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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）車体と、
　ｂ）前記車体を地面から持ち上げる地面係合部材と、
　ｃ）前記車体に回転可能に結合されている回転床と、
　ｄ）第一の端部が前記回転床に枢動可能に取り付けられたブームであって、荷吊り上げ
ラインが前記ブームの第二の端部に隣接して伸長しているブームと、
　ｅ）ブーム巻き上げ機構であって、前記回転床に対する前記ブームの角度をクレーンの
作業中に変えるために使用することができるブーム巻き上げ機構と、
　ｆ）前記ブームの前記第一の端部と前記ブームの重心との間で前記ブームに結合されて
いるブーム持ち上げ補助構造と、を備えており、
　前記ブーム持ち上げ補助構造が、
　　ｉ）地面と接する少なくとも１つの地面係合部材と、
　　ii）前記地面係合部材と前記ブームとの間に伸長し、前記ブームの重量の少なくとも
一部を支持しているブーム持ち上げ部材と、を含み、
　前記ブームの重量と長さとが、前記ブーム巻き上げ機構が水平方向に延びる前記ブーム
を前記ブーム持ち上げ補助構造を使用しないで前記ブームの前記第一の端部の周りで枢動
させて吊り上げようとしたときに前記クレーンを倒すモーメントを発生させるのに十分な
大きさであり、
　ｇ）前記ブーム持ち上げ機構は、伸長することにより、前記ブームを水平方向に延びて
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いる位置から前記第一の端部を中心に枢動させて前記モーメントが生じない位置とするこ
とができるようにされている、巻き上げクレーン。
【請求項２】
　前記ブーム持ち上げ部材が伸長可能なシリンダを備えている、請求項１に記載の巻き上
げクレーン。
【請求項３】
　前記伸長可能なシリンダが液圧によって作動せしめられる、請求項２に記載の巻き上げ
クレーン。
【請求項４】
　前記液圧シリンダが少なくとも３つの段からなる、請求項３に記載の巻き上げクレーン
。
【請求項５】
　前記ブーム巻き上げ機構が、前記回転床に結合されたブーム巻き上げドラムと、前記ブ
ーム巻き上げドラムと前記ブームの前記第二の端部との間に結合されたブーム巻き上げ索
具とを備えている、請求項１に記載の巻き上げクレーン。
【請求項６】
　前記ブーム持ち上げ部材が、前記ブームが地面に対して水平な位置にあるときに前記ブ
ームを支持する補助となるように位置決めすることができ且つ前記ブームが第一の角度ま
で持ち上げられる際に前記ブームの支持を補助し続けることができるようになされており
、前記第一の角度が、前記クレーンが前記ブームの頂部重量の少なくとも１％の重量のブ
ーム予備重量を有する角度である、請求項１に記載の巻き上げクレーン。
【請求項７】
　前記ブーム持ち上げ部材が枢動結合部によって前記ブームに結合されていて、前記ブー
ム持ち上げ部材は、前記ブームが持ち上げられるときに前記ブーム結合部を中心に枢動す
ることができるようになされている、請求項１に記載の巻き上げクレーン。
【請求項８】
　前記車体と前記ブーム持ち上げ補助構造の地面係合部材との間に結合されている少なく
とも１つのペンダントを更に備えている、請求項１に記載の巻き上げクレーン。
【請求項９】
　前記ブーム持ち上げ補助構造が２つの多段入れ子式の液圧シリンダを備えており、各々
が前記ブーム持ち上げ補助構造の地面係合部材として取り付けられているジャッキ受けを
備えている、請求項１に記載の巻き上げクレーン。
【請求項１０】
　前記クレーンが作業位置にあるときに前記ブームと前記ブーム持ち上げ部材との間を結
合している少なくとも１つのペンダントを更に備えている、請求項１に記載の巻き上げク
レーン。
【請求項１１】
　前記２つのシリンダがフレームに取り付けられており、前記ブームが複数のブーム部分
によって作られており、前記フレームが前記ブームの複数の部分間に結合されている、請
求項９に記載の巻き上げクレーン。
【請求項１２】
　移動式巻き上げクレーンであり、前記車体を持ち上げる前記地面係合部材が可動の地面
係合部材である、請求項１に記載の巻き上げクレーン。
【請求項１３】
　巻き上げクレーンを組み立てる方法であり、前記巻き上げクレーンは、作業の際は、車
体と、前記車体を地面から持ち上げる地面係合部材と、前記車体に回転可能に結合された
回転床と、ブームであって第一の端部が前記回転床に対して枢動可能に取り付けられ且つ
荷吊り上げラインが前記ブームの第二の端部に隣接して伸長しているブームと、クレーン
の作業中に前記ブームの前記回転床に対する角度を変えるために使用することができるブ
ーム巻き上げ機構と、伸張することにより前記ブームを前記第一の端部を中心に枢動させ
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るブーム持ち上げ補助構造とを備えており、
　ａ）前記ブームが前記回転床から外方へ水平方向に伸長しており且つ地面によって支持
されている第一の位置にある状態で、前記ブームの前記第一の端部を前記回転床に取り付
けて前記ブームを形成するステップであって、前記ブームの重量と長さとは、前記クレー
ンのブーム巻き上げ機構が水平方向に延びる前記ブームを前記ブーム持ち上げ補助構造を
使用しないで前記ブームの前記第一の端部の周りで枢動して吊り上げようとしたときに前
記クレーンを倒すモーメントを発生させるのに十分な大きさである、前記ブームを形成す
るステップと、
　ｂ）前記ブーム持ち上げ補助構造を、地面と前記ブームとの間に、前記ブーム持ち上げ
補助構造が前記ブームに結合されている状態で位置決めするステップと、
　ｃ）前記ブーム持ち上げ補助構造と前記ブーム巻き上げ機構とを一緒に使用して前記ブ
ームを前記回転床に対するブームの結合部を中心に枢動させて、前記ブームを前記第一の
位置から第一のブーム角度を規定する第二の位置まで持ち上げるステップであって、前記
第一のブーム角度は、少なくとも前記ブームによって発生される前記モーメントが最早前
記ブーム持ち上げ補助構造が地面と接しなくなった場合でさえ前記クレーンを倒れさせな
いために必要とされる前記ブームの角度と少なくとも同等である、前記ブームを持ち上げ
るステップと、
　ｄ）前記ブーム巻き上げ機構を使用して、前記ブームを、前記第一の角度よりも急勾配
で前記ブーム持ち上げ補助構造が最早地面とは接しない第二の角度まで持ち上げるステッ
プと、を含んでいる方法。
【請求項１４】
　前記ブームが、多数のブーム部分を相互に結合させることによって作られ、前記回転床
に枢動可能に結合されている前記部分がブームバットからなり、前記ブームバットは、前
記ブームが地面によって支持されているときに、前記ブームバットに隣接する部分に対し
て部分的に結合されているだけである、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ブーム巻き上げ機構がライブマストを備えており、前記ライブマストを使用して、
前記ブームバットを、前記ブーム持ち上げ補助構造が地面と前記ブームとの間に位置決め
できる位置まで持ち上げ、このとき前記ブームの前記第二の端部は地面によって支持され
ているようにする、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第二の位置において、前記クレーンが前記ブームの頂部重量の約２％～約５％のブ
ーム予備重量を有している、請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ブーム持ち上げ補助構造が少なくとも１つの多段液圧シリンダを備えており、前記
シリンダは、伸長せしめられて前記ブームを前記第一の位置から前記第二の位置まで持ち
上げる、請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第一の角度が約２０°～４５°である、請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ブーム持ち上げ補助構造は、前記ブームが前記第二の角度にあるときに前記ブーム
に取り付けられたままである、請求項１３に記載の方法。
【請求項２０】
　ａ）車体と、
　ｂ）前記車体を地面から持ち上げる可動の地面係合部材と、
　ｃ）前記車体に回転可能に結合された回転床と、
　ｄ）第一の端部が前記回転床に枢動可能に取り付けられたブームであって、荷吊り上げ
ラインが前記ブームの第二の端部に隣接して伸長しているブームと、
　ｅ）前記回転床とブーム巻き上げ索具とに結合されたブーム巻き上げドラムであって、
前記巻き上げ索具は前記ブーム巻き上げドラムと前記ブームの前記第二の端部との間に結
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合され前記ブーム巻き上げドラムと前記索具とは前記ブームの前記回転床に対する角度を
変えるため使用することができる、ブーム巻き上げドラムと、
　ｆ）前記ブームの前記第一の端部と前記ブームの重心との間で前記ブームに結合された
ブーム持ち上げ補助構造であって、２つの液圧シリンダを備えており、それぞれがその下
端にジャッキ受けを備えているブーム持ち上げ補助構造と、を含み、
　前記ブームの重量と長さとが、前記ブーム巻き上げ機構が水平方向に延びる前記ブーム
を前記ブーム持ち上げ補助構造を使用しないで前記ブームの前記第一の端部の周りで枢動
させて吊り上げようとしたときに前記クレーンを倒すモーメントを発生させるのに十分な
大きさであり、
　ｇ）前記ブーム持ち上げ機構は、伸長することにより、前記ブームを水平方向に延びて
いる位置から前記第一の端部を中心に枢動させて前記モーメントが生じない位置とするこ
とができるようにされている、移動式巻き上げクレーン。
【請求項２１】
　前記シリンダがフレームに枢動可能に結合されており、前記フレームは前記ブームに取
り付けられていて、前記シリンダは、前記ブームに対して、前記シリンダが前記ブームの
中心線に対して略直角である第一の位置と、第二の位置との間を枢動することができるよ
うにされており、前記第二の位置は、前記ブームが地面へと下げられて、前記ブーム持ち
上げ補助構造が安定させるように作動することができる角度に達したときに、前記ブーム
が水平位置にあるときの前記液圧シリンダの前記クレーンの前方部分から離れている距離
と、前記クレーンの前方での距離が実質的に等しい地面上の位置に、前記シリンダが前記
ジャッキ受けを向けるような角度となるように選択される、請求項２０に記載の移動式巻
き上げクレーン。
【請求項２２】
　前記液圧シリンダが多段液圧シリンダからなる、請求項２０に記載の移動式巻き上げク
レーン。
【請求項２３】
　前記シリンダの伸長せしめられた長さが、前記ブームを約３５°と約４５°との間の角
度まで持ち上げる補助となるのに十分ある、請求項２０に記載の移動式巻き上げクレーン
。
【請求項２４】
　ライブマストを更に備えており、前記ブーム巻き上げ索具が前記ライブマストと前記ブ
ームの前記第二の端部との間に固定長さのストラップを備えている、請求項２０に記載の
移動式巻き上げクレーン。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、枢動ブームを備えた巻き上げクレーンであって該ブームから荷吊り上げライ
ンが伸長している巻き上げクレーンに関し、特に、組立作業中にブームを持ち上げるのを
補助する補助構造を備えた巻き上げクレーンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　巻き上げクレーンは、典型的には、車体と、車体を地面から持ち上げる地面係合部材と
、車体に回転可能に結合された回転床であって地面係合部材に対して旋回することができ
るように結合された回転床と、この回転床に枢動可能に取り付けられたブームであって荷
吊り上げラインが伸長しているブームとを備えている。枢動ブームを備えた巻き上げクレ
ーンはまたブーム巻き上げ機構をも備えており、該ブーム巻き上げ機構はブームの回転床
に対する角度をクレーンの作業中に変えるために使用することができる。移動式巻き上げ
クレーンのための種々の形式の移動可能な地面係合部材、最も顕著なものとしてはトラッ
ク搭載クレーンのためのタイヤ及びクローラがある。典型的には、巻き上げクレーンはカ



(5) JP 5986668 B2 2016.9.6

10

20

30

40

50

ウンタウェイトを備えており、カウンタウェイトはクレーンがブームを持ち上げるか荷を
吊り上げるときにクレーンのバランスをとる補助となる。更に、巻き上げクレーンは、典
型的には、多くのブーム部分によって作られたブームによって構成され、これらのブーム
部分の幾つかは異なる長さを有していて種々の長さのブームを作ることができるようにな
されている。このようにして、クレーンは、行われる吊り上げに応じた種々の長さのブー
ムと共に組み立てられ、行われる吊り上げが比較的高く又は比較的長いリーチの場合には
比較的長いブームが使用される。
【０００３】
　巻き上げクレーンは、典型的には吊り上げることができる最も大きな荷に基づいて設計
され、また、クレーンが荷を種々のブーム角度及びブーム長さで吊り上げるときには荷と
ブームとによって発生されるモーメントを考慮して設計されなければならない。典型的に
は、クレーン製造者は、販売するクレーン毎の荷重曲線を提供して、各ブーム長さに対す
る種々のブーム角度で吊り上げることができる最大荷重を示している。これらの荷重曲線
は、クレーンの設計の構造的機能及び安定性を考慮している。構造的機能は、クレーンの
構成部品が吊り上げ作業が行われる際に発生される該個々の部品に対する荷重に耐えるこ
とができるという事実に関係する。例えば、旋回リングは、十分な強度の部品によって作
られて、クレーンが荷を吊り上げるときに旋回リングの各構成部品例えばローラーにかか
る力に耐えることができるようにしなければならない。同様に、ブームは、全ての圧縮力
がブームの個々の部材に作用するときに歪まないように作られなければならない。多くの
構成部品において、構造的機能は直接的な力とモーメントによる力との両方に関連してお
り、且つクレーンがフックにかかる荷重によって揺れ又は動くという事実を考慮に入れな
ければならない。一方、安定性は、クレーンの吊り上げ動作中にクレーンが全体として直
立したままであることができることと深く関連している。大きすぎる荷が低いブーム角度
で吊り上げられる場合には、前方の支点（典型的には、クレーンのクローラが地面と係合
する最も遠い点）から測定した荷及び伸ばされたブームによって生じるモーメントによっ
てクレーンが倒れるかも知れない。カウンターウェイトを追加することによってクレーン
の安定性は増すが、クレーンの構造容積も増大させる必要がある。
【０００４】
　吊り上げることができる最大荷重に加えて、巻き上げクレーンはクレーンの組み立て中
に、クレーンによって地面から持ち上げることができるブームの重量及び長さに限界を有
している。比較的大きな圧縮力に耐えることができ従ってクレーンの最大吊り上げ能力を
増大させることができるブームは、通常は、比較的大きな断面積及び比較的分厚い部材を
必要とする。しかしながら、これらの特徴はブームの単位長さ当りの重量を増大させる。
クレーンが組立作業中にブームを地面から吊り上げようとしているときにはブームは水平
ブーム角度にあり、ブーム及びブームの頂部に固定されている物品の重量によって生じる
モーメントは著しく大きい。
【０００５】
　ほとんどのクレーンの設計は、構造的能力とクレーンの安定性との両方が地面から持ち
上げることができるブームの最大長さを制限するように均衡が図られている。実際には、
安定性に対して若干大きな構造的能力を有することが一般的である。すなわち、一般的に
は、持ち上げることができる最大のブーム長さ及び重量は安定性によって決まる。
【０００６】
　クレーンのユーザーは、比較的長いブームを持ち上げて比較的大きなリーチを達成し、
又は比較的重いブームを持ち上げて比較的大きな能力を達成し得ることを望む。幾つかの
場合には、ユーザーはより大きな長さとより大きな能力との両方を望む。過去においては
、クレーン自体が持ち上げることができるブームよりも長く且つ重いブームを使用するこ
とが、クレーンを組み立てたり分解したりするときにブームの持ち上げ及び降ろしを補助
する補助クレーンを現場に備えることによって可能とされていた。しかしながら、ブーム
を迅速に降ろす必要があるが補助クレーンが利用できない場合には、クレーンを倒すこと
なくブームを地面に降ろす容易な方法は存在していない。
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【０００７】
　クレーン製造者は、クレーンが本来可能であるブームより長いブームを持ち上げること
を可能にする構造をクレーンに設けることによって対応してきた。例えば、リープヘル（
Ｌｉｅｂｈｅｒｒ）ＬＲ１６００／２モデルのクレーンにおいては、車体の一方の側部に
付加的な持ち上げ支持部材の対が設けられている。これらの支持部材は、支点を大きくし
て比較的大きなブーム持ち上げ安定性を提供している。しかしながら、この持ち上げ支持
部材は車体上に設けられているので、クレーン全体の構造系（全ての構造部品）は、より
長く且つ重いブームを持ち上げることができるように増大させなければならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、クレーンの安定性を補助する方法であって、クレーンが、クレーンの組立作業
中にクレーンの構造上の能力を高める必要がない状態で比較的長く且つ／又は比較的重い
ブームを持ち上げることができ且つ補助クレーンが容易に利用可能であることを必要とし
ない方法が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　クレーンの通常のブーム巻き上げ装置と関連して作動して付加的なブーム持ち上げ機能
を提供する巻き上げクレーンのブーム持ち上げ補助構造を発明した。補助力はブームにか
けられる。クレーンの構造構成部品への荷重は大きく影響はない。
【００１０】
　第一の態様においては、本発明は巻き上げクレーンである。この巻き上げクレーンは、
車体と、車体を地面から持ち上げる地面係合部材と、車体に回転可能に結合されている回
転床と、第一の端部が回転床に枢動可能に取り付けられているブームであって該ブームの
第二の端部に隣接した位置に荷吊り上げラインが延びているブームと、クレーンの作業中
に回転床に対するブームの角度を変えるために使用することができるブーム巻き上げ機構
と、ブームに結合されているブーム持ち上げ補助構造とを備えている。ブーム持ち上げ補
助構造は、地面と接する少なくとも１つの地面係合部材と、該補助構造の地面係合部材と
ブームとの間に延びているブーム持ち上げ部材とを備えており、ブーム持ち上げ部材はブ
ームの重量の少なくとも一部分を支持している。
【００１１】
　第二の態様においては、本発明は移動式巻き上げクレーンである。該移動式巻き上げク
レーンは、車体と、車体を地面から持ち上げる可動の地面係合部材と、車体に回転可能に
結合されている回転床と、第一の端部が前記回転床に枢動可能に取り付けられたブームで
あって該ブームの第二の端部に隣接した位置に荷吊り上げラインが伸長しているブームと
、回転床に結合されたブーム巻き上げドラム及び該ブーム巻き上げドラムと前記ブームの
第二の端部との間に結合されたブーム巻き上げ索具であって前記ブームの前記回転床に対
する角度を変えるために使用することができるブーム巻き上げドラム及びブーム巻き上げ
索具と、ブーム持ち上げ補助構造であってブームに結合され且つ２つの液圧シリンダを備
え且つ各々のシリンダがその下方端部にジャッキ受けを備えているブーム持ち上げ補助構
造とを備えている。
【００１２】
　第３の態様においては、本発明は巻き上げクレーンを組み立てる方法である。この方法
において、巻き上げクレーンは、車体と、車体を地面から持ち上げる地面係合部材と、車
体に回転可能に結合されている回転床と、第一の端部が前記回転床に枢動可能に取り付け
られたブームであってブームの第二の端部に隣接した位置に荷吊り上げラインが伸長して
いるブームと、クレーン作業中に前記ブームの前記回転床に対する角度を変えるために使
用することができるブーム巻き上げ機構と、ブーム持ち上げ補助構造とを備えており、こ
の方法は、ａ）前記ブームの前記第一の端部を前記回転床に取り付けてブームを形成する
ステップであって、前記ブームが地面に平行に前記回転床から外方へ伸長し且つ第一の位
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置において地面によって支持された状態でブームを形成するステップであり、ブームの重
量と長さとは、クレーンのブーム巻き上げ機構がブーム持ち上げ補助構造を使用しないで
ブームを地面から吊り上げようとしたときにクレーンを倒すモーメントを発生させるのに
十分である、前記ステップと、ｂ）ブーム持ち上げ補助構造を、前記ブームに結合された
状態で、地面とブームとの間に位置決めするステップと、ｃ）前記ブーム持ち上げ補助構
造と前記ブーム巻き上げ機構とを同時に使用して前記ブームをその回転床への結合部を中
心に枢動させて、前記ブームを前記第一の位置から第一のブーム角度を規定する第二の位
置まで持ち上げるステップであって、前記第一のブーム角度は、前記ブームによって発生
されるモーメントによって前記ブーム持ち上げ補助構造がもはや地面と接しなくなった場
合でさえクレーンが倒れないようにするのに必要とされるブーム角度と少なくとも同等で
ある、前記第二の位置まで持ち上げるステップと、ｄ）前記ブーム巻き上げ機構を使用し
て、ブームを前記第一の角度より急勾配の第二の角度であってブーム持ち上げ補助構造が
もはや地面とは接していない第二の角度まで持ち上げるステップと、を含んでいる。
【００１３】
　一つの例示的なブーム持ち上げ補助構造においては、２つの入れ子状（３段階の）シリ
ンダがブームバットに隣接した位置で使用されている。これらのシリンダによる力は、ク
レーンの通常のブーム巻き上げ機構と共に作用して付加的なブーム持ち上げ機能を提供す
る。この例示的な設計においては、地面から３５°～４０°のブーム角度までのシリンダ
補助力が提供されている。この角度において、ブームからのモーメントは小さくなり、ブ
ーム巻き上げ構造はクレーンの安定性及び通常のブーム巻き上げ機構によってブームが支
持されるように改良されている。ブーム持ち上げ補助構造はまた、ブームが地面まで降ろ
される際に付加的な安定性を提供するためにも使用される。本発明のこれらの及びその他
の利点並びに本発明自体は添付図面を参考にすると更に容易に理解できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明を使用している移動式巻き上げクレーンの側面図であり、組立状
態が実線で示されており、作業状態が点線で示されている。
【図２】図２は、図１のクレーンの一部の拡大側面図であり、初期段階での組立状態で示
されている。
【図３】図３は、図２のクレーンの一部分の拡大側面図であり、第二段階での組立状態で
示されている。
【図４】図４は、図２のクレーンの一部分の拡大側面図であり、第三段階での組立状態で
示されている。
【図５】図５は、図２のクレーンの一部分の拡大側面図であり、第四段階での組立状態で
示されている。
【図６】図６は、図２のクレーンの一部分の拡大側面図であり、作業状態で示されている
。
【図７】図７は、図１のクレーンにおいて使用されているブーム持ち上げ補助構造の斜視
図である。
【図８】図８は、図７の線８－８方向から見たブーム持ち上げ補助構造の前面図である。
【図９】図９は、図７の線９－９方向から見たブーム持ち上げ補助構造の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を更に詳細に説明する。以下の節においては、本発明の種々の態様が更に
詳細に規定されている。このようにして規定されている各態様は、明確に否定されていな
い限り、他のあらゆる態様と組み合わせることができる。特に、好ましく且つ有利である
ものとして示されているあらゆる特徴は、好ましいか又は有利なものとして示されている
他のあらゆる特徴と組み合わせることができる。
【００１６】
　本明細書および特許請求の範囲において使用されている以下の用語は以下に規定されて
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いる意味を有している。
【００１７】
　“ブームの重心”という用語は、ブームのバランスをとることができる中心点を示して
いる。重心を計算する際には、ブームが最初に持ち上げられるときに持ち上げなければな
らないブーム構造に取り付けられた構成部品の全て、例えば荷吊り上げラインのためのブ
ーム端部に取り付けられた滑車をも考慮に入れなければならない。
【００１８】
　ブームは種々の断面形状を有していても良いが、圧縮荷重が好ましくは周りに分布する
中心線により設計されるので、“ブーム角度”という用語は、ブームの中心線の水平に対
する角度を意味している。
【００１９】
　“水平ブーム角度”という用語は、ブームが重心の方向に対して直角であるか又は直角
に極めて近い位置にあることを示している。同様に、“地面に平行”という用語も同じ意
味を有している。これらの用語は両方とも、通常のクレーンの組立及び使用中に生じる僅
かな偏差が考慮されているが依然として水平であると当業者によって考えるという意味を
有している。例えば、ブームが作業位置へと吊り上げられる前に、最初に地面上で組み立
てられるときには、地面が正確に水平でない場合又はブームの一部分がブロック上に置か
れている場合でも水平なブーム角度にあると考えられている。ブームは、使用されるブロ
ックに応じて正確に水平な位置の若干上方又は若干下方とすることができ、これも水平ブ
ーム角度であり且つ地面に平行であると考えられている。
【００２０】
　“伸長可能なシリンダ”という用語は、少なくとも１つの伸長段階を有するシリンダを
指している。従って、ロッドがシリンダから伸長している簡単な液圧シリンダは、本発明
のための伸長可能なシリンダであると考えられる。液圧シリンダに加えて、空気式シリン
ダもまた伸長可能なシリンダの範疇に含まれる。多段入れ子式シリンダもまた“伸長可能
なシリンダ”という用語の意味に含まれる。
【００２１】
　上記したように、安定性は、クレーン全体がクレーン吊り上げ動作中に直立状態のまま
であることができることに主として関連する。下方機構を中心として回転する上方機構を
備えている巻き上げクレーンの前方転倒に対する安定度は、ａ）クレーン全体の重心と回
転軸線との間の距離とｂ）前方の支点（典型的には、クレーンのクローラが地面と係合す
る位置のうち最も遠い位置）と回転軸線との間の距離との比として表わすことができる。
従って、クレーン全体の重心と回転軸線との間の距離が４．５メートルであり且つ前方転
倒支点と回転軸線との間の距離が５メートルである場合には、安定度は０．９である。こ
の比の値が小さくなればなるほど、クレーンは益々安定する。もちろん、クレーンの重心
は、種々のクレーン構成部品の相対的な大きさと相対的な重心位置との関数である。従っ
て、ブームの長さ及び重量とブームの角度とは、クレーン全体の重心位置従って安定度に
大きく影響を及ぼす。ブームが持ち上げられるとクレーンの安定度が増す。なぜならば、
ブームの重心が回転軸線により近くなり、従って、クレーン全体の重心が回転軸線により
近くなるからである。従って、比の分子の値が小さくなるにつれて安定度数が低くなり、
これはクレーンがより安定するということを表す。
【００２２】
　クレーン全体の重心を判定する際には、個々のクレーン構成部品の重量と各構成部品の
重心の基準点からの距離を考慮して、クレーン全体の重心に対する寄与率を判定すること
が有用であり且つ前記の基準点を中心として各クレーン構成部品によって発生されるモー
メントの合算値を使用することが有用である。この合算値の個々の値は、構成部品の重量
に構成部品の重心と基準点との間の距離を掛けることによって決定される。前方転倒安定
度の計算のためには、クレーン全体の重心を決定するために合算値を算出する際の基準点
として前方転倒支点を使用することが一般的である。
【００２３】
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　ブームによって発生されるモーメントを考慮する際には、ブーム全体の重心に配置され
ているブームの全重量を、２つの別個の重量に分けることが一般的に行われ、ブームバッ
トに配置されているものは“ブームバット重量”と称され、ブームの頂部に配置されてい
るものは“ブーム頂部重量”と呼ばれている。ブームの全重量は、ブーム頂部重量とブー
ムバットバット重量との合計に等しい。これらの重量は、ブームが各端部において単に支
持されているときにどのような力が発生されるかを計算することによって判定され、その
とき、荷吊り上げラインがブーム頂部に届いているがブーム頂部の中を通されていないと
いうこと及びブームストラップ同士が結合されているということが仮定されている。従っ
て、一つのスケールがブームバット下方におけるブームが回転床に結合されている点（ブ
ームヒンジ点）に配置されており且つ別の計測尺度がブーム頂部下方のブーム頂部の滑車
同士が結合される点に配置されている場合に、結合されたこれら２つのスケールでの重量
はブームの重量であることは勿論であり、個々の計測尺度での重量は各々ブームバット重
量とブーム頂部重量である。
【００２４】
　ブームが地面から持ち上げられ又は地面へと降ろされる際にクレーンの安定度を考慮す
る一つの方法は、“ブーム予備重量”を考慮することである。ブーム予備重量とは、安定
度を１．０の値にするためにブームの頂部に追加することができる付加的な重量の値であ
る。例えば、特定のクレーン構造のブームを水平位置からクレーンのブーム巻き上げ機構
によってクレーンが転倒することなく吊り上げることができる場合及び１．３６トン（３
，０００ポンド）の重量をブーム頂部に付加することによってクレーン全体の重心が前方
転倒支点のすぐ上の点へと移動されるようにした場合に（これは、ブームが持ち上げられ
ようとした場合に、クレーンの後方がちょうどブームが地面から持ち上げられるくらい容
易に地面から離れることを意味している）、クレーンとこの特別な構造のブームとは、１
．３６トン（３，０００ポンド）のブーム予備重量を有していることになる。ブーム予備
重量が大きければ大きいほど、安全ファクタは大きくなり、これによって、ブームを地面
から持ち上げる際或いは地面へと降ろす際にクレーンが転倒しないことが確保される。
【００２５】
　本発明は多くのタイプのクレーンに対する適用性を有しているけれども、本発明を、図
１に作業形態で示されている移動式巻き上げクレーン１０に関連して説明する。移動式巻
き上げクレーン１０は、車体とも称される下方機構と、クローラ１４形態の可動の地面係
合部材とを備えている。もちろん、２つのクローラ１４が設けられており、これらのクロ
ーラのうちの一方のみがクレーン１０の側面図で見ることができる。クレーン１０におい
ては、地面係合部材は２組のクローラすなわち各側部に設けられた前方クローラと後方ク
ローラとすることができる。もちろん、図示されているもの以外に付加的なクローラや他
のタイプの地面係合部材例えばタイヤを使用することができる。
【００２６】
　回転床２０は、旋回リングによって車体に取り付けて回転床が地面係合部材１４に対し
て軸線を中心に回転できるようになされている。回転床は、ブーム２２とブーム巻き上げ
機構とを支持しており、ブーム２２は回転床の前方部分に枢動可能に取り付けられており
、ブーム巻き上げ機構はクレーンの作業中にブームの回転床に対する角度を変えるために
使用することができる。クレーン１０においては、ブーム巻き上げ機構はブーム巻き上げ
ドラム５０とブーム巻き上げ索具（以下により詳細に説明する）とからなり、巻き上げド
ラム５０は回転床に結合されており、ブーム巻き上げ索具はブーム巻き上げドラムとブー
ムの第二の端部との間に結合されている。ブーム巻き上げ機構はまたライブマスト２８を
も備えており、ライブマスト２８はその第一の端部が回転床上に取り付けられており、上
方滑車の組３８が該マストの第二の端部に隣接した位置で該マストに結合されており、下
方滑車の組３７が回転床の後方に取り付けられている。クレーン１０はカウンタウェイト
ユニット３４も備えている。カウンタウェイトは、支持部材上に設けられた個々のカウン
タウェイト部材の複数段積み重ねの形態とされている。
【００２７】
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　通常のクレーン動作中に、荷吊り上げライン２４は、ブーム２２上の少なくとも１つの
プーリーに通されてフックブロック２６を支持している。更に典型的な場合には、ブーム
の頂部とフックブロックとは、各々が複数の滑車を備えており、該滑車内を荷吊り上げラ
インが通されて複滑車作用を提供している。荷吊り上げラインは、他端においては、荷巻
き上げドラム７０に巻き付けられており、荷巻き上げドラム７０は回転床に結合されてい
る。ブーム巻き上げドラムは、同様に回転床に結合されている別の部材上に配置されるこ
とにより、回転床に結合されても良い。回転床２０は一般的に移動式巻き上げクレーン上
に見出される他の部材例えば運転室及びブーム巻き上げ索具のためのブーム巻き上げドラ
ム５０のような他の部材を備えている。補巻きロープのための第二の巻き上げドラム８０
がブームバット上に取り付けられている。
【００２８】
　回転床２０、マスト２８の頂部及びブーム２２の間のブーム巻き上げ索具は、ブーム角
度を制御し且つ荷重を伝えてカウンタウェイトがクレーンによって吊り上げられる荷のバ
ランスをとることができるように使用される。ブーム巻き上げ索具はブーム巻き上げライ
ンを備えており、このブーム巻き上げラインは、ブーム巻き上げドラム５０に巻き付けら
れ且つ下方滑車の組３７と上方滑車の組３８との滑車内を通されるワイヤーロープ２５の
形状を有している。ブーム巻き上げドラム５０はフレームに取り付けられており、フレー
ムは回転床に結合されている。索具はまた、固定長さのストラップ２１を備えており、ス
トラップ２１はブームの頂部とマスト２８の頂部に設けられた軸との間に繋がれており、
マスト２８の頂部には上方の滑車の組３８のプーリーが取り付けられている。この構造に
よってブーム巻き上げドラム５０の回転が可能になり、下方滑車の組３７と上方滑車の組
３８との間のブーム巻き上げワイヤーロープ２５の量を変えることができ、それによって
回転床２０とマスト２８との間の角度を変えることができ、これによってブーム２２と回
転床２０との間の角度を変えることができる。
【００２９】
　ブームストップ１５がブームに結合されており且つブームと共に移動する。しかしなが
ら、急勾配のブーム角度では、ブームストップ１５が回転床と接してブームが後方へ倒れ
るのを停止させる。ブーム２２がその最大の設計されたほぼ垂直な位置を越えて後方へ跳
ね返る場合に、圧縮荷重はブームストップ１５を介して回転床へと伝達される。
【００３０】
　上記したように、ブーム２２は、多数のブーム部分を相互に結合させることによって作
られる。回転床に枢動可能に結合されているブーム部分はブームバット２７を形成してい
る。上記したように、ブームは、クレーンの作業中、各々が複数の部分によって形成され
ている一対のブームストラップ２１によって支持されている。
【００３１】
　クレーン１０は、従来のクレーンと幾つかの点で異なっている。まず第一に、ブームの
重量及び長さは、ブームが回転床から地面に平行に外方へ伸長している際に、クレーンの
ブーム巻き上げ機構がそれ自体でブームを地面から吊り上げようとしていた場合に、クレ
ーン１０を倒すモーメントを発生させる点である。第二に、クレーン１０がブーム持ち上
げ補助構造４０を備えており、ブーム持ち上げ補助構造４０がブームと地面との間に低い
ブーム角度で介装されている点である。ブーム持ち上げ補助構造４０は、該ブームによっ
て発生されるモーメントがブーム持ち上げ補助構造がもはや地面に接していない場合でさ
えクレーンを倒さない角度までブームを持ち上げるのを補助するために使用されている。
【００３２】
　ブーム持ち上げ補助構造４０は、ブーム２２に対して、好ましくは回転床２０に枢動可
能に結合されているブームの第一の端部とブームの重心との間に結合されている。ブーム
持ち上げ補助構造は、回転床への結合部に比較的近接していて、該構造が持ち上げなけれ
ばならない距離がこの持ち上げによって発生されるブーム角度の増加に比して小さいが、
回転床結合部からは十分遠く離れていて、必要とされる力を最小にしている。ブーム持ち
上げ補助構造は機械転倒支点より前方に配置されなければならない。この結合位置は、二
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つの事項即ちシリンダのストローク（移動距離）とシリンダの力とに依存する。該ストロ
ークは無理のない範囲内に維持されることが好ましいけれども、シリンダ自体の設計上の
理由及びブームはシリンダがかける荷重を坦持しなければならないという理由との両方の
理由により、力を最小にすることが好まれるであろう。力を最小にするために、ブームの
ヒンジから更に遠くへ移動させることが望まれるが、これは必要とされるストロークを増
大させる。ストロークを最小にするためには支点に出来るだけ近い位置に維持されること
が望まれるが、これはシリンダ全体の力を増大させる。従って、ブーム持ち上げ補助構造
が使用されている各装置に応じて変動する上記二点の間の均衡が存在する。更に、ブーム
は典型的には複数のブーム部分によって構成されるので、ブーム持ち上げ構造が既に設計
されているブーム部分間に嵌合する別個のユニットとして設けられる場合には、ブーム持
ち上げ補助構造の位置は、ブーム部分間の結合部のうちの一つでなければならない。この
点に関して、これは、ブームバット２７すなわち第一の短いブーム部分が残りのブーム部
分に結合する位置で結合されるのが好ましい。もちろんブーム持ち上げ補助構造は、現存
のブーム部分に結合されてその位置に比較的大きな自由度が付与されるように設計するこ
とができる。
【００３３】
　ブーム持ち上げ補助構造４０は、地面と接する少なくとも一つの地面係合部材と、補助
構造の地面係合部材とブームとの間に延びているブーム持ち上げ部材とを備えており、ブ
ーム持ち上げ部材は使用時にブームの重量の少なくとも一部を支持している。ブーム持ち
上げ部材は、ブームが地面に対して水平な位置にあるときにブームの支持を補助すること
ができ、且つクレーンが１．０以下の安定度を有する角度までブームが持ち上げられると
きに、ブームを支持する補助となり続けることができるように位置決めすることができる
。この位置は、低いブーム角度例えば５°で到達することができ、この時ブームは通常ク
レーン上で使用されるよりもほんの少し長いか又は重い。持ち上げ部材は、クレーンがブ
ーム頂部の重量の少なくとも１％のブーム予備重量を有する位置まで持ち上げられるまで
ブームを支持できるのが好ましく、クレーンが、ブーム頂部の重量の約２％～約５％のブ
ーム予備重量を有する位置へと持ち上げられるまでブームを支持するのが更に好ましい。
典型的には、これは、地面に対し２０°～４５°の角度、より好ましくは約３５°～約４
５°の角度である。更に、ブーム持ち上げ部材は枢動結合によってブームに結合されてお
り、これによって、ブームが持ち上げられるときにブーム持ち上げ部材がブーム結合部を
中心に枢動することができる。
【００３４】
　図７～９において最もよくわかるように、ブ―ム持ち上げ部材は、好ましくは少なくと
も一つの更に好ましくは二つの単一段の又は多段の伸長可能なシリンダ４２によって作ら
れる。シリンダ４２はフレーム４４に枢動可能に結合されており、フレーム４４は複数の
ブーム部分に相互連結されている。伸長可能なシリンダ４２は、入れ子式のシリンダであ
るのが好ましく且つ多段の液圧シリンダであるのが好ましい。図示されている好ましい実
施例においては、各シリンダ４２は三段シリンダである。少なくとも三段のシリンダを使
用することによって、シリンダは短縮状態で短く保つことができ、その結果、ブームが地
面に対して水平な位置にあるときにブームと地面との間にシリンダを介在させることがで
きる一方で、ブームのモーメントがクレーンを倒さない位置までブームが持ち上げられ得
るように、シリンダを極めて十分な高さまで伸長させることができる。二つの多段液圧シ
リンダは、各々、下方端部に補助構造の地面係合部材としてジャッキ受け４３を備えてい
る。
【００３５】
　フレーム４４は、主要な横材４５と、２つの側方部材４６と、頂部及び底部部材４７と
、筋交い４８とを備えている。シリンダ４２は、主要な横材４５の端部に溶接されている
プレート４９の底部にあるピン結合によって取り付けることにより、フレーム４４に取り
付けられている。このようにして、シリンダ４２とフレーム４４とはブーム２２に取り付
けられ、シリンダ４２はブーム２２に対して第一の位置と第二の位置との間を枢動するこ
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とができる。前記第一の位置ではシリンダ４２はブームの中心線に対して略直角であり、
前記第二の位置においては、前記ブームの中心線と液圧シリンダとの間の角度が、ブーム
が地面へと降ろされつつブーム持ち上げ補助構造が使用されているときにジャッキ受け４
３の適正な位置決めを補助する。第二の位置は、ブームが地面へと降ろされつつあり且つ
ブーム持ち上げ補助構造が起動されて安定性を提供する角度に達したときに、シリンダが
、ジャッキ受けをクレーンの前方の地面上の位置に向かって導く角度とされるように選択
される。この地面上の位置は、ブームが水平位置にあるときに、液圧シリンダのクレーン
の前方からの距離にほぼ等しいクレーン前方の距離である。このようにして、シリンダは
ブームが地面と平行であるときにもう一度ほぼ垂直となり、このとき最大の力がシリンダ
によってかけられる。幾つかの実施形態では、第二の位置は、シリンダとブームの中心線
との間に６０°未満の角度を形成させる（図６参照）。
【００３６】
　フレーム４４は、ブーム部分同士の間例えばブームバット２７と第一のブーム挿入部分
２９との間に結合されるのが好ましい。他の実施形態においては、フレームはまたブーム
バットの上方で挿入部分に結合させることもできる。フレーム４４の頂部においては、フ
レームの外方に面している側に雄型フック形状のブーム部分結合部５２が取り付けられて
おり、フレーム４４の内方に面している側には雌型のブーム部分結合部５３が取り付けら
れている。（本発明はもちろん、他のタイプの結合部例えば在来型の４本のピン結合部を
備えたブーム上で使用することができる。）フレームの底部においては、外方に面してい
る側に雄型結合部５４が取り付けられており、内方に面している側には雌型結合部５５が
取り付けられている。これらのブーム部分の結合部は、標準的なものであり且つブームバ
ット２７及び第一のブーム挿入部分２９上の類似の結合部と結合され、クレーン１０が短
いブームによって組み立てられつつあることによりブーム持ち上げ補助構造４０が必要と
されない場合には、第一のブーム挿入部分２９は標準のブーム部分結合部を使用してブー
ムバット２７に直に結合される。
【００３７】
　伸長部５６は、底部部材４７の位置の近くでフレーム４４の側方部材４６の各々から伸
長している。これらの伸長部によって、シリンダ４２の底部が前方へ旋回するのが防止さ
れる。更に、ペンダント５７を車体と各ジャッキ受け４３との間に結合してシリンダ４２
が伸長せしめられているときにジャッキ受けが前方へ摺動しないように保持しても良い。
ブームがひとたび持ち上げられると、クレーンは作業位置となり、ブーム持ち上げ補助構
造はもはや使用されず、ペンダント５８がブームとシリンダ４２の間に結合されるように
使用されてシリンダ４２の底部が後方へ旋回するのが防止される（図６）。ペンダント５
８はまた、シリンダ４２をブームが降ろされつつあるときに正しい角度に位置決めし、従
って、ジャッキ受け４３は、ブームが持ち上げられるときと（クレーンの前方に関して）
同じ位置の近くで地面に接する。図７において最も良くわかるように、ペンダント５８は
フレーム４４及び伸長部５６を介してブームに取り付けられている。
【００３８】
　巻き上げクレーン１０を組み立てる方法は、最初にブームの第一端部を回転床に取り付
けるステップとブームを回転床から地面に平行に外方へ伸長しており且つ多数の位置で地
面によって支持されている状態で構築するステップとを含んでいる。図２に見られるよう
に、ブームバット２７が最初に回転床２０に取り付けられる。フレーム４４がブームバッ
ト２７に取り付けられ、ブーム部分同士を地面上でブロック１９の上に載置させた状態で
相互に結合させる。液圧シリンダ４２が後方へ向けられてブームバットに接合されて地面
との間に隙間が提供される。ブームバット２７とフレーム４４とは、ブームがブロック１
９上で地面によって支持されているときに、第一のブーム挿入部分２９に部分的にのみ結
合される。フレーム４４の後方の結合部５３及び５５がブームバット２７に結合されてい
る間に、頂部のブーム部分結合部５２のみが第一のブーム挿入部分２９上の頂部結合部に
係合せしめられる（そして、ほんの部分的にではあるが回転可能に結合される）。なぜな
らば、ブームバット２７の回転床に対する結合部分は、ブーム部分が地面上のブロック１
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９上に載置されているときにブームの中心線と同じ高さにないからである。
【００３９】
　第二段階では、ブーム持ち上げ補助構造４０が地面とブーム２２との間に配置されるが
、このときブーム持ち上げ補助構造は回転床とブームの重心との間でブームに結合される
のが好ましい。この作業には、幾つかの異なる中間段階が存在してもよい。図３に見られ
るように、これは、ブーム操作ペンダント３９をライブマスト２８とブームバット２７と
の間に取り付けることによって達成することができる。次いで、ライブマストが使用され
て、ブームバット２７が、ブーム持ち上げ補助構造が地面とブームとの間に配置され得る
位置まで持ち上げられ、この位置ではブームの第二の端部は依然として地面によって支持
されている。もちろん、ライブマストは、ブーム巻き上げライン２５をドラム５０上へと
引っ張って下方滑車の組３７と上方滑車の組３８との間に延びているラインの長さを短く
することによって持ち上げられる。ブーム巻き上げ構造が使用されてブームが図３に示さ
れた位置まで持ち上げられ、この位置で、ブーム挿入部分２９上の底部のブーム部分結合
部は、フレーム４４上の底部結合部５４にピン結合させることができる。この時点で、マ
スト２８は降ろされてブーム操作ペンダント３９を取り外すことができ、ブームの重量が
回転床上のブームヒンジ位置と地面上に載置されているブームの頂部との間に配分される
状態とされる。次いで、ブームストラップ２１がマスト２８とブームの頂部との間に取り
付けられる。その後に、ブーム巻き上げ機構が、その通常の方法で使用されてライブマス
ト２８を介してブームをその外側端部から持ち上げる補助となるように作用する。次いで
、シリンダ４２が保管状態から作業状態まで旋回され、ペンダント５７がクレーンの車体
とジャッキ受け４３との間に結合される。次いで、シリンダ４２が伸長せしめられて、ジ
ャッキ受けが地面に届く。鋼製のプレート４１をジャッキ受け４３の下方の地面上に配置
して、ジャッキ受けを支持させ且つジャッキ受けを定位置へと滑らせるようにするのが好
ましいかも知れない。
【００４０】
　第三段階では、ブーム持ち上げ補助構造４０とブーム巻き上げ機構との両方が一緒に使
用されて、ブーム２２が回転床２０に対する結合部を中心として枢動せしめられ、ブーム
が、該ブームが地面によって支持されている第一の位置からブームが地面に対して第一の
角度まで持ち上げられる第二の位置（図５）まで持ち上げられる。多段入れ子式シリンダ
が使用される場合には、ブームは、シリンダ４２の各段が伸ばされるときに、図４に見ら
れるような中間位置まで持ち上げられる。結合されたブーム巻き上げ機構とブーム持ち上
げ補助構造とによってブームが持ち上げられるこの第一の角度は、ブーム持ち上げ補助構
造が地面と接触しなくなった場合でさえブームによって発生されるモーメントによってク
レーンがもはや倒れないために必要なブーム角度と、少なくとも同程度である。別の言い
方をすると、ブーム予備重量が存在するために、ブームのモーメントが小さくなる角度で
ある。これは、ブーム持ち上げ補助構造がもはや使用されていない場合にクレーンが倒れ
ない正確な位置を通り過ぎる。第一の角度は、典型的には、ブーム頂部の重量の少なくと
も１％、より好ましくはブーム頂部重量の約２％～約５％のブーム予備重量がある角度で
ある。ある種のクレーンにおいては、この第一の角度は、少なくとも３０００～５０００
ポンド（１．３６～２．２７トン）の予備重量をもたらす。クレーンとブームとの構造に
応じて、この第一の角度は通常少なくとも５°である。しかしながら、ブーム持ち上げ補
助構造がブームを５°よりも大きい第一の角度まで持ち上げる補助とできる場合には、こ
れより長く且つ重いブームを使用することができる。より典型的には、この第一の角度は
約２０°～４５°である。シリンダ４２の伸長した長さは、ブームを約３５°～４５°の
角度まで持ち上げる補助となるのに十分な長さであるのが好ましい。ブームが補助モード
で持ち上げられる角度は、もちろんブーム補助構造の伸長長さと配置との関数である。
【００４１】
　ペンダント３９が取り外された後であるがブームの第二の端部が地面から極めて高くな
る前であるのが好ましい位置で、荷吊り上げライン２４は、荷巻き上げドラム７０から引
き出され（図４）且つブームの頂部及びフックブロック２６内の滑車を通される。このこ
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とにより、荷吊り上げラインの重量が部分的にブーム頂部によって担持されているのでブ
ーム頂部の重量が増大する。フックブロックは、その重量のために、ブームが最初に持ち
上げられたときに地面上にとどまったままであると予想される。
【００４２】
　第四段階では、ブーム巻き上げ機構が使用されてブームが第一の角度より急勾配の第二
の角度まで持ち上げられ、この位置では、ブーム持ち上げ補助構造４０は図６に示されて
いるように既に地面とは接していない。ブーム持ち上げ補助構造は、ブームがこの第二の
作動角度にあるときにブームに取り付けられたままであるのが好ましい。その後、クレー
ンは通常の吊り上げ作業のために使用することができる。しかしながら、クレーンの運転
手は、ブーム自体のモーメントがクレーンを倒れさせる低い角度（荷がない場合でさえ）
までブームが下がるのを避ける必要がある。ブームを第一の角度より低い角度まで下げる
必要があるとき例えばクレーンを分解するときには、ブームは、シリンダが伸長して地面
に届く位置まで降ろされる。この位置より下方では、シリンダ４２とブーム巻き上げ機構
とは一緒に使用されてブームの降下が制御される。
【００４３】
　一つの実施形態においては、シリンダ４２は、一杯まで短縮させた場合の約１００イン
チ（２．５４メートル）の長さから、一杯まで伸長させた場合の約３１２インチ（７．９
２メートル）の長さまで伸長させることができる。一つの例示的なブーム持ち上げ補助構
造は、特定のマニタウォック（Ｍａｎｉｔｏｗｏｃ）社製クレーンが３７４フィート（１
１４メートル）の最大ブーム長さまで伸長せしめられるほぼ６０フィート（１８．３メー
トル）の長いブーム長さを有するのを可能にしている。
【００４４】
　本発明の好ましい実施形態には幾つかの利点がある。第一に、ブーム持ち上げ補助構造
は、クレーンが前方支点を中心として倒れることに対する抵抗力を補助してクレーンが比
較的長く且つ／又は比較的重いブームを持ち上げることができるようにしている。持ち上
げ補助シリンダは、シリンダが支点を中心とするモーメントを形成してブームを持ち上げ
る補助となるので、ブームを持ち上げる際のクレーンの安定性が補助される。前記の転倒
に対する抵抗力は約２５％増大させることができる。第二に、これは、クレーンの構造的
な容積を増大させる必要なく行われる。実際には、好ましいブーム持ち上げ補助構造を使
用することによって、クレーンのブーム支持構造内の荷重が好ましくは約３５％減じられ
る。なぜならば、シリンダ４２はブームのヒンジ軸を中心とする大きな補助モーメントを
発生させるからである。第三に、本発明を使用することによって、ブームを持ち上げてい
るときにブームの折れ曲がり形状を変えてブームが“弛む”代わりに中央部を“吊り上が
らせる”。このことは、ブームワイヤーの最大応力を減少させる補助となる。第四に、本
発明は、既存のクレーンに適用してそれらのブーム持ち上げ機能を増大させることができ
る。このブーム持ち上げ補助構造は、ブームバットと第一のブーム挿入部材との間に嵌合
するように設計することができ且つクレーンの他の如何なる部品を改造する必要なくクレ
ーンにおいて使用することができる。
【００４５】
　ここに記載されている現在のところ好ましい実施形態に対する種々の変更及び修正が当
業者にとって明らかであることは理解されるべきである。本発明は、クローラ型クレーン
に加えて他のタイプのクレーンに適用でき、特に、トラック搭載クレーン及び不整地走行
用クレーンにおいて有用である。ブーム巻き上げドラム及び索具がブームの角度を変える
ために使用される代わりに、回転床とブームとの間に結合されている液圧シリンダをブー
ム巻き上げ機構のために使用することができる。また、ライブマストの代わりに、マスト
の頂部とブームの頂部との間にスライド平衡装置を備えている固定マストを、作業中にブ
ーム角度を変えるために使用することができる。ブームの部分間に挿入されているフレー
ムに取り付けられるのではなく、むしろブーム持ち上げ補助構造をブームの一部分に直に
取り付けることができる。また、多段液圧シリンダを使用しないで、他の装置例えばブー
ムに対するトラニオン型結合部を備えている長い一段液圧シリンダ又はブームに取り付け
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られた可動部材を備えている固定長さの有する何らかの他の装置を、ブームを持ち上げる
ために使用することができる。ブーム巻き上げドラム５０と下方滑車の組３７とは、回転
床に直に結合させる必要はない。例えば、下方滑車の組は、ガントリ上に取り付けること
によって回転床に結合させても良い。このような変更及び修正は、本発明の精神及び範囲
から逸脱することなく且つその意図されている利点を減少させることなく行うことができ
る。従って、このような変更及び修正は添付の特許請求の範囲によって保護されることが
意図されている。
【符号の説明】
【００４６】
１０　クレーン、
１４　クローラ、地面係合部材、
１５　ブームストップ、
１９　ブロック、
２０　回転床、
２１　ストラップ、ブームストラップ、
２２　ブーム、
２４　荷吊り上げライン、
２５　ワイヤーロープ、ブーム巻き上げライン
２６　フックブロック、
２７　ブームバット、
２８　ライブマスト、
２９　第一のブーム挿入部分、
３４　カウンタウェイトユニット、
３７　下方滑車の組、
３８　上方滑車の組、
３９　ブーム操作ペンダント、
４０　ブーム持ち上げ補助構造、
４１　プレート
４２　シリンダ、
４３　ジャッキ受け、
４４　フレーム、
４５　横材、
４６　側方部材、
４７　頂部及び底部部材、
４８　筋交い、
４９　プレート、
５０　ブーム巻き上げドラム、
５２　雄型ブーム部分結合部、
５３　雌型のブーム部分結合部、
５４　雄型結合部、底部結合部、
５５　雌型結合部、
５６　伸長部、
５７　ペンダント、
５８　ペンダント、
７０　荷巻き上げドラム、
８０　第二の巻き上げドラム、
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