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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柱材と梁材とによる骨組構造体によって形成される建物ユニットの上面に設置されるバ
ルコニーユニットであって、
　前記柱材の上端に接合される手摺柱と、その手摺柱の上部間に架け渡される上梁と、前
記手摺柱の下部間に架け渡される下梁と、前記上梁と前記下梁とに支持される手摺面材と
を備え、
　前記手摺柱の側面に前記下梁の端部がボルトを介して固定されることを特徴とするバル
コニーユニット。
【請求項２】
　前記上梁と前記下梁との間には、上端及び下端にバネ構造を備えた間柱が取り付けられ
、前記間柱に前記手摺面材が固定されることを特徴とする請求項１に記載のバルコニーユ
ニット。
【請求項３】
　前記手摺柱には、軸方向に貫通する貫通孔が形成されていることを特徴とする請求項１
又は２に記載のバルコニーユニット。
【請求項４】
　前記手摺柱の下端付近の側面には、前記貫通孔に連通する点検穴が形成されていること
を特徴とする請求項３に記載のバルコニーユニット。
【請求項５】
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　前記手摺面材を備えた壁ユニットを形成するとともに、前記手摺柱間に前記壁ユニット
を差し込ませることを特徴とする請求項１に記載のバルコニーユニット。
【請求項６】
　前記手摺面材を備えた壁ユニットを形成するとともに、前記下梁に間柱の下端を取り付
け、前記手摺柱と前記間柱との間又は前記間柱間の少なくとも一方に前記壁ユニットを差
し込ませることを特徴とする請求項１に記載のバルコニーユニット。
【請求項７】
　前記手摺面材は前記上梁及び前記下梁の外側面側に配置され、前記上梁と前記下梁に挟
まれた凹部が内側に形成されることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の
バルコニーユニット。
【請求項８】
　間隔を置いて配置される手摺柱と、その手摺柱の上部間に架け渡される上梁と、前記手
摺柱の側面の下部間に架け渡されてボルトを介して固定される下梁とを備えた固定部と、
　前記固定部に支持される手摺面材を備えた変動部とを有することを特徴とするバルコニ
ーユニット。
【請求項９】
　柱材と梁材とによる骨組構造体によって形成される建物ユニットの上面に設置されるバ
ルコニーユニットであって、
　前記柱材の上端に接合される手摺柱と、その手摺柱の上部間に架け渡される上梁と、前
記手摺柱の側面の下部間に架け渡されてボルトを介して固定される下梁とを備えた固定部
と、
　前記固定部に支持される手摺面材を備えた変動部とを有することを特徴とするバルコニ
ーユニット。
【請求項１０】
　前記手摺面材は、複数の面板と、その面板間を内側面側から連結する縦枠とから形成さ
れることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか一項に記載のバルコニーユニット。
【請求項１１】
　前記縦枠の上端及び下端を、前記上梁と前記下梁とにそれぞれ連結させることを特徴と
する請求項１０に記載のバルコニーユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物ユニットの上面に設置されるバルコニーユニットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、バルコニーをユニット化して建物に取り付ける方法が知られている（特許文献１
，２など参照）。
【０００３】
　これらの文献に開示されたバルコニーユニットは、床とその縁部に腰壁程度の高さの手
摺壁を備えたバルコニーが、建物から張り出して設けられるものである。
【０００４】
　また、特許文献１では、腰壁フレームは、間隔を置いて立設される複数の支柱を構造部
材としており、それらの支柱は床フレームの梁の位置に合わせて取り付けられてＬ字形の
支持部材を形成している。
【０００５】
　他方、特許文献２には、パネル体によって組み立てられるバルコニーユニットが開示さ
れている。
【特許文献１】特開平５－２６３４６１号公報
【特許文献２】特開平１０－１１４９９６号公報
【発明の開示】



(3) JP 5301229 B2 2013.9.25

10

20

30

40

50

【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示されているような従来のバルコニーユニットは、複数
立設される支柱とそれに接続される梁とのＬ字形の支持部材が手摺壁の構造部材となって
いるので、支柱が立設される位置は制限されることになり、その間隔によっては手摺面材
の形態も制限される。
【０００７】
　また、特許文献２に開示されているようなパネルを手摺壁の構造部材とする場合は、荷
重に耐え得る構造とするために、使用する部材及び形状に制約を受ける。
【０００８】
　そこで、本発明は、建物ユニットの柱材に接合されることによって構造的に安定し、意
匠性に優れた様々な形態の手摺面材の取り付けが可能なバルコニーユニットを提供するこ
とを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記目的を達成するために、本発明のバルコニーユニットは、柱材と梁材とによる骨組
構造体によって形成される建物ユニットの上面に設置されるバルコニーユニットであって
、前記柱材の上端に接合される手摺柱と、その手摺柱の上部間に架け渡される上梁と、前
記手摺柱の下部間に架け渡される下梁と、前記上梁と前記下梁とに支持される手摺面材と
を備えることを特徴とする。
【００１０】
　ここで、前記手摺柱には、軸方向に貫通する貫通孔が形成されているのが好ましい。
【００１１】
　また、前記手摺柱の下端付近の側面には、前記貫通孔に連通する点検穴を設けてもよい
。
【００１２】
　さらに、前記上梁と前記下梁との間には、上端及び下端がそれぞれに連結される間柱が
取り付けられ、前記間柱に前記手摺面材が固定される構成であってもよい。
【００１３】
　また、前記手摺面材を備えた壁ユニットを形成するとともに、前記手摺柱間に前記壁ユ
ニットを差し込ませることでバルコニーユニットを形成することもできる。
【００１４】
　さらに、前記手摺面材を備えた壁ユニットを形成するとともに、前記下梁に間柱の下端
を取り付け、前記手摺柱と前記間柱との間又は前記間柱間の少なくとも一方に前記壁ユニ
ットを差し込ませることもできる。
【００１５】
　また、前記手摺面材は前記上梁及び前記下梁の外側面側に配置され、前記上梁と前記下
梁に挟まれた凹部が内側に形成されるようにすることができる。
【００１６】
　また、本発明のバルコニーユニットは、間隔を置いて配置される手摺柱と、その手摺柱
の上部間に架け渡される上梁と、前記手摺柱の下部間に架け渡される下梁とを備えた固定
部と、前記固定部に支持される手摺面材を備えた変動部とを有することを特徴とする。
【００１７】
　さらに、本発明のバルコニーユニットは、柱材と梁材とによる骨組構造体によって形成
される建物ユニットの上面に設置されるバルコニーユニットであって、前記柱材の上端に
接合される手摺柱と、その手摺柱の上部間に架け渡される上梁と、前記手摺柱の下部間に
架け渡される下梁とを備えた固定部と、前記固定部に支持される手摺面材を備えた変動部
とを有することを特徴とする。
【００１８】
　また、前記手摺面材は、複数の面板と、その面板間を内側面側から連結する縦枠とから
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形成される構成であってもよい。
【００１９】
　さらに、前記縦枠の上端及び下端を、前記上梁と前記下梁とにそれぞれ連結させること
もできる。
【発明の効果】
【００２０】
　このように構成された本発明のバルコニーユニットは、手摺柱が建物ユニットの上端に
接合されるとともに、その手摺柱間には上梁と下梁とが架け渡されている。
【００２１】
　すなわち、手摺柱と上梁と下梁とによって構造的に安定した枠体が形成されるので、手
摺面材や間柱に人がもたれ掛かった際の荷重や風荷重を負担させる必要がなく、意匠性に
優れた様々な形態の面材を取り付けることができる。
【００２２】
　また、手摺柱には、軸方向に貫通する貫通孔を設けることで、手摺柱の上方から工具を
挿入して、手摺柱と建物ユニットの柱材とを容易に接合することができる。
【００２３】
　さらに、手摺柱の下端付近の側面に点検穴を設けることで、柱材と手摺柱とが接合され
ているか否かを確認することができる。
【００２４】
　また、手摺柱と上梁と下梁とによって構造体が形成されるので、手摺面材の形状に合わ
せて任意の位置に間柱を取り付けることができる。すなわち、外力が作用した場合に、そ
の力の伝達は、上梁、下梁、手摺柱という構造体を通しておこなわれるので、間柱の位置
は手摺面材の形状に合わせて自由に設定することができる。
【００２５】
　さらに、手摺面材を備えた壁ユニットを形成することで、現地における組み立て時間を
短縮することができる。また、間柱を設けることによって、バルコニーの一面の幅が広く
なる場合でも、複数の壁ユニットを使用して容易に組み立てをおこなうことができる。さ
らに、壁ユニットにすることで、現地で組み立てる際の継手部が少なくなって、止水性能
を向上させることができる。
【００２６】
　また、手摺面材を上梁と下梁の外側面側に配置することで、上梁と下梁に挟まれた内側
に凹部が形成されるので、バルコニーの利用可能な空間を広げることができる。
【００２７】
　さらに、バルコニーユニットを、手摺面材を備えた変動部と、それを支持させる固定部
とによって構成することで、固定部に共通の部材を使用していても、変動部を任意に変更
することが可能になり、意匠の自由度を高めることができる。
【００２８】
　また、手摺面材を複数の面板とその面板間を内側面側から連結する縦枠とによって構成
することで、縦枠が露出しない幅広の手摺面材を容易に形成することができる。
【００２９】
　さらに、縦枠を上梁及び下梁に連結させることによって、手摺面材及び面板の剛性を高
めることができるので、より大判の意匠性に優れた手摺面材及び面板を採用することが可
能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明の最良の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００３１】
　図２は、本実施の形態のバルコニーユニット２を備えたバルコニー付き建物１００の構
成を示した斜視図である。また、図１は、バルコニーユニット２を建物ユニット１Ａの上
面に設置する工程の概要を説明する説明図である。
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【００３２】
　まず、図１，２を参照しながらバルコニー付き建物１００の構成から説明すると、この
ようなバルコニー付き建物１００は、複数の建物ユニット１Ａ－１Ｆを上下左右に連結し
て構成されるユニット建物１０と、一階の建物ユニット１Ａの上面に設置されるバルコニ
ーユニット２とから主に構成される。
【００３３】
　ここで、この建物ユニット１Ａ－１Ｆは、柱材と梁材とによって形成されるボックス状
の骨組構造体を主構造部材としている。
【００３４】
　また、このユニット建物１０は、図２に示すように、１階には建物ユニット１Ａ，１Ｂ
，１Ｃが設置され、その上に２階の建物ユニット１Ｄ，１Ｅ，１Ｆが設置され、２階の角
にバルコニーユニット２が配置されている。
【００３５】
　このバルコニーユニット２は、バルコニーの床部を形成する床パネル５と、軒元となる
建物ユニット１Ｆ側以外の側縁に立設される手摺壁６Ａ－６Ｃとを備えている。
【００３６】
　この床パネル５は、１階の建物ユニット１Ａの平面形状と略同じ大きさの矩形に形成さ
れている。
【００３７】
　また、手摺壁６Ａ－６Ｃは、建物ユニット１Ｆの反対側の軒先に設けられる手摺壁６Ａ
と、その手摺壁６Ａの両端と建物ユニット１Ｆとを繋ぐ手摺壁６Ｂ，６Ｃとで、平面視コ
字形に形成されている。
【００３８】
　この手摺壁６Ａは、図１，３に示すように、１階の建物ユニット１Ａの柱材としての柱
１３，１３と同じ間隔で配置される手摺柱３Ａ，３Ａと、その上端間に架け渡される上梁
４１Ａと、手摺柱３Ａ，３Ａの下端より少し上方の手摺柱３Ａ，３Ａの下部間に上梁４１
Ａに平行に架け渡される下梁４２Ａとによって、矩形の枠状の構造体が形成されている。
この枠状の構造体が固定部となる。
【００３９】
　また、この手摺柱３Ａには、鉛直方向となる軸方向に貫通する貫通孔３１が形成されて
いる。さらに、手摺柱３Ａの下端付近の側面には、貫通孔３１に連通する点検穴３２が形
成されている。
【００４０】
　さらに、上梁４１Ａと下梁４２Ａとの間は、手摺面材としての手摺外壁６１の幅に合わ
せた間隔で、複数の間柱４３，・・・が配置されている。この間柱４３は、上梁４１Ａと
下梁４２Ａとにバネ構造を介してボルト４３ａで連結されており（図６参照）、上梁４１
Ａや下梁４２Ａからの荷重が伝達され難い構造となっている。このため、上梁４１Ａや下
梁４２Ａに荷重が作用すると、そこから手摺柱３Ａ，３Ａに荷重が伝達されることになる
。
【００４１】
　また、手摺外壁６１は、間柱４３を挟んで反対側からリベット６４を打ち込むことによ
って、間柱４３に固定することができる。
【００４２】
　さらに、手摺外壁６１，６１間には、ガスケット６３を挿し込んで隙間を埋める。
【００４３】
　図４には、すべての手摺外壁６１，・・・が取り付けられた手摺壁６Ａの正面図を示し
た。ここで、間柱４３は、手摺柱３Ａに隣接する位置と、各手摺外壁６１，・・・の側縁
が配置される位置にそれぞれ取り付けられている。
【００４４】
　以上において、軒先側に配置される手摺壁６Ａの構成について説明したが、手摺壁６Ｂ
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，６Ｃもほぼ同様の構成をしている。また、図１に示すように、手摺壁６Ａ－６Ｃの内周
側には、手摺面材としての手摺内壁６２が取り付けられている。
【００４５】
　この手摺外壁６１と手摺内壁６２が、固定部に支持される変動部となる。
【００４６】
　そして、建物ユニット１Ａの上面にバルコニーユニット２を設置するに際しては、まず
、図５に示すように、建物ユニット１Ａの天井梁１１，１１間に床パネル５を架け渡す。
【００４７】
　この床パネル５の取り付けに際しては、天井梁１１の上面から上方に突出させた連結ボ
ルト１５，・・・を、床パネル５の軒先フレーム５１及び軒元フレーム５２の穴（図示せ
ず）に挿通させる（図６参照）。そして、ナット１５１を連結ボルト１５に螺着して、床
パネル５を建物ユニット１Ａに固定する。
【００４８】
　ここで、この床パネル５は、工場で防水シート５４が取り付けられて防水処理が施され
ているので、建物ユニット１Ａに床パネル５を設置するだけで雨仕舞いをおこなうことが
できる。
【００４９】
　続いて、図１に示すように、平面視コ字形に組み立てられた手摺壁６Ａ－６Ｃを、手摺
柱３Ａ－３Ｃの下端が建物ユニット１Ａの柱１３，・・・の上端に当接するように載置す
る。この際、柱１３，・・・の上端面から上方に突出する接合ボルト１４，・・・を、手
摺柱３Ａ－３Ｃの貫通孔３１，・・・に下方から挿入させる。
【００５０】
　そして、手摺柱３Ａ－３Ｃの側面の点検穴３２からナット１４１を入れて接合ボルト１
４に装着し、貫通孔３１の上端から連結工具７を挿入してナット１４１を締め付けること
で、手摺柱３Ａ－３Ｃと柱１３の接合をおこなう。
【００５１】
　この連結工具７は、ナット１４１に嵌合するソケット７１と手摺柱３Ａ－３Ｃよりも長
い棒状の軸部７３と、軸部７３の上部に直交する方向に延設されるハンドル７２とから構
成されている。
【００５２】
　図６は、バルコニーユニット２を図２のＸ方向で見た手摺壁６Ａの中央付近の断面図で
ある。
【００５３】
　床パネル５は、軒先フレーム５１と軒元フレーム５２とが建物ユニット１Ａの天井梁１
１，１１にそれぞれ載置されることで、天井１６の上に架け渡されている。また、軒先フ
レーム５１と軒元フレーム５２は、連結ボルト１５とナット１５１とによって天井梁１１
，１１にそれぞれ固定されている。
【００５４】
　さらに、床パネル５は、天井梁１１，１１と平行するように架け渡された床根太５６，
・・・の上にアスファルトルーフィングなどの防水シート５４と床面板５３とが張り付け
られている。また、床パネル５の上面の軒先側には、手摺壁６Ａに沿って樋部５５が設け
られている。また、軒元側は、建物ユニット１Ｆの外壁の下端に沿って防水シート５４が
立ち上げられている。
【００５５】
　一方、手摺壁６Ａは、軒先側の天井梁１１に沿って延設されている。この手摺壁６Ａは
、上梁４１Ａと下梁４２Ａとの間に取り付けられた間柱４３に、手摺外壁６１と手摺内壁
６２とが固定されることによって形成されている。また、上梁４１Ａ、手摺外壁６１及び
手摺内壁６２の上面は、笠木４４によって覆われている。
【００５６】
　また、図７は、図２の出隅部Ｒ付近を水平方向に切断した断面図である。
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【００５７】
　この出隅部Ｒには手摺柱３Ａが立設され、その手摺柱３Ａを交点にして手摺壁６Ａと手
摺壁６Ｂが直交している。
【００５８】
　また、この手摺柱３Ａの手摺壁６Ａ，６Ｂ側の側面には、それぞれ間柱４３，４３が隣
接して立設され、その間柱４３と間隔を置いて立設された間柱４３とに、手摺外壁６１と
手摺内壁６２とが取り付けられる。さらに、手摺外壁６１，６１間及び手摺内壁６２，６
２間には、ガスケット６３が介在されている。また、入隅側の手摺内壁６２，６２間には
、シリコン発泡体などの充填材６６が充填されている。
【００５９】
　一方、手摺柱３Ａと柱１３との接合を点検穴３２から確認した後に、手摺壁６Ａ，６Ｂ
の手摺外壁６１，６１間となる手摺柱３Ａの側面には、平面視Ｌ字形の出隅壁６５が取り
付けられる。
【００６０】
　なお、手摺壁６Ａ，６Ｂには、手摺外壁６１と手摺内壁６２とが取り付けられるが、建
物ユニット１Ｄに隣接する手摺壁６Ｃには、手摺外壁６１を設けなくてもよい。またその
場合、手摺外壁６１の自重が減る分、手摺柱３Ｃ、上梁４１Ｃ及び下梁４２Ｃの断面を小
さくすることができる。
【００６１】
　図８は、この出隅部Ｒ付近のフレーム材の位置関係を詳細に説明するために、天井梁１
１，１２や手摺柱３Ａなどのフレーム材のみを記した図で、図８（Ａ）は図８（Ｂ）のＲ
Ａ－ＲＡ矢視方向の断面図、図８（Ｂ）は図８（Ａ）のＲＢ－ＲＢ矢視方向の側面図であ
る。
【００６２】
　この図８に示すように、手摺柱３Ａは建物ユニット１Ａの柱１３の真上に立設されて、
双方は接合ボルト１４とナット１４１によって接合されている。そして、この接合は、手
摺柱３Ａの上方から挿入した連結工具７でナット１４１を締め付けることによっておこな
うことができ、その接合状態は、点検穴３２から確認することができる。
【００６３】
　また、この手摺柱３Ａの側面には、下梁４２Ａ，４２Ｃがボルト４５，・・・を介して
固定されている。
【００６４】
　次に、本実施の形態のバルコニーユニット２の作用について説明する。
【００６５】
　このように構成された本実施の形態のバルコニーユニット２は、手摺柱３Ａ－３Ｃが建
物ユニット１Ａの柱１３，・・・の上端に接合されるとともに、その手摺柱３Ａ－３Ｃ間
には上梁４１Ａ－４１Ｃと下梁４２Ａ－４２Ｃとが架け渡されている。
【００６６】
　すなわち、手摺柱３Ａ，３Ａと上梁４１Ａと下梁４２Ａとによって構造的に安定した矩
形の枠体が形成されるので、荷重はこの枠体内で伝達され、手摺外壁６１や手摺内壁６２
に荷重を負担させる必要がなく、意匠性に優れた様々な形態の手摺面材を取り付けること
ができる。
【００６７】
　また、手摺柱３Ａ－３Ｃには、軸方向に貫通する貫通孔３１を設け、手摺柱３Ａ－３Ｃ
の上方からこの貫通孔３１に連結工具７を挿入してナット１４１を接合ボルト１４に締め
付けることで、手摺柱３Ａ－３Ｃと建物ユニット１Ａの柱１３とを容易に接合することが
できる。
【００６８】
　さらに、手摺柱３Ａ－３Ｃの下端付近の側面に点検穴３２を設けることで、柱１３と手
摺柱３Ａ－３Ｃとが確実に接合されているか否かを確認することができる。
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【００６９】
　また、上梁４１Ａ－４１Ｃや下梁４２Ａ－４２Ｃも、手摺柱３Ａ－３Ｃの側面にボルト
４５，・・・を介して固定される。
【００７０】
　このように溶接ではなく、枠体の四隅という少ない箇所をボルトによって接合すること
で手摺壁６Ａ－６Ｃの構造体を組み立てることができるので、溶接ひずみを発生させるこ
となく容易に手摺壁６Ａ－６Ｃを構築することができる。
【００７１】
　さらに、手摺柱３Ａと上梁４１Ａと下梁４２Ａとによって枠状の構造体が形成されるの
で、上梁４１Ａと下梁４２Ａとの間に配置される間柱４３は構造計算に基づいて位置を決
定する必要がなく、手摺外壁６１や手摺内壁６２の形状に合わせて任意の位置に間柱４３
を取り付けることができる。
【００７２】
　すなわち、従来のように床フレームの梁の位置に合わせて支柱を取り付ける構造では、
支柱を設置できる位置が制限されるので、手摺面材を自由に選択することができないが、
枠状の構造体で支持させる構造であれば、手摺面材の選択枝が広がって意匠性に優れた様
々な形態の面材を取り付けることができる。
【実施例１】
【００７３】
　以下、前記した実施の形態とは別の形態の実施例１について説明する。なお、前記実施
の形態で説明した内容と同一乃至均等な部分の説明については同一符号を付して説明する
。
【００７４】
　前記実施の形態では、手摺面材として手摺外壁６１及び手摺内壁６２を取り付けたが、
この実施例１では、手摺面材としてガラスパネル８１を取り付ける手摺壁８について、図
９，１０を参照しながら説明する。
【００７５】
　この手摺壁８は、建物ユニット１Ａの柱１３，１３と同じ間隔で配置される手摺柱３Ａ
，３Ａと、その上端間に架け渡される上梁４１Ａと、手摺柱３Ａ，３Ａの下端より少し上
方の手摺柱３Ａ，３Ａの下部間に上梁４１Ａに平行に架け渡される下梁４２Ａとによって
、矩形の枠状の構造体が固定部として形成されている。
【００７６】
　また、この上梁４１Ａの下面に沿って断面視コ字形の上フレーム８２が取り付けられ、
下梁４２Ａの上面に沿って断面視コ字形の下フレーム８３が取り付けられている。この上
フレーム８２と下フレーム８３も、固定部となる。
【００７７】
　そして、上フレーム８２と下フレーム８３に上縁及び下縁を保持させることで、手摺壁
８と略同じ大きさの矩形のガラスパネル８１が取り付けられる。
【００７８】
　ここで、このガラスパネル８１は、変動部として取り付けられるものであって、外観の
意匠を変更する場合は、この変動部のみを別のものに取り替えることができる。
【００７９】
　図１０は、バルコニーユニット２Ａを図２のＸ方向で見た手摺壁８の中央付近の断面図
である。ここで、床パネル５の構成は、前記実施の形態と同じなので説明を省略する。
【００８０】
　この手摺壁８は、軒先側の天井梁１１に沿って延設されている。また、この手摺壁８に
は、上梁４１Ａと下梁４２Ａとの間にガラスパネル８１が取り付けられている。さらに、
この上梁４１Ａの上面は、笠木４４によって覆われている。
【００８１】
　このように手摺柱３Ａ，３Ａと上梁４１Ａと下梁４２Ａとによって構造的に安定した矩
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形の枠体が形成されるので、支柱を設けなくても一枚板のガラスパネル８１を取り付ける
ことができ、意匠性に優れた外観を創出することができる。
【００８２】
　また、図示していないが、手摺面材として下半分に壁材を取り付け、上半分にルーバー
格子を設けるなど、意匠性や機能性に富んだ様々な形態の手摺壁を構成することができる
。
【００８３】
　さらに、ガラスパネル８１を骨組構造体である上梁４１Ａ及び下梁４２Ａの外側面側に
配置することで、上梁４１Ａと下梁４２Ａと手摺柱３Ａ，３Ａとに囲まれた凹部８４が形
成される。そして、この凹部８４が、バルコニーの内側に開放された空間となるため、利
用可能な空間を広げることができる。
【００８４】
　なお、他の構成及び作用効果については、前記実施の形態と略同様であるので説明を省
略する。
【実施例２】
【００８５】
　以下、前記した実施例１とは別の方法によって組み立てられる実施例２について説明す
る。なお、前記実施の形態又は実施例１で説明した内容と同一乃至均等な部分の説明につ
いては同一符号を付して説明する。
【００８６】
　前記実施例１では、手摺柱３Ａ，３Ａに上梁４１Ａと下梁４２Ａとを取り付けて枠状の
構造体を形成した後に、ガラスパネル８１をその構造体に取り付けたが、この実施例２で
は、手摺面材としてのガラスパネル８１Ａを備えた壁ユニットとしてのガラス壁ユニット
８０Ａを組み立てた後に、バルコニーに取り付ける方法について図１１を参照しながら説
明する。
【００８７】
　このガラス壁ユニット８０Ａは、ガラスパネル８１Ａの上縁に断面視コ字形の上フレー
ム８２Ａを取り付け、下縁に断面視コ字形の下フレーム８３Ａを取り付けることによって
、工場で組み立てられる。
【００８８】
　そして、手摺柱３Ａ，３Ａの下部間に下梁４２Ａを架け渡した状態で、このガラス壁ユ
ニット８０Ａを上方から手摺柱３Ａ，３Ａ間に差し込み、下フレーム８３Ａを下梁４２Ａ
に嵌め合わせてネジなどで固定する。
【００８９】
　さらに、上フレーム８２Ａに対しては、上梁４１Ａを嵌め合わせてネジなどで固定する
。また、この上梁４１Ａの端部は、手摺柱３Ａ，３Ａの上端にそれぞれボルト４５で接合
される。
【００９０】
　このようにガラスパネル８１Ａを備えたガラス壁ユニット８０Ａを形成し、そのガラス
壁ユニット８０Ａを手摺柱３Ａ，３Ａ間に差し込む方法であれば、現地における組み立て
時間を大幅に短縮することができる。
【００９１】
　また、下フレーム８３Ａ及び上フレーム８２Ａを、それぞれ下梁４２Ａと上梁４１Ａに
固定するだけでよいので、継手部が少なくなって止水性能を向上させることができる。
【００９２】
　なお、他の構成及び作用効果については、前記実施の形態又は他の実施例と略同様であ
るので説明を省略する。
【実施例３】
【００９３】
　以下、前記した実施の形態及び実施例１，２とは別の形態の実施例３について説明する
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。なお、前記実施の形態で説明した内容と同一乃至均等な部分の説明については同一符号
を付して説明する。
【００９４】
　この実施例３では、通風可能な手摺面材を形成する通風ルーバ９１２を備えた手摺壁９
１について、図１２，１３を参照しながら説明する。
【００９５】
　この手摺壁９１は、図１２に示すように、上梁４１Ａと下梁４２Ａとの間に、複数の通
風ルーバ９１２，・・・が間隔を置いて取り付けられている。さらに、この通風ルーバ９
１２は、外側より建物内部側が下がるように傾斜されるとともに、各通風ルーバ９１２，
９１２間が略平行になるように取り付けられる。このため、通風ルーバ９１２，９１２間
からバルコニー内部に外気を取り込むことができるうえに、下方からの視線を重なり合う
通風ルーバ９１２，・・・によって遮ることができる。
【００９６】
　また、通風ルーバ９１２，・・・を骨組構造体である上梁４１Ａ及び下梁４２Ａの外側
面側に配置することで、上梁４１Ａと下梁４２Ａと手摺柱３Ａ，３Ａとに囲まれた凹部９
１６が形成される。そして、この凹部９１６が、バルコニーの内側に開放された空間とな
るため、利用可能な空間を広げることができる。
【００９７】
　また、この通風ルーバ９１２，・・・は、縦フレーム９１５に端部が取り付けられ、こ
の縦フレーム９１５の上下端部はそれぞれ上フレーム９１３と下フレーム９１４とに取り
付けられ、全体として図１３に示すように、パネル状の壁ユニットとしての通風ルーバパ
ネル９１１に組み立てられる。
【００９８】
　このように工場などで組み立てられた通風ルーバパネル９１１は、図１３に示すように
、手摺柱３Ａ，３Ａ間の下部に架け渡された下梁４２Ａの上方から差し込まれ、下フレー
ム９１４が下梁４２Ａにネジなどで固定される。
【００９９】
　また、上フレーム９１３には上梁４１Ａを嵌め合わせてネジなどで固定し、上梁４１Ａ
の両端は手摺柱３Ａ，３Ａの上端にボルトで接合する。
【０１００】
　一方、図１４に示すように一面の幅が広い手摺壁（例えば幅が3600ｍｍ以上）にする場
合は、２枚の通風ルーバパネル９１１，９１１を使用して組み立てる。
【０１０１】
　すなわち、この手摺柱３Ａ，３Ａの下部間に架け渡された下梁４２Ａの上面には、手摺
柱３Ａ，３Ａに平行に間柱４６を立設させる。この間柱４６は、手摺柱３Ａ，３Ａ間の略
中央に、その下端を下梁４２Ａの上面に当接させてボルトなどで固定される。また、間柱
４６は、骨組構造体を形成するような断面の大きな部材である必要はなく、通風ルーバパ
ネル９１１，９１１の取り付けが可能な程度の剛性を備えた部材であればよい。
【０１０２】
　そして、手摺柱３Ａと間柱４６との間に、それぞれ通風ルーバパネル９１１を差し込む
。
【０１０３】
　このように構成された実施例３のバルコニーユニットを形成する手摺壁９１は、通風ル
ーバパネル９１１を手摺柱３Ａ，３Ａ（３Ａ，３Ｂ、３Ａ，３Ｃ）間に差し込むだけで、
複数の通風ルーバ９１２，・・・を配置することができるので、部品数が多くなりがちな
ルーバを備えた手摺壁９１を、容易に組み立てることができる。
【０１０４】
　さらに、手摺壁９１の幅が広くなる場合でも、間柱４６を設けることによって、複数の
通風ルーバパネル９１１，９１１を差し込むことができ、容易に手摺壁９１の組み立てを
おこなうことができる。
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【０１０５】
　なお、他の構成及び作用効果については、前記実施の形態又は他の実施例と略同様であ
るので説明を省略する。
【実施例４】
【０１０６】
　以下、前記した実施例３とは別の形態のルーバを備えた実施例４について説明する。な
お、前記実施の形態又は他の実施例で説明した内容と同一乃至均等な部分の説明について
は同一符号を付して説明する。
【０１０７】
　この実施例４では、幅板状の格子ルーバ９２２を手摺面材として備えた手摺壁９２につ
いて、図１５を参照しながら説明する。
【０１０８】
　この手摺壁９２は、図１５に示すように、上梁４１Ａと下梁４２Ａとの間に、複数の格
子ルーバ９２２，・・・が間隔を置いて取り付けられている。
【０１０９】
　また、この格子ルーバ９２２，・・・は、縦フレーム９２５に取り付けられ、この縦フ
レーム９２５の上下端部はそれぞれ上フレーム９２３と下フレーム９２４とに取り付けら
れ、全体としてパネル状の壁ユニットとしてのルーバ格子パネル９２１に組み立てられる
。
【０１１０】
　さらに、このルーバ格子パネル９２１は、格子ルーバ９２２，９２２間からバルコニー
内部に外気を取り込むことができるうえに、格子ルーバ９２２，９２２間の隙間が小さい
ので外部からの視線の大部分を遮ることができる。
【０１１１】
　また、格子ルーバ９２２，・・・を骨組構造体である上梁４１Ａ及び下梁４２Ａの外側
面側に配置することで、上梁４１Ａと下梁４２Ａと手摺柱３Ａ，３Ａとに囲まれた凹部９
２６が形成される。そして、この凹部９２６が、バルコニーの内側に開放された空間とな
るため、利用可能な空間を広げることができる。
【０１１２】
　このように構成された実施例４のバルコニーユニットを形成する手摺壁９２は、ルーバ
格子パネル９２１を手摺柱３Ａ，３Ａ（３Ａ，３Ｂ、３Ａ，３Ｃ）間に差し込むだけで、
複数の格子ルーバ９２２，・・・を配置することができるので、部品数が多くなりがちな
ルーバを備えた手摺壁９２を、容易に組み立てることができる。
【０１１３】
　なお、他の構成及び作用効果については、前記実施の形態又は他の実施例と略同様であ
るので説明を省略する。
【実施例５】
【０１１４】
　以下、前記した実施の形態及び実施例とは別の形態の実施例５について説明する。なお
、前記実施の形態又は実施例で説明した内容と同一乃至均等な部分の説明については同一
符号を付して説明する。
【０１１５】
　前記実施の形態では、変動部である手摺面材として手摺外壁６１及び手摺内壁６２につ
いて説明し、前記実施例１では、変動部である手摺面材としてガラスパネル８１を取り付
ける手摺壁８について説明した。そして、この実施例５では、変動部である手摺面材とし
てパンチングパネル８５を取り付ける手摺壁８Ａについて、図１６－１８を参照しながら
説明する。
【０１１６】
　この手摺壁８Ａは、建物ユニット１Ａの柱１３，１３と同じ間隔で配置される手摺柱３
Ａ，３Ａと、その上端間に架け渡される上梁４１Ａと、手摺柱３Ａ，３Ａの下端より少し
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上方の手摺柱３Ａ，３Ａの下部間に上梁４１Ａに平行に架け渡される下梁４２Ａとによっ
て、矩形の枠状の構造体が固定部として形成されている。
【０１１７】
　また、この上梁４１Ａの下面に沿って断面視コ字形の上フレーム８２が取り付けられ、
下梁４２Ａの上面に沿って断面視コ字形の下フレーム８３が取り付けられている。この上
フレーム８２と下フレーム８３も、固定部の一部となる。
【０１１８】
　そして、上フレーム８２と下フレーム８３に上縁及び下縁を保持させることで、手摺壁
８Ａと略同じ大きさの矩形のパンチングパネル８５が変動部として取り付けられる。
【０１１９】
　図１６は、バルコニーユニット２Ｂを図２のＸ方向で見た手摺壁８Ａの中央付近の断面
図である。ここで、床パネル５の構成は、前記実施の形態と同じなので説明を省略する。
【０１２０】
　この手摺壁８Ａは、軒先側の天井梁１１に沿って延設されている。また、この手摺壁８
Ａには、上梁４１Ａと下梁４２Ａとの間にパンチングパネル８５が取り付けられている。
さらに、この上梁４１Ａの上面は、笠木４４によって覆われている。
【０１２１】
　このパンチングパネル８５は、図１７に示すように、面材としての２枚のパンチング板
８５１，８５１を隣接させて、縦枠８５２によって内側面側から連結させることで形成さ
れている。
【０１２２】
　このパンチング板８５１は、多数のパンチング孔８５１ａ，・・・が表面に設けられる
とともに、上縁と下縁にフランジ８５１ｂ，８５１ｂがそれぞれ延設されている。
【０１２３】
　このフランジ８５１ｂ，８５１ｂは、パンチング板８５１を上フレーム８２及び下フレ
ーム８３にそれぞれ連結させるために延設されるもので、ネジ（図示せず）を挿通させる
ネジ孔８５１ｃ，・・・が複数、設けられている。
【０１２４】
　また、このパンチング板８５１，８５１間を内側面側から連結させる縦枠８５２は、図
１８に示すように、平面視コ字形でパンチング板８５１と略同じ高さに成形されている。
【０１２５】
　さらに、パンチング板８５１の側縁には、図１８に示すように大きさの異なる平面視Ｌ
字形の左連結フランジ８５１ｄと右連結フランジ８５１ｅがそれぞれ設けられており、一
方のパンチング板８５１の右連結フランジ８５１ｅに他方のパンチング板８５１の左連結
フランジ８５１ｄを当接させる。
【０１２６】
　そして、これらの当接部に内側面側から縦枠８５２を嵌め、図１８（Ｂ）に示すように
リベット８５３を縦枠８５２、右連結フランジ８５１ｅ及び左連結フランジ８５１ｄに貫
通させることで、パンチング板８５１，８５１同士を連結する。なお、このリベット８５
３は、上下方向に間隔を置いて複数、取り付けられる。
【０１２７】
　また、この縦枠８５２の上端及び下端には、図１７及び図１８（Ａ）に示すようにネジ
孔８５２ａが設けられており、上フレーム８２及び下フレーム８３にそれぞれネジ（図示
せず）で縦枠８５２を連結する。
【０１２８】
　なお、図１７に示したパンチングパネル８５の両側縁に突出される左連結フランジ８５
１ｄと柱用連結フランジ８５１ｆは、それぞれ隣接する手摺柱３Ａ，３Ａに連結させる。
【０１２９】
　このように手摺柱３Ａ，３Ａと上梁４１Ａと下梁４２Ａとによって構造的に安定した矩
形の枠体が固定部として形成されるので、支柱を設けなくても大判のパンチングパネル８
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５を取り付けることができ、意匠性に優れた外観を創出することができる。
【０１３０】
　また、固定部の使用部材はそのままにして、変動部であるパンチングパネル８５をガラ
スパネル８１やその他のデザイン又は素材のパネルに変更することができるので、意匠の
自由度を高めることができる。
【０１３１】
　さらに、パンチングパネル８５を、複数のパンチング板８５１，８５１と、そのパンチ
ング板８５１，８５１間を内側面側から連結する縦枠８５２とによって構成することで、
縦枠８５２が外側面側に露出しなくなる。このため、複数のパンチング板８５１，８５１
を使用した場合でも、外観は一体の幅広のパンチングパネル８５に見せることができる。
【０１３２】
　また、縦枠８５２を上フレーム８２と下フレーム８３に固定することによって、縦枠８
５２を上梁４１Ａと下梁４２Ａに連結させることができる。そして、パンチング板８５１
，８５１間を連結する縦枠８５２の上端及び下端が固定部に連結されることによって、パ
ンチングパネル８５及びパンチング板８５１の剛性を高めることができるので、より大判
の意匠性に優れたパンチングパネル８５及びパンチング板８５１を採用することが可能に
なる。例えば、縦枠８５２の上下の端部を固定しない場合は、使用できるパンチング板８
５１の最大幅が900ｍｍ以下であるが、縦枠８５２の上下の端部を上梁４１Ａと下梁４２
Ａに連結させることによって、一枚のパンチング板８５１の幅を1125ｍｍまで広げること
ができる。
【０１３３】
　なお、他の構成及び作用効果については、前記実施の形態又は他の実施例と略同様であ
るので説明を省略する。
【０１３４】
　以上、図面を参照して、本発明の最良の実施の形態を詳述してきたが、具体的な構成は
、この実施の形態又は実施例に限らず、本発明の要旨を逸脱しない程度の設計的変更は、
本発明に含まれる。
【０１３５】
　例えば、前記実施の形態では、すべての手摺壁６Ａ－６Ｃを同様な構成としたが、これ
に限定されるものではなく、例えば軒先側の手摺壁６Ａは前記実施の形態で説明したよう
な矩形枠状の構造体を備えた構造とし、それ以外の手摺壁６Ｂ，６Ｃは、手摺柱３Ａ，３
Ａと建物ユニット１Ｆを横架材で繋いでそれらに支持させるような簡素な構造とすること
もできる。
【０１３６】
　また、前記実施の形態では、床パネル５と手摺壁６Ａ－６Ｃとは、別々に建物ユニット
１Ａに取り付けたが、これに限定されるものではなく、工場などで床パネル５と手摺壁６
Ａ－６Ｃとを一体化して、建築現場で一度にクレーンで吊り上げて設置するようにしても
よい。
【０１３７】
　さらに、前記実施例２－４では、壁ユニットには手摺面材を組み込んだだけであるが、
これに限定されるものではなく、上梁４１Ａ（４１Ｂ，４１Ｃ）を含めて一体化した壁ユ
ニットを形成し、手摺柱３Ａ，３Ａ（３Ａ，３Ｂ、３Ａ，３Ｃ）間に差し込むようにして
もよい。
【０１３８】
　また、前記実施例３では、手摺柱３Ａ，３Ａ間に間柱４６を一本、立設しただけである
が、これに限定されるものではなく、複数の間柱４６，・・・を立設して、間柱４６，４
６間にも通風ルーバパネル９１１を差し込むようにすることもできる。
【０１３９】
　さらに、前記実施の形態又は前記実施例では、建物ユニット１Ａの上面に設置されるバ
ルコニーユニット２，２Ａ，２Ｂについて説明したが、これに限定されるものではなく、
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骨組構造体を有していない建物ユニットや建物の上面に設置されるバルコニーユニットに
も本発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１４０】
【図１】本発明の最良の実施の形態のバルコニーユニットを建物ユニットに取り付ける工
程を説明する説明図である。
【図２】バルコニー付き建物の外観を説明する斜視図である。
【図３】手摺壁の製作工程を説明する説明図である。
【図４】手摺壁の構成を説明する正面図である。
【図５】床パネルを設置する工程を説明する説明図である。
【図６】図２のＸ方向で見た断面図である。
【図７】図２のＲ部付近を水平方向に切断した断面図である。
【図８】図２のＲ部付近のフレーム材の構成を詳細に説明する図であって、（Ａ）は（Ｂ
）のＲＡ－ＲＡ矢視方向に見た断面図、（Ｂ）は（Ａ）のＲＢ－ＲＢ矢視方向に見た側面
図である。
【図９】実施例１の手摺壁の製作工程を説明する説明図である。
【図１０】実施例１の手摺壁を図２のＸ方向で見た断面図である。
【図１１】実施例２の手摺壁の製作工程を説明する説明図である。
【図１２】実施例３の手摺壁の構成を説明する断面図である。
【図１３】実施例３の手摺壁の製作工程を説明する説明図である。
【図１４】実施例３の手摺壁の製作工程を説明する説明図である。
【図１５】実施例４の手摺壁の構成を説明する断面図である。
【図１６】実施例５の手摺壁を図２のＸ方向で見た断面図である。
【図１７】実施例５のパンチングパネルの構成を説明する正面図である。
【図１８】実施例５のパンチング板同士の接合部の構成を詳細に説明する図であって、（
Ａ）は斜視図、（Ｂ）は平面図である。
【符号の説明】
【０１４１】
１Ａ　　　　　建物ユニット
１１　　　　　天井梁（梁材）
１２　　　　　妻側梁（梁材）
１３　　　　　柱（柱材）
２，２Ａ，２Ｂ　バルコニーユニット
３Ａ－３Ｃ　　手摺柱
３１　　　　　貫通孔
３２　　　　　点検穴
４１Ａ－４１Ｃ　上梁
４２Ａ－４２Ｃ　下梁
４３，４６　　間柱
６１　　　　　手摺外壁（手摺面材）
６２　　　　　手摺内壁（手摺面材）
８１，８１Ａ　ガラスパネル（手摺面材）
８０Ａ　　　　ガラス壁ユニット（壁ユニット）
８４　　　　　凹部
８５　　　　　パンチングパネル（手摺面材）
８５１　　　　パンチング板（面板）
８５２　　　　縦枠
９１１　　　　通風ルーバパネル（壁ユニット）
９１２　　　　通風ルーバ（手摺面材）
９１６　　　　凹部
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９２１　　　　ルーバ格子パネル（壁ユニット）
９２２　　　　格子ルーバ（手摺面材）
９２６　　　　凹部

【図１】 【図２】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】
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