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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
湾曲可能な帯状板材から成り、配管類に巻き回されて該配管類を吊り下げ支持する配管類
支持具であって、挿通孔と該挿通孔に連通する掛止孔が形成された掛止部と、該掛止部の
挿通孔に挿通された後に掛止孔に引掛けて固定される被掛止部とが、該掛止部と被掛止部
とを相互に接続する接続部を介して長手方向に交互に繰り返し状態で複数個連接しており
、接続部が前記掛止孔の幅よりも僅かに狭い幅で且つ帯状板材の厚み以上の長さを有する
と共に、前記被掛止部が掛止部に固定される際に掛止孔に嵌まり込む部分となる構成であ
る配管類支持具において、
　前記掛止部の挿通孔が略円形であり、前記被掛止部が挿通孔の略円形より小さい直径を
有する略円形であり、
　前記接続部の長さが帯状板材の厚みの１．２～５．０倍であり、
　前記挿通孔と前記掛止孔の連通部分の幅を、前記接続部の幅と同幅ないしは僅かに狭い
幅に形成することによって、戻り防止部が形成されており、
　前記掛止部が略円形であり、該掛止部に前記接続部を嵌め込んだ後、該接続部の嵌め込
まれた部分を支点にして前記被掛止部を折り曲げる構成であり、
　前記掛止孔に前記接続部が嵌まり難くなって掛止が困難となることなく、嵌まり込んだ
該接続部が戻り脱落するのを防止した構成を有すること、
　を特徴とする配管類支持具。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配管類支持具に関し、詳しくは、各種配線・各種ダクト等の配管類に巻き回
されて、その配管類を吊り下げ支持することができる配管類支持具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、配管類支持具としては、特開２０００－３９０８６に開示された保持材が知られ
ている。
【０００３】
　この技術では、挿通孔と該挿通孔に連通する掛止孔が形成された掛止部と、該掛止部の
挿通孔に挿通された後に掛止孔に引掛けて固定される被掛止部とを、長手方向に交互に繰
り返し状態で複数個連接することにより、ボルト・ナット等の固定具を用いることなく固
定ができるものである。
【０００４】
　該技術により、従来では、配管類に撒き回した後、掛止部と被掛止部とに形成された透
孔とが連通するように重ね合わせた後、該連通状態の二つの透孔にボルトを挿通し、挿通
したボルトにナットを螺合させるという煩雑な作業を軽減することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－３９０８６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　かかる従来技術では、掛止部に形成された掛止孔がスリット状であるため、該スリット
状の掛止孔に被掛止部を挿通することは細かな手先の器用さを要求される作業となり易い
。
　しかし、かかる配管吊り下げ作業が行われるのは、各種資材等が足場に多数積み置かれ
た煩雑で暗所で狭小な場所で、作業に当たってはヘルメット及び手袋（皮手袋や軍手）の
着用が義務付けられていることがほとんであり、しかも作業姿勢の中では最も疲労度の高
い脚立上での上向き作業である。従って、上述の掛止部への被掛止部の挿通作業は極めて
困難な作業となり易い。
【０００７】
　さらに、抱持材そのものが湾曲可能で尚且つ切断可能な長尺状の帯状板材から形成され
ているため、支持する配管類の形状や作業状況によっては帯状板材に捩じれが生じている
場合があり、このような場合、帯状板材の端部である被掛止部の向きが掛止部の掛止孔の
スリットと一致せず、挿通作業をますます困難にしてしまうという欠点を有している。
【０００８】
　そこで、本発明の課題は、暗所で狭小な作業場所における手袋を着用した脚立上での上
向き作業においても作業性の高い配管類支持具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
１．湾曲可能な帯状板材から成り、配管類に巻き回されて該配管類を吊り下げ支持する配
管類支持具であって、挿通孔と該挿通孔に連通する掛止孔が形成された掛止部と、該掛止
部の挿通孔に挿通された後に掛止孔に引掛けて固定される被掛止部とが、該掛止部と被掛
止部とを相互に接続する接続部を介して長手方向に交互に繰り返し状態で複数個連接して
おり、接続部が前記掛止孔の幅よりも僅かに狭い幅で且つ帯状板材の厚み以上の長さを有
すると共に、前記被掛止部が掛止部に固定される際に掛止孔に嵌まり込む部分となる構成
である配管類支持具において、
　前記掛止部の挿通孔が略円形であり、前記被掛止部が挿通孔の略円形より小さい直径を
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有する略円形であり、
　前記接続部の長さが帯状板材の厚みの１．２～５．０倍であり、
　前記挿通孔と前記掛止孔の連通部分の幅を、前記接続部の幅と同幅ないしは僅かに狭い
幅に形成することによって、戻り防止部が形成されており、
　前記掛止部が略円形であり、該掛止部に前記接続部を嵌め込んだ後、該接続部の嵌め込
まれた部分を支点にして前記被掛止部を折り曲げる構成であり、
　前記掛止孔に前記接続部が嵌まり難くなって掛止が困難となることなく、嵌まり込んだ
該接続部が戻り脱落するのを防止した構成を有すること、
　を特徴とする配管類支持具。
【００１０】
　本発明の参考発明として、以下の発明を挙げることができる。
２．前記掛止孔の穿設形状を、前記掛止部の挿通孔と掛止孔の連通部分の幅が前記接続部
の幅と同幅ないしは僅かに狭い幅であり、前記接続部が嵌まり込む掛止孔の奥部の幅を接
続部の幅より僅かに広い幅である、略台形状に構成したことを特徴とする上記１に記載の
配管類支持具。
３．前記掛止部が、略円形であることを特徴とする上記１又は２に記載の配管類支持具。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、暗所で狭小な作業場所における手袋を着用した脚立上での上向き作業
においても作業性の高い配管類支持具を提供することができる。
　特に、帯状板材である配管類支持具に捩じれが生じてしまった場合であっても、掛止部
の略円形の挿通孔に略円形の被掛止部を確実且つ容易に挿通することができる。
　さらに、掛止部と被掛止部とが帯状板材の厚みの１．２～５．０倍の長さの接続部を介
して連接されていると共に被掛止部が応力や負荷の逃げ易い略円形であるため、応力や負
荷がかかった場合であっても、掛止部と被掛止部との境目からの破断の危険性が小さい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る配管類支持具の一実施例を示す正面図
【図２】図１の配管類支持具の使用実施例を示す斜視図
【図３】掛止部と被掛止部の掛止状態を説明する概略斜視図
【図４】掛止部と被掛止部の掛止状態を説明する概略側面図
【図５】掛止部の挿通孔への被掛止部の挿通状態を説明する概略正面図
【図６】掛止部の挿通孔への被掛止部の挿通状態を説明する概略平面図
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明に係る配管類支持具について詳説する。
　図１は本発明に係る配管類支持具の一実施例を示す正面図、図２は図１の配管類支持具
の使用実施例を示す斜視図、図３は掛止部と被掛止部の掛止状態を説明する概略斜視図、
図４は同じく概略側面図、図５は掛止部の挿通孔への被掛止部の挿通状態を説明する概略
正面図、図６は同じく概略平面図である。
【００１４】
　配管類支持具１は、圧延鋼板等の湾曲可能な２０～３０ｍ程度の帯状板材からなり、使
用場所である吊り下げ状況によって所望の長さに切断された後、各種配線・各種ダクト等
の配管類に巻き回されて、該配管類を吊り下げるようにして支持するものである。
【００１５】
　先ず、図１に基づき本発明に係る配管類支持具１の構成について説明する。図１におい
て、２は略円形の掛止部であり、略円形の挿通孔２１と、該挿通孔２１の長手方向両側に
連通状態で形成される掛止孔２２・２３と、とから構成されている。３は前記挿通孔２１
より小さい直径を有する略円形の被掛止部であり、前記掛止部２の挿通孔２２に挿通され
た後に掛止孔２２（又は２３）に引掛けて固定されるものである。
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【００１６】
　掛止部２と被掛止部３とは、長手方向に交互に繰り返し状態で接続部４を介して複数個
連接されている。該接続部４は、被掛止部３が掛止部２に固定される際に掛止孔２２（又
は２３）に嵌まり込む部分となるものであり、該接続部４の幅（図１のａ－ａ間）は、前
記掛止孔２２・２３の幅（図１のｂ－ｂ間）よりも僅かに狭く、且つ長さ（図１のｄ－ｄ
間）は配管支持具１を構成する帯状板材の厚みの１．２～５．０倍、好ましくは１．２５
～３．０倍である。１．２倍未満であると掛止孔２２（又は２３）に接続部４が嵌まり難
くなるので掛止が困難となり、５．０倍を超えると掛止孔２２（又は２３）に嵌まり込ん
だ接続部４が脱落し易くなる。接続部４の具体的な長さの一例としては、帯状板材の厚み
が０．８ｍｍである場合、０．９６～４．０ｍｍの範囲、好ましくは１．０～２．４ｍｍ
の範囲である。
【００１７】
　掛止孔２２（又は２３）に嵌まり込んだ接続部４が該掛止孔２２（又は２３）からの戻
り脱落を防止するために、挿通孔２１と掛止孔２２・２３の連通部分の幅（図１のｃ－ｃ
間）を、接続部４の幅（図１のａ－ａ間）と同幅ないしは僅かに狭い幅に形成して戻り防
止部２４とする。この狭い幅部分を接続部４が通り抜けて、掛止孔２２（又は２３）に嵌
まり込むことにより該接続部４の戻り脱落を防止することができ、掛止部２と被掛止部３
との固定をより強固且つ確実にすることができる。尚、前記接続部４の幅（図１のａ－ａ
間）よりも、前記被掛止部３の直径（図１のｄ－ｄ間）の方が大であることは当然である
。
【００１８】
　掛止孔２２・２３の形状は、前記掛止部２の挿通孔２１と掛止孔２２・２３の連通部分
の幅（図１のｃ－ｃ間）が前述したように前記接続部４の幅（図１のａ－ａ間）と同幅な
いしは僅かに狭い幅であり、前記接続部４が嵌まり込む掛止孔２２・２３の奥部の幅（図
１のｂ－ｂ間）を同じく前述したように接続部４の幅より僅かに広い幅とした、略台形状
とすることが掛止時の嵌まり込み易さ及び嵌まり込んだ後の戻り脱落防止の点で好ましい
。
【００１９】
　以上、本発明に係る配管類支持具１の構成について説明したが、本発明は上記に限定さ
れず種々の態様を採ることもできる。
【００２０】
　例えば、材質としては、ステンレス板の他に、圧延鋼板、銅板その他の金属板や合成樹
脂板を、プレス加工することにより製造されてもよく、また、合成樹脂材料を樹脂成形す
ることにより製造されてもよい。
【００２１】
　また、挿通孔２１に連通状態で形成されている掛止孔２２・２３は、配管類支持具１の
長手方向の両側に形成されているが、これは長手方向において上下の向きの区別無く用い
られるようにするためであり、上下方向を明確化した態様の場合には、少なくとも長手方
向において下側のみに形成されていればよい。
【００２２】
　さらに、前記掛止部２は略円形に形成されている。本発明品に限らず、この種の長尺状
の帯状板材から成る配管類支持具は円形に撒き回された束状態で出荷・保管されることが
一般的あることから、本発明のように略円形であることにより、応力や負荷が逃げ易く、
使用時にスムーズに必要長さだけ解く際に引っ掛かることがなく好ましい。
【００２３】
　さらにまた、本実施例では、被掛止部３に透孔３１を穿設している。該透孔３１を設け
ることにより、従来のボルト・ナット等の固定具を用いた固定手段を採ることもできるし
、吊り下げ場所での上部への固定として釘やネジ等の固定手段が採られる場合等にも対応
することができる。勿論、透孔３１が穿設されていない態様も本発明に包含されることは
言うまでもない。
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【００２４】
　尚、図１に示す本実施例では、掛止部２と被掛止部３を各々４個ずつ交互に連接した状
態を示しているが、この種の配管類支持具は、前述したように通常は２０～３０ｍの長尺
状のものを巻き回した状態として販売するものである。従って、本発明に係る配管類支持
具１も、図１において上下方向に連続するものである。
【００２５】
　次に、図２に基づき上記構成を有する配管類支持具１による配管類の支持方法について
説明する。
　初めに、２０～２５ｍ程度の長尺状を有している配管支持具１を吊り下げ位置の状況、
吊り下げ高さ、配管類の直径等から割り出される任意の長さに適宜切断した後、吊り下げ
位置において、種々の支持手段によって天井等の固定位置に取り付ける。
【００２６】
　配管類支持具１の下部側は、図２に示すように配管Ｐに巻き回して、その巻き回した先
端の被掛止部３を、掛止部２の挿通孔２１に少なくとも１駒分以上、図３に示すように挿
通した後、該挿通孔２１に連通する掛止孔２２に接続部４を嵌め込む。この接続部４の嵌
め込みにより、掛止部２２に被掛止部２が引掛かることになる。
【００２７】
　掛止孔２２に嵌まり込んだ接続部４は、該接続部４の幅と同幅ないしは僅かに狭い幅に
形成された戻り防止部２４の存在によって掛止部２２から戻り脱落することがない。
【００２８】
　掛止部２２に接続部４を嵌め込んだ後、図４に示すように該接続部４の嵌め込まれた部
分を支点にして被掛止部３を折り曲げる。この折り曲げにより、配管類Ｐを安定状態で確
実に吊り下げ支持することが可能となる。
【００２９】
　以上の構成を有する本発明によれば、掛止部２の挿通孔２１が略円形であり、被掛止部
３が挿通孔２１の略円形より小さい直径を有する略円形であるので、作業者の手の角度や
支持する配管類Ｐの形状等、種々の条件によって配管類支持具１に捩じれが生じてしまっ
た場合でも、掛止部２の挿通孔２１に被掛止部３を確実且つ容易に挿通することができる
。
【００３０】
　即ち、図５の（Ｂ）に示すように左方向に捩じれてしまった場合でも、或いは図５の（
Ｃ）に示すように右方向に捩じれてしまった場合でも、何れの場合においても図５の（Ａ
）に示すような捩じれの無い場合と同様に挿通することができる。
【００３１】
　また、図５の側面視した場合における捩じれだけでなく、平面視した場合における捩じ
れに対しても捩じれの無い場合と同様に挿通することができる。
【００３２】
　即ち、図６の（Ａ）に示すように左方向から挿通する場合であっても、図６の（Ｂ）に
示すように右方向から挿通する場合であっても、掛止部２の挿通孔２１に被掛止部３を確
実且つ容易に挿通することができる。
【００３３】
　本発明の配管類支持具１の挿通は、図５及び図６に示した捩じれ時だけでなく、挿通孔
２１の中心と被掛止部３の中心とが垂直方向及び／又は水平方向において微妙にずれた状
態であっても、被掛止部３はけ石部２の挿通孔２１に確実且つ容易に挿通することができ
る。
【００３４】
　即ち、被掛止部３が略円形であるため、被掛止部３の中心と挿通孔２１の中心とがずれ
ていても、被掛止部３の外縁部が挿通孔２１の内縁部に摺動接触しながら挿通されること
になる。
【００３５】
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　さらに本発明によれば、掛止部２と被掛止部３とが帯状板材の厚みの１．２～５．０倍
の長さを有する接続部４を介して連接されており、しかも被掛止部３が応力や負荷の逃げ
易い略円形であるため、応力や負荷がかかった場合であっても、掛止部と被掛止部との境
目が切れ込みである前記従来技術（特開２０００－３９０８６）のように切れ込み部分か
らの破断の危険性が小さい。掛止部２が略円形であるため、応力や負荷がより逃げ易くな
るため、破断の危険性をより小さくすることができる。
【符号の説明】
【００３６】
　１　配管類支持具
　２　掛止部
　２１　挿通孔
　２２・２３　掛止孔
　２４　戻り防止部
　３　被掛止部
　３１　透孔
　４　接続部
　Ｐ　配管類

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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