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(57)【要約】
【課題】比較的簡単な構成で、センターセクションに対
するサイドデッキの高さ調整を行い易くして、作業効率
を向上させる。
【解決手段】デッキ梁３２の縦板２２側の端部には、水
平対向面部３２ａと垂直対向面部３２ｂとが設けられる
。水平対向面部３２ａは、梁部材３３の下部に設けられ
、高さ調整用の隙間を存して底板２１の上面に対向して
いる。垂直対向面部３２ｂは、補強板３４の側面で構成
され、水平対向面部３２ａに連続して下方に延びており
、デッキ梁３２の縦板２２側の端部を縦板２２に当接さ
せたときに底板２１の側面に対向している。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底板に立設されて前後方向に延びる左右一対の縦板を有するセンターセクションと、該
センターセクションの左右両側に配設される左右一対のサイドデッキとを備えた建設機械
のアッパーフレームであって、
　前記サイドデッキは、前後方向に延びるサイドフレームと、該サイドフレームを前記セ
ンターセクションの前記縦板に連結するデッキ梁とを有し、
　前記左右一対のサイドデッキのうち少なくとも一方の前記デッキ梁には、高さ調整用の
隙間を存して前記底板の上面に対向する水平対向面部と、該水平対向面部に連続して下方
に延び且つ該デッキ梁の前記縦板側の端部を該縦板に当接させたときに該底板の側面に対
向する垂直対向面部とが設けられ、
　前記デッキ梁は、前記縦板側の端部が該縦板に溶接されるとともに、前記垂直対向面部
が前記底板に溶接されていることを特徴とする建設機械のアッパーフレーム。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記デッキ梁は、下方が開口する断面凹状に形成され且つ前記サイドフレームと前記縦
板とを連結する梁部材と、該梁部材における前後一対の垂直板の下縁部同士を連結する補
強板とを有する閉断面形状に形成され、
　前記補強板は、前記梁部材の前記縦板側の端部を該縦板に当接させたときに該補強板の
側面が前記底板の側面に対向するように、該梁部材の該縦板側の端部から所定の間隔をあ
けて配設されることで、前記垂直対向面部を構成していることを特徴とする建設機械のア
ッパーフレーム。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記垂直対向面部は、仮溶接可能な大きさの隙間を存して前記底板の側面に対向してい
ることを特徴とする建設機械のアッパーフレーム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建設機械のアッパーフレームに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、作業機が取り付けられるセンターセクションと、センターセクションの左右
両側に設けられるサイドデッキとを備えた建設機械のアッパーフレームが知られている（
例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　センターセクションは、底板と、底板に立設されて前後方向に延びる左右一対の縦板と
を有している。サイドデッキは、前後方向に延びるサイドフレームと、サイドフレームを
センターセクションに連結するデッキ梁とを有している。
【０００４】
　ここで、センターセクションの縦板に対してサイドデッキのデッキ梁を連結するにあた
っては、センターセクションに対するサイドデッキの高さ調整を行った後で溶接作業を行
う必要がある。
【０００５】
　具体的には、センターセクションに対してサイドデッキを組み合わせ、デッキ梁の先端
部を縦板に当接させる。次に、高さ調整用の調整板をセンターセクションの底板の側面に
当接させつつデッキ梁の下部に溶接する。これにより、サイドデッキは、デッキ梁と縦板
との当接面、及び調整板と底板との当接面に沿って高さ方向に摺動自在となる。そして、
サイドデッキを適切な高さ位置に調整した後、デッキ梁と縦板との当接部分、及び調整板
と底板との当接部分をそれぞれ溶接することで、アッパーフレームを構成している。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－０３０８６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の建設機械のアッパーフレームでは、センターセクションに対して
サイドデッキを組み合わせる作業を行う際に、調整板をデッキ梁の下部に溶接する作業が
必要となり、溶接作業が煩雑であるとともに部品点数が増えてコストアップになるという
問題があった。
【０００８】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、比較的簡単な構成で、
センターセクションに対するサイドデッキの高さ調整を行い易くして、作業効率を向上さ
せることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、底板に立設されて前後方向に延びる左右一対の縦板を有するセンターセクシ
ョンと、該センターセクションの左右両側に配設される左右一対のサイドデッキとを備え
た建設機械のアッパーフレームを対象とし、次のような解決手段を講じた。
【００１０】
　すなわち、第１の発明は、前記サイドデッキは、前後方向に延びるサイドフレームと、
該サイドフレームを前記センターセクションの前記縦板に連結するデッキ梁とを有し、
　前記左右一対のサイドデッキのうち少なくとも一方の前記デッキ梁には、高さ調整用の
隙間を存して前記底板の上面に対向する水平対向面部と、該水平対向面部に連続して下方
に延び且つ該デッキ梁の前記縦板側の端部を該縦板に当接させたときに該底板の側面に対
向する垂直対向面部とが設けられ、
　前記デッキ梁は、前記縦板側の端部が該縦板に溶接されるとともに、前記垂直対向面部
が前記底板に溶接されていることを特徴とするものである。
【００１１】
　第１の発明では、デッキ梁の縦板側の端部には、水平対向面部と垂直対向面部とが設け
られる。水平対向面部は、高さ調整用の隙間を存して底板の上面に対向している。垂直対
向面部は、水平対向面部に連続して下方に延びており、デッキ梁の縦板側の端部を縦板に
当接させたときに底板の側面に対向している。そして、縦板側の端部が縦板に溶接され、
垂直対向面部が底板に溶接される。
【００１２】
　このような構成とすれば、比較的簡単な構成で、センターセクションに対するサイドデ
ッキの高さ調整を行い易くして、作業効率を向上させることができる。具体的に、デッキ
梁の先端部を縦板に当接させると、デッキ梁の垂直対向面部が底板の側面に対向する。ま
た、デッキ梁の水平対向面部と底板の上面との間には高さ調整用の隙間が設けられている
ので、デッキ梁の先端部と縦板との当接面、及びデッキ梁の垂直対向面部と底板の側面と
の対向面に沿ってサイドデッキを高さ方向に摺動させ、サイドデッキを適切な高さ位置に
調整することができる。そのため、従来のように、高さ調整用の部材をデッキ梁の下部に
溶接する等の作業が必要無いため、作業効率が向上するとともに部品点数を削減してコス
トダウンを図ることができる。
【００１３】
　そして、サイドデッキを適切な高さ位置に調整した後、デッキ梁の先端部と縦板との当
接部分、及びデッキ梁の垂直対向面部と底板の側面との対向部分をそれぞれ溶接すること
で、アッパーフレームを構成している。これにより、サイドデッキに加わる荷重を、デッ
キ梁の先端部と縦板との溶接部分のみならず、デッキ梁の垂直対向面部と底板の側面との
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溶接部分にも分散させて剛性を確保することができる。
【００１４】
　第２の発明は、第１の発明において、
　前記デッキ梁は、下方が開口する断面凹状に形成され且つ前記サイドフレームと前記縦
板とを連結する梁部材と、該梁部材における前後一対の垂直板の下縁部同士を連結する補
強板とを有する閉断面形状に形成され、
　前記補強板は、前記梁部材の前記縦板側の端部を該縦板に当接させたときに該補強板の
側面が前記底板の側面に対向するように、該梁部材の該縦板側の端部から所定の間隔をあ
けて配設されることで、前記垂直対向面部を構成していることを特徴とするものである。
【００１５】
　第２の発明では、デッキ梁は、下方が開口する断面凹状の梁部材と補強板とによって閉
断面形状に形成される。補強板は、梁部材の縦板側の端部を縦板に当接させたときに補強
板の側面が底板の側面に対向することで垂直対向面部を構成している。
【００１６】
　このような構成とすれば、デッキ梁を閉断面形状として剛性を確保するとともに、梁部
材の縦板側の端部から所定の間隔をあけて補強板を配設することで、補強板の側面を底板
の側面に対向させて高さ調整を行うための垂直対向面部として機能させることができる。
【００１７】
　第３の発明は、第１又は第２の発明において、
　前記垂直対向面部は、仮溶接可能な大きさの隙間を存して前記底板の側面に対向してい
ることを特徴とするものである。
【００１８】
　第３の発明では、垂直対向面部と底板の側面とは、仮溶接可能な大きさの隙間を存して
対向される。
【００１９】
　このような構成とすれば、デッキ梁の寸法誤差を吸収して溶接作業を行うことができる
。具体的に、デッキ梁の寸法誤差によって、デッキ梁の先端部から垂直対向面部までの距
離が、縦板の板面から底板の側面までの距離よりも短くなっていた場合には、デッキ梁が
縦板に当接する前に垂直対向面部が底板の側面に当接してしまい、デッキ梁と縦板との間
に隙間ができてしまうという問題がある。
【００２０】
　これに対し、本発明では、垂直対向面部と底板の側面との間に隙間を設けているから、
デッキ梁の寸法誤差を吸収することができる。また、この隙間は、仮溶接可能な大きさの
隙間（例えば、２ｍｍ程度）であるため、溶接作業を確実に行うことができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、デッキ梁の先端部と縦板との当接面、及びデッキ梁の垂直対向面部と
底板の側面との対向面に沿ってサイドデッキを高さ方向に摺動させ、サイドデッキを適切
な高さ位置に調整することができる。そのため、従来のように、高さ調整用の部材をデッ
キ梁の下部に溶接する等の作業が必要無いため、作業効率が向上するとともに部品点数を
削減してコストダウンを図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態に係る建設機械の構成を示す斜視図である。
【図２】センターセクションに対してアッパーフレームを組み合わせる前の状態を示す斜
視図である。
【図３】センターセクションに対してアッパーフレームを組み合わせた後の状態を示す斜
視図である。
【図４】デッキ梁を縦板に組み合わせる前の状態を示す断面図である。
【図５】サイドデッキの高さ調整を行っているときの状態を示す断面図である。
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【図６】サイドデッキをセンターセクションに溶接した状態を示す断面図である。
【図７】本変形例に係るデッキ梁の構成を示す図５相当図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、以下の好ましい実施形態の
説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限することを意
図するものではない。各図には、上下や前後左右の方向を矢印で示してある。特に言及し
ない限り、上下等の方向についてはこれら矢印で示す方向に従って説明する。
【００２４】
　図１は、本発明の実施形態に係る建設機械の構成を示す斜視図である。図１に示すよう
に、建設機械１０は、下部走行体１１と、下部走行体１１上に旋回可能に支持された上部
旋回体１２とを備えている。
【００２５】
　上部旋回体１２は、その骨格ベースとなるアッパーフレーム１５と、アッパーフレーム
１５の前端部に起伏可能に取り付けられる作業機１３と、アッパーフレーム１５の後端側
に取り付けられて作業機１３との重量バランスを取るためのカウンタウェイト１６と、ア
ッパーフレーム１５の左前側に配設されたキャブ１７とを有している。
【００２６】
　作業機１３は、掘削作業等を行うためのものであり、基端部が上部旋回体１２に回動可
能に取り付けられたブーム１３ａと、ブーム１３ａの先端側に回動可能に取り付けられた
アーム１３ｂと、アーム１３ｂの先端側に回動可能に取り付けられたバケット１３ｃとを
有する。ブーム１３ａ、アーム１３ｂ、及びバケット１３ｃは、それぞれ対応する油圧シ
リンダ１３ｄによって駆動される。
【００２７】
　図２及び図３に示すように、アッパーフレーム１５は、車幅方向の中央部に位置するセ
ンターセクション２０と、センターセクション２０の左右両側に連結される左右一対のサ
イドデッキ３０とを備えている。
【００２８】
　センターセクション２０は、底板２１と、底板２１に立設されて前後方向に延びる左右
一対の縦板２２とを有する。底板２１は、厚肉の鋼板で形成されており、左右の縦板２２
は、底板２１に対して溶接によって接合されている。
【００２９】
　サイドデッキ３０は、前後方向に延びるサイドフレーム３１と、サイドフレーム３１を
センターセクション２０の縦板２２に連結するデッキ梁３２とを有する。デッキ梁３２は
、前後方向に間隔をあけて３つ配設されている。具体的に、前から１番目と２番目には、
閉断面形状のデッキ梁３２が配設されている。前から３番目には、１枚の板材を立設させ
たデッキ梁３２が配設されている。
【００３０】
　サイドフレーム３１の前端部には、センターセクション２０側に向かって延びる前枠３
６が設けられている。サイドフレーム３１の後端部には、センターセクション２０側に向
かって延びる後枠３７が設けられている。前枠３６と、前から１番目のデッキ梁３２の先
端部とは、連結枠３８によって連結されている。
【００３１】
　そして、センターセクション２０に対してサイドデッキ３０をそれぞれ組み合わせ、デ
ッキ梁３２の縦板２２側の端部を縦板２２に当接させた状態で当接部分を溶接することに
より、センターセクション２０とサイドデッキ３０とが連結されている。
【００３２】
　ここで、センターセクション２０に対してサイドデッキ３０を溶接するにあたっては、
サイドデッキ３０の高さ位置を調整する必要がある。そこで、本実施形態では、デッキ梁
３２の構成を工夫することで、高さ調整を行い易くするようにしている。
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【００３３】
　なお、本実施形態では、キャブ１７が搭載される左側のサイドデッキ３０について、高
さ調整を行い易くする構成を採用しているため、以下、左側のサイドデッキ３０について
のみ説明する。また、右側のサイドデッキ３０についても同様の構成を採用してもよい。
【００３４】
　サイドデッキ３０において、前から１番目と２番目のデッキ梁３２は、下方が開口する
断面凹状に形成された梁部材３３と、梁部材における前後一対の垂直板３３ａの下縁部同
士を連結する補強板３４とを有する閉断面形状に形成されている。梁部材３３は、サイド
デッキ３０と縦板２２とを連結している。また、前から３番目のデッキ梁３２は、１枚の
板材を立設させて形成され、サイドデッキ３０と縦板２２とを連結している。
【００３５】
　図４及び図５に示すように、梁部材３３の垂直板３３ａにおける縦板２２側の下部は、
その一部が切り欠かれている。これにより、梁部材３３の下部には、高さ調整用の隙間を
存して底板２１の上面に対向する水平対向面部３２ａが設けられている。
【００３６】
　補強板３４は、梁部材３３の先端部（縦板２２側の端部）から所定の間隔をあけて配設
されている。これにより、図５に示すように、補強板３４の側面は、梁部材３３の水平対
向面部３２ａに連続して下方に延び且つ梁部材３３の先端部を縦板２２に当接させたとき
に底板２１の側面に対向する垂直対向面部３２ｂを構成している。
【００３７】
　このように、梁部材３３の先端部を縦板２２に当接させると、デッキ梁３２の垂直対向
面部３２ｂが底板２１の側面に対向する。また、デッキ梁３２の水平対向面部３２ａと底
板２１の上面との間には高さ調整用の隙間が設けられているので、デッキ梁３２の先端部
と縦板２２との当接面、及び垂直対向面部３２ｂとしての補強板３４の側面と底板２１の
側面との対向面に沿ってサイドデッキ３０を高さ方向に摺動させ、サイドデッキ３０を適
切な高さ位置に調整することができる。
【００３８】
　なお、図５に示す例では、垂直対向面部３２ｂとしての補強板３４の側面と、底板２１
の側面とを当接させているが、仮溶接可能な大きさの隙間（例えば、２ｍｍ程度）を設け
た構成としてもよい。このような隙間を設けておけば、デッキ梁３２の寸法誤差を吸収す
ることができる。
【００３９】
　図６に示すように、サイドデッキ３０を適切な高さ位置に調整した後、梁部材３３の先
端部と縦板２２との当接部分、及び補強板３４の側面と底板２１の側面との対向部分をそ
れぞれ溶接することで、アッパーフレーム１５を構成することができる。
【００４０】
　このような構成とすれば、比較的簡単な構成で、センターセクション２０に対するサイ
ドデッキ３０の高さ調整を行い易くして、作業効率を向上させることができる。また、高
さ調整用の部材をデッキ梁３２の下部に溶接する等の作業が必要無いため、作業効率が向
上するとともに部品点数を削減してコストダウンを図ることができる。
【００４１】
　また、サイドデッキ３０に加わる荷重を、梁部材３３の先端部と縦板２２との溶接部分
のみならず、補強板３４の側面と底板の側面との溶接部分にも分散させることができ、剛
性を確保することができる。
【００４２】
　《その他の実施形態》
　前記実施形態については、以下のような構成としてもよい。
【００４３】
　本実施形態では、前から１番目と２番目のデッキ梁３２の梁部材３３を下方に開口する
断面凹状の部材とし、その垂直板３３ａの下部を水平対向面部３２ａとする一方、梁部材
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３３の下部に接合した補強板３４の側面を垂直対向面部３２ｂとした構成について説明し
たが、この形態に限定するものではない。例えば、図７に示すように、１枚の板材を立設
させた、前から３番目のデッキ梁３２の先端部の一部を切り欠くことで、この切り欠き部
分によって水平対向面部３２ａと、水平対向面部３２ａに連続して下方に延びる垂直対向
面部３２ｂとを設けるようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　以上説明したように、本発明は、比較的簡単な構成で、センターセクションに対するサ
イドデッキの高さ調整を行い易くして、作業効率を向上させることができるという実用性
の高い効果が得られることから、きわめて有用で産業上の利用可能性は高い。
【符号の説明】
【００４５】
　１０　　建設機械
　１５　　アッパーフレーム
　２０　　センターセクション
　２１　　底板
　２２　　縦板
　３０　　サイドデッキ
　３１　　サイドフレーム
　３２　　デッキ梁
　３２ａ　水平対向面部
　３２ｂ　垂直対向面部
　３３　　梁部材
　３３ａ　垂直板
　３４　　補強板
【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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