結合部に取付けた集水マ
スに誘導して、前記呼び樋からの水と前記後樋の水を前記集水マスにおいて合流させて、
合流した雨水又は結露水を前記立て樋を介して地上に排水するようにしたバルコニーの排
水装置において、
　前記後樋は、上面に開口する溝の底面に前記集水マスが取付られているとともに、その
底面から起立する起立壁を有して、その起立壁の上端部に前記軒天板の駆体側端部が前記
溝内に臨ませて載せてあり、前記軒天板の屋外側端部は前記前桁に固定されていることを
特徴とするバルコニーの排水装置。
【請求項２】
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　集水マスは、上面に開口する凹部と、その凹部の底部から下方に突出する、立て樋を結
合するための結合筒部と、前記凹部の底部の上面に前記結合筒部の孔の上方周辺において
隙間を持って起立する、呼び樋の下部エルボを嵌合するための位置決め片とを有し、前記
後樋に合流した水は前記下部エルボと前記集水マスの凹部の底面との間の前記隙間から前
記集水マス内に流入し、呼び樋からの水は前記下部エルボ及び位置決め片を介して前記集
水マス内に流入するようにしたことを特徴とする請求項１に記載されたバルコニーの排水
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、アルミニウム合金などの金属製形材を用いて作られたバルコニーの排水装置
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　金属製形材を用いて作られたバルコニーにおいては、デッキに降った雨をデッキの下方
に流下させずに地上に誘導して排水するための排水装置が備えられている。
　しかし、従来のバルコニーの排水装置は、デッキ上面に降った雨をデッキの周辺から根
太掛けに形成した後樋、妻梁に形成した側樋又は前桁に形成した前樋に流下させて、その
いずれかの雨樋に結合した立て樋又は呼び樋と立て樋を介して地上に排水するものであっ
た。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載されたものは、デッキ上面の後端部（駆体側端部）から流出
する雨水を根太掛けに設けた後樋又は後端デッキ材に設けた後樋で受けた後、妻梁に設け
た側樋に流下させ、デッキ上面の側端部（妻梁側端部）から流出する雨水を側樋で受け、
デッキ上面の前端部（前桁側端部）から流出する雨水は前端デッキ材に設けた前樋で受け
て、その前樋から側樋に合流させ、側樋に結合した立て樋又は呼び樋と立て樋あるいは導
水チェーン等の雨水誘導部材を介して地上に排水するものであり、特許文献２に記載され
たものは、躯体の側樋よりも一段低い位置に集合樋を設け、両側樋に集められた雨水をさ
らに集合樋に集めて雨水誘導部材を介して地上に排水するものであり、さらに、特許文献
３に記載されたものは、デッキ側端部から側樋に流下させた雨水を全て前桁に設けた前樋
に集合させ、その前樋から雨水誘導部材を介して地上に排水するようにしたものである。
【０００４】
【特許文献１】
　　　　　特開昭５８－４０６１８号公報
【特許文献２】
　　　　　特開平８－２０９８７０号公報
【特許文献３】
　　　　　特開平１２－２７３８３号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　以上の先行技術は、いずれもデッキの周辺から雨樋に流下する雨水に対する排水機能を
有するが、雨樋に入らなかった雨水は、デッキ下面などから垂れ流しされていた。すなわ
ち、デッキが複数のデッキ材を当接連結して構成される場合は、デッキ上面の雨水がデッ
キ材の間の微小隙間を下方に通過し、デッキ下面から又は根太に回り込んでデッキ下方に
垂れることは避けられない。また、金属製形材を用いるバルコニーにおいては、妻梁、根
太掛け又は前桁には、手摺・格子又はパネルなどのデッキよりも上方の構成部材から雨水
が伝ってきたり、結露水が生じたりするが、このような雨水又は結露水は雨樋に入らない
場合が多い。
　従来のバルコニーでは、このようなデッキ下面からの漏水又は妻梁や前桁からの垂れ水
に対する対策が施されていない。
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【０００６】
　特許文献４には、根太の下側に軒天板を設け、その軒天板の前端部付近に設けた水垂れ
板から雨樋に流下させるようにしたバルコニーの排水装置が記載されているが、この軒天
板は単にデッキの下面のみを覆うものであり、雨樋はデッキ下方に露見されるため、バル
コニーの外観を損なう。また、すのこで構成されているデッキ材の隙間から流下する雨水
に対する排水機能は有するが、デッキの周辺から流出する雨水及びデッキよりも上方の構
成部材を伝って流下する雨水、あるいは、妻梁や前桁から滴下する結露水に対しては、排
水機能を有していない。
【０００７】
【特許文献４】
　　　　　　特開昭５３－６３７１７号公報
【０００８】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、その第一の課題は、妻梁等のバルコ
ニー構成部材に設けられた雨樋に入った、又は入らなかった雨水又は結露水をデッキの下
方に滴下させることなく、最小限の排水部材及び排水経路で円滑に排水できるようにする
ことにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、本発明は、根太掛けの下方に左の妻梁の下側から右の妻梁の
下側まで連続して上面に開口する後樋を設けるとともに、デッキの根太の下側を前桁の下
側面から前記後樋の開口面まで下り傾斜して延びる軒天板を左の妻梁の下側面から右の妻
梁の下側面まで連続させて設け、前記デッキもしくは根太から垂れる雨水又は結露水、前
記根太掛け、前記妻梁及び前記前桁から垂れる雨水又は結露水をすべて前記軒天板で受け
て前記後樋に合流させ、デッキ上面の間口方向端部から流出する雨水を妻梁のデッキ内側
面に設けた側樋に流入させ、デッキ上面の前桁側端部から流出する雨水を前記前桁のデッ
キ内側面又は前端部のデッキ材に設けた前樋に流入させるとともに、その前雨樋の長手方
向端部から前記妻雨樋に合流させ、前記妻雨樋に合流した雨水を呼び樋により前記後雨樋
と立て樋との結合部に取付けた集水マスに誘導して、前記呼び樋からの水と前記後雨樋の
水を前記集水マスにおいて合流させて、合流した雨水又は結露水を前記立て樋を介して地
上に排水するようにしたバルコニーの排水装置において、前記後雨樋は、上面に開口する
溝の底面に前記集水マスが取付られているとともに、その底面から起立する起立壁を有し
て、その起立壁の上端部に前記軒天板の駆体側端部が前記溝内に臨ませて載せてあり、前
記軒天板の屋外側端部は前記前桁に固定されていることを特徴としている。
　上記構成により、各雨樋に流入した雨水は側樋から呼び樋を介して集水マスに流入され
、デッキ材の間の微小間隙を通過して滴下する雨水、根太から滴下する結露水、根太掛け
、妻梁又は前桁から滴下する雨水、妻梁と根太掛け又は前桁との接続部から漏出する結露
水は、すべて軒天板で受けられて、後樋に誘導された後、集水マスに流入されて、立て樋
を介して地上に排水される。そして、後樋は溝の底部に集水マスが取り付けられ、その溝
を形成する起立壁の上端部に軒天板の駆体側端部が載置されて固定され、軒天板の屋外側
端部が前桁に固定されるので、後樋の簡単な構造で軒天板の取付けを容易に行うことがで
きる。
【００１０】
　請求項２の発明は、集水マスは、上面に開口する凹部と、その凹部の底部から下方に突
出する、立て樋を結合するための結合筒部と、前記凹部の底部の上面に前記結合筒部の孔
の上方周辺において隙間を持って起立する、呼び樋の下部エルボを嵌合するための位置決
め片とを有し、前記後樋に合流した水は前記下部エルボと前記集水マスの凹部の底面との
間の前記隙間から前記集水マス内に流入し、呼び樋からの水は前記下部エルボ及び位置決
め片を介して前記集水マス内に流入するようにしたことを特徴としている。
　上記構成により、集水マスと立て樋及び呼び樋との結合が容易にできるほか、軒天板か
ら流入する水量よりも格段に多い呼び樋からの水が円滑に集水マスに流入し、立て樋に排
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水されることができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
　次に、本発明の好ましい実施の形態について、図面に基づいて説明する。
　図１は、本発明に係る排水装置を備えたバルコニーの縦断面図、図２は図１のＸ－Ｘ線
断面図、図３は集水マスの斜視図、図４は集水マスの平面図、図５は図４のＹ－Ｙ線に沿
った断面図である。
【００１２】
　躯体Ｂの外壁面の左右の所定位置に先付金具１（図２参照）がねじ止め又は溶接などに
より固着され、その先付金具を中空形材で作られた妻梁２の中空部２ａに挿入し、妻梁２
のデッキ中央側からねじＳ１を先付金具１にねじ込むことにより、躯体Ｂから離れる方向
に延びる妻梁２が水平に取付けられている。そして、左右の先付金具１の間の複数箇所に
おいて、根太掛け固定ブラケット３（図１参照）が躯体Ｂに固定され、それらの根太掛け
固定ブラケット３に根太掛け４がねじＳ２をねじ込むことにより水平に取付けられている
。
【００１３】
　根太掛け４は、中央部分に根太掛け固定ブラケットの正面に当ててねじＳ２を貫通され
る正面部４ａと、その正面部から躯体側に向けて上方に屈曲された水切部４ｂと、正面部
の下端から躯体側に水平に屈曲され、根太掛け固定ブラケット３の下面を覆う下面部４ｃ
と、正面部の下端から屋外方向に突出され、後述される根太５を載せる根太載せ部４ｄと
を一体に有している。そして、根太掛け４は、その長手方向両端部を妻梁２の躯体側端部
における対向面に当接した状態で、根太掛け固定ブラケット３に固定されている。
【００１４】
　妻梁２は、従来品と同様に、それらの対向面に雨樋（側樋）が一体に形成されたもので
も良いが、本発明の好ましい実施の形態においては、両妻梁の対向面に、各妻梁と別体に
成形された雨樋（側樋）５が、取付方法は限定されないが、例えばねじ止めにより取付け
られている。
　側樋５は、妻梁２のデッキ内側面に当接される外縦壁５ａと、その外縦壁の高さ方向中
間部からデッキ内側方向に延びる底壁５ｂと、その底壁の外縦壁と反対側において上下方
向に延びる内縦壁５ｃとを有して、これら外縦壁５ａ、底壁５ｂ及び内縦壁５ｃにより形
成された溝５ｄを有し、また、外縦壁の上端部と内縦壁の上、下端部においてデッキ中央
方向に水平に屈曲された突縁５ｆ，５ｇ，５ｈが形成されている。
　この側樋５は、妻梁２の根太掛け側よりも前桁６側が低くなるように傾斜させた状態で
、外縦壁５ａと妻梁２の内側壁２ｂとをねじ（図示せず）で締結して取付けられている。
また、その側樋５の内縦壁５ｃの下端部の突縁５ｈは、根太掛けの根太載せ部４ｄに載置
されて、それら突縁５ｈと根太載せ部４ｄをボルトナットＳ３により締結されている。
【００１５】
　左右の妻梁２の屋外側端部の間には、前桁６が接続されている。さらに詳述すると、前
桁６は中空形材で作られ、その中空部６ａに横断面Ｌ字形の前桁固定ブラケット７の一辺
７ａを挿入し、前桁６の内側壁６ｂに貫通したねじＳ４を一辺７ａにねじ込むとともに、
その前桁固定ブラケット７の他辺７ｂを妻梁２の屋外側端部の対向面、すなわち内縦壁２
ｂに当接し、妻梁２の中空部２ａの屋外側端部からねじＳ５を内縦壁２ｂに貫通して前桁
固定ブラケットの他辺７ｂにねじ込むことにより、前桁６の長手方向端面を妻梁２のデッ
キ内側面に密着した状態で結合されている。
【００１６】
　そして、前桁６のデッキ内側面の下部には、前桁の長手方向全長に渡って根太載せ部６
ｃが突設されていて、側樋５の躯体と反対側の端部における内縦壁５ｃの下端部の突縁５
ｈがその根太載せ部６ｃに載置され、その突縁５ｈと根太載せ部６ｃがボルトナットＳ３
により締結されている。
【００１７】
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　側樋５の溝５ｄは、根太掛け側の端面及び前桁側の端面が小口塞ぎ８ａ，８ｂにより密
閉されている。これにより、側樋５の長手方向端部が密閉され、上方にのみ開口する側樋
が構成されている。そして、その溝５ｄの前桁側端部付近において底壁５ｂに雨水落下口
５ｉが形成され、その雨水落下口５ｉに上部エルボ９ａを介して呼び樋１０の上端部が結
合され、呼び樋１０は根太掛け４の下方付近まで延長され、その下端部に下部エルボ９ｂ
が結合されている。
【００１８】
　両妻梁２の間には、所要の間隔を持って根太１１が配置され、各根太の一端は根太掛け
４の根太載せ部４ｄに、他端は前桁６の根太載せ部６ｃに載置され、側樋５を根太掛け４
及び前桁６に締結するのと同様のボルトナットＳ３により締結されている。各根太の上面
は左右の妻梁に取付けた側樋の内縦壁５ｃの上端部の突縁５ｇと共通の傾斜平面上に存在
している。
【００１９】
　この状態で、各根太１１及び突縁５ｇの躯体側部分の上面に最初のデッキ材１２を載せ
るとともに、躯体方向に突縁５ｇよりも若干上方に突出してスタータの役目を果たす小口
塞ぎ８ａに突き当たって止められるまで摺動する。その後は、従来と同様に、他のデッキ
材１２を順次載せて互いに密着させ、従来と同様の方法で根太に固定する。
【００２０】
　図１において、１３は根太掛けの上方において躯体に固定され、屋外方向に下り傾斜す
る水切板であり、その前端部は後端（最も躯体側）のデッキ材１２に形成してある溝１２
ａに挿入されている。従って、デッキの躯体側端部から流出する雨水は、溝１２ａを経て
側樋５の溝５ｄの中に流下するようになっている。
　また、図１において、１４は、前桁のデッキ内側面に固定され、前端（最も屋外側）の
デッキ材１２の前端部から流出する雨水を受ける雨樋であり、その長手方向両端部の開口
は側樋５の溝５ｄに臨ませてある。従って、デッキの屋外側端部から流出する雨水は、そ
の前樋１４を経て側樋５の溝５ｄの中に流下するようになっている。
【００２１】
　以上の構成により、デッキの上面に降った雨は、いずれにしても側樋５の中に集合し、
上部エルボ９ａから呼び樋１０を経て下部エルボ９ｂまで誘導される。
【００２２】
　根太掛け４の下方の躯体Ｂの屋外側面付近には、両側の妻梁２間の距離とほぼ等しい長
さを有する後樋１５が取付けられている。後樋１５は、断面ほぼ角型Ｃ字形に形成されて
いて、上部の固定部１５ａを根太掛け４の下面部４ｃにねじ又はボルトナットＳ６により
接続し、垂直部１５ｂを躯体の外側面に当接して取付けられ、底部１５ｃと、その先端に
設けられた起立壁１５ｄと、垂直部１５ｂとにより上方及び屋外方向に開口する溝１５ｅ
が形成されている。その溝１５ｅの長手方向両端部は、小口塞ぎ１６により密閉されてい
る。
【００２３】
　両妻梁２の下面と前桁６の下面は共通の水平面上に存在し、また、後樋１５の起立壁１
５ｄの上端部は、前記共通の水平面よりも後述される軒天板１７の厚みに等しい距離だけ
低い位置に存在している。そして、図１及び図２に示すように、左の妻梁２の下面から右
の妻梁２の下面までの間に、軒天板１７が連結されている。軒天板１７は、建物外壁又は
軒あるいは屋内天井板などに使用されている浅い溝付きの金属製スパンドレルで構成され
ており、長手方向一端部を前桁６の下面にねじ止め又は軒天板の端部を被覆するカバー材
１８を介してねじ止め等Ｓ７により固定し、軒天板の他端部を後樋１５の起立壁１５ｄの
上端部に載せて、ねじ止め又は軒天板の端部を被覆するカバー材１９を介してねじ止め等
Ｓ７により固定されている。各軒天板の間は軒天板の溝の外側において重ね合わせ、その
重合部でねじＳ８で結合するなどして、軒天板の間に水密性が確保されている。
【００２４】
　この場合、各軒天板１７の躯体側端部は、後樋１５の溝１５ｅの前桁側端部付近で終止
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されており、かつ、前桁６の下面と後樋１５の起立壁１５ｄの上端部の高さの違いにより
軒天板１７は溝を上向きにして後樋方向に下り傾斜して取り付けられているため、排水性
を有している。また、軒天板は、妻梁２の下面及び前桁６の下面からデッキ全体の下方を
遮閉するように延在し、また、後樋１５は根太掛けの下方を遮閉している。従って、デッ
キ上面に降った雨水がデッキ材の間の微小間隙を通過することがあっても、あるいは、根
太や妻梁や前桁や根太掛け等の金属形材から結露水が滴下することがあっても、それらの
雨水又は結露水はいずれも軒天板により後樋１５の中に集められる。
【００２５】
　さらに、後樋１５の溝１５ｅの底壁には、下部エルボ９ｂｃの下方において孔が形成さ
れ、その孔に集水マス２０が取付けられている。集水マス２０は、図３～図５に示すよう
に、中央に上方に開口する凹部２１を有し、凹部の上面の両側に取付部２２を有し、また
、凹部の中央底部から下方に突出し、上下方向に貫通する結合筒部２３を有している。凹
部２１の底面には、筒部２３の孔の周辺においてその孔と共通の中心を有する円弧に沿っ
て起立する複数個の位置決め片２４が設けられている。そして、図５に示すように、下部
エルボ９ｂの下端部がこの集水マスの凹部２１に挿入され、下部エルボ９ｂの下端部が位
置決め片２４に凹部２１の底面との間に通水孔が形成されるように嵌合されている。また
、集水マス２０の結合筒部２３の下端部に、立て樋２５の上端部が結合されている。
【００２６】
　こうして、呼び樋１０を介して誘導されてくる雨水と、軒天板１７の上面を流れくる水
は集水マス２０において合流し、立て樋２５を介して地上に排水されるようになっている
。従って、デッキの下面は軒天板で隠蔽されて根太及び呼び樋が露見されないので、バル
コニーの底面の外観が向上する。
【００２７】
　上記の実施の形態においては、側樋が妻梁と別体に形成され、妻梁に対して屋外方向に
下り傾斜させて取付けられているので、デッキ上面から流出する雨水の排水性が良好であ
るが、本発明は、側樋が妻梁に一体に形成されている従来構造のバルコニーにも適用可能
である。また、軒天板の妻梁側の端部は、妻梁の下面の中途までを被覆しているが、前桁
の場合と同様に、妻梁の下面全部を被覆するように配設しても良い。さらに、上記の根太
掛けの躯体に対する取付構造、軒天板の形状及び妻梁と前桁に対する取付構造は単なる一
例に過ぎず、他の既知の取付構造を採用しても構わない。
【００２８】
【発明の効果】
　上述のように、請求項１の発明によれば、各雨樋に流入した雨水は側樋から呼び樋を介
して集水マスに流入され、デッキ材の間の微小間隙を通過して滴下する雨水、根太から滴
下する結露水、根太掛け、妻梁又は前桁から滴下する雨水、妻梁と根太掛け又は前桁との
接続部から漏出する結露水は軒天板で受けられて後樋に誘導された後、同一の集水マスに
流入されて、立て樋を介して地上に排水されるので、雨樋に流入した水も、流入せずに軒
天板に滴下した水も、全て共通の集水マス及び立て樋を介して地上に排水されるから、最
小限の部材数で、デッキ下面からの水の滴下や漏水を効果的に防止することができる。ま
た、後樋は溝の底部に集水マスが取り付けられ、その溝を形成する起立壁の上端部に軒天
板の駆体側端部が載置されて固定され、軒天板の屋外側端部が前桁に固定されるので、後
樋の簡単な構造で軒天板の取付けを容易に行うことができる。
【００２９】
　請求項２の発明によれば、集水マスは、上面に開口する凹部と、その凹部の底部から下
方に突出する、立て樋を結合するための結合筒部と、前記凹部の底部の上面に前記結合筒
部の孔の上方周辺において隙間を持って起立する、呼び樋の下部エルボを嵌合するための
位置決め片とを有し、前記後樋に合流した水は下部エルボと集水マスの凹部の底面との間
の隙間から集水マス内に流入し、呼び樋からの水は下部エルボ及び位置決め片を介して集
水マス内に流入するようにしたので、集水マスと立て樋及び呼び樋との結合が容易にでき
るほか、軒天板から流入する水量よりも格段に多い呼び樋からの水を円滑に集水マスに流
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入させ、立て樋から排水させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による排水装置を備えたバルコニーの縦断面図。
【図２】　図１のＸ－Ｘ線断面図。
【図３】　集水マスの斜視図。
【図４】　集水マスの平面図。
【図５】　図４のＹ－Ｙ線に沿った断面図。
【符号の説明】
　Ｂ　　　躯体
　４　　　根太掛け
　５　　　側樋
　６　　　妻梁
　９ａ　　上部エルボ
　９ｂ　　下部エルボ
　１０　　呼び樋
　１１　　根太
　１２　　デッキ材
　１４　　前樋
　１５　　後樋
　１７　　軒天板
　２０　　集水マス
　２１　　凹部
　２２　　取付け部
　２３　　結合筒部
　２４　　位置決め片
　２５　　立て樋
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