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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
野縁部材の長手方向に沿って形成された溝部に取付可能とする野縁側取付部と、
天井より吊下げ部材を介して吊下げられた野縁受部材に取付可能とする受部材側取付部と
を具備して、
前記野縁部材及び前記野縁受部材を互いに直交させた状態で接続して格子体を構成する野
縁保持具であって、
前記野縁側取付部は、異なる幅寸法の前記溝部を有する前記野縁部材に対応して、幅広な
前記溝部に係合可能な幅広側係止部と、幅狭な前記溝部に係合可能な幅狭側係止部とを備
え、
前記受部材側取付部は、保持具本体から上向きに立ち上げられた受部材側立ち上げ部上端
を略水平方向に延設して、前記保持具本体上面と対向する挟持部と、前記挟持部と前記保
持具本体とで前記野縁受部材を挟持可能とする締付機構とを備えたことを特徴とする野縁
保持具。
【請求項２】
前記幅広側係止部を、方形状の前記保持具本体の対向する一対の両端部より立ち上げられ
、幅広な前記溝部に挿入可能な一対の幅広側立ち上げ部の先端を外側に折り曲げて、幅広
な前記溝部の内面に前記野縁部材の長手方向に沿って係合可能に設けられ、前記野縁部材
を幅広な前記溝部に沿ってスライド自在に保持するものとし、
前記幅狭側係止部を、前記保持具本体に前記幅広側立ち上げ部と略同一方向に立ち上げら
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れ、且つ前記幅広側立ち上げ部間の間隔より幅狭に形成され、幅狭な前記溝部に挿入可能
な一対の幅狭側立ち上げ部の先端を外側に折り曲げて、幅狭な前記溝部の内面に前記野縁
部材の長手方向に沿って係合可能に設けられ、前記野縁部材を幅狭な前記溝部に沿ってス
ライド自在に保持するものとすることを特徴とする請求項１記載の野縁保持具。
【請求項３】
前記受部材側取付部は、前記受部材側立ち上げ部と前記野縁受部材とを締結する締結手段
を備えたことを特徴とする請求項１又は２に記載の野縁保持具。
【請求項４】
前記締付機構は、前記野縁保持具と前記天井とを連結する振れ止め手段を連結可能とする
保持具側連結受部を備えたことを特徴とする請求項１記載の野縁保持具。
【請求項５】
前記受部材側取付部は、前記挟持部の先端を折り曲げて、前記野縁受部材に係止可能とす
る受部材側係止部を備えたことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の野縁保
持具。
【請求項６】
野縁部材の長手方向に沿って形成された溝部に取付可能とする野縁側取付部と、
天井より吊下げ部材を介して吊下げられた野縁受部材に取付可能とする受部材側取付部と
を具備して、
前記野縁部材及び前記野縁受部材を互いに直交させた状態で接続して格子体を構成する野
縁保持具であって、
前記野縁側取付部は、異なる幅寸法の前記溝部を有する前記野縁部材に対応して、幅広な
前記溝部に係合可能な幅広側係止部と、幅狭な前記溝部に係合可能な幅狭側係止部とを備
え、
前記野縁部材に設けた野縁側連結受部と、
前記野縁受部材に設けた受部材側連結受部とを具備し、
前記野縁側連結受部と前記受部材側連結受部とを連結する連結手段を備えたことを特徴と
する野縁保持具。
【請求項７】
前記受部材側連結受部は、消火機器を備えた横杆を前記野縁部材に固定する消火機器固定
手段を備えたことを特徴とする請求項６記載の野縁保持具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、野縁部材を保持する野縁保持具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、天井より吊下げられた吊下げ部材にハンガーを取り付け、このハンガーに野縁受
部材を取り付け、野縁保持具を用いて複数の野縁部材と野縁受部材とを格子状に組み立て
、野縁部材の下面に天井パネルを取り付けて天井を形成していた（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２１４８９７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、従来の野縁保持具では、異なる溝幅の溝部を有する野縁部材に対して、野縁の
溝幅に合わせて野縁保持具を選択する必要があり、溝幅に合わせた野縁保持具を用意する
のは、生産性のうえでも無駄が多く、また、野縁部材の溝幅に合わせて野縁保持具を選ん
で作業を行うことで、作業が繁雑になるなど問題点があった。
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【０００５】
　そこで、本発明は、上記課題を解消するものであり、異なる溝幅を有する野縁部材に対
応して、野縁部材と野縁受部材を接続する野縁保持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】
【０００６】
　請求項１の発明の野縁保持具は、野縁部材の長手方向に沿って形成された溝部に取付可
能とする野縁側取付部と、天井より吊下げ部材を介して吊下げられた野縁受部材に取付可
能とする受部材側取付部とを具備して、前記野縁部材及び前記野縁受部材を互いに直交さ
せた状態で接続して格子体を構成する野縁保持具であって、前記野縁側取付部は、異なる
幅寸法の前記溝部を有する前記野縁部材に対応して、幅広な前記溝部に係合可能な幅広側
係止部と、幅狭な前記溝部に係合可能な幅狭側係止部とを備え、前記受部材側取付部は、
保持具本体から上向きに立ち上げられた受部材側立ち上げ部上端を略水平方向に延設して
、前記保持具本体上面と対向する挟持部と、前記挟持部と前記保持具本体とで前記野縁受
部材を挟持可能とする締付機構とを備えたことを特徴とする。
【０００７】
　請求項２の発明の野縁保持具は、前記幅広側係止部を、方形状の前記保持具本体の対向
する一対の両端部より立ち上げられ、幅広な前記溝部に挿入可能な一対の幅広側立ち上げ
部の先端を外側に折り曲げて、幅広な前記溝部の内面に前記野縁部材の長手方向に沿って
係合可能に設けられ、前記野縁部材を幅広な前記溝部に沿ってスライド自在に保持するも
のとし、前記幅狭側係止部を、前記保持具本体に前記幅広側立ち上げ部と略同一方向に立
ち上げられ、且つ前記幅広側立ち上げ部間の間隔より幅狭に形成され、幅狭な前記溝部に
挿入可能な一対の幅狭側立ち上げ部の先端を外側に折り曲げて、幅狭な前記溝部の内面に
前記野縁部材の長手方向に沿って係合可能に設けられ、前記野縁部材を幅狭な前記溝部に
沿ってスライド自在に保持するものとすることを特徴とする。
【０００８】
　請求項３の発明の野縁保持具は、前記受部材側取付部は、前記受部材側立ち上げ部と前
記野縁受部材とを締結する締結手段を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　請求項４の発明の野縁保持具は、前記締付機構は、前記野縁保持具と前記天井とを連結
する振れ止め手段を連結可能とする保持具側連結受部を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　請求項５の発明の野縁保持具は、前記受部材側取付部は、前記挟持部の先端を折り曲げ
て、前記野縁受部材に係止可能とする受部材側係止部を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　請求項６の発明の野縁保持具は、野縁部材の長手方向に沿って形成された溝部に取付可
能とする野縁側取付部と、天井より吊下げ部材を介して吊下げられた野縁受部材に取付可
能とする受部材側取付部とを具備して、前記野縁部材及び前記野縁受部材を互いに直交さ
せた状態で接続して格子体を構成する野縁保持具であって、前記野縁側取付部は、異なる
幅寸法の前記溝部を有する前記野縁部材に対応して、幅広な前記溝部に係合可能な幅広側
係止部と、幅狭な前記溝部に係合可能な幅狭側係止部とを備え、前記野縁部材に設けた野
縁側連結受部と、前記野縁受部材に設けた受部材側連結受部とを具備し、前記野縁側連結
受部と前記受部材側連結受部とを連結する連結手段を備えたことを特徴とする。
【００１２】
　請求項７の発明の野縁保持具は、前記受部材側連結受部は、消火機器を備えた横杆を前
記野縁部材に固定する消火機器固定手段を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１の発明によれば、一つの野縁保持具に異なる溝幅の溝部を有する野縁部材を取
付可能に取付部を備えたことにより、溝幅の異なる野縁保持具と野縁受部材を接続して格
子体を組み立てる際の部品点数を減らして生産コストの削減を図るとともに、作業の効率
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化を図ることができる。また、挟持部によって野縁保持具に野縁受部材を挟持することに
より、野縁受部材の固定を確実に行うことができる。
【００１４】
　請求項２の発明によれば、第１の係止部と野縁部材の溝部の両側縁部の内面との接触面
積を増大させて、第１の係止部と野縁部材の溝部の両側縁部の接触部分にガタが生じる恐
れを防止して、野縁保持具と野縁部材との係合状態を安定化させることができるとともに
、第２の係止部と幅狭な野縁部材の両側縁部の内面との接触面積を増大させて、第２の係
止部と幅狭な野縁部材の両側縁部の接触部分にガタが生じる恐れを防止して、野縁保持具
と幅狭な野縁部材との係合状態を安定化させることができる。また、野縁部材を野縁部材
の溝部に沿ってスライド自在に保持するとともに、幅狭な野縁部材を幅狭な野縁部材の溝
部に沿ってスライド自在に保持することにより、格子体の平面形状を天井の形状に合わせ
た任意の形状に簡便に設定することができ、各野縁部材を野縁保持具に対してスライド自
在とすることで、各野縁部材にかかる力を分散させて、各野縁部材が野縁保持具から脱落
することを防止することができる。
【００１５】
　請求項３の発明によれば、締結手段を介して、野縁保持具を野縁受部材に固定すること
により、野縁受部材から野縁保持具、しいては野縁部材が脱落することを防ぐことができ
る。
【００１６】
　請求項４の発明によれば、保持具側連結受部を介して振れ止め手段によって野縁保持具
と天井を連結することで、野縁部材の揺れを抑えて、野縁部材が野縁受部材から落下する
ことを防ぐことができる。
【００１７】
　請求項５の発明によれば、受部材側係止部によって挟持部を野縁受部材に係止すること
で、野縁受部材の固定をさらに確実に行うことができる。
【００１８】
　請求項６の発明によれば、野縁保持具以外に野縁部材と野縁受部材を連結する手段を備
えたことにより、野縁部材が野縁保持具から離脱した場合や、野縁部材が野縁保持具ごと
野縁受部材から離脱した場合に、野縁部材が落下することを防ぐことができる。
【００１９】
　請求項７の発明によれば、消火機器を備えた横杆が地震等の揺れによって、落下したり
、その設置位置にずれが生じることを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１実施例における野縁保持具の斜視図である。
【図２】同上、野縁保持具に第１の野縁部材を取り付けた状態を示す斜視図である。
【図３】同上、野縁保持具に第２の野縁部材を取り付けた状態を示す斜視図である。
【図４】同上、野縁保持具に第１の野縁部材を取り付けた状態を示す断面図である。
【図５】同上、野縁保持具に第２の野縁部材を取り付けた状態を示す断面図である。
【図６】同上、野縁側連結体の斜視図である。
【図７】同上、野縁保持具の使用状態を示す斜視図である。
【図８】同上、野縁側連結部付近の斜視図である。
【図９】同上、野縁保持具の他の使用状態を示す斜視図である。
【図１０】本発明の第２実施例における振れ止め部材を示す斜視図である。
【図１１】同上、野縁保持具に第１の野縁部材を取り付けた状態を示す斜視図である。
【図１２】本発明の第３実施例における野縁側連結部付近の断面図である。
【図１３】同上、野縁側連結部付近の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明における実施の形態について、添付図面を参照しながら説明する。
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【実施例１】
【００２２】
　図１～図８は本発明の実施形態の一例を示すものであり、本実施例の野縁保持具１は、
それぞれ長手方向に沿って溝部として野縁側溝部２,３が形成された断面略Ｃ形状の形鋼
からなる複数の野縁部材４,５と、天井（図示せず）より垂設されて吊下げられた吊下げ
部材としての吊下げボルト（図示せず）に略Ｓ型形状の形鋼からなるハンガーを介して接
続された断面略Ｃ形状の形鋼からなる野縁受部材９とを、互いに直交させて一体化して、
野縁部材４,５の下面に石膏ボード、コンパネ等の板材からなる天井パネル（図示せず）
が取付可能な格子体10を構成するものである。
【００２３】
　本実施例では、長手方向（図中、Ｘ方向）と水平方向に直交する方向である短手方向（
図中、Ｙ方向）の幅Ｈ１,Ｈ２の異なる２種類の野縁部材として、幅を大きく設定された
幅広な第１の野縁部材４と、幅を小さく設定された幅狭な第２の野縁部材５を用いる。こ
こで、第１の野縁部材４の幅Ｈ１は、第２の野縁部材５の幅Ｈ２の約２倍の大きさに設定
されている。
【００２４】
　野縁保持具１は、方形状に形成されたステンレス鋼、アルミニウム等の金属製の薄板か
らなる保持具本体11の下部には、第１の野縁部材４の第１の野縁側溝部２の断面略Ｊ型に
形成された第１の野縁側両側縁部12と係合可能な第１の野縁取付部13と、第２の野縁部材
５の第２の野縁側溝部３の断面略Ｊ型に形成された第２の野縁側両側縁部14と係合可能な
第２の野縁取付部15が設けられている。
【００２５】
　また、保持具本体11の上部には、野縁受部材９を挟持して野縁受部材９の固定を行う受
部材側取付部16を備えている。
【００２６】
　第１の野縁取付部13は、保持具本体11の対向する一対の両端部17,17より略平行に立ち
上げられ、第１の野縁部材４の第１の野縁側溝部２に挿入可能な一対の第１の立ち上げ部
18と、各第１の立ち上げ部18の先端を互いの距離が離れるよう外側に折り曲げて断面略Ｊ
型に形成し、第１の野縁側両側縁部12の内面に長手方向（図中、Ｘ方向）に沿って係合可
能に設けられ、第１の野縁部材４を第１の野縁側溝部２に沿ってスライド自在に保持する
第１の係止部19が設けられている。
【００２７】
　受部材側取付部16は、一対の両端部と水平方向に直交する保持具本体11の他方の端部よ
り第１の立ち上げ部18とは反対方向へ略平行となるように垂直上向きに立ち上げられた受
部材側立ち上げ部20と、この受部材側立ち上げ部20の上端を略水平方向に延設して、保持
具本体11と平行に形成され、保持具本体11上面と対向する挟持部21と、挟持部21の先端を
野縁受部材の側面形状に合わせて折り曲げて形成された受部材側係止部22とを有している
。
【００２８】
　また、受部材側取付部16は、受部材側立ち上げ部20と野縁受部材９とを締結する締結手
段23として、受部材側立ち上げ部20に形成された取付側貫通部20Ａと野縁受部材９に形成
された受部材側貫通部９Ａに挿通可能な第１の雄螺子部としての第１のボルト24と、受部
材側立ち上げ部20外面から取付側貫通部20Ａと受部材側貫通部９Ａに挿通された第１のボ
ルト24に野縁受部材９の内側より螺着可能な第１の雌螺子部としての第１のナット25を備
えている。ここで第１のナット25は受部材側立ち上げ部20に固定されているものでも、受
部材側立ち上げ部20と別体としても構わないものとする。また、第１の雌螺子部25として
は、取付側貫通部20Ａ及び受部材側貫通部９Ａのいずれか一方又はその両方に第１のボル
ト24が螺合可能な螺子溝を螺刻したものとしても構わないものとする。さらに、第１のボ
ルト24・第１のナット25はそれぞれ、取付側貫通部20Ａ又は受部材側貫通部９Ａに対して
軟質ゴム製の座金部材24Ａ,25Ａを介して取り付けられることが好ましい。
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【００２９】
　さらに、受部材側取付部16には、挟持部21下面と保持具本体11上面によって野縁受部材
９の挟持を可能とする締付機構26として、挟持部21の略中央部分に形成された挟持部側貫
通部27と保持具本体11の略中央部分に形成された本体側貫通部28に挿通可能な第２の雄螺
子部としての第２のボルト29と、挟持部21上方から挟持部側貫通部27と本体側貫通部28に
挿通された第２のボルト29に保持具本体11下方より螺着可能な第２の雌螺子部としての第
２のナット30を備えている。ここで第２のナット30は保持具本体11に固定されているもの
でも、保持具本体11と別体としても構わないものとする。また、第２の雌螺子部30として
は、挟持部側貫通部27と本体側貫通部28のいずれか一方又はその両方に第２のボルト29が
螺合可能な螺子溝を螺刻したものとしても構わないものとする。さらに、第２のボルト29
・第２のナット30はそれぞれ、挟持部側貫通部27又は本体側貫通部28に対して軟質ゴム製
の座金部材29Ａ,30Ａを介して取り付けられることが好ましい。
【００３０】
　また、締付機構26において、第２のボルト29の頭部に設けられた第１の環状部31と、一
方が第１の環状部31に接続されて、他方が天井（図示せず）に接続されることにより、天
井（図示せず）と第１の環状部31とを連結する揺れ止め手段たる第１のワイヤ32を備えて
いる。
【００３１】
　さらに、前述の受部材側係止部22は、挟持部21の先端部分から中間部分にかけて、平行
に形成された２条のスリット33,33によって区画された挟持部21の先端部分の両端を、下
方に折り曲げて形成されたものである。
【００３２】
　第２の野縁取付部15には、保持具本体11の第１の立ち上げ部18,18間に第１の立ち上げ
部18と略平行に立ち上げられ、且つ第１の立ち上げ部18,18間の間隔Ｍ１より幅狭な間隔
Ｍ２に形成され、第２の野縁側溝部３に挿入可能な一対の第２の立ち上げ部34,34と、各
第２の立ち上げ部34,34の先端を互いの距離が離れるよう外側に折り曲げて、第２の野縁
側両側縁部14の内面に長手方向（図中、Ｘ方向）に沿って係合可能に設けられ、第２の野
縁部材５を第２の野縁側溝部３に沿ってスライド自在に保持する第２の係止部35が設けら
れている。
【００３３】
　ここで、各第１の立ち上げ部18,18は、保持具本体11側の基端から第１の係止部19側の
先端にかけて、互い距離が近付くように傾斜して形成されており、第３の立ち上げ部40,4
0及び第２の立ち上げ部34,34についても同様に保持具本体11側の基端から第３の係止部41
,41及び第２の係止部35,35側の先端にかけて、互いの距離が近付くように傾斜して形成さ
れている。
【００３４】
　また、本実施例では、野縁側連結部36として、方形状に形成されたステンレス鋼、アル
ミニウム等の金属製の薄板からなる連結体本体37の下部に野縁保持具１と同様の第１の野
縁取付部13及び第２の野縁取付部15を備えて、野縁部材４,５にスライド自在に取付可能
とした野縁側連結体38と、受部材側取付部として一対の両端部17,17と水平方向に直交す
る連結体本体37の別の一対の両端部39,39より第１の立ち上げ部18とは反対方向へ略平行
に立ち上げられ、受部材側溝部４に挿入可能な一対の第３の立ち上げ部40,40と、各第３
の立ち上げ部40,40の先端を互いの距離が離れるよう外側に折り曲げて断面略Ｊ型に形成
し、受部材側両側縁部１６の内面に野縁受部材９の長手方向（図中、Ｚ方向）に沿って係
合可能に設けられ、野縁受部材９を受部材側溝部４に沿ってスライド自在に保持する第３
の係止部41と、ステンレス鋼、アルミニウム等の金属製の薄板を下方を開放した断面略凸
状に折り曲げ形成して、その両肩部42Ａ下面を第３の係止部41によって支持可能に設けた
カバー部材42と、カバー部材42の天面部42Ｂ中央に形成された貫通部42Ｃから連結体本体
37中央部分に形成された貫通部37Ａに挿通可能な第３の雄螺子部としての第３のボルト43
と、第３のボルト43を連結体本体37下面から螺着可能な第３の雌螺子部としての第３のナ
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ット44とを有し、カバー部材42を第３のボルト43・第３のナット44による締め付けにより
連結体本体37に固定可能とするものであり、第３のボルト43の頭部には棒状の金属材料を
円環状に折り曲げて形成された第２の環状部45を溶接等によって一体に設けている。ここ
で第３のナット44は連結体本体37に固定されているものでも、連結体本体37と別体として
も構わないものとする。また、第３の雌螺子部44としては、貫通部42Ｃ及び貫通部37Ａの
いずれか一方又はその両方に第３のボルト43が螺合可能な螺子溝を螺刻したものとしても
構わないものとする。さらに、第３のボルト43・第３のナット44はそれぞれ、貫通部42Ｃ
及び貫通部37Ａに対して軟質ゴム製の座金部材43Ａ,44Ａを介して取り付けられることが
好ましい。
【００３５】
　一方、受部材側連結部46として、金属板を断面略コ型に折り曲げ形成された受部材側連
結体47と、野縁側連結体38の上面部及び下面部にそれぞれ形成された上面部側貫通部48及
び下面部側貫通部49と、野縁側連結体38の上面部側から上面部側貫通部48及び下面部側貫
通部49に挿通可能な第４の雄螺子部としての第４のボルト50と、第４のボルト50を下面部
側から螺着する第４の雌螺子部としての第４のナット51とを有し、第４のボルト50・第４
のナット51による締め付けにより受部材側連結体47の上面部及び下面部で野縁受部材９の
上面部及び下面部を挟持可能に設けており、第４のボルト50の頭部には棒状の金属材料を
円環状に折り曲げて形成された第３の環状部52を溶接等によって一体に設けている。ここ
で第４のナット51は受部材連結体47に固定されているものでも、受部材連結体47と別体と
しても構わないものとする。また、第４の雌螺子部51としては、上面部側貫通部48及び下
面部側貫通部49のいずれか一方又はその両方に第４のボルト50が螺合可能な螺子溝を螺刻
したものとしても構わないものとする。さらに、第４のボルト50・第４のナット51はそれ
ぞれ、上面部側貫通部48及び下面部側貫通部49に対して軟質ゴム製の座金部材50Ａ,51Ａ
を介して取り付けられることが好ましい。
【００３６】
　そして、野縁側連結部36と受部材連結部46とを連結する連結手段として、第２の環状部
45と第３の環状部52とを連結可能とする第２のワイヤ53を備えている。
【００３７】
　また、野縁側連結部36材のカバー部材42において、その最頂部42bはスプリンクラーヘ
ッド等の消火機器54を取付金具55を介して固定する断面矩形状の横杆56の上面部及び左右
両側面を外嵌可能に形成されている。そして、横杆56は、カバー部材42下面と野縁側連結
体38上面の間に配置されて、第４のボルト50を、カバー部材42の貫通部、横杆56の上面部
及び下面部に連通して形成された貫通部、そして連結体本体37の貫通部の順に挿通して、
連結体本体37の下面から第４のナット51を螺着することにより、カバー部材42と野縁側連
結体38の間で挟持固定されるものである。
【００３８】
　また、横杆56は、野縁側連結部36を備えた野縁部材４,５の両隣に平行に配置され、野
縁側連結部36を有さない野縁部材４,５に対しては、その野縁部材４,５上面を水平移動可
能に設置されている。さらに、横杆56は、横杆の下面に固定されたゴム製の板材からなる
弾性部材を介して野縁保持具１又は野縁部材４,５上に配置されている。
【００３９】
　次に、上記構成についてその作用を説明する。最初に、第１の野縁部材４及び野縁受部
材９を一体化させて格子体10を組み立てる方法について説明する。野縁保持具１の第１の
立ち上げ部18を第１の野縁部材４の第１の野縁側溝部２に挿入して、第１の係止部19を第
１の野縁側両側縁部12の内面に第１の野縁部材４の長手方向（図中、Ｘ方向）に沿って係
合させて、第１の野縁部材４を第１の野縁側溝部２に沿ってスライド自在に保持する。
【００４０】
　また、野縁受部材９を、受部材側立ち上げ部20、挟持部21、そして保持具本体９によっ
てコ字型に区画された空間内に挿通して、野縁受部材９の上面部及び下面部をそれぞれ、
受部材側取付部16の挟持部21下面及び保持具本体11上面に対向させた後、締結手段23であ
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る第１のボルト24・第１のナット25の締め付けにより野縁受部材９の一方の側面部と受部
材側立ち上げ部20とを固定するとともに、締付機構26である第２のボルト29・第２のナッ
ト30の締め付けにより野縁受部材９の上面部と下面部をそれぞれ、挟持部21下面と保持具
本体11上面により挟持して、さらに、挟持部21の先端を折り曲げて受部材側係止部22を形
成して、この受部材側係止部22を野縁受部材９の側面部に係止させ、受部材側取付部16に
野縁受部材９を固定する。
【００４１】
　このように、第１の野縁部材４及び野縁受部材９を、野縁保持具１を介して互いに直交
させて、一体化された格子体10を組み立てられ、第１の野縁部材４の下面部には天井パネ
ル（図示せず）が取り付けられる。
【００４２】
　ここで、第２の野縁部材５と野縁受部材９を一体化させて格子体10を組み立てる場合に
は、野縁保持具１の第２の立ち上げ部34を第２の野縁部材５の第２の野縁側溝部３に挿入
して、第２の係止部35と第２の野縁両側縁部１４を係合させて、第２の野縁部材５を第２
の野縁側溝部３に沿ってスライド自在に保持して、第２の野縁部材５及び野縁受部材９を
、互いに直交させて、一体化された格子体10を組み立てられ、第２の野縁部材５の下面部
には天井パネル（図示せず）が取り付けられる。格子体10を組み立てる際に、第１の野縁
部材４及び第２の野縁部材５のどちらを用いるかは、格子体10の下面部に取り付けられる
天井パネルの重量に応じて適宜変更可能とする。
【００４３】
　このように、本実施例の野縁保持具１によって第１又は第２の野縁部材４,５及び野縁
受部材９を格子体10に組み立てるとともに、格子体10を天井（図示せず）から垂設された
第１の吊下げボルト（図示せず）に取り付けて、天井（図示せず）に吊下げるものである
。そして野縁保持具１に第１又は第２の野縁部材４,５を取り付ける第１又は第２の野縁
側取付部１３,１５と野縁受部材９を取り付ける受部材側取付部16からなる第１又は第２
の野縁部材４,５及び野縁受部材９より格子体10を組み立てる構成と、格子体10を天井（
図示せず）へ接続する構成とを野縁保持具１にまとめて一つに備えたことにより、第１又
は第２の野縁部材４,５と野縁受部材９により組み立てられる格子体10を天井（図示せず
）に接続する構造が単純になり、部品点数の低減を図るとともに、格子体10の組み立てや
天井（図示せず）への接続等の作業を容易にすることができる。
【００４４】
　さらに、野縁保持具１の第１の係止部19を第１の野縁側両側縁部12の内面に第１の野縁
部材４の長手方向（図中、Ｘ方向）に沿って係合させることで、第１の係止部19と第１の
野縁側両側縁部12の内面との接触面積を増大させて、第１の係止部19と第１の野縁側両側
縁部12の接触部分にガタが生じる恐れを防止して、野縁保持具１と第１の野縁部材４との
係合状態を安定化させることができる。同様に第２の係止部35を第２の野縁側両側縁部14
の内面に第２の野縁部材５の長手方向（図中、Ｘ方向）に沿って係合させることで、第２
の係止部35と第２の野縁側両側縁部14の内面との接触面積を増大させて、第２の係止部35
と第２の野縁側両側縁部14の接触部分にガタが生じる恐れを防止して、野縁保持具１と第
２の野縁部材５との係合状態を安定化させることができる。
【００４５】
　また、第１及び第２の野縁部材４,５を第１及び第２の野縁側溝部２,３に沿ってスライ
ド自在に保持することにより、地震等により揺れが発生した場合に、野縁保持具１と野縁
部材４,５が相互にスライドすることによって地震時の揺れによって各野縁部材４,５にか
かる力を分散させるというクッション性を野縁保持具１は有することなり、各野縁部材４
,５が野縁保持具１から脱落することを防止するとともに、格子体10の平面形状を天井又
は天井パネル（図示せず）の形状に合わせた任意の形状に簡便に設定することができる。
【００４６】
　また、野縁保持具１の野縁取付部13,15を野縁部材４,５の野縁側両側縁部12,14に係止
させる際に生じる「カチッ」という音によって、野縁保持具１が野縁部材４,５に確実に



(9) JP 5507937 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

装着されたことを確認できる為、野縁保持具１と野縁部材４,５の固定状態を確認する作
業が短縮され施工性が向上する。
【００４７】
　さらに野縁保持具１に、異なる幅Ｍ１,Ｍ２を有する第１又は第２の野縁部材４,５を選
択的に取付可能に備えたことにより、比較的重量の大きな天井パネルを格子体10の下面部
に取り付ける場合には、幅Ｍ１が大きく機械的強度の大きな第１の野縁部材４を野縁保持
具１に取り付けることで、格子体10の機械的強度を高め、重量の大きな天井パネルを安定
させて取り付けることが可能となる。また、比較的重量の小さな天井パネルを格子体10の
下面部に取り付ける場合には、幅Ｍ２が小さく軽量な第２の野縁部材５を野縁保持具１に
取り付けることで、格子体10の軽量化を図り、格子体10の天井（図示せず）への着脱作業
を容易にする等の作業性の向上や格子体10に係る材料費の低減を図ることができる。
【００４８】
　ここで、各第１の立ち上げ部18,18は、保持具本体11側の基端から第１の係止部19側の
先端にかけて、互い距離が近付くように傾斜して形成されており、第３の立ち上げ部40,4
0及び第２の立ち上げ部34,34についても同様に、保持具本体11側の基端から第３の係止部
41及び第２の係止部35側の先端にかけて、互いの距離が近付くように傾斜して形成したこ
とにより、第１の立ち上げ部18を第１の係止部19側から野縁側溝部２,３に挿入すると、
第１の立ち上げ部18は傾斜が大きくなる方向へ弾性変形していき、第１の係止部19が第１
の野縁側溝部２を通過すると第１の立ち上げ部18は弾性復元力により弾性変形する前の状
態へと戻ろうとして、第１の係止部19と第１の野縁側両側縁部12は係合するので、第１の
立ち上げ部18を第１の係止部19側から野縁側溝部２,３に押し込むだけで、簡便に第１の
係止部19と野縁側両側縁部１２,１４とを係合させることができる。また、係合状態にあ
る第１の係止部19と野縁側両側縁部１２,１４は、弾性復元力により第１の立ち上げ部18
が野縁側両側縁部１２,１４の外面に押圧されているので容易に係合状態が解除され難い
構造となっており、安定した係合状態を確保することができる。
【００４９】
　第１のワイヤ32によって野縁保持具１を天井（図示せず）に接続されたことによって、
地震等により発生した野縁部材４,５の揺れを軽減し、野縁部材４,５が野縁受部材９から
落下することを防ぐことができる。
【００５０】
　さらに、第２のワイヤ53によって第２の環状部45と第３の環状部52とを連結することに
より、野縁部材４,５が野縁保持具１から離脱した場合や、野縁部材４,５が野縁保持具１
ごと野縁受部材９から離脱した場合に、第２のワイヤ53によって野縁部材４,５が野縁受
部材９に吊下げされることで、野縁部材４,５が落下することを防ぐことができる。
【００５１】
　また、スプリンクラーヘッド等の消火機器54を取付金具55を介して固定する横杆56をカ
バー部材42と野縁側連結体38の間で挟持固定することにより、消火機器54を備えた横杆56
が地震等の揺れによって落下したり、その横杆56及び消火機器54設置位置にずれが生じる
ことを防ぐことができる。
【００５２】
　また、横杆56は、野縁側連結部36を備えた野縁部材４,５の両隣に平行に配置され、野
縁側連結部36を有さない野縁部材４,５に対しては、その野縁部材４,５上面を水平移動可
能に設置されていることにより、地震等の揺れによって、横杆56及び消火機器54の設置位
置にずれが生じた場合においても、横杆56の固定されていない側を動かすことによって、
容易に正しい設置位置に戻すことができる。
【００５３】
　以上のように本実施例は、野縁部材たる第１及び第２の野縁部材４,５の長手方向（図
中、Ｘ方向）に沿って形成された溝部たる第１及び第２の野縁側溝部２,３に取付可能と
する野縁側取付部たる第１の野縁取付部13及び第２の野縁取付部15と、天井（図示せず）
より吊下げ部材たる吊下げボルト（図示せず）を介して吊下げられた野縁受部材９に取付
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可能とする受部材側取付部たる受部材側取付部16とを具備して、第１及び第２の野縁部材
４,５及び野縁受部材９を互いに直交させた状態で接続して格子体10を構成する野縁保持
具１であって、第１の野縁取付部13及び第２の野縁取付部15は、異なる幅寸法Ｈ１,Ｈ２
の第１及び第２の野縁側溝部２,３を有する第１及び第２の野縁部材４,５に対応して、幅
広な前記溝部たる第１の野縁側溝部２に係合可能な幅広側係止部たる第１の係止部19と、
幅狭な前記溝部たる第２の野縁側溝部３に係合可能な幅狭側係止部たる第２の係止部35と
を備えている。
【００５４】
　この場合、一つの野縁保持具１に異なる溝幅Ｈ１,Ｈ２の第１及び第２の野縁側溝部２,
３を有する野縁部材４,５を取付可能する第１の係止部19と第２の係止部35を備えたこと
により、溝幅Ｈ１,Ｈ２の異なる野縁保持具１と野縁受部材９を接続して格子体10を組み
立てる際の部品点数を減らして、生産コストの削減を図るとともに、作業の効率化を図る
ことができる。
【００５５】
　また、本実施例は、第１の係止部19を、方形状の保持具本体11の対向する一対の両端部
17,17より立ち上げられ、第１の野縁側溝部２に挿入可能な一対の幅広側立ち上げ部たる
第１の立ち上げ部18,18の先端を外側に折り曲げて、第１の野縁側溝部２の内面に第１の
野縁部材４の長手方向（図中、Ｘ方向）に沿って係合可能に設けられ、第１の野縁部材４
を第１の野縁側溝部２に沿ってスライド自在に保持するものとし、第２の係止部35を、保
持具本体11に第１の立ち上げ部18,18と略同一方向に立ち上げられ、且つ前記第１の立ち
上げ部18,18間の間隔より幅狭に形成され、第２の野縁側溝部３に挿入可能な一対の第２
の立ち上げ部34,34の先端を外側に折り曲げて、第２の野縁側溝部３の内面に前記野縁部
材の長手方向に沿って係合可能に設けられ、第２の野縁部材５を第２の野縁側溝部３に沿
ってスライド自在に保持するものである。
【００５６】
　この場合、第１の係止部19と野縁部材４の第１の野縁側溝部２の両側縁部の内面との接
触面積を増大させて、第１の係止部19と野縁部材４の第１の野縁側溝部２の両側縁部の接
触部分にガタが生じる恐れを防止して、野縁保持具１と野縁部材４との係合状態を安定化
させることができるとともに、第２の係止部35と第２の野縁側溝部３の両側縁部の内面と
の接触面積を増大させて、第２の係止部35と第２の野縁側溝部３の両側縁部の接触部分に
ガタが生じる恐れを防止して、野縁保持具１と幅狭な野縁部材５との係合状態を安定化さ
せることができる。また、野縁部材４,５を第１及び第２の野縁側溝部２,３に沿ってスラ
イド自在に保持することにより、格子体10の平面形状を天井（図示せず）の形状に合わせ
た任意の形状に簡便に設定することができ、各野縁部材４,５を野縁保持具１に対してス
ライド自在とすることで、各野縁部材４,５にかかる力を分散させて、各野縁部材４,５が
野縁保持具１から脱落することを防止することができる。
【００５７】
　さらに、本実施例は、受部材側取付部16は、保持具本体11から上向きに立ち上げられた
受部材側立ち上げ部20と、受部材側立ち上げ部20と野縁受部材９とを締結する締結手段23
とを備えている。
【００５８】
　この場合、締結手段23を介して、野縁保持具１を野縁受部材９に固定することにより、
野縁受部材９から野縁保持具１、しいては野縁部材４,５が脱落することを防ぐことがで
きる。
【００５９】
　また、本実施例は、受部材側取付部16は、受部材側立ち上げ部20上端を略水平方向に延
設して、保持具本体11上面と対向する挟持部21と、挟持部21と保持具本体11とで野縁受部
材９を挟持可能とする締付機構26とを備えたことにより、挟持部21によって野縁保持具１
に野縁受部材９を挟持して、野縁受部材９の固定を確実に行うことができる。
【００６０】
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　さらに、本実施例は、締付機構26は、野縁保持具１と天井（図示せず）とを連結する振
れ止め手段たる第１のワイヤ32を連結可能とする保持具側連結受部たる第１の環状部31を
備えている。
【００６１】
　この場合、第１の環状部31を介して第１のワイヤ32によって野縁保持具１と天井（図示
せず）を連結することで、野縁部材４,５の揺れを抑えて、野縁部材４,５が野縁受部材９
から落下することを防ぐことができる。
【００６２】
　また、本実施例は、受部材側取付部16は、挟持部21の先端を折り曲げて、野縁受部材９
に係止可能とする受部材側係止部22を備えている。
【００６３】
　この場合、受部材側係止部22によって挟持部21を野縁受部材９に係止することで、野縁
受部材９の固定をさらに確実に行うことができる。
【００６４】
　さらに、本実施例は、第１及び第２の野縁部材４,５に設けた野縁側連結受部36と、野
縁受部材９に設けた受部材側連結受部46とを具備し、野縁側連結受部36と受部材側連結受
部46とを連結する連結手段たる第２のワイヤ53を備えている。
【００６５】
　この場合、野縁保持具１以外に野縁部材４,５と野縁受部材９を連結する手段を備えた
ことにより、野縁部材４,５が野縁保持具１から離脱した場合や、野縁部材４,５が野縁保
持具１ごと野縁受部材９から離脱した場合に、野縁部材４,５が落下することを防ぐこと
ができる。
【００６６】
　また、本実施例は、受部材側連結受部46は、消火機器54を備えた横杆56を第１及び第２
の野縁部材４,５に固定する消火機器固定手段として第４のボルト50・第４のナット51の
締付により横杆56をカバー部材42を備えている。
【００６７】
　この場合、消火機器54を備えた横杆56が地震等の揺れによって、落下したり、その設置
位置にずれが生じることを防ぐことができる。
【００６８】
　また、実施例上の効果として、第１のボルト24・第１のナット25をそれぞれ取付側貫通
部20Ａ又は受部材側貫通部９Ａに対してゴム製の座金部材24Ａ,25Ａを介して取り付け、
また第２のボルト29・第２のナット30をそれぞれ、挟持部側貫通部27又は本体側貫通部28
に対してゴム製の座金部材29Ａ,30Ａを介して取り付け、さらに第３のボルト43・第３の
ナット44をそれぞれ貫通部42Ｃ及び貫通部37Ａに対してゴム製の座金部材43Ａ,44Ａを介
して取り付け、また第４のボルト50・第４のナット51はそれぞれ上面部側貫通部48及び下
面部側貫通部49に対してゴム製の座金部材50Ａ,51Ａを介して取り付けることにより、第
１～４のボルト24,29,43,50及び第１～４のナット25,30,44,51による締付箇所のガタつき
を防止することにより、第１～４のボルト24,29,43,50及び第１～４のナット25,30,44,51
による接続を安定させるとともに、ガタつきによる異音を防ぐことができる。
【００６９】
　また、横杆56を弾性材料57を介して、野縁保持具１又は野縁部材４,５に配置されたこ
とにより、野縁保持具１を介して野縁部材４,５に配置された横杆56の位置が、他の野縁
保持具１を介さないで野縁部材４,５に配置された横杆56の位置より高くなることにより
生じる横杆56と野縁部材４,５との隙間に弾性部材57が配置されることとなり、横杆56が
地震等による振動で上下動し野縁部材４,５に衝突した際の衝撃を緩衝して、衝撃により
生じるガタつきや異音を防止して、静音性に優れた野縁保持具１を提供することができる
。
【００７０】
　さらに、図９に示すように、第１の環状部31と第２の環状部45とを第３のワイヤ58で連
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結することにより、野縁部材４,５と野縁受部材９の連結をさらに強固で安定したものと
するとともに、第２のボルト29の回転を規制することで、第２のボルト29が離脱すること
を防止することができる。
【実施例２】
【００７１】
　次に図10～図11は、本発明の第２実施例を示すものである。同図において、図１～図９
と同一部分には同一符号を付し、その共通する部分の詳細な説明は省略する。
【００７２】
　本実施例の野縁保持具１では、ステンレス鋼、アルミニウム等の金属製の薄板を下方を
開放した断面略コ型に折り曲げ形成して、第２のボルト29が挿通可能に形成された挟持部
側貫通部27と本体側貫通部28と連通可能な振れ止め側貫通部59を備えた天板部60と、天板
部60の長手方向の両端より略垂直下向きに垂設した一対の脚部61,61とを備えた振れ止め
部材62を備えており、振れ止め側貫通部59には第２のボルト29に螺合可能な螺子溝が第５
の雌螺子部63として螺刻されている。
【００７３】
　図11に示すように、野縁保持具１が装着された野縁部材４,５に対して、振れ止め部材6
2を保持具本体11の上方より脚部61,61で野縁部材４,５の両側面部を外側から挟み込むよ
うに設置して、第２のボルト29に振れ止め貫通部59の螺子溝63に螺合して、振れ止め部材
62の固定が完了する。
【００７４】
　以上のように本実施例では、野縁保持具１に振れ止め部材62を備えたことにより、野縁
部材４,５の両側面部が脚部61,61によって外側から挟み込まれるように保持され、野縁保
持具１に対する野縁部材４,５の水平方向の揺動が抑えられ、野縁部材４,５が野縁保持具
１から脱落することを防止することができる。また、脚部61,61と野縁保持具１の両側面
部をビス止め（図示せず）することで、野縁保持具１と野縁部材４,５の固定を強固なも
のとすることができる。
【実施例３】
【００７５】
　次に図12～図13は、本発明の第１実施例を示すものである。同図において、図１～図９
と同一部分には同一符号を付し、その共通する部分の詳細な説明は省略する。
【００７６】
　本実施例では、野縁側連結部36の変形例として、矩形のステンレス鋼、アルミニウム等
の金属製の板材を、その長手方向に断面略Ｃ形に形成した連結体本体64を備えている。こ
の連結体本体64の凸曲面65の略中央部分を、野縁部材４,５の上面部の内面に対向させた
状態で、連結体本体を野縁部材４,５内部に収容した場合に、連結体本体の短手方向の両
端をそれぞれ、野縁部材４,５の野縁側両側縁部12,14の内面に野縁部材４,５の長手方向
（図中、Ｙ方向）に沿って係合可能に設けられており、野縁部材４,５を野縁側両側縁部1
2,14に沿ってスライド自在に保持可能に備えている。また連結体本体64の中央部分には、
第２のボルト29を螺着可能とする螺子孔66が形成されている。
【００７７】
　そして、この野縁側連結部36に備えた振れ止め部材67は、ステンレス鋼、アルミニウム
等の金属製の薄板を下方を開放した断面略コ型に形成して、第４のボルト50が挿通可能な
振れ止め側貫通部68を備えた天板部69と、天板部の長手方向の両端より略垂直下向きに設
けた一対の脚部70,70とを備えており、振れ止め側貫通部68には第４のボルト50に螺合可
能な螺子溝71が第６の雌螺子部として螺刻されているとともに、前述の脚部70,70は上か
ら下に向かって天板部69の長手方向と直交する方向に向けて間隔を広げて形成された二股
の脚体72を備えている。
【００７８】
　図13に示すように、連結体本体64が装着された野縁部材４,５に対して、振れ止め部材6
7を保持具本体11の上方より脚部70,70で野縁部材４,５の両側面部を外側から挟み込むよ
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67の固定が完了する。
【００７９】
　以上のように本実施例では、野縁保持具１に振れ止め部材67を備えたことにより、野縁
部材４,５の両側面部が脚部70,70によって外側から挟み込まれるように保持され、野縁保
持具１に対する野縁部材４,５の水平方向の揺動が抑えられ、野縁部材４,５が野縁保持具
１から脱落することを防止することができる。
【００８０】
　また、脚部70,70に二股の脚体72,72を備えたことにより、野縁部材４,５の両側面部に
対して、略垂直に当接する二つの脚体72,72により保持することが可能となり、野縁部材
４,５の水平方向の揺動に対して、脚部70,70の変形を抑えることにより、野縁部材４,５
の水平方向の揺動をさらに抑えることが可能となる。
【００８１】
　本発明は上記各実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内において種々
の変形実施が可能である。
【符号の説明】
【００８２】
１　野縁保持具
２　野縁側溝部
３　野縁側溝部
４　野縁部材
５　野縁部材
９　野縁受部材
10　格子体
11　保持具本体
13　第１の野縁取付部
15　第２の野縁取付部
16　受部材側取付部
17　両端部
18　第１の立ち上げ部（幅広側立ち上げ部）
19　第１の係止部
20　受部材側立ち上げ部
21　挟持部
22　受部材側係止部
23　締結手段
26　締付機構
31　第１の環状部（保持具側連結受部）
32　第１のワイヤ（揺れ止め手段）
34　第２の立ち上げ部
35　第２の係止部
36　野縁側連結部
42　カバー部材（消火機器固定手段）
46　受部材側連結部
50　第４のボルト（消火機器固定手段）
51　第４のナット（消火機器固定手段）
53　第２のワイヤ（連結手段）
54　消火機器
56　横杆
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