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(57)【要約】
【課題】天井材が脱落するのを抑制することができる天
井構造を提供する。
【解決手段】天井構造１においては、建物の天井面材５
０を支持する野縁４０と、野縁４０を支持する野縁受け
３０と、建物の躯体と野縁受け３０との間に架設される
と共に、下端部が野縁受け３０に固定された一対のブレ
ース６０と、野縁受け３０の上方で一対のブレース６０
のそれぞれと固定されると共に一対のブレース６０の間
を亘るように配置された第一補強金具７０と、を具備す
る。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の天井材を支持する野縁と、
　前記野縁を支持する野縁受け部材と、
　前記建物の躯体と前記野縁受け部材との間に架設されると共に、前記野縁受け部材側の
端部が前記野縁受け部材に固定された一対のブレースと、
　前記野縁受け部材の上方で前記一対のブレースのそれぞれと固定されると共に前記一対
のブレースの間を亘るように配置されたブレース間補強部材と、
　を具備する天井構造。
【請求項２】
　前記ブレース間補強部材は、
　前記野縁受け部材の上端部と接するように又は略接する程度の近傍に配置される、
　請求項１に記載の天井構造。
【請求項３】
　前記ブレース間補強部材は、
　前記一対のブレースに亘るように形成された本体部と、
　前記本体部から延出され、前記野縁受け部材に固定される延出固定部と、
　を有する、
　請求項１又は請求項２に記載の天井構造。
【請求項４】
　前記一対のブレースの前記野縁受け部材側の端部の側方に設けられ、前記野縁受け部材
と前記天井材とにそれぞれ固定される固定補強部材をさらに具備し、
　前記ブレース間補強部材の前記延出固定部は、
　前記固定補強部材を介して前記野縁受け部材に固定される、
　請求項３までのいずれか一項に記載の天井構造。
【請求項５】
　前記本体部は、
　板面を横方向へ向けると共に上下方向の幅が１１０ｍｍ以下の略平板状に形成される、
　請求項３又は請求項４に記載の天井構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブレースを具備する天井構造の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ブレースを具備する天井構造の技術は公知となっている。例えば、特許文献１に
記載の如くである。
【０００３】
　特許文献１には、天井材を支持する野縁と、前記野縁を支持する野縁受けと、前記野縁
及び前記野縁受けに固定されるブレースと、が記載されている。ブレースは、野縁と野縁
受けとが交差した領域に、ブレース下部取付具を介して取り付けられる。
【０００４】
　このような構成により、野縁受け及び野縁とブレースとが強固に固定されるため、地震
発生時における揺動応力（水平応力）を、野縁受け及び野縁からブレースへ直接的に伝達
することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－７３２６号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術においては、地震発生時にはブレース下部取付
具の周囲（ブレースの下端部の周囲）に応力が集中し易いため、この周囲に位置する野縁
受け及び野縁の部分が変形や損傷（以下では単に「変形」と称する）する可能性がある。
このように野縁受け及び野縁が変形した場合には、天井材が脱落する可能性がある。
【０００７】
　本発明は、以上の如き状況を鑑みてなされたものであり、その解決しようとする課題は
、天井材が脱落するのを抑制することができる天井構造を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００９】
　即ち、請求項１においては、建物の天井材を支持する野縁と、前記野縁を支持する野縁
受け部材と、前記建物の躯体と前記野縁受け部材との間に架設されると共に、前記野縁受
け部材側の端部が前記野縁受け部材に固定された一対のブレースと、前記野縁受け部材の
上方で前記一対のブレースのそれぞれと固定されると共に前記一対のブレースの間を亘る
ように配置されたブレース間補強部材と、を具備するものである。
【００１０】
　請求項２においては、前記ブレース間補強部材は、前記野縁受け部材の上端部と接する
ように又は略接する程度の近傍に配置されるものである。
【００１１】
　請求項３においては、前記ブレース間補強部材は、前記一対のブレースに亘るように形
成された本体部と、前記本体部から延出され、前記野縁受け部材に固定される延出固定部
と、を有するものである。
【００１２】
　請求項４においては、前記一対のブレースの前記野縁受け部材側の端部の側方に設けら
れ、前記野縁受け部材と前記天井材とにそれぞれ固定される固定補強部材をさらに具備し
、前記ブレース間補強部材の前記延出固定部は、前記固定補強部材を介して前記野縁受け
部材に固定されるものである。
【００１３】
　請求項５においては、前記本体部は、板面を横方向へ向けると共に上下方向の幅が１１
０ｍｍ以下の略平板状に形成されるものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
【００１５】
　請求項１においては、天井材が脱落するのを抑制することができる。
【００１６】
　請求項２においては、天井材が脱落するのを抑制することができる。
【００１７】
　請求項３においては、天井材が脱落するのを抑制することができる。
【００１８】
　請求項４においては、天井材が脱落するのを抑制することができる。
【００１９】
　請求項５においては、施工性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態に係る天井構造を示した概略斜視図。
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【図２】（ａ）第一補強金具の斜視図。（ｂ）同じく、正面図。（ｃ）同じく、右側面図
。（ｄ）同じく、Ａ－Ａ矢視断面図。
【図３】（ａ）第二補強金具の斜視図。（ｂ）同じく、背面図。（ｃ）同じく、右側面図
。
【図４】第一補強金具及び第二補強金具の取り付け態様を示した斜視図。
【図５】同じく、正面断面図。
【図６】同じく、一部（右側半分）拡大図。
【図７】Ｂ－Ｂ矢視端面図。
【図８】本発明の第二実施形態に係る天井構造を示した概略斜視図。
【図９】本発明の第三実施形態に係る天井構造を示した正面断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下の説明においては、図中に示した矢印に従って、上下方向、左右方向及び前後方向
をそれぞれ定義する。
【００２２】
　以下では、図１を用いて、一実施形態に係る天井構造１について説明する。
【００２３】
　天井構造１は、鉄骨造の建物Ｈにおける天井の構造である。なお、図１においては、便
宜上、建物Ｈにおける天井の構造全体のうち一部が示されている。以下では、図１に示さ
れた天井構造１、すなわち天井の構造全体のうち一部について説明するものとする。天井
構造１は、吊りボルト１０、ハンガー２０、野縁受け３０、野縁４０、天井面材５０、ブ
レース６０、第一補強金具７０及び第二補強金具８０を具備する。
【００２４】
　吊りボルト１０は、建物Ｈの躯体Ａから吊り下げられるものである。吊りボルト１０は
、躯体Ａに設けられたインサート（不図示）に取り付けられている。吊りボルト１０は、
複数設けられる。図１においては、３本の吊りボルト１０が示されている。
【００２５】
　ハンガー２０は、後述する野縁受け３０を支持するものである。ハンガー２０は、各吊
りボルト１０の下端部に取り付けられる。
【００２６】
　野縁受け３０は、後述する野縁４０を支持するものである。野縁受け３０は、長尺状に
形成され、長手方向を左右方向に向けて配置される。野縁受け３０は、ハンガー２０に支
持される。こうして、野縁受け３０は、ハンガー２０及び吊りボルト１０を介して建物Ｈ
の躯体Ａから吊設される。野縁受け３０は、複数設けられる。図１においては、３本の野
縁受け３０が示されている。
【００２７】
　野縁４０は、後述する天井面材５０を支持するのものである。野縁４０は、長尺状に形
成され、長手方向を前後方向に向けて配置される。野縁４０は、クリップ部材４１を用い
て野縁受け３０に支持される。野縁４０は、複数設けられる。図１においては、４本の野
縁４０が示されている。
【００２８】
　天井面材５０は、天井面を構成するものである。天井面材５０は、例えば板状の石膏ボ
ードにより形成される。天井面材５０は、板面を上下方向に向けて配置される。天井面材
５０は、野縁４０の下側面にビスＳを用いて固定される。
【００２９】
　ブレース６０は、建物Ｈの躯体Ａと野縁受け３０との間に架設されるものである。ブレ
ース６０は、長尺状に形成され、長手方向を鉛直方向に対して傾斜した姿勢で配置される
。ブレース６０の上端部は、建物Ｈの躯体Ａに固定される。ブレース６０の下端部は、ビ
スＢにより野縁受け３０に固定される（図６参照）。ブレース６０は、長手方向断面視で
略Ｃ字状に形成される。本実施形態において、ブレース６０は、前側が開放し、後側が閉
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鎖面となるように配置される。図１においては、左右に並設される一対のブレース６０が
示されている。
【００３０】
　一対のブレース６０は、左右方向に対称形状に形成される。より詳細には、一対のブレ
ース６０のうち、左側に配置されるブレース６０（以下では「左側ブレース６０Ｌ」と称
する場合がある）は、上側が左方に位置し、下側が右方に位置するように配置される。ま
た、一対のブレース６０のうち、右側に配置されるブレース６０（以下では「右側ブレー
ス６０Ｒ」と称する場合がある）は、上側が右方に位置し、下側が左方に位置するように
配置される。左側ブレース６０Ｌ及び右側ブレース６０Ｒは、正面視で吊りボルト１０を
中心とした対称形状に形成される。左側ブレース６０Ｌ及び右側ブレース６０Ｒは、それ
ぞれ下端部側へ行くに従って互いに近接するように配置される。
【００３１】
　以下では、図１及び図２を用いて、第一補強金具７０の構成について詳細に説明する。
【００３２】
　図１に示すように、第一補強金具７０は、左側ブレース６０Ｌ及び右側ブレース６０Ｒ
それぞれに固定されると共に当該左側ブレース６０Ｌ及び右側ブレース６０Ｒの間を亘る
ように設けられるものである。第一補強金具７０は、金属製の部材である。第一補強金具
７０は、一枚の平板状の部材が適宜折り曲げられることにより形成される。第一補強金具
７０は、本体部７１、上端延出部７２、下端延出部７３及び爪部７４を具備する。
【００３３】
　本体部７１は、第一補強金具７０の主たる構造体である。本体部７１は、平板状に形成
される。本体部７１は、長手方向を左右方向に向けて配置される。本実施形態において、
本体部７１の長手方向の長さは、４４０ｍｍに形成される。また、本体部７１は、短手方
向を上下方向に向けて配置される。本実施形態において、本体部７１の短手方向の長さは
、１００ｍｍに形成される。また、本体部７１は、板厚方向を前後方向に向けて配置され
る。本実施形態において、本体部７１の板厚方向の長さは、２．３ｍｍに形成される。こ
のように、本体部７１は、作業者（第一補強金具７０及び第二補強金具８０の取り付け作
業を行う者）が片手で容易に掴める程度の大きさに形成される。
【００３４】
　上端延出部７２は、本体部７１の上端部から後方に延出された部分である。上端延出部
７２は、本体部７１の左右端部に亘るように形成される。
【００３５】
　下端延出部７３は、本体部７１の下端部から後方に延出された部分である。下端延出部
７３は、本体部７１の左右端部を除く部分に形成される。
【００３６】
　こうして、上端延出部７２及び下端延出部７３により、第一補強金具７０の剛性が向上
される。また、作業者が第一補強金具７０を片手で掴む場合に、例えば親指を下端延出部
７３に引っ掛けると共にその他の指を上端延出部７２に引っ掛けることによって、当該作
業者は（上端延出部７２及び下端延出部７３が無い場合と比べて）第一補強金具７０をし
っかりと掴むことができる。
【００３７】
　爪部７４は、本体部７１の左右の下端部から概ね下方に延出された部分である。左右の
爪部７４は、左右方向に対称形状に形成される。爪部７４は、第一部分７５及び第二部分
７６を具備する。
【００３８】
　第一部分７５は、爪部７４の第二部分７６と本体部７１とを接続する部分である。第一
部分７５は、正面視で略四角形の平板状に形成される。第一部分７５は、本体部７１の下
端部の一部分が前下方に折り曲げられることにより形成される。すなわち、第一部分７５
の上端部は、本体部７１と連結される。第一部分７５は、下方へ行くに従って前後方向位
置において本体部７１から離間するような傾斜状に形成される。
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【００３９】
　第二部分７６は、爪部７４の第一部分７５から下方へ延出される部分である。第二部分
７６は、正面視で略四角形の平板状に形成される。第二部分７６は、板面を前後方向へ向
けて設けられる。第二部分７６の上端部は、第一部分７５の下端部と連結される。第二部
分７６の後側面は、前後方向位置において本体部７１の前側面と略同一となるように形成
される。第二部分７６には、前後方向に貫通するビス孔７９が形成される。
【００４０】
　以下では、図１及び図３を用いて、第二補強金具８０の構成について詳細に説明する。
【００４１】
　第二補強金具８０は、後述するように、野縁受け３０と天井面材５０とにそれぞれ固定
されるものである。第二補強金具８０は、金属製の部材である。第二補強金具８０は、一
枚の平板状の部材が適宜折り曲げられることにより形成される。第二補強金具８０は、本
体部８１、上端延出部８２及び下端延出部８３を具備する。
【００４２】
　本体部８１は、第二補強金具８０の主たる構造体である。本体部８１は、平板状に形成
される。本体部８１は、長手方向を左右方向に向けて配置される。本実施形態において、
本体部８１の長手方向の長さは、２２０ｍｍに形成される。また、本体部８１は、短手方
向を上下方向に向けて配置される。本実施形態において、本体部８１の短手方向の長さは
、５９ｍｍに形成される。また、本体部８１は、板厚方向を前後方向に向けて配置される
。本実施形態において、本体部８１の板厚方向の長さは、１．２ｍｍに形成される。この
ように、本体部８１は、作業者が片手で容易に掴める程度の大きさに形成される。また、
本体部８１には、前後方向に貫通する複数のビス孔８９が形成される。ビス孔８９は、左
右方向に互いに間隔をあけて複数（本実施形態においては、３つ）形成される。
【００４３】
　上端延出部８２は、本体部８１の上端部から後方に延出された部分である。上端延出部
８２の後端部は、下方に折り曲げられたリブ状に形成される。上端延出部８２と本体部８
１とにより区画される空間の前後方向の長さは、野縁受け３０の前後方向の長さと略同一
となるように形成される。上端延出部８２は、本体部８１の左右端部に亘るように形成さ
れる。
【００４４】
　下端延出部８３は、本体部８１の下端部から後方に延出された部分である。下端延出部
８３の後端部は、上方へ折り曲げられたリブ状に形成される。下端延出部８３の前後方向
の長さは、上端延出部８２の前後方向の長さよりも長く（本実施形態においては、５０ｍ
ｍに）形成される。下端延出部８３は、本体部８１の左右端部に亘るように形成される。
【００４５】
　上述の如き第一補強金具７０及び第二補強金具８０は、天井構造１において、当該天井
構造１を構成する上記各種の部材（吊りボルト１０、ハンガー２０、野縁受け３０、野縁
４０、天井面材５０及びブレース６０）のうち、天井面材５０を除く他の部材が取り付け
られた状態で、取り付け可能である。具体的には、上述の如く天井面材５０を除く他の部
材が取り付けられた状態で、まず第二補強金具８０が取り付けられる。なお、本実施形態
においては、図１等に示すように、２つの第二補強金具８０が取り付けられる。次に、第
一補強金具７０が取り付けられる。そして最後に、天井面材５０が取り付けられる。
【００４６】
　以下では、天井構造１における第一補強金具７０及び第二補強金具８０の取り付け態様
について説明する。
【００４７】
　まず、図４から図７を用いて、第二補強金具８０の取り付け態様について説明する。
【００４８】
　本実施形態においては、上述の如く２つの第二補強金具８０が取り付けられる。２つの
第二補強金具８０の取り付け態様は、左右方向に対称であることを除いて略同様である。
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そこで以下では、主として右側の第二補強金具８０に着目して説明を行うものとし、左側
の第二補強金具８０については適宜説明を省略する。
【００４９】
　第二補強金具８０は、上端延出部８２により野縁受け３０に上方から引っ掛けられてい
る。より詳細には、第二補強金具８０の本体部８１と上端延出部８２とにより区画される
空間に、野縁受け３０の上端部が配置される。また、本体部８１の後側面は、野縁受け３
０の前側面と当接される。また、上端延出部８２の下側面は、野縁受け３０の上側面と当
接される。また、第二補強金具８０は、ビス孔８９（図３参照）に挿通されたビスＳによ
り野縁受け３０と固定される。すなわち、第二補強金具８０は、横方向に挿通された固定
手段（ビス）により野縁受け３０と固定される。
【００５０】
　こうして、第二補強金具８０は、横方向に挿通された固定手段（ビス）により野縁受け
３０と固定されるため、例えば地震発生時において、例えば一対のブレース６０のうち一
方のブレース６０に長手方向一方への力が作用し、他方のブレース６０に長手方向他方へ
の力が作用した場合等、野縁受け３０に対して、大きなせん断力が作用した場合であって
も、野縁受け３０の変形が抑制され、当該野縁受け３０、第二補強金具８０と天井面材５
０との間の応力伝達をより確実に行うことができる。
【００５１】
　なお、作業者が第二補強金具８０を野縁受け３０に固定する作業を行う場合、ビスＳに
より固定する前であっても、第二補強金具８０を野縁受け３０に引っ掛けて留めておく（
仮止めする）ことができる。こうして、第二補強金具８０の取り付け作業（より詳細には
、ビス止め作業）を行う場合の施工性を向上させることができる。
【００５２】
　また、第二補強金具８０は、下端延出部８３の下側面が野縁４０の下側面と、上下方向
位置において同一となるように設けられる。すなわち、下端延出部８３の下側面は、野縁
４０の下側面と同一水平面上に位置するように設けられる。これにより、第二補強金具８
０は、野縁４０に支持された天井面材５０に固定される。具体的には、第二補強金具８０
は、下端延出部８３の下側面が天井面材５０の上側面と当接した状態、すなわち略隙間無
く重ね合わされた状態で、（天井面材５０の）下方から上方へ挿通された複数のビスＳに
より天井面材５０と固定される。こうして、第二補強金具８０は、野縁受け３０と天井面
材５０とにそれぞれ固定される。
【００５３】
　なお、第二補強金具８０は、一対のブレース６０にそれぞれ対応するように設けられる
。より詳細には、一対のブレース６０のうち、左側ブレース６０Ｌに対応するように、左
側の第二補強金具８０が設けられる。また、右側ブレース６０Ｒに対応するように、右側
の第二補強金具８０が設けられる。
【００５４】
　（右側の）第二補強金具８０は、右側ブレース６０Ｒの下端部の右側方に、比較的小さ
な隙間（例えば、クリップ部材４１や野縁４０が配置される程度の隙間）をあけて設けら
れる。すなわち、第二補強金具８０の左側端部は、右側ブレース６０Ｒの下端部の近傍に
設けられる。
【００５５】
　上述の如き第二補強金具８０の構成により、例えば地震発生時に天井面材５０が野縁受
け３０の長手方向（左右方向）に揺れた場合、当該天井面材５０に生じる水平力を第二補
強金具８０によって効果的に野縁受け３０に伝達し、ひいては一対のブレース６０に効果
的に伝達することができる。こうして、天井構造１においては、当該天井構造１を構成す
る上記各種の部材を一体的に変位させることができ、例えば建物Ｈの壁部等に衝突するの
を抑制し、当該衝突により天井面材５０が脱落するのを抑制することができる。
【００５６】
　また、一対のブレース６０と天井面材５０とが、野縁受け３０及び野縁４０を介して固
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定されるだけでなく、野縁受け３０及び第二補強金具８０（より詳細には、下端延出部８
３）を介して固定される。こうして、一対のブレース６０と天井面材５０との間において
応力が集中するのを抑制することができる。こうして、応力の集中による上記各種の部材
（例えば、野縁受け３０）が変形するのを抑制することができ、当該変形により天井面材
５０が脱落するのを抑制することができる。
【００５７】
　次に、図４から図７を用いて、第一補強金具７０の取り付け態様について説明する。
【００５８】
　本実施形態においては、第一補強金具７０の右側半分と左側半分とにおける取り付け態
様は、左右方向に対称であることを除いて略同様である。そこで以下では、第一補強金具
７０の右側半分について着目して説明を行うものとし、左側半分については適宜説明を省
略する。
【００５９】
　第一補強金具７０は、野縁受け３０、クリップ部材４１及び第二補強金具８０の上方に
設けられる。第一補強金具７０は、野縁受け３０、クリップ部材４１及び第二補強金具８
０に載置される。より詳細には、第一補強金具７０は、クリップ部材４１及び第二補強金
具８０に対して下端延出部７３が直接的に載置される。また、第一補強金具７０は、野縁
受け３０に対して、クリップ部材４１及び第二補強金具８０を介して下端延出部７３が間
接的に載置される。このように、第一補強金具７０は、野縁受け３０、クリップ部材４１
及び第二補強金具８０に対して、直接的又は間接的に上方から接触するように設けられる
。
【００６０】
　また、第一補強金具７０は、爪部７４が野縁受け３０に対して側方から当接するように
設けられる。より詳細には、爪部７４のうち、第二部分７６の後側面が、第二補強金具８
０の本体部８１の前側面に前側方から当接される。なお、第二補強金具８０の本体部８１
は、野縁受け３０と当接される。したがって、第一補強金具７０の爪部７４は、第二補強
金具８０の本体部８１を介して野縁受け３０と当接される。
【００６１】
　また、第一補強金具７０は、ビス孔７９（図２参照）に挿通されたビスＳにより第二補
強金具８０及び野縁受け３０と固定される。なお、第一補強金具７０のビス孔７９は、第
二補強金具８０の左端のビス孔８９と前後方向に重複するように設けられる。こうして、
第一補強金具７０と第二補強金具８０とが、前後方向に重複するように設けられたビス孔
（ビス孔７９及びビス孔８９）を介して共締めされる。
【００６２】
　また、第一補強金具７０は、右側ブレース６０Ｒと当接するように設けられる。より詳
細には、第一補強金具７０の本体部７１の前側面が、右側ブレース６０Ｒの後側面（閉鎖
面）と当接される。ここで、右側ブレース６０Ｒの下端部（ビスＢにより野縁受け３０に
固定された部分）は、第一補強金具７０の右側半分のうち左部の下方（換言すれば、第一
補強金具７０全体のうち、左右方向中央から若干右よりの下方）に設けられる。そのため
、右側ブレース６０Ｒは、正面視で第一補強金具７０の右側半分を斜めに横断するように
、当該第一補強金具７０と当接される。
【００６３】
　また、第一補強金具７０は、ビスＳにより右側ブレース６０Ｒと固定される。当該ビス
Ｓは、第一補強金具７０の上部及び下部それぞれに設けられる。こうして、右側ブレース
６０Ｒは、ビスＢにより直接的に野縁受け３０に固定されるだけでなく、第一補強金具７
０及び第二補強金具８０を介して間接的に野縁受け３０に固定される。すなわち、右側ブ
レース６０Ｒは、野縁受け３０に支持された野縁４０を介して天井面材５０を支持するだ
けでなく、第一補強金具７０及び第二補強金具８０（より詳細には、下端延出部８３）を
介して天井面材５０を支持することができる。換言すれば、右側ブレース６０Ｒは、下端
部に比較的近い場所だけでなく、比較的離れた場所において天井面材５０を支持すること
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ができる。
【００６４】
　上述の如き第一補強金具７０の構成により、例えば地震発生時に天井面材５０が野縁受
け３０の長手方向（左右方向）に揺れた場合、当該天井面材５０に生じる水平力を第一補
強金具７０によって野縁受け３０から効果的に一対のブレース６０に伝達することができ
る。こうして、天井構造１においては、当該天井構造１を構成する上記各種の部材を一体
的に変位させることができ、例えば建物Ｈの壁部等に衝突するのを抑制し、当該衝突によ
り天井面材５０が脱落するのを抑制することができる。
【００６５】
　また、一対のブレース６０と天井面材５０とが、野縁受け３０及び野縁４０を介して固
定されるだけでなく、第一補強金具７０、野縁受け３０及び第二補強金具８０（より詳細
には、下端延出部８３）を介して固定される。こうして、一対のブレース６０と天井面材
５０との間において応力が集中するのを抑制することができる。こうして、応力の集中に
よる上記各種の部材（例えば、野縁受け３０）が変形するのを抑制することができ、当該
変形により天井面材５０が脱落するのを抑制することができる。
【００６６】
　以上のように、一実施形態に係る天井構造１においては、
　建物Ｈの天井面材５０（天井材）を支持する野縁４０と、
　前記野縁４０を支持する野縁受け３０と、
　前記建物Ｈの躯体Ａと前記野縁受け３０との間に架設されると共に、前記野縁受け３０
側の端部（下端部）が前記野縁受け３０に固定された一対のブレース６０と、
　前記野縁受け３０の上方で前記一対のブレース６０のそれぞれと固定されると共に前記
一対のブレース６０の間を亘るように配置された第一補強金具７０（ブレース間補強部材
）と、を具備するものである。
【００６７】
　このような構成により、例えば地震発生時に天井面材５０が脱落するのを抑制すること
ができる。
　具体的には、一対のブレース６０は下端部で野縁受け３０にそれぞれ固定されるだけで
なく、当該野縁受け３０の上方で第一補強金具７０にそれぞれ固定される。こうして、地
震発生時において、例えば一対のブレース６０のうち一方のブレース６０に長手方向一方
への力が作用し、他方のブレース６０に長手方向他方への力が作用した場合、当該一対の
ブレース６０の下端部（ビスＢにより野縁受け３０に固定された部分）だけで、これらの
力を受けるのではなく、第一補強金具７０に固定された部分によりこれらの力を受けるこ
とができる。すなわち、天井構造１において、地震発生時における応力が集中するのを抑
制することができる。こうして、応力の集中による上記各種の部材（例えば、野縁受け３
０）が変形するのを抑制することができ、当該変形により天井面材５０が脱落するのを抑
制することができる。
【００６８】
　また、天井構造１において、
　前記第一補強金具７０（ブレース間補強部材）は、
　前記野縁受け３０の上端部と接するように又は略接する程度の近傍に配置されるもので
ある。
【００６９】
　このような構成により、一対のブレース６０における、下端部（ビスＢにより野縁受け
３０に固定された部分）が第一補強金具７０に固定された部分の近傍（長手方向における
２つの固定された部分の間を含む）において一対のブレース６０に作用する軸力の一部が
第一補強金具７０が有する面剛性による補剛効果（主としてブレースの変形を拘束する効
果）により当該第一補強金具７０に伝達されることができる。こうして、地震発生時にお
いて当該２つの固定された部分の間が変形するのを抑制することができ、当該変形により
天井面材５０が脱落するのを抑制することができる。
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【００７０】
　また、天井構造１において、
　前記第一補強金具７０（ブレース間補強部材）は、
　前記一対のブレース６０に亘るように形成された本体部７１と、
　前記本体部７１から延出され、前記野縁受け３０に固定される爪部７４（延出固定部）
と、
　を有するものである。
【００７１】
　このような構成により、一対のブレース６０と野縁受け３０とが、当該一対のブレース
６０の下端部（ビスＢにより野縁受け３０に固定された部分）だけでなく、第一補強金具
７０を介して固定される。こうして、応力の集中による上記各種の部材が変形するのを抑
制することができ、当該変形により天井面材５０が脱落するのを抑制することができる。
【００７２】
　また、天井構造１において、
　前記一対のブレース６０の前記野縁受け３０側の端部（下端部）の側方に設けられ、前
記野縁受け３０と前記天井面材５０（天井材）とにそれぞれ固定される第二補強金具８０
（固定補強部材）をさらに具備し、
　前記第一補強金具７０（ブレース間補強部材）の前記爪部７４（延出固定部）は、
　前記第二補強金具８０（固定補強部材）を介して前記野縁受け３０に固定されるもので
ある。
【００７３】
　このような構成により、一対のブレース６０と天井面材５０とが、野縁受け３０及び野
縁４０を介して固定されるだけでなく、第一補強金具７０、野縁受け３０及び第二補強金
具８０を介して固定される。こうして、一対のブレース６０と天井面材５０との間におい
て応力が集中するのを抑制することができる。こうして、応力の集中による上記各種の部
材（例えば、野縁受け３０）が変形するのを抑制することができ、当該変形により天井面
材５０が脱落するのを抑制することができる。
【００７４】
　また、天井構造１において、
　前記本体部７１は、
　板面を横方向へ向けると共に上下方向の幅が１１０ｍｍ以下の略平板状に形成されるも
のである。
【００７５】
　このような構成により、第一補強金具７０の取り付け作業において、作業者が第一補強
金具７０を片手で容易に掴むことができるため、施工性を向上させることができる。
【００７６】
　なお、第一補強金具７０は、ブレース間補強部材の実施の一形態である。
　また、第二補強金具８０は、固定補強部材の実施の一形態である。
　また、野縁受け３０は、野縁受け部材の実施の一形態である。
【００７７】
　以上、一実施形態を説明したが、本発明は上記構成に限定されるものではなく、特許請
求の範囲に記載された発明の範囲内で種々の変更が可能である。
【００７８】
　例えば、本実施形態において、野縁４０は、シングル野縁であるものとしたが、シング
ル野縁よりも横幅が大きなダブル野縁であってもよい。
【００７９】
　また、第一補強金具７０の構成は、本実施形態に係るものに限定されない。例えば、第
一補強金具７０の大きさ及び形状は、適宜変更可能である。ただし、作業者が第一補強金
具７０を片手で掴める程度大きさ（例えば、上下方向の長さが、１１０ｍｍ以下）である
ことが望ましい。また、第一補強金具７０は、一枚の平板状の部材が適宜折り曲げられる
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ことにより形成されるとしたが、例えば爪部７４を溶接により本体部７１と連結させるも
のとしてもよい。また、爪部７４は、第二補強金具８０に側方から当接されるものとした
が、上方、又は、上方及び側方から当接されるものとしてもよい。
【００８０】
　また、第一補強金具７０は、例えば地震発生時において、一対のブレース６０のうち一
方のブレース６０に長手方向一方への力が作用し、他方のブレース６０に長手方向他方へ
の力が作用した場合、所定の大きさ以上の力が作用すると、適宜変形するようなものであ
ってもよい。これにより、地震の衝撃を柔軟に吸収することができる。
【００８１】
　また、第一補強金具７０は、野縁受け３０、クリップ部材４１及び第二補強金具８０に
対して、直接的又は間接的に上方から接触するように設けられるものとしたが、離間する
ものであってもよい。ただし、離間するように設けられる場合であっても、第一補強金具
７０は、野縁受け３０、クリップ部材４１及び第二補強金具８０に対して、近傍（略接す
るよう）に設けられることが望ましい。
【００８２】
　また、第二補強金具８０の構成は、本実施形態に係るものに限定されない。例えば、第
二補強金具８０の大きさ及び形状は、適宜変更可能である。また、第二補強金具８０は、
一枚の平板状の部材が適宜折り曲げられることにより形成されるものとしたが、これに限
らない。また、上端延出部８２の後端部に、下方に折り曲げられたリブ状の部分を形成し
なくてもよい。また、上端延出部８２はその一部又は全部が、当初、本体部８１と同様に
板面を横方向へ向けて形成されており、第二補強金具８０の取り付け作業を行う場合に、
作業者により折り曲げられるものであってもよい。
【００８３】
　第二補強金具８０は、一対のブレース６０にそれぞれ対応するように２つ設けられるも
のとしたが、２つの第二補強金具８０が一体的に形成されるもの（すなわち、１つの第二
補強金具８０が、一対のブレース６０にそれぞれ対応するように設けられるもの）として
もよい。
【００８４】
　また、第一補強金具７０及び第二補強金具８０は、ビスＳを用いて取り付けられる（固
定される）ものとしたが、適宜の固定手段を用いることができる。
【００８５】
　以下では、図８を用いて、第二実施形態に係る天井構造１０１について説明する。
【００８６】
　第二実施形態に係る天井構造１０１においては、第一実施形態に係る天井構造１におい
て、野縁受け３０にブレース６０、第一補強金具７０及び第二補強金具８０が取り付けら
れていたのに対し、野縁受け継ぎ部材１３０に、第一補強金具７０及び第二補強金具８０
が取り付けられる点で、当該第一実施形態と異なる。
【００８７】
　野縁受け継ぎ部材１３０は、長尺状の部材である。野縁受け継ぎ部材１３０は、複数（
本実施形態においては、３本）の野縁受け３０の上方で、当該野縁受け３０の長手方向に
対して直交する方向へ長手方向を向けて配置される。野縁受け継ぎ部材１３０は、３本の
野縁受け３０に亘るように設けられると共に、これらの野縁受け３０と固定される。
【００８８】
　第一補強金具７０及び第二補強金具８０は、第一実施形態に係る天井構造１の野縁受け
３０に対する取り付け態様と同様の態様で取り付けられる。
【００８９】
　なお、野縁受け継ぎ部材１３０は、野縁受け部材の実施の一形態である。
【００９０】
　以下では、図９を用いて、第三実施形態に係る天井構造１０２について説明する。
【００９１】
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　第三実施形態に係る天井構造１０２においては、第二補強金具８０が設けられない点で
第一実施形態に係る天井構造１と異なる。
【００９２】
　この場合、第一補強金具７０は、爪部７４の第二部分７６の後側面が、第二補強金具８
ではなく、野縁受け３０の前側面に前側方から当接される。こうして、第一補強金具７０
は、他の部材を介在させることなく、野縁受け３０と直接的に固定される。
【符号の説明】
【００９３】
　１　　天井構造
　３０　野縁受け
　４０　野縁
　５０　天井面材
　６０　ブレース
　７０　第一補強金具

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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