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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　階段の下方のスペースに設けられる階段下防音仕様天井であって、
　前記階段とは離間して前記階段の下方に配置される第１石膏ボードと、
　前記階段と離間して配置され、前記第１石膏ボードを前記階段の側部に位置する側壁に
固定するための金属製の第１フレームと、
　前記第１石膏ボード、及び前記第１フレームとは離間して前記第１石膏ボード、及び前
記第１フレームの階段側に配置される第２石膏ボードと、
　前記第２石膏ボードを前記側壁に固定するための金属製の第２フレームと、
　前記第１石膏ボードと前記第２フレームとの間に配置される耐火性を有した吸音材と、
　を有する階段下防音仕様天井。
【請求項２】
　上階の床材、前記上階の床材を支持すると共に前記階段の上部が隣接して側面に孔の形
成された鋼材からなる床梁、前記床梁の下方に配置される下階の天井材、及び前記階段の
下方に設けられるスペースと前記床材の下方に位置する部屋とを仕切ると共に内部に空間
が形成された間仕切壁、を備えた建物に用いられ、
　前記階段と前記床梁との間に配置され、前記孔を塞ぐ補助吸音材と、
　を有する、請求項１に記載の階段下防音仕様天井。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、階段を上り下りする際に発生する音の、階段下のスペースへの伝達を抑制す
る階段の下方に設ける階段下防音仕様天井に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、住宅等の建物における階段下のスペースに、天井を設けることが開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－５３３１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示の階段は、ささら板、段板、けこみ板、及び面材を含んで構成されて
おり、これらの階段構成部材が石膏ボードから形成されており、釘打ちで組み立てられて
いる。そして段板、及びけこみ板の下面は、面材で覆われており、面材は、階段の下側の
スペースの天井となっている。
　ところで、天井を構成する面材は、ささら板に取り付けられているため、階段を上り下
りする際に発生する段板の音、言い換えれば、トントンという踏み音が天井を構成する面
材へ伝達され、階段下のスペースへ伝播する。
【０００５】
　本発明は上記問題を考慮し、階段で発生する音の、階段下のスペースへの伝達を抑制す
ることのできる階段下防音仕様天井を提供することが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、階段の下方のスペースに設けられる階段下防音仕様天井であ
って、前記階段とは離間して前記階段の下方に配置される第１石膏ボードと、前記階段と
離間して配置され、前記第１石膏ボードを前記階段の側部に位置する側壁に固定するため
の金属製の第１フレームと、前記第１石膏ボード、及び前記第１フレームとは離間して前
記第１石膏ボード、及び前記第１フレームの階段側に配置される第２石膏ボードと、前記
第２石膏ボードを前記側壁に固定するための金属製の第２フレームと、前記第１石膏ボー
ドと前記第２フレームとの間に配置される耐火性を有した吸音材と、を有する。
【０００７】
　階段の下方には、階段下防音仕様天井が配置されているが、この階段下防音仕様天井は
、階段とは隙間を介して配置されており、かつ第１フレーム、及び第２フレームが側壁に
固定されているため、階段の振動が階段下防音仕様天井に直接的に伝達することが抑制さ
れる。
【０００８】
　さらに、この階段下防音仕様天井は、第１石膏ボードと第２石膏ボードとの間に吸音材
が配置されているので、吸音材が配置されていない場合に比較して高い防音性能が得られ
る。
　このため、請求項１に記載の階段下防音仕様天井は、階段で発生する音の、階段下のス
ペースへの伝達を効果的に抑制することができる。
【０００９】
　また、階段下防音仕様天井においては、第１石膏ボード、及び第２石膏ボードが耐火性
を有しており、第１フレーム、及び第２フレームが金属製であり、また、吸音材が耐火性
を有しているので、高い耐火性能を有している。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の階段下防音仕様天井において、上階の床材
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、前記上階の床材を支持すると共に前記階段の上部が隣接して側面に孔の形成された鋼材
からなる床梁、前記床梁の下方に配置される下階の天井材、及び前記階段の下方に設けら
れるスペースと前記床材の下方に位置する部屋とを仕切ると共に内部に空間が形成された
間仕切壁、を備えた建物に用いられ、前記階段と前記床梁との間に配置され、前記孔を塞
ぐ補助吸音材と、を有する。
【００１１】
　上階の床材、上階の床材を支持すると共に階段の上部が隣接して側面に孔の形成された
鋼材からなる床梁、床梁の下方に配置される下階の天井材、階段の下方に設けられるスペ
ースと床材の下方に位置する部屋とを仕切ると共に内部に空間が形成された間仕切壁、を
備えた建物においては、階段の音が、床梁の孔、及び床材と天井材との間を通過して間仕
切壁の空間に伝達され、間仕切壁を振動させる場合がある。
【００１２】
　請求項２の階段下防音仕様天井では、床梁の孔を塞ぐ補助吸音材が階段の音を吸音する
ので、階段の音が、床材と天井材との間を通過して間仕切壁の空間に伝達されることが抑
制され、階段の下方のスペースにおける騒音の原因となる間仕切壁の振動を抑制すること
ができる。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように、本発明に係る階段下防音仕様天井によれば、階段で発生する音の
、階段の下方のスペースへの伝達を抑制することができる、という優れた効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る階段下防音仕様天井を示す階段付近の断面図であ
る。
【図２】図１の階段及び階段下防音仕様天井の上側部分を示す拡大断面図である。
【図３】第２フレームを示す斜視図である。
【図４】第２フレームの壁面への固定部分を示す断面図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る階段下防音仕様天井を示す階段付近の断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
［第１の実施形態］
　以下、図１～３を用いて、本発明の第１の実施形態に係る階段下防音仕様天井１０につ
いて説明する。
　図１には、一例として、住宅等の建物の下階と上階とを行き来するための階段１２付近
が断面図にて示されている。
　図１に示すように、階段１２は、一例として型鋼等からなる一対の側板１４（図１では
片側のみ図示）、木製の踏板１６、木製の蹴込み板１８、及び踏板１６と蹴込み板１８と
を側板１４に取り付ける金属製の取付金具２０とを含んで構成されている。なお、取付金
具２０は、図示しないビス等で側板１４に固定されている。
【００１６】
　図２に示すように、階段１２の上部正面には、断面Ｈ型の型鋼からなる上階の床梁２２
が、階段１２の幅方向（図２の紙面裏表方向）に沿って配置されている。床梁２２のウエ
ブ２２Ａには、配線、配管等を通すための孔２４が形成されている。
【００１７】
　床梁２２の上には、軽量気泡コンクート板２６が設けられており、軽量気泡コンクート
板２６の上には床材２８Ａ，Ｂが設けられている。
【００１８】
　図１、及び図２に示すように、階段１２の幅方向に沿って配置されている床梁２２の下
方には、階段１２の下方のスペース２９と、下階の部屋３０とを仕切る間仕切壁３２が配
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置されている。間仕切壁３２は、互いに対向する石膏ボード３４と石膏ボード３６とを含
んで構成され、一方の石膏ボード３４と他方の石膏ボード３６との間には、空間３８が設
けられている。
【００１９】
　部屋３０の上側には、天井を構成する天井材４０が設けられている。軽量気泡コンクー
ト板２６と天井材４０との間には、空間４２が設けられており、この空間４２、間仕切壁
３２の空間３８とは連通している。
【００２０】
　図１に示すように、階段１２の下側には、間仕切壁３２と間隔を開けて界壁４４が設け
られている。界壁４４は、２枚重ねにした石膏ボード４６Ａ，４６Ｂと、同じく２枚重ね
にした石膏ボード４８Ａ，４８Ｂとの間に配置されるグラスウール、ロックウール等の断
熱材５０とを含んで構成されている。
【００２１】
　階段１２の下方には、間仕切壁３２と界壁４４との間の階段の下方のスペース２９の天
井を構成する階段下防音仕様天井１０が、階段１２と平行に配置されている。
【００２２】
（階段下防音仕様天井の構成）
　本実施形態の階段下防音仕様天井１０は、階段１２に沿って配置される第２フレーム５
２を備えている。図３に示すように、第２フレーム５２は、階段１２の側板１４に沿って
配置される一対のランナー５４と、一方のランナー５４と他方のランナー５４とを繋ぐ、
複数のスタッド５６とを含んで構成されており、全体として梯子状に形成されている。本
実施形態のランナー５６は、鋼等の金属板で断面コ字形状に形成されており、スタッド５
６は、鋼等の金属材で断面矩形の角パイプ状に形成されている。
【００２３】
　第２フレーム５２は、階段１２とは離間した配置されており、階段１２と接触しないよ
うに階段１２の側部に配置された壁面５８、及び壁面６０に取り付けられている。より具
体的には、図４に示すように、第２フレーム５２は、第２フレーム５２の一方のランナー
５４を貫通させたビス６２を、壁面５８の内側に配置された鉛直方向に延びる金属製のス
タッド６４に捩じ込んで固定し、第２フレーム５２の他方のランナー５４を貫通させたビ
ス６６を、壁面６０の内側に配置された鉛直方向に延びる金属製のスタッド６８に捩じ込
んで固定している。
【００２４】
　第２フレーム５２の下面には、２枚の石膏ボード７０、７２が重ねられて、図示しない
ビス等でランナー５４、及びスタッド５６に固定されている。
【００２５】
　図１、及び図２に示すように、石膏ボード７０、７２の下方には、間隔を開けて第２フ
レーム５２と同一仕様とされた第１フレーム７４が配置されている。この第１フレーム７
４も、第２フレーム５２と同様にビス（図示せず）で壁面５８のスタッド６４、及び壁面
６０のスタッド６８に固定されている。また、第１フレーム７４の下面にも、第２フレー
ム５２と同様に、２枚の石膏ボード７６、７８重ねられて固定されている。
【００２６】
　第１フレーム７４の上面には、吸音材８０が配置されている。吸音材８０としては、一
例として、耐火性を有するグラスウール、ロックウール、無機繊維からなる集合体等を用
いることが好ましい。吸音材８０は、第１フレーム７４のスタッド５６に、図示しないテ
ープ等を用いて固定されている。　
【００２７】
　図２に示すように、第２フレーム５２の長手方向上側の上面には、補助吸音材９２が配
置されている。補助吸音材９２は、第２フレーム５２のスタッド５６に、図示しないテー
プ等を用いて固定されている。
【００２８】
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　補助吸音材９２は、階段１２と床梁２２との間に向かって延びており、床梁２２のウエ
ブ２２Ａに形成された孔２４を塞いでいる。
【００２９】
（作用・効果）
次に、本実施形態の階段下防音仕様天井１０の作用並びに効果を説明する。
【００３０】
　階段１２の下方に配置されている階段下防音仕様天井１０は、階段１２とは隙間を介し
て配置され、第２フレーム５２、及び第１フレーム７４が階段１２の両側に位置する壁面
５８のスタッド６４、及び壁面６０のスタッド６８に固定されているため、階段１２の振
動が直接的に伝達しない。
【００３１】
　さらに、この階段下防音仕様天井１０は、石膏ボード７０、７２と石膏ボード７６、７
８とが階段１２からの音を遮音し、第１石膏ボードと第２石膏ボードとの間に配置された
吸音材８０が階段１２からの音を吸音するので、階段の下面に石膏ボードを固定する従来
技術に比較して、極めて高い防音性能が得られる。
【００３２】
　このため、階段１２を上り下りする際に発生する音が、階段１２下のスペース２９へ伝
達することを効果的に抑制することができる。即ち、階段１２下のスペース２９において
、階段１２を上り下りする際に発生する音が聞こえ難くなる。
【００３３】
　また、階段１２から発生した音が、図２に２点鎖線８２で示すように、床梁２２の孔２
４、空間４２、及び空間３８を介して石膏ボード３４を振動させ、階段１２下のスペース
２９に伝達される場合が考えられるが、本実施形態では、補助吸音材９２が床梁２２の孔
２４を塞いでいるので、階段１２から発生した音が空間４２に進入することが抑制され、
階段１２下のスペース２９に伝達されることが抑制される。
【００３４】
　本実施形態の階段下防音仕様天井１０は、階段１２の両側に位置する壁面５８のスタッ
ド６４、及び壁面６０のスタッド６８に固定するため、階段１２の材料や構造に関係無く
容易に施工することができる。
【００３５】
　上記実施形態では、階段下防音仕様天井１０を金属製のスタッド６４、６８に固定した
が、木の柱や桟等に固定してもよく、階段下防音仕様天井１０の重量を支持できれば壁面
自体に固定してもよい。
【００３６】
　上記実施形態では、第２フレーム５２に、２枚の石膏ボード７０、７２が重ねられて固
定されていたが、２枚の石膏ボード７０、７２に代えて、厚みのある１枚の石膏ボードを
固定する構成としてもよい。
【００３７】
　なお、図示を省略するが、間仕切壁３２の空間３８に吸音材が設けられていてもよく、
天井材４０の上の空間４２に吸音材が設けられていてもよい。
【００３８】
　階段１２下のスペース２９は、例えば、トイレ、収納庫等、多目的に利用することがで
きる。
【００３９】
［第２の実施形態］
　次に、本発明の第２の実施形態に係る階段下防音仕様天井１０を図５にしたがって説明
する。なお、第１の実施形態と同一構成には同一符号を付し、その説明は省略する。
　図５に示すように、間仕切壁３２と界壁４４との間の階段の下方のスペース２９の天井
を構成する階段下防音仕様天井１０が、水平に配置されているものである。なお、階段下
防音仕様天井１０の構成部材は第１の実施形態と同様のものが用いられている。
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［その他の実施形態］
　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
、その主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】
【００４１】
１０　　階段下防音仕様天井
１２　　階段
２２　　床梁
２４　　孔
２９　　スペース
３０　　部屋
５２　　第１フレーム
７０　　石膏ボード（第２石膏ボード）
７２　　石膏ボード（第２石膏ボード）
７４　　第２フレーム
７６　　石膏ボード（第１石膏ボード）
７８　　石膏ボード（第１石膏ボード）
８０　　吸音材
９２　　補助吸音材

【図１】 【図２】
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