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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに平行に下部構造（１）に締結されるとともに、その上に板状要素（３）が配置さ
れる少なくとも２本のレール（２）を含む車両線路であって、側方下部に板状要素（３）
はそれぞれ、前記レール（２）の一方にそれぞれ締結された保持要素（５）に垂直方向に
調整可能な様態で支持された下向きに突出する支持ブロック（４）を備え、
　前記保持要素（５）と当接している調整要素またはねじ要素（６）がそれぞれの前記支
持ブロック（４）に配置されることを特徴とする、車両線路。
【請求項２】
　前記ねじ要素（６）は前記板状要素（３）を少なくとも部分的に貫通するねじの形態で
構成されることを特徴とする、請求項１に記載の車両線路。
【請求項３】
　前記ねじ要素（６）は丸ねじおよび／またはねじり防止装置を備えることを特徴とする
、請求項１または２に記載の車両線路。
【請求項４】
　ねじ要素（６）は板状要素（３）の凹部（８）によって操作され得る上向き操作部分（
７）を備えることを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の車両線路。
【請求項５】
　支持ブロック（４）は保持要素（５）の凹部（９）で垂直方向に変位可能に配置される
ことを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の車両線路。
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【請求項６】
　弾性要素の形態の制振要素（１０）が前記レール（２）と前記保持要素（５）との間に
配置されることを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の車両線路。
【請求項７】
　前記板状要素（３）は、電力レール、浮上磁石、案内磁石および／またはリニアモータ
を備えることを特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載の車両線路。
【請求項８】
　側方下部に配置されるとともに、レールにそれぞれ固定され得る保持要素（５）で垂直
方向に調整可能に支持された、複数の下向きに突出する支持ブロック（４）を含む、請求
項１～７のいずれか１項に記載の車両線路のための板状要素。
【請求項９】
　保持要素（５）と当接している調整要素またはねじ要素（６）がそれぞれの支持ブロッ
ク（４）に配置され、かつ／または、前記ねじ要素（６）は板状要素（３）を少なくとも
部分的に貫通するねじの形態で構成され、かつ／または、前記ねじ要素（６）は丸ねじお
よび／またはねじり防止装置を備え、かつ／または、前記ねじ要素（６）は前記板状要素
（３）の凹部（８）によって操作され得る上向き操作部分（７）を備え、かつ／または、
前記支持ブロック（４）は前記保持要素（５）の凹部（９）で垂直方向に変位可能に配置
され、かつ／または、弾性要素の形態の制振要素（１０）が前記レール（２）と前記保持
要素（５）との間に配置され、かつ／または、前記板状要素（３）は、電力レール、浮上
磁石、案内磁石および／またはリニアモータを備えること、を特徴とする、請求項８に記
載の板状要素。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、互いに平行で下部構造に締結されるとともに、その上に板状要素が配置され
る少なくとも２本のレールを含む車両線路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は軌道の使用のための方法を記載しており、その方法では、車道または歩道
として、または代替方法で使用することができる完成部品が軌道に置かれる。そうした構
造物において、完成部品はレールの表面に置かれるにすぎず、その場合それらは横ずれを
防ぐために固定されるだけである。この種の構成はいかなる動荷重も許容しない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】欧州特許第１２５３２４５Ｂ１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、複合荷重に耐え、高速で移動する車両への使用に特に適した前述の形
式の車両線路を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、この目的は、請求項１の特徴の組合せによって達成され、従属請求項
は本発明のさらなる有利な構成を示す。
【０００６】
　従って、本発明によれば、側方下部に板状要素はそれぞれ、レールの一方にそれぞれ締
結された保持要素に垂直方向に調整可能な様態で支持された下向きに突出する支持ブロッ
クを備えることが意図されている。
【０００７】
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　従って、本発明によれば、保持要素がレールに締結されさらなる構造物を保持する構造
物が提供される。前記保持要素は適切な数でレールに配置され得る。それによって、必要
な支持荷重が伝達され得るように保持要素を配置、離間および寸法設定することが可能で
ある。
【０００８】
　本発明の特に有利な構成において、保持要素は、例えばねじによって、レールに機械的
に接続されることが意図されている。しかしまた、例えば溶接継手によって、保持要素を
レールに堅固に接続することも可能である。それによって、分解できず、以降の分解また
は調整は意図されていないが保持要素の正確な位置決めに関して有利となる堅固な構造物
が選択される。
【０００９】
　保持要素が例えばねじ等によってレールに機械的に固定された場合、保持要素を交換す
るか、またはそれらの位置を調整することが可能である。それによって、別様に摩耗した
レール輪郭を車両線路の架設に使用することが可能である。
【００１０】
　本発明によれば、保持要素は板状要素を支持する。それらは、保持要素に支持され案内
される下向きに突出する支持ブロックを備える。それによって、レールの縦方向および横
方向の両方で板状要素を正確に位置決めし固定するとともに、加えて高さを調整すること
が可能である。後者は、使用する（古い）レールまたはそれらの下部構造がもはや正確に
位置決めされない場合には特に有利である。また、コーナリングなどのためのエレベーシ
ョンの場合、垂直方向調整能力が特に有利であるとわかっている。
【００１１】
　支持ブロックと保持要素との間の垂直方向調整能力のさらなる態様は、所定の運用時間
後も車両線路を微調整する、従って例えば補助下部構造を補償することが可能であるとい
うことである。
【００１２】
　本発明に従った保持要素の使用のさらなる本質的な利益は、個々の板状要素が各々、例
えば保守作業を実行するために、個別に分解できるということである。保持要素がレール
に堅固に留まったままなので、板状要素は以後、単純な方法で再び架設され、それらの以
前の正確な位置を見つけることができる。
【００１３】
　保持要素と当接している調整要素がそれぞれの支持ブロックに設けられた場合、特に有
利である。前記要素は、ねじ要素の形態で、例えばねじの形態で構成され得る。従って、
本発明の有利な構成において、板状要素を少なくとも部分的に貫通するねじによって単純
な垂直方向調整を行うことが可能である。ねじ要素（ねじ）は例えば、丸ねじ、戻り止め
ねじおよび／またはねじり防止装置を備えることができる。従って、望ましくない自然変
位が車両線路で動荷重中に生じることが防止される。
【００１４】
　さらに、本発明の特に有利な構成において、制振要素がレールと保持要素との間に配置
されることが意図されている。前記制振要素は好ましくは、例えばゴム要素、プラスチッ
ク要素または弾性金属要素などの弾性要素の形態で設けることができる。これは車両線路
の走行中に生じ得る振動の確実な制振をもたらす。これは、一方で乗車快適性を向上させ
、他方でレールおよび下部構造の過使用を控える。
【００１５】
　板状要素の垂直方向設定および調整を改善するために、ねじ要素は板状要素の凹部によ
って操作され得る上向き操作部分を備えることが有利な構成において意図されている。従
って、板状要素の頂部側から位置を調整することが特に単純な様態で可能である。これは
また適切な装置によって自動的に実行することもでき、それにより本発明に従った既存の
車両線路は、その完成後または所定の保守間隔で再調整することができる。
【００１６】
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　適切な横方向力を伝達できるように、本発明の有利な構成において支持ブロックは保持
要素の凹部で垂直方向に変位可能であるように配置されることがさらに意図されている。
従って、テレスコピック案内と同様、支持ブロックは保持要素において摺動し、それによ
り位置決めだけでなく、力の伝達に必要とされる接触面が最適な方法で構成され得る。
【００１７】
　本発明に従った車両線路は、廃止軌道の使用に特に適する。これらはしばしばレールお
よび／または下部構造の摩耗のために最適な方法でもはや使用することができず、新しい
製造のために払われる労力は、その後可能である使用によって見合うものとならない。本
発明に従った車両線路は単純で安価な解決策を提供する。例えば磁気浮上式列車が高速で
走行することができるレールが、板状要素の装着によって具体化される。板状要素に電力
レール、浮上磁石、案内磁石または固定子パックを備えることが、この使用の変種に特に
有利としてよい。これらは磁気浮上式車両の通常運転に役立つことができ、板状要素に別
個に締結されるか、または前記要素に組込まれるかのどちらかとすることができる。組込
み解決策の場合、無停電電力供給を保証するために個々の板状要素間に電気接続要素が設
けられた場合に特に有利である。また、そうした解決策では、使用済（古い）レールを保
持要素および／または板状要素に対して電気的に絶縁することも特に有利であるとしてよ
い。
【００１８】
　本発明に従った車両線路はまた、地下鉄列車、ここでは特に磁気浮上式列車に特に使用
可能である。
【００１９】
　本発明によれば、板状要素は、例えば５ｍないし１０ｍの、あらゆる所望の長さを有す
ることができるが、また例えば３０ｍもの長さのモジュールとして相当に長い板状要素を
実現することも可能である。これは本発明に従った車両線路のより迅速な建設を可能にす
る。
【００２０】
　このように、本発明に従った車両線路は、特に古いレールでのレール拘束車両で可能で
あるよりもさらに高速度を実現し得る磁気浮上式列車のために、技術的に高度な様態で、
既存の鉄道線路、特に廃止鉄道線路を再使用することを可能にする。
【００２１】
　本発明を図面と関連づけて実施形態に関して以下で説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】従来技術より既知の構造物の簡略化した断面図である。
【図２】図１に従った斜視図である。
【図３】本発明に従った想定可能な使用の斜視図である。
【図４】本発明に従った実施形態の断面図である。
【図５】図４に図示された実施形態の部分斜視図である。
【図６】図４および５の実施形態のさらなる部分斜視図である。
【図７】磁気浮上式車両による本発明に従った車両線路の実施形態の簡略化した略断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１は、例えば砂利による鉄道路線の標準的下部構造を示す断面図である。枕木１１は
下部構造に埋設され、その上にレール２が標準方式で架設されている。板状要素３が図２
にも図示の通りレール２に置かれる。板状要素３はその底面側に、板状要素３の横ずれを
防ぐそれぞれの境界１２を備えている。そのような構造物は動荷重に適しておらず、むし
ろそれらはほとんど静荷重に十分であるにすぎない。
【００２４】
　図３は、磁気浮上式車両１３への使用による本発明の斜視簡略化実施形態を示す。
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【００２５】
　図４～６は本発明の実施形態を詳細に示している。保持要素５が載上または締結された
レール２がここで図示されている。保持要素５はほぼＨ形の横断面を有する。その下脚部
はねじ凹部１４を備えており、そこに横ねじ１５またはねじボルトがねじ込まれる。中央
部でより小さい幅を有するレール輪郭により、保持要素５は堅固かつ確実に固定される。
【００２６】
　例えばゴムまたはプラスチックで作られた制振要素１０がレール２の頂部側と保持要素
５の横梁との間に配置される。従って、保持要素５は制振要素１０によってレール２に載
上している。それによって振動は本発明に従った車両線路の使用中に制振され得る。これ
は騒音を低減するのも助ける。
【００２７】
　保持要素５はポケット状凹部９を形成しており、そこにおいて支持ブロック４がテレス
コピック方式で案内され、ねじ要素６（調整要素）によってその高さが調整可能である。
【００２８】
　ねじ要素６は例えば、上部操作部分７（多角形、溝など）を有するねじの形態で構成さ
れる。ねじ要素６は例えば、支持ブロック４のねじ凹部１６で案内される丸ねじを備えて
もよい。
【００２９】
　支持ブロック４の頂部側で板状要素３が前記ブロックに一体に接続されている。前記要
素は、ねじ要素６を調整できるようにねじ要素６の領域に凹部８を備える。凹部８はカバ
ー要素１７によって覆うことができ、図５に図示の通り、隣接板状要素３は共通のカバー
要素１７によって閉鎖可能であり互いに対して固定可能である。それによって、レール２
の縦方向で板状要素の付加的な固定を達成することが可能である。
【００３０】
　図４～６における両方向矢印はそれぞれ、レール２に対する板状要素３の垂直方向設定
または調整オプションを示す。
【００３１】
　磁気浮上式列車での使用には、図３に図示の通り、板状要素の頂部側にガイドブリッジ
１８を設けることが可能である。さらに、板状要素の側面部分に電力レールまたは浮上磁
石１９などを配置することが可能であり、図３に従った図解に類似の、磁気浮上式車両の
ための本発明に従った板状要素３の使用の略図を参照されたい。
【符号の説明】
【００３２】
　１　下部構造
　２　レール
　３　板状要素
　４　支持ブロック
　５　保持要素
　６　ねじ要素／調整要素
　７　操作部分
　８、９　凹部
　１０　制振要素
　１１　枕木
　１２　境界
　１３　磁気浮上式車両
　１４　ねじ凹部
　１５　ねじ／ねじボルト
　１６　ねじ凹部
　１７　カバー要素
　１８　ガイドブリッジ
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　１９　浮上磁石
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