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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建築物の外壁面から突出するように設けた２つの妻梁と、前記２つの妻梁の間に配設し
たデッキ材との間にそれぞれ妻樋を備えたバルコニーにおいて、
　前記建築物の外壁面に沿って左右に延在し、上方に開口する集合樋と、
　前記集合樋から下方に延在した縦樋と、
　前記２つの妻樋のそれぞれに対して個別に設けられ、一端部が前記妻樋の排水孔に接続
されるとともに、他端部が前記集合樋の上方部において下方に向けて屈曲され、この屈曲
された下端部が前記集合樋の上方の開口を介して当該集合樋の内部に開口した呼び樋と
　を備えたことを特徴とするバルコニー。
【請求項２】
　前記建築物の躯体に躯体取付用部材を配設し、この躯体取付用部材に前記妻梁が設けら
れ、かつ前記躯体取付用部材には前記妻梁の相互間となる部分に外装部材を備えたブラケ
ットが設けられており、
　前記デッキ材は、前記外装部材の上面に支持されており、
　前記集合樋は、集合樋部材によって構成したものであり、前記建築物の外壁面側に位置
する後壁部が前記躯体取付用部材に係止され、かつ屋外側に位置する前壁部が下方から螺
合したネジ部材によって前記外装部材の下面に保持されていることを特徴とする請求項１
に記載のバルコニー。
【請求項３】
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　前記集合樋は、集合樋部材によって構成したものであり、屋外側に位置する前壁部に保
持部を備えており、
　前記デッキ材の下方域を覆う軒天部材の一端部が前記保持部に保持されていることを特
徴とする請求項１に記載のバルコニー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バルコニーに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　屋根を有していないバルコニーでは、デッキ材と左右の妻梁との間に妻樋が設けられて
おり、デッキ材の上面から流れ落ちる雨水等の水を受け止めるようにしている。妻樋は、
一対の側壁部と、これら側壁部の下端部間を連結する底壁部とを有した妻樋部材を妻梁に
取り付けることによって構成されている。底壁部は、妻梁とデッキ材との隙間よりも大き
な幅を有しており、妻梁からデッキ材の下面を覆う位置まで延在されている。デッキ材の
下方に位置する側壁部は、上端部がデッキ材の下面に当接されている。もう一方の側壁部
は、妻梁の側面に沿って延在し、妻梁にネジ部材を螺合することによって妻梁に接合され
ている。この妻樋を備えるバルコニーでは、デッキ材の上面から流れ落ちた雨水等の水が
妻樋に受け止められ、さらに妻樋に接続した縦樋を伝って地表に案内されるため、デッキ
材の下面から水が滴下する事態を防止することができる（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２２５４５７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、妻樋に縦樋を接続するようにしたバルコニーにあっては、縦樋が左右に必要
となるため部品点数が多くなる。しかも、建築物の外壁面に２つの縦樋が露出することに
なり、外観品質の上でも必ずしも好ましいとはいえない。
【０００５】
　本発明は、上記実情に鑑みて、部品点数の削減を図り、かつ適用する建築物の外観品質
が損なわれる事態を防止することのできるバルコニー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】
　上記目的を達成するため、本発明に係るバルコニーは、建築物の外壁面から突出するよ
うに設けた２つの妻梁と、前記２つの妻梁の間に配設したデッキ材との間にそれぞれ妻樋
を備えたバルコニーにおいて、前記建築物の外壁面に沿って左右に延在し、上方に開口す
る集合樋と、前記集合樋から下方に延在した縦樋と、前記２つの妻樋のそれぞれに対して
個別に設けられ、一端部が前記妻樋の排水孔に接続されるとともに、他端部が前記集合樋
の上方部において下方に向けて屈曲され、この屈曲された下端部が前記集合樋の上方の開
口を介して当該集合樋の内部に開口した呼び樋とを備えたことを特徴とする。
【０００７】
　この発明によれば、左右の妻樋から流れ落ちる水が集合樋に集合されるため、集合樋に
対しては唯一縦樋を設ければ、水を地表に案内することができる。従って、部品点数の削
減を図ることができるとともに、適用する建築物の外観品質が損なわれる事態を防止でき
る。
【０００８】
　また本発明は、上述したバルコニーにおいて、前記建築物の躯体に躯体取付用部材を配
設し、この躯体取付用部材に前記妻梁が設けられ、かつ前記躯体取付用部材には前記妻梁
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の相互間となる部分に外装部材を備えたブラケットが設けられており、前記デッキ材は、
前記外装部材の上面に支持されており、前記集合樋は、集合樋部材によって構成したもの
であり、前記建築物の外壁面側に位置する後壁部が前記躯体取付用部材に係止され、かつ
屋外側に位置する前壁部が下方から螺合したネジ部材によって前記外装部材の下面に保持
されていることを特徴とする。
【０００９】
　この発明によれば、ネジ部材を弛緩させれば、集合樋を取り外すことが可能となる。従
って、集合樋を清掃する作業を容易化することができ、集合樋や縦樋が目詰まりする事態
を防止することができるようになる。
【００１０】
　また本発明は、上述したバルコニーにおいて、前記集合樋は、集合樋部材によって構成
したものであり、屋外側に位置する前壁部に保持部を備えており、前記デッキ材の下方域
を覆う軒天部材の一端部が前記保持部に保持されていることを特徴とする。
【００１１】
　この発明によれば、保持部を介して集合樋に軒天部材の一端部を保持させることができ
るようになる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、左右の妻樋から流れ落ちる水が集合樋に集合されるため、集合樋に対
しては唯一縦樋を設ければ、水を地表に案内することができる。従って、部品点数の削減
を図ることができるとともに、適用する建築物の外観品質が損なわれる事態を防止できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の実施の形態であるバルコニーを適用した建築物を概念的に示す
斜視図である。
【図２】図２は、図１に示した建築物においてバルコニーの軒天部材を取り外した状態を
概念的に示す斜視図である。
【図３】図３は、図１に示した建築物に適用するバルコニーの縦断面側面図である。
【図４】図４は、図１に示した建築物に適用するバルコニーの縦断面正面図である。
【図５】図５は、図４に示したバルコニーの左半分を拡大した図である。
【図６】図６は、図４に示したバルコニーの右半分を拡大した図である。
【図７】図７は、図３に示したバルコニーにおいて軒天部材及び集合樋部材を取り外した
状態の要部拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照しながら本発明に係るバルコニーの好適な実施の形態について詳
細に説明する。
　図１～図６は、本発明の実施の形態であるバルコニーを示したものである。ここで例示
するバルコニー１は、建築物を外装する外壁材Ｓの外壁面から突出するように設けたデッ
キ部１０と、デッキ部１０の周囲上面に設けた手摺り部３とを備えて構成したものである
。デッキ部１０は、建築物からほぼ水平に突出した左右の妻梁１１と、妻梁１１の先端部
間に取り付けた前桁１２と、これら妻梁１１及び前桁１２によって囲まれる矩形領域に配
設したデッキ材１３とを備えて構成してある。本実施の形態のデッキ部１０は、ブラケッ
ト（支持部材）２０及び躯体取付用部材３０を介して建築物の躯体である胴差しＢの外側
表面に取り付けてある。なお、以下においては便宜上、妻梁１１において矩形領域に臨む
面を内方側面１１ａと称して説明を行う。
【００１５】
　ブラケット２０は、デッキ部１０と胴差しＢとの間に介在する構造体であり、妻梁１１
の相互間となる部位に設けてある。本実施の形態では、矩形の平板状を成す取付板部２１
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と、取付板部２１の一方の表面から突出した支持アーム部２２と、支持アーム部２２に外
装した角筒状の外装部材２３とを有したブラケット２０を２つ適用している。取付板部２
１及び支持アーム部２２は、それぞれ鋼材によって成形してあり、互いの間が溶接によっ
て接合してある。外装部材２３は、アルミニウム合金等の金属によって成形したものであ
る。
【００１６】
　躯体取付用部材３０は、ブラケット２０の取付板部２１と胴差しＢとの間に介在する部
材であり、胴差しＢの上下方向に沿った寸法とほぼ同じ幅で、左右に長手となる矩形の外
形に構成してある。本実施の形態では、アルミニウム合金等の金属によって成形した押し
出し形材から成る躯体取付用部材３０を適用している。躯体取付用部材３０の両端部には
、それぞれカバーキャップ３１が装着してある。
【００１７】
　この躯体取付用部材３０は、ブラケット２０の取付板部２１を介して胴差しＢにボルト
部材３２を挿通し、端部にナット部材（図示せず）を螺合することによってブラケット２
０ともに胴差しＢに固定してある。また躯体取付用部材３０には、ブラケット２０の相互
間となる３位置に基端部を介して根太（支持部材）３３が取り付けてある。根太３３は、
躯体取付用部材３０から突出するように設けた角筒状部材であり、個々の上面がブラケッ
ト２０における外装部材２３の上面とほぼ同じ位置となるように配設してある。
【００１８】
　妻梁１１及び前桁１２は、アルミニウム合金等の金属によって成形した押し出し形材で
あり、それぞれが長手の全長に渡ってほぼ一様な断面形状を有するように構成してある。
本実施の形態では、中空の角筒状に構成した妻梁１１及び前桁１２を適用している。これ
ら妻梁１１及び前桁１２は、個々の内部に配設した連結ブラケット１５にネジやボルト等
の固定部材１６を螺合することによって互いの間が連結してある。妻梁１１の基端部は、
それぞれ躯体取付用部材３０の両端部に取り付けてある。
【００１９】
　デッキ材１３は、ブラケット２０の上面及び根太３３の上面にほぼ水平となるように載
置した板状部材である。デッキ材１３の左右両端部は、それぞれ妻梁１１の内方側面１１
ａとの間に隙間を確保した位置に配置してある。図４～図６に示すように、デッキ材１３
と妻梁１１の内方側面１１ａとの間に確保した隙間の下方には、それぞれ妻樋４０が構成
してある。
【００２０】
　妻樋４０は、妻梁１１の内方側面１１ａに妻樋部材５０を取り付けることによって構成
した上方に開口する長尺状の凹所であり、妻梁１１の長手に沿ってほぼ水平に延在してい
る。本実施の形態では、一対の側壁部５１，５２と、これら一対の側壁部５１，５２の下
端部の間を連結する底壁部５３と、一方の側壁部（以下、区別する場合に外側壁部５１と
いう）から上方に突出するように延在した取付壁部５４とをアルミニウム合金等の金属に
よって一体に成形した妻樋部材５０を適用している。妻樋部材５０の両端部は、妻樋キャ
ップ５５によって閉塞されている。図には明示していないが、妻樋部材５０の底壁部５３
には、前桁１２に近接した部位に排水孔が設けてある。この妻樋部材５０は、取付壁部５
４を妻梁１１の内方側面１１ａに当接させ、かつもう一方の側壁部（以下、区別する場合
に内側壁部５２という）の上端部をデッキ材１３の下面に当接させた状態で、取付壁部５
４を介して妻梁１１に固定部材１６を螺合することにより取り付けてある。
【００２１】
　妻樋部材５０には、その全長にわたる部位にカバー部材６０が装着してある。カバー部
材６０は、妻樋部材５０に設けた上方係止片５６及び下方係止片５７に係止させることに
より、妻樋部材５０に対して着脱することが可能である。本実施の形態では、樋カバー部
６１及び固定部材カバー部６２をアルミニウム合金等の金属によって一体に成形したカバ
ー部材６０を適用している。樋カバー部６１は、妻梁１１とデッキ材１３との間の隙間を
覆うようにその上方域に配置された部分である。樋カバー部６１とデッキ材１３の上面と
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の間には、デッキ材１３の反り上がりを考慮して、所定の隙間が確保してある。固定部材
カバー部６２は、妻樋４０に露出した固定部材１６の頭部及びその上部を覆うように配置
された部分である。
【００２２】
　一方、このバルコニー１には、妻梁１１の基端部の間となる部位に集合樋７０が設けて
あるとともに、集合樋７０とそれぞれの妻樋４０との間に呼び樋８０が設けてある。集合
樋７０は、躯体取付用部材３０の下縁部に集合樋部材９０を支持させることによって構成
した上方に開口する長尺状の凹所である。この集合樋７０は、妻樋４０よりも下方となる
高さ位置においてほぼ水平となる状態で外壁材Ｓの外壁面に沿って左右に延在している。
本実施の形態では、前壁部９１と、後壁部９２と、前壁部９１及び後壁部９２の下端部の
間を連結する下壁部９３とをアルミニウム合金等の金属によって一体に成形した集合樋部
材９０を適用している。集合樋部材９０の両端部は、集合樋キャップ９４によって閉塞さ
れている。図３に示すように、下壁部９３の上面は、前壁部９１及び後壁部９２のそれぞ
れから中央部分に向けて漸次低くなるように傾斜している。
【００２３】
　図からも明らかなように、前壁部９１及び後壁部９２には、それぞれの上端部に互いに
離反する方向に向けて屈曲したフランジ９１ａ，９２ａが設けてある。前壁部９１のフラ
ンジ９１ａは、平板状を成す一方、後壁部９２のフランジ９２ａは、先端部が下方に向け
て屈曲したフック状を成している。この集合樋部材９０は、後壁部９２のフランジ９２ａ
を躯体取付用部材３０の下端縁に係止し、前壁部９１のフランジ９１ａを介してブラケッ
ト２０の外装部材２３に下方からネジ部材９５を螺合することによって取り付けてある。
図には明示していないが、この集合樋部材９０の下壁部９３には、一方の端部に排水孔が
設けてある。集合樋７０の排水孔には、鉛直方向に沿って延在する縦樋２の上端部が接続
してある。呼び樋８０は、一方の端部が妻樋４０の排水孔に接続され、他方の端部が集合
樋７０の内部に開口したもので、集合樋７０に向けて漸次下方となるように傾斜して配設
してある。
【００２４】
　また、バルコニー１には、軒天部材１００が設けてある。軒天部材１００は、妻梁１１
及び前桁１２によって囲まれる矩形領域の下面を覆い隠すように設けた複数の平板状部材
である。本実施の形態では、集合樋７０の前壁部９１、前桁１２の下面及び妻梁１１の下
面にそれぞれ保持部材（保持部）１０１，１０２，１０３が取り付けてあり、これらの保
持部材１０１，１０２，１０３に対してネジ１０４を螺合することにより軒天部材１００
がバルコニー１に着脱可能に取り付けてある。
【００２５】
　上記のように構成したバルコニー１では、デッキ材１３の上面から両側に流れ落ちる雨
水等の水が両端部の妻樋４０によって受け止められ、その後、個々の呼び樋８０を介して
集合樋７０に集合されることになる。集合樋７０によって集合された水は、一方の端部に
接続した縦樋２を通じて地表に案内される。従って、デッキ材１３の上面から排出された
水が、デッキ部１０の下方へ滴下するような事態を招来するおそれはない。上述したよう
に、集合樋７０は、デッキ材１３の両側に設けた妻樋４０からの水が集合されるものであ
る。従って、縦樋２としては集合樋７０のいずれかの部位に唯一設ければ良く、部品点数
の削減を図ることができるとともに、適用する建築物の外観品質が損なわれる事態を防止
することができるようになる。しかも、上述したように、集合樋７０を構成する集合樋部
材９０の下壁部９３は、上面が中央部分に向けて漸次低くなるように傾斜している。従っ
て、集合樋７０に集合された水は、漸次中央部分に集積されて大きな塊となるため、効率
良く排出されることとなる。
【００２６】
　さらに、妻樋４０の上方部をカバー部材６０によって覆うようにしているため、落ち葉
等の異物が内部に進入する事態を防止することができる。カバー部材６０は、妻樋部材５
０に対して着脱可能であるため、妻樋４０に異物が進入したとしてもこれを容易に除去す
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ることができる。また、集合樋部材９０は、軒天部材１００を取り外した後、図７に示す
ように、ネジ部材９５を弛緩させれば、取り外すことが可能である。従って、仮に集合樋
７０にまで異物が進入したとしても、これを容易に除去することが可能であり、集合樋７
０や縦樋２が目詰まりする事態を防止することができる。
【００２７】
　なお、上述した実施の形態では、妻樋４０の基端部の間となる部位に集合樋７０を設け
るようにしているため、前桁１２部分の上下方向に沿った寸法が増大することがなく、正
面から見た場合の意匠性の点で有利となる。しかしながら、本発明では必ずしも妻樋４０
の基端部の間となる部位に集合樋７０を設ける必要はなく、前桁１２に近接した部分に集
合樋７０を設けるようにしても構わない。
【００２８】
　また、上述した実施の形態では、妻樋４０において前桁１２に近接した部位に排水孔が
設けてあり、この排水孔に呼び樋８０を接続するようにしている。このため、経年の影響
によってバルコニー１のデッキ部１０が前下がりとなった場合にも、妻樋４０に雨水等の
水が滞留する事態を招来することがない。しかしながら、妻樋４０において呼び樋８０を
接続する部分は、必ずしも前桁１２に近接した部位である必要はない。なお、妻梁１１に
対して別体の妻樋部材５０を取り付けることによって妻樋４０を構成しているが、妻梁１
１に一体となるように妻樋４０を構成するようにしても良い。
【００２９】
　さらに、上述した実施の形態では、妻樋４０の上方域をカバー部材６０によって覆うよ
うにしているが、必ずしもカバー部材６０は設ける必要はない。
【００３０】
　またさらに、上述した実施の形態では、集合樋部材９０に別体の保持部材１０１を取り
付けて軒天部材１００を保持させるようにしているが、保持部材１０１を集合樋部材９０
と一体に成形するようにしても良い。
【符号の説明】
【００３１】
　１　バルコニー、２　縦樋、１１　妻梁、１３　デッキ材、２０　ブラケット、３０　
躯体取付用部材、３３　根太、４０　妻樋、７０　集合樋、８０　呼び樋、９０　集合樋
部材、９１　前壁部、９２　後壁部、９２ａ　フランジ、９５　ネジ部材、１００　軒天
部材、１０１　保持部材、Ｂ　胴差し、Ｓ　外壁材
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