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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下階建物ユニットと、該下階建物ユニットより床面積が小さく該下階建物ユニットの上
部に載置される上階建物ユニットとから構成されるユニット建物の、前記下階建物ユニッ
トの前記上階建物ユニットが載置されない上部に構築されるバルコニー装置であって、
　該バルコニー装置は、前記下階建物ユニットの上部で前記上階建物ユニットに近接して
軒元側に架設される第１の梁材と、前記下階建物ユニットの上部軒先側に載置される第２
の梁材と、前記第１の梁材と第２の梁材との間に架設される根太材により床面が形成され
、前記根太材は、前記下階建物ユニットの上梁の上面より下方に下げた状態で固定される
ものであり、
　前記第１の梁材は、該梁材の両端部の連結部が突出部を有し、該突出部は断面Ｕ字状の
突出部であり前記上梁の上面に固定されることを特徴とするバルコニー装置。
【請求項２】
　下階建物ユニットと、該下階建物ユニットより床面積が小さく該下階建物ユニットの上
部に載置される上階建物ユニットとから構成されるユニット建物の、前記下階建物ユニッ
トの前記上階建物ユニットが載置されない上部に構築されるバルコニー装置であって、
　該バルコニー装置は、前記下階建物ユニットの上部で前記上階建物ユニットに近接して
軒元側に架設される第１の梁材と、前記下階建物ユニットの上部軒先側に載置される第２
の梁材と、前記第１の梁材と第２の梁材との間に架設される根太材により床面が形成され
、前記根太材は、前記下階建物ユニットの上梁の上面より下方に下げた状態で固定される
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ものであり、
　前記第２の梁材は、水平部と垂直部と水平部とを連続して直角に折り曲げて形成した断
面が略Ｚ字に近い形状であることを特徴とするバルコニー装置。
【請求項３】
　前記第２の梁材は、前記垂直部が前記下階建物ユニットの上梁の内側に下方に延出する
ことを特徴とする請求項２に記載のバルコニー装置。
【請求項４】
　前記第２の梁材は、前記上方の水平部を前記下階建物ユニットの上梁の上面に固定され
ることを特徴とする請求項２又は３に記載のバルコニー装置。
【請求項５】
　前記第２の梁材は、前記下方の水平部で前記根太材の端部を受けることを特徴とする請
求項２～４のいずれかに記載のバルコニー装置。
【請求項６】
　前記上階建物ユニットは、その長辺方向の一辺が前記下階建物ユニットの長辺方向の一
辺と同じに設定され、その短辺方向の一辺が前記下階建物ユニットの短辺方向の一辺より
短く設定され、
　前記バルコニー装置は、前記下階建物ユニットの短辺方向の前記上階建物ユニットが載
置されない上部に構築されることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載のバルコニ
ー装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載のバルコニー装置を備えることを特徴とするバルコニー
装置を備えるユニット建物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物ユニットを組み合わせて構成するユニット建物のバルコニー装置に係り
、特に、下階建物ユニットの上部に構築されるバルコニー装置と、このバルコニー装置を
備えるユニット建物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のバルコニー装置として、特許文献１に記載のバルコニー床パネルの固定
構造およびユニット建物がある。この公報に記載のバルコニー床パネルの固定構造は、複
数の床小梁と、この床小梁の上に配置された複数の根太を介して、又は床小梁の上に直接
設置された床板とを有するバルコニー床パネルを、天井フレームに固定するバルコニー床
パネルの固定構造であって、天井フレームに内側に向けて突出部を設けるとともに、床小
梁の端部を前記突出部に固定している。
【特許文献１】特開２００４－１５００８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、前記構造のバルコニー床パネルの固定構造は、バルコニー床パネルを天井フ
レームに容易に組み付けることができるという作用効果を奏するものであるが、複数の床
小梁を備える構造であるため、構成が複雑で施工が煩雑となっている。また、下階建物ユ
ニットの上部全面にバルコニー床を固定するものであり、面積の大きい下階建物ユニット
の上部に面積の小さい上階建物ユニットを載置し、上階建物ユニットが載置されない下階
建物ユニットの上部に、面積の小さいバルコニーを構築する場合には、上梁間に架設され
た複数本の床小梁上に多数の根太材を固定し、多数の根太材の上に床仕上げ材として野地
板を固定している。そして、床小梁の下方には、木製の天井根太が架設されている。この
ように、面積の小さいバルコニーを構築するときには床小梁、根太材で下地を組み、その
上に野地板を固定するため、部品点数が多く構成が複雑となり、施工が煩雑となり、重量
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が増大するという問題点があった。
【０００４】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、
床面積の異なる建物ユニットを組立て、床面積の大きい建物ユニットの上部に床面積の小
さい上階建物ユニットを載置し、下階建物ユニットの上部の上階建物ユニットが載置され
ない部分に構築する場合に、部品点数を低減して構成を簡単にできると共に軽量化でき、
施工が容易なバルコニー装置を提供することにある。また、このようなバルコニー装置を
備えるユニット建物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記目的を達成すべく、本発明に係るバルコニー装置は、下階建物ユニットと、該下階
建物ユニットより床面積が小さく該下階建物ユニットの上部に載置される上階建物ユニッ
トとから構成されるユニット建物の、前記下階建物ユニットの前記上階建物ユニットが載
置されない上部に構築されるバルコニー装置であって、該バルコニー装置は、前記下階建
物ユニットの上部で前記上階建物ユニットに近接して軒元側に架設される第１の梁材と、
前記下階建物ユニットの上部軒先側に載置される第２の梁材と、前記第１の梁材と第２の
梁材との間に架設される根太材により床面が形成され、前記根太材は、前記下階建物ユニ
ットの上梁の上面より下方に下げた状態で固定されるものであり、前記第１の梁材は、該
梁材の両端部の連結部が突出部を有し、該突出部は断面Ｕ字状の突出部であり前記上梁の
上面に固定されることを特徴とする。
【０００６】
　前記のごとく構成された本発明のバルコニー装置は、下階建物ユニットの上部に、これ
より床面積の小さい上階建物ユニットを載置し、上階建物ユニットの載置されない下階建
物ユニットの上部にバルコニー装置を構築する際、軒元側に架設された第１の梁材と、軒
先側に載置される第２の梁材と、これらの梁材間に架設される根太材により床面が形成さ
れるため、従来のこの種のバルコニー装置と比較して床小梁等の部材の点数を削減するこ
とができ、施工も容易となるとともに、軽量化を達成できる。
【０００７】
　また、本発明のバルコニー装置は、その床面に加わる荷重を複数の根太材で受け、複数
の根太材は２本の平行状態に配置された第１の梁材と第２の梁材で支持される。そして、
軒元側の第１の梁材は下階建物ユニットの上梁で支持され、建物ユニットを構成する４本
の柱で分担され、軒先側の第２の梁材は同様に下階建物ユニットを構成する軒先側の上梁
と柱で分担される。この結果、従来のこの種のバルコニー装置と比較してバルコニー床固
定荷重を軽減することができる。
【０００８】
　また、本発明に係るバルコニー装置の好ましい具体的な態様としては、前記上階建物ユ
ニットは、その長辺方向の一辺が前記下階建物ユニットの長辺方向の一辺と同じに設定さ
れ、その短辺方向の一辺が前記下階建物ユニットの短辺方向の一辺より短く設定され、前
記バルコニー装置は、前記下階建物ユニットの短辺方向の前記上階建物ユニットが載置さ
れない上部に構築されることを特徴としている。
【０００９】
　この構成によれば、下階建物ユニットの長辺方向と、上階建物ユニットの長辺方向が一
致し、バルコニー装置は上階建物ユニットの短辺方向に構築されるため、バルコニー装置
の荷重は下階建物ユニットに均等に分担され、ユニット建物におけるバルコニー装置の構
造が安定する。
【００１０】
　本発明に係るバルコニー装置を備えるユニット建物は、前記したバルコニー装置を備え
、下階建物ユニット及び上階建物ユニットを組立てて構成されることを特徴とする。この
ように構成されたユニット建物では、床面積の大きい下階建物ユニットの上部に床面積の
小さい上階建物ユニットを載置したユニット建物において、上階建物ユニットが載置され
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ない下階建物ユニットの上部に、構成が簡単なバルコニー装置を容易な施工で構築するこ
とができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のバルコニー装置は、構成を簡単にでき、軽量化できると共に、下階建物ユニッ
トの上部に容易に施工することができる。また、床面積の大きい下階建物ユニットの上に
床面積の小さい上階建物ユニットを載置固定したユニット建物において、上階建物ユニッ
トの載置されない部分に２階用のバルコニー装置を構築することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明に係るバルコニー装置の一実施形態を図面に基づき詳細に説明する。図１
は、本実施形態に係るバルコニー装置を模式的に示す要部斜視図、図２は図１の上階建物
ユニットを省略したバルコニー装置の展開斜視図、図３は図２の軒元梁、根太受け梁、根
太の固定状態を示す要部斜視図、図４は図２の根太の長手方向に沿う要部断面図、図５は
図２の根太と直交する方向に沿う要部断面図である。
【００１３】
　図１～５において、ユニット建物１は複数の建物ユニットとして、下階の建物ユニット
２、及び上階の建物ユニット３を組立てて２階建てに構成したものであり、本実施形態の
バルコニー装置５は、ユニット建物１の２階部分に構築されるものである。バルコニー装
置５は、下階建物ユニット２と、下階建物ユニット２より床面積が小さく、下階建物ユニ
ット２の上部に載置される上階建物ユニット３とから構成されるユニット建物１の、下階
建物ユニット２の上階建物ユニット３が載置されない上部（２階部分）に構築され、上階
建物ユニット３から入ることができるバルコニー装置である。
【００１４】
　下階建物ユニット２は、鋼製の構造材を溶接で直方体状に接合して形成したボックスラ
ーメン構造のものであり、長辺方向の下梁２ａ、２ａ、短辺方向の下梁２ｂ、２ｂ、４本
の柱２ｃ、２ｃ、２ｄ、２ｄ、長辺方向の上梁２ｅ、２ｅ、短辺方向の上梁２ｆ、２ｆと
から直方体状に形成される。そして、下階建物ユニット２には、図４に示されるように、
天井根太２ｇが上梁２ｅ、２ｅ間に架設されている。また、上階建物ユニット３は、同様
に鋼製の構造材を直方体状に接合して形成したものであり、長辺方向の下梁３ａ、３ａ、
短辺方向の下梁３ｂ、３ｂ、４本の柱３ｃ、３ｃ、３ｄ、３ｄ、長辺方向の上梁３ｅ、３
ｅ、短辺方向の上梁３ｆ、３ｆとから直方体状に形成される。
【００１５】
　そして、上階建物ユニット３は、その長辺方向の一辺が下階建物ユニット２の長辺方向
の一辺と同じに設定され、上階建物ユニット３の下梁３ａ、３ａ、上梁３ｅ、３ｅと、下
階建物ユニット２の下梁２ａ、２ａ、上梁３ｅ、３ｅが同じ長さに設定されている。また
、上階建物ユニット３は、その短辺方向の一辺が下階建物ユニット２の短辺方向の一辺よ
り短く設定され、下階建物ユニット３の床面積より小さく設定されている。なお、両建物
ユニットとも、床梁や天井梁は図示を省略している。
【００１６】
　そして、ユニット建物１は、下階建物ユニット２の短辺方向の上梁２ｆ、２ｆ上に、上
階建物ユニット３の短辺方向の下梁３ｂ、３ｂが位置し、下階建物ユニットの柱２ｃ、２
ｃ上に上階建物ユニットの柱３ｃ、３ｃが載置され、上階建物ユニットの柱３ｄ、３ｄは
下階建物ユニットの上梁２ｆ、２ｆの中程に位置している。このように、ユニット建物１
は、下階建物ユニット２の上部に、上階建物ユニット３の載置されない空間が形成され、
バルコニー装置５は、下階建物ユニット２の短辺方向の上階建物ユニット３が載置されな
い上部の空間に構築される。
【００１７】
　バルコニー装置５は、下階建物ユニット２の上部で上階建物ユニット３に近接して軒元
側に架設された第１の梁材である軒元梁１０と、下階建物ユニット３の上部の軒先側に載
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置固定される第２の梁材である根太受け梁２０と、軒元梁１０と根太受け梁２０との間に
架設される複数の根太３０、３０…により床面６が形成され、この床面上に野地板３１が
載置固定されて構成される。根太３０、３０…の軒先部分は段差３０ａがつけられ、この
部分に雨樋（図示せず）が付設される。
【００１８】
　軒元梁１０は、例えば鋼製の角パイプ材で形成され、下階建物ユニット２の長辺方向に
沿って上梁２ｆ、２ｆ間に架け渡される長さを有しており、両端部には下階建物ユニット
２の短辺方向の上梁２ｆ、２ｆに連結固定される連結部１１、１１が溶接により形成され
ている。この連結部１１は、角パイプの両端部に溶接された鋼板１１ａと、この鋼板に溶
接された断面Ｕ字状の突出部１１ｂから構成され、突出部にはボルトを貫通させる固定孔
１１ｃが形成されている。連結部１１に合わせて上梁２ｆ、２ｆには、補強用のスチフナ
ーが溶接され、軒元梁１０は上梁２ｆ、２ｆにボルトナット１２で固定される。そして、
軒元梁１０には、根太３０、３０…の軒元側の端部を固定する断面Ｌ字状の根太固定部１
３、１３…が溶接されている。
【００１９】
　軒先側の根太受け梁２０は、例えば鋼板を水平部２１と垂直部２２と水平部２３とを連
続して直角に折り曲げて形成した断面が略Ｚ字に近い形状をしている。この根太受け梁２
０は、上方の水平部２１を下階建物ユニット２の上梁２ｅの上面に接合させてボルトナッ
ト２５で固定され、垂直部２２が上梁２ｅの内側に下方に延出し、下方の水平部２３で複
数の根太３０、３０…の軒先側の端部を受けるものである。このため、根太３０、３０…
の下面は上梁２ｅの上面より下方に位置し、根太は上梁２ｅより下方に下げた状態で軒元
梁１０と根太受け梁２０との間に固定されている。そして、垂直部２２と下方の水平部２
３を貫通するビス２６で木製の根太３０を根太受け梁２０に固定するものである。
【００２０】
　このように、下階建物ユニット２の上部で、上階建物ユニット３が載置されない空間に
、軒元梁１０と根太受け梁２０を２本を平行に載置して下階建物ユニット２に固定し、こ
れらの梁材１０、２０で複数の根太３０、３０…を固定し床面６を構成する。そして、こ
のように形成された床面６上に野地板３１を固定し、バルコニー装置５を構築している。
さらに、野地板３１の周囲に、図１に示される手摺り７が設置され、下階建物ユニット２
の構造材に固定され、バルコニー装置５が構築される。なお、ユニット建物１を構成する
建物ユニットの個数は、図示に例に限定されるものではない。
【００２１】
　前記の如く構成された本実施形態のバルコニー装置５の施工動作について以下に説明す
る。ユニット建物１は図示されていない基礎上に、床面積の大きい下階建物ユニット２が
載置されアンカーボルトとナット等の締結手段により固定され、この上に床面積の小さい
上階建物ユニット３が載置され、ボルトナット等により固定される。このように組立てら
れたユニット建物１は、上階建物ユニット３の床面積が下階建物ユニットの床面積より小
さいため、下階建物ユニット２の上部の２階部分にバルコニー装置５を構築するスペース
が形成される。
【００２２】
　組立てられたユニット建物１の２階部分のスペースに、バルコニー装置５の床面６を形
成する。先ず、例えば地上面で、床面６を構成する軒元梁１０と、軒先側の根太受け梁２
０と、複数の根太３０、３０…を組立てて、組立体を形成する。すなわち、軒元梁１０と
根太受け梁２０とを平行状態に配置し、軒元梁１０の根太固定部１３に根太３０の一端を
釘やビス１４で固定する。また、根太３０の他端を根太受け梁２０に釘やビス２６で固定
する。この動作を繰り返し、複数の根太３０、３０…を軒元梁１０と根太受け梁２０との
間に架け渡して固定し、床面６を構成するはしご状の組立体を形成する。
【００２３】
　このように組立てられた組立体を上階建物ユニット３の載置されない下階建物ユニット
２の上部に載置する。すなわち、上階建物ユニット３の長辺方向の下梁３ａに近接して軒
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元梁１０を平行になるように載置し、下階建物ユニット２の軒先側の上梁２ｅに沿って根
太受け梁２０を平行になるように載置する。
【００２４】
　そして、組立体を構成する軒元梁１０の両端の連結部１１を、下階建物ユニット２の短
辺方向の上梁２ｆ、２ｆにボルトナット１２で固定する。また、根太受け梁２０の上方の
水平部２１を下階建物ユニット２の上梁２ｅ上にボルトナット２５で固定する。このよう
にして、バルコニー装置５の床面６を下階建物ユニット２の上部に形成し、形成された床
面６上に野地板３１を固定する。なお、野地板３１は予め組立体上に固定しておき、下階
建物ユニット２上に固定するようにしてもよい。
【００２５】
　このように、バルコニー装置５を構成する床面６は、従来のバルコニー装置のように根
太材を支持する床小梁が不要となるため、部品点数を低減することができる。また、従来
のように床小梁が無く、軒元梁１０と根太受け梁２０とにより根太３０、３０…を支持す
るため床面６を下げることができ、上階の建物ユニット３からバルコニー装置５に出ると
きに、跨ぐ高さを低くして居住性を高めることができる。
【００２６】
　このあと、野地板３１が固定されて形成された床面６の周囲に、図１に二点鎖線で示す
手摺り７を設置し、手摺り７の下部を下階建物ユニット２の構造材である、柱や上梁等に
固定すると共に、手摺り７の上部を上階建物ユニット３の壁面に固定する。
【００２７】
　このように、バルコニー装置５の施工にあたっては、下階建物ユニット２の上部で上階
建物ユニット３の載置されない空間に、２本の梁材、すなわち、軒元側の軒元梁１０と、
軒先側の根太受け梁２０との間に複数の根太３０、３０…を固定したはしご状の組立体を
載置し、軒元梁１０をボルトナット１２で固定し、根太受け梁２０をボルトナット２５で
固定するため、施工が簡略化される。
【００２８】
　従来のバルコニー装置では、複数の床小梁と、この床小梁の上に配置された複数の根太
を介して、又は床小梁の上に直接設置された床板とを有するバルコニー床パネルを、天井
フレームに固定するものであり、図６（ａ）に示されるように、その床面に加わる荷重を
複数の根太を介して床小梁で受ける、あるいは床小梁で直接受け、床小梁は長辺方向の２
本の上梁で支持され、２本の上梁は４本の柱で支持される。このように多数の長尺の床小
梁で受けるため、バルコニー床固定荷重が増大する。
【００２９】
　これに対し、前記のように構成された本実施形態のバルコニー装置５は、図６（ｂ）に
示されるように、その床面に加わる荷重を複数の根太３０、３０…で受け、複数の根太は
２本の平行状態に配置された軒元梁１０と根太受け梁２０で支持される。そして、軒元側
の軒元梁１０は下階建物ユニット２の上梁２ｆ、２ｆで支持され、下階建物ユニット２を
構成する４本の柱２ｃ、２ｃ、２ｄ、２ｄで分担され、軒先側の根太受け梁２０は同様に
下階建物ユニット２を構成する軒先側の上梁２ｅと柱２ｄ、２ｄで分担される。この結果
、従来のこの種のバルコニー装置と比較してバルコニー床固定荷重を軽減することができ
る。
【００３０】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明は、前記の実施形態に限定される
ものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の精神を逸脱しない範囲で、種々の設
計変更を行うことができるものである。例えば、前記の実施形態では、２階建てのユニッ
ト建物の例を示したが、３階建てのユニット建物の３階部分にバルコニー装置を構築する
ことができ、同様に、２階部分と３階部分の両方に構築することもできる。
【００３１】
　前記の実施形態では、バルコニー装置の床面を構成する第１の梁材と第２の梁材とを根
太材で連結して固定した組立体を、下階建物ユニットの上部の上階建物ユニットが載置さ
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れないスペースに載置して固定する例を示したが、第１の梁材と第２の梁材をそれぞれ下
階建物ユニットに固定し、このあと根太材で第１の梁材と第２の梁材とを連結してバルコ
ニー装置の床面を形成するようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　本発明の活用例として、このバルコニー装置を用いて住宅や他の構造物の２階部分、あ
るいは３階以上の部分にバルコニーを構築でき、しかも構成が簡単で、施工の容易なバル
コニー装置を構築できる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明に係るバルコニー装置の一実施形態を模式的に示す要部斜視図。
【図２】図１の上階建物ユニットを省略したバルコニー装置の展開斜視図。
【図３】図２の軒元梁、根太受け梁、根太の固定状態を示す要部斜視図。
【図４】図２の根太の長手方向に沿う要部断面図。
【図５】図２の根太と直交する方向に沿う要部断面図。
【図６】従来のバルコニー装置と本発明に係るバルコニー装置の床鉛直荷重の建物ユニッ
トへの流れを示す模式図。
【符号の説明】
【００３４】
　１：ユニット建物、２：下階建物ユニット、２ａ、２ｂ：下梁、２ｃ、２ｄ：柱、２ｅ
、２ｆ：上梁、３：上階建物ユニット、３ａ、３ｂ：下梁、３ｃ、３ｄ：柱、３ｅ、３ｆ
：上梁、５：バルコニー装置、６：床面、７：手摺り、１０：軒元梁（第１の梁材）、２
０：根太受け梁（第２の梁材）、３０：根太（根太材）、３１：野地板

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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