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(57)【要約】
【課題】できるだけ支柱の数を少なくした状態で外階段
及び外廊下を設けることが可能な外階段構造及びユニッ
ト建物を得る。
【解決手段】ユニット建物１０の外壁部に沿って外階段
３４が設けられており、当該外階段３４には外廊下３６
が繋がっている。この外廊下３６は、ユニット建物１０
のコーナ部Ｐを回り込んでユニット建物１０の外壁部に
沿って設けられている。さらに、外廊下３６は、廊下部
３８と踊り場４０とを含んで構成されており、廊下部３
８は、建物ユニット１８の外壁部に沿って設けられ、踊
り場４０は、廊下部３８と一体に形成され、かつ建物ユ
ニット１８から延出して外階段３４と繋がっている。こ
のように、外廊下３６に踊り場４０が含まれ、当該外廊
下３６と外階段３４が繋がるようにすることで、外階段
３４及び外廊下３６に別部材としての踊り場４０をそれ
ぞれ連結させる必要がなり、別部材としての踊り場専用
の支柱を削減することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物本体の外壁部に沿って設けられた外階段と、
　前記外階段と繋がり、前記建物本体のコーナ部を回り込んで当該建物本体の外壁部に沿
って設けられた外廊下と、
　を有する外階段構造。
【請求項２】
　前記外廊下は、
　前記建物本体の外壁部に沿って設けられた廊下部と、
　前記廊下部と一体に形成され、前記建物本体から延出して前記外階段と繋がる踊り場と
、
　を含んで構成されている請求項１に記載の外階段構造。
【請求項３】
　前記建物本体の構造躯体に連結され、前記外階段の上端部を支持する第１受け部材を備
えている請求項１又は請求項２に記載の外階段構造。
【請求項４】
　前記建物本体の構造躯体に連結され、前記外廊下を支持する第２受け部材を備えている
請求項１～請求項３の何れか１項に記載の外階段構造。
【請求項５】
　前記外廊下は、少なくとも一つの住戸の玄関を跨いでいる請求項１～請求項４の何れか
１項に記載の外階段構造。
【請求項６】
請求項１～請求項５の何れか１項に記載の外階段構造を備えたユニット建物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外階段構造及びユニット建物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、２階から屋上へ上る外階段の連結構造に関する技術が開示されて
いる。この先行技術では、外階段は、建物本体の外壁面から突出して設けられた上部床ユ
ニットと、この上部床ユニットに上端が接合された外階段ユニットと、この外階段ユニッ
トの下端部に接合された下部床ユニットと、で構成されている。
【０００３】
　そして、上部床ユニットは、４本の鋼材から平面矩形状に形成されたフレームと、この
フレームの上面に設けられた床パネルと、を含んで構成され、床パネルの床面は、歩行屋
根ユニットの屋根面と同じ高さレベルに形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－２８２６５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　すなわち、上記先行技術では、外階段の上部を構成する上部床ユニットは、歩行屋根ユ
ニットに接合された構成となっており、上部床ユニットと歩行屋根ユニットの間には、外
廊下は存在しない。このため、このユニット建物に外廊下を設ける場合、外階段ユニット
を支持する支柱とは別に、外廊下を支持する支柱が別途必要となり、その分支柱の数が増
えてしまう。
【０００６】
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　本発明は上記問題を考慮し、できるだけ支柱の数を少なくした状態で外階段及び外廊下
を設けることが可能な外階段構造及びユニット建物を得ることが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、第１の態様に係る外階段構造は、建物本体の外壁部に沿っ
て設けられた外階段と、前記外階段と繋がり、前記建物本体のコーナ部を回り込んで当該
建物本体の外壁部に沿って設けられた外廊下と、を有している。
【０００８】
　第１の態様に係る外階段構造では、建物本体の外壁部に沿って外階段が設けられており
、当該外階段には外廊下が繋がっている。この外廊下は、建物本体のコーナ部を回り込ん
で建物本体の外壁部に沿って設けられている。本態様では、外廊下にはいわゆる外階段の
踊り場が含まれており、これにより、外階段と外廊下が繋がると共に、建物本体のコーナ
部を回り込んで外階段及び外廊下が建物本体の外壁部に沿って設けられている。
【０００９】
　このように、外廊下に踊り場が含まれ、当該外廊下と外階段が繋がるようにすることで
、外階段及び外廊下に別部材としての踊り場をそれぞれ連結させる必要がなくなる。これ
により、別部材としての踊り場専用の支柱を削減することができる。
【００１０】
　第２の態様に係る外階段構造は、第１の態様に係る外階段構造において、前記外廊下は
、前記建物本体の外壁部に沿って設けられた廊下部と、前記廊下部と一体に形成され、前
記建物本体から延出して前記外階段と繋がる踊り場と、を含んで構成されている。
【００１１】
　第２の態様に係る外階段構造では、外廊下は、廊下部と踊り場とを含んで構成されてい
る。廊下部は、建物本体の外壁部に沿って設けられており、踊り場は、廊下部と一体に形
成され、かつ当該建物本体から延出して、外階段と繋がっている。
【００１２】
　第３の態様に係る外階段構造は、第１の態様又は第２の態様に係る外階段構造において
、前記建物本体の構造躯体に連結され、前記外階段の上端部を支持する第１受け部材を備
えている。
【００１３】
　第３の態様に係る外階段構造では、建物本体の構造躯体に第１受け部材が連結されてお
り、当該第１受け部材によって外階段の上端部が支持されている。
【００１４】
　第４の態様に係る外階段構造は、第１の態様～第３の態様の何れか１の態様に係る外階
段構造において、前記建物本体の構造躯体に連結され、前記外廊下を支持する第２受け部
材を備えている。
【００１５】
　第４の態様に係る外階段構造では、建物本体の構造躯体に第２受け部材が連結されてお
り、当該第２受け部材によって外廊下が支持されている。
【００１６】
　第５の態様に係る外階段構造は、第１の態様～第４の態様の何れか１の態様に係る外階
段構造において、前記外廊下は、少なくとも一つの住戸の玄関を跨いでいる。
【００１７】
　前述のように、第１の態様に係る外階段構造において、外廊下と外階段が繋がるように
することで、外階段及び外廊下に別部材としての踊り場をそれぞれ連結させる必要がなく
なり、別部材としての踊り場専用の支柱を削減することができる。このため、第５の態様
に係る外階段構造では、少なくとも一つの住戸の玄関を跨いで外廊下を設けることが可能
となる。
【００１８】
　第６の態様に係るユニット建物は、第１の態様～第５の態様の何れか１の態様に係る外
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階段構造を備えている。
【００１９】
　第６の態様に係るユニット建物では、第１の態様～第５の態様の何れか１の態様に係る
外階段構造における作用を享受することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように、本態様に係る外階段構造及びユニット建物は、できるだけ支柱の
数を少なくした状態で外階段及び外廊下を設けることができる、という優れた効果を有す
る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本実施の形態に係る外階段構造を斜め上方側から見た分解斜視図である。
【図２】本実施の形態に係る外階段構造を斜め上方側から見た斜視図である。
【図３】本実施の形態に係る外階段構造を構成する階段受け部材及び外廊下受け部材が建
物ユニットの天井大梁に結合された状態を示す平面図である。
【図４】（Ａ）は、本実施の形態に係る外階段構造を構成する外廊下フレームが建物ユニ
ットの天井大梁に結合された状態を示す平面図であり、（Ｂ）は、階段受け部材に外廊下
フレームの一部が結合された結合部を示す一部拡大分解斜視図である。
【図５】（Ａ）は、本実施の形態に係る外階段構造を構成する外廊下フレームが建物ユニ
ットの天井大梁に結合された状態を示す平面図であり、（Ｂ）は、階段受け部材に外廊下
フレームの一部が結合された結合部を支柱に結合させる状態を示す一部拡大分解斜視図で
ある。
【図６】（Ａ）は、本実施の形態に係る外階段構造を構成する外階段が階段受け部材に結
合された状態を示す平面図であり、（Ｂ）は、階段受け部材と外廊下フレームの一部が結
合された結合部を支柱に結合させる状態を示す一部拡大分解斜視図である。
【図７】本実施の形態に係る外階段構造を構成する外階段が階段受け部材に結合された状
態を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を用いて、本発明に係る外階段構造の一実施形態について説明する。
（外階段構造の構成）
【００２３】
　まず、本実施の形態に係る外階段構造の構成について説明する。
　図１には、本実施の形態に係るユニット建物（建物本体）１０の一部を構成する外階段
構造１２を斜め上方側から見た分解斜視図が示されており、図２には、当該外階段構造１
２を斜め上方側から見た斜視図が示されている。
【００２４】
　なお、ここでは、ユニット建物１０の一階部分１４の上部と二階部分１６の下部が図示
されているが、一階部分１４の下部と二階部分１６の下部、一階部分１４の上部と二階部
分１６の上部の構成は、それぞれ略同じであるため、ユニット建物１０の一階部分１４の
下部と二階部分１６の上部の図示を省略している。
【００２５】
　図１及び図２に示されるように、ユニット建物１０は、複数の建物ユニット１８を備え
ている。当該ユニット建物１０は、略箱形を成しており、四隅にそれぞれ同じ長さを有す
る角筒状の柱（構造躯体）２０が立設されている。そして、各柱２０の上端部及び下端部
には、それぞれ角筒状の上仕口部２２、下仕口部２４が設けられている。
【００２６】
　なお、図１では、前述のように、ユニット建物１０の一階部分１４の上部と二階部分１
６の下部が図示されているため、上仕口部２２は一階部分１４の建物ユニット１８側が図
示され、下仕口部２４は二階部分１６の建物ユニット１８側が図示されている。
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【００２７】
　建物ユニット１８の桁方向（矢印Ａ方向）に沿って隣り合う柱２０の上仕口部２２には
、天井大梁（構造躯体）２６がそれぞれ結合されており、建物ユニット１８の妻方向（矢
印Ｂ方向）に沿って隣り合う柱２０の上仕口部２２には、天井大梁２８がそれぞれ結合さ
れている。
【００２８】
　一方、建物ユニット１８の桁方向に沿って隣り合う柱２０の下仕口部２４には、床大梁
３０がそれぞれ結合されており、建物ユニット１８の妻方向に沿って隣り合う柱２０の下
仕口部２４には、床大梁３２がそれぞれ結合されている。さらに、建物ユニット１８には
、柱２０の下端側に床パネル（図示省略）が設けられており、柱２０の上端側には天井パ
ネル（図示省略）が設けられている。
【００２９】
　そして、本実施形態における外階段構造１２は、外階段３４と外廊下３６を含んで構成
されている。外階段３４は、ここでは、ユニット建物１０の一階部分１４と二階部分１６
を架け渡しており、ユニット建物１０の一部を構成する建物ユニット１８の外壁部（図示
省略）に沿って設けられている。
【００３０】
　ここで、外廊下３６は、廊下部３８と踊り場４０とを含んで構成されている。廊下部３
８は、建物ユニット１８の外壁部に沿って設けられており、踊り場４０は、廊下部３８と
一体に形成され、かつ建物ユニット１８から延出して外階段３４と繋がっている。つまり
、外廊下３６は、外階段３４と繋がることで当該建物ユニット１８のコーナ部Ｐを回り込
み、建物ユニット１８の外壁部に沿って設けられている。
【００３１】
　次に、外階段３４及び外廊下３６の組付け方法の一例について説明する。
　まず、図１及び図３に示されるように、建物ユニット１８のコーナ部Ｐの柱２０の上仕
口部２２に対して、建物ユニット１８の桁方向（矢印Ａ方向）に沿って配置される階段受
け部材（第１受け部材）４２の長手方向の一端部４２Ａを溶接等により結合させる。
【００３２】
　また、建物ユニット１８の天井大梁２６に対して、溶接等によりブラケット５８、５９
を複数結合させる。なお、一対のブラケット５９の間に複数のブラケット５８が配置され
ており、当該ブラケット５９には、建物ユニット１８の妻方向（矢印Ｂ方向）に沿って配
置される一対の外廊下受け部材（第２受け部材）６０の長手方向の一端部６０Ａをそれぞ
れ結合させる。
【００３３】
　そして、図１及び図４（Ａ）に示されるように、階段受け部材４２の長手方向の他端部
４２Ｂには、外廊下３６の骨格を構成する外廊下フレーム４４の一部（後述する短尺フレ
ーム４４Ｂ）を結合させる（結合部５０）。
【００３４】
　ここで、外廊下フレーム４４は、建物ユニット１８の外壁部側を開口とする略Ｅ字状と
されており、建物ユニット１８の外壁部に沿った方向（外階段３４の延出方向に対して略
直交する方向）が長手方向とされている。
【００３５】
　当該外廊下フレーム４４は、長手方向に沿って配置される長尺フレーム４４Ａと、長尺
フレーム４４Ａの両端部に設けられ当該長尺フレーム４４Ａに対して略直交して配置され
る短尺フレーム４４Ｂ、４４Ｃと、短尺フレーム４４Ｂと短尺フレーム４４Ｃの間に配置
された短尺フレーム４４Ｄと、を含んで構成されている。また、短尺フレーム４４Ｂと短
尺フレーム４４Ｃは、一対の外廊下受け部材６０の外側かつ近傍に配置可能とされる。
【００３６】
　さらに、外廊下フレーム４４の内側には、短尺フレーム４４Ｂと短尺フレーム４４Ｃの
間を架け渡すようにして長尺梁４４Ｅが設けられており、長尺梁４４Ｅの長手方向の両端
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部は、短尺フレーム４４Ｂ、４４Ｃにそれぞれ結合されている。
【００３７】
　一方、長尺フレーム４４Ａからは、長尺梁４４Ｅに対して略直交するようにして短尺梁
４４Ｆが片持ち状に延出されている。すなわち、当該短尺梁４４Ｆの長手方向の一端部は
、長尺フレーム４４Ａに結合されており、短尺梁４４Ｆの長手方向の他端部は、建物ユニ
ット１８の天井大梁２６に結合されたブラケット５８（後述する）に結合可能とされる。
【００３８】
　また、長尺フレーム４４Ａと短尺フレーム４４Ｂ、４４Ｃ、４４Ｄとは、互いに結合さ
れている。なお、以下の説明において、長尺フレーム４４Ａと短尺フレーム４４Ｂとが結
合された部位を結合部５１とし、長尺フレーム４４Ａと短尺フレーム４４Ｃとが結合され
た部位を結合部５３とする。
【００３９】
　そして、本実施形態では、外廊下フレーム４４において、長尺フレーム４４Ａの一部と
短尺フレーム４４Ｂ、４４Ｄとを含んで踊り場４０が構成され、長尺フレーム４４Ａの他
の一部と短尺フレーム４４Ｃ、４４Ｄとを含んで廊下部３８が構成されている。なお、外
廊下フレーム４４の上には、外廊下パネル４５（図２参照）が結合されるようになってい
る。
【００４０】
　ところで、本実施形態では、図４（Ａ）に示されるように、外廊下フレーム４４を外廊
下受け部材６０上に載置し、外廊下受け部材６０の他端部６０Ｂを外廊下フレーム４４の
長尺フレーム４４Ａに結合させる。一方、図４（Ｂ）に示されるように、例えば、階段受
け部材４２及び外廊下フレーム４４は、溝型鋼とされており、ウエブ４６と一対のフラン
ジ部４８とで構成されている。
【００４１】
　このため、結合部５０では、階段受け部材４２、外廊下フレーム４４の短尺フレーム４
４Ｂの内部において、ウエブ４６及び一対のフランジ部４８を架け渡すようにして補強プ
レート５２、５４がそれぞれ結合されている。そして、階段受け部材４２内に結合された
補強プレート５２に対して、図示しないボルト等によって外廊下フレーム４４の短尺フレ
ーム４４Ｂ内に結合された補強プレート５４を締結させる。
【００４２】
　これにより、当該補強プレート５２、５４を介して、階段受け部材４２に外廊下フレー
ム４４の短尺フレーム４４Ｂが結合される（結合部５０）。言い換えると、図４（Ａ）に
示されるように、階段受け部材４２及び短尺フレーム４４Ｂを介して、外廊下フレーム４
４が建物ユニット１８に固定（結合）される。
【００４３】
　一方、図５（Ａ）、（Ｂ）に示されるように、支柱５５の先端には、平面視で略矩形状
の台座５６が溶接等により結合されており、当該台座５６に対して、図示しないボルト等
によって、階段受け部材４２と外廊下フレーム４４の短尺フレーム４４Ｂとが結合された
結合部５０を締結させる。
【００４４】
　これにより、階段受け部材４２及び外廊下フレーム４４の短尺フレーム４４Ｂが、支柱
５５によって支持される。階段受け部材４２及び短尺フレーム４４Ｂが支柱５５に支持さ
れた状態で、図２に示されるように、階段受け部材４２には、外階段３４の上端部３４Ａ
が結合される。なお、本実施形態では、外階段３４の下端部３４Ｂは、地面ＧＬに固定さ
れている。
【００４５】
　また、図１及び図３に示されるように、建物ユニット１８の天井大梁２６には、ブラケ
ット５８、５９が溶接などにより複数結合されている。前述のように、ブラケット５８に
は、長尺フレーム４４Ａに結合された短尺梁４４Ｆの長手方向の他端部が結合される。
【００４６】
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　このように、ブラケット５８を介して、短尺梁４４Ｆを天井大梁２６に固定すると共に
、ブラケット５９を介して天井大梁２６に固定された外廊下受け部材６０を外廊下フレー
ム４４の長尺フレーム４４Ａに結合させることにより、外廊下フレーム４４自体の強度を
向上させている。
【００４７】
　なお、図６（Ａ）、（Ｂ）に示されるように、結合部５１、５３においても、結合部５
０と同様に、支柱５５の先端には、平面視で略矩形状の台座５６が結合されており、当該
台座５６に対して、図示しないボルト等によって、外廊下フレーム４４の短尺フレーム４
４Ｂと長尺フレーム４４Ａとが結合された結合部５１、５３を締結させる。そして、これ
により、外廊下フレーム４４の短尺フレーム４４Ｂ及び長尺フレーム４４Ａが支柱５５に
よって支持される。
【００４８】
（外階段構造の作用及び効果）
　次に、本実施の形態に係る外階段構造の作用及び効果について説明する。
【００４９】
　図２及び図７に示されるように、本実施形態では、ユニット建物１０の外壁部に沿って
外階段３４が設けられており、当該外階段３４には外廊下３６が繋がっている。この外廊
下３６は、ユニット建物１０のコーナ部Ｐを回り込んでユニット建物１０の外壁部に沿っ
て設けられている。
【００５０】
　つまり、本実施形態における外階段構造１２は、外階段３４と外廊下３６を含んで構成
されている。さらに、外廊下３６は、廊下部３８と踊り場４０とを含んで構成されており
、廊下部３８は、建物ユニット１８の外壁部に沿って設けられ、踊り場４０は、廊下部３
８と一体に形成され、かつ建物ユニット１８から延出して外階段３４と繋がっている。
【００５１】
　このように、外廊下３６に踊り場４０が含まれ、当該外廊下３６と外階段３４が繋がる
ようにすることで、図示はしないが、外階段３４及び外廊下３６に別部材としての踊り場
４０をそれぞれ連結させる必要がなくなる。これにより、別部材としての踊り場専用の支
柱を削減することができる。
【００５２】
　つまり、本実施形態によれば、できるだけ支柱５５の数を少なくした状態で外階段３４
及び外廊下３６を設けることができる。さらに、本実施形態によれば、支柱が削減された
分、支柱が設けられることによって回避された玄関の配置が可能となる。このため、例え
ば、図示はしないが、隣接して配置された集合住宅等において、外廊下３６の下方側に玄
関を設けることが可能となる。
【００５３】
　なお、本実施形態では、２階建ての外階段構造１２について説明したが、本発明は、３
階建て以上の外階段構造についても適用可能である。
【００５４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記に限定されるものでなく
、一実施形態及び各種の変形例を適宜組み合わせて用いても良いし、本発明の要旨を逸脱
しない範囲内において上記以外にも種々変形して実施することが可能であることは勿論で
ある。
【符号の説明】
【００５５】
　　１０      ユニット建物（建物本体）
　　１２      外階段構造
　　１８      建物ユニット（建物本体）
　　２０      柱（構造躯体）
　　２６      天井大梁（構造躯体）
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　　３４      外階段（外階段構造）
　　３４Ａ    上端部（外階段の上端部）
　　３６      外廊下（外階段構造）
　　３８      廊下部（外廊下）
　　４０      踊り場（外廊下）
　　４２      階段受け部材（第１受け部材）
　　４４      外廊下フレーム（外廊下）
　　６０      外廊下受け部材（第２受け部材）
　　Ｐ        コーナ部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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