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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下面が天井材の取付面となっている野縁を複数の吊金具を介して吊木受けに吊り下げ支持
する野縁の取付構造において、金属製の吊金具の上部に、吊木受けに対して固着具により
固着される吊木受け固着部が設けられ、吊金具の下部に、野縁が挿入されて支持される略
Ｕ字形の野縁支持部が設けられ、野縁支持部の上部に横方向に向けて一端が開口し且つ他
端が閉塞された切り込み溝が形成されると共に、野縁の浮き上がりを防止するための止め
材が上記切り込み溝に嵌合されていることを特徴とする野縁の取付構造。
【請求項２】
長尺の野縁が複数並設され、各長尺の野縁の長さ方向の複数箇所に吊金具がそれぞれ配置
されていると共に、各野縁の吊金具間に亘って止め材が架け渡されており、この止め材が
各吊金具の切り込み溝にそれぞれ嵌合されていることを特徴とする請求項１記載の野縁の
取付構造。
【請求項３】
野縁の長さ方向の中央部側に配置される吊金具の高さ位置を長さ方向の両端部側に配置さ
れる吊金具の高さ位置よりも若干高くすることにより、野縁をその長さ方向の中央部の高
さが両端部の高さよりも若干高くなるように湾曲させたことを特徴とする請求項２記載の
野縁の取付構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、野縁の取付構造に関し、詳しくは下面が天井材の取付面となっている野縁を複
数の吊金具を介して吊木受けに吊り下げ支持する技術に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、下面が天井材の取付面２ａとなっている野縁２を吊木受け４に取り付けるにあたっ
ては、図８に示すように、野縁２を複数のクリップ金具３を介して吊木受け４に吊り下げ
支持するようにしている。なお図８中の２０は吊りボルト、２１はナット、２３はハンガ
ーである。従来のクリップ金具３は、図９（ａ）に示すように、その下部には野縁２の内
部に挿入されて野縁２の上部両側に設けた一対の嵌入用の耳部１４にそれぞれ嵌め込まれ
る一対の嵌合片２４が形成されており、クリップ金具３の上部には折り曲げ可能な引掛け
係止片２５が形成されている。そして、一対の嵌合片２４を野縁２の両耳部１４にそれぞ
れ嵌入させた状態で、図９（ｂ）に示すように、引掛け係止片２５を吊木受け４に沿わせ
て逆Ｕ字状に折り曲げることによって、引掛け係止片２５を吊木受け４に引掛け係止する
ようにしている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、従来では、クリップ金具３に設けた引掛け係止片２５を折り曲げて吊木受け４
の上面に引掛け係止させているにすぎないため、引掛け係止片２５は吊木受け４に対して
上下方向Ｅに移動自在となり、野縁２の浮き上がりを防止できなくなる。このため施工時
にあっては、野縁２の取付面２ａに天井材をビス等で取り付ける際に野縁２が上方へ逃げ
て天井材の取り付け作業が困難になるという問題があり、また施工後においても、クリッ
プ金具３は吊木受け４に対して単に引掛け係止されているにすぎないために吊木受け４に
対する野縁２の取り付け強度が弱まり、特に天井材の重量によってクリップ金具３の引掛
け係止片２５が変形したり、振動が加わったときは天井材にがたつきが発生したり、或い
はクリップ金具３が吊木受け４から外れて天井材が浮き上がったり、垂れ下がったりする
といった問題もある。
【０００４】
本発明は、上記の従来例の問題点に鑑みて発明したものであって、その目的とするところ
は、野縁を吊木受けに対して強固に取り付けることができ、施工時には天井材の取り付け
作業を容易にでき、施工後は天井材の重量や振動等に対して強く、施工の高信頼性を得る
ことができる野縁の取付構造を提供するにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために本発明にあっては、下面が天井材１の取付面２ａとなっている
野縁２を複数の吊金具３を介して吊木受け４に吊り下げ支持する野縁の取付構造において
、金属製の吊金具３の上部に、吊木受け４に対して固着具６により固着される吊木受け固
着部７が設けられ、吊金具の３下部に、野縁２が挿入されて支持される略Ｕ字形の野縁支
持部１２が設けられ、野縁支持部１２の上部に横方向Ａに向けて一端が開口し且つ他端が
閉塞された切り込み溝８が形成されると共に、野縁２の浮き上がりを防止するための止め
材９が上記切り込み溝８に嵌合されていることを特徴としており、このように構成するこ
とで、吊金具３の吊木受け４に対する取り付け強度が高まり、しかも止め材９によって野
縁２の浮き上がりを確実に防止できるようになる。従って、施工時には天井材１の取り付
け作業を簡単に行えるようになり、施工後には天井材１の重量や振動に対して強く、天井
材１のがたつきや、浮き上がり、垂れ下がりを防止できるようになる。
【０００６】
また上記長尺の野縁２が複数並設され、各長尺の野縁２の長さ方向Ｂの複数箇所に吊金具
３がそれぞれ配置されていると共に、各野縁２の吊金具３間に亘って止め材９が架け渡さ
れており、この止め材９が各吊金具３の切り込み溝８にそれぞれ嵌合されているのが好ま
しく、この場合、野縁２の浮き上がりを防止するための止め材９を利用して、複数の野縁
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２同士を互いに接続でき、振動等に対してより強い構造とすることができる。
【０００７】
また野縁２の長さ方向Ｂの中央部側に配置される吊金具３の高さ位置を長さ方向Ｂの両端
部側に配置される吊金具３の高さ位置よりも若干高くすることにより、野縁２をその長さ
方向Ｂの中央部の高さが両端部の高さよりも若干高くなるように湾曲させるのが好ましく
、この場合、むくりのある天井面とすることができる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を添付図面に示す実施形態に基づいて説明する。
【０００９】
本実施形態の野縁２は、図３に示すように、例えば断面ロ字状の鋼管からなり、その下面
が石膏ボードなどからなる天井材１（図５）を取り付けるための取付面２ａとなっている
。本例では野縁２は吊木受け４と略直交方向に複数本並べて配置されている。各野縁２は
それぞれ長尺に形成されており、各長尺の野縁２の長さ方向Ｂの複数箇所に吊金具３がそ
れぞれ配置されるようになっている。なお、野縁２の長さ寸法、野縁２に配置される吊金
具３の数は特に限定されない。
【００１０】
上記野縁２は、複数の吊金具３を介して吊木受け４に吊り下げ支持される。野縁２の長さ
方向Ｂの両端部２ｂ，２ｂは、図３、図６に示す水平梁５に取り付けられている断面略コ
字状をした野縁ランナー１０内にスライド自在に収納されている。この野縁ランナー１０
は、水平梁５の下面に取付金物１１を介して取り付けられており、野縁２の両端部２ｂを
それぞれ野縁ランナー１０内に挿入することで、野縁２の両端部２ｂが水平梁５によりス
ライド自在に支持されるようになる。
【００１１】
上記吊金具３は、金属材料からなり、本例では図２に示すように、１枚の金属板の折り曲
げ加工によって形成されている。吊金具３の下部には、上方に開口した野縁支持部１２が
設けられている。この野縁支持部１２は、上方に開口した略Ｕ字形に形成されており、こ
の野縁支持部１２内に野縁２が挿入されて支持されるようになっている。このとき野縁支
持部１２が野縁２の長さ方向に沿ってスライド移動できるように構成するのが望ましい。
また、野縁支持部１２の両側部の後端部には左右一対のフランジ部１３が突設され、両フ
ランジ部１３の上部に吊木受け固着部７となるビス孔がそれぞれ穿孔されており、ビスな
どの固着具６を用いて吊木受け固着部７を吊木受け４に直接固着できるように構成されて
いる。
【００１２】
さらに上記野縁支持部１２の上部には、横方向Ａに向けて一端が開口し且つ他端が閉塞さ
れた切り込み溝８がそれぞれ形成されている。この切り込み溝８には、野縁２の浮き上が
りを防止するための止め材９が嵌合可能とされている。
【００１３】
止め材９は、図４に示すような断面Ｌ字状のアングル材からなり、その水平部分９ａが各
吊金具３の切り込み溝８に外れないように嵌め込み可能な厚みとなっている。本例では、
止め材９は長尺に形成され、野縁２と略直交方向に向けて、複数の野縁２に取り付けられ
た吊金具３間にわたって架け渡されていると共に、その水平部分９ａが各吊金具３の切り
込み溝８にそれぞれ嵌め込み可能となっている。なお止め材９は必ずしも長尺である必要
はなく、少なくとも１つの吊金具３に設けた左右の切り込み溝８に嵌合できる長さを有し
ていればよいものである。
【００１４】
次に、野縁２の取り付けの手順の一例を説明する。
【００１５】
先ず、例えば吊金具３に設けた略Ｕ字形の野縁支持部１２内に野縁２を挿入するようにし
て、野縁２の複数箇所に吊金具３を取り付ける。
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【００１６】
その後、野縁２の両端部２ｂ，２ｂを水平梁５の下面に取り付けた野縁ランナー１０にス
ライド挿入する。この状態で、図３の矢印イで示す方向に吊金具３をスライドさせて、吊
木受け固着部７を吊木受け４の固着位置に当て、図１に示すように、ビス等の固着具６を
吊木受け固着部７を貫通して吊木受け４に打入する。このように、吊金具３の野縁支持部
１２をスライドさせることで吊木受け固着部７を吊木受け４の固着位置に容易に位置合わ
せできるようになり、固着具６による吊金具３と吊木受け４との固着作業を容易に行うこ
とができる。
【００１７】
その後、金槌で止め材９の水平部分９ａを吊金具３に設けた切り込み溝８に打ち込み、止
め材９を吊金具３に対して固定する（図１の状態）。最後に、野縁２の取付面２ａに天井
材１をビス等で取り付ける（図５の状態）。このとき、止め材９によって野縁２の浮き上
がりを防止できるので、天井材１の取り付け時に野縁２が上方に逃げるようなことがなく
、天井材１の取り付け作業が簡単に行えるようになる。
【００１８】
また、吊金具３が吊木受け４に強固に取り付けられており、しかも、野縁２は野縁支持部
１２内に挿入されて支持されているため、施工後において天井材１の重量や振動等が加わ
っても、吊金具３が変形したり、吊金具３が吊木受け４から外れたりする可能性がなく、
従って、天井材１にがたつきが発生したり、吊金具３が外れて天井材１が浮き上がったり
、垂れ下がったりするといった問題もなく、施工の信頼性を飛躍的に向上させることがで
きる。
【００１９】
また野縁２の浮き上がりを防止する止め材９を長尺に形成して、複数の野縁２の吊金具３
間に架け渡すようにし、且つ止め材９の水平部分９ａを各吊金具３の切り込み溝８にそれ
ぞれ嵌合するようにしたので、野縁２の浮き上がりを防止するための止め材９を利用して
、複数の野縁２同士を互いに接続できるようになり、野縁２を振動に対してより強い構造
とすることができる。
【００２０】
さらに、吊金具３に設けた略Ｕ字形の野縁支持部１２内に野縁２を挿入する構造であるの
で、従来のような野縁２の上部両側に嵌合用の耳部１４（図８）を設ける必要もなくなり
、野縁２の構造をシンプルにできるという利点もある。
【００２１】
ところで、天井面全体が平坦であるにもかかわらず、室内から見たときに天井面の中央部
分が垂れ下がって見える現象を防止するために、吊金具３を吊木受け４に固着する際にお
いて、吊金具３の高さレベルを変えることで、天井面を上方に湾曲させるのが望ましい。
その一例を図７に示す。ここでは、長尺の野縁２の長さ方向Ｂの中央部側１６に配置され
る吊金具３の高さ位置を長さ方向Ｂの両端部側１５に配置される吊金具３の高さ位置より
も所定寸法Ｄだけ若干高くしている。この寸法Ｄは、例えば野縁２の全長が３６００ｍｍ
の場合は、その両端部に対して中央部が５ｍｍ程度、上方に凸となるように設定する。こ
れにより、野縁２を長さ方向Ｂの中央部の高さが両端部の高さよりも若干高くなるように
湾曲させることができるので、野縁２の取付面２ａに取り付けられる天井材１の下面中央
部分がその両端部分よりも上方に向かって凸となるように湾曲することとなり、むくりの
ある天井面とすることができ、外観向上を図ることができるという利点がある。
【００２２】
【発明の効果】
上述のように請求項１記載の発明にあっては、下面が天井材の取付面となっている野縁を
複数の吊金具を介して吊木受けに吊り下げ支持する野縁の取付構造において、金属製の吊
金具の上部に、吊木受けに対して固着具により固着される吊木受け固着部が設けられ、吊
金具の下部に、野縁が挿入されて支持される略Ｕ字形の野縁支持部が設けられ、野縁支持
部の上部に横方向に向けて一端が開口し且つ他端が閉塞された切り込み溝が形成されると
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、吊金具の上部を固着具により吊木受けに直接固着することで、吊金具の吊木受けに対す
る取り付け強度が高まると同時に止め材によって野縁の浮き上がりを防止でき、従って、
施工時には天井材の取り付け作業を簡単に行うことができ、また施工後には天井材の重量
や振動等に対して強くなる。この結果、天井材のがたつきや、浮き上がり、垂れ下がりを
防止でき、施工の信頼性を飛躍的に向上させることができるものとなる。
【００２３】
また請求項２記載の発明は、請求項１記載の効果に加えて、長尺の野縁が複数並設され、
各長尺の野縁の長さ方向の複数箇所に吊金具がそれぞれ配置されていると共に、各野縁の
吊金具間に亘って止め材が架け渡されており、この止め材が各吊金具の切り込み溝にそれ
ぞれ嵌合されているので、野縁の浮き上がりを防止するための止め材を利用して、複数の
野縁同士を互いに接続できるようになり、野縁を振動に対してより強い構造とすることが
できる。
【００２４】
また請求項３記載の発明は、請求項２記載の効果に加えて、野縁の長さ方向の中央部側に
配置される吊金具の高さ位置を長さ方向の両端部側に配置される吊金具の高さ位置よりも
若干高くすることにより、野縁をその長さ方向の中央部の高さが両端部の高さよりも若干
高くなるように湾曲させたので、天井面全体が平坦であるにもかかわらず、室内から見た
ときに天井面の中央部分が垂れ下がって見える現象をなくす（むくりを設ける）ことがで
き、天井面の外観向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態の一例を示す正面図である。
【図２】同上の吊金具の斜視図である。
【図３】同上の野縁の取り付け途中の分解斜視図である。
【図４】同上の止め材の斜視図である。
【図５】同上の野縁の取付面に天井材を取り付けた状態の正面図である。
【図６】図５の側面図である。
【図７】同上のむくりを設ける場合の説明図である。
【図８】従来の分解斜視図である。
【図９】（ａ）は従来のクリップと野縁の分解斜視図、（ｂ）はクリップの引掛け係止片
を吊木受けに引掛け係止する場合の説明図である。
【符号の説明】
１　天井材
２　野縁
２ａ　取付面
３　吊金具
４　吊木受け
６　固着具
７　吊木受け固着部
８　切り込み溝
９　止め材
１２　野縁支持部
Ａ　横方向
Ｂ　長さ方向
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