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(57)【要約】
【課題】汎用のデッキプレートに簡便に施工可能な天井
吊り金具及び天井吊り金具の固定方法を提供する。
【解決手段】床スラブ面の下面に設けられ、下方に向か
うほど間隔が狭まるように対向する一対の傾斜面を有す
る複数の溝Ｍが下面に形成されたデッキプレートＤに固
定される天井吊り金具１であって、ボルトと、前記ボル
トに固定され、曲げ方向の力が加えられた際に前記傾斜
面に当接するように折れ曲がりが生じる一対の折れ曲が
り部１２を有する板状部１０と、備えることを特徴とす
る、天井吊り金具である。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床スラブ面の下面に設けられ、下方に向かうほど間隔が狭まるように対向する一対の傾
斜面を有する複数の溝が下面に形成されたデッキプレートに固定される天井吊り金具であ
って、
　ボルトと、
　前記ボルトに固定され、曲げ方向の力が加えられた際に前記傾斜面に当接するように折
れ曲がりが生じる一対の折れ曲がり部を有する板状部と、備えることを特徴とする、
天井吊り金具。
【請求項２】
　前記板状部は、切欠きにより前記折れ曲がり部が形成されている、
請求項１に記載の天井吊り金具。
【請求項３】
　前記板状部は、前記折れ曲がり部から折れ曲がって一対の折れ曲がり面が形成され、
　前記折れ曲がり面は、前記傾斜面に対して接着される、
請求項１または２に記載の天井吊り金具。
【請求項４】
　前記ボルトは、棒ネジと、前記棒ネジが螺入されて前記ボルトの頭部として用いられる
ナットとにより形成されている、
請求項１から３のうちいずれか１項に記載の天井吊り金具。
【請求項５】
　下方に向かうほど間隔が狭まるように対向する一対の傾斜面を有する複数の溝が下面に
形成されたデッキプレートに固定される天井吊り金具の固定方法であって、
　ボルトと、前記ボルトに設けられた板状部とを備える天井吊り金具の板状部を前記溝に
挿入する工程と、
　前記板状部の両端を前記一対の傾斜面に引っ掛ける工程と、
　前記ボルトに下方向の荷重を加え、前記板状部において前記ボルトの頭部の幅よりも広
い間隔において形成された一対の折れ曲がり部を前記傾斜面に当接するように折り曲げて
前記天井吊り金具を前記溝に固定する工程と、
を備えることを特徴とする、
天井吊り金具の固定方法。
【請求項６】
　前記板状部に接着剤を塗布する工程を備える、
請求項５に記載の天井吊り金具の固定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、床スラブの下面に設けられているデッキプレートに適用される天井吊り金具
及び天井用吊り金具の固定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　床スラブ面の下面側の空間に天井、設備用配管、ダクト等の各種設備を吊り下げる場合
、床スラブ面の下面に吊り金具が設けられる。吊り金具を取り付ける場合、床スラブ面の
施工後に床スラブ面の下面側にアンカーを打設して吊りボルトを固定することが行われて
いる。アンカーを設置するためには、足場を設置し、ドリルで床スラブ面の下面に下孔を
施工する必要がある。そのため、足場の設置に工数がかかると共に、下孔の施工時に粉塵
対策のために養生が必要になる等手間がかかっていた。
【０００３】
　床スラブ面の下面には、鋼板により波形に形成されたデッキプレートが屋根材として設
けられている場合がある。このようなデッキプレートに吊り金具を取り付ける場合、デッ
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キプレートに吊りボルトが螺入されるインサート金具が予め取り付けられる。しかしなが
ら、施工後に設計変更が生じた場合等、デッキプレートにはインサート金具を予め取り付
けられない場合がある。
【０００４】
　特許文献１には、施工後のデッキプレートに取り付けることができる吊り金具が記載さ
れている。この吊り金具は、下面に溝が形成されたデッキプレートの溝に嵌め込まれるよ
うに形成されている。デッキプレートの溝は、この吊り金具が嵌め込まれるように、フラ
ンジから垂下した対向する一対のウェブにそれぞれ窪みが形成されている。
【０００５】
　この吊り金具は、対向するウェブに形成された窪みに嵌め込まれる横架部材と、横架部
材に取り付けられる棒状体とを備えている。横架部材の下面には、吊りボルトを取り付け
るための雌ねじが形成されている。横架部材は、上方に折れ曲がって形成されている。横
架部材がデッキプレートの溝に形成された窪みに嵌め込まれた状態において、横架部材の
折れ曲がり部の頂部とフランジとの間に棒状体が挿入されると、横架部材の折れ曲がりの
角度が開くように変形し、横架部材が一対の窪みに突っ張るように確実に嵌め込まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１５－１８３３８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載された吊り金具は、ハンガー金具を取り付けるために専用の形状に形
成されたデッキプレートを使用する必要があり、互換性が低くなるという課題がある。施
工コストを低減するために、デッキプレートは、なるべく一般的に流通しているものを用
いることが望ましい。
【０００８】
　本発明は、汎用のデッキプレートに簡便に施工可能な天井吊り金具及び天井吊り金具の
固定方法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】
【０００９】
　上記の目的を達するために、本発明は、床スラブ面の下面に設けられ、下方に向かうほ
ど間隔が狭まるように対向する一対の傾斜面を有する複数の溝が下面に形成されたデッキ
プレートに固定される天井吊り金具であって、ボルトと、前記ボルトに固定され、曲げ方
向の力が加えられた際に前記傾斜面に当接するように折れ曲がりが生じる一対の折れ曲が
り部を有する板状部と、備えることを特徴とする、天井吊り金具である。
【００１０】
　本発明によれば、床スラブ面の下面に複数の溝が形成されたデッキプレートが設けられ
ている場合に、板状部を溝に挿入後、ボルトに下方に向かった荷重を加えることで板状部
を折れ曲がり部から折り曲げて板状部を溝部に突っ張らせることにより、溝に天井吊り金
具を簡便に固定することができる。
【００１１】
　また、本発明は、前記板状部が切欠きにより前記折れ曲がり部が形成されているように
構成されていてもよい。
【００１２】
　本発明によれば、板状部に切欠きにより折れ曲がり部を形成することにより、板状部に
曲げ方向の力が加わった際に折れ曲がり部が折れ曲がり、溝の傾斜面に板状部を引っ掛け
ることができる。
【００１３】
　また、本発明は、前記板状部は、前記折れ曲がり部から折れ曲がって一対の折れ曲がり
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面が形成され、前記折れ曲がり面は、前記傾斜面に対して接着されるように構成されてい
てもよい。
【００１４】
　本発明によれば、折れ曲がり面を傾斜面に接着することにより固定することで、簡便に
天井吊り金具を溝に固定することができ、工数を削減すると共に、工期を短縮できる。
【００１５】
　また、本発明は、前記ボルトは、棒ネジと、前記棒ネジが螺入されて前記ボルトの頭部
として用いられるナットとにより形成されているように構成されていてもよい。
【００１６】
　本発明によれば、施工時に棒ネジを長尺のものに交換することにより、床面から天井吊
り金具を溝に固定する作業ができ、足場を組む必要がなくなり施工コストを低減すると共
に、工期を短縮できる。
【００１７】
　上記の目的を達するために、本発明は、下方に向かうほど間隔が狭まるように対向する
一対の傾斜面を有する複数の溝が下面に形成されたデッキプレートに固定される天井吊り
金具の固定方法であって、ボルトと、前記ボルトに設けられた板状部とを備える天井吊り
金具の板状部を前記溝に挿入する工程と、前記板状部の両端を前記一対の傾斜面に引っ掛
ける工程と、前記ボルトに下方向の荷重を加え、前記板状部において前記ボルトの頭部の
幅よりも広い間隔において形成された一対の折れ曲がり部を前記傾斜面に当接するように
折り曲げて前記天井吊り金具を前記溝に固定する工程と、を備えることを特徴とする、天
井吊り金具の固定方法である。
【００１８】
　本発明によれば、床スラブ面の下面に複数の溝が形成されたデッキプレートが設けられ
ている場合に、板状部を溝に挿入後、ボルトに下方に向かった荷重を加えることで板状部
を折れ曲がり部から折り曲げて板状部の折れ曲がり部を傾斜面に当接させ、溝部に突っ張
らせることにより、溝に天井吊り金具を簡便に固定することができる。
【００１９】
　また、本発明は、前記板状部に接着剤を塗布する工程を備えるように構成されていても
よい。
【００２０】
　本発明によれば、板状部を傾斜面に当接させて接着することにより、簡便な工程により
天井吊り金具を溝に固定できる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、汎用のデッキプレートに簡便に天井吊り金具を固定することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態に係る天井吊り金具が固定されるデッキプレートＤの構成を示
す図である。
【図２】天井吊り金具の構成を示す平面図である。
【図３】天井吊り金具の構成を示す底面図である。
【図４】天井吊り金具の構成を示す側面図である。
【図５】天井吊り金具の構成を示す他の方向から見た側面図である。
【図６】天井吊り金具の固定方法を示す工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面を参照しつつ、本発明に係る天井吊り金具及び天井吊り金具の固定方法の実
施形態について説明する。
【００２４】
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　図１に示されるように、天井吊り金具が取り付けられるデッキプレートＤは、床スラブ
面の下面に設けられる波板状の部材である。デッキプレートＤは、金属板が波板状に折り
曲げられて形成されている。デッキプレートＤは、複数の溝Ｍが下面に形成されている。
溝Ｍは、断面方向から見て逆台形状に形成され、下端に開口Ｐが形成されている。溝Ｍは
、下方に向かうほど間隔が狭まるように対向する一対の傾斜面Ｓ（ウェブ）を有する。一
対の傾斜面Ｓの上端は、平板状のフランジＦが設けられている。デッキプレートＤは、一
般的に流通しているものである。
【００２５】
　デッキプレートＤは、例えば、一対の梁部材（不図示）の間に架設される。デッキプレ
ートＤの上面には、鉄筋（不図示）が配筋された後、コンクリートが打設され、床スラブ
面が形成される。床スラブ面の下面には、デッキプレートＤに形成された複数の溝Ｍが露
出する。溝Ｍには、後述のように、天井吊り金具が取り付けられる。
【００２６】
　図２から図５に示されるように、デッキプレートに固定される天井吊り金具１は、ボル
ト２と、ボルト２に設けられた板状部１０とを備える。ボルト２は、棒状の棒ネジ３（吊
りボルト）と、棒ネジ３が螺入されるナット４とにより形成されている。ナット４は、ボ
ルト２の頭部として用いられる。ボルト２は、通常の六角ボルトが用いられてもよい。
【００２７】
　板状部１０は、ナット４の下面側に固定されている。ナット４における下面側とは、天
井吊り金具１の使用状態における下面となる側である。板状部１０は、例えば、ナット４
に溶接されている。ナット４と板状部１０とは、溶接の他、ロウ付け、接着剤等より固定
されていてもよい。ナット４と板状部１０とは、固定できるのであれば他の固定方法によ
り固定されていてもよい。
【００２８】
　板状部１０は、矩形の板状に形成されている。板状部１０は、短手方向の幅がデッキプ
レートＤの溝Ｍの下端に形成された開口Ｐの幅よりも狭く形成されている。板状部１０は
、長手方向の幅がデッキプレートＤの溝Ｍの下端に形成された開口Ｐの幅よりも長く、且
つ、一対の傾斜面Ｓの上端のフランジＦの幅よりも短く形成されている。
【００２９】
　板状部１０の中心には、円形の孔１１が形成されている。板状部１０は、長手方向の両
側に一対の折れ曲がり部１２が形成されている。折れ曲がり部１２は、板状部１０の長手
方向における両端１３から中心に向かって所定幅の位置に形成されている。折れ曲がり部
１２には、例えば、長手の両側の辺１４から直交方向に一対の切欠き１５が形成されてい
る。切欠き１５は、板状部１０において辺１４から中心線に向かって幅方向の途中まで切
れ目状に形成されている。
【００３０】
　折れ曲がり部１２は、板状部１０の長手方向において両端１３から孔１１に向かって所
定幅の位置に形成されている。一対の折れ曲がり部１２は、板状部１０の長手方向におい
てナット４（あるいはボルトの頭部）の幅よりも広い間隔の位置に形成されている。折れ
曲がり部１２は、板状部１０の幅方向において両側の辺１４から切れ目状に形成されてい
る。
【００３１】
　一対の折れ曲がり部１２の幅は、一対の傾斜面Ｓの途中に当接するように設定されてい
る。折れ曲がり部１２は、後述のように、板状部１０に曲げ方向の力が加えられた際にデ
ッキプレートＤの傾斜面Ｓに当接するように折れ曲がりが生じるように形成されている。
板状部１０は、折れ曲がり部１２から折れ曲がった場合、両端１３に一対の折れ曲がり面
１２Ａが形成される。一対の折れ曲がり面１２Ａには、後述のように、接着剤が塗布され
、デッキプレートＤの溝Ｍの傾斜面Ｓに接着される。
【００３２】
　次に、天井吊り金具１の固定方法について説明する。
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【００３３】
　図６（１）に示されるように、天井吊り金具１の板状部１０は、床スラブ面の下面に設
けられたデッキプレートＤの下面に形成された溝Ｍの開口Ｐから挿入される。この場合、
天井吊り金具１は、板状部１０の長手方向が開口Ｐの延在方向に沿うように挿入される。
板状部１０の折れ曲がり面１２Ａとなる領域には、予め接着剤が塗布される。接着剤は、
接着剤は硬化時間が短い瞬間接着剤が用いられる。接着剤は、この他、アクリル系接着剤
、エポキシ系接着剤、フェノール系接着剤、または接着強度の高い両面テープが用いられ
てもよい。
【００３４】
　このとき、板状部１０は、デッキプレートＤに手が届く高さに組まれた足場の上から作
業者によりデッキプレートＤの溝Ｍに挿入されてもよいし、棒ネジ３を十分に長い長尺の
ものに交換することで作業者が床面から操作して溝Ｍに挿入するようにし、足場を省略し
てもよい。
【００３５】
　図６（２）に示されるように、次に、棒ネジ３の軸方向に天井吊り金具１を９０度回転
し、板状部１０を溝Ｍの内部において９０度回転させる。次に、天井吊り金具１を下方に
移動し、板状部１０の両端１３を一対の傾斜面Ｓに引っ掛け、天井吊り金具１を仮止めす
る。
【００３６】
　図６（３）に示されるように、棒ネジ３に下方向の荷重を加え、板状部１０において一
対の折れ曲がり部１２を一対の傾斜面Ｓにそれぞれ当接するように折り曲げる。折れ曲が
り部１２は、板状部１０の幅方向において他の部分に対して幅が狭く、曲げに対する力が
集中し、折れ曲がり面１２Ａが板状部１０に対して相対的に上方に跳ね上がるように折れ
曲がる。
【００３７】
　一対の折れ曲がり部１２は、一対の傾斜面Ｓの途中に引っ掛かり、天井吊り金具１は、
下方に脱落しない。このとき、折れ曲がり部１２は、弾性変形により折れ曲がり面１２Ａ
が傾斜面Ｓの傾斜から離れる方向に曲がろうとするが、棒ネジ３に下方への荷重を加え続
けると、折れ曲がり面１２Ａは、傾斜面Ｓの傾斜に沿って当接する。折れ曲がり面１２Ａ
には、接着剤が塗布されているので、作業者は、棒ネジ３に下方への荷重を加えつつ固定
状態を維持する。棒ネジ３の取り付け角度が設定されている場合には、作業者は、板状部
１０の接着時において、棒ネジ３の取り付け角度を設計された角度に合わせて固定状態を
維持することにより調整すればよい。
【００３８】
　図６（４）に示されるように、作業者は、接着剤の効果時間が経過した後、棒ネジ３に
加えた荷重を開放する。これにより、天井吊り金具１は、溝Ｍに固定される。この作業工
程により、折れ曲がり面１２ＡがデッキプレートＤの傾斜面Ｓに圧着されるため、天井吊
り金具１をデッキプレートＤに対して安定して接着することができる。作業用に棒ネジ３
を十分に長い長尺のものに交換している場合は、折れ曲がり面１２Ａの固定後に棒ネジ３
を施工用の棒ネジ３に交換すればよい。
【００３９】
　上述したように天井吊り金具１によれば、汎用のデッキプレートＤに簡便に天井吊り金
具１を固定することができる。天井吊り金具１によれば、板状部１０の寸法は、デッキプ
レートＤの溝Ｍの形状に合わせて形成すればよく、折れ曲がり部１２の折り曲げ角度はデ
ッキプレートＤの形状に合わせて曲がるため、様々な形状寸法のデッキプレートに対応で
きる。天井吊り金具１によれば、棒ネジ３の取り付け角度は、板状部１０の接着時の固定
状体により任意に調整できる。
【００４０】
　また、天井吊り金具１によれば、棒ネジ３を長尺のものに交換して施工することにより
、床面からデッキプレートＤに固定する施工ができるため、足場の設置作業を不要とする
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ことができ、工数を削減すると共に、工期を短縮できる。
【００４１】
　以上、本発明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。例えば、折れ曲がり
部は、切欠きの他、溝が形成されていてもよい。折れ曲がり面１２Ａは、傾斜面Ｓに溶接
されてもよい。
【符号の説明】
【００４２】
１　金具
２　ボルト
３　棒ネジ
４　ナット
１０　板状部
１１　孔
１２　折れ曲がり部
１２Ａ　折れ曲がり面
１３　両端
１４　辺
１５　切欠き
Ｄ　デッキプレート
Ｍ　溝
Ｐ　開口
Ｓ　傾斜面

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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