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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の構造体から吊り材によって吊り下げられた吊り天井構造において、前記吊り材と
天井面材との間に介在させる野縁部を固定するための野縁固定部材であって、
　間隔を置いて配置される複数の前記吊り材の下端部を穴に通して固定させる長尺状の帯
状固定部と、
　前記帯状固定部の両側縁に接続された一対の側壁部と、
　前記一対の側壁部の下縁からそれぞれ外側に向けて張り出されて前記野縁部の端部を載
せるための一対の載置面部と、
　前記載置面部から前記野縁部の高さ分だけ離隔した上方位置に前記載置面部と略平行と
なるように張り出された上制限部と、
　前記帯状固定部を挟んで上下に配置されて前記吊り材の下端部を固定するためのナット
とを備え、
　前記上制限部は、前記載置面部の上方に連続して設けられていることを特徴とする野縁
固定部材。
【請求項２】
　前記帯状固定部に設けられる前記穴は、前記帯状固定部の軸方向に長い長穴であること
を特徴とする請求項１に記載の野縁固定部材。
【請求項３】
　前記帯状固定部の少なくとも一部と前記一対の側壁部と前記一対の載置面部とは、断面
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視ハット形の一体に形成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の野縁固定部
材。
【請求項４】
　建物の構造体から吊り材によって吊り下げられた吊り天井構造であって、
　前記吊り材の下端部に固定される請求項１乃至３のいずれか一項に記載の野縁固定部材
と、
　前記野縁固定部材の前記載置面部と前記上制限部との間に端部が収容された野縁部と、
　前記野縁部の下面側に取り付けられた天井面材と、
　前記野縁部を前記載置面部に固定させる接合手段とを備え、
　前記帯状固定部を挟んで上下に配置された前記ナットによって前記吊り材の下端部が固
定されていることを特徴とする吊り天井構造。
【請求項５】
　補強が必要な箇所に追加野縁部が配置され、前記追加野縁部の端部が前記載置面部に前
記接合手段によって固定されていることを特徴とする請求項４に記載の吊り天井構造。
【請求項６】
　建物の構造体から吊り材によって吊り下げられる吊り天井構造の構築方法であって、
　間隔を置いて配置された複数の前記吊り材の下端部を、請求項１乃至３のいずれか一項
に記載の野縁固定部材の前記帯状固定部の前記穴に通して、前記帯状固定部を挟んで上下
に配置された前記ナットによってそれぞれ固定する工程と、
　前記野縁固定部材の軸方向に間隔を置いて配置される前記野縁部の端部を、前記載置面
部と前記上制限部との間に挿し込む工程と、
　両端が前記野縁固定部材に挿し込まれた前記野縁部に対して天井面材を配置するととも
に、前記載置面部の下方から接合手段を押し込んで前記野縁部を前記野縁固定部材に接合
する工程とを備えたことを特徴とする吊り天井構造の構築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の構造体から吊り下げられた吊り天井構造において、吊り材と天井面材
との間に介在させる野縁部を固定するための野縁固定部材、及びそれが取り付けられた吊
り天井構造、並びに吊り天井構造の構築方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　上階の床スラブ又は梁などの建物の構造体から吊りボルトによって吊り下げられた野縁
受け及び野縁等からなる天井下地に、石こうボードなどによって形成される天井面材を支
持させる吊り天井構造が知られている（特許文献１，２など参照）。
【０００３】
　特許文献１には、部材点数を極力削減した吊り天井とするために、ハンガーを介して吊
りボルトに吊り下げられる野縁受けの断面を剛性の高い形状にするとともに、通常の野縁
に代えてフランジが形成された保持部材を使用する構成となっている。
【０００４】
　また、特許文献２には、吊りボルトに直接野縁レールを取り付け、その野縁レール間に
粘弾性の天井板を差し渡すことで、地震時の振動や変位を吸収し抑制を図ることが可能な
吸振つり天井が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－２５３３８号公報
【特許文献２】特開２０１３－２４１８２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　このように吊り天井構造は、従来から実施され、様々な改良や開発が行われているが、
必要部品数が少なくて施工性に優れ、軽量化できるものの開発が望まれている。
【０００７】
　そこで本発明は、吊り材に直接取り付けられるとともに、野縁部の端部を直接受ける構
成とすることで、必要部品数が削減でき、吊り天井構造を軽量化することが可能な野縁固
定部材、並びにそれが取り付けられた吊り天井構造及び吊り天井構造の構築方法を提供す
ることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するために、本発明の野縁固定部材は、建物の構造体から吊り材によっ
て吊り下げられた吊り天井構造において、前記吊り材と天井面材との間に介在させる野縁
部を固定するための野縁固定部材であって、間隔を置いて配置される複数の前記吊り材の
下端部を穴に通して固定させる長尺状の帯状固定部と、前記帯状固定部の両側縁に接続さ
れた一対の側壁部と、前記一対の側壁部の下縁からそれぞれ外側に向けて張り出されて前
記野縁部の端部を載せるための一対の載置面部と、前記載置面部から前記野縁部の高さ分
だけ離隔した上方位置に前記載置面部と略平行となるように張り出された上制限部とを備
えたことを特徴とする。
【０００９】
　ここで、前記帯状固定部に設けられる前記穴は、前記帯状固定部の軸方向に長い長穴で
あることが好ましい。また、前記上制限部は、前記載置面部の上方に連続して設けられて
いる構成とすることができる。一方、前記上制限部は、前記野縁部の設置が想定される位
置に間隔を置いて設けられている構成とすることもできる。
【００１０】
　さらに、前記帯状固定部の少なくとも一部と前記一対の側壁部と前記一対の載置面部と
は、断面視ハット形の一体に形成されている構成とすることができる。また、前記帯状固
定部には、前記吊り材の下端部を挿通させる長穴が設けられている構成とすることができ
る。
【００１１】
　そして、吊り天井構造の発明は、建物の構造体から吊り材によって吊り下げられた吊り
天井構造であって、前記吊り材の下端部に固定される上記いずれかの野縁固定部材と、前
記野縁固定部材の前記載置面部と前記上制限部との間に端部が収容された野縁部と、前記
野縁部の下面側に取り付けられた天井面材と、前記野縁部を前記載置面部に固定させる接
合手段とを備えたことを特徴とする。
【００１２】
　ここで、補強が必要な箇所に追加野縁部が配置され、前記追加野縁部の端部が前記載置
面部に前記接合手段によって固定されている構成とすることができる。
【００１３】
　また、吊り天井構造の構築方法の発明は、建物の構造体から吊り材によって吊り下げら
れる吊り天井構造の構築方法であって、間隔を置いて配置された複数の前記吊り材の下端
部を、上記いずれかに記載の野縁固定部材の前記帯状固定部の前記穴に通してそれぞれ固
定する工程と、前記野縁固定部材の軸方向に間隔を置いて配置される前記野縁部の端部を
、前記載置面部と前記上制限部との間に挿し込む工程と、両端が前記野縁固定部材に挿し
込まれた前記野縁部に対して天井面材を配置するとともに、前記載置面部の下方から接合
手段を押し込んで前記野縁部を前記野縁固定部材に接合する工程とを備えたことを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１４】
　このように構成された本発明の野縁固定部材及び吊り天井構造は、建物の構造体から吊
り下げられた吊り材の下端部を穴に通すことで帯状固定部を固定し、その帯状固定部に接
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続される一対の側壁部から張り出された載置面部に、野縁部の端部を載せる。
【００１５】
　この載置面部に対しては、野縁部の高さ分だけ離隔した上方位置に上制限部が張り出さ
れており、野縁部の端部は、載置面部と上制限部とに挟まれることになる。
【００１６】
　このように吊り材の下端部に直接取り付けられる野縁固定部材に、野縁部の端部を直接
受けさせる構成となっているため、吊りハンガーや野縁受け部などを介して野縁が支持さ
れる場合と比べて、必要部品数を削減することができる。また、必要部品数が削減される
ことで、吊り天井構造を軽量化することができる。
【００１７】
　また、帯状固定部に吊り材の下端部を挿通させる穴が長穴であれば、複数の吊り材の位
置と野縁固定部材との位置調整を容易に行うことができ、施工性に優れている。
【００１８】
　さらに、上制限部が載置面部の上方に連続して設けられていれば、野縁部を野縁固定部
材の軸方向のいずれの位置にも自由に配置することができる。一方、上制限部を野縁部の
設置が想定される位置に間隔を置いて設ける場合は、上制限部の面積が大幅に削減できる
ため、軽量化を図ることができる。
【００１９】
　また、帯状固定部の少なくとも一部と一対の側壁部と一対の載置面部とが断面視ハット
形の一体に形成されていれば、剛性が高いうえに、簡単に高い精度で部材を製作すること
ができる。
【００２０】
　さらに、野縁固定部材に対しては、通常の野縁部に加えて、補強が必要な箇所に追加野
縁部を容易に配置することができる。すなわち、照明や天井裏設備等が配置される箇所に
追加野縁部を設けたい場合は、追加野縁部の端部を載置面部に載せて接合手段によって固
定すれば、その周辺を補強することができる。
【００２１】
　また、野縁固定部材を使用した吊り天井構造の構築方法の発明では、両端が野縁固定部
材に挿し込まれた野縁部に対して載置面部の下方から接合手段を押し込んだときに、野縁
部が浮き上がろうとしても上制限部で抑えられるため、容易に接合作業を行うことができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１Ａ】本発明の実施の形態の野縁固定部材が取り付けられた吊り天井構造の構成を説
明する断面図である。
【図１Ｂ】野縁固定部材を上方から見た平面図である。
【図２】本発明の実施の形態の野縁固定部材の構成を説明するための斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態の吊り天井構造の構築方法の工程を説明するための斜視図で
ある。
【図４】本発明の実施の形態の吊り天井構造の構成を説明する斜視図である。
【図５】実施例1の野縁固定部材の構成を説明するための斜視図である。
【図６】実施例２の野縁固定部材の構成を説明するための断面図である。
【図７】実施例２の別の野縁固定部材の構成を説明するための断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１Ａ，１Ｂ及び図２は
本実施の形態の野縁固定部材２の構成を説明するための図、図１，４はその野縁固定部材
２が取り付けられた吊り天井構造１の構成を説明するための図である。
【００２４】
　吊り天井構造１は、例えば体育館、集会場、災害応急対策の拠点となる公共施設、マン
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ションやビルのロビーや会議室などの様々な建物の色々な空間に設けられる。本実施の形
態では、建物の内部に新設や改修によって構築される吊り天井構造１について説明する。
【００２５】
　図１Ａ及び図４に示すように、建物の構造体となる上階の床スラブの下面や梁（図示省
略）には、間隔を置いて複数の吊り材としての吊りボルト１１，・・・が吊り下げられる
。
【００２６】
　そして、この吊りボルト１１の下端部１１１に、直接、野縁固定部材２が吊り下げられ
る。ここで、吊りボルト１１の下端部１１１とは、構築する天井の高さに合わせて取り付
け位置が上下に調整される野縁固定部材２が固定される範囲の端部付近を指す。
【００２７】
　野縁固定部材２は、長尺状の部材で、野縁固定部材２の軸方向に間隔を置いて略直交す
る方向に向けて野縁部１３が取り付けられることによって、天井下地（鋼製下地）が形成
される。
【００２８】
　略平行に配置された複数の野縁部１３，・・・の下面１３２側には、石こうボードなど
の天井面材１４が取り付けられる。この天井面材１４は、天井面を形成する仕上げ材、又
は仕上げ材を貼り付けるための下地板材である。
【００２９】
　天井面材１４は、通常は複数の板材によって構成されており、図１Ａでは、隣接させる
板材の端縁同士が野縁固定部材２の中央位置で突き合わされた図となっている。
【００３０】
　本実施の形態の野縁固定部材２は、図１Ａに示すように、吊りボルト１１の下端部１１
１に固定される長尺状の帯状固定部としての頂面部２１及びその直上に重ねられる上板２
４の中央部分と、頂面部２１の両側縁に接続された一対の側壁部２２，２２と、一対の側
壁部２２，２２の下縁からそれぞれ外側に向けて張り出された一対の載置面部２３，２３
と、載置面部２３，２３と略平行となるように張り出された上制限部２４１，２４１とに
よって、主に構成される。
【００３１】
　本実施の形態では、図１Ａ及び図２に示すように、断面視ハット形の凸金具２０と、帯
板状の上板２４とを溶接などで接合させることによって、野縁固定部材２が製作される。
【００３２】
　上板２４は、幅方向（野縁固定部材２の軸直交方向）の中央を、凸金具２０の頂面部２
１の幅方向の中央位置に合わせて設置される。この上板２４の頂面部２１の直上領域は、
帯状固定部の一部として上層になる。そして、頂面部２１より両側に張り出された上板２
４の領域が、上制限部２４１，２４１となる。
【００３３】
　一方、凸金具２０は、帯状固定部の一部として下層となる頂面部２１と一対の側壁部２
２，２２と一対の載置面部２３，２３とが一体に形成された金具である。詳細には、側壁
部２２は、頂面部２１の側縁から略直角に下方に向けて垂下され、載置面部２３は、側壁
部２２の下縁から略直角に外側に向けて張り出される。
【００３４】
　図１Ｂに示すように、上制限部２４１の張り出し量は、載置面部２３の張り出し量と比
べて短くなっている。載置面部２３は、野縁部１３の端部１３１を支持できる幅だけ張り
出されている。上制限部２４１の張り出し量を載置面部２３より短くすることで、上方か
ら野縁部１３の端部１３１を載置面部２３に載せやすくすることができる。
【００３５】
　野縁固定部材２は、天井の大きさによっては非常に長尺にする必要があるため、図２に
示すように、必要に応じてジョイント板２６によって軸方向に継ぎ足される。
【００３６】
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　この図２では、軸方向に並べられた凸金具２０，２０の側壁部２２，２２間に長方形の
鋼板によって形成されるジョイント板２６を跨らせ、ビス材２６１，・・・によって接合
させた例を示した。なお、野縁固定部材２の継手方法は、この例に限定されるものではな
い。
【００３７】
　図１Ａに示すように、上制限部２４１は、載置面部２３から野縁部１３の端部１３１の
高さ分だけ離隔した上方位置に設けられる。すなわち、野縁部１３の端部１３１は、載置
面部２３と上制限部２４１とによって挟まれることになる。
【００３８】
　載置面部２３と上制限部２４１との間に収容された野縁部１３の端部１３１には、天井
面材１４の下面から打ち込まれた接合手段としてのビス材３の先端が埋設される。
【００３９】
　ここで、野縁部１３には、図３に示したような断面視略長方形の角形鋼管や、断面視略
Ｃ字形のＣ形鋼などの鋼材が使用される。要するに、略平行な下面１３２と上面１３３と
が形成された部材が使用される。
【００４０】
　一方、吊りボルト１１の下端部１１１は、上板２４及び頂面部２１に貫通して設けられ
た穴である長穴２５に通されて、上下に装着されたナット１２Ａ，１２Ｂに締め付けられ
ることによって、野縁固定部材２に固定される。
【００４１】
　詳細には、図１Ｂに示すように、上板２４及び頂面部２１には、野縁固定部材２の軸方
向に長い長穴２５が穿孔されている。このため、吊りボルト１１の下端部１１１の位置に
対して、野縁固定部材２の位置を軸方向に微調整して固定することができる。また、吊り
ボルト１１に対してナット１２Ａ，１２Ｂを締め付ける高さ位置を調整することによって
、天井の高さを容易に変更することができる。
【００４２】
　図３に示すように、略平行に間隔を置いて吊りボルト１１，・・・から吊り下げられた
野縁固定部材２，・・・に対しては、野縁固定部材２の軸方向に間隔を置いて略平行に野
縁部１３，・・・が架け渡される。
【００４３】
　野縁部１３は、両側の端部１３１，１３１がそれぞれ野縁固定部材２，２の載置面部２
３，２３に載せられる。また、野縁部１３の軸方向に連続するように、隣接する野縁部１
３が架け渡される。すなわち、野縁固定部材２，・・・と野縁部１３，・・・とによって
、格子状の鋼製下地（天井下地）が形成される。
【００４４】
　ここで、平行に配置される野縁部１３，１３間であっても、補強が必要な箇所には追加
野縁部１５を配置することができる（図３の右側参照）。例えば、照明や天井裏設備等の
別途荷重が作用する箇所には、補強のために追加野縁部１５を架け渡すことができる。こ
の追加野縁部１５も、端部１５１はビス材３によって載置面部２３に固定される。
【００４５】
　次に、本実施の形態の吊り天井構造１の構築方法について、図１Ａ，１Ｂ及び図２－図
４を参照しながら説明する。
【００４６】
　まず、図２に示すように、建物の床スラブなどから吊り下げられた吊りボルト１１の下
端部１１１に、ナット１２Ａ，１２Ｂを使用して、野縁固定部材２を固定する。
【００４７】
　詳細には、吊りボルト１１の下端部１１１は、ナット１２Ａを装着した状態で図１Ｂに
示すように上板２４及び頂面部２１の長穴２５に通される。このように帯状固定部に穿孔
される穴を長穴２５にしておくことで、１本の野縁固定部材２を複数の吊りボルト１１，
・・・に固定する際も、微調整によって容易に固定作業を行うことができる。
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【００４８】
　続いて図１Ａに示すように、頂面部２１の下方に突出された下端部１１１にナット１２
Ｂを装着して、工具を凸金具２０の下方から挿入して締め付ける。なお、この段階では天
井面材１４は配置されていないので、工具を側壁部２２，２２間の空洞に下方から挿し込
むことができる。
【００４９】
　そして、上下のナット１２Ａ，１２Ｂを締め付けることによって、野縁固定部材２の帯
状固定部（２１，２４）を挟持させて、吊りボルト１１に強固に野縁固定部材２を固定す
る。
【００５０】
　また、天井の一辺が長い場合は、図２に示すように、軸方向が一致するように複数の野
縁固定部材２，２を並べて吊り下げ、野縁固定部材２，２間をジョイント板２６とビス材
２６１，・・・とによって連結させる。
【００５１】
　そして、図３に示すように、平行に吊り下げられた野縁固定部材２，２間に、複数の野
縁部１３，・・・を平行に架け渡す。すなわち野縁部１３は、野縁固定部材２の軸方向に
間隔を置いて配置され、両側の端部１３１，１３１は、野縁固定部材２の載置面部２３に
載せられる。
【００５２】
　通常は、野縁部１３の軸方向に連続するように隣接する野縁部１３が配置され、格子状
の鋼製下地が形成される。また、照明の取り付け位置など補強が必要な箇所には、追加野
縁部１５を配置することもできる。さらには、天井の縁部付近など異形となる箇所などで
は、図示していないが、隣接する野縁部１３，１３の軸方向を連続させず、ずらしてもよ
い。
【００５３】
　このようにして吊りボルト１１，・・・に吊り下げられた天井下地となる枠組みに対し
ては、図４に示すように、石こうボードなどの天井面材１４を下方から取り付ける。
【００５４】
　天井面材１４は、図１Ａに示すように、下方からねじ込まれたビス材３によって野縁部
１３に接合される。また、野縁部１３の端部１３１においては、ビス材３は、天井面材１
４と載置面部２３を通って野縁部１３にねじ込まれる。こうして天井面材１４が取り付け
られることによって、建物の構造体から吊りボルト１１，・・・によって吊り下げられた
吊り天井構造１が完成する。
【００５５】
　次に、本実施の形態の野縁固定部材２、及びそれが取り付けられた吊り天井構造１、並
びに吊り天井構造１の構築方法の作用について説明する。
【００５６】
　このように構成された本実施の形態の野縁固定部材２は、建物の構造体から吊り下げら
れた吊りボルト１１に野縁固定部材２の頂面部２１を固定し、その頂面部２１に接続され
る一対の側壁部２２，２２から張り出される載置面部２３，２３に、野縁部１３の端部１
３１，１３１を載せる。
【００５７】
　この載置面部２３に対しては、野縁部１３の高さ分だけ離隔した上方位置に上制限部２
４１が張り出されており、野縁部１３の端部１３１は、載置面部２３と上制限部２４１と
に挟まれることになる。
【００５８】
　このように吊りボルト１１に直接取り付けられる野縁固定部材２に、野縁部１３の端部
１３１を直接受けさせる構成となっているため、吊りハンガーや野縁受け部やクリップな
どを介して野縁が支持される場合と比べて、必要部品数を少なくすることができる。また
、必要部品数が削減されることで、吊り天井構造１を軽量化することができる。
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【００５９】
　さらに、引っ掛けるだけの吊りハンガーや嵌めるだけのクリップを使用した場合は、地
震などの外力の影響により吊りハンガーやクリップが外れて天井下地が脱落するおそれも
あるが、本実施の形態の野縁固定部材２のようにナット１２Ａ，１２Ｂによって吊りボル
ト１１に固定され、ビス材３によって野縁部１３が接合される構成であれば、脱落の発生
を低減することができる。
【００６０】
　また、上制限部２４１が載置面部２３の上方に連続して設けられていれば、野縁部１３
を野縁固定部材２の軸方向のいずれの位置にも自由に配置することができる。
【００６１】
　例えば、照明や天井裏設備等が配置される箇所は、荷重が大きくなり補強が必要となる
ため、通常の野縁部１３，・・・に加えて追加野縁部１５を配置することが容易にできる
。すなわち、追加野縁部１５の端部を、補強したい位置の載置面部２３に載せて、ビス材
３によって固定すれば良い。
【００６２】
　要するに、野縁部１３又は追加野縁部１５は、載置面部２３の上に上制限部２４１が設
けられている箇所であれば、どこにでも設置して下からビス材３で固定することができる
ので、野縁部１３，・・・の配置パターンを自由に設定することができる。
【００６３】
　さらに、頂面部２１と一対の側壁部２２，２２と一対の載置面部２３，２３とが断面視
ハット形の一体に形成された凸金具２０は、剛性が高いうえに、簡単に高い精度で製作す
ることができる。すなわち、頂面部２１と側壁部２２と載置面部２３との相対的な位置関
係を固定できるので、製作がし易く、高い精度で仕上げることができる。
【００６４】
　また、上板２４及び頂面部２１に吊りボルト１１の下端部１１１を挿通させる長穴２５
が設けられていれば、吊りボルト１１の位置と野縁固定部材２との位置調整を容易に行う
ことができ、施工性に優れている。
【００６５】
　そして、野縁固定部材２を使用した吊り天井構造１の構築方法の発明では、両端が野縁
固定部材２に挿し込まれた野縁部１３に対して載置面部２３の下方からビス材３をねじ込
んだときに、野縁部１３が浮き上がろうとしても上制限部２４１で上面１３３が抑えられ
るため、容易に接合作業や天井面材１４の取り付け作業を行うことができる。
【実施例１】
【００６６】
　以下、前記実施の形態で説明した野縁固定部材２とは別の形態の実施例１の野縁固定部
材２Ａについて、図５を参照しながら説明する。なお、前記実施の形態で説明した内容と
同一乃至均等な部分の説明については、同一用語又は同一符号を用いて説明する。
【００６７】
　前記実施の形態では、凸金具２０と同じ軸方向の長さの帯板状の上板２４が頂面部２１
に接合された野縁固定部材２について説明した。本実施例１では、上制限部が間隔を置い
て設けられる場合について説明する。
【００６８】
　ここで、上制限部は、載置面部２３に設置された野縁部１３の端部１３１が、下方から
ねじ込まれたビス材３の力によって浮き上がらないようにするためのストッパ機能を発揮
させるために設置される。
【００６９】
　このため、野縁部１３又は追加野縁部１５が設置されない箇所には不要となるため、野
縁部１３又は追加野縁部１５の設置が想定される位置にのみ設けることで、軽量化された
野縁固定部材２Ａにすることができる。
【００７０】
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　詳細には、長方形の矩形板２４Ａを、頂面部２１の軸方向に間隔を置いて接合させる。
この矩形板２４Ａの頂面部２１から幅方向（軸直交方向）に張り出された両側の領域が、
上制限部２４１Ａ，２４１Ａとなる。
【００７１】
　要するに、上制限部２４１Ａ，２４１Ａを、野縁部１３又は追加野縁部１５の設置が想
定される位置に間隔を置いて設ける。例えば、野縁固定部材２Ａの軸方向の長さが200mm
程度の矩形板２４Ａを、200mmの間隔で設置していけば、野縁部１３，１３の間隔が300mm
,600mm,900mmなど様々な間隔に適用することができる。
【００７２】
　このような構成にすることによって、上制限部２４１Ａの面積が大幅に削減できる。す
なわち、前記実施の形態で説明した帯板状の上板２４を、間隔を置いて設けられる矩形板
２４Ａ，・・・に置き換えることができ、軽量化を図ることが可能になる。
【００７３】
　なお、実施例１のこの他の構成及び作用効果については、前記実施の形態又は他の実施
例と略同様であるため説明を省略する。
【実施例２】
【００７４】
　以下、前記実施の形態及び実施例１で説明した野縁固定部材２，２Ａとは別の形態の実
施例２の野縁固定部材２Ｂ，２Ｃについて、図６，７を参照しながら説明する。なお、前
記実施の形態又は実施例１で説明した内容と同一乃至均等な部分の説明については、同一
用語又は同一符号を用いて説明する。
【００７５】
　前記実施の形態又は実施例１では、頂面部２１の上面に上板２４又は矩形板２４Ａを取
り付けることによって上制限部２４１，２４１Ａを設ける場合について説明した。
【００７６】
　本実施例２では、帯状固定部２１Ｂ，２１Ｃの高さと上制限部の高さとが異なっている
場合について説明する。図６は、帯状固定部２１Ｂの高さが、上制限部となる上フランジ
２７，２７よりも高い位置に設けられた野縁固定部材２Ｂの構成を示している。
【００７７】
　この野縁固定部材２Ｂは、吊りボルト１１の下端部１１１に固定される長尺状の帯状固
定部２１Ｂと、帯状固定部２１Ｂの両側縁に接続された一対の側壁部２２Ｂ，２２Ｂと、
一対の側壁部２２Ｂ，２２Ｂの下縁からそれぞれ外側に向けて張り出された一対の載置面
部２３Ｂ，２３Ｂと、載置面部２３Ｂ，２３Ｂと略平行となるように張り出された上フラ
ンジ２７，２７とによって、主に構成される。
【００７８】
　この上フランジ２７は、載置面部２３Ｂの上方位置の側壁部２２Ｂの途中から略直角に
外側に向けて張り出される。この上フランジ２７の張り出し量は、載置面部２３Ｂの張り
出し量と比べて短くなっている。
【００７９】
　一方、図７は、帯状固定部２１Ｃの高さが、上制限部となる上フランジ２８，２８より
も低い位置に設けられた野縁固定部材２Ｃの構成を示している。
【００８０】
　この野縁固定部材２Ｃは、吊りボルト１１の下端部１１１に固定される長尺状の帯状固
定部２１Ｃと、帯状固定部２１Ｃの両側縁に接続された一対の側壁部２２Ｃ，２２Ｃと、
一対の側壁部２２Ｃ，２２Ｃの下縁からそれぞれ外側に向けて張り出された一対の載置面
部２３Ｃ，２３Ｃと、載置面部２３Ｃ，２３Ｃと略平行となるように張り出された上フラ
ンジ２８，２８とによって、主に構成される。
【００８１】
　この帯状固定部２１Ｃは、側壁部２２Ｃ，２２Ｃの途中に架け渡される。また、上フラ
ンジ２８は、側壁部２２Ｃの上縁から略直角に外側に向けて張り出される。この上フラン
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ジ２８の張り出し量は、載置面部２３Ｃの張り出し量と比べて短くなっている。
【００８２】
　このように野縁固定部材２Ｂ，２Ｃにおいては、帯状固定部２１Ｂ，２１Ｃと上制限部
となる上フランジ２７，２８との位置関係を、自由に調整することができる。
【００８３】
　帯状固定部２１Ｂ，２１Ｃの相対的な位置を高さ方向で変更することで、野縁固定部材
２Ｂ，２Ｃの部材高さを調整することができる。また、野縁固定部材２Ｂの構成であれば
、他の部材と比べて吊りボルト１１の下端部１１１の突出量を長くできるので、天井高さ
の調整範囲を広げることができる。
【００８４】
　一方、野縁固定部材２Ｃであれば、他の部材と比べて部材高さを低く抑えることができ
るので、天井裏空間に高さ方向の余裕がない場合にも適用することが可能である。
【００８５】
　また、帯状固定部２１Ｂ（２１Ｃ）と一対の側壁部２２Ｂ，２２Ｂ（２２Ｃ，２２Ｃ）
と一対の載置面部２３Ｂ，２３Ｂ（２３Ｃ，２３Ｃ）と上フランジ２７，２７（２８，２
８）とを一体に成形することで、剛性の高い部材とすることができる。
【００８６】
　なお、実施例２のこの他の構成及び作用効果については、前記実施の形態又は他の実施
例と略同様であるため説明を省略する。
【００８７】
　以上、図面を参照して、本発明の実施の形態を詳述してきたが、具体的な構成は、この
実施の形態及び実施例に限らず、本発明の要旨を逸脱しない程度の設計的変更は、本発明
に含まれる。
【００８８】
　例えば、前記実施の形態及び実施例では、吊りボルト１１，・・・によって吊り下げら
れた吊り天井構造１について説明したが、これに限定されるものではなく、吊りワイヤ等
が吊り材となる吊り天井構造にも適用することができる。
【００８９】
　また、前記実施の形態又は実施例１では、凸金具２０に上板２４又は矩形板２４Ａを接
合させることによって製作された野縁固定部材２，２Ａについて説明したが、これに限定
されるものではない。例えば、別部材となる上板を使用せずに、断面視ハット形の一対の
側壁部の上縁からそれぞれ連続して上制限部が一体に張り出される構成とすることもでき
る。
【００９０】
　さらに、前記実施の形態及び実施例では、鋼製の野縁固定部材２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃに
ついて説明したが、これに限定されるものではなく、強化プラスチックなどの合成樹脂材
によって一体に成形された野縁固定部材であってもよい。
【００９１】
　また、前記実施の形態では、上板２４及び頂面部２１に長穴２５を設けて吊りボルト１
１の下端部１１１を挿通させる構成について説明したが、これに限定されるものではなく
、円形の穴であってもよい。
【００９２】
　また、前記実施の形態では、野縁部１３の下面１３２側に天井面材１４を配置して、野
縁部１３の固定を天井面材１４の固定と同時にビス材３で行う構成について説明したが、
これに限定されるものではない。例えば、野縁部１３の端部１３１と載置面部２３との接
合をビス材３によって先行して行い、固定された野縁部１３の下面１３２側に天井面材が
配置される構成とすることもできる。
【００９３】
　さらに、前記実施の形態及び実施例では、接合手段としてビス材３を例に説明したが、
これに限定されるものではなく、釘、ドリルねじ等を接合手段とすることもできる。
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【符号の説明】
【００９４】
１　　　　　　　吊り天井構造
１１　　　　　　吊りボルト（吊り材）
１１１　　　　　下端部
１２Ａ，１２Ｂ　ナット
１３　　　　　　野縁部
１３１　　　　　端部
１４　　　　　　天井面材
１５　　　　　　追加野縁部
１５１　　　　　端部
２　　　　　　　野縁固定部材
２０　　　　　　凸金具
２１　　　　　　頂面部（帯状固定部の下層）
２２　　　　　　側壁部
２３　　　　　　載置面部
２４　　　　　　上板（帯状固定部の上層）
２４１　　　　　上制限部
２５　　　　　　長穴
３　　　　　　　ビス材（接合手段）
２Ａ　　　　　　野縁固定部材
２４Ａ　　　　　矩形板
２４１Ａ　　　　上制限部
２Ｂ，２Ｃ　　　野縁固定部材
２１Ｂ，２１Ｃ　帯状固定部
２２Ｂ，２２Ｃ　側壁部
２３Ｂ，２３Ｃ　載置面部
２７，２８　　　上フランジ（上制限部）
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