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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
建造物と車道の間に設けられた歩道上の建造物側と車道側とにそれぞれ複数本間隔を置い
て配列された支柱と、これら支柱同士をその上端においてつなぐ上連結材と、支柱の建造
物側に並ぶものの間に設けられた上側の防護板と下側の椅子と、上連結材の上側のルーフ
である天井構造とを備えて、内部を通過する歩行者をビルなどの建造物前の歩道に設置さ
れて地震により建造物から落下してくるガラスやブロック片などの破壊片から護るように
する歩道設置型防災シェルターであって、前記天井構造のルーフ上には、給水可能な天然
緑地が設けられた緑地枠とソーラーパネルの設けられたパネル枠とを備えるとともに、天
然緑地は建造物側とされる一方ソーラーパネルは車道側に配置され、ソーラーパネルの上
側にはパネル防護網が設置されていることを特徴とする歩道設置型防災シェルター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ビルなどの建造物前の歩道に設置されて地震により建造物から落下してく
るガラスやブロック片などの破壊片から歩行者を護るための歩道設置型防災シェルター歩
道設置型防災シェルターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　市街地に建ち並ぶビルなどの建造物は、地震の発生によりガラスやブロック片などの破
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壊片が落下して、それらの破壊片により下の歩道を歩く人は怪我をする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　こうした落下対策は殆どのところで採られておらず、危険極まりないものである。
　この発明は、上記に鑑みなされたもので、落下物から身を護ることのできる歩道設置型
防災シェルターを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
上記課題を解決するため、請求項１記載の発明は、建造物と車道の間に設けられた歩道上
の建造物側と車道側とにそれぞれ複数本間隔を置いて配列された支柱と、これら支柱同士
をその上端においてつなぐ上連結材と、支柱の建造物側に並ぶものの間に設けられた上側
の防護板と下側の椅子と、上連結材の上側のルーフである天井構造とを備えて、内部を通
過する歩行者をビルなどの建造物前の歩道に設置されて地震により建造物から落下してく
るガラスやブロック片などの破壊片から護るようにする歩道設置型防災シェルターであっ
て、前記天井構造のルーフ上には、給水可能な天然緑地が設けられた緑地枠とソーラーパ
ネルの設けられたパネル枠とを備えるとともに、天然緑地は建造物側とされる一方ソーラ
ーパネルは車道側に配置され、ソーラーパネルの上側にはパネル防護網が設置されている
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００５】
この発明によれば、建造物と車道の間に設けられた歩道上の建造物側と車道側とにそれぞ
れ複数本間隔を置いて配列された支柱と、これら支柱同士をその上端においてつなぐ上連
結材と、支柱の建造物側に並ぶものの間に設けられた上側の防護板と下側の椅子と、上連
結材の上側のルーフである天井構造とを備えて、内部を通過する歩行者をビルなどの建造
物前の歩道に設置されて地震により建造物から落下してくるガラスやブロック片などの破
壊片から護るようにする歩道設置型防災シェルターであって、前記天井構造のルーフ上に
は、給水可能な天然緑地が設けられた緑地枠とソーラーパネルの設けられたパネル枠とを
備えるとともに、天然緑地は建造物側とされる一方ソーラーパネルは車道側に配置され、
ソーラーパネルの上側にはパネル防護網が設置されていることを特徴とするので、落下物
から身を護ることのできる歩道設置型防災シェルターを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　以下、この発明の一実施形態を図面にしたがって説明するが、ここで説明する各実施形
態に含まれる個々の提案例は他の実施形態にも適用されるものとする。また、各構成部材
の材質は鉄材を基本として説明するが、アルミ合金・チタン合金などの他の金属材や木材
さらに樹脂など現存するすべてのものを利用し得るものとする。
【０００７】
　図１（図２のＢ－Ｂ線断面図）および図２（図１のＡ－Ａ線断面図）は、図１の上側で
図２の裏側に相当する側にビルなどの建造物が建ち並んでいて、地震によりそこからガラ
スやブロック片などの破壊片が落下してくるような場合を想定してそれに対応するように
作られた歩道設置型の防災シェルターの一例を示すものである。同シェルターは、バス停
の役目も兼ねているが、バス停を兼ねていない場合もある。
【０００８】
　４０は歩道、４１は車道を示し、歩道４０には、複数本の支柱４２…が６点配置をもっ
て垂直に立設されている。それら支柱４２…の上端間は上連結材４３によりつながれてい
るとともに、中間高さの適所にも中間連結材４４が連結されている。
【０００９】
　上連結材４３と中間連結材４４、支柱４２を利用して強化樹脂でなる採光可能な防護板
４５がビル側と車道側に嵌め込まれている。このシェルターの中には、バスを待つ人や歩
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道４０を歩き休みたい人などが座ることのできる椅子４６…がビル側に配備されており、
この椅子４６は、蓋４７が開閉可能なもので、蓋４７を開ければ椅子下ケース４８内に収
納しておいた非常用品類を使用できるようになっている。
【００１０】
　天井構造はガラス片やブロック片などの落下物を緩衝しながら受け止めるようになって
いる。即ち、５０は天網で、天井開口を簡易に塞ぐためのものである。５１は網芯材、５
２はクッション材で、これらをサンドイッチにした緩衝材５３を上下複数層配備し天井板
５４の端に備えた止め具５５により固定するようになっている。緩衝材５３は上下間に空
間を残して設けられて緩衝効果を上げるようになっているが、重合してもよい。
　尚、シェルター内に霧を噴霧して夏季に涼しくするためノズル５６が設けられている。
この実施形態の場合、上連結材４３がパイプ状であるので、その中を水が流れてノズル５
６から水が噴霧されるように簡易になっている。
【００１１】
　図３（図４のＤ－Ｄ線断面図）および図４（図３のＣ－Ｃ断面図）は他の実施形態を示
す。同実施形態も図１および２の実施形態と同様の目的をもつ防災シェルターである。
　６０は支柱で上連結材６１で互いにつながれている。そのビル側には防護板６２が張ら
れている。６３は天井板で、その両端には止め具６４が設けられている。シェルターの内
部には椅子６５が設けられる一方、その上方には非常用品入れ６６が取り付けられている
。この非常用品入れ６６も補強メンバーになっている。
【００１２】
　６７は網材の両端を折り曲げたクッション入れで、その中にクッション６８を挟みこん
で緩衝材６９を形成するようになっている。これら緩衝材６９の複数を前記止め具６４を
利用して天井板６３上にセットして緩衝しながら落下物を受け止めるようになっている。
【００１３】
　図５ないし図８は、図１ないし図４に示す歩道設置型の防災シェルターの他の実施形態
を示すもので、図５は上空からみた設置の様子を示す上面図、図６は図５の左上側の１つ
を取り出して示す拡大上面図、図７は図６を車道側からみた正面図、図８は図７の左側面
図である。
【００１４】
　図５の上側と下側には、車道４００およびその両側の歩道４０１，４０１を挟んでビル
などの建造物４０２…が建ち並んでいて、地震が発生すればこれらの建造物４０２からガ
ラスやブロック片などの破壊片が次々に落下してくるような場合を想定してそれに対応す
るように防災シェルター４０３を設置したものである。これらの図に示すシェルター４０
３はバス停の役目も兼ねているが、バス停を兼ねていない場合もある。
【００１５】
　歩道４０１には、複数本の支柱４０５…が８点配置をもって垂直に立設されている。そ
れら支柱４０５…の上端間は上連結材４０６によりつながれているとともに、上連結材４
０６や支柱４０５で囲まれた立面の特に建造物４０２…側の面には、窓枠４０７が取付け
られるとともに各窓枠４０７にはポリカーボネートなどの強度のある防護板４０８が採光
可能なものとして嵌め込まれている。
【００１６】
　この防災シェルター４０３の中には、バスを待つ人や休みたい人などが座ることのでき
る椅子４０９…がビル側（車道側でもよい）に配備されており、この椅子４０９は、前記
のように蓋を開閉可能にして椅子下ケース内に収納しておいた非常用品類を使用できるよ
うにしてもよい。
【００１７】
　天井構造は、前記上連結材４０６の上面を介してルーフ４１０が図８のように設けられ
ているとともに、同ルーフ４１０上には、パネル枠４１１と緑地枠４１２が受皿状をなし
て取付けられている。パネル枠４１１は、車道４００側の半分を占め、緑地枠４１２は建
造物４０２側の半分を占める。緑地枠４１２内には、自然物である草木が天井緑地４１３
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として設けられる。
【００１８】
　パネル枠４１１内には、ソーラーパネル４１４…が多数枚配備されている。緑地枠４１
２とパネル枠４１１の境目には給水管４１５が設けられ、歩道のところまで延びているこ
とにより、給水管４１５に明けた霧ノズルから定期的に噴霧が可能になっている。この噴
霧はソーラーパネル４１４の向きに対してもパネル清掃の目的で行うように構成すること
もできる。
【００１９】
　ビルからの落下物は屋根部分の特にビル側において広がって設けられた天井緑地４１３
により受け止められ、その際、緑地４１３であるので好適な緩衝作用をもって落下物を受
け止めることができる。また、平常時には、緑地４１３は夏季の暑さをしのぐなど環境保
全に適しさらにビル上からみても好ましい景観を提供する。ソーラーパネル４１４は破壊
されやすいが、同パネル４１４は車道４０１側に配置しているので落下物に当たりにくい
。
【００２０】
　尚、図６および図７に示すように、シェルター４０３の外部に相当する路面には、衝撃
吸収質路材４１７を配備しておけば落下物４１８…が路面に落ちたあと割れてシェルター
４０３内や他の路面上の人に損傷を与えるおそれが少ない。
　また、図５に示すように、シェルター４０３間には網状材などによる防護連結材４２０
を渡架しておけばシェルター４０３間を歩く人にも安全を与えることができる。この防護
連結材４２０にも独自の支柱などの支持構造を構成することができる。
【００２１】
　図９および図１０は他の実施形態を示すもので、緑地４２２の占有面積を広くとるよう
にしたもので、図９の実施形態は、ソーラーパネル４２３を屋根面積のうち車道４２４側
でかつ片隅にあるようにしたもので、図１０の実施形態は、ソーラーパネル４２３を車道
４２４側に直線状に細長く設けて緑地４２２の面積を極力広くしかも落下物に対し有効に
機能するようにしたものである。
　尚、図９および図１０の下欄に示すものはパネル防護網４２５で、パネル４２３上に離
間して張設される。
【００２２】
　図１１は他の実施形態を示すもので、前記シェルター上の緩衝受材としての構造を示し
、上・中・下網状材４２６，４２７，４２８の３枚で受材を構成し、上の網状材４２６を
粗目、中の網状材４２７を中間目、下の網状材４２８を細目のものとしたもので、この場
合、上下間にクッション材４２９を挟むとより緩衝効果が上がる。この場合の枚数は限定
されない。また、図１ないし図４に示す実施形態ならびに図５ないし図１０の実施形態の
シェルター上のいずれを対象にしてもこの網状材構造を構成することができる。例えば、
プラスチック屋根以外に、緑地やパネル上をも対象として含むものである。
　尚、この場合の網の材質は特に限定しないが、炭素繊維複合材のメッシュ版を使用する
と強度が向上する。
【００２３】
　図１２および図１３に示す実施形態において、２００は布基礎、２０１は土台、２０２
は束石、２０３は床束、２０４は大引き、２０５は根太、２０６は通し柱や管柱などの柱
、２０７は胴差、２０８は天井板、２０９は小梁、２１０は２階床板、２１１は小屋梁、
２１２は妻梁、２１３は軒桁、２１４は小屋束、２１５は母屋、２１６は垂木、２１７は
棟木をそれぞれ示す。
【００２４】
　２２０は外基礎で、この外基礎２２０は、地盤２２１内に埋め込まれたコンクリート基
礎部２２２とその内部に埋め込まれた鉄筋２２３…および基礎部２２２の中央に垂直に埋
め込まれ上端に座板２２４を備えた芯パイプ２２５からなっていて、図１３に示す家屋内
の床梁２２６より少し（１００ｍｍ前後）偏寄した位置の仮想の立面内に対応して位置す
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るように家屋を挟む外部に対称的に配置されている。
【００２５】
　２３０は補強フレームで、同フレーム２３０は、下端に取付板２３１を有する左右一対
の垂直な支柱部２３２と両支柱部２３２間を一体につなぐ水平な横架部２３３とでなる。
　前記取付板２３１は座板２２４にアンカー結合され、支柱部２３２は下部外周に補強板
２３３を備えて補強してある。
　前記脚部２３２は四角なスチールパイプ（あるいは丸パイプやＨ鋼、アングルなどでも
よい）でなり、木質やアルミ合金であることもあり、また、横架部２３３も、四角なパイ
プ（あるいは丸パイプやＨ鋼、アングルなどでもよい）でなり、木質やアルミ合金などで
あることもある。
【００２６】
　横架部２３３と支柱部２３２とは結合板２３４で一体に溶接固着されているが、ボルト
結合タイプによってもよい。
　こうした補強フレーム２３０の横架部２３３は、図１２のように外壁２３５に明けられ
た通孔２３６を通じて室内の天井裏内に通され、図１３に示すように、床梁２２６の左下
に相当するところに通されている。そして、同フレーム２３０は、床梁２２６に直交する
間仕切り桁２３７の底面を通じて通されている。
【００２７】
　このフレーム２３０は、１つの方法として、図１３のように通されたままとする方法が
あるほか、同図のようにアングルなどの連結具２３８により床梁２２６や間仕切り桁２３
７などの躯体構成材に連結する場合がある。
　また、フレーム２３０は、単一本に限らず、図１３の仮想線のように複数列設けること
もある。
　さらに、図１２および図１４に仮想線で示すように、支柱部２３２，２４１は台形の脚
片に相当するように斜状にするとより耐震補強効果が上がる。
【００２８】
　図１４および図１５は他の実施形態を示す。
　同実施形態は、曲げパイプを使ってジョイント式にした点と、パイプにつなぎ方式を採
用した点と、パイプを構造躯体にゴムなどの弾性を介して連結し家屋を弾性支持（免震支
持）した点と、室内に設けた避難シェルターとも協働するように連結関係とした点、２階
構造躯体とパイプを連結して２階の耐震も図ったなどである。
【００２９】
　２４０は補強フレームで、支柱部２４１と横架部２４２とでなる。支柱部２４１は、丸
あるいは角などの曲げパイプでなり、その下端は取付板２４３により外基礎２４４に連結
するようにしてある。横架部２４２は２本のパイプからなりその途中をジョイント軸２４
５によりつなぐようにしてあるとともに。横架部２４２と支柱部２４１とはフランジ２４
６により連結するようにしてある。
【００３０】
　横架部２４２は前記実施形態と同様に床梁２２６の左下で間仕切り桁２３７の底面を通
るようにされ、これら横架部２４２と床梁２２６および間仕切り桁２３７はゴム質の弾性
部材２４７により免震効果をもって連結支持するようになっている。
【００３１】
　２４９は２階連結部材で、横架部２４２から２階躯体まで延びて連結され２階躯体の揺
れを阻止するようになっている。
　尚、２５０は避難用シェルターで、スチールパイプなどを部屋型に組み合わせてなり、
その中にベッド２５１を装備しておくことにより家屋が倒壊しても就寝している人が護ら
れるようになっている。この場合のシェルター２５０は、床下まで床下コラム２５１を延
ばして倒壊時に床抜けしないようにしてある。
　このシェルター２５０に天連結材２５２を介して前記補強フレーム２４０を連結してあ
る。このように補強フレーム２４０とシェルター２５０とを相互連結しておくことで、家
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屋の揺れ自体も抑制されるとともにシェルター２５０の安定性も向上するごとくお互いが
協働し合う。
　また、図１４に仮想線で示す補強フレーム２４０からは垂直柱２５３を垂下して床下ま
で埋め込み固定するようにしてもよい。この場合、図１４の右側の横架部２４２は省略す
ることもできる。
【００３２】
　図１６は補強フレーム２５５を外基礎２５６から立ち上げた外支柱２５７内に差し込ん
で支持効果を向上させるようにしたものである。この場合、右欄に示すように外基礎２５
６はブロック２５８にモルタル２５９を打設した基礎構造であってもよい。
　尚、前記実施形態では、横架部２３３，２４２は金属パイプ状のものとされていたが、
図１６に上側に示すようにワイヤ・ロープ・リンクチェーンなどの線条材２６０であって
もよい。この場合、この線条材２６０は、例えば、床梁２２６などの躯体側に止め付けた
り巻き付けたりして家屋の揺れや倒壊を阻止するようにしてもよい。
　また、図１６の右下欄に示すように、横架材を線条材２６０とするとともに同材２６０
の両端を斜め引っ張り材（ワイヤ・ロープ・リンクチェーンなど）２６１，２６１に一体
接続して家屋の揺れや倒壊を阻止するようにしてもよい。
　さらに、前記支柱部２３２，２４１はゴム質でもよいし、横架部２２６もゴム質でもよ
い。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の一実施形態を示す図２のＢ－Ｂ線断面図。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図。
【図３】他の実施形態を示す図４のＤ－Ｄ線断面図。
【図４】図３のＣ－Ｃ線断面図。
【図５】歩道設置型の防災シェルターの他の実施形態を示す平面図。
【図６】図５の一部を拡大して示す平面図。
【図７】図６のシェルターの正面図。
【図８】図７の左側面図。
【図９】シェルターの他の実施形態を示す平面図。
【図１０】シェルターの他の実施形態を示す平面図。
【図１１】緩衝用の網状材の構造を示す説明図。
【図１２】他の実施形態を示す門型耐震補強装置の家屋縦断面図。
【図１３】図１２のＥ－Ｅ線拡大断面図。
【図１４】他の実施形態を示す門型耐震補強装置の家屋縦断面図。
【図１５】図１４のＦ－Ｆ線断面図。
【図１６】フレームの支持方式の他の実施形態を示す縦断面図。
【符号の説明】
【００３４】
　４０…歩道　４２…支柱　４３，４４…連結材　５０～５５…天井構造。
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