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(57)【要約】
【課題】施工性を向上し得る壁下地装置及びこれを用い
た壁下地施工方法を提供する。
【解決手段】壁下地装置１は、壁厚方向一方側に面材７
が固定される複数本の縦桟３０と、前記縦桟の下端部３
０ａを保持する下端保持部材１０と、を備えており、前
記下端保持部材は、下横桟２５と、スラブ２上に間隔を
空けて設置され、隣り合う下横桟の端部２５ａを保持す
る保持部２０が設けられた支持部材１１と、を備え、該
支持部材には、前記スラブに対する前記保持部２０の高
さを調整可能とする高さ調整部１７が設けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　壁厚方向一方側に面材が固定される複数本の縦桟と、前記縦桟の下端部を保持する下端
保持部材と、を備えており、
　前記下端保持部材は、下横桟と、スラブ上に間隔を空けて設置され、隣り合う下横桟の
端部を保持する保持部が設けられた支持部材と、を備え、該支持部材には、前記スラブに
対する前記保持部の高さを調整可能とする高さ調整部が設けられていることを特徴とする
壁下地装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記縦桟は、床材が載置される根太を支持する根太受部を備えていることを特徴とする
壁下地装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記支持部材には、上方側に向けて開口し、前記縦桟の下端部が差し込まれる差込凹所
と、前記保持部を構成し、前記隣り合う下横桟の各端部を受け入れるように各下横桟の長
手方向に沿って開口する受入凹所と、が設けられていることを特徴とする壁下地装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項において、
　前記支持部材の保持部は、互いに直交状に隣り合う下横桟の端部を保持するように設け
られていることを特徴とする壁下地装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の壁下地装置を用いた壁下地施工方法であって、
　複数の前記支持部材のそれぞれの保持部が同高さとなるように、それぞれの高さ調整部
を調整して各支持部材をスラブ上に間隔を空けて設置する工程と、これら支持部材に端部
を保持させて複数本の前記下横桟を設置する工程と、これら支持部材及び下横桟を含む下
端保持部材に下端部を保持させて複数本の前記縦桟を設置する工程と、を備えていること
を特徴とする壁下地施工方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、面材が固定される壁下地装置及びこれを用いた壁下地施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、面材が固定される壁下地としては、壁幅方向に間隔を空けて配置される複数
本のスタッド（縦桟、間柱）を備えたものが知られている。
　例えば、下記特許文献１には、スラブ上に設置された下ランナー（下横桟）に複数本の
スタッド（縦桟、間柱）の下端部を保持させる取付方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－６１３７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に記載された取付方法では、スラブに不陸があれば、下
ランナーが水平となるように微調整を要したり、下ランナーが傾いて配された場合には各
スタッドの長さを調整したりする必要があり、更なる改善が望まれる。
【０００５】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、施工性を向上し得る壁下地装置及び
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これを用いた壁下地施工方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明に係る壁下地装置は、壁厚方向一方側に面材が固定
される複数本の縦桟と、前記縦桟の下端部を保持する下端保持部材と、を備えており、前
記下端保持部材は、下横桟と、スラブ上に間隔を空けて設置され、隣り合う下横桟の端部
を保持する保持部が設けられた支持部材と、を備え、該支持部材には、前記スラブに対す
る前記保持部の高さを調整可能とする高さ調整部が設けられていることを特徴とする。
【０００７】
　また、上記目的を達成するために、本発明に係る壁下地施工方法は、本発明に係る壁下
地装置を用いた壁下地施工方法であって、複数の前記支持部材のそれぞれの保持部が同高
さとなるように、それぞれの高さ調整部を調整して各支持部材をスラブ上に間隔を空けて
設置する工程と、これら支持部材に端部を保持させて複数本の前記下横桟を設置する工程
と、これら支持部材及び下横桟を含む下端保持部材に下端部を保持させて複数本の前記縦
桟を設置する工程と、を備えていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る壁下地装置及びこれを用いた壁下地施工方法は、上述のような構成とした
ことで、施工性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係る壁下地装置が備える支持部材の一例を模式的に示す概
略分解斜視図である。
【図２】同壁下地装置を模式的に示す一部破断概略斜視図である。
【図３】（ａ）は、同支持部材の概略平面図、（ｂ）は、同壁下地装置及びこれを用いた
本発明の一実施形態に係る壁下地施工方法の施工手順の一例を模式的に示す一部破断概略
平面図である。
【図４】（ａ）は、図３（ａ）におけるＸ１－Ｘ１線矢視に対応させた概略縦断面図、（
ｂ）は、図３（ｂ）におけるＸ２－Ｘ２線矢視に対応させた一部破断概略縦断面図である
。
【図５】（ａ）、（ｂ）は、同壁下地施工方法の施工手順の一例を模式的に示し、（ａ）
は、一部破断概略斜視図、（ｂ）は、一部破断概略平面図である。
【図６】（ａ）、（ｂ）は、同壁下地施工方法の施工手順の一例を模式的に示し、（ａ）
は、一部破断概略平面図、（ｂ）は、一部破断概略正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に本発明の実施の形態について、図面に基づいて説明する。
　なお、一部の図では、他図に付している詳細な符号の一部を省略している。
　また、以下の実施形態では、本実施形態に係る壁下地装置を設置した状態を基準として
上下方向等の方向を説明する。
【００１１】
　図１～図６は、本実施形態に係る壁下地装置及びこれを用いた壁下地施工方法の一例を
模式的に示す図である。
　本実施形態に係る壁下地装置１は、図６に示すように、壁厚方向一方側に面材７が固定
される複数本の縦桟３０と、縦桟３０の下端部３０ａを保持する下端保持部材１０と、を
備えている。また、下端保持部材１０は、下横桟２５と、スラブ２上に間隔を空けて設置
される支持部材１１と、を備えている。
【００１２】
　この壁下地装置１の施工対象となる建物としては、戸建住宅や集合住宅等の住宅に限ら
れず、商業施設や公共施設等の建物であってもよい。当該壁下地装置１は、種々の箇所に
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設置可能である。本実施形態では、図５（ｂ）及び図６（ａ）に示すように、建物の躯体
壁の壁面３に沿わせるように縦桟３０及び下端保持部材１０を設置した例を示している。
つまり、壁下地装置１は、いわゆる二重壁（ふかし壁）の壁下地を構成する。つまりは、
縦桟３０の壁厚方向一方側のみに面材７が固定される構成としている。壁面３は、戸境壁
を構成するものでもよく、間仕切壁を構成するものでもよい。なお、本実施形態に係る壁
下地装置１は、躯体壁の壁面３に沿わせて設置される態様に限られず、建物内空間を間仕
切る間仕切壁の壁下地として設置されるものでもよい。この場合は、縦桟３０の壁厚方向
両側に面材７が固定されるものでもよい。
【００１３】
　支持部材１１の設置対象となるスラブ２は、上階と下階との間や地盤上に設けられた基
礎スラブや床スラブ等のコンクリートスラブでもよい。
　また、この壁下地装置１の天井側の固定対象としては、ＬＧＳ（軽量形鋼）等の鋼製下
地や木造下地でもよいが、天井スラブでもよい。
　縦桟３０に固定される面材７は、一般的な壁下地ボード、例えば、石膏ボード（プラス
ターボード）でもよく、インシュレーションボードやＭＤＦ（中密度繊維板）、ハードボ
ード等の木質繊維板、木質積層板等の木質系ボードでもよい。また、面材７としては、こ
のような石膏ボードや木質系ボードに限られず、例えば、０．５ｍｍ～１．５ｍｍ程度の
比較的に薄い鉄板等の金属板でもよい。また、面材７は、表面（室内側面）に化粧シート
の貼着や塗装等の表面処理が施されて表面が化粧面とされたものでもよい。
【００１４】
　縦桟３０は、図２に示すように、上下方向に長尺状とされている。この縦桟３０は、図
５に示すように、壁幅方向に間隔を空けて設けられる。この縦桟３０を設けるピッチ（隣
り合う縦桟３０，３０間の寸法）は、一般的な間柱（スタッド）を設けるピッチと同程度
としてもよく、例えば、３００ｍｍ～６００ｍｍ程度としてもよい。
　また、本実施形態では、縦桟３０を、略角筒状の鋼製下地としている。図例では、縦桟
３０を、長手方向に見て略正方形状とされたものとしている。また、図例では、縦桟３０
の四周の側壁部３１，３１，３１，３１に、表面側において凹み、かつ中空側となる軸心
側に向けて突出するリブを長手方向に沿って延びるように設けた例を示している。なお、
縦桟３０としては、図例のような形状とされたものに限られず、例えば、Ｃ字状とされた
ものでもよく、その他、種々の構成とされたものでもよい。
【００１５】
　また、本実施形態では、図５及び図６に示すように、縦桟３０に、床材５が載置される
根太４を支持する根太受部３２を設けた構成としている。
　根太受部３２は、縦桟３０の高さ方向途中部位から室内側（反壁面側）に向けて突出す
るように設けられている。各縦桟３０の各根太受部３２は、各縦桟３０が施工された状態
でそれぞれの上面が同一平面状となるように、各縦桟３０の下端から上面までの寸法が同
寸法となるように設けられる。図例では、この根太受部３２を、縦桟３０の面材７が固定
される側（室内側）の側壁部３１に固定される固定片部を有したＬ字状金具とした例を示
している。また、図例では、根太受部３２に支持された根太４と縦桟３０との間に緩衝材
等からなるスペーサー３３を設けた例を示している。なお、根太受部３２の上面側にも同
様なスペーサーを設けた構成としてもよい。
【００１６】
　この根太受部３２に支持される根太４は、略角柱状とされている。この根太４は、適宜
の木質系材料から形成されたものでもよい。また、この根太４は、長手方向を水平方向に
沿わせ、壁際に沿うように配される壁際下地を構成する。なお、この根太４は、根太受部
３２を貫通して止着された（ねじ込まれたまたは打ち込まれた）ねじや釘等の止具によっ
て根太受部３２に固定されるものでもよい。この場合、根太受部３２に止具が挿通される
挿通孔を設けた構成としてもよい。
【００１７】
　この根太４に載置される床材５は、スラブ２上に床下空間を介在させて二重床を構成す
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るように配設される。この床材５は、図６（ａ）に示すように、平面視して略方形状の平
板状とされている。この床材５は、根太４に加えて、適宜の支持脚６によって支持される
ものでもよい。図例では、床材５の一隅部の下面側に支持脚６を取り付け、この一隅部の
対角側の隅部において交差する隣り合う脚対角側２辺を、壁面３，３同士が交差する入隅
部に向けて配設された根太４，４に載置した例を示している。また、壁際の床材５に隣り
合う床材の脚対角側２辺は、隣り合う床材の支持脚６が設けられた一隅部において交差す
る隣り合う脚側２辺のいずれかに支持されるものでもよい。この場合は、床材５の各辺に
段部等を設けた構成としてもよい。なお、床材５の四辺は、適宜の止具や接着剤によって
載置対象（根太４や隣り合う床材の辺部）に対して固定されるものでもよい。また、床材
５の支持態様としては、このような態様に限られず、その他、種々の変形が可能である。
【００１８】
　支持部材１１は、図３及び図４に示すように、隣り合う下横桟２５，２５の端部２５ａ
，２５ａを保持する保持部２０，２０と、スラブ２に対する保持部２０，２０の高さを調
整可能とする高さ調整部１７と、を備えている。また、本実施形態では、支持部材１１に
、縦桟３０の下端部３０ａを保持する縦桟保持部１２を設けている。また、この縦桟保持
部１２に、上方側に向けて開口し、縦桟３０の下端部３０ａが差し込まれる差込凹所１３
を設けた構成としている。
　差込凹所１３は、縦桟３０の四周を囲むように設けられた側壁部１４，１４，１４，１
４と底壁部１５とによって区画されている。側壁部１４，１４，１４，１４の内側面は、
縦桟３０の側壁部３１，３１，３１，３１の外側面の形状に応じた形状とされている。つ
まり、側壁部１４，１４，１４，１４の内側面には、リブ状の突部が中心側に向けて突出
するように設けられている。これら側壁部１４，１４，１４，１４は、互いに同厚さとさ
れている。つまり、差込凹所１３は、平面視して縦桟保持部１２の中心部に位置するよう
に設けられている。
【００１９】
　高さ調整部１７は、縦桟保持部１２の底壁部１５に対して上下動自在に設けられている
。本実施形態では、高さ調整部１７は、ねじ作用によって言わば無段階的に調整可能な構
成とされている。この高さ調整部１７は、スラブ２に当接される台座部１８と、雄ねじ部
１９と、を備えている。
　台座部１８は、比較的に扁平な略円板状とされている。この台座部１８は、合成樹脂系
材料や比較的に硬質なゴム等のエラストマー系材料から形成されたものでもよく、防振機
能を有したものでもよい。この台座部１８は、縦桟３０及び隣り合う下横桟２５，２５を
安定的に支持部材１１によって保持可能なように、適宜の径とされたものでもよい。図例
では、台座部１８の径を、縦桟３０の幅寸法（一辺の寸法）よりも大とした例を示してい
る。
【００２０】
　雄ねじ部１９は、台座部１８の平面視における中心部から上方側に向けて突出するよう
に設けられている。縦桟保持部１２の底壁部１５には、この雄ねじ部１９がねじ合わされ
る雌ねじ部１６が設けられている。この雌ねじ部１６は、差込凹所１３に差し込まれた縦
桟３０の軸心に平面視して一致する位置となるように設けられている。また、図例では、
この雌ねじ部１６を、底壁部１５を貫通させるように設けた例を示している。なお、縦桟
保持部１２側に雄ねじ部を設け、高さ調整部１７側に雌ねじ部を設けた構成としてもよい
。また、高さ調整部１７としては、ねじ作用によって無段階的に調整可能な構成とされた
ものに限られず、多段階的に調整可能な構成とされたものとしてもよく、例えば、シート
状の剥離可能な複数枚の高さ調整シートを積層した構成とされたもの等としてもよい。
【００２１】
　保持部２０，２０は、本実施形態では、互いに直交状に隣り合う下横桟２５，２５の端
部２５ａ，２５ａを保持するように設けられている。つまり、支持部材１１は、壁面３，
３同士が交差する隅部に設置される構成とされている。
　また、これら直交状に設けられた保持部２０，２０のコーナー部に位置するように縦桟
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保持部１２を設けた構成としている。換言すれば、支持部材１１は、縦桟保持部１２から
直交状に突出させるように保持部２０，２０を設けた構成とされ、平面視してＬ字状とさ
れている。
　また、本実施形態では、これら保持部２０，２０に、隣り合う下横桟２５，２５の各端
部２５ａ，２５ａを受け入れるように各下横桟２５，２５の長手方向に沿って開口する受
入凹所２１，２１を設けた構成としている。これら受入凹所２１，２１は、上方側に向け
て開口するように設けられている。つまり、これら受入凹所２１，２１は、各下横桟２５
，２５の長手方向に延びる凹溝状に設けられている。
【００２２】
　これら受入凹所２１，２１は、両側の側壁部２２，２２と底壁部２３と縦桟保持部１２
の側壁部１４，１４とによって区画されている。これら受入凹所２１，２１は、それぞれ
の溝幅方向中央部がそれぞれの溝長手方向に見て差込凹所１３の平面視における中心（縦
桟３０の軸心）に一致する位置となるように設けられている。これら受入凹所２１，２１
の溝幅寸法（側壁部２２，２２間寸法）は、下横桟２５，２５の幅寸法に応じた寸法とさ
れている。また、これら受入凹所２１，２１の溝深さ寸法は、下横桟２５，２５の上下寸
法に応じた寸法とされている。
　また、当該支持部材１１の出隅側（外側）面を構成する出隅側の側壁部２２，２２の外
側面は、縦桟保持部１２の出隅側において互いに交差する側壁部１４，１４の外側面と同
一平面状となるように設けられている。当該支持部材１１の入隅側（内側）面を構成する
入隅側の側壁部２２，２２の外側面は、縦桟保持部１２の残余の互いに交差する側壁部１
４，１４の外側面と同一平面状となるように設けられている。これら出隅側の側壁部２２
，２２と入隅側の側壁部２２，２２とは、互いに同厚さとされている。また、これら保持
部２０，２０の側壁部２２，２２，２２，２２の上面は、縦桟保持部１２の側壁部１４，
１４，１４，１４の上面と同一平面状とされている。
【００２３】
　また、本実施形態では、各側壁部１４，１４の互いに向き合う溝内壁面の高さ方向途中
部位に、互いに向き合う方向に向けて開口し、下横桟２５の長手方向に沿って延びる係合
溝２２ａ，２２ａを設けた構成としている。また、各側壁部１４，１４の互いに向き合う
溝内壁面の上端部に、互いに向き合う方向及び上方側に向けて開口し、下横桟２５の長手
方向に沿って延びる係合段部２２ｂ，２２ｂを設けた構成としている。
　また、各保持部２０，２０の底壁部２３，２３は、それぞれの下面が縦桟保持部１２の
底壁部１５の下面と同一平面状となるように設けられている。
　なお、支持部材１１は、合成樹脂系材料や金属系材料から形成されたものでもよい。
　また、図例では、支持部材１１の互いに交差する出隅側面または入隅側面のそれぞれに
貼着されるシート状のスペーサー２４，２４を設けた例を示している。これらスペーサー
２４，２４は、緩衝機能や防振機能を有したものでもよい。
【００２４】
　下横桟２５は、壁幅方向に長尺状とされている。この下横桟２５は、上記のように隅部
に設置されるＬ字状の支持部材１１，１１の保持部２０，２０間の寸法に応じた長さ寸法
とされたものでもよい。また、下横桟２５は、金属系材料から形成されたものでもよい。
　本実施形態では、図２に示すように、この下横桟２５に、上方側に向けて開口し、長手
方向に延びる凹溝２６を設けた構成としている。この凹溝２６は、両側の側壁部２７，２
７と底壁部２８とによって区画され、縦桟３０の下端部３０ａが差し込まれる構成とされ
ている。
　両側の側壁部２７，２７間の寸法は、縦桟３０の幅寸法（一辺の寸法）に応じた寸法と
されている。この凹溝２６は、この凹溝２６が設けられた下横桟２５の端部２５ａを保持
する支持部材１１の差込凹所１３及びこの凹溝２６のそれぞれに下端部３０ａ，３０ａが
差し込まれた縦桟３０，３０の壁厚方向（下横桟２５の幅方向）両面同士が同一平面状と
なるように設けられている。
【００２５】
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　また、これら両側の側壁部２７，２７の外側面の高さ方向途中部位には、上記した保持
部２０の側壁部２２，２２に設けられた係合溝２２ａ，２２ａに係合する係合突条２７ａ
，２７ａが全長に亘って延びるように設けられている。また、両側の側壁部２７，２７の
外側面の上端部には、上記した保持部２０の側壁部２２，２２に設けられた係合段部２２
ｂ，２２ｂに係合する係合突条２７ｂ，２７ｂが全長に亘って延びるように設けられてい
る。このような構成とすれば、支持部材１１の受入凹所２１に下横桟２５を長手方向に沿
って差し込めば、支持部材１１に対する下横桟２５の上下方向や幅方向への移動を抑制す
ることができる。
　また、本実施形態では、図５に示すように、凹溝２６に差し込まれた縦桟３０の下端部
３０ａの溝長手方向への移動を抑制する縦桟ストッパー２９を設けた構成としている。図
例では、縦桟ストッパー２９を、縦桟３０の溝長手方向両側に位置するように、かつ両側
の側壁部２７，２７間に架け渡すように設けた例を示している。なお、縦桟ストッパー２
９としては、このような態様とされたものに限られず、その他、種々の構成とされたもの
でもよい。
【００２６】
　また、本実施形態では、図４（ｂ）に示すように、下横桟２５の端部２５ａを支持部材
１１の受入凹所２１に差し込んだ状態で、底壁部２８の上面２８ａが縦桟支持部１２の底
壁部１５の上面１５ａと同一平面状となる構成としている。図例では、底壁部２８の上面
２８ａを、底壁部２８に全長に亘って延びるように、かつ上方側に向けて突出するように
設けられた補強リブの上面２８ａとしている。また、図３（ｂ）に示すように、底壁部２
８に、複数本（図例では、２本）の補強リブを設けた例を示している。なお、一部の図で
は、底壁部２８の補強リブの図示を省略している。また、このような態様に代えて、例え
ば、保持部２０の底壁部２３及び下横桟２５の底壁部２８の両方または一方の厚さを図例
よりも大として底壁部２８の上面２８ａと縦桟支持部１２の底壁部１５の上面１５ａとが
同一平面状となる構成としてもよい。
【００２７】
　なお、Ｌ字状の支持部材１１，１１間において一壁面３に沿って間隔を空けて配される
縦桟３０の下端部３０ａを下横桟２５の凹溝２６に差し込んで保持させる態様に代えて、
または加えて、Ｉ字状とされた支持部材に保持させる態様としてもよい。つまり、支持部
材は、差込凹所１３を設けた縦桟保持部１２の両側に、直列状に隣り合う下横桟２５，２
５の端部２５ａ，２５ａを保持する保持部２０，２０を設けたＩ字状とされたものでもよ
い。つまりは、壁下地装置１は、互いに直交状に隣り合う下横桟２５，２５の端部２５ａ
，２５ａを保持するＬ字状の支持部材１１と、直列状に隣り合う下横桟２５，２５の端部
２５ａ，２５ａを保持するＩ字状の支持部材１１と、を備えたものであってもよい。
【００２８】
　また、本実施形態に係る壁下地装置１に、縦桟３０の上端部を保持し、天井スラブ等の
天井側の固定対象に固定される上端保持部材を設けた構成としてもよい。この場合は、上
端保持部材を、上記した下端保持部材１０の支持部材１１や下横桟２５を上下反転させた
ような構成とされたものとしてもよい。つまり、縦桟３０の上端部が差し込まれる差込凹
所１３を設けた縦桟保持部１２と、隣り合う上横桟（２５）の端部（２５ａ）を受け入れ
る受入凹所２１を設けた保持部２０と、を有した支持部材１１及び上横桟（２５）を含む
上端保持部材（１０）を設けた構成としてもよい。また、この場合は、縦桟３０の上端部
を支持部材１１の差込凹所１３に差し込んだ状態で、上記した高さ調整部１７の台座部１
８を天井側の固定対象に対して上昇させて突き当て、その状態で固定されるものとしても
よい。なお、上端保持部材としては、このような構成とされたものに限られず、その他、
種々の構成とされたものの採用が可能である。
【００２９】
　次に、本実施形態に係る壁下地装置１を用いた壁下地施工方法の一例について説明する
。
　同壁下地施工方法は、図５に示すように、複数の支持部材１１，１１のそれぞれの保持
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部２０，２０が同高さ（上下方向で同位置）となるように、それぞれの高さ調整部１７，
１７を調整して各支持部材１１，１１をスラブ２上に間隔を空けて設置する工程を備えて
いる。これら複数の支持部材１１，１１は、当該壁下地装置１によって構成される壁面の
壁幅方向に間隔を空けて設置される。また、同壁下地施工方法は、これら支持部材１１，
１１に端部２５ａ，２５ａを保持させて複数本の下横桟２５，２５を設置する工程を備え
ている。
　本実施形態では、上記のようにＬ字状とされた支持部材１１，１１を、壁面３，３同士
が交差する隅部に設置するようにしている。図例では、壁面３，３同士が交差する入隅部
と壁面３，３同士が交差する出隅部とのそれぞれに支持部材１１，１１を設置した例を示
している。また、図例では、入隅部に設置される支持部材１１の壁面３，３側に向く面（
出隅側面）と壁面３，３との間にスペーサー２４，２４を設けた例を示している。また、
出隅部に設置される支持部材１１の壁面３，３側に向く面（入隅側面）と壁面３，３との
間にスペーサー２４，２４を設けた例を示している。
【００３０】
　また、これら支持部材１１，１１は、互いに向き合うように設けられた保持部２０，２
０の受入凹所２１，２１同士が壁厚方向で一致した位置となるように設置される。これら
支持部材１１，１１の互いに向き合う保持部２０，２０の壁厚方向の位置合わせは、下横
桟２５の端部２５ａ，２５ａをそれぞれの受入凹所２１，２１に差し込むことで行うよう
にしてもよい。例えば、いずれか一方の支持部材１１を、高さ調整を含んで位置決めして
設置した後に、この支持部材１１の保持部２０の受入凹所２１に下横桟２５の一方の端部
２５ａを差し込む。そして、高さ調整した他方の支持部材１１の保持部２０の受入凹所２
１に下横桟２５の他方の端部２５ａを受け入れさせて、この支持部材１１の位置決めがな
されるものでもよい。このような構成とすれば、いずれか一箇所の支持部材１１を位置決
めすれば、他の支持部材１１の壁厚方向の位置決めを下横桟２５によって容易に行うこと
ができる。換言すれば、下横桟２５によって接続して支持部材１１を順次、設置していく
ことで、下横桟２５のそれぞれの位置合わせを容易に行うことができる。
【００３１】
　なお、上記のように位置決めされた支持部材１１は、スラブ２に対して適宜の接着剤等
によって固定するようにしてもよい。また、天井側にも同様に、支持部材１１や上横桟（
２５）を含む上端保持部材（１０）を施工するようにしてもよい。
　また、同壁下地施工方法は、これら支持部材１１及び下横桟２５を含む下端保持部材１
０に下端部３０ａを保持させて複数本の縦桟３０を設置する工程を備えている。図例では
、各支持部材１１，１１の差込凹所１３，１３及び下横桟２５の凹溝２６に、各縦桟３０
，３０，３０の下端部３０ａ，３０ａ，３０ａを差し込んで保持させた例を示している。
また、下横桟２５の凹溝２６に下端部３０ａが差し込まれた縦桟３０の両側に縦桟ストッ
パー２９，２９を取り付けた例を示している。
【００３２】
　そして、このように設置された縦桟３０の壁厚方向一方側に面材７（図６（ｂ）参照）
を固定するようにしてもよい。図例では、面材７を固定する前に、根太４及び床材５を施
工する例を示している。
　また、根太４を、上記のように各縦桟３０に設けられた根太受部３２に支持させた構成
としている。図例では、出隅部に位置する縦桟３０に、出隅部において直交状に配される
根太４，４の端部をそれぞれに支持する根太受部３２，３２を設けた例を示している。な
お、図例では、入隅部に位置する縦桟３０に、入隅部において直交状に配される根太４，
４の一方の端部を支持する根太受部３２を設けた例を示しているが、両方の根太４，４の
端部を支持し得る根太受部３２を設けた構成としてもよい。
【００３３】
　そして、このように施工された根太４，４に床材５の辺部を支持させ、支持脚６をスラ
ブ２に接地させて床材５を施工する。そして、面材７を施工するようにしてもよい。なお
、入隅部に位置する縦桟３０に、入隅部において直交状に配される面材７の端部を固定す
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る適宜の固定部を設けた構成としてもよい。
　また、上記施工手順は、一例に過ぎず、各部材の機能を阻害しない限りにおいて別手順
で行うようにしてもよく、種々の変形が可能である。
【００３４】
　本実施形態に係る壁下地装置１及びこれを用いた壁下地施工方法は、上述のような構成
としたことで、施工性を向上させることができる。
　つまり、縦桟３０の下端部３０ａを保持する下端保持部材１０の支持部材１１に、スラ
ブ２に対する保持部２０の高さを調整可能とする高さ調整部１７を設けた構成としている
。従って、それぞれの高さ調整部１７，１７を調整してスラブ２上に間隔を空けて設置さ
れた各支持部材１１，１１の各保持部２０，２０に端部２５ａ，２５ａを保持させること
で各下横桟２５を水平かつ同高さに配置することができる。これにより、スラブ２に不陸
があった場合にも容易に対応可能となる。また、このように配置された下端保持部材１０
に縦桟３０の下端部３０ａを保持させることができる。これにより、各下横桟２５が水平
かつ同高さとなるように微調整したり、縦桟３０の長さを調整したりする必要性を低減す
ることができ、施工性を向上させることができる。
【００３５】
　また、本実施形態では、縦桟３０に、床材５が載置される根太４を支持する根太受部３
２を設けた構成としている。従って、高さ調整された下端保持部材１０に複数本の縦桟３
０，３０を保持させることで、各縦桟３０，３０の根太受部３２，３２を容易に同高さに
配することができる。また、このように同高さに配された根太受部３２，３２に根太４を
支持させることで、根太４を容易に水平にすることができ、施工性を向上させることがで
きる。なお、このような根太受部３２を縦桟３０に設けていない構成としてもよい。
【００３６】
　また、本実施形態では、支持部材１１に、上方側に向けて開口し、縦桟３０の下端部３
０ａが差し込まれる差込凹所１３を設けた構成としている。従って、縦桟３０の下端部３
０ａを支持部材１１の差込凹所１３に差し込んで保持させることができる。また、支持部
材１１に、隣り合う下横桟２５，２５の各端部２５ａ，２５ａを受け入れるように各下横
桟２５，２５の長手方向に沿って開口する受入凹所２１，２１を設けた構成としている。
従って、下横桟２５の端部２５ａを支持部材１１の受入凹所２１に差し入れて保持させる
ことができる。また、間隔を空けて配置された支持部材１１，１１の各受入凹所２１，２
１に長手方向の各端部２５ａ，２５ａを保持させることで、下横桟２５を容易に水平に設
置することができる。また、壁幅方向に間隔を空けて配される複数本の縦桟３０，３０の
各下端部３０ａ，３０ａを、このように設置された支持部材１１及び下横桟２５に保持さ
せることで、各縦桟３０，３０を容易に同高さに設置することができる。
【００３７】
　また、本実施形態では、支持部材１１の保持部２０，２０を、互いに直交状に隣り合う
下横桟２５，２５の端部２５ａ，２５ａを保持するように設けた構成としている。従って
、このように直交状に保持部２０，２０が設けられた支持部材１１を、壁の出隅部や入隅
部に設置することで、互いに直交状に配される下横桟２５，２５の端部２５ａ，２５ａを
保持させることができる。
　なお、本実施形態では、支持部材１１に、差込凹所１３及び受入凹所２１を設けた例を
示しているが、これらのうちの両方または一方を設けていない構成としてもよい。支持部
材１１に設けられる下横桟２５の保持部２０としては、ねじ等の締結具によって端部２５
ａを保持する構成とされたものでもよく、その他、種々の構成とされたものでもよい。ま
た、支持部材１１に縦桟３０の下端部３０ａを保持する縦桟保持部１２を設けていない構
成としてもよい。本実施形態に係る壁下地装置１を構成する各部材及び各部の構成は、上
記したような構成に限られず、その他、種々の変形が可能である。
【符号の説明】
【００３８】
　１　　　壁下地装置
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　１０　　下端保持部材
　１１　　支持部材
　１３　　差込凹所
　１７　　高さ調整部
　２０　　保持部
　２１　　受入凹所
　２５　　下横桟
　２５ａ　端部
　３０　　縦桟
　３０ａ　下端部
　３２　　根太受部
　２　　　スラブ
　４　　　根太
　５　　　床材
　７　　　面材

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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