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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バルコニー床を備えたバルコニーの耐火構造において、
　前記バルコニー床は、当該バルコニー床の屋外側縁部に位置するとともに床面を構成す
る床部を支持し、かつ複数の耐火被覆材によって被覆された梁を有しており、
　前記梁は、屋外側に向けられた屋外側垂直面を備えており、
　前記複数の耐火被覆材には、前記梁の前記屋外側垂直面を被覆する第一耐火被覆材が含
まれており、
　前記梁には、複数の押さえ部材が、前記屋外側垂直面との間に前記第一耐火被覆材を介
在させるようにして、かつ前記梁の長さ方向に間隔を空けて配置固定されており、
　前記複数の押さえ部材は、前記バルコニーを構成する手摺の固定下地として用いられる
ことを特徴とするバルコニーの耐火構造。
【請求項２】
　請求項１に記載のバルコニーの耐火構造において、
　前記梁は、前記屋外側垂直面を構成するウェブと、前記ウェブの上下端部のそれぞれに
一体形成される上下のフランジと、を備えており、
　前記押さえ部材は、
　前記ウェブの前記屋外側垂直面に対向する押さえ面部と、
　前記押さえ面部の上下端部のそれぞれにバルコニー中央側に延びるようにして一体形成
され、かつ前記上下のフランジそれぞれに固定される上下の固定面部と、を備えることを
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特徴とするバルコニーの耐火構造。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のバルコニーの耐火構造において、
　前記複数の耐火被覆材には、前記梁の上面を被覆する第二耐火被覆材が含まれており、
　前記梁には、前記バルコニー床の屋外側縁部における立ち上がり壁面を構成する立ち上
がり材が、前記梁の前記上面の屋外側縁部に沿って配置固定されており、
　前記第二耐火被覆材は、前記立ち上がり材よりもバルコニー中央側に配置されているこ
とを特徴とするバルコニーの耐火構造。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載のバルコニーの耐火構造において、
　前記複数の耐火被覆材には、前記梁の下面を被覆する第三耐火被覆材が含まれており、
　前記バルコニー床は、前記梁の下方に間隔を空けて配置され、かつ前記バルコニー床の
下面を覆う軒天井材を有しており、
　前記第三耐火被覆材は、前記梁の前記下面と前記軒天井材の上面との間に配置されてい
ることを特徴とするバルコニーの耐火構造。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載のバルコニーの耐火構造において、
　前記梁は、バルコニー中央側に向けられた内側垂直面を備えており、
　前記複数の耐火被覆材には、前記梁の前記内側垂直面を被覆する第四耐火被覆材が含ま
れていることを特徴とするバルコニーの耐火構造。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載のバルコニーの耐火構造において、
　前記バルコニー床は、少なくとも前記梁の前記屋外側垂直面よりもバルコニー中央側に
配置される耐火性能のある床下地材を有しており、
　前記床下地材は、前記複数の耐火被覆材と共に前記梁を被覆するようにして設けられて
いることを特徴とするバルコニーの耐火構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バルコニーの耐火構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、火災による延焼を防ぐための様々な技術が知られている。例えば、特許文献１に
記載の技術においては、柱や梁等の構造材を、耐火被覆材やＡＬＣ（Autoclaved Lightwe
ight Concrete）等の耐火パネルからなる床版で覆う技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１３８６７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、キャンチバルコニーやインナーバルコニーの床は、延焼を防ぐ上で重要な箇
所となっている。そこで、特許文献１に開示された技術を適用し、バルコニー床を構成す
る梁を耐火被覆材で被覆することが考えられる。
　しかしながら、バルコニーと外壁とでは納まりが異なるため、バルコニー床の梁であっ
ても確実に耐火被覆材で被覆できるようにして、バルコニー床の耐火性能を向上させたい
という要望があった。
【０００５】
　本発明の課題は、バルコニーの納まりに対応でき、バルコニー床の耐火性能を向上させ
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ることが可能なバルコニーの耐火構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、例えば図１～図８に示すように、バルコニー床２を備えたバ
ルコニー１の耐火構造において、
　前記バルコニー床２は、当該バルコニー床２の屋外側縁部に位置するとともに床面を構
成する床部５を支持し、かつ複数の耐火被覆材１１，１２，１３，１４によって被覆され
た梁８，９を有しており、
　前記梁８，９は、屋外側に向けられた屋外側垂直面Ｗ１を備えており、
　前記複数の耐火被覆材１１，１２，１３，１４には、前記梁８，９の前記屋外側垂直面
Ｗ１を被覆する第一耐火被覆材１１が含まれており、
　前記梁８，９には、複数の押さえ部材１５が、前記屋外側垂直面Ｗ１との間に前記第一
耐火被覆材１１を介在させるようにして、かつ前記梁８，９の長さ方向に間隔を空けて配
置固定されており、
　前記複数の押さえ部材１５は、前記バルコニー１を構成する手摺３の固定下地として用
いられることを特徴とする。
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、梁８，９に、複数の押さえ部材１５が、屋外側垂直面
Ｗ１との間に第一耐火被覆材１１を介在させるようにして、かつ梁８，９の長さ方向に間
隔を空けて配置固定されているので、複数の押さえ部材１５によって第一耐火被覆材１１
を押さえ、第一耐火被覆材１１が梁８，９の屋外側垂直面Ｗ１から脱落することを防ぐこ
とができる。これによって、第一耐火被覆材１１で梁８，９の屋外側垂直面Ｗ１を確実か
つ継続的に被覆することができるので、結果的に、延焼を防ぐ上で重要な箇所であるバル
コニー床２の耐火性能を向上させることが可能となる。
　また、複数の押さえ部材１５は、バルコニー１を構成する手摺３の固定下地として用い
られるので、複数の押さえ部材１５を、第一耐火被覆材１１の脱落防止用と、手摺３の設
置用の双方として使うことができる。これによって、手摺３の固定下地を別に用意する必
要がなく、作業性やコストの面で効率化を果たすとともに、バルコニー１の納まりにも対
応できる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、例えば図３，図４に示すように、請求項１に記載のバルコニ
ー１の耐火構造において、
　前記梁８，９は、前記屋外側垂直面Ｗ１を構成するウェブＷと、前記ウェブＷの上下端
部のそれぞれに一体形成される上下のフランジＦと、を備えており、
　前記押さえ部材１５は、
　前記ウェブＷの前記屋外側垂直面Ｗ１に対向する押さえ面部１５ａと、
　前記押さえ面部１５ａの上下端部のそれぞれにバルコニー１中央側に延びるようにして
一体形成され、かつ前記上下のフランジＦそれぞれに固定される上下の固定面部１５ｂと
、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明によれば、押さえ部材１５が、押さえ面部１５ａと上下の固定面
部１５ｂとを備えたものとなっているので、ウェブＷと上下のフランジＦとを備えた梁８
，９に対して固定しやすい。しかも、押さえ部材１５は、その押さえ面部１５ａを第一耐
火被覆材１１に面で接触させることができるので、第一耐火被覆材１１が梁８，９の屋外
側垂直面Ｗ１から脱落することを、より確実に防ぐことができる。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、例えば図１，図２，図６，図７に示すように、請求項１また
は２に記載のバルコニー１の耐火構造において、
　前記複数の耐火被覆材１１，１２，１３，１４には、前記梁８，９の上面を被覆する第
二耐火被覆材１２が含まれており、
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　前記梁８，９には、前記バルコニー床２の屋外側縁部における立ち上がり壁面を構成す
る立ち上がり材２１が、前記梁８，９の前記上面の屋外側縁部に沿って配置固定されてお
り、
　前記第二耐火被覆材１２は、前記立ち上がり材２１よりもバルコニー１中央側に配置さ
れていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載の発明によれば、立ち上がり材２１が、梁８，９に対して、当該梁８，
９の上面の屋外側縁部に沿って配置固定されており、第二耐火被覆材１２が、立ち上がり
材２１よりもバルコニー１中央側に配置されているので、立ち上がり材２１によって第二
耐火被覆材１２を押さえ、第二耐火被覆材１２が梁８，９の上面から屋外側に脱落するこ
とを防ぐことができる。これによって、第二耐火被覆材１２で梁８，９の上面を確実かつ
継続的に被覆することができるので、結果的に、延焼を防ぐ上で重要な箇所であるバルコ
ニー床２の耐火性能を向上させることが可能となる。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、例えば図１，図３に示すように、請求項１～３のいずれか一
項に記載のバルコニー１の耐火構造において、
　前記複数の耐火被覆材１１，１２，１３，１４には、前記梁８，９の下面を被覆する第
三耐火被覆材１３が含まれており、
　前記バルコニー床２は、前記梁８，９の下方に間隔を空けて配置され、かつ前記バルコ
ニー床２の下面を覆う軒天井材２８を有しており、
　前記第三耐火被覆材１３は、前記梁８，９の前記下面と前記軒天井材２８の上面との間
に配置されていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項４に記載の発明によれば、バルコニー床２は、梁８，９の下方に間隔を空けて配
置され、かつバルコニー床２の下面を覆う軒天井材２８を有しており、第三耐火被覆材１
３が、梁８，９の下面と軒天井材２８の上面との間に配置されているので、軒天井材２８
によって第三耐火被覆材１３を保持し、第三耐火被覆材１３が梁８，９の下面から脱落す
ることを防ぐことができる。これによって、第三耐火被覆材１３で梁８，９の下面を確実
かつ継続的に被覆することができるので、結果的に、延焼を防ぐ上で重要な箇所であるバ
ルコニー床２の耐火性能を向上させることが可能となる。
　さらに、軒天井材２８を耐火性能のある素材とすれば、第三耐火被覆材１３と共にバル
コニー床２の下面側の耐火性能をより向上させることができるので好ましい。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、例えば図１，図３，図６に示すように、請求項１～４のいず
れか一項に記載のバルコニー１の耐火構造において、
　前記梁８，９は、バルコニー１中央側に向けられた内側垂直面Ｗ２を備えており、
　前記複数の耐火被覆材１１，１２，１３，１４には、前記梁８，９の前記内側垂直面Ｗ
２を被覆する第四耐火被覆材１４が含ま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、複数の耐火被覆材１１，１２，１３，１４には、梁８
，９の内側垂直面Ｗ２を被覆する第四耐火被覆材１４が含まれているので、当該第四耐火
被覆材１４によって梁８，９の内側垂直面Ｗ２における耐火機能を確保することができる
。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、例えば図１，図６に示すように、請求項１～５のいずれか一
項に記載のバルコニー１の耐火構造において、
　前記バルコニー床２は、少なくとも前記梁８，９の前記屋外側垂直面Ｗ１よりもバルコ
ニー１中央側に配置される耐火性能のある床下地材２０を有しており、
　前記床下地材２０は、前記複数の耐火被覆材１１，１２，１３，１４と共に前記梁８，
９を被覆するようにして設けられていることを特徴とする。
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【００１７】
　請求項６に記載の発明によれば、耐火性能のある床下地材２０が、複数の耐火被覆材１
１，１２，１３，１４と共に梁８，９を被覆するようにして設けられているので、これら
複数の耐火被覆材１１，１２，１３，１４と床下地材２０とでバルコニー床２の耐火性能
をより向上させることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、バルコニーの納まりに対応でき、延焼を防ぐ上で重要な箇所であるバ
ルコニー床の耐火性能を向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】耐火構造が採用されたバルコニーの一例を示す断面図である。
【図２】梁が見える状態のバルコニーを示す平面図である。
【図３】押さえ部材が固定された箇所を含む梁の周囲の断面図である。
【図４】押さえ部材が固定された箇所を含む梁の周囲の正面図である。
【図５】バルコニーの手摺を示す斜視図である。
【図６】立ち上がり材が固定された箇所を含む梁の周囲の断面図である。
【図７】立ち上がり材を示す正面図である。
【図８】立ち上がり材の位置に対応して形成されたバルコニーの壁の座堀加工部を示す斜
視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　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。
　図１において符号１は、バルコニーを示す。このバルコニー１は、所謂、インナーバル
コニーやキャンチバルコニー、ルーフバルコニー等の各種バルコニーを採用可能であり、
バルコニー床２を備える。当該バルコニー床２は、バルコニー１に出入りするための出入
口が形成された外壁面に対して屋外に位置するようにして設けられている。
　なお、本実施の形態のバルコニー１には、インナーバルコニーが採用されており、バル
コニー１の大部分が、建物の外壁面のうち最も外側に位置する外壁面よりも内側に配置さ
れた状態となっている。
【００２１】
　また、バルコニー１は、手摺３を備える。この手摺３は、複数の支柱３ａの上端部に手
摺笠木３ｂが設けられ、さらに複数の支柱３ａの屋外側面間に面材３ｃが設けられた形態
のものである。また、支柱３ａの下端部には、バルコニー床２の立ち上がり壁面（後述す
る立ち上がり材２１）に連続して、バルコニー床２の立ち上がり部分を化粧するカバー笠
木３ｆが設けられている。さらに、支柱３ａの上端部間には、手摺笠木３ｂの取付下地と
なる笠木受け３ｇが架設されている。さらに、支柱３ａの長さ方向に間隔を空けて複数の
胴縁受け３ｈが設けられている。
　面材３ｃは、上下に間隔を空けて配置される複数の桟材３ｄと、当該複数の桟材３ｄが
取り付けられる胴縁３ｅと、からなる。そして、胴縁３ｅは支柱３ａに設けられた胴縁受
け３ｈに取り付けられている。また、複数の桟材３ｄは、断面平行四辺形状に形成された
筒状の部材である。
　なお、本実施の形態の手摺３は以上のような構成のものが採用されるが、これに限られ
るものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
【００２２】
　バルコニー床２は、建物躯体側に固定される支持体４と、支持体４の上側に形成されて
当該支持体４によって支持される床部５と、支持体４の下側に形成されて当該支持体４に
取り付けられる軒天井部６と、からなる。
　また、本実施の形態のバルコニー１は、上述のように大部分が、建物の外壁面のうち最
も外側に位置する外壁面よりも内側に配置された状態となっているため、バルコニー床２
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は、図２に示すように、インナー領域２ａとアウター領域２ｂとに分かれている。すなわ
ち、建物の外壁面のうち最も外側の外壁面の位置Ａよりも内側に配置された部分がインナ
ー領域２ａとされ、位置Ａよりも外側に配置された部分がアウター領域２ｂとされている
。
【００２３】
　支持体４は、建物躯体側に固定された枠状体であり、複数の梁等の鋼材によって構成さ
れている。
　複数の梁には、建物躯体側の梁７に連結される（または一体形成される）とともに屋外
側に突出する左右二本の梁８と、当該二本の梁８の先端間を連結する中央の梁９と、当該
梁９と建物躯体との間に架設される図示しない複数の床小梁（根太ともいう）と、左右の
梁８と中央の梁９とをコーナーで連結する連結部１０と、が含まれている。
　本実施の形態において、各梁８，９と連結部１０は、バルコニー床２の屋外側縁部に位
置するとともに床面を構成する床部５を支持する。そして、各梁８，９および連結部１０
は、複数の耐火被覆材１１，１２，１３，１４によって被覆されている。
【００２４】
　各梁８，９と連結部１０は、ウェブＷと、当該ウェブＷの上下端部のそれぞれに一体形
成される上下のフランジＦと、を備える鋼材である。なお、本実施の形態では所謂Ｈ形鋼
が採用されているが、これに限られるものではなく、Ｉ形鋼や溝形鋼、筒状の鋼材等を採
用してもよい。また、溝形鋼を採用する場合は、ウェブＷが屋外側に位置する場合と、バ
ルコニー１中央側に位置する場合のどちらでも採用することができる。
　また、各梁８，９および連結部１０の上下のフランジＦには、当該フランジＦを厚み方
向に貫通するボルト孔Ｈが形成されている。上フランジＦの下面および下フランジＦの上
面には、ボルト孔Ｈに対応してナットＮが溶接されている。
　なお、ウェブＷは、屋外側に向けられた垂直面（以下、屋外側垂直面Ｗ１）と、バルコ
ニー１中央側に向けられた垂直面（以下、内側垂直面Ｗ２）を、を備える。
【００２５】
　床部５は、支持体４の図示しない複数の床小梁の上面側に形成されており、図１等に示
すように、床下地材２０と、立ち上がり材２１と、勾配断熱材２２と、補強パネル２３と
、防水シート２４と、床面材２５と、を備える。
　床下地材２０は、ＡＬＣ等の耐火性能のあるパネルであり、支持体４上（複数の床小梁
上）に設置されている。
　より詳細に説明すると、当該床下地材２０は、少なくとも各梁８，９の屋外側垂直面Ｗ
１よりもバルコニー１中央側に配置されている。図１，図３，図６に示す例では、床下地
材２０は、梁９（梁８）のバルコニー１中央側端部よりも内側に位置しており、梁９（梁
８）の内側垂直面Ｗ２側を被覆した状態となっている。
　ただし、これに限られるものではなく、床下地材２０を、梁９（梁８）の上面のうち、
屋外側垂直面Ｗ１よりもバルコニー１中央側に設置して、当該梁９（梁８）の上面の内側
半分を被覆してもよい。その際は、床下地材２０の厚みを小さくし、高さ調整を行うよう
にしてもよい。
　すなわち、床下地材２０は、複数の耐火被覆材１１，１２，１３，１４と共に各梁８，
９および連結部１０を被覆するようにして設けられていることになる。
【００２６】
　立ち上がり材２１は、バルコニー床２の屋外側縁部における立ち上がり壁面を構成する
ものであり、各梁８，９の上面の屋外側縁部に沿って配置固定されている。
　立ち上がり材２１は、図１，図２，図６，図７に示すように、垂直面部２１ａと、折曲
部２１ｂと、脚部２１ｃと、を備える。
　垂直面部２１ａは、バルコニー床２における立ち上がり壁面を形成するための本体部分
となっており、バルコニー床２の仕上げ面よりも上方に突出している。
　折曲部２１ｂは、垂直面部２１ａの上端部から屋外側に水平に突出するようにして折り
曲げられた部分を指している。なお、当該折曲部２１ｂ（すなわち、立ち上がり材２１の
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上端部）は、カバー笠木３ｆによって覆われている。すなわち、カバー笠木３ｆと立ち上
がり材２１によって、バルコニー１の屋外側縁部における立ち上がり部を形成している。
　脚部２１ｃは、垂直面部２１ａの幅方向両端の下端部から下方に延びて設けられるとと
もに、断面Ｌ字状に形成された部分を指しており、断面Ｌ字の水平部分に該当する箇所に
ボルト孔が形成されている。そして、立ち上がり材２１は、各梁８，９および連結部１０
に対して、両方の脚部２１ｃのボルト孔と、各梁８，９に形成されたボルト孔Ｈにボルト
Ｂを通し、ナットＮに螺合させることによって固定されている。
【００２７】
　なお、図８に示すように、建物の外壁面のうち最も外側の外壁面は一部、座堀加工され
ている（座堀加工部７ａ）。そして、この座堀加工部７ａには、立ち上がり材２１の端部
が配置されている。
　すなわち、立ち上がり材２１は、その端部が座堀加工部７ａに入り込むように寸法設定
されるとともに梁８上に設置固定される。さらに、図８には例示していないが、手摺３の
カバー笠木３ｆの端部も、当該座堀加工部７ａ内に配置されるものとする。
　これによって、バルコニー１における立ち上がり部の端部が、建物の外壁側に入り込ん
だような状態となり、建物外壁とバルコニー１との一体感を高めることができるので好ま
しい。
　なお、図８に示す例では、インナー領域２ａ側にも、バルコニー床２と建物外壁との間
に位置するようにして、立ち上がり材２９が設けられている。当該立ち上がり材２９は、
ケイ酸カルシウム板を主成分とする板状体であり、耐火性能を有するものとする。
【００２８】
　勾配断熱材２２は、床下地材２０の上面に敷設された断熱材であり、バルコニー床２の
排水孔（図示せず）に向かって水勾配を形成するようにして設けられている。
　補強パネル２３は、勾配断熱材２２の上面に敷設されており、当該勾配断熱材２２を補
強している。
　防水シート２４は、補強パネル２３の上面と、立ち上がり材２１における垂直面部２１
ａのバルコニー１中央側の面に貼設されており、当該防水シート２４の裏側への浸水を防
いでいる。
　床面材２５は、防水シート２４の上面に敷設されており、バルコニー床２の床面を構成
している。
【００２９】
　軒天井部６は、支持体４の図示しない複数の床小梁の下面側に形成されており、図１等
に示すように、幕板２６と、野縁２７と、軒天井材２８と、を備える。
　幕板２６は、手摺３の支柱３ａ下端部に固定される固定部材１６（後述する）に対して
固定されるものであり、バルコニー床２下端部の屋外側縁部に沿って設けられている。そ
して、バルコニー床２下端部の屋外側縁部を化粧している。なお、幕板２６は、当該幕板
２６のバルコニー１中央側端部に、軒天井材２８の縁部を支持するために水平に形成され
た軒天支持部２６ａを有する。
　野縁２７は、下面に軒天井材２８が取り付けられるものであり、図示しない複数の床小
梁の下面に取り付けられている。
　軒天井材２８は、バルコニー床２の下面を覆うものであり、耐火性能のある石膏ボード
等が採用されている。そして、当該軒天井材２８は、野縁２７の下面に取り付けられるこ
とによって各梁８，９および連結部１０の下方に間隔を空けて配置されている。
【００３０】
　次に、各梁８，９および連結部１０を、複数の耐火被覆材１１，１２，１３，１４によ
って被覆する形態について詳細に説明する。
　支持体４を構成する各梁８，９および連結部１０を被覆する複数の耐火被覆材１１，１
２，１３，１４には、第一耐火被覆材１１と、第二耐火被覆材１２と、第三耐火被覆材１
３と、第四耐火被覆材１４と、が含まれている。
　第一耐火被覆材１１は、各梁８，９および連結部１０の屋外側垂直面Ｗ１を被覆するも
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のである。また、第二耐火被覆材１２は、各梁８，９および連結部１０の上面を被覆する
ものである。また、第三耐火被覆材１３は、各梁８，９および連結部１０の下面を被覆す
るものである。また、第四耐火被覆材１４は、各梁８，９および連結部１０の内側垂直面
Ｗ２を被覆するものである。
　さらに、これら複数の耐火被覆材１１，１２，１３，１４としては、例えばロックウー
ル等の耐火・耐熱素材を使った巻き付け耐火被覆材や、ケイ酸カルシウム板を主成分とす
る板状の耐火被覆材等が使用される。その他にも吹き付けタイプの耐火被覆材が知られて
いるが、本実施の形態においては、現場加工や粉塵対策の有無に基づく総合的な施工性を
考慮し、巻き付け耐火被覆材が採用されている。
【００３１】
　各梁８，９には、複数の押さえ部材１５が、屋外側垂直面Ｗ１との間に第一耐火被覆材
１１を介在させるようにして、かつ梁８，９の長さ方向に間隔を空けて配置固定されてい
る。
　すなわち、図２に示すように、一方の梁８から中央の梁９および連結部１０を経由して
他方の梁８までの間に、複数の押さえ部材１５が間隔を空けて配置固定されている。より
詳細には、左右の梁８（連結部１０を含む）それぞれの中央付近に一つずつ押さえ部材１
５が配置固定され、中央の梁９の左右両端部と中央の二箇所、計四箇所に押さえ部材１５
が配置固定されている。
【００３２】
　押さえ部材１５は、ウェブＷの屋外側垂直面Ｗ１に対向する押さえ面部１５ａと、当該
押さえ面部１５ａの上下端部のそれぞれにバルコニー１中央側に延びるようにして一体形
成され、かつ上下のフランジＦそれぞれに固定される上下の固定面部１５ｂと、を備える
。
　すなわち、押さえ部材１５は、断面コ字状に形成されている。さらに、上下の固定面部
１５ｂのそれぞれにはボルト孔が形成されている。そして、押さえ部材１５は、各梁８，
９に対して、上下の固定面部１５ｂのボルト孔と各梁８，９に形成されたボルト孔Ｈにボ
ルトＢを通し、ナットＮに螺合させることによって固定されている。
　第一耐火被覆材１１は、このように固定された押さえ部材１５の押さえ面部１５ａと、
各梁８，９のウェブＷにおける屋外側垂直面Ｗ１との間に設けられている。すなわち、押
さえ部材１５によって、第一耐火被覆材１１がウェブＷの屋外側垂直面Ｗ１から脱落する
ことを防いだ状態となっている。
　なお、本実施の形態において、各梁８，９はＨ形鋼が採用されているので、各梁８，９
の屋外側垂直面Ｗ１と押さえ部材１５の押さえ面部１５ａとの間には、第一耐火被覆材１
１を設けるためのスペースが確保しやすくなっている。また、このように第一耐火被覆材
１１用のスペースが確保できるので、例えば各梁８，９として筒状の鋼材（またはウェブ
Ｗが屋外側に位置する場合の溝形鋼）を採用した場合とは異なり、押さえ部材１５を、各
梁８，９側に極力近づけて配置することができる。
【００３３】
　なお、押さえ部材１５は、図１～図５に示すように、バルコニー１を構成する手摺３の
固定下地として用いられている。
　すなわち、手摺３の支柱３ａの下端部には、当該支柱３ａを押さえ部材１５に固定する
ための固定部材１６が一体的に設けられている。固定部材１６は断面略Ｃ字状に形成され
、さらには支柱３ａに対して横方向に幅広に形成されている。また、固定部材１６の垂直
面部分のうち、支柱３ａを挟んで両側には、横方向に長い長孔である複数のボルト孔１６
ａが形成されている（計四箇所）。
　一方、押さえ部材１５の押さえ面部１５ａにも、固定部材１６側のボルト孔１６ａに対
応する複数のボルト孔Ｈが形成されており、その裏側（ウェブＷ側）の面にはナットＮが
溶接されている。
　そして、支柱３ａの下端部に設けられた固定部材１６が、押さえ部材１５の押さえ面部
１５ａに対して、ボルトＢによって固定されている。また、手摺３を構成する手摺笠木３
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ｂや面材３ｃは、支柱３ａに対して取り付けられるものであるため、手摺３自体が、押さ
え部材１５に固定された状態となっている。なお、固定部材１６に形成されたボルト孔１
６ａは横方向に長い長孔であるため、手摺３を横方向に位置調整することができる。
【００３４】
　また、押さえ部材１５は、立ち上がり材２１と共に各梁８，９および連結部１０の屋外
側縁部に配置固定されるものであるため、立ち上がり材２１の一方の脚部２１ｃと他方の
脚部２１ｃとの間のスペースを利用して配置されている。
　より具体的に説明すると、図２，図７に示すように、バルコニー床２のアウター領域２
ｂの左右側（梁８側）においては、立ち上がり材２１が、梁８から連結部１０に亘って設
けられ、押さえ部材１５が、梁８上において当該立ち上がり材２１の双方の脚部２１ｃ間
の中央に配置されている。
　さらに、アウター領域２ｂの梁９側においては、同サイズの三つの立ち上がり材２１が
梁９とその左右の連結部１０に亘って設けられている。そして、四つの押さえ部材１５が
、梁９上において立ち上がり材２１の脚部２１ｃを避けてバラスン良く配置されている。
すなわち、真ん中に位置する立ち上がり材２１の双方の脚部２１ｃのそれぞれに寄せて二
つの押さえ部材１５が配置され、左右に位置する立ち上がり材２１における梁８側の脚部
２１ｃに寄せて押さえ部材１５が配置されている。
【００３５】
　各梁８，９および連結部１０の上面を被覆する第二耐火被覆材１２は、図６に示すよう
に、立ち上がり材２１よりもバルコニー１中央側に配置されている。そして、第二耐火被
覆材１２は、立ち上がり材２１の脚部２１ｃおよび垂直面部２１ａによって、屋外側に脱
落しないように押さえられた状態となっている。
　なお、床下地材２０が、各梁８，９および連結部１０の上面に設置される場合、第二耐
火被覆材１２は、当該床下地材２０と立ち上がり材２１との間に配置されることとなり、
床下地材２０と共に各梁８，９および連結部１０の上面を被覆した状態となる。
【００３６】
　各梁８，９および連結部１０の下面を被覆する第三耐火被覆材１３は、図１，図３に示
すように、各梁８，９および連結部１０の下面と軒天井材２８の上面との間に配置されて
いる。すなわち、第三耐火被覆材１３は、軒天井材２８の上面に載せられた状態となって
いる。
　また、第三耐火被覆材１３は、軒天井材２８が取り付けられる野縁２７のうち、バルコ
ニー床２の屋外側縁部に沿って設けられる野縁２７よりも屋外側に配置されている。これ
によって、第三耐火被覆材１３が、バルコニー１中央側に移動しないように設定されてい
る。
【００３７】
　梁８，９および連結部１０の内側垂直面Ｗ２を被覆する第四耐火被覆材１４は、第三耐
火被覆材１３と床下地材２０との間に垂直に配置されている。
　なお、第四耐火被覆材１４の上端部は、床下地材２０に対して図示しない固定具によっ
て固定されている。また、第四耐火被覆材１４の下端部は、第三耐火被覆材１３に対して
接着剤や粘着テープ等によって接合されている。ただし、第四耐火被覆材１４の設置形態
はこれに限られるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
【００３８】
　以上のようにバルコニー１は、バルコニー床２の支持体４を構成する各梁８，９および
連結部１０を、複数の耐火被覆材１１，１２，１３，１４によって被覆することによって
耐火性能を向上させている。
　さらには、支持体４の上面側および下面側のそれぞれにも耐火性能のある部材（床下地
材２０、勾配断熱材２２、軒天井材２８等）が設けられて、バルコニー床２を構成してい
るので、バルコニー１全体の耐火性能は格段に高いものとなっている。
　なお、本実施の形態において、第一～第四耐火被覆材１１，１２，１３，１４はそれぞ
れ別体として取り扱われているが、可能な限り一体形成してもよい。特に、第三耐火被覆
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材１３と第四耐火被覆材１４は、上述のように接合されるので一体形成しやすい。
【００３９】
　本実施の形態によれば、各梁８，９に、複数の押さえ部材１５が、屋外側垂直面Ｗ１と
の間に第一耐火被覆材１１を介在させるようにして、かつ各梁８，９の長さ方向に間隔を
空けて配置固定されているので、複数の押さえ部材１５によって第一耐火被覆材１１を押
さえ、第一耐火被覆材１１が各梁８，９の屋外側垂直面Ｗ１から脱落することを防ぐこと
ができる。これによって、第一耐火被覆材１１で各梁８，９の屋外側垂直面Ｗ１を確実か
つ継続的に被覆することができるので、結果的に、延焼を防ぐ上で重要な箇所であるバル
コニー床２の耐火性能を向上させることが可能となる。
　また、複数の押さえ部材１５は、バルコニー１を構成する手摺３の固定下地として用い
られるので、複数の押さえ部材１５を、第一耐火被覆材１１の脱落防止用と、手摺３の設
置用の双方として使うことができる。これによって、手摺３の固定下地を別に用意する必
要がなく、作業性やコストの面で効率化を果たすとともに、バルコニー１の納まりにも対
応できる。
【００４０】
　また、押さえ部材１５が、押さえ面部１５ａと上下の固定面部１５ｂとを備えたものと
なっているので、ウェブＷと上下のフランジＦとを備えた各梁８，９に対して固定しやす
い。しかも、押さえ部材１５は、その押さえ面部１５ａを第一耐火被覆材１１に面で接触
させることができるので、第一耐火被覆材１１が各梁８，９の屋外側垂直面Ｗ１から脱落
することを、より確実に防ぐことができる。
【００４１】
　また、立ち上がり材２１が、各梁８，９および連結部１０に対して、当該梁８，９およ
び連結部１０の上面の屋外側縁部に沿って配置固定されており、第二耐火被覆材１２が、
立ち上がり材２１よりもバルコニー１中央側に配置されているので、立ち上がり材２１に
よって第二耐火被覆材１２を押さえ、第二耐火被覆材１２が梁８，９および連結部１０の
上面から屋外側に脱落することを防ぐことができる。これによって、第二耐火被覆材１２
で各梁８，９および連結部１０の上面を確実かつ継続的に被覆することができるので、結
果的に、延焼を防ぐ上で重要な箇所であるバルコニー床２の耐火性能を向上させることが
可能となる。
【００４２】
　また、バルコニー床２は、各梁８，９および連結部１０の下方に間隔を空けて配置され
、かつバルコニー床２の下面を覆う軒天井材２８を有しており、第三耐火被覆材１３が、
各梁８，９および連結部１０の下面と軒天井材２８の上面との間に配置されているので、
軒天井材２８によって第三耐火被覆材１３を保持し、第三耐火被覆材１３が各梁８，９お
よび連結部１０の下面から脱落することを防ぐことができる。これによって、第三耐火被
覆材１３で各梁８，９および連結部１０の下面を確実かつ継続的に被覆することができる
ので、結果的に、延焼を防ぐ上で重要な箇所であるバルコニー床２の耐火性能を向上させ
ることが可能となる。
　さらに、軒天井材２８を耐火性能のある素材とすれば、第三耐火被覆材１３と共にバル
コニー床２の下面側の耐火性能をより向上させることができるので好ましい。
【００４３】
　また、複数の耐火被覆材１１，１２，１３，１４には、各梁８，９および連結部１０の
内側垂直面Ｗ２を被覆する第四耐火被覆材１４が含まれているので、当該第四耐火被覆材
１４によって各梁８，９および連結部１０の内側垂直面Ｗ２における耐火機能を確保する
ことができる。
【００４４】
　また、耐火性能のある床下地材２０が、複数の耐火被覆材１１，１２，１３，１４と共
に各梁８，９および連結部１０を被覆するようにして設けられているので、これら複数の
耐火被覆材１１，１２，１３，１４と床下地材２０とでバルコニー床２の耐火性能をより
向上させることができる。
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【符号の説明】
【００４５】
１　バルコニー
２　バルコニー床
３　手摺
８，９　梁
１０　連結部
１１　第一耐火被覆材
１２　第二耐火被覆材
１３　第三耐火被覆材
１４　第四耐火被覆材
１５　押さえ部材
１６　固定部材
２０　床下地材
２１　立ち上がり材
２８　軒天井材
Ｗ１　屋外側垂直面

【図１】 【図２】
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