
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

に固定するラックカバーの固定構造において、
へ突出した水平板部と前記親桁の下端の折り曲げ縁板の 先端に係止するため

に該水平板部の先端から上向きに突設された係止爪片とを有する係止部と、前記水平板部
に延設され 前

記係止部と反対面側の斜め上方向に張出した張出し部を有する基板部と、前記張出し部の
上端から 前記係止部側へ水平方向に延設され先端近傍にボルトを固定
するためのボルト穴を有する折返し片とを備えた２個のラックカバー固定用金具と、
ラックカバーの取付け穴に上側から挿通されたボルトの先端が挿通固定されるカバー固定
用穴と、該カバー固定用穴を挟んで一直線上に複数の金具固定用穴が設けられた帯板状の
連結板とを用いて、
前記連結板の前記カバー固定用穴を挟んだ両側の２個の前記金具固定用穴に上側から挿通
したボルトを、２個の前記ラックカバー固定用金具の前記各折り返し片の前記ボルト穴で
それぞれ締付けて前記各ラックカバー固定用金具を前記連結板に固定し、
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上端及び下端に互いに接近する方向に折曲げられた折曲げ縁板を備えた互いに平行な一対
の親桁と、前記一対の親桁の下端の前記折曲げ縁板の上面に両端下面が接触した状態で、
前記一対の親桁間を連結する複数の子桁とから成るラックの、前記一対の親桁の上端の前
記折曲げ縁板の上面に接触した状態でラックカバーを被せ、前記上端の折曲げ縁板より外
側に位置するように設けられた前記ラックカバーの取付け穴を用いて、前記ラックカバー
を前記親桁の上端側
水平方向 内側

から上方へ垂直方向 た垂直部と、前記垂直部の上端から前記垂直部に関して

前記垂直部に関して



前記各ラックカバー固定用金具
の下端の前記係止部の 前記

係止爪 桁の下端の折曲げ縁部の 先端に係止させると共に、ラックカバーの取付け
穴に上側から挿通したボルトを前記連結板の前記カバー固定用穴で締付けてラックカバー
の下部に前記連結板を固定して、前記親桁の上端に被せられたラックカバーを親桁に固定
するようにしたことを特徴とするラックカバーの固定構造。
【請求項２】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明はラックにラックカバーを固定するラックカバーの固定構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、ケーブル、配管、冷媒管などの長尺物を、建造物などの内部あるいは屋上、屋外
などに配線・配管するために、図４に示すように２本の互いに平行な親桁１、１間を複数
の一定間隔の子桁２で連結して成るラック３を設置し（子桁２の両端の下面が２本の親桁
１、１の下端の折曲げ縁板１ａ、１ａの上面に溶接などで固定されている。）、ラック３
の複数の子桁２の上にケーブル、配管、冷媒管などの長尺物（図示せず）を配線・配管す
ることが行なわれている。そして、ラック３内に埃りがはいらないように、また、特にラ
ック３が屋上や屋外に設置されている場合、風雨の影響を受けないように、ラックカバー
４をラック３の親桁１、１の上に取付けている。
【０００３】
しかして、ラックカバー４を取付けるには、従来では、図４、５に示すように、下端に係
止部１１を備えた帯板状のラックカバー固定用金具１０を用いて、ラックカバー４の取付
穴４ａの真下の位置で親桁１の外側から親桁１の下端の折曲げ縁板１ａの先端側に、下側
から金具１０の係止部１１の先端の係止爪１１ｂを上側にいれて外側に外れないように係
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を親桁の外面側に位置させ、前記各ラックカバー固定用金
具 前記水平部を、親桁の下端の折曲げ縁板の下面に当てがって

を親 内側

上端及び下端に互いに接近する方向に折曲げられた折曲げ縁板を備えた互いに平行な一対
の親桁と、前記一対の親桁の下端の前記折曲げ縁板の上面に両端下面が接触した状態で、
前記一対の親桁間を連結する複数の子桁とから成るラックの、前記一対の親桁の上端の前
記折曲げ縁板の上面に接触した状態でラックカバーを被せ、前記上端の折曲げ縁板より外
側に位置するように設けられた前記ラックカバーの取付け穴を用いて、前記ラックカバー
を前記親桁の上端側に固定するラックカバーの固定構造において、
水平方向へ突出した水平板部と前記親桁の下端の折り曲げ縁板の内側先端に係止するため
に該水平板部の先端から上向きに突設された係止爪片とを有する係止部と、前記水平板部
から上方へ前記係止爪から離れる斜め上方向に張出した張出し部と、前記張出し部の上端
から前記水平板部に対して垂直に上方へ延設された垂直部を有する基板部と、前記垂直部
の上端から前記垂直部に関して前記係止部側へ水平方向に延設され先端近傍にボルトを固
定するためのボルト穴を有する折返し片とを備えた２個のラックカバー固定用金具と、
ラックカバーの取付け穴に上側から挿通されたボルトの先端が挿通固定されるカバー固定
用穴と、該カバー固定用穴を挟んで一直線上に複数の金具固定用穴が設けられた帯板状の
連結板とを用いて、
前記連結板の前記カバー固定用穴を挟んだ両側の２個の前記金具固定用穴に上側から挿通
したボルトを、２個の前記ラックカバー固定用金具の前記各折り返し片の前記ボルト穴で
それぞれ締付けて前記各ラックカバー固定用金具を前記連結板に固定し、
前記各ラックカバー固定用金具を親桁の外面側に位置させ、前記各ラックカバー固定用金
具の下端の前記係止部の前記水平部を、親桁の下端の折曲げ縁板の下面に当てがって前記
係止爪を親桁の下端の折曲げ縁部の内側先端に係止させると共に、ラックカバーの取付け
穴に上側から挿通したボルトを前記連結板の前記カバー固定用穴で締付けてラックカバー
の下部に前記連結板を固定して、前記親桁の上端に被せられたラックカバーを親桁に固定
するようにしたことを特徴とするラックカバーの固定構造。



止させ、ラックカバー４の取付穴４ａに上側から挿通したボルト２０を金具１０の上端部
の折返し片１２のネジ穴１２ａに螺着し締め付けることによって固定している。ラックカ
バー４の両側縁部には、一定間隔で取付け穴４ａが設けられていて、各取付け穴４ａごと
に同様の締付けをしてラックカバー４をラック３の上面に固定している。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、この方法ではラックカバー４の取付穴４ａが子桁２の真上の位置にくると
、図５のように金具１０の係止部１１の係止爪１１ａを親桁１の下端の折曲げ縁板１ａの
先端側にいれて係止させることが、子桁２が邪魔になってできないので、金具１０を使用
できないという不都合があった。
【０００５】
また、ラック３を屋内に設置する場合、天井からの吊りボルトで支持したサポート材（図
示せず）でラック３を下側から支持する場合があるが、この場合にも、ラックカバー４の
取付穴４ａがサポート材の真上の位置にくると、同様に金具１０の係止部１１ａの係止爪
１１ａを親桁１の下端の折曲げ縁板１ａの先端に係止できないので、金具１０を使用でき
ないという不都合があった。
【０００６】
また、ラック３を屋上や屋外で設置する場合、図１に示すように、架台６（図１参照）で
ラック３を支持することが多いが、この場合にも、ラックカバー４の取付穴４ａが架台６
の真上の位置にくると、同じく金具１０を使用できないという不都合があった。
【０００７】
このため、ラックカバーの取付け穴４ａの位置が子桁や前記サポート材や前記架台の位置
に一致する場合には、施工現場でこれらの障害物を避けて別の位置に新たに穴をドリルで
あけて金具１０を用いて締付け固定していた。
【０００８】
しかし、このように施工現場で新たに穴あけ作業をするのは大変手間がかかり、また見栄
えの問題から、使用しなくなった取付け穴４ａはコーキングなどで埋めなければならず、
大変煩雑で時間がかかっていた。
【０００９】
本発明はこのような問題を解決し、ラックカバーの取付け穴が前記したように子桁やサポ
ート材や架台の位置にきた場合でも前記金具を用いて支障なく締付け固定できるようにし
たラックカバーの固定構造を提供することを目的としている。
【００１０】
前記目的を達成するために、本発明の請求項１のラックカバーの固定構造では、

に固定するラックカバーの固定構造において、
へ突出した水平板部と前記親桁の下端の折り曲げ縁板の 先端に係止するため

に該水平板部の先端から上向きに突設された係止爪片とを有する係止部と、前記水平板部
に延設され 前

記係止部と反対面側の斜め上方向に張出した張出し部を有する基板部と、前記張出し部の
上端から 前記係止部側へ水平方向に延設され先端近傍にボルトを固定
するためのボルト穴を有する折返し片とを備えた２個のラックカバー固定用金具と、
ラックカバーの取付け穴に上側から挿通されたボルトの先端が挿通固定されるカバー固定
用穴と、該カバー固定用穴を挟んで一直線上に複数の金具固定用穴が設けられた帯板状の
連結板とを用いて、
前記連結板の前記カバー固定用穴を挟んだ両側の２個の前記金具固定用穴に上側から挿通
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上端及び下端に互いに接近する方向に折曲げられた折曲げ縁板を備えた互いに平行な一対
の親桁と、前記一対の親桁の下端の前記折曲げ縁板の上面に両端下面が接触した状態で、
前記一対の親桁間を連結する複数の子桁とから成るラックの、前記一対の親桁の上端の前
記折曲げ縁板の上面に接触した状態でラックカバーを被せ、前記上端の折曲げ縁板より外
側に位置するように設けられた前記ラックカバーの取付け穴を用いて、前記ラックカバー
を前記親桁の上端側
水平方向 内側

から上方へ垂直方向 た垂直部と、前記垂直部の上端から前記垂直部に関して

前記垂直部に関して



したボルトを、２個の前記ラックカバー固定用金具の前記各折り返し片の前記ボルト穴で
それぞれ締付けて前記各ラックカバー固定用金具を前記連結板に固定し、
前記各ラックカバー固定用金具

の下端の前記係止部の 前記
係止爪 桁の下端の折曲げ縁部の 先端に係止させると共に、ラックカバーの取付け
穴に上側から挿通したボルトを前記連結板の前記カバー固定用穴で締付けてラックカバー
の下部に前記連結板を固定して、前記親桁の上端に被せられたラックカバーを親桁に固定
するようにしたことを特徴としている。

【００１１】
このようにしたため、ラックカバーの取付け穴において前記連結板を固定し、ラックカバ
ーの取付け穴から離れた両側にある前記連結板の複数の前記金具固定用穴において、前記
ラックカバー固定用金具をそれぞれ固定することによって、ラックカバーの取付け穴が前
記したように子桁やサポート材や架台の位置にきた場合でも、ラックカバーを支障なく親
桁に固定できる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
図１は本発明の一実施形態によるラックカバーの固定構造を示している。
本発明のラックカバーの固定構造では、図２に示すように連結板３０と２つのラックカバ
ー固定用金具１０（図４、５で示したものと同じ）を用いる。
【００１３】
連結板３０は、中央のラックカバーの取付け穴４ａに上側から挿通されたボルト２０の先
端が挿通固定されるカバー固定用穴（ネジ穴）３１と、この中央のカバー固定用穴３１を
挟んだ左右に一直線上に少なくとも２個ずつの金具固定用穴３２が設けられた帯板状の基
板３３を備えている。この基板３３の幅方向の一端に、強度をだすため、及び、締付け時
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を親桁の外面側に位置させ、前記各ラックカバー固定用金
具 前記水平部を、親桁の下端の折曲げ縁板の下面に当てがって

を親 内側

また、本発明の請求項２のラックカバーの固定構造では、
上端及び下端に互いに接近する方向に折曲げられた折曲げ縁板を備えた互いに平行な一対
の親桁と、前記一対の親桁の下端の前記折曲げ縁板の上面に両端下面が接触した状態で、
前記一対の親桁間を連結する複数の子桁とから成るラックの、前記一対の親桁の上端の前
記折曲げ縁板の上面に接触した状態でラックカバーを被せ、前記上端の折曲げ縁板より外
側に位置するように設けられた前記ラックカバーの取付け穴を用いて、前記ラックカバー
を前記親桁の上端側に固定するラックカバーの固定構造において、
水平方向へ突出した水平板部と前記親桁の下端の折り曲げ縁板の内側先端に係止するため
に該水平板部の先端から上向きに突設された係止爪片とを有する係止部と、前記水平板部
から上方へ前記係止爪から離れる斜め上方向に張出した張出し部と、前記張出し部の上端
から前記水平板部に対して垂直に上方へ延設された垂直部を有する基板部と、前記垂直部
の上端から前記垂直部に関して前記係止部側へ水平方向に延設され先端近傍にボルトを固
定するためのボルト穴を有する折返し片とを備えた２個のラックカバー固定用金具と、
ラックカバーの取付け穴に上側から挿通されたボルトの先端が挿通固定されるカバー固定
用穴と、該カバー固定用穴を挟んで一直線上に複数の金具固定用穴が設けられた帯板状の
連結板とを用いて、
前記連結板の前記カバー固定用穴を挟んだ両側の２個の前記金具固定用穴に上側から挿通
したボルトを、２個の前記ラックカバー固定用金具の前記各折り返し片の前記ボルト穴で
それぞれ締付けて前記各ラックカバー固定用金具を前記連結板に固定し、
前記各ラックカバー固定用金具を親桁の外面側に位置させ、前記各ラックカバー固定用金
具の下端の前記係止部の前記水平部を、親桁の下端の折曲げ縁板の下面に当てがって前記
係止爪を親桁の下端の折曲げ縁部の内側先端に係止させると共に、ラックカバーの取付け
穴に上側から挿通したボルトを前記連結板の前記カバー固定用穴で締付けてラックカバー
の下部に前記連結板を固定して、前記親桁の上端に被せられたラックカバーを親桁に固定
するようにしたことを特徴としている。



のラックカバー固定用金具１０の共回りを防ぐための縁板３４を直角方向に設けてもよい
。
【００１４】
ラックカバー固定用金具１０は図４、５に示したものと同一のもので、金属の帯板から成
り、側方へ 突出した水平板部１１ａと前記親桁１の下端の折曲げ縁板１ａの

先端に係止するために該水平板部１１ａの先端から上向きに突設された係止爪片１１ｂ
とを有する係止部１１と、前記水平板部１１ａから

前記係止部１１と反対
面側の斜め上方向に張出した張出し部１３ａを有する基板部１３と、前記張出し部１３ａ
の上端から前記係止部１１側へ水平方向に延設され先端近傍にボルト２０を螺着するため
のボルト穴（ネジ穴）１２ａを有する折返し片１２とを備えている。
【００１５】
なお、基板部１３の上部には、ボルト２０の邪魔をしないための切欠き１３ｂが設けられ
ている。
【００１６】
ラック３の上面にラックカバー４を固定するには次のようにする。
ラックカバー４の幅方向の両側部に一定間隔で設けられた取 ４ａ、４ａ、…が、ラッ
ク３の子桁２、あるいは前記したサポート材、あるいは架台６でラックカバー固定用金具
１０の使用が邪魔される位置ではない場合（図１の右上の取付け穴）には、図４、５で示
したのと全く同様にラックカバー固定用金具１０を用いてラックカバー４の取 ４ａに
挿通したボルト２０を締付けて固定する。
【００１７】
そして、取 ４ａが子桁２やサポート材（図示せず）や架台６でラックカバー固定用金
具１０の使用が邪魔される位置にくる場合には、前記連結板３０のカバー固定用穴３１を
挟んだ両側の複数の金具固定用穴３２のうちで子桁２や架台６などに邪魔されない位置の
穴を１つずつ選んで、上側から挿通したボルト２０を、ラックカバー固定用金具１０の折
返し片１２の前記ボルト穴（ネジ穴）１２ａに螺着し締付けて、左右に１つずつラックカ
バー固定用金具１０、１０を連結板３０の基板３３に固定する。
【００１８】
このように連結板３０に固定した２つのラックカバー固定用金具１０、１０

の下端の各係止
部１１の水平板部１１ａを 桁１の下端の折曲げ縁部１ａの下面に当 、先端の
係止爪１１ｂを折曲げ縁部１ａの 先端側に上へいれて係止させると共に、ラックカバ
ー４の取付け穴４ａに上側からワッシャー２２を介して挿通したボルト２０を、連結板３
０の中央のカバー固定用穴（ネジ穴）３１に螺着し、さらにネジ込むことによって、金具
１０の下端の水平板部１１ａとボルト２０の頭部２０ａとの間で親桁１とラックカバー４
とを上下から締付ける。このようにしてラックカバー４の下方に連結板３０を固定して、
親桁１の上端に被せられたラックカバー４を親桁１に固定する。
【００１９】
なお、ラックカバー固定用金具１０は図３に示したように基板部１３の下部に張出し部１
３ａを設けたものでもよい。

【００２０】
なお、連結板３０のカバー固定用穴３１をネジ穴にせず、単にボルト２０が挿通する穴に
し、下側からナットでボルト２０を固定するようにしてもよい。ラックカバー固定用金具
１０のボルト穴１２ａの場合も同様である。
【００２１】
【発明の効果】
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水平方向に 内
側

上方ヘ垂直方向に延設された垂直部１
３ｃと（図２参照）、この垂直部１３ｃの上端から垂直部に関して

付穴

付穴

付穴

を図１に示す
ように親桁１の外面側に位置させて、ラックカバー固定用金具１０、１０

、親 てがって
内側

即ち、図３の実施形態では、基板１３は、水平板部１１ａから上方へ係止爪１１ｂから離
れる斜め上方向に張出した張出し部１３ａと、この張出し部１３ａの上端から前記水平板
部１１ａに対して垂直に上方へ延設された垂直部１３ｃとを備えている。



以上説明したように、本発明の ラックカバーの固定構造では、

に固定するラックカバーの固定構造において、
へ突出した水平板部と前記親桁の下端の折り曲げ縁板の 先端に係止するため

に該水平板部の先端から上向きに突設された係止爪片とを有する係止部と、前記水平板部
に延設され 前

記係止部と反対面側の斜め上方向に張出した張出し部を有する基板部と、前記張出し部の
上端から 前記係止部側へ水平方向に延設され先端近傍にボルトを固定
するためのボルト穴を有する折返し片とを備えた２個のラックカバー固定用金具と、
ラックカバーの取付け穴に上側から挿通されたボルトの先端が挿通固定されるカバー固定
用穴と、該カバー固定用穴を挟んで一直線上に複数の金具固定用穴が設けられた帯板状の
連結板とを用いて、
前記連結板の前記カバー固定用穴を挟んだ両側の２個の前記金具固定用穴に上側から挿通
したボルトを、２個の前記ラックカバー固定用金具の前記各折り返し片の前記ボルト穴で
それぞれ締付けて前記各ラックカバー固定用金具を前記連結板に固定し、
前記各ラックカバー固定用金具

の下端の前記係止部の 前記
係止爪 桁の下端の折曲げ縁部の 先端に係止させると共に、ラックカバーの取付け
穴に上側から挿通したボルトを前記連結板の前記カバー固定用穴で締付けてラックカバー
の下部に前記連結板を固定して、前記親桁の上端に被せられたラックカバーを親桁に固定
するようにしている。
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請求項１の
上端及び下端に互いに接近する方向に折曲げられた折曲げ縁板を備えた互いに平行な一対
の親桁と、前記一対の親桁の下端の前記折曲げ縁板の上面に両端下面が接触した状態で、
前記一対の親桁間を連結する複数の子桁とから成るラックの、前記一対の親桁の上端の前
記折曲げ縁板の上面に接触した状態でラックカバーを被せ、前記上端の折曲げ縁板より外
側に位置するように設けられた前記ラックカバーの取付け穴を用いて、前記ラックカバー
を前記親桁の上端側
水平方向 内側

から上方へ垂直方向 た垂直部と、前記垂直部の上端から前記垂直部に関して

前記垂直部に関して

を親桁の外面側に位置させ、前記各ラックカバー固定用金
具 前記水平部を、親桁の下端の折曲げ縁板の下面に当てがって

を親 内側

また、本発明の請求項２のラックカバーの固定構造では、
上端及び下端に互いに接近する方向に折曲げられた折曲げ縁板を備えた互いに平行な一対
の親桁と、前記一対の親桁の下端の前記折曲げ縁板の上面に両端下面が接触した状態で、
前記一対の親桁間を連結する複数の子桁とから成るラックの、前記一対の親桁の上端の前
記折曲げ縁板の上面に接触した状態でラックカバーを被せ、前記上端の折曲げ縁板より外
側に位置するように設けられた前記ラックカバーの取付け穴を用いて、前記ラックカバー
を前記親桁の上端側に固定するラックカバーの固定構造において、
水平方向へ突出した水平板部と前記親桁の下端の折り曲げ縁板の内側先端に係止するため
に該水平板部の先端から上向きに突設された係止爪片とを有する係止部と、前記水平板部
から上方へ前記係止爪から離れる斜め上方向に張出した張出し部と、前記張出し部の上端
から前記水平板部に対して垂直に上方へ延設された垂直部を有する基板部と、前記垂直部
の上端から前記垂直部に関して前記係止部側へ水平方向に延設され先端近傍にボルトを固
定するためのボルト穴を有する折返し片とを備えた２個のラックカバー固定用金具と、
ラックカバーの取付け穴に上側から挿通されたボルトの先端が挿通固定されるカバー固定
用穴と、該カバー固定用穴を挟んで一直線上に複数の金具固定用穴が設けられた帯板状の
連結板とを用いて、
前記連結板の前記カバー固定用穴を挟んだ両側の２個の前記金具固定用穴に上側から挿通
したボルトを、２個の前記ラックカバー固定用金具の前記各折り返し片の前記ボルト穴で
それぞれ締付けて前記各ラックカバー固定用金具を前記連結板に固定し、
前記各ラックカバー固定用金具を親桁の外面側に位置させ、前記各ラックカバー固定用金
具の下端の前記係止部の前記水平部を、親桁の下端の折曲げ縁板の下面に当てがって前記
係止爪を親桁の下端の折曲げ縁部の内側先端に係止させると共に、ラックカバーの取付け
穴に上側から挿通したボルトを前記連結板の前記カバー固定用穴で締付けてラックカバー
の下部に前記連結板を固定して、前記親桁の上端に被せられたラックカバーを親桁に固定
するようにしている。



【００２２】
このため、ラックカバーの取付け穴において前記連結板を固定し、ラックカバーの取付け
穴から離れた両側にある前記連結板の複数の前記金具固定用穴において、前記ラックカバ
ー固定用金具をそれぞれ固定することによって、ラックカバーの取付け穴が前記したよう
に子桁やサポート材や架台の位置にきた場合でも、ラックカバーを支障なく親桁に固定で
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態のラックカバーの固定構造を示す斜視図
【図２】同実施形態の連結板とラックカバー固定用金具を示す斜視図
【図３】本発明の他の実施形態のラックカバー固定用金具を示す斜視図
【図４】従来のラックカバーの固定構造を示す斜視図
【図５】従来のラックカバーの固定構造を示す断面図
【符号の説明】
１　親桁
２　子桁
３　ラック
４　ラックカバー
４ａ　取付け穴
６　架台
１０　ラックカバー固定用金具
３０　連結板
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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