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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物内の床の開口側縁部に立設される手摺壁において、
　ガラス等の透明板材を鉛直に配置してなる透明壁部と、
　この透明壁部の幅方向両端部に隣接して配置されるとともに、少なくとも一方が前記透
明壁部と略等しい高さに設定された二つの壁部と、
　前記透明壁部の上端部と前記少なくとも一方の壁部の上端部とにわたって、これら透明
壁部および少なくとも一方の壁部の上端部を覆うようにして設けられる笠木部材と、
　長さ方向両端部が前記二つの壁部にそれぞれ固定されるとともに、前記透明板材の上端
部を保持し、前記笠木部材の取付下地となる補強フレームとを備えており、
　前記補強フレームの少なくとも長さ方向一端部は、前記二つの壁部のうちの前記透明壁
部と略等しい高さに設定された少なくとも一方の壁部側に延出しており、この延出部分は
前記少なくとも一方の壁部の上面に載置固定され、
前記補強フレームは、この補強フレームの長さ方向に延在するとともに下方に向かって開
口し、前記透明板材の上端部が挿入される溝部と、
この溝部に前記透明板材の上端部を挿入した状態で該溝部を閉塞し、前記透明板材の上端
部を固定するカバー材とを有していることを特徴とする手摺壁。
【請求項２】
　請求項１に記載の手摺壁において、
　前記補強フレームの長さ方向他端部は、前記二つの壁部のうちの他方の壁部の透明壁部
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側面に、該透明壁部側面に取り付けられた受け材を介して固定されていることを特徴とす
る手摺壁。
【請求項３】
　請求項１に記載の手摺壁において、
　前記補強フレームの長さ方向両端部が、前記透明壁部と略等しい高さに設定された二つ
の壁部側に延出していることを特徴とする手摺壁。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の手摺壁において、
　前記補強フレームの延出部分の長さは、この延出部分が載置固定される壁部の上面の長
さよりも短く設定されており、該壁部の上面のうち、前記延出部分が載置固定されない部
分には、前記補強フレームとともに前記笠木部材の取付下地となる下地材が設けられてい
ることを特徴とする手摺壁。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の手摺壁において、
　前記透明板材の上端部は、前記補強フレームの、前記少なくとも一方の壁部の上面に載
置固定される面よりも前記溝部の内側に突出していることを特徴とする手摺壁。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の手摺壁において、
　前記補強フレームは、前記溝部の一側縁部を構成するとともに、前記透明板材の取付時
に、前記溝部に挿入された該透明板材の上端部を受け止める板材受け部を有しており、
　この板材受け部には、前記透明板材の上端部の一方の側面が当接するクッション材が取
り付けられていることを特徴とする手摺壁。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の手摺壁を、建物内の床の開口側縁部に立設する手
摺壁の施工方法であって、
　予め前記床上に立設された二つの壁部間に、前記補強フレームを固定し、
　前記透明板材を、前記二つの壁部間に、上端部を前記補強フレームで保持するようにし
て鉛直に配置することによって透明壁部を形成し、
　前記笠木部材を、前記補強フレームに取り付けるようにして、前記透明壁部の上端部と
前記少なくとも一方の壁部の上端部とにわたって設けることを特徴とする手摺壁の施工方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物内の床の開口側縁部に立設される手摺壁と、その施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数階からなる住宅等の建物の上階床には、例えば上下階間に階段を架設したり、下階
の床から上階の天井まで連続する吹き抜け空間を形成したりする場合に、下階空間と上階
空間とを連通する開口部が形成される。そして、このように上階床に形成された開口部の
開口側縁部には手摺壁が立設される（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２０００－３０３６５０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、上階床の開口側縁部に立設された手摺壁は、階段や下階空間から視線に入る
ものであることから、階段や下階空間に居る人は上階への視界を遮られ、圧迫感を受ける
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場合がある。そこで、このような階下への圧迫感を軽減するために、ガラス等の透明板材
が組み込まれた手摺壁を採用したいという要望がある。
　また、ガラス等の透明板材が組み込まれた手摺壁を建物内に確実に設置するにあたって
は、例えば透明板材を確実に支持できる構造の採用や、透明板材と周囲の壁との一体性の
向上、施工の容易性の向上等も望まれる。
【０００５】
　本発明の課題は、建物内に確実に設置できるとともに、階下への圧迫感を軽減すること
が可能な手摺壁および手摺壁の施工方法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】
　請求項１に記載の発明は、例えば図１～図８に示すように、建物内の床１の開口側縁部
１ａに立設される手摺壁１０（２０）において、
　ガラス等の透明板材１１ａ，１１ａを鉛直に配置してなる透明壁部１１と、
　この透明壁部１１の幅方向両端部に隣接して配置されるとともに、少なくとも一方が前
記透明壁部１１と略等しい高さに設定された二つの壁部１２，１３（２３）と、
　前記透明壁部１１の上端部と前記少なくとも一方の壁部１２（１３・２３）の上端部と
にわたって、これら透明壁部１１および少なくとも一方の壁部１２（１３・２３）の上端
部を覆うようにして設けられる笠木部材１４（２４）と、
　長さ方向両端部が前記二つの壁部１２，１３（２３）にそれぞれ固定されるとともに、
前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部を保持し、前記笠木部材１４（２４）の取付下地と
なる補強フレーム１５（２５）とを備えており、
　前記補強フレーム１５（２５）の少なくとも長さ方向一端部は、前記二つの壁部１２，
１３（２３）のうちの前記透明壁部１１と略等しい高さに設定された少なくとも一方の壁
部１２（２３）側に延出しており、この延出部分１５ａ（２５ａ，２５ｂ）は前記少なく
とも一方の壁部１２（２３）の上面１２ａ（２３ａ）に載置固定され、
前記補強フレーム１５（２５）は、この補強フレーム１５（２５）の長さ方向に延在する
とともに下方に向かって開口し、前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部が挿入される溝部
１５ｂと、
この溝部１５ｂに前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部を挿入した状態で該溝部１５ｂを
閉塞し、前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部を固定するカバー材１５ｃとを有している
ことを特徴とする。
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、建物内の床１の開口側縁部１ａに立設される手摺壁１
０（２０）として、前記ガラス等の透明板材１１ａ，１１ａを鉛直に配置してなる透明壁
部１１を備えたものを採用することができるので、上階への視線が遮られることを防ぐこ
とができ、階下に居る人への圧迫感を確実に軽減することができる。
　また、前記補強フレーム１５（２５）によって前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部を
保持することができるので、前記透明板材１１ａ，１１ａを確実に支持することができる
。また、前記笠木部材１４（２４）によって、隣接する前記透明壁部１１の上端部と前記
少なくとも一方の壁部１２（１３・２３）の上端部を一遍に覆うことができるので、この
笠木部材１４（２４）によって前記透明壁部１１と前記少なくとも一方の壁部１２（１３
・２３）とを一体的な壁として視認させることができる。また、前記透明壁部１１と二つ
の壁部１２，１３（２３）とを隣接して配置し、前記二つの壁部１２，１３（２３）に前
記補強フレーム１５（２５）を固定し、前記笠木部材１４（２４）を、前記補強フレーム
１５（２５）に取り付けるようにして、前記透明壁部１１の上端部と前記少なくとも一方
の壁部１２（１３・２３）の上端部とにわたって設けることで手摺壁１０（２０）を形成
することができるので、例えば透明板材１１ａ，１１ａを支持するための支柱や複雑な機
構を用いることなく、容易に施工を行うことができる。これによって、ガラス等の透明板
材１１ａ，１１ａが組み込まれた手摺壁１０（２０）を建物内に確実に設置することがで
きる。
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　また、前記補強フレーム１５（２５）の少なくとも長さ方向一端部の延出部分１５ａ（
２５ａ，２５ｂ）を、前記少なくとも一方の壁部１２（２３）の上面１２ａ（２３ａ）に
確実に固定することができるので、前記補強フレーム１５（２５）の取付状態を確実なも
のとすることができる。これによって、この補強フレーム１５（２５）によって保持され
る透明板材１１ａ，１１ａと、この補強フレーム１５（２５）を取付下地とする笠木部材
１４（２４）との取付状態も向上させることができる。
　さらに、前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部を前記溝部１５ｂに挿入し、この状態で
、前記カバー材１５ｃによって該溝部１５ｂを閉塞して透明板材１１ａ，１１ａの上端部
を固定することができるので、このカバー材１５ｃによって前記透明板材１１ａ，１１ａ
の上端部を確実に保持することができる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、例えば図１～図７に示すように、請求項１に記載の手摺壁１
０において、
　前記補強フレーム１５の長さ方向他端部は、前記二つの壁部１２，１３のうちの他方の
壁部１３の透明壁部１１側面に、該透明壁部１１側面に取り付けられた受け材１６を介し
て固定されていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明によれば、前記補強フレーム１５の長さ方向他端部は、前記二つ
の壁部１２，１３のうちの他方の壁部１３の透明壁部１１側面に、該透明壁部１１側面に
取り付けられた受け材１６を介して固定されていることから、前記他方の壁部１３が前記
透明壁部１１よりも高さの高い壁であっても、前記補強フレーム１５を前記他方の壁部１
３に確実に固定することができる。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、例えば図８に示すように、請求項１に記載の手摺壁２０にお
いて、
　前記補強フレーム２５の長さ方向両端部が、前記透明壁部１１と略等しい高さに設定さ
れた二つの壁部１２，２３側に延出していることを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載の発明によれば、前記補強フレーム２５の長さ方向両端部の延出部分２
５ａ，２５ｂを、前記二つの壁部１２，２３の上面１２ａ，２３ａにそれぞれ確実に固定
することができるので、前記補強フレーム２５の取付状態を確実かつ強固なものとするこ
とができる。これによって、この補強フレーム２５によって保持される透明板材１１ａ，
１１ａと、この補強フレーム２５を取付下地とする笠木部材２４との取付状態も向上させ
ることができる。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、例えば図１～図８に示すように、請求項１～３のいずれか一
項に記載の手摺壁１０（２０）において、
　前記補強フレーム１５（２５）の延出部分１５ａ（２５ａ，２５ｂ）の長さは、この延
出部分１５ａ（２５ａ，２５ｂ）が載置固定される壁部１２，２３の上面１２ａ，２３ａ
の長さよりも短く設定されており、該壁部１２，２３の上面１２ａ，２３ａのうち、前記
延出部分１５ａ（２５ａ，２５ｂ）が載置固定されない部分には、前記補強フレーム１５
（２５）とともに前記笠木部材１４（２４）の取付下地となる下地材１７が設けられてい
ることを特徴とする。
【００１３】
　請求項４に記載の発明によれば、前記笠木部材１４（２４）を、前記補強フレーム１５
（２５）と下地材１７とに取り付けることができるので、前記補強フレーム１５（２５）
だけを取付下地とする場合に比して、前記笠木部材１４（２４）の取付状態をより向上さ
せることができる。
【００１６】
　請求項５に記載の発明は、例えば図１～図８に示すように、請求項１～４のいずれか一
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項に記載の手摺壁１０（２０）において、
　前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部は、前記補強フレーム１５（２５）の、前記少な
くとも一方の壁部１２（２３）の上面（１２ａ，２３ａ）に載置固定される面よりも前記
溝部１５ｂの内側に突出していることを特徴とする。
【００１８】
　請求項６に記載の発明は、例えば図１～図８に示すように、請求項１～５のいずれか一
項に記載の手摺壁１０（２０）において、
　前記補強フレーム１５（２５）は、前記溝部１５ｂの一側縁部を構成するとともに、前
記透明板材１１ａ，１１ａの取付時に、前記溝部１５ｂに挿入された該透明板材１１ａ，
１１ａの上端部を受け止める板材受け部１５ｄを有しており、
　この板材受け部１５ｄには、前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部の一方の側面が当接
するクッション材１５ｅが取り付けられていることを特徴とする。
【００１９】
　請求項６に記載の発明によれば、前記透明板材１１ａ，１１ａの取付時に、前記クッシ
ョン材１５ｅを介して、前記板材受け部１５ｄによって透明板材１１ａ，１１ａの上端を
受け止めることができるので、前記透明板材１１ａ，１１ａの溝部１５ｂへの挿入時や、
前記カバー材１５ｃで保持する時の前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部の破損を防ぐこ
とができる。
【００２０】
　請求項７に記載の発明は、例えば図１～図８に示すように、請求項１～６のいずれか一
項に記載の手摺壁１０（２０）を、建物内の床１の開口側縁部１ａに立設する手摺壁１０
（２０）の施工方法であって、
　予め前記床１上に立設された二つの壁部１２，１３（２３）間に、前記補強フレーム１
５（２５）を固定し、
　前記透明板材１１ａ，１１ａを、前記二つの壁部１２，１３（２３）間に、上端部を前
記補強フレーム１５（２５）で保持するようにして鉛直に配置することによって透明壁部
１１を形成し、
　前記笠木部材１４（２４）を、前記補強フレーム１５（２５）に取り付けるようにして
、前記透明壁部１１の上端部と前記少なくとも一方の壁部１２（１３・２３）の上端部と
にわたって設けることを特徴とする。
【００２１】
　請求項７に記載の発明によれば、前記透明壁部１１と二つの壁部１２，１３（２３）と
を隣接して配置し、前記二つの壁部１２，１３（２３）に前記補強フレーム１５（２５）
を固定し、前記笠木部材１４（２４）を、前記補強フレーム１５（２５）に取り付けるよ
うにして、前記透明壁部１１の上端部と前記少なくとも一方の壁部１２（１３・２３）の
上端部とにわたって設けることで手摺壁１０（２０）を形成することができるので、例え
ば透明板材１１ａ，１１ａを支持するための支柱や複雑な機構を用いることなく、容易に
施工を行うことができる。
　また、このように施工された手摺壁１０（２０）を、建物内の床１の開口側縁部１ａに
立設することができるので、上階への視線を遮ることを防ぐことができ、階下に居る人へ
の圧迫感を確実に軽減することができる。また、前記補強フレーム１５（２５）によって
前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部を保持することができるので、前記透明板材１１ａ
，１１ａを確実に支持することができる。また、前記笠木部材１４（２４）によって、隣
接する前記透明壁部１１の上端部と前記少なくとも一方の壁部１２（１３・２３）の上端
部を一遍に覆うことができるので、この笠木部材１４（２４）によって前記透明壁部１１
と前記少なくとも一方の壁部１２（１３・２３）とを一体的な壁として視認させることが
できる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、建物内の床の開口側縁部に立設される手摺壁として、ガラス等の透明
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板材を鉛直に配置してなる透明壁部を備えたものを採用することができるので、上階への
視線が遮られることを防ぐことができ、階下に居る人への圧迫感を確実に軽減することが
できる。
　また、補強フレームによって透明板材の上端部を保持することができるので、透明板材
を確実に支持することができる。また、笠木部材によって、隣接する透明壁部の上端部と
少なくとも一方の壁部の上端部を一遍に覆うことができるので、この笠木部材によって透
明壁部と少なくとも一方の壁部とを一体的な壁として視認させることができる。また、透
明壁部と二つの壁部とを隣接して配置し、二つの壁部に補強フレームを固定し、笠木部材
を、補強フレームに取り付けるようにして、透明壁部の上端部と少なくとも一方の壁部の
上端部とにわたって設けることで手摺壁を形成することができるので、例えば透明板材を
支持するための支柱や複雑な機構を用いることなく、容易に施工を行うことができる。こ
れによって、ガラス等の透明板材が組み込まれた手摺壁を建物内に確実に設置することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に係る手摺壁の一例を示す正面図である。
【図２】図１に示す手摺壁のＡ－Ａ拡大断面図である。
【図３】本発明に係る手摺壁の施工手順の一例を示す斜視図である。
【図４】同、施工手順の一例を示す斜視図である。
【図５】同、施工手順の一例を示す斜視図である。
【図６】同、施工手順の一例を示す斜視図である。
【図７】本発明に係る手摺壁の他の一例を示す正面図である。
【図８】本発明に係る手摺壁の他の一例を示す正面図である。
【図９】本発明に係る手摺壁の他の一例を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【００２５】
＜第１の実施の形態＞
　図１は本実施の形態に係る手摺壁の一例を示す正面図である。
　図１において符号１は、上面に床材１ｂが敷設された床を示す。この床１は、複数階か
らなる住宅等の建物の上階床を指している。この床１と下階床（図示せず）との間には、
図３～図６に示すように、階段３が架設されており、上下階間の行き来が可能となってい
る。
　また、床１には、下階空間と上階空間とを連通する開口部２が形成されており、この開
口部２を介して、階段３から床１上への移動を可能となっている。この床１の開口側縁部
１ａに、上階空間と階段３とを仕切る手摺壁１０が立設されている。
【００２６】
　本実施の形態の手摺壁１０は、図１～図６に示すように、ガラス等の透明板材１１ａ，
１１ａを鉛直に配置してなる透明壁部１１と、この透明壁部１１の幅方向両端部に隣接し
て配置される二つの壁部１２，１３と、前記透明壁部１１の上端部と前記一方の壁部１２
の上端部とにわたって、これら透明壁部１１および一方の壁部１２の上端部を覆うように
して設けられる笠木部材１４と、長さ方向両端部が前記二つの壁部１２，１３にそれぞれ
固定されるとともに、前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部を保持し、前記笠木部材１４
の取付下地となる補強フレーム１５とを備えている。
【００２７】
　前記透明壁部１１は、上述の透明板材１１ａ，１１ａを鉛直に立設してなり、本実施の
形態においては、前記壁部１２と壁部１３との間に設けられた２枚の透明板材１１ａ，１
１ａからなる。
　これら透明板材１１ａ，１１ａは、図１に示すように矩形状に形成されるとともに、互
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いに略等しいサイズに設定されている。
　これら２枚の透明板材１１ａ，１１ａは、隣り合う側端部間に隙間を形成するようにし
て配置されている。これによって、例えば１枚で、これら２枚の透明板材１１ａ，１１ａ
に匹敵するサイズの透明板材を使用する場合に比して、地震等による建物躯体の変形時に
、ひび割れや破損等を防ぎやすくなっている。
　また、これら透明板材１１ａ，１１ａと前記壁部１２，１３との間にも隙間が形成され
ており、２枚の透明板材１１ａ，１１ａ間の隙間と同様に、建物躯体の変形時における破
損等を防ぎやすくなっている。
　なお、本実施の形態の透明板材１１ａはガラスが採用されているが、これに限られるも
のではなく、透明樹脂を板状に成形したもの等を採用してもよい。
【００２８】
　前記壁部１２は、矩形状に形成された壁パネルが採用されており、前記透明壁部１１と
略等しい高さに設定されている。また、この壁部１２は、四側面のうちの一側面側だけが
、自身とは別のものに隣接するようにして配置されている。すなわち、この一側面側には
前記透明壁部１１が配置されており、他の三側面側には壁等が何も配置されていない状態
となっている。
　また、この壁部１２の階段３側面は、図３～図６に示すように、前記開口側縁部１ａを
構成するとともに階段３と下階空間とを仕切る仕切り壁４と連続している。つまり、壁部
１２の階段３側面と、仕切り壁４の階段３側面とが、上下階方向に連続する同一平面に見
えるようになっている。
　また、この壁部１２の上面１２ａには前記補強フレーム１５の壁部１２側端部が載置さ
れるようになっている。
　また、この壁部１２の開口部２側面の下端部と、この開口部２側面とは反対の側面の下
端部とには幅木１２ｂがそれぞれ取り付けられている。
　さらに、この壁部１２の透明壁部１１側面とは反対の側面には、上端部が前記笠木部材
１４の壁部１２側端部と接続される側面仕上げ材１４ａが取り付けられている。この側面
仕上げ材１４ａによって、前記笠木部材１４と連続する化粧材として、この壁部１２の透
明壁部１１側面とは反対の側面を化粧できるようになっている。
【００２９】
　なお、この壁部１２を構成する壁パネルとは、図示はしないが、縦横の框材が矩形状に
組み立てられるとともに、矩形枠の内部に補助桟材が縦横に組み付けられて枠体が構成さ
れ、この枠体の両面に面材が貼設されたものであり、内部中空な構造となっている。さら
に、その内部中空な部分には、通常、グラスウールやロックウール等の断熱材が装填され
るものである。
　また、本実施の形態においては、この壁部１２だけでなく、建物躯体そのものが、この
ような建築用パネルを用いて構築されているものとする。
【００３０】
　前記壁部１３は、図１，図３～図６に示すように、前記床１上に立設される上階の壁を
指しており、建物躯体の一構成要素として採用されている。したがって、この壁部１３の
高さは、前記壁部１２よりも高くなるように設定されている。
　この壁部１３の透明壁部１１側面に対して、透明壁部１１側面が対向するようにして、
前記壁部１２が配置されている。
【００３１】
　前記笠木部材１４は、図１～図６に示すように、前記透明壁部１１の上端部と前記一方
の壁部１２の上端部とにわたる長さとなるように設定されており、本実施の形態では、前
記壁部１３の透明壁部１１側面から、前記壁部１２の透明壁部１１側面とは反対の側面に
至る長さに設定されている。
　また、この笠木部材１４は、断面略凹字型に形成されており、長さ方向両端部が前記二
つの壁部１２，１３にそれぞれ固定された前記補強フレーム１５に外嵌されるようにして
、前記透明壁部１１および一方の壁部１２の上端部を覆うようにして設けられている。
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　なお、この笠木部材１４は、前記補強フレーム１５に対してビス等の止着材や接着剤な
どによって固定されている
【００３２】
　また、この笠木部材１４の凹み部分の両側面、すなわち、笠木部材１４の内周面の両側
には、断面凹凸状の摩擦部１４ｂ，１４ｂが形成されている。したがって、笠木部材１４
を前記補強フレーム１５に取り付ける際は、これら摩擦部１４ｂ，１４ｂが前記補強フレ
ーム１５の両側面に当接し、確実に摩擦力を発揮できる。つまり、この笠木部材１４が前
記補強フレーム１５から外れてしまうことを防ぎ、笠木部材１４の前記補強フレーム１５
への固定状態を向上させることができる。
【００３３】
　なお、前記側面仕上げ材１４ａも、この笠木部材１４と同様の断面形状となっており、
前記壁部１３の透明壁部１１側とは反対の側端部に外嵌されている。
　また、前記笠木部材１４および側面仕上げ材１４ａは、例えばセルロース系微粉粒と樹
脂とを混合して押出成形してなる長尺な木質様成形品が採用されている。
【００３４】
　前記補強フレーム１５は、前記鉛直に立設された透明板材１１ａ，１１ａの姿勢を保持
するとともに前記笠木部材１４を補強するものであり、アルミ等の金属を、前記透明壁部
１１の上端の長さ方向に沿って長尺となるように押出成形してなる。
　また、この補強フレーム１５は、図２に示すように、上面板１５０と、この上面板１５
０の両側端部から下方に向かって設けられる側面板１５１，１５１と、これら側面板１５
１，１５１の下端部から内側に向かって水平に設けられる下面板１５２，１５２と、一方
の下面板１５２の下面に一体的に取り付けられるとともに前記透明板材１１ａ，１１ａの
上端部の一側面を受け止める板材受け部１５ｄを有する板材受け板１５３とを有している
。
【００３５】
　前記上面板１５０の幅寸法は、図２に示すように、前記笠木部材１４の凹みの幅寸法よ
りも若干短くなるように設定されている。
　前記側面板１５１，１５１は、前記笠木部材１４の凹み部分の両側面に形成された摩擦
部１４ｂ，１４ｂに当接している。
【００３６】
　前記下面板１５２，１５２は、図２の断面視において、前記側面板１５１，１５１の下
端部から補強フレーム１５の中心に達しない長さに設定されている。
　前記板材受け板１５３は、断面視略Ｌ字型に形成されており、前記一方の下面板１５２
の下面に取り付けられる水平板部と、この水平板部の透明板材１１ａ側端部から鉛直上方
に立ち上がる板材受け部１５ｄとからなる。
【００３７】
　そして、この板材受け部１５ｄと、前記他方の下面板１５２の透明板材１１ａ側端部と
の間には、前記補強フレーム１５の長さ方向に延在するとともに下方に向かって開口し、
前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部が挿入される溝部１５ｂが形成されることになる。
また、前記板材受け部１５ｄは、図２において前記補強フレーム１５の中心付近に位置し
ている。
　すなわち、前記板材受け部１５ｄは、前記溝部１５ｂの一側縁部を構成するものであり
、前記透明板材１１ａ，１１ａの取付時に、前記溝部１５ｂに挿入された該透明板材１１
ａ，１１ａの上端部を受け止めることができる。
　なお、前記板材受け部１５ｄには前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部の一方の側面が
当接するクッション材１５ｅが予め取り付けられている。
【００３８】
　また、補強フレーム１５は、前記溝部１５ｂに前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部を
挿入した状態で該溝部１５ｂを閉塞し、前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部を固定する
カバー材１５ｃを有している。
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　このカバー材１５ｃは、矩形状に形成された板状体であり、前記他方の下面板１５２に
対し、ビス１５ｈ等の止着材によって固定されている。また、このカバー材１５ｃの透明
板材１１側端部と、該透明板材１１の上端部の他方の側面との間には若干の隙間が形成さ
れており、この隙間には、前記透明板材１１ａ，１１ａを前記クッション材１５ｅ側に押
し付けるようにして固定するための固定材１５ｆが挿入されている。
【００３９】
　そして、本実施の形態において、図１～図６に示すように、前記補強フレーム１５の長
さ方向一端部は、前記二つの壁部１２，１３のうちの前記透明壁部１１と略等しい高さに
設定された一方の壁部１２側に延出しており、この延出部分１５ａは前記一方の壁部１２
の上面１２ａに載置固定されている。延出部分１５ａの固定は、ビス１５ｇ等の止着材に
よって行われている。
　さらに、前記補強フレーム１５の長さ方向他端部は、前記二つの壁部１２，１３のうち
の他方の壁部１３の透明壁部１１側面に、該透明壁部１１側面に取り付けられた受け材１
６を介して固定されている。
【００４０】
　前記補強フレーム１５の延出部分１５ａの長さは、この延出部分１５ａが載置固定され
る前記一方の壁部１２の上面１２ａの長さよりも短く設定されている。
　さらに、該壁部１２の上面１２ａのうち、前記延出部分１５ａが載置固定されない部分
には、図３～図６に示すように、前記補強フレーム１５とともに前記笠木部材１４の取付
下地となる下地材１７が設けられている。
　この下地材１７は、幅および厚さ寸法が、前記補強フレーム１５の幅および厚さ寸法と
略等しくなるように設定されている。長さ寸法については、本実施の形態では下地材１７
よりも補強フレーム１５の長さ寸法の方が長くなるように設定されている。
　なお、本実施の形態の下地材１７は、矩形板状の木材によって構成されているが、これ
に限るものではない。
【００４１】
　なお、前記上面板１５０と、側面板１５１，１５１と、下面板１５２，１５２とは、前
記延出部分１５ａの長さの分、前記板材受け板１５３（板材受け部１５ｄ）と、クッショ
ン材１５ｅと、カバー材１５ｃと、固定材１５ｆよりも長さが長く設定されている。
　すなわち、前記板材受け板１５３（板材受け部１５ｄ）と、クッション材１５ｅと、カ
バー材１５ｃと、固定材１５ｆとは、前記壁部１２の透明壁部１１側面と前記壁部１３の
透明壁部１１側面との間の長さと略等しくなるように設定されている。したがって、前記
一方の壁部１２の上面１２ａに載置固定された補強フレーム１５の延出部分１５ａのうち
、前記一方の壁部１２の上面１２ａに実際に載置されているのは前記下面板１５２，１５
２となる。
【００４２】
　前記受け材１６は、図２に示すように、断面略凹字型に形成されており、開口部分を下
方に向けるようにして配置されている。
　また、この受け材１６は、前記壁部１３側端部に設けられるとともに該壁部１３の透明
壁部１１側面に固定される固定板部１６ａを有している。そして、この固定板部１６ａは
前記壁部１３の透明壁部１１側面に対し、ビス１６ｂ，１６ｂ等の止着材によって固定さ
れている。なお、この受け材１６を強固に固定するために、前記壁部１３には、ビス１６
ｂのねじ込みにも耐え得る強度の高い壁下地材が使用されている。例えば、石膏ボードは
使用せずに、構造用合板等のように強度の高いものが採用される。
　さらに、前記補強フレーム１５の長さ方向他端部は、この受け材１６に対し、ビス１６
ｃ，１６ｃ等の止着材によって固定されている。このようにして、前記補強フレーム１５
の長さ方向他端部を、前記他方の壁部１３の透明壁部１１側面に、受け材１６を介して固
定することができる。
【００４３】
　また、この受け材１６の上面は前記補強フレーム１５の上面板１５０の下面と略等しい
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高さに位置しており、この受け材１６の下面は前記補強フレーム１５の下面板１５２，１
５２の下面と略等しい高さに位置している。さらに、この受け材１６の両側面は、前記補
強フレーム１５の下面板１５２，１５２の透明板材１１ａ側端面の位置よりも内側に位置
している。すなわち、受け材１６は、前記補強フレーム１５の内側に収容される大きさに
設定されている。
　さらに、この受け材１６は、前記板材受け板１５３と、カバー材１５ｃとによって遮蔽
されている。
【００４４】
　また、前記透明板材１１ａ，１１ａの下端部は、前記床１の上面に、前記二つの壁部１
２，１３間にわたって取り付けられた下枠部材１８によって保持されている。
　すなわち、この下枠部材１８は、前記透明板材１１ａ，１１ａの長さ方向に沿って長尺
に形成され、前記床１の上面にビス１８ｂ等の止着材によって固定されるとともに互いに
間隔をあけて配置される一対の下地材１８ａ，１８ａと、これら一対の下地材１８ａ，１
８ａを覆うようにして該下地材１８ａ，１８ａにそれぞれ取り付けられるとともに互いに
間隔をあけて配置される一対の仕上げ材１８ｅ，１８ｅと、これら一対の下地材１８ａ，
１８ａ間および一対の仕上げ材１８ｅ，１８ｅ間に形成される溝部１８ｃと、この溝部１
８ｃの底面に設けられるクッション材１８ｄとを有している。
【００４５】
　なお、本実施の形態において、前記仕上げ材１８ｅ，１８ｅは、前記下地材１８ａ，１
８ａの上面を覆う上面板部と、前記下地材１８ａ，１８ａの側面を覆う側面板部とを備え
ており、それぞれ断面視略Ｌ字型に形成されている。これら仕上げ材１８ｅ，１８ｅのう
ち、上階の床１側に設けられる仕上げ材１８ｅの側面板部の下端部は、前記床材１ｂの厚
さに対応して短く形成されている。
　ただし、これら仕上げ材１８ｅ，１８ｅ、ひいては下枠部材１８は、以上のような形態
に限られるものではなく、前記透明板材１１ａ，１１ａの下端部を保持するという趣旨を
逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
【００４６】
　次に、以上のような手摺壁１０の施工方法について説明する。
　なお、この手摺壁１０は、建物躯体の構築が終了した後に施工されるものである。した
がって、予め、前記開口部２を形成するようにして床１を敷設し、この床１上に壁部１３
を立設し、さらに、床１の上面に、床材１ｂを敷設した状態としておく。また、上階の床
１と下階床との間に階段３を架設するとともに、下階床上には、階段３と下階空間とを仕
切り壁４を立設しておく。
【００４７】
　さらに、壁部１２を、図３に示すように、前記床１の開口側縁部１ａに沿って立設して
おく。この時、壁部１２は、前記壁部１３の透明壁部１１側面に対向するとともに、階段
３側面が、前記前記仕切り壁４の階段３側面と連続した状態となっている。
　そして、前記壁部１２，１３の表面には、壁紙等が貼設されるなどして仕上げが行われ
た状態となっている。
【００４８】
　以上のような状態となるまでを手摺壁１０を施工する前の準備工程とする。
　この準備工程が終了したら、まず、前記下枠部材１８の一対の下地材１８ａ，１８ａの
うち、開口部２側（図２では右側）の下地材１８ａを、前記床１の上面に、前記二つの壁
部１２，１３間にわたってビス固定する。また、この開口部２側の下地材１８ａに、前記
仕上げ材１８ｅを、ビス固定や接着等により取り付ける。さらに、前記クッション材１８
ｄを、前記開口部２側の下地材１８ａの、前記開口部２側とは反対の側面に沿うようにし
て、前記床１上に取り付ける。
　続いて、前記受け材１６を、ビス１６ｂ等の止着材によって前記壁部１３の透明壁部１
１側面に固定する。
【００４９】
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　続いて、図３に示すように、前記補強フレーム１５を、前記二つの壁部１２，１３間に
固定する。
　すなわち、この補強フレーム１５の長さ方向一端部の延出部分１５ａを、前記壁部１２
の上面１２ａに載置固定するとともに、長さ方向他端部を、前記受け材１６を介して前記
壁部１３の透明壁部１１側面に固定する。
　より具体的には、まず、前記補強フレーム１５の長さ方向他端部を、前記壁部１３の透
明壁部１１側面から突出する受け材１６に対して外挿しながら、長さ方向一端部の延出部
分１５ａを、前記壁部１２の上面１２ａに載置する。続いて、ビス１５ｇ等の止着材によ
って前記延出部分１５ａを上面１２ａに固定するとともに、ビス１６ｃ等の止着材によっ
て補強フレーム１５を受け材１６に固定する。
　そして、前記壁部１２の上面１２ａのうち、前記延出部分１５ａが載置固定されない部
分に下地材１７を設ける。下地材１７の固定方法は、ビス等の止着材や接着剤等によって
行われる。
【００５０】
　続いて、図４に示すように、前記透明板材１１ａ，１１ａを、前記二つの壁部１２，１
３間に鉛直に配置し、透明壁部１１を形成する。
　すなわち、まず、前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部を、前記補強フレーム１５の溝
部１５ｂに挿入し、下端部を、前記下枠部材１８の開口部２側の下地材１８ａに寄せつつ
前記クッション材１８ｄ上に載せる。そして、前記板材受け部１５ｄに当接させて鉛直に
立たせた状態とする。
【００５１】
　このように透明板材１１ａ，１１ａを鉛直に立たせた状態で、前記下枠部材１８の一対
の下地材１８ａ，１８ａのうち、開口部２側ではない他方の下地材１８ａ（図２では左側
）を、前記床１の上面に、前記二つの壁部１２，１３間にわたってビス固定する。
　また、この他方の下地材１８ａに、前記仕上げ材１８ｅを、ビス固定や接着等により取
り付ける。この時、この仕上げ材１８ｅの側面板部の下端部を、前記床材１ｂ上に当接す
るように仕上げ材１８ｅを取り付ける。
【００５２】
　続いて、図５に示すように、前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部を板材受け部１５ｄ
に当接させた状態で、前記カバー材１５ｃを、ビス１５ｈ等の止着材によって前記補強フ
レーム１５の下面板１５２に固定する。
　さらに、このカバー材１５ｃの透明板材１１側端部と、該透明板材１１の上端部の他方
の側面との間の隙間に、前記固定材１５ｆを挿入し、透明板材１１ａ，１１ａの上端部を
しっかりと固定する。
【００５３】
　続いて、図６に示すように、前記笠木部材１４を、前記補強フレーム１５および下地材
１７に取り付けるようにして、前記透明壁部１１の上端部と前記少なくとも一方の壁部１
２の上端部とにわたって設ける。
　また、前記壁部１２の透明壁部１１側端部とは反対の側端部にも、前記側面仕上げ材１
４ａを取り付ける。
　さらに、前記壁部１２の開口部２側面の下端部と、この開口部２側面とは反対の側面の
下端部とに幅木１２ｂをそれぞれ取り付ける。
　以上のようにして手摺壁１０を、建物内の床１の開口側縁部１ａに立設できる。
【００５４】
　本実施の形態によれば、建物内の床１の開口側縁部１ａに立設される手摺壁１０として
、前記ガラス等の透明板材１１ａ，１１ａを鉛直に配置してなる透明壁部１１を備えたも
のを採用することができるので、上階への視線が遮られることを防ぐことができ、階下に
居る人への圧迫感を確実に軽減することができる。
　また、前記補強フレーム１５によって前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部を保持する
ことができるので、前記透明板材１１ａ，１１ａを確実に支持することができる。また、
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前記笠木部材１４によって、隣接する前記透明壁部１１の上端部と前記少なくとも一方の
壁部１２の上端部を一遍に覆うことができるので、この笠木部材１４によって前記透明壁
部１１と前記少なくとも一方の壁部１２とを一体的な壁として視認させることができる。
また、前記透明壁部１１と二つの壁部１２，１３とを隣接して配置し、前記二つの壁部１
２，１３に前記補強フレーム１５を固定し、前記笠木部材１４を、前記補強フレーム１５
に取り付けるようにして、前記透明壁部１１の上端部と前記少なくとも一方の壁部１２の
上端部とにわたって設けることで手摺壁１０を形成することができるので、例えば透明板
材１１ａ，１１ａを支持するための支柱や複雑な機構を用いることなく、容易に施工を行
うことができる。これによって、ガラス等の透明板材１１ａ，１１ａが組み込まれた手摺
壁１０を建物内に確実に設置することができる。
【００５５】
　また、前記補強フレーム１５の長さ方向一端部の延出部分１５ａを、前記一方の壁部１
２の上面１２ａに確実に固定することができるので、前記補強フレーム１５の取付状態を
確実なものとすることができる。これによって、この補強フレーム１５によって保持され
る透明板材１１ａ，１１ａと、この補強フレーム１５を取付下地とする笠木部材１４との
取付状態も向上させることができる。
　また、前記補強フレーム１５の長さ方向他端部は、前記二つの壁部１２，１３のうちの
他方の壁部１３の透明壁部１１側面に、該透明壁部１１側面に取り付けられた受け材１６
を介して固定されていることから、前記他方の壁部１３が前記透明壁部１１よりも高さの
高い壁であっても、前記補強フレーム１５を前記他方の壁部１３に確実に固定することが
できる。
【００５６】
　また、前記笠木部材１４を、前記補強フレーム１５と下地材１７とに取り付けることが
できるので、前記補強フレーム１５だけを取付下地とする場合に比して、前記笠木部材１
４の取付状態をより向上させることができる。
【００５７】
　また、前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部を前記溝部１５ｂに挿入し、この状態で、
前記カバー材１５ｃによって該溝部１５ｂを閉塞して透明板材１１ａ，１１ａの上端部を
固定することができるので、このカバー材１５ｃによって前記透明板材１１ａ，１１ａの
上端部を確実に保持することができる。
【００５８】
　また、前記透明板材１１ａ，１１ａの取付時に、前記クッション材１５ｅを介して、前
記板材受け部１５ｄによって透明板材１１ａ，１１ａの上端を受け止めることができるの
で、前記透明板材１１ａ，１１ａの溝部１５ｂへの挿入時や、前記カバー材１５ｃで保持
する時の前記透明板材１１ａ，１１ａの上端部の破損を防ぐことができる。
【００５９】
　なお、本実施の形態の手摺壁１０は、図１～図６に示すように、前記透明壁部１１と壁
部１２とを一直線上に配置した状態のものを採用しているが、これに限られるものではな
い。
　すなわち、図７に示すように、前記透明壁部１１と壁部１２とを直交させて配置し、Ｌ
字型の手摺壁１０Ａを採用してもよい。
　このＬ字型の手摺壁１０Ａの壁部１２は、この壁部１２の四側面のうち、面積の広い二
側面の一方を階段３側に向け、他方を前記壁部１３と対向させるようにして配置されてい
る。また、透明壁部１１は、壁部１２側端部が、この壁部１２の他方の側面の開口部２側
端部に位置するようにして配置されている。
　さらに、笠木部材１４Ａは、直交する透明壁部１１の上端部と壁部１２の上端部とにわ
たって設けることができるように、Ｌ字型に形成されている。
【００６０】
　なお、本実施の形態の開口部２は、階段３を利用して上下階間を移動するためのもので
あるが、これに限られるものではなく、例えば下階の床から上階の天井まで連続する吹き
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抜け空間を形成するためのものであってもよい。
【００６１】
＜第２の実施の形態＞
　次に、図面を参照して本発明の第２の実施の形態について説明する。なお、説明の便宜
上、上述した第１の実施の形態とは異なる構成部分のみについて説明する。
　本実施の形態の手摺壁２０は、図８に示すように、ガラス等の透明板材１１ａ，１１ａ
を鉛直に配置してなる透明壁部１１と、この透明壁部１１の幅方向両端部に隣接して配置
されるとともに、前記透明壁部１１と略等しい高さに設定された二つの壁部１２，２３と
、前記透明壁部１１の上端部と前記二つの壁部１２，２３の上端部とにわたって、これら
透明壁部１１および二つの壁部１２，２３の上端部を覆うようにして設けられる笠木部材
２４と、長さ方向両端部が前記二つの壁部１２，２３にそれぞれ固定されるとともに、前
記透明板材１１ａ，１１ａの上端部を保持し、前記笠木部材２４の取付下地となる補強フ
レーム２５とを備えている。
【００６２】
　ここで、前記壁部２３は、前記壁部１２と略等しい高さ設定されている。また、この壁
部２３は、図示はしないが、前記壁部１２とともに建物内の床の開口側縁部に立設されて
いる。また、この壁部２３には、幅木２３ｂが取り付けられている。
【００６３】
　また、前記笠木部材２４は、前記壁部１２の透明壁部１１側端部と反対の側端部から、
前記壁部１３の透明壁部１１側端部と反対の側端部までの長さに設定されている。
【００６４】
　また、前記補強フレーム２５は、長さ方向両端部が、前記二つの壁部１２，２３側に延
出しており、これら延出部分２５ａ，２５ｂは、前記二つの壁部１２，２３の上面１２ａ
，２３ａにそれぞれ載置固定されている。
【００６５】
　さらに、前記二つの壁部１２，２３の上面１２ａ，２３ａのうち、前記延出部分２５ａ
，２５ｂが載置固定されない部分には、前記補強フレーム２５とともに前記笠木部材２４
の取付下地となる下地材１７，１７がそれぞれ設けられている。
【００６６】
　以上のような手摺壁２０の施工は、まず、第１の実施の形態に記載した準備工程と、前
記下枠部材１８の一対の下地材１８ａ，１８ａのうち、一方の下地材１８ａを、前記床１
の上面に、前記二つの壁部１２，２３間にわたってビス固定する工程と、この一方の下地
材１８ａに前記仕上げ材１８ｅを取り付ける工程と、クッション材１８ｄを前記床１上に
取り付ける工程とを行う。
【００６７】
　続いて、図８に示すように、前記補強フレーム２５の延出部分２５ａ，２５ｂを、前記
二つの壁部１２，２３の上面１２ａ，２３ａにそれぞれ載置固定する。これによって、前
記補強フレーム２５を、前記二つ壁部１２，２３間に架設できる。
　そして、前記二つの壁部１２，２３の上面１２ａ，２３ａのうち、前記延出部分２５ａ
，２５ｂが載置固定されない部分に下地材１７，１７を設ける。
【００６８】
　続いて、前記透明板材１１ａ，１１ａを、前記二つの壁部１２，２３間に鉛直に配置し
、透明壁部１１を形成する。さらに、下枠部材１８の他方の下地材１８ａと、カバー材１
５ｃおよび固定材１５ｆとにより、透明板材１１ａ，１１ａの上下端部をしっかりと固定
する。
【００６９】
　続いて、前記笠木部材１４を、前記補強フレーム２５および下地材１７，１７に取り付
けるようにして、前記透明壁部１１の上端部と前記二つの壁部１２，２３の上端部とにわ
たって設ける。
　以上のようにして手摺壁２０を、建物内の床１の開口側縁部１ａに立設できる。
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【００７０】
　本実施の形態によれば、前記補強フレーム２５の長さ方向両端部の延出部分２５ａ，２
５ｂを、前記二つの壁部１２，２３の上面１２ａ，２３ａにそれぞれ確実に固定すること
ができるので、前記補強フレーム２５の取付状態を確実かつ強固なものとすることができ
る。これによって、この補強フレーム２５によって保持される透明板材１１ａ，１１ａと
、この補強フレーム２５を取付下地とする笠木部材２４との取付状態も向上させることが
できる。
【００７１】
＜第３の実施の形態＞
　次に、図面を参照して本発明の第３の実施の形態について説明する。なお、説明の便宜
上、上述した第１の実施の形態とは異なる構成部分のみについて説明する。
　本実施の形態の手摺壁３０は、図９に示すように、ガラス等の透明板材１１ａ，１１ａ
を鉛直に配置してなる透明壁部１１と、この透明壁部１１の幅方向両端部に隣接して配置
されるとともに、前記透明壁部１１と略等しい高さに設定された二つの壁部１２，３３と
、前記透明壁部１１の上端部と前記二つの壁部１２，３３の上端部とにわたって、これら
透明壁部１１および二つの壁部１２，３３の上端部を覆うようにして設けられる笠木部材
３４と、長さ方向両端部が前記二つの壁部１２，３３にそれぞれ固定されるとともに、前
記透明板材１１ａ，１１ａの上端部を保持し、前記笠木部材３４の取付下地となる補強フ
レーム３５とを備えている。
【００７２】
　ここで、前記壁部３３は、前記壁部１２と略等しい高さ設定されている。また、この壁
部３３は、図示はしないが、前記壁部１２とともに建物内の床の開口側縁部に立設されて
いる。また、この壁部３３には、幅木３３ｂが取り付けられている。
【００７３】
　また、前記補強フレーム３５の長さ方向両端部は、前記透明壁部１１と略等しい高さに
設定された二つの壁部１２，３３の透明壁部１１側面に、該透明壁部１１側面に取り付け
られた受け材１６，１６を介して固定されている。
　これら受け材１６，１６は、前記二つの壁部１２，３３の透明壁部１１側面の等しい高
さ位置に配置固定されている。
　また、前記二つの壁部１２，３３間に固定された補強フレーム３５の上面と、前記二つ
の壁部１２，３３の上面とは同じ高さになるように設定され、面一となっている。
【００７４】
　また、前記笠木部材３４は、前記壁部１２の透明壁部１１側端部と反対の側端部から、
前記壁部１３の透明壁部１１側端部と反対の側端部までの長さに設定されている。
　さらに、この笠木部材３４は、断面略凹字型に形成されており、前記補強フレーム３５
だけでなく、前記二つの壁部１２，３３の上端部に外嵌され、ビス等の止着材や接着剤な
どによって固定されている。
【００７５】
　以上のような手摺壁３０の施工は、まず、第１の実施の形態に記載した準備工程と、前
記下枠部材１８の一対の下地材１８ａ，１８ａのうち、一方の下地材１８ａを、前記床１
の上面に、前記二つの壁部１２，３３間にわたってビス固定する工程と、この一方の下地
材１８ａに前記仕上げ材１８ｅを取り付ける工程と、クッション材１８ｄを前記床１上に
取り付ける工程とを行う。
　続いて、前記受け材１６，１６を、ビス１６ｂ等の止着材によって前記壁部１２，３３
の透明壁部１１側面にそれぞれ固定する。
【００７６】
　続いて、前記補強フレーム３５を、前記二つの壁部１２，３３間に固定する。
　すなわち、この補強フレーム３５の長さ方向両端部を、前記受け材１６，１６を介して
前記二つの壁部１２，３３の透明壁部１１側面に固定する。この時、前記補強フレーム３
５の板材受け板１５３を取り外しておき、補強フレーム３５を前記受け材１６，１６に対
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して取り付けやすくしてもよい。
　続いて、ビス等の止着材によって補強フレーム３５を受け材１６，１６に固定する。
【００７７】
　続いて、前記透明板材１１ａ，１１ａを、前記二つの壁部１２，３３間に鉛直に配置し
、透明壁部１１を形成する。さらに、下枠部材１８の他方の下地材１８ａと、カバー材１
５ｃおよび固定材１５ｆとにより、透明板材１１ａ，１１ａの上下端部をしっかりと固定
する。
【００７８】
　続いて、前記笠木部材３４を、前記補強フレーム３５および二つの壁部１２，３３の上
端部に取り付ける。
　以上のようにして手摺壁２０を、建物内の床１の開口側縁部１ａに立設できる。
【００７９】
　本実施の形態によれば、前記補強フレーム３５の長さ方向両端部を、前記二つの壁部１
２，３３の透明壁部１１側面に、該透明壁部１１側面に取り付けられた受け材１６，１６
を介して固定することができるので、前記補強フレーム３５の取付状態を確実なものとす
ることができる。これによって、この補強フレーム３５によって保持される透明板材１１
ａ，１１ａと、この補強フレーム３５を取付下地とする笠木部材３５との取付状態も向上
させることができる。
【符号の説明】
【００８０】
１　床
１ａ　開口側縁部
２　開口部
１０　手摺壁
１１　透明壁部
１１ａ　透明板材
１２　壁部
１３　壁部
１４　笠木部材
１５　補強フレーム
１６　受け材
２０　手摺壁
２３　壁部
２４　笠木部材
２５　補強フレーム
３０　手摺壁
３３　壁部
３４　笠木部材
３５　補強フレーム
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