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(57)【要約】
【課題】効率的に塔状構造物を構築することができるリ
フトアップ装置及び塔状構造物の構築方法を提供する。
【解決手段】リフトアップ装置は、第１昇降部３１と第
２昇降部４０とを備えた昇降ステージ３０を有する。第
１昇降部３１は、風力発電機１０の発電機タワー１１の
近傍に配置されるガイドタワー２０に取り付けられ、風
力発電機１０の回転体１３を持ち上げる。第２昇降部４
０は、ガイドタワー２０に沿って昇降する昇降機構を備
え、第１昇降部３１とは独立して昇降可能であって、発
電機タワー１１の最上部やナセル１２を持ち上げる。そ
して、第１昇降部３１において、回転体１３の組立てを
行なっている間に、第２昇降部４０を用いて、発電機タ
ワー１１の最上部やナセル１２を持ち上げて設置する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　塔状構造物の近傍に配置される垂直部材に沿って昇降する昇降機構を用いて、前記塔状
構造物の第１及び第２の要素部材を持ち上げるリフトアップ装置であって、
　前記垂直部材に取り付けられ、前記第１の要素部材を持ち上げる第１昇降部と、
　前記昇降機構を備え、前記第１昇降部とは独立して昇降可能であって、前記第２の要素
部材を持ち上げる第２昇降部とを備えていることを特徴とするリフトアップ装置。
【請求項２】
　前記第２昇降部は、前記第１昇降部と固定部材により固定可能な構成を有し、
　前記昇降機構は、前記第２昇降部に前記第１昇降部を固定した状態で上昇可能であるこ
とを特徴とする請求項１に記載のリフトアップ装置。
【請求項３】
　前記第１昇降部の上部には、前記第２昇降部の係合部が嵌合する嵌合部が設けられてい
ることを特徴とする請求項２に記載のリフトアップ装置。
【請求項４】
　前記第２昇降部は、前記垂直部材に対して、前記第１昇降部とは反対側に配置されるこ
とを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載のリフトアップ装置。
【請求項５】
　前記第１昇降部は、
　１対の第１ユニット部材と、
　前記第１ユニット部材を連結する取り外し可能な連結部と、
　前記第２昇降部と連結する連結フレームとを備えていることを特徴とする請求項１～４
の何れか１項に記載のリフトアップ装置。
【請求項６】
　第１及び第２の要素部材を備えた塔状構造物の近傍に配置される垂直部材に取り付けら
れ、前記第１の要素部材を持ち上げる第１昇降部と、前記垂直部材に沿って昇降する昇降
機構を用いて、前記第１昇降部とは独立して昇降可能な第２昇降部とを備えたリフトアッ
プ装置を用いて、塔状構造物を構築する方法であって、
　前記第１昇降部において前記第１の要素部材の組立てを行ないながら、前記第２昇降部
において、前記第２の要素部材を持ち上げることを特徴とする塔状構造物の構築方法。
【請求項７】
　第１及び第２の要素部材を備えた塔状構造物の近傍に配置される垂直部材に取り付けら
れ、前記第１の要素部材を持ち上げる第１昇降部と、前記垂直部材に沿って昇降する昇降
機構を用いて、前記第１昇降部とは独立して昇降可能な第２昇降部とを備えたリフトアッ
プ装置を用いて、塔状構造物を構築する方法であって、
　前記第２昇降部に前記第１昇降部を固定した状態で、前記第１及び第２昇降部にそれぞ
れ取り付けた前記第１及び前記第２の要素部材を持ち上げることを特徴とする塔状構造物
の構築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、風力発電装置等の塔状構造物の要素部材を持ち上げるリフトアップ装置及び
塔状構造物の構築方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　風力発電機の設置においては、強風時の施工性や施工に用いるクレーンの設置場所確保
が課題にある。そこで、風力発電機の発電機タワーの周囲にガイドタワーを配置し、この
ガイドタワーに取り付けた昇降ステージを用いて、風力発電機を設置する技術が検討され
ている（例えば、非特許文献１参照。）。この非特許文献に記載のリフトアップ装置にお
いては、発電機タワーの周囲に配置したガイドタワーに昇降ステージを取り付ける。そし
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て、この昇降ステージを用いて、ナセルを発電機タワーの最上部に持ち上げて設置する。
更に、この昇降ステージを用いて、立木上空で組立てた回転体を持ち上げながら立て起こ
す。これにより、回転体の立て起こしに必要であった大型クレーンを不要にする。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】株式会社大林組　株式会社巴技研、「大型風車をリフトアップにより組
み立てる装置「ウインドリフトTM」を開発」、［online］、［平成３０年４月２５日検索
］、インターネット〈URL：http://www.obayashi.co.jp/press/news20170518_01〉
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した非特許文献に記載の方法では、昇降ステージを用いて、ナセル、回転体等の複
数の要素部材をリフトアップする。ここで、特定の作業（例えば回転体の組立て作業）で
昇降ステージを占有する場合には、この昇降ステージを用いた他の部材のリフトアップ作
業を行なうことができない。このため、作業順番を考慮して、昇降ステージを順番に使用
する必要があるため、塔状構造物の構築に時間が掛かるという課題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するリフトアップ装置は、塔状構造物の近傍に配置される垂直部材に沿
って昇降する昇降機構を用いて、前記塔状構造物の第１及び第２の要素部材を持ち上げる
リフトアップ装置であって、前記垂直部材に取り付けられ、前記第１の要素部材を持ち上
げる第１昇降部と、前記昇降機構を備え、前記第１昇降部とは独立して昇降可能であって
、前記第２の要素部材を持ち上げる第２昇降部とを備えている。
【０００６】
　また、上記課題を解決する塔状構造物の構築方法は、第１及び第２の要素部材を備えた
塔状構造物の近傍に配置される垂直部材に取り付けられ、前記第１の要素部材を持ち上げ
る第１昇降部と、前記垂直部材に沿って昇降する昇降機構を用いて、前記第１昇降部とは
独立して昇降可能な第２昇降部とを備えたリフトアップ装置を用いて、塔状構造物を構築
する方法であって、前記第１昇降部において前記第１の要素部材の組立てを行ないながら
、前記第２昇降部において、前記第２の要素部材を持ち上げる。
【０００７】
　また、上記課題を解決する塔状構造物の構築方法は、第１及び第２の要素部材を備えた
塔状構造物の近傍に配置される垂直部材に取り付けられ、前記第１の要素部材を持ち上げ
る第１昇降部と、前記垂直部材に沿って昇降する昇降機構を用いて、前記第１昇降部とは
独立して昇降可能な第２昇降部とを備えたリフトアップ装置を用いて、塔状構造物を構築
する方法であって、前記第２昇降部に前記第１昇降部を固定した状態で、前記第１及び第
２昇降部にそれぞれ取り付けた前記第１及び前記第２の要素部材を持ち上げる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、塔状構造物を効率的に構築することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態における塔状構造物及びリフトアップ装置の説明図であって、（ａ
）は塔状構造物の斜視図、（ｂ）はリフトアップ装置の斜視図。
【図２】第１実施形態における第１昇降部の構成を説明する斜視図。
【図３】第１実施形態における第２昇降部の構造を説明する斜視図。
【図４】第１実施形態における第１昇降部と第２昇降部との関係の説明図であって、（ａ
）は分離した状態、（ｂ）は一体的に固定した状態を示す。
【図５】第１実施形態における塔状構造物の設置方法の説明図であって、（ａ）は第２昇
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降部を取り付けた状態、（ｂ）は発電機タワーの中間部を持ち上げた状態、（ｃ）は第２
昇降部を取り付けた状態を示す。
【図６】第１実施形態における塔状構造物の設置方法の説明図であって、（ａ）は回転体
の組立てを開始した状態、（ｂ）はナセルを配置した状態を示す。
【図７】第１実施形態における塔状構造物の設置方法の説明図であって、（ａ）は回転体
の組立てが終了した状態、（ｂ）は（ａ）における要部の斜視図、（ｃ）は回転体の立て
起こし途中の要部の斜視図、（ｄ）は回転体を持ち上げた状態を示す。
【図８】第２実施形態における塔状構造物の設置方法の説明図であって、（ａ）は第１昇
降部を第２昇降部に固定した状態、（ｂ）は回転体の組立て途中の状態、（ｃ）はナセル
を第２昇降部に取り付けた状態、（ｄ）は回転体とナセルとを持ち上げた状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（第１実施形態）
　以下、図１～図７を用いて、リフトアップ装置及び塔状構造物の構築方法を具体化した
第１実施形態を説明する。本実施形態では、塔状構造物としての風力発電機の構築方法に
ついて説明する。
【００１１】
　図１（ａ）に示すように、本実施形態で構築する対象の風力発電機１０は、基礎の上に
設置された発電機タワー１１と、この発電機タワー１１の上に取り付けられたナセル１２
と、このナセル１２に取り付けられた回転体１３とを備える。回転体１３は、ハブ１３ｈ
と３枚のブレード１３ｂとを備える。また、発電機タワー１１は、複数の長さの筒体で構
成されている。ここでは、発電機タワー１１は、最下部１１ａ、中間部１１ｂ及び最上部
１１ｃから構成される。
【００１２】
　図１（ｂ）に示すように、風力発電機１０を構築するために用いるリフトアップ装置は
、ガイドタワー２０と、このガイドタワー２０に取り付けられる昇降ステージ３０とを備
える。ガイドタワー２０は、発電機タワー１１の近傍で、発電機タワー１１を囲むように
設けられており、垂直部材として機能する。ガイドタワー２０は、発電機タワー１１の周
囲に立設された支柱２１，２２，２３，２４を備える。各支柱２１～２４は、四角柱形状
を成すトラス構造により構成される。各支柱２１～２４は、隣接する支柱２１～２４と複
数のトラス梁２５等によって連結される。
【００１３】
　更に、ガイドタワー２０の各支柱２１～２４と、発電機タワー１１との間には、複数の
支持機構２６を設ける。各支持機構２６は、上下方向に離間して取り付ける。複数の支持
機構２６を介して、ガイドタワー２０は発電機タワー１１に支持される。
【００１４】
　本実施形態の昇降ステージ３０は、第１昇降部３１及び第２昇降部４０を備える。第１
昇降部３１と第２昇降部４０は、ガイドタワー２０に対して反対側に配置される。具体的
には、第１昇降部３１は、支柱２１，２２に取り付けられており、第２昇降部４０は、支
柱２３，２４に取り付けられる。
【００１５】
　＜第１昇降部の構成＞
　図２に示すように、第１昇降部３１は、同じ形状をした１対（２つ）の第１ユニット部
材３２と、これら第１ユニット部材３２を連結し取り外し可能な連結部３５とを備える。
【００１６】
　第１ユニット部材３２は、垂直方向に延在する垂直フレーム３２ａを備える。この垂直
フレーム３２ａの下端部及び上端部には、連結フレーム３２ｂ及び水平フレーム３２ｃの
一端部が延在して固定される。連結フレーム３２ｂと水平フレーム３２ｃは、垂直フレー
ム３２ａに対して反対の水平方向に延在する。連結フレーム３２ｂは、その端部が、第２
昇降部４０の後述する垂直部４１ａの下端部に固定可能な長さを有する。更に、第１ユニ
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ット部材３２は、斜材３２ｓを有する。この斜材３２ｓは、水平フレーム３２ｃの中央下
面と、垂直フレーム３２ａの下端部とを連結する。
【００１７】
　水平フレーム３２ｃの上面には、ステージフレーム３２ｄが固定される。このステージ
フレーム３２ｄの垂直フレーム３２ａ側の端部は、水平フレーム３２ｃの垂直フレーム３
２ａ側の端部よりも、垂直フレーム３２ａより離れた位置に設けられている。これにより
、水平フレーム３２ｃの上面部とステージフレーム３２ｄの側端部とで、嵌合部としての
段部３１ｆが形成される。
【００１８】
　第１ユニット部材３２の垂直フレーム３２ａ、水平フレーム３２ｃ及びステージフレー
ム３２ｄは、トラス構造により構成される。更に、ステージフレーム３２ｄの上面には、
板部材の走行部３３を備える。この走行部３３には、着脱可能な取付フレーム５０の台車
５１が載置される。走行部３３に沿って台車５１を走行させることにより、取付フレーム
５０は水平方向（横方向）に移動する。取付フレーム５０の詳細は、後述する。
【００１９】
　第１昇降部３１の連結部３５は、第１ユニット部材３２のステージフレーム３２ｄ同士
を連結する。更に、第１ユニット部材３２には、連結部３５と、垂直フレーム３２ａ側の
ステージフレーム３２ｄとに渡る補強部３６が設けられている。連結部３５及び補強部３
６は、トラス構造により構成される。補強部３６は連結部３５が取り外されるときには同
時に取り外される。また、連結部３５の中央には、円形のテーブル３９が、着脱可能に設
置される。このテーブル３９は、回転体１３を組み立てる組立台として用いられる。
【００２０】
　＜第２昇降部の構成＞
　図３に示すように、第２昇降部４０は、同じ形状をした１対（２つ）の第２ユニット部
材４１と、これら第２ユニット部材４１を連結する連結部４２とを備える。１対の第２ユ
ニット部材４１は、第１昇降部３１の１対の第１ユニット部材３２と同じ間隔で離間して
いる。
【００２１】
　第２ユニット部材４１は、垂直部４１ａと水平部４１ｂとからなる略Ｔ字形状のフレー
ムと、斜材４０ｓとを備える。この垂直部４１ａは、第１昇降部３１の垂直フレーム３２
ａとほぼ同じ長さを有する。斜材４０ｓは、垂直部４１ａの下端部と、水平部４１ｂの端
部のそれぞれとを連結する。第２ユニット部材４１の垂直部４１ａ及び水平部４１ｂと連
結部４２とは、四角柱形状を成すトラス構造により構成される。
【００２２】
　各第２ユニット部材４１の垂直部４１ａは、第２昇降部４０を昇降させるための昇降機
構４５を備える。この昇降機構４５は、シリンダ４６及びピストン４７を備えたジャッキ
を備える。ピストン４７は、シリンダ４６の下方から伸縮可能に延在して配置される。更
に、シリンダ４６の上端部及びピストン４７の下端部には、ピン４５ａを備える。このピ
ン４５ａは、支柱２３，２４側に突出可能である。ここでは、一方のピン４５ａを突出さ
せて、支柱２３，２４のトラス梁の孔に係合させた状態で、他方のピン４５ａを引っ込め
て、昇降機構４５のジャッキのピストン４７を伸縮させることを繰り返す。これにより、
尺取り虫的な間欠動作により、ガイドタワー２０に沿って、第２昇降部４０は昇降する。
この昇降機構４５は、第２昇降部４０に第１昇降部３１が固定された状態では、第２昇降
部４０とともに第１昇降部３１を持ち上げることが可能である。
【００２３】
　図４（ａ）に示すように、第２昇降部４０の水平部４１ｂの端部４０ｅは、支柱２２（
２１）より第１昇降部３１側に突出する。そして、図４（ｂ）に示すように、この端部４
０ｅは、係合部として機能し、第１昇降部３１の上部に設けられた段部３１ｆに嵌合する
。そして、端部４０ｅの下弦材は、第１昇降部３１の水平フレーム３２ｃのトラス構造の
上弦材に整合するように配置される。更に、端部４０ｅの側面部は、第１昇降部３１のス
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テージフレーム３２ｄの端面と整合する。
【００２４】
　また、図３に示す第２ユニット部材４１の水平部４１ｂの上面に、板部材で構成される
走行部４３を設ける。この走行部４３上には、取付フレーム５０の台車５１が載置されて
おり、取付フレーム５０が水平方向（走行部４３の延在方向）に移動可能となる。第１昇
降部３１が第２昇降部４０に一体固定された場合、走行部４３の走行面（上面）と、第１
昇降部３１の走行部３３の走行面（上面）とは面一になる。
【００２５】
　＜取付フレーム５０の構成＞
　図３に示す取付フレーム５０は、複数の車輪が取り付けられた台車５１、１対の門型フ
レーム５３，５４と、１対の小梁５５、治具取付梁５６、取付部材５３ａ，５４ａ及びチ
ェーンブロック５８，５９を備える。台車５１は、各走行部（３３，４３）の板部材上に
それぞれ配置され、走行部（３３，４３）の延在方向に走行する。
【００２６】
　１対の台車５１を跨ぐように、門型フレーム５３，５４が、台車５１の上面に、離間し
て固定されている。各門型フレーム５３，５４は、１対の柱部と、これら柱部の上端部を
連結する大梁とを備える。各門型フレーム５３，５４の柱部のそれぞれは、各台車５１の
端部に立設される。更に、門型フレーム５３の大梁は、中央で分割できるように結合され
ている。
【００２７】
　更に、これら門型フレーム５３，５４の大梁の上面には、これらを連結する１対の小梁
５５が着脱可能に取り付けられる。１対の小梁５５の間には、治具取付梁５６が取り付け
られる。治具取付梁５６の下部には、吊り下げ部としての吊り治具（図示せず）が、治具
取付梁５６の延在方向に沿って移動可能に取り付けられる。
【００２８】
　各門型フレーム５３，５４を構成する柱は、その上面に取付部材５３ａ，５４ａを備え
る。各取付部材５３ａ，５４ａは、取付柱と、この取付柱の上端部に設けられ取付柱を中
心として回転可能な横梁とを備える。各横梁の下部には、横梁の延在方向に沿って摺動可
能なチェーンブロック５８，５９を備える。
【００２９】
　＜風力発電機の設置方法＞
　次に、図５～図７を用いて、上述した構成のリフトアップ装置を用いて風力発電機を設
置する方法について説明する。
【００３０】
　（発電機タワー１１の設置）
　まず、図５を用いて、発電機タワー１１の設置方法について説明する。
　図５（ａ）に示すように、地面に設置した基礎部に、発電機タワー１１の最下部１１ａ
を立設する。そして、発電機タワー１１の最下部１１ａを囲むように、ガイドタワー２０
の各支柱２１～２４の最上部２１ａ，２２ａ，２３ａ，２４ａ及び中間部２１ｂ，２２ｂ
，２３ｂ，２４ｂをそれぞれ接続して配置する。
【００３１】
　次に、ガイドタワー２０の支柱２１～２４に、第２昇降部４０を取り付ける。ここでは
、昇降機構４５を、支柱２３，２４の中間部２３ｂ，２４ｂに対向するように取り付ける
。この場合、第２昇降部４０の連結部４２は、中間部２３ｂ，２４ｂより外側（最下部１
１ａと反対側）に位置する。更に、第２昇降部４０の走行部４３に、取付フレーム５０を
取り付ける。
【００３２】
　次に、図５（ｂ）に示すように、取付フレーム５０の治具取付梁５６の吊り治具に、中
間部１１ｂを吊るし、昇降ステージ３０の昇降機構４５を動作させて、第２昇降部４０を
上昇させる。
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【００３３】
　そして、ガイドタワー２０の最上部まで上昇させた後、中間部１１ｂを、取付フレーム
５０のチェーンブロック５８，５９に付け替える。次に、取付フレーム５０を水平移動さ
せて、中間部１１ｂを、最下部１１ａの真上に移動させる。そして、最下部１１ａの上に
中間部１１ｂを接続する。その後、取付フレーム５０を水平移動させて、第２昇降部４０
を降下させる。
【００３４】
　次に、第２昇降部４０の昇降機構４５を作動させて、中間部２１ｂ～２４ｂを上昇させ
る。そして、最下部２１ｃ，２２ｃ，２３ｃ，２４ｃを台車８０に載せて移動させて、こ
れら中間部２１ｂ，２２ｂ，２３ｂ，２４ｂの下に挿入し、中間部２１ｂ～２４ｂの下側
に最下部２１ｃ～２４ｃを接合する。そして、下部にトラス梁２５を配置し、発電機タワ
ー１１をガイドタワー２０に支持する支持機構２６を配置する。
　上述した工程を繰り返して、発電機タワー１１及びガイドタワー２０を必要な高さまで
構築する。
【００３５】
　（第１昇降部３１の取付）
　次に、図５（ｃ）に示すように、支柱２１，２２に、第１昇降部３１を取り付ける。こ
の場合、垂直フレーム３２ａを、それぞれ支柱２１，２２に沿って配置する。更に、１対
の第１ユニット部材３２の間に連結部３５及び補強部３６を配置し、第１ユニット部材３
２同士を連結部３５で連結する。
【００３６】
　（回転体１３の組立て開始）
　そして、図６（ａ）に示すように、第１昇降部３１の連結部３５の上に、テーブル３９
を設置する。次に、テーブル３９上に、回転体１３のハブ１３ｈを設置し、ブレード１３
ｂを取り付ける。また、ナセル１２を、第２昇降部４０の取付フレーム５０の吊り治具に
吊るす。
【００３７】
　（ナセル１２の設置）
　図６（ｂ）に示すように、ナセル１２を、発電機タワー１１の最上部１１ｃまで持ち上
げて取り付けた後で、第２昇降部４０を降下させる。この間、第１昇降部３１では、回転
体１３の組立て作業を行なう。
【００３８】
　（回転体１３の設置）
　組立てが終了した回転体１３を設置する場合、第２昇降部４０に第１昇降部３１を固定
する。具体的には、図４（ｂ）に示すように、第２昇降部４０を第１昇降部３１まで降下
させる。そして、第２昇降部４０の端部４０ｅを、第１昇降部３１の段部３１ｆに嵌合さ
せる。この場合、端部４０ｅの下弦材と、第１昇降部３１のトラス構造の上弦材とを位置
合わせして、ボルト（固定部材）を用いて固定する。更に、端部４０ｅの側面部と、ステ
ージフレーム３２ｄの端面に位置する部材とを整合させて、ピン（固定部材）を用いて固
定する。これにより、走行部３３と走行部４３とが面一に連結される。更に、連結フレー
ム３２ｂの側端部を、垂直部４１ａの下端部に取り付ける。以上により、第１昇降部３１
と第２昇降部４０とが一体化される。
【００３９】
　その後、図７（ａ）に示すように、第１昇降部３１に取付フレーム５０を取り付ける。
そして、図７（ｂ）に示すように、テーブル３９に載置した回転体１３を、取付フレーム
５０の吊り治具に取り付ける。この吊り治具は、ハブ１３ｈの外周部（重心の真上からず
れした位置）に設けられている。具体的には、回転体１３を立て起こした場合、ナセル１
２への取付時の傾きとなる位置で、回転体１３を吊るす。
【００４０】
　その後、門型フレーム５４から外部に突出したブレード１３ｂ（回転体１３を立て起こ
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した場合に下方になるブレード１３ｂ）の先端部を、ワイヤＷ１を介して、クレーン（図
示せず）で支持する。
【００４１】
　次に、第１昇降部３１の第１ユニット部材３２から、テーブル３９、連結部３５及び補
強部３６を取り外す。この場合、図４（ｂ）に示すように、第１ユニット部材３２同士は
、連結フレーム３２ｂ及び第２昇降部４０を介して連結される。
【００４２】
　また、吊り下げられた回転体１３は、吊り位置と重心との関係で鉛直状態に立て起きよ
うとするが、ワイヤＷ１を介してクレーンに牽引されるため、水平状態を維持する。
　そして、第２昇降部４０の昇降機構４５を駆動させて、昇降ステージ３０を上昇させる
。この場合、図７（ｃ）に示すように、ブレード１３ｂはワイヤＷ１により牽引されなが
ら、回転体１３の吊り位置が上昇する。そして、介錯されたブレード１３ｂの先端が回転
体１３の下方となるように徐々に回転して、回転体１３が立て起こされる。
【００４３】
　その後、図７（ｄ）に示すように、昇降ステージ３０を発電機タワー１１の最上部まで
持ち上げる。この場合、回転体１３は、ナセル１２への取付時の傾きとなる。そして、持
ち上げた回転体１３を、チェーンブロック５８，５９に付け替えた後、取付フレーム５０
を水平移動させて、回転体１３をナセル１２に取り付ける。
　そして、昇降ステージ３０を降下させて、昇降ステージ３０をガイドタワー２０から取
り外す。そして、ガイドタワー２０を解体する。
【００４４】
　本実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
　（１－１）本実施形態では、リフトアップ装置は、ガイドタワー２０に設けられた第１
昇降部３１と第２昇降部４０とを備える。これにより、第１昇降部３１において、回転体
１３の組立てを行なっている間に、第２昇降部４０を用いて、ナセル１２を持ち上げて設
置することができる。従って、風力発電機１０を効率的に構築することができる。
【００４５】
　（１－２）本実施形態では、第２昇降部４０に、第１昇降部３１を固定して持ち上げる
。これにより、第１昇降部３１及び第２昇降部４０の昇降機構を共用できる。
　（１－３）本実施形態では、第１昇降部３１の上面に形成された段部３１ｆに、第２昇
降部４０の端部４０ｅを嵌合して、第１昇降部３１を第２昇降部４０に固定する。これに
より、第２昇降部４０と第１昇降部３１とを強固に固定することができる。また、第２昇
降部４０が上側にあるので、第１昇降部３１を下方に残した状態で、第２昇降部４０を昇
降させることができる。
【００４６】
　（１－４）本実施形態では、第１ユニット部材３２同士は、連結フレーム３２ｂを介し
て第２昇降部４０に連結される。これにより、回転体１３を立て起こすために連結部３５
を取り外しても、第１ユニット部材３２同士を固定できる。
【００４７】
　（１－５）本実施形態では、第２昇降部４０は、ガイドタワー２０に対して、第１昇降
部３１とは反対側に配置される。これにより、ガイドタワー２０を中心として第１昇降部
３１と第２昇降部４０とを連結することができる。
【００４８】
　（１－６）本実施形態では、第２昇降部４０の水平部４１ｂの端部４０ｅは、第１昇降
部３１の水平フレーム３２ｃとボルトを用いて固定し、第１昇降部３１のステージフレー
ム３２ｄとピンを用いて固定する。これにより、第１昇降部３１と第２昇降部４０とを、
簡単かつ垂直力に対して強固に固定することができる。
【００４９】
　（第２実施形態）
　次に、図５及び図８を用いて、リフトアップ装置及び塔状構造物の構築方法を具体化し
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た第２実施形態を説明する。本実施形態では、上記第１実施形態と同じリフトアップ装置
を用いて、同じ風力発電機１０を構築するが、上記第１実施形態とは構築方法が異なる。
本実施形態では、第２昇降部４０のみを用いて、発電機タワー１１の中間部１１ｂ及び最
上部１１ｃを持ち上げる。また、第２昇降部４０と第１昇降部３１とは一体固定した状態
で、ナセル１２及び回転体１３を持ち上げる。
【００５０】
　具体的には、本実施形態の構築方法では、図５（ａ）～図５（ｃ）に示すように、発電
機タワー１１の完成及び第１昇降部３１の設置までは、上記第１実施形態と同様に行なう
。
【００５１】
　そして、図８（ａ）に示すように、ガイドタワー２０の支柱２１，２２に取り付けられ
た第１昇降部３１は、降下された第２昇降部４０と一体化させる。ここでは、第２昇降部
４０の端部４０ｅを、第１昇降部３１の段部３１ｆに嵌合させるとともに、第１昇降部３
１の連結フレーム３２ｂの端部を、第２昇降部４０の垂直部４１ａの下端部に取り付ける
。
【００５２】
　そして、図８（ｂ）に示すように、第１昇降部３１の連結部３５上にテーブル３９を設
置し、このテーブル３９を用いて回転体１３の組立て作業を行なう。
　その後、図８（ｃ）に示すように、回転体１３の組立てが完了した場合、ナセル１２を
、第２昇降部４０の取付フレーム５０の吊り治具に吊るす。
【００５３】
　一方、第１昇降部３１に取付フレーム５０を取り付ける。また、テーブル３９に載置し
た回転体１３を取付フレーム５０の吊り治具に取り付ける。そして、門型フレーム５４か
ら外部に突出したブレード１３ｂの先端部を、ワイヤＷ１を介してクレーンで支持した後
、テーブル３９、第１昇降部３１の連結部３５及び補強部３６を取り外す。
【００５４】
　次に、昇降機構４５を駆動させて、昇降ステージ３０を上昇させる。この場合、ブレー
ド１３ｂの先端が回転体１３の下方となるようにワイヤＷ１を介してブレード１３ｂを介
錯して、回転体１３が徐々に立て起こされる。
【００５５】
　そして、図８（ｄ）に示すように、昇降ステージ３０の上昇により、最上部１１ｃまで
回転体１３及びナセル１２を持ち上げる。そして、ナセル１２を、取付フレーム５０のチ
ェーンブロック５８，５９に付け替えた後、取付フレーム５０を水平移動させて、ナセル
１２を最上部１１ｃに取り付ける。このナセル１２の取り付けが完了した場合には、取付
フレーム５０を、第２昇降部４０の元の位置に水平移動させる。
【００５６】
　次に、図７（ｄ）に示すように、回転体１３を、チェーンブロック５８，５９に付け替
えた後、取付フレーム５０を水平移動させて、回転体１３をナセル１２に取り付ける。
　その後、昇降ステージ３０を降下させて、取付フレーム５０を取り外し、昇降ステージ
３０をガイドタワー２０から取り外し、ガイドタワー２０を解体する。
【００５７】
　本実施形態によれば、上記（１－２）～（１－６）と同様な効果に加えて、以下のよう
な効果を得ることができる。
　（２－１）本実施形態のリフトアップ装置は、ガイドタワー２０に設けられた第１昇降
部３１と、昇降機構４５を備え、第１昇降部３１と別に持ち上げ可能な第２昇降部４０と
を備える。これにより、第２昇降部４０を用いて、発電機タワー１１の最上部１１ｃの設
置を行なうことができるとともに、回転体１３と、ナセル１２とを同時に持ち上げて設置
することができる。
【００５８】
　本実施形態は、以下のように変更して実施することができる。本実施形態及び以下の変
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　・上記各実施形態では、第１昇降部３１に昇降機構を設けず、第２昇降部４０の昇降機
構４５を用いて昇降させたが、第１昇降部３１の昇降方法は、第２昇降部４０の昇降機構
４５を用いる場合に限られない。第１昇降部３１自体に昇降機構を設けてもよい。
【００５９】
　・上記各実施形態では、第１昇降部３１及び第２昇降部４０をそれぞれ１つずつ備えた
。第１昇降部３１及び第２昇降部４０の数は、１つずつに限定されない。例えば、昇降機
構を備えない第１昇降部３１を複数、設けてもよい。この場合、複数の第１昇降部３１を
、昇降機構４５を備えた第２昇降部４０に、選択的に又は順番に連結する構成としてもよ
い。
【００６０】
　・上記各実施形態では、第２昇降部４０を、ガイドタワー２０に対して第１昇降部３１
の反対面に配置した。第２昇降部４０と第１昇降部３１との配置はこれに限られない。例
えば、第２昇降部４０を、ガイドタワー２０に対して、第１昇降部３１の側面に配置して
もよい。
【００６１】
　・上記各実施形態では、風力発電機１０のナセル１２や回転体１３を発電機タワー１１
の上まで持ち上げて設置した。構築する塔状構造物の構成によっては、塔状構造物の要素
部材を途中まで持ち上げて、塔状構造物の途中に要素部材を設置してもよい。
【００６２】
　・上記各実施形態では、ガイドタワー２０の支柱２１～２４を、発電機タワー１１の周
囲に配置した。支柱２１～２４の本数は４本に限定されるものではなく、３本であっても
よい。また、取付フレーム５０の構成は、上述した構成以外であってもよい。
【００６３】
　・上記各実施形態では、第２昇降部４０は、シリンダ４６及びピストン４７を備えたジ
ャッキを備えた昇降機構４５を用いて昇降させた。昇降ステージ３０を昇降させる構成は
、これに限らず、ワイヤ等を用いた公知の昇降機構等であってもよい。
【００６４】
　・上記各実施形態では、塔状構造物として風力発電機１０を用いて説明した。塔状構造
物は、風力発電機に限られない。例えば、電波塔等、要素部材を持ち上げて設置する構造
物であってもよい。
【符号の説明】
【００６５】
　Ｗ１…ワイヤ、１０…風力発電機、１１…発電機タワー、１１ａ…最下部、１１ｂ…中
間部、１１ｃ…最上部、１２…ナセル、１３…回転体、１３ｂ…ブレード、１３ｈ…ハブ
、２０…ガイドタワー、２１，２２，２３，２４…支柱、２１ａ，２２ａ，２３ａ，２４
ａ…最上部、２１ｂ，２２ｂ，２３ｂ，２４ｂ…中間部、２１ｃ，２２ｃ，２３ｃ，２４
ｃ…最下部、２５…トラス梁、２６…支持機構、３０…昇降ステージ、３１…第１昇降部
、３１ｆ…段部、３２…第１ユニット部材、３２ａ…垂直フレーム、３２ｂ…連結フレー
ム、３２ｃ…水平フレーム、３２ｄ…ステージフレーム、３２ｓ，４０ｓ…斜材、３３，
４３…走行部、３５，４２…連結部、３６…補強部、３９…テーブル、４０…第２昇降部
、４０ｅ…端部、４１…第２ユニット部材、４１ａ…垂直部、４１ｂ…水平部、４５…昇
降機構。４５ａ…ピン、４６…シリンダ。４７…ピストン、５０…取付フレーム、５１，
８０…台車、５３，５４…門型フレーム、５３ａ，５４ａ…取付部材、５５…小梁、５６
…治具取付梁、５８，５９…チェーンブロック。
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