
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
矩形状の棒状物保持部を有し、開口部より棒状物を押し入れると外側方に弾性変形して開
口部が拡開すると共に、上記棒状物が上記保持部内に挿入されると開口部が元の状態に弾
性復帰する保持具本体を備えた棒状物保持具において、上記保持具本体の側壁に窓部を形
成し、この窓部上面に、常時は上記保持部内に突出すると共に、上記棒状物による外側方
向への押圧力によって弾性変形して上記側壁内に後退する棒状物受け片を一体に連設した
ことを特徴とする棒状物保持具。
【請求項２】
上記保持具本体を内部に溝状の棒状物保持部を有する断面凹字状に形成すると共に、上記
保持具本体の窓部を両側壁にそれぞれ形成し、これら窓部に棒状物受け片をそれぞれ一体
に連設した請求項１記載の棒状物保持具。
【請求項３】
上記保持具本体を、その側壁と棒状物保持具が取り付けられる壁体との間に溝状の棒状物
保持部を形成可能な断面Ｌ字状に形成し、この溝状の棒状物保持部に棒状物を挿入して棒
状物を保持するように構成した請求項１記載の棒状物保持具。
【請求項４】
上記保持具本体の開口端部に、先端が棒状物保持部内に延出し、棒状物が棒状物保持部内
に保持された際にこの棒状物に当接してこれを係止する棒状物押え片を設けた請求項１乃
至３のいずれか１項記載の棒状物保持具。
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【請求項５】
上記保持具本体に、他の部材と連結する連結部を設けた請求項１乃至４のいずれか１項記
載の棒状物保持具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、各種パイプ類，ロッド類等の棒状物を保持するための棒状物保持具に関し、特
に形状の異なる棒状物、例えば、丸パイプにも角パイプにも対応して保持し得るようにし
た棒状物保持具に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
従来より、パイプ等の棒状物を保持するために合成樹脂製の棒状物保持具が広く用いられ
ており、この棒状物保持具の一例としては、実公平１－３４９６２号公報に示されたもの
が知られている。即ち、この棒状物保持具は、図７に示されているように、一端に丸棒又
は丸パイプａを嵌着可能に保持する保持部ｂを、他端には軸ｃと、該軸ｃの先端から離れ
て軸線方向に直交し、軸外周を嵌入可能な一側が開放する挟持片ｄとからなる枢着部ｅを
夫々一体に備えたものである。この場合、上記保持部ｂはＣ字状に屈曲して一端が開放し
、対向する両端部には外向きハ字状に開いた導入片ｆ，ｆを延設したものである。
【０００３】
この棒状物保持具は、上記保持部ｂの形状から明らかなように、丸棒又は丸パイプａを保
持するものである。
【０００４】
なお、上記実公平１－３４９６２号公報の棒状物保持具は、図８に示したように、同一形
状の一対の保持具ｄ，ｄを互いの挟持片を相互に他方の軸ｃ，ｃに嵌入することにより軸
ｃ，ｃを中心に回動可能に連結されるものである。
【０００５】
また、丸棒又は丸パイプを保持する保持具としては、特許第２６３０９１７号公報に記載
されたものも知られている。図９は、これを説明したものであり、この保持具は、基部ｈ
と、取付穴に係止するための前記基部の片面に突設された係止部ｉと、前記基部の反対面
から立設されたＵ字壁ｊと、前記Ｕ字壁から前記基部方向へ斜めに延設され、その先端部
で棒状物を前記Ｕ字壁内に保持する複数の弾性抜け止め片ｍ，ｎとを備えた棒状物保持具
であって、前記弾性抜け止め片ｍ，ｎが前記基部側への変形時に各々干渉しない前記Ｕ字
壁位置より複数設けられ、該各弾性抜け止め片の先端にそれぞれ幅の違う複数の棒状物挿
入路が形成されたものである。
【０００６】
この保持具は、複数の抜け止め片ｍ，ｎを有するものであり、その先端の棒状物挿入路が
それぞれ幅が異なるので、棒状物は外径の異なる場合でも、いずれかの抜け止め片（符号
ｍ又はｎ）の先端部でＵ字壁ｊ内に保持されるものである。
【０００７】
この場合、この保持具は、図１０から明らかなように、側壁下部から受け腕ｋ，ｋがそれ
ぞれ下方に向けて突設され、丸棒又は丸パイプの下面側がこれら受け腕ｋ，ｋによって支
持されると共に、上面側が長さが短い方の抜け止め片ｎによって係止されることにより、
丸棒又は丸パイプが確実に保持されるものである。
【０００８】
しかし、上記した図７～１０の棒状物保持具は、これに保持される棒状物の形状が断面円
形状のものに限られ、角パイプや角棒等の断面四角形状の棒状物を保持する場合は、図１
１に示したように、内部に矩形状の保持溝ｖを有する保持具ｗを用いる必要があるが、一
方、この図１１の保持具は、丸パイプや丸棒を保持するには適していない。
【０００９】
従って、従来は丸パイプ、丸棒を保持する保持具と、角パイプ、角棒を保持する保持具と
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を別々に用意し、保持すべき棒状物に応じた使い分けをする必要があった。
【００１０】
本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、棒状物の形状にかかわらず、例えば、丸パイ
プ、丸棒にも角パイプ、角棒にも対応して確実に保持することができ、このため使用範囲
が広く、しかも比較的簡単に製作でき、製作コストの安価な棒状物保持具を提供すること
を目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記目的を達成するため、矩形状の棒状物保持部を有し、開口部より棒状物を
押し入れると外側方に弾性変形して開口部が拡開すると共に、上記棒状物が上記保持部内
に挿入されると開口部が元の状態に弾性復帰する保持具本体を備えた棒状物保持具におい
て、上記保持具本体の側壁に窓部を形成し、この窓部上面に、常時は上記保持部内に突出
すると共に、上記棒状物による外側方向への押圧力によって弾性変形して上記側壁内に後
退する棒状物受け片を一体に連設したことを特徴とする棒状物保持具を提供する。
【００１２】
即ち、本発明の棒状物保持具は、矩形状の棒状物保持部を有し、開口部より棒状物を押し
入れると外側に弾性変形して開口部が拡開すると共に、上記棒状物が上記保持部に保持さ
れると開口部が元の状態に弾性復帰する保持具本体を備え、かつ上記保持具本体の側壁に
は窓部が形成され、この窓部上面には、常時は上記保持部内に突出すると共に、上記棒状
物による外側方向への押圧力によって弾性変形して上記側壁内に後退する棒状物受け片が
一体に連設されている。この場合、例えば断面円形状の棒状物は、上記受け片に係止する
ことができ、また、例えば断面四角形状の棒状物の場合は、上記受け片による係止状態か
らこの棒状物を更に下方に押圧すると、上記受け片の先端部が外側方に押圧されて弾性変
形し、上記側壁内に後退し、棒状物が更に下方に移動し、保持部底面に当接するとその移
動が停止し、保持部内に保持される。
【００１３】
このように、本発明の棒状物保持具によれば、例えば、棒状物が丸型のものを上記棒状物
保持部内に保持する場合には、該棒状物を上記受け片により係止させた状態で保持するこ
とができ、また四角パイプ等の角型の棒状物を上記保持部内に保持する場合には、この棒
状物を強く押圧して上記受け片を保持具本体の側壁内に後退させて保持部底面に押し入れ
ることにより、角型の棒状物を上記保持部内に保持することができるものである。従って
、種々の形状の棒状物、例えば、丸型の棒状物であっても角型の棒状物であっても保持す
ることが可能となり、棒状物の形状を問わず簡便に使用し得、使用用途が広いものである
。
【００１４】
この場合、本発明の好適な実施態様としては、上記保持具本体を内部に溝状の棒状物保持
部を有する断面凹字状に形成すると共に、上記保持具本体の窓部を両側壁にそれぞれ形成
し、これら窓部に棒状物受け片をそれぞれ一体に連設した棒状物保持具、及び、上記保持
具本体を、その側壁と棒状物保持具が取り付けられる壁体との間に溝状の棒状物保持部を
形成可能な断面Ｌ字状に形成し、この溝状の棒状物保持部に棒状物を挿入して棒状物を保
持するように構成した棒状物保持具が挙げられる。
【００１５】
また、上記保持具本体の開口端部に、先端が保持部内に延出し、棒状物が棒状物保持部内
に保持された際にこの棒状物に当接してこれを係止する棒状物押え片を設けることが棒状
物の抜け落ちを防止する点から有利であり、また、上記保持具本体に、他の棒状物保持具
を連結したり被取付物の取付穴に係合したりして他の部材と連結する連結部を設けること
が好ましい。
【００１６】
【発明の実施の形態及び実施例】
以下、本発明の実施例につき図１～６を参照して説明する。
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図１～４は、本発明の一実施例にかかる棒状物保持具を示し、この棒状物保持具は、自動
車のインジェクションパイプ等の棒状物を保持する保持具として好適に使用されるもので
あり、保持具本体１と、該保持具本体の下端面に設けられた連結部５とから構成されてい
る。
【００１７】
上記保持具本体１は、プラスチックにて形成され、図１に示すように、上端が開口し、内
部に溝状の棒状物保持部２を有する断面凹字状に形成されている。また、上記保持具本体
１の両側壁部１２，１２上端部には、棒状物押え片４，４がそれぞれ一体に連設されてい
る。これら押え片４，４は、上端側が上方に向けて斜め外側方に突出していると共に、下
端側が下方に向けて斜め内側方に突出し、この下端突出部は上記保持部２内に延出して押
え部４１，４１を形成しており、これら押え部４１，４１により上記保持具本体１の上端
開口部を幅狭に形成している。そして、上記押え片４，４を有する保持具本体１は、該保
持具本体の上端開口部の上方から棒状物を押し入れると、棒状物がまず押え片４，４に当
接し、更に棒状物を押圧すると、保持具本体１の上部側が外側方に弾性変形して上端開口
部を拡開し、棒状物がこの上端開口部を通過可能になると共に、棒状物が上記保持部２内
に保持されると、保持具本体１の上部側が元の状態に弾性復帰するように形成されている
。なお、図中符号１４，１４は肉薄の補強リブである。
【００１８】
また、上記棒状物保持部２の両側壁部１２，１２の中央部には、窓部１３，１３がそれぞ
れ形成されていると共に、該窓部１３，１３の上面には、それぞれ棒状物受け片３，３が
一体に設けられている。これら棒状物受け片３，３は、互いに対向する内面がそれぞれ円
弧状に傾斜した断面略三角形状に形成され、その下端側がそれぞれ常時は上記保持部２内
に突出しており、棒状物を保持部２内に押し入れる棒状物が上記受け片３，３の上記保持
部２への突出下部３１，３１に当接し、これら突出下部３１，３１に保持されると共に、
棒状物を更に下方に押圧すると、棒状物が突出下部３１，３１を外側方に押圧して該突出
下部を上記窓部１３，１３内に後退させ、これと一体に上記受け片３，３の下部外側部を
窓部１３，１３より外側方に突出させるように上記受け片が弾性変形可能に形成されてお
り、上記受け片３，３の弾性変形で上記突出下部３１，３１が窓部１３，１３内に収容さ
れることにより、棒状物が下方に移動して保持部２の底面に当接保持されるようになって
いる。
【００１９】
上記連結部５は、上記保持具本体１の底壁の一端側（図１中左側）に突設された板状の支
持部５１と、該支持部の中間部及び下端部にそれぞれ他端側に向けて突設された嵌合部５
２，５３と、上記支持部の中間嵌合部５２及び上記保持具本体１の底壁とを連結する連絡
部５４とを有している。上記嵌合部５２，５３は、それぞれ他端側が半円状に形成されて
おり、また下端嵌合部５３には、他端側が開放され、中央部が丸く切り欠かれた切り欠き
部５７が形成されている。また、保持具本体１底壁と中間嵌合部５２との間及び両嵌合部
５２，５３の間には、他の部材の嵌合部が嵌入される隙間５５，５６がそれぞれ形成され
ている。
【００２０】
上記棒状物保持具を用いて四角型パイプｐ 1を保持する場合には、上記棒状物押え片４，
４の上方から四角型パイプｐ 1を上記棒状物保持部２内に挿入する。そうすると、上記棒
状物押え片４，４が上記四角型パイプｐ 1の角部により外側に押圧されて保持具本体１上
部側が弾性変形して外側方に開き、上記保持具本体１の上端開口部が拡開し、上記四角型
パイプｐ 1が上記保持部２内に挿入されて保持具本体１の両側壁１２，１２の内面を摺動
するようにして下方に押し込まれ、次いで上記四角型パイプｐ 1が受け片３，３の突出下
部３１，３１に当接される。この状態で更に四角型パイプｐ 1を下方に押圧すると、その
押圧力により上記受け片３，３が弾性変形し、突出下部３１，３１が外側方に押圧されて
窓部１３，１３内に後退し、上記四角型パイプｐ 1に対する突出下部３１，３１の係止状
態が解消され、パイプｐ 1は保持部２の底面方向に更に押し入れられ、底面に係止される
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ことにより上記保持部２内に収容保持される。そして、四角型パイプｐ 1がこのように保
持部２内に収容され、上記押え片４，４に対するパイプｐ 1からの押圧力が解除されると
、保持具本体１上端側が元の状態に弾性復帰し、押え片４，４の押え部４１，４１がパイ
プｐ 1の上端側を押え、該パイプは保持部２からの抜け出しが防止された状態で該保持部
２内に確実に保持される。
【００２１】
また、上記棒状物保持具を用いて丸型パイプｐ 2を保持する場合には、上記と同様に、上
記棒状物押え片４，４及びこれと一体に保持具本体１の上端側が上記丸型パイプｐ 2によ
り外側に押圧されて弾性変形し、上記開口部が拡開する。そして、上記丸型パイプｐ 2が
上記両受け片３，３の突出下部３１，３１に当接保持されると、上記棒状物押え片４，４
及びこれと一体に保持具本体１の上端側が弾性復帰して元の状態に戻り、該押え片４，４
の下端側に突出した押え部４１，４１が上記丸型パイプｐ 2を上面側を押え、パイプｐ 2が
上記両受け片３，３の突出下部３１，３１上に載置された状態で押え部４１，４１と突出
下部３１，３１間に挟持されて該丸型パイプｐ 2が保持されるものである。
【００２２】
このように、本実施例の棒状物保持具によれば、丸型パイプｐ 2を上記保持部２内に保持
する場合には、該パイプを上記受け片３の突出下部に載置し、係止させた状態で保持する
ことができ、また、四角型パイプｐ 1を上記保持部２内に保持する場合には、上記受け片
３，３の突出下部３１，３１を保持具本体１の窓部１３，１３内に後退させることにより
、上記保持部２の内周面に沿って該四角型パイプｐ 1を保持することができるものであり
、丸型、四角型パイプ等の形状の異なる棒状物を同一の保持部２内で保持することが可能
であり、その使用用途が広範囲なものである。
【００２３】
また、特に図示してはいないが、上記棒状物保持具に、図４に示した四角型パイプｐ 1よ
りも横幅の狭い四角型パイプを保持させる場合、上記四角型パイプｐ 1と同様にして保持
部２内に収容させることができるが、該四角型パイプは横幅が狭いので、保持部２内に保
持具本体１の両側壁部１２，１２内面と離間した状態で収容される。この場合、この幅狭
の四角型パイプは、上記両受け片３，３の突出下部３１，３１の下端部間にその弾発力に
より挟圧状態に支持され、上記押え片４，４の押え部４１，４１による下方への押圧力と
合わせ、両側壁部１２，１２内面と離間していても幅狭の四角型パイプを横方向へのぶれ
もなくしっかりと保持することができる。
【００２４】
また、上記棒状物保持具によれば、四角型，丸型の両方のパイプｐ 1，ｐ 2を同じ保持部２
内で保持するように構成されていることから、上記保持部２をパイプ等の棒状物の形状に
応じて複数個形成する必要がなく、比較的簡単に製作でき、製作コストを安価にすること
ができるものである。
【００２５】
なお、上記棒状物保持具を、例えば、インジェクションパイプを保持する保持具として用
いる場合には、ゴムチューブ等の他の棒状物を保持する他の保持具を連結することができ
、一例として、図４には、上記棒状物保持具に、該保持具に設けられた連結部と同形状の
連結部を具備する保持具１０を連結した様子を示している。即ち、本実施例の棒状物保持
具の連結部５を、両開放端側が外側に折り曲げられ、丸型チューブｔを保持した断面略円
弧状の保持具１０の連結部に嵌合することにより、図４に示すように、本実施例の棒状物
保持具と上記保持具１０とを連結固定することができる。
【００２６】
次に、本発明の他の実施例として、図５，６に示した棒状物保持具について説明する。
【００２７】
即ち、この棒状物保持具は、図５に示すように、保持具本体１ａと該保持具本体の下端外
縁部に下方に突出した板状の固定脚部３０（連結部）とから構成されているものである。
上記保持具本体１ａは内側に折曲されて断面Ｌ字状に形成され、その側壁と底壁とにより
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、この保持具が取り付けられる壁体ｒに保持具が固定された際、保持具本体１と壁体ｒと
の間に四角溝状の保持部２ａを形成するようになっている。また、上記保持具本体１ａの
側壁１２ａには、上記の図１～４の実施例と同様の窓部１３ａ及び突出下部３１ａを有し
た受け片３ａがそれぞれ形成されている。更に、上記側壁１２ａの上端部には、下端側に
上記保持部２ａ内に突出するよう押え部４１ａを有し、上端側が斜め上方に向けて傾斜し
た図１～４の上記実施例と同様の押え片４ａが一体に連設されている。上記固定脚部３０
の下端部は、外方に折曲され、図６に示すように、被取付物ｓの取付穴ｑに係合する弾性
変形可能な係止片３１が一体に設けられている。
【００２８】
この棒状物保持具を用いる場合には、図６（Ａ），（Ｂ）に示したように、上記固定脚部
３０の内側面を、被取付物ｓに隣接した壁体ｒに当接させると共に、上記固定脚部３０の
係止片３１を被取付物ｓに穿設された取付穴ｑに挿入し、係合させ、上記棒状物保持具を
被取付物ｓに取り付けるものである。そして、この状態により、上記保持具本体２ａの側
壁１２ａと上記壁体ｒの外側壁の間に溝状の保持部２ａを形成し、この保持部２ａ内に丸
型パイプｐ 1及び四角型パイプｐ 2を保持するものである。
【００２９】
この保持部２ａ内に上記四角型パイプｐ 1を保持する場合には、上記四角型パイプｐ 1の挿
入により上記押え片４ａ及びこれと一体に保持具本体１の上部側を外側に撓ませると共に
、上記パイプｐ 1が上記受け片３ａの突出下部３１ａを押圧することにより該受け片を弾
性変形させて突出下部３１ａを上記窓部１３ａ内に後退させ、該パイプｐ 1を上記保持具
本体１の底壁上に載置させる。これにより、図６（Ａ）に示したように、上記側壁１２ａ
と上記壁体ｒの間に形成された保持部２ａ内に上記四角型パイプｐ 1を保持すると共に、
上記押え片４ａの押え部４１ａにより上記四角型パイプｐ 1を下方に押えることにより、
該四角型パイプｐ 1が保持部２ａ内に抜け出ることなく確実に保持されるものである。な
お、四角型パイプが幅狭で上記側壁１２ａと離間して保持部２ａ内に収容された場合でも
、上記受け片３ａの突出下部３１ａの弾発力により該四角型パイプが上記壁体ｒ方向に押
圧されしっかりと保持される点については、上記図１～４の実施例の場合と同様である。
【００３０】
一方、この保持部２ａ内に上記丸型パイプｐ 2を挿入すると、上記押え片４ａ及びこれと
一体に保持具本体１ａの上部側が外側に撓み、該パイプを上記受け片３ａの突出下部に係
止，配置させて丸型パイプｐ 2を上記保持部２ａ内に保持するものである。これにより、
図６（Ｂ）に示したように、丸型パイプｐ 2が押え片４ａの押え部４１ａ及び受け片３ａ
の突出下部３１ａとの間に挟持されて保持されることになる。
【００３１】
なお、本発明の棒状物保持具は、上記実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を
変更しないかぎり適宜変更することができるものである。例えば、上記受け片３，３ａ、
押え片４，４ａの形状等については図示のものに制限されず、更に、上記連結部５の構成
についても任意に変更することができる。また更に、本発明の棒状物保持具に保持される
棒状物については、上記の四角型パイプｐ 1や丸型パイプｐ 2に限られず、種々の形状を有
する各種パイプ類，ロッド類等の棒状物を用いることができる。その他の構成についても
本発明の要旨を逸脱しない限り適宜変更することができる。
【００３２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の棒状物保持具によれば、保持具本体に形成された保持部内
に丸型の棒状物のみならず四角型等の角型の棒状物を保持することができ、棒状物の形状
にかかわらずに確実に保持することができ、使用範囲が広く、しかも比較的簡単に製作で
き、製作コストの安価なものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例にかかる棒状物保持具を示す正面図である。
【図２】同棒状物保持具を示す側面図である。

10

20

30

40

50

(6) JP 3960677 B2 2007.8.15



【図３】　同棒状物保持具を示す底面図である。
【図４】　同棒状物保持具を使用した様子を示す正面図であり、（Ａ）は四角型のパイプ
ｐ 1を保持した様子を示す正面図であり、（Ｂ）は丸型のパイプｐ 2を保持した様子を示す
正面図である。
【図５】本発明の他の実施例にかかる棒状物保持具を示す斜視図である。
【図６】　同棒状物保持具を使用した様子を示す正面図であり、（Ａ）は四角型のパイプ
ｐ 1を保持した様子を示す正面図であり、（Ｂ）は丸型のパイプｐ 2を保持した様子を示す
正面図である。
【図７】従来の棒状物保持具を示す斜視図である。
【図８】同棒状物保持具に棒状物を保持した様子を示す正面図である。
【図９】従来の他の棒状物保持具を示す斜視図である。
【図１０】同棒状物保持具に棒状物を保持した様子を示す正面図である。
【図１１】従来の更に他の棒状物保持具を示す正面図である。
【符号の説明】
１　保持具本体
１ａ　保持具本体
２　棒状物保持部
２ａ　棒状物保持部
３　棒状物受け片
３ａ　棒状物受け片
４　棒状物押え片
４ａ　棒状物押え片
１３　窓部
１３ａ　窓部
１２　側壁
１２ａ　側壁
ｓ　被取付物
ｑ　取付穴
５　連結部
３０　固定脚部（固定部）
ｐ 1　四角型パイプ（棒状物）
ｐ 2　丸型パイプ（棒状物）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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