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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下面が天井材の取付面となっている野縁と、下部に先端が自由端となった横片を有する
野縁受けと、野縁を野縁受けに取り付けるための複数のクリップ金具とを備えており、ク
リップ金具の下部に野縁が挿入されて支持される略Ｕ字形の野縁支持部が設けられると共
に、クリップ金具の上部に横方向に向けて一端が開口し且つ他端が閉塞された切り込み溝
が設けられ、この切り込み溝内に野縁受けの横片が嵌入され、野縁支持部の内部に野縁の
ジョイント部を位置させると共に、該野縁支持部の一部に野縁のジョイント部の位置を外
部から確認するための窓孔を形成し、野縁受けの横片の中心部の略真下に該窓孔の中心部
を位置させてなることを特徴とする野縁の取付構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、野縁の取付構造に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、下面が天井材の取付面２ａとなっている野縁２を吊木受け４に取り付けるにあたっ
ては、図１２に示すように、野縁２を複数のクリップ金具３を介して吊木受け４に吊り下
げ支持するようにしている。なお図１２中の２０は吊りボルト、２１はナット、２３はハ
ンガーである。従来のクリップ金具３は、図１３（ａ）に示すように、その下部には野縁
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２の内部に挿入されて野縁２の上部両側に設けた一対の嵌入用の耳部１４にそれぞれ嵌め
込まれる一対の嵌合片２４が形成されており、クリップ金具３の上部には折り曲げ可能な
引掛け係止片２５が形成されている。そして、一対の嵌合片２４を野縁２の両耳部１４に
それぞれ嵌入させた状態で、図１３（ｂ）に示すように、引掛け係止片２５を吊木受け４
に沿わせて逆Ｕ字状に折り曲げることによって、引掛け係止片２５を吊木受け４に引掛け
係止するようにしている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、従来では、クリップ金具３に設けた引掛け係止片２５を折り曲げて吊木受け４
の上面に引掛け係止させているにすぎないため、引掛け係止片２５は吊木受け４に対して
上下方向Ｅに移動自在となり、野縁２の浮き上がりを防止できなくなる。このため施工時
にあっては、野縁２の取付面２ａに天井材をビス等で取り付ける際に野縁２が上方へ逃げ
て天井材の取り付け作業が困難になるという問題があり、また施工後においても、クリッ
プ金具３は吊木受け４に対して単に引掛け係止されているにすぎないために吊木受け４に
対する野縁２の取り付け強度が弱まり、特に天井材の重量によってクリップ金具３の引掛
け係止片２５が変形したり、振動が加わったときは天井材にがたつきが発生したり、或い
はクリップ金具３が吊木受け４から外れて天井材が浮き上がったり、垂れ下がったりする
といった問題もある。
【０００４】
本発明は、上記の従来例の問題点に鑑みて発明したものであって、その目的とするところ
は、野縁を野縁受けに対して簡単に且つ強固に取り付けることができ、施工時には天井材
の取り付け作業が容易となり、施工後は天井材の重量や振動等に対して強く、施工の高信
頼性を得ることができる野縁の取付構造を提供するにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために本発明にあっては、下面が天井材１の取付面２ａとなっている
野縁２と、下部に先端が自由端となった横片５ａを有する野縁受け５と、野縁２を野縁受
け５に吊り下げ支持するための複数のクリップ金具３とを備えており、クリップ金具３の
下部に野縁２が挿入されて支持される略Ｕ字形の野縁支持部６が設けられると共に、クリ
ップ金具３の上部に横方向Ｂに向けて一端が開口し且つ他端が閉塞された切り込み溝７が
設けられ、この切り込み溝７内に野縁受け５の横片５ａが嵌入されていることを特徴とし
ており、このように構成することで、クリップ金具３を用いて野縁受け５に野縁２を簡単
且つ強固に取り付けることができると同時に、野縁受け５にて野縁２の浮き上がりを確実
に防止できるようになる。
【０００６】
　また上記野縁支持部６の内部に野縁２のジョイント部８を位置させると共に、該野縁支
持部６の一部に野縁２のジョイント部８の位置を外部から確認するための窓孔９を形成し
、野縁受け５の横片５ａの中心部Ｍの略真下に該窓孔９の中心部を位置させてなることを
特徴としており、このように構成することで、窓孔９の中心部Ｎに野縁２のジョイント部
８を合わせることにより、横片５ａの中心部Ｍの略真下に野縁２のジョイント部８を配置
できるようになる。これにより、野縁２のジョイント部８を野縁支持部６内部の最適な位
置、例えば野縁２の端部の掛かり代Ｃを十分に確保しながら、野縁受け５にかかる荷重の
バランスが最適となる位置に配置することが容易となる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を添付図面に示す実施形態に基づいて説明する。
【０００８】
本実施形態の野縁２は、図２、図３に示すように、例えば断面ロ字状の鋼管からなり、そ
の下面が石膏ボードなどからなる天井材１を取り付けるための取付面２ａとなっている。
この野縁２は、野縁受け５と直交方向に複数本並べて配置されている。各野縁２は、複数
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のクリップ金具３を介して野縁受け５に取り付けられている。図３中の１０は床、１１は
間仕切り壁である。
【０００９】
野縁受け５の下部には、先端が自由端となった横片５ａが設けられている。本例の野縁受
け５は、図５に示すような縦片５ｂと横片５ａとからなる断面Ｌ字形の金属材により構成
されており、その長さＬは梁１２と略同寸法となるように長尺に設定されている。
【００１０】
クリップ金具３は、図４に示すように、金属材をヒレ１３付きの略Ｕ字形に折り曲げ加工
して形成されている。クリップ金具３の上部には、横方向Ｂに向けて一端が開口し且つ他
端が閉塞された切り込み溝７がそれぞれ形成されている。各切り込み溝７はクリップ金具
３の前端部３ａにそれぞれ開口しており、この切り込み溝７内に前方から野縁受け５の横
片５ａを嵌入（圧入）することで、クリップ金具３を野縁受け５に対して固定できるよう
になっている。
【００１１】
クリップ金具３の下部は、上方に開口した野縁支持部６となっており、この野縁支持部６
内に野縁２が挿入されて支持されるようになっている。また、野縁２のジョイント部８に
おいては、図１に示すように、野縁支持部６の内部に野縁２のジョイント部８を配置する
ようにしている。つまり、隣接する一方の野縁２の端部２ｂと他方の野縁２の端部２ｂと
が野縁支持部６の両側からそれぞれ挿入されて、端部２ｂ，２ｂ同士が野縁支持部６内部
で互いに突き合わされている。これによりクリップ金具３は、野縁２を野縁受け５に取り
付ける本来の機能に加えて、野縁２同士を互いに接続する接続部材としての機能も有して
いる。
【００１２】
また野縁支持部６の側面には、野縁２のジョイント部８の位置を外部から確認するための
横長状の窓孔９が形成されている。窓孔９は、その中心部Ｎが野縁受け５の横片５ａの中
心部Ｍの略真下に位置するように形成されており、窓孔９の中心部Ｎに野縁２のジョイン
ト部８を合わせることで、横片５ａの中心部Ｍの略真下に野縁２のジョイント部８を配置
できるようになっている。
【００１３】
上記野縁受け５は、吊金具１５を介して梁１２に吊り下げ支持される。この吊金具１５は
、図１（ａ）、図８に示すように、梁１２の下部フランジ１２ａに固定される梁側固定部
１５ａと、野縁受け５の横片５ａにナット１６で固定される野縁受け側固定部１５ｂとを
備えている。梁側固定部１５ａは、側面視略コ字状をしたボックス部１７の上部先端に梁
１２の下部フランジ１２ａの上面に当接する当接片１８が設けられ、ボックス部１７の下
部先端に下部フランジ１２ａの下面に締め付けられるボルト１９が貫通しており、ボルト
１９を下方から締め付けることで、ボルト１９の先端と当接片１８とで下部フランジ１２
ａを上下から挟み付けることができて、梁１２に対して梁側固定部１５ａを固定できるよ
うになっている。野縁受け側固定部１５ｂは、ボックス部１７に上下を貫通するように取
り付けられた取り付け軸３０の下部に上下一対のナット１６が螺合するネジ部が設けられ
ており、取り付け軸３０の下部を野縁受け５の横片５ａの長孔３１（図５）に挿通して、
上下一対のナット１６で横片５ａを上下から挟み付けることによって、野縁受け５に対し
て野縁受け側固定部１５ｂを固定できるようになっている。この野縁受け５は、野縁２を
梁１２側に取り付ける機能に加えて、野縁２の浮き上がりを防止する機能を有している。
【００１４】
次に、野縁２の取り付けの手順の一例を説明する。
【００１５】
先ず、図７に示すように、梁１２の下部フランジ１２ａに、梁方向Ｄに間隔をあけて複数
の吊金具１５を取り付ける。このとき、各吊金具１５の梁側固定部１５ａのボルト１９を
締め付けて下部フランジ１２ａに固定する。その後、野縁受け側固定部１５ｂの取り付け
軸３０を野縁２の横片５ａの長孔３１（図５）に挿通して上下のナット１６（図１）を締
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め付けることで、吊金具１５を野縁受け５に固定できる。このとき取り付け軸３０に沿っ
てナット１６の上下位置を変えることによって、野縁受け５の高さ位置を調整することが
可能となる。
【００１６】
一方、図６の矢印ニで示すように、野縁２の所定位置にクリップ金具３の野縁支持部６を
差し込み、その後、図７の矢印ハで示すように、クリップ金具３の切り込み溝７と野縁受
け５の横片５ａとを位置合わせして、金槌等でクリップ金具３を横片５ａに向けて嵌入す
る。これによりクリップ金具３が野縁受け５に対して固定される。一方、野縁２のジョイ
ント部８では、図１（ｂ）、図８のように野縁支持部６の内部にジョイント部８を位置さ
せる。このとき、野縁支持部６の一端側から図８の矢印イで示すように、一方の野縁２の
端部２ｂをスライドさせて差し込み、図１（ｂ）に示す窓孔９の中心部Ｎに野縁２のジョ
イント部８を位置させ、この状態で、ビス３３を野縁支持部６のビス孔３２から打入して
、野縁支持部６に対して野縁２を固着する。これにより野縁受け５の横片５ａの中心部Ｍ
の略真下に野縁２のジョイント部８が位置するようになる。なお仮りに野縁２のジョイン
ト部８の位置が横片５ａの中心部Ｍよりも先端部側（図１（ｂ）の矢印イで示す方向）に
ずれると、横片５ａの先端部に荷重が偏って野縁受け５にかかる荷重のバランスが悪くな
り、逆に、野縁２のジョイント部８の位置が横片５ａの中心部よりも基端側（図１（ｂ）
の矢印ロで示す方向）にずれると、野縁支持部６に対して一方の野縁２の掛かり代Ｃが小
さくなる。そこで、本実施形態のように横片５ａの中心部の略真下に野縁２のジョイント
部８を位置させることで、他方の野縁２の掛かり代Ｃを十分に確保しながら、同時に野縁
受け５にかかる荷重のバランスが最適となり、施工の信頼性を一層向上させることができ
る。
【００１７】
その後、野縁２の取付面２ａに天井材１をビス等で取り付ける（図３、図１１の状態）。
このとき、野縁受け５によって野縁２の浮き上がりを防止できるので、天井材１の取り付
け時に野縁２が上方に逃げるようなことがなく、天井材１の取り付け作業が簡単に行える
ようになる。
【００１８】
また、クリップ金具３は切り込み溝７の野縁受け５への嵌入によって強固に取り付けられ
ており、しかも、野縁２はクリップ金具３の野縁支持部６内に挿入されて支持されている
ため、施工後に仮りに天井材１の重量や振動等が加わっても、クリップ金具３が変形した
り、クリップ金具３が野縁受け５から外れたりするおそれがなくなり、従って、施工後に
おいても天井材１にがたつきが発生したり、浮き上がったり、垂れ下がったりするといっ
た問題もなく、施工の信頼性を飛躍的に向上させることができるものである。
【００１９】
また長尺の野縁受け５を野縁２と直交方向に配置して、複数の野縁２のクリップ金具３間
に掛け渡すようにしたので、野縁２の浮き上がりを防止する効果に加えて、複数の野縁２
同士を長尺の野縁受け５を介して互いに接続できるようになり、振動に対してより強い構
造とすることができる。
【００２０】
さらに、クリップ金具３の野縁支持部６内に野縁２を挿入して支持した状態で、野縁２の
上部に野縁受け５を差し込んで固定する構造であるので、従来のような野縁２の上部両側
に嵌入用の耳部１４（図１２）を設ける必要もなくなり、野縁２の構造をシンプルにでき
るという利点もある。
【００２１】
図９、図１０は、壁際・柱際の野縁２Ａを固定する場合の一例を示している。壁際・柱際
では吊金具１５を使用できないため、図１０に示すように、壁際・柱際の野縁２Ａを野縁
受け５の端部５ｃに取り付けるようにしている。ここでは、壁際の大梁１２Ａの下面に、
柱５０から離して２本の野縁受け５の端部５ｃをそれぞれ配置している。これら２本の野
縁受け５は壁際の大梁１２Ａと直交方向に配置されており、図１０の右側の野縁受け５は
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、小梁１２Ｂの下面に吊金具１５を用いて吊り下げ支持されており、図１０の左側の野縁
受け５は、クリップ金具３を用いて２本の野縁２にそれぞれ取り付けられている。これら
２本の野縁受け５の端部５ｃに壁際・柱際の野縁２Ａを取り付けるにあたっては、ヒレ１
３（図４）をカットしたクリップ金具３を、壁際・柱際の野縁２Ａの２箇所にそれぞれ差
し込み、この野縁２Ａに差し込まれたクリップ金具３の切り込み溝７に野縁受け５の端部
５ｃをそれぞれ嵌入することによって、壁際・柱際の野縁２Ａを壁廻りに沿って設置でき
る。これにより吊金具１５を使用せずに、壁際・柱際の野縁２Ａの取り付けが可能となる
。
【００２２】
【発明の効果】
上述のように請求項１記載の発明にあっては、下面が天井材の取付面となっている野縁と
、下部に先端が自由端となった横片を有する野縁受けと、野縁を野縁受けに取り付けるた
めの複数のクリップ金具とを備えており、クリップ金具の下部に野縁が挿入されて支持さ
れる略Ｕ字形の野縁支持部が設けられると共に、クリップ金具の上部に横方向に向けて一
端が開口し且つ他端が閉塞された切り込み溝が設けられ、この切り込み溝内に野縁受けの
横片が嵌入されているので、クリップ金具の野縁支持部内に野縁を挿入して支持し且つク
リップ金具の切り込み溝に野縁受けの横片を嵌入することによって、クリップ金具を介し
て野縁受けに野縁を簡単に且つ強固に取り付けることができると同時に、野縁受けにて野
縁の浮き上がりを確実に防止できるようになる。従って、施工時には天井材の取り付け作
業が容易となり、施工後も天井材の重量や振動に対して強く、天井材のがたつきや、浮き
上がり、垂れ下がりを防止できるようになり、施工の信頼性を飛躍的に高めることができ
る。
【００２３】
　また上記野縁支持部の内部に野縁のジョイント部を位置させると共に、該野縁支持部の
一部に野縁のジョイント部の位置を外部から確認するための窓孔を形成し、野縁受けの横
片の中心部の略真下に該窓孔の中心部を位置させたので、窓孔の中心部に野縁のジョイン
ト部を合わせることで、横片の中心部の略真下に野縁のジョイント部を配置できるように
なる。これにより、野縁のジョイント部を野縁支持部の最適な位置、例えば野縁の掛かり
代を十分に確保しながら、野縁受けにかかる荷重のバランスが最適となる位置に配置でき
るようになり、施工の一層の信頼性向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態の一例を示し、（ａ）は野縁の取り付け状態の正面図、（ｂ）
は野縁受けに野縁の端部を差し込む場合の説明図である。
【図２】同上の野縁受けをクリップ金具を介して野縁受けに取り付けた状態を説明する斜
視図である。
【図３】同上の天井材の一部破断した斜視図である。
【図４】同上のクリップ金具の斜視図である。
【図５】同上の野縁受けの一部省略した斜視図である。
【図６】同上のクリップ金具を野縁に取り付ける場合の説明図である。
【図７】同上のクリップ金具を野縁受けに嵌入する場合の斜視図である。
【図８】同上のクリップ金具に野縁の端部を差し込む場合の斜視図である。
【図９】同上の壁際の野縁の説明図である。
【図１０】同上の壁際の野縁を取り付ける場合を説明する斜視図である。
【図１１】同上の野縁の下面に天井材を取り付ける場合の一部破断した斜視図である。
【図１２】従来の野縁の取り付け構造の説明図である。
【図１３】（ａ）は従来のクリップと野縁の分解斜視図、（ｂ）はクリップの引掛け係止
片を野縁受けに引掛け係止する場合の説明図である。
【符号の説明】
１　天井材
２　野縁
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３　クリップ金具
５　野縁受け
５ａ　横片
６　野縁支持部
７　切り込み溝
８　ジョイント部
９　窓孔
Ｂ　横方向

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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