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(57)【要約】
　本発明は、折り畳まれた状態と展開された状態との間
を調節可能な格子支持構造体に関する。この格子支持構
造体は長手方向に延びる支柱（１０）を備えており、少
なくとも２つの長手方向に延びる支柱（１０）の相互間
隔は展開された状態の格子支持構造体よりも折り畳まれ
た状態の格子支持構造体において小さく、少なくとも２
つの長手方向に延びる支柱（１０）は展開された状態の
格子支持構造体において支材（２０，２１）により互い
に連結されている。少なくとも１つのレール（１２，１
３）が少なくとも１つの長手方向に延びる支柱（１０）
に設けられており、支材（２０，２１）はレール（１２
，１３）に面する部分において、長手方向に延びる支柱
（１０）の相互間隔が変化するときに支材（２０，２１
）がレール（１２，１３）の上又は内部を移動するため
の手段を備えている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　折り畳まれた状態と展開された状態との間を調節可能な格子支持構造体であって、
　前記格子支持構造体は長手方向に延びる支柱（１０）を備えており、少なくとも２つの
長手方向に延びる支柱（１０）の相互間隔は、展開された状態の前記格子支持構造体より
も折り畳まれた状態の前記格子支持構造体において小さく、少なくとも２つの前記長手方
向に延びる支柱（１０）は展開された状態の前記格子支持構造体において支材（２０，２
１）により互いに連結されており、
　少なくとも１つのレール（１２，１３）が少なくとも１つの前記長手方向に延びる支柱
（１０）に設けられており、
　前記支材（２０，２１）は前記レール（１２，１３）に面する部分において、前記長手
方向に延びる支柱（１０）の相互間隔が変化するときに該支材（２０，２１）が該レール
（１２，１３）の上又は内部を移動するための手段を備えている
ことを特徴とする格子支持構造体。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記レール（１２，１３）は前記長手方向に延びる支柱（１０）と同じ方向又は略同じ
方向に延びている
ことを特徴とする格子支持構造体。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記レール（１２，１３）は、前記格子支持構造体が展開された状態にあるときに前記
支材（２０，２１）が連結される第１部分を備え、且つ該格子支持構造体が折り畳まれた
状態にあるときに該支材（２０，２１）が連結される第２部分を備えており、
　前記レール（１２，１３）が配置されている前記長手方向に延びる支柱（１０）から該
レール（１２，１３）における前記第１部分までの間隔は、好ましくは該長手方向に延び
る支柱（１０）から該レール（１２，１３）における前記第２部分までの間隔よりも小さ
い
ことを特徴とする格子支持構造体。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１つにおいて、
　少なくとも２つの前記長手方向に延びる支柱（１０）は、展開された状態の前記格子支
持構造体において、少なくとも１つの該長手方向に延びる支柱（１０）の１つ又は複数の
前記レール（１２，１３）上を移動することに供される、少なくとも１つの部分をそれぞ
れ備えた少なくとも２つの前記支材（２０，２１）により連結されており、
　前記レール（１２，１３）又は該レール（１２，１３）各部は、前記格子支持構造体の
折り畳みにおいて、一方の前記支材（２０）が該レール（１２，１３）上を第１方向に移
動し且つ他方の前記支材（２１）が該レール（１２，１３）上を異なる方向、好ましくは
反対又は略反対の方向に移動するように反対向きに設けられている
ことを特徴とする格子支持構造体。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１つにおいて、
　少なくとも２つの前記長手方向に延びる支柱（１０）は、展開された状態の前記格子支
持構造体において少なくとも２つの前記支材（２０，２１）により互いに連結されており
、
　前記支材（２０，２１）は、展開された状態の前記格子支持構造体において、同じ部分
又は隣接する部分において且つ好ましくは前記長手方向に延びる支柱（１０）における同
じ長手方向位置において、該長手方向に延びる支柱（１０）及び／又は少なくとも１つの
前記レール（１２，１３）の一部に連結されている
ことを特徴とする格子支持構造体。
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【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１つにおいて、
　少なくとも２つの前記長手方向に延びる支柱（１０）は、展開された状態の前記格子支
持構造体において少なくとも２つの前記支材（２０，２１）により互いに連結されており
、
　前記支材（２０，２１）は、展開された状態の前記格子支持構造体において、少なくと
も１つの前記長手方向に延びる支柱（１０）及び／又は少なくとも１つの前記レール（１
２，１３）の一部に共通の連結、好ましくは共通のピン連結により連結されている
ことを特徴とする格子支持構造体。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１つにおいて、
　少なくとも２つの前記長手方向に延びる支柱（１０）は、展開された状態の前記格子支
持構造体において少なくとも２つの前記支材（２０，２１）により互いに連結されており
、
　前記支材（２０，２１）は少なくとも１つの前記長手方向に延びる支柱（１０）に回転
自在に連結されている
ことを特徴とする格子支持構造体。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１つにおいて、
　２つの隣接する前記支柱（１０）又は隣接しない支柱、好ましくは対角線上で互いに対
向して配置されている２つの長手方向に延びる支柱を互いに連結する追加支材（３０，４
０）を備えている
ことを特徴とする格子支持構造体。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか１つにおいて、
　複数の前記支材（２０，２１）又は複数の前記追加支材（３０，４０）は、前記格子支
持構造体の長手方向に関して互いに離れて且つリンク部（５０）により互いに連結されて
設けられている
ことを特徴とする格子支持構造体。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか１つにおいて、
　固定手段は、少なくとも１つの前記長手方向に延びる支柱（１０）に設けられており、
且つ少なくとも１つの前記支材（２０，２１）を該固定手段に固定するための手段を備え
ている
ことを特徴とする格子支持構造体。
【請求項１１】
　折り畳まれた状態と展開された状態との間を調節可能な格子支持構造体であって、
　前記格子支持構造体は長手方向に延びる支柱（１０）を備えており、少なくとも２つの
該長手方向に延びる支柱（１０）の相互間隔は展開された状態の前記格子支持構造体より
も折り畳まれた状態の前記格子支持構造体において小さく、少なくとも２つの前記長手方
向に延びる支柱（１０）は展開された状態の前記格子支持構造体において、前記長手方向
に延びる支柱（１０）に直接的に又は間接的に設けられた支材（２００）により互いに連
結されており、
　さらに１つ又は複数の支持支材（３００）は、一方では少なくとも１つの前記支材（２
００）に回転自在に連結されており、他方では少なくとも１つの前記長手方向に延びる支
柱（１０）に回転自在に連結されている
ことを特徴とする格子支持構造体。
【請求項１２】
　請求項１１において、
　前記支持支材（３００）は、前記長手方向に延びる支柱（１０）に前記支材（２００）
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と離されて設けられている
ことを特徴とする格子支持構造体。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２において、
　前記支持支材（３００）は、前記支材（２００）の中央部又は略中央部に回転自在に連
結されている
ことを特徴とする格子支持構造体。
【請求項１４】
　請求項１１乃至１３のいずれか１つにおいて、
　前記格子支持構造体は、請求項１乃至１０のいずれか１つに係る特徴部分に従って設計
されている
ことを特徴とする格子支持構造体。
【請求項１５】
　請求項１乃至１４のいずれか１つにおいて、
　前記格子支持構造体の折り畳み及び／又は展開のための少なくとも１つのアクチュエー
タが設けられており、該アクチュエータは該格子支持構造体の内部要素であり得るか又は
外部要素として設計され得る
ことを特徴とする格子支持構造体。
【請求項１６】
　請求項１乃至１５のいずれか１つにおいて、
　折り畳まれた状態及び／又は展開された状態及び／又はこれらの状態の間に位置する少
なくとも１つの姿勢において、前記格子支持構造体又は前記支材を固定することができる
固定手段を備えている
ことを特徴とする格子支持構造体。
【請求項１７】
　請求項１乃至１６のいずれか１つに係る格子支持構造体を少なくとも２つ備えている格
子支持構造体の構築物であって、
　前記格子支持構造体は１つ又は複数の支材により互いに連結されている
ことを特徴とする格子支持構造体の構築物。
【請求項１８】
　請求項１７において、
　前記格子支持構造体の構築物は、横方向及び／又は縦方向に互いに連続して設けられる
前記格子支持構造体を備えている
ことを特徴とする格子支持構造体の構築物。
【請求項１９】
　請求項１乃至１８のいずれか１つに係る少なくとも１つの前記格子支持構造体若しくは
前記格子支持構造体の構築物からなり、又は少なくとも１つの前記格子支持構造体若しく
は少なくとも１つの前記支持構造体の構築物を備えている
ことを特徴とするクレーン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、折り畳まれた状態と展開された状態との間を調節可能な格子支持構造体に関
する。この格子支持構造体は長手方向に延びる支柱を備えており、少なくとも２つの長手
方向に延びる支柱の相互間隔は、展開された状態の格子支持構造体よりも折り畳まれた状
態の格子支持構造体において小さい。少なくとも２つの前記長手方向に延びる支柱は、展
開された状態の格子支持構造体において支材により互いに連結されている。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、いわゆる格子支持構造体であって、展開された状態の格子支持構造体におい
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て、例えば斜めに延びる支材により互いに連結された長手方向に延びる支柱を備えている
ものが知られている。ここで、これらの支材は、格子支持構造体が折り畳み可能及び展開
可能となるべく、格子支持構造体の長手方向に延びる支柱の相互間隔が増減され得るよう
に設けられている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の基本的な目的は、初めに述べた種類の格子支持構造体を、かなり単純な設計で
あるにも拘わらず問題なく折り畳み及び展開ができるようさらに発展させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この目的は、請求項１の特徴を有する格子支持構造体によって解決される。
【０００５】
　そこで、少なくとも１つのレールが、少なくとも１つの長手方向に延びる支柱に設けら
れており、支材の前記レールに面する部分には、前記長手方向に延びる支柱の相互間隔が
変化するときに該支材が該レールの上又は内部を移動するための手段が設けられている。
【０００６】
　したがって、本発明の基本的な目的は、格子支持構造体の折り畳み及び展開において、
長手方向に延びる支柱に間接的に又は直接的に設けられたレール上を支材が移動するよう
な、長手方向に延びる支柱と該支材との間の相対運動を実現することである。
【０００７】
　レールそのものの設計は、支材が該レールに沿って移動可能であることが保証される限
り任意のものでよい。例えば、レール又は支材に、それぞれの他方の部品が転がり移動す
るためのロール又はローラーが設けられているものが考えられる。また、例えば、滑り移
動等も考えられる。
【０００８】
　例えば、支材は、レールに対して相対的に移動できることが明らかであればレールに連
結されていてもよいが、レールから外れてはならない。例えば、支材が確実にレール上を
案内されるように、支材をレールの裏に少なくとも部分的に係合させることが考えられる
。
【０００９】
　レールそのものの設計はおおむね任意のものでよい。滑らかな移動面や、内部を支材の
一部が移動可能である溝を備えるレールを設計することが考えられる。レールは長手方向
に延びる支柱の内部、面上又は一部に設けられていてもよい。
【００１０】
　レールは長手方向に延びる支柱と同じ方向又は略同じ方句に延びていることが好ましい
。レールは長手方向に延びる支柱に対して平行に又は鋭角をなして配置されてもよく、こ
の角度は２０°以下であることが好ましく、さらには１０°以下であることが好ましい。
【００１１】
　折り畳まれた状態の格子支持構造体において、隣接する支材が互いに接触し又はぶつか
ることを防止しなければならない場合には、レールの斜め配置が必要となることがある。
折り畳まれた状態の格子支持構造体において、例えば、隣接する支材の端部が互いに隣り
合って位置することを、レールの斜め配置により実現できる。
【００１２】
　発明の別の実施形態では、レールは、格子支持構造体が展開された状態にあるときに支
材が連結される第１部分を備え且つ該格子支持構造体が折り畳まれた状態にあるときに該
支材が連結される第２部分を備えており、該レールが配置されている長手方向に延びる支
柱から前記レールの第１部分までの間隔は、好ましくは長手方向に延びる支柱から前記レ
ールの第２部分までの間隔よりも小さい。したがって、長手方向に延びる支柱から少なく
とも１つのレールまでの間隔は該レールの長さ方向全体にわたって一定ではなく、むしろ
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増加し又は減少することが考えられる。
【００１３】
　発明の別の実施形態では、少なくとも２つの前記長手方向に延びる支柱は、展開された
状態の格子支持構造体において、少なくとも１つの長手方向に延びる支柱の１つ又は複数
のレール上を移動することに供される少なくとも１つの部分を備える少なくとも２つの支
材により連結されている。レール又はレール各部は、格子支持構造体の折り畳みにおいて
、一方の支材が該レール上を第１方向に移動し且つ他方の支材が該レール上を異なる方向
、好ましくは反対又は略反対の方向に移動するように、反対向きに設けられている。した
がって、レールに連結された支材又は支材部の移動方向は互いに反対向きであってもよい
。このことは格子支持構造体の折り畳みのみでなく展開工程にも当てはまる。
【００１４】
　発明の別の実施形態では、少なくとも２つの前記長手方向に延びる支柱は、展開された
状態の格子支持構造体において、少なくとも２つの支材により互いに連結されている。該
支材は、展開された状態の格子支持構造体において、同じ部分又は隣接する部分において
且つ好ましくは長手方向に延びる支柱における同じ長手方向位置において、長手方向に延
びる支柱及び／又は少なくとも１つのレールの一部に連結されている。したがって、支材
又は支材部は、展開された状態の格子支持構造体において同じ位置又は少なくとも隣接す
る位置に設けられており、これにより支材又は支材部が、整列した孔に挿通されるピンの
ような１つの同じ固定手段により固定され得るという利点が生じることが考えられる。
【００１５】
　したがって、展開された状態の格子支持構造体において、少なくとも２つの長手方向に
延びる支柱が少なくとも２つの支材により互いに連結され、該支材は少なくとも１つの長
手方向に延びる支柱及び／又は少なくとも１つのレールの一部に、共通の連結部、好まし
くは共通の連結ピンにより連結されていることが考えられる。
【００１６】
　したがって、２つの支材がそれぞれに対応するレール又はレール部の上を長手方向に延
びる支柱に対して相対的に移動できるように、該２つの支材を１つの同じピンの取外し又
は除去により長手方向に延びる支柱から取り外すことが考えられる。しかしながら、この
実例は、複数の支材を固定するために複数のピン等のような異なる固定手段を備える発明
にも広く含まれる。
【００１７】
　発明の別の実施形態では、展開された状態の格子支持構造体において、少なくとも２つ
の支材により少なくとも２つの長手方向に延びる支柱が互いに連結され、該支材は少なく
とも１つの長手方向に延びる支柱に回転自在に連結されている。
【００１８】
　これらの支材は、前述したように異なる部分、例えば他方の端部でレール上を移動する
支材と同じものであってもよい。したがって、例えば、支材の一部分は長手方向に延びる
支柱に回転自在に、しかしレール上を移動不可能に設けられ、且つ支材の他の部分は上で
詳述したようにレール上を移動可能であることが考えられる。
【００１９】
　発明の別の実施形態では、２つの隣接する支柱又は２つの隣接しない支柱、好ましくは
対角線上で互いに対向して配置されている２つの長手方向に延びる支柱を互いに連結する
追加支材が設けられている。
【００２０】
　上に挙げた支材に加えて、このように長手方向に延びる支柱を互いに連結する追加支材
が設けられてもよい。
【００２１】
　これらの追加支材により格子支持構造体のさらなる安定化を図ることができる。
【００２２】
　これらの追加支材は、格子支持構造体の折り畳みにおいて折り畳まれた姿勢となるよう
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に、且つ格子支持構造体の展開において展開された姿勢、好ましくは直線状となるように
、１つ又は複数の関節を備えていることが考えられる。
【００２３】
　上に挙げた支材や追加支材は、格子支持構造体の長手方向に関して互いに離れて配置さ
れていてもよく、リンク部等により互いに連結されていてもよい。したがって、リンク部
により、支材の動き又は格子支持構造体全体の動きを同期させることができる。
【００２４】
　このことは初めに述べた支材のみでなく、格子支持構造体のさらなる安定化をもたらす
追加支材にも当てはまる。
【００２５】
　格子支持構造体全体の安定性に関して有利である限り、支柱によりスペースが制限され
るときには、これらの支材以外にピラミッド状の支材構造等のような追加支材及び支材構
造を設けてもよい。
【００２６】
　発明の別の実施形態では、少なくとも１つの前記長手方向に延びる支柱に固定手段が設
けられており、該固定手段は少なくとも１つの支材を該固定手段に固定するための手段を
備えている。したがって、長手方向に延びる支柱と支材との間に生じるトルクを別の固定
装置により引き受けること、又は、支材と長手方向に延びる支柱との間の連結のある程度
の緩和を実現することができる。
【００２７】
　本発明は、さらに、折り畳まれた状態と展開された状態との間を調節可能な格子支持構
造体に関する。この格子支持構造体は長手方向に延びる支柱を備えており、少なくとも２
つの長手方向に延びる支柱の相互間隔は、展開された状態の格子支持構造体よりも折り畳
まれた状態の格子支持構造体において小さい。少なくとも２つの長手方向に延びる支柱は
、展開された状態の格子支持構造体において、好ましくは長手方向に延びる支柱に直接的
に又は間接的に、且つ回転自在に連結された支材により互いに連結されている。さらに１
つ又は複数の支持支材が、一方では少なくとも１つの支材に回転自在に連結されており、
他方では少なくとも１つの長手方向に延びる支柱に回転自在に連結されている。
【００２８】
　したがって、支持支材は格子支持構造体の折り畳み及び展開において付随的に回転され
、このとき一方では支材に対する相対的な回転運動が行われ、他方では長手方向に延びる
支柱に対する相対的な回転運動が行われる。発明の本実施形態により格子支持構造体の折
り畳み及び展開が著しく簡易化され、このとき本実施形態及び初めに述べた実施形態の双
方において、折り畳み及び展開における格子支持構造体の全体的な長手方向変化が生じな
いことが好ましい。
【００２９】
　支持支材は長手方向に延びる支柱に支材と離されて設けられてもよい。支持支材は支材
の中央部又は略中央部に回転自在に連結されることが好ましい。しかしながら、このこと
は絶対的に必要ではない。しかし、支材の中央部又は中央３分の１の部分に、支持支材が
回転自在に設けられることが好ましい。
【００３０】
　発明の別の実施形態では、第２実施形態の格子支持構造体は、請求項１乃至１０のいず
れか１つに係る特徴部分に従って設計されている。
【００３１】
　発明の別の実施形態では、格子支持構造体の折り畳み及び／又は展開のために少なくと
も１つのアクチュエータが設けられており、この少なくとも１つのアクチュエータは電気
モータのような格子支持構造体の内部要素として、又は外部要素として設計されていても
よい。例えば、１つの長手方向に延びる支柱がクレーンにより持ち上げられ、これにより
格子支持構造体全体が自立的に広がることが考えられる。出来るだけ早く、必要であれば
格子支持構造体は適当な手段により固定されてもよい。
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【００３２】
　前述のとおり、格子支持構造体そのものが折り畳み及び／又は展開のための１つ又は複
数のアクチュエータを備えていることも考えられる。
【００３３】
　これらのアクチュエータは、例えば、１つ又は複数のレールに連結された支材又は支材
部に作用して、レールと支材との所望の相対運動を生じさせるように設計されていてもよ
い。格子支持構造体が折り畳まれ又は展開されるように格子支持構造体全体に作用する主
要アクチュエータを設けることも考えられる。
【００３４】
　発明の別の実施形態では、格子支持構造体は折り畳まれた状態及び／又は展開された状
態及び／又はこれら２つの状態の間に位置する少なくとも１つの姿勢において、ピン等の
ような適当な固定手段により固定することができる。この態様では、折り畳まれた状態と
展開された状態との間の中間的な姿勢を実現することもできる。
【００３５】
　本発明は、さらに、請求項１乃至１６のいずれか１つに係る格子支持構造体を少なくと
も２つ備えており、この格子支持構造体が１つ又は複数の支材により互いに連結されてい
る格子支持構造体の構築物に関する。
【００３６】
　格子支持構造体の構築物は、横方向及び／又は縦方向に互いに連続して設けられている
格子支持構造体を備えていることが好ましい。したがって、複数の格子支持構造体が横方
向に連続して配置され又は縦方向に連続して配置されている二次元の構築物が考えられる
。しかしながら、さらに複数の格子支持構造体が横方向及び縦方向に連続して配置されて
いる三次元の構築物が考えられる。結果として、構築物全体における積載重量の相応の増
加がもたらされる。
【００３７】
　本発明は、最後に、請求項１乃至１８のいずれか１つに係る１つ又は複数の格子支持構
造体若しくは格子支持構造体の構築物からなり、又は、１つ又は複数の格子支持構造体若
しくは格子支持構造体の構築物を備えるクレーンに関する。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る、展開された状態における格子支持構造体の斜視図
である。
【図２】本発明の第２実施形態に係る、展開された状態における格子支持構造体の斜視図
である。
【図３】本発明の別の実施形態に係る、ある程度展開された状態における格子支持構造体
の斜視図である。
【図４】本発明のさらに別の実施形態に係る、展開された状態における格子支持構造体の
斜視図である。
【図５】図４における支材が長手方向に延びる支柱に連結されている部分の詳細図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　発明のさらなる詳細や利点について、図示された実施形態を参照してより詳しく説明す
る。
【００４０】
　図１には、発明の第１実施形態に係る、展開された状態における格子支持構造体が斜視
図で示されている。
【００４１】
　格子支持構造体は、この格子支持構造体の長手方向に延び且つ互いに平行に設けられた
４つの支柱１０を備えている。４つの支柱１０に代えて、一般に、４つよりも多い又は少
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ない支柱を備えていてもよい。
【００４２】
　支柱１０は断面正方形状又は断面長方形状の格子支持構造体における外縁を形成してい
る。図１に示すように、それぞれ隣接する長手方向に延びる支柱１０は、展開された状態
の格子支持構造体において互いに鋭角をなす支材２０，２１により互いに連結されている
。これらの支材２０，２１はそれぞれ一方の端部２０’，２１’において、１つの長手方
向に延びる支柱１０に回転自在に連結されている。この支材２０，２１はそれぞれの他方
の端部２０”，２１”において、隣接する長手方向に延びる支柱１０にピン連結により連
結されており、このピンは格子支持構造体が折り畳まれるときに手作業や機械により取外
し可能である。
【００４３】
　図１に示す展開された状態では、支材２０，２１の端部２０”，２１”は、格子支持構
造体が図示される展開された姿勢で全体的に固定されるように、長手方向に延びる支柱１
０における対応する突起又は孔にピンにより固定されている。格子支持構造体の長手方向
に延びる支柱１０における端部２０”，２１”に面する側面にはレール１２，１３が配置
されており、１つのレール１２は支材２０の移動のために設けられ、別のレール１３は支
材２１の移動のために設けられている。
【００４４】
　一般に、２つの分離したレール１２，１３に代えて、１つの共通のレールが支材２０，
２１の移動に用いられるようにしてもよい。
【００４５】
　レール１２，１３は長手方向に延びる支柱１０の外面から突き出しており、且つ長手方
向に延びる支柱１０から、このレール１２，１３までの間隔に関して、折り畳まれた状態
において支材２０，２１が配置される部分よりも、図１に示す展開された状態において支
材２０，２１が配置される部分が小さくなるように傾斜している。
【００４６】
　図１に係る格子支持構造体が折り畳まれる場合には、支材２０，２１がその端部を介し
てレール１２，１３上を移動できるように、支材２０，２１の端部２０”，２１”領域に
おけるピン連結が解除される。図１に示す実施形態では、折り畳みに伴って支材２０又は
その端部２０”はレール１２上を右方向に移動し、支材２１又はその端部２１”はレール
１３上を左方向に移動する。
【００４７】
　このとき、支材２０，２１のそれぞれのもう一方の端部２０’，２１’は隣接する長手
方向に延びる支柱１０に回転自在に設けられたままであり、折り畳み及び展開において、
この回転自在な連結は解除されない。
【００４８】
　さらに図１に示すように、長手方向に延びる支柱１０は支材２０，２１によってのみで
なく、２つの互いに隣接する支柱や対角線上で対向するような２つの隣接しない支柱を連
結する追加支材３０，４０によっても連結されている。
【００４９】
　例えば、参照番号３０で表される支材はそれぞれ２つの長手方向に延びる支柱１０を連
結しており、且つ格子支持構造体の折り畳みにおいて全体的に同様に折りたたまれるよう
それぞれ中央部に関節を備えている。
【００５０】
　図１の展開された状態において、追加支材３０はそれらの関節が伸ばされて直線状に並
んでいることが好ましい。
【００５１】
　加えて、例えば、完了位置に達してすぐ関節にピンを挿入することにより追加支材３０
を固定することが一般に考えられる。
【００５２】
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　さらに図１に示すように、支材３０は長手方向に延びる支柱１０により形成される領域
にまたがる骨組みを形成する。
【００５３】
　参照番号５０で表されるリンク部はそれぞれ、長手方向に関して隣接する２つの支材３
０を互いに連結している。このリンク部は支材３０に回転自在に連結されており、格子支
持構造体全体が折り畳まれ又は展開されるときに支材３０又はそれらが形成する骨組みが
同時に又は連係して動作するように作用する。
【００５４】
　参照番号６０で表される固定手段により、格子支持構造体は展開された状態で確実に固
定される。
【００５５】
　代替的又は追加的に、参照番号６０に係る要素は格子支持構造体を折り畳むこと及び展
開することができるアクチュエータであってもよい。
【００５６】
　手段６０又はアクチュエータ６０は中心部と前方に延びるアーム６２とを備えており、
これらは長手方向に延びる支柱１０に連結されている支材４０に作用する。
【００５７】
　図１に係る格子支持構造体が折り畳まれる場合には、端部２０”，２１”と長手方向に
延びる支柱１０との連結は、一方で端部２０”，２１”に設けられ且つ他方で支柱１０又
は突起に設けられている整列した孔からピンを取り外すことにより解除される。これらの
孔は、ピン又はその他の適当な連結手段が問題なく適用されるように、格子支持構造体が
展開された状態において整列していることが好ましい。
【００５８】
　ピンが取り外された場合には、格子支持構造体が折り畳み可能となるように、支材２０
，２１の端部２０”，２１”がレール１２，１３に対して相対的に移動可能となる。前述
のとおり、この折り畳み動作は固定手段６０の解除又はアクチュエータ６０の作動により
行われてもよい。
【００５９】
　加えて、クレーン又はその他の適当な吊り上げ機構を用いて１つの支柱１０を吊り上げ
ることにより格子支持構造体の展開を実行することが一般に考えられ、そのとき、この格
子支持構造体は自立的に展開する。この場合、端部２０”，２１”は図１に示す完了位置
までレール１２，１３上を移動する。
【００６０】
　いったん格子支持構造体が最終姿勢に達すれば、例えば固定手段６０による固定により
格子支持構造体の意図しない折り畳みを確実に防止することができる。
【００６１】
　前述のとおり、端部２０”，２１”はピン連結により支柱１０に固定される。
【００６２】
　格子支持構造体を広げるためのそのような外部で動作するアクチュエータ又はクレーン
に代えて、アクチュエータは格子支持構造体の内部要素であってもよい。例えば、端部２
０”，２１”が図１に示す位置まで移動するように作用する例えば電気モータにより、支
材２０，２１及び／又はそれらの端部２０”，２１”に対して力を働かせることが考えら
れる。その後、支柱１０に対する支材２０，２１の固定がなされてもよい。
【００６３】
　さらに図１に示すように、レール１２，１３は支柱１０の長手方向に対して厳密に平行
には配置されておらず、むしろ、この支柱１０に対して鋭角をなすレールが少なくとも存
在する。このことは、折り畳まれた状態の格子支持構造体において隣接する支材の端部が
互いにぶつからないが、その上で互いに隣り合うように配置され得るという利点をもたら
ず。前述のレール端部のずらされた配置は、例えば、図１に参照記号Ａで表された部分か
ら確認できる。
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【００６４】
　図２は本発明に係る格子支持構造体の第２実施形態を示しており、その原理構造は図１
に係る格子支持構造体と対応している。
【００６５】
　図２に示すように、レール１２，１３は、格子支持構造体の折り畳み及び展開において
支材２０，２１の各端部２０”，２１”がそれぞれ反対方向に通過するように、長手方向
に延びる支柱１０に設けられている。さらに図２に示すように、レール１２は支柱１０の
外周近傍において、支柱１０の外面から離されて配置されている支持要素に取り付けられ
ている。
【００６６】
　レール１２，１３により直線状の経路や湾曲した経路が規定されてもよい。格子支持構
造体が可能な限り小さなスペースに折りたたまれることができるようにレール１２，１３
が設計されていることが重要である。
【００６７】
　その他、図２では同じ要素又は同じ機能を有する要素は、参照が対応してなされるよう
に図１と同じ参照番号で表されている。
【００６８】
　さらに図面に示すように、支材２０，２１の構成は、全体的に安定した構築物が得られ
るように格子支持構造体の長手方向において繰り返されている。
【００６９】
　図示された実施形態において、支材２０，２１の端部２０’，２１’は支柱１０の長手
方向に関する同位置に取り付けられており、好ましくは共通の連結部、特にピン連結によ
り回転自在に支えられている。
【００７０】
　さらに図１及び図２に示すように、支材２０は長手方向に延びる支柱１０に対して略垂
直に延びており、支材２１は、この支柱１０に対して鋭角、好ましくは略４５°の角度を
なしている。
【００７１】
　図３は別の実施形態を示しており、格子支持構造体における同じ要素又は同じ機能を有
する要素には図１及び図２と同じ参照番号が付されている。
【００７２】
　図３に示すように、格子支持構造体はある程度広げられた状態で表示されている。支材
２０，２１の端部２０”，２１”がレール１２，１３の端部に配置されていないことを確
認できる。
【００７３】
　格子支持構造体が図３に係る状態から開始してさらに折り畳まれる場合には、支材２１
の端部２１”はレール１３上をさらに左方向へ移動し、且つ支材２０の端部２０”はレー
ル１２上をさらに右方向へ移動する。
【００７４】
　格子支持構造体が図３に係る状態から開始してさらに展開される場合には、２つの端部
２０”，２１”はそれらの完了位置に到達するまで反対方向へ移動する。そして、これら
端部２０”，２１”は、レール１２，１３の端部又は支柱１０に配置され且つ支材２０，
２１の端部２０”，２１”を固定するための孔又はその他の固定手段を備えている突起１
０’にピン止めされる。
【００７５】
　支材２０，２１を、それらの展開され及び／又は折り畳まれた位置のみでなく、例えば
図３に示すような中間位置においても固定することが考えられる。そのような中間的な固
定は、例えば、レール１２，１３の一部に固定手段を設けること及び／又は支材２０，２
１を特定の位置において例えばピン連結等により互いに連結することにより実現できる。
【００７６】
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　図４は本発明に係る格子支持構造体のさらに別の実施形態を示している。図１～図３に
係る実施形態とは対照的に、図４に係る実施形態では、長手方向に延びる支柱１０に支材
２０，２１が移動可能に設けられていない。その代わりに、支材２００は、この支材２０
０に回転自在に設けられ且つ長手方向に延びる支柱１０にさらに回転自在に設けられてい
る支持支材とともに、それぞれ設けられている。格子支持構造体の折り畳みにおいては、
例えば、支材の端部２００’と長手方向に延びる支柱１０との間のピン連結等が解除され
、そして、この格子支持構造体を折り畳むことが可能となる。格子支持構造体を図４に示
す位置まで展開した後に、この格子支持構造体が展開された位置で固定されるようにピン
連結等を再び行ってもよい。
【００７７】
　さらに図４に示すように、支持支材は一方で長手方向に延びる支柱１０に回転自在に連
結されており、他方で支材２００の中央部に回転自在に連結されている。
【００７８】
　支材２００は格子支持構造体における隣接する支柱１０をそれぞれ連結しており、この
支材は展開された状態の格子支持構造体において長手方向に延びる支柱１０に対して鋭角
をなして連結されるように配置されている。
【００７９】
　図４に示す矢印は格子支持構造体の折り畳みにおける支材２００の移動方向を示してい
る。
【００８０】
　支持支材の追加により格子支持構造体のさらなる安定化が実現され、その結果として格
子支持構造体の積載重量が増加し且つさらに大きな格子支持構造体の製造が可能となる。
【００８１】
　格子支持構造体におけるその他の特徴について前述した事項は、図４に係る実施形態に
適宜当てはまる。
【００８２】
　図５は支材２００が長手方向に延びる支柱１０に連結されている部分を詳細に示してい
る。例えば支柱１０の突起１０’に溶接された保持部が参照番号１１で表されている。
【００８３】
　加えて、保持要素２０５が支材２００に、好ましくは溶接により設けられている。保持
部１１及び保持要素２０５は、互いに整列し且つピン１２を挿通できる孔を備えている。
この態様では、特に溶接連結部分において、例えば支柱１０と突起１０’との間及び／又
は保持部１１と突起１０’との間において生じるトルクを吸収し又は低減することができ
る。
【００８４】
　前述した図１～図３に係る実施形態にも当てはまるように、図４に係る実施形態におい
て支材２００は格子支持構造体の外周面における全側面にも広がっている。
【００８５】
　図１～図３に係る格子支持構造体と図４に係る格子支持構造体とは双方とも、折り畳み
において長さの変化が生じないように折り畳むことができる。
【００８６】
　本発明に係る格子支持構造体は、全体として所望の長さを有する構築物が得られるよう
に、その端部を介して別の格子支持構造体と結合することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　さまざまな用途が存在する。例えば、格子支持構造体をクレーンの構成要素、例えば腕
材及び／若しくは介錯ロープ支持部及び／若しくはタワー、又は旋回タワークレーン、自
走クレーン若しくはクレーン車両の前記要素の一部等として使用することが考えられる。
また、格子支持構造体を建築物、例えばエレベーターの構成要素として使用すること、救
出坑に使用すること又は橋、トンネルの支持構造に使用すること等も考えられる。
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