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(57)【要約】
【課題】現場での追加作業を不測に発生させることなく
、長尺体支持具に対して長尺体カバーを取付けられるよ
うにする。
【解決手段】構造体側の被取付け部に対する取付け部８
ａと、長尺体Ｐの長手方向の一部を支持する支持部とを
両端側に備えた長尺体支持具１に対して、それの取付け
部８ａを外部に位置させる状態で外装するための支持具
装着部４Ａを軸芯方向中間部に備え、且つ、長尺体支持
具１の両脇で長尺体Ｐを被覆する長尺体カバー２の端部
に外装するためのカバー装着部４Ｂを軸芯方向両端部に
備えた筒状に構成され、被取付け部Ｗに取付けた状態の
長尺体支持具１とそれの両側に配置した長尺体カバー２
に対して装着操作が可能なように、径方向における相対
近接操作で筒状に組付け可能な複数の分割筒部９、１０
から構成されている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造体側の被取付け部に対する取付け部と、長尺体の長手方向の一部を支持する支持部
とを両端側に備えた長尺体支持具に対して、それの取付け部を外部に位置させる状態で外
装するための支持具装着部を軸芯方向中間部に備え、且つ、前記長尺体支持具の両脇で長
尺体を被覆する長尺体カバーの端部に外装するためのカバー装着部を軸芯方向両端部に備
えた筒状に構成されているとともに、
　前記被取付け部に取付けた状態の前記長尺体支持具とそれの両側に配置した長尺体カバ
ーに対して装着操作が可能なように、径方向における相対近接操作で筒状に組付け可能な
複数の分割筒部から構成されている長尺体カバー取付け具。
【請求項２】
　前記長尺体支持具の前記支持部が、前記長尺体を挿通させる状態で長尺体を支持可能な
環状又は略環状に構成されているとともに、
　前記支持具装着部の内面部には、前記長尺体支持具の前記支持部の外周部に先端側が当
接して該支持部を所定位置に保持するための弾性変形可能な位置保持片部が突設されてい
る請求項１記載の長尺体カバー取付け具。
【請求項３】
　複数の前記分割筒部を筒状に組付けた状態で固定する固定手段が設けられているととも
に、
　前記分割筒部どうしが径方向の所定範囲で相対移動可能な仮組状態で両分割筒部を係止
する仮組用係止手段が設けられている請求項１又は２記載の長尺体カバー取付け具。
【請求項４】
　前記長尺体支持具に対して装着した状態において長尺体支持具の取付け部に連なる部位
を挟持する挟持手段が設けられている請求項１～３のいずれか１項に記載の長尺体カバー
取付け具。
【請求項５】
　前記挟持手段が、前記長尺体支持具に対して装着した状態で長尺体支持具の取付け部に
連なる部位を弾性的に挟持するように前記分割筒部の各々に設けられたバネ板部材から構
成されている請求項４記載の長尺体カバー取付け具。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の長尺体カバー取付け具を用いた長尺体カバーの取
付け方法であって、
　構造体側の被取付け部に前記長尺体支持具を取付け、且つ、該長尺体支持具に長尺体を
支持させた状態で、長尺体支持具の両脇において長尺体を囲う状態で筒状の長尺体カバー
を設けて該長尺体カバーを長尺体に保持させるととともに、
　前記長尺体支持具とそれの両脇の前記長尺体カバーの端部とに外装させる状態で複数の
前記分割筒部を筒状に組付けることにより、前記長尺体支持具に対し前記長尺体カバーを
取付ける長尺体カバーの取付け方法。
【請求項７】
　請求項３記載の長尺体カバー取付け具の複数個を用いた長尺体カバーの取付け方法であ
って、
　構造体側の被取付け部に前記長尺体支持具の複数個を間隔を空けて取付け、且つ、長尺
体支持具の各々に長尺体を支持させた状態で、長尺体支持具の各々の両脇において長尺体
を囲う状態で筒状の長尺体カバーを設けて該長尺体カバーを長尺体に保持させるとととも
に、
　前記長尺体支持具の各々とそれの両脇の前記長尺体カバーの端部とに外装させる状態で
複数の前記分割筒部を前記仮組用係止手段により仮組した後、複数の長尺体カバー取付け
具の各々を前記固定手段より固定することで、前記長尺体支持具の各々に対し前記長尺体
カバーを取付ける長尺体カバーの取付け方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷媒管やケーブルや給排水管等の長尺体を長尺体カバーで被覆した状態で建
物内に配設するための技術に関し、より詳しくは、壁体やスラブの外面等の構造体側の被
取付け部に対する取付け部と、長尺体の長手方向の一部を支持する支持部とを両端側に備
えた長尺体支持具に対して、前記長尺体を囲うための筒状の長尺体カバーを取付ける技術
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、前記長尺体支持具に対して前記長尺体カバーを取付けるのに、以下の方法が採ら
れていた。
【０００３】
　長尺体カバーを径方向で分割した一対の分割カバー体から構成し、その両分割カバー体
の対向面間に、前記長尺体支持具の取付け部を外部に位置させる挿通部を形成するための
切り欠きを設けておく。
【０００４】
　そして、前記切り欠きに前記長尺体支持具の取付け部に連なる部位を位置させる状態で
一対の分割カバー体を組付ける。
【０００５】
　その後、長尺体カバーにおける長尺体支持具への取付け箇所を金属製の固定バンドで囲
い、その状態で固定バンドの両端部を長尺体支持具の取付け部に連なる部位にボルト連結
することにより、長尺体支持具に対して長尺体カバーを取付ける（例えば、下記特許文献
１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平７－１９５２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、長尺体配設ルートは建物により変わるために長尺体配設ルートの適所に配設
される長尺体支持具どうしの間隔も建物によって変わることから、現場において長尺体カ
バーを切断して長さを調整する作業が行われている。
【０００８】
　そのため、上記従来の技術では、長尺体カバーに長尺体支持具に対する装着用の挿通部
を形成するための切り欠きを設けてはいるものの、上記の長尺体カバーの切断作業で切り
欠きの形成箇所が切り離されたり、或いは、その切り欠きの位置が長尺体支持具への取付
けに適さない位置になったりし、そのことで、前記切り欠きを現場で再度形成する面倒な
追加作業が多々生じていた。
【０００９】
　本発明は、上述の実状に鑑みて為されたものであって、その主たる課題は、現場での追
加作業を不測に発生させることなく、長尺体支持具に対して長尺体カバーを取付けること
のできる長尺体カバー取付け具、及び、それを用いた長尺体カバー取付け方法を提供する
点にある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１特徴構成は、長尺体カバー取付け具に係り、その特徴は、
　構造体側の被取付け部に対する取付け部と、長尺体の長手方向の一部を支持する支持部
とを両端側に備えた長尺体支持具に対して、それの取付け部を外部に位置させる状態で外
装するための支持具装着部を軸芯方向中間部に備え、且つ、前記長尺体支持具の両脇で長
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尺体を被覆する長尺体カバーの端部に外装するためのカバー装着部を軸芯方向両端部に備
えた筒状に構成されているとともに、
　前記被取付け部に取付けた状態の前記長尺体支持具とそれの両側に配置した長尺体カバ
ーに対して装着操作が可能なように、径方向における相対近接操作で筒状に組付け可能な
複数の分割筒部から構成されている点にある。
【００１１】
　上記構成によれば、前記長尺体支持具とそれの両脇の前記長尺体カバーの端部の各々と
に外装するように前記分割筒部を組付けるだけで、長尺体支持具に対して両長尺体カバー
を取付けることができる。
【００１２】
　従って、先述の従来技術のように長尺体カバーに切り欠きを現場で形成する面倒な追加
作業を発生させることなく、長尺体支持具に対して両長尺体カバーを取付けることができ
る。
【００１３】
　しかも、長尺体支持具に対する両長尺体カバーの取付けによって、両長尺体カバーを連
結することができるから、別途、長尺体カバー用の連結具を用いて両長尺体カバーを連結
する必要もない。
【００１４】
　本発明の第２特徴構成は、第１特徴構成の実施に好適な構成であり、その特徴は、
　前記長尺体支持具の前記支持部が、前記長尺体を挿通させる状態で長尺体を支持可能な
環状又は略環状に構成されているとともに、
　前記支持具装着部の内面部には、前記長尺体支持具の前記支持部の外周部に先端側が当
接して該支持部を所定位置に保持するための弾性変形可能な位置保持片部が突設されてい
る点にある。
【００１５】
　上記構成によれば、前記位置保持片部により前記長尺体支持具の支持部を所定位置に保
持することができ、しかも、その位置保持片部の弾性変形によりその弾性変形範囲で長尺
体支持具の形状変化にも対応することができる。従って、製造会社が異なる等から形状の
異なる長尺体支持具に対しても長尺体カバーをガタツキ等のない状態で取付けることがで
きる。
【００１６】
　本発明の第３特徴構成は、第１又は第２特徴構成の実施に好適な構成であり、その特徴
は、
　複数の前記分割筒部を筒状に組付けた状態で固定する固定手段が設けられているととも
に、
　前記分割筒部どうしが径方向の所定範囲で相対移動可能な仮組状態で両分割筒部を係止
する仮組用係止手段が設けられている点にある。
【００１７】
　つまり、上記構成によれば、前記仮組用係止手段により前記分割筒部どうしを径方向の
所定範囲で相対移動可能な仮組状態にすることができるから、例えば、長尺体の配設ルー
トの複数箇所で長尺体支持具に対して長尺体カバーを取付ける場合等において、先ず、各
取付け箇所で前記分割筒部どうしを仮組状態にし、その仮組状態で全体のバランスを調整
した後で、前記固定手段により各取付け箇所で長尺体支持具に対して長尺体カバーを取付
けることができる。従って、後戻りのない効率的な作業によって長尺体支持具の各々に対
し前記長尺体カバーを取付けることができる。
【００１８】
　本発明の第４特徴構成は、第１～第３特徴構成のいずれかの実施に好適な構成であり、
その特徴は、
　前記長尺体支持具に対して装着した状態において長尺体支持具の取付け部に連なる部位
を挟持する挟持手段が設けられている点にある。
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【００１９】
　上記構成によれば、前記被取付け部に取付けた状態の前記長尺体支持具に対して外装操
作を可能にするための分割構造を利用して、前記挟持手段により長尺体支持具の取付け部
に連なる部位を挟持することができるから、前記長尺体支持具に対する装着状態でのガタ
ツキを効率的に抑止することができる。
【００２０】
　本発明の第５特徴構成は、第４特徴構成の実施に好適な構成であり、その特徴は、
　前記挟持手段が、前記長尺体支持具に対して装着した状態で長尺体支持具の取付け部に
連なる部位を弾性的に挟持するように前記分割筒部の各々に設けられたバネ板部材から構
成されている点にある。
【００２１】
　上記構成によれば、前記バネ板部材の弾性変形によりその弾性変形範囲で長尺体支持具
の取付け部に連なる部位の形状変化に対応することができるから、製造会社が異なる等か
ら形状の異なる長尺体支持具に対してもガタツキ等を抑止した状態で長尺体カバーを取付
けることができる。
【００２２】
　本発明の第６特徴構成は、第１～第５特徴構成のいずれかに記載の長尺体カバー取付け
具を用いた長尺体カバーの取付け方法であって、
　構造体側の被取付け部に前記長尺体支持具を取付け、且つ、該長尺体支持具に長尺体を
支持させた状態で、長尺体支持具の両脇において長尺体を囲う状態で筒状の長尺体カバー
を設けて該長尺体カバーを長尺体に保持させるととともに、
　前記長尺体支持具とそれの両脇の前記長尺体カバーの端部とに外装させる状態で複数の
前記分割筒部を筒状に組付けることにより、前記長尺体支持具に対し前記長尺体カバーを
取付ける点にある。
【００２３】
　上記構成によれば、前記長尺体支持具とそれの両脇の前記長尺体カバーの端部の各々と
に外装するように前記分割筒部を組付けるだけの作業によって、長尺体支持具に対して両
長尺体カバーを取付けることができる。
【００２４】
　従って、先述の従来技術のように、前記長尺体カバーに切り欠きを開口形成する面倒な
追加作業を不測に発生させることがなく、長尺体支持具に対して両長尺体カバーを取付け
ることができる。
【００２５】
　しかも、長尺体支持具に対する両長尺体カバーの取付けによって、両長尺体カバーを連
結することができるから、別途、長尺体カバー用の連結具を用いて連結する必要もない。
【００２６】
　本発明の第７特徴構成は、第３特徴構成の長尺体カバー取付け具の複数個を用いた長尺
体カバーの取付け方法であって、
　構造体側の被取付け部に前記長尺体支持具の複数個を間隔を空けて取付け、且つ、長尺
体支持具の各々に長尺体を支持させた状態で、長尺体支持具の各々の両脇において長尺体
を囲う状態で筒状の長尺体カバーを設けて該長尺体カバーを長尺体に保持させるとととも
に、
　前記長尺体支持具の各々とそれの両脇の前記長尺体カバーの端部とに外装させる状態で
複数の前記分割筒部を前記仮組用係止手段により仮組した後、複数の長尺体カバー取付け
具の各々を前記固定手段より固定することで、前記長尺体支持具の各々に対し前記長尺体
カバーを取付ける点にある。
【００２７】
　つまり、上記構成によれば、先ず、各取付け箇所で前記分割筒部どうしを仮組状態にし
、その後、前記固定手段により各取付け箇所で長尺体支持具に対して長尺体カバーを取付
けるから、固定手段により固定する前の仮組状態において全体のバランスを調整すること
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ができる。従って、後戻りのない効率的な作業によって長尺体支持具の各々に対し前記長
尺体カバーを取付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】配管カバー構造の一部を示す説明図
【図２】配管カバー構造の要部の縦断面説明図
【図３】配管カバー構造の要部の横断面説明図
【図４】配管カバー取付け具の取付け方法を示す説明図
【図５】配管カバー取付け具の取付け方法を示す説明図
【図６】配管カバー取付け具の取付け方法を示す説明図
【図７】配管カバー取付け具の取付け方法を示す説明図
【図８】第１分割カバー体の要部の分解斜視図
【図９】バネ板部材の取付け箇所の説明断面図
【図１０】（ａ）第１、第２分割カバー体の仮組状態を示す要部の断面図、（ｂ）第１、
第２分割カバー体の組付状態を示す要部の断面図
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１～図３は、冷媒管やドレンホース等の配管（長尺体の一例）Ｐを被覆する複数種の
配管カバー（長尺体カバーの一例）を壁面Ｗ（構造体側の被取付け部の一例）に沿う配管
類配設ルートに沿って配設した配管カバー構造の一部を示す。
【００３０】
　１は配管Ｐを壁面Ｗに取付ける金属製の配管支持具（長尺体支持具の一例）、２は配管
配設ルートのストレート部で配管Ｐを被覆する直管型配管カバー（前記配管カバーの一例
）、３は配管配設ルートの曲がり部で配管Ｐを被覆するエルボ型配管カバー（前記配管カ
バーの一例）である。
【００３１】
　そして、配管支持具１とそれの両脇の直管型配管カバー２とが筒状の配管カバー取付け
具４（長尺体取付け具の一例）を介して取付けられている。また、直管型配管カバー２と
エルボ型配管カバー３との２箇所の接続箇所のうちの一方は、壁面Ｗ側の固定片５にボル
トやナット等の固定手段１４で固定するための固定部６ａを備えた配管カバー固定具６を
介して連結されている。一方、直管型配管カバー２とエルボ型配管カバー３との２箇所の
接続箇所のうちの他方は、エルボ型配管カバー３の端部で直管型配管カバー２の端部を外
装して連結されている。
【００３２】
　図２～図４に示すように、前記配管支持具１は、配管Ｐを支持する環状の支持部を備え
た支持部材７と、壁面Ｗに対する取付け部材８とを着脱自在に連設して構成されている。
【００３３】
　前記支持部材７は、前記支持部を構成するための半円状の配管受け板部を有した屈曲形
状の２枚の帯板部材７ａを、ヒンジ部７ｂを介して揺動自在に連結して構成されている。
両帯板部材７ａの遊端側には、前記取付け部材８の後述する被連結板部８ｂに対してボル
トやナット等の固定手段１５で固定連結するための挿通孔（図示しない）を備えた連結板
部７ｃが備えられている。
【００３４】
　前記取付け部材８は、壁面Ｗに対してボルトやビス等の固定手段１６で固定するための
矩形板状の取付け板部８ａ（取付け部の一例）と、該取付け板部８ａの長手方向中間部に
突設された被連結板部８ｂとを備えたＴ字状金具から構成されている。
【００３５】
　前記取付け板部８ａの長手方向の両端側には、ボルトやナット等の固定手段１６で壁面
Ｗに固定するための挿通孔８ｃが形成されているとともに、前記被連結板部８ｂには、前
記固定手段１５で支持部材７の連結板部７ｃに固定連結するための挿通孔（図示しない）
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が形成されている。
【００３６】
　つまり、この配管支持具１は、前記取付け部材８の取付け板部８ａを固定手段１６によ
り壁面Ｗに固定し、且つ、支持部材７の前記両帯板部材７ａ間に配管Ｐを配置した状態で
、前記ヒンジ部７ｃ周りに前記両帯板部材７ａを互いが近接する方向に揺動させて両帯板
部材７ａの連結片部７ｃの各々を前記取付け部材８の被連結板部８ｂに固定手段１５で連
結することにより、配管Ｐを壁面Ｗに取付ける。
【００３７】
　前記直管型配管カバー２とエルボ型配管カバー３の各々は、径方向で分割した半割筒状
の２つの分割カバー体から構成されていて、配管支持具１により壁面Ｗに取付けた配管Ｐ
を包み込むように両分割カバー体を係着することで、配管Ｐを被覆する状態で配設するこ
とできるように構成されている。
【００３８】
　前記配管カバー固定具６も、径方向で分割した合成樹脂製の２つの分割カバー体から構
成されている。また、図２に示すように、配管カバー固定具６の一端側６ｂは、直管状配
管カバー２の端部が内装状態で接続可能な内径寸法に構成されているとともに、配管カバ
ー固定具６の他方側６ｃは、エルボ型配管カバー３が外装状態で接続可能な外径寸法に構
成されている。
【００３９】
　図１～図３に示すように、前記配管カバー取付け具４は、前記配管支持具１に外装する
ための支持具装着部４Ａを軸芯方向中間部に備え、且つ、前記配管支持具１の両脇で配管
Ｐを被覆する直管型配管カバー２の端部に外装するためのカバー装着部４Ｂを軸芯方向両
端部に備えた筒状に構成されている。
【００４０】
　前記カバー装着部４Ｂの内径寸法は、前記直管型配管カバー２の端部に対して外装状態
で装着可能なように直管型配管カバー２の端部の外径寸法と同じ寸法又はそれよりも僅か
に小さな寸法に構成されている。
【００４１】
　前記取付け具側装着部４Ａの内径寸法は、配管支持具１の環状の支持部に対して外装状
態で装着可能なように配管支持具１の環状の支持部の外径寸法より大なる寸法に構成され
ているとともに、その内面部の周方向に間隔を空けた４箇所（複数箇所の一例）には、図
３に示すように、配管支持具１の支持部の外周部に先端側が当接して該支持部を所定位置
に保持するための弾性変形可能な位置保持片部４ａが突設されている。
【００４２】
　また、図３に示すように、前記支持具装着部４Ａには、配管支持具１に装着した状態に
おいて配管支持具１の取付け板部８ａを外部に位置させるように取付け板部８ａに連なる
部位を挿通させる挿通部４ｂが形成されている。
【００４３】
　そして、図４～図７に示すように、当該配管カバー取付け具４は、壁面Ｗに取付けた状
態の前記配管支持具１とそれの両側に配置した長尺体カバーに対して装着操作が可能なよ
うに、径方向における相対近接操作で筒状に組付可能な一対（複数の一例）の半割筒状の
第１、第２分割カバー体９、１０（分割筒部の一例）から構成されている。
【００４４】
　前記第１分割カバー体９と第２分割カバー体１０との間には、径方向からの相対近接操
作により係合する係合手段が設けられている。当該係合手段は、図３に示すように、前記
第一分割カバー体９の周方向両端面の径方向内方領域に突設した外側係合片部９ａと、第
２分割カバー体１０の周方向両端面の径方向外方領域に突設した内側係合片部１０ａとか
ら構成されている。
【００４５】
　また、図４に示すように、前記第１、第２分割カバー体９、１０の径方向一方側（取付
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け時に壁側となる一方側）の接合端部の軸芯方向中間部の各々には、両分割カバー体９、
１０を組付けた状態で前記挿通部４ｂを形成するための切り欠き９Ａ、１０Ａが形成され
ている。
【００４６】
　当該切り欠き９Ａ、１０Ａの各々には、配管支持具１の取付け具側の幅寸法が小さい場
合において、その配管支持具１の取付け具側の両端縁に接当して配管支持具１の幅方向で
の相対移動を接当阻止するための一対の移動規制片９ｂ、１０ｂが突出形成されている。
【００４７】
　前記第１、第２分割カバー体９、１０の一方側接合端部における前記切り欠き９Ａ、１
０Ａの隣接箇所には、両分割カバー体９、１０を固定ビス１２（固定手段の一例）で固定
連結するための一対の一方側連結片部９Ｂ、１０Ｂが径方向外方に突出する状態で設けら
れている。
【００４８】
　図４～図８、図１０に示すように、前記第１分割カバー体９の一方側連結片部９Ｂの各
々には、前記第２分割カバー体１０の一方側連結片部１０Ｂの各々に形成された挿通孔１
０ｃを通じて前記取付けビス１２を螺着可能なビス受け部９ｃが設けられている。
【００４９】
　また、第１分割カバー体の一方側連結片部９Ｂの各々には、前記第２分割カバー体の一
方側連結片部１０Ｂの各々に貫通形成された挿通孔の周縁部からなる被係止部１０ｄと係
止して、遠近方向の所定範囲ｈ（図１０（ａ）を参照）で相対移動可能な仮組状態（図６
、図１０（ａ）に示す状態）で両分割カバー９、１０を係止するためのフック状部を先端
に備えた係止片９ｄが設けられている。
【００５０】
　前記第１分割カバー体９の一方側連結片部９Ｂどうしの対向面、及び、前記第２分割カ
バー体１０の一方側連結片部１０Ｂどうしの対向面の各々には、前記配管支持具１に装着
した状態で配管支持具１の取付け板部８ａに連なる部位を組付方向から挟持するためのバ
ネ板部材１３（挟持手段の一例）が設けられている。
【００５１】
　前記バネ板部材１３は、図８～図１０に示すように、両分割カバー体９、１０の各々の
一方側連結片９Ｂ、１０Ｂの対向面に形成された取付け穴部９Ｄ、１０Ｄに対して挿入状
態で装着される軸芯方向に沿う姿勢の装着板部１３Ａと、該装着板部１３Ａの先端から組
付方向に傾斜する姿勢で伸びる傾斜板部１３Ｂと、該傾斜板部１３Ｂの先端から軸芯方向
に沿う姿勢で伸びる押さえ板部１３Ｃとから構成されている。
【００５２】
　前記装着板部１３Ａの基端側には、取付け穴部９Ｄ、１０Ｄへの所定の挿入位置で前記
取付け穴部９Ｄ、１０Ｄの奥側部位に形成された被係止凹部９ｅ、１０ｅに抜け止め状態
で係止するための係止片１３ａが斜め先端側に向く姿勢で切り起し形成されている。
【００５３】
　また、装着板部１３Ａの板幅方向の一端側には、押さえ板部１３Ｃが組付け側を向く所
定姿勢でのみ、前記取付け穴部９Ｄの手前側部位における穴幅方向一端側に偏倚した位置
に形成した長手方向に沿う凹条９ｆを通過可能な取付け向き規制片１３ｂが折り曲げ形成
されている。なお、図視しないが、前記取付け穴部１０Ｄにも前記凹条９ｆと同じ構成の
凹条が形成されている。
【００５４】
　さらに、前記装着板部１３Ａには、取付け穴部９Ｄ、１０Ｄに装着した状態で取付け穴
部９Ｄ、１０Ｄの内面に接当してバネ板部材１３のガタツキを阻止する弾性変形可能なガ
タツキ阻止片１３ｄが切り起し形成されている。
【００５５】
　一方、前記第１、第２分割カバー体９、１０の径方向の他方側（取付け時に壁面Ｗとは
反対側となる他方側）の接合端部には、図４に示すように、両分割カバー体９、１０を前
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記固定ビス１２で固定連結するための他方側連結片部９Ｅ、１０Ｅが径方向外方に突出す
る状態で設けられている。
【００５６】
　前記第１分割カバー体９の他方側連結片部９Ｅの軸芯方向両端側には、前記第２分割カ
バー体１０の他方側連結片部１０Ｅの軸芯方向両端側に形成された挿通孔１０ｇを通じて
前記固定ビス１２を螺着するためのビス受け孔９ｇが設けられている。
【００５７】
　また、前記第１分割カバー体９の他方側連結片部９Ｅの軸芯方向両端側には、前記第２
分割カバー体１０の他方側連結片部１０Ｅの軸芯方向両端側に貫通形成された挿通孔の周
縁部からなる被係止部１０ｈと係止して、遠近方向の所定範囲ｈで相対移動可能な仮組状
態で両分割カバー９、１０を係止するためのフック状部を先端に備えた係止片９ｈが設け
られている。
【００５８】
　つまり、第１分割カバー体９の係止片９ｄ、９ｈ、及び、第２分割カバー体１０の被係
止部１０ｄ、１０ｈは、両分割カバー体９、１０が径方向の所定範囲ｈで相対移動可能な
仮組状態で両分割カバー体９、１０を係止する仮組用係止手段を構成する。
【００５９】
　すなわち、当該配管カバー取付け具４は、図６、図１０（ａ）に示すように、仮組用係
止手段により両分割カバー体９、１０を仮組状態にし、その後、固定ビス１２による固定
操作によって図７、図１０（ｂ）に示すように、両分割カバー体９、１０の接合端面どう
しが接合した組付状態にし得るように構成されている。
【００６０】
　前記第１、第２分割カバー体９、１０の他方側連結片部９Ｅ、１０Ｅの軸芯方向中間部
には、両カバー体９、１０の組付時において記配管支持具１のヒンジ部７ｂを配置するた
めの空間を形成する凹部９Ｆ、１０Ｆが形成されている。
【００６１】
　次に、上述の如く構成された配管カバー取付け具４の複数個を用いて配管カバー２、３
を取付け方法について、便宜上、主に１つの配管カバー取付け具４と一対の直管状配管カ
バー２の取付け箇所を参酌しながら説明する。
【００６２】
　まず、図４に示すように、壁面Ｗの適所に対して配管支持具１を固定手段１６で取付け
、且つ、配管支持具１の各々に配管Ｐを支持させた状態で、配管支持具１の各々の両脇に
おいて配管Ｐを囲う状態で直管状配管カバー２を設けて該直管状配管カバー２を配管Ｐに
保持させる。
【００６３】
　次に、図５～図６、図１０（ａ）に示すように、前記配管支持具１の各々とそれの両脇
の直管状配管カバー２の端部とに外装させる状態で配管カバー取付け具４の各々の第１、
第２分割カバー体９、１０を径方向に相対近接移動させて前記仮組用係止手段により仮組
する。
【００６４】
　そして、図示しないが、配管配設ルートの曲がり部にエルボ型配管カバー３を配設する
とともに、配管固定具６を固定手段１４により壁面Ｗ側の固定片５に取付けて、更に、そ
の配管固定具６により直管状配管カバー２とエルボ型配管カバーを連結し、配管配設ルー
トの曲がり部の位置を固定する（図１、図２を参照）。
【００６５】
　その後、図６～図７、図１０（ｂ）に示すように、配管カバー取付け具４の各々の第１
、第２分割カバー体９、１０を前記固定ビス１２により固定連結し、配管カバー２、３の
取付けが完了する。そして、図１に示す如き配管カバー構造が完成する。
【００６６】
［その他の実施形態］
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　（１）前述の実施形態では、径方向における相対近接操作で筒状に組付け可能な複数の
分割筒部として、一対の分割カバー体９、１０を例に示したが、３つ以上の分割カバー体
であってもよい。
【００６７】
　（２）前述の実施形態では、径方向における相対近接操作で筒状に組付け可能な複数の
分割筒部として、分離可能に構成された分割カバー体９、１０を例に示したが、ヒンジ等
を介して分離不能に構成された複数の部分筒状のカバー部分などであってもよい。
【００６８】
　（３）前述の実施形態では、配管カバー取付け具４によって配管支持具１に対して直管
状配管カバー２を取付ける場合を例に示したが、配管カバー取付け具４によって配管支持
具１に対してエルボ型配管カバー３を取付けてもよい。
【００６９】
　（４）前述の実施形態では、両分割カバー体９、１０の組付時に配管支持具１の取付け
板部８ａに連なる部位を挟持する挟持手段が、板バネ部材１３から構成されている場合を
例に示したが、例えば、前記両分割カバー体９、１０の切り欠き９Ａ、１０Ａの一方又は
両方に配設したエラストマー等の弾性体等から構成されていてもよい。
【００７０】
　（５）前記仮組用係止手段は、前述の実施形態で示した如き、係止片９ｄ、９ｈ、及び
、被係止部１０ｄ、１０ｈから構成されているものに限らず、例えば、嵌合自在なピン等
の凸部（係止部の一例）と凹部又は孔部（被係止部の一例）等から構成されていたり、或
いは、粘着テープ等の粘着手段によって係止自在な凸部と凹部等から構成されていてもよ
い。
【００７１】
　前記仮組用係止手段を嵌合自在な凸部と凹部（又は孔部）から構成する場合、例えば、
凸部の外周面と凹部（又は孔部）の内周面の少なくとも一方に嵌合操作方向に沿うリブ（
凸条の一例）を形成することによって、凸部が凹部（又は孔部）に入り込むときに前記リ
ブが押し潰される状態で凸部と凹部（又は孔部）とを嵌合させるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００７２】
Ｗ　　　　　　　　　　　　　被取付け部
Ｐ　　　　　　　　　　　　　長尺体
１　　　　　　　　　　　　　長尺体支持具
２、３　　　　　　　　　　　配管カバー
４Ａ　　　　　　　　　　　　支持具装着部
４Ｂ　　　　　　　　　　　　カバー装着部
４ａ　　　　　　　　　　　　位置保持片部
８ａ　　　　　　　　　　　　取付け部
９、１０　　　　　　　　　　分割筒部
９ｄ、９ｈ、１０ｄ、１０ｈ　仮組用係止手段
１２　　　　　　　　　　　　固定手段
１３　　　　　　　　　　　　挟持手段、バネ板部材
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