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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造物内側の空間上部の躯体から垂下する第１吊り材と、前記第１吊り材によって吊り
下げられた天井板と、を備える天井構造であって、
　水平方向に延びる部位を有する第１係止部を有し、前記躯体の天井面に２次元的に分布
するように設けられた複数の係止部材と、
　一端に環状または鉤爪状の第１被係止部を有するとともに、他端に環状または鉤爪状の
第２係止部を有し、各第１係止部の水平方向に延びる部位に前記第１被係止部を掛けるこ
とにより、前記複数の係止部材からそれぞれ垂下する複数の第２吊り材と、
　前記第２吊り材の下方に位置する箇所に設けられ、上端に環状または鉤爪状の第２被係
止部が形成され、前記天井板に固定された金具と、前記天井板の下方に位置し、前記金具
の下端に繋げられた本体と、からなり、前記複数の第２係止部に、前記第２被係止部をそ
れぞれ掛けることにより、前記第２吊り材から吊り下げられた支持体と、を備え、
　前記支持体は、前記天井板が揺れる際に、前記天井板とともに揺れるよう構成されてい
ることを特徴とする天井構造。
【請求項２】
　前記第２吊り材は、ワイヤーで構成され、
　前記第１被係止部と前記第２係止部の少なくとも一方は、前記ワイヤーの端部を折り返
し、その先端をその中間部に結合することにより環状に形成されていることを特徴とする
請求項１に記載の天井構造。
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【請求項３】
　前記第２吊り材は、棒材で構成され、
　前記第１被係止部と前記第２係止部の少なくとも一方は、前記棒材の端部に、環状また
は鉤爪状の部材を取り付けることにより形成されていることを特徴とする請求項１に記載
の天井構造。
【請求項４】
　前記本体は、
　金属で棒状に形成された型材で構成されるとともに水平方向に延びるように配置され、
　前記天井板の下面に接した状態で前記天井板に固定され、
　前記金具は、
　前記本体を鉛直方向に貫通するボルト孔に支持されたボルトと、当該ボルトの上端に螺
合するアイナットと、を有し、
　前記ボルトを支持する前記ボルト孔の内壁部を介して前記天井板に固定されていること
を特徴とする請求項１に記載の天井構造。
【請求項５】
　前記支持体は、前記第２吊り材の下端から、他の第２吊り材の下端へと延びる棒状また
は紐状の部材であり、
　前記天井板の一端部および他端部が、並行する複数の支持体によって支持されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の天井構造。
【請求項６】
　前記支持体は、
　前記天井板の下に、天井板と平行に配置された棒材と、
　前記棒材の両端部に取り付けられた環状または鉤爪状の金具と、で構成されていること
を特徴とする請求項５に記載の天井構造。
【請求項７】
　前記天井板の、前記第２吊り材の下方に位置する部位には孔がそれぞれ形成され、
　前記棒材に前記孔を介して前記金具を取り付けることにより、前記第２被係止部が前記
天井板の上方に設けられていることを特徴とする請求項６に記載の天井構造。
【請求項８】
　前記支持体の本体は、ワイヤーで構成されていることを特徴とする請求項５に記載の天
井構造。
【請求項９】
　前記支持体は、
　前記天井板の下に、天井板と平行に配置された板材と、
　前記板材の、一直線上に並ばない３箇所に取り付けられた環状または鉤爪状の金具と、
で構成されていることを特徴とする請求項５に記載の天井構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天井板および吊り材を有する天井の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　構造物内側の空間の上部には、空間の保温効果を高める、照明や空調などからの埃の落
下を防ぐ、躯体や配線を遮蔽して美観を高める、といったことを目的として天井が設けら
れることがある。駅や商業施設などの大型の構造物に設けられる天井の構造は、構造物の
躯体から垂下する複数の吊りボルトと、吊りボルトによって水平に吊り下げられた複数の
野縁受けと、各野縁受けに、野縁受けと直交するように取り付けられた複数の野縁と、各
野縁にビス止めされた仕上げ板と、によって構成されるのが一般的である。
【０００３】
　近年では、仕上げ板等を吊るす吊りボルトとは別に、新たな吊りボルトを、仕上げ板を
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貫通するように新設し、その下端に金属などで格子状、或いは網状に形成した支持体をナ
ット止めすることにより、仕上げ板等を下方から支持する技術が提案されている（非特許
文献１参照）。こうすることで、地震などによって天井が揺れ、吊りボルトから野縁受け
が外れたり、野縁受けから野縁が外れたりしても、支持体が仕上げ板等を受け止めるので
、仕上げ板等が下まで落下してしまうのを防ぐことができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】“居ながら施工で天井落下を防止”、［online］、平成２５年１０月１
６日、日経ＢＰ　ケンプラッツ、［平成２６年２月６日検索］、インターネット＜URL：h
ttp://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20131015/635971/＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した天井構造は、新設した吊りボルトが仕上げ板を貫通していることから、仕上げ
板等が水平方向に揺れるときには、支持体も一緒に揺れることになる。しかしながら、上
述した吊りボルトと支持体との結合部は変形を許容しない剛接合となっているため、支持
体が揺れる際、この接合部には大きな力が作用することになる。また、構造物と吊りボル
トとの接合部は、構造物から下方へと延びるブラケットの孔と、吊りボルトの上部をなす
羽子板ボルトの孔、或いは吊りボルトの上端に取り付けられたアイナットの孔とにピンを
通すことによって接合させているのが一般的である。このため、ピンの軸と水平に直交す
る方向への揺れに対しては柔軟性を発揮するが、ピンの軸に沿う方向への揺れに対しては
剛接合と変わらないため、やはり大きな力が作用することになる。このような力により吊
りボルトや支持体が破損し、仕上げ板等が支持体もろとも落下してしまうのを防ぐために
は、吊りボルトの上端部と仕上げ板との間に耐震ブレースを設置して、仕上げ板および支
持体の水平方向の揺れを規制する、或いは、各結合部に補強部材を取り付ける等して、そ
の剛性を高めるといった追加対策が必要となり、施工に手間やコストがかかってしまう。
　また、ボールジョイント等のあらゆる方向への揺れに対して柔軟性を発揮できる接合部
材を用いる方法も存在するが、特殊な部材を用いるので、やはりコストがかかってしまう
ことになる。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、吊り材および天井板を有する天井構造に
おいて、手間やコストをかけることなく、揺れによる天井板の落下を防ぐことを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明は、構造物内側の空間上部の躯体から垂下する第１吊
り材と、前記第１吊り材によって吊り下げられた天井板と、を備える天井構造であって、
水平方向に延びる部位を有する第１係止部を有し、前記躯体の天井面に２次元的に分布す
るように設けられた複数の係止部材と、一端に環状または鉤爪状の第１被係止部を有する
とともに、他端に環状または鉤爪状の第２係止部を有し、各第１係止部の水平方向に延び
る部位に前記第１被係止部を掛けることにより、前記複数の係止部材からそれぞれ垂下す
る複数の第２吊り材と、前記第２吊り材の下方に位置する箇所に設けられ、上端に環状ま
たは鉤爪状の第２被係止部が形成され、前記天井板に固定された金具と、前記天井板の下
方に位置し、前記金具の下端に繋げられた本体と、からなり、前記複数の第２係止部に、
前記第２被係止部をそれぞれ掛けることにより、前記第２吊り材から吊り下げられた支持
体と、を備え、前記支持体は、前記天井板が揺れる際に、前記天井板とともに揺れるよう
構成されていることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の「躯体」には、構造物の梁、スラブ等の壁体、柱などが含まれる。
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　また、「係止部材」や「係止部」には、環状或いは鉤爪状などに形成されたものが含ま
れる。すなわち、互いに係合することにより、下方に吊るされた部材が下方に移動しよう
とする動きは規制するが、下方に吊るされた部材が、係合部を中心として回動しようとす
る動きは許容するような構造のものを指す。
【０００９】
　このようにすれば、第１被係止部が、第１係止部を中心としてその周りを回転すること
ができるとともに、第１係止部との接触部を中心として水平に延びる部位の延びる方向に
回動することが可能となる。また、これらの動きが組み合わさることにより、第２吊り材
５が第１被係止部を中心として係止部材４，４Ａに対してあらゆる回動可能となる。一方
、第２被係止部が、第２係止部の下端部を中心としてその周りを回転することができると
ともに、第２係止部との接触部を中心として第２係止部の下端部が延びる方向に回動する
ことが可能となる。また、これらの動きが組み合わさることにより、第２係止部を中心と
して支持体７，７Ａ，７Ｂに対してあらゆる回動可能となる。このため、地震動により天
井板３が揺れると、支持体７，７Ａ，７Ｂも一緒に揺れることになる。しかし、第２係止
部５ａが係止部材４，４Ａに係止される箇所、および第４係止部７２ａ，７５ａ，７８ａ
が第３係止部５ｂに係止される箇所において、揺れによる力が分散されるので、第２吊り
材５や支持体７，７Ａ，７Ｂが破壊されることはない。このため、天井板３が第１吊り材
２から外れてしまっても、支持体７，７Ａ，Ｂが天井板３を支持するので、天井板３が支
持体７，７Ａ，７Ｂもろとも落下する心配がない。
　また、揺れを許容しつつも落下を防ぐフェイルセーフ構造となっているので、揺れを抑
えるため、或いは剛性を高めるための対策が必要ない。従って、容易かつ低コストで施工
することができる。
【００１０】
　なお、望ましくは、上記発明において、前記第２吊り材５，５Ａ，５Ｂは、ワイヤー５
１で構成され、前記第１被係止部５ａと前記第２係止部５ｂの少なくとも一方は、前記ワ
イヤー５１の端部を折り返し、その先端をその中間部に結合することにより環状に形成さ
れたものにする、棒材５３で構成され、前記第１被係止部５４ａと前記第２係止部５５ａ
の少なくとも一方は、前記棒材５３の端部に、環状または鉤爪状の部材５４，５５を取り
付けることにより形成されたものにするとよい。
　このようにすれば、市販の部品で簡単に第２吊り材５，５Ａ，５Ｂを製作することがで
きる。特に、ワイヤー５１を用いた場合には、第２係止部５ａを鉤爪状の係止部材４に掛
ける、或いは、ワイヤー５１を環状の係止部材４に通して結合するだけで、第２吊り材５
を吊り下げることができるので、より一層容易かつ低コストで施工することができる。
　また、望ましくは、上記発明において、前記本体は、金属で棒状に形成された型材で構
成されるとともに水平方向に延びるように配置され、前記天井板の下面に接した状態で前
記天井板に固定され、前記金具は、前記本体を鉛直方向に貫通するボルト孔に支持された
ボルトと、当該ボルトの上端に螺合するアイナットと、を有し、前記ボルトを支持する前
記ボルト孔の内壁部を介して前記天井板に固定されているものとしてもよい。
　このようにすれば、本体は天井板に対し相対的な移動をすることが無い上に、吊り下げ
られても弛むことがない。従って、新たな吊り材や移動規制部材が不要となる。
【００１１】
　また、望ましくは、上記発明において、前記支持体７，７Ａ，７Ｂは、前記第２吊り材
５の下端から、他の第２吊り材５の下端へと延びる棒状または紐状の部材であり、前記天
井板３の一端部および他端部が、並行する複数の支持体７，７Ａ，７Ｂによって支持され
るようにするとよい。
　このようにすれば、支持体７，７Ａ，７Ｂが目立たなくなるので、外観を損なうことな
く、また、照明や空調の吹き出し口と干渉することなく施工することができる。
　また、天井板３が複数の板材３１ａからなる場合、各板材３１ａの並びに沿うように支
持体７，７Ａ，７Ｂを配置することで、少ない支持体７，７Ａ，７Ｂで数多くの板材３１
ａを支持することができるので、施工のコストを下げることができる。
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【００１２】
　また、望ましくは、上記発明において、前記支持体７Ａは、前記天井板３の下に、天井
板３と平行に配置された棒材７４と、前記棒材の両端部に取り付けられた環状または鉤爪
状の金具７５と、で構成されたものにするとよい。
　棒材は剛性を有するので、このようにすれば、支持体７Ａは天井板３に対し相対的な移
動をすることが無い上に、吊り下げられても弛むことがなくなる。また、支持体７Ａの両
端部の上にのみ第２吊り材を設ければよい、すなわち、支持体７Ａの中間部は第３吊り材
６によって吊り下げる必要が無いので、施工コストを抑えることができる。
【００１３】
　また、望ましくは、上記発明において、前記天井板３の、前記第２吊り材５の下方に位
置する部位には孔３ａがそれぞれ形成され、前記棒材７４に前記孔３ａを介して前記金具
７５を取り付けることにより、前記第２被係止部が前記天井板３の上方に設けられたもの
にするとよい。
　このようにすれば、天井板３がゆれて、支持体７に対し第２吊り材５が係合部を中心と
して回動する際、天井板３と干渉することが無いので、天井板の損傷を防ぐことができる
。
【００１４】
　また、望ましくは、上記発明において、前記支持体の本体は、ワイヤーで構成されたも
のにするとよい。
　このようにすれば、ワイヤーは目立たないので、美観を損なうことなく天井板３を支持
することができる。
【００１５】
　また、望ましくは、上記発明において、前記支持体は、前記天井板の下に、天井板と平
行に配置された板材と、前記板材の、一直線上に並ばない３箇所に取り付けられた環状ま
たは鉤爪状の金具と、で構成されたものにするとよい。
　このようにすれば、天井板を面で支持するので、天井板が石膏ボード等の壊れやすい材
料で形成されていても、天井板の破片が落下する心配がない。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、吊り材および天井板を有する天井構造において、手間やコストをかけ
ることなく、揺れによる天井板の落下を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施形態に係る天井構造の正面図および側面図である。
【図２】図１の天井構造の斜視図である。
【図３】図１の天井構造の一部を拡大して示した図である。
【図４】図３の天井構造の一部を下方および側方から示した図およびその断面図である。
【図５】第１実施形態の変形例の天井構造の一部を拡大して示した図である。
【図６】第１実施形態の変形例の天井構造の一部を拡大して示した図である。
【図７】第１実施形態の変形例の天井構造の一部を拡大して示した図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る天井構造の一部を拡大して示した図である。
【図９】第２実施形態の変形例の天井構造の一部を拡大して示した図である。
【図１０】本発明の第３実施形態に係る天井構造の一部を拡大して示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
＜第１実施形態＞
　まず、図１～４を参照して、本発明の第１実施形態について詳細に説明する。
【００１９】
　本実施形態の天井構造１０を有する構造物１は、図１に示すように、構造物１の梁をな
す複数のＨ形鋼１１が、水平かつ２枚のフランジ１１ａがウェブ１１ｂを挟んで上下に位
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置するように、かつ互いに並行となるように配されたものとなっている。
　本実施形態の天井構造１０は、構造物１の空間Ｓと、屋上或いは上階とを隔てる壁体１
２の下面から垂下する複数の第１吊り材２と、第１吊り材２によって吊るされた天井板３
と、Ｈ形鋼１１に取り付けられた係止金具４と、係止金具４から垂下する複数の第２吊り
材５および第３吊り材６と、天井板３の下方に配されるとともに、各第２吊り材５および
第３吊り材６によって吊るされた支持体７と、で構成されている。
【００２０】
　第１吊り材２は、壁体１２の下面から垂下する複数の吊りボルト２１、各吊りボルト２
１の下端に取り付けられた複数の野縁受け２２、野縁受け２２の下に取り付けられた複数
の野縁２３からなる。
　吊りボルト２１は、下から見上げたときに、互いに所定間隔を空けて行列状に並ぶよう
に設けられている。なお、吊りボルト２１の壁体１２への取り付け方は任意である。野縁
受け２２は、棒状の部材であり、複数の吊りボルト２１の各下端にそれぞれ取り付けられ
た複数のハンガー２１ａに掛けられることにより、それぞれが水平かつ互いに並行となる
ように配置されている。野縁２３は、棒状の部材であり、複数の野縁受け２２の下にそれ
ぞれクリップ止めされることにより、それぞれが水平かつ互いに並行に配置されている。
つまり、野縁受け２２および野縁２３は、空間Ｓの下から見上げたときに、格子状をなし
ている。
【００２１】
　本実施形態の天井板３は、アルミなどの金属で形成されたスパンドレルとなっており、
構造物１内側の空間Ｓを、上部と、中間部および下部とに仕切るように設けられている。
天井板３は、図２に示すように、矩形をなす複数の天井板ユニット３１をそれぞれ水平方
向に並べることにより構成されている。各天井板ユニット３１は、所定長（例えば６ｍ）
の帯状をなす複数の仕上げ板３１ａを、各長辺を互いに接合することにより構成されてい
る。天井板３は、各仕上げ板３１ａを野縁２３にビス留めすることにより、第１吊り材２
の下に固定されている。
【００２２】
　係止金具４は、図１，２に示したように、Ｈ形鋼１１の、四隅（各天井板ユニット３１
の一端部と他端部を構成する仕上げ板３１ａの両端部）の上方に位置する４箇所にそれぞ
れ設けられており、下から見上げたときには、互いに所定間隔を空けて行列状に並んで見
える。各係止金具４は、図３に示すように、Ｈ形鋼１１の下側のフランジ１１ａに固定さ
れた固定部４１と、固定部４１の下に設けられた挿通部４２からなる。
　固定部４１は、図３に示すように、凹部４１ａを有し、その凹部４１ａをフランジ１１
ａにはめ込み、ねじ止めすることによりフランジ１１ａに固定されている。挿通部４２は
、側面視コ字状をなし、その開放端が固定部４１にピン止めされることにより、下端に水
平方向に延びる部位４２ａを有し、かつ固定部４１に対し回動可能となっている。そして
、固定部４１の下端および挿通部４２によって環状部４ａが形成されている。
【００２３】
　第２吊り材５は、主としてワイヤー５１で構成されている。第２吊り材５は、上端に上
環状部５ａを、下端に下環状部５ｂをそれぞれ有している。各環状部５ａ，５ｂは、ワイ
ヤー５１の先端部を、ワイヤー５１の中間部にワイヤークリップ５２でかしめることによ
り形成されている。係止金具４と上環状部５ａとは、上環状部５ａを構成するワイヤー５
１が係止金具４の環状部４ａに通されることにより、鎖のように繋げられている。すなわ
ち、係止金具４が係止部材に、挿通部４２が第１係止部に、第２吊り材５の上環状部５ａ
が第１被係止部にそれぞれ相当する。
【００２４】
　第３吊り材６は、第２吊り材５と同じ構造となっており、図１に示したように、２本の
第２吊り材５の間となる位置に１本、或いは、図２に示したように複数本取り付けられて
いる。
【００２５】
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　支持体７は、図３に示したように、本体７１および本体１の両端に設けられた金具７２
からなる。
　金具７２は、所定長の全ねじ７２１と、全ねじ７２１の両端にそれぞれ取り付けられた
アイナット７２２，７２３、ナット７２４からなる。全ねじ７２１は、天井板３の所定箇
所に開けられた孔３ａに挿通され、全ねじ７２１の下端に螺合するアイナット７２２と、
全ねじ７２１の上端から螺合させたナット７２４とによって天井板３に固定されている。
　金具７２の上下端には、アイナット７２２，７２３によって上環状部７２ａおよび下環
状部７２ｂが形成されている。
【００２６】
　本実施形態の本体７１は、主としてワイヤー７１１で構成されている。本体７１は、両
端に環状部７１ａをそれぞれ有しており、各環状部７１ａは、ワイヤー７１１の先端部を
、ワイヤー７１１の中間部にワイヤークリップ７１２でかしめることにより形成されてい
る。本体７１と金具７２とは、本体７１を構成するワイヤー７１１が金具７２の下環状部
７２ｂに通されることにより、鎖のように繋げられている。
【００２７】
　支持体７は、本実施形態の場合、一の天井板３に対し複数本設置される。支持体７１の
うちの一本は、図２に示したように、各天井板ユニット３１の一端部を構成する仕上げ板
３１ａの一端部の上方に吊り下げられた第２吊り材５の下環状部５ｂと、天井板ユニット
３１の他端部を構成する仕上げ板３１ａの一端部の上方に吊り下げられた第２吊り材５の
下環状部５ｂとに鎖のように繋がっている。もう一本の支持体７は、各天井板ユニット３
１の一端部を構成する仕上げ板３１ａの他端部の上方に吊り下げられた第２吊り材５５の
下環状部５ｂと、天井板ユニット３１の他端部を構成する仕上げ板３１ａの他端部の上方
に吊り下げられた第２吊り材５の下環状部５ｂとに鎖のように繋がっている。すなわち、
第２吊り材５の下環状部５ｂが第２係止部に相当し、支持体７の上環状部７２ａが第２被
係止部に相当する。こうして、一の天井板ユニット３１に対し、２本の支持体７が、天井
板３の両端部の下方に、略水平かつ互いに並行に配置される。天井板ユニット３１の両端
部は、各仕上げ板３１ａの両端部でもあるため、一の天井板ユニット３１を構成する全て
の仕上げ板３１ａが２本の支持体７によって支持されることになる。なお、支持材７の中
間部は、第３吊り材６の下環状部に挿通されている。
【００２８】
　また、天井板３の下面であって、ワイヤー７１の先端をかしめた箇所の近傍には、図４
に示すように、移動規制部材７３がビス止めされている。移動規制部材７３は、図４（ｃ
）に示すように、板材を、中間部に溝７３ａができるように折り曲げ形成したものとなっ
ており、溝７３ａにはワイヤー７１１が通される。また、ワイヤー７１１の、移動規制部
材７３の両隣となる部位には、図４（ａ），（ｂ）に示すようにワイヤークリップ７１２
が取り付けられている。
　この移動規制部材７３や上述した第３吊り材６によって、支持体７をなすワイヤー７１
が弛むのが防止されるとともに、支持体７の天井板３に対する相対的な移動が規制されて
いる。
【００２９】
　このように構成された天井構造１０を有する構造物１が、地震などにより水平方向に揺
れると、天井板３および天井板３に固定された支持体７も水平方向に揺れることになる。
しかし、係止部材４と第２吊り材との係合部、第２吊り材と支持体との係合部は、環状部
と環状部とを鎖のように繋げた構造となっているので、第２吊り材５および第３吊り材６
が、天井面、空間Ｓ上面に対し比較的自由に振り子のように揺れることになるので、第２
，第３吊り材５，６や支持体７に曲げ応力が作用せず、破損が起こらない。一方で、第２
，第３吊り材５，６は、それぞれの上端から下端へ向かう力に対しては高い支持力を有す
るので、もし、野縁受けを吊っているハンガーや野縁受けに野縁を留めているクリップが
開き、第１吊り材２と天井板３とが切り離されてしまっても、第２，第３吊り材５，６に
よって吊り下げられた支持体７が天井板３を下から支持するので、天井板３が落下するこ
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とはなく、空間Ｓ内にいる人が怪我をする心配はない。
【００３０】
（変形例１）
　なお、本実施形態では、固定部４１と挿通部４２とによって係止金具４を構成したが、
一端部に孔４３ａが形成されたＬ字状の金具４３を、図５に示すように、一端部がフラン
ジ１１ａの端から下方へと延びる状態で固定（ここでは、２つの金具４３でフランジ１１
ａを挟み込むようにボルトとナットで締めている）することにより、金具４Ａを構成する
ようにしてもよい。なお、この場合、金具４３の、孔４３ａの下方の部位が水平方向に延
びる部位ということになり、孔４３ａが第１係止部として機能することになる。このよう
にすれば、第１係止部をより簡単に構成することができるので、施工の手間とコストをよ
り一層低減することができる。
【００３１】
（変形例２）
　また、図６（ａ）に示すように、Ｈ形鋼１１のウェブ１１ｂに孔１１ｃをあけ、そこに
第２吊り材５のワイヤー５１を通すことにより、Ｈ形鋼１１に直接第２吊り材を係止させ
るようにしてもよい。この場合、ウェブ１１の孔１１ｃの下の部位が、水平方向に延びる
部位ということになり、ウェブ１１そのものが係止部材として機能することになる。従っ
て、天井構造をより一層簡単に構成することができる。
　また、Ｈ形鋼１１の上方が空いている場合には、６（ｂ）に示すように、Ｈ形鋼に手を
加えることなく、Ｈ形鋼１１の上にワイヤー５１を通し、上記実施形態と同様の環状部５
ａを形成するようにしてもよい。このようにすれば、Ｈ形鋼１１の上側のフランジ１１ａ
が水平方向に延びる部位ということになる。
【００３２】
（変形例３）
　また、本実施形態では、第２吊り材５をワイヤー５１で構成し、ワイヤー５１の端部を
中間部にかしめることにより環状部５ａ，５ｂを形成したが、図７に示すように、ワイヤ
ー５１の先端にフック５３を取り付けることにより係止部としてもよい。なお、図では、
下端にフック５３を取り付けた第２吊り材５Ａによって支持材７を吊り下げている状態（
第２係止部を鉤爪状とした例）を示したが、係止金具４や、第２吊り材５の上端、本体７
１の両端、金具７２の上下端にこのようなフック５３を用いてもよい。ワイヤー５１を係
止金具４或いは金具７２に通してかしめる場合、その作業は設置個所、すなわち、天井板
３の上で行わなければならないが、このようにすれば、ワイヤー５１にフック５３を取り
付ける作業は下で行い、係止させるときだけ天井板３の上に上がればよくなるので、作業
が安全かつ容易になるし、メンテナンスなどで第２吊り材５や支持材７を取り外したい場
合に、容易に係止状態を解除することができる。
【００３３】
＜第２実施形態＞
　次に、図８を参照して、本発明の第２実施形態について説明する。
　なお、ここでは、第１実施形態と相違する点のみ説明することとし、共通する点につい
ては説明を省略する。
【００３４】
　本実施形態の構造物１Ａは、鉄筋コンクリート構造となっており、空間Ｓの上面は、梁
１１Ａまたはスラブ１２Ａとなっているため、Ｈ形鋼が配されていない。
　このため、本実施形態の係止金具４Ｂは、構造物１Ａの梁１１Ａやスラブ１２Ａの下面
に打ち込まれた施工アンカー４４と、あと施工アンカー４４の下端に切られたねじに螺合
したアイナット４５とで構成されている。これにより、梁１１Ａまたはスラブ１２Ａの下
方に環状部４Ｂａが形成される。すなわち、本実施形態の場合、アイナット４５の下端部
が水平方向に延びる部位ということになり、係止金具４Ｂが係止部材として機能すること
になる。
【００３５】
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　また、本実施形態は支持体の構成が異なる。本実施形態の支持体７Ａの本体７４は、ア
ルミ等の金属で平たい棒状に形成された型材で構成され、本体７４の両端部に取り付けら
れる金具７５は、型材７４の両端部に上下に貫通するように形成されたボルト孔７４ａに
通されたボルト７５１およびボルト７５の上端に螺合するアイナット７５２からなる。型
材７４の上には、天井板３がＬ字金具７６を用いてビス止めされている。
　本体７４は板状の金属である上、図８（ｂ）に示すように、縦方向に長くなるように配
置されているので、本実施形態の本体７４は天井板３に対し相対的な移動をすることが無
い上に、吊り下げられても弛むことがない、従って、第１実施形態の第３吊り材６や移動
規制部材７３は不要となる。
【００３６】
（変形例）
　なお、本実施形態では、第２吊り材５をワイヤー５１で構成したが、図９（ａ），（ｂ
）に示すように、全ねじボルト５３の両端にアイナット５４，５５を取り付け、そのアイ
ナット５４，５５にシャックル５６，５７を通すことで棒状の第２吊り材５Ａとしてもよ
い。このように構成した第２吊り材５Ａの係止部材４Ｂへの係止は、シャックル５６の両
端の孔と係止部材４Ｂの環状部４Ｂａを重ねてピン留めするだけとなる。同様に、支持体
７Ａの第２吊り材５Ａへの係止は、シャックル５７の両端の孔と支持体７Ａの環状部７２
ａを重ねてピン留めするだけとなる。
　また、図９（ｃ），（ｄ）に示すように、チェーン５８の両端にシャックル５６，５７
を通すことで第２吊り材５Ｂとしてもよい。このようにすれば、部品点数を少なくでき、
より安価に天井構造を構成することができる。
【００３７】
＜第３実施形態＞
　次に、図１０を参照して、本発明の第３実施形態について説明する。
　なお、ここでは、第１実施形態と相違する点のみ説明することとし、共通する点につい
ては説明を省略する。
【００３８】
　本実施形態は支持体の構成が異なる。本実施形態の支持材７Ｂの本体７７は、天井板の
下面に沿って配された金属帯で構成され、本体７７の両端部に取り付けられる金具７８は
、本体７７の両端部に形成された孔７７ａに通されたボルト７８１、ボルト７８１の上端
に螺合するアイナット７８２からなる。本体７７は、天井板３を形成する各仕上げ板３１
ａにビス止めされている。
　本実施形態のように、金属帯を用いることで、天井板３の下面から突出する部位がボル
ト７８１の頭部のみとなるので、美観を損なうことなく、天井板３の落下を防止すること
ができる。
【００３９】
（変形例）
　なお、本実施形態では、支持体７Ｂを帯状としたが、支持体を板状または網状に構成し
て天井板３全面を下から支持するようにしてもよい。特に支持体を網状に構成すれば、天
井板３全体を支持しつつ、照明や空調との干渉を防ぐことができる。
【００４０】
　以上、本発明を実施形態に基づいて具体的に説明してきたが、本発明は上記実施形態に
限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
　例えば、第１実施形態では、第２吊り部をＨ形鋼から吊るしたもの、支持体をワイヤー
とし、第２実施形態では、第２吊り部をあと施工アンカーから吊るしたもの、支持体を型
材としたが、第１実施形態の第２吊り部に第２実施形態の型材を吊るし、第２実施形態の
第２吊り部に第１実施形態のワイヤーを吊るすようにしてもよい。また、両者を併用する
ようにしてもよい。
　また、上記実施形態では、梁や上面の壁体に係止金具を設けたが、柱に設けるようにし
てもよい。
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　また、上記実施形態では、Ｈ形鋼や梁が水平に配された場合を示したが、これらが斜め
に配された構造物に適用してもよい。その場合、吊り材の長さを設置個所に応じて変える
ようにする。
【００４１】
　また、上記実施形態では、ワイヤーの先端を、ワイヤークリップでかしめることによっ
て環状部を形成したが、接着剤で留めたり、溶接したり、先端に金具を取り付けたりして
もよい。
【００４２】
　また、上記実施形態では、第２吊り材を、仕上げ板を貫通するように設けたが、構造物
の壁と天井板の端との間にできる間隙を通すことにより、仕上げ板を貫通させないように
してもよい。
　また、上記実施形態では、仕上げ板と支持体とを、互いに接触した状態で固定したが、
固定しなくてもよい。
　また、上記実施形態では、仕上げ板を金属製のスパンドレルとしたが、例えば、石膏、
樹脂等で帯状以外の形状（矩形等）に形成されたものとしてもよい。
　また、上記実施形態では、第１吊り材や仕上げ板の揺れを防ぐ手段について説明を省略
したが、本発明は、そのような手段が設けられていない天井は勿論、例えば、第１吊り材
と野縁受けとの間にブレースが設けられている天井にも適用できる。なお、第２吊り材お
よび支持体を設置する際に、揺れを防ぐ手段を新規に設けるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００４３】
１０，１０Ａ　天井構造
１，１Ａ　構造物
２　第１吊り材
３　天井板
４，４Ａ，４Ｂ　係止金具（第１係止部）
５，５Ａ，５Ｂ　第２吊り材
５ａ　上環状部（第１被係止部）
５ｂ　下環状部（第２係止部）
６　第３吊り材
７，７Ａ，７Ｂ　支持体
７１，７４，７７　本体
７２ａ，７５ａ，７８ａ　環状部（第２被係止部）
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