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(57)【要約】
　圧縮工具のジョーアーム１１は、一端にジョー凹部を
有し、ジョー挿入体４２は、凹部内に支持されて、挿入
体の軸を中心として凹部に対して旋回移動する。圧縮工
具は、一対の平行に間隔を空けた側板、および側板の間
に回動可能に装着された一対のジョーアームを備える。
旋回挿入体は、パイプおよび継手に自己整列して一緒に
圧縮され、制限された接近性を備える領域内での圧縮工
具の使用を可能にする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮工具のジョーアームであって、前記ジョーアームは、
　回動軸と、前記回動軸から間隔を空けた対向端部と、前記対向端部の間の内側縁および
外側縁と、前記内側縁から前記外側縁に向かって外向きに開くジョー凹部と、前記ジョー
凹部内に保持されて、ジョー凹部に対して旋回移動するジョー挿入体とを有する、ジョー
アーム。
【請求項２】
　前記旋回移動が、前記回動軸を横断する挿入体の軸を中心とする、請求項１に記載のジ
ョーアーム。
【請求項３】
　前記ジョー凹部および前記ジョー挿入体が、スライド可能な相互係合面を有する、請求
項１に記載のジョーアーム。
【請求項４】
　前記相互係合面が、アーチ形である、請求項３に記載のジョーアーム。
【請求項５】
　前記ジョー凹部および前記ジョー挿入体が、前記回動軸と平行な軸を中心として前記挿
入体の旋回移動に対抗して相互係合される、請求項４に記載のジョーアーム。
【請求項６】
　前記ジョー凹部および前記ジョー挿入体が、前記回動軸と平行な軸の周りで前記挿入体
の旋回移動に対抗して相互係合される、請求項１に記載のジョーアーム。
【請求項７】
　前記ジョー凹部内に前記ジョー挿入体を着脱可能に相互係合する保持手段を有する、請
求項１に記載のジョーアーム。
【請求項８】
　前記保持手段が、前記ジョー凹部の一方にあるスロットと、前記対向端部の間の方向に
延びるアームと、前記ジョー凹部の他方にある突出部と、前記スロット内にスライド可能
に収容されるアームとを含む、請求項７に記載のジョーアーム。
【請求項９】
　前記保持手段が、前記ジョー挿入体上の支柱と、前記支柱と着脱可能に相互係合する前
記ジョーアーム上の手段とを含む、請求項８に記載のジョーアーム。
【請求項１０】
　前記ジョーアームが、前記ジョー凹部から前記外側端に向かって延びる前記支柱のため
の孔と、前記支柱と相互係合して孔内に支柱を着脱可能に保持する手段とを含む、請求項
９に記載のジョーアーム。
【請求項１１】
　前記支柱と相互係合する前記手段が、バネ付勢された回り止めを含む、請求項１０に記
載のジョーアーム。
【請求項１２】
　前記回り止めが、前記支柱に横方向に係合し、回り止めの付勢が調整可能である、請求
項１１に記載のジョーアーム。
【請求項１３】
　前記孔が、前記外側縁を貫通して開き、前記支柱が、外側端と、前記外側端と前記外側
縁との間の保持リングとを有する、請求項１０に記載のジョーアーム。
【請求項１４】
　前記外側縁と前記保持リングとの間に挿入された付勢バネを含む、請求項１３に記載の
ジョーアーム。
【請求項１５】
　前記支柱の前記外側端上にツマミを含む、請求項１３に記載のジョーアーム。
【請求項１６】
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　前記外側縁と前記保持リングとの間に挿入された付勢バネを含む、請求項１５に記載の
ジョーアーム。
【請求項１７】
　前記保持手段が、前記ジョー凹部の径方向外向きの前記ジョーアーム内のアーチ形スロ
ットと、ジョーアームの前記内側縁を貫通する開口と、前記スロット内にスライド可能に
収容される前記ジョー挿入体上の支柱とを含む、請求項７に記載のジョーアーム。
【請求項１８】
　前記スロットおよび支柱が、断面がＴ字形である、請求項１７のジョーアーム。
【請求項１９】
　前記支柱と前記スロットとの間に付勢バネを有する、請求項１７に記載のジョーアーム
。
【請求項２０】
　前記スロットおよび支柱の断面が、Ｔ字形である、請求項１９に記載のジョーアーム。
【請求項２１】
　前記ジョー凹部と前記ジョー挿入体との間に付勢バネを有する、請求項１に記載のジョ
ーアーム。
【請求項２２】
　前記バネが、前記ジョー挿入体を前記ジョー凹部の径方向外側向きに付勢する、請求項
２１に記載のジョーアーム。
【請求項２３】
　前記バネが、前記ジョー挿入体を前記ジョー凹部の径方向内側向きに付勢する、請求項
２１に記載のジョーアーム。
【請求項２４】
　前記ジョーアームおよびジョー挿入体に相互係合して、前記バネによりジョー挿入体の
径方向内側向きの移動を制限する手段を含む、請求項２３に記載のジョーアーム。
【請求項２５】
　前記ジョーアームが、前記ジョー凹部内に対向するスロットを含み、前記ジョー挿入体
が、前記スロット内にスライド可能に収容される突出部を含む、請求項２４に記載のジョ
ーアーム。
【請求項２６】
　前記ジョーアームが、前記回動軸に対して軸方向に対向側面を有し、前記対向側面が、
前記ジョーアームの前記対向端の他方に向かう方向の幅より大きい、前記ジョーアームの
前記対向端の一方に向かう方向の幅を前記ジョー凹部に提供する、請求項１に記載のジョ
ーアーム。
【請求項２７】
　前端を有する一対の平行に間隔を空けた側板と、前記側板の間の一対のジョーアームと
を備える、圧縮工具であって、
　前記各ジョーアームが、前記側板の間に装着されて、対応する回動軸を中心として回動
移動し、前記各ジョーアームが、対応する回動軸から横方向に間隔を空けた内側縁および
外側縁を有し、対応する回動軸の前方に延び、
　各ジョーアームの内側縁が、前記側板の前記前端の前方に横方向に内向きに開いたジョ
ー凹部と、ジョーアームに対して旋回移動するためにジョー凹部のそれぞれの内部に支持
されるジョー挿入体とを含み、
　圧縮工具の使用に間に、ジョーアームが、対応する回動軸を中心として回動されて、前
記ジョー凹部をジョー挿入体に対して相互の方向に横方向に移動させ、ジョー凹部の間で
物体を圧縮する、圧縮工具。
【請求項２８】
　前記ジョー挿入体が、対応する回動軸を横断する挿入体の軸を中心として旋回する、請
求項２７に記載の圧縮工具。
【請求項２９】
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　ジョー凹部の横方向の内向き移動の間に、相互に対して前記ジョー挿入体を整列する手
段を含む、請求項２７に記載の圧縮工具。
【請求項３０】
　前記ジョー挿入体が、横方向に内向きの対向面を有し、前記ジョー挿入体を整列する前
記手段が、前記対向面上に相互係合手段を含む、請求項２９に記載の圧縮工具。
【請求項３１】
　前記相互係合手段が、前記対向面の一方に突出部および前記対向面の他方に凹部を含む
、請求項３０に記載の圧縮工具。
【請求項３２】
　前記ジョー挿入体が、ジョー挿入体の軸を中心として旋回し、前記挿入軸の周りのジョ
ー挿入体の旋回移動を制限する手段である、請求項２７に記載の圧縮工具。
【請求項３３】
　旋回移動を制限する前記手段が、ジョー挿入体の旋回移動に応答して、ジョーアームお
よび側板の１つに対して係合するジョー挿入体上の手段を含む、請求項３２に記載の圧縮
工具。
【請求項３４】
　対応するジョー凹部内に前記各ジョー挿入体を着脱可能に相互係合する保持手段を含む
、請求項２７に記載の圧縮工具。
【請求項３５】
　前記保持手段が、前記ジョー凹部の一方にあるスロットと、前記対向端の間の方向に延
びるアームと、前記ジョー凹部の他方にある突出部と、前記スロット内にスライド可能に
収容されるアームとを含む、請求項３４に記載の圧縮工具。
【請求項３６】
　各ジョー挿入体と対応するジョー凹部との間に挿入された圧縮バネを含む、請求項３５
に記載の圧縮工具。
【請求項３７】
　前記突出部が、前記側板の間の前記ジョー挿入体上にあり、側板を係合してジョー挿入
体の旋回移動を制限する、請求項３５に記載の圧縮工具。
【請求項３８】
　各挿入体と対応するジョー凹部との間に挿入された圧縮バネを含む、請求項３７に記載
の圧縮工具。
【請求項３９】
　前記保持手段が、各アームのジョー凹部内に一対の対向するスロットと、対応するジョ
ー凹部のスロット内にスライド可能に収容される、各ジョー挿入体上の一対の対向する突
出部とを含む、請求項３４に記載の圧縮工具。
【請求項４０】
　各ジョー挿入体と対応するジョー凹部との間に挿入された圧縮バネを含む、請求項３９
に記載の圧縮工具。
【請求項４１】
　各ジョー挿入体上の突出部の１つが、前記側板の間にあり、側板に係合してジョー挿入
体の旋回移動を制限する、請求項３９に記載の圧縮工具。
【請求項４２】
　各ジョー挿入体と対応するジョー凹部との間に挿入された圧縮バネを含む、請求項４１
に記載の圧縮工具。
【請求項４３】
　ジョー凹部の横方向の内向きの移動の間に、前記ジョー挿入体を相互に対して整列する
手段を含む、請求項３９に記載の圧縮工具。
【請求項４４】
　前記ジョー挿入体が、横方向に内向きの対向面を有し、前記ジョー挿入体を整列する前
記手段が、前記対向面上に相互係合手段を含む、請求項４３に記載の圧縮工具。
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【請求項４５】
　各ジョー挿入体上の突出部の１つが、前記側板の間にあり、側板を係合してジョー挿入
体の軸を中心としたジョー挿入体の旋回移動を制限する、請求項４４に記載の圧縮工具。
【請求項４６】
　各ジョー挿入体と対応するジョー凹部との間に挿入された圧縮バネを含む、請求項４５
に記載の圧縮工具。
【請求項４７】
　前記保持手段が、前記ジョー挿入体上の支柱と、前記支柱と着脱可能に相互係合する前
記ジョーアーム上の手段とを含む、請求項３４に記載の圧縮工具。
【請求項４８】
　前記ジョーアームが、前記ジョー凹部から前記外側縁に向かって延びる前記支柱のため
の孔と、前記支柱と相互係合して孔に支柱を着脱可能に保持する手段とを含む、請求項４
７に記載の圧縮工具。
【請求項４９】
　前記支柱に相互係合する前記手段が、バネ付勢の回り止めを含む、請求項４８に記載の
圧縮工具。
【請求項５０】
　前記回り止めが、前記支柱を横方向に係合し、回り止めの付勢が調整可能である、請求
項４９に記載の圧縮工具。
【請求項５１】
　前記孔は、前記外側縁を貫通して開き、前記支柱が、外側端と、前記外側端および前記
外側縁の間の保持リングを有する、請求項４８に記載の圧縮工具。
【請求項５２】
　前記外側縁と前記保持リングとの間に挿入された付勢バネを含む、請求項５１に記載の
圧縮工具。
【請求項５３】
　前記支柱の前記外側端上のツマミを含む、請求項５１に記載の圧縮工具。
【請求項５４】
　前記外側縁と前記保持リングとの間に挿入された付勢バネを含む、請求項５３に記載の
圧縮工具。
【請求項５５】
　各ジョー挿入体と対応するジョーアームとを相互係合し、ジョーアームに対するジョー
挿入体の旋回移動を制限する停止手段を含む、請求項２７に記載の圧縮工具。
【請求項５６】
　各ジョーアームが、対応する回動軸に対して軸方向に対向側面を有し、前記停止手段が
、前記対向側面の間の距離より大きな距離で間隔を空けた対向端を有する、ジョー挿入体
とジョーアームとの間の停止部材を含む、請求項５５に記載の圧縮工具。
【請求項５７】
　各ジョーアームが、対応する回動軸に対して軸方向に対向側面を有し、前記停止手段が
、前記対向側面の間の距離より大きな距離で間隔を空けた対向端を有する、ジョー挿入体
上の停止部材を含む、請求項５５に記載の圧縮工具。
【請求項５８】
　各ジョーアームが、対応する回動軸に対して軸方向に対向側面を有し、対応するジョー
凹部が、前端および後端を有し、前記対向側面が、前記側面間の方向の幅が前記後端より
広い、ジョー凹部の前記前端を提供する、請求項２７に記載の圧縮工具。
【請求項５９】
　ジョー挿入体上の前記手段が、側板の間に存在する、請求項３３に記載の圧縮工具。
【請求項６０】
　前記ジョー挿入体が対向側面を有し、ジョー挿入体上の前記手段が、対向側面の横方向
に外向きである、請求項３３に記載の圧縮工具。
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【請求項６１】
　前記挿入体が、対向側面を有し、前記突出部が、前記挿入体上にあって、対向側面の横
方向に外向きの対向端を含み、側板および対向側面の１つと係合してジョー挿入体の旋回
移動を制限する、請求項３５に記載の圧縮工具。
【請求項６２】
　各前記ジョー挿入体が、対向側面を有し、各ジョー挿入体上の突出部の少なくとも１つ
が、側板と対向側面の１つを係合するための対向側面の横方向に外向きに対向端を有して
、ジョー挿入体の旋回移動を制限する、請求項３９に記載の圧縮工具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パイプおよび継手を接合する圧縮工具の技術、さらに詳細には、圧縮工具の
回動ジョーアーム部材に関連する改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　チューブまたはパイプと継手要素を接合する圧縮工具は、良く知られており、例えば、
Ｎｇｈｉｅｍへの米国特許第６，０３５，７７５号明細書、およびＡｍｈｅｒｄへの米国
特許第６，４３４，９９８号明細書に示されている。このような工具は、駆動機構に着脱
可能に取り付けられた圧縮ジョーセットを含み、この駆動機構によって、セットのジョー
アームが、パイプおよび継手周りに圧縮状態で移動し、パイプと継手と接合する。ジョー
セットは、一対のジョーアーム部材で構成される。ジョーアームは、一対の側板の間に回
動可能に装着され、一端に内側に開いた対向したジョー凹部と、対向端で横方向に内側方
向に向くカム表面とを有する。ジョーアームは、対向端の間でジョーアームを通る開口内
に配置されるピン周りで回動する。ジョーセットは、側板によって、ジョーセットに対し
て、回動ピンの間と、回動ピンおよびジョー部材のカム表面との間の横方向にある位置で
、駆動機構に装着できる。駆動機構は、ジョー部材のカム表面に沿って軸方向に前方およ
び後方に移動可能であるカムローラを含む。カムローラが、カム表面の前方に移動すると
、ローラは、カム表面に係合し、対向するジョー凹部を相互の方向に、ジョー凹部の間に
置かれたパイプおよび継手の周りを圧縮するように移動する。
【０００３】
　言うまでもなく、ジョー凹部は、はんだを使用せずに構成要素を密封して相互係合する
ように、ジョー凹部の間でパイプおよび継手を締め付けて接合するように形成される。し
たがって、ジョー凹部が、圧縮操作中にパイプおよび継手の軸と垂直に整列することは重
要である。パイプおよび継手とジョー凹部の正しい整列に失敗すると、パイプおよび継手
の破砕された接合、または不適切な圧着を生じ、これにより、設置されたラインが、例え
ば加圧液体の送出などの用途に用いられたときに漏出の原因となる。整列は、圧縮工具の
操作者が、ジョーを開いて圧縮工具を支持し、パイプおよび継手周りにジョーを係合し、
その後に駆動機構を作動して圧縮プロセスを完了するようなあらゆる状況下で達成するこ
とがかなり難しい。したがって、Ｎｇｈｉｅｍへの上述の特許から明らかなとおり、駆動
機構およびジョーアセンブリの寸法および重量は、ジョー凹部、パイプおよび継手の間の
適切な整列の達成および維持に困難性を追加し、圧縮される構成要素部分が、操作者の手
の上および／または接近するのが困難な領域に位置する場合、整列プロセスはより困難に
なる。
【０００４】
　前述の問題点を克服する１つの試みは、ドイツ実用新案出願第Ｇ９３１４０５４．１号
に示されており、ここでジョーアーム部材と一体のジョー凹部は、アームに対して約５°
の角度をなす。凹部のこのような配置により、操作者は、壁などの物体に近接して圧着を
実行できるが、ジョー凹部は、相互に対して、したがって圧着されるパイプおよび継手に
対して固定され、その結果、ジョーと圧縮される構成要素との間の正しい整列を保証する
ために、操作者が注意を払う必要がある。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　整列の問題点を解決する別の方法は、Ｖｉｅｇｅｎｅｒへの米国特許第６，４７７，７
５７号明細書に示されている。この特許では、ジョーセットのジョーアームは、補助の圧
着ジョーアタッチメントを収容するように構成されており、このアタッチメントは、ジョ
ーアームに対して旋回して、ジョーセットが駆動部に取り付けられると、アタッチメント
の作用面と圧着されるパイプおよび継手との間の整列を達成する。アタッチメントは、回
動可能に結合された一対のジョーアームを備えることにより、ジョーアームが、相互に固
定されているジョー凹部を含む圧着リングアセンブリを実現する。この構成は、アタッチ
メントの圧着ジョーとジョーセットのジョーアームとの間の連接を提供するが、構成には
、２つの個別のアセンブリ、すなわち、圧着リングアセンブリおよびアクチュエータジョ
ーアセンブリを必要とする。さらに、装置の使用は、圧着されるパイプおよび継手周りへ
のアタッチメントの取付け、およびその後のジョーセットのジョーアームとアタッチメン
トとの接続を必要とする。したがって、この構成は製作に費用がかかり、その使用は煩雑
であり時間がかかり、多くの場合には、アタットメントの取付けと、ジョーセットのジョ
ーアームへのアタッチメントの接続とを達成するために、２人の操作者を必要とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、圧縮工具のジョーアームは、ジョー挿入体を備え、ジョー挿入体は、
ジョーアームに対して旋回可能であって、圧縮工具を使用して圧着されるチューブおよび
継手の対応する部分と挿入体との整列を容易にする。さらに詳細には、ジョー挿入体は、
ジョーアームに設けられた凹部に着脱可能に装着され、ジョーアームの回動軸を横断して
延びるジョー挿入体の軸周りに、ジョーアームに対して旋回移動するように凹部内に支持
される。好ましくは、ジョー挿入体およびジョーアーム凹部は、面で相互係合するアーチ
形表面を有することにより、圧縮操作の間において挿入体の支持を最適化する。圧縮操作
を開始する前に、ジョー挿入体を、ジョーアームに対して手動で移動させ、ジョーアーム
に対するジョー挿入体のおよその傾斜位置を確立することができる。好ましくは、付勢機
構が、ジョーアームとジョー挿入体との間に設けられ、ジョー挿入体の旋回に必要なトル
クを生成し、それにより、ジョー挿入体を調整された位置に維持するのを助ける。このよ
うな事前位置合わせは、圧着される接合部の位置が、圧着されるパイプおよび継手の構成
要素の軸に垂直な駆動機構を用いて接近できない場合、特に有利である。いずれにせよ、
圧縮操作の位置が、駆動機構したがってジョーアームを、接合されるパイプおよび継手の
軸に垂直に配置できる位置であったとしても、有利には、ジョー挿入体の旋回能力は、ジ
ョー挿入体が継手の構成要素の両側の所定の位置に移動されるとき、ジョーセットのアー
ム上の一対のジョー挿入体を、継手の構成要素および相互に対して自己整列させる。した
がって、操作者が、継手構成要素の軸に正確に垂直に駆動機構を有していない場合であっ
ても、ジョー挿入体の正しい整列、したがって、継手構成要素の正確な圧着が達成される
。
【０００７】
　本発明の別の態様によれば、ジョーセットのジョーアーム部材上の対向するジョー挿入
体は、圧着位置への最初の位置合わせおよび挿入体の移動の間に互いに相互係合する機構
を備え、これにより、圧縮操作全体にわたる挿入体の相互整列を促進する。このような整
列はさらに、パイプおよび継手構成要素の適切な圧着の達成を促進する。
【０００８】
　本発明のさらに別の態様によれば、ジョーアームおよび対応するジョー挿入体は、両者
の間に、ジョーアームに対する挿入体の旋回移動を制限する相互係合機構を備える。有利
には、このような相互係合により、挿入体をジョーアームに対してある位置に維持して、
圧縮操作の間に挿入体をジョーアームにより正しく支持されるようにする。
【０００９】
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　本発明により達成されるさらに有利な点は、ジョー凹部に収容され、様々な寸法および
／または形状のパイプおよび継手に対して圧縮面の形状を提供する、多数の様々な挿入体
を選択的に使用する能力である。
【００１０】
　したがって、本発明の重要な目的は、圧縮工具に対して旋回するジョー挿入体を有する
圧縮用具のジョーアーム部材を提供して、圧着中にパイプおよび継手に挿入体を整列させ
て収容することである。
【００１１】
　別の目的は、圧縮操作の間に、ジョー挿入体をパイプおよび継手に対して自己整列させ
る、前述の特徴を有するジョーアームを提供することである。
【００１２】
　別の目的は、ジョーアームおよび挿入体が、一体に接合されるパイプおよび継手に対し
て所定の位置に移動されるとき、ジョー挿入体が、ジョーアームに対する事前設定位置を
維持するように付勢される、前述の特徴を有するジョーアームを提供することである。
【００１３】
　さらに別の目的は、挿入体がジョーアームに着脱可能なように装着されることにより、
様々な圧縮プロファイルを有する多数の挿入体の任意の１つを収容する、前述の特徴のジ
ョーアームを提供することである。
【００１４】
　さらに別の目的は、対向するジョーアーム凹部内のジョー挿入体が、圧着操作の間に相
互に整列するように相互係合する、ジョーアームセット形状の圧縮工具を提供することで
ある。
【００１５】
　さらに別の目的は、対向するジョー凹部内のジョー挿入体が、ジョーアームに対して旋
回移動することに関して制限され、それにより、圧縮操作の間に挿入体について所望の支
持を可能にする、圧縮工具を提供することである。
【００１６】
　前述および他の目的は、添付図面に示される本発明の好ましい実施形態の説明に関連し
て以下により、部分的に明白にされ、および部分的に詳細に説明される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　次に図面を参照して詳細に説明する。図面は本発明を限定するためではなく、単に本発
明の好ましい実施形態を説明することを目的とするものである。図１および図２は、一対
のジョーアーム部材１２を備える従来技術のジョーセット１０を示しており、一対のジョ
ーアーム部材１２は、それぞれ対応するピボットまたは軸受けピン１８により、上部側板
１４と底部側板１６との間で、図１および図２に示されている方向に装着される。各ジョ
ーアーム部材は、上側面２０、底側面２２、および対応するピン１８を収容する貫通した
ピン開口２４を有する。側板１４および１６は、一般にＴ形状であり、それぞれ、横方向
に対向する側面１４ａおよび１６ａを含み、それら側面は、対応するピン１８の外側端を
収容する整列された穴２６を備える。側板１４および１６は、さらに後端部１４ｂおよび
１６ｂをそれぞれ含み、それら後端部は、整列された貫通する開口２８を備え、それによ
って、ジョーセットが、良く知られている方法で駆動ユニットに装着される取付けピンを
収容するように構成される。ジョーアーム部材および側板は、ピン１８それぞれの対向端
で、バネクリップ３０により組み立てられた関係で保持される。
【００１８】
　各ジョーアーム部材１２は、それぞれ縦方向に対向する前端１２ａおよび後端１２ｂ、
および開口２４から離れて開口の前方および後方に延在する、それぞれ横方向の外側縁３
２および内側縁３４を有する。ジョーアーム部材の内側縁３４は、前端１２ａおよび側板
の前方において横方向に内側に開いた対向するジョー凹部３６、および後端１２ｂと側板
の後端１４ｂおよび１６ｂの後方において横方向の内側方向に面するカム表面３８を備え
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る。ピン開口２４の横方向の内側にある内側面３４は、ピン１８の周りで反対方向にジョ
ーアーム部材１２を付勢して、ジョー凹部３６を相互に横方向に内側に付勢する、ヘアピ
ン形状のバネ４０を収容して支持する。ジョー凹部それぞれは、対応するジョーアーム部
材と一体であり、凹部の形状は、圧縮により接合される構成要素部品の周りで協働して係
合される作用面を提供するような形状とされる。
【００１９】
　使用においては、ジョーセット１０は、ピンにより良く知られた方法で駆動機構に取り
付けられ、ピンは、駆動機構に取り付けられかつ側板の開口２８に収容される。次に、ジ
ョーアーム部材の端部１２ｂは、手動で相互に向かって移動され、アーム部材をバネ４０
の付勢に対抗してピン１８の周りに回動させてジョー凹部３６を開き、圧縮されるパイプ
および継手を収容する。ジョーアーム部材を解放すると、バネ４０が、パイプおよび継手
の周りにジョー凹部を閉じる。次に、駆動ユニットが作動され、駆動ユニットのカムロー
ラが、ジョーセットの軸方向前方に進み、同時にカム表面３８に係合することにより、ジ
ョーアーム部材１２をピン１８の周りに移動させ、ジョー凹部３６がパイプおよび継手を
一体に圧縮する。
【００２０】
　その後、駆動ユニットが作動されてカムローラを引き込み、ジョーアーム部材は、バネ
４０の付勢に対抗して手動で再度移動され、ジョー凹部を開いて、圧縮されたパイプおよ
び継手からジョーセットを取り外す。
【００２１】
　本発明によれば、図１および図２に関連して上に記載されているジョーアームおよびジ
ョーセットに類似し得るジョーセットのジョーアームが変更され、対応するジョーアーム
に対して旋回移動するためのジョー挿入体を収容して支持するジョー凹部を有するジョー
アームを提供する。したがって、本発明の好ましい実施形態の以下の説明では、図１およ
び図２に示されている符号に対応し得るジョーアームおよびジョーセット構成要素部品は
、同一符号により指定される。
【００２２】
　最初に図３から図１０を参照すると、ジョーアームの前端１２ａにある内側縁３４は、
ジョー挿入体４２を収容して回動可能に支持するような形状とされた、外側に開くジョー
凹部４０を備える。ジョー挿入体４２は、パイプおよび継手構成要素の圧着に関連して、
従来技術のジョーアームの一体型ジョー凹部３６に機能的に一致する作用面Ｗを有する。
図３から図１０の実施形態においては、ジョー凹部４０は、アーチ形のジョー挿入体支持
表面を備え、このジョー挿入体支持表面によって、ジョー挿入体が支持され、ジョーの軸
Ａの周りにジョーアームに対して旋回移動する。この実施形態におけるアーチ形凹部の表
面は、内側の円錐形面４４および４６、および対応する外側の円錐形面４８および５０を
含み、これらすべて、ジョーアームの側面２０と２２との間に延在する。凹部４０はさら
に、平面内壁５２を含み、以下に述べる目的のために、内壁は、軸Ａと同軸である外側に
延びる円形凹部を備える。さらに、以下に述べる目的のために、前方に延びるスロット５
６および後方に延びるスロット５８は、円錐形面４４と４８との間、および円錐形面４６
と５０との間にそれぞれ設けられる。スロット５６および５８は、ジョーアームの側面２
０および２２の間でアーチ形に延び、好ましくは同一平面上で、軸Ａを横断する平面内に
ある。図５から図７を参照すると、挿入体４２は、平面内壁６０および平面外側端部６２
および６４を有し、内壁６０と端部６２および６４との間の距離は、ジョーアームの縁部
３４から凹部の内壁５２までの凹部４０の深さよりも僅かに大きく、ジョーセット内の挿
入体の対向端部６２および６４が、圧縮操作の間に相互に係合することを保証する。さら
に、挿入体４２は、側面２０と２２との間のジョーアームの幅と同一幅を挿入体に提供す
る、対向側面６６および６８を含む。挿入体は、内側の円錐形面７０および７２、および
対応する外側の円錐形面７４および７６を含む、アーチ形支持表面を備える。円錐形面７
０および７４の形状は、ジョーアーム凹部４０の円錐形面４４および４８とスライドして
相互係合し嵌め合う形状にされる。円錐形面７２および７６の形状は、ジョーアームの凹
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部の円錐形面４６および５０とスライドして係合し嵌め合う形状にされる。前方に延在す
る突出部７８および後方に延在する突出部８０は、それぞれ、円錐形面７０と７４との間
、および円錐形面７２と７６との間に設けられ、以下に明らかになるとおり、挿入体上に
配置されて、それぞれジョーアームのスロット５６および５８内にスライド可能に収容さ
れる。以下に述べる目的のために、突出部７８は、挿入体の側面６６と６８との間でアー
チ形に延在しり、突出部８０は挿入体より狭く、挿入体の側面６６と６８の間のほぼ中心
に位置する。
【００２３】
　ジョーアームおよび挿入体構成要素の上述の説明から明らかなとおり、および図８およ
び図９に示されているとおり、ジョーアームおよび挿入体は、挿入体をジョー凹部４０内
に旋回可能にスライドすることにより組み立てられ、突出部７８および８０は、それぞれ
ジョーアームのスロット５６および５８内に収容されている。スロットおよび突出部は、
ジョー凹部内の挿入体を軸Ａに対して軸方向に保持し、好ましくは、スプリングワッシャ
８２は、ジョー凹部の内壁の凹部５４内に収容され、バネ凹部と挿入体の内壁６０との間
で係合して、ジョー凹部の軸方向外側に挿入体を付勢する。したがって、突出部およびス
ロットは相互係合し、以下に述べる目的のために、ジョーアームに対して挿入体を旋回す
るのに必要な所望のトルクを確立する。ジョーセットは、一対のジョーアームおよびジョ
ー挿入体を、側板１４と１６との間に配置することにより組み立てられ、上述のとおり、
ジョーアームおよび側板の開口を通してピン１８を挿入することにより、側板およびジョ
ーアームを相互結合する。この実施形態においては、図９から明らかなとおり、軸Ａの周
りで反対方向にジョー挿入体を旋回移動することは、ジョーセットの側板１４および１６
と挿入体の突出部８０の係合により制限される。この配置の代替として、例えば、ジョー
セットの側板が、図９に示されている範囲まで前方に延びない場合、突出部７８は、挿入
体より狭く、停止板を、突出部により係合されるようにスロット５６の反対端でジョーア
ームに取り付け、軸Ａの周りのジョー挿入体の旋回移動を制限することができる。
【００２４】
　好ましくは、図１０から明らかなとおり、挿入体の外側端６４は、相互係合構成要素を
備え、これらの相互係合構成要素は、この実施形態では、挿入体の一方のＶ字形凹部８４
、および他方の挿入体のＶ字形突出部８６により画定される。事前位置合わせの間に、ジ
ョーセットの挿入体が、一体に圧着されるパイプＰおよび継手Ｃの周りで係合されると、
図８および図９に示されているとおり、凹部８４および突出部８６は相互係合し、２つの
挿入体を相互に整列して保持する。ジョーアームに対するジョー挿入体の旋回能力により
、挿入体の自己整列を提供し、これによって、図９においてジョーアームおよび側板構成
要素の破線の位置により示されるとおり、ジョーアームの軸ＪＡが、作用軸ＷＡに対して
ある角度を有している場合であっても、挿入体の軸ＩＡが作用軸ＷＡに垂直になる。ジョ
ー挿入体の旋回能力は、挿入体の自己整列を提供するだけではなく、パイプおよび継手構
成要素が、接近するのが困難である領域にある場合、使用者が、挿入体の軸ＩＡとジョー
アームの軸ＪＡとの間の角度を事前設定できる。ジョーアームに対する挿入体のこのよう
な事前設定に関連して、スプリングワッシャ８２により決定され、ジョーアームの位置を
事前設定するのに必要なトルクは、有利には、構成要素が加工物周りで係合されるように
、事前設定の位置にジョー挿入体を保持する。
【００２５】
　図１１および図１２は、追加の表面領域を備えるジョーアーム１２の変更形態を示して
おり、この追加の表面領域は、挿入体がジョーアームに対してある角度を有する状態で圧
縮操作する間に、ジョー挿入体をジョーアームの前端に支持する。この点に関してさらに
詳細には、前端１２ａにおけるジョーアームの対向側面２０および２２は、横方向外側に
広がる側部２０ａおよび２２ａをそれぞれ有する。横方向外側に広がる側部２０ａおよび
２２ａは、ジョーアームの側面２０および２２の平面に対して横方向外側に延在する円錐
壁部分４４および４８に追加の支持面を提供する。したがって、図１２から明らかなとお
り、挿入体が図１１に示されているように、ジョーアームの軸に対してある角度を有する



(11) JP 2008-508105 A 2008.3.21

10

20

30

40

50

挿入体の軸に対して旋回するとき、円錐形面４４および４８の横方向に延在する部分は、
挿入体の円錐形面７０および７４に対して追加の支持を提供する。なお、ジョーアームの
拡大は、広がり部分による以外でも達成できることは明らかであろう。
【００２６】
　図１３は、対応するジョーアームに対してジョー挿入体を旋回するのに必要なトルクを
生成するための装置の変更形態を示している。この点では、前の実施形態におけるワッシ
ャ８２は、軸Ａと同軸の、ジョー凹部の内壁５２からジョーアーム内に延在する孔８８を
設けることにより、および孔の内側端壁と挿入体の内側端面６０との間にコイルバネ９０
を挿入することにより、置き換えられる。
【００２７】
　図１４および図１５は、ジョーアームの凹部およびジョー挿入体のアーチ形支持面の変
更形態、および挿入体をジョー凹部内に着脱可能に装着する装置の変更形態を示している
。支持面に関しては、１２ａで示されるジョーアームは、球状の支持面９２を有する凹部
４０ａを備え、挿入体４２ａは、軸Ａの周りでジョーアームに対して回転可能になるよう
に、挿入体の表面９２に嵌め合う形状の球状の支持面９４を備える。挿入体の装着に関し
ては、挿入体は、軸Ａと同軸の孔９６を備え、この孔は、例えば締り嵌めにより内部に固
定される、円形ピンまたは支柱９８を収容する。ジョーアーム１２ａは、軸Ａと同軸の孔
１００を備え、ジョーアームの外側縁３２は、孔１００が開いているより大きな直径の凹
部１０２を含む。孔１００は、ピン９８を旋回可能に収容し、ピン９８は、凹部１０２に
孔を通して上向きに延び、ワッシャおよびスナップリング装置１０４により所定の位置に
保持される。好ましくは、波形ワッシャ１０６が、凹部１０２とワッシャおよび止め輪装
置の間に挿入され、リング装置を、挿入体をジョーアームの凹部４０ａの内側方向に付勢
するように維持することにより、ジョーアームに対して挿入体を旋回するのに必要なトル
クを確立する。好ましくは、支柱９８は、凹部１０２の外側に延び、挿入体をジョーアー
ムに対して手動で回転できる操作ツマミ１０８を備える。ただし、挿入体は、ツマミによ
り回転されるのと異なり、直接手動で回転されることができ、それによりツマミが必要で
はないことは理解され、これは図１５においてツマミの破線表示により示されている。
【００２８】
　図１６は、挿入体をジョーアーム内に着脱可能に装着する別の装置を示している。この
実施形態では、ジョーアーム１２Ｂは凹部４０Ｂを有し、凹部および挿入体４２Ｂは、球
状表面９２および９４をそれぞれ有することにより、挿入部を軸Ａの周りにジョーアーム
に対して旋回可能に相互係合する。この実施形態における装着は、例えば締り嵌めによっ
て挿入体の孔１１２内に固定されるピンまたは支柱１１０を、挿入体に設けること、およ
び支柱１１０を旋回可能に収容する孔１１４を、ジョーアームに設けることにより達成さ
れる。支柱１１０は、周辺に連続する凹部１１６を備え、ジョーアームは、側面２０から
横方向内側に延びる孔１１８を備え、この孔は、支柱の凹部１１６内で係合する内側端に
ボール２２を有する、バネ付勢されたボール回り止めユニット１２０を収容する。ボール
回り止めユニットのバネ力は、良く知られている方法で調整可能であり、挿入体は、ボー
ル回り止めユニットの保持力に打ち勝つのに十分な軸Ａに沿った力によって、ジョー凹部
から選択的に着脱可能であることは理解されるであろう。
【００２９】
　図１７および図１８は、ジョーアームに挿入体を着脱可能に装着する別の装置を示して
いる。この実施形態においては、ジョーアーム１２Ｃは凹部４０Ｃを有し、凹部および挿
入体４２Ｃは、図１４から図１６の実施形態と同様に、球状の相互係合する支持面９２お
よび９４をそれぞれ有する。この実施形態では、挿入体は、スライド可能に相互係合する
Ｔ字形スロットおよび突出装置を、ジョーアームおよび挿入体に設けることにより、ジョ
ーアームの凹部に着脱可能に装着される。さらに詳細には、ジョーアーム１２Ｃは、支持
面９２の半径方向外側に、アーチ形に延びるＴ字形スロット１２４を備え、ジョーアーム
の端部１２ａのジョーアームの外側面に入口端を有する。挿入体４２Ｃは、スロット１２
４内にスライド可能かつ回転可能に収納されるＴ字形突出部１２６を有する。好ましくは
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、突出部１２６は、最内側の端部から延びる孔１２８を備え、バネ１３０は孔に収納され
、その結果、突出部とスロットとの間に挿入され、ジョーアームに対して挿入体を旋回す
るのに必要な所望のトルクを生成する。
【００３０】
　図１９および図２０は、ジョーアームに挿入体を旋回可能に装着するさらに別の装置と
、ジョーアームに対する挿入体の旋回移動を制限するための別の装置とを示している。こ
の実施形態においては、ジョーアーム１２ｄは凹部４０ｄを有し、凹部および挿入体４２
ｄは、図１４から図１８の実施形態と同様に、それぞれ、球状の支持面９２および９４を
有する。挿入体は、例えば締り嵌めにより、挿入体の孔１３４内に装着される支柱または
ピン１３２により、ジョーアームの凹部に着脱可能に装着され、ジョーアームの孔１３６
は、支柱を旋回可能に収容する。ジョーアームの外側縁３２は凹部１３８を含み、支柱１
３２は、孔１３６を通って凹部１３８内に延び、分割保持リング１４０を受容して、挿入
体を所定の位置に着脱可能に固定する。挿入体の軸Ａの周りの反対方向の旋回移動は、こ
の実施形態では、浮動停止素子１４２により制限され、浮動停止素子１４２は、ジョーア
ームの幅より長いアーチ形の本体部分１４４を有し、および本体部分の前方および後方に
延びるＴ字形端部１４６および１４８を有する。本体部分は、表面９２からジョーアーム
内におよび表面９４から挿入体内に延びる、それぞれ対向するアーチ形空洞１５０および
１５２にスライド可能に収容される。図１９から理解されるとおり、挿入体が軸Ａの周り
で反時計方向に旋回されると、Ｔ字形端部１４８は、ジョーアームの側面２０に係合し、
Ｔ字形端部１４６は、挿入体の外側６８に係合して、旋回移動を制限する。挿入体が反対
方向に旋回されると、Ｔ字形端部１４６は、ジョーアームの側面２２に係合し、Ｔ字形端
部１４８は、挿入体の外側６６に係合され、時計方向の移動を制限する。
【００３１】
　図２１および図２２は、挿入体をジョーアームに着脱可能に装着し、かつジョーアーム
に対する挿入体の旋回移動を制限する別の装置を示している。この実施形態では、構成要
素部分は、図８および図９に示されている構成要素部分と同様であり、したがって、図２
１および２２では同一符号を用いて同一構成要素を指す。この実施形態においては、挿入
体４２は、挿入体上の突出体とジョーアーム凹部のスロットとを相互係合することによっ
て、ジョーアームの凹部内で軸方向に保持され、突出部７８ａおよび８０ａが、挿入体の
対向側面６６および６８の横方向外側に延びることにより、図８および図９の装置により
提供される角度より大きい、挿入体とジョーアームとの間の連接部の角度を提供する。突
出部８０ａの横方向外側端は、後方に延びるストップを備え、このストップは、簡潔にす
るために、一方は挿入体と一体のフィンガ１６０として、および他方は挿入体のネジ孔と
ネジ式に相互係合する、頭付きファスナ１６２として示されている。好ましくは、連接の
角度を最適化するように、側板１４および１６それぞれは、フィンガおよびファスナの頭
の対応する一方を収容する凹部１６４を備え、これにより、ファスナの頭が、ジョーアー
ムの対応する側面に係合して、挿入体の旋回移動を制限する。１つのフィンガおよび１つ
の頭付きファスナとして示されているが、両方のストップは、複数のフィンガまたは複数
の頭付きファスナにより提供されることは理解される。図示されている凹部装置の代替方
法として、凹部は、側板を通して全ての方向に延びる必要はないことは理解される。別の
代替方法として、ストップフィンガおよび／またはファスナを、突出部７８ａの横方向外
側端に設けることによって、突出部７８ａの対応する端部でジョーアームの外側面を係合
できることは理解される。
【００３２】
　本明細書では、本発明の好ましい実施形態の構造および構成要素部品間の構造上の相互
関係に、多くの強調がなされてきたが、他の実施形態を考案でき、また本発明の原理から
逸脱することなく、本明細書に開示される実施形態に多くの変更を実施可能であることは
理解される。この点においては特に、本明細書および特許請求の範囲において使用される
ジョーアームは、例えば、Ａｍｈｅｒｄへの上述の特許において、示される特性のジョー
セットの一対のジョーアームの１つ、および、例えば、Ｖｉｅｇｅｎｅｒへの上述の特許
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。さらに、ジョーアームに対する挿入体の旋回移動の制限に対して開示される装置のどち
らもが、図示され説明された任意の装着装置、ならびに考案される他の装着装置とともに
使用でき、同様に、対応するジョーアームに対して挿入体を旋回するのに必要なトルクを
生成する装置も交換可能であることは理解される。本発明の開示された実施形態ならびに
他の実施形態のこれらおよび他の変更形態は明白であり、前述の開示を読むことにより当
業者には示唆が与えられる。
【００３３】
　したがって、本明細書の説明事項は、本発明の例示として単に解釈されるべきであり、
本発明を限定するものと解釈されるべきではないことは、明瞭に理解されるべきである。
特許請求の範囲またはその均等物の範囲内に入る限り、好ましい実施形態の他の実施形態
およびすべての変更形態も本発明に含むものとする。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明が対象とする、符号２０の回動ジョーアームを含む従来技術のジョーセッ
トの平面図である。
【図２】図１のジョーセットの側面図である。
【図３】本発明によるジョー挿入体を収容するジョー凹部を有するジョーアームの平面図
である。
【図４】図３のジョーアームの内側側面図である。
【図５】図３および図４のジョーアームのジョー挿入体の平面図である。
【図６】図５の上部から底部の方向に向かって見た挿入体の側面図である。
【図７】図５の底部から上部の方向に向かって見た挿入体の側面図である。
【図８】図３から図７に示されたジョーアームおよび挿入体構成要素により提供されるジ
ョーセットの平面図である。
【図９】図８の線９－９に沿った断面図である。
【図１０】図８の線１０－１０に沿った断面図である。
【図１１】図３から図１０の実施形態におけるジョーアームおよび凹部の変更形態の斜視
図である。
【図１２】図１１の線１２－１２の方向に見たジョーアームおよび挿入体の平面図である
。
【図１３】図３から図１０のジョーアームおよび挿入体の断面図であって、ジョーアーム
に対して挿入体を旋回するに必要なトルクを生成する装置の変更形態を示している。
【図１４】ジョーアーム凹部内に挿入体を装着する装置の変更形態を示す平面図である。
【図１５】図１４の線１５－１５に沿った断面図である。
【図１６】ジョーアーム凹部内に挿入体を装着する別の装置を示す断面図である。
【図１７】ジョーアームの凹部内に挿入体を装着するさらに別の調整を示す平面図である
。
【図１８】図１７の線１８－１８に沿った断面図である。
【図１９】ジョーアームの凹部内に挿入体を装着するさらに別の装置を示す側面図であっ
て、ジョーアームに対する挿入体の旋回移動を制限する別の装置を示す。
【図２０】図１９の線２０－２０に沿った断面図である。
【図２１】図８と同様の、挿入体の旋回移動を制限する、ジョー挿入体の変更形態を示す
平面図である。
【図２２】図２１の線２２－２２に沿った断面図である。
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