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(57)【要約】
【課題】吊り部材接続用金具と天井下地をより強固に接
続することができ、天井材の落下等をより確実に抑止す
ることを可能にする吊り天井構造及び吊り部材接続用金
具を提供する。
【解決手段】吊り部材接続用金具１５が一対の接続用金
具片１７、１８を備え、一方の接続用金具片１７を、天
井材支持部材１の接続部５の一側部側に係合する係合凹
部１７ａと、係合凹部１７ａの上端から上方に延設され
た接続板部１７ｂと、係合凹部１７ａの下端から天井材
支持部材１の連接部６に沿って下方に延設される係止片
部１７ｃを備えて形成する。他方の接続用金具片１８を
、天井材支持部材１の接続部５の他側部側に係合する係
合凹部１８ａと、係合凹部１８ａの上端から上方に突設
され、一方の接続用金具片１７の接続板部１７ｂに接続
される接続板部１８ｂと、係合凹部１８ａの下端から天
井材支持部材１の連接部６に沿って下方に延設される係
止片部１８ｃを備えて形成する。
【選択図】図１



(2) JP 2015-74892 A 2015.4.20

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の上部構造に吊り部材を介して吊り下げ支持され、水平の一方向及び／又は前記一
方向に直交する水平の他方向に所定の間隔をあけ、前記他方向及び／又は前記一方向に延
設される天井材支持部材と、前記天井材支持部材に支持されて天井面を形成する板状の天
井材とを備える吊り天井構造であって、
　前記天井材支持部材が、前記吊り部材の下端が吊り部材接続用金具を介して接続される
接続部と、前記接続部の下端に繋がり、前記接続部から下方に延設された連接部と、前記
連接部の下端に繋がり、前記一方向両側に延びる板状の支持部とを備えて断面逆Ｔ字型に
形成されており、
　前記吊り部材接続用金具は、一対の接続用金具片を備え、
　一方の接続用金具片が、前記天井材支持部材の接続部の一側部側に係合する係合凹部と
、前記係合凹部の上端から上方に延設され、貫通形成されたボルト挿通孔を有する接続板
部とを備えるとともに、前記係合凹部の下端から前記天井材支持部材の連接部に沿って下
方に延設される係止片部を備えて形成され、
　他方の接続用金具片が、前記天井材支持部材の接続部の他側部側に係合する係合凹部と
、前記係合凹部の上端から上方に突設され、貫通形成されたボルト挿通孔を有し、前記一
方の接続用金具片の接続板部に接続される接続板部とを備えるとともに、前記係合凹部の
下端から前記天井材支持部材の連接部に沿って下方に延設される係止片部を備えて形成さ
れ、
 前記一方の接続用金具片と前記他方の接続用金具片の係合凹部を前記天井材支持部材の
接続部に係合させつつ、前記一方の接続用金具片と前記他方の接続用金具片の接続板部に
形成された前記ボルト挿通孔にボルトを挿通して接合し、前記天井材支持部材を前記吊り
部材に接続するように構成されていることを特徴とする吊り天井構造。
【請求項２】
　請求項１記載の吊り天井構造において、
　前記吊り部材接続用金具の前記一方の接続用金具片及び前記他方の接続用金具片の係合
片部と、前記天井材支持部材の連接部とにそれぞれ、互いに連通するボルト挿通孔が形成
され、これらボルト挿通孔にボルトを挿通し、前記吊り部材接続用金具の前記一方の接続
用金具片及び前記他方の接続用金具片の係合片部と、前記天井材支持部材の連接部とを接
続するように構成されていることを特徴とする吊り天井構造。
【請求項３】
　建物の上部構造に吊り部材を介して吊り下げ支持され、水平の一方向及び／又は前記一
方向に直交する水平の他方向に所定の間隔をあけ、前記他方向及び／又は前記一方向に延
設される天井材支持部材と、建物の上部構造に前記天井材支持部材を吊り下げ支持するた
めの吊り部材とを接続するための吊り部材接続用金具であって、
　一対の接続用金具片を備えて構成されるとともに、
　前記天井材支持部材が、前記吊り部材の下端が吊り部材接続用金具を介して接続される
接続部と、前記接続部の下端に繋がり、前記接続部から下方に延設された連接部と、前記
連接部の下端に繋がり、前記一方向両側に延びる板状の支持部とを備えて断面逆Ｔ字型に
形成されており、
　一方の接続用金具片が、前記天井材支持部材の接続部の一側部側に係合する係合凹部と
、前記係合凹部の上端から上方に延設され、貫通形成されたボルト挿通孔を有する接続板
部とを備えるとともに、前記係合凹部の下端から前記天井材支持部材の連接部に沿って下
方に延設される係止片部を備えて形成され、
　他方の接続用金具片が、前記天井材支持部材の接続部の他側部側に係合する係合凹部と
、前記係合凹部の上端から上方に突設され、貫通形成されたボルト挿通孔を有し、前記一
方の接続用金具片の接続板部に接続される接続板部とを備えるとともに、前記係合凹部の
下端から前記天井材支持部材の連接部に沿って下方に延設される係止片部を備えて形成さ
れ、



(3) JP 2015-74892 A 2015.4.20

10

20

30

40

50

 前記一方の接続用金具片と前記他方の接続用金具片の係合凹部を前記天井材支持部材の
接続部に係合させつつ、前記一方の接続用金具片と前記他方の接続用金具片の接続板部に
形成された前記ボルト挿通孔にボルトを挿通して接合し、前記天井材支持部材を前記吊り
部材に接続するように構成されていることを特徴とする吊り部材接続用金具。
【請求項４】
　請求項３記載の吊り部材接続用金具において、
　前記一方の接続用金具片及び前記他方の接続用金具片の係合片部と、前記天井材支持部
材の連接部とにそれぞれ、互いに連通するボルト挿通孔が形成され、これらボルト挿通孔
にボルトを挿通し、前記吊り部材接続用金具の前記一方の接続用金具片及び前記他方の接
続用金具片の係合片部と、前記天井材支持部材の連接部とを接続するように構成されてい
ることを特徴とする吊り部材接続用金具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吊り天井構造及び天井下地を吊り下げ支持するための吊り部材接続用金具に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物の天井部の構造として、吊り天井が多用されている。また、例えば図４に示
すように、水平の一方向Ｔ１に所定の間隔をあけ、一方向Ｔ１に直交する他方向Ｔ２に延
びて並設された複数のＴバー（断面逆Ｔ型の天井材支持部材、天井下地２０）１と、上端
側を上階の床材（上部構造）等に固着し、下端側をＴバー１に接続して配設された複数の
吊りボルト（吊り部材）２と、一方向Ｔ１に隣り合うＴバー１に架け渡すように配設され
て天井面３ａを形成する天井材（天井パネル）３とを備えて構成したライン天井、ライン
型システム天井などと称する吊り天井構造Ａがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、このようなライン式の吊り天井構造Ａなどにおいては、天井材３に大重量の設備
機器を取り付けたり、天井材３に輻射パネルを用いることがあり、規模の大きな地震時に
応答が大きくなって、大きな振り幅で横揺れるとともに周囲の壁などに衝突し、天井材３
や設備機器に破損が生じるおそれがある。このため、従来、図４に示すように、上部構造
などに上端側を接続し、下端側をＴバー１に接続して補強ブレース４を設けるなどして、
地震時の天井材３の横揺れを抑えるようにしている。
【０００４】
　一方、図４及び図５に示すように、Ｔバー（天井材支持部材）１は、吊りボルト２の下
端が接続される接続部５と、接続部５の下端に繋がり、接続部５から下方に延設された連
接部６と、連接部６の下端に繋がり、水平の一方向Ｔ１両側に延びる板状の支持部７とを
備えて断面逆Ｔ字型に形成されている。さらに、Ｔバー１は、略平板状の連接部６に対し
て幅方向（Ｔ１）両外側に膨出するように接続部５が一体形成して設けられている。そし
て、接続部５と吊りボルト２の下端側に吊り部材接続用金具（ハンガー）８を接続し、こ
の吊り部材接続用金具８を介してＴバー１が吊りボルト２に吊り下げ支持される。
【０００５】
　また、吊り部材接続用金具８は一対の接続用金具片９、１０を備えてなり、一方の接続
用金具片９が、断面視で、下端にＴバー１の接続部５の一側部側に係合する係合凹部９ａ
と、係合凹部９ａの上端から上方に延設された接続板部９ｂとを備えて形成されている。
他方の接続用金具片１０は、断面視で、下端にＴバー１の接続部５の他側部側に係合する
係合凹部１０ａと、係合凹部１０ａの上端から上方に突設され、一方の接続用金具片９の
接続板部９ｂに接続する接続板部１０ｂとを備えて形成されている。
【０００６】
　そして、この吊り部材接続用金具８は、一方の接続用金具片９の係合凹部９ａと他方の
接続用金具片１０の係合凹部１０ａとをそれぞれＴバー１の接続部５を内包するように係
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合させ、一方の接続用金具片９の接続板部９ｂに他方の接続用金具片１０の接続板部１０
ｂを接続して設置される。また、吊りボルト２の下端側を一方の接続用金具片９の接続板
部９ｂに接続する。これにより、Ｔバー１の接続部５が一方の接続用金具片９の係合凹部
９ａと他方の接続用金具片１０の係合凹部１０ａとによって係止され、吊り部材接続用金
具８を介して吊りボルト２にＴバー１ひいては天井材３が吊り下げ支持される。
【０００７】
　また、このとき、一方の接続用金具片９の接続板部９ｂと他方の接続用金具片１０の接
続板部１０ｂとを上部ボルト１１でボルト接合する。さらに、Ｔバー１の接続部５と他方
の接続用金具片１０の係合凹部１０ａ（及び／又は一方の接続用金具片９の係合凹部９ａ
）とをビス留めしたり、ボルト接合するケースもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－３５０９５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記従来の吊り天井構造においては、吊り部材接続用金具の一対の接続
用金具片が接続板部の下端に係合凹部を設けただけで形成され、Ｔバーの接続部に対し、
上部ボルトの締め込みによる一対の係合凹部の摩擦力で接続支持するように構成されてい
る。このため、鉛直方向に地震力、振動などの外力が作用すると、摩擦力が不足して一対
の係合凹部から接続部が引き抜けてしまうおそれがあった。
【００１０】
　また、吊り部材接続用金具の接続用金具片の係合凹部とＴバーの接続部をビス留めした
場合においても、鉛直方向に地震力、振動などの外力が作用した際に、Ｔバーの接続部の
ビス留め部分に局所的に大きな力が作用してしまい、この部分が損傷し、やはり、一対の
係合凹部から接続部が引き抜けるおそれがあった。
【００１１】
　そして、このように吊り部材接続用金具とＴバーの接続状態が解除されてしまうと、天
井下地、天井材の脱落や破損を招くことになる。
【００１２】
　本発明は、上記事情に鑑み、吊り部材接続用金具と天井下地をより強固に接続すること
ができ、天井材の落下等をより確実に抑止することを可能にする吊り天井構造及び吊り部
材接続用金具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】
【００１３】
　上記の目的を達するために、この発明は以下の手段を提供している。
【００１４】
　本発明の吊り天井構造は、建物の上部構造に吊り部材を介して吊り下げ支持され、水平
の一方向及び／又は前記一方向に直交する水平の他方向に所定の間隔をあけ、前記他方向
及び／又は前記一方向に延設される天井材支持部材と、前記天井材支持部材に支持されて
天井面を形成する板状の天井材とを備える吊り天井構造であって、前記天井材支持部材が
、前記吊り部材の下端が吊り部材接続用金具を介して接続される接続部と、前記接続部の
下端に繋がり、前記接続部から下方に延設された連接部と、前記連接部の下端に繋がり、
前記一方向両側に延びる板状の支持部とを備えて断面逆Ｔ字型に形成されており、前記吊
り部材接続用金具は、一対の接続用金具片を備え、一方の接続用金具片が、前記天井材支
持部材の接続部の一側部側に係合する係合凹部と、前記係合凹部の上端から上方に延設さ
れ、貫通形成されたボルト挿通孔を有する接続板部とを備えるとともに、前記係合凹部の
下端から前記天井材支持部材の連接部に沿って下方に延設される係止片部を備えて形成さ
れ、他方の接続用金具片が、前記天井材支持部材の接続部の他側部側に係合する係合凹部
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と、前記係合凹部の上端から上方に突設され、貫通形成されたボルト挿通孔を有し、前記
一方の接続用金具片の接続板部に接続される接続板部とを備えるとともに、前記係合凹部
の下端から前記天井材支持部材の連接部に沿って下方に延設される係止片部を備えて形成
され、前記一方の接続用金具片と前記他方の接続用金具片の係合凹部を前記天井材支持部
材の接続部に係合させつつ、前記一方の接続用金具片と前記他方の接続用金具片の接続板
部に形成された前記ボルト挿通孔にボルトを挿通して接合し、前記天井材支持部材を前記
吊り部材に接続するように構成されていることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の吊り天井構造においては、前記吊り部材接続用金具の前記一方の接続用
金具片及び前記他方の接続用金具片の係合片部と、前記天井材支持部材の連接部とにそれ
ぞれ、互いに連通するボルト挿通孔が形成され、これらボルト挿通孔にボルトを挿通し、
前記吊り部材接続用金具の前記一方の接続用金具片及び前記他方の接続用金具片の係合片
部と、前記天井材支持部材の連接部とを接続するように構成されていることが望ましい。
【００１６】
　本発明の吊り部材接続用金具は、建物の上部構造に吊り部材を介して吊り下げ支持され
、水平の一方向及び／又は前記一方向に直交する水平の他方向に所定の間隔をあけ、前記
他方向及び／又は前記一方向に延設される天井材支持部材と、建物の上部構造に前記天井
材支持部材を吊り下げ支持するための吊り部材とを接続するための吊り部材接続用金具で
あって、一対の接続用金具片を備えて構成されるとともに、前記天井材支持部材が、前記
吊り部材の下端が吊り部材接続用金具を介して接続される接続部と、前記接続部の下端に
繋がり、前記接続部から下方に延設された連接部と、前記連接部の下端に繋がり、前記一
方向両側に延びる板状の支持部とを備えて断面逆Ｔ字型に形成されており、一方の接続用
金具片が、前記天井材支持部材の接続部の一側部側に係合する係合凹部と、前記係合凹部
の上端から上方に延設され、貫通形成されたボルト挿通孔を有する接続板部とを備えると
ともに、前記係合凹部の下端から前記天井材支持部材の連接部に沿って下方に延設される
係止片部を備えて形成され、他方の接続用金具片が、前記天井材支持部材の接続部の他側
部側に係合する係合凹部と、前記係合凹部の上端から上方に突設され、貫通形成されたボ
ルト挿通孔を有し、前記一方の接続用金具片の接続板部に接続される接続板部とを備える
とともに、前記係合凹部の下端から前記天井材支持部材の連接部に沿って下方に延設され
る係止片部を備えて形成され、前記一方の接続用金具片と前記他方の接続用金具片の係合
凹部を前記天井材支持部材の接続部に係合させつつ、前記一方の接続用金具片と前記他方
の接続用金具片の接続板部に形成された前記ボルト挿通孔にボルトを挿通して接合し、前
記天井材支持部材を前記吊り部材に接続するように構成されていることを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の吊り部材接続用金具においては、前記一方の接続用金具片及び前記他方
の接続用金具片の係合片部と、前記天井材支持部材の連接部とにそれぞれ、互いに連通す
るボルト挿通孔が形成され、これらボルト挿通孔にボルトを挿通し、前記吊り部材接続用
金具の前記一方の接続用金具片及び前記他方の接続用金具片の係合片部と、前記天井材支
持部材の連接部とを接続するように構成されていることが望ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の吊り天井構造及び吊り部材接続用金具においては、吊り部材接続用金具の一方
の接続用金具片の係合凹部と他方の接続用金具片の係合凹部とをそれぞれ断面逆Ｔ型の天
井材支持部材の接続部を内包するように係合させ、一方の接続用金具片の接続板部と他方
の接続用金具片の接続板部を上部ボルトの締め込みによってボルト接合することにより、
一方の接続用金具片と他方の接続用金具片の一対の係合凹部によって天井材支持部材の接
続部を挟持することができ、これに伴う摩擦力と係合力をもって吊り部材接続用金具と天
井材支持部材（接続部）を接続することができる。
【００１９】
　また、このとき、吊り部材接続用金具の一方の接続用金具片と他方の接続用金具片にそ
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れぞれ、係合凹部の下端から下方に延設される係止片部が設けられているため、係合凹部
を天井材支持部材の接続部に係合させて接続するとともに天井材支持部材の連接部に沿っ
て一対の係止片部を延設させることができる。すなわち、一方の接続用金具片の係止片部
と他方の接続用金具片の係止片部とによって天井材支持部材の連接部を挟み込むように、
吊り部材接続用金具を取り付けることができる。
【００２０】
　これにより、本発明の吊り部材接続用金具（及びこれを備えた吊り天井構造）において
は、鉛直方向に地震力、振動などの外力が作用すると、まず、一方の接続用金具片と他方
の接続用金具片の係合凹部が天井材支持部材の接続部に係合していることで、この係合に
伴う摩擦力と係合力によって鉛直方向の外力に抵抗させることができる。
【００２１】
　これに加え、一方の接続用金具片と他方の接続用金具片の係止片部が天井材支持部材の
連接部を挟み込むように配設されているため、鉛直方向に地震力、振動などの外力が作用
した際に、一対の係止片部が開き、これら一対の係止片部の間に天井材支持部材の接続部
が入り込むこと（挿通しようとすること）が阻止され、一対の係止片部がそれぞれ天井材
支持部材の連接部に当接して天井材支持部材の連接部を挟み込んだ状態を保持することが
可能になる。
【００２２】
　よって、本発明の吊り天井構造及び吊り部材接続用金具によれば、鉛直方向に地震力、
振動などの外力が作用した際に、従来のように一方の接続用金具片と他方の接続用金具片
の係合凹部が開いてしまい、一対の接続用金具片の係止片部が開いて天井材支持部材の接
続部との係合状態が解除され、吊り部材接続用金具から天井材支持部材が引き抜けること
を防止することが可能になる。すなわち、鉛直地震力や補強ブレース周りの鉛直方向の地
震力に対し、天井材や天井下地の脱落などが生じない信頼性の高い吊り天井構造を実現す
ることが可能になる。
【００２３】
　また、一対の接続用金具片を設置すると、一方の接続用金具片の係止片部と他方の接続
用金具片の係止片部にそれぞれ形成されたボルト挿通孔も天井材支持部材の連接部に貫通
形成されたボルト挿通孔を通じて連通し、これら連通したボルト挿通孔に縫いボルトを挿
通し、一方の接続用金具片の係止片部及び他方の接続用金具片の係止片部と天井材支持部
材の連接部とをボルト接合することができる。これにより、より確実に、一対の接続用金
具片の係止片部が開いて天井材支持部材の接続部との係合状態が解除され、吊り部材接続
用金具から天井材支持部材が引き抜けることを防止することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態に係る吊り天井構造及び吊り部材接続用金具を示す図である
。
【図２】本発明の一実施形態に係る吊り部材接続用金具の一方の接続用金具片の６面図で
ある。
【図３】本発明の一実施形態に係る吊り部材接続用金具の他方の接続用金具片の６面図で
ある。
【図４】天井裏側から見た吊り天井構造を示す斜視図である。
【図５】従来の吊り天井構造及び吊り部材接続用金具を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図１から図４を参照し、本発明の一実施形態に係る吊り天井構造及び吊り部材接
続用金具について説明する。
【００２６】
　図４に示すように、本実施形態の吊り天井構造Ｂは、例えば、クリーンルームのように
、ファンフィルターユニット等の大重量の設備機器を設置したり、天井材３として輻射パ
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ネルが適用されるライン式の吊り天井の構造である。
【００２７】
　そして、この吊り天井（吊り天井構造）Ｂは、図１及び図４に示すように、水平の一方
向Ｔ１に所定の間隔をあけ、一方向Ｔ１に直交する他方向Ｔ２に延びて並設された複数の
天井材支持部材（Ｔバー）１と、上端側を上階の床材等の上部構造（建物の構造体）に接
続し、下端側を天井材支持部材１に接続して配設された複数の吊り部材（吊りボルト）２
と、一方向Ｔ１に隣り合う天井材支持部材１に架け渡すように配設されて天井面３ａを形
成する天井材（天井パネル）３と、上部構造に上端側を接続し、天井材支持部材１に下端
側を接続して斜設された補強ブレース４とを備えて構成されている。
【００２８】
　本実施形態において、天井材支持部材１は、Ｔバーであり、吊り部材２の下端が接続さ
れる接続部５と、接続部５の下端に繋がり、接続部５から下方に延設された連接部６と、
連接部６の下端に繋がり、水平の一方向Ｔ１両側に延びる板状の支持部７とを備えて断面
逆Ｔ字型に形成されている。さらに、天井材支持部材１は、略平板状の連接部６の上端に
幅方向（Ｔ１）両外側に膨出するように接続部５が一体形成されている。
【００２９】
　吊り部材２は、円柱棒状に形成されるとともに外周面に雄ネジの螺刻を有する吊りボル
トであり、上端を上階の床材等の上部構造（建物躯体）に固着、または鋼製の根太等に緊
結して垂下され、下端側を吊り部材接続用金具（ハンガー）１５で天井材支持部材１に接
続して複数配設されている。また、複数の吊り部材２は、所定の間隔をあけて分散配置さ
れている。
【００３０】
　天井材（天井パネル）３は、２枚のボードを貼り付けて一体に積層形成したものであり
、例えば天井付帯設備等の重量と併せて、１ｍ２あたり２０ｋｇ程度の重量で形成されて
いる。そして、この天井材３は、複数の天井材支持部材１の支持部７に端部側を上載して
支持され、隣り合う天井材支持部材１の間に架け渡すようにして設置されている。なお、
天井材３は、天井材支持部材１の支持部７に下面側からビス留めするなどして設置されて
いてもよい。また、天井材３は、１枚および３枚以上のボードで構成されていてもよい。
【００３１】
　そして、この吊り天井Ｂでは、吊り部材２を介して建物の上部構造に、天井材支持部材
１と天井材３とが吊り下げ支持されている。また、天井材支持部材１によって天井下地２
０が形成され、この天井下地２０と天井下地２０に取り付けた天井材３によって天井部１
６、この天井部１６によって下階の天井面３ａが形成されている。
【００３２】
　一方、本実施形態の吊り天井Ｂにおいて、天井材支持部材１と吊り部材２を接続するた
めの吊り部材接続用金具１５は、図１に示すように、一対の接続用金具片１７、１８を備
えて構成されている。
【００３３】
　一方の接続用金具片１７は、図１及び図２に示すように、（断面視で、）天井材支持部
材１の接続部５の一側部側に係合する係合凹部１７ａと、係合凹部１７ａの上端から上方
に延設された接続板部１７ｂとを備えるとともに、係合凹部１７ａの下端から天井材支持
部材１の連接部６に沿って下方に延設される係止片部１７ｃを備えて形成されている。
【００３４】
　また、一方の接続用金具片１７の接続板部１７ｂは、他方の接続用金具片１８の接続板
部１８ｂよりも長さ寸法を大にして形成され、且つ上端側に直角に折れ曲がるとともに吊
り部材２を挿通してナット１９で接続するためのボルト挿通孔を有する連結部１７ｄを備
えて形成されている。
【００３５】
　また、本実施形態において、一方の接続用金具片１７の接続板部１７ｂには、上端と下
端の間の所定位置に一側面から他側面に貫通して係止孔２１が形成され、さらに係止孔２
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１よりも下端側に、一側面から他側面に貫通するボルト挿通孔２２が形成されている。ま
た、一方の接続用金具片１７の係止片部１７ｃには、上端と下端の間の所定位置に一側面
から他側面に貫通するボルト挿通孔２３が形成されている。さらに、係合凹部１７ａの下
端側には、内面から突出して天井材支持部材１の接続部５の下端部分に係合する突部２４
ａが形成されている。
【００３６】
　他方の接続用金具片１８は、図１及び図３に示すように、（断面視で、）天井材支持部
材１の接続部５の他側部側に係合する係合凹部１８ａと、係合凹部１８ａの上端から上方
に突設され、一方の接続用金具片１７の接続板部１７ｂに接続する接続板部１８ｂとを備
えるとともに、係合凹部１８ａの下端から天井材支持部材１の連接部６に沿って下方に延
設される係止片部１８ｃを備えて形成されている。
【００３７】
　また、本実施形態において、他方の接続用金具片１８の接続板部１８ｂは、上端側に略
直角に折れ曲がり、一方の接続用金具片１７の接続板部１７ｂに形成された係止孔２１に
挿入して係止される係止部１８ｄを備えて形成されている。
【００３８】
　さらに、他方の接続用金具片１８の接続板部１８ｂは、上端と下端の間の所定位置に一
側面から他側面に貫通するボルト挿通孔２５が形成されている。また、他方の接続用金具
片１８の係止片部１８ｃには、上端と下端の間の所定位置に一側面から他側面に貫通する
ボルト挿通孔２６が形成されている。さらに、係合凹部１８ａの下端側には、内面から突
出して天井材支持部材１の接続部５の下端部分に係合する突部２４ｂが形成されている。
【００３９】
　そして、上記構成からなる吊り部材接続用金具１５及びこれを備えた吊り天井Ｂにおい
ては、一方の接続用金具片１７の係合凹部１７ａと他方の接続用金具片１８の係合凹部１
８ａとをそれぞれ天井材支持部材１の接続部５を内包するように係合させるとともに、他
方の接続用金具片１８の接続板部１８ｂの上端に設けられた係止部１８ｄを一方の接続用
金具片１７の接続板部１７ｂに設けられた係止孔２１に挿入するようにして、一方の接続
用金具片１７と他方の接続用金具片１８を設置する。
【００４０】
　また、他方の接続用金具片１８の係止部１８ｄを一方の接続用金具片１７の係止孔２１
に挿入するという簡易な操作で、一対の接続用金具片１７、１８の係合凹部１７ａ、１８
ａの位置を天井材支持部材１の接続部５と係合する所定位置に位置決めすることができ、
る。さらに、一方の接続用金具片１７の接続板部１７ｂと他方の接続用金具片１８の接続
板部１８ｂにそれぞれ形成されたボルト挿通孔（２２と２５、２３と２６）が連通するよ
うに位置決めすることができる。
【００４１】
　そして、一方の接続用金具片１７の接続板部１７ｂと他方の接続用金具片１８の接続板
部１８ｂにそれぞれ形成されたボルト挿通孔（２２と２５）に上部ボルト１１を挿通して
締結すると、この上部ボルト１１の締め込みによって一方の接続用金具片１７と他方の接
続用金具片１８の一対の係合凹部１７ａ、１８ａによって天井材支持部材１の接続部５が
挟持され、これに伴う摩擦力と係合力をもって吊り部材接続用金具１５と天井材支持部材
１（接続部５）とが接続される。
【００４２】
　また、一方の接続用金具片１７の上端の連結部１７ｄに形成されたボルト挿通孔に吊り
部材２の下端側を挿通し、ナット１９で締結することによって、天井材支持部材１が吊り
部材接続用金具１５を介して吊り部材２に接続され、吊り部材２に吊り下げ支持される。
【００４３】
　一方、本実施形態の吊り部材接続用金具１５（及びこれを備えた吊り天井Ｂ）において
は、一方の接続用金具片１７と他方の接続用金具片１８にそれぞれ、係合凹部１７ａ、１
８ａの下端から下方に延設される係止片部１７ｃ、１８ｃを備えて形成されている。そし
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て、これら係止片部１７ｃ、１８ｃは、係合凹部１７ａ、１８ａを天井材支持部材１の接
続部５に係合させて接続するとともに天井材支持部材１の連接部６に沿って延設される。
すなわち、一方の接続用金具片１７の係止片部１７ｃと他方の接続用金具片１８の係止片
部１８ｃとによって天井材支持部材１の連接部６を挟み込むように、吊り部材接続用金具
１５が取り付けられる。
【００４４】
　これにより、本実施形態の吊り部材接続用金具１５（及びこれを備えた吊り天井Ｂ）に
おいては、鉛直方向（Ｔ３）に地震力、振動などの外力が作用すると、まず、一方の接続
用金具片１７と他方の接続用金具片１８の係合凹部１７ａ、１８ａが天井材支持部材１の
接続部５に係合しているため、この係合に伴う摩擦力、係合力によって鉛直方向の外力に
抵抗する。
【００４５】
　さらに、一方の接続用金具片１７と他方の接続用金具片１８の係止片部１７ｃ、１８ｃ
が天井材支持部材１の連接部６を挟み込むように配設されているため、一方の接続用金具
片１７及び他方の接続用金具片１８の係合凹部１７ａ、１８ａと天井材支持部材１の接続
部５との間で生じる摩擦力に加え、鉛直方向に地震力、振動などの外力が作用した際に、
一対の係止片部１７ｃ、１８ｃが開き、これら一対の係止片部１７ｃ、１８ｃの間に天井
材支持部材１の接続部５が入り込むこと（挿通しようとすること）が阻止され、一対の係
止片部１７ｃ、１８ｃがそれぞれ天井材支持部材１の連接部６に当接してこの連接部６を
挟み込んだ状態で保持される。
【００４６】
　このため、鉛直方向に地震力、振動などの外力が作用した際に、従来のように一方の接
続用金具片１７と他方の接続用金具片１８の係合凹部１７ａ、１８ａが開いてしまい、天
井材支持部材１の接続部５との係合状態が解除され、吊り部材接続用金具１５から天井材
支持部材１が引き抜けることがない。
【００４７】
　さらに、一対の接続用金具片１７、１８を設置すると、一方の接続用金具片１７の係止
片部１７ｃと他方の接続用金具片１８の係止片部１８ｃにそれぞれ形成されたボルト挿通
孔２３、２６も天井材支持部材１の連接部６に貫通形成されたボルト挿通孔２７を通じて
連通する。そして、これら連通したボルト挿通孔２３、２６、２７に縫いボルト２８を挿
通し、一方の接続用金具片１７の係止片部１７ｃ及び他方の接続用金具片１８の係止片部
１８ｃと天井材支持部材１の連接部６とをボルト接合する。これにより、確実に、一対の
接続用金具片１７、１８が開いて天井材支持部材１の接続部５との係合状態が解除され、
吊り部材接続用金具１５から天井材支持部材１が引き抜けることがなくなる。
【００４８】
　したがって、本実施形態に係る吊り天井Ｂ及び吊り部材接続用金具１５においては、吊
り部材接続用金具１５の一方の接続用金具片１７の係合凹部１７ａと他方の接続用金具片
１８の係合凹部１８ａとをそれぞれ天井材支持部材１の接続部５を内包するように係合さ
せ、一方の接続用金具片１７の接続板部１７ｂと他方の接続用金具片１８の接続板部１８
ｂを上部ボルト１１の締め込みによってボルト接合することにより、一方の接続用金具片
１７と他方の接続用金具片１８の一対の係合凹部１７ａ、１８ａによって天井材支持部材
１の接続部５を挟持することができ、これに伴う摩擦力と係合力をもって吊り部材接続用
金具１５と天井材支持部材１とを接続することができる。
【００４９】
　また、このとき、吊り部材接続用金具１５の一方の接続用金具片１７と他方の接続用金
具片１８にそれぞれ、係合凹部１７ａ、１８ａの下端から下方に延設される係止片部１７
ｃ、１８ｃが設けられているため、係合凹部１７ａ、１８ａを天井材支持部材１の接続部
５に係合させて接続するとともに天井材支持部材１の連接部６に沿って一対の係止片部１
７ｃ、１８ｃを延設させることができる。すなわち、一方の接続用金具片１７の係止片部
１７ｃと他方の接続用金具片１８の係止片部１８ｃとによって天井材支持部材１の連接部
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６を挟み込むように、吊り部材接続用金具１５を取り付けることができる。
【００５０】
　これにより、本実施形態の吊り部材接続用金具１５（及びこれを備えた吊り天井Ｂ）に
おいては、鉛直方向に地震力、振動などの外力が作用すると、まず、一方の接続用金具片
１７と他方の接続用金具片１８の係合凹部１７ａ、１８ａが天井材支持部材１の接続部５
に係合しているため、この係合に伴う摩擦力と係合力によって鉛直方向の外力に抵抗させ
ることができる。
【００５１】
　これに加え、一方の接続用金具片１７と他方の接続用金具片１８の係止片部１７ｃ、１
８ｃが天井材支持部材１の連接部６を挟み込むように配設されているため、鉛直方向に地
震力、振動などの外力が作用した際に、一対の係止片部１７ｃ、１８ｃが開き、これら一
対の係止片部１７ｃ、１８ｃの間に天井材支持部材１の接続部５が入り込むこと（挿通し
ようとすること）を阻止することができ、一対の係止片部１７ｃ、１８ｃが天井材支持部
材１の連接部６を挟み込んだ状態を保持することが可能になる。
【００５２】
　よって、本実施形態の吊り天井Ｂ及び吊り部材接続用金具１５によれば、鉛直方向に地
震力、振動などの外力が作用した際に、従来のように一方の接続用金具片１７と他方の接
続用金具片１８の係合凹部１７ａ、１８ａが開いてしまい、吊り部材接続用金具１５から
天井材支持部材１が引き抜けることを防止することが可能になる。すなわち、鉛直地震力
や補強ブレース４周りの鉛直方向の地震力に対し、天井材３や天井下地２０の脱落などが
生じない信頼性の高い吊り天井構造Ｂを実現することが可能になる。
【００５３】
　また、一対の接続用金具片１７、１８を設置すると、一方の接続用金具片１７の係止片
部１７ｃと他方の接続用金具片１８の係止片部１８ｃにそれぞれ形成されたボルト挿通孔
（２３と２６）も天井材支持部材１の連接部６に貫通形成されたボルト挿通孔２７を通じ
て連通し、これら連通したボルト挿通孔２３、２６、２７に縫いボルト２８を挿通し、一
方の接続用金具片１７の係止片部１７ｃ及び他方の接続用金具片１８の係止片部１８ｃと
天井材支持部材１の連接部６とをボルト接合することができる。これにより、より確実に
、一対の接続用金具片１７、１８の係止片部１７ｃ、１８ｃが開いて天井材支持部材１の
接続部５との係合状態が解除されることを防止でき、吊り部材接続用金具１５から天井材
支持部材１が引き抜けることを防止することが可能になる。
【００５４】
　そして、上記のように天井材支持部材１が吊り部材接続用金具１５から引き抜けること
を防止できることにより、例えば、０．４ｍｍ厚の天井材支持部材１を用いた場合におい
て、天井材重量を２０ｋｇ／ｍ２としたり、地震時加速度が１．５Ｇを超えるケースであ
っても、耐震性を確保することが可能になる。
【００５５】
　また、吊り部材接続用金具１５から天井材支持部材１が引き抜けることを防止できるこ
とで、レの字状やＶ字状等、補強ブレース４の配置バリエーションの自由度を高めること
も可能になる。言い換えれば、吊り天井構造Ｂの設計自由度を高めることが可能になる。
【００５６】
　以上、本発明に係る吊り天井構造及び吊り部材接続用金具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。
【００５７】
　例えば、一方の接続用金具片１７や他方の接続用金具片１８の係止凹部１７ａ、１８ａ
をビスやボルト２９を用いて天井材支持部材１の接続部５に接合するようにしてもよい。
この場合には、さらに確実に吊り部材接続用金具１５から天井材支持部材１が引き抜ける
ことを防止することが可能になる。
【００５８】
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　また、本実施形態では、吊り天井構造Ｂがライン式の吊り天井であるものとした。すな
わち、本実施形態では、水平の一方向Ｔ１に所定の間隔をあけ、一方向Ｔ１に直交する他
方向Ｔ２に延びて並設された複数の天井材支持部材（Ｔバー）１を備えて天井下地２０（
天井部１６）が形成されているものとし、本発明に係る吊り部材接続用金具が天井材支持
部材のＴバー１と吊り部材２を接続するものとして説明を行った。
【００５９】
　これに対し、本発明に係る吊り天井構造は、水平の一方向及び一方向に直交する水平の
他方向に所定の間隔をあけ、他方向及び／又は一方向に延設される天井材支持部材を備え
て構成されていてもよい。すなわち、本発明に係る吊り天井構造は、水平の一方向と他方
向にそれぞれ所定の間隔をあけて天井材支持部材を組み付けて格子状の天井下地（天井部
）を備えたシステム天井などの吊り天井構造であってもよい。
【符号の説明】
【００６０】
１　　　天井材支持部材（Ｔバー）
２　　　吊り部材
３　　　天井材
３ａ　　天井面
４　　　補強ブレース
５　　　接続部
６　　　連接部
７　　　支持部
８　　　従来の吊り部材接続用金具（ハンガー）
９　　　従来の一方の接続用金具片
９ａ　　係合凹部
９ｂ　　接続板部
１０　　従来の他方の接続用金具片
１０ａ　係合凹部
１０ｂ　接続板部
１１　　上部ボルト
１５　　吊り部材接続用金具（ハンガー）
１６　　天井部
１７　　一方の接続用金具片
１７ａ　係合凹部
１７ｂ　接続板部
１７ｃ　係止片部
１７ｄ　連結部
１８　　一方の接続用金具片
１８ａ　係合凹部
１８ｂ　接続板部
１８ｃ　係止片部
１８ｄ　係止部
１９　　ナット
２０　　天井下地
２１　　係止孔
２２　　ボルト挿通孔
２３　　ボルト挿通孔
２４ａ　突部
２４ｂ　突部
２５　　ボルト挿通孔
２６　　ボルト挿通孔
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２７　　ボルト挿通孔
２８　　縫いボルト
２９　　ボルト（ビス）
Ａ　　　従来の吊り天井構造
Ｂ　　　吊り天井構造
Ｔ１　　一方向（横方向）
Ｔ２　　他方向（横方向）
Ｔ３　　上下方向

【図１】 【図２】
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