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(54)【発明の名称】転てつ装置の取付装置及びその方法
(57)【要約】
【課題】

位置ずれ等が起こりにくい転てつ装置の取付

装置及びその方法を提供する。
【解決手段】

鉄道における分岐器の転換鎖錠等を行う

ための転てつ機やクランク類等の転てつ装置を取り付け
る装置において、転てつ機やクランク類等のきょう体１
０４ａの側面Ｓ１と上部斜面Ｓ２を押さえるような構造
の固定金具１１ａ、１１ｂと、固定部１３、１３´とき
ょう体１０４ａの間に挿入されきょう体１０４ａを挟ん
で対向する方向にきょう体１０４ａの側面に沿ってスラ
イドさせることできょう体１０４ａを固定金具１１ａ、
１１ｂ側へ押し付けるようにした構造を有しきょう体１
０４ａの側部を押さえるような面を持つ調整金具１２、
１２´の組を少なくともお互いに直交する方向に１組以
上ずつ配置して転てつ装置のきょう体１０４ａを取り付
ける。

財団
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【特許請求の範囲】

図５に示すような構成を有している。図５に示す分岐器

【請求項１】

鉄道における分岐器の転換鎖錠等を行う

１００は、基本レールＲ１、Ｒ２と、分岐線側へのトン

ための転てつ機やクランク類等の転てつ装置を取り付け

グレールＴ１、Ｔ２と、電気転てつ機１０１と、伝動部

る装置において、転てつ機やクランク類等のきょう体の

１０８を備えている。

側面と上部斜面を押さえるような構造の固定金具と、固

【０００３】基本レールＲ１、Ｒ２に密着するトングレ

定部と前記きょう体の間に挿入され前記きょう体を挟ん

ールＴ１、Ｔ２の先端部は、舌状に形成されている。ま

で対向する方向に前記きょう体の側面に沿ってスライド

た、伝動部１０８は、動作かん１０２と、リンク部材１

させることで前記きょう体を前記固定金具側へ押し付け

０３ａ、１０３ｂ、１０３ｃ、１０３ｄ、１０３ｅ及び

るようにした構造を有し前記きょう体の側部を押さえる
ような面を持つ調整金具の組を少なくともお互いに直交

１０３ｆと、エスケープクランク１０４及び１０６と、
10

スイッチアジャスタ１０５及び１０７と、転てつ棒１０

する方向に１組以上ずつ配置して前記転てつ装置のきょ

９、１１０を有している。また、スイッチアジャスタ１

う体を取り付けることを特徴とする転てつ装置の取付装

０５、１０７は、転てつ棒１０９、１１０を介してトン

置。

グレールＴ１、Ｔ２に取り付けられている。

【請求項２】

請求項１記載の転てつ装置の取付装置に

【０００４】また、電気転てつ機１０１は、内部に電動

おいて、

モータ（図示せず）を駆動力とする変換機構（図示せ

前記転てつ装置は敷板を有し、前記きょう体を前記固定

ず）を有しており、電動モータの回転駆動力が直線方向

金具側へ押し付ける位置の反対側の位置に前記調整金具

の駆動力に変換され、動作かん１０２が図５の右側方向

と同様の構造の第１調整金具を設け、前記調整金具と略

又は左側方向へ駆動される。この動作かん１０２の動き

同様の構造の第２調整金具を用いて前記第１調整金具の

は、伝動部１０８によりスイッチアジャスタ１０５、１

背面に沿ってスライドさせることで、前記第１調整金具

20

０７に伝えられ、転てつ棒１０９、１１０を介してトン

の背部を押さえるようにしたことを特徴とする転てつ装

グレールＴ１、Ｔ２を動かす。

置の取付装置。

【０００５】例えば、動作かん１０２が図５における右

【請求項３】

請求項２記載の転てつ装置の取付装置に

側方向に移動した場合には、スイッチアジャスタ１０

おいて、

５、１０７が例えば図５における下方へ移動し、これに

前記第２調整金具が前記第１調整金具を押さえる部分

伴いトングレールＴ２の先端（図５における左端）が基

は、所定の傾斜角度を有することを特徴とする転てつ装

本レールＲ２に密着し、かつトングレールＴ１の先端

置の取付装置。

（図５における左端）が基本レールＲ１から離れる。ま

【請求項４】

鉄道における分岐器の転換鎖錠等を行う

た、動作かん１０２が図５における左側方向に移動した

ための転てつ機やクランク類等の転てつ装置を取り付け

場合には、スイッチアジャスタ１０５、１０７が例えば

る方法において、転てつ機やクランク類等のきょう体の

30

図５における上方へ移動し、これに伴いトングレールＴ

側面と上部斜面を押さえるような構造の固定金具と、固

２の先端が本線側のレールＲ２から離れ、かつトングレ

定部と前記きょう体の間に挿入され前記きょう体を挟ん

ールＴ１の先端が基本レールＲ１に密着する。

で対向する方向に前記きょう体の側面に沿ってスライド

【０００６】上記のような動作により、分岐器１００

させることで前記きょう体を前記固定金具側へ押し付け

は、進路を本線側又は分岐線側に切り換えるトングレー

るようにした構造を有し前記きょう体の側部を押さえる

ル転換動作を行うことができる。この場合、トングレー

ような面を持つ調整金具の組を少なくともお互いに直交

ルが本線側レールに密着する位置のうちの一方の位置、

する方向に１組以上ずつ配置して前記転てつ装置のきょ

例えばトングレールＴ１の先端が基本レールＲ１から離

う体を取り付けることを特徴とする転てつ装置の取付方

れトングレールＴ２の先端が基本レールＲ２に密着する

法。
【発明の詳細な説明】

位置を「定位」といい、他方の位置、例えばトングレー
40

ルＴ１の先端が基本レールＲ１に密着しトングレールＴ

【０００１】

２の先端が基本レールＲ２から離れる位置を「反位」と

【発明の属する技術分野】本発明は、鉄道における分岐

いう。これらは、列車運行上の取決めであり、これらの

器の転換鎖錠等を行うための転てつ機やクランク類等の

逆の位置を定位又は反位としてもよい。

転てつ装置のきょう体を取り付けるための取付装置及び

【０００７】上記した分岐器の転換鎖錠等を行うための

その方法に関するものである。

転てつ機やクランク類は、図６に示す取付方法によって

【０００２】

取り付けられている。図６は、従来の分岐器におけるエ

【従来の技術】従来、鉄道において、鉄道車両の進路を

スケープクランクの構成を示す図であり、図６（Ａ）は

一つの線路（以下、「本線」という。）から他の線路

上面図を、図６（Ｂ）は側面図を、それぞれ示してい

（以下、「分岐線」という。）へ移す分岐を行わせるた

る。図６に示すように、エスケープクランク１０４は、

めに分岐器が用いられている。この分岐器は、一般に、

50

図６に示すように、まくらぎ１２１、１２２の上に敷板
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１２２を載置し、きょう体１０４ａのボルト取付穴１４

う体の側面に沿ってスライドさせることで前記きょう体

１を元にして敷板１２２及びまくらぎ１２２にボルト取

を前記固定金具側へ押し付けるようにした構造を有し前

付穴を開け、取付ボルト１２３´を挿通し座金１２５´

記きょう体の側部を押さえるような面を持つ調整金具の

及びナット１２４´等で締結することにより、きょう体

組を少なくともお互いに直交する方向に１組以上ずつ配

１０４ｂを敷板１２６を介してまくらぎ１２２に取り付

置して前記転てつ装置のきょう体を取り付けることを特

けていた。

徴とする。

【０００８】しかし、分岐器のまくらぎ取付位置は、施

【００１３】上記の転てつ装置の取付装置において、好

工時には設計図の寸法通りに位置決めされて施工するこ

ましくは、前記転てつ装置は敷板を有し、前記きょう体

とは非常に困難である。このため、転てつ機やクランク
類をまくらぎ等に取り付けるためのボルト取付穴を予め

を前記固定金具側へ押し付ける位置の反対側の位置に前
10

記調整金具と同様の構造の第１調整金具を設け、前記調

まくらぎ等に正確に開けることはできない。したがっ

整金具と略同様の構造の第２調整金具を用いて前記第１

て、従来は、きょう体を取り付ける位置のまくらぎの上

調整金具の背面に沿ってスライドさせることで、前記第

に敷板を敷き、転てつ機やクランク類を仮置きし、ボル

１調整金具の背部を押さえるようにした。

ト取付穴の位置を決め、敷板とまくらぎにボルト取付穴

【００１４】また、上記の転てつ装置の取付装置におい

を開けなければならなかった。しかも、少なくとも４個

て、好ましくは、前記第２調整金具が前記第１調整金具

以上の複数のボルト取付穴をまくらぎ等に開けてすべて

を押さえる部分は、所定の傾斜角度を有する。

のボルト取付穴に取付ボルトを通すためには、ボルト取

【００１５】また、本発明に係る転てつ装置の取付方法

付穴の直径を取付ボルトの直径に対して十分な余裕を持

は、鉄道における分岐器の転換鎖錠等を行うための転て

たせる必要があった。

つ機やクランク類等の転てつ装置を取り付ける方法にお

【０００９】

20

いて、転てつ機やクランク類等のきょう体の側面と上部

【発明が解決しようとする課題】ところが、取付ボルト

斜面を押さえるような構造の固定金具と、固定部と前記

とナット等できょう体を十分に締結しても、きょう体が

きょう体の間に挿入され前記きょう体を挟んで対向する

横方向（水平方向）からの大きな力を受けると、きょう

方向に前記きょう体の側面に沿ってスライドさせること

体をまくらぎに維持する力（水平方向成分）は、きょう

で前記きょう体を前記固定金具側へ押し付けるようにし

体と敷板等との間の摩擦係数に依存するため、取付ボル

た構造を有し前記きょう体の側部を押さえるような面を

トの締め付け力の数十分の１に激減してしまう。

持つ調整金具の組を少なくともお互いに直交する方向に

【００１０】しかも、ボルト取付穴の直径が取付ボルト

１組以上ずつ配置して前記転てつ装置のきょう体を取り

の直径に対して十分な余裕を持つ値に設定されている

付けることを特徴とする。

（ボルト取付穴の直径は取付ボルトの直径に余裕値を加

【００１６】

えた値となっている）ため、取付ボルトは、微小移動が

30

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態につい

可能である。これが原因となり、例えばきょう体が横方

て、図面を参照しながら詳細に説明する。

向からの力を受けると、クランク類が微小回転したり、

【００１７】図１は、本発明の一実施形態である転てつ

電気転てつ機の位置が微妙に位置ずれを起こす場合があ

装置の取付装置の構成を示す図であり、図１（Ａ）は上

った。このような微小回転や位置ずれが生じると、取付

面図を、図１（Ｂ）は側面図を、それぞれ示している。

ボルトのナットが弛緩したり、分岐器のトングレールの

【００１８】図１に示すように、この取付装置１０は、

接着状態が悪くなり、トングレールの先端位置が狂うこ

敷板１６上に設けられ、固定金具１１ａ及び１１ｂと、

とによって電気転てつ機がロック狂いを起こしやすくな

調整金具１２と、固定部１３と、ボルト１４と、バネ座

る等の問題が発生していた。

金１５と、調整金具１２´と、固定部１３´と、ボルト

【００１１】本発明は上記の問題を解決するためになさ
れたものであり、本発明の解決しようとする課題は、位

１４と、バネ座金１５を備えて構成されている。固定金
40

具１１ａと調整金具１２の組と、固定金具１１ｂと調整

置ずれ等が起こりにくい転てつ装置の取付装置及びその

金具１２´の組は、互いに直交する２方向に配置されて

方法を提供することにある。

いる。

【００１２】

【００１９】敷板１６は、エスケープクランク１０４の

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた

近傍のまくらぎ１２１及び１２２にボルト等（図示せ

め、本発明に係る転てつ装置の取付装置は、鉄道におけ

ず）により固定される。あるいは、敷板１６は、エスケ

る分岐器の転換鎖錠等を行うための転てつ機やクランク

ープクランク１０４の近傍のレールＲ１に締結したロッ

類等の転てつ装置を取り付ける装置において、転てつ機

ド１１２、１１３に取り付けてもよい。

やクランク類等のきょう体の側面と上部斜面を押さえる

【００２０】固定金具１１ａ及び１１ｂは、敷板１６上

ような構造の固定金具と、固定部と前記きょう体の間に

に固定された金具である。固定金具１１ａ及び１１ｂ

挿入され前記きょう体を挟んで対向する方向に前記きょ

50

は、上部が水平方向に突出した逆Ｌ字状の構造となって

( 4 )
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おり、垂直な内壁面と、この内壁面に接続する斜面状の

【００２８】また、調整金具１２´の図１（Ａ）におけ

庇面を有している。固定金具１１ａ及び１１ｂの垂直な

る上側は、上部及び下部が水平方向に突出したコ字状の

内壁面は、エスケープクランクのきょう体１０４ａの側

構造となっている。一方、エスケープクランクのきょう

面Ｓ１を押さえ、斜面状の庇面は、エスケープクランク

体１０４ａは、図１（Ａ）における下側に、庇状の突出

のきょう体１０４ａの上部斜面Ｓ２を押さえるような構

部１３１が図１（Ａ）における左右方向に沿って設けら

造となっている。固定金具１１及び１１ｂは、敷板１６

れている。このため、調整金具１２´のコ字状の部分が

上にボルト等（図示せず）により固定される。

エスケープクランクのきょう体１０４ａの突出部１３１

【００２１】固定部１３は、敷板１６上に固定された突

を挟み込み押さ付けるような構造となっている。

出部であり、エスケープクランクのきょう体１０４ａを
挟んで固定金具１１ａ、１１ａとは反対側に配置されて

【００２９】調整金具１２´には、長穴１２ａ´が設け
10

られており、長穴１２ａ´の長手方向は、調整金具１２

いる。固定部１３は、図１（Ａ）における左側に、平面

´の下側壁のテーパーの方向と一致している。

投影形状がテーパー状（傾斜状）となっている垂直な側

【００３０】また、敷板１６には、固定部１３´の図１

壁面を有している（図１（Ａ）参照）。このテーパーの

（Ａ）における上側にネジ穴１６ｂ予めが設けられてい

方向は、エスケープクランクのきょう体１０４ａの図１

る。

（Ａ）における右側面の方向（図１（Ａ）の上下方向）

【００３１】次に、エスケープクランク１０４を転てつ

に沿っており、微小な角度だけ傾斜している。

装置の例として、敷板１６に取り付ける場合の手順につ

【００２２】調整金具１２は、敷板１６とは別体の金具

いて説明する。

であり、固定金具１１ａ、１１ａと組をなす金具であ

【００３２】最初に、直交する２方向の固定金具１１

る。調整金具１２は、図１（Ａ）における右側に、平面

ａ、１１ｂの凹面にきょう体１０４ａの側部を嵌め込

投影形状がテーパー状となっている垂直な側壁面を有し

20

む。これにより、固定金具１１ａ及び１１ｂの垂直な内

ており、この右側壁のテーパーは、固定部１３のテーパ

壁面は、エスケープクランクのきょう体１０４ａの側面

ーと一致している。

Ｓ１を押さえ、斜面状の庇面は、エスケープクランクの

【００２３】また、調整金具１２の図１（Ａ）における

きょう体１０４ａの上部斜面Ｓ２を押さえ付ける。

左側は、上部が水平方向に突出した逆Ｌ字状の構造とな

【００３３】次に、固定部１３ときょう体１０４ａの間

っており、垂直な内壁面と、この内壁面に接続する斜面

に調整金具１２を挿入し、調整金具１２を、きょう体１

状の庇面を有している。垂直な内壁面は、エスケープク

０４ａの図１（Ａ）における右側面に沿って、図１

ランクのきょう体１０４ａの側面Ｓ１を押さえ、斜面状

（Ａ）における上方向にスライドさせる。このようにす

の庇面は、エスケープクランクのきょう体１０４ａの上

ると、固定金具１１ａと固定部１３の２つの固定箇所の

部斜面Ｓ２を押さえるような構造となっている。

間で、きょう体１０４ａと固定部１３の間に調整金具１

【００２４】調整金具１２には、長穴１２ａが設けられ

30

２が押し込まれ、調整金具１２がクサビの機能を果た

ており、長穴１２ａの長手方向は、調整金具１２の右側

し、きょう体１０４ａを固定金具１１ａ側へ押し付け、

壁のテーパーの方向と一致している。

動かないように拘束することができる。

【００２５】また、敷板１６には、固定部１３の図１

【００３４】この状態で、ボルト１４をバネ座金１５を

（Ａ）における左側にネジ穴１６ａが予め設けられてい

介して長穴１２ａに挿入し、ネジ穴１６ａにねじ込むこ

る。

とにより、きょう体１０４ａを敷板１６に強固に固定す

【００２６】一方、固定部１３´は、敷板１６上に固定

ることができる。

された突出部であり、エスケープクランクのきょう体１

【００３５】この場合、調整金具１２の図１（Ａ）にお

０４ａを挟んで固定金具１１ｂ、１１ｂとは反対側に配

ける左側の逆Ｌ字状の部分が、きょう体１０４ａの側部

置されている。固定部１３´は、図１（Ａ）における上
側に、平面投影形状がテーパー状となっている垂直な側

（側面Ｓ１及び上部斜面Ｓ２）を確実に押さえ付けてい
40

る。

壁面を有している（図１（Ａ）参照）。このテーパーの

【００３６】また、調整金具１２の長穴１２ａにもテー

方向は、エスケープクランクのきょう体１０４ａの図１

パーが設けられているので、調整金具１２のクサビ作用

（Ａ）における下側面の方向（図１（Ａ）の左右方向）

が弛緩することが防止されている。

に沿っており、微小な角度だけ傾斜している。

【００３７】次に、上記と同様にして、固定部１３´と

【００２７】調整金具１２´は、敷板１６とは別体の金

きょう体１０４ａの間に調整金具１２´を挿入し、調整

具であり、固定金具１１ｂ、１１ｂと組をなす金具であ

金具１２´を、きょう体１０４ａの図１（Ａ）における

る。調整金具１２´は、図１（Ａ）における下側に、平

右側面に沿って、図１（Ａ）における左方向にスライド

面投影形状がテーパー状となっている垂直な側壁面を有

させる。このようにすると、固定金具１１ｂと固定部１

しており、この下側壁のテーパーは、固定部１３´のテ

３´の２つの固定箇所の間で、きょう体１０４ａと固定

ーパーと一致している。
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部１３´の間に調整金具１２´が押し込まれ、調整金具

( 5 )
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１２´がクサビの機能を果たし、きょう体１０４ａを固

具２２を、きょう体１０４ａの図２（Ａ）における右側

定金具１１ｂ側へ押し付け、動かないように拘束するこ

面に沿って、図２（Ａ）における下方向にスライドさせ

とができる。

ると、固定金具１１ａと固定部２３の２つの固定箇所の

【００３８】この状態で、ボルト１４をバネ座金１５を

間で、きょう体１０４ａと固定部２３の間に調整金具２

介して長穴１２ａ´に挿入し、ネジ穴１６ｂにねじ込む

２が押し込まれ、調整金具２２がクサビの機能を果た

ことにより、きょう体１０４ａを敷板１６に固定するこ

し、きょう体１０４ａを固定金具１１ａ側へ押し付け、

とができる。

動かないように拘束する。

【００３９】この場合、調整金具１２´の図１（Ａ）に

【００４７】また、図２の実施形態では、固定部２３´

おける上側のコ字状の部分が、きょう体１０４ａの側部
（突出部１３１）を確実に押さえ付けている。

ときょう体１０４ａの間に調整金具２２´を挿入し、調
10

整金具２２´を、きょう体１０４ａの図２（Ａ）におけ

【００４０】また、固定金具１１ａと調整金具１２の組

る下側面に沿って、図２（Ａ）における右方向にスライ

と、固定金具１１ｂと調整金具１２´の組は、互いに直

ドさせると、固定金具１１ｂと固定部２３´の２つの固

交する方向に配置されており、きょう体１０４ａに横方

定箇所の間で、きょう体１０４ａと固定部２３´の間に

向（水平方向）のどの方向から力が作用してもクサビ作

調整金具２２´が押し込まれ、調整金具２２´がクサビ

用が緩まないようになっている。

の機能を果たし、きょう体１０４ａを固定金具１１ｂ側

【００４１】また、固定金具１１ａと調整金具１２の組

へ押し付け、動かないように拘束する。

と、固定金具１１ｂと調整金具１２´の組は、それぞれ

【００４８】次に、本発明のさらに他の実施形態につい

少なくとも１組以上配置されればよい。また、１組の中

て説明する。図３は、本発明の他の実施形態である転て

での固定金具と調整金具の個数についても任意の個数で

つ装置の取付装置の構成を示す図（２）であり、図３

あればよい。

20

（Ａ）は上面図を、図３（Ｂ）は側面図を、それぞれ示

【００４２】上記において、敷板１６は、本発明の必須

している。

構成要素ではなく、設けなくてもよい。その場合には、

【００４９】図３に示すように、この取付装置３０は、

エスケープクランク１０４の近傍のまくらぎ１２１、１

敷板１６上に設けられ、固定金具１１ａ及び１１ｂと、

２２上に固定金具１１ａ、１１ｂ、及び固定部１３及び

調整金具３２と、固定部３３と、ボルト１４と、バネ座

１３´を設ける。

金１５と、調整金具３２´と、固定部３３´と、ボルト

【００４３】次に、本発明の他の実施形態について説明

１４と、バネ座金１５を備えて構成されている。固定金

する。図２は、本発明の他の実施形態である転てつ装置

具１１ａと調整金具３２の組と、固定金具１１ｂと調整

の取付装置の構成を示す図（１）であり、図２（Ａ）は

金具３２´の組は、互いに直交する２方向に配置されて

上面図を、図２（Ｂ）は側面図を、それぞれ示してい

いる。

る。
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【００５０】図３に示す実施形態では、調整金具３２

【００４４】図２に示すように、この取付装置２０は、

と、固定部３３と、調整金具３２´と、固定部３３´の

敷板１６上に設けられ、固定金具１１ａ及び１１ｂと、

構成が、図２の実施形態の場合と異なっている。他の部

調整金具２２と、固定部２３と、ボルト１４と、バネ座

分の構成は、図２の実施形態と同様である。以下に、異

金１５と、調整金具２２´と、固定部２３´と、ボルト

なっている構成について説明する。

１４と、バネ座金１５を備えて構成されている。固定金

【００５１】固定部３３は、敷板１６上に固定された突

具１１ａと調整金具２２の組と、固定金具１１ｂと調整

出部であり、エスケープクランクのきょう体１０４ａを

金具２２´の組は、互いに直交する２方向に配置されて

挟んで固定金具１１ａ、１１ａとは反対側に配置されて

いる。

いる。固定部３３は、図３（Ａ）における左側が、上部

【００４５】図２に示す実施形態では、調整金具２２
と、固定部２３と、調整金具２２´と、固定部２３´の

が水平方向に突出した逆Ｌ字状の構造となっており、垂
40

直な上部側壁面と、上部側壁面に接続する水平面と、水

構成が、図１の実施形態の場合と異なっている。異なっ

平面に接続する垂直な下部側壁面を有している。垂直な

ている点は、調整金具２２と固定部２３の間のテーパー

上部側壁面と下部側壁面は、平面投影形状がテーパー状

（傾斜）面の傾斜方向と、調整金具２２´と固定部２３

（傾斜状）となっている（図３（Ａ）参照）。このテー

´の間のテーパー（傾斜）面の傾斜方向が図１の場合と

パーの方向は、エスケープクランクのきょう体１０４ａ

逆になっている点であり、他の部分の構成は、図１の実

の図３（Ａ）における右側面の方向（図３（Ａ）の上下

施形態と同様である。

方向）に沿っており、微小な角度だけ傾斜している。こ

【００４６】このような構成により、図２の実施形態で

のテーパーの方向は、図２の実施形態の場合と同様であ

は、直交する２方向の固定金具１１ａ、１１ｂの凹面に

る。

きょう体１０４ａの側部を嵌め込んだ後、固定部２３と

【００５２】調整金具３２は、敷板１６とは別体の金具

きょう体１０４ａの間に調整金具２２を挿入し、調整金

50

であり、固定金具１１ａ、１１ａと組をなす金具であ

( 6 )
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10

る。調整金具３２は、図３（Ａ）における右側が、下部

なる点は、新たな構成要素として、第２調整金具４４、

が水平方向に突出したＬ字状の構造となっており、垂直

４４´と、第２固定部４５、４５´を設けた点である。

な上部側壁面と、上部側壁面に接続する水平面と、水平

他の部分の構成は、図１の実施形態と同様である。以下

面に接続する垂直な下部側壁面を有している。垂直な上

に、異なっている構成について説明する。

部側壁面と下部側壁面は、平面投影形状がテーパー状

【００５９】第２固定部４５は、敷板１６上に固定され

（傾斜状）となっている（図３（Ａ）参照）。このテー

た突出部であり、第１調整金具４２を押し込む方向（図

パーは、固定部３３のテーパーと一致している。また、

４（Ａ）における上方向）とは反対となる第１調整金具

調整金具３２の図３（Ａ）における左側は、図１の実施

の側（図４（Ａ）における下側）に配置されている。第

形態と同様の構成となっている。
【００５３】調整金具３２には、長穴３２ａが設けられ

２固定部４５は、図４（Ａ）における上側が、垂直な壁
10

面となっており、平面投影形状がテーパー状（傾斜状）

ており、長穴３２ａの長手方向は、調整金具３２の右側

となっている（図４（Ａ）参照）。このテーパーの方向

壁のテーパーの方向と一致している。

は、第１調整金具４３がエスケープクランクのきょう体

【００５４】固定部３３´と調整金具３２´についても

１０４ａを固定金具１１ａに押し付ける方向（図４

同様な構成を有しているが、テーパーの方向はほぼ直交

（Ａ）における左へ向かう方向）に沿っており、微小な

する方向となっている。

角度だけ傾斜している。

【００５５】このような構成により、図３の実施形態で

【００６０】第２調整金具４４は、敷板１６とは別体の

は、直交する２方向の固定金具１１ａ、１１ｂの凹面に

金具であり、固定金具１１ａ、１１ａと組をなす金具で

きょう体１０４ａの側部を嵌め込んだ後、固定部３３と

ある。第２調整金具４４は、図４（Ａ）における上側４

きょう体１０４ａの間に調整金具３２を挿入し、調整金

４ｂが、垂直な壁面となっており、平面投影形状が水平

具３２を、きょう体１０４ａの図３（Ａ）における右側

20

直線状となっている。また、第２調整金具４４は、図４

面に沿って、図３（Ａ）における下方向にスライドさせ

（Ａ）における下側が、垂直な壁面となっており、平面

ると、固定金具１１ａと固定部３３の２つの固定箇所の

投影形状がテーパー状（傾斜状）となっている（図４

間で、きょう体１０４ａと固定部３３の間に調整金具３

（Ａ）参照）。このテーパーは、第２固定部４５のテー

２が押し込まれ、調整金具３２がクサビの機能を果た

パーと一致している。

し、きょう体１０４ａを固定金具１１ａ側へ押し付け、

【００６１】第２調整金具４４には、長穴が設けられて

動かないように拘束する。また、この際、固定部３３の

おり、長穴の長手方向は、第２調整金具４４の下側壁面

上部の庇状の突出部が調整金具３２を上方から押さえ付

のテーパーの方向と一致している。

け、クサビの締め付け作用が緩むことを防止する。固定

【００６２】第２固定部４５´と第２調整金具４４´に

部３３´と調整金具３２´についても同様である。

ついても同様な構成を有しているが、テーパーの方向は

【００５６】次に、本発明の上記以外の実施形態につい

30

ほぼ直交する方向となっている。

て説明する。図４は、本発明の他の実施形態である転て

【００６３】このような構成により、図４（Ａ）の実施

つ装置の取付装置の構成を示す図（３）である。

形態では、直交する２方向の固定金具１１ａ、１１ｂの

【００５７】図４（Ａ）の上面図に示すように、この取

凹面にきょう体１０４ａの側部を嵌め込んだ後、図１の

付装置４０は、敷板１６上に設けられ、固定金具１１ａ

実施形態の場合と同様の手順で、第１調整金具４２を図

及び１１ｂと、第１調整金具４２と、第１固定部４３

４（Ａ）の上方向へ、また第１調整金具４２´を図４

と、ボルト１４と、第２調整金具４４と、第２固定部４

（Ａ）の左方向へスライドさせ、きょう体１０４ａを固

５と、ボルト１４と、第１調整金具４２´と、第１固定

定金具１１ａ、１１ｂに押し付け、拘束する。

部４３´と、ボルト１４と、第２調整金具４４´と、第

【００６４】次に、第２固定部４５ときょう体１０４ａ

２固定部４５´と、ボルト１４を備えて構成されてい
る。また、上記各実施形態の場合と同様に、バネ座金

の間に第２調整金具４４を挿入し、第２調整金具４４
40

を、背面に沿った方向（図４（Ａ）における左方向）に

（符号は省略）も設けられている。固定金具１１ａと第

スライドさせると、第１調整金具４２と第２固定部４５

１調整金具４２と第２調整金具４４の組と、固定金具１

の間に第２調整金具４４が押し込まれ、第２調整金具４

１ｂと第１調整金具４２´と第２調整金具４４´の組

４がクサビの機能を果たし、第１調整金具４２の背部を

は、互いに直交する２方向に配置されている。

上記の押し込み方向へ押し付け、拘束する。この状態

【００５８】図４（Ａ）に示す実施形態では、第１調整

で、第１調整金具４２と第２調整金具４４のボルト１４

金具４２と第１固定部４３の構成は、図１の実施形態に

を締め付け、固定を行うことができる。第２固定部４５

おける調整金具１２と固定部１３の場合と同様である。

´と第２調整金具４４´の作用についても同様である。

また、図４（Ａ）の実施形態では、第１調整金具４２´

【００６５】図４（Ｂ）は、さらに他の実施形態を示し

と第１固定部４３´の構成は、図１の実施形態における

たものであり、図に示す実施形態の取付装置５０は、第

調整金具１２´と固定部１３´の場合と同様である。異
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12

４、５４´の部分５４ｂ、５４ｂ´を、上部が水平方向

【００７４】なお、本発明は、上記実施形態に限定され

に突出した逆Ｌ字状の構造としたものである。

るものではない。上記実施形態は、例示であり、本発明

【００６６】このような構成とすることにより、第２調

の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同

整金具５５、５４´が第１調整金具５２、５２´を押し

一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いか

付ける際、第２調整金具の部分５４ｂ、５４ｂ´の水平

なるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。

突出部が第１調整金具５２、５２´の背部を上方から押

【００７５】

さえ付け、クサビの締め付け作用が緩むことを防止す

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、

る。

従来例のように少なくとも４箇所以上のきょう体の取付

【００６７】図４（Ｃ）は、さらに他の実施形態を示し
たものであり、図に示す実施形態の取付装置６０は、第

穴が合うように取付穴を開ける必要がないので、取付穴
10

の位置を正確にけがいたり、取付穴を開ける時間が短縮

１調整金具６２、６２´を押し付ける第２調整金具６

でき、取付穴を開ける位置を誤ることもない。きょう体

４、６４´の部分６４ｂ、６４ｂ´の平面投影形状を、

を固定金具と調整金具で挟み込み、調整金具でさらに押

水平方向や垂直方向ではなく、所定の傾斜角度の直線状

さえ込むので、従来のようなボルト締めによる方式より

としたものである。したがって、第２調整金具６４、６

もはるかに強い力で隙間なく固定できる。調整金具は、

４´に押し付けられる第１調整金具６２、６２´の背部

きょう体との固定部との間でクサビを打ち込んだ状態と

６２ｂ、６２ｂ´の平面投影形状も、所定の傾斜角度の

なるので、たとえボルトが緩んでも、調整金具は抜ける

直線状となっている。

方向には動きにくい。したがって、短時間で確実なきょ

【００６８】このような構成によっても、クサビ作用に

う体の固定が可能となり、たとえボルトが緩んでも、き

より、第２調整金具５５、５４´が第１調整金具５２、

ょう体の固定状態には影響しにくい。

５２´を押し付ける。
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【図面の簡単な説明】

【００６９】上記のような構成により、きょう体１０４

【図１】本発明の一実施形態である転てつ装置の取付装

ａの横方向（水平方向）から大きな力を受けるようなこ

置の構成を示す図である。

とがあっても、きょう体１０４ａは、固定金具１１ａ、

【図２】本発明の他の実施形態である転てつ装置の取付

１１ｂと、調整金具１２、１２´、又は２２、２２´、

装置の構成を示す図（１）である。

又は３２、３２´によって隙間なく押さえ付けられてい

【図３】本発明の他の実施形態である転てつ装置の取付

るので、微小移動や微小回転は防止される。

装置の構成を示す図（２）である。

【００７０】しかも、従来例のように、少なくとも４箇

【図４】本発明の他の実施形態である転てつ装置の取付

所のボルト取付穴を開ける必要はない。取付手順は、き

装置の構成を示す図（３）である。

ょう体１０４ａを固定金具１１ａ、１１ｂの側へ嵌め込

【図５】従来の分岐器の構成を示す上面図である。

んだ後、調整金具１２、１２´、又は２２、２２´、又

30

【図６】従来の分岐器におけるエスケープクランクの構

は３２、３２´をきょう体１０４ａの側面に沿った方向

成を示す図である。

にスライドさせることにより、クサビ作用により、きょ

【符号の説明】

う体１０４ａは固定金具側へ隙間なく押し付けられる。

１０

【００７１】また、調整金具１２、１２´、又は２２、

１１ａ、１１ｂ

２２´、又は３２、３２´をボルト１４で締め付けれ

１２、１２´

ば、きょう体１０４ａの上部斜面を押さえ付けることが

１２ａ、１２ａ´

できるので、きょう体１０４ａが上方向に浮き上がるこ

１３、１３´

とも防止できる。すなわち、１本のボルト１４締めによ

１４

ボルト

１５

バネ座金

１６

敷板

り、きょう体１０４ａの側面Ｓ１と上部斜面Ｓ２の両方
を押さえることができるので、作業能率が向上する。
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転てつ装置の取付装置
固定金具
調整金具
長穴

固定部

【００７２】さらに、第１調整金具４２、４２´、又は

１６ａ、１６ｂ

５２、５２´、又は６２、６２´の背部を、第２調整金

２０

具４４、４４´、又は５４、５４´、又は６４、６４´

２２、２２´

によって押さえ付けるようにすれば、第１調整金具又は

２２ａ、２２ａ´

第２調整金具のどちらかのボルトに接損や弛緩が発生し

２３、２３´

ても、きょう体１０４ａの固定状態を維持することがで

３０

きる。

３２、３２´

【００７３】上記実施形態において、分岐器の転換鎖錠

３２ａ、３２ａ´

長穴

等を行うための転てつ機やクランク類は、転てつ装置に

３２ｂ、３２ｂ´

段差部

相当している。
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ネジ穴

転てつ装置の取付装置
調整金具
長穴

固定部

転てつ装置の取付装置

３３、３３´

調整金具

固定部

( 8 )
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13
４０

14

転てつ装置の取付装置

１０４

エスケープクランク

４２、４２´

第１調整金具

１０４ａ、１０４ｂ

４３、４３´

第１固定部

１０５

スイッチアジャスタ

４４、４４´

第２調整金具

１０６

エスケープクランク

４５、４５´

第２固定部

１０７

ロッド

１０８

伝動部

５０

転てつ装置の取付装置

きょう体

５２、５２´

第１調整金具

１０９、１１０

転てつ棒

５３、５３´

第１固定部

１１２、１１３

ロッド

５４、５４´

第２調整金具

１２１、１２２

まくらぎ

５５、５５´

第２固定部

６０

10

転てつ装置の取付装置

１２３、１２３´

取付ボルト

１２４、１２４´

ナット

６２、６２´

第１調整金具

１２５、１２５´

座金

６３、６３´

第１固定部

１２６

６４、６４´

第２調整金具

１３１、１３１´

６５、６５´

第２固定部

１４１

敷板
突出部

ボルト取付穴

１００

分岐器

Ｒ１、Ｒ２

１０１

電気転てつ機

Ｓ１

きょう体側面

Ｓ２

きょう体上部斜面

１０１ａ
１０２

転てつ機きょう体
動作かん

１０３ａ〜１０３ｆ

Ｔ１、Ｔ２
リンク部材
【図１】

基本レール

トングレール
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【図２】

( 9 )

【図３】
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【図４】

【図５】

( 10 )

【図６】
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