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(57)【要約】
【課題】地震等によって天井に生じる水平力を壁で受け
ることにより衝撃を発生させない方法を有効に実現させ
ることの可能な耐震天井を提供する。
【解決手段】複数の野縁１５及びこの野縁１５と直交し
て結合される複数の野縁受け１３からなる天井下地材１
と、野縁１５の下面に取り付けられる天井パネル２と、
野縁受け１３を吊支する複数の吊りボルト１１とを備え
る天井において、野縁１５及び野縁受け１３のうち全部
又は一部の端部に押し当て材３，４が取り付けられ、押
し当て材３，４の端部３ａ，４ａが天井周囲の壁側受け
面２００ａ，２００ｂと当接してなる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の野縁及びこの野縁と直交して結合される複数の野縁受けからなる天井下地材と、
前記野縁の下面に取り付けられる天井パネルと、前記野縁受けを吊支する複数の吊りボル
トとを備える天井において、前記野縁及び野縁受けのうち全部又は一部の端部に押し当て
材が取り付けられ、前記野縁及び野縁受けから突出した前記押し当て材の端部が天井周囲
の壁側受け面と当接してなることを特徴とする耐震天井。
【請求項２】
　壁側受け面が、天井周囲の壁に取り付けた受け材からなることを特徴とする請求項１に
記載の耐震天井。
【請求項３】
　押し当て材の端部に緩衝体が取り付けられ、前記押し当て材の端部が変形可能な前記緩
衝体を介して壁側受け面と当接してなることを特徴とする請求項１又は２に記載の耐震天
井。
【請求項４】
　天井下地材に、野縁と野縁の間又は野縁受けと野縁受けの間に位置して、第二の押し当
て材が取り付けられ、この第二の押し当て材の端部が壁側受け面と当接してなることを特
徴とする請求項１～３のいずれかに記載の耐震天井。
【請求項５】
　第二の押し当て材の端部に緩衝体が取り付けられ、前記押し当て材の端部が変形可能な
前記緩衝体を介して壁側受け面と当接してなることを特徴とする請求項４に記載の耐震天
井。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天井パネルが取り付けられる野縁と野縁受けからなる天井下地材を吊りボル
トによって吊支した天井であって、特に、耐震性を高めた天井に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば鉄筋コンクリート造の建物の天井には、吊り天井が多く用いられている。図７に
示すように、この種の天井１００は、所定間隔で水平かつ互いに平行に並設される複数の
野縁１１１と、この野縁１１１と直交する方向へ延び、水平かつ互いに平行に並設される
と共に前記複数の野縁１１１の上にクリップ１１２を介して結合される複数の野縁受け１
１３によって天井下地材１１０を構築し、この天井下地材１１０を、下端が前記野縁受け
１１３にハンガー１０１を介して結合されると共に上端が上階の床スラブ等に固定される
複数の吊りボルト１０２によって吊支し、下階の天井面を形成する天井パネル１０３を前
記野縁１１１の下面にビス等によって一体に取り付けた構造となっている。
【０００３】
　この種の天井１００は、地震発生時に大きく横揺れして壁２００と衝突した場合、その
衝撃によって天井パネル１０３が野縁１１１から脱落して落下したり、あるいは野縁１１
１が野縁受け１１３から脱落して天井パネル１０３と共に脱落したりするおそれがある。
そこで、従来、天井１００の耐震性を高めるための一般的な手法として、吊りボルト１０
２に斜材であるブレース（不図示）を設置することによって天井１００を揺れにくくする
と共に、天井１００と壁２００との間に十分なクリアランスＣを設けて、地震発生時に天
井１００と壁２００が衝突しないようにすることが行われている（例えば下記の特許文献
１参照）。
【０００４】
　また、天井１００と壁２００との間にはクリアランスＣを設けず、地震等によって天井
１００に生じる水平力を、ブレースにではなく壁２００に負担させる方法も考えられる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１６７７３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ブレースによって天井１００を揺れにくくする場合、天井裏空間への設
備機器の配置などによって、計算上必要なブレースを配置することができないことがあり
、また、クリーンルームなど、部屋の使用条件などによってはクリアランスＣを十分にと
ることができない場合がある。
【０００７】
　そこで、天井１００と壁２００との間にはクリアランスＣを設けず、すなわち天井１０
０と壁２００を接触させるようにすれば、衝突による衝撃力は生じない。しかし実際には
、施工上不可避的な隙間は生じてしまい、天井１００と壁２００を隙間なく接触させるこ
とは困難である。
【０００８】
　本発明は、以上のような点に鑑みてなされたものであって、その技術的課題は、地震等
によって天井に生じる水平力を壁で受けることにより衝撃を発生させない方法を有効に実
現させることの可能な耐震天井を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した技術的課題を有効に解決するための手段として、請求項１の発明に係る耐震天
井は、複数の野縁及びこの野縁と直交して結合される複数の野縁受けからなる天井下地材
と、前記野縁の下面に取り付けられる天井パネルと、前記野縁受けを吊支する複数の吊り
ボルトとを備える天井において、前記野縁及び野縁受けのうち全部又は一部の端部に押し
当て材が取り付けられ、前記野縁及び野縁受けから突出した前記押し当て材の端部が天井
周囲の壁側受け面と当接してなるものである。
【００１０】
　請求項１の発明によれば、押し当て材は、実質的に野縁又は野縁受けの一部を構成し、
この野縁又は野縁受けの端部を天井周囲の壁側受け面と当接する位置まで延長させるもの
である。このため、地震等によって天井に生じる水平力が野縁又は野縁受けから押し当て
材を介して壁側に伝達され、天井が壁側と一体的に変位するので、天井と壁の衝突が規制
され、衝撃の発生を防止することができる。
【００１１】
　請求項２の発明に係る耐震天井は、請求項１に記載の構成において、壁側受け面が、天
井周囲の壁に取り付けた受け材からなるものである。
【００１２】
　請求項２の発明によれば、地震等によって天井に生じる水平力が野縁又は野縁受けから
押し当て材及び受け材を介して壁側に伝達され、天井が壁側と一体的に変位するので、天
井と壁の衝突が規制され、しかも受け材によって壁への伝達荷重が分散されるので、局部
的に応力が集中するのを防止することができる。
【００１３】
　請求項３の発明に係る耐震天井は、請求項１又は２に記載の構成において、押し当て材
の端部に緩衝体が取り付けられ、前記押し当て材の端部が変形可能な前記緩衝体を介して
壁側受け面と当接してなるものである。
【００１４】
　請求項３の発明によれば、請求項１又は２の構成による効果のほか、地震等によって天
井に生じる水平力が、押し当て材から壁側受け面へ伝達される過程で、緩衝体の変形によ
って吸収されるので、天井に作用する水平力が緩和される。
【００１５】



(4) JP 2016-14288 A 2016.1.28

10

20

30

40

50

　請求項４の発明に係る耐震天井は、請求項１～３のいずれかに記載の構成において、天
井下地材に、野縁と野縁の間又は野縁受けと野縁受けの間に位置して、第二の押し当て材
が取り付けられ、この第二の押し当て材の端部が壁側受け面と当接してなるものである。
【００１６】
　請求項４の発明によれば、地震等によって天井に生じる水平力が、押し当て材と第二の
押し当て材の双方によって壁側に伝達されるので、伝達荷重が分散され、天井と壁の衝突
を一層確実に規制することができる。
【００１７】
　請求項５の発明に係る耐震天井は、請求項４に記載の構成において、第二の押し当て材
の端部に緩衝体が取り付けられ、前記押し当て材の端部が変形可能な前記緩衝体を介して
壁側受け面と当接してなるものである。
【００１８】
　請求項５の発明によれば、請求項４の構成による効果のほか、地震等によって天井に生
じる水平力が、第二の押し当て材から壁側受け面へ伝達される過程で、緩衝体の変形によ
って吸収されるので、天井に作用する水平力が緩和される。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係る耐震天井によれば、地震等によって天井に生じる水平力を壁で受けること
によって押し当て材を介して壁側に伝達され、天井が壁側と一体的に変位するので、天井
と壁の衝突による衝撃の発生を規制して、天井パネルや野縁等の落下事故を有効に防止す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に係る耐震天井の第一の実施の形態を示すもので、（Ａ）は野縁の端部付
近の構成を示す要部斜視図、（Ｂ）は野縁受けの端部付近の構成を示す要部斜視図である
。
【図２】本発明に係る耐震天井の第二の実施の形態を示すもので、（Ａ）は野縁の端部付
近の構成を示す要部斜視図、（Ｂ）は野縁受けの端部付近の構成を示す要部斜視図である
。
【図３】本発明に係る耐震天井の第三の実施の形態を示すもので、（Ａ）は野縁の端部付
近の構成を示す要部斜視図、（Ｂ）は野縁受けの端部付近の構成を示す要部斜視図である
。
【図４】本発明に係る耐震天井の第四の実施の形態を示すもので、（Ａ）は野縁の端部付
近の構成を示す要部平面図、（Ｂ）は野縁受けの端部付近の構成を示す要部平面図である
。
【図５】本発明に係る耐震天井の第五の実施の形態を示すもので、（Ａ）は野縁の端部付
近の構成を示す要部斜視図、（Ｂ）は野縁受けの端部付近の構成を示す要部斜視図である
。
【図６】本発明に係る耐震天井の第六の実施の形態を示すもので、（Ａ）は野縁の端部付
近の構成を示す要部斜視図、（Ｂ）は野縁受けの端部付近の構成を示す要部斜視図である
。
【図７】従来技術に係る耐震天井の一を示すもので、（Ａ）は野縁の端部付近の構成を示
す部分斜視図、（Ｂ）は野縁受けの端部付近の構成を示す部分斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明に係る耐震天井の好ましい実施の形態について、図面を参照しながら説明
する。まず図１は第一の実施の形態を示すものであって、図中（Ａ）は野縁の端部付近、
（Ｂ）は野縁受けの端部付近の構成を示すものである。
【００２２】
　第一の実施の形態の耐震天井は、不図示の躯体スラブに垂設した多数（図１では１本の
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み示す）の吊りボルト１１の下端に吊金具であるハンガー１２を介して複数の野縁受け１
３を水平かつ互いに平行に吊支し、この野縁受け１３の下に、結合金具であるクリップ１
４を介して複数の野縁１５を直交するように、水平かつ互いに平行に取り付けることによ
って、格子状の天井下地材１を構築し、野縁１５の下面に耐火ボードからなる多数の天井
パネル２を互いに縦横に並べて敷き詰めた状態に取り付けた構造を有する。
【００２３】
　詳しくは、野縁１５は樋状（リップ形）に成形された金属板からなるものであって、Ｘ
方向に延びるように配置され、その先端は、天井周囲の躯体壁２００のうちＹＺ方向壁面
２００ａと離間対向しており、天井パネル２の外周縁と前記壁面２００ａの間にもわずか
にクリアランスＣが存在している。
【００２４】
　複数の野縁１５のうちの全部又は一部のＸ方向の端部１５ａには、樋状（溝形）に成形
された金属板からなる押し当て材３が、入れ子式に挿入されると共にビス３１によって固
定されており、前記野縁１５の端部から突出した押し当て材３の端部３ａが、躯体壁２０
０のＹＺ方向壁面２００ａと当接されている。この押し当て材３は、予め野縁１５の端部
１５ａに挿入しておき、天井下地材１の施工の際に、端部３ａを躯体壁２００のＹＺ方向
壁面２００ａに突き当てるようにスライドさせて、ビス３１により野縁１５に固定したも
のである。
【００２５】
　野縁受け１３は断面コ字形（溝形）に成形された金属板からなるものであって、Ｙ方向
に延びるように配置され、その先端は、天井周囲の躯体壁２００のうちＸＺ方向壁面２０
０ｂと離間対向しており、天井パネル２の外周縁と前記壁面２００ｂの間にもわずかにク
リアランスＣが存在している。
【００２６】
　複数の野縁受け１３のうちの全部又は一部には、そのＹ方向の端部近傍に、断面コ字形
（溝形）に成形された金属板からなる押し当て材４が、複数の野縁１５の上に跨るように
野縁受け１３のウエブ１３ａと背中合わせに配置されると共に、野縁受け１３と野縁１５
を結合しているクリップ１４にビス４１によって固定されており、前記野縁受け１３の端
部から突出した押し当て材４の端部４ａが、躯体壁２００のＸＺ方向壁面２００ｂと当接
されている。この押し当て材４は、予め２連のクリップ１４を利用して野縁受け１３のウ
エブ１３ａと背中合わせに仮拘束しておき、天井下地材１の施工の際に、端部４ａを躯体
壁２００のＸＺ方向壁面２００ｂに突き当てるようにスライドさせて、ビス４１によりク
リップ１４及び野縁受け１３に固定したものである。
【００２７】
　なお、躯体壁２００のＹＺ方向壁面２００ａ及びＸＺ方向壁面２００ｂは、請求項１に
記載された「天井周囲の壁側受け面」に相当するものである。
【００２８】
　上記構成を備える第一の実施の形態によれば、Ｘ方向の押し当て材３は、実質的に野縁
１５の一部を構成して、その端部を躯体壁２００のＹＺ方向壁面２００ａと当接する位置
まで延長させるものであり、Ｙ方向の押し当て材４は、実質的に野縁受け１３の一部を構
成して、その端部を躯体壁２００のＸＺ方向壁面２００ｂと当接する位置まで延長させる
ものである。
【００２９】
　このため、地震発生時にＸ方向の水平力が天井に生じた場合、この水平力は、野縁１５
から押し当て材３を介して躯体壁２００のＹＺ方向壁面２００ａに伝達され、Ｙ方向の水
平力は、野縁受け１３から押し当て材４を介して躯体壁２００のＸＺ方向壁面２００ｂに
伝達され、天井が躯体壁２００と一体的に変位するので、天井と躯体壁２００の衝突が規
制される。このため、衝撃によって天井パネル２が野縁１５から脱落して落下したり、あ
るいは野縁１５が野縁受け１３から脱落して天井パネル２と共に脱落したりするのを防止
することができる。
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【００３０】
　次に図２は、本発明に係る耐震天井の第二の実施の形態を示すものであって、図中（Ａ
）は野縁の端部付近、（Ｂ）は野縁受けの端部付近の構成を示すものである。
【００３１】
　この第二の実施の形態において、先に説明した第一の実施の形態と異なるところは、躯
体壁２００のＹＺ方向壁面２００ａに軽量鉄骨等からなりＹ方向へ延びる受け材２０１が
取り付けられ、ＸＺ方向壁面２００ｂに軽量鉄骨等からなりＸ方向へ延びる受け材２０２
が取り付けられ、野縁１５の端部から突出した押し当て材３の端部３ａが、受け材２０１
の側面２０１ａと当接され、野縁受け１３の端部から突出した押し当て材４の端部４ａが
、受け材２０２の側面２０２ａと当接された点にある。
【００３２】
　なお、この場合、受け材２０１の側面２０１ａ及び受け材２０２の側面２０２ａが、請
求項１に記載された「天井周囲の壁側受け面」に相当するものである。
【００３３】
　そして第二の実施の形態も第一の実施の形態と同様の効果を奏するものであって、すな
わち、地震発生時にＸ方向の水平力が天井に生じた場合、この水平力は、野縁１５から押
し当て材３及び受け材２０１を介して躯体壁２００に伝達され、Ｙ方向の水平力は、野縁
受け１３から押し当て材４及び受け材２０２を介して躯体壁２００のＸＺ方向壁面２００
ｂに伝達され、天井が躯体壁２００と一体的に変位するので、天井と躯体壁２００の衝突
が規制される。また、受け材２０１，２０２は押し当て材３，４からの水平力を分散して
躯体壁２００に伝達し、躯体壁２００に局部的に応力が集中するのを防止する作用を有す
る。このため、衝撃によって天井パネル２が野縁１５から脱落して落下したり、あるいは
野縁１５が野縁受け１３から脱落して天井パネル２と共に脱落したりするのを防止するこ
とができる。
【００３４】
　次に図３は、本発明に係る耐震天井の第三の実施の形態を示すものであって、図中（Ａ
）は野縁の端部付近、（Ｂ）は野縁受けの端部付近の構成を示すものである。
【００３５】
　この第三の実施の形態は、上述した第二の実施の形態の構成において、野縁１５の端部
から突出した押し当て材３の端部にゴム状弾性材料（ゴム材料又はゴム状弾性を有する合
成樹脂材料）からなる緩衝体３２が取り付けられ、前記押し当て材３の端部が、前記緩衝
体３２を介して受け材２０１の側面２０１ａと当接されると共に、野縁受け１３の端部か
ら突出した押し当て材４の端部にゴム状弾性材料からなる緩衝体４２が取り付けられ、前
記押し当て材４の端部が、前記緩衝体４２を介して受け材２０２の側面２０２ａと当接さ
れたものである。
【００３６】
　そして第三の実施の形態によれば、第一又は第二の実施の形態と同様の効果に加え、地
震発生時に天井に生じるＸ方向又はＹ方向の水平力が、押し当て材３又は４から受け材２
０１又は２０２の側面２０１ａ又は２０２ａへ伝達される過程で、緩衝体３２又は４２の
変形によって吸収されるので、天井に作用する水平力が有効に緩和される。このため、衝
撃によって天井パネル２が野縁１５から脱落して落下したり、あるいは野縁１５が野縁受
け１３から脱落して天井パネル２と共に脱落したりするのを、一層有効に防止することが
できる。
【００３７】
　なお、第三の実施の形態は、緩衝体３２，４２が受け材２０１，２０２の側面２０１ａ
，２０２ａに当接しているが、受け材２０１，２０２を設けずに躯体壁２００のＹＺ方向
壁面２００ａ及びＸＺ方向壁面２００ｂに当接させた構成とすることもできる。
【００３８】
　次に図４は、本発明に係る耐震天井の第四の実施の形態を示すものであって、図中（Ａ
）は野縁の端部付近、（Ｂ）は野縁受けの端部付近の構成を示すものである。
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【００３９】
　この第四の実施の形態は、先に説明した図１に示す第一の実施の形態の構成において、
図４（Ａ）に示すように、天井下地材１に、互いに隣接する野縁１５，１５の端部間に位
置して配置されたＸ方向に延びる第二の押し当て材５が不図示のビスによって野縁受け１
３に結合されると共に、図４（Ｂ）に示すように、互いに隣接する野縁受け１３，１３の
端部間に位置して配置されたＹ方向に延びる第二の押し当て材６が不図示のビス及びクリ
ップ等によって複数の野縁１５に跨って結合され、Ｘ方向の第二の押し当て材５の端部が
躯体壁２００のＹＺ方向壁面２００ａに当接し、Ｙ方向の第二の押し当て材６の端部が躯
体壁２００のＸＺ方向壁面２００ｂに当接してなるものである。
【００４０】
　上記構成によれば、地震発生時に天井に生じるＸ方向の水平力に対しては、野縁１５の
端部に取り付けられた押し当て材３と、野縁１５，１５の端部間に位置して配置された第
二の押し当て材５の双方を介して躯体壁２００に伝達され、Ｙ方向の水平力に対しては、
野縁受け１３の端部に取り付けられた押し当て材４と、野縁受け１３，１３の端部間に位
置して配置された第二の押し当て材６の双方を介して躯体壁２００に伝達されるので、水
平力が分散され、このため天井と躯体壁２００の衝突が一層確実に規制される。
【００４１】
　なお、図示の例では、Ｘ方向の第二の押し当て材５は野縁１５とＹ方向へ交互に配置さ
れ、Ｙ方向の第二の押し当て材６は野縁受け１３，１３の端部間に複数本ずつ配置されて
いるが、第二の押し当て材５，６の設置数は、想定される水平力の最大値などを勘案して
任意に決められるものである。
【００４２】
　また、図示の例では、押し当て材３，４及び第二の押し当て材５，６が躯体壁２００の
ＹＺ方向壁面２００ａ及びＸＺ方向壁面２００ｂに当接しているが、図２に示す第二の実
施の形態のように、躯体壁２００に受け材２０１，２０２を取り付けて、押し当て材３，
４及び第二の押し当て材５，６を受け材２０１，２０２に当接させることによって、押し
当て材３，４からの水平力による応力を分散させる構成とすることもできる。
【００４３】
　また、押し当て材３，４及び第二の押し当て材５，６には、図３に示す第三の実施の形
態のような緩衝体３２，４２を取り付けた構成とすることもできる。
【００４４】
　次に図５は、本発明に係る耐震天井の第五の実施の形態を示すものであって、図中（Ａ
）は野縁の端部付近、（Ｂ）は野縁受けの端部付近の構成を示すものである。
【００４５】
　この第五の実施の形態は、図５（Ａ）に示すように、Ｘ方向の押し当て材３に、野縁と
して用いる材料を適当な長さに切断して製作したものを用い、その端部３ａを躯体壁２０
０のＹＺ方向壁面２００ａに突き当てた状態で、断面コ字形の入れ子式の継ぎ手部材３３
及び複数のビス３１を介して野縁１５に結合固定すると共に、図５（Ｂ）に示すように、
Ｙ方向の押し当て材４に、野縁受けとして用いる材料を適当な長さに切断して製作したも
のを用い、その端部４ａを躯体壁２００のＸＺ方向壁面２００ｂに突き当てた状態で、断
面コ字形の入れ子式の継ぎ手部材４３及び複数のビス４１を介して野縁受け１３に結合固
定したものである。
【００４６】
　そしてこの場合も、図６に本発明に係る耐震天井の第六の実施の形態を示すように、Ｘ
方向の押し当て材３を、躯体壁２００のＹＺ方向壁面２００ａに取り付けた軽量鉄骨等か
らなる受け材２０１の側面２０１ａと当接させた構成とし、Ｙ方向の押し当て材４を、躯
体壁２００のＸＺ方向壁面２００ｂに取り付けた軽量鉄骨等からなる受け材２０２の側面
２０２ａと当接させた構成とすることによって、押し当て材３，４からの水平力による応
力を分散するようにすることも好ましく、また、押し当て材３，４には、図３に示す第三
の実施の形態のような緩衝体３２，４２を取り付けた構成とすることもできる。
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【符号の説明】
【００４７】
１　天井下地材
１１　吊りボルト
１２　ハンガー
１３　野縁受け
１４　クリップ
１５　野縁
２　天井パネル
３，４　押し当て材
３２，４２　緩衝体
５，６　第二の押し当て材
２００　躯体壁
２００ａ　ＹＺ方向壁面（天井周囲の壁側受け面）
２００ｂ　ＸＺ方向壁面（天井周囲の壁側受け面）
２０１，２０２　受け材
２０１ａ，２０２ａ　側面（天井周囲の壁側受け面）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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