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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既設乗客コンベアのうち既設フレームを残して、既設乗客コンベアを取り除き、無端状
に配されて移動するステップ、このステップ及びこのステップと同期して移動するハンド
レールを駆動する駆動装置及び前記ステップを案内するレールを含んだ各種の部品が装着
された新しい乗客コンベアを、前記既設フレームの長手方向に複数個のコンベアユニット
に分割し、その各コンベアユニットを前記既設フレームの長手方向に沿って前記既設フレ
ーム内の所定の収納位置まで移動させて順次組み付けることで、前記既設フレームに前記
新しい乗客コンベアを収納設置する乗客コンベアの改造方法において、
　前記各コンベアユニットに、前記既設フレームの上面に当接して回転するローラ部と、
このローラ部の端縁部に設けられ前記既設フレームの長手方向に直交する方向への変位を
規制するつば部と、このつば部と前記ローラ部との間に延設されるテーパ部とを有して構
成したつば付走行ローラと、前記既設フレームの上面に取り外し可能で且つ前記ローラ部
とつば部との間の段差より大きな高さ寸法を有するスロープ部材と、を取付けた後、前記
つば付走行ローラのローラ部を前記既設フレームの上面及び前記スロープ部材上で転動さ
せることにより、前記各コンベアユニットを前記既設フレーム内の所定の収納位置まで移
動させて順次組み付けることで、前記既設フレーム内に前記新しい乗客コンベアを収納設
置するようにしたことを特徴とする乗客コンベアの改造方法。
【請求項２】
　請求項１記載の乗客コンベアの改造方法において、前記つば付走行ローラは、前記既設
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フレームの方向に押圧される押圧力付与手段を有し、前記押圧力付与手段により前記既設
フレームの方向に押圧されながら前記既設フレームの上面及び前記スロープ部材上を転動
することを特徴とする乗客コンベアの改造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エスカレーターや動く歩道などの乗客コンベアの改造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、乗客コンベアの改造方法としては、既設の乗客コンベアのうち既設フレームを残
して、既設の乗客コンベアを取り除き、その既設フレームの上面にガイドレールを取り付
けるとともに、無端状に配されて移動するステップ、このステップと同期して移動するハ
ンドレール、前記ステップ及び前記ハンドレールを駆動する駆動装置、前記ステップの両
端に直立する欄干及び前記ステップを案内するレールを含んだ各種の部品が装着された新
しい乗客コンベアを、既設フレームの長手方向に複数個のコンベアユニットに分割し、こ
れら各コンベアユニットに、既設フレームの上面に取り付けたガイドレールに沿って走行
移動する走行ローラを取り付けことにより、前記コンベアユニットを前記既設フレームの
長手方向に沿って前記既設フレーム内の所定の収納位置まで移動させて順次組み付けるこ
とで、前記既設フレームに前記新しい乗客コンベアを収納設置するようにしたものが知ら
れていた（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平３－１３８２９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述した特開平３－１３８２９４号公報に記載された乗客コンベアの改
造方法では、既設フレームの長手方向の略全幅に亘って上面にガイドレールを設ける必要
があり、乗客コンベアの改造工期が長くなってしまうとともに、改造コストが大幅にアッ
プしてしまうという問題があった。
【０００４】
　また、上述した従来技術では左右方向を押える手段が無いため、新設コンベアユニット
走行移動時に左右にずれてしまい、新設コンベアユニットが既設フレームに衝突し壊れる
ばかりでなく、最悪脱輪して作業者を傷つけるような事故につながる危険性がある。
【０００５】
　本発明は、上述した従来技術における実状からなされたもので、その目的は、既設フレ
ームにガイドレールを設置することなく、コンベアユニットを既設フレーム内の所定の収
納位置まで安全に、かつ容易に移動させることを可能にする乗客コンベアの改造方法を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するために、本発明の第１の手段は、既設乗客コンベアのうち既設フレ
ームを残して、既設乗客コンベアを取り除き、無端状に配されて移動するステップ、この
ステップ及びこのステップと同期して移動するハンドレールを駆動する駆動装置及び前記
ステップを案内するレールを含んだ各種の部品が装着された新しい乗客コンベアを、前記
既設フレームの長手方向に複数個のコンベアユニットに分割し、その各コンベアユニット
を前記既設フレームの長手方向に沿って前記既設フレーム内の所定の収納位置まで移動さ
せて順次組み付けることで、前記既設フレームに前記新しい乗客コンベアを収納設置する
乗客コンベアの改造方法において、前記各コンベアユニットに、前記既設フレームの上面
に当接して回転するローラ部と、このローラ部の端縁部に設けられ前記既設フレームの長
手方向に直交する方向への変位を規制するつば部と、このつば部と前記ローラ部との間に
延設されるテーパ部とを有して構成したつば付走行ローラと、前記既設フレームの上面に
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取り外し可能で且つ前記ローラ部とつば部との間の段差より大きな高さ寸法を有するスロ
ープ部材と、を取付けた後、前記つば付走行ローラのローラ部を前記既設フレームの上面
及び前記スロープ部材上で転動させることにより、前記各コンベアユニットを前記既設フ
レーム内の所定の収納位置まで移動させて順次組み付けることで、前記既設フレーム内に
前記新しい乗客コンベアを収納設置するようにしたことを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明の第２の手段は、第１の手段において、前記つば付走行ローラは、前記既
設フレームの方向に押圧される押圧力付与手段を有し、前記押圧力付与手段により前記既
設フレームの方向に押圧されながら前記既設フレームの上面及び前記スロープ部材上を転
動することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、既設フレームに新たにガイドレールを設置することなく、既設フレー
ムの上面及びスロープ部材上を転動すると共に、つば部によって左右方向(前記既設フレ
ームの長手方向に直交する方向)のずれを規制したつば付き走行ローラによって、各コン
ベアユニットを、安全に、かつ容易に既設フレーム内の所定の収納位置まで移動させるこ
とが可能となる。
【００１０】
　また本発明によれば、つば付走行ローラにテーパ部を設けたため、既設フレームの上面
部近傍に残部材があっても干渉しにくいので、つば付走行ローラの損壊を防止して安全に
、かつ容易に既設フレーム内の所定の収納位置まで移動させることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明に係る乗客コンベアの改造を実施するための最良の形態を図に基づいて説
明する。
【００１２】
　本発明の第１実施形態に係る乗客コンベアの改造方法について図１，２を用いて説明す
る。図１は本発明に係る乗客コンベアの改造方法の第１実施形態における、新設コンベア
ユニットを既設フレームに収納する手順を説明するための斜視図、図２は本発明に係る乗
客コンベアの改造方法の第１の実施形態におけるつば付走行ローラの正面図である。
【００１３】
　始めに、既設乗客コンベアをトラス構造からなる既設フレーム１のみを残した状態とし
、他の部品をすべて撤去する。その場合、既設フレーム１の上弦部材１ａの側面に補強の
ために連結した補強部材が取り付けられていれば、その補強部材を取り除いておく。
【００１４】
　次に、予め製作工場などにて複数に分割した新設コンベアユニット３を改造現場に搬入
し、この新設コンベアユニット３に、少なくとも二対以上のつば付走行ローラ６を、取付
けブラケット９および取付けボルト６ａを介して取付ける。
【００１５】
　ここで、つば付走行ローラ６は、既設フレーム１の上面に当接して回転するローラ部７
と、このローラ部７の端縁部に設けられ既設フレーム１の長手方向に直交する方向への変
位を規制するつば部７ａと、このつば部７ａと前記ローラ部７との間に延設されるテーパ
部７ｃと、ローラ部７とつば部７ａとを取付けブラケット９に固定されたローラ軸８へ回
転可能に、しかも既設フレーム１の長手方向に直交する方向への変位可能にローラ移動量
Ｓの隙間をもたせて取付けてある。
【００１６】
　次に、既設フレーム１上部に据付雇い２を取付け、強固なチェーンやロープ等の索状体
２ａにて、据付雇い２と新設コンベアユニット３を接続する。
【００１７】
　その後、既設フレーム上面１ａ上につば付走行ローラ６のローラ部７が当接するように



(4) JP 4865777 B2 2012.2.1

10

20

30

40

50

位置を調整し、つば部７ａで既設フレーム１の長手方向に直交する方向への変位を規制す
るようガイドさせながら新設コンベアユニット３をおろしていく。
【００１８】
　同様に、他の新設コンベアユニット３を順次おろしていき、最後につば付走行ローラ６
を取外し、新設コンベアユニット３同士を接続することで据付が完了する。
【００１９】
　なお、図１では上方より新設コンベアユニット３をおろしているが、下方より引き上げ
ても良い。
【００２０】
　このように構成した第１実施形態によれば、既設フレーム１の上面にガイドレールを取
り付けることなく、既設フレーム１の上面１ａを利用して、新設コンベアユニット３を、
既設フレーム１内の所定の位置に移動させて、順次組み付けることができるので、改造工
期の短縮及び改造コストの低減化が図られる。
【００２１】
　さらに、つば付走行ローラ６が移動できる構成としているので、既設フレーム１の上面
１ａ間の距離が変化しても、既設フレーム１に追従しスムーズに走行するので効率よく作
業することが出来る。
【００２２】
　さらに、新設コンベアユニット３が左右に大きく蛇行した場合でも、つば付走行ローラ
６につば部７ａを設けているので、左右方向(既設フレーム１の長手方向に直交する方向)
の移動量を制限し、脱落してしまうことを阻止できるので、安全に作業を行うことができ
る。
【００２３】
　前述した通り、既設フレーム１の上弦部材１ａに取り付いていた補強部材を取り除いて
いるが、切断不可能な残部材１ｂは除去できない。そこで本実施形態によれば、つば付走
行ローラ６にテーパ部７ｃを設けた。よって既設フレームの上面部１ａ近傍に残部材１ｂ
があっても干渉しにくいので、つば付走行ローラの損壊を防止して安全に、かつ容易に既
設フレーム内の所定の収納位置まで移動させることが可能となる。
【００２４】
　さらにテーパ部７ｃが残部材１ｂに干渉したとしても、ローラ移動量Ｓの範囲でローラ
部７とつば部７ａとを、図２中の実線と破線との間で変位可能としたので、実線の位置に
変位すれば、残部材１ｂを回避可能であり、つば付走行ローラ６の損壊を防止して安全に
、かつ容易に既設フレーム１内の所定の収納位置までコンベアユニット３を移動させるこ
とが可能となる。
【００２５】
　次に、本発明の第２実施形態の構成を図３により説明する。図３は本発明に係る乗客コ
ンベアの改造方法の第２の実施形態におけるつば付走行ローラの正面図である。
【００２６】
　この第２実施形態のつば付走行ローラ６は、前記既設フレーム１の方向にローラ部７と
つば部７ａと押圧するばね部からなる押圧力付与手段１５を設けて構成したため、前記既
設フレーム１の方向に、ローラ部７とつば部７ａとが押圧されながら前記既設フレーム１
の上面１ａ上を転動するよう構成している。
【００２７】
　従って前述のつば付走行ローラ６と同様に、テーパ部７ｃが残部材１ｂに干渉したとし
ても、ローラ移動量Ｓの範囲で変位すれば、残部材１ｂを回避可能であり、つば付走行ロ
ーラ６の損壊を防止して安全に、かつ容易に既設フレーム１内の所定の収納位置までコン
ベアユニット３を移動させることが可能となる。
【００２８】
　さらに残部材１ｂを回避後は、ばね部１５により押圧されて、回避前の位置へ戻るため
コンベアユニット３の左右方向(既設フレーム１の長手方向に直交する方向)の移動量を確
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実に制限することができ、安全に効率よく作業することが出来る。
【００２９】
　この第２実施形態の押圧力付与手段１５は、ばねに限らず、押圧力を付与できるもので
あれば油圧ダンパーなど他の部材でも同等の効果を得られる。
【００３０】
　次に、本発明の第３実施形態の構成を図４，５により説明する。図４は本発明に係る乗
客コンベアの改造方法の第３の実施形態におけるスロープ部の取付け状態を示す斜視図、
図５は本発明に係る乗客コンベアの改造の第３の実施形態におけるつば付走行ローラの正
面図である。
【００３１】
　本発明の第１実施形態で説明したように、既設フレーム１の上面１ａに取り付いていた
補強部材を取り除く作業があるが、切断不可能な残部材１ｂが残ってしまう。この状態で
、既設フレーム１上を走行してきたつば付走行ローラ６は残部材１ｂに接触するため、乗
り上げて通過しなければない。しかし、コンベアユニット３は重量物であるために乗り上
げるのには相当の力が必要であり、つば付走行ローラ６も相当な強度が必要となってしま
う。
【００３２】
　そこで、本発明の第３実施形態は、残部材１ｂ付近の既設フレーム１の上面１ａに取外
し可能で且つ前記ローラ部７とつば部７ａとの間の段差Ｈ２より大きな高さ寸法Ｈ１を有
するスロープ部材１０をスロープ部材取付けボルト１１、ナット１２を介して取付け、こ
のスロープ部材１０上を前記つば付走行ローラ６を転動させるようにした。
【００３３】
　このように構成した第３実施形態によれば、つば付走行ローラ６が残部材１ｂを通過す
る際、スロープ部材１０上を走行するため、上弦部材出張り部１ｂと接触することなくス
ムーズに走行するので効率よく作業することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明に係る乗客コンベアの改造方法の第１実施形態における、新設コンベアユ
ニットを既設フレームに収納する手順を説明するための斜視図である。
【図２】本発明に係る乗客コンベアの改造方法の第１の実施形態におけるつば付走行ロー
ラの正面図である。
【図３】本発明に係る乗客コンベアの改造方法の第２の実施形態におけるつば付走行ロー
ラの正面図である。
【図４】本発明に係る乗客コンベアの改造方法の第３の実施形態におけるスロープ部の取
付け状態を示す斜視図である。
【図５】本発明に係る乗客コンベアの改造の第３の実施形態におけるつば付走行ローラの
正面図である。
【符号の説明】
【００３５】
　１　　既設フレーム
　１ａ　既設フレーム上面
　１ｂ　既設フレーム残部材
　２　　据付雇い
　３　　新設コンベアユニット
　６　　つば付走行ローラ
　６ａ　ローラ取付けボルト
　７　　ローラ部
　７ａ　つば部
　７ｃ　つばテーパ部
　８　　ローラ軸
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　９　　取付けブラケット
　１０　スロープ部材
　１１　スロープ部材取付けボルト
　１２　スロープ部材取付けナット
　１５　押圧力付与手段
　Ｈ１　スロープ部材高さ寸法
　Ｈ２　つば部高さ寸法
　Ｓ　　ローラ移動量

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】
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