
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物躯体に取付ける縦板状の躯体取付用部と、この躯体取付用部の周囲を囲むと共に、
外装材の厚さよりも大きな突出寸法の上下・左右の受け面を形成する上横材、下横材、左
右の側板を有する外装材受け部を備え、前面が開口した箱形状で本体部取付用凹陥部を有
する躯体取付用部材、
　左右の妻桁と前桁とデッキ材を備え、

囲まれている本体部、
　前記本体部に取付けた手摺部
　で構成し、前記建物躯体に外装材が外装材受け部を基準として取付けたことを特徴とす
るバルコニー。
【請求項２】
　 左右の妻桁の外側面と、前記外装材受け部の左右の

面との間に隙間を有し、その隙間にコーキング材を充填した請求項１記載のバルコニ
ー。
【請求項３】
　前記躯体取付用部材の に左右の端部ブラケット、中間ブラケットが位置決
めして取付けられ、
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その左の妻桁の長手方向端部が、前記躯体取付用
部における左の側板寄り位置に取付けられ、前記右の妻桁の長手方向端部が、前記躯体取
付用部における右の側板寄り位置に取付けられてその左の妻桁、右の妻桁の長手方向端部
が、前記上下・左右の受け面で

前記躯体取付用部に取付けた 側板の
内側

躯体取付用部
この左右の端部ブラケット、中間ブラケットの取付部分は上下・左右



　この 端部ブラケットと 妻桁を連結すると共に、中間ブラケットと前桁を連
結して本体部を に取付けた請求項１又は２記載のバルコニー。
【請求項４】
　前記妻桁、前桁は、本体部と、この本体部に取付けられ雨樋を有する側面化粧板で形成
され、
　妻桁の雨樋と前桁の雨樋が連続している請求項１又は２又は３記載のバルコニー。
【請求項５】
　前記躯体取付用部材は、縦板と、この縦板の上縁部、下縁部に取付けた上横材、下横材
と、その上横材と下横材の長手方向両端部に亘ってそれぞれ取付けた左右の側板を備え、
　その縦板が を形成し、
　その上横材、下横材、左右の側板が外装材受け部を形成している請求項１記載のバルコ
ニー。
【請求項６】
　

　

　
　

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、建物躯体に取付けるバルコニーに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から種々のバルコニーが提案されている。
例えば、特開平７－９０９２３号公報に示すバルコニーが提案されている。
左右の妻桁と前桁とデッキ材を有する本体部と、この本体部に取付けた手摺部と、建物躯
体に取付けられるブラケットを備え、このブラケットと妻桁を連結して本体部を建物躯体
に取付けるバルコニーである。
また、実開平１－１５１５０１号公報に示すバルコニーが提案されている。
このバルコニーは、チャンネル材に複数の腕木を取付けたブラケットを備え、そのチャン
ネル材を建物躯体に取付けると共に、複数の腕木を前桁に連結して本体部を建物躯体に取
付けるバルコニーである。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
建物躯体には外装材、例えばモルタル、サイディング等を取付けるのが一般的である。
前述の従来の各バルコニーは外観、施工等の面から、次のように取付けている。ブラケッ
トを建物躯体に取付けた後に、建物躯体に外装材をブラケットの取付部分を覆うように取
付け、その後に本体部を左右の妻桁が外装材に接するように取付ける。
このように取付けることで、外装材と本体部（妻桁）が隙間なく連続し、その外装材と本
体部との接触部分の外観の見栄えが良い。本体部が無い状態で外装材を容易に取付けでき
るので、外装材を容易に取付けできる。特に、モルタルを取付（塗布）ける場合には、本
体部に関係なくモルタルを容易に塗布できる。
【０００４】
前述とは反対に、ブラケットに妻桁を取付けて本体部を取付け、その後に外装材を取付け
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の受け面で囲まれ、
左右の 左右の

躯体取付用部

躯体取付用部

建物躯体に取付けられた板状体の表面に、左右の端部ブラケット用凹部と中間ブラケッ
ト用凹部が形成されて躯体取付用部とし、その板状体の上下左右端面が建物躯体よりも突
出した上下・左右の受け面で、それらで外装材受け部とした躯体取付用部材、

前記左右の端部ブラケット用凹部内に取付けた端部ブラケットに連結した左右の妻桁と
、前記中間ブラケット用凹部内に取付けた中間ブラケットに連結した前桁と、デッキ材を
備えた本体部、

前記本体部に取付けた手摺部、
で構成し、前記建物躯体に外装材が外装材受け部を基準として取付けたことを特徴とす

るバルコニー



ると、前述と反対に、外装材と本体部（妻桁）との間に隙間が生じたり等して外観の見栄
えが悪くなる。
また、外装材を取付ける時に本体部が邪魔になり、外装材を取付けしにくいので外装材の
取付け作業が面倒である。特に、モルタルを取付（塗布）ける場合には、モルタルを塗布
しづらい。
【０００５】
前述のように、従来のバルコニーは外観の見栄え、外装材の取付け作業性等の面から、ブ
ラケットを取付けた後に外装材を取付け、その後に本体部を取付けるので、バルコニーの
ブラケット取付作業と本体部取付け作業を連続して行うことができない。
よって、バルコニーを取付ける作業者はブラケットを取付けた後に、他の作業者（左官職
人等）が外装材を取付けるまで待機しなければならず、バルコニーの取付け作業効率が悪
い。
【０００６】
本発明は、前述の課題を解決するためになされたもので、その目的は、外観の見栄えが良
く、外装材の取付け作業が容易で、しかも効率良く取付けできるバルコニーを提供するこ
とを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　第１の発明は、建物躯体に取付ける縦板状の躯体取付用部と、この躯体取付用部の周囲
を囲むと共に、外装材の厚さよりも大きな突出寸法の上下・左右の受け面を形成する上横
材、下横材、左右の側板を有する外装材受け部を備え、前面が開口した箱形状で本体部取
付用凹陥部を有する躯体取付用部材、
　左右の妻桁と前桁とデッキ材を備え、

囲まれている本体部、
　前記本体部に取付けた手摺部
　で構成し、前記建物躯体に外装材が外装材受け部を基準として取付けたことを特徴とす
るバルコニーである。
【０００８】
　第２の発明は、第１の発明において、 左右の妻桁の外側面
と、前記外装材受け部の左右の 面との間に隙間を有し、その隙間にコーキング
材を充填したバルコニーである。
【０００９】
　第３の発明は、第１又は第２の発明において、前記躯体取付用部材の に左
右の端部ブラケット、中間ブラケットが位置決めして取付けられ、

　この 端部ブラケットと 妻桁を連結すると共に、中間ブラケットと前桁を連
結して本体部を に取付けたバルコニーである。
【００１０】
第４の発明は、第１又は第２又は第３の発明において、前記妻桁、前桁は、本体部と、こ
の本体部に取付けられ雨樋を有する側面化粧板で形成され、
妻桁の雨樋と前桁の雨樋が連続しているバルコニーである。
【００１１】
　第５の発明は、第１の発明において、前記躯体取付用部材は、縦板と、この縦板の上縁
部、下縁部に取付けた上横材、下横材と、その上横材と下横材の長手方向両端部に亘って
それぞれ取付けた左右の側板を備え、
　その縦板が を形成し、
　その上横材、下横材、左右の側板が外装材受け部を形成しているバルコニーである。
【００１２】
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その左の妻桁の長手方向端部が、前記躯体取付用
部における左の側板寄り位置に取付けられ、前記右の妻桁の長手方向端部が、前記躯体取
付用部における右の側板寄り位置に取付けられてその左の妻桁、右の妻桁の長手方向端部
が、前記上下・左右の受け面で

前記躯体取付用部に取付けた
側板の内側

躯体取付用部
この左右の端部ブラケ

ット、中間ブラケットの取付部分は上下・左右の受け面で囲まれ、
左右の 左右の

躯体取付用部

躯体取付用部



　第６の発明は、

　

　
　

。
【００１３】
【作　用】
　第１の発明によれば、建物躯体に躯体取付用部材 を取付け、その 取
付用部に本体部 を取付けることで、その本体部の 取付部分が外装材
受け部 で囲まれる。
　よって、外装材受け部を基準として外装材を 外装材を取付
ける時に本体部が邪魔にならないから、外装材を容易に取付けできる。特に、外装材がモ
ルタルの場合には各受け面に接するように塗布すれば良く、その塗布が容易である。
　したがって、外装材の取付け作業が容易である。
【００１４】
また、外装材を外装材受け部の各受け面に接するように取付けることで、バルコニーの取
付部と外装材との間に隙間が無いようにできるから、外観の見栄えが良い。
【００１５】
また、外装材は外装材受け部を基準として取付けできるし、本体部は取付用部に取付けで
きるから、外装材の取付けと本体部の取付けを別々に行うことができる。
よって、躯体取付用部材の取付けと連続して本体部を取付けでき、外装材を取付けるまで
本体部の取付けを待つ必要がなく、バルコニーを効率良く取付けできる。
【００１６】
したがって、以上のことが相俟って、外観の見栄えが良く、外装材の取付け作業が容易で
、しかも効率よく取付けできるバルコニーである。
【００１７】
　第２の発明によれば、外装材受け部の左右の受け面

との間に隙間があるので、本体部に人が乗ったりして妻桁が上下に微動しても
左右の受け面は動くことがない。
　よって、外装材と外装材受け部の受け面と本体部とに連続して塗装材を吹きつけて外装
材と本体部の外観を同一とすることができるし、その場合に妻桁が上下に微動しても外装
材と外装材受け部の受け面に連続した塗装膜がひび割れ等することがない。
【００１８】
また、前記隙間に充填したコーキング材も塗装されるので、妻桁と外装材受け部の受け面
が連続して塗装される。
【００１９】
第３の発明によれば、妻桁が端部ブラケットで連結され、前桁が中間ブラケットで連結さ
れるので、本体部の取付強度が大である。
また、端部ブラケット、中間ブラケットは取付用部に位置決めして取付けられるので、取
付用部を建物躯体に位置決めして取付けることによって、本体部を建物躯体に位置決めし
て取付けできる。
【００２０】
第４の発明によれば、妻桁、前桁の外観を側面化粧板によって任意の意匠にできる。
また、デッキ材上の雨水等が各雨樋に流れ落ち、１つの雨樋から排水することが可能であ
る。
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建物躯体に取付けられた板状体の表面に、左右の端部ブラケット用凹部
と中間ブラケット用凹部が形成されて躯体取付用部とし、その板状体の上下左右端面が建
物躯体よりも突出した上下・左右の受け面で、それらで外装材受け部とした躯体取付用部
材、

前記左右の端部ブラケット用凹部内に取付けた端部ブラケットに連結した左右の妻桁と
、前記中間ブラケット用凹部内に取付けた中間ブラケットに連結した前桁と、デッキ材を
備えた本体部、

前記本体部に取付けた手摺部、
で構成し、前記建物躯体に外装材が外装材受け部を基準として取付けたことを特徴とす

るバルコニーである

の躯体取付用部 躯体
の左右妻桁 左右妻桁の

の上下・左右の受け面
建物躯体に取付けることで、

を形成する左右の側板の内側面と妻
桁の外側面



【００２１】
第５の発明によれば、取付用部と外装材受け部が一体的であるから、その躯体取付用部材
の取付けが容易である。
【００２２】
　第６の発明によれば、

　 取付部分が外装材受け部材の上
下・左右の受け面で囲まれる。
　したがって、請求項１に係る発明と同様に、外観の見栄えが良く、外装材の取付け作業
が容易で、しかも効率よく取付けできるバルコニーである。
【００２３】
【発明の実施の形態】
図１に示すように、建物躯体に取付けられる躯体取付用部材１と、この躯体取付用部材１
に取付けられる本体部２と、この本体部２に取付けられる手摺部３でバルコニーとしてあ
る。
前記本体部２は左右の妻桁１０と、この左右の妻桁１０間に連結した前桁１１と、デッキ
材１２を備えている。
前記手摺部３は、妻桁１０、前桁１１の上面に取付けた複数の支柱１３と、妻桁１０と前
桁１１の連結部に取付けた左右のコーナー支柱１４と、隣接する支柱１３間及び支柱１３
とコーナー支柱１４間にそれぞれ取付けたパネル体１５と、各支柱１３とコーナー支柱１
４の上端部間に亘って取付けた笠木１６で形成されている。
【００２４】
前記手摺部３は左右の妻桁１０に取付けた左右の側面手摺部３ａと、前桁１１に取付けた
前面手摺部３ｂを有する。
前記パネル体１５は複数の縦材と横材を有する形状であるが、この形状に限ることはなく
板状、斜め格子形状など任意の形状でも良い。
【００２５】
前記躯体取付用部材１は図２、図３、図４に示すように、縦板状の躯体取付用部１ａと、
その躯体取付用部１ａの周囲を囲むと共に、上下・左右の受け面を有する外装材受け部１
ｂを有する。
以下、その具体形状を説明する。
幅狭で長尺な矩形の縦板２０と、この縦板２０の上縁部に取付けた略クランク形状の上横
材２１と、前記横板２０の下縁部に取付けた略Ｌ字形状の下横材２２と、前記上横材２１
と下横材２２の長手方向両端面に亘ってそれぞれ取付けたＬ字形状の左右の側板２３で前
面が開口した箱形状で、上と左右に取付片を有すると共に、本体部取付用凹陥部を有する
躯体取付用部材１を形成している。
【００２６】
前記上横材２１と下横材２２はビスホール２４を有するアルミ押出形材で、側板２３もア
ルミ押出形材で、前記上横材２１、下横材２２のビスホール２４にビスを螺合して取付け
てある。
前記上横材２１の横板２１ａと下横材２２の横板２２ａと左右の側板２３の一側板２３ａ
が四周連続し、かつ縦板２０よりも突出し、これらによって前記外装材受け部１ｂの上下
左右の受け面を形成している。この横板２１ａ，２２ａ、一側板２３ａの縦板２０からの
突出寸法、つまり外装材受け部１ｂの取付用部１ａからの突出寸法は、外装材の厚さより
も大きい。
前記下横材２２の縦板２２ｂは上突片２５と下突片２６を有する。この下横材２２の縦板
２２ｂが縦板２０の下縁部に取付けられ、その縦板２２ｂと縦板２０で前記躯体取付用部
１ａを形成している。
【００２７】

10

20

30

40

50

(5) JP 3650964 B2 2005.5.25

建物躯体に躯体取付用部材を取付け、その躯体取付用部材の端部
ブラケット用凹部、中間ブラケット用凹部内に端部ブラケット、中間ブラケットを取付け
、

それらに左右の妻桁、前桁を連結することで、それらの



前記上横材２１の縦板２１ｂと縦板２０の上縁部が上取付片を形成し、左右の側板２３の
他側板２３ｂが左右の取付片を形成する。
前記縦板２０には後述する端部ブラケット、中間ブラケット、根太掛けを取付けるための
複数の穴２７が位置決めして明けてある。
【００２８】
前記妻桁１０は図４に示すように、矩形断面で中空形状の妻桁本体３０と、この妻桁本体
３０の外側縦面に取付けた妻桁側面化粧板３１と、妻桁本体３０の上面に取付けた妻桁上
面化粧板３２を備えている。
前記妻桁側面化粧板３１は、縦板３１ａと横板３１ｂで略Ｌ字形状で、、その横板３１ｂ
は妻桁本体３０の下面よりも下方に位置し、かつその端部３１ｃは上向きに折り曲がって
妻側雨樋３３を形成している。
【００２９】
前記妻桁上面化粧板３２は、横向部３２ａと縦向部３２ｂで略鉤形状で、その横向部３２
ａは上向き凹部３６を有する。
前記横向部３２ａが妻桁本体３０の上面に固着され、その上面を覆う。
前記縦向部３２ｂは、前記妻桁側面化粧板３１の縦板３１ａよりも外側寄りに垂下し、そ
の縦板３１ａの上縁部を覆う。
【００３０】
前記妻桁本体３０の長手方向端部が、前記躯体取付用部材１の縦板２０（取付用部１ａ）
に取付けた端部ブラケット３７に固着され、妻桁本体３０（妻桁１０）が縦板２０に取付
けられる。
これにより、妻桁１０の長手方向端部は、前記躯体取付用部材１の左右の側板２３の一側
板２３ａよりも内側寄りに位置し、その外側面（側面化粧板３１の縦板３１ａ）の長手方
向端部が左右の側板２３の一側板２３ａで覆われる。
【００３１】
前記前桁１１は図３に示すように、矩形断面で中空形状の前桁本体４０と、この前桁本体
４０の外側縦面に取付けた前桁側面化粧板４１と、前記前桁本体４０の上面に取付けた前
桁上面化粧板４２を備えている。
前記前桁側面化粧板４１は、縦板４１ａと横板４１ｂで略Ｌ字形状で、その横板４１ｂは
前桁本体４０の下面よりも下方位置で、かつその端部４１ｃは上向きに折り曲がって前桁
雨樋４３が形成している。
前記横板４１ｂの端部４１ｃは鉤形に折り曲がって略水平向きの取付片４４を形成してい
る。
この取付片４４と前桁本体４０の内側縦面に亘って内側縦板４５が取付けてある。
【００３２】
前記前桁上面化粧板４２は横向部４２ａと縦向部４２ｂで略鉤形状で、その横向部４２ａ
は上向き凹部４６を有する。
前記横向部４２ａが前桁本体４０の上面に固着され、その上面を覆う。
前記横向部４２ｂは、前記前桁化粧板４１の縦板４１ａよりも外側寄りに垂下し、その縦
板４１ａの上縁部を覆う。
【００３３】
前記前桁本体４０は、前記躯体取付用部材１の縦板２０（取付用部１ａ）に、左右方向に
間隔を置いて固着した複数の中間ブラケット４７に連結され、前桁本体４０は複数の中間
ブラケット４７で縦板２０に取付けられる。
【００３４】
前記妻桁本体３０の内側縦面に前桁本体４０の端面を突き合わせ、Ｌ字形状の連結用ブラ
ケット４８で連結される。
前記妻桁雨樋３３と前桁雨樋４３は、その端部を４５度に切断して突き合わせることで連
続し、妻桁雨樋３３は水平に対して前桁側部が躯体取付用部材側部よりも高くなるように
傾斜している。
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これによって、前桁雨樋４３に流れ落ちた雨水等は妻桁雨樋３３に流れ、その躯体取付用
部材側部に流れる。そして、図示しない排水管で排水される。
【００３５】
前記躯体取付用部材１の縦板２０と前桁本体４０内側面には略Ｌ字形状の根太掛け５０が
相対向して長手方向に間隔を置いて複数取付けてある。
この相対向した根太掛け５０に根太５１が載置され、ボルト・ナット５２で固着される。
この根太５１の上面と妻桁本体３０の内側縦面に一体的に設けた雨樋を兼用した略鉤形状
の支持片５２とに亘ってデッキ材１２が載置され、かつビス５３で固着されている。５４
はキャップである。
【００３６】
前記躯体取付用部材１の下横材２２の上突片２５と下突片２６との間に軒天カバー５５の
一端縁が挿入して支持してある。
前記軒天カバー５５の他端縁は、前記前桁１１の取付片４４の下面にビス５６で固着され
る。
本体部２の下面が軒天カバー５５で覆われる。
【００３７】
よって、ビス５６を弛めることで、軒天カバー５５を容易に取り外しできる。
したがって、バルコニーを下から見上げた時に各ブラケット等が見えないので、外観の見
栄えが良い。
また、軒天カバー５５を取り外すことで、各ブラケット等の連結部を点検し、その連結用
ボルト等が弛んでいる場合に容易に増締めできる。
【００３８】
前記各支柱１３は図５に示すように、略矩形断面の中空形状で、妻桁本体３０、前桁本体
４０の上面化粧板３２，４２にビス６０で取付けた取付用ブロック６１に嵌め込みされ、
ビス６２で固着される。
各支柱１３には下柱化粧カバー体６３が嵌め込みされ、その下柱化粧カバー体６３を取付
用ブロック６１に嵌め込んで、ビス６４で固定してある。
よって、取付用ブロック６１は下柱化粧カバー体６３で覆われる。
【００３９】
前記コーナー支柱１４は、略矩形断面の中空形状で、妻桁本体３０と前桁本体４０の突き
合わせ部上面にボルト６５で取付けたコーナー取付用ブロック６６に嵌め込み、ビス６７
で固着される。前記妻桁上面化粧板３２、前桁上面化粧板４２の長手方向端面がコーナー
取付用ブロック６６に当接している。
コーナー支柱１４には下コーナー柱化粧カバー体６８が嵌め込みされ、その下コーナー柱
化粧カバー体６８をコーナー取付用ブロック６６に嵌め込んで、ビス６９で固定してある
。
よって、コーナー取付用ブロック６６と妻桁上面化粧板３２、前桁上面化粧板３３が下コ
ーナー柱化粧コーナーカバー体６８で覆われる。
【００４０】
前記パネル体１５の下横材７０が妻桁上面化粧板３２の上向き凹部３６、前桁上面化粧板
４２の上向き凹部４６にそれぞれ嵌め込みされ、ビス７１で固着される。
前記笠木１６は中空形状で、その下面に下向き凹部７２を有する。
この下向き凹部７２に、前記パネル体１５の上横材７３が嵌め込まれ、下からビス７４で
固着される。
この連結部は上柱化粧カバー体７５、上コーナー柱化粧カバー体７６で覆われている。
【００４１】
図３に示すように、妻桁１０の端部寄りに取付けた支柱１３には手摺連結ブラケット７７
がボルト・ナット７８で固着されている。
【００４２】
次にバルコニーを建物躯体に取付ける手順を説明する。
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図６に示すように、建物躯体８０にアスファルトフエルトなどの防水かつ柔軟な下地材８
１を設け、その下地材８１の部分に躯体取付用部材１の各取付片、縦板２０を木ねじ等の
固着具８２で固着して取付ける。
【００４３】
図７に示すように、各取付片、縦板１０の固着部に防水テープ８３を貼着して固着部から
建物躯体８０に雨水等が浸入しないようにする。
縦板２０に端部ブラケット３７、中間ブラケット４７、根太掛け５０を、その縦板２０に
あらかじめ位置決めして穴明けした穴２７を挿通した固着具８４を建物躯体８０に螺合等
することで位置決めして取付ける。
【００４４】
図８に示すように、端部ブラケット３７に妻桁本体３０を連結すると共に、中間ブラケッ
ト４７に前桁本体４０を連結し、この前桁本体４０に取付けてある根太掛け５０と前記根
太掛け５０とに亘って根太５１を載置して取付ける。
建物躯体８０に位置決めして手摺連結ブラケット７７を固着具８５で固着して取付ける。
【００４５】
図９に示すように、妻桁側面化粧板３１を妻桁本体３０にねじ８６で取付けると共に、前
桁本体４０に前桁側面化粧板４１をねじ８７で取付ける。
前記妻桁側面化粧板３１の前部はＬ字状に折曲して前桁側面化粧板４１の端面と接し、そ
の接触部をシール材でシールすると共に、内側面に防水テープ８８を貼る。
妻桁側面化粧板４１（縦板４１ａ）と側板２３の一側片２３ａ内側面との間に隙間が有り
、この隙間にコーキング材８９を図４に示すように充填する。
【００４６】
図１０に示すように、建物躯体８０に外装材を取付ける。例えばモルタル９０を塗布する
。
この時、妻桁１０、端部ブラケット３７、中間ブラケット４７、根太掛け５０等のバルコ
ニーの建物躯体側の部材は躯体取付用部材１の縦板２０（取付用部１ａ）に取付けられ、
それらの周囲が上横材２１、下横材２２、左右の側板２３（外装材受け部１ｂ）で囲まれ
ているので、モルタル９０を上横材２１、下横材２２、左右の側板２３に接するように塗
布すれば良く、その作業が容易である。なお、サイディングの場合でも同様である。
また、モルタル９０と上横材２１、下横材２２、左右の側板２３が均一に接するので、外
観の見栄えが良い。なお、サイディングの場合でも同様である。
【００４７】
また、モルタル９０の表面に塗装材を吹きつける時に、上横材２１、下横材２２、左右の
側板２３及び妻桁側面化粧板３１、前桁側面化粧板４１に連続して塗装材を吹きつけてバ
ルコニーの本体部２表面と建物外壁を同一外観とすることができる。
【００４８】
前述のように、モルタル９０の表面とバルコニーの本体部２表面とに塗装材を連続して吹
きつけた場合に、バルコニーに人が乗ることによって本体部２が上下に微動することによ
って、その連続部分の塗装膜がひび割れを起こす恐れがある。
前述のように上横材２１、下横材２２、左右の側板２３（外装材受け部１ｂ）がモルタル
９０と連続して塗装され、妻桁１０等は縦板２０（取付用部１ａ）に取付けられて前述の
外装材受け部１ａとは離れているので、バルコニーが上下に微動しても外装材受け部１ｂ
は上下に微動しない。
よって、モルタル９０と連続した部分の塗装膜がひび割れを起こすことがない。
【００４９】
また、妻桁側面化粧板３１と左右の側板２３との間の隙間にコーキング材８９が充填して
あるので、このコーキング材８９に塗装されて左右の側板２３と妻桁側面化粧板３１が連
続した外観となる。
しかも、本体部２が上下に微動した時にはコーキング材８９自体が弾性変形するので、塗
装膜がにひび割れすることがない。
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【００５０】
図１１に示すように、妻桁上面化粧板３２とともに取付用ブロック６１をビス６０を妻桁
本体３０に取付けると共に、前桁上面化粧板４２とともに取付用ブロック６１をビス６０
で前桁本体４０に取付ける。
妻桁本体３０と前桁本体４０のコーナー部にコーナー取付用ブロック６６をビス６７で固
着する。
【００５１】
図１２に示すように、取付用ブロック６１に支柱１３を嵌め込んでビス６２で固着する。
コーナー取付用ブロック６６にコーナー支柱１４を嵌め込んでビス６７で固着する。
下柱化粧カバー６３、下コーナー柱化粧カバー体６８はテープ等で落下しないように上下
中間で保持してある。
【００５２】
図１３に示すように、パネル体１５を支柱１３とコーナー支柱１４との間に上から落とし
込むように取付け、下横材７０を各上向き凹部３６，４６に嵌め込み、ビス７１で固着す
る。
下柱化粧カバー体６３、下コーナー柱化粧カバー体６８を下方に移動して取付用ブロック
６１、コーナー取付用ブロック６６にそれぞれ嵌め込む。
上横材７３と支柱１３を連結金具９０とビス９１で連結すると共に、コーナー支柱１４を
コーナー連結金具９２とビス９３で連結する。
笠木１６を取付けると共に、図１に示すようにコーナーブロック９４を取付けて手摺部３
とする。
【００５３】
前記躯体取付用部材１は、プレス加工、鋳物などにより一体成形しても良い。また図１４
に示すように板状の取付用部１ａ（縦板２０）と、矩形枠形状の外装材受け部１ｂ（上横
材２１、下横材２２、左右の側板２３）を別体としても良い。
また、図１５に示すように、厚肉の一枚が板状体１００の表面１００ａに端部ブラケット
用凹部１０１、中間ブラケット用凹部１０２、根太掛け用凹部１０３を形成して取付用部
１ａとし、その板状体１００の上下左右端面１００ｂ，１００ｃ，１００ｄが上下・左右
の受け面で、それらで外装材受け部１ｂとしても良い。
つまり、躯体取付用部材１は本体部が取付けられる取付用部１ａと、その取付用部１ａの
周囲を囲むと共に、上下・左右に受け面を有する外装材受け部１ｂを有する形状であれば
良い。
【００５４】
図１４に図示した外装材受け部と同様な外装材受け部材を建物躯体に取付け、その建物躯
体の外装材受け部材の上下・左右の受け面で囲まれた部位に妻桁をブラケットで取付けて
本体部を取付け、その本体部に手摺部を取付けてバルコニーとしても良い。
このバルコニーであっても本体部の取付部分が外装材受け部材で囲まれるので、外観の見
栄えが良く、外装材の取付け作業が容易で、効率よく取付けできるバルコニーである。
【００５５】
【発明の効果】
　請求項１に係る発明によれば、建物躯体に躯体取付用部材 を取付け、そ
の 取付用部に本体部 を取付けることで、その本体部の 取付部分
が外装材受け部 で囲まれる。
　よって、外装材受け部を基準として外装材を 外装材を取付
ける時に本体部が邪魔にならないから、外装材を容易に取付けできる。特に、外装材がモ
ルタルの場合には各受け面に接するように塗布すれば良く、その塗布が容易である。
　したがって、外装材の取付け作業が容易である。
【００５６】
また、外装材を外装材受け部の各受け面に接するように取付けることで、バルコニーの取
付部と外装材との間に隙間が無いようにできるから、外観の見栄えが良い。
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【００５７】
また、外装材は外装材受け部を基準として取付けできるし、本体部は取付用部に取付けで
きるから、外装材の取付けと本体部の取付けを別々に行うことができる。
よって、躯体取付用部材の取付けと連続して本体部を取付けでき、外装材を取付けるまで
本体部の取付けを待つ必要がなく、バルコニーを効率良く取付けできる。
【００５８】
したがって、以上のことが相俟って、外観の見栄えが良く、外装材の取付け作業が容易で
、しかも効率よく取付けできるバルコニーである。
【００５９】
　請求項２に係る発明によれば、外装材受け部の左右の受け面

との間に隙間があるので、本体部に人が乗ったりして妻桁が上下に微
動しても左右の受け面は動くことがない。
　よって、外装材と外装材受け部の受け面と本体部とに連続して塗装材を吹きつけて外装
材と本体部の外観を同一とすることができるし、その場合に妻桁が上下に微動しても外装
材と外装材受け部の受け面に連続した塗装膜がひび割れ等することがない。
【００６０】
また、前記隙間に充填したコーキング材も塗装されるので、妻桁と外装材受け部の受け面
が連続して塗装される。
【００６１】
請求項３に係る発明によれば、妻桁が端部ブラケットで連結され、前桁が中間ブラケット
で連結されるので、本体部の取付強度が大である。
また、端部ブラケット、中間ブラケットは取付用部に位置決めして取付けられるので、取
付用部を建物躯体に位置決めして取付けることによって、本体部を建物躯体に位置決めし
て取付けできる。
【００６２】
請求項４に係る発明によれば、妻桁、前桁の外観を側面化粧板によって任意の意匠にでき
る。
また、デッキ材上の雨水等が各雨樋に流れ落ち、１つの雨樋から排水することが可能であ
る。
【００６３】
請求項５に係る発明によれば、取付用部と外装材受け部が一体的であるから、その躯体取
付用部材の取付けが容易である。
【００６４】
　請求項６に係る発明によれば、

　 取付部分が外装材受け部の上下
・左右の受け面で囲まれる。
　したがって、請求項１に係る発明と同様に、外観の見栄えが良く、外装材の取付け作業
が容易で、しかも効率よく取付けできるバルコニーである。
【図面の簡単な説明】
【図１】バルコニーの斜視図である。
【図２】躯体取付用部材の正面図である。
【図３】取付け状態の断面側面図である。
【図４】取付け状態の断面正面図である。
【図５】取付け状態の横断面図である。
【図６】躯体取付用部材の取付け状態の斜視図である。
【図７】端部ブラケット、中間ブラケット、根太掛けの取付け状態の斜視図である。
【図８】妻桁本体と前桁本体の取付け状態の斜視図である。
【図９】側面化粧板を取付けた状態の斜視図である。
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を形成する左右の側板の内
側面と妻桁の外側面

建物躯体に躯体取付用部材を取付け、その躯体取付用部
材の端部ブラケット用凹部、中間ブラケット用凹部内に端部ブラケット、中間ブラケット
を取付け、

それらに左右の妻桁、前桁を連結することで、それらの



【図１０】モルタルを取付けた状態の斜視図である。
【図１１】取付用ブロック、コーナー取付用ブロック、上面化粧板の取付け状態の斜視図
である。
【図１２】支柱、コーナー支柱の取付け説明用斜視図である。
【図１３】パネル体の取付け説明用の斜視図である。
【図１４】躯体取付用部材の第２の実施の形態を示す斜視図である。
【図１５】躯体取付用部材の第３の実施の形態を示す斜視図である。
【符号の説明】
１…躯体取付用部材
１ａ…取付用部
１ｂ…外装材受け部、
２…本体部
３…手摺部
１０…妻桁
１１…前桁
１２…デッキ材
２０…縦板
２１…上横材
２２…下横材、
２３…側板
３０…妻桁本体
３１…側面化粧板
３２…上面化粧板
３３…妻側雨樋
４０…前桁本体
４１…側面化粧板
４２…上面化粧板
４３…前側雨樋
５５…軒天カバー
８０…建物躯体
９０…モルタル（外装材）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

(14) JP 3650964 B2 2005.5.25



【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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