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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軽鉄スタッド及び壁面材により形成される乾式工法の間仕切壁において、
　金属成形板が前記スタッド間の空間に配置され、該成形板は、前記スタッドに固定され
、スタッド間空間に延在することを特徴とする乾式間仕切壁構造。
【請求項２】
　前記金属成形板は、前記スタッドに固定される両側の取付部と、該取付部の間に延在す
る平板部とを備えることを特徴とする請求項１に記載の乾式間仕切壁構造。
【請求項３】
　前記金属成形板は、前記スタッドに固定される両側の取付部と、該取付部の間に延在す
る曲面部とを備えることを特徴とする請求項１に記載の乾式間仕切壁構造。
【請求項４】
　前記金属成形板は、前記スタッドに固定される両側の取付部と、該取付部の間に延在す
る折曲成形部とを備えることを特徴とする請求項１に記載の乾式間仕切壁構造。
【請求項５】
　前記曲面部は、局所的に前記壁面材に接触することを特徴とする請求項３に記載の乾式
間仕切壁構造。
【請求項６】
　前記折曲成形部は、局所的に前記壁面材に接触することを特徴とする請求項４に記載の
乾式間仕切壁構造。
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【請求項７】
　前記壁面材は、柱又は梁の耐火被覆材を分断して柱又は梁の表面まで延び、
　壁内耐火材が、前記間仕切壁の中空部を横断し且つ該壁面材を介して柱又は梁の耐火被
覆材と耐火上連続するように、前記間仕切壁の末端部又は上端部に配置され、
　柱又は梁を全面的に被覆する耐火被覆が、前記耐火被覆材、前記壁面材及び前記壁内耐
火材により形成されることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の乾式間仕
切壁構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、乾式間仕切壁構造に関するものであり、より詳細には、防犯性能、遮音性能及
び防耐火性能を改善する簡単な構成の乾式間仕切壁構造に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
建築物の各室を区画する乾式工法の界壁として、軽鉄下地の骨組にボード建材を取付けて
なる軽鉄下地工法の間仕切壁、或いは、補強リブを備えた自立可能な面材（ボード建材又
は押出成形板）を建込むノンスタッド工法又はスタッドレス工法の間仕切壁が知られてい
る。乾式工法の間仕切壁は、建築物の軽量化及び施工性等の点で湿式工法の間仕切壁に比
べて有利であることから、建築物の内壁として広く実用に供されている。
【０００３】
建築物内部の間仕切壁は、内装制限及び防耐火性能に関する建築基準法上の制限を受ける
ので、中・大規模建築物又は中・高層建築物の間仕切壁は、多くの場合、耐火間仕切壁と
して設計・施工される。一般に、乾式工法の間仕切壁は、鉄筋コンクリート壁又はコンク
リートブロック壁等の湿式工法の比べて防耐火性能の点で難点があると考えられてきたが
、長年に亘る間仕切壁構造の改良の結果として、近年の乾式間仕切壁の多くは、湿式間仕
切壁に匹敵する防耐火性能を発揮する。例えば、石膏ボード又は石膏板を両面に施工した
軽鉄下地の間仕切壁が、防耐火基準に適合した乾式工法の耐火間仕切壁として多数の建設
現場で施工されている。
【０００４】
乾式工法の間仕切壁は又、湿式工法の間仕切壁に比べて遮音性能が劣るとも考えてきたが
、近年の乾式間仕切壁は、遮音性能の点においてもかなり改善しており、例えば、遮音性
能を向上した軽鉄間仕切壁は、中高層ホテルや、中高層の集合住宅の境界壁又は戸境壁と
して好適に使用可能な遮音性能を発揮する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、乾式間仕切壁は、比較的容易に破壊可能なボード建材により壁面を形成し
た構造を有する。しかも、間仕切壁内の軽鉄スタッドは、上下のランナと摩擦係合するに
すぎず、各軽鉄スタッドは、上下のランナに固定されてはいない。このため、防犯性能の
点で乾式間仕切壁及び湿式間仕切壁を対比すると、乾式間仕切壁は、湿式間仕切壁と同等
の防犯性能を発揮し難い。また、ガス爆発、爆風、火器類等により壁面破壊の可能性を回
避し難い施設、例えば、飲食又は宿泊用建物の業務用厨房、病院及び警察等の隔離施設、
危険物を取扱う施設、空港等の公共的重要施設などでは、壁面材の破壊を極力防止する必
要があることから、乾式工法の間仕切壁を採用するには、壁面強度の問題等を克服するこ
とが望まれる。殊に、近年建設されている数多くの高層集合住宅では、建築物の軽量化の
観点より境界壁又は戸境壁を乾式間仕切壁で設計・施工することが望ましいが、その反面
、乾式間仕切壁の戸境壁を採用した場合には、各戸の防犯性能を完全には確保し難く、ま
た、ガス爆発事故等の衝撃による界壁破壊や、これに伴う火炎拡散又は類焼等の被害拡大
も懸念されており、従って、従来の乾式間仕切壁構造には、依然として改良の余地が残さ
れている。
【０００６】
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また、乾式間仕切壁の防耐火性能及び遮音性能が近年かなり改善したとはいっても、コン
セント等の建築設備の開口部による遮音性能の低下や、特定の周波数帯域の騒音に対して
は十分な遮音効果を発揮し難いという問題も残されており、更には、乾式間仕切壁の場合
、火災時のボード建材の脱落又は剥落等による防耐火性能の低下といった問題も回避し難
い。このため、乾式間仕切壁の遮音性能及び防耐火性能を更に改善する対策が望まれる。
【０００７】
本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、防犯性能、
耐衝撃性、遮音性能及び防耐火性能を改善する簡単な構成の乾式間仕切壁構造を提供する
ことにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段及び作用】
本発明は、上記目的を達成すべく、軽鉄スタッド及び壁面材により形成される乾式工法の
間仕切壁において、
金属成形板が前記スタッド間の空間に配置され、該成形板は、前記スタッドに固定され、
スタッド間空間に延在することを特徴とする乾式間仕切壁構造を提供する。
【０００９】
本発明の上記構成によれば、壁面材が破壊したとしても、金属成形板がスタッド同士を相
互連結するとともに、スタッド間空間を少なくとも部分的に閉塞するので、侵入者等の通
り抜けを阻止することができる。また、衝撃により壁面材が破壊又は損傷したとしても、
間仕切壁内の金属成形板は、他室への火炎拡散、爆風吹抜け、或いは、銃弾等の通過を遮
る。
【００１０】
また、金属成形板は、壁の質量を増大し、間仕切壁の遮音効果を全体的に向上させるばか
りでなく、両側の壁面に配置された建築設備開口部の間に位置し、設備開口部による音抜
け効果を抑制する。
【００１１】
更には、火災時に壁面材が脱落又は剥落した際、金属成形板は、各スタッドを相互連結し
続けるので、間仕切壁の崩落又は逸失は、回避し得る。
従って、上記構成の乾式間仕切壁によれば、簡易な構造であるにもかかわらず、防犯性能
、耐衝撃性、遮音性能及び防耐火性能を効果的に改善することができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明の好適な実施形態によれば、金属成形板は、鋼板、アルミニウム合金、ステンレス
合金又はセラミックスの一体成形板からなる。金属成形板は、板厚０．３～３．０mm、好
ましくは、１．２～２．３mm程度の板厚を有する。
【００１３】
本発明の更に好適な実施形態によれば、上記金属成形板は、軽鉄スタッドに固定される両
側の取付部と、取付部の間に延在する平板部、曲面部又は折曲成形部とから構成される。
好ましくは、取付部は、金属成形板の両側縁を曲げ成形することにより形成され、上下方
向に整列した多数のビス孔が、取付部に穿設される。所望により、上記取付部と同様な取
付部を金属成形板の上縁及び下縁に更に形成しても良い。更に好ましくは、取付部と軽鉄
スタッドとの間に緩衝材、例えば、耐火性の遮音シーリング材が介挿される。
【００１４】
本発明の或る実施形態において、曲面部又は折曲成形部の頂点部分は、壁面材の内側表面
に接触し、壁面材の励振現象を抑制する。
本発明の他の実施形態において、上記壁面材は、柱又は梁の耐火被覆材を分断して柱又は
梁の表面まで延び、壁内耐火材が、間仕切壁の末端部又は上端部に配置される。壁内耐火
材は、間仕切壁の中空部を横断し且つ壁面材を介して柱又は梁の耐火被覆材と耐火上連続
し、これにより、柱又は梁を全面的に被覆する耐火被覆が、耐火被覆材、壁面材及び壁内
耐火材により形成される。このような構成によれば、間仕切壁の末端部及び上端部を柱又
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は梁に固定し、間仕切壁の末端部又は上端部においても、間仕切壁の防犯性能又は隔離性
能や、遮音性能を向上することができる。好ましくは、上記耐火被覆材、壁面材及び壁内
耐火材は、不燃性ボード建材からなる。更に好ましくは、耐火間仕切壁の壁面材と同種の
不燃性面材が、耐火被覆材及び壁内耐火材として使用される。例えば、石膏ボード、珪酸
カルシウム板又は押出形成板のいずれかが、耐火被覆材、壁面材及び耐火被覆材として使
用される。
【００１５】
【実施例】
以下、添付図面を参照して、本発明に係る乾式間仕切壁構造の実施例について、詳細に説
明する。
図１及び図２は、本発明に係る乾式間仕切壁構造の第１実施例を示す断面図であり、図３
及び図４は、図１及び図２に示す間仕切壁構造の部分斜視図である。
【００１６】
図１及び図３に示す如く、Ｈ型鋼材の鉄骨柱Ｃが、建築物の隔壁又は外壁Ａに沿って配置
され、耐火間仕切壁Ｗの壁芯が、柱Ｗの柱芯と直角に交差する。柱Ｃの耐火被覆Ｄが、柱
Ｃを囲むように配置される。耐火被覆Ｄは、角形鋼製スタッド１に取付けられた下張り耐
火面材２及び上張り耐火面材３からなり、乾式工法の耐火被覆層を形成する。クロス又は
塗装等の内装仕上材料４が、上張り耐火面材３の室内側表面に施工される。
【００１７】
間仕切壁Ｗの末端部は、耐火被覆Ｄを分断し、柱Ｃの側面まで延入しており、壁面材７、
８は、柱Ｃの表面に突付けられる。垂直鋼材１０が、柱Ｃの側面に沿って柱Ｃに固定され
、帯板形態の壁内耐火材１２、１３が、垂直鋼材１０の支持面１１に取付けられる。壁内
耐火材１２、１３は、柱Ｃの耐火面材２、３と同等の耐火性能を有し、軽鉄スタッド６の
幅と実質的に同一の幅を有する。耐火被覆層Ｄは、間仕切壁Ｗの末端部によって分割され
るが、耐火被覆層Ｄの欠損部分では、壁面材７、８及び壁内耐火材１２、１３による柱Ｃ
の耐火被覆が形成されるので、柱Ｃは、実質的に全面に亘って耐火被覆される。
【００１８】
間仕切壁Ｗは、床スラブＦ１上に施工された軸組構造の軽鉄間仕切壁からなり、壁芯に沿
って所定間隔を隔てて整列配置した軽鉄スタッド６と、ボードビス等の係止具によってス
タッド６の両側面に取付けられた下張り壁面材７と、ステープル等の係止具及び／又は接
着剤によって壁面材７の室内側表面に取付けられた上張り壁面材８とから概ね構成される
。クロス又は塗装等の内装仕上材料９が、壁面材８の室内側表面に更に施工される。
【００１９】
図２及び図４に示す如く、Ｈ形鋼材の梁Ｂが、上階床スラブＦ２の下面に配置される。耐
火間仕切壁Ｗの壁芯は、梁Ｂの中心線と直角に交差する。梁Ｂの耐火被覆Ｄが、梁Ｂを囲
むように配置される。耐火被覆Ｄは、柱Ｃの耐火被覆Ｄと同様に下張り耐火面材２及び上
張り耐火面材３の２層構造を有する。
【００２０】
間仕切壁Ｗの上端部は、耐火被覆Ｄを分断し、梁Ｂの下面まで延入しており、壁面材７、
８は、梁Ｂのフランジ部下面に突付けられる。溝形鋼材又はチャンネル形鋼材を所定長に
切断してなるブラケット１６が、ボルト又は溶接により梁Ｂのフランジ部下面に固定され
る。ブラケット１６は、梁Ｂに沿って所定間隔、例えば、９００mm間隔を隔てて配置され
る。
【００２１】
帯板形態の壁内耐火材１７、１８が、ブラケット１６の支持面１９に取付けられる。壁内
耐火材１７が、ボードビス等の係止具によってブラケット１６に固定され、壁内耐火材１
８が、ステープル等の係止具及び／又は接着剤によって壁内耐火材１７の下面に固定され
る。壁内耐火材１７、１８は、耐火面材２、３と同等の耐火性能を有し、スタッド６の幅
と実質的に同一の幅を有する。壁内耐火材１８の下面には、間仕切壁Ｗの上部ランナ３１
が固定され、スタッド６の上端部が上部ランナ３１に挿入される。スタッド６の下端部は
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、床スラブＦ１上の下部ランナ３２に挿入される。なお、軽鉄天井下地及び天井仕上材か
らなる天井構造体Ｅが、後工程により各室に施工される。
【００２２】
スタッド６は、断面形状及び寸法等を日本建築学会基準（ＪＡＳＳ２６）等で規定された
Ｃ形又はチャンネル形の軽量型鋼からなり、幅５０～１００mm、厚さ４５mm～６０mm程度
の寸法を有する。スタッド６の相互間隔は、壁面材７、８の割付け寸法に相応しており、
一般には、約３００mm間隔又は約４５０mm間隔に設定される。なお、スタッド６として、
スタッド１のような角形鋼材、或いは、シャフトウォール用スタッド等の他の断面形状の
軽鉄スタッドを使用しても良い。
【００２３】
板厚１．０～３．０mm、好ましくは、１．２～２．３mm程度の鋼板２０が、等間隔に配置
されたスタッド６の間に挿入される。鋼板２０は、概ね壁芯位置に位置決めされた平板部
２１の両側縁を略直角に曲げ成形したものであり、両側縁の折曲げ部分は、スタッド６に
取付け可能な取付部２２を構成する。図２（A)に示す如く、上下方向に整列した多数のビ
ス孔２３が、取付部２２に穿設される。
【００２４】
図１に示す如く、取付部２２は、ビス等の係止具２６によってスタッド６の縁部６ａに固
定される。所望により、緩衝材２７が、取付部２２及び縁部６ａの間に介挿される。緩衝
材２７として、金属製帯板、樹脂製又はエラストマー製のシート材料、ロックウールフェ
ルト等の耐火材料、或いは、遮音性シーリング材等を好適に使用し得る。
【００２５】
鋼板２０の外形寸法は、スタッド６の間に形成される空間１５の正面寸法に一致しており
、各スタッド間空間１５に夫々挿入された各鋼板２０は、図２(B) に示す如く、各スタッ
ド間空間１５を閉塞する。
【００２６】
図５は、間仕切壁Ｗの施工工程を示す工程説明図である。
図５(A) に示す如く、下部ランナ３２を床スラブＦ１上に固定するとともに、壁内耐火材
１７、１８を介して上部ランナ３１を梁Ｂの下側に固定する。次いで、軽鉄スタッド６を
上下のランナ３１、３２に沿って等間隔に建込む。
【００２７】
図５(B) に示す如く、鋼板２０をスタッド間空間１５に挿入し、係止具２６（図１）によ
って鋼板２０の取付部２２を各スタッド６の縁部６ａに固定する。このようにしてスタッ
ド間空間１５を閉塞した後、図５(C) に示す如く、壁面材７、８を各スタッド６に固定す
る。壁面材７、８として、強化石膏ボード、強化石膏板又は珪酸カルシウム板等のボード
建材を好適に使用し得る。
【００２８】
このような間仕切壁構造によれば、鋼板２０は、軽鉄スタッド６を相互連結し、間仕切壁
Ｗの耐衝撃性を向上するとともに、スタッド間空間１５を閉塞し、侵入者等の通り抜けを
阻止する。従って、間仕切壁Ｗの防犯性能又は隔離性能は、格段に向上する。また、上記
実施例では、間仕切壁Ｗの末端部及び上端部が柱Ｃ及び梁Ｂに達し、柱Ｃ及び梁Ｂに固定
されるので、間仕切壁Ｗの末端部及び上端部においても、間仕切壁Ｗの防犯性能又は隔離
性能が向上する。
【００２９】
間仕切壁Ｗの鋼板２０は又、火災時に壁面材７、８が崩落又は脱落した際にも、スタッド
間空間１５を閉塞し続け、火炎又は熱風の吹抜けを阻止する。このため、間仕切壁Ｗの防
耐火性能は、大きく向上する。　　　　　　　　間仕切壁Ｗの鋼板２０は、図１及び図２
に示す間仕切壁Ｗの伝播音Ｘを遮断する。これは、間仕切壁Ｗの末端部及び上端部が柱Ｃ
及び梁Ｂに達し、側路伝播音Ｙを遮断することと相まって、間仕切壁Ｗの遮音性能を全体
的に向上させる。また、間仕切壁Ｗには、電源コンセント器具や、電話アウトレット器具
等の建築設備器具が埋め込まれ、これら器具の埋込み部分では、壁面材７、８に開口部が
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形成されるので、設備器具用開口を通じた騒音伝達経路が形成される。しかしながら、鋼
板２０は、このような騒音伝播の経路を遮断するので、建築設備開口等を原因とする間仕
切壁Ｗの遮音性劣化を有効に防止することができる。なお、鋼板２０の材質、板厚及び及
び表面処理は、任意に設定可能であるので、鋼板２０の質量、反射性能及び吸音性能を間
仕切壁Ｗの使用目的に応じて適切に設定し、間仕切壁Ｗの遮音性能を所望の如く調節する
ことができる。
【００３０】
図６は、鋼板２０の各種形態を例示する斜視図である。
前述の鋼板２０は、図６(A) に示す如く、壁芯方向と平行に延びる平板部２１を備えた形
態のものであるが、鋼板２０の形態は、これに限定されるものではなく、図６(B) に示す
如く、スタッド間空間１５を斜めに横断するように壁芯と交差する方向に延びた平板部２
１を備えても良く、また、図６(C) 及び図６(D) に示す如く、曲面部２１’を備え、或い
は、図６(E) 及び図６(F) に示す如く、ジグザク形態又はリブ形態の折曲成形部２１”を
備えた構造のものであっても良い。
【００３１】
図７及び図８は、図６(C) 及び図６(D) に示す鋼板２０を備えた間仕切壁Ｗの構成を示す
断面図である。
間仕切壁Ｗの全体構成は、前述の実施例と同一であるが、鋼板２０は、曲面部２１’を備
え、曲面部２１’は、スタッド間空間１５に湾曲面を形成する。曲面部２１’は、間仕切
壁Ｗ内に入射する音に反発し、矢印Ｘ方向の透過音の音圧を遮断するとともに、透過音を
不規則な方向に反射し且つ拡散する。
【００３２】
図８に示す実施例では、曲面部２１’の頂点部分２８は、交互に各室の壁面材７に接触す
る。曲面板２１’は、スタッド間空間１５から僅かに膨らみ出るような曲率を有し、壁面
材７を取付けたときに、壁面材７と圧力下に接触する。片側の室で発生した音は、壁面材
７、８に振動を励振するが、曲面板２１’は、壁面材７に接触して壁面材７、８の振動を
抑制ないし吸収し、スタッド間空間１５の音圧レベルを低下させるとともに、反対側の壁
面材７、８への音圧伝播を遮断する。また、壁面材７に接した鋼板２０は、間仕切壁Ｗの
共振周波数を変え、壁面材７、８の共振を防止するので、特に重低音域又は低周波数域の
騒音に対する間仕切壁Ｗの遮音効果を向上させる。
【００３３】
図９は、図６(E) に示す鋼板２０を備えた間仕切壁Ｗの構成を示す断面図である。
間仕切壁Ｗの全体構成は、前述の実施例と同一であるが、鋼板２０は、ジグザグ形の折曲
成形部２１”を備え、折曲成形部２１”は、スタッド間空間１５に不規則な方向性の隔壁
を形成する。折曲成形部２１”は、矢印Ｘ方向の透過音の音圧を遮断し、透過音を不規則
な方向に反射し、拡散する。
【００３４】
図１０は、スタッド間空間１５を部分的に閉塞する鋼板２０を備えた間仕切壁の実施例を
示す斜視図である。
図１０に示す間仕切壁Ｗの全体構成は、上述の実施例と同じであるが、本例の鋼板２０は
、スタッド間空間１５の下半部にのみ挿入される。鋼板２０の平板部２１は壁芯方向に配
置され、取付部２２は、各スタッド６の縁部６ａに固定される。このような構成の間仕切
壁Ｗによれば、遮音性能及び防耐火性能は、前述の実施例に比べて低下し得るが、防犯性
能に関し、前述の実施例と同様の効果が得られる。なお、鋼板２０は、必ずしも下半部に
配置する必要はなく、下部ランナ３２から上方に間隔を隔てた位置に配置しても良く、ま
た、上下方向に間隔を隔てた複数の鋼板２０をスタッド間空間１５に配置しても良い。
【００３５】
以上、本発明の好適な実施例について詳細に説明したが、本発明は上記実施例に限定され
るものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲内で種々の変形又は変更が可
能であり、該変形例又は変更例も又、本発明の範囲内に含まれるものであることは、いう
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までもない。
【００３６】
例えば、取付部２２と同様な折曲げ部分を鋼板２０の上縁及び下縁に形成しても良く、ま
た、鋼板２０と同様な板体を他の金属（アルミニウム合金、ステンレス合金等）又はセラ
ミックスの板体により形成しても良い。
【００３７】
また、鋼板２０の上縁及び下縁とランナ３１、３２との接続部、柱Ｃ及び梁Ｂと壁面材７
、８との接続部、耐火面材２、３と壁面材８との接続部、壁面材７の内側表面と壁内耐火
材１２、１３、１７、１８の端部との接続部等に耐火性の遮音シーリング材等を充填して
も良い。
【００３８】
更に、壁内耐火材１２、１３、１７、１８は、石膏ボードの帯板に限定されるものではな
く、珪酸カルシウム板、押出成形板、ＡＬＣ板等の他の耐火性ボード又はパネル材を壁内
耐火材１２、１３、１７、１８として使用しても良い。
また、鋼板２０と同様な鋼板をスタッド間空間１５に更に挿入することも可能である。
【００３９】
【発明の効果】
以上説明した如く、本発明の上記構成によれば、防犯性能、耐衝撃性、遮音性能及び防耐
火性能を改善する簡単な構成の乾式間仕切壁構造を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る乾式間仕切壁構造の第１実施例を示す横断面図である。
【図２】図１に示す乾式間仕切壁構造の縦断面図である。
【図３】図１及び図２に示された間仕切壁の柱取合部の構成を示す部分斜視図である。
【図４】図１及び図２に示された間仕切壁の梁取合部の構成を示す部分斜視図である。
【図５】間仕切壁の施工工程を示す工程説明図である。
【図６】間仕切壁内に配置される鋼板の各種形態を例示する斜視図である。
【図７】図６(C) に示す鋼板を備えた間仕切壁の構成を示す断面図である。
【図８】図６(D) に示す鋼板を備えた間仕切壁の構成を示す断面図である。
【図９】図６(E) に示す鋼板を備えた間仕切壁の構成を示す断面図である。
【図１０】スタッド間空間を部分的に閉塞する鋼板を備えた間仕切壁構造を示す斜視図で
ある。
【符号の説明】
Ａ　外壁
Ｂ　梁
Ｃ　柱
Ｄ　耐火被覆
Ｗ　耐火間仕切壁
６　軽鉄スタッド
７、８　壁面材
１５　スタッド間空間
２０　鋼板
２１　平板部
２１’　曲面部
２１”　折曲成形部
２２　取付部
２３　ビス孔
２６　係止具
２７　緩衝材
２８　頂点部分
３１、３２　ランナ
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