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(57)【要約】
【課題】構造体に対する横ずれや脱落を防止することが
でき、また、脱落防止ボルトを要する従来のものに比し
てコストを抑制することができる吊りボルト固定具を提
案する。
【解決手段】本発明の吊りボルト固定具１は、吊りボル
ト２００を螺合させる第一螺合部３を有し、下部壁１０
１の下方において下部壁１０１に対向する底板部２と、
底板部２の左側及び右側に設けられた一対の側板部７に
それぞれ連結するとともに、下部壁１０１の下面に当接
する一対の天板部８と、天板部８を貫通し、天板部８を
下部壁１０１に固定させる固定ビス４００を挿通させる
孔部１１と、を備え、一対の天板部８は、背側において
天板部８に一体に連結するとともに上方又は下方に向け
て延在する背側折返し部９を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造体の下部壁に吊りボルトを垂下固定させる吊りボルト固定具であって、
　前記吊りボルトを螺合させる第一螺合部を有し、前記下部壁の下方において該下部壁に
対向する底板部と、
　前記底板部の左側及び右側に設けられた一対の側板部にそれぞれ連結するとともに、前
記下部壁の下面に当接する一対の天板部と、
　前記天板部を貫通し、該天板部を前記下部壁に固定させる固定ビスを挿通させる孔部と
、を備え、
　一対の前記天板部は、背側において該天板部に一体に連結するとともに上方又は下方に
向けて延在する背側折返し部を有する吊りボルト固定具。
【請求項２】
　一対の前記天板部は、腹側において該天板部に一体に連結するとともに下方に向けて延
在する腹側折返し部を有する請求項１に記載の吊りボルト固定具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｈ形鋼やＣ形鋼等の構造体に対して吊りボルトを垂下固定するための吊りボ
ルト固定具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、Ｈ形鋼やＣ形鋼等の構造体に対して吊りボルトを垂下固定するにあたって、構造
体の下部壁を利用してこれを固定する吊りボルト固定具が多用されている。例えばＨ形鋼
の下方に位置するフランジ部を利用して吊りボルトを垂下固定する吊りボルト固定具は、
吊りボルトを螺合させる第一螺合部を有し、フランジ部の下方においてこのフランジ部に
対向する底板部と、底板部の背側に設けられた背板部に連結し、フランジ部の上方におい
てこのフランジ部に対向する頂板部とを備えていて、吊りボルトを締め付けることによっ
て頂板部と吊りボルトの先端部でフランジ部を挟持し、これにより吊りボルトを垂下固定
するようにしている（例えば特許文献１の図５を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０９－０４９２８７号公報
【特許文献２】特開２０１８－１１５４２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところでこのような従来の吊りボルト固定具は、地震等で強い揺れを受けると、Ｈ形鋼
に対して横ずれしたり、頂板部がフランジ部から外れてＨ形鋼から脱落したりする不具合
が生じることがあった。地震の強度によっては吊りボルト固定具が変形してしまうことも
あり、この場合は、Ｈ形鋼に対する横ずれや脱落がより生じやすくなっていた。
【０００５】
　一方、特許文献２には、このような不具合を防止できるとする吊りボルト固定具（天井
吊りボルト懸架ブラケット）が示されている。この吊りボルト固定具は、同文献の図２、
図３に示されているように、構造体の下部壁下面に沿って背側から腹側に向かって水平方
向に延在して構造体の腹側で垂直方向に延在する側面視Ｌ字状の脱落防止ボルト１０と、
同文献の図５、図６に示されているように、ドリルねじ１９によって固定されるねじ止め
片１８を備えている。しかし特許文献２の吊りボルト固定具は、脱落防止ボルト１０を用
いることを前提としており、脱落防止ボルト１０を設けることによる部品点数の増加に伴
って大幅なコストアップが避けられず、また重量の増大、サイズの大型化も免れない。
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【０００６】
　本発明は、このような問題点を解決することを課題とするものであって、構造体に吊り
ボルトを垂下固定するにあたって構造体に対する横ずれや脱落を防止することができ、ま
た、脱落防止ボルトを要する従来のものに比してコストを抑制し、軽量化、小型化を図る
こともできる吊りボルト固定具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、構造体の下部壁に吊りボルトを垂下固定させる吊りボルト固定具であって、
前記吊りボルトを螺合させる第一螺合部を有し、前記下部壁の下方において該下部壁に対
向する底板部と、前記底板部の左側及び右側に設けられた一対の側板部にそれぞれ連結す
るとともに、前記下部壁の下面に当接する一対の天板部と、前記天板部を貫通し、該天板
部を前記下部壁に固定させる固定ビスを挿通させる孔部と、を備え、一対の前記天板部は
、背側において該天板部に一体に連結するとともに上方又は下方に向けて延在する背側折
返し部を有するものである。
【０００８】
　このような吊りボルト固定具において、一対の前記天板部は、腹側において該天板部に
一体に連結するとともに下方に向けて延在する腹側折返し部を有することが好ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に従う吊りボルト固定具では、固定ビスによって、一対の天板部を構造体の下部
壁に強固に固定することができるため、構造体に対する横ずれや脱落を防止することがで
きる。特に天板部は、背側折返し部を備えていて高い剛性を有しており、地震等で強い揺
れを受けても変形し難いため、構造体に対する横ずれや脱落をより確実に防止することが
できる。また本発明に従う吊りボルト固定具は、脱落防止ボルトも不要であるため、これ
を要する従来のものに比してコストを抑制し、軽量化、小型化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に従う吊りボルト固定具の一実施形態を示す斜視図である。
【図２】図１に示した吊りボルト固定具につき、（ａ）は平面図であり、（ｂ）は正面図
であり、（ｃ）は底面図である。
【図３】図１に示した吊りボルト固定具につき、（ａ）は側面図であり、（ｂ）は背面図
である。
【図４】図１に示した吊りボルト固定具によってＨ形鋼に吊りボルトを垂下固定した状態
を示す図であって、（ａ）は側面図であり、（ｂ）は背面図であり、（ｃ）は底面図であ
る。
【図５】図１に示した吊りボルト固定具によってＣ形鋼に吊りボルトを垂下固定した状態
を示す側面図である。
【図６】比較例の吊りボルト固定具につき、（ａ）は斜視図であり、（ｂ）は強度試験後
の変形具合について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明に従う吊りボルト固定具の一実施形態について、図面を参照しながら説明
する。なお、本明細書等における「上」、「下」の位置関係は、吊りボルト固定具によっ
て構造体（例えばＨ形鋼）に吊りボルトを垂下固定した状態での向きをいう。また「腹」
側とは、吊りボルト固定具をＨ形鋼に取り付けた際にＨ形鋼のウエブに近い側（図４（ａ
）における左側）であり、「背」側とは、その逆側（図４（ａ）における右側）である。
【００１２】
　本実施形態の吊りボルト固定具１は、図１～図３に示す如き形態をなすものであって、
所定の形状になる１枚の鋼板を折り曲げて形成されている。この吊りボルト固定具１は、
図４に示すように仮止めボルト３００と固定ビス４００によって構造体（図示例はＨ形鋼
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１００）の下部壁（Ｈ形鋼１００における下方のフランジ部１０１）に取り付けられ、吊
りボルト２００を垂下固定することができる。
【００１３】
　吊りボルト固定具１は、図１～図３に示すように、矩形状になる底板部２を備えている
。底板部２の中央部には、底板部２を貫通するとともに内周面を雌ねじ状に形成し、吊り
ボルト２００が螺合可能な第一螺合部３が設けられている。
【００１４】
　底板部２の背側には、底板部２と一体に連結して上方に向けて延在する背板部４が設け
られている。背板部４の上端部には、背板部４と一体に連結して背側から腹側に向けて延
在する頂板部５が設けられている。そして頂板部５の中央部には、頂板部５を貫通すると
ともに内周面を雌ねじ状に形成し、仮止めボルト３００が螺合可能な第二螺合部６が設け
られている
【００１５】
　そして底板部２の左側及び右側には、底板部２と一体に連結して上方に向けて延在する
一対の側板部７が設けられている。それぞれの側板部７の上端部には、側板部７と一体に
連結して底板部２が位置する側とは逆向きに水平方向に延在する天板部８が設けられてい
る。
【００１６】
　天板部８の背側には、本実施形態では天板部８と一体に連結して上方に向けて延在する
（天板部８の背側を上方に向けて折り返した）背側折返し部９が設けられている。そして
天板部８の腹側には、天板部８と一体に連結して下方に向けて延在する（天板部８の腹側
を下方に向けて折り返した）腹側折返し部１０が設けられている。
【００１７】
　更に天板部８は、その中央部を貫通する円形の孔部１１を備えている。孔部１１は、図
４に示した固定ビス４００が挿通できる大きさで形成されている。
【００１８】
　このような吊りボルト固定具１は、図４に示すようにしてＨ形鋼１００のフランジ部１
０１に取り付けられる。具体的に説明すると、まず、第二螺合部６に仮止めボルト３００
を軽く締め付けることにより、吊りボルト固定具１に仮止めボルト３００を保持させてお
く。
【００１９】
　そして、Ｈ形鋼１００に対して吊りボルト固定具１を、底板部２と天板部８がフランジ
部１０１の下方に位置し、また頂板部５がフランジ部１０１の上方に位置する高さで、背
側折返し部９の両方がフランジ部１０１の外縁部に当接するまで水平方向に移動させる。
この状態で吊りボルト固定具１を持つ手を離しても、仮止めボルト３００の下端部がフラ
ンジ部１０１で支持されるため、吊りボルト固定具１がＨ形鋼１００から脱落することは
ない。
【００２０】
　その後、仮止めボルト３００を締め付けることによって、フランジ部１０１は、仮止め
ボルト３００の下端部と一対の天板部８によって挟持される。従って吊りボルト固定具１
は、フランジ部１０１に対して仮固定される。なお、仮止めボルト３００を回転する際、
吊りボルト固定具１も一緒に回転すると作業性に難があるが、本実施形態では、上方に向
けて延在する一対の背側折返し部９が吊りボルト固定具１の回転止めとして機能するため
、仮止めボルト３００による仮固定を作業性よく行うことができる。
【００２１】
　その後は、固定ビス４００を使用して、天板部８をフランジ部１０１に固定する。固定
ビス４００は、図示したものに限られず、フランジ部１０１の厚みや材質等に応じて適宜
最適なものが使用される。例えば図示した固定ビス４００は、セルフタップ機能を有する
ものであって、孔部１１に固定ビス４００の先端を当て付け、そのまま固定ビス４００を
回転させることによって天板部８をフランジ部１０１に固定することができるが、フラン
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ジ部１０１にねじ穴を設けておくことによって、セルフタップ機能を持たない固定ビス４
００を使用してもよい。
【００２２】
　そして、第一螺合部３に吊りボルト２００を螺合させ、更にこれを締め付ける。これに
より吊りボルト２００の先端は、フランジ部１０１に強く押し付けられ、Ｈ形鋼１００に
垂下固定される。本実施形態の吊りボルト固定具１は、固定ビス４００によって一対の天
板部８がフランジ部１０１に強固に固定されているため、例えば地震等で強い揺れを受け
ても、吊りボルト固定具１がＨ形鋼１００に対して横ずれしたり、脱落したりする不具合
を防止することができる。
【００２３】
　また天板部８は、背側折返し部９によって高い剛性を有している。特に本実施形態にお
いては、背側折返し部９に加えて腹側折返し部１０も設けられているため、天板部８は十
分に高い剛性を有している。このため、地震等で強い揺れを受けた場合でも天板部８の変
形が抑えられるため、Ｈ形鋼１００に対する吊りボルト固定具１の横ずれや脱落を、より
確実に防止することができる。
【００２４】
　ここで、本実施形態における天板部８の剛性について、図６に示した比較例と対比しな
がら説明する。図６（ａ）に示した比較例の吊りボルト固定具２１は、上述した背側折返
し部９と腹側折返し部１０が天板部２８に設けられていない点を除いて、吊りボルト固定
具１と同一の形状である。そして、吊りボルト固定具２１に吊りボルト２００を取り付け
た状態で地震等の揺れを想定した強度試験を行ったところ、特に図６（ｂ）においてハッ
チングを付した部分（天板部２８と側板部２７との連結部）が矢印で示した向きに大きく
変形する現象が認められた。一方、図示は省略するが、吊りボルト固定具１において腹側
折返し部１０を省いたものを使用して同一の強度試験を行ったところ、上記の変形度合い
は十分に小さくなっていることが認められた。特に、図１に示したように背側折返し部９
と腹側折返し部１０の両方を備える吊りボルト固定具１においては、上記の変形は殆ど認
められなかった。
【００２５】
　このように、天板部８に背側折返し部９、延いては腹側折返し部１０を設けることによ
って、吊りボルト固定具１の変形を抑制することができる。なお背側折返し部９は、下方
に向けて延在する（天板部８の背側を下方に向けて折り返す）ものでもよく、このような
下方に向けて延在する背側折返し部９によっても、吊りボルト固定具１の変形を抑制する
ことができる。
【００２６】
　本実施形態の吊りボルト固定具１は、上述したＨ形鋼１００のみならず、図５に示す如
きＣ形鋼１１０に取り付けることも可能である。ここでＣ形鋼１１０は、図示したように
横断面形状がＣ字状をなす薄板状のものであって、下方において水平方向に延在する下部
壁１１１と上方において水平方向に延在する上部壁１１２が、垂直方向に延在する縦壁１
１３で一体に連結している。また、縦壁１１３に対向する側には、下部壁１１１から上方
に向けて延在する下側リップ１１４と、上部壁１１２から下方に向けて延在する上側リッ
プ１１５が設けられている。
【００２７】
　このようなＣ形鋼１１０に対しても、第二螺合部６に仮止めボルト３００を軽く締め付
けておき、下側リップ１１４と上側リップ１１５の間から頂板部５を挿入した後、仮止め
ボルト３００を締め付けることによって、吊りボルト固定具１を仮固定することができる
。
【００２８】
　その後は、固定ビス５００を使用して、天板部８を下部壁１１１に固定する。図４にお
ける固定ビス５００は、下部壁１１１の厚みに応じて、図４に示した固定ビス４００より
も長さの短いものを使用している。固定ビス５００もセルフタップ機能を有しているため
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とによって天板部８を下部壁１１１に固定することができる。そして第一螺合部３に吊り
ボルト２００を螺合させ、更にこれを締め付けることによって、Ｃ形鋼１１０に吊りボル
ト２００を垂下固定することができる。本実施形態の吊りボルト固定具１も、固定ビス５
００によって一対の天板部８が下部壁１１１に強固に固定されているため、地震等で強い
揺れを受けても、吊りボルト固定具１がＣ形鋼１１０に対して横ずれしたり、脱落したり
する不具合を防止することができる。また背側折返し部９と腹側折返し部１０によって天
板部８の変形が抑えられるため、Ｃ形鋼１１０に対する吊りボルト固定具１の横ずれや脱
落を、より確実に防止することができる。
【００２９】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は係る特定の実施形態に限定さ
れるものではなく、上記の説明で特に限定しない限り、特許請求の範囲に記載された本発
明の趣旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。また、上記の実施形態にお
ける効果は、本発明から生じる効果を例示したに過ぎず、本発明による効果が上記の効果
に限定されることを意味するものではない。例えば、上記の実施形態で使用した仮止めボ
ルト３００は取り付け作業性の向上に効果的であるが、これを使用しなくてもよい。
【符号の説明】
【００３０】
１：吊りボルト固定具
２：底板部
３：第一螺合部
４：背板部
５：頂板部
６：第二螺合部
７：側板部
８：天板部
９：背側折返し部
１０：腹側折返し部
１１：孔部
１００：Ｈ形鋼（構造体）
１０１：フランジ部（下部壁）
１１０：Ｃ形鋼（構造体）
１１１：下部壁
１１２：上部壁
１１３：縦壁
１１４：下側リップ
１１５：上側リップ
２００：吊りボルト
３００：仮止めボルト
４００：固定ビス
５００：固定ビス
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