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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細長い部材を支持層内に締結するためのアンカーであって、前記細長い部材が略一定の
横断面の脚を有し、前記アンカーが、
　前記脚の断面に沿って、かつ断面の周りに嵌合するような形状にされた内向きの面を有
する少なくとも１つの細長いコレットと、
　前記少なくとも１つのコレットと前記脚とを組み合わせて収容するような形状にされ、
寸法設定される内部空洞を有する細長いハウジングと、を備え、
　前記少なくとも１つのコレットのそれぞれが、頂端部および底端部を有し、前記頂端部
および前記底端部は、前記ハウジング内の前記内部空洞の頂端付近および底端付近にそれ
ぞれ位置するように離間しており、前記頂端部から内向きにテーパの付いた外向きの面が
、前記頂端部に近接する第１の部分と前記底端部に近接する第２の部分とにおいて前記底
端部に向かっており、
　前記ハウジングの前記内部空洞には、対応する前記第１と第２の部分とにおいて内向き
にテーパが付いており、
　前記コレットのそれぞれの前記外向きの面には、前記第１のテーパの付いた部分と前記
第２のテーパの付いた部分との間でテーパが付いておらず、
　それによって使用時に前記コレット上の下向きの圧力が前記頂端部付近および前記底端
部付近で前記外向きの面と前記ハウジングとの間にくさび留め接触を作り出すことができ
、前記第１のテーパの付いた部分と前記第２のテーパの付いた部分の間では、前記コレッ
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トと前記ハウジングの間にくさび留め接触が実質的に起きないことを特徴とするアンカー
。
【請求項２】
　少なくとも１つの前記コレットと前記ハウジングとが、弾力性のあるプラスチック材料
から形成される、請求項１に記載のアンカー。
【請求項３】
　前記脚を取り囲むような形状にされ、配置されるスリーブの実質的に相補的な部品を形
成するように構成される２つの前記コレットを含む、請求項１に記載のアンカー。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのコレットが、前記頂端部のところに外向きに突起するフランジを
含む、請求項１に記載のアンカー。
【請求項５】
　前記ハウジングが、前記フランジを格納するような形状にされ、配置されるカラーを含
む、請求項４に記載のアンカー。
【請求項６】
　前記コレットが前記頂端部から下向きに延びる長手方向のスロットを含み、前記スロッ
ト内に嵌合するような形状にされ、寸法設定され、前記コレットを通り前記脚と前記ハウ
ジングとの間に係合するように構成されたキーをさらに含む、請求項１に記載のアンカー
。
【請求項７】
　前記ハウジングが、使用時に前記キーによって係合されるように構成される凹部および
金属裏当て板をさらに含む、請求項６に記載のアンカー。
【請求項８】
　前記キーが前記脚と係合するように配置される縁部を有する平らなブレードを備え、前
記縁部が対になった平行な尖った縁部を提供できるように横断面が凹面である、請求項６
に記載のアンカー。
【請求項９】
　前記キーがその頂端部のところに、使用時に前記コレットの前記頂端部と面一で位置す
ることができるように、前記溝付きのコレットの断面とサイズおよび形状が略対応するフ
ランジを含む、請求項６に記載のアンカー。
【請求項１０】
　前記コレットのそれぞれの前記内向きの面が、複数の横断方向のリブを前記頂端部付近
および前記底端部付近に含む、請求項１に記載のアンカー。
【請求項１１】
　前記ハウジングが前記底端部のところに、またはその近くに、電気配線を受け入れるよ
うに寸法設定され、配置される少なくとも１つの開口部を含む、請求項１に記載のアンカ
ー。
【請求項１２】
　前記ハウジングが、電気配線を受け入れるように寸法設定され、配置される少なくとも
１つの壊れやすい膜を含む、請求項１に記載のアンカー。
【請求項１３】
　前記ハウジングが、前記少なくとも１つのコレットとキー留めされるように構成され、
配置される少なくとも１つの長手方向リブを前記内部空洞の壁上に含む、請求項１に記載
のアンカー。
【請求項１４】
　前記脚および前記ハウジングのうちの１つが横断方向に突起するピンを含み、もう１つ
がその中に、前記ピン上で係合するような形状にされ、配置される横断方向に伸びる開口
部を含み、それによって使用時に、前記ハウジングに対する前記脚の長手方向の移動が前
記ピンによって防止されるように、前記コレット上の下向きの圧力が前記ピンを圧し前記
開口部との係合に入らせる、請求項１に記載のアンカー。
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【請求項１５】
　前記ハウジングが、前記支持層と係合するように、１つまたは複数の突起部を前記ハウ
ジングの外側表面に含む、請求項１に記載のアンカー。
【請求項１６】
　前記カラー内に係合するように寸法設定され、係合するようになされたキャップをさら
に含む、請求項５に記載のアンカー。
【請求項１７】
　前記キャップが環状であり、かつ前記細長い部材の周りに嵌合するように寸法設定され
、配置される、請求項１６に記載のアンカー。
【請求項１８】
　コンクリートなどの固化可能な流体建設材料を使用して、前記ハウジングを前記支持層
内の穴の中に設置するステップと、
　前記細長い部材の脚を前記ハウジングの内部空洞内に挿入するステップと、
　少なくとも１つの前記コレットを前記脚と並べて前記ハウジングの前記内部空洞内に挿
入するステップと、
　前記頂端部の近くと前記底端部の近くとで、前記コレットと前記ハウジングの間のくさ
び留め接触を作り出すように前記少なくとも１つのコレット上に下向きの圧力を加えるス
テップとを含み、前記第１のテーパの付いた部分と前記第２のテーパの付いた部分の間で
は、前記コレットと前記ハウジングの間にくさび留め接触が実質的に起きないことを特徴
とする請求項１に記載のアンカーを使用して細長い部材を支持層内に締結する方法。
【請求項１９】
　前記コレットが、前記頂端部から下向きに延びる長手方向のスロットを含み、前記アン
カーが、前記スロット内に嵌合するような形状の、かつ嵌合するように寸法設定されるキ
ーをさらに含み、
　前記コレットを通り前記脚と前記ハウジングの間に係合するように、前記キーを前記長
手方向スロット内に嵌合させるステップをさらに含む、請求項１８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポール、ポスト、マストまたは他の細長い部材用の再使用可能な支持構造体
に関し、その基本は地面または他の支持層内に挿入されるべき可逆的に固定可能な地面ア
ンカーである。
【背景技術】
【０００２】
　非常に様々な活動が、画定される期間ある目的に役立ち、次いで再び必要とされるまで
取り除かれる、地面または平らな床、道路または他の支持層内へのポールの一時的な配置
に依存している。用途には、道路標識および交通整理対策、広告または情報標識、動物制
御または群集整理のためのフェンス、スポーツを行うとき使用するためのポスト、テント
ポール、クリスマスツリー支持体、電気配線を担持するためのポール／ポスト、等が含ま
れる。より詳しくは本発明は、同じ場所またはその近くにポールの繰り返し設置、取り外
し、および交換が必要で、かつポールのないときその領域に妨害物が存在すべきでない活
動に適用可能である。
【０００３】
　この必要性に対する過去の解決策には、地面上に位置する重い横方向に広がり出るベー
スを有するポストを準備すること、ポストの最下部の周りで地面に対し摩擦によって把持
されるようにポストを強制的に地面内に押し込むこと、ポストのベース周りで固化できる
コンクリート、氷、または何か他の材料内にポストを埋め込むこと、かつ／またはキー、
くさび、またはコレットなどの機械的な掴み装置を使用することが含まれる。
【０００４】
　掴み動作を増幅するためにコレット／くさび装置を使用する従来技術の存在にも拘わら
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ず、ポールの周りに配置すべき別個の締め付けカラーの使用、螺旋ネジ（Partee）に沿っ
て動作させること、および多くの場合ポールが設置されていないときでさえ地面から突起
したままである固定システムの一部分を必要とするなどの欠点が存在する。
【０００５】
　本発明者らは、旗用ポールなどのかなり高価な、ステンレス鋼ポールアセンブリが販売
されるのに、地面から延びるポールの部分をのこぎりで切断し、残りをコンクリートベー
ス内に埋め込まれたままに残すのは別として、繰り返し取り外しおよび交換のための対応
するシステムが全く提供されないことを知って驚かされた。
【０００６】
　解決すべき問題点は、時々ポールを取り外しかつ交換することを可能にし、かつその上
ポールが定位置にないとき領域上に最小限の影響しか有さない、単純だが効果的なポール
保持装置を考案することに要約することができた。
【０００７】
　従来技術
　従来技術の探索によって、バスケットボールゴール支持ポールまたは標識把持器などの
ポールを把持するための多くのソケットが記載されてきており、それらの多くがテーパロ
ックまたはコレットの何らかの形態を含むことが明らかになった。例えあるとしても極く
わずかのものが、確実な支持を可能にし、かつ／または、取り外しが（ａ）そうするよう
に認可された人たちに限られ、（ｂ）必要なとき信頼性高くかつ損傷なしに行うことがで
きるように、特別な挿入または取り外し工具を教示する。（１９９６年日付の）特許文献
１（特許文献２も）、埋め込まれたシェル、コレットおよびテーパの使用を教示する。こ
の場合は、周りにコンクリートまたは土が成形されるはずのシェルが地表面下に挿入され
る前に互いに固定される２つの半体で供給される。出来上がったシェル＋キャップは、内
向きにテーパの付いた下側端部と内向きにテーパの付いた上側開口部を除き垂直断面で長
方形の外形を有し、一連の短いタブ上を閉まり、ポストがキャップから出てくるところの
直下でそれらをポスト内に強制的に押し込むナイロンの内側にねじ切りされたキャップを
備える。これは、以下で説明するような並置される等身大のコレットおよび固定手段を有
する本発明の単ピースシェルと著しい対照にある。このポストは、丸い横断面を有さなけ
ればならない。定位置に固定された後で、多分活発なプレーまたは風によって誘起される
振動の故にこのポストが上向きに移動する場合、ポストとシェルの間で接触する下側の制
限された領域はすぐに接触しなくなる。このポストをクランプし、または解放するのに使
用される唯一の工具は、キャップがネジで上下するようにナイロンキャップを締めたり緩
めたりするためのハンマーとくさび手段である。
【０００８】
　特許文献３は、地面に入る、通常はコンクリート内に入る直線パイプのシェル、および
シェルの上側端部内でポストの短い部分を取り囲むテーパの付いたコレットを教示する。
好ましいプラスチックの弾力が少しの変形を助成するであろうけれども、やはり隣接する
直線の円筒状区画と接触するコレットの、短い長さのテーパの付いた外側表面しか存在し
ない。
【０００９】
　特許文献４は、テーパの付いた花弁部を有するワンピースの成型スカートがポールをベ
ース内に把持するためのコレットの囲いとしての役目を果たす、クリスマスツリー用の支
持体を教示する。中に挿入されるときこのスカートは、円筒状ポールに対するテーパの付
いたクランプ囲いを提供するように、ベースの上面に存在する均一にテーパの付いた穴と
協働する。ネジがこのスカートをベース上に把持し、解いたときポールを取り外すことが
できる。
【特許文献１】米国特許第５５７１２２９号
【特許文献２】米国特許第５７５２３４９号
【特許文献３】米国特許第７００３９１９号
【特許文献４】米国特許第５４９７９７２号
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　取り外し可能なポールを設置しかつ保持するための改善された装置を提供すること、ま
たは少なくとも公衆に有益な選択を提供することが本発明の１つの目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　第１の主要な態様では、本発明は細長い部材を支持層内に締結するためのアンカー留め
手段を提供し、前記細長い部材は略一定の横断面の脚を有し、前記アンカー留め手段が、
　前記脚の断面に沿って、かつ断面の周りに嵌合するような形状にされた内向きの面を有
する少なくとも１つの細長いコレットと、
　前記少なくとも１つのコレットと前記脚とを組み合わせて収容するような形状にされ、
かつ寸法設定される内部空洞を有する細長いハウジングとを備え、
　前記少なくとも１つのコレットのそれぞれが、頂端部および底端部と、前記頂端部に近
接する第１の部分内で、かつ前記底端部に近接する第２の部分内で前記頂部から前記底部
に向かって内向きにテーパの付いた外向きの面とを有し、かつ前記ハウジングの前記内部
空洞が対応する第１および第２の部分で内向きにテーパが付いており、
それによって使用時に前記コレット上の下向きの圧力が、前記頂端部の近くで、かつ前記
底端部の近くで前記外向きの面と前記ハウジングの間にくさび留め接触を作り出すことが
できる。
【００１２】
　前記コレットのそれぞれの前記外向きの面が、前記第１のテーパの付いた部分と前記第
２のテーパの付いた部分の間でテーパが付いてなく、それによって使用時に、前記第１の
テーパの付いた部分と前記第２のテーパの付いた部分の間で、コレットとハウジングの間
にくさび留め接触が実質的に全く起きないことが好ましい。
【００１３】
　前記少なくとも１つのコレットと前記ハウジングが、弾力性のあるプラスチック材料か
ら形成されることが好ましい。
【００１４】
　アンカー留め手段が、使用時に前記脚を取り囲むような形状にされ、かつ配置されるス
リーブの略相補的な部品を形成する２つの前記コレットを含むことが好ましい。
【００１５】
　前記少なくとも１つのコレットが、前記頂端部のところに外向きに突起するフランジを
含むことが好ましい。
【００１６】
　前記ハウジングが、前記フランジを格納するような形状にされ、かつ格納するように配
置されるカラーを含むことが好ましい。
【００１７】
　前記コレットが前記頂端部から下向きに延びる長手方向のスロットを含み、
アンカー留め手段が、使用時に前記コレットを通り前記脚と前記ハウジングの間に係合す
るように、前記スロット内に嵌合するような形状にされかつ寸法設定されるキーをさらに
含むことが好ましい。
【００１８】
　前記ハウジングが、使用時に前記キーによって係合されるように配置される凹部および
金属裏当て板をさらに含むことが好ましい。
【００１９】
　前記キーが使用時に前記脚と係合するように配置される縁部を有する平らなブレードを
備え、前記縁部が対になった平行な尖った縁部を提供できるように横断面が凹面であるこ
とが好ましい。
【００２０】
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　前記キーがその頂端部のところに、使用時に前記コレットの前記頂端部と面一で位置す
ることができるように、前記溝付きのコレットの断面とサイズおよび形状が略対応するフ
ランジを含むことが好ましい。
【００２１】
　前記コレットのそれぞれの前記内向きの面が、使用時に前記脚と係合するように、複数
の横断方向のリブを前記頂端部の近くに、かつ前記底端部の近くに含むことが好ましい。
【００２２】
　前記ハウジングが前記底端部のところに、またはその近くに電気配線を受け入れるよう
に寸法設定され、かつ配置される少なくとも１つの開口部を含むことが好ましい。
【００２３】
　前記ハウジングが、使用時に穴あけされるとき電気配線を受け入れるように寸法設定さ
れ、かつ配置される少なくとも１つの壊れやすい膜を含むことが好ましい。
【００２４】
　前記ハウジングが、使用時に前記１つまたは複数のコレットの前記ハウジング周りでの
回転移動を防止するために、前記少なくとも１つのコレットとキー留めされるようになさ
れ、かつキー留めされるように配置される少なくとも１つの長手方向リブを前記内部空洞
の壁上に含むことが好ましい。
【００２５】
　前記脚および前記ハウジングのうちの１つが横断方向に突起するピンを含み、もう１つ
がその中に、前記ピン上に係合するような形状にされ、かつ係合するように配置される横
断方向に伸びる開口部を含み、それによって使用時に、前記ハウジングに対する前記脚の
長手方向の移動が前記ピンによって防止されるように、前記コレット上の下向きの圧力が
前記ピンを圧し前記開口部との係合に入らせることが好ましい。
【００２６】
　前記ハウジングが、使用時に前記支持層と係合するように、１つまたは複数の突起部を
その外側表面に含むことが好ましい。
【００２７】
　アンカー留め手段が、ハンドル、支点、および前記ハンドルに対し横断方向に延びかつ
前記支点に対してオフセットする三日月形状のヘッドからなるコレット取り外し工具を備
え、それによって使用時に、前記三日月形状のヘッドの先端を前記コレットの頂端部のと
ころの前記突起するフランジの下に係合させることができ、前記ハンドルによって加えら
れる前記支点に対する梃子作用で前記コレットを上昇させるために使用が可能であること
が好ましい。
【００２８】
　前記工具が、前記支点の下に嵌合するようになされ、かつ嵌合するように配置される支
承ブロックをさらに含むことが好ましい。
【００２９】
　前記ヘッドが、前記ハンドルおよび前記支点に対して枢動可能に搭載されるのが好まし
い。
【００３０】
　アンカー留め手段が、前記カラー内に係合するように寸法設定され、かつ係合するよう
になされたキャップを含むことが好ましい。
【００３１】
　前記キャップが環状であり、かつ前記細長い部材の周りに嵌合するように寸法設定され
かつ配置されることが好ましい。
【００３２】
　別の主要な態様では、本発明は細長い部材を上記で説明したアンカー留め手段を使用し
て支持層内に締結する方法を提供し、この方法は、
　コンクリートなどの固化可能な流体建設材料を使用して、前記ハウジングを前記支持層
内の穴の中に設置するステップと、
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　前記細長い部材の脚を前記ハウジングの内部空洞内に挿入するステップと、
　少なくとも１つの前記コレットを前記脚と並べて前記ハウジングの前記内部空洞内に挿
入するステップと、
　頂端部の近くと底端部の近くで、前記コレットと前記ハウジングの間のくさび留め接触
を作り出すように前記少なくとも１つのコレット上に下向きの圧力を加えるステップとを
含む。
【００３３】
　前記コレットが前記頂端部から下向きに延びる長手方向のスロットを含み、前記アンカ
ー留め手段が、前記スロット内に嵌合するような形状の、かつ嵌合するように寸法設定さ
れるキーをさらに含み、
前記方法が前記コレットを通り前記脚と前記ハウジングの間に係合するように、前記キー
を前記長手方向スロット内に嵌合させるステップをさらに含むことが好ましい。
【００３４】
　この方法が、環状カバーを前記細長い部材の周りで前記ハウジングの上に適用し、前記
カバーをカラー内で前記ハウジング上に係合させるステップをさらに含むことが好ましい
。
【００３５】
　本発明の別の主要な態様では、本発明は上記で説明したアンカー留め手段を使用して支
持層内に締結された細長い部材を取り外す方法を提供し、この方法は、
工具の前記三日月形状のヘッドの先端をコレットの突起するフランジの下に係合させるス
テップと、
　工具の前記ハンドルに圧力を加え、前記支点に対する梃子作用によって前記コレットを
上昇させるステップと、
　前記コレットを取り外すステップと、
　前記細長い部材をアンカー留めシステムの構成部品に対する損傷なしに取り外すステッ
プとを含む。
【００３６】
　本発明の別の主要な態様では、本発明はフェンス用のポストを搭載するための装置およ
び方法を提供し、このフェンスのポストは、長方形の横断面を有し、コレットおよびハウ
ジングはそれにしたがった形状にされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　本明細書で与えられる本発明の説明は、純粋に例示の目的で与えられ、いかなる方法で
も本発明の範囲または限界を限定するとしてとらえるべきではない。
【００３８】
　この明細書を通して、文章がそうではないと要求しない限り、用語「備える、含む（co
mprise）」および「comprising」または「comprises」などの変形形態は、述べられた整
数またはステップあるいは整数またはステップの群を含めることを意味するが任意の他の
整数またはステップあるいは整数またはステップの群を除外することを意味しないことは
理解されるであろう。
【００３９】
　向きの用語「頂部（top）」または「底部（bottom）」または垂直のまたは水平の向き
に対する他の参照は説明を分かり易くするために使用されるが、この発明の装置は任意の
方向に向けることができ、そのような場合これらの用語はそれにしたがって言い換えられ
なければならないことは理解されるであろう。
【００４０】
　要約すると、この明細書は地面固定物、特に一定の横断面を有するポストＡのための急
速解放固定システムを説明し、かつ地面に埋め込まれるハウジングＢ、１対の自立構造の
固定部材（コレットまたはくさび）Ｃ、およびキーＤを提供する。固定部材を挿入し、固
定しかつ後で取り外すための工具が説明される。使用時には、ポストＡは埋め込まれたハ
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ウジングＢの内部空洞内に緩く配置され、次いで１つの固定部材Ｃがポストの各側面を押
し下げられる。ただ１つの固定部材Ｃを定位置内に打ち込むこともできる。
【００４１】
　（コレットまたはくさびと呼ばれる）この好ましい固定部材Ｃは、（好ましくは射出成
型または同等の製法によって）内向きの面でポスト横断面に対してきっちりと嵌合し、か
つ外向きの面でハウジングの内側にきっちりと嵌合するような形状にされ、かつ接触面積
を増加させる若干の弾力性をもたらし、腐食に対する抵抗力をもたらすためにプラスチッ
ク材料から作られるのが好ましい。
【実施例１】
【００４２】
　本発明は、地面または壁などの支持層（２）内にポスト（またはポール、パイプ、シャ
フト、梁、マスト等）を可逆的にアンカー留めするためのシステムに関する。図面および
部品識別のための凡例は多くの詳細を含む。原理的に本発明は、２つの主要な構成部品～
指定される場所に永久的に埋められるハウジングと、それらが抗回転手段、固定手段およ
び取り外し手段と一緒にシャフトの周りを包むような形状にされているためコレットとし
て知られる型式の１つ、２つ、またはそれ以上のくさびとを使用する。
【００４３】
　ポストＡ
　ポストＡは、断面が丸く（図１～８、１０～１３）または６角形、正方形（図９）など
の多角形であることができる。それは、流体を輸送するまたは銅線や光ファイバ材料など
の導体を保護する中空の導管またはパイプであることができる。このポストＡは、定位置
内に打ち込まれたキーＤが接触点でポストＡを変形させる、図１のように、わずかに変形
可能な材料から作られるのが好ましい。これが、ポストの移動を妨げるのに役立ち、キー
を保持するのを助ける。変形可能な材料にはほとんどの金属およびいくつかのプラスチッ
クが含まれるが、選択されるプラスチックが変形圧力のために割れたり機能しなくなった
りしないように注意しなければならない。本発明は、ポストをその中に含むことなしに適
切に組み立てられそうもないが、ポストそれ自体はこのアンカー留め発明の一部をなさな
いことに留意されたい。
【００４４】
　ハウジングＢ
　これは金属で、ただしプラスチックで作られるのも好ましい、強いかつ耐久性のある、
非腐食性材料から作られるのが好ましいシェル（図１の正断面内の濃い斜線Ｂ）である。
このハウジングＢは、通常使用のためにコンクリート内に埋め込まれるであろう。したが
って使用のときほとんど圧縮できない囲いがハウジングの外側の周りに設けられている。
鋼の補強リング（３）を引っ張り強度を与えるためにコンクリート内に埋め込むことがで
きる。付着性を改善し、かつ非対称的な標識に吹き付ける風によって引き起こされるなど
のハウジングの所望されない回転を防止するために、フィンまたは他の突起部をハウジン
グの外側表面に使用することができる。ハウジングの内部には、以下で説明するコレット
Ｃの外側上のものと密接に対応するテーパの付いた部分Ｔ１およびＴ２が設けられ、故に
適度に正確な形状であるべきである。鋳造金属で作られる場合は、このテーパの付いた領
域は、切削または研磨操作で仕上げられるのが有益である可能性がある。テーパの１つの
利点は、幅に関していくらかの実用的な公差が存在することである。ハウジングの内側表
面に２つ以上の垂直リブＹを設けることができ、それらはコレットＣを案内し、かつコレ
ットＣをハウジング内の回転に抗して把持する。ハウジングの頂端部のところに、外向き
に突起するカラーＬが設けられる。カラーＬの内側表面は、水平のリブＺが設けられるの
が好ましく、使用時にはそれらはハウジングとコレットＣのヘッドの間の隙間を維持し、
以下で説明するようにその中に取り外し工具を導入することができる。ハウジングの脚ま
たは底端部のところに、好ましくは突き出し型式の線開口部Ｍを設けることができ、それ
によってパイプまたは線をコレットＣの下でハウジングのベース内に導入することができ
る。このハウジングの寸法は通常、用途に応じて深さ３０ｃｍ×直径１２～１５ｃｍであ
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る。このハウジングの内部も、キー案内部を含むことができる（後ろを参照）。
【００４５】
　コレットＣ
　コレットＣは、テーパの付いたコレットをテーパの付いた穴に押し込むことによって達
成される固定方法で工具を把持するためのエンジニアリングで使用されるコレットと違っ
た形状のくさびである。この基本的なコレットは平面図を見れば分かるように、内向き表
面Ｊが全体的にポストＡの外側に合致するような形状にされ、多分ポストＡ周りの１／３
円または半円を備え、ポストをコレットの上側および下側部分のところで固定して掴むた
めにポストＡに対して弾性的に変形する、かつ／またはポストＡ内に圧入するように、内
向き表面Ｊの上側および下側部分のところに水平リブＧを有するのが好ましい。外向きの
表面Ｈは、上側および下側のテーパの付いた領域Ｔ１およびＴ２の角度に注意して、ハウ
ジングＢの内壁に合致する。個別のコレットを、ポストの異なるサイズおよび形状に対し
て、かつより少ないハウジングの種類に対して用意することができる。図３ｄおよび１３
ｄに示すように、適切な形状のコレットを使用して、正方形のくいをこのシステムで丸い
穴内に嵌合させることができる。コレットＣのヘッドＫは、ハウジングＢのカラーＬ内に
嵌合するような形状にされかつ寸法設定される、外向きに突起するフランジを備える。ヘ
ッドＫの上側表面Ｋ１は、外側縁部に向かってわずかに下向きに傾斜の付いているのが好
ましく、使用時にコレットＣを定位置に駆動するように打ち込むことができる表面を提供
する。
【００４６】
　ハウジングＢおよびコレットＣの並置可能なテーパの付いたゾーン（Ｔ１およびＴ２）
は、コレットに下向きの力が加えられるときポールおよびコレットを定位置にくさび留め
する役割を果たす。かなりのテーパの付いた領域を共に有する上側および下側テーパの使
用は、把持される品物が任意の高い点またはアンカーの真ん中高めの部分の妨害物に対し
て行ったり来たり揺れることができないので、より安定な搭載を作り出す傾向にある。勿
論、テーパ間の長さは、両方のテーパがポールを定位置に把持するために協働するように
良く制御しなければならない。連続するテーパで同様な圧力が支持領域をすぐ介して加え
られるであろうが、中央のあたりで揺れることによって本発明の固定システムが振動およ
び曲がりを受け易くさせるであろう。
【００４７】
　コレット用の適切な材料には鋳造または圧延できる金属が含まれるが、より好ましくは
、例えば射出成型によって製造することができる、例えばポリプロピレンおよび高密度ポ
リエチレンを含む頑丈なプラスチック材料である。この材料はわずかに曲がることができ
るので、上記で説明した２つのテーパの付いたゾーンとの組み合わせで利点をもたらす。
コレットを取り外すとき、頂部のテーパの付いたゾーンＴ１はコレットの頂部に加えられ
る梃子作用で引っ張って自由にすることができるが、もう１つのゾーンＴ２はくさびの掛
かったままである。中間領域は引き伸ばされる。次いでこの引っ張り力が第２のゾーンＴ
２に、それをやはり解放するように伝達される。コレットが柔軟性のない材料から形成さ
れた場合、あるいはこのテーパがコレットの全長に沿って連続して延びた場合、コレット
のくさびで留められる区画全体を一度に自由にするためにずっと大きな引張力が必要とさ
れるであろう。
【００４８】
　各プラスチック材料は、それ固有の収縮特性を有する。コレットは、より安いプラスチ
ックを使用することによってそのコストは軽減されるであろうが、ダイからの解放後に起
きるなどのプラスチックによって決まる収縮の知られた結果が引き続く仕上げ動作を必要
としないように、単一の成型動作で製造されるのが好ましい。ＮＣ機械による切断、研磨
および非常に高温の型による短時間焼尽接触が後仕上げに対して可能な技術である。関連
する分野で知られているように、冷却特性で役立つように仕上げられる物品の全ての部品
が同じ厚さで作られるのが好ましい。
【００４９】
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　コレットＣは、以下で説明するように、図３ｂおよび３ｃに示すようなスロットＷまた
はＲを有する固定装置に対応するように改変することができる。
【００５０】
　キーＤ
　特に図４に示すように、キーＤは（キーが定位置に打ち込まれ、次いで使用後定位置か
ら梃子作用で取り出すことができるようになされた）ヘッドＤ１、およびキーもくさび形
状になるように下側端部に向かってテーパの付いた、（ポストＡを保持するためにポスト
Ａにしっかりと押し付けられるようになされた）ブレードＤ２を有する。それは、多分打
ち抜かれるまたはそうではなく切断される、軟鋼から作ることができる。このキーは、図
３ａを見れば分かるように、コレット内に切られた溝Ｗを下降し、ポストＡとハウジング
Ｂの間にくさび留めされる。このキーは図４に特に示すように、パイプ内に切り込みかつ
パイプを変形させ、丸いポストの曲線上により確実な把持動作をもたらすことができる、
２つの平行な鋭い縁部を有するように、ポストを圧すための凹んだＶ字形カットの内側縁
部Ｎを有するべきである。
【００５１】
　このポストは回転すること、または右に左に揺れ次いで搭載部から抜け出すことを防止
すべきである。図４ｂは、内側でポストＡと外側でハウジングＢと両方に係合する、コレ
ットＣのスロットＷ内へのキーＤの配置を示す。キーＤを押し付けることができる金属板
ＥをハウジングＢに設けるのが好ましい。これは平らな板を備えることができ、あるいは
、通常５０ｍｍ×７５ｍｍであり１．２ｍｍ厚さの亜鉛めっき鋼から作られ、かつ曲げら
れかつキーＤが滑り落ちることができるキーと相性のよいスロットＥ１の両側を画成する
２つのリッジＥ２を含むように折り曲げられている、図４に示すような成型金属板を備え
ることができる。この板Ｅがハウジングを取り囲むコンクリート（２）に押し付けられる
ように、この板Ｅは、キーＤが下方に打ち込まれる、ハウジングＢを貫通して切られるス
ロットの後方に、ハウジングＢの外側表面上に搭載されるのが好ましい。このコンクリー
トは、この種の使用が引張力を加えるので、（図１の鋼リングによってなど）補強される
のが好ましい可能性がある。この手段によって内側縁部Ｎが、ポストＡをコレットＣまた
はハウジングＢに対する回転移動に対して固定するように、内側縁部ＮがポストＡの材料
内に圧入され、材料を変形させまたは材料内に切り込むように、キーがスロットＷ内に下
方に打ち込まれるとき、キーＤの外側に堅固な支承表面が形成される。
【００５２】
　キーの別の型式は、ハウジングが、通常は打ち込みコンクリートである地面材料の内側
の周りで回転するのを防止するように設計される。図４ｃは、上方からのハウジングの図
を示し、Ｌは拡大する最上部部分を示す（図４ｄの立面図も参照）。図４ｅは、例えば約
幅５０ｍｍ深さ５０ｍｍの、図４ｃに示すようにＬの境界の内側にある一端部のところで
上方に曲げられたリップを有する、曲げられた金属キーの斜視図である。ハウジングは、
キーＥ３が両側でコンクリートによって取り囲まれるように、コンクリートがハウジング
の周りに注がれる前に行われるキーＥ３の挿入行為によって設置者が膜を破裂させてしま
わない限り、プラスチックの膜を保持する薄いスロットが設けられている。この坑回転キ
ーは、その中央軸に沿ってハウジングの垂直部分の外側を（図１を参照すると、Ｔ１のと
ころで）堅固に圧し付けることによって作用する。キーＥ３の垂直縁部は、回転動作がハ
ウジングＬに、そしてキーＥ３に強制される場合、コンクリート内に切り込む傾向がある
。
【００５３】
　固定ピンＰ
　図６および７に示すように、ポストＡの回転および／またはアンカー留め手段からの離
脱防止するための別の手段を設けることができる。ハウジングＢの搭載部Ｐ１から、また
は搭載部Ｐ１を貫通して内部空洞内に延びる固定ピンＰが設けられる。図６および図３ｃ
に示すように、コレットＣは、固定ピンＰがコレットＣを貫通してポストＡと接触するよ
うに固定ピンＰ上に嵌合することができる、底部から上向きに延びる長手方向のスロット
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Ｒを設けるように改変することができる。ポストＡも、ピンＰが通過して入るように適切
な高さのところに開口部Ｐ２を有するように改変されるのが好ましい。第２のコレットＣ
がまだ定位置にない状態で、ポストＡは固定ピンＰを通過し摺動することができるように
傾けることができる。次いで、ピンＰが開口部Ｐ２の隣に配置されるとき、ポストＡはピ
ンを開口部内に係合するために真直ぐに起こし、次いでアセンブリ全体を定位置に把持す
るように第２のコレット（図示せず）をもう１つの側面に圧し込むことができる。この手
段によって、ポストＡはハウジングＢに対して回転または長手方向に摺動することが防止
される。
【００５４】
　コレットの取り外し
　コレットの取り外しに使用するための梃子の２つの形態が図７および図８に示されてい
る。この形態は通常の工具にめったに見られないものであることは理解されるであろう。
例えば、ネジ回しはこのコレットのヘッドの下で有用な手掛かりを全く有さないであろう
。この梃子は、これを持たない人はポストを取り外すのが非常に困難であることが分かる
であろう点で一種の安全対策である。この梃子は、使用者が適切な量の梃子比を有するよ
うに使い易い長さ（３０～５０ｃｍ）のシャフトと、一端部から横向きに延びるような形
状のヘッドを有する。図８に示すように、この工具のヘッドは、全体的に三日月形状のヘ
ッドＵおよび支点Ｘを備える。使用時には、ヘッドＵの先端部Ｕ１がコレットのヘッドＫ
の下に挿入され、ハウジングＢのカラーＬを押し付ける、かつ／または取り囲むコンクリ
ート支持層２上の支点Ｘで梃子作用を行う。カラーＬの内側表面上のリッジＺが、この工
具のヘッドを挿入する目的のための隙間がフランジＫの下に残るのを確実にする。このヘ
ッドＵは、コレットＣがキーＤと独立に取り外すことができるように、キーＤの周りに嵌
合するための凹部Ｕ３を組み込むことができる。
【００５５】
　工具Ｖは、支点ＸがハウジングＢそれ自体ではなく、ハウジングＢが搭載される支持層
２を押し付けるであろうように形成され、配置されるのが好ましい。しばしば空気隙間が
注がれたコンクリートの上方で、かつハウジングＢのカラーＬの下方に捕らわれ、支持層
材料の支持なしではカラーＬは支点Ｘの圧力に耐えるのに弱すぎる可能性がある。したが
って、支点ＸとカラーＬの間に置くための別個の支承板Ｙを設けることができ、かつ／ま
たはヘッドＵを支点Ｘに対して枢動的に搭載し（図７のＵ２）、支点がハウジングＢの外
側の支持層（２）の上側表面にある間に、カラーＬのフランジＫの下に嵌合するように配
置することができる。
【００５６】
　工具の形状は例えば特定の用途Ｎに使用されるコレットＣの寸法および形状に適合する
ように改変することができ、このシステムが（以下で説明するように）正方形断面のポス
トを搭載するために正方形の形態で適用される場合は、コレット取り外し工具Ｖは、上記
で説明した三日月形状のヘッドＵではなく、直線のまたはＶ字形状のヘッドＵを有するで
あろうことは理解されるであろう。
【００５７】
　別の取り外し手順
　同じまたは類似の工具Ｖ２をキーＤを抽出するために使用することができるのは理解さ
れるであろう。例えばコレットのヘッドＫ内のネジ切りされた開口部を貫通して垂直に下
方に通過しカラーＬ上の板を押し付け、図１２に示すように回すときコレットを上昇させ
ることができるネジなどの他の手段をコレットをハウジングから抽出するために使用が可
能であることも理解されるであろう。図１２は、コレットベースのポストアンカー用の押
さえつけ、および取り外し装置としての機械ネジの使用を示す。これは、機械的な利点を
含む挿入または取り外しを可能にする代替の方法である。ポストはＡ、コレットハウジン
グはＢ、２つのコレットはＣとしてポストの各側面に示されており、Ｌはハウジングの表
面拡大の外側縁部を示す。ボルト１２０１は、ソケットスパナと係合され得る駆動可能な
ヘッド、あるいは許可を得ていない取り外しを防止するために使用が可能である何らかの
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「安全対策ヘッド」を有する。ボルトシャフトは、コレットの一部をなすワッシャー１２
０２に対して回すことができる、引き続き取り付けられる固定ワッシャー１２０３を含む
。ボルトのシャフトは、固定ナット１２０４を通過する従来型のネジ１２０５を含む。こ
のネジは、空間１２０６内ではそうではなく自由に回る。ボルトヘッドが回されるとき、
ボルトは固定ナットとの係合によってハウジング内に引き下ろされるか、反対方向に回さ
れる場合はコレットワッシャー１２０２に対して回転し、コレットが強制的にハウジング
から引き出され、それによってポストがアンカーＢから自由になるようにボルトをハウジ
ングから外に上昇させるかのいずれかである。１２０７は、ボルト１２０１を含むこの型
式のコレットの斜視図である。前に説明した伸張効果は依然として適用可能である。
【００５８】
　キャップおよびカバー
　射出成型キャップ（図２のＦ２）は、ポストが定位置にないとき使用するための任意選
択の付属品として入手可能である。この表面は、図５ａに示すように半円形ではなく平ら
であることができる。このぴったり嵌合するキャップは、ゴミを入らせないように、かつ
人々または動物への怪我を防止するために穴の上に配置することができる。弾力性のある
部品またはある形態の係合可能な留め金（ネジまたはバイオネット留め具～図示せず）、
または（「熱接着（hot glue）」樹脂などの）一時的な接着剤さえもキャップを保持する
ために使用することができる。我々は、ハウジングの穴内にネジ型式の留め具を使用して
、キャップを定位置にねじ込むのを好む。ぴったり嵌合するキャップを取り外すために、
我々は、（ａ）固定ネジを取り外し、次いで（ｂ）より大きなネジをキャップの対応する
穴内にネジ込み、次いで（ｃ）プライヤー等でキャップを引っ張るための梃子装置として
それらのネジを使用するステップを勧める。このキャップは、空のスリーブに対する突発
的な損傷を防止するためにも有用である。
【００５９】
　異なる断面形状
　図１３は、如何に本発明が、コレットの使用の有用な結果、すなわち、コレットが空間
を詰めることができるような形状にすることができ、（複数のテーパが付いているけれど
も横断面で）通常は円筒形の空洞と非円形の横断面を有するポールとの間のアダプタとし
て役立つこと、を活用するかを示す。全ての場合で、コレットの外側外形は前に説明し、
例えば図３ａ～３ｄに、「Ｈ」と印の付けられた平行な壁区画によって分離される、テー
パＴ１（約２．５度の傾斜の上側テーパ）およびＴ２と同じ傾斜の下側テーパとして示さ
れているようなものである。図１３ａは、どのように６角形の断面を収容することができ
るかを示す。１３００は、使用のとき土壌またはコンクリート等に対して配置すべきシェ
ルの壁である。１３０１は、例えば、一般に街路照明用途のために全体的にテーパの付い
た圧延薄板から作られ供給される６角形のポールの外形である。斜線の引いた外形１３０
２は、１つの半円コレットの一例であり、斜線の引いた外形１３０３は、異なるコレット
外形の一例である。これら２つの型式は同時に使用することができ、または一時にただ１
つの（いずれかの）型式として使用することができる。
【００６０】
　図１３ｂも、どのように６角形断面のポールを収容することができるかを示す。１３０
０は、土壌またはコンクリート等に対して配置されるシェルの壁である。１３０１は、例
えば、街路照明用途のために全体的にテーパの付いた圧延薄板等で一般に供給される６角
形のポールの外形である。斜線の引いた外形１３０４は、１つの１２０度コレットの一例
であり、斜線の引いた外形１３０４ｂ１および１３０４ｂ２は、さらに別の、６０度コレ
ットの外形の一例である。これら２つの型式は同時に使用することができ、または一時に
ただ１つの（いずれかの）型式として使用することができる。図１３ｃは、１０の側壁の
ポールの外形を１３０６として示す。１３０７は、外形で示す４つの３６度コレットのう
ちの１つであり、１３０８は代替の、ポールの外側の２つの小面の周りを延びる７２度の
コレットである。図１３ｄは、どのように正方形ポールが、コレット断面の少なくとも２
つの変形体１３１０および１３１１を使用して、丸い開口部１３００内にしっかりと嵌合
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することができるかを示す。逆の配置は図１３ｅに示され、正方形断面の外側パイプ１３
１２に、円形断面のポール１３１５の周りをクランプする（２つの様式が示されている）
コレット１３１３または１３１４が設けられる。最後に、図１３ｆは、コレットが完全に
適用可能であることを示す。非対称形の「Ｕ」字形ポストが、１つの変則的なコレット（
１３１７）と（１３１０または１３１１と五十歩百歩である）外形１３１８の２つで定位
置に把持される。全てのこれらの例示的な横断面は代表であり、使用される可能性のある
あり得る変形形態を決して限定しない。
【００６１】
　変形形態
　正方形フェンスポスト
　図９は、どのように本発明の部品が、形体が重要なフェンスの使用に一般に好まれる正
方形形状のポストに適用できるかを示す。図９ａは、正方形ポストＡの周りの正方形にさ
れたハウジングＢを示す平面図であり、図９ｂは断面正面図である。２つの正方形のコレ
ットＣ（斜視図に対して９ｃ参照）が、このポストを定位置に把持する。２つのコレット
が、別の位置はフェンス材料の後ろにありアクセスするのが困難である可能性があるので
、それらがフェンスの一方の側からアクセス可能であるようにポストの同じ側に使用され
る。Ｑはカバーを固定するのに使用されるネジ穴である。このシステムはポスト壁がフェ
ンスの長さと一直線に向けられていることに留意されたい。ここで示されるコレットでは
、ハウジングＢのカラーＬ内で適切な形状の工具でアクセスすることができる梃子スロッ
トＫ２がコレットのヘッドＫ内に設けられる。
【００６２】
　壊れやすいポスト
　ポストを立てることができるが、（スタジアムを緊急に空にする間などの）圧力が大き
くなりすぎた場合、ポストが安全な方法で崩壊するのが望ましい、群衆整理などのいくつ
かの用途が存在する。（例えば）パニックの群衆がポストを踏み倒した場合、その後で人
が突起する柱の上で怪我をしないように、過剰に応力が掛かったとき地面レベルに手際よ
く折れるポストを上記のアンカー留めシステムで使用するために設けることができる。後
で、壊れたベースは引き抜くことができ、ポスト全体は、例えば新たなコンクリートを注
ぐことなしに安価に交換することができる。路側の標識も、車両によって衝突される場合
、安全な形態に壊れるべきである。
【００６３】
　電気経路設定
　図１は、どのように本発明の部品が、照明、電話、交通照明、拡声器等のための電線を
中空のポストの内部に運び込むために適用することができるかを示す。ケーブル（図２も
参照）は地中に埋められており、その線をポストのベースのところの開口部Ｍを通り供給
する。開口部Ｍは、ハウジングＢ内に事前形成され、または別法として、線または連結パ
イプの挿入のために容易に穴あけすることができるが、穴あけされないとき防水シールと
して役立つ、案内リムを有する壊れ易い膜として設けることができる。
【００６４】
　水等を搬送するパイプの支持体
　本発明が、垂直の代わりに水平に適用される、上記で説明したアンカー留め手段を使用
して壁を貫通する、または壁内を通るパイプまたは他の細長い部材を定位置に脱着可能に
固定するための装置および方法を提供することは理解されるであろう。
【００６５】
　図１０は、どのように本発明の部品が、壁を貫通する送水管などの流体を搬送するため
に適用することができるかを示す。大きなパイプがＡ２として示されている。それが壁内
の穴を通過するとき、パイプは、（自由端からパイプの上を滑らせて、または１対のシェ
ルとして設けられるのいずれかの）ハウジングＢによって取り囲まれ、このパイプはコレ
ットＣを使用して定位置にクランプされる。図１０の上側部分は、単一の端部を有するコ
レットアセンブリを示し、下側部分は、ガスパイプまたは送水管Ａ３などのより小さなパ
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イプの周りの２重アセンブリを示す。我々はこの変形形態が、他にも利点はあるが、パイ
プに沿って移動する音がコレットのところで、（鉛でよく知られているように）ヒステリ
シスおよび質量の特性、したがって音の吸収に起因して少なくとも部分的に弱められる利
点を提供することを見出した。それは地面の移動または地震が万一起きた場合、コレット
内でパイプが摺動するのを可能にすることができる緊密さのレベルで設定することができ
る。
【００６６】
　壁内への手すりのアンカー留め
　上記のような方法は、手すりの端部をレンガまたはコンクリートなどで造られた壁内に
アンカー留めするのに使用することができる。
【００６７】
　パイプ間の端部と端部をつき合わせた水密継ぎ手
　図１１は、このコレット／ハウジングアセンブリをどのように、ほんのわずかな改変さ
れる形態でパイプ間の連結部として使用が可能であるかを示す。このアセンブリは、例え
ば、地面内または壁内に搭載されるべき必要性は全くない。それは自立型であることがで
きる。このパイプの内腔をＡ４のところに示す。改変されたハウジングＢ４がパイプのほ
ぼ面一の端部の周りに完全なリングを形成する。このハウジングは、パイプ外側と近似の
接触を行う内部フランジを含む。シールは、均圧化リングＣ１に対して加えられ、それが
順次、シール接触に強制的に入れられるＯリングＣ２を圧す、コレットＣのベースによっ
て加えられる圧力を使用してもたらされる。そのようなＯリングが１つずつ各側に使用さ
れる。このコレットアセンブリが組み立てられ、キーによって定位置に把持されるとき、
緊密なシールがパイプの両端部のところに溶接等を使用することなしに設けられる。この
着想は、異なる直径を有するパイプを合致させるために使用することができ、（例えば）
軍事キャンプおよび屋外市を催す場所などの再建設可能な、一時的な配管に使用すること
ができる。
【００６８】
　農場フェンスおよび囲い地
　フェンス、仕切り枠（bail）、排水溝（race）としての役割を果たすコンクリート床お
よび亜鉛めっき鉄配管は、ニュージーランドで少なくとも動物囲い地、牛舎として、他の
国では家畜を収容するための畜舎として広く使用される。パイプが直接コンクリート内に
設置されるとき、濡れたコンクリートは適度に良好な導電体であるため電解電池での腐食
が生じる可能性があり、パイプはあちこち移動させることができなくなる。本発明の１つ
の用途は、いくつかのパイプがステンレス鋼のものであり、その他が亜鉛めっき鉄のもの
である場合でさえ、腐食を最小限にし、損傷なしに配管のレイアウトを時々変更すること
ができるパイプ用の非電導性ソケットを提供することである。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　産業上の利用可能性および利点
本発明を地面内にポストの可逆的な、かつ確実なアンカー留めを提供する手段として考え
るとき、用途には、
　一時的な表示および広告標識、
　一時的な、容易に復元される脱着可能なガードレール、フェンス、交通機関または群衆
整理ポストまたは支持体
　所与のスポーツコードが「シーズン中」であるときの、特定の位置のところのゴールポ
ストのためなどのスポーツまたは運動場の取り付け器具、およびそうではなく覆いによる
交換、
　時々再構成が可能な、地面から外に上昇する垂直パイプに基づく種類のものなどの運動
場の取付具、
　許可された車両以外の全てによる空間への車両アクセスを防止すること、
　非常に寒い季節中の果樹園などに一時的な灌漑ステーションを設けること、
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　地面内に掘られない一時的な囲い地に「取って代わり」そうな、特に牛または鹿などの
より荒々しい動物用の、農場用の脱着可能な貯蔵場所を設けること、が含まれる。
【００７０】
　最後に、本明細書で説明されかつ／または図示されたような本発明の範囲は、特定の実
施形態に限定されないことは理解されるであろう。当業者は、記載の本発明の範囲および
趣旨から逸脱することなく、様々な改変形態、追加、知られた均等物、および代替物が可
能であることを理解するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明によって地面内に固定されるポストの横断面図である。
【図２】本発明の構成部品の分解側面図である。
【図３ａ】コレットおよびキーの斜視図である。
【図３ｂ】コレットおよびキーの斜視図である。
【図３ｃ】コレットおよびキーの斜視図である。
【図３ｄ】コレットおよびキーの斜視図である。
【図４ａ】本発明によるキーおよび裏当て板の斜視図である。
【図４ｂ】本発明によるキーおよび裏当て板の平面図である。
【図４ｃ】本発明によるキーおよび裏当て板の平面図である。
【図４ｄ】本発明によるキーおよび裏当て板の平面図である。
【図４ｅ】本発明によるキーおよび裏当て板の斜視図である。
【図５ａ】本発明のハウジングおよびキャップの詳細を示す横断面図である。
【図５ｂ】本発明のハウジングおよびキャップの詳細を示す平面図である。
【図６ａ】ポストの脚との関係で固定ピンの詳細を示す図である。
【図６ｂ】ポストの脚との関係で固定ピンの詳細を示す図である。
【図７】使用中のコレット取り外し工具の図である。
【図８】コレットおよびキー取り外し工具の斜視図である。
【図９ａ】定位置に正方形のポールを固定することに関連する変形形態を示す図である。
【図９ｂ】定位置に正方形のポールを固定することに関連する変形形態を示す図である。
【図９ｃ】定位置に正方形のポールを固定することに関連する変形形態を示す図である。
【図１０】壁（等）を通過するパイプを把持することに関連する変形形態を示す図である
。
【図１１】コレットが配置される位置のところで２本のパイプの間の連結部をシールする
方法を示す図である。
【図１２ａ】（図１２ｂの）コレットに取り外し力を加えるためのボルトの使用を示す図
である。
【図１２ｂ】コレットを示す図である。
【図１３ａ】どのように本発明が丸い穴内の丸いポストに対する、６角形のポストなどの
変形形態の要求を満たすかを示す横断面図である。
【図１３ｂ】どのように本発明が丸い穴内の丸いポストに対する、６角形のポストなどの
変形形態の要求を満たすかを示す横断面図である。
【図１３ｃ】どのように本発明が丸い穴内の丸いポストに対する、６角形のポストなどの
変形形態の要求を満たすかを示す横断面図である。
【図１３ｄ】どのように本発明が丸い穴内の丸いポストに対する、６角形のポストなどの
変形形態の要求を満たすかを示す横断面図である。
【図１３ｅ】どのように本発明が丸い穴内の丸いポストに対する、６角形のポストなどの
変形形態の要求を満たすかを示す横断面図である。
【図１３ｆ】どのように本発明が丸い穴内の丸いポストに対する、６角形のポストなどの
変形形態の要求を満たすかを示す横断面図である。
【符号の説明】
【００７２】
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　Ａ　　ポスト
　Ｂ　　ハウジング
　Ｃ　　コレット
　Ｄ　　キー
　Ｄ１　　キーのヘッド
　Ｄ２　　キーのブレード
　Ｅ　　金属板
　Ｅ１　　金属板のスロット
　Ｅ２　　金属板のリッジ
　Ｅ３　　キー
　Ｆ２　　キャップ
　Ｇ　　水平リブ
　Ｊ　　内側表面
　Ｋ　　ヘッド、フランジ
　Ｋ１　　ヘッドＫの上側表面
　Ｌ　　カラー
　Ｍ　　線開口部
　Ｎ　　内側縁部
　Ｐ　　固定ピン
　Ｐ２　　開口部
　Ｒ　　スロット
　Ｔ１、Ｔ２　　テーパの付いた部分
　Ｕ　　三日月形状のヘッド
　Ｕ１　　先端部
　Ｕ３　　凹部
　Ｖ　　工具
　Ｖ２　　工具
　Ｗ　　スロット
　Ｘ　　支点
　Ｙ　　垂直リブ、支承板
　Ｚ　　水平リブ、リッジ
　２　　支持層
　３　　補強リング
　１２０１　　ボルト
　１２０２　　ワッシャー
　１２０３　　固定ワッシャー
　１２０４　　ナット
　１２０５　　ネジ
　１２０６　　空間
　１３００　　シェル壁
　１３０１　　６角形ポールの外形
　１３０２　　半円コレット
　１３０３　　コレット外形
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