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１）土台敷き 
 

 

土台敷き 
 
ａ．土台の位置墨を出す。 
（1）基礎完了時に打たれた基礎天端墨の精度を点検し、基礎と土台のずれ限度を勘案しなが
ら位置を調整し基準位置墨として決定する。 

（2）基準位置墨を基礎天端より基礎側面に移して墨付けする。 
（3）基準位置墨を基にそれぞれの土台通り位置を測り出し基礎天端に土台位置墨を打つ。 
（4）土台位置墨は土台の内側面を示す。（アンカーボルトを避ける） 
ｂ．１階床組立て図を見ながらその番付けに基づいてすべての土台を基礎周囲に配る。 
・この時点で土台の長さ、仕口適否（男木女木の関係）、部材の曲がりや割れ等をチェック

しておく。 
ｃ．土台に 16mm程度のアンカーボルト穴をあける。 
・アンカーボルトが斜めに立ち上がっていた場合はあらかじめ直しておく。 

ｅ．ねこ土台を各取り付け位置に配置する。 

ねこ土台 
土台……＠455 
大引……＠910 

 
ｆ．土台の小口およびアンカーボルトの穴に防腐剤を塗布する。 

防腐剤を塗布すべき部分 
・防腐剤土台…現場加工部分 
・未処理土台…土台等の裏面および仕口加工部分 

 
ｇ．土台および火打ち土台を取り付ける。 
（1）土台割付け図を確認し土台取付けの順番を決める。 
（2）外回りの長手方向の一辺を定め、外回り土台を取り付ける。 
（3）内部土台の男木・女木を確認しながら順次土台を納めていく。 
（4）アンカーボルトに座金（スプリング座金）を敷き、すべての土台をナットで締め付ける。 
（5）火打ち金物を取り付け、ボルト（逆目釘）で固定する。 
（6）大引き受け金物（OJH 105）を固定する。 



 
ｈ．土台取付けの完了確認を行う。 
（1）土台の通り、継手、ボルトの位置、基礎とのずれ、不陸等不具合がないかどうか再確認
する。 

（2）各辺の全長を測り、伸び縮みをチェックする。 
ｉ．鋼製束を大引きの所定の位置に取り付け、足に釘止めおよび接着剤を塗布し設置する。 
・レベルは上棟後に根太取り付けの前に正式に調整する。 

 
２）建て方 
ａ．建て方準備 
（1）先行して足場を設置する。 
（2）工場による各階床組立図・小屋組立図を確認して建て方の順番を定める。 
（3）構造材をできるだけ広げて材料を確認する。 
（4）仮筋かい足場板、雲筋かい等を用意すること。 

 
ｂ．一階の建て方 
（1）通し柱にからむ一組の軸組を地上で組み立て、クレーンで建て起こす。 
①図面の番付けに基づき通し柱とこれに取り付く胴差およびこの胴差にからむ管柱を並

べる。 
②柱に胴差を差し込み、仕口を所定の釘・金物で固定する。 
③クレーンで静かに建て起こし、水平器等を用いて垂直を確認した後仮筋かいで固定する。 

（2）同要領で隣の外周部軸組を順に組み立てクレーンで建て起こす。 
・横架材接合部男木女木を確認しながら行う。 

（3）同要領で内部軸組を組み立て、順に建て起こしていく。 
（4）1 階部分の建方が完了したらいったん仮筋かいを外し、下げ振りを用いて軸組全体のゆ
がみを調整して、垂直確認を行った後にあらためて仮筋かいを取り付け固定する。 

（5）2階の甲乙梁を取り付け、釘打ちで固定する。 
 
ｃ．二階の建方 

 

 
墜落防止 2階床先行 

 
 



（1）落下防止等 2階建て方作業の安全措置を行う 
・開口部分に安全ネットを張る。 
・2階作業用はしご（昇降設備）をロープ等で固定する 
・足場板や合板を用いて 2階作業床を造る。 

（2）外周部軸組を組み立て、建て起こす。 
（3）内周部軸組を組み立て、建て起こす。 
（4）柱の垂直を確認し、ゆがみ調整の後仮筋かいで固定する。 
（5）作業用はしご等昇降設備 
・踏み面……………丸パイプ等ではなく踏み面のあるもの 
・柱脚部……………自在型すべり止め付きアルミ製 

（6）小屋梁を取り付ける。 
①それぞれの軸組は、1階と同様に地上で組み立ててからクレーンで 2階に上げる。 
②敷地内に作業スペースがない場合は、2階作業床の上で組み立てて建て起こす。 
③クレーンが使用できない場合は、2階柱に足場丸太を結び付け、布丸太で足場を確保す
る。 

 
ｄ．１階～２階の小屋組 
（1）足場板等により 1階 2階それぞれ小屋組のための作業床をつくる。 
（2）クレーンによってすべての小屋束を作業床の上に載せる。 
（3）2階の小屋組を行う。 
・小屋組立図と照合しながら番付けに従って小屋束を桁の上に取り付ける。 
・母屋および棟木を小屋束の上に取り付ける。 
・母屋の上に数本の垂木を流して屋根勾配を確認する。 
・小屋束の垂直を確認し桁行き筋かい・梁間筋かいを取り付け固定する。 

（4）1階の小屋組を行う。（上記手順 3に準ずる） 
 

ｅ．第一次構造金物取付け（小屋回りかすがい・胴差回り羽子板金物等） 
 

 
 
 

1階と同じ要領で行う 



 

 
 

（1）金物取り付け忘れがないように、また効率的な作業ができるように取付けの順番を定め
る。 
（通常は、（1）胴差・桁回りの梁受け金物・羽子板金物→（2）火打ち梁・ボルト→（3）
小屋回りかすがい打ちの順に各々片をつけながら進める。） 

（2）各接合部に所定の金物を取り付ける。 
・胴差回り（または桁回り）金物を取り付ける。 ※座金はすべてスプリング座金を使用 
・火打ち梁を取り付ける。 
・小屋束まわりのかすがい金物を取り付ける。 

（3）最後に金物の付け忘れや取付け不良がないかどうか点検する。 
 
３）軸組み 
ａ．２階屋根の垂木・破風板・あおり止め金物取付け 

 

 
 
 
 
 



 
（1）図面を確認する。 
・軒の出寸法……………立面図寸法……………軒側：樋先端見なし線を示す 
・軒先の納まり……………垂水か矩手か 
・トップライト・棟換気・その他特殊事項の有無 

（2）垂木を取り付ける。 
①定尺材垂木で足りる部分は、垂木頂部の拝みカットを施し、棟から垂木を流す。 
②垂木継手が出る部分は、軒先から棟に向かって垂木を割り付け、母屋上所定の位置で継

手を取る。 
③垂木の継手 
・母屋上 50mm程度の位置でそぎ継ぎ（釘：N75－2本両側から斜め打ち） 
・継手位置は乱に割り付ける 

（3）軒先をカットする。 
①図面に基づき軒先カット寸法を割り出し、カット垂木上端に墨を打つ。 
②垂木をカットする。 

（4）破風板を取り付ける。 
①垂木の先端に水糸を張り、軒先カット線の通りを確認する。 
②所定の継手加工を施した破風板を垂木先端に取り付ける。 
・既製品不燃破風板の場合は、破風板の取付け下地としてあらかじめつが板等を垂木に

取り付け補強しておく。 
③木製化粧破風板の取付け 
・釘打ち……………2本／ケ所：ステンレススクリュー65またはフロア 65 
・継 手……………矢はず継ぎ（同材以上で裏打ち補強） 
④化粧不燃破風板の取付け 
・釘打ち……………2本／ケ所：ステンスクリュー65またフロア 65 
・継 手……………いも継ぎ（目透かし幅：5mm程度） 

（5）下げ振りを用いて敷地境界線との距離を測り、図面と照合する。 
・念のため斜線制限等の法的事項も併せてチェックする。 

（6）桁方向のすべての垂木にあおり止め金物を取り付ける。 
 
 
 
 



 
ｂ．2階屋根の野地板張り 

 

 
 

（1）軒先合板の位置を定めて垂木の上端に合板の張り始めの位置墨を出す。 
・軒先合板（または広小舞）の破風板からの出寸法 
 軒 側 けらば 
石綿スレー卜葺き 40mm 15mm 
瓦葺き 30mm 15mm 

 
（2）軒先合板を張る。 
①墨に合わせて軒先合板を割り付け、合板の上端、下端の垂木当たり部分に仮釘を打つ。

合板相互は千鳥に割付ける。 
②合板に乗ったときに危険のないように、仮釘はきちんと打っておくこと。 
③順次、軒先の周囲すべてに合板を張り回す。 
④軒先合板が張り終わったら、落下防止のため軒先の周囲に小割角材等を打ち付けておく。 
⑤同様にして 2段目以降の合板を棟に向かって張り上げる。 
⑥最上段の合板のカット位置に墨を打ち、丸鋸で切断する。 

（3）垂木の通りに釘打ちのための墨を出し、所定の間隔で本留め釘を打ち付ける。 
・野地板の釘打ち……………N38：垂木あたり＠150内外 

（4）瓦屋根の場合 
・軒先に広小舞を、切妻のけらばには、登り淀を取り付ける。 

（5）トップライトがある場合 
①トップライトの納まりは、メーカーによって異なるので、よく打ち合わせしておく。 
②取り付けるトップライトの位置を確認して野地板をあけて本体を固定する。 

 
ｃ．内外部筋かい取付け 
（1）図面を確認する。 
・筋かいを入れるべき箇所 
・筋かい材の寸法 
・筋かいの向き 



（2）筋かい材を加工する。 
・土台と柱に合わせて筋かい材の下部を突き付け加工する。 
・筋かい材を軸組にあてがい上部加工位置に印を付ける。 
・筋かいの上部下部に隙間が生じないように正確に位置出しする。 
・筋かいの上部を加工する。 

（3）まず、筋かい BOXプレートを付けてから加工された筋かいを軸組に止める。 
（4）たすき掛け筋かいの部分…………筋かい交差部の隙間にパッキン材を入れ、筋かい相互

を釘打ち固定する。 
（5）同要領にて順に 1階 2階の外壁・間仕切り壁の筋かいをすべて取り付ける。 
（6）最後に筋かいの取り付け忘れがないかどうか図面と照合する。 

 
ｄ．第二次構造金物取付け［外壁回り・内部床がらみの構造金物］ 
（1）金物取り付け忘れがないように、また効率的な作業ができるように取付けの順番を定め
る。 
・外壁回り構造金物取付け 
・間仕切り壁下部の構造金物等取付けの順に進める。 
・階段室や吹抜けに面する部分は座掘りを行ってから金物を打ち付ける。 

（2）各接合部に所定の金物を取り付ける。 
 

耐力壁の
仕様 
柱の位置 

構造用画材＋筋か
い（壁倍率 4．5） 

構造用画材 
（壁倍率 2） 

筋かい 45×90 
（壁倍率 2．0） 

2階 
または 
平家 

出隅の柱（外壁） S－HD20（2階の場
合） 

S－HD20（平家の場
合） 

かど金物 CP－T
同等品 

 

その他の軸組端部の柱 かど金物 CP－T同
等品 

かど金物 CP－T
同等品 

かど金物 CP－T
同等品 

2階 
部分の 
1階 

1 階・2 階の柱が共に出
隅の柱（外壁） 

S－HD20×2 S－HD20  

1 階が
出 隅 の
柱 で な
い場合 

2 階が出隅の
柱の場合 

S－HD15 S－HD10 かど金物 CP－T
同等品 

2 階が出隅の
柱でない場合 

かど金物 CP－T同
等品 

かど金物 CP－T
同等品 

 

（柱）*緊結金物は，柱の柱頭・柱脚部に取り付ける。（通し柱には，1 階では柱脚，2 階では
柱頭のみに取り付ける。） 

*釘はすべて ZN65を使用，またはすべてビス使用。 
*品番の下にアンダーラインがあるのは，基礎直結タイプのホールダウン金物。 

 
（3）最後に金物の付け忘れや取付け不良がないかどうか点検する。 
（4）主要構造金物の取付けは、取り付け忘れ防止と施工性を考慮しながら部位別に整理し、
大きく 3回に分けて取り付ける。 
①まず、外壁にからむ構造金物 
②間仕切り壁下部（床がらみ）の構造金物取付け 
③安全のために、床を張った後に間仕切り壁上部の構造金物取付け 

 



ｅ．第三次構造金物取付け（胴差・桁等の継手および内部管柱・筋かいの上部） 
 

 
 

（1）金物の取り付け忘れがないように、また効率的な作業ができるように、取付けの順番を
定める。（通常は 1階から 2階へ、各部屋各壁線単位できりをつけながら進める。） 

（2）金物を取り付けるべき壁の前面に脚立、足場板等を使って金物取付けのための作業足場
をつくる。 

（3）各接合部に所定の金物を取り付ける。（ボルト接合部の座金はスプリング座金を使用す
る） 

（4）足場を移動して次の箇所の金物を取り付ける。 
（5）すべての金物取付けが終わったら、最後にもう一度各部屋各部を見回し、取り付け忘れ
や施工不良箇所がないかどうか総点検する。 

（6）この工程は構造用金物取付けの最終工程である。各部取り付け忘れや取付け不良がない
かどうか特に念入りに点検する。 

 
ｆ．1階 2階の床根太組み 

 



（1）図面を確認する。 
1階 ・台所床下収納庫や和室掘りコタツ等の有無（ある場合は必要開口寸法を確認

して 
おく） 
・ピアノ補強等の有無 
・フローリングの張り方向指定と床根太方向（平面図と床伏せ図照合） 

2 階 ・物入れ押入等の位置（材料運搬のために 1～2か所適当な位置をあけておく） 
その他 ・根太寸法の指定、床段差、その他特殊事項の有無 

・大引き（鋼整束）の再調整して確認すること 
 

（2）床根太取付けのための墨を打つ。 
・レベル測定器や水盛管を用いて、部屋の四隅柱に床根太天端の水平隅（陸墨）を打つ。 
・土台・大引き（または胴差・梁）の天端に床根太の面墨を打つ。 

（3）床根太を取り付ける。 
①柱当たり部分に根太掛けを取り付ける。 
②根太材を所定の寸法にカットして取付け位置に並べる。 
③横架材の天端に接着剤を塗布する。 
④根太がずれないように足等で押さえながら釘打ち固定する。 
（1か所当たり N75－2本斜め打ち） 
⑤根太の天端が水平墨に合わない場合は適宜パッキン等をかって調整する。 

 
ｇ．内外部間柱取付け 
（1）筋かいに当たる部分は間柱を欠き込んで納め、釘打ちで固定する。（N75－2本） 
（2）間柱の仕口と釘打ち 
・設計図書によるのを原則とする。指示のない場合は下記による。 
 
洋室（大壁）：45×105 ・上部：短ほぞ差し（工場加工） 

・下部：大入れ（現場カット） 
・接合：N65－3本または N75－2本 

和室（真壁）：35×105 
 

・上部：短ほぞ差し（工場加工） 
・接合：N65－2本 

 
ｈ．窓台・まぐさ等取付け 
（1）図面を確認する。 
・取り付けるサッシの寸法……………一般サッシと特殊サッシの別およびその開口寸法 
・内法高さが一般と異なる部分確認…………流し台前、階段室、母屋下がり屋根下の窓、

下屋根上の窓、および和室の高天井仕様の窓等は特に注意する。 
（2）窓台およびまぐさを取り付ける。 
①柱の内面に窓台およびまぐさの高さ位置墨を出す。 
②柱および窓台・まぐさに仕口加工を施す。 
③窓台およびまぐさをそれぞれ柱切込み部に差し入れ、釘打ちで固定する。 



④柱と窓台・まぐさの仕口 
・大壁……………大入れまたは傾ぎ人入れ 
・真壁……………片方目違い入れ、他方突付け隠し釘打ち 

 
（3）窓台下間柱および吊り木（まぐさ上間柱）を取り付ける。 
・窓台・まぐさの釘打ち…………N65－2本 
・まぐさと吊り木は金物で 3尺間隔に補強する。 

（4）サッシの必要開口寸法を再確認して窓台とまぐさの間に方立てを取り付ける。 
・外壁入隅の部分は入隅と反対方向に開口を寄せる。 

（5）窓手すりや既製品フラワーボックス等がある場合 
・手すりが取り付く部分に下地があるかどうか確認し、ない場合はその位置に下地材を取

り付ける。 
 

 
 
４）外部木工事 
ａ．防水バルコニー回り 
（1）バルコニー床を造る。 
（2）腰壁を造る。 
①床はパネルに先付けとし、合板下端は軒裏位置まで切らずに伸ばす。 
②腰壁パネルを建て起こし、梁・桁に釘打ちで固定する。 
③腰壁パネルの内側に合板を張る。 
④腰壁パネルの上に笠木下地合板を取り付ける。 
⑤腰壁パネルと笠木下地合板の間には水切りシートを挟み込んでおく。 

（3）窓回りの造作を行う。 
（4）外壁の所定範囲まで合板を張る。 
（5）図面に基づいてドレンの穴あけを行う。（穴径φ60） 
（6）防水下地として床面を平滑にするために捨て張り合板を張る。 
（7）腰壁パネルと外壁取合い部に防水コーナーシートを施工する。 

 
 
 



ｂ．外壁構造用面材張り等 
（1）構造用面材を土台より胴差まで張り、2mmの隙間をあけて２階まで張る。 
（2）鏡板付き雨戸戸袋の部分は戸袋を取り付けた後に張る。 
（3）和室外付けサッシ部分は、サッシが取り付く範囲をあけておく。（雨戸戸袋金具部分も
張らないでおく） 

 
ｃ．サッシ取付け 

 

 
 

（1）平面図と照合しながら、取り付けるべき場所にサッシを配る。 
・サッシに傷や曲がり等がないかどうか確認しておく。 
・引違い窓の戸袋の左右勝手や開き戸の吊り元勝手、およびガラスの種類等も確認する。 

（2）洋室の一般窓サッシ取付け 
①サッシ下の水切りシートを取り付ける。 
②サッシを取り付ける。 
③サッシの三方周囲にツーバイテープを張る 

（3）その他のサッシ取付け 
①掃出し窓サッシ 
・サッシ下端高さ位置決め――サッシ下枠用アタッチメントの立上がり寸法を確認する。 
②和室外付けサッシ 
・水切りシートの高さ位置――窓台の天端にシートの天端を揃える。 
③玄関ドア・勝手口ドア等 
・取付け高さ位置決め－内部床天端から所定の下がり寸法を測り出し高さ位置を定める。 
・サッシ下枠曲がり防止のためにサッシ下にはパッキンを入れる。 
④既製品出窓・その他特殊サッシ 
・付属品・組立て・取付け要領はメーカー説明書等によること。 



・コーナー出窓はサッシ取付け前に出窓甲板を取り付けておく。 
 
ｄ．霧除け庇・換気扇枠 
（1）図画を見て施工すべき事項を再確認し、部品・材料等を確認する。 
（2）霧除け庇を取り付ける。［木製霧除け庇の場合］ 
（3）換気扇枠を取り付ける。 
（4）雨戸サッシ戸袋鏡板付きタイプの場合……………戸袋内部に防火板を張る。 
（5）その他外部に取り付く雑造作部品を取り付ける。 

 

 
 
 
 



 
５）断熱材取付け 

 

 
 
ａ．施工箇所 
・洋室の外壁と天井、および和室の外壁 
・電気工事（配線器具ボックス類取付け）が完了してから断熱材取付けに入る。 

 
ｂ．断熱材の留付け 
・断熱材の防湿面を室内に向ける 
・原則として断熱材の耳を間柱の室内側見付け面にタッカー釘で留め付ける 
・タッカー釘打ち……………＠200内外 

ｃ．洋室・和室の外壁断熱材を取り付ける。 
（1）空気層……断熱材はなるべく室内側に寄せて取り付け、室内側に空気層ができないよう

にする。 
（2）筋かい、設備配管・電気配線・配線器具回り 
・断熱材にカッターで切れ目を入れて回りに隙間ができないように施工する。 

（3）床回り………………根太当たり部分にカッターで切れ目を入れて 1 階は土台上端に、2
階は胴差上端にしっかり密着させる。 

（4）天井回り……………1階は胴差下端まで、2階は天井野線上まで断熱材を伸ばす。 
（5）下屋根回り…………下屋根にかぶる壁にも胴差上端まで断熱材をきちんと張り伸ばす。 
（6）木製出窓回り………出窓の四周に断熱材を入れる。 

ｄ．1階間仕切り壁下の通気止め措置を行う。 
・断熱材を輪切りにして間仕切り壁の下部に落とし込む。 

ｅ．洋室の天井断熱材を取り付ける。 
（1）天井断熱材の留付け 
・防湿面を下に向ける 



・断熱材方向………野緑 455mmの間にはめ込み（ボード受けをまたぐ） 
・留付け……………野縁間にタッカー釘打ち＠200内外 

（2）断熱材相互は隙間がないように際野縁までしっかり伸ばす。 
（3）下屋根が取り付く 2階外壁の胴差下部 
断熱材を 2階の胴差下端まで立ち上げる。（梁下等下地がない場合は下地を作ってから取
付け） 

（4）1階 2階の間仕切り壁上部（屋根下）の通気止め措置 
断熱材を壁際野緑の間に詰め込む。 

（5）小屋裏物入れがある場合 
・小屋裏物入れ壁の周囲および天井に断熱材を取り付ける。（床は不要、天井用断熱材使

用） 
 
６）内部木工事 
ａ．1階和室の畳下地板張り（屋根葺きは完了後におこなう） 
（1）床下を清掃する。 
（2）断熱材を敷き込む。 
①根太に断熱材受け金物を取り付ける。 
②断熱材を根太間に落とし込む。 
③端部は根太間隔に合わせて断熱材をカットする。 
④押入や床の間部分は後の工程で行う。 

（3）下地合板を張る。 
①根太上端に接着剤を塗り付ける。 
②構造用面材を割り付け、四隅を釘で仮留めする。 
③壁際の合板は柱当たり部分を欠き込んで柱中心まで張り込む。 
④構造用面材を所定の釘間隔で本留めする。 

（4）床を清掃して養生シートを張る。 
・位置……………柱面から 50mm程度離れ 

 
 



ｂ．2階床の捨て張り 
（1）根太の上端に接着剤を塗り付ける。 
（2）捨て張り板を外壁側から順に割り付け、四隅を釘で仮留めする。 
①捨て張り板の割付け 
②捨て張り板の仕様が構造用画材の場合は下記に注意。 
・現場カットしたボード木口の防水処理方法と範囲。 
・ボード相互は釘 1本分だけ隙間をあける。 
③階段降り口は階段枢取合いのため 3尺角程度張り残す。 
④長物資材を 2階へ上げるための床開口として一部収納部床を張り残しておく。 

（3）捨て張り板の本留め釘打ちを行う。 
①本留め釘打ち……………釘：N50根太当たり外周＠100 内周＠200 
②根太と捨て張り板に隙間があると後で床鳴りの原因となる。張り終わったら捨て張り板

に浮きがないかどうか足で踏みしめて確認しておく。 
（4）捨て張り完了後、引続き 2階フロア張りと床養生を行っておく。 
（5）作業中の落下防止のために床開口部周囲に手すり等を取り付ける。 

 
ｃ．階段取付け 

 
 

（1）図面を確認し、階段材料と照合する。 
①平面形状・幅・段数・階高・蹴上げ寸法・踏み面寸法 
②材料の色・階段部品の数量・不良品の有無 
③階段部品の取付けはすべて釘接着剤併用とする。以下同じ 

（2）最上段の框を取り付ける。 
（3）ささら桁を取り付ける。 
①図面と現物を照合しながらささら桁の木取りを行う。 
②木取りに基づいてささら桁の両端をカットする。 
③ささら桁を柱面にあてがい階段裏となる部分から釘打ちで固定する。 

（4）段板を取り付ける。 



①段板の釘打ち……………………N65－3本 
②段板を所定の寸法にカットする。 
③カットした段板をささら桁のしゃくり溝に差し入れ、段坂下にくさびを打ち込む。 
④段板の木目方向を統一する。 
⑤段板の下端からささら桁に向かって釘を斜めに打ち固定する。 

（5）蹴込み板を取り付ける。 
①蹴込み板を所定の寸法にカットする。 
②カットした蹴込み板を段板裏の蹴込みじゃくりに差し込み下段段板に釘打ちで仮留め

する。 
③蹴込み板の仮留め釘……………N38程度 
④押さえ当て板を蹴込み板の裏からあてがい上下の段板に釘打ちで固定する。（最下段は

床上所定の位置に角材を取り付けておき、これに蹴込み板を押しつけ接着剤で固定す

る。） 
⑤蹴込み板裏補強材…………合板厚 12mm 釘：N50 ＠100程度：接着剤併用 

（6）ささら桁の木口処理を行う。 
・見付け面大の部分：単板張り 
・見付け面小の部分：塗装補修 

 
（7）2階フロア張り工程で張り残してあった部分のフロアを張る。 
・1階階段下のフロアを張り残してあった場合、この部分にも断熱材を取り付けてフロア
を張っておく。 

（8）段板および床面を養生する。 
・段板の養生材料………床用養生パネルまたは梱包材等利用（既製品養生部品使用も可） 

 
７）洋室造作 
ａ．フロア張り 
（1）2階一般床のフロア張り 
①捨て張り床面を清掃する。 
②床捨て張り板に目違いや浮き、床鳴り等がないかどうか歩いて確認する。 
③平面図を確認し、くつずりの有無とその種類、およびフロアの張り方向を確認する。 
④フロアを割り付ける。 
⑤フロアを張る。 
⑥床面を養生する。 

 
（2）2階長尺塩ビシート下地合板張り 
①仕様等確認 
・仕様………………T1合板厚 9mm＋養生ボード（調整材） 
・釘打ち………………合板周囲および中通りに釘フロア 38 ＠150 
②捨て張り合板を継目に目違いが生じないように下の捨て張り材と上の捨て張り合板は

継目をずらして割り付ける。 
③捨て張り合板を所定の間隔で釘留めする。 



④床面を清掃して合板継手に目違い等ないかどうか確認する。 
⑤床面を清掃し養生シート等で床面を養生する。 

 
（2）1階玄関・勝手口等の上がり框取付けのフロア張り 

 

 
 

 
①躯体および下地材の内法寸法を採寸する。 
②採寸に基づいてそれぞれの框材を木取り、加工する。 
・玄関上がり框にはフロアの厚み分だけしゃくり加工を施す。 
・玄関上がり框と付け框の取合い部は、框上端の面取り深さまで大入れ加工を施す。 
③上がり框の天端をフロア面に合わせて取り付ける。 
・上がり框・付け框の固定……………釘 N75またはビス 65 ＠300m程度（接着剤併
用） 

④周囲の付け框を取り付ける。 
・鋼製サッシの場合、玄関・勝手口とも、付け框をサッシ際まで巻き込んでサッシ面内

に突き付ける。（サッシ回り造作枠は付けの上に載せかけて止め、土間まで伸ばさな

い。） 
（3）フロア張り 
①床下土間コンクリート面を清掃する。 
②断熱材を取り付ける。 
・断熱材受け金物を根太に取り付ける。 
・断熱材受け金物の間隔は長さ 910mmに対して両端および中間（計 3か所） 
・断熱材を根太間に落とし込む。 
③フロアを張る 
・床下収納庫の蓋に張るフロア材には合板を裏打ちする。（枠とフロア材の厚さ調整の

ため） 
④床面を清掃し、養生パネルで養生する。 
・土足禁止シートとスリッパ受けを置く。 



 
（4）長尺塩ビシート等の下地合板張り 
・合板厚 9＋養生パネル（調整材として）とする。 

 
ｂ．浴室造作（従来工法の浴室） 
（1）作業にかかる前に浴室回りおよびこれから張る合板の防腐処理が完了しているかどうか
確認する。 

（2）壁合板を張る。 
①壁合板上端となる位置に受け材を取り付ける。 
②外壁となる部分に断熱材を取り付ける。 
③断熱材の防湿面を室内に向ける。 

（3）天井合板を張る。 
①浴室床水下を基準に天井高を測り出し壁合板の面に墨を出す。 
②墨に合わせて野緑を組む。 
③下屋根部分の天井面に断熱材を取り付ける。 
④天井合板を張る。 

（4）壁と天井に防湿シート等を施工する。 
①壁の防湿シート等を張る。 
②防湿シートはサッシ際まで張り詰める。 
③天井に防湿フイルムを張る。 

（5）浴室出入り口のサッシを取り付ける。 
（6）壁にノンラス特殊合板を張る。 
①ノンラス特殊合板を所定の方法で壁全面に張り付ける。 
②サッシ回りはモルタルとタイルの厚み分を見込んで張る。 
③サッシ際にはサッシビスを受けるためのパッキン材を取り付けておく。 
④継手および天井、サッシ際、基礎際に専用のコーキングを充填する。 

（7）浴室天井を張る。 
・壁際ジョイナーは壁際から 15mm程度離して取り付ける。 

 
 
 



 
ｃ．洋室天井野縁組み 

 

 
 

 
（1）図面を確認して天井にからむ特殊事項を確認する。 
①照明器具用天井補強の要否 
②トップライト、埋め込みカーテンボックス、その他特殊事項の有無 

（2）開口部下がり壁の吊り木（まぐさ上間柱）を取り付ける。 
（3）天井野縁を取り付ける。 
①野縁…………30×40 ＠455、野縁受け材………30×40 ＠910 
②野縁の釘打ち…………N65－2本斜め打ち 
③図面からその部屋の天井高さを確認し、柱にレベル墨を出す。 
④まず、外周部四方に際野縁を取り付ける。 
⑤野緑を際野縁間に渡し釘打ちで固定する。 
⑥野縁継手は添え木当てとし、位置は乱に割り付ける。 
⑦ボード受け材を取り付ける………………30×40 ＠910 

（4）吊り木を取り付ける。 
①吊り木……………30×40 ＠910たてよこ 
②部屋の広さに応じて所定の天井むくりを付ける。 
・6畳間………………中心部むくり：9mm 
・8畳間………………中心部むくり：12mm 
・10畳間 ……………中心部むくり：15mm 
③吊り木は根太から吊ることはしない。 

 
 
 



ｄ．洋室開口部造作（窓枠・出入口・物入れ等の建具枠） 
（1）窓枠取付け 
①サッシの内法寸法を測定する。 
②測定寸法に基づき窓枠をカットする。 
・窓枠仕口の納め方は造作材の仕様によって異なる場合あり（それぞれの標準詳細図集

による。） 
③窓枠を組み立てる。 
・組立てはビスによること。仕口に隙間がないようにする。 
・ビス……………ユニクロ皿ビス 51～65mm程度（ドリルで穴あけする） 
③窓枠をサッシ開口にはめ込み窓枠と開口下地間にパッキンをかう。 
④開口下地材側から窓枠裏にビスを打ち固定する。 
⑤サッシのツバと窓枠をサッシ専用ビスで固定する。 
・サッシビスの材質は比較的柔らかいので、電動ドライバーを使用する場合はビス溝を

つぶさないように注意する。 
 

（2）木製建具枠の取付け 
①平面図を確認する。 
・ドアの開き勝手、引戸の引き勝手（袖壁と敷居の位置関係） 
・開口寸法が標準か特殊か（建具記号に特記のない場合は標準サイズ） 
・入隅集中開口部の有無 
②開口部下がり壁の間柱とまぐさを取り付ける。 
③建具枠をビスで組み立てる。 
③建具枠を開口にはめ込んで枠と開口下地間にパッキンをかう。 
④開口下地材側から建具枠裏にビスを打ち固定する。 
・建具吊込みに支障が出ないよう建て入り調整を十分行ってから固定する。 
⑤開き戸は戸当たりを、引戸は敷居を取り付ける。 
・くつずりありの場合は戸当たりより沓ずりを先に取り付ける。（取付け向きは開き勝

手を確認） 
 
ｅ．洋室のボード張り［天井・壁］ 

 



 
（1）天井の石膏ボードを張る。 
①キッチンや階段回りの腰壁、造り付け洗面カウンター、その他雑造作がある部分はこれ

らを先に完了させてからボード張り作業に入る。 
②天井ボードの割付け 
③部屋の中央部からボードの四隅を仮留めしながら周囲に向かって張り詰める。 
④壁際部分のボードの切断面に凹凸がある場合は、やすりを掛けて平滑にし、柱・間柱と

隙間があきすぎないようにする。 
⑤ボードのジョイントは、Vカット処理する。 
⑥ボードを所定のビス間隔で本留めする。 
・ビス：32mm  間隔：外周部………＠150内外  中央部………＠200内外 
⑦ボード継手に段差が生じないように片手でボードを押し上げ野緑にしっかり密着させ

ながら釘打ちする。 
 

（2）天井見切り縁を取り付ける。 
・出隅入隅で見切り緑相互に隙間が出ないように寸法測定と材料カットはできるだけ正確

に行う。 
・見切り緑の取付けは天井ボードとの間に隙間ができないように天井にしっかり押し付け

ながら釘打ちする。 
（3）壁の石膏ボードを張る。 
①壁ボードの釘打ち 
・GN40、またはステンレス釘 38 またはビス打ち（ビス：32） 
・間隔：外周部……＠200内外 内周部……＠200内外 
②耐水石膏ボードとすべき部分 
キッチン壁、トイレ壁、洗面所の天井、壁。原則として水回りは耐水石膏ボードとなる。

あらかじめその範囲を確認しておく。 
③天井見切りとの取合い 
・ボードリフター等を使って壁ボードを天井面に押し上げながら、天井見切り縁のツメ

内にボード頭を突っ込む。 
④開口部回り 
・開口部回りはボード切断位置を正確に採寸し、ていねいにカットする。（ボードの切

断面に凹凸がある場合はやすりを掛けて平滑にしておく） 
⑤1階の間仕切り壁下部の通気止め措置の施工を確認する。 
⑥平壁部分の位置する通し柱とボードの段差処理 
・通し柱の見付け面に合板厚 5．5mmを張って面をそろえる。 

 
６）物入れ・洋服入れの内部造作 
（1）壁化粧石膏ボードを張る。 
・床は洋室床と並行して同じ床材がすでに張り終わっているものとする。 

（2）天井化粧石膏ボードを張る。（和室押入天井と同要領） 
（3）枕棚・中段セットを取り付け、壁際に雑巾ずりを回す。 



①中棚枕棚高さ（特記のない場合） 
・中段……………床仕上げより 800mm 
・枕棚……………床仕上げより 1、700mm 

②洋服入れは中段なし。ハンガーパイプを取り付ける。 
（4）幅木を取り付ける。 
・幅木……………特記のない場合は洋室幅木を使用 

 
ｆ．玄関収納等備品取付け 
（1）取扱説明書等に従って備品を組み立てる。 
（2）壁の所定の位置にビス留めで固定する。 
・床・壁・枠材との隙間を調整してから固定する。 
・ビスが下地木材にきちんと利いていることを確認する。 

（3）天井との隙間に下がり壁（またはフィラー）を設ける。 
（4）扉を取り付けて建て付け調整を行う。 
（5）甲板（カウンター）を養生する。 

 
ｇ．洋室造作 
（1）洋室ケーシング取付け 
①取り付けるべき開口枠を採寸し、ケーシングをカットする。 
②枠材の溝にケーシングをあてがい、ケーシングどうしの接点に隙間がないことを確認す

る。 
③ケーシングをいったん取りはずし、ケーシングに接着剤を塗布する。 
④ケーシングを開口枠に取り付ける。 

（2）幅木取付け 
①幅木が取り付く床を清掃する。 
②壁の内法寸法を採寸し、幅木をカットする。 
③幅木を取付け位置にあてがい床との隙間がないように釘で留める。 
④上幅木に接着剤を塗布し、幅木水平ラインに取り付ける。 
・下幅木と上幅木は接着しない。 
・接着剤が枠材からはみ出さないように注意する。 
⑤幅木を床に押さえ付けるようにして壁に取り付ける。 

 
８）和室造作 
ａ．床柱・開口部造作・壁ラスボード・天井断熱材・天井板張り 
（1）床柱を取り付ける。 
・畳の厚さ、内法の高さ、落とし掛けの高さ等を確認して床柱に所定の加工を施してから

床柱を取り付ける。 
・加工箇所……押入間仕切り壁当たり部・回り緑・鴨居・敷居・長押・畳寄せ・床桓・地

板・襖・畳 
（2）出入口・押入等の開口部造作 
①開口部上部に吊り木（まぐさ上間柱）を取り付ける。 



②鴨居を取り付ける。 
③鴨居には開口部幅に応じて所定のむくりをつける。 
④敷居を取り付ける。 
⑤敷居下にはパッキンを施す……………＠455内外 
⑥敷居は畳厚さより敷居を若干高くする。（図参照） 
⑦敷居・鴨居・柱を養生する。 

（3）壁のラスボード張り 
①ボード相互および柱当たり部分には所定の隙間をあける。 
②ラスボードの隙間 
・ボード相互……………6mm程度 
・柱当たり部分…………3mm程度 
③ラスボードの釘…ステンレス 38（受け材当たり＠100内外） 
④床の間内部のラスボードは後の床の間造作時点で施工する。 

（4）回り縁・付け鴨居・長押を取り付ける。 
・柱間が 6尺以上の場合は回り縁の裏に塗り小舞を設ける。 
・床の間回りは長押木口の単板張りを忘れないようにする。 

（5）天井野緑を組む。 
①天井板の張り方向（図面特記のない場合の優先順位） 
・床の間に平行 
・部屋の長手方向に平行 
②図面より天井板の張り方向を確認し、天井板方向と直交方向に野緑を組む。 
③所定の天井むくりを付けながら吊り木を取り付ける。 

（6）天井断熱材を敷きながら和室天井板を張る。 
①屋根下となる天井の場合、和室天井板 1 枚ごとに断熱材を敷き置きながら順に張り進
める。（まとめて後敷きはだめ） 
②2階または下屋根にかかる和室の場合、まず、間仕切り壁上部の通気止め措置を行って
から天井板張り作業に入る。 
③2階がセットバックしている場合、2階外壁の胴差下部まで天井断熱材を張り上げる。 

 
ｂ．床の間造作 
（1）床框・地板の高さを勘案して根太を組む。 
・１階の場合は、必ず断熱材を取り付ける。 
・２階の場合はまず、畳下張り板と同じ捨て張り板を床の間および押入の下まで張り詰め

てから根太を流す。 
（2）床框・地板を取り付ける。 
①床の間根太間隔………………………＠303 
②床框がある場合、原則として床柱の下には畳寄せを入れることを想定して高さを決める。 
③床框がない場合、原則として地板は畳より 9mm程度上げることを想定して高さを決め
る。 

（3）床框と地板を養生する。 
（4）落とし掛けを取り付ける。 



（5）壁ラスボードを張る。 
（6）床の間天井板・回り緑を取り付ける。 
①まず、柱に回り緑当たりの欠き込みを入れる。 
②天井野緑を取り付ける。 
③屋根下となる天井の場合、この時点で天井断熱材を取り付ける。 
④床の間天井板を取り付ける。 
⑤回り緑を柱欠き込み部分に叩き入れ取り付ける。 

（7）無双四分一を取り付ける。 
（8）地板周囲に雑巾ずりを取り付ける。 

 
ｃ．畳寄せ取付け 
（1）畳寄せの柱当たり部分に切込みを施す。 
（2）畳寄せを取り付ける。 
（3）畳寄せ下にパッキンを入れる。 
・畳寄せ下パッキン…………………＠455  （床柱下は両サイドも入れる） 

 
ｄ．押入の造作 
（1）押入敷居の高さと押入床合板の厚さを勘案して根太を組む。 
・押入根太の間隔………………………＠303 
・１階の場合、必ず断熱材を取り付ける。 
・２階の場合、まず洋室床と同じ捨て張り板を張ってから根太を組む。 

（2）押入床化粧合板を張る。 
（3）床を養生する。 
（4）壁化粧石膏ボードを張る。 
（5）天井・天袋床・中段床の高さ位置墨を出す。 
①各部の高さ（図面に特記のない場合） 
・天袋……………天袋敷居に合わせる 
・中段……………畳天端より 800mm 

（6）天井化粧石膏ボードを張る。 
①野縁を組む。 
②屋根下となる場合はこの時点で天井断熱材を取り付ける。 
③天井化粧石膏ボードを張る。 
④原則として各階 1か所以上天井点検口を設ける。 
⑤回り縁を取付ける。 

（7）天袋床・中段床を取り付ける。 
・天袋床は原則として既製品中段セットを用い、組立てはその仕様による。 

（8）床・中段・天袋床に雑巾ずりを取り付ける。 
 
 
 
 


