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(57)【要約】
【課題】フィラーを位置決めした後、締結する部材に吸
着固定することで落下を防止でき、フィラーの装着と取
り外しを容易化して作業能率と安全性を向上できるフィ
ラーホルダーを提供する。
【解決手段】フィラーホルダー１は、作業時に把持する
支持部２と、この支持部の両端に設けられ、異なるサイ
ズ、または異なる数のフィラーを挟持する樹脂製の第１
、第２の挟持部３、４と、これら挟持部の少なくとも一
方に設けられ、締結される部材に磁力により吸着され、
フィラーを位置決めした部分に固定する磁石８、９とを
具備する。上記第１、第２の挟持部はそれぞれ、フィラ
ーの外形に沿い、少なくとも１８０度を超える円弧状部
と、この円弧状部の両端の外周に沿って中心軸方向に立
設する一対のリブ状のカバー部と、フィラーの挿入口に
形成されたテーパー部とを備えることを特徴とする。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　２つの部材をボルトとナットで締結する際に、これらの部材間の間隙に挿入するフィラ
ーを保持するフィラーホルダーであって、
　作業時に把持する支持部と、
　この支持部の両端に設けられ、異なるサイズ、または異なる数のフィラーを挟持する樹
脂製の第１、第２の挟持部と、
　前記第１、第２の挟持部の少なくとも一方、あるいは前記支持部に設けられ、締結され
る部材に磁力により吸着され、フィラーを位置決めした部分に固定する磁石とを具備し、
　前記第１、第２の挟持部はそれぞれ、フィラーの外形に沿い、少なくとも１８０度を超
える円弧状部と、この円弧状部の両端の外周に沿って中心軸方向に立設する一対のリブ状
のカバー部と、前記フィラーの挿入口に形成されたテーパー部とを備えることを特徴とす
るフィラーホルダー。
【請求項２】
　前記支持部に装着された落下防止用のセーフティコードを更に具備することを特徴とす
る請求項１に記載のフィラーホルダー。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、例えばアングル材などをボルトとナットで締結する際に、２つのアングル材
の間隙に挿入するフィラーを保持する、フィラーホルダーに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、鉄塔などの構造物を組み立てる際には、ボルトとナットによる締結が広く用いら
れている。２つのアングル材の結合部をボルトとナットで締結する際、両アングル材間に
間隙が生ずることがある。
【０００３】
　そこで、アングル材の結合部の間隙にフィラー（またはリングフィラー）と呼ばれる部
材を介在させた状態でボルトを挿通し、ナットで締め付けて固定している。このように、
アングル材間の間隙にフィラーを挿入することで、締結力を高めて両アングル材を確実に
固定でき、且つ締結されるアングル材に生ずる歪みなども防止できる。
【０００４】
　上記フィラーは中央部にボルトの挿入穴が設けられた環状の部材であり、間隙の幅やボ
ルトの太さに応じて厚さや挿入穴径の異なる複数種類が使い分けられている。間隙が大き
い場合には、複数個のフィラーを重ねて用いる。２つのアングル材間の間隙をフィラーに
より埋めることで、十分なトルクで締め付けを行うことが可能となる。
【０００５】
　ところで、フィラーを介在させてアングル材などをボルトとナットで締結する際には、
アングル材の間隙にフィラーを挿入し、アングル材のボルト穴とフィラーの挿入穴にボル
トを挿通してから、スパナやレンチなどでナットを締め込む必要がある。また、補修や解
体時には、スパナやレンチなどでナットを緩めて外し、ボルトを抜き取る際に落下するフ
ィラーを掌で受け止めなければならない。
【０００６】
　このような組立・解体作業は繁雑であり、且つ鉄塔などの構造物の組立作業や補修作業
は高所作業になるため危険性も高い。しかも、ボルトやナット、フィラーを落下させてし
まうと、下方にある建築物に損傷を与えたり、作業員や通行人に怪我をさせたりする虞も
ある。
【０００７】
　そこで、締結作業の簡単化と安全性を図るために、例えば特許文献１にはボルトまたは
ナットを仮固定する仮止め部材が開示され、特許文献２にはナットと座金を仮止め固定す
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る締付部材取付工具が開示されている。これら特許文献１、２の技術により、締結作業の
簡単化が図れ、ナットの落下防止対策にもなる。
【０００８】
　また、特許文献３には、ボルトまたはナットを保持する筒体を有する保持部と、保持部
を吊下しうる吊着部とを備える落下防止具が開示されている。この落下防止具によれば、
保持部によってボルトまたはナットを保持し、吊着部を作業員の体や周囲の構造物に連結
することにより、万が一作業員が保持部を取り落としたとしても、ボルトまたはナットは
吊下されるため落下を確実に防ぐことができる、とされている。
【０００９】
　一方、特許文献４には、リングフィラーの落下を防止する専用の工具が開示されている
。この特許文献４に開示されている落下防止具は、挟持部によってリングフィラーを挟持
し、掛止部に掛止された索体を作業員の体や周囲の構造物に連結することにより、万が一
作業員が当該落下防止具を取り落としたとしてもリングフィラーが吊下され、その落下を
防ぐことができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】実開平５－７８４７９号公報
【特許文献２】特開２００６－２０５３４９号公報
【特許文献３】特開２０１０－２５３０２号公報
【特許文献４】特開２０１１－１８５３５８号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【００１１】
　上述したように、ボルトやナットによる締結作業の容易化と落下防止に関しては、種々
の対策が考えられているが、フィラーの装着の容易化と落下防止については、対策が少な
く必ずしも十分とはいえない。
【００１２】
　上記特許文献４の技術は、フィラーの落下防止対策として有効であるものの、ボルトを
フィラーに挿通するまでの間、あるいはボルトをフィラーから抜き取った後は、作業者が
落下防止具のハンドルを持ち続けている必要がある。このため、この期間は作業者の片手
が塞がってしまい、作業能率や安全性の面で対策の余地がある。
【００１３】
　本考案は、上記のような事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、フィ
ラーを位置決めした後、締結する部材に吸着固定することで落下を防止でき、フィラーの
装着と取り外しを容易化して作業能率と安全性を向上できるフィラーホルダーを提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本考案のフィラーホルダーは、２つの部材をボルトとナットで締結する際に、これらの
部材間の間隙に挿入するフィラーを保持するフィラーホルダーであって、作業時に把持す
る支持部と、この支持部の両端に設けられ、異なるサイズ、または異なる数のフィラーを
挟持する樹脂製の第１、第２の挟持部と、前記第１、第２の挟持部の少なくとも一方、あ
るいは前記支持部に設けられ、締結される部材に磁力により吸着され、フィラーを位置決
めした部分に固定する磁石とを具備し、前記第１、第２の挟持部はそれぞれ、フィラーの
外形に沿い、少なくとも１８０度を超える円弧状部と、この円弧状部の両端の外周に沿っ
て中心軸方向に立設する一対のリブ状のカバー部と、前記フィラーの挿入口に形成された
テーパー部とを備えることで、上述した課題を解決した。
【００１５】
　また、前記支持部に装着された落下防止用のセーフティコードを更に具備することで、
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同じく上述した課題を解決した。
【考案の効果】
【００１６】
　上記のような構成によれば、二つの部材の間隙にフィラーを介在させた状態でボルトと
ナットを用いて締結する際に、フィラーを位置決めした後、締結する部材にフィラーホル
ダーを磁石で部材に吸着固定できる。これによって、フィラーホルダーとフィラーの落下
を防止でき、フィラーの装着を容易化して作業能率と安全性を向上し、組立作業の時間短
縮も図れる。また、解体時にも同様にフィラーホルダーとフィラーの落下防止ができるの
で、フィラーの取り外しを容易化して作業能率と安全性を向上でき、解体作業の時間短縮
も図れる。
【００１７】
　更に、フィラーを位置決めした後、締結する部材にフィラーホルダーを磁石で部材に吸
着固定することで、作業者の両手が空くので、ボルトとナットを用いた組立・解体作業を
効率良く且つ安全に行うことができる。しかも、第１、第２の挟持部が樹脂製であること
から締結する部材の間隙にスムーズに挿入でき、且つ締結する部材に傷が付くのを防止で
きるとともに、フィラーホルダーを軽量化できるので作業員が携帯する際の負担も少ない
。
【００１８】
　加えて、セーフティコードを装着することで、二重の落下防止対策ができ、フィラーホ
ルダーが落下するのをより確実に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本考案の実施の形態に係るフィラーホルダーについて説明するための図である。
【図２】図１に示したフィラーホルダーにおける第１の挟持部を拡大して示す斜視図であ
る。
【図３】図１に示したフィラーホルダーにおける第２の挟持部を拡大して示す斜視図であ
る。
【図４】図１に示したフィラーホルダーにフィラーを挟持する手順を示す斜視図である。
【図５】図１に示したフィラーホルダーにフィラーを挟持した状態を示す斜視図である。
【図６】本考案の実施の形態に係るフィラーホルダーを用いて、２つのアングル材の締結
位置にフィラーを装着する工程について説明するためのもので、第１の工程を示す斜視図
である。
【図７】本考案の実施の形態に係るフィラーホルダーを用いて、２つのアングル材の締結
位置にフィラーを装着する工程について説明するためのもので、第２の工程を示す斜視図
である。
【図８】本考案の実施の形態に係るフィラーホルダーを用いて、２つのアングル材の締結
位置にフィラーを装着する工程について説明するためのもので、第３の工程を示す斜視図
である。
【図９】本考案の実施の形態に係るフィラーホルダーを用いて、２つのアングル材の締結
位置にフィラーを装着する工程について説明するためのもので、第４の工程を示す斜視図
である。
【図１０】２つのアングル材間にフィラーを介在してボルトとナットで締結した状態を示
す斜視図である。
【図１１】２つのアングル材間にフィラーを介在してボルトとナットで締結した状態を上
方及び下方から見た図である。
【考案を実施するための形態】
【００２０】
　以下に、本考案を実施するための形態を、図面を参照して説明する。
【００２１】
　図１は、本考案の実施形態に係るフィラーホルダーを示しており、（ａ）図は平面図、
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（ｂ）図は第１の挟持部をフィラーの挿入方向から見た側面図、（ｃ）図は第２の挟持部
をフィラーの挿入方向から見た側面図である。このフィラーホルダー１は、２つの部材、
例えば鉄塔などの構造物を組み立てる際のアングル材をボルトとナットで締結固定する際
に、これらのアングル材間に間隙が形成されたときに、この間隙に挿入するフィラーを保
持するものである。
【００２２】
　このフィラーホルダー１は、作業時に把持する支持部２と、この支持部２の両端に設け
られ、異なるサイズ、または異なる数のフィラーを挟持する樹脂製の第１、第２の挟持部
３、４とで構成されている。これらの挟持部３、４は、樹脂の弾性を利用してフィラーの
挿入方向に対して挟持し、脱落を防止するものである。この樹脂としては、例えばＭＣナ
イロン（登録商標）、高耐熱性・耐摩耗性のＭＣ９０１（登録商標）などを用いることが
できる。
【００２３】
　上記支持部２は樹脂や金属からなる棒状であり、両端が第１、第２の挟持部３、４に挿
通され、組立・解体作業において作業員が把持する。また、上記第１、第２の挟持部３、
４はそれぞれ、図２、図３に拡大して示すように、フィラー５、６とフィラー７の外形に
沿い、少なくとも１８０度を超える円弧状部３ａ、４ａと、この円弧状部３ａ、４ａの両
端の外周に沿って中心軸方向に立設する一対のリブ状のカバー部３ｂ、３ｃ、４ｂ、４ｃ
と、上記フィラー５、６とフィラー７の挿入口に形成されたテーパー部３ｄ、３ｅ、４ｄ
、４ｅとを備えている。
【００２４】
　上記円弧状部３ａ、４ａは、本例では２７０°の角度、換言すれば、フィラー５、６と
フィラー７の挿入口の開口部がほぼ９０°になっており、樹脂の弾性を利用してフィラー
５、６とフィラー７の側面を挟持する。また、上記リブ状のカバー部３ｂ、３ｃ、４ｂ、
４ｃによって、フィラー５、６とフィラー７の挿入方向と直角方向の脱落を防止できる。
更に、上記フィラー５、６とフィラー７の挿入口にテーパー部３ｄ、３ｅ、４ｄ、４ｅを
設けたことにより、フィラー５、６、７を挿入し易くなる。
【００２５】
　本実施形態では、第１の挟持部３に２個のフィラーを重ねて挿入した状態で保持し、第
２の挟持部４で１個のフィラーを保持する場合を示している。例えば、図４、図５に示す
ように２個のフィラー５、６を重ねて第１の挟持部３に圧入して保持する。
【００２６】
　更に、上記第１、第２の挟持部３、４には磁石８、９がそれぞれ設けられている。これ
らの磁石８、９は、締結されるアングル材に磁力により吸着し、フィラーを位置決めした
部分に固定するためのものである。
【００２７】
　次に、上記構成のフィラーホルダー１を用いた締結工程について図６乃至図１１により
説明する。ここでは、２つのアングル材１０、１１をボルト１２とナット１３で締結する
際に、アングル材の間隙にフィラー５、６を挿入する場合を例に取って説明する。
【００２８】
　まず、作業者は、フィラーホルダー１の挟持部３に、図４及び図５に示したようにして
フィラー５、６を挿入して保持した後、図６に示すように支持部２の他端側と挟持部４を
持ってアングル材１０、１１の締結部の間隙に上記挟持部３を挿入する。そして、アング
ル材１０、１１のボルト穴１０ａ、１１ａとフィラー５、６のボルト挿入穴５ａ、６ａを
位置決めし、図７に示すようにフィラーホルダー１を磁石８、９でアングル材１１に吸着
固定する。
【００２９】
　この際、支持部２にセーフティコード（落下防止用コード）１４の一端を取り付け、他
端を作業者のベルトなどに装着することで、落下防止対策が二重になり、フィラーホルダ
ー１及びこのフィラーホルダー１に保持されているフィラー５、６の落下を確実に防止で
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きる。このセーフティコード１４の他端に、ナスカン、カラビナ、フックなどの係止具を
取り付けておくことで容易に装着できる。
【００３０】
　この状態で、図８に示すように、一方の手でボルト１２をアングル材１０、１１のボル
ト穴１０ａ、１１ａとフィラー５、６のボルト挿入穴５ａ、６ａに挿入し、他方の手でナ
ット１３をボルト１２にねじ込んで仮固定する。これによって、アングル材１０、１１が
仮固定されるので、図９に示すようにフィラーホルダー１をアングル材１１から外し、図
示矢印方向に引っ張ることでフィラー５、６から外す。
【００３１】
　その後は、スパナやレンチを用いてナット１３を強く締め込むことで、図１０に示すよ
うに両アングル材１０、１１をボルト１２とナット１３で締結する。これによって、図１
１（ａ）、（ｂ）に示すように２つのアングル材１０、１１の間隙をフィラー５、６で埋
めた状態で、ボルト１２とナット１３で確実に締結できる。
【００３２】
　上述したように、本実施形態のフィラーホルダーによれば、２つの部材の間隙にフィラ
ーを介在させた状態でボルトとナットを用いて締結する際に、フィラーを位置決めした後
、締結する部材にフィラーホルダーを磁石で部材に吸着固定できる。これによって、フィ
ラーホルダーとフィラーの落下を防止でき、フィラーの装着を容易化して作業能率と安全
性を向上し、組立作業の時間短縮も図れる。また、解体時にも同様にフィラーホルダーと
フィラーの落下防止ができるので、フィラーの取り外しを容易化して作業能率と安全性を
向上し、解体作業の時間短縮も図れる。
【００３３】
　更に、フィラーを位置決めした後、締結する部材にフィラーホルダーを磁石で部材に吸
着固定することで、作業者の両手が空くので、ボルトとナットを用いた組立・解体作業を
効率良く且つ安全に行うことができる。しかも、第１、第２の挟持部が樹脂製であること
から締結する部材の間隙にスムーズに挿入でき、且つ締結する部材に傷が付くのを防止で
きるとともに、フィラーホルダーを軽量化できるので作業員が携帯する際の負担も少ない
。
【００３４】
　加えて、セーフティコードを装着することで、二重の落下防止対策ができフィラーホル
ダーが落下するのをより確実に防止できる。
【００３５】
　なお、本考案は上述した実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である
。例えば、上記実施形態では第１、第２の挟持部３、４に磁石８、９をそれぞれ設けたが
、一方のみに設けても良く、あるいは支持部２に設けても良い。
【００３６】
　また、第１、第２の挟持部３、４の円弧状部３ａ、４ａが２７０°の角度の場合を例に
取って説明したが、第１、第２の挟持部３、４の材質や、挟持するフィラー５、６、７の
サイズに応じて設定すれば良いのはもちろんである。
【符号の説明】
【００３７】
１　　フィラーホルダー
２　　支持部
３、４　　第１、第２の挟持部
３ａ、４ａ　　円弧状部
３ｂ、３ｃ、４ｂ、４ｃ　　リブ状のカバー部
３ｄ、３ｅ、４ｄ、４ｅ　　テーパー部
５、６、７　　フィラー
５ａ、６ａ　　ボルト挿入穴
８、９　　磁石
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１０、１１　　アングル材
１０ａ、１１ａ　　ボルト穴
１２　　ボルト
１３　　ナット
１４　　セーフティコード（落下防止用コード）

【図１】 【図２】
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