
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部近傍の床面に固定される固定部材と、この固定部材に下端部が保持されて、前記
床面上で傾倒した姿勢から鉛直面に沿って前記開口部側へ起立可能な一対の支柱と、これ
ら一対の支柱の上端部どうしを連結する梁部とを備え、前記梁部に取り付けた揚重機にて
前記開口部内の重量物を吊り上げ可能となす重量物揚重雇において、
　前記床面上に立設される起立柱と、この起立柱の上端部に取り付けられる巻上げ機と、
前記梁部に繋着されて前記巻上げ機に巻き取られる起立用索とを有する起立装置と、前記
床面上に載置されて傾倒姿勢の前記支柱を支える支え体と、この支え体と前記支柱との間
に介在されて両者の間隔が変更可能な調整部材とを有する支え手段を備え、この支え手段
により前記梁部を、前記床面上の複数の高さ位置に選択的に保持可能と

ことを特徴とする重量物揚重雇。
【請求項２】
　前記起立柱 ことを特徴とする請求項１記載の重量物
揚重雇。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、開口部内の重量物の吊り上げ作業に用いられる揚重機を取り付けるための重
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すると共に、前記
起立柱が、前記床面に固定される下端部から斜め上方へ延びる柱状部を有し、この柱状部
を前記開口部側へ傾けて起立させる

の下端部を前記固定部材に固定した



量物揚重雇 する。
【０００２】
【従来の技術】
　クレーン等が利用できない場所で重量物の吊り上げ作業を行う場合、例えば特開平６－
２２７７８７号公報に開示されているように、４本の支柱を備えた櫓型の揚重雇を重量物
の上方に設置して、この揚重雇に取り付けたチェーンブロック等の揚重機によって重量物
を吊り上げるという手法が一般的である。だが、このような櫓型の揚重雇は多くの部品を
必要とするためコスト高になるという不具合があり、また、広い設置スペースが必要なた
め狭い場所では適用できないという不具合があった。
【０００３】
　これに対して、特開平１０－３２４４８６号公報に開示されている揚重雇は、重量物を
引き上げる開口部の近傍の床面に、一対の支柱を立設すると共に、これら支柱の上端部ど
うしを梁部にて連結し、この梁部に取り付けた揚重機によって開口部内の重量物を吊り上
げるというものなので、部品点数の削減によりコストダウンが図れ、また、さほど広い設
置スペースを必要としないため省スペース化も図れるという利点がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上述した特開平１０－３２４４８６号公報記載の重量物揚重雇は、揚重
機を取り付ける際の作業員の肉体的負担が大きくて、安全性にも難があった。すなわち、
かかる従来の重量物揚重雇では、その上部に設置されている梁部の高さ位置まで、チェー
ンブロック等の揚重機を人力にて持ち上げたうえで、この揚重機を梁部に取り付けねばな
らないが、約１００ｋｇもあるチェーンブロック等を持ち上げる作業は容易でないばかり
か、開口部の近傍での作業となるため作業員が誤って開口部内へ転落する危険性がある。
【０００５】
　本発明はこのような従来技術の課題に鑑みてなされたもので、その第１の目的は、設置
作業や揚重機の取付作業で作業員の肉体的負担が軽減できて安全性も確保できる、重量物
揚重雇を提供することに
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上述した目的を達成するため、本発明は、開口部近傍の床面に固定される固定部材と、
この固定部材に下端部が保持されて、前記床面上で傾倒した姿勢から鉛直面に沿って前記
開口部側へ起立可能な一対の支柱と、これら一対の支柱の上端部どうしを連結する梁部と
を備え、前記梁部に取り付けた揚重機にて前記開口部内の重量物を吊り上げ可能となす重
量物揚重雇において、前記床面上に立設される起立柱と、この起立柱の上端部に取り付け
られる巻上げ機と、前記梁部に繋着されて前記巻上げ機に巻き取られる起立用索とを有す
る起立装置と、前記床面上に載置されて傾倒姿勢の前記支柱を支える支え体と、この支え
体と前記支柱との間に介在されて両者の間隔が変更可能な調整部材とを有する支え手段を
備え、この支え手段により前記梁部を、前記床面上の複数の高さ位置に選択的に保持可能
と

こととした。
【０００７】
　このような構成の重量物揚重雇では、支柱を床面上に寝かせた状態にして梁部に揚重機
を取り付けた後、起立装置の巻上げ機にて起立用索を巻き取りながら支柱を開口部側へ起
立させることができるので、重い揚重機の取付作業を床面近くで行うことができて作業員
の肉体的負担が大幅に軽減でき、安全性も高まる。
【０００８】
　また、かかる構成において、前記起立柱が、前記床面に固定される下端部から斜め上方
へ延びる柱状部を有し、この柱状部を前記開口部側へ傾けて起立させておけば、柱状部に
取り付けた巻上げ機を駆動させて支柱を起立させる際に、この巻上げ機と支柱や梁部との
干渉を確実に回避することができる。

10

20

30

40

50

(2) JP 3779510 B2 2006.5.31

に関

ある。

すると共に、前記起立柱が、前記床面に固定される下端部から斜め上方へ延びる柱状部
を有し、この柱状部を前記開口部側へ傾けて起立させる



【０００９】
　また、前記起立柱の下端部を前記固定部材に固定すれば、前記床面に新たな固定用の部
材を付設する必要がなくなるので、設置作業の煩雑化が回避できる。
【００１０】
　また、前記床面上に載置されて傾倒姿勢の前記支柱を支える支え体と、この支え体と前
記支柱との間に介在されて両者の間隔が変更可能な調整部材とを有する支え手段を備え、
この支え手段により前記梁部を、前記床面上の複数の高さ位置に選択的に保持可能とすれ
ば、床面近くで揚重機を梁部に取り付ける際に、その取付作業に適した所望の高さ位置に
梁部を保持しておくことができるので、揚重機の取付作業を一層効率よく行うことができ
る。
【００１１】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明による重量物揚重雇の一実施形態例を図１～図６を参照しつつ説明する。
ただし、図１は設置した該揚重雇の起立前の状態を示す側面図、図２は設置した該揚重雇
の起立前の状態を示す斜視図、図３は該揚重雇の梁部に揚重機を取り付ける際の様子を示
す側面図、図４は該揚重雇の支柱を起立させる際の様子を示す側面図、図５は該揚重雇の
設置完了状態を示す側面図、図６は設置完了した該揚重雇で重量物を吊り上げている様子
を示す斜視図である。
【００１２】
　これらの図に示す重量物揚重雇は、開口部１５の近傍の床面１６にベース３を介して固
定された固定部材４と、この固定部材４に下端部が保持されて、床面１６上で傾倒した姿
勢から鉛直面に沿って開口部１５側へ起立可能な一対の支柱５と、各支柱５の上端部どう
しを連結する梁部６と、各支柱５を起立させるための一対の起立装置１と、揚重機を取り
付ける際に梁部６を床面１６から所定の高さ位置に保持するための一対の支え手段１０と
によって概略構成されている。そして、揚重機である電動チェーンブロック８を梁部６に
取り付けた後、起立装置１により支柱５を起立させて電動チェーンブロック８を所定位置
に配置させれば、この揚重雇は床面１６上での設置が完了し、設置完了後には電動チェー
ンブロック８によって開口部１５内の重量物を吊り上げることが可能となる。
【００１３】
　なお、支柱５の下端部を保持している固定部材４はベース３に取り付けられており、こ
のベース３はアンカーボルト３ａを用いて床面１６に固定されている。
【００１４】
　また、前記起立装置１は、床面１６上に立設された起立柱１１と、この起立柱１１の上
端部に取り付けられた手動チェーンブロック等の小型の巻上げ機１２ａと、一端部が梁部
６に繋着されて他端側が巻上げ機１２ａに巻き取られる起立用索１２ｂとによって構成さ
れている。起立柱１１はその下端部１１ｂから柱状部１１ａを斜め上方へ延ばした略く字
形の外観を呈し、下端部１１ｂを固定部材４に固定することにより、柱状部１１ａを開口
部１５側へ傾けて起立させている。
【００１５】
　また、前記支え手段１０は、床面１６上に載置されて傾倒姿勢の支柱５の長手方向中間
部を支える支え体１０ａと、この支え体１０ａと支柱５との間に介在されて両者の間隔が
変更可能な調整部材１０ｂと、この調整部材１０ｂを支柱５に取り付けているボルト等の
締結具１０ｃとによって構成されている。つまり、床面１６上の支え体１０ａが調整部材
１０ｂの複数箇所を選択的に係止でき、その係止位置に応じて支え体１０ａに支えられる
支柱５の傾倒角度が僅かずつ変化するようになっているので、この支え手段１０により、
梁部６を床面１６上の複数の高さ位置に選択的に保持することができる。
【００１６】
　このように構成される重量物揚重雇は、まず、各支柱５の下端部を、ベース３を介して
床面１６に固定されている固定部材４に取り付けて、各支柱５の上端部どうしを梁部６に
て連結した後、支え手段１０により各支柱５を所望の傾倒角度に保ったまま、梁部６に電
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動チェーンブロック８を取り付ける。具体的には、図３に示すように、網台車１３内に収
納した電動チェーンブロック８を床面１６上で移動させて、このチェーンブロック８を梁
部６に装着されている吊り金具７に取り付けるので、この吊り金具７が床面１６上の所望
の高さ位置に配置されるように支柱５の傾倒角度を設定し、その傾倒角度を保って支え体
１０ａにて支柱５を支えておけば、重い電動チェーンブロック８を極めて簡単に梁部６に
取り付けることができる。
【００１７】
　そして、梁部６に電動チェーンブロック８を取り付けた後、起立柱１１の下端部１１ｂ
を前記固定部材４に固定して、柱状部１１ａを開口部１５側へ斜めに起立させ、この柱状
部１１ａの上端に巻上げ機１２ａを取り付けることにより、起立装置１を組み付ける。し
かる後、図４に示すように、各起立装置１の巻上げ機１２ａにて起立用索１２ｂを巻き取
っていくことにより、各支柱５を破線Ａの状態から矢印Ｂに沿って徐々に起立させていき
、梁部６が開口部１５側へせり出す所定位置まで各支柱５を起立させる。また、図５に示
すように、固定ベース９により床面１６に固定されている支柱保持材１７を介して、起立
させた支柱５と床面１６とを連結しておく。
【００１８】
　こうして重量物揚重雇を開口部１５近傍の床面１６上に設置する作業が完了したなら、
梁部６に取り付けられている電動チェーンブロック８を駆動させて、開口部１５内の重量
物をチェーン８ａにより吊り上げることができる。
【００１９】
　このように本実施形態例によれば、重量物揚重雇に起立装置１が付設してあるので、作
業員は小型の巻上げ機１２ａを駆動させることにより、重い電動チェーンブロック８が取
り付けてある梁部６と共に一対の支柱５を容易に起立させることができる。それゆえ、予
め支柱５を寝かせた状態にしておき、床面１６近くで電動チェーンブロック８を梁部６に
取り付ければよくなり、その取付作業が簡単かつ安全に行えるようになっている。しかも
、本実施形態例では支え手段１０により、床面１６近くで電動チェーンブロック８を取り
付ける作業に適した所望の高さ位置に梁部６を保持しておくことができるので、電動チェ
ーンブロック８の取付作業が極めて効率よく行え、作業員の肉体的負担を大幅に軽減する
ことができる。
【００２０】
　なお、巻上げ機１２ａで起立用索１２ｂを巻き取る際に起立柱１１は反力により図１，
４の時計回り方向へ引っ張られるが、起立柱１１の下端部１１ｂに当接する床面１６が該
反力を受け止めるので負荷の応力集中は回避でき、よって起立柱１１は比較的軽強度の軽
い部材となすことができる。
【００２１】
　また、本実施形態例では、起立柱１１の下端部１１ｂを、支柱５の下端部を保持してい
る固定部材４に固定すればよく、床面１６に新たな固定用の部材を付設する必要がないの
で、設置作業の煩雑化が回避されている。さらにまた、この起立柱１１は、その柱状部１
１ａを開口部１５側へ傾けて起立させるので、柱状部１１ａに取り付けた巻上げ機１２ａ
を駆動させて支柱５を起立させる際に、巻上げ機１２ａが支柱５や梁部６に干渉して作業
性を損なう心配はない。
【００２２】
　なお、上述した重量物揚重雇を、図６に示すように開口部１５を挟んで対向させた状態
で２台設置すれば、エスカレータフレーム１４のような大型の重量物の揚重作業も円滑に
行える。
【００２３】
【発明の効果】
　本発明は以上説明したような形態で実施され、以下に記載されるような効果を奏する。
【００２４】
　支柱を床面上に寝かせた状態にして梁部に揚重機を取り付けた後、起立装置の巻上げ機
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にて起立用索を巻き取りながら支柱を開口部側へ起立させることができるので、重い揚重
機の取付作業を床面近くで簡単に行うことができて、作業員の肉体的負担が大幅に軽減で
きると共に安全性も高まる。
【００２５】
　また、支え手段により梁部を床面上の複数の高さ位置に選択的に保持可能としておけば
、床面近くで揚重機を梁部に取り付ける際に、その取付作業に適した所望の高さ位置に梁
部を保持しておくこができるので、揚重機の取付作業を一層効率よく行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態例に係る重量物揚重雇を設置して起立させる前の状態を示
す側面図である。
【図２】　設置した該揚重雇の起立前の状態を示す斜視図である。
【図３】　該揚重雇の梁部に揚重機を取り付ける際の様子を示す側面図である。
【図４】　該揚重雇の支柱を起立させる際の様子を示す側面図である。
【図５】　該揚重雇の設置完了状態を示す側面図である。
【図６】　設置完了した該揚重雇で重量物を吊り上げている様子を示す斜視図である。
【符号の説明】
　１　起立装置
　３　ベース
　４　固定部材
　５　支柱
　６　梁部
　８　電動チェーンブロック（揚重機）
　１０　支え手段
　１０ａ　支え体
　１０ｂ　調整部材
　１１　起立柱
　１１ａ　柱状部
　１１ｂ　下端部
　１２ａ　巻上げ機
　１２ｂ　起立用索
　１３　網台車
　１４　エスカレータフレーム（重量物）
　１５　開口部
　１６　床面
　１７　支柱保持材
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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