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(57)【要約】
　摩擦チューブアンカーは、圧力媒体の作用下で拡張さ
せることができ、かつケーシング（６）に取り付けられ
たチューブ（１）を有する。ケーシング（６）は、ねじ
が設けられ、かつリングパッキング（１１）により部分
（１３）の内側に関して封鎖されたケーシング状スリー
ブ（７）の部分（１３）内にねじ結合される。ケーシン
グ状スリーブ（７）は、ねじが設けられた別の部分（１
４）を有し、そして、このねじに別の拡張可能なチュー
ブ（１）、又はチューブ（１）を拡張させるために圧力
媒体を供給するためのアダプター、又は取付け用ボルト
、例えばアイボルトのいずれかと選択的にねじ結合する
ことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　拡張可能なチューブ（１）が連結されるケーシング（６）と、ケーシング状スリーブ（
７）を備え、拡張可能なチューブ（１）に連結されたケーシング（６）がケーシング状ス
リーブ（７）内に挿入され拡張可能なチューブ（１）と共にケーシング（６）を保持する
部分（１３）と反対側の部分（１４）内のケーシング状スリーブ（７）が、別の構成要素
を受け入れるように仕立てられることを特徴とする拡張可能なチューブ（１）を有する摩
擦チューブアンカー。
【請求項２】
　別の構成要素が、摩擦チューブアンカーの拡張可能なチューブ（１）に連結されたケー
シング（６）である請求項１に記載されたアンカー。
【請求項３】
　拡張可能なチューブ（１）の端部、特にケーシング（６）に連結された２個の拡張可能
なチューブ（１）の端部が、開口溶接の方法で作られる請求項１又は２に記載されたアン
カー。
【請求項４】
　拡張可能なチューブ（１）の端部、特にケーシング（６）に連結された２個の拡張可能
なチューブ（１）の端部が、閉鎖溶接の方法で作られる請求項１又は２に記載されたアン
カー。
【請求項５】
　ケーシング状スリーブ（７）の部分（１３、１４）間に大きな直径を有する領域（１５
）がある請求項１～４のいづれか１つに記載されたアンカー。
【請求項６】
　拡張可能なチューブ（１）に連結されたケーシング（６）間にあるケーシング状スリー
ブ（７）の領域（１５）にねじが作られない請求項５に記載されたアンカー。
【請求項７】
　ケーシング（６）に半径方向に整列された開口（１７）があり、かつケーシング（６）
に連結された拡張可能なチューブ（１）の端部に開口（１７）と同一面の穴がある請求項
１～６のいづれか１つに記載されたアンカー。
【請求項８】
　ケーシング状スリーブ（７）の部分（１３、１４）に雌ねじがある請求項１～７のいづ
れか１つに記載されたアンカー。
【請求項９】
　ケーシング状スリーブ（７）の部分（１３、１４）に丸ねじがあり、かつケーシング（
６）に雄の丸ねじが設けられる請求項１～８のいづれか１つに記載されたアンカー。
【請求項１０】
　ケーシング（６）の雄の丸ねじとスリーブ（７）のねじとが対応したねじである請求項
９に記載されたアンカー。
【請求項１１】
　部分（１３、１４）におけるねじが、同方向又は反対方向に走るねじ、特に右ねじ及び
左ねじである請求項８～１０のいづれか１つに記載されたアンカー。
【請求項１２】
　ケーシング状スリーブ（７）と少なくも１個のケーシング（６）との間にシール（１１
）がある請求項１～１１のいづれか１つに記載されたアンカー。
【請求項１３】
　シールが、ケーシング（６）の溝の中に挿入されたリングパッキング（１１）であり、
この溝が外側に開かれる請求項１２に記載されたアンカー。
【請求項１４】
　拡張可能なチューブ（１）の自由端から離れるように向いているケーシング（６）の端
部の領域内にリングパッキング（１１）を収容するための溝がある請求項１３に記載され
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たアンカー。
【請求項１５】
　圧力媒体を供給するための膨張アダプター（２０）は、これを、拡張可能なチューブ（
１）に連結されたケーシング（６）が挿入されるケーシング状スリーブ（７）の部分（１
３）と反対側のケーシング状スリーブ（７）の部分（１４）内に挿入することができる請
求項１、請求項８～１４のいづれか１つに記載されたアンカー。
【請求項１６】
　膨張アダプター（２０）は、ケーシング状スリーブ（７）の領域（１４）にねじ結合さ
せることができる請求項１５に記載されたアンカー。
【請求項１７】
　他の構成要素が取付け用ボルト（２２）である請求項１に記載されたアンカー。
【請求項１８】
　拡張可能なチューブ（１）に連結されたケーシング（６）が、ケーシング状スリーブ（
７）の部分（１３）の雌ねじにねじ込み得る雄ねじを有する請求項１７に記載されたアン
カー。
【請求項１９】
　ケーシング（６）が外側に丸ねじを有し、かつケーシング状スリーブ（７）の部分（１
３）が雌の丸ねじを有する請求項１８に記載されたアンカー。
【請求項２０】
　ケーシング状スリーブ（７）の部分（１４）がねじを有する請求項１７～１９のいづれ
か１つに記載されたアンカー。
【請求項２１】
　ケーシング状スリーブ（７）の領域（１３）内及び部分（１４）内のねじが、同方向又
は反対方向のねじである請求項２０に記載されたアンカー。
【請求項２２】
　ケーシング（６）が、ケーシング状スリーブ（７）の部分（１３）の内面に関してシー
ルされる請求項１７～２１のいづれか１つに記載されたアンカー。
【請求項２３】
　ケーシング状スリーブ（７）の部分（１３と１４）の間の領域（１５）が、ねじ無しで
ある請求項１７～２２のいづれか１つに記載されたアンカー。
【請求項２４】
　ケーシング状スリーブ（７）の部分（１３）と（１４）との間の領域（１５）が、より
大きい直径で作られる請求項１７～２３のいづれか１つに記載されたアンカー。
【請求項２５】
　ケーシング状スリーブ（７）内に端部があるケーシング（６）が、領域（１５）内に置
かれる請求項２３又は２４に記載されたアンカー。
【請求項２６】
　拡張可能なチューブ（１）がケーシング（６）に連結される請求項１７～２５のいづれ
か１つに記載されたアンカー。
【請求項２７】
　拡張可能なチューブ（１）がケーシング（６）に溶接される請求項２６に記載されたア
ンカー。
【請求項２８】
　拡張可能なチューブ（１）が、ケーシング（６）に連結されたその端部にて開口溶接の
方法で作られる請求項１７～２７のいづれか１つに記載されたアンカー。
【請求項２９】
　拡張可能なチューブ（１）が、閉鎖溶接の方法でケーシング（６）に連結される請求項
１７～２７のいづれか１つに記載されたアンカー。
【請求項３０】
　ケーシング（６）の壁に少なくも１個の半径方向の穴（１７）がある請求項２９に記載
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されたアンカー。
【請求項３１】
　拡張可能なチューブ（１）に、ケーシング（６）の穴（１７）と同一面の開口がある請
求項３０に記載されたアンカー。
【請求項３２】
　領域（１３又は１４）内のねじの一方が左ねじであり、他方のねじが右ねじである請求
項２０～３１のいづれか１つに記載されたアンカー。
【請求項３３】
　部分（１４）内のねじがメートルねじである請求項２０～３２のいづれか１つに記載さ
れたアンカー。
【請求項３４】
　閉鎖溶接の方法で拡張可能なチューブ（１）を閉鎖する溶接部（４１）が、拡張可能な
チューブ（１）をケーシング（６）に連結する請求項１～３３のいづれか１つに記載され
たアンカー。
【請求項３５】
　拡張可能なチューブ（１）の閉鎖溶接部（４１）に、拡張可能なチューブ（１）の内部
に導く少なくも１個の開口（４５）が設けられる請求項１～３４のいづれか１つに記載さ
れたアンカー。
【請求項３６】
　拡張可能なチューブ（１）の内向き折り曲げ端部が閉鎖される請求項１～３５のいづれ
か１つに記載されたアンカー。
【請求項３７】
　拡張可能なチューブ（１）の内向き折り曲げ部がプラグにより閉鎖される請求項３６に
記載されたアンカー。
【請求項３８】
　プラグ（４３）が拡張可能なチューブ（１）に連結される請求項３７に記載されたアン
カー。
【請求項３９】
　請求項１～３８のいづれか１つに記載された特徴を有する摩擦チューブアンカーに使用
するためのアダプター、特に膨張アダプターであって、ケーシング状スリーブ（７）の部
分（１４）内に挿入し得る部分（２９）、ケーシング状スリーブ（７）の内部と連なる軸
方向通路（２５）及び膨張アダプター（２０）の外側からその軸方向通路（２５）に導く
少なくも１個の半径方向の穴（２７）を特徴とするアダプター。
【請求項４０】
　膨張アダプター（２０）が雄ねじ（３１）の設けられた部分を有し、これを、雌ねじの
設けられたケーシング状スリーブ（７）の部分（１４）内にねじ結合させることができる
請求項３９に記載されたアダプター。
【請求項４１】
　ケーシング状スリーブ（７）内に突き出たアダプター（２０）の部分（２９）の直径が
、ケーシング状スリーブ（７）の部分（１４）の内側の直径より小さい請求項３９又は４
０に記載されたアダプター。
【請求項４２】
　ねじ（３１）が設けられた膨張アダプター（２０）の部分とケーシング状スリーブ（７
）のアダプター側の端部との間にシール（２１）がある請求項４０又は４１に記載された
アダプター。
【請求項４３】
　シール（２１）がリングパッキング、特にＯリングである請求項４２に記載されたアダ
プター。
【請求項４４】
　シール（２１）が、膨張アダプター（２０）の外側のショルダー（３３）とケーシング
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状スリーブ（７）の部分（１４）の端部との間に把持される請求項４２又は４３に記載さ
れたアダプター。
【請求項４５】
　ケーシング状スリーブ（７）の部分（１４）の端部面が内側の斜面（３５）を有する請
求項４４に記載されたアダプター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の導入部の特徴を有する摩擦チューブアンカーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特許文献１及び２によりなし得る引用に関連した摩擦チューブアンカーが知られ
ている。
【０００３】
　摩擦チューブアンカーは、長手方向で内側に折り曲げられたチューブを有し、そして丸
穴の中に置かれ、かつ折り曲げられたチューブ内の圧力を高くすることにより広げられ、
このためチューブの外面が丸穴の内面に隣接して丸穴内にアンカーを固定するロックアン
カーである。
【０００４】
　公知の摩擦チューブアンカー（図１を参照）においては、拡張可能なチューブ１の前端
部は端部ケーシング２により閉鎖される。チューブ１は、本質的に全長にわたり内側に折
り曲げられた（ω字状の）壁を持つ（図２）。チューブ１の後端部、従って丸穴の開口（
丸穴の外側端部）に隣接した端部がアンカー板３を貫いて伸び、かつ膨張穴５のある膨張
ジャケット４を担持する。膨張ジャケット４に取り付けられたアダプターを経て圧力流体
（特に水）がチューブ１の内部に給送され、そしてチューブ１は拡張されチューブ１の長
さ方向の折り曲げが延ばされ、このため摩擦チューブアンカーは、摩擦により丸穴内に固
定され確実に組み合う。
【０００５】
　特許文献３は、負荷に適応するために、これら摩擦チューブアンカーの外側端部片への
取付け用ねじボルト、例えばアイボルトを明らかにする。
【特許文献１】米国特許第４，４５９，０６７Ａ号　明細書
【特許文献２】国際公開第２００６／０６６２８８Ａ号　明細書
【特許文献３】国際公開第２００４／０９９５７１Ａ号　明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、摩擦チューブアンカーの利点を維持しつつ、始めに説明された形式の
摩擦チューブアンカーの可能な応用を広げることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的は、請求項１の特徴を有する摩擦チューブアンカーにより本発明において請求
されるように達成される。
【０００８】
　本発明の好ましくかつ有利な形態は、従属請求項の対象事項である。
【０００９】
　本発明において請求された摩擦チューブアンカーにおいては、選択的にケーシングが間
に連結された状態で、摩擦チューブアンカーの拡張可能なチューブの一方の端部に連結さ
れたケーシング状のスリーブがあるため、幾つかの異なった可能な用途がある。
【００１０】
　摩擦チューブアンカーの有効長さを大きくさせて、特に脆い岩石又は緩い下層土におけ
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るより良い保持が達成されるように、摩擦チューブアンカーの幾つかの拡張可能なチュー
ブを互いに結合させるために、本発明に請求された摩擦チューブアンカーの設けられたケ
ーシング状スリーブを使用することができる。
【００１１】
　摩擦チューブアンカーの拡張可能なチューブの一方の端部上のケーシング状スリーブは
、拡張可能なチューブに膨張アダプターを連結するためにも使用することができ、これに
よりチューブを広げるために圧力源からの圧力流体（水）を摩擦チューブアンカー内に送
ることができる。
【００１２】
　最後に、本発明により請求された摩擦チューブアンカー内に設けられたケーシング状ス
リーブは、摩擦チューブアンカーが拡張され、下層土内に固定された後で摩擦チューブア
ンカーに別の要素を連結するために使用することもできる。これら要素は、ボルト、特に
ねじ、アイボルト又はねじ結合し得る同様品のような要素とすることができる。この場合
、ケーシング状スリーブはハンガージャケットを形成する。
【００１３】
　本発明に請求された摩擦チューブアンカーにおいて、ケーシング状スリーブがハンガー
ジャケットとして使用される場合は、ケーシングが摩擦チューブアンカーの拡張可能なチ
ューブに連結され、そして他方の端部からボルト、特にアイボルト又は同等品をケーシン
グ状スリーブ内に一方の側からねじ込むことができる。そこで、本発明に請求された摩擦
チューブアンカーの特に簡単な構造が成立し、ケーシング状スリーブの端部（ねじ）を介
してその中に取り付けられた（挿入された）膨張アダプターにより丸穴内に固定すること
ができる。摩擦チューブアンカーのチューブを拡張させるに要する圧力媒体は、アダプタ
ーを介して供給される。これにより、本発明に請求された摩擦チューブアンカーの運転の
信頼性が確保される。
【００１４】
　本発明は、基本的にすべての形式の摩擦チューブアンカー、特に特許文献２より知られ
る設計の摩擦チューブアンカーにおいても使用することができる。
【００１５】
　本発明に請求された摩擦チューブアンカーの一実施例においては、ケーシング状スリー
ブには二つのねじ部分が形成され、このため、膨張アダプターと同様に摩擦チューブアン
カーの拡張可能なチューブ及び／又はボルト、アイボルト及び同等品のような別の要素に
連結されたケーシングを結合することができる。この連結において、摩擦チューブアンカ
ーの拡張可能なチューブに連結されたケーシングを保持するためのねじが丸ねじであり、
そして膨張アダプター又はボルトのようなその他の要素を保持するためのねじがメートル
ねじであることが好ましい。
【００１６】
　本発明の枠内で、一方では摩擦チューブアンカーの拡張可能なチューブのためのケーシ
ング上のねじと、他方ではチューブを拡張させるための膨張アダプターをねじ結合させる
ねじ又は取付けボルトと組み合わせられるねじは、同じ方向又は異なる方向に走るねじで
あることが考えられる。
【００１７】
　例えば、ケーシング保持用のねじが左ねじ（丸ねじ）であり、膨張アダプター保持用ね
じ又は固定用ボルトが右ねじ（メートルねじ）である。
【００１８】
　本発明の枠内で、摩擦チューブアンカーの拡張可能なチューブが固定されるケーシング
は雄ねじ、例えば丸ねじを持つことができる。
【００１９】
　ケーシング状スリーブ、特にその外側のハンガージャケットに対してケーシングを封鎖
するために、シール、特にＯリングを置くことができる。
【００２０】
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　本発明に請求される摩擦チューブアンカーを設置するときは、圧力媒体を供給する膨張
アダプターは、ケーシング状スリーブの外側に向いた使用位置にある端部間に、従って丸
穴の開口端部に向かってねじ込まれる。膨張アダプターは、取り付けられたケーシング又
は拡張可能なチューブからある距離を持つ。気密に溶接された端部を有する拡張可能なチ
ューブ用の圧力媒体は、専ら外側の穴を介して、例えばケーシングの壁に設けられた穴を
介して拡張可能なチューブ内に入る。
【００２１】
　本発明の一実施例により拡張可能なチューブの密に溶接された端部の溶接部に、溶接さ
れたチューブの内部に圧力流体が入る通路用の開口が少なくも１個あるならば、ケーシン
グ内の半径方向開口のような拡張可能なチューブの壁の開口は不必要である。
【００２２】
　本発明の一実施例においては、拡張可能なチューブは、ケーシング状スリーブ内に挿入
され、特に丸ねじによりねじ結合されたケーシングに、例えば溶接により連結される。
【００２３】
　摩擦チューブアンカーのチューブを拡張させるために、外側から、特にケーシングの壁
の穴を経て液体を入れることを容易にするために、ケーシング又はボルトが挿入されるケ
ーシング状スリーブの複数の領域間の移行部、特にケーシング上のスリーブの２個のねじ
部分の間の移行部に、特にねじ無しの大きい断面を有する領域がある。しかし、この大き
い直径を有するねじ無し領域は、丸ねじがある場合は有ることを要求されない。その理由
は、ねじ領域の丸ねじの許容差のため、拡張可能なチューブを広げる液体は、拡張可能な
チューブに取り付けられているケーシングの半径方向の開口まで流れることができ、そし
てここで拡張可能なチューブに入ることができるためである。
【００２４】
　拡張可能なチューブが開口溶接部を有し、又は閉鎖溶接され、この溶接部に開口が使用
される拡張可能なチューブである場合は、ケーシング状スリーブの内側のこのねじ無し領
域は無くすことができる。
【００２５】
　本発明の一実施例においては、ケーシング状スリーブは「ハンガーケーシング」として
作られ、丸ねじを有する部分とメートルねじを有する部分とを持ち、そして摩擦チューブ
アンカーの拡張可能なチューブは、このチューブに連結されたケーシングを介して丸ねじ
内にねじ込むことができる。ボルト、例えばアンカーボルトは、これを、メートルねじ内
にねじ結合させることができる。この実施例においては、拡張可能なチューブを拡張させ
るに要する圧力流体は、スリーブ（ハンガージャケット）のメートルねじ内にねじ込まれ
た膨張アダプターを介して供給される。この流体は、（拡張可能なチューブの輪郭の開口
溶接部のため）この点においてω字形の輪郭の拡張可能なチューブ内に軸方向で流れ込む
ことができる。閉鎖溶接部に対しては、流体は、通常の摩擦チューブアンカーと同様に、
拡張可能なチューブとその上に溶接されたケーシングとを通して穿孔された少なくも１個
の半径方向の穴を介して、又は溶接部に設けられた少なくも１個の軸方向の穴を通して拡
張可能なチューブの内部に入る。
【００２６】
　用語「開口溶接部」（図面の図１８に示される）は、拡張可能なチューブ内に圧力流体
（水）を軸方向で入れるように、拡張可能なチューブの内部がその端部において軸方向に
開口された拡張可能なチューブの中央部にブリッジが溶接された拡張可能なチューブの溶
接部（「プロフィール」）として定義される。
【００２７】
　用語「閉鎖溶接部」（図１２、２３及び２４に示される）は、拡張可能なチューブの内
側の何もない開口（プロフィール）がその端部において外側で溶接され、従って気密に封
鎖された溶接部として定義される。拡張のために供給される流体は、少なくも１個の半径
方向の穴を介して、又は拡張可能なチューブの内部への溶接部の少なくも１個の開口を介
して拡張可能なチューブに入る。
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【００２８】
　用語「開口溶接部」と「閉鎖溶接部」との間の一つの差は、プロフィールの溶接された
断面である。関連して、「閉鎖溶接部」に対しては、故障を起こす負荷が「開口溶接部」
におけるより高くなるように大きくされた溶接された鋼の断面部分がある。「開口溶接部
」においては、プロフィールは気密に溶接されず、このため拡張に要する圧力流体はケー
シング状スリーブ内に軸方向で出ることができる。これに反し閉鎖溶接部では、プロフィ
ールは気密に溶接され、従ってケーシング状スリーブ内に保持されたその端部において閉
鎖され、このため流体の出入が可能な拡張可能なチューブの壁に半径方向に配列された穴
が必要であり、又は壁に開口が必要である。
【００２９】
　一実施例においては、各が端部のねじ結合により固定されたケーシングを介して摩擦チ
ューブアンカーの１個の拡張可能なチューブを保持するように設計された丸ねじを有する
二つの部分を有するケーシング状スリーブが作られる。これに関連して拡張可能なチュー
ブの拡張に要する流体は、この点において、（開口溶接部の）拡張可能なチューブから軸
方向に出ることができ、そしてその後方にねじ結合されている拡張可能なチューブ内に軸
方向で貫流することができ、或いは流体は、溶接され閉鎖された拡張可能なチューブから
穴を通って半径方向に、又は溶接の開口を通って軸方向に出て、ケーシング状スリーブの
内部を通り、更にスリーブ内にねじ結合された第２のチューブにために流れ、半径方向の
穴又は溶接の開口（軸方向の穴、例えばドリル穴）を通って拡張可能なチューブ内に内向
きに流れる。
【００３０】
　基本的に、本発明の枠内において、特に以下の組合せがある。
－ねじ結合されたケーシング状スリーブ（ハンガージャケット）を有する個々の摩擦チュ
　ーブアンカー、及びアイボルト
－ねじ結合されたケーシング状スリーブと共にねじ結合された２個以上の摩擦チューブア
　ンカー、及びアイボルト、並びに
－膨張穴及びアンカー板を有する標準の端部ケーシングと共にねじ結合された２個以上の
　摩擦チューブアンカー（図１に示されたものと同様）。
【００３１】
　本発明は、膨張アダプターにも関連し、これは本発明において請求されるように設けら
れた本発明の摩擦チューブアンカーのケーシング状スリーブと関連して特に有利に使用す
ることができる。
【００３２】
　本発明において請求されるこの膨張アダプターは、膨張アダプターに向けられた独立請
求項に示された特徴を特徴とする。
【００３３】
　本発明において請求される膨張アダプターの好ましくかつ有利な実施例が従属請求項の
主題である。
【００３４】
　本発明のその他の詳細及び特徴は、図面を用いた好ましい実施例の以下の説明より明ら
かとなるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　本発明において請求される摩擦チューブアンカーは、金属の拡張可能なチューブ１を持
ち、これは最初の状態ではω字形（図２参照）に折り曲げられており、そしてその一方の
端部（図３及び４においてはチューブは部分的にしか示されず、かつ図３及び４において
はその端部は端部ケーシング２により閉鎖されている）はケーシング６に連結され、そし
てこのケーシング６を介して、ここではハンガージャケットとして作られたケーシング状
スリーブ７内にねじ結合される。
【００３６】
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　摩擦チューブアンカーの拡張可能なチューブ１は、特に溶接によりケーシング６に連結
される。この連結においては、「開口溶接部」（図１８参照）又は「閉鎖溶接部」（図１
２又は図２３／２４参照）を選ぶことができる。
【００３７】
　ケーシング６は、その外側に丸ねじ８及び外向きに開いた周囲の溝９を有し、この溝の
中にＯリングパッキング１１が挿入される。周囲の溝９内に挿入されたリングパッキング
１１に代わり、例えば平坦なシールのようなケーシング状スリーブ７に関するケーシング
６の適宜なその他のシールも同様に本発明の枠内で考えられる。ケーシング６を保持する
ように設計されたケーシング状スリーブ７の部分１３及びこれに連結されたチューブ１に
は、ケーシング６の（転造された）雄ねじ８に対応する雌ねじ（丸ねじ）が設けられる。
【００３８】
　ケーシング状スリーブ７はねじ１４のある別の部分を有し、部分１３及び１４のねじは
、同方向又は反対方向とすることができる。例えば、ケーシング６保持用の部分１３のね
じは左ねじでありそして部分１４のねじは右ねじである。部分１４のねじはメートルねじ
である。
【００３９】
　ケーシング状スリーブ７の好ましい実施例においては、部分１３と１４の間の領域１５
に、直径の大きいねじ無し領域１５がある。既に示されたように、特に外側のケーシング
６が丸ねじを有し、かつケーシング状スリーブ７がその領域１３に丸ねじを有するときは
、ケーシング状スリーブ７の部分１３と部分１４との間に大直径のねじ無し部分がある必
要はない。これは、特に、ケーシング６に連結された拡張可能なチューブ１の端部が「開
口溶接部」を有するときに適用される。しかし、ケーシング６の領域内のチューブ１の端
部に閉鎖溶接部が作られた場合でも、選択的に大きい直径を有するねじ無し領域（ケーシ
ング状スリーブ７の領域１５）は必須ではない。説明されたように、圧力流体は、丸ねじ
の許容差のためにねじ部分を通って、従ってケーシング状スリーブ７のねじ部分１４の内
面とケーシング６の外面との間を通って流れることができる。
【００４０】
　ボルト、例えばアイボルト（図８参照）は、これを、雌ねじを有するケーシング状スリ
ーブ７の部分１４内にねじ込むことができる。
【００４１】
　本発明に請求されるアンカーを設置するとき、従ってチューブ１を拡張させねばならな
いときは、膨張アダプター２０（図７参照）がケーシング状スリーブ７の部分１４内にね
じ結合され、そして摩擦チューブアンカーについて知られるように、圧力流体（例えば水
）の供給源に連結される。ケーシング状スリーブ７内に端部を保持された膨張アダプター
２０は、ケーシング状スリーブ７の部分１５の領域内にあるケーシング６の端部に次いで
置かれる。圧力流体は膨張アダプター２０から軸方向に出て、閉鎖溶接されたチューブ１
用のケーシング６の内側端部のまわりを流れ、そしてケーシング６の壁に設けられた穴１
７を通り、又は溶接部の開口を通って摩擦チューブアンカーの拡張可能なチューブ１の内
部に入り、チューブ１を広げて丸穴の内面に押し付け、摩擦チューブアンカーとしてのそ
の機能を遂行する。「開口溶接部」形式の拡張可能なチューブ１がケーシング６に連結さ
れるときは、圧力流体は、摩擦チューブアンカーで普通のように、拡張可能なチューブ１
の内部に直接入り、そしてこれを拡張させる。
【００４２】
　膨張アダプター２０がケーシング状スリーブ７の部分１４の固定された後、取付け用ね
じをねじ込むことができる（図８）。取付け用ねじはアイボルトとすることができ、これ
をケーシング状スリーブ７内に一時的にねじ込むことも選択的に可能である。
【００４３】
　図７は、丸ねじを有する部分１３の領域において、ケーシング状スリーブ７内にケーシ
ング６をねじ結合させる方法を示す。拡張可能なチューブ１が、ケーシング６の領域内に
ある端部１において閉鎖されるように、チューブ１は閉鎖溶接の方法で溶接される。ケー
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シング状スリーブ７のねじ無し領域１５内にあるケーシング６の端部はねじ無しに作られ
る。
【００４４】
　膨張アダプター２０は、チューブ１の反対側において、ケーシング状スリーブ７のメー
トルねじ内にねじ込まれる。このねじは、部分１４内に配置され、かつリングパッキング
（Ｏリング）２１によりスリーブ７に関して封鎖される。図７に示された構成においては
、拡張可能なチューブ１は、そのケーシング６の領域において閉鎖され（閉鎖溶接され）
、膨張アダプター２０を経て供給された流体は、図７に示されるようにケーシング６の半
径方向の穴１７を通ってチューブ１の内部及びチューブ１の壁の中に入り、そしてこれを
拡張させる。
【００４５】
　図８は、膨張アダプター２０を取り去った後で、ケーシング状スリーブ７内に別の要素
をどのようにねじ結合するかを示す。図７に示された実施例においては、ケーシング状ス
リーブ７のねじ部分１４内にねじ込まれたのはアイボルト２２である。
【００４６】
　図９ないし１５は、より大きい有効長さを有する摩擦チューブアンカーを形成するため
に、本発明に請求されたように提供されたケーシング状スリーブ７を使用して２個の拡張
可能なチューブ１をどのようにして互いに連結し得るかを示す。この場合は、複数のチュ
ーブ１の端部が外側に転造ねじを有する複数のケーシング６に連結され、これらのねじは
ケーシング状スリーブ７のねじ部分１３にねじ込まれる。この実施例においては、外側に
丸ねじを有するケーシング６をチューブ１によりケーシング状スリーブ７内にねじ込み得
るように、ケーシング状スリーブ７には、丸ねじとして作られたねじを設けられた部分１
３が２個ある。
【００４７】
　図１２は、「閉鎖溶接」の方法で作られ、端部でケーシング６に端部が溶接されたチュ
ーブ１を示す。一方のチューブ１の内部に供給された圧力流体は、半径方向の２個の穴１
７からケーシング状スリーブ７の複数のねじ部分１３の間のねじ無し領域１５を経て次の
チューブ１内に流れる。
【００４８】
　図１３及び１４は、斜視図（図１３）及び断面図（図１４）においてねじ無し部分及び
半径方向の穴１７が明白なケーシング６の一実施例を示す。図９のこの実施例において、
使用されるケーシング状スリーブ７は、図１５に、このスリーブのためのその断面が再び
示される。図１５は、２個のねじ部分１３間にねじ無し領域１５が設けられた２個の部分
１３を示し、これは閉鎖溶接端部を有するチューブ１に対する流体の溢出に対して有利で
ある。
【００４９】
　図１６は、図９のものと同様な構成を示し、これでは、チューブ１の端部は開口溶接部
（図１８）を有し、ケーシング６に連結されている。この方法で、流体はチューブ１から
軸方向で別のチューブ１内に溢流できるため、ケーシング状スリーブ７内のねじ無し領域
１５並びにチューブの壁及びケーシング６の半径方向穴１７を無くすことができる。
【００５０】
　本発明に請求された摩擦チューブアンカーに設けられたケーシング状スリーブ７と関連
して使用し得る膨張アダプター２０が図７に示される。
【００５１】
　この膨張アダプター２０は、摩擦チューブアンカーの拡張可能なチューブ１を拡張させ
ることができる流体（圧力媒体）を、軸方向通路２５を有するように連結されたケーシン
グ状スリーブ７を介して提供する。この軸方向通路２５には、通常の圧力源から圧力流体
が半径方向の穴２７を介して供給され、この液体は軸方向通路２５内に排出される。
【００５２】
　図７に示された膨張アダプター２０は、ケーシング状スリーブ７内に突き出るテーパー
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部分２９を持つ。この部分２９は、ケーシング状スリーブ７の部分１４のねじに対応する
ねじ３１を持つ。特に、これはメートルねじである。
【００５３】
　図７に示されるように、本発明に請求される膨張アダプター２０においては、ねじ３１
は、膨張アダプター２０のケーシング状スリーブ７内に突き出るテーパー部分２９の軸方
向の長さに全部にわたり作られるのではなく、テーパー部分２９のほぼ中央にある限定さ
れた領域にだけ作られる。
【００５４】
　膨張アダプター２０のねじ３１とケーシング状スリーブ７のその外側の部分との間にリ
ングパッキング２１（Ｏリング）がある。ケーシング状スリーブ７内に挿入された、特に
ねじ込まれた膨張アダプター２０のために、リングパッキング２１は、ケーシング状スリ
ーブ７のアダプター側の端部と膨張アダプター２０のショルダー３３との間、従ってテー
パーにされた直径の部分とより大きな直径の膨張アダプター２０との間の移行領域におい
て把持される。この目的で、ケーシング状スリーブ７の環状の端部表面の内側に斜面３５
が作られる。
【００５５】
　図２２は、ケーシング６内に固定された端部であって閉鎖溶接の方法で作られ、かつケ
ーシング６に連結されたた前記端部を有する拡張可能なチューブ１の実施例を示す。拡張
可能なチューブ１の端部に設けられ、かつその内部を封鎖する溶接部４１は、拡張可能な
チューブ１をケーシング６に連結する。
【００５６】
　加えて、図２２に示される実施例においては、ケーシング６の端部領域にある端部は、
プラグ状のインサート４３により拡張可能なチューブの折り返しにおいて封鎖される。プ
ラグ状インサート４３は、例えば接合、圧入又は溶接でチューブ１に連結される。
【００５７】
　図２２に示された拡張可能なチューブ１の実施例においては、拡張可能なチューブ１を
拡張させるための圧力媒体をその内部に供給することができるように、溶接部４１に、拡
張可能なチューブ１に至る少なくも１個の開口４５（例えば、軸方向のドリル穴）が作ら
れる。圧力媒体は、開口４５を通って拡張可能なチューブ１の内部に入ることができる。
拡張可能なチューブ１の閉鎖溶接部を有し、更に圧力媒体が入るための溶接４１の開口４
５を有する実施例においては、ケーシング６の別の実施例に設けられた半径方向の穴１７
（図６）及び拡張可能かチューブ１の壁におけるこれと同一面の穴（図７）は不要である
。
【００５８】
　更に、拡張可能なチューブ１の閉鎖された溶接端部の溶接部４１に開口４５のある実施
例においては、半径方向の穴１７内の流路を作るためのケーシング状スリーブ７内のねじ
無し領域１５を無くすことができる。
【００５９】
　図７と同様な表現の図２３は、開口４５を有し、かつ溶接４１による閉鎖溶接部を有す
る拡張可能なチューブ１に対して、膨張アダプター２０をいかに使用し得るかを示す。
【００６０】
　図２４は、溶接部４１に少なくも１個の開口４５を有する図２３の実施例における閉鎖
溶接部を示す。
【００６１】
　図２５は閉鎖溶接チューブ１において、ケーシング状スリーブ７内にどのようにして別
の要素をねじ込み得るかを示す。
【００６２】
　図２６は、少なくも１個の開口４５のある溶接部４１による閉鎖溶接部を隣接した端部
に有する２個の拡張可能なチューブ１を、ケーシング状スリーブ７により互いにいかに連
結し得るかを示す。
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【００６３】
　少なくも１個の開口４５を有する溶接の実施例において、図９及び１０に示されたよう
な実施例において必要なねじ無し領域は、拡張可能なチューブ１の連接端部の閉鎖溶接の
場合はなくすことができることも図２６において認められる。
【００６４】
　２個の端部上のケーシング状スリーブ７は、リングシール１１がその封鎖機能を容易に
行い得るように、円筒状のねじ無し部分４７を有する。ケーシング状スリーブ７の中央領
域において、反対方向又は同方向のねじである部分１３のねじの間に、ねじ無し部分４９
がある。
【００６５】
　まとめると、本発明の一実施例は以下のように説明することができる。
【００６６】
　摩擦チューブアンカーは、圧力流体の作用により拡張することができ、かつケーシング
６に取り付けられるチューブ１を有する。ケーシング６は、ケーシング状スリーブ７のね
じ部分１３内にねじ込まれ、そして部分１３の内側に関してリングパッキング１１により
封鎖される。ケーシング状スリーブ７は別のねじ部分１４を有し、別の拡張可能なチュー
ブ１又はチューブ１を拡張させるための圧力媒体を供給するための膨張アダプター、或い
は取付け用ボルト、例えばアイボルトのいずれかを選択的にねじ結合させることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】図式的に示された拡張可能なチューブを有する摩擦チューブアンカーを示す図で
ある。
【図２】図１の線Ａ－Ａに沿った断面図である。
【図３】ケーシング及びケーシング状スリーブを有する拡張可能なチューブの断面図であ
る。
【図４】図３の摩擦チューブアンカーの斜視図である。
【図５】ハンガージャケットとして使用されるケーシング状スリーブを示す軸方向断面図
である。
【図６】ケーシングの軸方向断面図である。
【図７】圧力流体供給用のケーシング状スリーブの一方の端部から挿入された拡張可能な
チューブ、及び他方の端部に挿入された膨張アダプターを有するケーシング状スリーブの
軸方向断面図である。
【図８】ケーシングを介してケーシング状スリーブの一方の端部からねじ込まれ拡張され
たチューブ及び他方の端部にねじ込まれたアイボルトを有するケーシング状スリーブを示
す図である。
【図９】両側からねじ込まれたチューブを有するケーシング状スリーブの軸方向断面を示
す図である。
【図１０】図９の配列を示す斜視図である。
【図１１】図９の線Ａ－Ａに沿った断面図である。
【図１２】図９（拡張可能なチューブのみ）の線Ｂ－Ｂに沿った断面図である。
【図１３】溶接により拡張可能なチューブの端部に取り付けできるケーシングの斜視図で
ある。
【図１４】図１３のケーシングの軸方向断面図である。
【図１５】図９のケーシング状スリーブのみの軸方向断面図である。
【図１６】ケーシングを介して両側からねじ込まれた拡張可能なチューブを有するケーシ
ング状スリーブの別の実施例を示す図である。
【図１７】図１６の線Ａ－Ａに沿った断面図である。
【図１８】図１６の線Ｂ－Ｂに沿った拡張可能なチューブのみの断面図である。
【図１９】拡張可能なチューブに連結された（溶接された）ケーシングを示す斜視図であ
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る。
【図２０】図１９のケーシングの断面図である。
【図２１】図１６のケーシング状スリーブのみの軸方向断面図である。
【図２２】閉鎖溶接を有する一実施例の長手方向断面図を示す図３と同様な図である。
【図２３】拡張可能なチューブを溶接封鎖するための図７に実施例と同様な長手方向断面
図である。
【図２４】図２３の線Ｂ－Ｂに沿った断面図である。
【図２５】図８の閉鎖溶接された拡張可能なチューブと同様な実施例の部分的に切り取ら
れた図である。
【図２６】ケーシング状スリーブを介して互いに連結（閉鎖溶接）されている２個の拡張
可能なチューブを有する実施例（部分図）を示す図である。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１２】

【図１３】
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【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】
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【図２３】 【図２４】
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【図２７】
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