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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基本レールと当該基本レールに対して当接及び離間可能なトングレールとを有する軌道
分岐部に対して設けられ、圧縮空気を噴射することでレールとレールとの間に落下した異
物を除去する、軌道分岐部の異物除去装置であって、
　前記軌道分岐部において前記基本レールと前記トングレールとが当接可能な前方側に位
置する前方部とは反対側の後方側に位置してレールが交差するクロッシング部に配置され
、圧縮空気を噴射するノズルユニットと、
　前記ノズルユニットに圧縮空気を供給する空気源装置と、
　を備え、
　前記ノズルユニットは、前記クロッシング部における前方側に配置され、前記クロッシ
ング部における後方側に向かって圧縮空気を噴射するように開口形成された噴射口が設け
られていることを特徴とする、軌道分岐部の異物除去装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の軌道分岐部の異物除去装置であって、
　前記ノズルユニットは、前記クロッシング部にてレールが交差する部分に位置するとと
もに前後方向に開いた形状に形成された翼レールにおいて前方側に向かって開くように延
びる一対の前方開放レール部の間に配置され、前記翼レールにおいて後方側に向かって開
くように延びる一対の後方開放レール部にその内側で当接及び離間可能な可動レールに向
かって圧縮空気を噴射することを特徴とする、軌道分岐部の異物除去装置。
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【請求項３】
　請求項２に記載の軌道分岐部の異物除去装置であって、
　前記噴射口は、複数設けられるとともに、前記一対の前方開放レール部の間において前
記翼レールの長手方向と垂直な面に沿って広がって配置されていることを特徴とする、軌
道分岐部の異物除去装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の軌道分岐部の異物除去装置であって、
　前記噴射口は、複数設けられるとともに、前記ノズルユニットにおいて同心状に配置さ
れていることを特徴とする、軌道分岐部の異物除去装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の軌道分岐部の異物除去装置であって、
　前記噴射口は、前記クロッシング部における後方側で且つ斜め下方に向かって圧縮空気
を噴射するように開口形成されていることを特徴とする、軌道分岐部の異物除去装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の軌道分岐部の異物除去装置であって、
　加熱して温めた加熱空気を前記ノズルユニットに供給する温風供給装置を更に備え、
　前記ノズルユニットは、前記クロッシング部における後方側に向かって前記加熱空気を
吹き出すように開口形成された温風吹出口が更に設けられていることを特徴とする、軌道
分岐部の異物除去装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の軌道分岐部の異物除去装置であって、
　前記ノズルユニットにおける前記噴射口及び前記温風吹出口が設けられている端部にお
いて、前記温風吹出口が前記端部の中心部分に配置され、前記噴射口が前記温風吹出口の
周囲に複数配置されていることを特徴とする、軌道分岐部の異物除去装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基本レールとこの基本レールに対して当接及び離間可能なトングレールとを
有する軌道分岐部において設けられ、圧縮空気を噴射することでレールとレールとの間に
落下した異物を除去する、軌道分岐部の異物除去装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、降雪地方では、鉄道の軌道分岐部において、電熱式、熱風式、温水式等の融
雪装置が用いられている。しかし、このような融雪装置によると、車両が軌道分岐部を通
過する際にその振動によって落とされる落下雪氷を短時間で溶かすことが難しく、また、
雪氷がバラスト（軌道において敷き詰められた砕石や砂利）上に落下した際の衝撃による
飛石等を除去することはできない。そこで、圧縮空気を噴射することで軌道分岐部におけ
る基本レールとトングレールとの間に落下した異物を除去する異物除去装置が提案されて
いる（特許文献１乃至特許文献６参照）。
【０００３】
　特許文献１乃至特許文献６に開示された異物除去装置においては、ノズルが設けられた
配管ユニットの取り付け構成が異なっている。まず、特許文献１及び特許文献２において
は、配管ユニットがレールに対してそのレールの腹部に設けた孔にボルトを挿通させて取
り付けられる異物除去装置が開示されている。また、特許文献３においては、レールの底
面に沿って配置される特殊な構造の挟持金具を用いるとともにレールストッパの取付ボル
トを利用することで、配管ユニットがレールに対して取り付けられた異物除去装置が開示
されている。また、特許文献４乃至特許文献６においては、配管ユニットをレールに固定
する取り付け用の部材（ボルトやねじ等）が中空構造で設けられ、その内部が圧縮空気を
配管ユニットに供給する供給通路として構成されている異物除去装置が開示されている。
【０００４】
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【特許文献１】特開平６－２４０６０５号公報（第２－３頁、第１図、第３図）
【特許文献２】特開平７－５４３１７号公報（第２－３頁、第１－２図）
【特許文献３】特開２０００－１４４６０２号公報（第３頁、第１－７図）
【特許文献４】特開２０００－１４４６７０号公報（第３頁、第１－２図、第５図）
【特許文献５】特開平７－５４３１８号公報（第３頁、第１－２図）
【特許文献６】特開２００１－１３１９３５号公報（第４頁、第２－３図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した特許文献１乃至特許文献６に開示された異物除去装置は、いずれも、軌道分岐
部における基本レールとトングレールとが当接可能な前方側に位置する前方部にノズルが
設けられている。即ち、これらの特許文献においては、軌道分岐部における前方部のレー
ル間（基本レールとトングレールとの間）において異物を除去する異物除去装置の構成が
開示されている。したがって、上記の特許文献１乃至特許文献６に開示された異物除去装
置では、軌道分岐部における前方部とは反対側の後方側に位置してレールが交差するクロ
ッシング部において異物を除去することができない。
【０００６】
　また、上記の特許文献１乃至特許文献６に開示された異物除去装置を軌道分岐部のクロ
ッシング部のレール間での異物除去装置として適用しようとする場合、ノズルが設けられ
た配管ユニットをクロッシング部のレール間に取り付ける必要がある。しかしながら、ク
ロッシング部のレール間は、非常に間隔が狭いため、ノズルをクロッシング部に配置する
ように配管ユニットを取り付けることが困難である。とくに、新幹線用の線路構造などに
設けられる大型の軌道分岐部におけるクロッシング部では、レールが交差する部分に位置
するとともに前後方向に開いた形状に形成された翼レールとこれに当接及び離間可能な可
動レールとが設けられており、この翼レールと可動レールとの間の間隔が極めて狭く構成
されている。このため、特許文献１乃至特許文献６に開示された異物除去装置のようなノ
ズルが設けられた配管ユニットをクロッシング部における翼レールと可動レールとの間に
取り付けることができない。
【０００７】
　本発明は、上記実情に鑑みることにより、軌道分岐部のクロッシング部のレール間にお
いて異物を除去することを可能にする、軌道分岐部の異物除去装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための第１発明に係る軌道分岐部の異物除去装置は、基本レールと
当該基本レールに対して当接及び離間可能なトングレールとを有する軌道分岐部に対して
設けられ、圧縮空気を噴射することでレールとレールとの間に落下した異物を除去する、
軌道分岐部の異物除去装置であって、前記軌道分岐部において前記基本レールと前記トン
グレールとが当接可能な前方側に位置する前方部とは反対側の後方側に位置してレールが
交差するクロッシング部に配置され、圧縮空気を噴射するノズルユニットと、前記ノズル
ユニットに圧縮空気を供給する空気源装置と、を備え、前記ノズルユニットは、前記クロ
ッシング部における前方側に配置され、前記クロッシング部における後方側に向かって圧
縮空気を噴射するように開口形成された噴射口が設けられていることを特徴とする。
【０００９】
　この発明によると、圧縮空気を噴射するノズルユニットがクロッシング部における前方
側に配置される。このため、レール間の間隔が狭い領域を含んでいるクロッシング部にお
いてレールと干渉することを防止するようにノズルユニットを配置することができる。そ
して、ノズルユニットは、クロッシング部における後方側に向かって圧縮空気を噴射する
噴射口が設けられているため、クロッシング部における間隔の狭いレール間に対して前方
側から圧縮空気を噴射して異物を後方側に吹き飛ばして除去することができる。
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　従って、本発明によると、軌道分岐部のクロッシング部のレール間において異物を除去
することを可能にする、軌道分岐部の異物除去装置を提供することができる。
【００１０】
　第２発明に係る軌道分岐部の異物除去装置は、第１発明の軌道分岐部の異物除去装置に
おいて、前記ノズルユニットは、前記クロッシング部にてレールが交差する部分に位置す
るとともに前後方向に開いた形状に形成された翼レールにおいて前方側に向かって開くよ
うに延びる一対の前方開放レール部の間に配置され、前記翼レールにおいて後方側に向か
って開くように延びる一対の後方開放レール部にその内側で当接及び離間可能な可動レー
ルに向かって圧縮空気を噴射することを特徴とする。
【００１１】
　この発明によると、ノズルユニットは、一対の後方開放レール部に対して可動レールが
当接及び離間する翼レールにおける一対の前方開放レール部の間に配置される。このため
、ノズルユニットが、翼レール及び可動レールと干渉することがなくクロッシング部にお
いて配置される。そして、ノズルユニットは、一対の後方開放レール部の内側で当接及び
離間する後方側の可動レールに向かって圧縮空気を噴射するため、翼レールと可動レール
との間に落下した異物を後方側に向かって吹き飛ばして除去することができる。
【００１２】
　第３発明に係る軌道分岐部の異物除去装置は、第２発明の軌道分岐部の異物除去装置に
おいて、前記噴射口は、複数設けられるとともに、前記一対の前方開放レール部の間にお
いて前記翼レールの長手方向と垂直な面に沿って広がって配置されていることを特徴とす
る。
【００１３】
　この発明によると、翼レールにおける一対の前方開放レール部の間で面方向に広がって
配置された噴射口から圧縮空気が可動レールに向かって噴射されるため、翼レールの内側
と可動レールとの間の領域に圧縮空気が十分に広がって流動することになる。このため、
翼レールと可動レールとの間の領域において異物をより万遍なく除去することができる。
【００１４】
　第４発明に係る軌道分岐部の異物除去装置は、第１発明乃至第３発明のいずれかの軌道
分岐部の異物除去装置において、前記噴射口は、複数設けられるとともに、前記ノズルユ
ニットにおいて同心状に配置されていることを特徴とする。
【００１５】
　この発明によると、ノズルユニットにおいて、複数設けられた噴射口が同心状に配置さ
れている。このため、多くの噴射口から噴射される圧縮空気をより密集した状態で噴射す
ることができ、高い異物除去能力を発揮して効率よくクロッシング部のレール間の異物を
除去することができる。
【００１６】
　第５発明に係る軌道分岐部の異物除去装置は、第１発明乃至第４発明のいずれかの軌道
分岐部の異物除去装置において、前記噴射口は、前記クロッシング部における後方側で且
つ斜め下方に向かって圧縮空気を噴射するように開口形成されていることを特徴とする。
【００１７】
　この発明によると、噴射口から圧縮空気が後方側で且つ斜め下方に向かって噴射される
。このため、下方に向かって噴射された圧縮空気が軌道に対して跳ね返るように流動し、
これに伴い、軌道に落下している異物が跳ね上げられるようにして除去されることになる
。これにより、軌道分岐部のクロッシング部において、落下した異物を跳ね上げるように
して効率よく除去することができる。
【００１８】
　第６発明に係る軌道分岐部の異物除去装置は、第１発明乃至第５発明のいずれかの軌道
分岐部の異物除去装置において、加熱して温めた加熱空気を前記ノズルユニットに供給す
る温風供給装置を更に備え、前記ノズルユニットは、前記クロッシング部における後方側
に向かって前記加熱空気を吹き出すように開口形成された温風吹出口が更に設けられてい



(5) JP 5271618 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

ることを特徴とする。
【００１９】
　この発明によると、ノズルユニットからクロッシング部における後方側に向かって加熱
空気が吹き出されるため、ノズルユニットにより、クロッシング部において、圧縮空気を
用いた異物除去機能に加えて加熱空気を用いた融雪機能も果たすことができる。そして、
温風吹出口がノズルユニットを利用して設けられているため、クロッシング部において、
圧縮空気を噴射する構成と温風を吹き出す構成とを両方備えるコンパクトな構造のノズル
ユニットを配置して異物を除去することができる。
【００２０】
　第７発明に係る軌道分岐部の異物除去装置は、第６発明の軌道分岐部の異物除去装置に
おいて、前記ノズルユニットにおける前記噴射口及び前記温風吹出口が設けられている端
部において、前記温風吹出口が前記端部の中心部分に配置され、前記噴射口が前記温風吹
出口の周囲に複数配置されていることを特徴とする。
【００２１】
　この発明によると、ノズルユニットの端部において、温風吹出口が中心部分に配置され
て周囲に噴射口が配置される。このため、干渉させることなく温風吹出口と噴射口とを密
集して配置することができ、圧縮空気を噴射する構成と温風を吹き出す構成とを両方備え
るよりコンパクトな構造のノズルユニットを実現することができる。また、加熱空気を吹
き出す温風吹出口は、圧縮空気を噴射する噴射口よりも口径が大きいことが要求されるが
、この温風吹出口が中心部分に配置されるため、より大口径の温風吹出口を容易に形成す
ることができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によると、軌道分岐部のクロッシング部のレール間において異物を除去すること
を可能にする、軌道分岐部の異物除去装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を参照しつつ説明する。尚、本発明の
実施形態に係る軌道分岐部の異物除去装置は、軌道分岐部において設けられて圧縮空気を
噴射することでレールとレールとの間に落下した異物を除去する軌道分岐部の異物除去装
置として広く適用できるものである。
【００２４】
［第１実施形態］
（軌道分岐部の構成）
　図１は、本発明の第１実施形態に係る軌道分岐部の異物除去装置１（以下、単に「異物
除去装置１」という）とこの異物除去装置１が設けられた軌道分岐部１００とを模式的に
示す平面図である。図１に示す軌道分岐部１００は、例えば、新幹線用の線路構造におけ
る軌道（路盤上に配置されるレール、まくらぎ、道床などの構造物）に設けられている。
【００２５】
　図１に示すように、軌道分岐部１００においては、一対の基本レール１０１、１０１、
一対のトングレール１０２、１０２、リードレール１０３、翼レール（ウィングレール）
１０４、可動レール１０５、固定部１０６、主レール１０７、などが設置されている。図
１に示すように、一対の基本レール１０１、１０１は、所定の間隔を離間した状態で配設
され、この一対の基本レール１０１、１０１間に、一対のトングレール１０２、１０２が
配設されている。また、基本レール１０１及びトングレール１０２は、図示を省略するが
、まくらぎ上に床板やベアリング床板を介して配設されており、トングレール１０２はベ
アリング床板により移動可能に構成されている。これにより、各トングレール１０２は、
各基本レール１０１に対して当接及び離間可能に設けられている。
【００２６】
　ここで、軌道分岐部１００において基本レール１０１とトングレール１０２とが当接可
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能な側を前方側とし、軌道分岐部１００におけるその反対側を後方側とする。図１では、
軌道分岐部１００における前方の方向を矢印Ａで、後方の方向を矢印Ｂで示している。通
常、軌道分岐部１００に対して前方側から進入した車両が、軌道分岐部１００において進
行方向を規定され、軌道分岐部１００の後方側へと走行していくことになる。
【００２７】
　また、図１に示すように、軌道分岐部１００は、軌道方向において破線で区分けした各
領域（ポイント部Ｐ、リード部Ｌ、クロッシング部Ｃ）に分けて把握することができる。
ポイント部Ｐは、軌道分岐部１００の前方側において基本レール１０１とトングレール１
０２とが当接する部分を含む領域として構成されている。クロッシング部Ｃは、軌道分岐
部１００の後方側において翼レール１０４、可動レール１０５、及び固定部１０６が配置
された領域として構成されている。リード部Ｌは、ポイント部Ｐとクロッシング部Ｃとの
間でポイント部Ｐとクロッシング部Ｃとを結ぶ部分でリードレール１０３が配置された領
域として構成されている。本実施形態では、これらの領域のうちのポイント部Ｐ及びリー
ド部Ｌが、軌道分岐部１００において前方側に位置する前方部を構成しており、クロッシ
ング部Ｃは、この前方部とは反対側の後方側に位置してレールが交差する部分を含む領域
として構成されている。
【００２８】
　図２は、軌道分岐部１００のクロッシング部Ｃにおける翼レール１０４とその近傍の領
域を示す平面図である。図１及び図２に示すように、翼レール１０４は、クロッシング部
Ｃにおいてレールが交差する部分に位置するとともに前後方向に開いた形状に形成されて
いる。そして、この翼レール１０４は、前方側に向かって開くように延びる一対の前方開
放レール部１０８、１０８と、後方側に向かって開くように延びる一対の後方開放レール
部１０９、１０９とを備えて構成されている。
【００２９】
　また、図１及び図２に示すように、可動レール１０５は、前方側が尖るように細くなる
とともに後方側が二股に開いた形状に形成されている。そして、可動レール１０５は、そ
の二股部分が、略三角形状に尖ったような先端部分を有する固定部１０６に当接して揺動
可能に配置されている。また、可動レール１０５は、その前方側の端部が、この可動レー
ル１０５の揺動動作に伴い、翼レール１０４における一対の後方開放レール部１０９、１
０９に対してその内側で当接及び離間可能に構成されている。
【００３０】
　上述した軌道分岐部１００においては、各トングレール１０２の前方側における端部同
士は、図示しない転轍機に備えられる転轍棒によって一定間隔が維持された状態で連結さ
れている。そして、図示しない制御装置からの指令に基づいて転轍機が作動することによ
り、基本レール１０１に対してトングレール１０２が当接又は離間する方向に移動し、軌
道分岐部１００における走行レールの切り換え動作（ポイントの切り換え動作）が行われ
るようになっている。また、このとき、クロッシング部Ｃの可動レール１０５は、転轍機
の作動に伴いトングレール１０２と連動して変位するように構成され、固定部１０６を支
点構造として揺動するように変位し、その前方側の端部が翼レール１０４に対して当接又
は離間するように構成されている。
【００３１】
（異物除去装置の構成）
　次に、第１実施形態に係る異物除去装置１の構成について説明する。異物除去装置１は
、上述した軌道分岐部１００に設けられ、圧縮空気を噴射することでレールとレールとの
間に落下した雪や飛石などの異物を除去するために設置される。図１及び図２に示すよう
に、異物除去装置１は、空気源装置１１、メインタンク１２、サブタンク１３、ノズルユ
ニット１４、前方部圧縮空気噴射機構１５、空気配管１６、タンク間配管１７、ノズル配
管１８、電磁切換弁１９等を備えて構成されている。
【００３２】
　図１及び図２に示す空気源装置１１は、コンプレッサとして構成されており、メインタ
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ンク１２及びサブタンク１３を介してノズルユニット１４に圧縮空気を供給する圧縮空気
供給源として設けられている。空気源装置１１とメインタンク１２とは空気配管１６を介
して接続されており、空気源装置１１にて生成された圧縮空気は、空気配管１６を介して
メインタンク１２に供給されて貯留される。
【００３３】
　図１及び図２に示すように、メインタンク１２は、サブタンク１３よりも容量の大きい
大型のタンクとして設けられている。このメインタンク１２は、サブタンク１３に対して
タンク間配管１７を介して接続し、サブタンク１３に圧縮空気を供給するように構成され
ている。また、タンク間配管１７は、途中から分岐しており、基本レール１０１とトング
レール１０２との間の異物を圧縮空気の噴射により除去する機構として設けられた前方部
圧縮空気噴射機構１５にも接続している。即ち、ノズルユニット１４に対して圧縮空気を
供給する圧縮空気供給源である空気源装置１１及びメインタンク１２は、前方部圧縮空気
噴射機構１５の圧縮空気供給源としても用いられている。
【００３４】
　また、図１及び図２に示すように、サブタンク１３は、ノズル配管１８を介してノズル
ユニット１４に圧縮空気を供給するタンクとして設けられている。サブタンク１３の容量
は、例えば、ノズルユニット１４において異物除去能力の観点から要求されるノズル噴射
圧力にて所定の噴射量を少なくとも１回分確保するだけの容量が確保されるように設定さ
れている。尚、小型のサブタンク１３は軌道分岐部１００におけるクロッシング部Ｃの近
傍に配置され、空気源装置１１及び大型のメインタンク１２は軌道分岐部１００に対して
遠方に配置される。例えば、軌道分岐部１００が、新幹線用の線路構造のように、地上よ
り高い位置に架け渡された高架式軌道に配置されている場合であれば、軌道分岐部１００
の周辺での設置スペースの確保が困難なため、空気源装置１１及びメインタンク１２が高
架式軌道の下方の地上に配置される。そして、小型のサブタンク１３が軌道分岐部１００
のクロッシング部Ｃの近傍に配置される。このように、サブタンク１３がクロッシング部
Ｃの近傍に配置されることで、ノズル配管１８の配管長さが長くなって圧力損失が増大し
てしまうことを抑制でき、ノズルユニット１４における噴射圧力を確保し易くすることが
できる。
【００３５】
　図３は、図２において破線Ｄで囲んだ領域を拡大して示す拡大図（図３（ａ））と、図
２のＥ－Ｅ線矢視断面図（図３（ｂ））とを示したものである。図１乃至図３に示すよう
に、ノズル配管１８は、ノズルユニット１４とサブタンク１３とを接続する配管として設
けられている。そして、ノズル配管１８においてノズルユニット１４に接続する先端側は
、翼レール１０４における一対の前方開放レール部１０８、１０８の間で延びるとともに
後方側に向かって延びるように配置されている。また、ノズル配管１８には、その途中に
おいて電磁切換弁１９が設けられており、図示しない制御装置からの指令に基づいてこの
電磁切換弁１９の作動が切り換えられるように構成されている。このため、ノズル配管１
８は電磁切換弁１９により連通状態及び遮断状態のいずれかに切り換えられることになる
。これにより、ノズル配管１８を介したノズルユニット１４への圧縮空気の供給が制御さ
れ、ノズルユニット１４から噴射される圧縮空気の噴射動作が制御されるように構成され
ている。
【００３６】
　図１乃至図３に示すように、圧縮空気を噴射するノズルユニット１４は、軌道分岐部１
００におけるクロッシング部Ｃに配置されている。また、このノズルユニット１４は、ク
ロッシング部Ｃにおける前方側で翼レール１０４の一対の前方開放レール部１０８、１０
８の間に配置されている。そして、ノズルユニット１４は、ノズル配管１８の先端側の部
分とともに、一対の前方開放レール部１０８、１０８の間の領域において、車両の車輪と
干渉することのない下方のスペースに配置されている（図３（ｂ）参照）。
【００３７】
　図４は、ノズルユニット１４のみを示した図であり、ノズルユニット１４の正面図（図
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４（ｂ））、平面図（図４（ａ））、及び右側面図（図４（ｃ））を示している。図２乃
至図４に示すように、ノズルユニット１４は、一端側がノズル配管１８に接続された筒状
部材２０と、筒状部材２０の他端側に取り付けられた平板状の蓋部材２１と、を備えて構
成されている。筒状部材２０は、その内部に中空部２０ａが形成されている。蓋部材２１
は、一対の前方開放レール部１０８、１０８の間で可動レール１０５の前方側の先端に対
向するように配置されている。
【００３８】
　また、蓋部材２１には、開口面積が大きい大径噴射口２２と開口面積が小さい小径噴射
口２３とがそれぞれ複数設けられている。これらの大径噴射口２２及び小径噴射口２３は
、クロッシング部Ｃにおける後方側に向かって圧縮空気を噴射し、これにより、可動レー
ル１０５の先端に向かって圧縮空気を噴射するように、蓋部材２１において開口形成され
ている。また、大径噴射口２２及び小径噴射口２３は、クロッシング部Ｃにおける後方側
で且つ少し斜め下方に向かって圧縮空気を噴射するように開口形成されている。
【００３９】
　また、大径噴射口２２は、ノズルユニット１４の他端側の端部における中心側である蓋
部材２１の中心側に配置され、小径噴射口２３は、大径噴射口２２の周囲に配置されるよ
うに、それぞれ形成されている。このように形成されることで、これらの大径噴射口２２
及び小径噴射口２３がノズルユニット１４において同心状に配置されている。また、大径
噴射口２２及び小径噴射口２３は、平板状の蓋部材２１に形成されることで、一対の前方
開放レール部１０８、１０８の間において翼レール１０４の長手方向と垂直な面に沿って
広がって配置されている。
【００４０】
（異物除去装置の作動）
　上述した異物除去装置１においては、空気源装置１１にて圧縮空気が生成され、この圧
縮空気が空気配管１６を介してメインタンク１２に供給されて貯留されている。また、メ
インタンク１２からタンク間配管１７を介してサブタンク１３及び前方部圧縮空気噴射機
構１５に対して圧縮空気が供給されている。このとき、サブタンク１３においては、メイ
ンタンク１２に貯留されている圧縮空気とほぼ同程度の圧力の圧縮空気が貯留されている
。また、サブタンク１３においては、前述のように、ノズルユニット１４において異物除
去能力の観点から要求されるノズル噴射圧力にて所定の噴射量を少なくとも１回分確保す
るだけの容積の圧縮空気が貯留されている。
【００４１】
　そして、上述した状態において、図示しない制御装置が、例えば、異物の落下検知セン
サ（図示せず）や降雪センサ（図示せず）等の各種センサでの検知結果、或いは転轍機（
図示せず）の動作信号（ポイントの切り換え信号）等の各種機器の動作指令信号などに基
づいて、電磁切換弁１９の切り換え指令を発してこの電磁切換弁１９を作動させることで
、異物除去動作が行われることになる。また、上記のポイント切り換え信号に伴って、ト
ングレール１０２の前方側の端部が基本レール１０１に対して当接又は離間し、可動レー
ル１０５が翼レール１０４における一対の後方開放レール部１０９、１０９に対して当接
又は離間する。
【００４２】
　尚、車両運行中の時間帯等の異物除去動作が必要となる可能性のある時間帯においては
、空気源装置１１から供給される圧縮空気は、メインタンク１２を介してサブタンク１３
に貯留されている。この状態から、前述のように、制御装置からの指令に基づいて電磁切
換弁１９が切り換えられることで、サブタンク１３に貯留された圧縮空気がノズル配管１
８を介してノズルユニット１４に流動する。そして、ノズルユニット１４における大径噴
射口２２及び小径噴射口２３から圧縮空気が噴射され、この圧縮空気により、軌道分岐部
１００のクロッシング部Ｃにおける翼レール１０４と可動レール１０５との間に落下した
異物が後方側に吹き飛ばされて除去されることになる。
【００４３】
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　上述した圧縮空気の噴射動作が完了した後は、電磁切換弁１９が切り換えられてノズル
配管１８が遮断され、メインタンク１２から供給された圧縮空気がサブタンク１３に充填
されて次回の噴射に備えて貯留されることになる。
【００４４】
（異物除去装置の効果）
　以上説明した異物除去装置１によると、圧縮空気を噴射するノズルユニット１４がクロ
ッシング部Ｃにおける前方側に配置される。このため、レール間の間隔が狭い領域を含ん
でいるクロッシング部Ｃにおいてレールと干渉することを防止するようにノズルユニット
１４を配置することができる。尚、クロッシング部Ｃにおける翼レール１０４と可動レー
ル１０５との間の間隔（一対の後方開放レール部１０９、１０９の一方と可動レール１０
５との間隔）は、約６ｍｍ程度と非常に狭い場合が一般的となっている。しかし、このよ
うにレール間の間隔が狭い領域を含んでいるクロッシング部Ｃにおいても、レールと干渉
することを防止するようにノズルユニット１４をクロッシング部Ｃの前方側に配置するこ
とができる。そして、ノズルユニット１４は、クロッシング部Ｃにおける後方側に向かっ
て圧縮空気を噴射する大径噴射口２２及び小径噴射口２３が設けられているため、クロッ
シング部Ｃにおける間隔の狭いレール間に対して前方側から圧縮空気を噴射して異物を後
方側に吹き飛ばして除去することができる。
【００４５】
　従って、本実施形態によると、軌道分岐部１００のクロッシング部Ｃのレール間におい
て異物を除去することを可能にする異物除去装置１を提供することができる。
【００４６】
　また、異物除去装置１によると、ノズルユニット１４は、一対の後方開放レール部１０
９、１０９に対して可動レール１０５が当接及び離間する翼レール１０４における一対の
前方開放レール部１０８、１０８の間に配置される。このため、ノズルユニット１４が、
翼レール１０４及び可動レール１０５と干渉することがなくクロッシング部Ｃにおいて配
置される。そして、ノズルユニット１４は、一対の後方開放レール部１０９、１０９の内
側で当接及び離間する後方側の可動レール１０５に向かって圧縮空気を噴射するため、翼
レール１０４と可動レール１０５との間に落下した異物を後方側に向かって吹き飛ばして
除去することができる。
【００４７】
　また、異物除去装置１によると、翼レール１０４における一対の前方開放レール部１０
８、１０８の間で面方向に広がって配置された大径噴射口２２及び小径噴射口２３から圧
縮空気が可動レール１０５に向かって噴射されるため、翼レール１０４の内側と可動レー
ル１０５との間の領域に圧縮空気が十分に広がって流動することになる。このため、翼レ
ール１０４と可動レール１０５との間の領域において異物をより万遍なく除去することが
できる。
【００４８】
　また、異物除去装置１によると、ノズルユニット１４において、複数設けられた大径噴
射口２２及び小径噴射口２３が同心状に配置されている。このため、多くの噴射口（２２
、２３）から噴射される圧縮空気をより密集した状態で噴射することができ、高い異物除
去能力を発揮して効率よくクロッシング部Ｃのレール間の異物を除去することができる。
【００４９】
　また、異物除去装置１によると、大径噴射口２２及び小径噴射口２３から圧縮空気が後
方側で且つ斜め下方に向かって噴射される。このため、下方に向かって噴射された圧縮空
気が軌道に対して跳ね返るように流動し、これに伴い、軌道に落下している異物が跳ね上
げられるようにして除去されることになる。これにより、軌道分岐部１００のクロッシン
グ部Ｃにおいて、落下した異物を跳ね上げるようにして効率よく除去することができる。
【００５０】
［第２実施形態］
（異物除去装置の構成）
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　次に、本発明の第２実施形態に係る軌道分岐部の異物除去装置２（以下、単に「異物除
去装置２」という）について説明する。第２実施形態の異物除去装置２は、第１実施形態
と同様に、軌道分岐部１００に対して設けられ、圧縮空気を噴射することでレールとレー
ルとの間に落下した雪や飛石などの異物を除去するために設置される。尚、以下の説明に
おいては、第１実施形態と同様の構成要素については、第１実施形態の説明での符号を引
用して又は図面において同一の符号を付して説明を省略する。また、軌道分岐部１００の
構成も第１実施形態と同様であり、説明を省略する。
【００５１】
　図５は、異物除去装置２が設けられた軌道分岐部１００のクロッシング部Ｃにおける翼
レール１０４とその近傍の領域を示す平面図である。異物除去装置２は、第１実施形態の
異物除去装置１と同様に、空気源装置１１、メインタンク１２、サブタンク１３、前方部
圧縮空気噴射機構１５、空気配管１６、タンク間配管１７、ノズル配管１８、電磁切換弁
１９等を備えて構成されている（図１参照）。ただし、図５に示すように、異物除去装置
２は、第１実施形態では設けられていない温風供給装置２５及び温風配管２６を更に備え
るとともに、第１実施形態とは異なる構成のノズルユニット２４を備えている。
【００５２】
　図５に示す温風供給装置２５は、加熱して温めた加熱空気をノズルユニット２４に供給
する装置として設けられており、ファン及び加熱用ヒータ（図示せず）を備えて構成され
ている。この温風供給装置２５は、まず、回転するファンにより周囲の空気を吸い込み、
この吸い込んだ空気を加熱用ヒータで加熱して温めて加熱空気を生成し、更にこの加熱空
気を上記ファンにより温風配管２６に送風するように構成されている。一方、温風配管２
６は、ノズルユニット２４に接続している。これにより、温風供給装置２５から送風され
た加熱空気（温風）が温風配管２６を介してノズルユニット２４に供給されるようになっ
ている。
【００５３】
　図６は、図５において破線Ｆで囲んだ領域を拡大して示す拡大図（図６（ａ））と、図
５のＧ－Ｇ線矢視断面図（図６（ｂ））とを示したものである。図５及び図６に示すよう
に、ノズル配管１８の先端側に接続されて圧縮空気を噴射するノズルユニット２４は、第
１実施形態と同様に、軌道分岐部１００におけるクロッシング部Ｃに配置されている。ま
た、このノズルユニット２４は、クロッシング部Ｃにおける前方側で翼レール１０４の一
対の前方開放レール部１０８、１０８の間に配置されている。そして、ノズルユニット２
４は、ノズル配管１８の先端側の部分とともに、一対の前方開放レール部１０８、１０８
の間の領域において、車両の車輪と干渉することのない下方のスペースに配置されている
（図６（ｂ）参照）。
【００５４】
　図７は、ノズルユニット２４を温風配管２６の一部とともに示した図であり、ノズルユ
ニット２４の正面図（図７（ａ））、平面図（図７（ｂ））、及び右側面図（図７（ｃ）
）を示している。なお、図７（ｃ）では、ノズル配管１８の一部も二点鎖線で示している
。図５乃至図７に示すように、ノズルユニット２４は、一端側がノズル配管１８に接続さ
れるとともに内部が中空の直方体状の部材として形成されている。
【００５５】
　ノズルユニット２４における他端側の平面状に形成された端部には、開口面積が大きい
大径噴射口２７と開口面積が小さい小径噴射口２８とがそれぞれ複数設けられている。こ
れらの大径噴射口２７及び小径噴射口２８は、クロッシング部Ｃにおける後方側に向かっ
て圧縮空気を噴射し、これにより、可動レール１０５の先端に向かって圧縮空気を噴射す
るように、ノズルユニット２４の他端側の端部において開口形成されている。また、大径
噴射口２７及び小径噴射口２８は、クロッシング部Ｃにおける後方側で且つ少し斜め下方
に向かって圧縮空気を噴射するように開口形成されている。また、小径噴射口２８は、大
径噴射口２７の周囲に配置されるように形成されている。また、大径噴射口２７及び小径
噴射口２８は、ノズルユニット２４における平面状の端部に形成されることで、一対の前
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方開放レール部１０８、１０８の間において翼レール１０４の長手方向と垂直な面に沿っ
て広がって配置されている。
【００５６】
　また、ノズルユニット２４は、その下部において温風供給口３０が開口形成されており
、その内部において温風供給口３０に連通する温風通路３１が形成されている。温風供給
口３０は温風配管２６に接続しており、温風通路３１が温風配管２６に対して連通してい
る。これにより、温風供給装置２５で生成された加熱空気が温風配管２６を介して温風通
路３１に流入することになる。そして、ノズルユニット２４の他端側の端部には、大径噴
射口２７及び小径噴射口２８に加え、温風吹出口２９が更に設けられている。この温風吹
出口２９は、温風通路３１に連通しており、クロッシング部Ｃにおける後方側に向かって
上記加熱空気を吹き出すように開口形成されている。また、ノズルユニット２４における
大径噴射口２７、小径噴射口２８及び温風吹出口２９が設けられている端部において、温
風吹出口２９がその中心部分に配置され、複数の大径噴射口２７及び小径噴射口２８が温
風吹出口２９の周囲に配置されている。尚、ノズルユニット２４の内部においては、ノズ
ル配管１８から大径噴射口２７及び小径噴射口２８へと連通し圧縮空気が通過する領域と
、上記加熱空気が通過する領域である温風通路３１とが、温風通路３１を区画する管状の
壁部で仕切られた状態に構成されている。
【００５７】
（異物除去装置の作動）
　上述した異物除去装置２においては、温風供給装置２５にて前述の加熱空気が生成され
、この加熱空気が、温風配管２６を介してノズルユニット２４に供給され、温風吹出口２
９からクロッシング部Ｃにおける後方側に向かって温風として吹き出されている。この温
風吹き出し動作は、ノズルユニット２４における圧縮空気の噴射動作が行われていないと
きには、継続的に行われている。また、温風吹き出し動作が行われているときには、第１
実施形態と同様に、圧縮空気がサブタンク１３に供給されて貯留されている。
【００５８】
　上述した状態において、図示しない制御装置が、ポイントの切り換え信号等の各種機器
の動作指令信号などに基づいて、電磁切換弁１９の切り換え指令を発してこの電磁切換弁
１９を作動させることで、圧縮空気の噴射動作が行われることになる。即ち、制御装置か
らの指令に基づいて電磁切換弁１９が切り換えられることで、サブタンク１３に貯留され
た圧縮空気がノズル配管１８を介してノズルユニット２４に流動する。そして、ノズルユ
ニット２４における大径噴射口２７及び小径噴射口２８から圧縮空気が噴射され、この圧
縮空気により、軌道分岐部１００のクロッシング部Ｃにおける翼レール１０４と可動レー
ル１０５との間に落下した異物が後方側に吹き飛ばされて除去されることになる。そして
、圧縮空気の噴射動作のために電磁切換弁１９が切り換えられるときには、温風供給装置
２５におけるファンの運転が停止される。このため、圧縮空気の噴射動作中に温風吹出口
２９からの温風吹き出し動作が停止されることになる。
【００５９】
　上述した圧縮空気の噴射動作が完了した後は、電磁切換弁１９が切り換えられてノズル
配管１８が遮断され、メインタンク１２から供給された圧縮空気がサブタンク１３に充填
されて次回の噴射に備えて貯留されることになる。また、温風供給装置２５のファンの運
転が開始され、温風吹き出し動作が開始されることになる。
【００６０】
（異物除去装置の効果）
　以上説明した異物除去装置２によると、第１実施形態と同様に、軌道分岐部１００のク
ロッシング部Ｃのレール間において異物を除去することができ、翼レール１０４と可動レ
ール１０５との間に落下した異物を後方側に向かって吹き飛ばして除去することができる
。
【００６１】
　そして、異物除去装置２によると、ノズルユニット２４からクロッシング部Ｃにおける
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後方側に向かって加熱空気が吹き出されるため、ノズルユニット２４により、クロッシン
グ部Ｃにおいて、圧縮空気を用いた異物除去機能に加えて加熱空気を用いた融雪機能も果
たすことができる。そして、温風吹出口２９がノズルユニット２４を利用して設けられて
いるため、クロッシング部Ｃにおいて、圧縮空気を噴射する構成と温風を吹き出す構成と
を両方備えるコンパクトな構造のノズルユニット２４を配置して異物を除去することがで
きる。
【００６２】
　また、異物除去装置２によると、ノズルユニット２４の端部において、温風吹出口２９
が中心部分に配置されて周囲に大径噴射口２７及び小径噴射口２８が配置される。このた
め、干渉させることなく温風吹出口２９と噴射口（２７、２８）とを密集して配置するこ
とができ、圧縮空気を噴射する構成と温風を吹き出す構成とを両方備えるよりコンパクト
な構造のノズルユニット２４を実現することができる。また、加熱空気を吹き出す温風吹
出口２９は、圧縮空気を噴射する噴射口（２７、２８）よりも口径が大きいことが要求さ
れるが、この温風吹出口２９が中心部分に配置されるため、より大口径の温風吹出口２９
を容易に形成することができる。
【００６３】
　また、異物除去装置１によると、ノズルユニット２４が、直方体状に形成されているた
め、翼レール１０４における一対の前方開放レール部１０８、１０８の間の空間を有効活
用し、より容積の大きいノズルユニット２４を形成することができる。このため、圧縮空
気が通過する領域と加熱空気が通過する領域とを内部に確保し易いノズルユニット２４を
実現することができる。
【００６４】
［変形例］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述の実施の形態に限られるも
のではなく、特許請求の範囲に記載した限りにおいて様々に変更して実施することができ
るものである。例えば、次のような変形例を実施することができる。
【００６５】
（１）本実施形態においては、圧縮空気を噴射する構成が軌道分岐部のクロッシング部だ
けでなく前方部にも配置されている場合を例にとって説明したが、必ずしもこの通りでな
くてもよく、圧縮空気を噴射する構成がクロッシング部のみに設けられている異物除去装
置であってもよい。また、軌道分岐部の前方部において圧縮空気を噴射する構成とは別個
独立に構成されるものであってもよい。
【００６６】
（２）ノズルユニットの形態については、本実施形態において例示したものに限らず、種
々変更して実施することができる。図８及び図９は、ノズルユニットの変形例を説明する
ための図であって、図８（ａ）及び図９（ａ）は、第１実施形態の図３（ａ）及び第２実
施形態の図６（ａ）に対応する図であり、図８（ｂ）及び図９（ｂ）は、第１実施形態の
図３（ｂ）及び第２実施形態の図６（ｂ）に対応する図である。尚、図８及び図９におい
ては、第１及び第２実施形態と同様の構成要素については同一の符号を付して説明を省略
する。
【００６７】
　図８に示す変形例に係るノズルユニット３２においては、ノズルユニット３２における
本体の部材に対して複数のノズル部材３３が設けられている。そして、この複数のノズル
部材３３には、クロッシング部Ｃにおける後方側に向かって圧縮空気を噴射するように開
口形成された噴射口がそれぞれ設けられている。そして、複数のノズル部材３３はノズル
ユニット３２において同心状に配置されており、これにより、複数のノズル部材３３のそ
れぞれに設けられた噴射口も同心状に配置されている。このように、噴射口がそれぞれ形
成されたノズル部材が設けられた構成のノズルユニットを実施することもできる。
【００６８】
　図９に示す変形例に係るノズルユニット３４においては、クロッシング部Ｃにおける後
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で配置されるように設けられている。このように水平に配置された噴射口３５から圧縮空
気が噴射されることにより、一対の前方開放レール部１０８、１０８の間の領域において
圧縮空気が水平な方向に広がって流動することになる。このため、より少ない個数の噴射
口３５を効率よく配置して異物を除去することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明は、軌道分岐部に設けられ、圧縮空気を噴射することでレールとレールとの間に
落下した異物を除去する、軌道分岐部の異物除去装置として、広く適用することができる
ものである。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る軌道分岐部の異物除去装置とこの異物除去装置が設
けられた軌道分岐部とを模式的に示す平面図である。
【図２】図１に示す軌道分岐部のクロッシング部における翼レールとその近傍の領域を示
す平面図である。
【図３】図２における一部拡大図及び図２のＥ－Ｅ線矢視断面図である。
【図４】図３に示すノズルユニットを示す正面図、平面図、及び右側面図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係る軌道分岐部の異物除去装置が設けられた軌道分岐部
のクロッシング部における翼レールとその近傍の領域を示す平面図である。
【図６】図５における一部拡大図及び図５のＧ－Ｇ線矢視断面図である。
【図７】図６に示すノズルユニットを示す正面図、平面図、及び右側面図である。
【図８】ノズルユニットの変形例を示す図である。
【図９】ノズルユニットの変形例を示す図である。
【符号の説明】
【００７１】
１　　　　　　　　　　軌道分岐部の異物除去装置
１１　　　　　　　　　空気源装置
１４　　　　　　　　　ノズルユニット
２２　　　　　　　　　大径噴射口
２３　　　　　　　　　小径噴射口
１００　　　　　　　　軌道分岐部
１０１　　　　　　　　基本レール
１０２　　　　　　　　トングレール
１０４　　　　　　　　翼レール
１０５　　　　　　　　可動レール
Ｃ　　　　　　　　　　クロッシング部
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