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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目標場所と異なる高さに存在する移動元目標側踏み面の上方の位置と、上記移動元目標
側踏み面よりも上記目標場所の高さから離れた位置に存在する移動元出発側踏み面の上方
の位置とに亘って水平に配置される移動元梁と、上記移動元目標側踏み面の上方に位置す
る上記移動元梁の部分を支持する移動元目標側支持部と、上記移動元出発側踏み面の上方
に位置する上記移動元梁の部分を支持する移動元出発側支持部とを有する移動元やぐらを
設置する移動元やぐら設置工程、
　上記移動元目標側踏み面よりも上記目標場所の高さに近い位置に存在する移動先目標側
踏み面の上方の位置と、上記移動先目標側踏み面よりも上記目標場所の高さから離れた位
置に存在する移動先出発側踏み面の上方の位置とに亘って水平に配置される移動先梁と、
上記移動先目標側踏み面の上方に位置する上記移動先梁の部分を支持する移動先目標側支
持部と、上記移動先出発側踏み面の上方に位置する上記移動先梁の部分を支持する移動先
出発側支持部とを有する移動先やぐらを設置する移動先やぐら設置工程、
　上記移動元梁に沿って移動可能となるように移動元揚重機を上記移動元梁に設ける移動
元揚重機設置工程、
　上記移動先梁に沿って移動可能となるように移動先揚重機を上記移動先梁に設ける移動
先揚重機設置工程、
　上記移動元やぐら設置工程及び上記移動元揚重機設置工程後、上記移動元揚重機に重量
物を吊る重量物吊り工程、及び
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　階段の上方で上記重量物を吊ったまま上記移動元揚重機から上記移動先揚重機へ上記重
量物を移す重量物移行工程
　を備えている重量物運搬方法。
【請求項２】
　上記移動元目標側支持部、上記移動元出発側支持部、上記移動先目標側支持部及び上記
移動先出発側支持部は、支持柱であり、
　上記移動先出発側支持部は、水平方向について上記移動元目標側支持部と上記移動元出
発側支持部との間の位置に設置される請求項１に記載の重量物運搬方法。
【請求項３】
　上記移動元目標側支持部、上記移動元出発側支持部、上記移動先目標側支持部及び上記
移動先出発側支持部は、上記階段の幅方向について互いに離して配置される一対の支持柱
と、各上記支持柱間に固定された支持梁とを有し、
　上記移動先出発側支持部は、水平方向について上記移動元目標側支持部及び上記移動元
出発側支持部のそれぞれよりも上記移動先目標側支持部に近い位置に設置される請求項１
に記載の重量物運搬方法。
【請求項４】
　上記移動元揚重機及び上記移動先揚重機のそれぞれは、揚重機本体と、上記揚重機本体
によって上下に移動可能に吊られたフックを有し、
　上記移動元揚重機及び上記移動先揚重機のそれぞれは、上記重量物に連結されたシャッ
クルに上記フックを掛けた状態で上記重量物を吊る請求項１～請求項３のいずれか一項に
記載の重量物運搬方法。
【請求項５】
　下段側上位踏み面の上方の位置と、上記下段側上位踏み面よりも低い位置に存在する下
段側下位踏み面の上方の位置とに亘って水平に配置された下段梁と、上記下段側上位踏み
面の上方に位置する上記下段梁の部分を支持する下段側上位支持部と、上記下段側下位踏
み面の上方に位置する上記下段梁の部分を支持する下段側下位支持部とを有する下段やぐ
ら、
　上記下段側上位踏み面よりも高い位置に存在する上段側上位踏み面の上方の位置と、上
記上段側上位踏み面よりも低い位置に存在する上段側下位踏み面の上方の位置とに亘って
水平に配置される上段梁と、上記上段側上位踏み面の上方に位置する上記上段梁の部分を
支持する上段側上位支持部と、上記上段側下位踏み面の上方に位置する上記上段梁の部分
を支持する上段側下位支持部とを有する上段やぐら、
　上記下段梁に沿って移動可能となるように上記下段梁に設けられた下段揚重機、及び
　上記上段梁に沿って移動可能となるように上記上段梁に設けられた上段揚重機
　を備え、
　重量物を吊ったまま上記下段揚重機及び上記上段揚重機の一方から他方へ上記重量物を
移すことが可能になっている重量物運搬装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、重量物を運搬する重量物運搬方法、及び重量物運搬装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　例えばエレベータのリニューアルを行う場合には、巻上機及び制御盤等の重量物を機械
室に運び入れる作業がしばしば生じる。古い建物では、かごの到達可能な最上階よりもさ
らに上に機械室が設けられていることが多く、機械室に重量物を運び入れるために、最上
階から機械室に通じる階段を使うしかない場合が多い。
【０００３】
　例えば、巻上機の重量は、３００ｋｇから、場合によっては８００ｋｇにも及ぶことも
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ある。従って、人力のみで重量物を持ち上げながら最上階から階段を通って機械室まで重
量物を運ぶことは不可能である。
【０００４】
　従来、重量物を運搬するために、架台に水平に取り付けられた案内レールに台車を走行
可能に設け、重量物を吊るチェーンブロックを台車に取り付けた可搬式揚重装置が提案さ
れている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１５３５２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、このような従来の可搬式揚重装置を用いて階段での重量物の運搬を行う場合、
例えば建物の天井高さが低くなっていたり、階段に沿って天井が傾斜していたりすると、
案内レールを目標場所まで設置することができなくなってしまい、可搬式揚重装置による
重量物の一回の運搬では目標場所に重量物を到達させることができない。従って、チェー
ンブロックで吊りながら移動させた重量物を階段に一旦置いた後、目標場所に近づく方向
へ可搬式揚重装置を移動させ、チェーンブロックで重量物を再度吊って移動させるという
作業を、複数回行う必要がある。このことから、重量物の運搬作業に手間がかかってしま
う。
【０００７】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、重量物の運搬作
業の手間を軽減することができる重量物運搬方法、及び重量物運搬装置を得ることを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明に係る重量物運搬方法は、目標場所と異なる高さに存在する移動元目標側踏み
面の上方の位置と、移動元目標側踏み面よりも目標場所の高さから離れた位置に存在する
移動元出発側踏み面の上方の位置とに亘って水平に配置される移動元梁と、移動元目標側
踏み面の上方に位置する移動元梁の部分を支持する移動元目標側支持部と、移動元出発側
踏み面の上方に位置する移動元梁の部分を支持する移動元出発側支持部とを有する移動元
やぐらを設置する移動元やぐら設置工程、移動元目標側踏み面よりも目標場所の高さに近
い位置に存在する移動先目標側踏み面の上方の位置と、移動先目標側踏み面よりも目標場
所の高さから離れた位置に存在する移動先出発側踏み面の上方の位置とに亘って水平に配
置される移動先梁と、移動先目標側踏み面の上方に位置する移動先梁の部分を支持する移
動先目標側支持部と、移動先出発側踏み面の上方に位置する移動先梁の部分を支持する移
動先出発側支持部とを有する移動先やぐらを設置する移動先やぐら設置工程、移動元梁に
沿って移動可能となるように移動元揚重機を移動元梁に設ける移動元揚重機設置工程、移
動先梁に沿って移動可能となるように移動先揚重機を移動先梁に設ける移動先揚重機設置
工程、移動元やぐら設置工程及び移動元揚重機設置工程後、移動元揚重機に重量物を吊る
重量物吊り工程、及び階段の上方で重量物を吊ったまま移動元揚重機から移動先揚重機へ
重量物を移す重量物移行工程を備えている。
【０００９】
　この発明に係る重量物運搬装置は、下段側上位踏み面の上方の位置と、下段側上位踏み
面よりも低い位置に存在する下段側下位踏み面の上方の位置とに亘って水平に配置された
下段梁と、下段側上位踏み面の上方に位置する下段梁の部分を支持する下段側上位支持部
と、下段側下位踏み面の上方に位置する下段梁の部分を支持する下段側下位支持部とを有
する下段やぐら、下段側上位踏み面よりも高い位置に存在する上段側上位踏み面の上方の
位置と、上段側上位踏み面よりも低い位置に存在する上段側下位踏み面の上方の位置とに
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亘って水平に配置される上段梁と、上段側上位踏み面の上方に位置する上段梁の部分を支
持する上段側上位支持部と、上段側下位踏み面の上方に位置する上段梁の部分を支持する
上段側下位支持部とを有する上段やぐら、下段梁に沿って移動可能となるように下段梁に
設けられた下段揚重機、及び上段梁に沿って移動可能となるように上段梁に設けられた上
段揚重機を備え、重量物を吊ったまま下段揚重機及び上段揚重機の一方から他方へ重量物
を移すことが可能になっている。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明に係る重量物運搬方法、及び重量物運搬装置によれば、階段の上方で重量物を
吊ったまま一方の揚重機から他方の揚重機へ重量物を移すので、重量物を運搬するときに
、揚重機で吊っている重量物を階段に一旦置くことなく一方の揚重機から他方の揚重機へ
重量物を移しながら重量物を運搬することができる。これにより、重量物の運搬作業の手
間を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】この発明の実施の形態１による重量物運搬方法を行うための重量物運搬装置が階
段に設置されている状態を示す側面図である。
【図２】図１の下段やぐらを示す斜視図である。
【図３】図１の巻上機を下段チェーンブロックで吊っている状態を示す正面図である。
【図４】図３のシャックルにフックが掛けられている状態を示す拡大図である。
【図５】図１の下段チェーンブロックに吊られた巻上機のシャックルに上段チェーンブロ
ックのフックが掛けられている状態を示す側面図である。
【図６】図５の下段チェーンブロック及び上段チェーンブロックのそれぞれのフックが巻
上機のシャックルに掛けられている状態を示す拡大図である。
【図７】図６の下段チェーンブロック及び上段チェーンブロックのそれぞれの可動チェー
ンが動かされている状態を示す拡大図である。
【図８】図７の下段チェーンブロックのフックがシャックルから外されるときの状態を示
す拡大図である。
【図９】この発明の実施の形態２による重量物運搬方法を行うための重量物運搬装置が階
段に設置されている状態を示す側面図である。
【図１０】図９の下段やぐらを示す斜視図である。
【図１１】図９の下段チェーンブロックから上段チェーンブロックへ巻上機を移すときの
状態を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１による重量物運搬方法を行うための重量物運搬装置が
階段に設置されている状態を示す側面図である。図において、階段１は、互いに異なる高
さに存在する複数の踏み面２を有している。各踏み面２の位置は、階段１の下部から上部
に向かって水平方向へずれながら順次高くなる位置にそれぞれ設定されている。階段１の
上部及び下部の一方を出発場所、他方を目標場所に設定し、出発場所から目標場所に向か
って重量物（例えばエレベータの巻上機又は制御盤等）を運搬するときには、重量物運搬
装置が階段１に設置される。
【００１３】
　重量物運搬装置は、下段やぐら３と、上段やぐら４と、下段やぐら３に設けられた下段
チェーンブロック（下段揚重機）５と、上段やぐら４に設けられた上段チェーンブロック
（上段揚重機）６とを有している。
【００１４】
　ここで、図２は、図１の下段やぐら３を示す斜視図である。下段やぐら３は、図１及び
図２に示すように、水平に配置された下段梁１１と、下段梁１１の一端部１１ａを支持す
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る下段側上位支持部１２と、下段梁１１の他端部１１ｂを支持する下段側下位支持部１３
とを有している。
【００１５】
　下段梁１１の一端部１１ａは、階段１の上部及び下部と異なる高さに存在する踏み面２
である下段側上位踏み面２ｃの上方の位置に配置されている。下段梁１１の他端部１１ｂ
は、下段側上位踏み面２ｃよりも低い位置に存在する踏み面２である下段側下位踏み面２
ａの上方の位置に配置されている。下段梁１１は、下段側上位踏み面２ｃの上方の位置と
、下段側下位踏み面２ａの上方の位置とに亘って水平に配置されている。
【００１６】
　下段側上位支持部１２は下段側上位踏み面２ｃに設置された支持柱であり、下段側下位
支持部１３は下段側下位踏み面２ａに設置された支持柱である。下段側上位支持部１２の
上端部には下段梁１１の一端部１１ａが固定され、下段側下位支持部１３の上端部には下
段梁１１の他端部１１ｂが固定されている。これにより、下段側上位支持部１２及び下段
側下位支持部１３は、下段梁１１の長手方向について互いに離して配置されている。また
、下段側下位支持部１３の高さ寸法は、下段梁１１が水平に配置されるように、下段側下
位踏み面２ａと下段側上位踏み面２ｃとの高低差に合わせて下段側上位支持部１２の高さ
寸法よりも大きくなっている。
【００１７】
　上段やぐら４は、水平に配置された上段梁２１と、上段梁２１の一端部２１ａを支持す
る上段側上位支持部２２と、上段梁２１の他端部２１ｂを支持する上段側下位支持部２３
とを有している。
【００１８】
　上段梁２１の一端部２１ａは、下段側上位踏み面２ｃよりも高い位置に存在する踏み面
２である上段側上位踏み面２ｄの上方の位置に配置されている。上段梁２１の他端部２１
ｂは、上段側上位踏み面２ｄよりも低い位置に存在する踏み面２である上段側下位踏み面
２ｂの上方の位置に配置されている。上段梁２１は、上段側上位踏み面２ｄの上方の位置
と、上段側下位踏み面２ｂの上方の位置とに亘って水平に配置されている。
【００１９】
　上段側上位支持部２２は上段側上位踏み面２ｄに設置された支持柱であり、上段側下位
支持部２３は上段側下位踏み面２ｂに設置された支持柱である。上段側上位支持部２２の
上端部には上段梁２１の一端部２１ａが固定され、上段側下位支持部２３の上端部には上
段梁２１の他端部２１ｂが固定されている。これにより、上段側上位支持部２２及び上段
側下位支持部２３は、上段梁２１の長手方向について互いに離して配置されている。また
、上段側下位支持部２３の高さ寸法は、上段梁２１が水平に配置されるように、上段側下
位踏み面２ｂと上段側上位踏み面２ｄとの高低差に合わせて上段側上位支持部２２の高さ
寸法よりも大きくなっている。
【００２０】
　この例では、上段側下位踏み面２ｂの位置が下段側上位踏み面２ｃと下段側下位踏み面
２ａとの間の高さの位置となっており、下段側上位踏み面２ｃの位置が上段側上位踏み面
２ｄと上段側下位踏み面２ｂとの間の高さの位置となっている。従って、この例では、上
段側下位支持部２３が水平方向について下段側上位支持部１２と下段側下位支持部１３と
の間の位置に設置され、下段側上位支持部１２が水平方向について上段側上位支持部２２
と上段側下位支持部２３との間の位置に設置されている。
【００２１】
　また、この例では、下段やぐら３と上段やぐら４とが階段１の幅方向について互いにず
らして配置されている。これにより、上段梁２１と下段側上位支持部１２との干渉、及び
下段梁１１と上段側下位支持部２３との干渉がそれぞれ回避される。
【００２２】
　下段梁１１には、下段スライダ１４が下段梁１１の長手方向に沿ってスライド可能に取
り付けられている。下段チェーンブロック５は、下段スライダ１４を介して下段梁１１に
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吊られている。これにより、下段チェーンブロック５は、下段梁１１の長手方向に沿って
移動可能に下段梁１１に設けられている。
【００２３】
　上段梁２１には、上段スライダ２４が上段梁２１の長手方向に沿ってスライド可能に取
り付けられている。上段チェーンブロック６は、上段スライダ２４を介して上段梁２１に
吊られている。これにより、上段チェーンブロック６は、上段梁２１の長手方向に沿って
移動可能に上段梁２１に設けられている。
【００２４】
　下段チェーンブロック５及び上段チェーンブロック６は、チェーンブロック本体（揚重
機本体）３１と、チェーンブロック本体３１から可動チェーン３２を介して吊られたフッ
ク３３とをそれぞれ有している。フック３３は、チェーンブロック本体３１に対する可動
チェーン３２の移動によりチェーンブロック本体３１に対して上下に移動可能になってい
る。下段チェーンブロック５及び上段チェーンブロック６のそれぞれは、重量物である巻
上機７をフック３３で吊ることが可能になっている。
【００２５】
　図３は、図１の巻上機７を下段チェーンブロック５で吊っている状態を示す正面図であ
る。巻上機７の上部の左右部分には、リング状部７ａを持つ吊りボルト（アイボルト）が
それぞれ固定されている。巻上機７には、各リング状部７ａに通された共通の玉掛けワイ
ヤロープ４１を介してシャックル４２が連結されている。下段チェーンブロック５及び上
段チェーンブロック６のそれぞれは、巻上機７に連結されたシャックル４２にフック３３
を掛けた状態で巻上機７を吊るようになっている。
【００２６】
　ここで、図４は、図３のシャックル４２にフック３３が掛けられている状態を示す拡大
図である。シャックル４２は、Ｕ字状のシャックル本体４３と、シャックル本体４３の両
端部にそれぞれ設けられた２つの通し穴に通される共通のボルト（棒状部材）４４と、ボ
ルト４４のねじ部に螺合されて、シャックル本体４３からボルト４４が抜けることを防止
するナット４５とを有している。玉掛けワイヤロープ４１の両端部には、輪（アイ）４１
ａがそれぞれ形成されている。シャックル４２は、巻上機７の各リング状部７ａに玉掛け
ワイヤロープ４１が通された状態で、シャックル本体４３の一方の通し穴、２つの輪４１
ａ及び他方の通し穴の順にボルト４４を通した後、ボルト４４のねじ部にナット４５を螺
合することにより、玉掛けワイヤロープ４１に繋げられる。フック３３は、シャックル本
体４３に掛けられる。
【００２７】
　重量物運搬装置では、下段チェーンブロック５及び上段チェーンブロック６のうち、一
方のチェーンブロックに巻上機７を吊った状態で、他方のチェーンブロックのフック３３
を巻上機７のシャックル４２に掛け、一方及び他方のチェーンブロックのそれぞれの可動
チェーン３２を動かしながら、巻上機７を吊った状態を一方のチェーンブロックから他方
のチェーンブロックに移した後、一方のチェーンブロックのフック３３を巻上機７のシャ
ックル４２から外すことにより、巻上機７を吊ったまま一方のチェーンブロックから他方
のチェーンブロックへ巻上機７を移すことが可能になっている。
【００２８】
　次に、階段１の下部に設定された出発場所から、階段１の上部（即ち、出発場所よりも
高い位置）に設定された目標場所に向かって重量物である巻上機７を運搬するときの重量
物運搬方法について説明する。
【００２９】
　この場合、各踏み面２の位置の高さが低くなるほど目標場所の高さから離れ、各踏み面
２の位置の高さが高くなるほど目標場所の高さに近づくこととなる。また、この場合、巻
上機７は、階段１の下段側から上段側に向かって運搬されることとなる。従って、この場
合には、下段やぐら３及び下段チェーンブロック５が巻上機７の移動元に対応する構成と
なり、上段やぐら４及び上段チェーンブロック６が巻上機７の移動先に対応する構成とな
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る。
【００３０】
　階段１の下部に設定された出発場所から、階段１の上部に設定された目標場所に向かっ
て巻上機７を運搬するときには、まず、下段やぐら（移動元やぐら）３を階段１に設置す
る。このとき、目標場所と異なる高さに存在する下段側上位踏み面（移動元目標側踏み面
）２ｃに下段側上位支持部（移動元目標側支持部）１２を設置するとともに、下段側上位
踏み面２ｃよりも目標場所の高さから離れた位置（即ち、下方）に存在する下段側下位踏
み面（移動元出発側踏み面）２ａに下段側下位支持部（移動元出発側支持部）１３を設置
する。また、このとき、下段梁（移動元梁）１１が階段１の上方で水平に配置されるよう
に、下段側上位支持部１２及び下段側下位支持部１３のそれぞれの高さを調整する（移動
元やぐら設置工程）。
【００３１】
　この後、上段やぐら（移動先やぐら）４を階段１に設置する。このとき、下段側上位踏
み面２ｃよりも目標場所の高さに近い位置（目標場所の高さと同一の位置も含む）に存在
する上段側上位踏み面（移動先目標側踏み面）２ｄに上段側上位支持部（移動先目標側支
持部）２２を設置するとともに、上段側上位踏み面２ｄ及び下段側上位踏み面２ｃのそれ
ぞれよりも目標場所の高さから離れた位置に存在する上段側下位踏み面（移動先出発側踏
み面）２ｂに上段側下位支持部（移動先出発側支持部）２３を設置する。また、このとき
、上段梁（移動先梁）２１が階段１の上方で水平に配置されるように、上段側上位支持部
２２及び上段側下位支持部２３のそれぞれの高さを調整する。さらに、このとき、下段や
ぐら３及び上段やぐら４が互いに干渉しないように、下段やぐら３及び上段やぐら４を階
段１の幅方向についてずらして階段１に設置する（移動先やぐら設置工程）。
【００３２】
　この後、下段やぐら３の下段梁１１に下段スライダ（移動元スライダ）１４を介して下
段チェーンブロック（移動元揚重機）５を取り付ける。即ち、下段梁１１に沿って移動可
能となるように下段梁１１に下段チェーンブロック５を設ける（移動元揚重機設置工程）
。
【００３３】
　この後、上段やぐら４の上段梁２１に上段スライダ（移動先スライダ）２４を介して上
段チェーンブロック（移動先揚重機）６を取り付ける。即ち、上段梁２１に沿って移動可
能となるように上段梁２１に上段チェーンブロック６を設ける（移動先揚重機設置工程）
。
【００３４】
　このように、移動元やぐら設置工程、移動先やぐら設置工程、移動元揚重機設置工程及
び移動先揚重機設置工程を行うことにより、図１に示す重量物運搬装置を階段１に設置す
る。
【００３５】
　この後、下段チェーンブロック５の可動チェーン３２を動かしながらフック３３を下ろ
して、玉掛けワイヤロープ４１を介して巻上機７に連結しておいたシャックル４２に下段
チェーンブロック５のフック３３を掛ける。この後、下段チェーンブロック５の可動チェ
ーン３２を動かしながらフック３３を引き上げて、図１に示すように、下段チェーンブロ
ック５に巻上機７を吊る（重量物吊り工程）。
【００３６】
　この後、下段チェーンブロック５に巻上機７を階段１の上方で吊ったまま、目標場所に
近づく方向（即ち、上段やぐら４に近づく方向）へ下段チェーンブロック５を下段梁１１
に沿って移動させる。このとき、上段側下位支持部２３よりも上段側上位支持部２２に近
い所まで下段チェーンブロック５を巻上機７とともに移動させる。また、このとき、下段
側上位支持部１２よりも下段側下位支持部１３に近い所まで上段チェーンブロック６を上
段梁２１に沿って移動させて、上段チェーンブロック６の位置を下段チェーンブロック５
の位置に近づけておく。
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【００３７】
　この後、図５及び図６に示すように、下段チェーンブロック５に巻上機７を階段１の上
方で吊ったまま、巻上機７に連結されたシャックル４２に上段チェーンブロック６のフッ
ク３３を掛ける。この後、図７に示すように、下段チェーンブロック５に巻上機７を階段
１の上方で吊ったまま、下段チェーンブロック５のフック３３がチェーンブロック本体３
１から離れる方向へ下段チェーンブロック５の可動チェーン３２を移動させながら、上段
チェーンブロック６のフック３３を引き上げて、上段チェーンブロック６のフック３３に
巻上機７を吊った状態とする。この後、図８に示すように、下段チェーンブロック５のフ
ック３３をシャックル４２から外す。これにより、階段１の上方で巻上機７が吊られたま
ま下段チェーンブロック５から上段チェーンブロック６へ巻上機７が移されて、上段チェ
ーンブロック６に巻上機７が吊られた状態となる（重量物移行工程）。
【００３８】
　この後、上段チェーンブロック６に巻上機７を階段１の上方で吊ったまま、目標場所に
近づく方向へ上段チェーンブロック６を上段梁２１に沿って移動させる。この作業によっ
て巻上機７が目標場所の高さに到達する場合には、上段チェーンブロック６の可動チェー
ン３２を動かして、目標場所の高さに存在する踏み面に巻上機７を下ろす。また、この作
業によっても巻上機７が目標場所の高さに到達しない場合には、上段やぐら４よりも目標
場所に近い位置に追加のやぐらを設置するとともに、追加のやぐらに追加のチェーンブロ
ックを設け、上段やぐら４を移動元やぐら、上段チェーンブロック６を移動元チェーンブ
ロック（移動元揚重機）とし、追加のやぐらを移動先やぐら、追加のチェーンブロックを
移動先チェーンブロック（移動先揚重機）として、階段１の上方で巻上機７を吊ったまま
、上記と同様の作業を繰り返す。このようにして、階段１の下部の高さに設定された出発
場所から、階段１の上部の高さに設定された目標場所に向けて巻上機７を運搬する。
【００３９】
　一方、階段１の上部に設定された出発場所から、階段１の下部（即ち、出発場所よりも
低い位置）に設定された目標場所に向かって重量物である巻上機７を運搬するときには、
巻上機７は、階段１の上段側から下段側に向かって運搬されることとなる。これにより、
この場合には、上段やぐら４及び上段チェーンブロック６が巻上機７の移動元に対応する
構成となり、下段やぐら３及び下段チェーンブロック５が巻上機７の移動先に対応する構
成となる。即ち、この場合には、上段やぐら４が移動元やぐら、上段チェーンブロック６
が移動元揚重機となり、下段やぐら３が移動先やぐら、下段チェーンブロック５が移動先
揚重機となる。また、この場合、上段側上位踏み面２ｄが移動元出発側踏み面、上段側下
位踏み面２ｂが移動元目標側踏み面となり、下段側上位踏み面２ｃが移動先出発側踏み面
、下段側下位踏み面２ａが移動先目標側踏み面となる。
【００４０】
　階段１の上部に設定された出発場所から、階段１の下部に設定された目標場所に向かっ
て重量物である巻上機７を運搬するときにも、移動元やぐら設置工程、移動先やぐら設置
工程、移動元揚重機設置工程及び移動先揚重機設置工程を行うことにより重量物運搬装置
を階段１に設置する。
【００４１】
　この後、巻上機７に連結しておいたシャックル４２に、移動元揚重機である上段チェー
ンブロック６のフック３３を掛けて、上段チェーンブロック６に巻上機７を吊る（重量物
吊り工程）。
【００４２】
　この後、上段チェーンブロック６に巻上機７を階段１の上方で吊ったまま、目標場所に
近づく方向（即ち、下段やぐら３に近づく方向）へ上段チェーンブロック６を上段梁（移
動元梁）２１に沿って移動させる。このとき、下段側上位支持部（移動先出発側支持部）
１２よりも上段側下位支持部（移動元目標側支持部）２３に近い所まで上段チェーンブロ
ック６を巻上機７とともに移動させるとともに、上段チェーンブロック６を移動させた所
まで下段チェーンブロック５を下段梁１１に沿って移動させておく。
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【００４３】
　巻上機７を下段側から上段側へ運搬するときと同様にして、階段１の上方で巻上機７を
吊ったまま、上段チェーンブロック６から下段チェーンブロック５へ巻上機７を移して、
下段チェーンブロック５に巻上機７を吊った状態とする（重量物移行工程）。
【００４４】
　この後、下段チェーンブロック５に巻上機７を階段１の上方で吊ったまま、目標場所に
近づく方向へ下段チェーンブロック５を下段梁１１に沿って移動させる。この作業によっ
て巻上機７が目標場所の高さに到達する場合には、下段チェーンブロック５の可動チェー
ン３２を動かして、目標場所の高さに存在する踏み面に巻上機７を下ろす。また、この作
業によっても巻上機７が目標場所に到達しない場合には、下段やぐら３よりも目標場所に
近い位置に追加のやぐらを設置するとともに、追加のやぐらに追加のチェーンブロックを
設け、下段やぐら３を移動元やぐら、下段チェーンブロック５を移動元チェーンブロック
（移動元揚重機）とし、追加のやぐらを移動先やぐら、追加のチェーンブロックを移動先
チェーンブロック（移動先揚重機）として、巻上機７を吊ったまま、上記と同様の作業を
繰り返す。このようにして、階段１の上部の高さに設定された出発場所から、階段１の下
部の高さに設定された目標場所に向けて巻上機７を運搬する。
【００４５】
　このような重量物運搬方法、及び重量物運搬装置では、階段１の上方で巻上機７を吊っ
たまま下段チェーンブロック５及び上段チェーンブロック６の一方から他方へ巻上機７を
移すので、巻上機７を運搬するときに、チェーンブロックで吊っている巻上機７を階段１
に一旦置くことなく下段チェーンブロック５と上段チェーンブロック６との間で巻上機７
を移しながら巻上機７を運搬することができる。これにより、チェーンブロックで吊って
いる巻上機１を階段１に一旦置いて、別のチェーンブロックで巻上機７を再度吊るという
作業をなくすことができ、重量物である巻上機７の運搬作業の手間を軽減することができ
る。
【００４６】
　また、上段側下位支持部２３が水平方向について下段側上位支持部１２と下段側下位支
持部１３との間の位置に設置され、下段側上位支持部１２が水平方向について上段側上位
支持部２２と上段側下位支持部２３との間の位置に設置されており、下段側上位支持部１
２、下段側下位支持部１３、上段側上位支持部２２及び上段側下位支持部２３が支持柱に
なっているので、下段梁１１が配置された範囲と、上段梁２１が配置された範囲とを、水
平方向について一部重ねることができる。これにより、下段チェーンブロック５及び上段
チェーンブロック６のそれぞれを水平方向について同位置に移動させることができ、巻上
機７を吊ったまま下段チェーンブロック５と上段チェーンブロック６との間で巻上機７を
移すことを容易にすることができる。
【００４７】
　また、下段チェーンブロック５及び上段チェーンブロック６のそれぞれは、チェーンブ
ロック本体３１と、チェーンブロック本体３１によって上下に移動可能に吊られたフック
３３とを有し、重量物である巻上機７に連結されたシャックル４２にフック３３を掛けた
状態で巻上機７を吊るので、下段チェーンブロック５及び上段チェーンブロック６のそれ
ぞれに巻上機７を吊りやすくすることができ、巻上機７を吊ったまま下段チェーンブロッ
ク５及び上段チェーンブロック６の一方から他方へ巻上機７を移すことも容易にすること
ができる。
【００４８】
　実施の形態２．
　図９は、この発明の実施の形態２による重量物運搬方法を行うための重量物運搬装置が
階段に設置されている状態を示す側面図である。図において、下段やぐら３は、下段梁１
１と、下段梁１１の一端部１１ａを支持する下段側上位支持部５２と、下段梁１１の他端
部１１ｂを支持する下段側下位支持部５３とを有している。下段梁１１の構成は、実施の
形態１と同様である。
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【００４９】
　下段側上位支持部５２は下段側上位踏み面２ｃに設置され、下段側下位支持部５３は、
下段側上位踏み面２ｃよりも低い位置に存在する下段側下位踏み面２ａに設置されている
。下段側下位支持部５３の高さ寸法は、下段梁１１が水平に配置されるように、下段側下
位踏み面２ａと下段側上位踏み面２ｃとの高低差に合わせて下段側上位支持部５２の高さ
寸法よりも大きくなっている。
【００５０】
　上段やぐら４は、上段梁２１と、上段梁２１の一端部２１ａを支持する上段側上位支持
部６２と、上段梁２１の他端部２１ｂを支持する上段側下位支持部６３とを有している。
上段梁２１の構成は、実施の形態１と同様である。
【００５１】
　上段側上位支持部６２は、下段側上位踏み面２ｃよりも高い位置に存在する上段側上位
踏み面２ｄに設置され、上段側下位支持部６３は、上段側上位踏み面２ｄよりも低い位置
に存在する上段側下位踏み面２ｂに設置されている。上段側下位支持部６３の高さ寸法は
、上段梁２１が水平に配置されるように、上段側下位踏み面２ｂと上段側上位踏み面２ｄ
との高低差に合わせて上段側上位支持部６２の高さ寸法よりも大きくなっている。
【００５２】
　この例では、上段側下位踏み面２ｂの位置が、下段側上位踏み面２ｃよりも高い位置と
なっている。これにより、この例では、上段側下位支持部６３の位置が、水平方向につい
て下段側上位支持部５２及び下段側下位支持部５３のそれぞれよりも上段側上位支持部６
２に近い位置となっている。即ち、この例では、下段やぐら３と上段やぐら４とが水平方
向について互いに離して設置されている。また、この例では、階段１を真上から見たとき
、下段梁１１と上段梁２１とが直線上に並ぶように下段やぐら３と上段やぐら４とが階段
１に設置されている。
【００５３】
　図１０は、図９の下段やぐら３を示す斜視図である。下段側上位支持部５２及び下段側
下位支持部５３のそれぞれは、階段１の幅方向について互いに離して配置された一対の支
持柱５４と、一対の支持柱５４の上端部間に水平に固定され、下段梁１１が固定された支
持梁５５とを有している。下段梁１１の一端部１１ａは下段側上位支持部５２の支持梁５
５の中間部に固定され、下段梁１１の他端部１１ｂは下段側下位支持部５３の支持梁５５
の中間部に固定されている。
【００５４】
　上段側上位支持部６２及び上段側下位支持部６３のそれぞれは、階段１の幅方向につい
て互いに離して配置された一対の支持柱６４と、一対の支持柱６４の上端部間に水平に固
定され、上段梁２１が固定された支持梁６５とを有している。上段梁２１の一端部２１ａ
は上段側上位支持部６２の支持梁６５の中間部に固定され、上段梁２１の他端部２１ｂは
上段側下位支持部６３の支持梁６５の中間部に固定されている。他の構成は実施の形態１
と同様である。また、巻上機７を運搬するときの手順は、巻上機７を吊ったまま下段チェ
ーンブロック５及び上段チェーンブロック６の一方から他方へ巻上機７を移す重量物移行
工程を除いて、実施の形態１と同様である。
【００５５】
　図１１は、図９の下段チェーンブロック５から上段チェーンブロック６へ巻上機７を移
すときの状態を示す側面図である。下段チェーンブロック５から上段チェーンブロック６
へ巻上機７を移すときの重量物移行工程では、上段チェーンブロック６のチェーンブロッ
ク本体３１から引き出した可動チェーン３２を上段側下位支持部６３の一対の支持柱６４
間、及び下段側上位支持部５２の一対の支持柱５４間に通した状態で、巻上機７のシャッ
クル４２に上段チェーンブロック６のフック３３を掛ける。この後、下段チェーンブロッ
ク５に巻上機７を階段１の上方で吊ったまま、下段チェーンブロック５の可動チェーン３
２をチェーンブロック本体３１から引き出しながら、上段チェーンブロック６のフック３
３を引き上げて、上段チェーンブロック６のフック３３に巻上機７を吊った状態とする。
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このようにして、階段１の上方で巻上機７を吊ったまま下段チェーンブロック５から上段
チェーンブロック６へ巻上機７を移す。上段チェーンブロック６から下段チェーンブロッ
ク５へ巻上機７を移すときも同様の作業を行う。
【００５６】
　このように、下段やぐら３と上段やぐら４とが水平方向について互いに離して設置され
、下段側上位支持部５２、下段側下位支持部５３、上段側上位支持部６２及び上段側下位
支持部６３が、階段１の幅方向について互いに離して配置された一対の支持柱５４，６４
と、一対の支持柱５４，６４の上端部間に水平に固定された支持梁５５，６５とを有して
いるので、下段側上位支持部５２の一対の支持柱５４間、及び上段側下位支持部６３の一
対の支持柱６４間に、下段チェーンブロック５及び上段チェーンブロック６のそれぞれの
可動チェーン３２を通しながら、下段チェーンブロック５及び上段チェーンブロック６の
一方から他方へ巻上機７を移すことができる。これにより、階段１の上方で巻上機７を吊
ったままの状態で下段側上位支持部５２及び上段側下位支持部６３を避けて巻上機７を移
動させることができ、下段チェーンブロック５及び上段チェーンブロック６の一方から他
方へ巻上機７を移すことを容易にすることができる。また、下段やぐら３と上段やぐら４
とが水平方向について互いに離して設置されているので、巻上機７を吊ったまま下段チェ
ーンブロック５及び上段チェーンブロック６の一方から他方へ巻上機７を移すときの距離
を大きくすることができ、巻上機７の運搬距離を拡大することができる。
【００５７】
　なお、各上記実施の形態では、移動元やぐら設置工程、移動先やぐら設置工程、移動元
揚重機設置工程及び移動先揚重機設置工程の順に各工程を行うことにより重量物運搬装置
が階段１に設置されるようになっているが、移動元やぐら設置工程、移動先やぐら設置工
程、移動元揚重機設置工程及び移動先揚重機設置工程は、どのような順番で行ってもよい
。例えば、移動元やぐら設置工程、移動元揚重機設置工程、移動先やぐら設置工程及び移
動先揚重機設置工程の順に行ってもよい。
【００５８】
　また、追加のやぐらを階段１に設置するときには、下段やぐら３及び上段やぐら４のう
ち、目標場所から離れた位置に設置されているやぐらを運んで追加のやぐらとして階段１
に設置してもよい。さらに、追加のやぐらに追加のチェーンブロックを設けるときには、
下段チェーンブロック５及び上段チェーンブロック６のうち、追加のやぐらとして運ばれ
たやぐらに設けられていたチェーンブロックを追加のチェーンブロックとしてもよい。こ
のようにすれば、巻上機７の運搬時に下段やぐら３、上段やぐら４、下段チェーンブロッ
ク５及び上段チェーンブロック６を繰り返し用いることができ、部品点数の削減を図るこ
とができる。
【００５９】
　また、各上記実施の形態では、移動元やぐら設置工程、移動先やぐら設置工程、移動元
揚重機設置工程及び移動先揚重機設置工程を行った後に、重量物吊り工程を行うようにな
っているが、移動元やぐら設置工程及び移動元揚重機設置工程後、移動先やぐら設置工程
及び移動先揚重機設置工程の前に、重量物吊り工程を行ってもよい。
【符号の説明】
【００６０】
　２ａ～２ｄ　踏み面、３　下段やぐら、４　上段やぐら、５　下段チェーンブロック（
下段揚重機）、６　上段チェーンブロック（上段揚重機）、７　巻上機（重量物）、１１
　下段梁、１２，５２　下段側上位支持部、１３，５３　下段側下位支持部、２１　上段
梁、２２，６２　上段側上位支持部、２３，６３　上段側下位支持部、３１　チェーンブ
ロック本体（揚重機本体）、３３　フック、４２　シャックル、５４　支持柱、５５　支
持梁、６４　支持柱、６５　支持梁。
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