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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　架構開口部内に壁ブロックが組積されてなる間仕切壁であって、
　上下に隣接する壁ブロック又は左右に隣接する壁ブロックの少なくとも何れかの隣接す
る壁ブロックについて、一方の壁ブロックの他方の壁ブロックに隣接する側の面には凸部
が設けられ、前記他方の壁ブロックの前記一方の壁ブロックと隣接する側の面には、前記
凸部が嵌合可能な凹部が設けられ、前記凸部と前記凹部とが嵌合することにより前記隣接
する壁ブロックが接続され、かつ、
　前記凸部と前記凹部との嵌合による前記壁ブロックの接続方向に並ぶ壁ブロックが、前
記接続方向に並ぶ前記壁ブロックの一端に位置する壁ブロックに当接する当該間仕切壁の
設置対象と、前記接続方向に並ぶ前記壁ブロックの他端に位置する壁ブロックに当接する
固定金物とが、前記接続方向の両側の前記設置対象に固定されて前記接続方向に張設され
た索状体で連結され、前記設置対象と前記固定金物とにより挟み込まれることにより、接
着剤を用いることなく前記接続方向に拘束又は押圧され、
　前記接続方向に並ぶ前記他端の壁ブロックと、前記設置対象との間には前記接続方向に
隙間が形成され、前記隙間の幅に合わせて形成された壁ブロックが前記隙間に嵌め込まれ
ることで、前記架構開口部内の全体が、前記壁ブロックで塞がれており、
　前記壁ブロックは、プラスチック、繊維補強樹脂、又はガラス繊維補強セメントである
ことを特徴とする間仕切壁。
【請求項２】
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　架構開口部内に壁ブロックを組積することにより間仕切壁を構築する方法であって、
　上下に隣接する壁ブロック又は左右に隣接する壁ブロックの少なくとも何れかの隣接す
る壁ブロックについて、一方の壁ブロックの他方の壁ブロックに隣接する側の面に凸部を
設け、前記他方の壁ブロックの前記一方の壁ブロックと隣接する側の面には、前記凸部が
嵌合可能な凹部を設け、前記凸部と前記凹部とを嵌合させることにより前記隣接する壁ブ
ロックを接続し、
　前記凸部と前記凹部との嵌合による前記壁ブロックの接続方向に並ぶ壁ブロックを、前
記接続方向に並ぶ前記壁ブロックの一端に位置する壁ブロックに当接する当該間仕切壁の
設置対象と、前記接続方向に並ぶ前記壁ブロックの他端に位置する壁ブロックに当接する
固定金物とを、前記接続方向の両側の前記設置対象に固定して接続方向に張設した索状体
で連結し、前記設置対象と前記固定金物とにより挟み込むことにより、接着剤を用いるこ
となく前記接続方向に拘束又は押圧し、
　前記接続方向に並ぶ前記他端の壁ブロックと、前記設置対象との間には前記接続方向に
隙間を形成し、前記隙間の幅に合わせて形成した壁ブロックを前記隙間に嵌め込むことで
、前記架構開口部内の全体を、前記壁ブロックで塞ぎ、
　前記壁ブロックを、プラスチック、繊維補強樹脂、又はガラス繊維補強セメントとする
ことを特徴とする間仕切り壁の構築方法。
【請求項３】
　請求項１記載の間仕切壁を構成する壁ブロックであって、
　前記接続方向の両面に夫々前記凹部及び凸部が形成されるとともに、
　前記索状体を収容可能な前記接続方向に延びる溝を備えた壁ブロック。
【請求項４】
　請求項２記載の間仕切壁の構築方法において用いられる壁ブロック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、壁ブロックが組積されてなる間仕切壁及びその構築方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、間仕切壁の構築方法としては、開口部の上下面に取り付けられたランナー及
びこのランナーの間に上下方向に延びるように取り付けられたスタッドからなる鉄骨下地
に石膏パネルを取り付ける方法（例えば、特許文献１参照）や、コンクリートブロックを
組積する方法（例えば、特許文献２参照）などが用いられている。
【特許文献１】特公平７―６５３５７号公報
【特許文献２】特公平４―７０４５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１記載の方法では、石膏パネルを現場で開口部の寸法に合わせ
て切断し、さらに、ねじ、くぎ等により鉄骨下地に固定しているため、石膏パネルを再利
用することはできない。また、特許文献２記載の方法でも、コンクリートブロックとスラ
ブとの間にモルタルを充填することにより、コンクリートブロックを固定しており、コン
クリートブロックを再利用することはできない。このため、例えば、建物のリニューアル
の際に解体された間仕切壁を構成する部材は廃材となり、再利用できず、コスト増の原因
となっていた。
【０００４】
　本発明は、上記の問題に鑑みなされたものであり、その目的は、構成する部材が再利用
可能な間仕切壁を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　本発明の間仕切壁は、架構開口部内に壁ブロックが組積されてなる間仕切壁であって、
上下に隣接する壁ブロック又は左右に隣接する壁ブロックの少なくとも何れかの隣接する
壁ブロックについて、一方の壁ブロックの他方の壁ブロックに隣接する側の面には凸部が
設けられ、前記他方の壁ブロックの前記一方の壁ブロックと隣接する側の面には、前記凸
部が嵌合可能な凹部が設けられ、前記凸部と前記凹部とが嵌合することにより前記隣接す
る壁ブロックが接続され、かつ、前記凸部と前記凹部との嵌合による前記壁ブロックの接
続方向に並ぶ壁ブロックが、前記接続方向に並ぶ前記壁ブロックの一端に位置する壁ブロ
ックに当接する当該間仕切壁の設置対象と、前記接続方向に並ぶ前記壁ブロックの他端に
位置する壁ブロックに当接する固定金物とが、前記接続方向の両側の前記設置対象に固定
されて前記接続方向に張設された索状体で連結され、前記設置対象と前記固定金物とによ
り挟み込まれることにより、接着剤を用いることなく前記接続方向に拘束又は押圧され、
前記接続方向に並ぶ前記他端の壁ブロックと、前記設置対象との間には前記接続方向に隙
間が形成され、前記隙間の幅に合わせて形成された壁ブロックが前記隙間に嵌め込まれる
ことで、前記架構開口部内の全体が、前記壁ブロックで塞がれており、前記壁ブロックは
、プラスチック、繊維補強樹脂、又はガラス繊維補強セメントであることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の間仕切壁の構築方法は、架構開口部内に壁ブロックを組積することによ
り間仕切壁を構築する方法であって、上下に隣接する壁ブロック又は左右に隣接する壁ブ
ロックの少なくとも何れかの隣接する壁ブロックについて、一方の壁ブロックの他方の壁
ブロックに隣接する側の面に凸部を設け、前記他方の壁ブロックの前記一方の壁ブロック
と隣接する側の面には、前記凸部が嵌合可能な凹部を設け、前記凸部と前記凹部とを嵌合
させることにより前記隣接する壁ブロックを接続し、前記凸部と前記凹部との嵌合による
前記壁ブロックの接続方向に並ぶ壁ブロックを、前記接続方向に並ぶ前記壁ブロックの一
端に位置する壁ブロックに当接する当該間仕切壁の設置対象と、前記接続方向に並ぶ前記
壁ブロックの他端に位置する壁ブロックに当接する固定金物とを、前記接続方向の両側の
前記設置対象に固定して接続方向に張設した索状体で連結し、前記設置対象と前記固定金
物とにより挟み込むことにより、接着剤を用いることなく前記接続方向に拘束又は押圧し
、前記接続方向に並ぶ前記他端の壁ブロックと、前記設置対象との間には前記接続方向に
隙間を形成し、前記隙間の幅に合わせて形成した壁ブロックを前記隙間に嵌め込むことで
、前記架構開口部内の全体を、前記壁ブロックで塞ぎ、前記壁ブロックを、プラスチック
、繊維補強樹脂、又はガラス繊維補強セメントとすることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の壁ブロックは、上記の間仕切壁を構成する壁ブロックであって、前記接
続方向の両面に夫々前記凹部及び凸部が形成されるとともに、前記索状体を収容可能な前
記接続方向に延びる溝を備える。
　また、本発明の壁ブロックは、上記の間仕切壁の構築方法に用いられるものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、隣接する壁ブロック同士を嵌合させ、さらに、壁ブロック同士が離間
しないように拘束することで、壁ブロックを一体のものとしており、接着剤等を用いてい
ないため、解体後の壁ブロックを再利用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の間仕切壁の一実施形態を図面を参照しながら詳細に説明する。
　図１は、本実施形態の間仕切壁１０を示す正面図である。同図に示すように、本実施形
態の間仕切壁１０は、建物の柱２、３、梁４、床スラブ１により囲まれた矩形状の開口内
に上下左右方向にＦＲＰ製の壁ブロック２０が組積されてなる。最上段の壁ブロック２０
と梁４との間及び水平方向の一方（図１における左側）の端部に位置する壁ブロック２０
と柱２、３との間には、伸縮可能な伸縮ブロック４０、５０が隙間の幅に合わせて伸長し
た状態ではめ込まれている。梁４の下面及び床スラブ１の上面には、断面コの字型の鋼材
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からなるランナー１１が空間内に開口するように取り付けられている。そして、最下段の
壁ブロック２０及び伸縮ブロック４０はこのランナー１１の開口部内に配置され、面外方
向の移動が拘束されている。
【００１３】
　図２は、壁ブロック２０を示す図であり、（Ａ）は正面図、（Ｂ）は（Ａ）におけるＢ
矢視図、（Ｃ）は（Ａ）におけるＣ矢視図、（Ｄ）は（Ａ）におけるＤ－Ｄ´断面図であ
る。同図に示すように、壁ブロック２０の上面には上方に突出する複数の上方凸部２１が
形成されており、また、下面には下側に隣接する壁ブロック２０の上方凸部２１が嵌合可
能な下方凹部２２が形成されている。また、壁ブロック２０の水平方向の一方の側面には
側方に突出する側方凸部２３が形成されており、また、他方の側面には水平方向に隣接す
る壁ブロック２０の側方凸部２３が嵌合可能な側方凹部２４が形成されている。さらに、
壁ブロック２０の上面には左右方向に延びる溝２５が形成されており、また、側方凸部２
３には上下方向に延びる溝２６が形成されている。なお、このブロック２０の上面及び側
面に設けられた上方凸部２１及び側方凸部２３は、その高さが高いほど隣接する壁ブロッ
ク２０同士が強固に接合されるため、より高い方が好ましい。
【００１４】
　図３は、壁ブロック２０が取り付けられている様子を示す間仕切壁１０の斜視分解図で
ある。同図に示すように、柱２、３、梁１、及び床スラブ４により囲まれた空間内には上
下方向に両端が梁１及び床スラブ４に固定された鉛直ワイヤ３０が張設され、左右方向に
両端が柱２、３に固定された水平ワイヤ３１が張設されている。壁ブロック２０は上下方
向に張設された鉛直ワイヤ３０が側方凸部２３に形成された溝２６に嵌め込まれ、また、
左右方向に張設された水平ワイヤ３１が上面の溝２５に嵌め込まれた状態で組積されてい
る。また、最上段の壁ブロック２０の上面には、鉛直ワイヤ３０に取り付けられた固定金
物が当接しており、柱２側の端部の壁ブロック２０の側面には水平ワイヤ３１に取り付け
られた固定金物が当接している。
【００１５】
　図４は、ワイヤ３０、３１に取り付けられた固定金物３２を示す図である。固定金物３
２は、ワイヤ３０、３１の周囲に固定された外周面に螺条を有する螺子金物３４と、螺子
金物３４の外周面に螺合するナット３３とから構成される。
【００１６】
　鉛直ワイヤ３０に取り付けられた固定金物３２のナット３３は、下端が床スラブ４に固
定された鉛直ワイヤ３０に緊張力を加えた状態で、最上段の壁ブロック２０の上面と当接
するまで締め付けられている。これにより、上下方向に並ぶ壁ブロック２０は固定金物３
２及び床スラブ１により挟みこまれて、上下方向に拘束される。
【００１７】
　これと同様に、水平ワイヤ３１に取り付けられた固定金物３２のナット３３は、一端が
柱３に固定された水平ワイヤ３１に緊張力を加えた状態で、柱３と逆側の端に位置する壁
ブロック２０の側面と当接するまで締め付けられている。これにより水平方向に並ぶ壁ブ
ロック２０は固定金物３２と柱３により挟まれて、水平方向に拘束される。なお、柱３及
び床スラブ４が本発明の間仕切壁の設置対象に相当する。
【００１８】
　図５は、最上段の壁ブロック２０と梁４との間に上下方向に伸縮可能な伸縮ブロック４
０を取り付ける様子を示す図であり、図１におけるＡ－Ａ´断面を示す。なお、図中、伸
縮ブロック４０は斜線を付して、また、最上段の壁ブロック２０は灰色に彩色して示す。
同図に示すように、伸縮ブロック４０は、上面に、例えばジャッキなどの伸縮機構４３に
より上方に向かって進退可能な上方凸部４１を備え、下面には下方の壁ブロック２０の上
方凸部２１が嵌合可能な下方凹部４２が形成されている。また、伸縮ブロック４０の左右
方向一方の側面には、壁ブロック２０と同様に、側方凸部（不図示）が形成され、他方の
側面には隣接する伸縮ブロック４０の側方凸部が嵌合可能な側方凹部（不図示）が形成さ
れている。また、伸縮ブロック４０は壁ブロック２０に比べて高さが低く形成されている
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。
【００１９】
　図５（Ａ）に示すように、伸縮ブロック４０は、上方凸部４１を収縮させた状態で、最
上段の壁ブロック２０と梁４との間の隙間に配置し、下方凹部４２に最上段の壁ブロック
２０の上方凸部２１を嵌合させ、同図（Ｂ）に示すように、伸縮機構４３により上方凸部
４１を梁４に取り付けられたランナー１１の下面に当接するまで進出させ、この状態で上
方凸部４１の進退を拘束することにより最上段の壁ブロック２０と梁４との間の隙間に固
定されている。また、水平方向に隣接する伸縮ブロック４０の接合部において、一方の伸
縮ブロック４０の側面の側方凸部と他方の伸縮ブロック４０の側面の側方凹部とは嵌合し
ている。
【００２０】
　また、図６は、左右方向一端の壁ブロック２０と柱２との間の隙間に水平方向に伸縮可
能な伸縮ブロック５０が取り付けられている様子を示す図であり、図１におけるＢ－Ｂ´
断面を示す。伸縮ブロック５０は、左右方向の一方の側面に、例えばジャッキなどの伸縮
機構５３により側方に向かって進退可能な側方凸部５１を備え、他方の側面には隣接する
壁ブロック２０の側方凸部２３が嵌合可能な側方凹部５２が形成されている。また、伸縮
ブロック５０の上面には、壁ブロック２０と同様に、上方凸部（不図示）が形成され、下
面には下方に位置する伸縮ブロック５０の上方凸部が嵌合可能な下方凹部（不図示）が形
成されている。また、伸縮ブロック５０は壁ブロック２０に比べて左右方向の幅が短く形
成されている。
【００２１】
　図６（Ａ）に示すように、伸縮ブロック５０は、側方凸部５１を収縮させた状態で、端
部に位置する壁ブロック２０と柱２との間の隙間に配置し、側方凹部５２を端部に位置す
る壁ブロック２０の側方凸部２３に嵌合させ、同図（Ｂ）に示すように、伸縮機構５３に
より、側方凸部５１を柱２の側面と当接するまで進出させ、この状態で側方凸部５１の進
退を拘束することにより隙間に固定されている。また、上下に隣接する伸縮ブロック５０
の接合部において、下方の伸縮ブロック５０の上方凸部と、上方の伸縮ブロック５０の凹
部とは嵌合している。
【００２２】
　以上説明したように、本実施形態の間仕切壁１０は、上下に隣接する壁ブロック２０同
士が、下方の壁ブロック３０の上面に設けられた上方凸部２１と、上方の壁ブロック２０
の下面に設けられた下方凹部２２とが嵌合し、さらに、緊張力が加えられた鉛直ワイヤ３
０により連結された床スラブ１と固定金物３２により上下方向に拘束される。これにより
間仕切壁１０に面外方向からの荷重が作用してもこれに抵抗することができる。
【００２３】
　また、これと同様に、水平方向に隣接する壁ブロック２０同士が、一方の壁ブロック２
０の上面に設けられた側方凸部２３と、他方の壁ブロック２０の側面に設けられた側方凹
部２４とが嵌合し、さらに、緊張力が加えられた水平ワイヤ３１により連結された固定金
物３２及び柱３により水平方向に拘束されることで、間仕切壁１０に面外方向からの荷重
が作用してもこれに抵抗することができる
【００２４】
　以下、本実施形態の間仕切壁１０の構築方法を説明する。
　まず、図７に示すように、梁４の下面及び下方の床スラブ１の上面にランナー１１を固
定する。ランナー１１は、梁４及び下方の床スラブ１にアンカーを打設し、このアンカー
に取り付ける方法や、接着剤により接着する方法などにより固定すればよい。
【００２５】
　次に、図８に示すように、間仕切壁１０を構築すべき架構開口部内に両端を梁４及び床
スラブ１に固定し、上下方向に延びるように複数の鉛直ワイヤ３０を水平方向に所定の間
隔を空けて張設する。また、これと同様に、両端を柱２、３に固定し、水平方向に延びる
ように複数の水平ワイヤ３１を上下方向に所定の間隔を空けて張設する。なお、鉛直ワイ
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ヤ３０の水平方向の間隔及び水平ワイヤ３１の上下方向の間隔は、壁ブロック２０のサイ
ズに基き決定すればよい。
【００２６】
　次に、壁ブロック２０を、最下段より最上段に向かって各段について水平方向に壁ブロ
ック２０を接続するとともに、下段の壁ブロック２０と接続することにより組積する。
　図９は、壁ブロック２０を組積する様子を示す図である。同図に示すように、水平ワイ
ヤ３１を引き上げながら、新たに配置する壁ブロック２０を鉛直ワイヤ３１が側方凸部に
形成された上下方向に延びる溝に嵌め込む。そして、新たに配置する壁ブロック２０の下
面の下方凹部２２を、下方の壁ブロック２０の上面の上方凸部２１と嵌合させ、また、左
右方向に隣接する壁ブロック２０の側面に形成された側面凹部２４に、新たに配置する壁
ブロック２０の側面凸部２３を嵌合させ、これにより、上下方向及び左右方向に隣接する
壁ブロック２０と接続する。そして、壁ブロック２０を接続した後、水平ワイヤ３１を引
き上げるのをやめ、この水平ワイヤ３１を壁ブロック２０の上面に形成された水平方向に
延びる溝２５に嵌め込む。
【００２７】
　このようにして、水平方向に壁ブロック２０を連結した後、水平方向の端部の壁ブロッ
ク２０と梁との間の隙間において、ジャッキ等により水平ワイヤ３１に緊張力を加えなが
ら、固定金物３２のナット３３を水平方向の端に位置する壁ブロック２０の側面と当接す
るまで締め付ける。そして、伸縮ブロック５０を水平方向の端部の壁ブロック２０と梁と
の間の隙間に設置し、側方凸部５１を柱３に当接するまで伸長させて、伸縮ブロック５０
を取り付ける。
【００２８】
　上記の作業を最下段から最上段まで各段について行った後、最上段の壁ブロック２０と
梁４との隙間において、鉛直ワイヤ３０にジャッキ等により引張荷重を加えながら、固定
金物３２のナット３３を最上段の壁ブロック２０の上面と当接するまで締め付ける。
　そして、最上段の壁ブロック２０と梁４との間の隙間に設置し、上方凸部４１を梁４に
当接するまで伸長させて、伸縮ブロック４０を取り付ける。
　以上の工程により本実施形態の間仕切壁１０を構築することができる。
【００２９】
　なお、建物のリニューアルなどに伴い、間仕切壁１０を解体する場合には、上記の間仕
切壁１０を構築する工程を逆の順序で行えばよい。すなわち、まず、伸縮ブロック４０の
凸部４１を退行させて壁ブロック２０と梁４との隙間から取り外し、固定金物３２のナッ
ト３３を緩める。そして、最上段から最下段に向かって、伸縮ブロック５０を側方凸部５
１を対向させて壁ブロック２０と柱２との間から取り外し、水平方向に接続された壁ブロ
ック２０を取り外せばよい。
【００３０】
　以上説明したように、本実施形態によれば、上下方向に隣接する壁ブロック２０は、上
面に形成された上方凸部２１と、下面に形成された下方凹部２２とを嵌合させ、これら隣
接する壁ブロック２０が離間しないようにワイヤ３０及び固定金物３２により上下方向に
拘束することにより接続し、水平方向に隣接する壁ブロック２０もこれと同様に接続する
こととしたため、接着剤や釘等を用いることなく、壁ブロック２０を上下左右方向に接続
して間仕切壁１０を構築することができる。すなわち、壁ブロック２０の接続に接着剤や
釘、モルタル等を用いていないため、接着剤や釘、モルタル等を用いていないため、解体
した壁ブロック２０を他の間仕切壁を構築する際に再利用することができる。
【００３１】
　また、壁ブロック２０の接続に接着剤や釘、モルタル等を用いていないため、特殊な技
能を備えた作業員以外でも施工可能である。
　また、壁ブロック２０をＦＲＰ製とすることにより、部材が軽量であるので施工が容易
である。
【００３２】
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　なお、本実施形態では、上下方向及び左右方向の夫々について、隣接する壁ブロック２
０の接合端面に凸部２１、２３及び凹部２２、２４を形成し、これら凸部２１、２３及び
凹部２２、２４を嵌合させ、さらに、床スラブ１又は柱３と固定金物３２とにより挟み込
むことで壁ブロック２０を拘束するものとしたが、これに限らず、上下方向又は左右方向
の何れか一方のみについてかかる構成を設ければ、間仕切壁１０は面外方向からの荷重に
抵抗することができる。
【００３３】
　また、本実施形態では、壁ブロック２０の上下方向の移動を床スラブ１と固定金物３２
とで挟み込むことで拘束し、また、水平方向の移動を柱３と固定金物３２とで挟みこむこ
とで拘束するものとしたが、これに限らず、上下方向又は左右方向に並ぶ壁ブロック２０
の両側に当接するように固定金物３２を設け、これら固定金物３２を緊張力を加えたワイ
ヤ３０、３１により連結することにより上下方向及び左右方向の移動を拘束する構成とし
てもよい。
【００３４】
　また、本実施形態では、上下方向に張設されたワイヤ３０に固定金物３２を取り付ける
ことにより壁ブロック２０の移動を拘束するものとしたが、これに限らず、例えば、図１
０に示すように、上記の伸縮ブロック４０の凸部４１をジャッキ１４０により伸縮させる
構成とし、凸部４１を壁ブロック２０と梁４との隙間の幅に合わせて伸長させた状態で伸
縮を拘束すれば、壁ブロック２０を拘束することができる。さらに、例えば、図１１に示
すように、壁ブロック２０と梁４との間の隙間の形状に合わせて、隙間用壁ブロック１４
１を形成し、この隙間用壁ブロック１４１を隙間に嵌め込むことによっても、壁ブロック
２０を拘束することができる。なお、これと同様に壁ブロック２０の水平方向の移動を拘
束する場合にも図１０や図１１に示す構成を用いることができる。
【００３５】
　また、本実施形態では、上下方向及び水平方向に延びる溝２６、２５を壁ブロック２０
の上面及び側面に形成し、この溝２６、２５にワイヤ３０、３１を嵌め込むものとしたが
、これに限らず、壁ブロック２０に貫通孔を形成し、この貫通孔にワイヤ３０、３１を挿
通させるもとのとしてもよい。また、これら溝や貫通孔を設ける位置は問わない。
【００３６】
　また、本実施形態では、壁ブロック２０をＦＲＰ製としたが、これに限らず、各種樹脂
やＧＲＣ（ガラス補強コンクリート）製としてもよい。特に、ＧＲＣ（ガラス補強コンク
リート）製とした場合には、間仕切壁１０に耐火性能を持たせることができる。
【００３７】
　また、本実施形態では、ワイヤ３０、３１に緊張力を加えた状態で、固定金物３２のナ
ット３３を締め付け、壁ブロック２０を押圧しているが、これに限らず、ワイヤ３０、３
１にたるみがない状態でナット３３を締め付ければ、壁ブロック２０を拘束することがで
きる。これと同様に、図１０又は図１１に示す方法を用いる場合にも壁ブロック２０を押
圧してもよいし、拘束するのみでもよい。
【００３８】
　また、本実施形態では、間仕切壁１０の目地がいも目地状になるように壁ブロック２０
を組積することとしたが、これに限らず、図１２に示すように、間仕切壁１０の目地が馬
目地状になるように、壁ブロック２０を組積してもよく、間仕切壁１０の意匠性を向上す
ることができる。
【００３９】
　また、本実施形態では、床スラブ１上面から梁４下面に亘る間仕切壁１０を構築する場
合について説明したが、これに限らず、例えば、図１３に示すような床スラブ１上面から
柱２、３の中間までの高さの間仕切壁１１０など、柱２、３、梁４、床スラブ１により形
成された開口部の一部を閉鎖するような間仕切壁を構築することも可能である。
【００４０】
　また、本実施形態では、上面に凸部が、下面に凹部が形成された壁ブロックを用いる場
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合について説明したが、これに限らず、上面に凹部が、下面に凸部が形成された壁ブロッ
クや、図１４（Ａ）に示すように、上下面夫々に凸部１２０Ａ及び凹部１２０Ｂ形成され
た壁ブロック１２０を用いてもよい。さらに、図１４（Ｂ）に示すように、上下両面に凸
部１２１Ａが形成された壁ブロック１２１と、上下両面に凹部１２２Ａが形成された壁ブ
ロック１２２を組み合わせて用いてもよい。
　また、本実施形態では建物躯体の開口内に間仕切壁を構築する場合について説明したが
、これに限らず、間仕切壁を構築する場合に広く適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本実施形態の間仕切壁を示す正面図である。
【図２】壁ブロックを示す図であり、（Ａ）は正面図、（Ｂ）は（Ａ）におけるＢ矢視図
、（Ｃ）は（Ａ）におけるＣ矢視図、（Ｄ）は（Ａ）におけるＤ－Ｄ´断面図である。
【図３】壁ブロックが取り付けられている様子を示す斜視分解図である。
【図４】上下方向及び水平方向に延びるワイヤに取り付けられた固定金物を示す図である
。
【図５】最上段の壁ブロックと梁との間に上下方向に伸縮可能な伸縮ブロックを取り付け
る様子を示す図である。
【図６】左右方向一端の壁ブロックと柱との間の隙間に水平方向に伸縮可能な伸縮ブロッ
ク５０が取り付けられている様子を示す図である。
【図７】梁の下面及び下方の床スラブの上面にランナーを固定した状態を示す正面図であ
る。
【図８】上下方向及び左右方向にワイヤを張設した状態を示す正面図である。
【図９】壁ブロックを組積する様子を示す正面図である。
【図１０】壁ブロックと梁との間の隙間にジャッキを備えた伸縮ブロックを設置した状態
を示す断面図である。
【図１１】壁ブロックと梁との間の隙間に、この隙間の形状に合わせて形成された隙間用
壁ブロックを嵌めこんだ状態を示す断面図である。
【図１２】目地がいも目地状になるように壁ブロックを組積した間仕切壁を示す正面図で
ある。
【図１３】柱の中間部までの高さの間仕切壁を示す正面図である。
【図１４】別の実施形態の壁ブロックを示す図である。
【符号の説明】
【００４２】
１　床スラブ
２、３　柱
４　梁
１０　間仕切壁
１１　ランナー
２０　壁ブロック
２１　上方凸部
２２　下方凹部
２３　側方凸部
２４　側方凹部
２５、２６　溝
３０　鉛直ワイヤ
３１　水平ワイヤ
３２　固定用金具
３３　ナット
３４　螺子金物
４０、５０　伸縮ブロック
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４１　上方凸部
４２　下方凹部
５１　側方凸部
５２　側方凹部
１２０、１２１、１２２　壁ブロック
１４０　ジャッキ
１４１　隙間用壁ブロック

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図５】

【図６】
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【図１０】

【図１１】
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