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(57)【要約】
【課題】室内において設備機器を安定して設置しつつ、
室内レイアウトの変更に柔軟に対応可能な設備フレーム
を提供する。
【解決手段】一対の梁４Ａ，４Ｂを有する構造躯体３に
おいて、構造躯体３が形成する室内の天井側に設備機器
を配置する設備フレーム１である。設備フレーム１は、
梁間方向Ａ２に延在し、梁４Ａ，４Ｂに対して当接する
当接面部１ｂが両端に設けられると共に、当接面部１ｂ
の間に設備機器を取り付ける取付穴部３２が複数設けら
れたウエブ２８と、ウエブ２８の縁部２８ａから起立し
た一対のフランジ２９とを備える。取付穴部３２は、第
１の貫通取付穴３２ａと、第１の貫通取付穴３２ａを挟
むように設けられた一対の第２の貫通取付穴３２ｂとを
有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の梁と、第２の梁と、を有する構造躯体において、前記構造躯体が形成する室内の
天井側に設備機器を配置する設備フレームであって、
　前記第１の梁から前記第２の梁に向かう梁間方向に延在し、前記第１の梁及び前記第２
の梁に対して当接する当接面部が両端に設けられると共に、前記当接面部の間に前記設備
機器を取り付ける取付穴部が複数設けられた機器配置片部と、
　前記梁間方向に延在し、前記機器配置片部の一方の縁部から起立した第１の補強片部と
、
　前記梁間方向に延在し、前記機器配置片部又は前記第１の補強片部から起立した第２の
補強片部と、を備え、
　前記取付穴部は、第１の貫通取付穴と、前記梁間方向に沿って前記第１の貫通取付穴を
挟むように設けられ前記第１の貫通取付穴よりも小さい直径を有する一対の第２の貫通取
付穴と、を有する、設備フレーム。
【請求項２】
　前記第１の貫通取付穴及び前記第２の貫通取付穴は、円形である、請求項１に記載の設
備フレーム。
【請求項３】
　前記第２の補強片部は、前記機器配置片部の他方の縁部から起立している、請求項１又
は２に記載の設備フレーム。
【請求項４】
　前記第２の補強片部は、前記機器配置片部に対して平行に配置され、前記第１の補強片
部から起立している、請求項１又は２に記載の設備フレーム。
【請求項５】
　室内の天井側に設備機器が配置された設備配置構造であって、
　前記天井側に配置された第１の梁と、
　前記天井側に配置された第２の梁と、
　前記第１の梁から前記第２の梁に向かう梁間方向に延在し、前記第１の梁及び前記第２
の梁に対して当接する当接面部が両端に設けられると共に、前記当接面部の間に前記設備
機器を取り付ける取付穴部が複数設けられた機器配置片部、前記梁間方向に延在し、前記
機器配置片部の一方の縁部から起立した第１の補強片部、及び前記梁間方向に延在し、前
記機器配置片部又は前記第１の補強片部から起立した第２の補強片部を有する設備フレー
ムと、を備え、
　前記取付穴部は、第１の貫通取付穴と、前記梁間方向に沿って前記第１の貫通取付穴を
挟むように設けられ、前記第１の貫通取付穴よりも小さい直径を有する一対の第２の貫通
取付穴と、を有する、設備配置構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室内の天井側に設備機器を配置するための設備フレーム、及び設備フレーム
を備える設備配置構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、二重天井を有しない部屋の天井側に照明装置といった設備機器を配置する場合、
部屋の天井面のスラブや鉄骨から吊り下げられた吊り下げ材の先端にレースウェイと呼ば
れる金属線ぴを固定し、この金属線ぴに設備機器を取り付けていた。また、特許文献１に
は、オフィスにおけるＯＡ機器用ケーブルの配線機構が記載されている。この配線機構で
は、ＯＡ機器用ケーブルがケーブル受け上に配置される。ケーブル受けは、天井から吊り
下げられた複数の吊棒の下端に固定され、天井近傍において吊り下げられている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２６３２４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述したレースウェイと特許文献１に記載されたケーブル受けは、天井から吊り下げら
れた部材の先端に取り付けられている。このような吊下げ構造では、地震時の横振れ、レ
ースウェイやケーブル受けの長手方向に沿った振れに対する強度が不足して、レースウェ
イやケーブル受けに取り付けられた設備機器の揺れを生じるおそれがある。また、設備機
器は、室内レイアウトの変更に伴い配置される位置が変更されたり、配置される機器が追
加或いは変更されることもある。
【０００５】
　そこで、本発明は、室内において設備機器を安定して設置しつつ、室内レイアウトの変
更に柔軟に対応可能な設備フレーム、及び当該設備フレームを備える設備配置構造を提供
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態は、第１の梁と、第２の梁と、を有する構造躯体において、構造躯
体が形成する室内の天井側に設備機器を配置する設備フレームである。設備フレームは、
第１の梁から第２の梁に向かう梁間方向に延在し、第１の梁及び第２の梁に対して当接す
る当接面部が両端に設けられると共に、当接面部の間に設備機器を取り付ける取付穴部が
複数設けられた機器配置片部と、梁間方向に延在し、機器配置片部の一方の縁部から起立
した第１の補強片部と、梁間方向に延在し、機器配置片部又は第１の補強片部から起立し
た第２の補強片部と、を備えている。取付穴部は、第１の貫通取付穴と、梁間方向に沿っ
て第１の貫通取付穴を挟むように設けられ第１の貫通取付穴よりも小さい直径を有する一
対の第２の貫通取付穴と、を有している。
【０００７】
　この設備フレームでは、第１の補強片部が機器配置片部から起立し、第２の補強片部が
機器配置片部又は第１の補強片部から起立している。このような構成を有する設備フレー
ムはＣ形状の断面を有するため、良好な断面性能が確保される。このため、両端支持の構
成において、設備フレームは、自重及び設備フレームに取り付けられた設備機器の重量に
耐えることが可能になる。そして、設備フレームは、構造躯体を構成する強固な第１の梁
及び第２の梁の間に掛け渡されて、それぞれの梁に対して直接に当接面部が当接し、固定
されているので、振れに対する強度が向上する。従って、設備機器を安定して室内に配置
することができる。更に、設備フレームには、複数の取付穴部が設けられているので、設
備機器の取り付け位置を所望の位置に変更することが可能である。また、複数の取付穴部
のそれぞれは、第１の貫通取付穴と第２の貫通取付穴とを有しているので、様々な設備機
器の取り付けに対応することが可能である。従って、設備機器の配置の自由度が高まるの
で、室内レイアウトの変更に柔軟に対応することができる。
【０００８】
　第１の貫通取付穴及び第２の貫通取付穴は、円形である。円形の穴は、ドリル等により
容易に加工することが可能であるので、設備フレームを容易に製造することができる。
【０００９】
　第２の補強片部は、機器配置片部の他方の縁部から起立している。このような第２の補
強片部によれば、設備フレームの断面形状は、Ｃ字状の断面において開口部が鉛直上側に
向いた形状になる。この断面形状によれば、機器配置片部を底面とし、第１の補強片部及
び第２の補強片部を壁部とした設備配置空間が形成される。この設備配置空間にケーブル
等の設備機器を配置した場合には、第１の補強片部及び第２の補強片部が脱落防止のため
の壁部として機能する。また、第１の補強片部及び第２の補強片部が設備配置空間に配置
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した設備機器を隠すための壁部として機能する。従って、設備フレームの構造を簡素化し
つつ、意匠性を向上させることができる。
【００１０】
　第２の補強片部は、機器配置片部に対して平行に配置され、第１の補強片部から起立し
ている。このような第２の補強片部によれば、設備フレームの断面形状は、Ｃ字状の断面
において開口部が水平方向に向いた形状になる。このような断面形状によれば、設備フレ
ームの充分な断面性能を確保することが可能になる。従って、設備フレームを梁間隔の長
い箇所にも配置することができる。
【００１１】
　また、本発明の別の実施形態は、室内の天井側に設備機器が配置された設備配置構造で
ある。設備配置構造は、天井側に配置された第１の梁と、天井側に配置された第２の梁と
、第１の梁から第２の梁に向かう梁間方向に延在し、第１の梁及び第２の梁に対して当接
する当接面部が両端に設けられると共に、当接面部の間に設備機器を取り付ける取付穴部
が複数設けられた機器配置片部、梁間方向に延在し、機器配置片部の一方の縁部から起立
した第１の補強片部、及び梁間方向に延在し、機器配置片部又は第１の補強片部から起立
した第２の補強片部を有する設備フレームと、を備えている。取付穴部は、第１の貫通取
付穴と、梁間方向に沿って第１の貫通取付穴を挟むように設けられ、第１の貫通取付穴よ
りも小さい直径を有する一対の第２の貫通取付穴と、を有している。
【００１２】
　この設備配置構造は、設備フレームを備えている。この設備フレームは、第１の補強片
部が機器配置片部から起立し、第２の補強片部が機器配置片部又は第１の補強片部から起
立している。このような構成を有する設備フレームはＣ形状の断面を有するため、良好な
断面性能が確保される。このため、設備フレームは、両端支持の構成において、設備フレ
ームが自重及び設備フレームに取り付けられた設備機器の重量に耐えることが可能になる
。従って、構造躯体を構成する強固な第１の梁及び第２の梁の間に掛け渡されて、それぞ
れの梁に対して直接に固定されているので、振れに対する強度を向上することができる。
従って、設備機器を安定して室内に配置することができる。更に、設備フレームには、複
数の取付穴部が設けられているので、設備機器の取り付け位置を所望の位置に変更するこ
とが可能である。また、複数の取付穴部のそれぞれは、第１の貫通取付穴と第２の貫通取
付穴とを有しているので、様々な設備機器の取り付けに対応することが可能である。従っ
て、設備機器の配置の自由度が高まるので、室内レイアウトの変更に柔軟に対応すること
ができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、室内において設備機器を安定して設置しつつ、室内レイアウトの変更
に柔軟に対応可能な設備フレーム、及び当該設備フレームを備える設備配置構造が提供さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係る設備配置構造の斜視図である。
【図２】天井近傍におけるケーブル類の配置例を示す断面図である。
【図３】図１に示された梁の断面図である。
【図４】図１に示された設備フレームの断面図である。
【図５】図１に示された設備フレームの斜視図である。
【図６】本発明の変形例に係る設備フレームの断面図である。
【図７】本発明の変形例に係る取付穴部同士の位置関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、添付図面を参照しながら本発明を実施するための形態を詳細に説明する。図面の
説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
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【００１６】
　図１及び図２に示されるように、実験室やオフィスルームといった、設備フレーム１が
設置される部屋２は、構造躯体３によって形成された空間である。構造躯体３は、Ｈ鋼と
いった鋼材が組み合わされて形成されている。鉛直方向に配置されたＨ鋼は、コンクリー
トに埋め込まれて柱をなしている。これら柱の間において水平方向に掛け渡されたＨ鋼は
、梁４Ａ，４Ｂをなしている。設備フレーム１が配置される部屋２は、いわゆる二重天井
構造を有するものではなく、上階６Ａ（図２参照）の床スラブ７が下階６Ｂの天井面７ａ
をなしている。また、部屋２は、梁４Ａ，４Ｂが化粧板等により覆われることなく、室内
から視認可能とされている。そして、梁４Ａ，４Ｂの間には、複数の設備フレーム１が掛
け渡されている。
【００１７】
　このような部屋２の室内には、様々な設備や備品が配置される。天井面７ａの近傍には
、電気配線や通信用ケーブルといったケーブル類８がケーブルラック９によって配置され
ている。また、天井面７ａの近傍には、空調用の排気ダクトや水配管といった配管類１１
も配置されている。更には、天井面７ａの近傍には、空調機器、照明器具１２、火災感知
器１３、スピーカー１４といった室内用設備なども配置されている。例えば、これらケー
ブル類８や配管類１１は、設備フレーム１上に掛け渡されるように配置された収容ケース
１７内に配置されていてもよい（図２参照）。以下の説明において、設備機器とは、これ
らケーブル類８、配管類１１及び室内用設備を含むものとする。
【００１８】
　更に、部屋２の室内には、天井面７ａの近傍に配置されたケーブル類８を実験台１８等
の机上に敷設するための設備ポール１９が配置されている。設備ポール１９は、天井面７
ａの近傍から床面２０に向かって延在する柱状の構造物である。また、部屋２の壁面２１
には、分電盤２２、コンセント２３及びＬＡＮ用アウトレット２４などが配置されている
。これら分電盤２２、コンセント２３及びＬＡＮ用アウトレット２４にも、天井面７ａの
近傍に配置されたケーブル類８が引き回されることにより接続されている。
【００１９】
　以下、本実施形態に係る設備配置構造１０及び設備フレーム１について詳細に説明する
。
【００２０】
　設備配置構造１０は、設備フレーム１と、構造躯体３とを備えている。構造躯体３は、
梁（第１の梁）４Ａと、梁（第２の梁）４Ｂとを有している。梁４Ａ及び梁４Ｂは、それ
ぞれの延在方向Ａ１と直交する梁間方向Ａ２に沿って互いに離間して配置されている。換
言すると、梁４Ａに対して梁４Ｂは略平行に配置されている。梁４Ａ，４Ｂとの間隔は、
例えば２．３ｍ～３．６ｍであり、一例として３ｍである。図３に示されるように、梁４
Ａは、Ｈ形鋼であり、一対のフランジ４ａが上下方向に配置されている。下方のフランジ
４ａには、設備フレーム１の一端が載置されている。そして、これら梁４Ａ，４Ｂに対し
て設備フレーム１は溶接などにより固定されている。
【００２１】
　梁４Ａのフランジ４ａには、電源ケーブル８ａやＣＤ管２６に挿入された通信ケーブル
８ｂといったケーブル類８が敷設されている。また、フランジ４ａの縁部４ｂには、ケー
ブル類８の脱落防止のため複数のケーブル敷設用フック２７が取り付けられている。この
ケーブル敷設用フック２７には、構造躯体３を組み立てる際に作業者の墜落を防止するた
めの墜落防止ネット用フックを利用してもよい。また、梁４Ａ，４Ｂのウエブ４ｃには、
ケーブル類８を挿通させるケーブル挿通穴４ｄが設けられている。このケーブル挿通穴４
ｄは、例えば、設備フレーム１が取り付けられた位置の近傍のウエブ４ｃに形成されてい
る。このようなケーブル挿通穴４ｄによれば、梁４Ａを挟むように設備フレーム１が配置
された構成において、一方の設備フレーム１から他方の設備フレーム１に向けてケーブル
類８を敷設することができる。また、ケーブル挿通穴４ｄは、設備フレーム１の上端縁１
ａよりも高い位置に形成されている。具体的には、このケーブル挿通穴４ｄは、フランジ
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４ａから高さＨだけ離間した位置に設けられている。例えば、この高さＨは、フランジ４
ａにおけるフランジ幅Ｗの６分の１以上である。このような位置に設けられたケーブル挿
通穴４ｄによれば、梁４Ａの強度を確保しつつ、ケーブル類８の敷設の自由度を高めるこ
とができる。
【００２２】
　図４に示されるように、設備フレーム１は、断面Ｃ字状のＣ形鋼である。建築分野にお
いて、Ｃ形鋼（溝形鋼）は、例えば天井板を吊り下げるための吊りボルトを配置するため
の梁として用いられる。Ｃ形鋼は、ウエブ２８と、一対のフランジ２９とを有している。
Ｃ形鋼においてウエブ２８の幅Ｂ１は、フランジ２９Ａ，２９Ｂの幅Ｂ２よりも長い。ま
た、一対のフランジ２９は、ウエブ２８の延在方向（即ち梁間方向Ａ２）に沿った一対の
縁部２８ａのそれぞれから起立している。そして、設備フレーム１は、ウエブ２８が底面
となるように梁４Ａ，４Ｂのフランジ４ａ上に配置されている（図１参照）。すなわち、
設備フレーム１は、Ｃ形鋼の開口部３１が鉛直上方を向くように配置されている。このよ
うな配置によれば、ウエブ２８が設備取付片部をなし、フランジ２９Ａが第１の補強片部
をなし、フランジ２９Ｂが第２の補強片部をなす。
【００２３】
　設備フレーム１は、機器配置片部をなすウエブ２８を底面とし、第１の補強片部及び第
２の補強片部をなすフランジ２９Ａ，２９Ｂを壁部とした設備配置空間Ｓを有している。
この設備配置空間Ｓには、ケーブル類８が配置される。電源ケーブル８ａといった強電系
ケーブルと、通信ケーブル８ｂといった弱電系ケーブルとは、互いに分離して配置するこ
とが好ましい。そこで、通信ケーブル８ｂをＣＤ管２６に挿入した構成としてもよい。
【００２４】
　ウエブ２８の幅Ｂ１とフランジ２９Ａ，２９Ｂの幅Ｂ２とは、断面二次モーメント、断
面二次半径、断面係数といった設備フレーム１の断面性能に影響する。また、設備フレー
ム１は、梁４Ａ，４Ｂ間に配置されるため、いわゆる両端支持の支持構造になる。従って
、両端支持された設備フレーム１のたわみが許容量以下となるように、設備フレーム１の
断面性能を決定する。具体的には、断面二次モーメント、断面二次半径、断面係数といっ
た設備フレーム１の断面性能は、ウエブ２８の幅Ｂ１とフランジ２９Ａ，２９Ｂの幅Ｂ２
等に基づいている。そこで、梁４Ａ，４Ｂの間隔、設備フレーム１に配置される設備機器
の総重量等を設計条件として、必要な断面性能を算出し、必要な断面性能を満たすウエブ
２８の幅Ｂ１とフランジ２９Ａ，２９Ｂの幅Ｂ２とを決定する。
【００２５】
　設備フレーム１のウエブ（設備取付片部）２８の両端には、梁４Ａ又は梁４Ｂに対して
当接する当接面部１ｂが設けられている（図３参照）。そして、これら当接面部１ｂの間
には、設備機器を取り付ける取付穴部３２が複数設けられている。図５に示されるように
、照明器具１２といった室内機器を設置する場合には、設備フレーム１内に敷設されてい
る電源ケーブル８ａといったケーブル類８を接続すると共に室内機器本体を設備フレーム
１に対して固定する必要がある。従って、取付穴部３２は、ケーブル類８を接続するため
の穴として第１の貫通取付穴３２ａを有し、室内機器を固定するための穴として一対の第
２の貫通取付穴３２ｂを有している。
【００２６】
　本実施形態の第１の貫通取付穴３２ａは、電源ケーブル８ａを挿通させるための電源配
線口である。第１の貫通取付穴３２ａは、比較的直径寸法の大きい穴とされている。第１
の貫通取付穴３２ａは、第２の貫通取付穴３２ｂよりも大きい直径を有し、例えば直径が
１５ｍｍ～３０ｍｍとされ、一例として２５ｍｍである。
【００２７】
　第２の貫通取付穴３２ｂは、主に室内機器を固定するための取付用ビス穴である。図４
に示されるように、設備フレーム１に対して照明器具１２を固定する場合には、ボルト３
３が利用される。このボルト３３は、例えば照明器具１２の重量を支持することが可能な
軸径を有している。このボルト３３が、ウエブ２８の内側から照明器具１２に向かって第
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２の貫通取付穴３２ｂに挿入され、突出したねじ部３３ｂにナット３４がねじ込まれてい
る。従って、第２の貫通取付穴３２ｂは、ボルト３３の軸径よりも僅かに大きく、且つボ
ルト３３の頭部３３ａの直径よりも小さい。第２の貫通取付穴３２ｂは、例えば、直径が
５ｍｍ～１５ｍｍとされ、一例として１５ｍｍである。このような構成によれば、ボルト
３３の頭部３３ａが設備配置空間Ｓ側に配置されるので、ボルト３３のねじ部３３ｂとケ
ーブル類８とが接触することがない。従って、ケーブル類８を保護することができる。
【００２８】
　再び図５に示されるように、第２の貫通取付穴３２ｂは、設備フレーム１の延在方向Ａ
３に沿って第１の貫通取付穴３２ａを挟むように設けられている。具体的には、第１の貫
通取付穴３２ａ及び第２の貫通取付穴３２ｂは、それぞれの中心軸線Ｃ１，Ｃ２が設備フ
レーム１の延在方向Ａ３と平行な仮想線Ｌ１上に位置するように形成されている。また、
第２の貫通取付穴３２ｂの中心軸線Ｃ２と、第１の貫通取付穴３２ａの中心軸線Ｃ１との
間の仮想線Ｌ１に沿った長さＢ３は、２０ｍｍ～５０ｍｍであり、一例として４２ｍｍで
ある。この長さＢ３は、第１の貫通取付穴３２ａから一方の第２の貫通取付穴３２ｂと、
第１の貫通取付穴３２ａから他方の第２の貫通取付穴３２ｂと、で互いに等しい。すなわ
ち、第２の貫通取付穴３２ｂは、第１の貫通取付穴３２ａの中心軸線Ｃ１を通り、且つ仮
想線Ｌ１と直交する線Ｌ２に対して線対称の位置にある。
【００２９】
　このような第１の貫通取付穴３２ａと第２の貫通取付穴３２ｂとを有する取付穴部３２
は、設備フレーム１の延在方向Ａ３に沿って所定の間隔をもって複数形成されている。取
付穴部３２同士の間隔とは、互いに隣り合う取付穴部３２同士における第１の貫通取付穴
３２ａの中心軸線Ｃ１間の長さＢ４をいう。長さＢ４は、１００ｍｍ～５００ｍｍであり
、一例として３００ｍｍである。
【００３０】
　設備配置構造１０及び設備フレーム１では、一対のフランジ２９Ａ，２９Ｂがウエブ２
８の縁部２８ａから起立している。このような構成を有する設備フレーム１はＣ形状の断
面を有するため、良好な断面性能が確保される。このため、両端支持の構成において、設
備フレーム１は、自重及び設備フレーム１に取り付けられた設備機器の重量に耐えること
が可能になる。設備フレーム１は、構造躯体３を構成する強固な梁４Ａ，４Ｂの間に掛け
渡されて、当接面部１ｂが当接している。そして、設備フレーム１は、それぞれの梁４Ａ
，４Ｂに対して直接に固定されているので、振れに対する強度が向上する。従って、設備
機器を安定して室内に配置することが可能になるので、耐震性を高めることができる。
【００３１】
　更に、設備フレーム１は充分な強度を有しているので、梁４Ａ，４Ｂに固定された両端
の他に、吊り下げ支持等を施す必要がない。従って、吊り下げ支持材を配置する作業が不
要になるので、設備配置構造１０の施工性を向上させると共に、設備配置構造１０の施工
コストを低減することができる。
【００３２】
　設備フレーム１の断面形状は、Ｃ字状の断面において開口部３１が鉛直上側に向いた形
状である。この断面形状によれば、ウエブ２８を底面とし、一対のフランジ２９を壁部と
した設備配置空間Ｓが形成される。この設備配置空間Ｓにケーブル類８を配置した場合に
は、一対のフランジ２９が脱落防止のための壁部として機能する。また、一対のフランジ
２９が設備配置空間Ｓに配置したケーブル類８を隠すための目隠しとして機能する。従っ
て、設備フレーム１の構造を簡素化しつつ、設備配置構造１０の意匠性を向上させること
ができる。
【００３３】
　設備フレーム１は、複数の取付穴部３２を有している。従って、室内のレイアウト変更
に伴って、設備機器の設置位置が変更される場合であっても、柔軟に対応することができ
る。更に、これら取付穴部３２は、第１の貫通取付穴３２ａと第２の貫通取付穴３２ｂと
を有しているので、様々な設備機器の取り付けに対応することが可能になる。従って、設
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備機器の配置の自由度を高めることができる。
【００３４】
　第１の貫通取付穴３２ａ及び第２の貫通取付穴３２ｂは、円形である。円形の穴は、ド
リル等により容易に加工することが可能であるので、設備フレーム１を容易に製造するこ
とができる。特に、本実施形態では、鋼材といった高強度の材料により形成された設備フ
レーム１を利用している。従って、長穴等の切削加工には多くの労力を要する虞がある。
そこで、設備フレーム１では、第１の貫通取付穴３２ａ及び第２の貫通取付穴３２ｂの形
状を円形としている。円形穴は、ドリルの穴あけ加工により形成することができ、長穴の
加工に対して比較的容易に加工することが可能である。従って、設備フレーム１を容易に
製造することができる。
【００３５】
　また、設備フレーム１には、梁４Ａ，４Ｂに取り付けられる前に、予め複数の取付穴部
３２が設けられているので、施工現場において穴あけ作業を実施する必要がない。従って
、設備配置構造１０の施工性を向上させることができる。
【００３６】
　本発明は、前述した実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変
形が可能である。
【００３７】
　例えば、上記実施形態では、設備フレーム１は、互いに平行に配置された梁４Ａと梁４
Ｂとの間に掛け渡されていた。しかし、設備フレームが掛け渡される梁同士は、互いに平
行でなくてもよい。例えば、設備フレームは、それぞれの延在方向が互いに交差（例えば
９０度）するように配置された第１の梁と第２の梁との間に掛け渡されてもよい。
【００３８】
　例えば、図６に示されるように、Ｃ字状の断面を有する設備フレーム１Ａにおいて、一
方のフランジ２９Ｃを機器配置片部としてもよい。設備フレーム１Ａでは、フランジ２９
Ｃに複数の取付穴部３２が形成されている。そして、ウエブ２８Ｂが壁部として機能する
。このような構成によれば、設備フレーム１Ａの開口部３１が水平方向に向く。従って、
この開口部３１側からケーブル類８が脱落しないように、機器配置片部をなすフランジ２
９Ｃの縁部２９ｅには、脱落防止フック３６を取り付けている。
【００３９】
　このような断面形状によれば、設備フレーム１Ａの充分な断面性能を確保することが可
能になる。例えば、断面係数（Ｉ＝ｂ×ｈ３／１２）は高さｈの３乗に比例する。そうす
ると、矩形状の断面を有する設備フレーム１Ａは、フランジ２９Ｃ，２９Ｄよりも幅が大
きいウエブ２８Ｂを縦方向とする配置が断面性能の向上の点において有利である。このよ
うな配置によれば、設備フレーム１Ａの断面性能が向上するので、許容する設備機器の重
量を増加させたり、設置可能な梁間隔を広げることができる。
【００４０】
　また、取付穴部３２同士の間隔（長さＢ４）は、設備フレーム１の全体にわたって等間
隔であってもよいし、互いに異なっていてもよい。また、図７に示されるように、取付穴
部３２同士が近接して形成されていてもよい。例えば、第１の貫通取付穴３２ａと第２の
貫通取付穴３２ｂとの長さＢ３を２倍した長さ（Ｂ３×２）が、取付穴部３２の間の長さ
Ｂ４より大きくてもよい（Ｂ３×２＞Ｂ４）。
【００４１】
　また、設備フレーム１は、第１の貫通取付穴３２ａ及び第２の貫通取付穴３２ｂに加え
て、機器配置片部の所望の位置に形成された第３の貫通取付穴を有していてもよい。この
第３の貫通取付穴は、第１の貫通取付穴３２ａ又は第２の貫通取付穴３２ｂと同じ直径で
あってもよいし、異なる直径であってもよい。また、第３の貫通取付穴は、仮想線Ｌ１上
において、互いに隣り合う取付穴部３２の間に設けられていてもよいし、第１の貫通取付
穴３２ａと、第２の貫通取付穴３２ｂとの間に設けられていてもよい。また、第３の貫通
取付穴は、仮想線Ｌ１と直交する線Ｌ２上において、第１の貫通取付穴３２ａを挟むよう
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【００４２】
　また、設備フレーム１には、第１の貫通取付穴３２ａ及び第２の貫通取付穴３２ｂを含
む取付穴部３２が繰り返し設けられていてもよいし、第１の貫通取付穴３２ａ及び第２の
貫通取付穴３２ｂを含む取付穴部３２と、第１の貫通取付穴３２ａ、第２の貫通取付穴３
２ｂ及び第３の貫通取付穴を含む取付穴部と、が混在して設けられていてもよい。
【００４３】
　また、設備フレーム１には、ケーブル類８の他に、直径が比較的小さい細物配管や、空
調用ダクト、ケーブルラック等を配置してもよい。
【００４４】
　また、梁４Ａ，４Ｂのフランジ４ａには、ケーブル類８の他に、配管類１１、空調用ダ
クト、空調冷媒管、ケーブルラック等を配置してもよい。
【符号の説明】
【００４５】
１，１Ａ…設備フレーム、１ｂ…当接面部、２…部屋、３…構造躯体、４Ａ…梁（第１の
梁）、４Ｂ…梁（第２の梁）、４ａ…フランジ、４ｂ…縁部、４ｃ…ウエブ、４ｄ…ケー
ブル挿通穴、６Ａ…上階、６Ｂ…下階、７…床スラブ、７ａ…天井面、８…ケーブル類、
８ａ…電源ケーブル、８ｂ…通信ケーブル、９…ケーブルラック、１０…設備配置構造、
１１…配管類、１２…照明器具、１３…火災感知器、１４…スピーカー、１７…収容ケー
ス、１８…実験台、１９…設備ポール、２０…床面、２１…壁面、２２…分電盤、２３…
コンセント、２４…ＬＡＮ用アウトレット、２６…ＣＤ管、２７…ケーブル敷設用フック
、２８…ウエブ（機器配置片部）、２８Ｂ…ウエブ（第１の補強片部）、２８ａ…縁部、
２９…一対のフランジ、２９Ａ…フランジ（第１の補強片部）、２９Ｂ…フランジ（第２
の補強片部）、２９Ｃ…フランジ（機器配置片部）、２９Ｄ…フランジ（第２の補強片部
）、２９ｅ…縁部、３２…取付穴部、３２ａ…第１の貫通取付穴、３２ｂ…第２の貫通取
付穴、３３…ボルト、３４…ナット、３６…脱落防止フック、Ａ２…梁間方向、Ｌ１…仮
想線、Ｓ…設備配置空間。
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