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(57)【要約】
【課題】　従来の支柱の連結構造を利用しながら縦支柱
と横支柱を簡単に結合でき、併せてビニールハウスにお
けるアーチパイプの補強用の使用に適するコーナージョ
イントを提供すること
【解決手段】　縦支柱１に対して横支柱２を直交する方
向に結合するコーナージョイント３であって、縦支柱１
を抱持する断面コ字状又はＣ字状の本体４Ａからなる抱
持フレーム４と、この本体４Ａの上部後端に当該本体４
Ａと直交する方向に延設した筒体５Ａからなるソケット
５と、上記本体４Ａの上部前側に上記ソケット５と反対
方向に向けて設けた左右一対の挟持片６，６と、各挟持
片６，６に対向して設けた係止孔７，７とからなる。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
縦支柱１に対して横支柱２を直交する方向に結合するコーナージョイント３であって、縦
支柱１を抱持する断面コ字状又はＣ字状の本体４Ａからなる抱持フレーム４と、この本体
４Ａの上部後端に当該本体４Ａと直交する方向に延設した筒体５Ａからなるソケット５と
、上記本体４Ａの上部前側に上記ソケット５と反対方向に向けて設けた左右一対の挟持片
６，６と、各挟持片６，６に対向して設けた係止孔７，７とからなるコーナージョイント
。
【請求項２】
アーチパイプ３２に吊り継手１６を設け、この吊り継手１６の下部に吊下げたスペーサ１
９を中空な縦支柱１の上部に挿入し、この縦支柱１に対して横支柱２を直交する方向に結
合し、当該横支柱２で上記アーチパイプを支持させるビニールハウスにおけるコーナージ
ョイント３であって、縦支柱１を抱持する断面コ字状又はＣ字状の本体４Ａからなる抱持
フレーム４と、この本体４Ａの上部後端に当該本体４Ａと直交する方向に延設した筒体５
Ａからなるソケット５と、上記本体４Ａの上部前側に上記ソケット５と反対方向に向けて
設けた左右一対の挟持片６，６と、各挟持片６，６に対向して設けた係止孔７，７とから
なるコーナージョイント。
【請求項３】
抱持フレーム４の本体４Ａに当該本体４Ａを縦支柱１に固定させる止め具１４を設け、ソ
ケット５の筒体５Ａに当該筒体５Ａ内に挿入した横支柱２を締付ける締付け具１２を設け
、挟持片６の前側外縁６Ａを湾曲させている請求項１又は２のコーナージョイント。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、縦支柱に対してこれと直交する方向に延びる横支柱を着脱自在に結合するコ
ーナージョイントに関し、特に、アーチパイプに吊下げられながら妻面側に起立するビニ
ールハウスの縦支柱に対して上記アーチパイプを補強する横支柱を結合させるのに適する
コーナージョイントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、温室たるビニールハウスでは、地上からアーチパイプを起立し、このアーチパ
イプに対して妻面側の縦方向支柱が骨組みとして又はドア用枠体として吊下げ継手を介し
て吊下げられながら起立している。
【０００３】
　この場合、特許文献１に示すように、アーチパイプには吊下げ継手が挿入され、この継
手にはＣ型チャンネルからなるスペーサの上部支持片がボルトとナットからなる連結具を
介して枢着され、スペーサの下方胴部は縦支柱の中空部内に着脱自在に挿入され、更にス
ペーサと縦支柱とは係止孔に挿入した止め具たるボルトで固定され、縦支柱が吊下げ継手
とスペーサを介してアーチパイプの下方に連結されている。
【特許文献１】実公平６‐４９１７０号公報（実用新案登録請求の範囲、図２参照）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　最近、ビニールハウスの妻面付近のコーナーにおけるアーチパイプの強度アップ又は補
強が要望されている。
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に示す吊下げ継手を利用した支柱の連結構造はビニール
ハウスの構築において優れており、特に、機能上の欠陥があるわけではないが、上記の要
望に応えるアーチパイプの補強手段を備えていないので、他の複雑な補強手段を採用する
しかなく、作業性、経済性において不利であり、その改善が望まれている。
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【０００６】
　そこで、本発明の目的は、上記従来の支柱の連結構造を利用しながら縦支柱と横支柱を
簡単に結合でき、併せて、ビニールハウスにおけるアーチパイプの補強用の使用に適する
コーナージョイントを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するため、本発明の手段は、縦支柱に対して横支柱を直交する方向に
結合するコーナージョイントであって、縦支柱を抱持する断面コ字状又はＣ字状の本体か
らなる抱持フレームと、この本体の上部後端に当該本体と直交する方向に延設した筒体か
らなるソケットと、上記本体の上部前側に上記ソケットと反対方向に向けて設けた左右一
対の挟持片と、各挟持片に対向して設けた係止孔とからなるものである。
【０００８】
　同じく、アーチパイプに吊り継手を設け、この吊り継手の下部に吊下げたスペーサを中
空な縦支柱の上部に挿入し、この縦支柱に対して横支柱を直交する方向に結合し、当該横
支柱で上記アーチパイプを支持させるビニールハウスにおけるコーナージョイントであっ
て、縦支柱を抱持する断面コ字状又はＣ字状の本体からなる抱持フレームと、この本体の
上部後端に当該本体と直交する方向に延設した筒体からなるソケットと、上記本体の上部
前側に上記ソケットと反対方向に向けて設けた左右一対の挟持片と、各挟持片に対向して
設けた係止孔とからなるものである。
【０００９】
　これらの場合、抱持フレームの本体に当該本体を縦支柱に固定させる止め具を設け、ソ
ケットの筒体に当該筒体内に挿入した横支柱を締付ける締付け具を設け、挟持片の前側外
縁を湾曲させているのが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば次の特有の効果を達成できる。
【００１１】
　各請求項の発明によれば、抱持フレームを縦支柱に結合しておけば、ソケットに横支柱
を挿入するだけで縦支柱に横支柱を簡単に直交して結合でき、両支柱の着脱操作が向上す
る。したがって支柱の組付作業のスピードアップを図れ、作業のコストダウンを図れる。
【００１２】
　請求項２の発明によれば、縦支柱に結合した横支柱はアーチパイプにも直交して配置さ
れることになり、その結果両者の交点で横支柱がアーチパイプをさせることが出来る。従
って、わざわざ複雑で、組付けの面倒な補強手段を採用する必要が無く、部品点数も少な
く、ビニールハウスの構築の作業性が向上し、組付性、経済性の向上を図れる。
【００１３】
　請求項３の発明によれば、コーナージョイントが縦支柱にしっかりと固定でき、横支柱
の弛みを防止できる。
【００１４】
　しかも、ビニールハウスのコーナジョイに使用した時、挟持片の前側が湾曲しているか
ら、接触したビニールシートの破損を防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下本発明の実施の一例を図に基づいて説明する。
【００１６】
　図７は、本発明のコーナージョイント３を使用したビニールハウスＡを示すものである
。
【００１７】
　このビニールハウスＡでは地上に多数のアーチパイプ３２を起立し、このアーチパイプ
３２上にクロスして取付けた蟻溝フレームを介して透明なシートが展張されている。
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【００１８】
　端部のアーチパイプ３２には吊下げ継手３を介して妻面側の中空な蟻溝フレームからな
る縦支柱１が複数吊下げられながら地上に起立し、この縦支柱１はビニールハウスＡの骨
組みとして利用されながらシートの定着部材として使用され、一部はドアＤの補強枠とし
ても使用されている。
【００１９】
　縦支柱１には本発明に係わるコーナージョイント３を介してこの縦支柱と直交する方向
に横支柱２が結合され、この横支柱２はアーチパイプ３２の下部に当接してアーチパイプ
３２を支えながら公知の取付部材３３を介して結合されている。
【００２０】
　横支柱２は、各アーチパイプ３２を支えるように長くても良く、図示のように数本のア
ーチパイプ３２のみを支えてコーナー付近の補強を図るように短いものでも良い。
【００２１】
　本発明のコーナージョイント自体は、図１、図５の斜視図からわかるように、各パイプ
状の縦支柱１に対して横支柱２を直交する方向に結合するコーナージョイント３であって
、縦支柱１を抱持する断面コ字状の本体４Ａからなる抱持フレーム４と、この本体４Ａの
上部後端に当該本体４Ａと直交する方向に延設した筒体５Ａからなるソケット５と、上記
本体４Ａの上部前側に上記ソケット５と反対方向に向けて設けた左右一対の挟持片６，６
と、各挟持片６，６に対向して設けた係止孔７，７とからなるものである。
【００２２】
　ソケット３の前側端部を絞って傾斜させることによりストッパ部５Ｂを形成し、横支柱
２の差し込みストロークを規制するようにしても良い。
【００２３】
　このコーナージョイント３を図７のように、ビニールハウスＡに利用する場合は、アー
チパイプ３２に吊り継手１６を設け、この吊り継手１６の下部に吊下げたスペーサ１９を
中空な縦支柱１の上部に挿入し、この縦支柱１に対して横支柱２を直交する方向に結合し
、当該横支柱２でアーチパイプ３２を支持させるものである。
【００２４】
　上記抱持フレーム４の本体４Ａは、縦支柱１が円筒状である場合は、断面Ｃ型状に成形
されるもので、その形状うは縦支柱１の形状に対応させている。
【００２５】
　上記コ－ナージョイント３では、図５に示すように、抱持フレーム４の本体４Ａに当該
本体４Ａを縦支柱１に固定させるナット１４Ａとボルト１４Ｂからなる止め具１４を設け
、ソケット５の筒体５Ａに当該筒体５Ａ内に挿入した横支柱２を締付けるねじ孔１１とボ
ルト１２とからなる締付け具１２を設け、挟持片６の前側外縁６Ａを湾曲させている。更
に挟持片６の孔７に挿入するボルト１３とこれを締付けるナット３Ｂを備えている。
【００２６】
　この湾曲した外縁６Ａは、縦支柱１に展張したシートが接触しても摩耗したり,破損す
るのを防止させるものである。
【００２７】
　抱持フレーム４の本体４Ａの側部には係止孔８を形成しておき、ボルトやピンを差しこ
んで縦支柱１にしっかりと固定するようにしても良い。
【００２８】
　更に、抱持フレーム４とソケット５とのコーナーには補強板９を介在して両者を補強し
、ソケット５の外周にもリブ１０を形成してソケット５を補強している。
【００２９】
　本発明のコーナージョイント３を取付けるビニールハウスにおける支柱の連結装置は上
記特許文献１に開示されている公知のものである。
【００３０】
　以下これを簡単に説明する。
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【００３１】
　この支柱の連結装置は図１及び図６の斜視図からわかるように、アーチパイプ３２に対
して縦支柱１を縦方向に連結するものであり、アーチパイプ３２に取り付けた吊下げ継手
１６と、継手１６に一端の支持片２１を介して枢着したスペーサ１９と、スペーサ１９と
縦支柱１とを固定する楔３０とハンドル２９とからなる止め具２８とから構成されている
。
【００３２】
　縦支柱１における本体２６の正面側には軸方向に沿う開口部巾狭の蟻溝２５を有し、背
面側に一対の補強片２７，２７を形成し、上記蟻溝２５内に嵌合したビニールシートが弾
性な係止線条を介して定着されている。
【００３３】
　縦支柱１は、軸方向に沿って中空部１Ａが形成され、更に背面側胴部には補強片２７に
沿って軸方向の開口部1Ｂが形成されている。
【００３４】
　スペーサ１９は、Ｃ型チャンネルで本体を構成し、上端には支持片２１を起立し、上端
前側には外縁２２Ａを湾曲したストッパ２２を設け、胴部背面には一つ又は複数の開口部
２３，２４を形成している。
【００３５】
　スペーサ１９の上部側面には対向する孔２２Ｂ，２２Ｂを形成している。
【００３６】
　スペーサ１９の支持片２１は、継手１６の下部挟持片１６Ａに対してボルト１８とナッ
ト１８Ａとからなる連結具を介して枢着されている。
【００３７】
　スペーサ１９を固定する場合は、楔３０を開口部２４内に挿入し、次いでハンドル２９
を介して楔３０を９０度回転すると楔３０の係止面と縦支柱１の補強片２７とでスペーサ
１９の本体２０の背面側胴部を挟持して行うものである。
【００３８】
　本発明のコ―ナージョイント３を縦支柱１に取付ける場合は、予めこのコーナージョイ
ント３を縦支柱１に結合した状態で縦支柱１を吊下げ継手３を介してアーチパイプ３２に
結合しても良く、又は予め縦支柱１をアーチパイプ３２に結合して起立しておいた状態で
後からコーナージョイント３を縦支柱１に結合しても良い。
【００３９】
　この際、図２,図３に示すように、先ず、コーナージョイント３における抱持フレーム
４の本体４Ａを縦支柱１の背部に差し込み、同時に挟持片６，６をスペーサ１９のストッ
パ２２の両側に当がっておく。
【００４０】
　次いで、抱持フレーム４の背部の孔８Ａから縦支柱１の開口部１Ｂを介して挿入したボ
ルト１４Ａをスペーサ１９の孔２０Ａの差し込み、ナット１４Ａで締付け、抱持フレーム
４をスペーサ１９の固定する。
【００４１】
　上記ナット１４Ａは、予めスペーサ１９の本体２０に溶接しておいても良い。
【００４２】
　次ぎに、挟持片６の係止孔７よりスペーサ１９側の孔２２Ｂにボルト１３を挿入しナッ
ト１３Ｂで締結する。
【００４３】
　上記の状態で、ソケット５内に横支柱２を差し込みボルト１２で弛みを防止させる。
【００４４】
　次いで、すでに述べたように、横支柱２とアーチパイプ３２とをパイプジョイントから
なる取付部材３３で固定するものである。
【図面の簡単な説明】
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【００４５】
【図１】本発明の一実施の形態に係わるコーナージョイントを利用して縦支柱と横支柱と
結合した状態のビニールハウスの一部拡大斜視図である。
【図２】図１の拡大縦断側面図である。
【図３】図２のＸ－Ｘ線横断平面図である。
【図４】図１の正面図である。
【図５】図１の分解斜視図である。
【図６】支柱の取付装置の分解斜視図である。
【図７】本発明のコーナージョイントを使用したビニールハウスの一部切欠き斜視図であ
る。
【符号の説明】
【００４６】
　１　縦支柱
　２　横支柱
　３　コーナージョイント
　４　抱持フレーム
　４Ａ　本体
　５　ソケット
　５Ａ　筒体
　６　挟持片
　７　係止孔
　１６　吊り継手
　１９　スペーサ
　３２　アーチパイプ
　Ａ　ビニールハウス
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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