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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｈ形鋼等からなる水平屋根枠の下部側に、上部片と下部片と連結片とで略Ｃ字状を成す
吊り金具を掛止して、その下部片のネジ孔にねじ込んだ吊りボルトの上端を水平屋根枠の
下面に押し付けるようにして取り付けられる吊り金具の落下を防止する装置であって、
　板材上面の中央部側を陥没させて、吊りボルトの上端部に螺合されるナットが回転不能
に嵌合するナット嵌合部をナットの高さより僅かに深くなるように形成し、その底板部に
吊りボルト挿通孔を設けると共に、ナット嵌合部の両側に取付板部を形成してなる固定金
具を備え、吊り金具の取付時に、その下部片より上方に突出する吊りボルト上端部に固定
金具の吊りボルト挿通孔を挿通させると共に、固定金具の上側でナットを吊りボルト上端
部に螺合しておいて、吊りボルト上端を水平屋根枠の下面に押し付け、ナットを回して水
平屋根枠下面に当接させた状態で、固定金具のナット嵌合部をナットに嵌合させて、両側
の取付板部を水平屋根枠下面にビス止めするようにしてなる吊り金具落下防止装置。
【請求項２】
　両取付板部の間にはその下部側に、吊りボルトの上端部に螺合されるナットが回転不能
に嵌合するナット嵌合部を形成し、その底板部に吊りボルト挿通孔を設けると共に、ナッ
ト嵌合部５の上部側にナットが回転可能に遊嵌するナット遊嵌部を形成し、ナット嵌合部
の深さとナット遊嵌部の深さとを合わせた深さがナットの高さより僅かに深くなっている
固定金具を備えてなる請求項１に記載の吊り金具落下防止装置。
【請求項３】
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　固定金具の各取付板部にはビス挿通孔が設けられている請求項１又は２に記載の吊り金
具落下防止装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天井材等を吊設するのに使用される吊り金具の落下防止装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　図８の(a) は天井下地を示すもので、この図において、１Ａは水平屋根枠を形成するＨ
形鋼、２ＡはＨ形鋼１Ａの下部フランジ１１に掛止して取り付けられる吊り金具である。
吊り金具２Ａは、上部片１２と下部片１３と上下両部片１２，１３をつなぐ連結片１４と
で略Ｃ字状に形成され、下部片１３には吊りボルト３をねじ込むネジ孔８が設けてある。
この吊り金具２Ａを使用して天井材Ｓを吊設するときは、図８の(b) に示すように、水平
屋根枠としてのＨ形鋼１Ａの下部フランジ１１に吊り金具２Ａを掛止して、その下部片１
３のネジ孔８にねじ込んだ吊りボルト３の上端を下部フランジ１１の下面に押し付け、そ
の反力で吊り金具２Ａの上部片１２を下部フランジ１１の上面に圧接し、これによって吊
り金具２ＡをＨ形鋼１Ａに固定すると共に、吊りボルト３を垂直に保持し、しかして吊り
ボルト３にハンガー１５を介して野縁受け１６を保持し、この野縁受け１６にクリップ１
７を介して野縁１８を吊支、この野縁１８に天井材Ｓを取り付けている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記のような天井下地において、水平屋根枠としての例えばＨ形鋼１Ａの下部フランジ
１１に取り付けられる吊り金具２Ａは、図８の(b) から分かるように、上部片１２側を下
部フランジ１１上面側に係止させた状態で、下部片１３のネジ孔８にねじ込んだ吊りボル
ト３の上端を下部フランジ１１下面に押し付けることにより固定するようにしているから
、地震発生時等に天井下地に作用する振動によって吊りボルト３が少しでも緩むようなこ
とがあると、吊り金具２ＡがＨ形鋼１Ａの下部フランジ１１から外れて落下するという危
険性があった。
【０００４】
　本発明は、上記の事情に鑑み、吊りボルトが多少緩んでも、吊り金具が水平屋根枠の取
付箇所から外れて落下することのないように防止し得る吊り金具落下防止装置を提供する
ことを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するための手段を、後述する実施形態の参照符号を付して説明すると、
請求項１に係る発明は、Ｈ形鋼１Ａ等からなる水平屋根枠の下部側に、１２片と下部片１
３と連結片１４とで略Ｃ字状を成す吊り金具２Ａ，２Ｂを掛止して、その下部片１３のネ
ジ孔８にねじ込んだ吊りボルト３の上端を水平屋根枠の下面に押し付けるようにして取り
付けられる吊り金具２Ａ，２Ｂの落下を防止する装置であって、
　板材Ｍ上面の中央部側を陥没させて、吊りボルト３の上端部に螺合されるナット９が回
転不能に嵌合するナット嵌合部５をナット９の高さｈより僅かに深くなるように形成し、
その底板部５ｏに吊りボルト挿通孔６を設けると共に、ナット嵌合部５の両側に取付板部
７，７を形成してなる固定金具４を備え、吊り金具２Ａ，２Ｂの取付時に、その下部片１
３より上方に突出する吊りボルト３上端部に固定金具４の吊りボルト挿通孔６を挿通させ
ると共に、固定金具４の上側でナット９を吊りボルト３上端部に螺合しておいて、吊りボ
ルト３上端を水平屋根枠の下面に押し付け、ナット９を回して水平屋根枠下面に当接させ
た状態で、固定金具４のナット嵌合部５をナット９に嵌合させて、両側の取付板部７，７
を水平屋根枠下面にビス１９止めするようにしてなることを特徴とする。
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【０００６】
　請求項２は、請求項１に記載の吊り金具落下防止装置において、両取付板部７の間には
その下部側に、吊りボルト３の上端部に螺合されるナット９が回転不能に嵌合するナット
嵌合部５を形成し、その底板部５ｏに吊りボルト挿通孔６を設けると共に、ナット嵌合部
５の上部側にナット９が回転可能に遊嵌するナット遊嵌部２５を形成し、ナット嵌合部５
の深さとナット遊嵌部２５の深さとを合わせた深さｄがナット９の高さｈより僅かに深く
なっている固定金具２４を備えてなることを特徴とする
【０００７】
　請求項１又は２に記載の吊り金具落下防止装置において、固定金具４，２４の各取付板
部７にはビス挿通孔１０が設けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　上記解決手段による発明の効果を、後述する実施形態の参照符号を付して説明すると、
請求項１に係る発明によれば、水平屋根枠の下面に押し付けられる吊りボルト３の上端部
に螺合しているナット９をフランジ１１下面に当接させた状態で、そのナット９に固定金
具４のナット嵌合部５を嵌合させて、その両側の取付板部７，７を水平屋根枠下面にビス
１９止めすることにより、吊りボルト３の上端部がナット９及び固定金具４を介して水平
屋根枠下面の定位置に固定されると共に、吊り金具２Ａ，２Ｂの上部片１２と、固定金具
４及びナット９とが、フランジ１１を掴持した状態となるから、地震発生時等に天井下地
に作用する振動によって、上端をフランジ１１下面に押し付けている吊りボルト３が緩ん
だり、この吊りボルト３自体が振動するようなことがあっても、吊り金具２Ａ，２Ｂは、
フランジ１１に対し回転や滑りを生じることがなく、このフランジ１１に一体的に取り付
けられた状態を維持し、従ってフランジ１１から外れて落下するのを確実に防止できる。
また、固定金具４は、フランジ１１下面にビス１９止めされた状態で、ナット９を回転不
能に嵌合保持するから、吊りボルト３の緩みを有効に阻止することができる。また固定金
具４は、構造が簡単であるから、製作コストを安くできる利点がある。
【０００９】
　請求項２に係る発明によると、略Ｃ字状吊り金具２Ａ，２Ｂを掛止させる水平屋根枠の
下部（例えばＨ形鋼１Ａのフランジ１１）が厚いためにフランジ１１下面と吊り金具２Ａ
，２Ｂの下部片１３との間隔が狭くなるような時には、請求項１に記載の固定金具４では
ナット９が固定金具４のナット嵌合部５に嵌まり込んで、ナット９をフランジ下面側へ当
接するように回すことができなくなるが、下部側にナット嵌合部５を形成し、上部側にナ
ット遊嵌部２５を形成した固定金具２４を使用すれば、上部側のナット遊嵌部２５でナッ
ト９を回転させることができるので、この上部側のナット遊嵌部２５にナット９を位置さ
せることによって、フランジ１１下面と吊り金具２Ａ，２Ｂの下部片１３との隙間が狭く
なるような時でも、ナット９を手で容易に回せてフランジ１１下面に当接させることがで
きる。
【００１０】
　請求項３に係る発明によれば、固定金具４，２４の各取付板部７にビス挿通孔１０を設
けることによって、水平屋根枠の下面に対する固定金具４，２４のビス１９止め作業が容
易となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】(a) は本発明に係る吊り金具落下防止装置の固定金具の一例を示す斜視図、(b) 
は同固定金具の正面図、(c) は同固定金具の平面図である。
【図２】(a) は吊り金具落下防止装置に用いる固定金具の他の例を示す斜視図、(b) は同
固定金具の正面図、(c) は同固定金具の平面図である。
【図３】Ｈ形鋼での吊り金具落下防止装置の取付状態を説明する説明斜視図、(b) は同取
付状態の側面図、(c) は(b) のＸ－Ｘ線断面図である。
【図４】(a) ～(c) は吊り金具落下防止装置の取付施工順序を示す説明図、(a-1) は(a) 



(4) JP 5721592 B2 2015.5.20

10

20

30

40

50

の矢印Ｙから見た図面である。
【図５】(a) は図２に示す固定金具を使用する場合の吊り金具落下防止装置の取付の取付
要領を示す説明図、(b) は(a) のＶ－Ｖ線断面図である。
【図６】(a) は図２に示す固定金具を使用する場合の吊り金具落下防止装置の最終的な取
付状態を示す説明図、(b) は(a) のＷ－Ｗ線断面図である。
【図７】(a) は水平屋根枠としてリップ溝形材を使用した吊り金具落下防止装置の取付状
態を示す説明図であり、(b) はリップ溝形材を用いた吊り金具落下防止装置の取付状態で
はあるが、他のタイプの吊り金具を使用した場合の取付状態を示す説明図である。
【図８】(a) は従来の天井下地を示す斜視図、(b) は同天井下地の吊り金具の取付状態を
示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に本発明の好適な一実施形態を図面に基づいて説明すると、図１は本発明に係る吊
り金具落下防止装置に使用される固定金具４を示しており、この固定金具４は、所定の長
さ、幅及び厚みを有する長方形の金属板材Ｍをプレス加工することにより、板材Ｍ上面の
長手方向中央部側を凹段状に陥没させて、図３に示すように吊りボルト３の上端部に螺合
されるナット９が回転不能に嵌合する凹溝状のナット嵌合部５を、図１の(b) に示すよう
に深さｄがナット９の高さｈよりも僅かに深くなるように形成し、且つナット嵌合部５の
底板部５ｏに吊りボルト挿通孔６を穿設すると共に、ナット嵌合部５を挟んでその両側に
取付板部７，７を形成したもので、各取付板部７にはビス挿通孔１０が２つずつ穿設され
ている。
【００１３】
　図２は本発明に係る吊り金具落下防止装置に使用される他のタイプの固定金具２４を示
したもので、この固定金具２４も、固定金具４と同様に帯状金属板材Ｍをプレス加工する
ことにより、その長手方向中央部側を陥没させるようにするが、この固定金具２４の場合
は、帯状金属板材Ｍの中央部側を２段凹状に陥没させて、両取付板部７，７の間にはその
下部側に、吊りボルト３の上端部に螺合されるナット９が回転不能に嵌合するナット嵌合
部５を形成し、このナット嵌合部５の上部側には前記ナット９が回転可能に遊嵌するナッ
ト遊嵌部２５を形成し、そしてナット嵌合部５の深さとナット遊嵌部２５の深さを合わせ
た深さｄがナット９の高さｈよりも僅かに深くなるように形成したものである。
【００１４】
　尚、図２の(b) の正面図にはナット９が下部側のナット嵌合部５に回転不能に嵌合した
状態を仮想線で示し、また同図(c) の平面図には、ナット９が下部側のナット嵌合部５に
回転不能に嵌合した状態と、ナット９が上部側のナット遊嵌部２５に回転可能に嵌合した
状態を夫々仮想線で併記している。また、固定金具２４の各取付板部７には、固定金具４
と同じくビス挿通孔１０が２つずつ設けられている。
【００１５】
　図３は、図１に示すタイプの固定金具４を使用する場合の吊り金具落下防止装置の取付
状態を示し、図４にはその施工順序を示している。ここに示す吊り金具２Ａは、図８に示
す吊り金具２Ａと同様のもので、上部片１２と下部片１３と上下両部片１２，１３をつな
ぐ連結片１４とで略Ｃ字状に形成され、下部片１３には吊りボルト３をねじ込むネジ孔８
が設けてある。しかして、この吊り金具２Ａと固定金具４とを使用して吊り金具落下防止
装置を、水平屋根枠としてのＨ形鋼１Ａに装設するにあたり、先ず、図４の(a) に示すよ
うに、吊り金具２Ａの下部片１３のネジ孔８にねじ込んで上方へ突出する吊りボルト３の
上端部に、固定金具４の吊りボルト挿通孔６を挿通させると共に、この固定金具４の上側
でナット９を吊りボルト３の上端部に螺合して、図４の(a-1) に示すような状態にしてお
くとよい。
【００１６】
　それから、吊りボルト３を持って、吊り金具２Ａの上部片１２をＨ形鋼１Ａのフランジ
１１上面に掛止させると共に連結片１４をフランジ１１の先端面に当接させた状態とし、
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この状態から、図４の(b) に示すように、吊りボルト３の上端をフランジ１１の下面に押
し付け、ナット９を手で回してフランジ１１の下面に当接させた状態し、それから固定金
具４を持ち上げて、そのナット嵌合部５をナット９に嵌合させると共に、両側の取付板部
７，７をフランジ１１下面に当接させ、この状態でビス１９を、図３の(a) に示すように
各取付板部７のビス挿通孔１０からフランジ１１下面に対しビス打ち込み機でねじ込むこ
とによって吊り金具２ＡをＨ形鋼１Ａのフランジ１１に固定すれば、図３の(b) ，(c) 及
び図４の(c) に示すような状態となり、吊り金具落下防止装置の取付施工を終了する。
【００１７】
　上記のように取付け施工される吊り金具落下防止装置によれば、Ｈ形鋼１Ａ（水平屋根
枠）のフランジ１１下面に押し付けられる吊りボルト３の上端部に螺合しているナット９
をフランジ１１下面に当接させた状態で、固定金具４のナット嵌合部５をナット９にその
下方から嵌合させて、両側の取付板部７，７をフランジ１１下面にビス１９止めすること
により、吊りボルト３の上端部がナット９及び固定金具４を介してフランジ１１下面の定
位置に固定されると共に、吊り金具２Ａの上部片１２と、固定金具４及びナット９とが、
フランジ１１を一体的に掴持した状態となるから、地震発生時等に天井下地に作用する振
動によって、上端をフランジ１１下面に押し付けている吊りボルト３が緩んだり、この吊
りボルト３自体が振動するようなことがあっても、吊り金具２Ａは、フランジ１１に対し
回転や滑りを生じることがなく、このフランジ１１に一体的に取り付けられた状態を維持
することになり、従ってフランジ１１から外れて落下するのを確実に防止できる。また、
固定金具４は、フランジ１１下面にビス１９止めされた状態で、ナット９を回転不能に嵌
合保持するから、吊りボルト３の緩みを有効に阻止することができる。
【００１８】
　図５及び図６は、図２に示すタイプの固定金具２４を使用する場合の吊り金具落下防止
装置の取付状態とその作用を説明する説明図である。この固定金具２４は、水平屋根枠と
して特にＨ形鋼１Ａを使用する場合で、そのフランジ１１の厚さが相当に厚くて、吊り金
具２Ａの上部片１２をフランジ１１に掛止した時にフランジ１１の下面と吊り金具２Ａの
下部片１３との隙間が狭くなるような場合に使用するものである。
【００１９】
　即ち、固定金具２４の使用について説明すれば、この固定金具２４の取付け方は固定金
具４の場合と同様であって、図５に示すように、吊り金具２Ａの下部片１３のネジ孔８に
ねじ込んで上方へ突出する吊りボルト３の上端部に、固定金具２４の吊りボルト挿通孔６
を挿通させると共に、この固定金具２４の上側でナット９を吊りボルト３の上端部に螺合
して、図示のような状態とした時に、Ｈ形鋼１Ａのフランジ１１が厚いためにフランジ１
１の下面と固定金具４の上面との間隔が狭くなっていると、前記固定金具４の場合にはナ
ット９が固定金具４のナット嵌合部５に嵌まり込んでナット９をフランジ１１下面側へ締
め回すことができなくなるが、下部側にナット嵌合部５を形成し、上部側にナット遊嵌部
２５を形成した固定金具２４では、図５の(b) から分かるように、上部側のナット遊嵌部
２５でナット９を回転させることができるため、この上部側のナット遊嵌部２５にナット
９を位置させることにより、フランジ１１下面と固定金具２４上面との隙間が狭くても、
ナット９を手で回してフランジ１１下面に当接させることができる。
【００２０】
　図６は、上記のようにナット９を締め回してフランジ１１の下面に当接させると共に、
固定金具２４を持ち上げて、下部側のナット嵌合部５をナット９に回転不能に嵌合させ、
この状態で両側の取付板部７，７をフランジ１の下面にビス１９によって固定した状態を
示している。尚、ナット９を図５の(a) ，(b) に示すように上部側のナット遊嵌部２５に
位置させて締め回す時に、ナット９は固定金具２４の上面からナット高さの半分程度しか
突出していないが、図２及び図５の(a) から分かるように、ナット嵌合部５及びナット遊
嵌部２５は凹溝状に形成されて、この凹溝の両端側が開口しているため、その開口端部を
利用すれば、容易にナット９を回転操作することができる。
【００２１】
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　図７の(a) ，(b) は、水平屋根枠としてリップ溝形材（Ｃ形チャンネル材）１Ｂを使用
した吊り金具落下防止装置の取付構造を示す。(a) の場合には、図３～図６に示すものと
同じタイプの吊り金具２Ａをリップ溝形材１Ｂの下部片１１に掛止して、その下部片１３
のネジ孔８にねじ込んだ吊りボルト３の上端をリップ溝形材１Ｂの下面に押し付けるよう
にして取り付ける吊り金具２Ａの取付け時に、その下部片１３より上方に突出する吊りボ
ルト３の上端部に固定金具４の吊りボルト挿通孔６を挿通させると共に、固定金具４の上
側でナット９を吊りボルト３の上端部に螺合しておき、しかして吊りボルト３の上端をリ
ップ溝形材１Ｂの下面に押し付け、ナット９を回してリップ溝形材１Ｂ下面に当接させた
状態で、固定金具４のナット嵌合部５をナット９に嵌合させて、取付板部７，７をリップ
溝形材１Ｂの下面にビス１９で固定している。
【００２２】
　図７の(b) は、図３～図６に示す実施形態とは多少異なったタイプの吊り金具２Ｂを使
用した吊り金具落下防止装置の取付構造を示す。この吊り金具２Ｂは、略下向き略Ｕ字状
に折曲された上部片１２と、水平状の下部片１３と、上両下部片１２，１３をつなぐ連結
片１４とで略Ｃ字状に形成され、下部片１３に吊りボルト３をねじ込むネジ孔８が設けら
れたもので、略下向き略Ｕ字状の上部片１２がリップ溝形材１Ｂの下部片１１のリップ１
１ａに係嵌されるようになっている。固定金具４の構造及びその作用については、先の実
施形態と同様である。
【符号の説明】
【００２３】
１Ａ　　　　　Ｈ形鋼（水平屋根枠）
１Ｂ　　　　　リップ溝形材（水平屋根枠）
２Ａ　　　　　吊り金具
２Ｂ　　　　　吊り金具
３　　　　　　吊りボルト
Ｍ　　　　　　板金
４　　　　　　固定金具
５　　　　　　ナット嵌合部
５ｏ　　　　　底板部
６　　　　　　吊りボルト挿通孔
７　　　　　　取付板部
８　　　　　　ネジ孔
９　　　　　　ナット
１０　　　　　ビス挿通孔
１１　　　　　Ｈ形鋼のフランジ（水平屋根枠の下部）
１２　　　　　吊り金具の上部片
１３　　　　　吊り金具の下部片
１４　　　　　吊り金具の連結片
１９　　　　　ビス
２４　　　　　固定金具
２５　　　　　ナット遊嵌部
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