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(54)【発明の名称】軌道布設用通信ケーブルの支持具
(57)【要約】
【課題】

受け台に蓋体が回動可能に連結され、１個の

ボルトにより蓋体を締結して、ケーブルの支持作業が能
率的にできるようにする。
【解決手段】

合成樹脂製の型物成形品である受け台１

と受け台１に被着される蓋体２からなり、蓋体２は受け
台１に回動可能に取付けられていると共に、その自由端
部２ａ側は受け台１上に締結自在とされ、受け台１と蓋
体２には、蓋体２が閉じられたときその対向面部間に通
信ケーブルの支持孔とメッセンジャーワイヤーの支持孔
を連通させて形成できるように、各一対の円弧面部３
ａ，４ａ、３ｂ，４ｂが相対応してそれぞれ設けられて
おり、受け台１の底部１ｂには受け台１の中間部に前後
方向へ向かって設けられているトンネル部ａへ開口した
受け台固定具の挿着孔５が、また挿着孔５に対向してい
る受け台１側の円弧面部３ａには受け台固定具操作用の
窓穴６がそれぞれ設けられている。
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【特許請求の範囲】

ブルの支持作業が能率的にできるように改良した軌道布

【請求項１】

設用通信ケーブルの支持具を提供することにある。

合成樹脂製の型物成形品である受け台と

該受け台に被着される蓋体からなり、蓋体は受け台に回

【０００４】

動可能に取付けられていると共に、その自由端部側は受

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため

け台上に締結自在とされ、受け台と蓋体には、蓋体が閉

に、本発明の特徴とする軌道布設用通信ケーブルの支持

じられたときその対向面部間に通信ケーブルの支持孔と

具は、合成樹脂製の型物成形品である受け台と該受け台

メッセンジャーワイヤーの支持孔を連通させて形成でき

に被着される蓋体からなり、蓋体は受け台に回動可能に

るように、各一対の円弧面部が相対応してそれぞれ設け

取付けられていると共に、その自由端部側は受け台上に

られており、上記受け台の底部には該受け台の中央部に
前後方向へ向かって設けられているトンネル部へ開口し

締結自在とされ、受け台と蓋体には、蓋体が閉じられた
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ときその対向面部間に通信ケーブルの支持孔とメッセン

た受け台固定具の挿着孔が、また該挿着孔に対向してい

ジャーワイヤーの支持孔を連通させて形成できるよう

る受け台側の円弧面部には受け台固定具操作用の窓穴が

に、各一対の円弧面部が相対応してそれぞれ設けられて

それぞれ設けられていることを特徴とする軌道布設用通

おり、受け台の底部には該受け台の中央部に前後方向へ

信ケーブルの支持具。

向かって設けられているトンネル部へ開口した受け台固

【請求項２】

蓋体には自由端部寄りに位置して締結用

定具の挿着孔が、また該挿着孔に対向している受け台側

ボルトが挿着されている一方、受け台には該締結用ボル

の円弧面部には受け台固具定操作用の窓穴がそれぞれ設

トが螺合できるナットが固設されており、蓋体の自由端

けられている構成である。

部は受け台に設けられている段落部に接合できる下向き

【０００５】そして、受け台と蓋体の締結がボルト・ナ

の係合縁に形成されていることを特徴とする請求項１記

ットによって強固に行なうことができるように、蓋体に

載の軌道布設用通信ケーブルの支持具。
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は自由端部寄りに位置して締結用ボルトが挿着されてい

【発明の詳細な説明】

る一方、受け台には該締結用ボルトが螺合できるナット

【０００１】

が固設されており、また、蓋体の自由端部は受け台に設

【発明の属する技術分野】本発明は、ＬＣＸ（漏洩同軸

けられている段落部に接合できる下向きの係合縁に形成

ケーブル）を始めとして、リニア実験線や新幹線等の車

されているのが締結の緊密化を得る上で好ましい。

両軌道に沿って布設される通信ケーブルの支持作業が容

【０００６】

易にできるように改良した、軌道布設用通信ケーブルの

【発明の実施の形態】以下に、本発明に係る軌道布設用

支持具に関する。

通信ケーブルの支持具の実施の形態を図面を参照しなが

【０００２】

ら説明する。図１〜図６において、１は受け台、２は受

【従来の技術】従来知られている軌道布設用通信ケーブ

け台１に被着される蓋体であって、この両部材は何れも

ルの支持具としては、例えば、図７に示すように重合で
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ガラス繊維強化ナイロン等を素材とする合成樹脂製の型

きる受け台２１と蓋体２２からなり、受け台２１と蓋体

物成形品である。蓋体２は受け台１に回動可能に取付け

２２には対向面部間に通信用ケーブルの挿通孔２３とメ

られていると共に、その自由端部２ａ側は受け台１上に

ッセンジャーワイヤーの挿通孔２４を連通させて形成で

締結自在とされ、また、自由端部２ａは受け台１に設け

きるようにした各一対の円弧面部２３ａ，２４ａと２３

られている段落部１ａに接合できる下向きの係合縁に形

ｂ，２４ｂがそれぞれ相対応して設けられており、その

成されている。

受け台２１と蓋体２２を一対のアンカーボルト２５，２

【０００７】受け台１と蓋体２には、蓋体２が閉じたと

５によって所定個所に固定できるように構成されてい

きその対向面部間に通信ケーブルの支持孔３とメッセン

る。図中、２６は締付け固定用のナットである。

ジャーワイヤーの支持孔４を連通させて形成できるよう

【０００３】
【発明が解決しようとする課題】上記従来の支持具は受

に、大小一対の円弧面部３ａ，４ａ、３ｂ，４ｂが相対
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応してそれぞれ設けられており、受け台１の底部１ｂに

け台２１と蓋体２２が分割構造であるため、先ずアンカ

は該受け台１の中央部に前後方向へ向かって設けられて

ーボルト２５，２５に受け台２１を嵌め、ケーブル（図

いるトンネル部ａへ開口した後記受け台固定具の挿着孔

示省略）を受け台２１上に載せて支えた後、蓋体２２を

５が、また該挿着孔５に対向している受け台１側の円弧

アンカーボルト２５，２５に嵌めて受け台２１に重合

面部３ａには受け台固定具操作用の窓穴６がそれぞれ設

し、アンカーボルト２５，２５にナット２６を螺合して

けられている。７は挿通孔３と挿通孔４の連通部であ

締め付け操作をしなければならず、ケーブルの支持作業

る。

は煩雑となる。そして、支持具自体の取扱いにも不便と

【０００８】次に、受け台１に対する蓋体２の回動・締

なるし、また、コストアップになるという問題があっ

結構造について説明する（特に、図１を参照）。先ず、

た。本発明はかかる問題を解決したものであって、その

受け台１の円弧面部３ａには外側の縁辺部８側に中間部

目的は、蓋体が受け台に回動可能に連結していて、ケー
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分を除いて下向きのフック状部９，９が連設され、この

( 3 )
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フック状部９，９に蓋体２の一端に設けられている軸部

入される充填材（ゴム等）である。

１０が下側から掛入しており、蓋体２が回動して開蓋状

【００１２】

態になると、蓋体２の背面側に縦設されている補強用リ

【発明の効果】本発明は上記の如くであって、受け台に

ブ（図示省略したが、中央部のリブ）が受け台１の側面

蓋体が回動可能に連結して構成されているから、梱包や

部１ｃの中央部分に当接することで、蓋体２を受け台１

運搬等に至極便利に取扱うことができる。また、蓋体は

に回動可能に支持している。

単に１個の締結具を用いるだけで受け台上に締結できる

【０００９】また、蓋体２には自由端部２ａ寄りに位置

ため、従来のこの種支持具と異なって蓋体の固定操作が

して締結用ボルト１２を挿着する挿着孔１１が穿設され

容易迅速にでき、ケーブルの支持作業は能率よく行なう

ている一方、受け台１には該締結用ボルト１２が螺合で
きるナット１３が固設されている。このナット１３は受

ことが可能であり、施工が非常に楽になることは勿論、
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コストダウン化もできるものであって、その実用的価値

け台１の成形（インサート成形）時に設けられるもの

は多大である。

で、１４はその盲孔である。挿着孔１１には、該挿着孔

【図面の簡単な説明】

１１に挿着された締結用ボルト１２を一時仮止めするた

【図１】本発明の実施の形態を示すもので、一部の構成

めに、締結用ボルト１２のネジ谷部に係入する一対の突

部材を分離した開蓋状態の斜視図である。

起１１ａが相対向した位置に突設されており（図５を参

【図２】図１に示すものをケーブルの支持個所に固定し

照）、この突起１１ａによってケーブルの支持作業前の

たケーブル支持前の正断面図である。

開放状態に置かれている蓋体２から締結用ボルト１２の

【図３】図２に示すものにケーブルを支持させた閉蓋状

落脱を止できる（図２を参照）。そして、突起１１ａは

態の正断面図である。

締結用ボルト１２の螺進動作で容易に破壊されるので、

【図４】図１に示すものの蓋体の要部正面図である。

締結用ボルト１２の締め付け操作に支障を与えない。
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【図５】図４の底面図である。

【００１０】前述の受け台固定具は、通信ケーブルが布

【図６】図４のＡ−Ａ線断面図である。

設される場所に間隔を置いて予め埋設されているアンカ

【図７】従来のケーブル支持具を説明するための正面図

ーボルト１５と、このアンカーボルト１５に螺合させて

である。

用いる締め付け固定用のナット１６から成り、先ず、ア

【符号の説明】

ンカーボルト１５を受け台１の挿着孔５に挿通して、ナ

１は受け台

ット１６を受け台１の円弧面部３ａに設けられている窓

１ａは段落部

穴６を通してアンカーボルト１５に螺合し、ナット１６

１ｂは底部

を締め付ければ、本支持具を簡単に固定できる。そし

２は蓋体

て、通信ケーブルを円弧面部３ａに、メッセンジャーワ

２ａは自由端部

イヤーを円弧面部４ａにそれぞれ載せて支え、蓋体２を
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３，４は支持孔

回動して受け台１上に被着して締結具（締結用ボルト１

３ａ，４ａ，３ｂ，４ｂは円弧面部

２とナット１３）により締結すれば、本支持具によって

５は挿通孔

通信ケーブルとメッセンジャーワイヤーを強固に支持で

６は窓穴

きる（図３を参照）。

７は連通部

【００１１】なお、図中、１２ａはワッシャー、１７は

９はフック状部

挿着孔１１の下側口縁の近くに肉厚く形成されている一

１０は軸部

対のスペーサーであって、このスペーサー１７は、締結

１１は挿着孔

用ボルト１２により蓋体２を締め付けた時、通信ケーブ

１２は締結用ボルト

ルの過度な締め付けを防止できる部材である。１８は受
け台１の四隅部分に理設されている緩衝用のゴム足、１

１３はナット
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ａはトンネル部

９はナット１６の締め付け後、ナット１６の装着部に挿
【図４】

【図６】
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【図１】
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【図５】

【図２】
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