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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吊り部材を介して建物躯体の上部構造に吊り下げ支持される天井下地に、天井面を形成
する天井材を取り付けてなる吊り天井構造において、
　所定の天井位置に配置された前記天井材の天井面を部分的に被覆するように、シート状
及び／又は格子状の脱落防止部材が接着剤で前記天井面に接着して設けられ、
　且つ前記脱落防止部材が支持部材を介して前記建物躯体に繋げて設けられており、
　前記支持部材が、前記天井材を貫通して配設される軸部と、前記軸部の一端部に繋がっ
て横方向に延設され、前記天井材との間で前記脱落防止部材を挟み込むように配設される
係止部と、前記軸部の他端部側と前記建物躯体に接続し、前記軸部及び前記係止部を介し
て前記脱落防止部材及び前記天井材を吊り下げ支持する吊り部とを備えて構成されている
ことを特徴とする吊り天井構造。
【請求項２】
　吊り部材を介して建物躯体の上部構造に吊り下げ支持される天井下地に、天井面を形成
する天井材を取り付けてなる吊り天井構造において、
　所定の天井位置に配置された前記天井材の天井面の全体あるいは部分的に被覆するよう
に、格子状の脱落防止部材が接着剤で前記天井面に接着して設けられ、
　且つ前記脱落防止部材が支持部材を介して前記建物躯体に繋げて設けられており、
　前記脱落防止部材は、ＦＲＰグリッドにより構成され、
　前記支持部材が、前記天井材を貫通して配設される軸部と、前記軸部の一端部に繋がっ
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て横方向に延設され、前記天井材との間で前記脱落防止部材を挟み込むように配設される
係止部と、前記軸部の他端部側と前記建物躯体に接続し、前記軸部及び前記係止部を介し
て前記脱落防止部材及び前記天井材を吊り下げ支持する吊り部とを備えて構成されている
ことを特徴とする吊り天井構造。
【請求項３】
　請求項１または２記載の吊り天井構造において、
　前記脱落防止部材の接着剤が前記天井面に接着した部分を前記天井材との間で挟み込む
ように、前記支持部材が設けられていることを特徴とする吊り天井構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吊り天井の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば学校、病院、生産施設、体育館、プール、空港ターミナルビル、オフィス
ビル、劇場、シネコン等の建物の天井として、吊り天井が多用されている（例えば、特許
文献１、特許文献２参照）。そして、吊り天井（吊り天井構造）Ａには、例えば図６に示
すように、水平の一方向Ｔ１に所定の間隔をあけて並設される複数の野縁１と、野縁１に
直交し、水平の他方向Ｔ２に所定の間隔をあけて並設され、複数の野縁１に一体に接続し
て設けられる複数の野縁受け２と、下端を野縁受け２に接続し、上端を上階の床材等の上
部構造（建物躯体）３に固着して配設される複数の吊りボルト（吊り部材）４と、野縁１
と野縁受け２からなる格子状の天井下地７（野縁１の下面）にビス留めして一体に取り付
けられ、天井面（天井部５）を形成する石膏ボードなどの天井パネル（天井材）６とを備
えて構成したものがある。
【０００３】
　また、例えば図７に示すように、クリーンルームのようにファンフィルターユニット等
の大重量の設備機器を天井部５に設置する必要がある吊り天井（吊り天井構造）Ａには、
水平の一方向Ｔ１に所定の間隔をあけて並設され、一方向Ｔ１に直交する他方向Ｔ２に延
びる複数のＴバー（断面逆Ｔ型の支持部材）８と、上端を上部構造に固着し、下端側をＴ
バー８に接続して配設された複数の吊りボルト（吊り部材）４と、Ｔバー８などからなる
天井下地７にビス留めして一体に取り付けられて天井面（天井部５）を形成する天井パネ
ル（天井材）６とを備えて構成したものもある。
【０００４】
　ここで、このように野縁１及び野縁受け２や、Ｔバー８等の天井下地７と天井パネル６
を吊りボルト４で吊り下げ支持してなる吊り天井Ａは、その構造上、地震時に作用する水
平力によって横揺れしやすい。そして、地震時に横揺れして、天井部５の端部５ａが壁や
柱、梁などの建物構成部材（建物躯体）９に衝突し、天井パネル６に破損が生じたり、脱
落が生じるおそれがあった。
【０００５】
　このため、従来、上部構造３などに上端側を接続し、下端側を吊りボルト４や、野縁１
、野縁受け２、Ｔバー８などの天井下地７に接続して補強ブレース１０を設け、天井下地
７及び天井パネル６からなる天井部５の地震時の横揺れを抑えるようにしている（図７参
照）。
【０００６】
　一方、補強ブレース１０による耐震補強、耐震改修を行う際には、天井裏空間Ｈに作業
員が入って取付作業を行うことが必要になる。このため、天井裏空間Ｈに配設された配線
、配管、エアコン等の付帯設備などによって、補強できる範囲に制限が生じ、十分に対応
できないケースがある。また、天井下地７などにＪＩＳ材ではない低強度の一般材が使用
され、補強後の性能が不安定で十分な改修精度を確保できないケースや、点付け溶接部な
どがあることで対応できないケースもある。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－１２１３７１号公報
【特許文献２】特開２００５－３５０９５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　一方、石膏ボードなどの天井パネル（天井材）６は低剛性材料（脆性材料）であるため
、天井下地が高剛性になるほど、また補強ブレースを設けて高剛性にするほど、地震時に
、天井パネル、特に天井パネルを天井下地に固着する天井パネルのビス周りに応力が集中
し、この部分が脆性破壊して天井パネルの破損ひいては脱落が生じるおそれがあった。
【０００９】
　また、天井パネルをぶどう棚鉄骨に直貼りしたり、天井パネルの天井面にネットを取り
付け、天井パネルの脱落を防止する対策も存在するが、これらの対策においては、例えば
劇場や大会議室、展示施設などの天井高さが高い場合、天井面積が非常に大きな場合、天
井が複雑な形状である場合に、その適用が困難になったり、外観を損なうおそれがあり、
また、維持管理の点でも問題がある。さらにビス周りなどの局部的な破損、すなわち破片
の脱落に対応できないおそれがある。
【００１０】
　本発明は、上記事情に鑑み、地震時に天井材（天井パネル）の破損や脱落が生じること
を防止しつつ、小片等の脱落をも確実に防止することを可能にし、補強と改修を同時に行
うことが可能な吊り天井構造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】
【００１１】
　上記の目的を達するために、この発明は以下の手段を提供している。
【００１２】
　本発明の吊り天井構造は、吊り部材を介して建物躯体の上部構造に吊り下げ支持される
天井下地に、天井面を形成する天井材を取り付けてなる吊り天井構造において、所定の天
井位置に配置された前記天井材の天井面を部分的に被覆するように、シート状及び／又は
格子状の脱落防止部材が接着剤で前記天井面に接着して設けられ、且つ前記脱落防止部材
が支持部材を介して前記建物躯体に繋げて設けられており、前記支持部材が、前記天井材
を貫通して配設される軸部と、前記軸部の一端部に繋がって横方向に延設され、前記天井
材との間で前記脱落防止部材を挟み込むように配設される係止部と、前記軸部の他端部側
と前記建物躯体に接続し、前記軸部及び前記係止部を介して前記脱落防止部材及び前記天
井材を吊り下げ支持する吊り部とを備えて構成されていることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の吊り天井構造は、吊り部材を介して建物躯体の上部構造に吊り下げ支持
される天井下地に、天井面を形成する天井材を取り付けてなる吊り天井構造において、所
定の天井位置に配置された前記天井材の天井面の全体あるいは部分的に被覆するように、
格子状の脱落防止部材が接着剤で前記天井面に接着して設けられ、且つ前記脱落防止部材
が支持部材を介して前記建物躯体に繋げて設けられており、前記脱落防止部材は、ＦＲＰ
グリッドにより構成され、前記支持部材が、前記天井材を貫通して配設される軸部と、前
記軸部の一端部に繋がって横方向に延設され、前記天井材との間で前記脱落防止部材を挟
み込むように配設される係止部と、前記軸部の他端部側と前記建物躯体に接続し、前記軸
部及び前記係止部を介して前記脱落防止部材及び前記天井材を吊り下げ支持する吊り部と
を備えて構成されていることを特徴とする。
　また、本発明の吊り天井構造においては、前記脱落防止部材の接着剤が前記天井面に接
着した部分を前記天井材との間で挟み込むように、前記支持部材が設けられていることが
望ましい。
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【発明の効果】
【００１４】
　本発明の吊り天井構造においては、天井材の天井面にシート状及び／又は格子状の脱落
防止部材を接着剤で一体に貼設することによって、地震時に、天井下地に天井材を固着す
るビスなどに集中して応力が発生することを抑止できる。すなわち、ビス抜けや天井材の
コーン状破壊、プライアウト破壊などを抑止できる。これにより、天井材の天井面の広範
に脱落防止部材を接着剤で貼設しておくことで、天井材が剥落したり、脱落することを防
止できる。
【００１５】
　よって、本発明の吊り天井構造によれば、従来のネットなどを用いる場合と比較し、外
観を損なうことなく、且つ維持管理を不要またはその頻度を低減しつつ、地震時に天井材
（天井パネル）の破損や脱落が生じることを防止できる。また、小片等の脱落をも確実に
防止することができる。さらに、補強と改修を同時に行うことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る吊り天井構造を示す天井面側から見た斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る吊り天井構造を示す側断面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る吊り天井構造の変更例を示す天井面側から見た斜視図
である。
【図４】本発明の一実施形態に係る吊り天井構造の変更例を示す天井面側から見た斜視図
である。
【図５】本発明の一実施形態に係る吊り天井構造の変更例を示す側断面図である。
【図６】従来の吊り天井構造を示す天井面側から見た斜視図である。
【図７】従来の吊り天井構造を示す天井裏側から見た斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図１及び図２（図６、図７）を参照し、本発明の一実施形態に係る吊り天井構造
について説明する。ここで、本実施形態は、例えば学校、病院、生産施設、体育館、プー
ル、空港ターミナルビル、オフィスビル、劇場、シネコン等の建物の天井として用いられ
る吊り天井の構造及び既設の吊り天井構造の耐震改修方法に関するものである。
【００１８】
　本実施形態の吊り天井（吊り天井構造）Ｂは、図１及び図２に示すように、野縁１と野
縁受け２と吊り部材（吊りボルト）４と天井材６とを備えて構成されている。
【００１９】
　野縁１は、例えば断面コ字状に形成された溝形鋼であり、水平に延設され、且つ水平の
一方向の横方向Ｔ１に所定の間隔をあけ、平行に複数配設されている。
【００２０】
　野縁受け２は、例えば断面コ字状に形成された溝形鋼であり、水平に延設され、且つ水
平の他方向の横方向Ｔ２に所定の間隔をあけ、平行に複数配設されている。また、このと
き、野縁受け２は、野縁１と交差するように配設されるとともに、複数の野縁１上に載置
した状態で配設される。そして、各野縁受け２は、野縁１と交差する部分で、野縁接続用
金具（クリップ）１２を使用することにより野縁１に接続されている。
【００２１】
　吊り部材４は、円柱棒状に形成されるとともに外周面に雄ネジの螺刻を有する吊りボル
トであり、上端を上階の床材等の上部構造３（建物躯体）に固着、または鋼製の根太等に
緊結して垂下され、下端側を、吊り部材接続用金具（ハンガー）１３を用いることにより
野縁受け２に接続して複数配設されている。また、複数の吊り部材４は、所定の間隔をあ
けて分散配置されている。
【００２２】
　天井材（天井パネル）６は、２枚のボードを貼り付けて一体に積層形成したものであり



(5) JP 6414662 B2 2018.10.31

10

20

30

40

50

、例えば天井付帯設備等の重量と併せて、１ｍ２あたり２０ｋｇ程度の重量で形成されて
いる。そして、この天井材６は、複数の野縁１の下面にビス留めなどして設置されている
。なお、天井材６は、１枚および３枚以上のボードで構成されていてもよい。
【００２３】
　そして、この吊り天井Ｂでは、吊り部材４を介して建物の上部構造３に、野縁１と野縁
受け２と天井材６とが吊り下げ支持されている。また、野縁１と野縁受け２によって天井
下地７が形成され、この天井下地７と天井下地７に取り付けた天井材６によって天井部５
、この天井部５によって下階の天井面がそれぞれ形成されている。
【００２４】
　一方、本実施形態の吊り天井Ｂにおいては、天井材６の天井面に脱落防止部材１５が接
着剤を用いて一体に貼設されている。この脱落防止部材１５は、シート状あるいはグリッ
ド状に形成されたものであり、例えば、ビニロン繊維、ガラス繊維、アラミド繊維などを
用いた１軸、２軸、３軸繊維シート（繊維メッシュ）、不織布などの繊維シートやＦＲＰ
グリッドなどが適用される。
【００２５】
　また、脱落防止部材１５は、天井材６に接着剤を塗布したり、接着剤を含浸させて、天
井材６の天井面の全体あるいは部分的に貼設される。
【００２６】
　なお、脱落防止部材１５は、その接着面に予め接着層（接着剤）を設け、剥離紙を接着
層に取り付けて形成し、現場で剥離紙を剥離するとともに天井材６の天井面に接着層を接
着させて貼設するようにしてもよい。この場合には、現場で接着剤を塗布したり、含浸さ
せる必要がないため、意匠性の向上を図ることができる。また、脱落防止部材１５の貼設
作業に要する手間、労力を大幅に低減することができ、補強、改修時の施工性を大幅に向
上させることができる。
【００２７】
　また、接着剤で脱落防止部材１５を天井材６に貼設する際には、脱落防止部材１５（や
含浸樹脂）の表面に仕上げ塗装を施すなどして意匠性の向上・確保を図るようにしてもよ
い。
【００２８】
　さらに、図２に示すように、脱落防止部材１５は複数の支持部材１６を介して建物躯体
に繋げられている。
　具体的に、本実施形態では、支持部材１６が、金物で構成されており、天井材６を貫通
して配設される軸部１６ａと、軸部１６ａの一端部に繋がって横方向Ｔ１に延設され、天
井材６との間で脱落防止部材１５を挟み込むように配設される略円板状の係止部１６ｂと
、軸部１６ａの他端部側に下端側をネジ止めするなどして接続し、上端側を建物躯体（上
部構造３）に接続し、軸部１６ａ及び係止部１６ｂを介して脱落防止部材１５及び天井材
６を吊り下げ支持する吊り部１６ｃとを備えて構成されている。
【００２９】
　そして、上記構成からなる本実施形態の吊り天井Ｂにおいては、天井材６の天井面にシ
ート状及び／又は格子状の脱落防止部材１５を接着剤で一体に貼設することによって、地
震時に、天井下地７に天井材６を固着するビスなどに集中して応力が発生することを抑止
できる。すなわち、ビス抜けや天井材６のコーン状破壊、プライアウト破壊などを抑止で
きる。これにより、天井材６の天井面の広範に脱落防止部材１５を接着剤で貼設しておく
ことで、天井材６が剥落したり、脱落することを防止できる。
【００３０】
　また、万一、ビス周りに破損が生じた場合であっても、脱落防止部材１５が貼設されて
いるため、且つ脱落防止部材１５が支持部材１６を介して建物躯体３に繋げられているた
め、確実に天井材６が剥落したり、脱落することを防止できる。
【００３１】
　さらに、例えば、ビニロン繊維、ガラス繊維などを用いた繊維シート、ＦＲＰグリッド
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などを脱落防止部材１５として用いることで、安価で且つ確実に天井材６の剥落、脱落を
防止することができる。また、ネットなどと比較し、維持管理もほとんど行う必要がない
。
【００３２】
　よって、本実施形態の吊り天井Ｂによれば、従来のネットなどを用いる場合と比較し、
外観を損なうことなく、且つ維持管理を不要またはその頻度を低減しつつ、地震時に天井
材（天井パネル）６の破損や脱落が生じることを防止できる。また、小片等の脱落をも確
実に防止することができる。さらに、補強と改修を同時に行うことが可能になる。さらに
、例えば劇場や大会議室、展示施設などの天井高さが高い場合、天井面積が非常に大きな
場合、天井が複雑な形状である場合であっても、脱落防止部材１５を順次天井面に接着剤
で貼設してゆけばよいため、容易且つ確実に適用することができる。すなわち、汎用性の
高い天井材の脱落／剥落防止対策を提供することが可能になる。
【００３３】
　また、本実施形態の吊り天井Ｂにおいては、支持部材１６が、天井材６を貫通して配設
される軸部１６ａと、軸部１６ａの一端部に繋がって、天井材６との間で脱落防止部材１
５を挟み込むように配設される係止部１６ｂと、軸部１６ａと建物躯体３に接続して脱落
防止部材１５及び天井材６を吊り下げ支持する吊り部１６ｃとを備えていることにより、
脱落防止部材１５を一体に貼設した天井材６を支持部材１６によって吊り下げ支持するこ
とができる。
【００３４】
　すなわち、天井材６に接着剤で脱落防止部材１５を貼設し、天井面側から天井材６に軸
部１６ａを貫通させるとともに係止部１６ｂを係止させ、天井裏空間Ｈで軸部１６ａと建
物躯体３に吊り部１６ｃを緊結することにより、確実且つ容易に、吊り天井Ｂに対して補
強効果や改修効果を同時に付与することができる。
【００３５】
　以上、本発明に係る吊り天井構造の一実施形態について説明したが、本発明は上記の一
実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
【００３６】
　例えば、本実施形態では、天井下地７が野縁１と野縁受け２を備えて構成されているも
のとしたが、本発明に係る天井下地は、必ずしも本実施形態のように限定しなくてもよく
、例えば、吊りボルト（吊り部材）４に吊り下げ支持されて水平の一方向Ｔ１に所定の間
隔をあけて並設されるとともに一方向Ｔ１に直交する他方向Ｔ２に延びる複数のＴバー（
断面逆Ｔ型の支持部材）８を備えて構成した天井下地７であってもよい。すなわち、本発
明は、特に天井下地の構成を限定する必要はない。
【００３７】
　また、支持部材１６は、脱落防止部材１５を建物躯体に繋げることが可能であれば、必
ずしも本実施形態のように構成しなくてもよい。例えば、図３及び図４、図５に示すよう
に、支持部材１６としてグリッド材を用いるようにしてもよい（係止部をグリット状に形
成するものも含む）。また、支持部材１６は、図３及び図４に示すように、連結具１７を
用い、脱落防止部材１５の端部を天井部５の端部側から上部構造（建物躯体）３に繋げる
ように形成・配設したり、図５に示すように、脱落防止部材１５の端部を壁などの建物構
成部材（建物躯体）９に繋げるように形成・配設してもよい。
【符号の説明】
【００３８】
１　　　野縁
２　　　野縁受け
３　　　上部構造（建物躯体）
４　　　吊り部材（吊りボルト）
５　　　天井部
５ａ　　端部
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６　　　天井材（天井パネル）
７　　　天井下地
８　　　Ｔバー
９　　　建物構成部材（建物躯体）
１０　　補強ブレース
１２　　野縁接続用金具（クリップ）
１３　　吊り部材接続用金具（ハンガー）
１５　　脱落防止部材
１６　　支持部材
１６ａ　軸部
１６ｂ　係止部
１６ｃ　吊り部
１７　　連結具
Ａ　　　従来の吊り天井（従来の吊り天井構造）
Ｂ　　　吊り天井（吊り天井構造）
Ｈ　　　天井裏空間
Ｔ１　　横方向（一方向）
Ｔ２　　横方向（他方向）
Ｔ３　　上下方向

【図１】 【図２】
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