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(57)【要約】
重作業用の設定変更可能なせん断／圧砕解体機械（１０
）は、上顎（１４）、下顎（１２）及び、該上顎と下顎
とを接続させる回転軸部（１６）、前記上顎と下顎とに
取付けられた設定数のつめホルダ（３２）、該つめホル
ダに取外せるように取付けられた設定数のつめ（３６）
、前記上顎と前記下顎とに取付けられた設定数のせん断
刃ホルダ（３４）、該せん断刃ホルダに取外せるように
取付けられた設定数のせん断刃（３８）を有する。



(2) JP 2013-522508 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重作業用の設定変更可能なせん断／圧砕解体機械であって、
　（ａ）上顎、下顎、及び、該上顎と下顎とを連結する回動部、
　（ｂ）前記上顎もしくは前記下顎のいずれかに取付けられる複数のつめホルダ、
　（ｃ）前記複数のつめホルダに着脱可能に取付けられる複数のつめ、
　（ｄ）前記上顎もしくは前記下顎のいずれかに取付けられる複数のせん断刃ホルダ、及
び、
　（ｅ）前記複数のせん断刃ホルダに着脱可能に取付けられる複数のせん断刃、
　を含む解体機械。
【請求項２】
　前記上顎はさらに上部プレートを含み、前記複数のつめホルダ及び前記複数のせん断刃
ホルダが前記上部プレートに取付けられる、請求項１の解体機械。
【請求項３】
　前記下顎はさらに下部プレートを含み、前記複数のつめホルダ及び前記複数のせん断刃
ホルダが前記下部プレートに取付けられる、請求項２の解体機械。
【請求項４】
　前記複数のつめホルダはさらに、前記つめを受ける設定変更可能な数のつめポケット、
及び、該つめポケットにつめを取付ける緊締具を含む、請求項１の解体機械。
【請求項５】
　前記複数のせん断刃ホルダはさらに、設定変更可能な数のせん断刃を受ける取付け面、
及び、前記せん断刃を取付け面に取付ける緊締具を含む、請求項４の解体機械。
【請求項６】
　前記回動部はさらに、前記上顎とともに回転する回動ピン、及び、該回動ピンの各端に
取付けられた溝付きエンドキャップを含む、請求項１の解体機械。
【請求項７】
　前記回動ピンは前記上顎に圧入されている、請求項６の解体機械。
【請求項８】
　前記溝付きエンドキャップはさらに、前記回動部への損傷を妨げる先細端を含む、請求
項６の解体機械。
【請求項９】
　前記回動ピンとエンドキャップとの間に前記上顎に取付け可能なシムを少なくとも１つ
含む、請求項６の解体機械。
【請求項１０】
　前記複数のつめポケットの各々はさらに貫通したフランジ開口部を有するフランジを含
み、前記複数のつめの各々はさらに貫通した脚部開口部を有する脚を含み、該脚は前記フ
ランジと係合し、前記緊締具は前記フランジ開口部と前記脚部開口部とに係合して前記つ
めを前記つめポケットに着脱可能に取付ける、請求項４の解体機械。
【請求項１１】
　前記緊締具は平面を有する頭部を備えたボルトであり、前記脚はさらに前記頭部の前記
平面に係合して前記ボルトが回転するのを妨げる平面を含む、請求項１０の解体機械。
【請求項１２】
　前記つめホルダはさらに、前記上顎及び前記下顎の一方の前部に係合する保護用の延出
部を含む、請求項１の解体機械。
【請求項１３】
　前記せん断刃ホルダの各々はさらに貫通した刃ホルダ開口部を含み、前記せん断刃の各
々はさらに貫通した刃開口部を含み、前記緊締具は前記刃ホルダ開口部及び刃開口部に係
合して前記せん断刃をせん断刃ホルダに着脱可能に取付ける、請求項５の解体機械。
【請求項１４】
　前記せん断刃の各々は４つの刃先を持つ長方形であり、せん断刃の各々はワークピース
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をせん断するために前記４つの刃先のいずれかが露出するように前記せん断刃ホルダに取
付け可能である、請求項１３の解体機械。
【請求項１５】
　ワークピースが前記顎から滑って外れるのを防ぐために、前記せん断刃ホルダに形成さ
れたストッパをさらに含む、請求項１の解体機械。
【請求項１６】
　重作業用の設定変更可能なせん断／圧砕解体機械であって、
　（ａ）上顎、下顎、及び、該上顎と下顎とを連結する回動部を有し、
　（ｂ）前記上顎及び前記下顎に取付けられる複数のつめホルダを有し、
　（ｃ）前記複数のつめホルダに着脱可能に取付けられる複数のつめを有し、ここで、前
記複数のつめホルダは、前記つめを受ける設定変更可能な数のつめポケットと、前記つめ
を前記つめポケットに取付ける緊締具とを有するものであり、
　（ｄ）前記上顎及び前記下顎に取付けられた複数のせん断刃ホルダ、及び、該複数のせ
ん断刃ホルダに着脱可能に取り付けられる複数のせん断刃を有し、前記複数のせん断刃ホ
ルダは設定変更可能な数のせん断刃を受ける取付け面と、前記せん断刃を前記取付け面に
取付けるる緊締具とを有する、
　解体機械。
【請求項１７】
　重作業用の設定変更可能なせん断／圧砕解体機械であって、
　（ａ）上顎、下顎、及び、該上顎と下顎とを連結する回動ピンを有し、
　（ｂ）前記上顎及び前記下顎に取付けられる複数のつめホルダを有し、
　（ｃ）前記複数のつめホルダに着脱可能に取付けられる複数のつめを有し、ここで、前
記複数のつめホルダは前記つめを受ける設定変更可能な数のつめポケットと、前記つめを
前記つめポケットに取付ける緊締具とを有するものであり、
　（ｄ）前記上顎及び前記下顎に取付けられた複数のせん断刃ホルダ、及び、該複数のせ
ん断刃ホルダに着脱可能に取付けられる複数のせん断刃を有し、前記複数のせん断刃ホル
ダは設定変更可能な数のせん断刃を受ける取付け面と、前記せん断刃を前記取付け面に取
付ける緊締具とを有し、
　（ｅ）ワークピースが顎から滑って外れるのを防ぐためにせん断刃ホルダに形成された
ストッパを有し、そして、
　（ｆ）前記つめホルダはさらに前記上顎及び前記下顎の一方の前部に係合する保護用の
延出部分を有する、
　解体機械。
【請求項１８】
　前記複数のつめポケットの各々はさらに貫通したフランジ開口部を有するフランジを含
み、前記複数のつめの各々はさらに貫通した脚部開口部を有する脚を含み、該脚は前記フ
ランジに係合し、前記緊締具は前記フランジ開口部と前記脚部開口部とに係合して前記つ
めを前記つめポケットに着脱可能に取付ける、請求項１７の解体機械。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本発明は、特に作業車の剛性ブームに、具体的には掘削機のディッパアーム（ｄｉｐｐ
ｅｒ　ｓｔｉｃｋ）に取付けるのに適合する重作業用解体装置に関し、特に交換可能な顎
を備えた装置に関する。参照によりここに導入されるところの米国特許第４，５１９，１
３５号を検討することで、本発明の解体装置の動作をより十分に理解できるであろう。
【０００２】
　油圧シリンダで動くタイプの重作業用せん断機は、スクラップ、特にあらゆる種類の金
属スクラップを取扱うのにますます有用になっている。このようなスクラップは様々な異
なる形状をしており、直径２インチ以下から８又は１０インチまで又はそれ以上の範囲の
大きさの鋼鉄または軟鉄または鋳鉄のパイプ、直径８又は１０インチまで及びそれ以上の
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広範囲の大きさのＩ型梁、チャンネル材、アングル材のような構造梁、直径２から３イン
チ以上のロッド及び重いケーブル、金属板及びプレート、ならびに、車輪と、自動車フレ
ームと、トラックフレームとを含むあらゆる種類の成形金属、及び、鋳造、圧延、プレス
或いはその他で成形された、単独及び様々なタイプの組み合わせである、無数の原料の長
片と短片及び、金属片の形状になり得る。
【０００３】
　先行技術は、米国特許第４，１９８，７４７号、米国特許第４，１８８，７２１号、米
国特許第４，８９７，９２１号、米国特許第４，５４３，７１９号、米国特許第４，５５
８，５１５号、及び米国特許第４，１０４，７９２号に示されるような多数のせん断機を
含んでいる。一般的に、これらの重作業用せん断機は掘削機のディッパアームに取付けら
れており、種々のスクラップを取り扱い、スクラップがせん断機のスロート部に引き込ま
れるに伴って、スクラップはより小さなねじ曲げられた破片及び長さに切断されるよう適
切に制御される。
【０００４】
　一般的に、これらのせん断機は固定された下顎及び、下顎に対して回動する可動な上顎
を有し、上顎と下顎との両方には焼入れ鋼のせん断刃を有する。油圧で下顎に対して上顎
を閉めることで、せん断刃によってワークピースがせん断される。
【０００５】
　例えばこのようなせん断機は、鋼鉄または、コンクリートを含む他の構造材料を切断す
るため、若しくは、コンクリート、岩石、又はサンゴを圧砕するために使用され得る種々
のタイプの顎アタッチメントを備えている。これらの要求を満たすために、かつては顎を
せん断機から取外し、他のタイプの顎に交換できることが望ましかった。かつては、これ
は主回動点で顎を取外すことによって行われていた。顎の主回動ピンは顎及び隣接するフ
レームプレートから抜き出されていた。顎を油圧シリンダに固定していた回動ピンを取外
すことも必要であった。
【０００６】
　このようなせん断機の問題点の一つは、主回動ピンは顎から引き出される必要があるた
め、非常に重く耐久性があるようにすることができないことである。また、主回動ピンは
顎を交換するときに汚染の影響を受けていた。さらに、ピンを取外す際にピン自体や顎が
けがを引き起こす可能性があるため、ピンを取外すことは作業者にけがをさせる恐れがあ
った。
【０００７】
　顎を解体装置から取外すことなく、顎に容易に着脱可能な、圧砕つめ及びせん断刃を備
えた重作業用の設定変更可能なせん断圧砕解体機械の要求が存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第４，１９８，７４７号
【特許文献２】米国特許第４，１８８，７２１号
【特許文献３】米国特許第４，８９７，９２１号
【特許文献４】米国特許第４，５４３，７１９号
【特許文献５】米国特許第４，５５８，５１５号
【特許文献６】米国特許第４，１０４，７９２号
【発明の概要】
【０００９】
　重作業用の設定変更可能なせん断／圧砕解体機械は、上顎、下顎、及び、上顎と下顎と
を接続する回動部と、上顎と下顎とに取付けられた設定変更可能な数のつめホルダ、つめ
ホルダに着脱可能に取付けられた設定変更可能な数のつめと、上顎と下顎とに取付けられ
た設定変更可能な数のせん断刃ホルダと、せん断刃ホルダに着脱可能に取付けられた設定
数のせん断刃とを含む。
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【００１０】
　本発明の主な目的及び利点は、特定の顧客からの要求を満たすために、つめホルダやせ
ん断刃ポケットなどの顎部品が顎に取付け可能とすることである。
【００１１】
　本発明の他の主な目的及び利点は、つめホルダが磨耗発生時に取外して交換できる様々
な数の着脱可能なつめを受け得ることである。
【００１２】
　本発明の他の主な目的及び利点は、せん断刃ポケットが磨耗発生時に取外して交換でき
る様々な数の着脱可能なせん断刃を受け得ることである。
【００１３】
　他の利点は発明を実施するための形態を読むことで理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】つめホルダ及びせん断刃ホルダがない状態の本発明の斜視図である。
【図２】掘削機のブーム構造に取付けられた本発明の正面図である。
【図３】本発明のつめホルダ及び取付けられた着脱可能なつめの分解図である。
【図４】本発明のつめホルダの斜視図である。
【図５】着脱可能なせん断刃が取付けられた本発明のせん断刃ホルダの分解図である。
【図６】周囲の構造を取り除いた本発明の回動部の詳細図である。
【図７Ａ－７Ｃ】本発明の種々の実施形態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の重作業用の設定変更可能なせん断圧砕解体機械は、全体が図中において参照符
号１０として参照される。
【００１６】
　図１及び２を参照すると、重作業用解体装置１０は、下顎１２、上顎１４、及び、下顎
１２と上顎１４とを相互連結する回動ピン１６を有する。
【００１７】
　上顎１４は第一側面２２と第二側面２４とを有する。下顎１２は第一側面２２に隣接す
る第一取付けプレート２６と、第二側面２４に隣接する第二取付けプレート２８とを有す
る。第一取付けプレート２６及び第二取付けプレート２８は両者の間で回動ピン１６を受
ける。
【００１８】
　上顎１４はさらに複数のつめホルダ３２及び／又は複数のせん断刃ホルダ３４を受ける
ための上部プレート３０を含む。複数のつめ３６は後述のとおり、複数のつめホルダ３２
に着脱可能なように取付けられる。つめホルダ３２の大きさ及び、そこに取付けられるつ
め３６の数は設定変更可能である。複数のせん断刃３８は後述のとおり、着脱可能なよう
に複数のせん断刃ホルダ３４に取付けられる。せん断刃ホルダ３４の大きさひいてはせん
断刃ホルダに取付けられるせん断刃３８の数は設定変更可能である。つめホルダとせん断
刃ホルダは上部プレート３０に溶接されているのが好ましいが、個別又は集合体として固
定することも可能である。
【００１９】
　下顎１２はさらに、複数のつめホルダ３２及び／又は複数のせん断刃ホルダ３４を受け
るための下部プレート４０を含む。つめ３６は後述のとおり、つめホルダ３２に着脱可能
なように取付けられる。つめホルダ３２の大きさ及び、そこに取付けられるつめ３６の数
は設定変更可能である。せん断刃３８は後述のとおり、着脱可能なようにせん断刃ホルダ
３４に取付けられる。せん断刃ホルダ３４の大きさひいてはせん断刃ホルダに取付けられ
るせん断刃３８の数は設定変更可能である。つめホルダとせん断刃ホルダとは下部プレー
ト４０に溶接されているのが好ましいが、個別又は集合体として固定することも可能であ
る。
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　図３及び４に移ると、つめホルダ３２及びつめ３６の構造がさらに理解されるであろう
。つめホルダ３２はさらに、つめ３６を受ける設定変更可能な数のつめポケット４２を有
する。つめ３６は、好ましくはボルト４４ａ及びそれに対応するナット４４ｂである緊締
具によって、つめポケット４２に着脱可能なように取付けられる。つめ３６はボルト４４
ａを受けるための開口部５０を備えた脚４８を含むのが好ましい。つめポケット４２はさ
らにボルト４４ａを受けるための開口部５４を備えたフランジ５２を含むのが好ましい。
脚４８は、フランジ５２にスライドして係合し、その上に取付けられるのが好ましい。図
４は、ボルト４４ａがフランジに係合するときにボルトの頭がポケット４２の中で効果的
に皿穴に納まったようになるように、フランジ５２がポケット４２の中に挿入されている
ことを表している。さらに、脚４８はボルト４４の頭４５に係合する平面４９を持ってお
り、ボルトが回転するのを妨げている。
【００２１】
　図３及び４は、つめホルダ３２が、下顎１２及び上顎１４への磨耗を緩和するために、
図２に示される下顎１２と上顎１４とに係合する延出前部５６をさらに含むことが好まし
いことを表している。
【００２２】
　図５に移ると、せん断刃ホルダ３４及びせん断刃３８の構造がさらに理解されるであろ
う。見て分かるように、せん断刃３８はほぼ長方形または平行四辺形である。刃は４つの
長い刃先３８ａ、３８ｂ、３８ｃ、及び、３８ｄ（図示なし）を有する。刃は、４つの長
い刃先のいずれかがワークピースに係合するようにせん断刃ホルダ３４に取付けられ、刃
先の１つが磨耗したときに刃の割り出しを行なうことができる。せん断刃ホルダ３４は、
刃３８がその上に取付けられたときに刃３８の表面に係合する２つの表面３４ａと３４ｂ
とを持っている。表面３４ｂを貫通する開口部６０はワッシャー６８を伴うボルト６４及
びナット６６のような緊締具６２を受ける。刃３８は緊締具６２を受ける対応する開口部
３８ｅを有する。
【００２３】
　ワークピースが顎から滑って外れるのを防ぐために、ストッパ６７が刃ホルダ３４に形
成され得る。
【００２４】
　図６は上顎１４に取付けられた回動部７０を図示する。回動部７０はさらに、上顎１４
と共に回動するように上顎１４に圧入される回動ピン１６を含む。圧入された回動ピン１
６は、下顎１２の第一２６及び第二２８取付けプレートの間のタイロッドとして作用する
ことで、機械１０に剛性を与える。回動部７０はさらに回動ピン１６の各端に溝付きエン
ドキャップ７２を有する。溝付きエンドキャップ７２は、回動部７０への損傷を防ぐ先細
端７４を有する。回動ピン１６に対する上顎１４の位置を調節するために、シム７６がエ
ンドキャップ７２と回動ピン１６の間に設置され得る。
【００２５】
　限定はされないが、図７Ａ～７Ｃは設定変更可能なせん断圧砕機１０の形態をいくつか
示している。
【００２６】
　本発明は、その精神又は本質的な特性から逸脱することなく他の特定の形態で具現化す
ることができ、それゆえに本実施形態は、本発明の範囲を示すために、前述の記述より、
むしろ添付の特許請求の範囲において、あらゆる点で例示であり、限定的なものではない
とみなされるのが望ましい。
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【図７Ｃ】
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