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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上階床梁と当該上階床梁の上面に支持されたスラブとを備える上階床層と、当該上階床
層と下階床層とを連絡する階段と、の接続部において、
　前記階段の上端側は、前記階段を構成する桁部材の下方に配置され前記下階床層から起
立した支柱により支持され、
　前記階段を構成する桁部材の上端部は、前記上階床梁の側面との間に隙間部が形成され
るように前記上階床梁の側面から所定距離離間して前記上階床梁の側面に対向し、
　前記隙間部には、前記接続部に位置する前記上階床梁の延在方向に沿って形成された下
階の界壁または間仕切り壁を構成する耐火面材が差し込まれており、
　前記階段は、蹴込部と踏板部とが断面略Ｌ字状に接続された段板部材を複数有し、
　前記複数の段板部材のうち前記耐火面材の上端に近接する前記段板部材の前記蹴込部は
、前記隙間部に臨む開口を有する、建物。
【請求項２】
　前記耐火面材の上端は、前記スラブの下面に当接している、請求項１に記載の建物。
【請求項３】
　前記段板部材は荷重を伝達するための下地部材であり、
　前記段板部材の表面には、仕上げ部材が貼り付けられており、
　前記開口は、前記仕上げ部材によって覆われている、請求項１又は２に記載の建物。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、階段を備える建物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、住戸において、空間を区画する壁に接するように階段を設置することがある。例
えば、特許文献１には、階段の桁が住戸の境となる界壁に沿うように階段を設置する構成
が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３０３７３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載されているように、階段の桁が壁に沿うように階段を設置する場合に
は、壁を構成する面材について納まり上の問題は少ない。しかしながら、階段と上階床梁
との接続部（階段の降り口）の直下に壁を設ける場合、すなわち、階段が接続される上階
床梁の直下に当該上階床梁に沿って壁を設ける場合、階段と壁の面材とが干渉するため面
材の納まりが悪くなる場合がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、階段と上階床梁との接続部の直下に壁を設ける場合に、階段と壁を
構成する面材とが干渉することを抑制できる建物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】
　本発明に係る建物は、上階床梁と当該上階床梁の上面に支持されたスラブとを備える上
階床層と、当該上階床層と下階床層とを連絡する階段と、の接続部において、階段の上端
側は、下階床層から起立した支柱により支持され、階段を構成する桁部材の上端部は、上
階床梁の側面との間に隙間部が形成されるように上階床梁の側面から所定距離離間して上
階床梁の側面に対向する。
【０００７】
　この建物は、桁部材の上端部と上階床梁の側面との間に隙間部を有している。このため
、上階床梁と階段との接続部（階段の降り口）の直下に間仕切壁等の壁を設ける場合、す
なわち、階段が接続される上階床梁の直下に当該上階床梁に沿って壁を設ける場合、壁を
構成する面材を隙間部に差し込むことができるため面材と階段の上端部との干渉を抑制で
きる。これにより、壁を構成する面材の加工（例えば欠き込み加工等）が少なくなり、壁
の施工の手間を軽減できる。
【０００８】
　建物は、接続部に位置する上階床梁の延在方向に沿って下階の界壁が形成されており、
スラブは、所定の耐火性を有し、隙間部には、界壁を構成する耐火面材が配置され、耐火
面材の上端は、スラブの下面に当接していてもよい。このように、上階床梁と階段との接
続部の直下に界壁を設置する場合、界壁を構成する面材の加工が少なくなり、且つ面材と
スラブとを連続させることができるので、防耐火性能の低下を抑制できる。また、上階床
梁と階段との接続部の直下にも容易に界壁を設置することができるため、接続部を避けて
界壁を設置する必要が無く、間取り設計の制約を解消することができる。
【０００９】
　階段は、蹴込部と踏板部とが断面略Ｌ字状に接続された段板部材を複数有し、複数の段
板部材のうち耐火面材の上端に近接する段板部材の蹴込部は、隙間部に臨む開口を有して
いてもよい。この場合、作業者は、蹴込部に設けられた開口を介して、隙間部内に配置さ
れた耐火面材の上端部の固定作業等を行うことができる。従って、耐火面材の設置の作業
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性を向上させることができる。
【００１０】
　段板部材は荷重を伝達するための下地部材であり、段板部材の表面には、仕上げ部材が
貼り付けられており、開口は、仕上げ部材によって覆われていてもよい。この場合、段板
部材に開口が設けられていても、仕上げ部材によって開口が覆われるため、開口が階段の
美観に影響を与えることが無い。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、階段と上階床梁との接続部の直下に壁を設ける場合に、階段と壁を構
成する面材とが干渉することを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態に係る建物の２階における階段周りの平面図である。
【図２】階段の構造を示す斜視図である。
【図３】階段の構造を示す別の方向から見た斜視図である。
【図４】図１におけるIV－IV線に沿った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明に係る建物の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、図面
の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１４】
　図１に示す建物Ｘは、基礎から立ち上がる複数本の柱と、隣り合う柱間に架設される複
数本の梁とによって構成された、例えば鉄骨造の建物である。建物Ｘは、少なくとも上階
と、上階の一つ下層の下階とを有している。本実施形態において建物Ｘは、２階建ての建
物とする。
【００１５】
　図１～図４に示すように、建物Ｘは、１階と２階との間を昇降するための階段１を備え
ている。階段１は、平面視で、昇降方向が直角に屈曲したＬ字形状の階段である。階段１
は、１階床（下階床層）と２階床（上階床層）Ｆとを連絡している。階段１は、一対の桁
部材１１、複数の支柱１２、及び複数の段板部材１３、を備えている。
【００１６】
　桁部材１１は、平面視でＬ字形状に屈曲している。段板部材１３の両端部は、一対の桁
部材１１によってそれぞれ支持されている。支柱１２は、鉛直方向に沿って延在し、１階
床から起立している。なお、支柱１２は、１階床を構成するスラブから起立していてもよ
く、１階床のスラブを支持する梁から起立していてもよい。支柱１２は、桁部材１１を支
持している。階段１は、支柱１２によって桁部材１１及び段板部材１３が支持された自立
式の階段である。ここで、階段１は、少なくとも階段１の上端側が支柱１２によって支持
されていればよい。階段１の下端側は、支柱１２以外の構造体によって支持されていても
よい。
【００１７】
　建物Ｘの２階床Ｆは、複数の２階床梁（上階床梁）Ｈと、２階床梁Ｈの上面に支持され
た複数枚のスラブ２０（図４参照）とを備えている。本実施形態では、２階床梁Ｈとして
、一例としてＨ形鋼を用いている。スラブ２０は、例えば、軽量気泡コンクリートで形成
された板であってもよい。スラブ２０は、所定の耐火性を有している。スラブ２０の上面
には、フローリング等の床材が設置されている。
【００１８】
　建物Ｘの２階床Ｆには、矩形状の開口Ｒが設けられている。開口Ｒの一つの辺に、階段
１の上端部が接続されている。ここで、２階床Ｆと階段１との接続部分を、接続部Ａと称
する。また、開口Ｒを構成する辺のうち、階段１の上端部が接続される辺に沿って配置さ
れた２階床梁Ｈを、２階床梁Ｈａと称する。
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【００１９】
　以下、階段１と２階床Ｆとの接続部Ａの周りの構成について詳細に説明する。桁部材１
１の上端部は、２階床梁Ｈａの側面との間に隙間部Ｓが形成されるように２階床梁Ｈａの
側面から所定距離離間して２階床梁Ｈａの側面に対向する。具体的には、桁部材１１は、
桁部材１１の上端側において、桁材１１ａ、エンドプレート１１ｂ、及び連結板材１１ｃ
を有している。
【００２０】
　桁材１１ａは、長尺の鋼材である。エンドプレート１１ｂは、桁材１１ａの上端側の小
口に取り付けられている。桁部材１１は、エンドプレート１１ｂと２階床梁Ｈａの側面と
の間に隙間部Ｓが形成されるように支柱１２によって支持されている。図４に示すように
、エンドプレート１１ｂの上端の高さ位置は、２階床梁Ｈａの上面の高さ位置と一致して
いる。
【００２１】
　連結板材１１ｃは、エンドプレート１１ｂの上端部に連結され、２階床梁Ｈａ側に向か
って延びている。連結板材１１ｃは、２階床梁Ｈａの上面にボルト接合されている。ここ
で、連結板材１１ｃが２階床梁Ｈａに接合されているが、例えば、連結板材１１ｃは階段
１の位置ずれ（揺れ）等を抑制するための部材である。上述したように階段１は自立式の
階段であり、連結板材１１ｃは階段１に加わる荷重を支えるための部材ではない。
【００２２】
　段板部材１３は、蹴込部１３ａと踏板部１３ｂとを断面略Ｌ字状に接続することによっ
て形成されている。段板部材１３の両端部は、一対の桁部材１１にそれぞれ連結されてい
る。ここで、複数の段板部材１３のうち、最も上側に配置される段板部材１３を段板部材
１３Ａと称する（図３及び図４参照）。段板部材１３Ａは、２つの蹴込部１３ａと、当該
２つの蹴込部１３ａ同士を連結する踏板部１３ｂとを有している。
【００２３】
　ここで、段板部材１３Ａが有する２つの蹴込部１３ａのうち上側に配置された蹴込部１
３ａを蹴込部１３ｘと称する。蹴込部１３ｘは、２階床梁Ｈａの側面に対向する部位と、
２階床梁Ｈａの上面から上側に突出した部位とを有する。蹴込部１３ｘの上端部には、ス
ラブ２０側に向けて折り曲げられた折曲部１３ｃが設けられている。折曲部１３ｃの高さ
位置は、スラブ２０の上面の高さ位置よりも所定高さ高くなっている。蹴込部１３ｘは、
隙間部Ｓに臨む開口１３ｚを有している。（図３参照）。
【００２４】
　図４に示すように、段板部材１３は、荷重を桁材１１ａに伝達するための下地部材であ
る。段板部材１３の表面には、仕上げ部材１５が貼り付けられている。蹴込部１３ｘに設
けられた開口１３ｚは、仕上げ部材１５によって覆われている。
【００２５】
　図４に示すように、接続部Ａの周りにおいて、スラブ２０と階段１との間にはモルタル
２１が充填されている。モルタル２１は、スラブ２０と同様に所定の耐火性を有している
。図２及び図４に示すように、モルタル２１が２階床梁Ｈａの上面から蹴込部１３ｘ側に
流れ込むことを防止するため、２階床梁Ｈａの上面にモルタ止め１６が設けられている。
【００２６】
　モルタル止め１６は、一対の外側止め部材１６ａ、及び内側止め部材１６ｂを有してい
る。外側止め部材１６ａは、断面略Ｌ字状に形成されている。一対の外側止め部材１６ａ
は、一対の連結板材１１ｃの上面にそれぞれ載置されている。外側止め部材１６ａの上端
部は、折曲部１３ｃの下面近傍まで延びている。内側止め部材１６ｂは、一対の連結板材
１１ｃ間において、２階床梁Ｈａの上面に載置されている。内側止め部材１６ｂの上端部
は、折曲部１３ｃの下面近傍まで延びている。内側止め部材１６ｂは、屈曲部分を補強す
るためのリブを有していてもよい。
【００２７】
　図１及び図４に示すように、２階床梁Ｈａの延在方向に沿って、１階の界壁３０が形成
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されている。図４に示すように、界壁３０は、第一耐火面材３１、及び第二耐火面材（耐
火面材）３２を有している。第一耐火面材３１及び第二耐火面材３２として、例えば石膏
ボードを用いることができる。２階床梁Ｈａは、第一耐火面材３１と第二耐火面材３２と
によって挟み込まれている。第一耐火面材３１と第二耐火面材３２との間には、遮音材及
び耐火材等が配置されている。
【００２８】
　第一耐火面材３１及び第二耐火面材３２のうち、第二耐火面材３２が、２階床梁Ｈａよ
りも桁部材１１のエンドプレート１１ｂ側に配置されている。第一耐火面材３１の上端は
、スラブ２０の下面に当接している。第二耐火面材３２の上端部は、２階床梁Ｈａと桁部
材１１のエンドプレート１１ｂとの間の隙間部Ｓに差し込まれている。第二耐火面材３２
の上端は、モルタル２１の下面に当接している。より詳細には、本実施形態において第二
耐火面材３２の上端は、モルタル止め１６、或いは、連結板材１１ｃ及びモルタル止め１
６を介してモルタル２１の下面に当接している。このように、２階床梁Ｈａの側面とエン
ドプレート１１ｂとの間に隙間部Ｓが設けられているので、第二耐火面材３２の上端の高
さ位置と２階床梁Ｈａの上面の高さ位置とが一致するように第二耐火面材３２を配置する
ことができる。
【００２９】
　本実施形態では、モルタル２１の下面に第二耐火面材３２の上端を当接させたが、第二
耐火面材３２の上端をスラブ２０の下面に当接させてもよい。具体的には、スラブ２０が
２階床梁Ｈａよりも階段１側に突出するように、スラブ２０を２階床梁Ｈａに載置する。
そして、スラブ２０の下面のうち、２階床梁Ｈａから突出した部分に第二耐火面材３２の
上端を当接させてもよい。
【００３０】
　ここで、蹴込部１３ｘは、第二耐火面材３２の上端部に近接している。作業者は、蹴込
部１３ｘに設けられた開口１３ｚを介して第二耐火面材３２の上端部を２階床梁Ｈａ等に
固定する作業などを行うことができる。
【００３１】
　本実施形態は以上のように構成され、この階段１は、桁部材１１の上端部に設けられた
エンドプレート１１ｂと、２階床梁Ｈａの側面との間に隙間部Ｓを有している。このため
、２階床梁Ｈａと階段１との接続部Ａ（階段の降り口）の直下に界壁３０を設ける場合、
すなわち、２階床梁Ｈａの直下に２階床梁Ｈａに沿って界壁３０を設ける場合、第二耐火
面材３２を隙間部Ｓに差し込むことができるので第二耐火面材３２と階段１の上端部との
干渉を抑制できる。これにより、第二耐火面材３２の加工（例えば欠き込み加工等）が少
なくなり、界壁３０の施工の手間を軽減できる。
【００３２】
　第二耐火面材３２の上端は、２階床Ｆのモルタル２１の下面に当接している。このよう
に、界壁３０を設置する場合、第二耐火面材３２の加工が少なくなり、且つ第二耐火面材
３２と２階床Ｆのモルタル２１とを連続させることができるので、防耐火性能の低下を抑
制できる。また、２階床梁Ｈａと階段１との接続部Ａの直下にも容易に界壁３０を設置す
ることができるため、接続部Ａを避けて界壁３０を設置する必要が無く、間取り設計の制
約を解消することができる。
【００３３】
　なお、上述したように、スラブ２０が２階床梁Ｈａよりも階段１側に突出しており、ス
ラブ２０の下面に第二耐火面材３２の上端を当接させてもよい。この場合であっても、防
耐火性能の低下を抑制でき、間取り設計の制約を解消することができる。
【００３４】
　第二耐火面材３２の上端に近接する段板部材１３Ａの蹴込部１３ｘは、隙間部Ｓに臨む
開口１３ｚを有している。この場合、作業者は、蹴込部１３ｘに設けられた開口１３ｚを
介して、隙間部Ｓ内に配置された第二耐火面材３２の上端部の固定作業等を行うことがで
きる。従って、第二耐火面材３２の設置の作業性を向上させることができる。
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【００３５】
　段板部材１３の表面には、仕上げ部材１５が貼り付けられている。また、蹴込部１３ｘ
に設けられた開口１３ｚは、仕上げ部材１５によって覆われている。これにより、蹴込部
１３ｘに開口１３ｚが設けられていても、仕上げ部材１５によって開口１３ｚを覆うこと
ができるため、開口１３ｚが階段１の美観に影響を与えることが無い。
【００３６】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されるも
のではない。例えば、階段１は、平面視でＬ字形状に屈曲している構成を例に説明したが
、例えば直線状の階段などＬ字形状以外の形状の階段であってもよい。
【００３７】
　２階床梁Ｈａの直下に界壁３０を設けたが、界壁３０に代えて間仕切り壁を設けてもよ
い。段板部材１３の蹴込部１３ｘに開口１３ｚを設けたが、開口１３ｚを設けることは必
須ではない。
【符号の説明】
【００３８】
　１…階段、２０…スラブ、１１…桁部材、１２…支柱、１３…段板部材（下地部材）、
１３ａ…蹴込部、１３ｂ…踏板部、１３ｘ…蹴込部（耐火面材の上端に近接する段板部材
の蹴込部）、１３ｚ…開口、１５…仕上げ部材、３０…界壁、３２…第二耐火面材（耐火
面材）、Ａ…接続部、Ｆ…２階床（上階床層）、Ｈａ…２階床梁（上階床梁）、Ｘ…建物
。

【図１】 【図２】



(7) JP 6630052 B2 2020.1.15

【図３】 【図４】



(8) JP 6630052 B2 2020.1.15

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０４－１８２５５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１２０２４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０２２１２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３０３７３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２１３８９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－０５３３１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０４９３０２７３（ＵＳ，Ａ）　　　
              韓国公開特許第１０－２００６－００９９３５９（ＫＲ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０４Ｆ　　１１／００－１１／１８
              Ｅ０４Ｈ　　１／０２－１／０４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

