
JP 5548636 B2 2014.7.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円錐体の吊具本体と、
該吊具本体に円環状に配置され取り付けられた複数の定滑車と、
複数の動滑車と、
前記定滑車と前記動滑車とに交互に巻回され、両端同士が接続された環状の調整索とを備
えている
ことを特徴とするクレーン用吊具。
【請求項２】
　前記複数の定滑車は、前記吊具本体の底面の中心を基準として等角度間隔をあけて取り
付けられている
ことを特徴とする請求項１記載のクレーン用吊具。
【請求項３】
　前記定滑車は、前記吊具本体に対して、該吊具本体の底面の径方向に揺動可能に取り付
けられている
ことを特徴とする請求項１または２記載のクレーン用吊具。
【請求項４】
　前記動滑車に、吊荷に掛けられる荷吊索が連結されている
ことを特徴とする請求項１、２または３記載のクレーン用吊具。
【請求項５】
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　前記吊具本体の円錐体の頂点に、クレーンのフックに連結する連結部が形成されており
、
該連結部は、中央の孔を有する一対の板からなる
ことを特徴とする請求項１、２、３または４記載のクレーン用吊具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クレーン用吊具に関する。さらに詳しくは、特に大型球体の吊荷を吊るため
のクレーン用吊具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、原子炉格納施設の天井は大型の半球体をしており、原子炉格納施設を建設する
には、この大型半球体の天井をジブクレーンで吊り下げ、所定位置に設置する必要がある
。
　従来は、このような大型球体の吊荷を吊り下げる場合、アイ等の連結金具を吊荷の周り
に多数個取り付け、この多数の連結金具に連結した多数本の玉掛ワイヤをジブクレーンの
フックに掛けることが行われていた。
【０００３】
　しかるに、連結金具が取り付けられる位置や、玉掛ワイヤの長さのバラつき等により、
各連結金具にかかる荷重が偏る場合があり、この偏荷重が大きくなると、吊荷が変形して
しまうという問題がある。
　また、偏荷重により吊荷が変形しないように吊荷自体を補強しなければならず、その結
果吊荷の重量が増加するという問題がある。
　また、偏荷重を考慮して、吊荷の重量を大きく超える荷重にも耐え得るようにクレーン
を設計しなければならないという問題がある。
　さらに、多数本の玉掛ワイヤを使用するため玉掛ワイヤ同士が干渉しやすく、干渉しな
いように、あるいは干渉を解消しながら玉掛け作業を行うには、作業員の手間を多大に要
し、かつ作業時間も長時間必要であるという問題がある。
【０００４】
　多数の連結金具の間の偏荷重を減少させる技術として、特許文献１に記載の技術がある
。
　特許文献１に記載の吊治具は、平面視十字型の吊り梁と、その吊り梁の各先端に定着さ
れた４つの定着滑車と、その定着滑車に巻回される無端ワイヤと、その無端ワイヤに巻回
され吊り下げられる４つの動滑車と、その動滑車に取り付けられた係合フックとからなる
。このような構成であるから、連結金具に係合フックを連結して吊荷を吊り下げると、各
動滑車が吊り梁に対して上下動するので、各動滑車にかかる荷重は同一となり、連結金具
の間の偏荷重を減少させることができる。
【０００５】
　しかるに、図９に示すように、この従来の吊治具に吊荷を吊り下げると、吊り梁109の
各先端に鉛直下向きの力F1がかかり、その反力F2が揚重ワイヤ115に沿う方向に発生する
。そのため、吊り梁109の各先端には、F1とF2の合力F3が水平方向に発生する。この合力F

3は吊り梁109内を伝って、反対側の合力F3と釣り合うようになっている。
　合力F3は一本の直線状の吊り梁109内を伝っていくため、合力F3を分散することができ
ない。すると、吊り梁109が十字型に交差する中央部分では応力が集中するため、吊り梁1
09の破損を防ぐには吊り梁109の強度を高くすべく太くしなければならない。また吊り梁1
09内を伝っていく合力F3を分散できないため、吊り梁109の座屈を防ぐためにも、吊り梁1
09を太くしなければならない。吊り梁109を太くすると吊り梁109自体の重量が大きく増加
するため、その分だけ吊治具の定格荷重が減少してしまうという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開平６－２９８４８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上記事情に鑑み、吊荷に偏荷重がかからず、かつ、玉掛け作業が容易であるク
レーン用吊具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１発明のクレーン用吊具は、円錐体の吊具本体と、該吊具本体に円環状に配置され取
り付けられた複数の定滑車と、複数の動滑車と、前記定滑車と前記動滑車とに交互に巻回
され、両端同士が接続された環状の調整索とを備えていることを特徴とする。
　第２発明のクレーン用吊具は、第１発明において、前記複数の定滑車は、前記吊具本体
の底面の中心を基準として等角度間隔をあけて取り付けられていることを特徴とする。
　第３発明のクレーン用吊具は、第１または第２発明において、前記定滑車は、前記吊具
本体に対して、該吊具本体の底面の径方向に揺動可能に取り付けられていることを特徴と
する。
　第４発明のクレーン用吊具は、第１、第２または第３発明において、前記動滑車に、吊
荷に掛けられる荷吊索が連結されていることを特徴とする。
　第５発明のクレーン用吊具は、第１、第２、第３または第４発明において、前記吊具本
体の円錐体の頂点に、クレーンのフックに連結する連結部が形成されており、該連結部は
、中央の孔を有する一対の板からなることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　第１発明によれば、調整索が定滑車と動滑車とに交互に巻回されているので、各動滑車
にかかる荷重にバラつきがあると、荷重の小さい動滑車は吊具本体に近づき、荷重の大き
い動滑車は吊具本体から離れ、全ての動滑車にかかる荷重が釣り合う位置で静止する。そ
のため、動滑車に吊り下げられた吊荷に偏荷重がかからない。また、定滑車は円環状に配
置されているので、各定滑車にかかる荷重の径方向の成分を相殺でき、吊具本体に歪みが
生じにくく、破損しにくい。さらに、吊具本体が円錐体であるから、各定滑車にかかる荷
重の水平方向の成分を円周方向に分散することができ、応力集中も発生しないので、吊具
本体に歪みが生じにくく、破損しにくい。
　第２発明によれば、複数の定滑車は等角度間隔をあけて取り付けられているので、各定
滑車にかかる荷重が均等となる。そのため、応力集中が発生せず、吊具本体に歪みが生じ
にくく、破損しにくい。
　第３発明によれば、定滑車は揺動可能に取り付けられているので、荷重のかかる方向に
定滑車を傾斜させることができる。そのため、調整索が出る方向に合わせて定滑車が傾斜
し、調整索が定滑車から外れることがない。また、様々な大きさや形状の吊荷を吊り下げ
ることができる。
　第４発明によれば、動滑車と吊荷とは荷吊索を介して連結されるので、吊荷が大型とな
っても、定滑車と動滑車との間が遠く離れることがない。そのため、動滑車自体が回転し
て調整索が捩じれたり、隣接する動滑車に巻回された調整索同士が干渉したりしにくく、
玉掛け作業が容易である。
　第５発明によれば、吊具本体の連結部をクレーンのフックに連結するだけで、吊具の取
り付けが可能であるので、玉掛け作業が容易である。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係るクレーン用吊具の説明図である。
【図２】同クレーン用吊具の吊具本体の正面視断面図である。
【図３】同クレーン用吊具の吊具本体の側面視部分断面図である。
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【図４】同クレーン用吊具の定滑車の揺動の説明図であって、（Ａ）図は鉛直下向きに垂
れさがった状態、（Ｂ）図は荷重の方向に傾斜した場合の説明図である。
【図５】同クレーン用吊具を用いた玉掛け作業の説明図であって、荷吊ワイヤを連結した
状態の説明図である。
【図６】同クレーン用吊具を用いた玉掛け作業の説明図であって、クレーン用吊具を引き
上げた状態の説明図である。
【図７】同クレーン用吊具を連結したジブクレーンの説明図である。
【図８】同クレーン用吊具にかかる力の説明図である。
【図９】従来の吊治具にかかる力の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　つぎに、本発明の実施形態を図面に基づき説明する。
　図７に示すように、本発明の一実施形態に係るクレーン用吊具Ａは、ジブクレーンＪの
フックｆに連結され、原子炉格納施設の天井等の大型球体の吊荷Ｌを吊るために用いられ
るものである。
【００１２】
　図１に示すように、クレーン用吊具Ａは、吊具本体１０と、その吊具本体１０に取り付
けられた複数の定滑車２０，２０・・・と、その定滑車２０，２０・・・と同じ数の動滑
車３０，３０・・・と、定滑車２０の上弦と動滑車３０の下弦とに交互に巻回される無端
ワイヤ４０とを備えている。
　なお、無端ワイヤ４０は、ワイヤの両端を接続して環状にしたものであり、特許請求の
範囲に記載の「調整索」に相当する。
【００１３】
　図２および図３に示すように、吊具本体１０は底が無い中空の円錐体であり、その円錐
体の頂点にフックｆに連結する連結部１１が形成されている。連結部１１はフックｆを挟
む一対の板からなり、その中央にピンｐを通す孔が空けられている。
　そのため、連結部１１の一対の板の間にフックｆを挿入し、フックｆに形成された孔と
連結部１１の孔とを合わせピンｐを挿入すれば、吊具本体１０をフックｆに連結すること
ができる（図１参照）。したがって、多数本の玉掛ワイヤをフックｆに掛ける必要がなく
、玉掛ワイヤ同士が干渉することもないため、玉掛け作業が容易である。
【００１４】
　図１に示すように、吊具本体１０の底面の周囲には、複数の定滑車２０，２０・・・が
円環状に配置され取り付けられている。この複数の定滑車２０，２０・・・は、吊具本体
１０の底面の中心を基準として等角度間隔をあけて取り付けられている。また、複数の動
滑車３０，３０・・・は、無端ワイヤ４０により吊り下げられ、各動滑車３０は隣接する
定滑車２０，２０の間の下方に位置するようになっている。この動滑車３０の外装には、
後述の荷吊ワイヤ５０を連結するためのアイ３１が取り付けられている。
【００１５】
　なお、吊具本体１０の底面の周囲には、定滑車２０を揺動可能に支持する滑車支持部１
２が複数並んで形成されている。この滑車支持部１２に各定滑車２０の外装が支持される
ことにより、定滑車２０は吊具本体１０に対して、円錐体の底面の径方向に揺動可能に取
り付けられている。
　そのため、図４に示すように、動滑車３０に荷重がかかっていない場合には、定滑車２
０と動滑車３０は自重により鉛直下向きに垂れさがり（Ａ）、動滑車３０に斜め方向の荷
重がかかっている場合には、定滑車２０と動滑車３０は、その荷重の方向に傾斜する（Ｂ
）。
【００１６】
　つぎに、本実施形態に係るクレーン用吊具Ａを用いた玉掛け作業について説明する。
　まず、多数のアイ等の連結金具ｅを吊荷Ｌの周りに円環状に配置して溶接等により取り
付けておく。この連結金具ｅはクレーン用吊具Ａの動滑車３０と同じ数だけ必要である。
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【００１７】
　つぎに、図５に示すように、動滑車３０のアイ３１と連結金具ｅとの間を、それぞれ荷
吊ワイヤ５０，５０・・・で連結する。荷吊ワイヤ５０とアイ３１および連結金具ｅとの
連結にはシャックル等を用いればよい。また、荷吊ワイヤ５０は吊荷Ｌの大きさに応じて
必要な長さのものが用いられる。なお、荷吊ワイヤ５０は、特許請求の範囲に記載の「荷
吊索」に相当する。
　このとき、動滑車３０にはまだ荷重がかかっていないので、定滑車２０、動滑車３０お
よび荷吊ワイヤ５０は自重により鉛直下向きに垂れさがった状態となっている。
【００１８】
　つぎに、ジブクレーンＪで吊具本体１０を引き上げると、図６に示すように、荷吊ワイ
ヤ５０に吊荷Ｌの荷重がかかり、吊荷Ｌを吊り上げることができる。
　このとき、定滑車２０，２０・・・が配置された円の直径に比べて、吊荷Ｌの連結金具
ｅが配置された円の直径の方が大きいので、荷吊ワイヤ５０，５０・・・は下方に行くに
したがい広がるように傾斜する。そうすると、動滑車３０は無端ワイヤ４０を引き連れて
荷吊ワイヤ５０により引かれる方向に傾斜し、定滑車２０は無端ワイヤ４０により引かれ
る方向に傾斜する。このように、無端ワイヤ４０が出る方向に合わせて定滑車２０が傾斜
するので、無端ワイヤ４０が定滑車から外れることがない。
【００１９】
　また、前述のごとく無端ワイヤ４０が定滑車２０，２０・・・と動滑車３０，３０・・
・とに交互に巻回されているので、各連結金具ｅにかかる荷重、すなわち各動滑車３０に
かかる荷重にバラつきがあると、荷重の小さい動滑車３０は吊具本体１０に近づき、荷重
の大きい動滑車３０は吊具本体１０から離れ、全ての動滑車３０，３０・・・にかかる荷
重が釣り合う位置で静止する。すなわち、各動滑車３０が吊具本体１０に対して近接離間
することで、吊具本体１０と各連結金具ｅとの間の距離を調整できるので、吊荷Ｌに偏荷
重がかからない。
　そのため、偏荷重により吊荷Ｌが変形することがない。また、偏荷重により吊荷Ｌが変
形しないように吊荷Ｌ自体を補強する必要がなく、その結果、吊荷Ｌの重量を軽減するこ
とができる。
　また、偏荷重を考慮して、吊荷Ｌの重量を大きく超える荷重にも耐え得るようにジブク
レーンＪを設計する必要がない。
【００２０】
　また、図８（ａ）に示すように、クレーン用吊具Ａに吊荷Ｌを吊り下げると、吊具本体
１０の底面の周囲であって各定滑車２０が取り付けられている部分には、無端ワイヤ４０
に沿う方向に力F1がかかり、その反力F2が吊具本体１０の頂点に向かう方向に発生する。
そのため、吊具本体１０の底面の周囲には、F1とF2の合力F3が径方向に発生する。図８（
ｂ）に示すように、この合力F3は、吊具本体１０の底面の周方向の分力F31、F32として分
散される。この分力F31、F32は、全ての定滑車２０に対して発生し、かつその大きさが等
しい。そのため、隣り合う定滑車２０,２０の分力F31、F32同士で相殺される。結果とし
て、各定滑車２０にかかる荷重の径方向の成分を相殺できる。
　さらに、吊具本体１０が円錐体であるから、各定滑車２０にかかる荷重の水平方向の成
分を吊具本体１０の円周方向に分散することができ、吊具本体１０には角がないから応力
集中も発生しない。そのため、吊具本体１０に歪みが生じにくく、破損しにくい。
【００２１】
　なお、複数の定滑車２０，２０・・・は吊具本体１０の底面の中心を基準として等角度
間隔をあけて取り付けられているので、各定滑車２０にかかる荷重が均等となる。そのた
め、応力集中が発生せず、吊具本体１０に歪みが生じにくく、破損しにくい。
【００２２】
　さらになお、吊荷Ｌに取り付けられる連結金具ｅは、水平面内での吊荷Ｌの重心からの
角度間隔を、吊具本体１０に定滑車２０，２０・・・が設けられる角度間隔と等しくなる
ように配置することが好ましい。このようにすれば、定滑車２０，２０・・・にかかる荷
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重の水平方向の成分は径方向の成分だけとなり、その径方向の成分は対向する定滑車２０
，２０同士で完全に相殺できるので、より吊具本体１０に歪みが生じにくく、破損しにく
くなるためである。
【００２３】
　さらに、動滑車３０，３０・・・と吊荷Ｌとは荷吊ワイヤ５０，５０・・・を介して連
結されるので、動滑車３０と定滑車２０との間隔は、連結金具ｅが取り付けられる位置の
バラつきや、荷吊ワイヤ５０，５０・・・の長さのバラつき等を調整できる長さがあれば
よい。すなわち、吊荷Ｌが大型であっても定滑車２０と動滑車３０とを遠く離す必要がな
い。そのため、動滑車３０自体が回転して無端ワイヤ４０が捩じれたり、隣接する動滑車
３０，３０に巻回された無端ワイヤ４０同士が干渉したりしにくく、玉掛け作業が容易で
ある。
【００２４】
（他の実施形態）
　前記実施形態では、吊具本体１０は底が無い中空の円錐体であるが、底を形成してもよ
いし、中空部分に補強梁を入れてもよい。さらに、中実としてもよい。このようにするこ
とで吊具本体１０の剛性を高めることができる。
　しかし、前記実施形態のような形状でも、吊具本体１０の剛性は十分に保たれる。その
上、吊具本体１０の重量を軽減できるので好ましい。また、吊具本体１０をシェル構造に
することで、剛性を保ちつつ吊具本体１０を構成する板の厚さを薄くでき、より重量を軽
減できるので好ましい。吊具本体１０の重量を軽減すれば、定格重量の低いジブクレーン
Ｊを用いることができる。あるいは、ジブクレーンの定格荷重を維持しながらもより重い
吊荷を吊ることができる。
【００２５】
　また、無端ワイヤ４０や荷吊ワイヤ５０，５０・・・としては、金属性のワイヤのみな
らずロープ等も用いることができる。吊荷Ｌの重量に合わせて、必要な引張強度が得られ
る種々のものを選択すればよい。
【００２６】
　本発明に係るクレーン用吊具は、原子炉格納施設の天井のみならず、ＬＮＧやＬＰＧの
ガスタンク等にも用いることができる。
　また、定滑車が吊具本体に対して揺動可能に取り付けられているため、吊荷に取り付け
られる連結金具が円環状に配置されていなくても、荷重のかかる方向に定滑車、無端ワイ
ヤ、動滑車、荷吊ワイヤを傾斜させることができる。そのため、球体の吊荷のみならず、
立方体や板状等種々の形状の吊荷にも用いることができ、大型の吊荷から小型の吊荷にま
で用いることができる。
　また、吊荷に取り付けられる連結金具の水平面内での吊荷の重心からの角度間隔が、吊
具本体に定滑車が設けられる角度間隔と等しくない場合には、定滑車には吊具本体の底面
の周方向にも荷重がかかる。このような場合に備えて、定滑車を支持する滑車支持部を吊
具本体の底面の周方向にも揺動可能としてもよい。
　さらに、本発明に係るクレーン用吊具は、ジブクレーンのみならず、種々のクレーンの
フックに取り付けることができる。
【符号の説明】
【００２７】
　Ａ　　クレーン用吊具
　１０　吊具本体
　１１　連結部
　１２　滑車支持部
　２０　定滑車
　３０　動滑車
　３１　アイ
　４０　無端ワイヤ
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　５０　荷吊ワイヤ
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