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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンジット内にケーブルを敷設するためのピッグにおいて、このピッグは、本体（２，
２′，２″），コンジット（８）の内面に従おうとするシール（３，３′，３″）及び管
状部に固定された又は一体化された支持部（１３，１３′，１３″）から構成され、この
本体は、半径方向に弾性的な管状部（９）から構成され、シールがこの管状部に取り付け
られていて、支持部は、コンジット内でピッグを誘導するガイド面（１４）を有し、ガイ
ド面の直径は、シールの最大直径よりも僅かに小さく、その結果、ピッグがコンジットの
変形部分を通過するときに、支持部が管状部を半径方向に変形させることを特徴とするピ
ッグ。
【請求項２】
　支持部は、本体の管状部から放射状に延在する歯の形であることを特徴とする請求項１
に記載のピッグ。
【請求項３】
　支持部は、管状部と一体に形成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載のピ
ッグ。
【請求項４】
　ピッグは、少なくとも２つの本体（２，２′，２″）及びシール（３，３′，３″）か
ら構成されることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のピッグ。
【請求項５】
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　本体（２，２′）は、本質的に同一であり軸線方向に並んで取り付けられていることを
特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のピッグ。
【請求項６】
　本体は、軸線方向に反対に取り付けられていて、シール（３′，３″）は、ピッグの反
対の端部に取り付けられていることを特徴とする請求項４に記載のピッグ。
【請求項７】
　２つのシール（３，３′，３″）間の圧力を分散するため、ピッグは、上流の本体内の
中空部（１１′）を通じかつオリフィス（１７）を介して外部空間（１２′）に通じる減
圧器（１８）を有することを特徴とする請求項４～６のいずれか１項に記載のピッグ。
【請求項８】
　シールは、高圧リップシールであることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記
載のピッグ。
【請求項９】
　ピッグは、前ガイド部材（４）を有し、この前ガイド部材（４）は、コンジットから引
き出すべきケーブルのフルールを収容するためのリセプタクルを形成する円錐形の又は傾
斜した前面から成ることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載のピッグ。
【請求項１０】
　ピッグは、前ガイド部材（４）及び後ガイド部材（５）を有し、これらのガイド部材は
、本質的に円錐形をなすためにこれらのガイド部材に対して傾いている弾性フィンガー（
２２）を有することを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載のピッグ。
【請求項１１】
　本体の管状部は、本質的に開放端部と放射状の壁によって少なくとも一部が閉鎖されて
いる端部とを有する中空シリンダの形をなし、シール及び支持部が、開放端部の近くに配
置されていることを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載のピッグ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ケーブルの据え付け、例えば光ファイバ又は電気的に内部に埋設された及び
／若しくは水中に沈められた据え付けコンジットの技術分野に関する。用語「ケーブル」
は、電力，液体及び電気信号，光信号又はその他の信号を送るためのチューブも意味する
。用語「ケーブル」は、小電力電気ケーブル，中電力電気ケーブル及び大電力電気ケーブ
ル又は単相若しくは３相にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンジット内部にケーブルを据え付けるための様々な方法が公知である。これらの方法
を以下で説明する。
【０００３】
　「引張り(Pulling) 」は、ケーブルの端部がコンジット内に既に設置されている掛鎖に
取り付けられることを意味する。この掛鎖は、ウィンチのドラムに取り付けられている。
このウィンチは、コンジット内部でケーブルをスライドさせることによってケーブルを巻
きつけてケーブルをコンジット内に敷設することを可能にする。
【０００４】
　「引張り－押込み(Pulling-pushing) 」は、ケーブルをその入口でコンジット内に押す
手段を使用して同時に押し引きしてケーブル先端の牽引力を減らし敷設距離を長くするこ
とを意味する。ケーブルを途中のマークに向けて誘導する手段も提供できる。
【０００５】
　「吹込み(Blowing) 」は、ケーブル供給手段とケーブルの先端に取り付けられた水密性
のピッグとの間の流体によって設置コンジットが圧力下に置かれることを意味する。した
がってコンジット内部で支配する圧力が、ピッグを移動させてケーブルの先端を引っ張り
続ける。この圧力は、一般に空気によって発生する。
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【０００６】
　「吹込み－押込み(Blowing-pushing) 」は、いわゆる「吹き込み」法で使用される手段
に関連してケーブルをその入口でコンジット内に押し込む手段を使用することを意味する
。
【０００７】
　「浮上－押込み(Floating-pushing)」及び／又は「輸送－押込み(carrying-pushing)」
は、流体、一般に空気又は水がケーブルの移動速度よりも速い速度でコンジット内に注入
されることを意味する。これは、ケーブルの外皮上の流体摩擦である。この流体摩擦は、
引張り力を及ぼす。この敷設技術では、コンジット内部の空気又は液体の静圧が、ケーブ
ルをコンジットから押し出す。
【０００８】
　或る「押込み－押込み」技術では、水もコンジット内に注入される。引張り力が、ケー
ブルの先端に固定されたピッグから来る。コンジット内に注入された水の圧力が、このケ
ーブルにかかる。この目的のために、ピッグが、１つ又はそれ以上のシールを有する。
【０００９】
　注入水又はその他の液体の技術の利点の１つは、浮力に起因したコンジットの内壁に対
するケーブルの支圧応力つまり摩擦力の減少である。しかしながら敷設距離は、最大許容
水圧によって制限される。この最大許容水圧は、ピッグにかかりうる最大圧力によって決
定される。
【００１０】
　コンジット内の曲率半径及びコンジットの外形の楕円変形のために、存在するピッグは
、並設された一連の円錐形の又は板状の曲げやすいゴムリップを有する。これらの曲がり
やすいリップは、一般に数bar を超えない非常に高い圧力に耐えない大きな欠点を有する
。その結果、ピッグの引張り力が比較的制限される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の課題は、ケーブルの敷設距離つまりコンジット内に挿入できるケーブルの長さ
を長くすることを可能にするコンジット内にケーブルを敷設するためのピッグを提供する
ことにある。
【００１２】
　敷設技術で使用できるケーブル敷設ピッグを提供することは有益である。この敷設技術
では、液体、例えば水が、ケーブルのコンジット内に注入される。
【００１３】
　信頼でき経済的で液体の漏洩を減らすか又は排除さえするコンジット内にケーブルを敷
設するためのピッグを提供することも有益である。
【００１４】
　コンジットからケーブルを引き出すために使用され得るケーブル敷設ピッグを提供する
ことが有益である。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の課題は、請求項１に記載のケーブルを敷設するためのピッグによって解決され
る。
【００１６】
　本発明では、コンジット内にケーブルを敷設するためのピッグが、本体，コンジットの
内面に従おうとするシール及び管状部に固定された又は一体化された支持部から構成され
る。この本体は、放射状の弾性管状部から構成される。シールがこの管状部に取り付けら
れている。支持部は、コンジット内でピッグを誘導するガイド面を有する。ガイド面の直
径は、シールの最大直径よりも僅かに小さい。その結果、ピッグがコンジットの変形部分
を通過するときに、支持部が、管状部を半径方向に変形させる。支持部は、シール用の軸
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線方向の支持部としても働く。
【００１７】
　好ましくは、シールの軸線方向の支持部がシールの外径に達する直径を有し、シールの
リップの逆転の問題を阻止しそれ故に高圧に耐えることを可能にする一方で、シールを弾
性管状部上に取り付けることによってシールの半径方向の変形を可能にする。この弾性管
状部は、支持部によるコンジットの変形に順応する。
【００１８】
　支持部は、本体の管状部から放射状に延在する歯の形にできる。これらの支持部は、Ｐ
ＯＭの特定のプラスチック，ナイロン又はテフロン（登録商標）タイプのような低い抗力
係数を呈する材料から成る本体に一体的に形成され得る。本体は、管状部の一方の端部の
一部又は全部を閉鎖する放射状の壁からも構成され得る。この壁は、一方では本体を安定
化させ他方では液体の輸送を阻止する。本体内部の静水圧を制限するため、減圧器の形態
の校正バルブが、本体内に特に放射状の壁内に取り付けられ得る。シールのリップを潤滑
し冷却するため、好ましくは、所定量の水をシールに注入するための１つ又はそれ以上の
オリフィスが本体内に形成されている。
【００１９】
　凹凸がコンジット内にあるときに、例えば２つのコンジットの端部間の連結部分を通過
するときに、圧力低下を阻止するため、好ましくは２つ又はそれ以上の本体を軸線方向に
並べて取り付けることが可能である。
【００２０】
　このような構成では、減圧器に通じる放射状のオリフィスが２つのシール間に配置され
ている。この減圧器は、連続するシール間の圧力及び本体の管状部の内側と外側との間の
圧力差を分散させることを可能にする。幾つかの本体及び対応するシールを組み立てるこ
とは、コンジット内の水の高圧注入に耐えそれ故に敷設距離を長くすることを可能にする
。
【００２１】
　複数のガイド部材が、本体の各軸線方向に取り付けられ得る。これらのガイド部材の全
てが、例えば中心固定スピンドルから成る固定手段によって固定される。ケーブルの先端
に取り付けるためのリング，フック又はその他の取付部材を固定手段に固定することも可
能である。
【００２２】
　コンジットの変形に順応する目的のため、ガイド部材は、部材の周囲に配置された弾性
フィンガーのような弾性部材を有利に有する。
【００２３】
　ピッグがケーブルをコンジットから引き出す場合、ガイド部材の頭部が、ガイド部材を
ケーブルのフルールに位置決めするための円錐の又は本質的に円錐のリセプタクルを有し
得る。
【００２４】
　幾つかのピッグが、少なくとも１つの本体，１つのシール，１つのガイド手段及び１つ
の減圧器から構成され、間接固定手段によって連結され得る。
【００２５】
　以下に、本発明の有益な特徴を図面に基づいて詳しく説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　図面、特に図１～３によれば、コンジット内にケーブルを据え付けるためのピッグは、
本体２，シール３，前ガイド部材４，後ガイド部材５，ピッグのいろいろな部材を固定す
る手段及びコンジット内に据え付けるべきケーブルの一方の端部にピッグを取り付けるた
めの取付部材７から構成される。フェルール（図示せず）が、ケーブルの端部に固定され
ている。このフェルールは、補完取付部材から構成される。
【００２７】
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　本体２は、半径方向に弾性的な管状部９，固定手段６用の通路以外のこの管状部９の一
方の端部の少なくとも一部を閉鎖する放射状の包囲部１０，オリフィス及び弁又は減圧器
を収容するための中空部から構成される。包囲部１０は、一方では本体の中空部１１を外
部１２から分離し、他方では本体を固定させ強化し、この本体をその他の本体及び／又は
ガイド部材４，５に連結させることを可能にする。以下の説明でより理解される理由のた
めに半径方向に弾性であるように、管状部は、この実施の形態では本質的に比較的薄い壁
を有する中空シリンダの形である。
【００２８】
　本体２は、硬い支持部１３も有する。この支持部１３は、管状部９から延在してシール
３用の放射状の支持部として働く。この実施の形態では、密閉支持部１３は、放射方向に
管状部９に一体化して延在している歯の形であり、周囲ガイド面１４を有する。この周囲
ガイド面１４の直径は、コンジットの直径よりも僅かに小さい。ピッグが、このコンジッ
ト内に挿入され、それ故にシール３の最大直径よりも僅かに小さい。
【００２９】
　それ故に周囲ガイド面１４は、一方ではピッグ、特にコンジット内のピッグのシール１
３を中心合わせし誘導し、他方ではシールに対する固定の軸線方向の支持部を形成する。
高圧に耐えるため、このシールは、好ましくは例えばＶ字状の形のリップシールである。
図２中に示したように、コンジット８の変形した部分を通過する場合、密閉支持部１３の
周囲ガイド面１４がコンジットの内面に接触する。このとき、直径が減少していて、周囲
ガイド面１４が当たるチューブ９の一部を弾性的に変形させる。ピッグに作用する摩擦力
を低減するため、この周囲ガイド面１４は、好ましくは低い摩擦係数を呈する材料から成
る。
【００３０】
　管状部９が変形すると、この管状部に当たるシール３が、変形し、コンジットの内面と
本体との間の良好な密閉を提供する。この構成は、特に高圧、例えば約35bar の圧力の使
用に適合したリップシールのようなシールを使用することを可能にする。このリップシー
ルは、コンジット内に挿入され得るケーブルの長さを実質的に増大させる。
【００３１】
　シール３のリップ１５を潤滑させ冷却するため、小さい放射状の折フィス６が管状部９
及び／又は密閉支持部１４を通過する。このことは、本体の中空部１１から外部空間１２
までの水路を形成する。これらのオリフィスの数、例えば本体の周囲で４～８個及び直径
は、重大な圧力低下を起こすことなしに接合部の冷却及び潤滑用の十分な水を供給するた
めに適合されている。例えば本体の包囲部１０内の空洞内に取り付けられた弁又は減圧器
１８を通じてシール３用の冷却潤滑水を供給することも可能である。この減圧器１８は、
本体の中空部１１に通じている入口及び外部空間１２に通じている出口１７を有する。図
３又は図６中に示されているように、減圧器１６が、それぞれの本体２，２′の２つのシ
ール３，３′間に取り付けられている場合、この減圧器１６は、これらの本体の外部空間
１２，１２′，１２″と中空部１１，１１′，１１″との間の圧力差を減らすために役立
つ。このことは、特に２つのシール３，３′，３″上のスラスト荷重を分散させることを
可能にする。
【００３２】
　図３中の実施の形態では、本体３′，３が本質的に同じであるが、図６中に示したよう
に本体を反対に取り付けることが可能である。この場合、本体２′の包囲部１０′と本体
２″の包囲部１０″とが互いに押圧される。図６中の実施の形態の反対に取り付けること
は、シール３′，３″間及び支持部１３′，１３″間の距離を長くすることを可能にする
。この距離は、ピッグのシールの誘導及び不浸透性を向上できる。
【００３３】
　ピッグの固定手段６は、中心のスピンドル１９から構成される。この固定手段６は、中
心のスピンドル１９の周りに同軸状に取り付けられたスリーブ２０を介してピッグの中心
軸線に沿って配置されて前ガイド部材４及び後ガイド部材５並びに本体２，２′，２″を
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軸線方向に押圧する。スリーブ２０は、本体９の管状部分の開口端部２１，２１′，２１
″がその弾性運動を可能にするように拘束されていない。それ故にこのスリーブ２０の長
さは、管状部分の開口端部２１，２１′，２１″と隣接した部材、すなわちガイド部材４
，５又は隣接した本体の包囲部１０′との間に特定の隙間を残すように寸法決めされてい
る。
【００３４】
　前ガイド部材４及び後ガイド部材５は、周囲に配置された弾性フィンガー２２を有利に
有し、本質的に円錐形にするためにガイド部材に対して僅かに傾けられている。これらの
弾性フィンガー２２は、一方ではコンジット内のピッグを中心合わせし他方では例えばコ
ンジットの端部の連結部分又は損傷した表面に起因した凹凸や不連続性によってピッグが
コンジットの内側に接触するのを阻止する。弾性フィンガーは、ガイド部材をコンジット
の内側の輪郭に合わせることも可能にする。
【００３５】
　コンジットから引き出されるケーブルに取り付けられたフェルールを収容し中心合わせ
するため、前ガイド部材４の前面が、好ましくは本質的に円錐形又はその他の傾斜した形
をなしたリセプタクルを有する。したがってこのピッグは、ケーブルをコンジット内に敷
設するときにケーブルを引くために使用できるだけではなく、ケーブルをコンジットから
引き出すときにケーブルを押すためにも使用できる。ガイド部材の傾斜した前面２３内の
ケーブルのフェルールの中心合わせは、特にコンジット内で曲がったときのコンジット内
のピッグの詰まりの問題を解決する。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明のコンジット内にケーブルを据え付けるためのピッグの実施の形態の図で
ある。
【図２】図１の矢印ＩＩの方向に沿った図である。
【図３】図２の線ＩＩＩ－ＩＩＩに沿った図である。
【図４】本発明のピッグの本体の図である。
【図５】図４の矢印Ｖの方向の図である。
【図６】本発明のピッグのもう１つの実施の形態の縦方向の図である。
【符号の説明】
【００３７】
　１　ピッグ
　２　本体
　３　シール
　４　前ガイド部材
　５　後ガイド部材
　６　固定手段
　７　取付部材
　８　コンジット
　９　管状部
　１０　包囲部
　１１　中空部
　１２　外部空間
　１３　密閉支持部
　１４　周囲ガイド面
　１５　リップ
　１６　オリフィス
　１７　出口
　１８　弁
　１９　スピンドル
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　２０　スリーブ
　２１　開口端部
　２２　弾性フィンガー

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】
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