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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　垂直吊り材として用いる吊りボルトで横架材を懸吊し、この横架材に被支持体を水平に
支持するように構成した吊り下げ式支持装置の吊りボルトに装着する座屈防止具であって
、吊りボルト自体の対向する長手側面に沿ってそれぞれ配置される一対の側面補強材を形
成し、該側面補強材にて吊りボルトの周囲を密着状態で囲むように側面補強材相互を連結
する強化体を構成し、吊りボルトが軸方向の圧縮力を受けたときに吊りボルトの座屈を強
化体が防止するように設けたことを特徴とする吊り下げ式支持装置用座屈防止具。
【請求項２】
　前記強化体は、前記側面補強材と該側面補強材相互を連結せしめる連結ボルトとで構成
され、前記側面補強材は、平断面Ｌ字状を成し前記吊りボルトの外側面を囲む補強部と、
該補強部の両端からそれぞれ延長され前記側面補強材を連結せしめる連結ボルトを挿通す
る連結片とが設けられ、前記側面補強材相互の重合した連結片相互を連結ボルトにて連結
するように構成した請求項１記載の吊り下げ式支持装置用座屈防止具。
【請求項３】
　前記強化体において、前記側面補強材の内側面に側面補強材の長手方向に沿って間隔を
開けて設置される複数のスペーサー又は、長手方向に沿って連続するスペーサーを備え、
該スペーサーを介して前記側面補強材相互を連結するように設けられ、前記強化体の内径
が前記吊りボルトの上下端部にネジ止めされる固定ナットを囲むサイズに構成した請求項
１又は２記載の吊り下げ式支持装置用座屈防止具。
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【請求項４】
　前記強化体は、前記側面補強材と該側面補強材相互を連結せしめる連結ボルトとで構成
され、前記側面補強材は、平面コ字状を成し前記吊りボルトの外側面を三方向から囲む補
強部が形成され、前記側面補強材の内側面に側面補強材の長手方向に沿って間隔を開けて
設置される複数のスペーサー又は、長手方向に沿って連続するスペーサーを備え、該スペ
ーサーを介して組み合わせた側面補強材相互を貫通する連結ボルトにて連結するように構
成した請求項１記載の吊り下げ式支持装置用座屈防止具。
【請求項５】
　前記強化体において、前記スペーサーは、平断面Ｌ字形状、Ｖ字形状、半円形状等を成
し、前記側面補強材相互を連結したときに前記吊りボルトの外側面を前記スペーサーにて
周囲から圧着するように構成した請求項３又は４記載の吊り下げ式支持装置用座屈防止具
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吊り下げ式支持装置の耐震性能を高める吊り下げ式支持装置用座屈防止具に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電気設備等で使用されている吊り下げ式支持装置は、例えば、天井スラブに配設した吊
りボルト等の垂直吊り材で横架材を懸吊し、この横架材にダクトやケーブル、パイプ等を
水平に支持する装置である。
【０００３】
　この種の吊り下げ式支持装置の耐震強度を高めるために、「建築設備耐震設計・施工指
針」に基づいた耐震措置が行なわれている。この指針には、吊り下げ式支持装置の耐震支
持方式として、Ａ種とＢ種の２種類の耐震支持方式が示されている。
【０００４】
　Ａ種耐震支持方式は、地震の強い揺れでも変形しないように強度の高い部材を垂直吊り
材に用いる方式である。そのため、このＡ種耐震支持では、例えばＬ形鋼のような強固な
部材を用いるので極めて強力な強度が得られる。ところが、重量のある形鋼の上下端を強
固に固定する必要があるので、垂直吊り材の取付け施工に多大な手間と時間がかかり、コ
スト高になる不都合がある。
【０００５】
　一方、Ｂ種耐震支持方式は、垂直吊り材及び斜材にボルトを用いる簡易な方式である。
このＢ種耐震支持方式では、地震の揺れで斜材に加わる張力の上下成分により吊りボルト
に作用する圧縮力を、ラックやケーブル、パイプなど部材の重量から伝わる引張力で相殺
させることで、地震時における吊りボルトの変形を防止する方式である。
【０００６】
　このＢ種耐震支持方式によると、吊りボルトを垂直吊り材に用いる簡易な方式であるた
め、施工も容易でコスト安となる。しかしながら、垂直吊り材へ作用する圧縮力を、垂直
吊り材で支持する各部材の重量による引張力で相殺させる構造であるから、水平地震力に
より発生する圧縮力が、重量による引っ張り力より大きい場合にＡ種耐震支持方式に比べ
て強度は弱くなる不都合がある。
【０００７】
　そこで、当出願人は、これら従来の耐震支持方式の不都合を解消し、Ｂ種耐震支持方式
の簡易な施工が可能で、Ａ種耐震支持方式と同様の耐座屈強度を兼ね備えた吊り下げ式支
持装置を先に出願している（特許文献１,２参照）。
【０００８】
　特許文献１の吊り下げ式支持装置は、管状体や溝形鋼材から成る圧縮力抵抗体を形成し
、この圧縮力抵抗体で垂直吊り材に用いる吊りボルトを囲むように装着したものである。
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そして、吊りボルトに軸方向の圧縮力が作用する際に、圧縮力抵抗体の上下両端が垂直吊
り材の上下の取付部間に接触して圧縮力に抵抗し、吊りボルトの座屈を防止するものであ
る。
【０００９】
　また、特許文献２の吊り下げ式支持装置は、天井スラブに固定したアングル材（水平材
）に吊りボルトを連結する場合の圧縮力抵抗体に関するものである。そして、この圧縮力
抵抗体においても上下両端が垂直吊り材の横架材と上部取付具間に接触して圧縮力に抵抗
することで、吊りボルトの座屈を防止する構成を成している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特許第３１５６１５３号公報
【特許文献２】特許第２９６１３６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　このように、従来の圧縮力抵抗体は、圧縮力抵抗体の上下端部を吊りボルトの上下の取
付部間に接触させて圧縮力に抵抗する構造を採用することで、吊りボルトの座屈防止に成
功している。ところが、施工時において、圧縮力抵抗体の寸法を吊りボルトの上下の取付
部間の長さに正確に合わせる必要があった。
【００１２】
　すなわち、吊りボルトで横架材を懸吊する際に、複数の横架材の高さを一定に揃えるに
は、各吊りボルトにおける横架材の連結位置を個々に調整する必要が生じる。たとえば、
天井スラブに固定するアンカーやアングル材を介して吊りボルトを連結する場合に、アン
カーやアングル材の固定位置によって吊りボルトの上下の取付部間の距離が変わることに
なる。また、一般の建築物は天井スラブの下面が一様に正確な水平状態になっていること
は少なく、コンクリート面には多少の凹凸が生じていることが多い。そのため、横架材の
高さを一定に調整するには、吊りボルトにおける各横架材の連結位置を調整し、横架材の
高さを揃える作業が必要になる。
【００１３】
　このように、吊り下げ式支持装置に使用する吊りボルトにおいて、吊りボルトの上下の
取付部間の間隔は一定ではない。そのため、従来の圧縮力抵抗体のように、圧縮力抵抗体
の上下端部を吊りボルトの上下の取付部間に接触させて圧縮力に抵抗する構造では、各吊
りボルトの上下の取付部間の間隔に合わせて圧縮力抵抗体の長さを調整する必要があった
。
【００１４】
　ところが、吊り下げ式支持装置を使用してケーブル等を支持する場合、多数の吊りボル
トを使用する必要がある。そのため、各吊りボルトの上下の取付部間の間隔に合わせて多
数の圧縮力抵抗体の長さを調整するといった多くの手間を要する課題があった。
【００１５】
　そこで、本発明は上述の課題を解消すべく創出されたもので、吊りボルトを使用するＢ
種耐震支持方式にてＡ種耐震支持方式と同様の耐座屈強度を兼ね備えた吊り下げ式支持装
置において、吊りボルトの座屈防止をより簡単な作業で行うことができる吊り下げ式支持
装置用座屈防止具の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上述の目的を達成すべく本発明における第１の手段は、垂直吊り材として用いる吊りボ
ルト１０で横架材２０を懸吊し、この横架材２０に被支持体Ｐを水平に支持するように構
成した吊り下げ式支持装置の吊りボルト１０に装着する座屈防止具であって、吊りボルト
１０自体の対向する長手側面に沿ってそれぞれ配置される一対の側面補強材１を形成し、
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該側面補強材１にて吊りボルト１０の周囲を密着状態で囲むように側面補強材１相互を連
結する強化体５を構成し、吊りボルト１０が軸方向の圧縮力を受けたときに吊りボルト１
０の座屈を強化体５が防止するように設けたことにある。
【００１７】
　第２の手段において、前記強化体５は、前記側面補強材１と該側面補強材１相互を連結
せしめる連結ボルト６とで構成され、前記側面補強材１は、平断面Ｌ字状を成し前記吊り
ボルト１０の外側面を囲む補強部２と、該補強部２の両端からそれぞれ延長され前記側面
補強材１を連結せしめる連結ボルト６を挿通する連結片３とが設けられ、前記側面補強材
１相互の重合した連結片３相互を連結ボルト６にて連結するように構成している。
【００１８】
　第３の手段は、前記強化体５において、前記側面補強材１の内側面に側面補強材１の長
手方向に沿って間隔を開けて設置される複数のスペーサー４又は、長手方向に沿って連続
するスペーサー４を備え、該スペーサー４を介して前記側面補強材１相互を連結するよう
に設けられ、前記強化体５の内径が前記吊りボルト１０の上下端部にネジ止めされる固定
ナット１１を囲むサイズに構成したものである。
【００１９】
　第４の手段において、前記強化体５は、前記側面補強材１と該側面補強材１相互を連結
せしめる連結ボルト６とで構成され、前記側面補強材１は、平面コ字状を成し前記吊りボ
ルト１０の外側面を三方向から囲む補強部２が形成され、前記側面補強材１の内側面に側
面補強材１の長手方向に沿って間隔を開けて設置される複数のスペーサー４又は、長手方
向に沿って連続するスペーサー４を備え、該スペーサー４を介して組み合わせた側面補強
材１相互を貫通する連結ボルト６にて連結するように構成したものである。
【００２０】
　第５の手段は、前記強化体５において、前記スペーサー４は、平断面Ｌ字形状を成し、
前記側面補強材１相互を連結したときに前記吊りボルト１０の外側面を前記スペーサー４
にて四方から圧着するように構成している。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の請求項１によると、吊りボルト１０自体の対向する長手側面に沿ってそれぞれ
配置される一対の側面補強材１を形成し、該側面補強材１にて吊りボルト１０の周囲を密
着状態で囲むように側面補強材１相互を連結する強化体５を構成し、吊りボルト１０が軸
方向の圧縮力を受けたときに吊りボルト１０の座屈を強化体５が防止するように設けたこ
とにより、側面補強材１相互を連結する作業で吊りボルト１０に強化体５を装着できるの
で、吊りボルトの座屈防止を簡単な作業で行える効果がある。
【００２２】
　しかも、吊りボルト１０の側面に強化体５を圧着して強化する構成であるから、従来の
圧縮力抵抗体のように、圧縮力抵抗体の上下端部を吊りボルトの上下の取付部間に接触さ
せる必要がない。したがって、吊りボルトの上下の取付部間の間隔に合わせて多数の圧縮
力抵抗体の長さを調整するといった多くの作業は不要になった。この結果、吊りボルトを
使用するＢ種耐震支持方式にてＡ種耐震支持方式と同様の耐座屈強度を兼ね備えた吊り下
げ式支持装置において、吊りボルトの座屈防止を従来よりも簡単な作業で行えるものであ
る。
【００２３】
　請求項２のように、強化体５は、側面補強材１相互の重合した連結片３相互を連結ボル
ト６にて連結するように構成しているので、吊りボルト１０に対する強化体５の装着作業
をより簡単にすることができる。
【００２４】
　請求項３の如く、強化体５において、側面補強材１の内側面に設置されるスペーサー４
を備え、該スペーサー４を介して側面補強材１相互を連結するように設けたことで、吊り
ボルト１０の軸直角方向の支持位置は吊りボルト１０の上下端のみではなく、中間部でも
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スペーサー４により軸直角方向の拘束、曲げ回転方向の拘束を受けることとなる。これに
より吊りボルトの座屈強度を決定する、座屈長さを短く、拘束条件を改善した設計が可能
となり、座屈荷重、圧縮強度を高めることができる。側面補強材１は原理的に圧縮荷重を
負担しておらず、吊りボルトの上下の取り付け部間の間隔に正確に合わせる必要がない。
【００２５】
　しかも、強化体５は、強化体５の内径が前記吊りボルト１０の上下端部にネジ止めされ
る固定ナット１１を囲むサイズに構成したことで、強化体５の断面特性を強化する。また
、これにより曲げ強度が向上し、スペーサー部の支持強度が向上する。
【００２６】
　請求項４のように、側面補強材１は、平面コ字状を成し吊りボルト１０の外側面を三方
向から囲む補強部２を形成したことで、スペーサー４を使用する側面補強材１による吊り
ボルト１０の耐座屈強度を更に高める効果がある。
【００２７】
　請求項５のごとく、前記スペーサー４は、平断面Ｌ字形状、Ｖ字形状、半円形状等を成
し、前記側面補強材１相互を連結したときに前記吊りボルト１０の外側面を前記スペーサ
ー４にて周囲から圧着するように構成したことで、吊りボルト１０の座屈方向が異なって
も確実に座屈を防止することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施例を示す使用正面図である。
【図２】本発明の一実施例を示す要部分解斜視図である。
【図３】本発明の一実施例を示す平面図である。
【図４】本発明側面補強材の一実施例を示す側面図である。
【図５】本発明の使用例を示す要部断面図である。
【図６】本発明の使用例を示す要部断面図である。
【図７】本発明の他の実施例を示す使用正面図である。
【図８】本発明の他の実施例を示す要部分解斜視図である。
【図９】本発明の他の実施例を示す平面図である。
【図１０】本発明側面補強材の他の実施例を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明によると、吊りボルトを使用するＢ種耐震支持方式にてＡ種耐震支持方式と同様
の耐座屈強度を兼ね備えた吊り下げ式支持装置において、吊りボルトの座屈防止を従来の
装着作業よりも簡単な作業で行うことができるなどといった当初の目的を達成した。
【００３０】
　以下、本発明の実施例を説明する。本発明は、Ｂ種耐震支持方式の吊りボルト１０に装
着する座屈防止具である。すなわち、垂直吊り材として用いる吊りボルト１０で横架材２
０を懸吊し、この横架材２０に被支持体Ｐを水平に支持するように構成した吊り下げ式支
持装置の吊りボルト１０に装着するものである（図１、図７参照）。
【００３１】
　本発明は、一本の吊りボルト１０に対して一対の側面補強材１を備えている。この側面
補強材１は、吊りボルト１０自体の対向する長手側面に沿ってそれぞれ配置される部材で
、該側面補強材１にて吊りボルト１０の周囲を密着状態で囲むように設けられている。
【００３２】
　これら一対の側面補強材１相互を連結することで強化体５を構成する。この強化体５は
、吊りボルト１０が軸方向の圧縮力を受けたときに、吊りボルト１０を密着状態で囲んだ
強化体５の耐座屈強度にて、吊りボルト１０の座屈を防止するように設けられている。
【００３３】
　本発明の強化体５は、一対の側面補強材１と側面補強材１相互を連結せしめる連結ボル
ト６とを備えている。図１乃至図７に示す側面補強材１は、平面Ｌ字状を成す側面補強材
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１であり、補強部２と連結片３とを設けている（図２参照）。補強部２は、吊りボルト１
０の外側面を囲む平面Ｌ字状を成す部位で、連結片３は補強部２の両端からそれぞれ延長
された部位である。この連結片３にボルト挿入孔３Ａを開穿している（図４参照）。この
ボルト挿入孔３Ａに連結ボルト６を挿通し、固定ナット６Ａにて側面補強材１相互を連結
するように構成したものである（図３参照）。この側面補強材１が十分な耐座屈強度を有
する材質で設けられている場合は、吊りボルト１０の側面に側面補強材１を直接接するよ
うに装着することで吊りボルト１０の座屈を防止することができる（図示せず）。
【００３４】
　図示の強化体５は、側面補強材１の内側面に吊りボルト１０の外側面に圧着せしめるス
ペーサー４を備えたものである（図２参照）。側面補強材１は、このスペーサー４を介し
て連結されている。図示例のスペーサー４は、側面補強材１の長手方向に沿って間隔を開
けて設置される複数のスペーサー４が示されている（図４参照）。また、スペーサー４は
、側面補強材１の長手方向に沿って連続するように配置することも可能である（図示せず
）。側面補強材１の内側にスペーサー４を配した場合は、仮に、側面補強材１の耐座屈強
度が十分でない場合でも、スペーサー４との組み合わせにより吊りボルト１０の座屈を防
止することができる。したがって、側面補強材１の軽量化を図ることが可能になる。
【００３５】
　図示のスペーサー４は、平断面Ｌ字形状を成している（図２参照）。そして、側面補強
材１相互を連結したときに吊りボルト１０の外側面を前記スペーサー４にて四方から圧着
するように構成したものである（図３参照）。このスペーサー４は、平断面Ｌ字形状の他
、Ｖ字形状、半円形状等に形成し、側面補強材１相互を連結したときに吊りボルト１０の
外側面をスペーサー４にて周囲から圧着するように構成することも可能である。このよう
なスペーサー４を介することで、吊りボルト１０の上下端部にネジ止めされる固定ナット
１１を強化体５の内側に収納することも可能になる。（図５、図６参照）。このような強
化体５は、吊りボルト１０の上下の固定ナット１１まで含んだ範囲で吊りボルト１０全体
を強化して補強時の安全性を更に高めることができる。更に、強化体５の内径が固定ナッ
ト１１を囲むサイズに構成されることで、上部の固定ナット１１を収納しない状態であっ
ても、スペーサー４の位置によって耐座屈強度が得られるものである。
【００３６】
　本発明座屈防止具を装着する吊り下げ式支持装置は、各種のタイプに適用することがで
きる。たとえば、図１に示す吊り下げ式支持装置は、斜め吊り材３０に吊りボルト３１を
用いたタイプの吊り下げ式支持装置を示しているが、この外のタイプの吊り下げ式支持装
置の吊りボルト１０に適用できるものである。
【００３７】
　図７乃至図１０に示す強化体５は、側面補強材１が平面コ字状を成すものである（図８
参照）。この側面補強材１には、吊りボルト１０の外側面を三方向から囲む補強部２が形
成されている（図９参照）。そして、側面補強材１にボルト挿入孔２Ａを開穿し、側面補
強材１の内側に吊りボルト１０の外側面に圧着せしめる複数個のスペーサー４を等間隔に
配置している（図１０参照）。そして、スペーサー４を介して組み合わせた側面補強材１
相互のボルト挿入孔２Ａに連結ボルト６を貫通し、固定ナット６Ａにて側面補強材１相互
を連結するものである（図９参照）。
【００３８】
　尚、本発明の側面補強材１やスペーサー４等の形状は図示例に限定されるものではなく
、本発明の要旨を変更しない範囲であれば他の形状に変更することも可能である。
【符号の説明】
【００３９】
　Ｐ　被支持体
　Ｑ　天井スラブ
　Ｒ　アングル材
　１　側面補強材
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　２　補強部
　２Ａ　ボルト挿入孔
　３　連結片
　３Ａ　ボルト挿入孔
　４　スペーサー
　５　強化体
　６　連結ボルト
　６Ａ　固定ナット
１０　吊りボルト
１１　固定ナット
２０　横架材
３０　斜め吊り材
３１　吊りボルト
４０　インサート

【要約】
【課題】Ｂ種耐震支持方式の吊り下げ式支持装置において、吊りボルトの座屈防止を簡単
な作業で行うことができる吊り下げ式支持装置用座屈防止具を提供する。
【解決手段】一対の側面補強材１を形成する。側面補強材１を吊りボルト１０の対向する
長手側面に沿って配置する。側面補強材１と側面補強材１を連結せしめる連結ボルト６と
で強化体５を構成する。強化体５の側面補強材１にて吊りボルト１０の周囲を密着状態で
囲む。側面補強材１の内側面に吊りボルト１０の外側面に圧着せしめる複数個のスペーサ
ー４を備える。吊りボルト１０にネジ止めされる固定ナット１１が強化体５の内側に収納
されるように構成する。
【選択図】　図１

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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