
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

を 案内するためのシリンダ孔（１２）及び、

前記衝撃ピストン（１５）とシリンダ孔（１２）との間の隙間をシールするため、前記機
械ハウジングの入口端に位置するシール手段（１３）と、を備え、

が、前記シリンダ孔（１２）に対して同軸上に配置された
で形成され、前記衝撃ピストン（１５）からの衝撃を反復して受ける位置に、

を 支持する、油圧粉砕ハンマー（１０）において、
前記機械ハウジング（１１）が、前方に延長した二つの側壁部（２２）で形成され、二つ
の側壁部の間で前記シリンダ孔（１２）と交差する横方向スロット（２３）を形成し、

が、前記横方向スロット（２３）内で受けられるヘッド（１７）で
形成され、
前記側壁部（２２）が、 横方向孔（１９
）を備え、前記ヘッド（１７）が側壁部（２２）の間に前記ヘッド（１７）を適切に位置
決めするように、前記横方向孔（１９）と同軸の横方向貫通孔（２０）を備え、そして、
一対の が、前記横方向孔（１９）及び、前記横方向貫通孔（２
０）に挿入され、前記工具部分（１６）が機械ハウジング（１１）に対して固定されるこ
と、
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衝撃ピストン（１５） 往復運動可能なように
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前記工具部分（１６）

案内用の前記案内孔（２１）の両側に配置された

固定ボルト（２６，２７）



を特徴とする油圧粉砕ハンマー。
【請求項２】

波線（３６）に沿って切り離され、装着時に径方向外方に作用する
力を発揮する であることを
特徴とする請求の範囲第１項に記載の粉砕ハンマー。
【請求項３】
工具部分（１６）の前側部分が、固定手段（３３）を取り外し可能に支持する少なくとも
一つの横方向孔（３４）を有し、
前記固定手段（３３）が、衝撃工具の横方向凹所（３５）と共動して、工具部分（１６）
内に粉砕工具（１８）を固定すると同時に、前記工具部分（１６）内での粉砕工具の軸線
方向の動きを制限することを
特徴とする請求の範囲第１項に記載の粉砕ハンマー。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、シリンダ孔と往復運動可能な衝撃ピストンを備え、前記ピストンが交番油圧に
応じて前記シリンダ孔内を後方及び前方に移動する機械ハウジングと、前記機械ハウジン
グの前部に装着され、シリンダ孔の一直線上に位置する案内孔を備え、前記案内孔内で、
粉砕工具を摺動可能に支持し、前記粉砕工具が作動中に前記衝撃ピストンによる衝撃力を
受けるようにした工具部分と、作業中に機械的に粉砕工具の位置調整を行う支持手段と、
前記機械ハウジングの前部におけるシリンダ孔と衝撃ピストンとの間に配置され、粉砕ハ
ンマーの駆動油圧を工具部分から切り離すように作用するシール手段とを備えた種類の油
圧粉砕ハンマーに関する。
【０００２】
【従来の技術】
この種の粉砕ハンマーは、通常、様々なサイズの油圧作動キャリアに装着され、そこで、
粉砕ハンマーを駆動するためにキャリア油圧系統が接続される。また、粉砕ハンマーは、
前記ハウジングに設けられた支持部材を介してブームの外側端部に回動可能に装着され、
作業中に前記ブームによって機械的に位置決めされる。
【０００３】
粉砕ハンマーの機械ハウジングは、典型的には、衝撃ピストンを覆う分離したシリンダ部
分、シール、及びバルブシステムから成り、これらは、高い作動内部油圧に対してシリン
ダ部分とシリンダ部分との間のシールを確保できるように、軸線方向に並列に集められ頑
強な側ネジによって一緒に堅固に保持される。しかし、側ネジ及び他のネジ式留め具はあ
る欠点を持っている。ネジ山が崩れてぐらつく。側ネジの場合、作業中に摩損や腐食が生
じ、それと共に衝撃ハンマー内で発生する衝撃や振動のために結合部内で僅かに動き、シ
リンダ部分の結合やシールが、圧縮オイルが入り込むことによって冒される原因となり、
漏れが生じ、最終的に、作業を行う周囲にある物や人の両方に危険な状態となる。また、
側ネジは深刻な結果を伴う破損をすることもある。近年では、この側ネジの危険性の識見
が、粉砕ハンマーの構造から側ネジを無くすよう努力するほうへ導いている。このような
試みの一例が、国際公開 WO93/22106， PCT/SE93/00382に開示されている。
【０００４】
軽量自動キャリアや短い粉砕ハンマーが、限られた空間により簡単に入り込み、その中で
より効果的に作業を行うことを可能にするように、放棄された建築物の破壊に用いられて
いる。機械ハウジングの油圧部分は粉砕ハンマーの後部を形成し、それと共に、短い長さ
と十分な頑強性を容易に得て、側ネジのない長い使用寿命を提供している。しかし、屋内
での破壊作業は、特にハウジングの前部にある粉砕工具と工具部分に対して横方向に作用
する衝撃動作、打撃動作、及び粉砕動作を増やし、その結果、ある程度の時間作業した後
は、機械ハウジング全体が、工具部分の損傷のために壊れていると判断され得る。これは
、工具の油圧系統部分を生産するのが高価であり、スペア部品とみなせないことを考慮す
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固定ボルト（ 26）が、
中空シリンダブッシュの形態



ると、コストの面から見て高い損害である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
これに関する形式の油圧粉砕ハンマーを考慮して、本発明は、屋内破壊作業により適応し
、側ネジを必要としない前側部分、即ち工具部を有し、機械ハウジングに装着された油圧
系統部品が長い使用寿命でより効果的に使用できることを可能にした粉砕ハンマーを提供
することを目的としている。また、工具部分の新しい構造は、ハンマーを修理する時に工
具部分を急速に、また、容易に交換することを可能にし、また、ハウジングの内部へのよ
り良い作業性を提供し、工具部分と機械ハウジングとの間の中心決めの必要性を減少させ
る。また、機械ハウジングにおける工具部分の新規な装着方法は、打撃作業中の工具部分
から機械ハウジングへの衝撃力の伝達を減衰させることを可能にする。
【０００６】
【発明の実施の形態】
ここで、添付図面を参照して本発明をより詳細に説明する。
【０００７】
図１に示す粉砕ハンマー１０は機械ハウジング１１と、ハウジング１１の前部に装着され
た工具部分１６とを備えている。工具部分は粉砕工具１８を摺動自在に支持している。こ
の粉砕工具１８は前記工具部分１６の案内孔２１内に固定手段３３によって分離可能の保
持され、また、案内孔２１内で軸線方向の動きが制限されている。固定手段３３は、粉砕
工具１８に設けられた凹所３５と共動し、工具部分１６の 内に挿入可能にさ
れている。機械ハウジング１１は、その後端部に二つの支持部材２５を備え、これら支持
部材２５は符号３２で示す孔を有する。これら孔３２は、付図示の自動車のキャリア、好
ましくは建築物破壊用で、作業中に粉砕ハンマー１０を機械的に調整するための油圧作動
ブームを備えた軽量キャリアに粉砕ハンマーを回動可能に連結するためのものである。工
具部分１６は、先端が尖ったテーパ状の形状を成し、この形状により工具が効果的な作業
を行うことを可能にし、また、破壊中の制限されたコーナに工具が届くことを可能にし、
完全な作業を行うことを可能にする。
【０００８】
また、機械ハウジング１１は、シリンダ孔１２及び往復移動可能な衝撃ピストン、即ちラ
ム１５を備えている。この は、分配弁孔１４の中間を通って伝達される
交番油圧に応答して前記シリンダ孔１２内を前後に移動する（図５参照）。衝撃ピストン
の駆動に使用される油圧系統は、原則として何らかの適当な公知の構造を有し得、例えば
、前述した公報 WO93/22106に開示されたように摺動的にガイドされ得る。従って、ここで
は詳細な説明は必要としない。粉砕ハンマー用の油圧系統は機械ハウジングの内部に装備
される。また、油圧系統は、機械ハウジング１１の前端に設けられ、かつ、衝撃ピストン
１５の前端を囲むように配置されたシール手段１３によって工具部分とは切り離されて保
持される。ハウジング１１は頑強であり、鋳鉄から支持部材２５を含んだ単一部品として
成形される。
【０００９】
カバープレート３７と同様、工具部分１６は、側ネジを使用せずに、即ち、振動の影響を
受ける何のネジ山付き装置も使用せずに機械ハウジング１１によって支持されている。こ
のために機械ハウジング１１の前部は、相互に平行で、かつ相互に向き合った側壁部３２
を形成しており、これら側壁部３２の間には、シール手段１３の前方でシリンダ孔１２を
横切る横方向スロット２３が伸びている。工具部分１６は、固定手段３３の後方に、案内
孔２１を横切って伸びるヘッド１７を形成している。このヘッド１７は、側壁部２２間に
摺動可能に嵌合し、かつ、案内孔２１がシリンダ孔１２と一直線上になるように側壁部２
２間に挿入され得る。ヘッド１７における案内孔２１の両側には、横方向貫通孔２０が設
けられており、また、側壁部２２には、ヘッド１７を側壁部２２の間に嵌合した時に横方
向貫通孔２０と同じ軸線上に位置する横方向孔１９が形成されている。

が横方向孔１９，２０に挿入されると、工具部分１６は機械ハウジング１１に頑強に
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横方向孔３４

衝撃ピストン１５

固定ボルト２６，
２７



取り付けられる。この工具の取付は手早く、また、簡単に行うことができ 。
【００１０】
簡単化した形状においては、横方向孔１９及び２０は相互に同一に形成され得、また、図
２や図６に示すように、 や、側壁部２２及びヘッド１７の横方向孔１９
及び２０内で直接金属接触する長手方向に分割された にも適合し得る。他方に
おいて、前記した部品間の による取付は、振動を減衰させるのに非常に好都合
に利用され得る。このために、 には、少なくともヘッド１７の

内で、衝撃減衰プラスチックスリーブ２９が装着される。これら は、
スリーブ２９用の空間ができるように横方向孔１９より直径が僅かに大きくされている。
好ましくは、スリーブは、良好な振動減衰作用を持つポリウレタンで形成される。図１か
ら図５に見られるように、工具部分１６が挿入され、 によって固定された時に
、横方向スロット、即ち溝２３の底部と隣接する との間、及びヘッド１７と隣
接する端壁３８との間に隙間３９及び４０が形成される。隙間３９及び４０内の振動空間
のために、プラスチックスリーブ２９は断続的な衝撃を減衰することができ、また、直接
的な金属接触によって生じる衝撃力が機械ハウジング１１に伝わることを防止することが
できる。
【００１１】
図２の実施例の場合には、 はシリンダーから成り、また、横方向孔１９を押圧
し、油圧粉砕ハンマー使用中に孔から揺れ出ないように を長手方向に固定する

を形成するように波線３６に沿って切り離されている。好ましくは、
は鋼から成形され、また、径方向に復元力をもつ。

図６の実施例の場合には、堅固な は、スリーブ２９の範囲内に環状
溝３０を有する。スリーブ２９の対応する部分には、 が装着された時に環
状溝内に弾性的に係止する内側ビード３１が形成されている。横方向孔１９，２０の直径
の差のために、スリーブ２９及びそのビード３１は、機械ハウジング１１の 間
に配置された工具部分１６のヘッド１７内の所定の位置に を保持する。
【００１２】
この構造によれば、工具部分１６の案内孔２１内に衝撃ピストン１５を正確に中心決めす
る必要がないことが分かる。衝撃ピストン１５は、不都合なく簡単に案内孔内に位置決め
され得、また、前記案内孔２１内を自由に動くことによって粉砕工具具１８を繰り返し打
撃し得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の粉砕ハンマーを示している。
【図２】図１における２－２線断面図である。
【図３】図１における工具部分を分離して示している。
【図４】図３に示した工具部分の側面図である。
【図５】図１における５－５線断面図である。
【図６】 の改良を示す図２に対応する図である。
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