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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　野縁受けと、前記野縁受けの下面に当接する野縁との交差部に用いる接合金具において
、
　前記野縁受けの上部に対面する水平板部と、
　前記野縁受けの側部に沿うように前記水平板部の各端部から曲折されて形成され、前記
野縁受けの側部に対面する一対の第一垂直板部と、
　前記野縁の側部に沿うように前記一対の垂直板部の各側端部から曲折されて形成され、
前記野縁の側部に対面する二対の第二垂直板部と、を含み、
　前記第二垂直板部は、前記第一垂直板部の上端から下端までの上側部分と、前記野縁の
側部に対面する下側部分とを有する、
ことを特徴とする接合金具。
【請求項２】
　請求項１に記載の接合金具において、
　前記第一垂直板部は、前記第一垂直板部を前記野縁受けの側部に固定するネジが挿通す
る孔を有し、
　前記第二垂直板部は、前記第二垂直板部を前記野縁の側部に固定するネジが挿通する孔
を有する、
ことを特徴とする接合金具。
【請求項３】
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　請求項１又は２に記載の接合金具において、
　前記水平板部から起立した起立部を含み、
　前記起立部は孔を有する、
ことを特徴とする接合金具。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の接合金具において、
　前記第一垂直板部は、前記野縁と係合する係合部を含む、
ことを特徴とする接合金具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は野縁と野縁受けとを互いに接合する接合金具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　天井下地を構成する金属製の野縁及び野縁受けとして、溝形鋼に代表される溝形材を用
いたものが知られている。野縁はその溝開口部が上方を向いた状態で野縁受けの下面に当
接するように配置される。野縁と野縁受けとは互いに直交するように配設され、その交差
部において接合金具により接合される。この種の接合金具としては、例えば、特許文献１
～９の接合金具が提案されている。また、野縁受けと野縁が上下に重なる構成ではないが
、格子状に組まれた構成の接合金具として特許文献１０の接合金具が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】登録実用新案第３１８０３７６号公報
【特許文献２】特開２０１３－５７２１６号公報
【特許文献３】特開２０１３－１００７０４号公報
【特許文献４】特開２０１３－２３８５５号公報
【特許文献５】特開２０１２－３６６７５号公報
【特許文献６】特開２０１１－２５６６９６号公報
【特許文献７】特開２０１１－６３９８３号公報
【特許文献８】特開２００７－２３７３８号公報
【特許文献９】特開２００７－２９７８５７号公報
【特許文献１０】特開２０１３－３６３１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　野縁はその上部（溝開口部周縁）が支持位置となるため、地震や風荷重による慣性力を
天井が受けた場合に、野縁や接合金具が変形する場合がある。野縁や接合金具が変形する
と野縁と野縁受けとの間の接合力が低下する場合がある。
【０００５】
　本発明の目的は、野縁の変形を抑制し、野縁と野縁受けとの接合力を向上することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、野縁受けと、前記野縁受けの下面に当接する野縁との交差部に用いる
接合金具において、前記野縁受けの上部に対面する水平板部と、前記野縁受けの側部に沿
うように前記水平板部の各端部から曲折されて形成され、前記野縁受けの側部に対面する
一対の第一垂直板部と、前記野縁の側部に沿うように前記一対の垂直板部の各側端部から
曲折されて形成され、前記野縁の側部に対面する二対の第二垂直板部と、を含み、前記第
二垂直板部は、前記第一垂直板部の上端から下端までの上側部分と、前記野縁の側部に対
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面する下側部分とを有する、ことを特徴とする接合金具が提供される。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、野縁の変形を抑制し、野縁と野縁受けとの接合力を向上することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態に係る接合金具の使用態様を示す斜視図。
【図２】図１の接合金具の斜視図。
【図３】（Ａ）は図１の接合金具の正面図、（Ｂ）は図１の接合金具の側面図。
【図４】（Ａ）は野縁の変形態様の説明図、（Ｂ）は変形抑制効果の説明図。
【図５】（Ａ）～（Ｃ）は別例の接合金具の平面図、正面図及び側面図、（Ｅ）は図５（
Ｃ）のI-I線断面図、（Ｄ）は係合態様の説明図。
【図６】（Ａ）は比較例の接合金具の斜視図、（Ｂ）は比較例の接合金具の使用態様を示
す斜視図。
【図７】（Ａ）及び（Ｂ）は試験結果を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　＜第一実施形態＞
　図１～図３を参照して本発明の一実施形態に係る接合金具の構成について説明する。図
１は本発明の一実施形態に係る接合金具１の使用態様を示す斜視図である。図２（Ａ）は
接合金具１の斜視図であり、野縁受け１００及び野縁１１０から分離した状態を示す。図
３（Ａ）は接合金具１の正面図、図３（Ｂ）は接合金具１の側面図である。図中、矢印Ｘ
及びＹは互いに直交する水平方向、矢印Ｚは上下方向（垂直方向）を示している。
【００１０】
　接合金具１は、野縁受け１００と野縁１１０とを接合する金具である。野縁受け１００
と野縁１１０とは互いに直交するように水平に配設され、野縁受け１００は例えば吊りボ
ルトにより天井躯体から吊り下げられる。野縁受け１００又は野縁１１０と天井躯体との
間にはブレース材を設けてもよい。
【００１１】
　野縁受け１００はＹ方向に延設されており、板状の上部１０１と板状の下部１０２とこ
れらを接続する板状の側部１０３とを備え、ここではＣ形の溝形鋼であるが角筒材等であ
ってもよい。
【００１２】
　野縁１１０はＸ方向に延設されており、野縁１１０は板状の底部１１１と一対の側部１
１２とを備え、溝開口部１１０ａが上方を向いた溝形材からなり、側部１１２の上端部は
内側に曲折されて溝開口部１１０ａの周縁１１２ａを画定すると共に、断面略逆Ｕ字型を
なして係合部を形成している。野縁１１０は例えば、Ｃ形のリップ溝形鋼である。野縁１
１０は、周縁１１２ａが野縁受け１００の下面（下部１０２）に当接して互いに上下に重
なった状態に配置される。
【００１３】
　野縁受け１００と野縁１１０とは、クリップ２により仮止めされ、その後、クリップ２
に被せるようにして接合金具１をこれらの交差部に装着し、接合金具１により互いに接合
される。クリップ２は、上部の係合部２１と、下部の係合部２２とを備える金具であり、
接合用クリップとして従来市販されているものを利用可能である。係合部２１は、野縁受
け１００の上部１０１に係合され、係合部２２は、逆Ｔ字型をなしており、溝開口部１１
０ａの周縁１１２ａの下側に挿入されて周縁１１２ａと係合する。
【００１４】
　接合金具１は、一枚の金属板から型抜き及び曲げ加工により一体に形成されている。接
合金具１は、水平板部１１と、一対の垂直板部１２、１３と、二対の垂直板部１４～１７
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と、を備える。
【００１５】
　水平板部１１は、野縁受け１００の上部１０１に対面する部分であり、水平板状をなし
ている。本実施形態の場合、水平板部１１には、水平板部１１から起立した起立部１１ａ
を備えている。起立部１１ａは、例えば、水平板部１１に起立部１１ａの輪郭形状の切り
欠きを形成し、起立部１１ａを水平板部１１の残りの部分から起立するように根元を曲折
することで形成することができる。起立部１１ａは孔１１ｂを有している。孔１１ｂには
例えば、天井躯体から吊り下げられるワイヤの端部を接続する。これにより、接合金具１
や、野縁受け１００及び野縁１１０の落下防止性能を向上できる。
【００１６】
　一対の垂直板部１２、１３は、野縁受け１００の側部１０３に沿うように水平板部１１
のＸ方向の各端部から直角に曲折されて形成されており、互いに対向かつ平行に配設され
ている。本実施形態の場合、垂直板部１２は野縁受け１００の側部１０３の外面に対面し
、垂直板部１３は野縁受け１００の側部１０３の内面に対面している。一対の垂直板部１
２、１３は、それぞれ、野縁受け１００のＺ方向の幅と同じＺ方向の幅を有している。
【００１７】
　水平板部１１と、一対の垂直板部１２、１３とは、全体として、下方に開放したコの字
形状をなしており、野縁受け１００の三方（上方とＸ方向の両側方）を包み込むようにこ
れらを囲んでいる。このため、これら三方において、野縁受け１００と野縁１１０との相
対変位を規制する。
【００１８】
　一対の垂直板部１２、１３には、それぞれ、孔１２ａ、１３ａが２つずつ形成されてい
る。この孔１２ａ、１３ａにはネジ３が挿通可能となっている。ネジ３は、例えば、セル
フタッピングネジであり、孔１２ａを挿通して野縁受け１００の側部１０３に締結される
。これにより、接合金具１と野縁受け１００とが固定され、接合金具１及び野縁１１０に
対する、野縁受け１００の長手方向（Ｙ方向）の滑動が規制される。なお、ここでは、ネ
ジ３を用いたが、他の固定方法（接着、溶接等）であってもよい。
【００１９】
　二対の垂直板部１４～１７は、垂直板部１４と垂直板部１５とが対をなし、また、垂直
板部１６と垂直板部１７とが対をなしている。
【００２０】
　垂直板部１４と垂直板部１５とは、野縁１１０の側部１１２に沿うように垂直板部１２
の各側端部（Ｙ方向の端部）から直角に曲折されて形成されており、互いに対向かつ平行
に配設されている。垂直板部１４と垂直板部１５とは、それぞれ、野縁１１０の側部１１
２に対面し、かつ、側部１１２に面で当接している。
【００２１】
　同様に、垂直板部１６と垂直板部１７とは、野縁１１０の側部１１２に沿うように垂直
板部１３の各側端部（Ｙ方向の端部）から直角に曲折されて形成されており、互いに対向
かつ平行に配設されている。垂直板部１６と垂直板部１７とは、それぞれ、野縁１１０の
側部１１２に対面し、かつ、側部１１２に面で当接している。なお、垂直板部１４と垂直
板部１６とは、互いに反対方向に曲折されている。同様に、垂直板部１５と垂直板部１７
とは、互いに反対方向に曲折されている。
【００２２】
　二対の垂直板部１４～１７は、それぞれ、野縁受け１００及び野縁１１０のＺ方向の合
計の幅と同じＺ方向の幅を有している。
【００２３】
　垂直板部１４と垂直板部１５との対、及び、垂直板部１６と垂直板部１７との対は、そ
れぞれ、野縁１１０をＹ方向に挟み込むように配設されており、かつ、これらの対はＸ方
向に離間している。これにより、接合金具１及び野縁受け１００に対する、野縁１１０の
短手方向（Ｙ方向）の変位や揺動及びＺ方向周りの揺動が規制される。



(5) JP 6327965 B2 2018.5.23

10

20

30

40

50

【００２４】
　二対の垂直板部１４～１７には、それぞれ、孔１４ａ～１７ａが形成されている。この
孔１４ａ～１７ａにはネジ４が挿通可能となっている。ネジ４は、例えば、セルフタッピ
ングネジであり、孔１４ａ～１７ａを挿通して野縁１１０の側部１１２に締結される。こ
れにより、接合金具１と野縁１１０とが固定され、接合金具１及び野縁受け１００に対す
る、野縁１１０の長手方向（Ｘ方向）の滑動が規制される。なお、ここでは、ネジ４を用
いたが、他の固定方法（接着、溶接等）であってもよい。
【００２５】
　次に、係る構成からなる接合金具１の耐震補強機能について説明する。本実施形態のよ
うに、野縁１１０の係合部１１２ａと係合する形式の接合金具を利用した場合、地震や風
荷重により、水平慣性力が天井に作用すると、図４（Ａ）に示すように、野縁１１０はそ
の上部に支持位置が存在する一方、底板部１１１に天井板（不図示）が固定されることか
ら、その短手方向に変形する場合がある。これにより、側部１１２や係合部１１２ａが開
いたり、接合金具自体が変形すると、野縁１１０と野縁受け１１０との接合力が低下する
。
【００２６】
　本実施形態の接合金具１では、二対の垂直板部１４～１７により野縁１１０を挟み込む
構成としているので、図４（Ｂ）に示すように野縁１１０に対する変形抑制効果を向上で
きる。このとき、野縁１１０の係合部１１２ａには、野縁受け１００が当接しているだけ
でなく、一対の垂直板部１２、１３の下縁も当接しているので、野縁受け１００に対する
野縁１１０の上下動も抑制される。
【００２７】
　野縁受け１００は、既に述べたとおり、水平板部１１と、一対の垂直板部１２、１３と
により、その三方（上方とＸ方向の両側方）が囲まれており、これら三方向において野縁
受け１００の変位、変形を規制でき、耐震補強の異方性を低減でき、多方向の荷重に対し
て耐久性を向上できる。また、野縁受け１００として多用されているＣＣ－１９、ＣＣ－
２５、Ｃ－３８等のチャンネル材以外に、角型鋼管なども使用できる。
【００２８】
　また、二対の垂直板部１４～１７のうちの一対が野縁受け１００の短手方向（Ｘ方向）
一方側に、残りの一対が他方側にそれぞれ位置するため、鉛直方向の外力に対して野縁受
け１００に偏心曲げが生じることを防止することもできる。
【００２９】
　更に、ネジ３、４により接合金具１を野縁受け１００、野縁１１０に固定する機械固定
としたので、野縁受け１００、野縁１１０の滑動を簡易かつより確実に防止できる。
【００３０】
　こうして、接合金具１によれば、野縁１１０の変形を抑制し、野縁１１０と野縁受け１
００との接合力を向上することができる。この結果、天井面の面内剛性が高められ、高耐
力の天井が実現できる。
【００３１】
　＜第二実施形態＞
　第一実施形態の接合金具１では、野縁受け１００と野縁１１０との仮止めにクリップ２
を用いたが、接合金具１に野縁と係合する係合部を設けることで、クリップ２を不要にす
ることができる。以下、その実施形態について図５を参照して説明する。図５（Ａ）～図
５（Ｃ）は第二実施形態に係る接合金具１’の平面図、正面図及び側面図である。図５（
Ｄ）は図５（Ｃ）のI-I線断面図である。
【００３２】
　接合金具１’は、一枚の金属板から型抜き及び曲げ加工により一体に形成されており、
第一実施形態の接合金具１と基本的に同様の構成である。このため、接合金具１に対応す
る構成については同じ符号を付して説明を省略する。以下、異なる構成について説明する
。
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【００３３】
　接合金具１’では、二対の垂直板部１４～１７の上側角部が面取り形状となっており、
これが円弧形状である接合金具１と異なっている。面取り形状とすることで、型抜き加工
が容易な場合がある。また、接合金具１’では、起立部１１ａの面方向が、二対の垂直板
部１４～１７の面方向と平行とされており、一対の垂直板部１２、１３の面方向と平行と
した接合金具１と異なっている。起立部１１ａの向きは、このように、天井の構造等に応
じて、適宜異なるものとすることができる。
【００３４】
　接合金具１’は、係合部１８、１９を備えている。係合部１８は垂直板部１２に一体に
設けられ、係合部１９は垂直板部１３に一体に設けられている。
【００３５】
　係合部１８は、垂直板部１２の下端から曲折された水平板部１８ａと、水平板部１８ａ
の側端部からそれぞれ直角に曲折された一対の垂直板部１８ｂとを備える。一対の垂直板
部１８ｂは互いに対向かつ平行に配設されており、また、垂直板部１４、１５と平行であ
る。水平板部１８ａと一対の垂直板部１８ｂとは下方に開放したコの字型をなしている。
一対の垂直板部１８ｂには、それぞれ、外側に突出した半球状の突起部１８ｃが形成され
ている。
【００３６】
　係合部１９は係合部１８と同様の構成である。係合部１９は、垂直板部１３の下端から
曲折された水平板部１９ａと、水平板部１９ａの側端部からそれぞれ直角に曲折された一
対の垂直板部１９ｂとを備える。一対の垂直板部１９ｂは互いに対向かつ平行に配設され
ており、また、垂直板部１６、１７と平行である。水平板部１９ａと一対の垂直板部１９
ｂとは下方に開放したコの字型をなしている。一対の垂直板部１９ｂには、それぞれ、外
側に突出した半球状の突起部１９ｃが形成されている。
【００３７】
　図５（Ｅ）は、係合部１８と野縁１１０との係合態様の説明図である。係合部１９と野
縁１１０とも同様の係合態様で係合する。
【００３８】
　係合部１８は野縁１１０の上側から溝開口部１１０ａに挿入される。突起部１８ｃと突
起部１８ｃとの間の距離は、溝開口部１１０ａの短手方向の幅よりも長く設計されている
。したがって、係合部１８を溝開口部１１０ａに挿入する際、突起部１８ｃが周縁１１２
ａの内側と当接して内側に押圧され、一対の垂直板部１８ｂがそれぞれ図５（Ｅ）で破線
で示すように内側に弾性変形する。突起部１８ｃが周縁１１２ａの下方に抜け出ると、一
対の垂直板部１８ｂがそれぞれ図５（Ｅ）で実線で示すように元の形状に復元する。突起
部１８ｃは周縁１１２ａの端部下縁に当接して、接合金具１’と野縁１００とが互いに係
合されることになる。
【００３９】
　このように本実施形態の接合金具１’では、係合部１８、１９を設けたことでクリップ
２を不要とすることができ、コスト削減や工数の削減を図ることができる。また、クリッ
プ２が不要となることから、野縁受け１００に対して水平板部１１と、垂直板部１２、１
３とを当接乃至密着させることが可能となり、野縁受け１００の補強性能を向上できる。
【００４０】
　＜比較試験＞
　第二実施形態の接合金具１’の実施例と、比較例との強度比較試験を行った。比較例は
、図６に示す接合金具５０であり、接合金具１’の開発に先立って開発した先行開発品で
ある。接合金具５０は、野縁受け１００の三方を囲むコの字型の上部５１と、野縁１１０
の三方を囲むコの字型の一対の下部５２と、を含み、ネジ５４で野縁受け１００と野縁１
１０に固定されている。上部５１と下部５２との連結部分には、係合部５３が形成されて
いる。この係合部５３は、上述した係合部１８、１９と同様の構成であり、半球状の突起
部５３ａが周縁１１２ａの端部下縁に当接して係合する構成である。
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【００４１】
　強度試験は、「建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説」（平成２５年９月
、国土交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人建築研究所、一般社団法人新・建築
士制度普及協会）にしたがって行い、野縁の長手方向、野縁受けの長手方向の各許容荷重
を計測した。許容荷重は３回の試験の損傷荷重（ＰＤ）の平均値から、次の式で算出した
。
  許容荷重＝ＰＤの平均値／１．５
　図７（Ａ）は試験結果を示す。野縁の長手方向及び野縁受けの長手方向の双方において
、比較例に比べて実施例では許容荷重が向上しており、具体的には、野縁の長手方向で４
４％、野縁受けの長手方向で５６％向上している。図７（Ｂ）は、野縁の長手方向の許容
荷重を野縁受けの長手方向の許容荷重で除算した値を示しており、方向による許容荷重の
比率、つまり、異方性を示している。値が「１」であると、方向による許容荷重の差が無
いことになる。比較例に比べて実施例では比率の値が「１」に近づいており、異方性が改
善されている。具体的には、８％向上している。
【符号の説明】
【００４２】
１、１’　接合金具
１１　水平板部
１２～１７　垂直板部
１００　野縁受け
１１０　野縁

【図１】 【図２】
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