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(57)【要約】
【課題】複数の駐車棚１６の輸送作業及び前記駐車装置
の据付作業に要する時間の短縮化を図ると共に、複数の
駐車棚１６の保管スペース等を削減すること。
【解決手段】上下方向に各隣接する一対の継手部材２２
は、それらの間に、上下方向へ延びた角パイプ状の支柱
部材２８を接続するように備えている。縦方向に各隣接
する一対の継手部材２２は、それらの間に、縦方向へ延
びた第１梁部材３０を接続するように備えている。横方
向に各隣接する一対の継手部材２２は、それらの間に、
横方向へ延びた第２梁部材３６を接続するように備えて
いる。架台構造物１２の各階層において、横方向に各隣
接する一対の第１梁部材３０と縦方向に各隣接する一対
の第２梁部材３６とによって、駐車棚１６を取付けるた
めの棚取付部４２が区画されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
  複数の車両を駐車させる駐車装置であって、
　駆体に設置され、複数の前記車両を駐車させるための駐車スペースが形成された架台構
造物と、
　前記架台構造物の前記駐車スペース内において前記車両を載置するための複数の駐車パ
レットと、
　前記架台構造物に格子状に配置され、前記駐車パレットを格納する複数の駐車棚と、を
具備し、
　前記架台構造物は、
　縦方向及び横方向に格子状に配置されかつ前記駐車棚を取付けるための複数の棚取付部
を有し、
　各駐車棚は、
　前記架台構造物の前記棚取付部に設けられ、前記架台構造物と別体として構成された棚
フレームと、
　前記棚フレームに設けられ、前記駐車パレットを縦方向及び／又は横方向へ搬送する搬
送ユニットとを有している、駐車装置。
【請求項２】
　前記架台構造物は、
　縦方向及び横方向に格子状に間隔を置いて配置された複数の継手部材と、
　縦方向に各隣接する一対の前記継手部材の間に接続するように設けられ、縦方向へ延び
た第１梁部材と、
　横方向に各隣接する一対の前記継手部材の間に接続するように設けられ、横方向へ延び
た第２梁部材と、を有し、
　各棚取付部は、横方向に隣接する一対の前記第１梁部材と縦方向に隣接する一対の前記
第２梁部材とによって区画されている、請求項１に記載の駐車装置。
【請求項３】
　前記駐車スペースが前記架台構造物の各階層に形成され、複数の継手部材が前記架台構
造物の各階層に縦方向及び横方向に格子状に間隔を置いて配置されており、
　上下方向に各隣接する一対の前記継手部材の間に、上下方向へ延びた支柱部材が接続す
るように設けられている、請求項２に記載の駐車装置。
【請求項４】
　複数の車両を駐車させる駐車装置に用いられ、駆体に設置された架台構造物であって、
　縦方向及び横方向に格子状に間隔を置いて配置された複数の継手部材と、
　縦方向に各隣接する一対の前記継手部材の間に接続するように設けられ、縦方向へ延び
た第１梁部材と、
　横方向に各隣接する一対の前記継手部材の間に接続するように設けられ、横方向へ延び
た第２梁部材と、を具備し、
　横方向に隣接する一対の前記第１梁部材と縦方向に隣接する一対の前記第２梁部材とに
よって、前記駐車装置における駐車棚を取付けるための棚取付部が区画されている、駐車
装置用の架台構造物。
【請求項５】
　前記駐車スペースが前記架台構造物の各階層に形成され、複数の継手部材が前記架台構
造物の各階層に縦方向及び横方向に格子状に配置されており、
　各上下方向に隣接する一対の前記継手部材の間に、上下方向へ延びた支柱部材が接続す
るように設けられている、請求項４に記載の駐車装置用の架台構造物。
【請求項６】
  複数の車両を駐車させる駐車装置に用いられ、前記車両を載置するための駐車パレット
を格納する駐車棚であって、
　前記駐車装置における架台構造物の棚取付部に設けられ、前記架台構造物と別体として
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構成された棚フレームと、
　前記棚フレームに設けられ、前記駐車パレットを縦方向及び／又は横方向へ搬送する搬
送ユニットと、を具備した、駐車棚。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の車両を駐車させる駐車装置、及びその駐車装置に用いられる架台構造
物等に関する。
【背景技術】
【０００２】
  近年、複数の車両を駐車させる水平循環式の駐車装置等の駐車装置に用いられる駐車棚
について種々の開発がなされている。そして、従来の水平循環式の駐車装置の構成につい
て簡単に説明すると、次の通りである。
【０００３】
　駐車装置は、駆体に設置された架台構造物を具備しており、架台構造物の各階層には、
複数の前記車両を駐車させるための駐車スペースが形成されている。また、架台構造物は
、各階層に縦方向及び横方向に間隔を置いて配置された複数の棚受け部材（サポート部材
）と、上下に隣接する各棚受け部材の間に設けられた支柱部材とを有している。更に、架
台構造物は、各階層において縦方向と横方向と対角線方向（縦方向と横方向に傾斜する方
向）に各隣接する４つの棚受け部材の間に設けられた棚フレームを有している。換言すれ
ば、架台構造物の各階層には、架台構造物の一部として複数の棚フレームが格子状に配置
されている。
【０００４】
　駐車装置は、架台構造物の各階層の駐車スペース内において車両を載置するための複数
の駐車パレットを具備している。また、駐車装置は、各棚フレームに設けられかつ駐車パ
レットを縦方向及び／又は横方向へ搬送する搬送ユニットを具備している。ここで、棚フ
レームと搬送ユニットは、駐車パレットを格納する駐車棚を構成している。換言すれば、
架台構造物の各階層には、複数の駐車棚が格子状に配置されている。
【０００５】
　なお、本発明に関連する先行技術として特許文献１及び特許文献２に示すものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第２８６３７０５号公報
【特許文献２】特許第２９８３０９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、前述のように、棚フレームが駐車棚の一部を構成する他に、架台構造物の一
部を構成するため、棚フレームの大きさ（縦方向及び横方向の寸法）が駐車パレットと同
等以上の大きさになり、駐車棚の占有スペースが大きくなる。そのため、複数の駐車棚の
輸送作業及び駐車装置の据付作業に多くの時間を要し、それらの作業が煩雑化すると共に
、複数の駐車棚の保管スペース等が増大して、高コスト化を招くという問題がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、前述の問題を解決することができる、新規な構成からなる駐車装置
、駐車装置用の架台構造物、及び駐車棚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】
【０００９】
　本発明の第１の態様は、複数の車両を駐車させる駐車装置であって、駆体に設置され、
複数の前記車両を駐車させるための駐車スペースが形成された架台構造物と、前記架台構
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造物の前記駐車スペース内において前記車両を載置するための複数の駐車パレットと、前
記架台構造物に格子状に配置され、前記駐車パレットを格納する複数の駐車棚と、を具備
し、前記架台構造物は、縦方向及び横方向に格子状に配置されかつ前記駐車棚を取付ける
ための複数の棚取付部を有し、各駐車棚は、前記架台構造物の前記棚取付部に設けられ、
前記架台構造物と別体として構成された棚フレーム（駐車棚本体）と、前記棚フレームに
設けられ、前記駐車パレットを縦方向及び／又は横方向へ搬送する搬送ユニットとを有し
ていることである。
【００１０】
　本発明の第１の態様によると、前述のように、前記架台構造物が縦方向及び横方向に格
子状に配置された複数の前記棚取付部を有し、各駐車棚の前記棚フレームが前記架台構造
物の前記棚取付部に設けられかつ前記架台構造物と別体として構成されている。そのため
、前記駐車棚の前記棚フレームの大きさ（縦方向及び横方向の寸法）を前記駐車パレット
と同等以上の大きさにする必要がなく、前記駐車棚の小型化及び軽量化を図ることができ
る。
【００１１】
　本発明の第２の態様は、複数の車両を駐車させる駐車装置に用いられ、駆体に設置され
た架台構造物であって、縦方向及び横方向に間隔を置いて格子状に配置された複数の継手
部材と、縦方向に各隣接する一対の前記継手部材の間に接続（連結）するように設けられ
、縦方向へ延びた第１梁部材と、横方向に各隣接する一対の前記継手部材の間に接続（連
結）するように設けられ、横方向へ延びた第２梁部材と、を具備し、横方向に隣接する一
対の前記第１梁部材と縦方向に隣接する一対の前記第２梁部材とによって、前記駐車装置
における駐車棚を取付けるための棚取付部が区画されていることである。
【００１２】
　本発明の第２の態様によると、横方向に隣接する一対の前記第１梁部材と縦方向に隣接
する一対の前記第２梁部材とによって、前記棚取付部が区画されている。換言すれば、前
記架台構造物が縦方向及び横方向に格子状に配置された複数の前記棚取付部を有している
。これにより、各駐車棚の前記棚フレームを前記架台構造物と別体として構成することが
できる。そのため、前記駐車棚の前記棚フレームの大きさ（縦方向及び横方向の寸法）を
前記駐車パレットと同等以上の大きさにする必要がなく、前記駐車棚の小型化及び軽量化
を図ることができる。
【００１３】
　本発明の第３の態様は、複数の車両を駐車させる駐車装置に用いられ、前記車両を載置
するための駐車パレットを格納する駐車棚であって、前記駐車装置における架台構造物の
棚取付部に設けられ、前記架台構造物と別体として構成された棚フレーム（駐車棚本体）
と、前記棚フレームに設けられ、前記駐車パレットを縦方向及び／又は横方向へ搬送する
搬送ユニットと、を具備したことである。
【００１４】
　本発明の第３の態様によると、前記棚フレームが前記架台構造物の前記棚取付部に設け
られかつ前記架台構造物と別体として構成されている。そのため、前記駐車棚の前記棚フ
レームの大きさ（縦方向及び横方向の寸法）を前記駐車パレットと同等以上の大きさにす
る必要がなく、前記駐車棚の小型化及び軽量化を図ることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、複数の前記駐車棚の輸送作業及び前記駐車装置の据付作業に要する時
間の短縮化を図り、それらの作業能率を向上させると共に、複数の前記駐車棚の保管スペ
ース等を削減して、コストを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る駐車装置の模式的な平面図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態に係る駐車装置における架台構造物及びリフターを示
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す模式的な平面図である。
【図３】図３は、図２におけるIII-III線に沿った断面図である。
【図４】図４は、本発明の実施形態に係る架台構造物に複数の駐車棚を取付け、かつ本発
明の実施形態に係るリフターに昇降棚を取付けた様子を示す模式的な平面図である。
【図５】図５（ａ）は、本発明の実施形態に係る架台構造物の下階層における継手部材の
周辺の平面図であり、図５（ｂ）は、図５（ａ）におけるVB-VB線に沿った図である。
【図６】図６（ａ）は、本発明の実施形態に係る架台構造物の上階層における継手部材の
周辺の平面図であり、図６（ｂ）は、図６（ａ）におけるVIB-VIB線に沿った図である。
【図７】図７は、本発明の実施形態に係る駐車パレットの平面図であり、４つの転向ガイ
ドレールが縦方向へ転向した様子を示している。
【図８】図８（ａ）は、本発明の実施形態に係る駐車パレットの縦側面図（縦方向に沿っ
た側面図）であり、図８（ａ）では、横送りガイドレールを省略している。図８（ｂ）は
、図７におけるVIIIB-VIIIB線に沿った断面図である。
【図９】図９（ａ）は、本発明の実施形態に係る駐車パレットの横側面図（横方向に沿っ
た側面図）であり、図９（ａ）では、縦送りガイドレールを省略している。図９（ｂ）は
、図７におけるIXB-IXB線に沿った断面図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施形態に係る駐車棚の平面図であり、４つの搬送車輪が
横方向へ転向した様子を示している。
【図１１】図１１は、本発明の実施形態に係る駐車棚の縦側面図である。
【図１２】図１２は、図１０におけるXII-XII線に沿った図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施形態に係る駐車棚の平面図であり、４つの搬送車輪が
縦方向へ転向した様子を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の実施形態について図１から図１３を参照して説明する。
【００１８】
　なお、本願の明細書及び特許請求の範囲において、「設けられる」とは、直接的に設け
られることの他に、別部材を介して間接的に設けられることを含む意であり、「備えられ
る」と同義である。「備える」とは、直接的に備えることの他に、別部材を介して間接的
に備えることを含む意であり、「設ける」と同義である。「及び／又は」とは、２つのう
ちのいずれか一方と両方を含む意である。図面中において、「ＣＤ」は、横方向（換言す
れば、駐車パレットの短手方向）、「ＬＤ」は、縦方向（換言すれば、駐車パレットの長
手方向）、「ＨＤ」は、上下方向（高さ方向）をそれぞれ指している。
【００１９】
　図１及び図２に示すように、本発明の実施形態に係る水平循環方式の駐車装置１０は、
複数の車両Ｍを水平循環させながら駐車させる装置であり、一例として、地下の駆体（基
礎）Ｂに設置されている。また、駐車装置１０は、駆体Ｂに設置された架台構造物（駐車
装置用の架台構造物）１２を具備しており、架台構造物１２（駐車装置１０）は、２階層
になっている。架台構造物１２の各階層には、複数の車両Ｍを駐車させるための駐車スペ
ース１２Ｓが形成されている。架台構造物１２の一部には、車両Ｍを入庫又は出庫させる
ため入出庫口（図示省略）と各階層の駐車スペース１２Ｓを連絡する昇降路１２Ｈが形成
されており、昇降路１２Ｈは、上下方向へ延びている。なお、架台構造物１２（駐車装置
１０）は、１階層又は３階層以上であってもよい。
【００２０】
　駐車装置１０は、架台構造物１２の各階層の駐車スペース１２Ｓ内において車両Ｍを載
置するための複数の駐車パレット１４と、架台構造物１２の各階層に格子状に配置されか
つ駐車パレット１４を格納する複数の駐車棚１６とを具備している。また、駐車装置１０
は、架台構造物１２の昇降路１２Ｈに昇降可能（上下方向へ移動可能）に設けられたリフ
ター１８と、リフター１８に設けられかつ駐車パレット１４を一時的に載置する昇降棚（
リフター棚）２０とを具備している。更に、駐車装置１０は、リフター１８を入出庫口に
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対応する高さ位置と各階層の駐車スペース１２Ｓに対応する高さ位置との間で昇降させる
昇降機構（図示省略）を具備している。
【００２１】
　続いて、本発明の実施形態に係る駐車装置用の架台構造物１２の構成の詳細について説
明する。
【００２２】
　図２から図６（ａ）（ｂ）に示すように、架台構造物１２は、各階層に縦方向及び横方
向に間隔を置いて格子状に配置された複数の継手部材２２を有している。各継手部材２２
は、複数のＨ形鋼を溶接によって接合して構成されかつ複数（４つ）のアングル材によっ
て補強されている。各継手部材２２の平面視形状は、Ｘ字形状、Ｔ字形状、又はＬ字形状
になっている。また、架台構造物１２の下階層における各継手部材２２は、駆体Ｂに設置
したベース板２４に複数の固定ボルト２６によって固定されている。
【００２３】
　上下方向に各隣接する一対の継手部材２２は、それらの間に、上下方向へ延びた角パイ
プ状の支柱部材２８を接続（連結）するように備えている。具体的には、上下方向に各隣
接する一対の継手部材２２のうちの一方の継手部材２２の上面には、支柱部材２８の一端
部（下端部）が溶接によって固定されている。上下方向に各隣接する一対の継手部材２２
のうちの他方の継手部材２２の下面には、支柱部材２８の他端部（上端部）が溶接によっ
て固定されている。
【００２４】
　架台構造物１２の各階層において、縦方向に各隣接する一対の継手部材２２は、それら
の間に、縦方向へ延びた第１梁部材３０を接続（連結）するように備えており、第１梁部
材３０は、例えばＨ形鋼により構成されている。具体的には、架台構造物１２の各階層に
おいて、縦方向に各隣接する一対の継手部材２２のうちの一方の継手部材２２には、第１
梁部材３０の一端部が複数の接続プレート３２及び複数の接続ボルト３４を介して接続（
連結）されている。架台構造物１２の各階層において、縦方向に各隣接する一対の継手部
材２２のうちの他方の継手部材２２には、第１梁部材３０の他端部が複数の接続プレート
３２及び複数の接続ボルト３４を介して接続（連結）されている。
【００２５】
　架台構造物１２の各階層において、横方向に各隣接する一対の継手部材２２は、それら
の間に、横方向へ延びた第２梁部材３６を接続（連結）するように備えており、第２梁部
材３６は、例えばＨ形鋼により構成されている。具体的には、架台構造物１２の各階層に
おいて、横方向に各隣接する一対の継手部材２２のうちの一方の継手部材２２には、第２
梁部材３６の一端部が複数の接続プレート３８及び複数の接続ボルト４０を介して接続（
連結）されている。架台構造物１２の各階層において、横方向に各隣接する一対の継手部
材２２のうちの他方の継手部材２２には、第２梁部材３６の他端部が複数の接続プレート
３８及び複数の接続ボルト４０を介して接続（連結）されている。
【００２６】
  架台構造物１２の各階層において、横方向に各隣接する一対の第１梁部材３０と縦方向
に各隣接する一対の第２梁部材３６とによって、駐車棚１６を取付けるための棚取付部４
２が区画されている。各棚取付部４２は、横方向に平行な２辺と縦方向に平行な２辺を有
する矩形状に形成されている。換言すれば、架台構造物１２は、各階層に縦方向及び横方
向に格子状に配置された複数の棚取付部４２を有している。また、横方向に各隣接する一
対の第１梁部材３０は、それらの間に、横方向へ延びた一対の取付バー４４を接続（連結
）するように備えており、一対の取付バー４４は、溝形鋼により構成されている。換言す
れば、架台構造物１２の各棚取付部４２は、縦方向に離隔した一対の取付バー４４を有し
ている。
【００２７】
  続いて、本発明の実施形態に係る駐車パレット１４の構成について簡単に説明する。
【００２８】
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　図７から図９（ａ）（ｂ）に示すように、駐車パレット１４は、パレットフレーム（パ
レット本体）４６を具備しており、パレットフレーム４６は、横方向に平行な２つの短辺
と縦方向に平行な２つの長辺を有する矩形状に形成されている。また、パレットフレーム
４６は、その裏面（裏側）に、縦方向に離隔した一対の横送りガイドレール４８を備えて
おり、各横送りガイドレール４８は、例えばＨ形鋼により構成されかつ横方向へ延びてい
る。更に、パレットフレーム４６は、その裏面に、横方向に離隔した一対の縦送りガイド
レール５０を備えており、各縦送りガイドレール５０は、例えばＨ形鋼により構成されか
つ縦方向へ延びている。横送りガイドレール４８と縦送りガイドレール５０は、４箇所で
交差しており、換言すれば、パレットフレーム４６は、その裏面に、横送りガイドレール
４８と縦送りガイドレール５０を交差させるための４つの交差部５２を備えている。４つ
の交差部５２は、横方向に平行な２つの短辺と縦方向に平行な２つの長辺を有する矩形状
に配置されている。
【００２９】
　パレットフレーム４６は、各交差部５２に、横方向及び縦方向のうちのいずれかの方向
に転向する転向ガイドレール５４を備えている。各転向ガイドレール５４は、複数のベア
リング５６を介して垂直（鉛直）な旋回軸心５４ｃ周りに旋回自在（旋回可能）になって
いる。４つの転向ガイドレール５４は、４つの交差部５２と同様に、横方向に平行な２つ
の短辺と縦方向に平行な２つの長辺を有する矩形状に配置されている。各転向ガイドレー
ル５４は、横方向に転向すると横送りガイドレール４８に接続し、かつ縦方向に転向する
と縦送りガイドレール５０に接続するようになっている。
【００３０】
　続いて、本発明の実施形態に係る駐車棚１６の構成の詳細について説明する。
【００３１】
　図１０及び図１１に示すように、駐車棚１６は、架台構造物１２の棚取付部４２の一対
の取付バー４４に複数の取付ボルト５８を介して設けられた棚フレーム（駐車棚本体）６
０を具備している。棚フレーム６０は、架台構造物１２と別体として構成されており、横
方向に平行な２つの短辺と縦方向に平行な２つの長辺を有する矩形状に形成されている。
棚フレーム６０は、縦方向に離隔した２つ（一対）の角パイプ状の第１骨格部材６２を有
しており、各第１骨格部材６２は、例えばアングル材により構成されかつ横方向へ延びて
いる。棚フレーム６０は、２つの第１骨格部材６２の間に接続（連結）するようにそれぞ
れ設けられた４つ（二対）の角パイプ状の第２骨格部材６４を有しており、各第２骨格部
材６４は、縦方向へ延びている。
【００３２】
　棚フレーム６０の取付バー４４に対する縦方向の位置は、複数（本発明の実施形態あっ
ては、４つ）の第１調整ねじとしての第１押しボルト６６によって調整可能になっている
。棚フレーム６０の取付バー４４に対する横方向の位置は、複数（本発明の実施形態あっ
ては、４つ）の第２調整ねじとしての第２押しボルト６８によって調整可能になっている
。棚フレーム６０の取付バー４４に対する上下方向の位置は、複数（本発明の実施形態あ
っては、４つ）の第３調整ねじとしての第３押しボルト７０によって調整可能になってい
る。
【００３３】
　なお、棚フレーム６０の横方向の寸法は、パレットフレーム４６の横方向の寸法よりも
短くなっており、例えば、パレットフレーム４６の横方向の寸法の半分程度に設定されて
いる。棚フレーム６０の縦方向の寸法は、パレットフレーム４６の縦方向の寸法よりも短
くなっており、例えば、パレットフレーム４６の縦方向の寸法の半分程度になっている。
【００３４】
　棚フレーム６０は、その表側に、駐車パレット１４を縦方向及び／又は横方向へ搬送す
る搬送ユニット７２を備えている。そして、搬送ユニット７２の具体的な構成は、次の通
りである。
【００３５】
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　図１０から図１３に示すように、棚フレーム６０は、その表側（表面側）に、角パイプ
状の４つの旋回部材７４を備えており、各旋回部材７４は、複数のベアリング７６を介し
て垂直な旋回軸心７４ｃ周りに旋回可能になっている。４つの旋回部材７４は、４つの転
向ガイドレール５４と同様に、横方向に平行な２つの短辺と縦方向に平行な２つの長辺を
有する矩形状に配置されている。各旋回部材７４は、その下部に、連結プレート７８を有
しており、前記矩形の対角線上に位置する各組の旋回部材７４における連結プレート７８
は、同形状になっている。
【００３６】
　各旋回部材７４は、その内側に、駐車パレット１４を搬送するための搬送車輪８０を備
えており、各搬送車輪８０は、ベアリング（図示省略）を介して水平な回転軸心８０ｃ周
りに回転可能になっている。４つの搬送車輪８０は、４つの旋回部材７４と同様に、横方
向に平行な２つの短辺と縦方向に平行な２つの長辺を有する矩形状に配置されている。ま
た、各搬送車輪８０は、旋回部材７４から上方向へ突出しており、横送りガイドレール４
８、縦送りガイドレール５０、及び転向ガイドレール５４のいずれかを下方向から支持可
能になっている（図７参照）。
【００３７】
　前記矩形の対角線上に位置する１組（２つ）の旋回部材７４は、それらの側部に、対応
する搬送車輪８０を回転（回動）させる搬送アクチュエータとしての搬送モータ８２を備
えている。換言すれば、前記矩形の対角線上に位置する１組の搬送車輪８０は、搬送モー
タ８２の駆動により回転駆動する駆動車輪になっている。前記矩形の対角線上に位置する
もう１組の搬送車輪８０は、フリー車輪になっている。なお、２つの搬送車輪８０を駆動
車輪とする代わりに、４つの搬送車輪８０を駆動車輪としてもよい。
【００３８】
　各旋回部材７４は、その上部に、複数（４つ）のガイドローラ８４を備えており、各ガ
イドローラ８４は、ベアリング（図示省略）を介して垂直な回転軸心８４ｃ周りに回転可
能になっている。また、複数のガイドローラ８４は、横送りガイドレール４８、縦送りガ
イドレール５０、及び転向ガイドレール５４のいずれかを水平方向の両側から挟むように
支持可能になっている。
【００３９】
  横方向に各隣接する一対の旋回部材７４の連結プレート７８は、それらの間に、横方向
へ延びた第１連結バー８６を連結して備えている。具体的には、横方向に各隣接する一対
の旋回部材７４のうちの一方の旋回部材７４の連結プレート７８には、第１連結バー８６
の一端部が回転自在に連結されている。横方向に各隣接する一対の旋回部材７４のうちの
他方の旋回部材７４の連結プレート７８には、第１連結バー８６の他端部が回転自在に連
結されている。また、縦方向に各隣接する一対の旋回部材７４の連結プレート７８は、そ
れらの間に、縦方向へ延びた第２連結バー８８を連結して備えている。具体的には、縦方
向に各隣接する一対の旋回部材７４のうちの一方の旋回部材７４の連結プレート７８には
、第２連結バー８８の一端部が回転自在に連結されている。縦方向に各隣接する一対の旋
回部材７４のうちの他方の旋回部材７４の連結プレート７８には、第２連結バー８８の他
端部が回転自在に連結されている。
【００４０】
　図１０及び図１３に示すように、棚フレーム６０は、その表側に、ギヤードモータ９０
を備えており、ギヤードモータ９０は、垂直な出力軸９０ｓを有している。ギヤードモー
タ９０の出力軸９０ｓには、揺動アーム９２の基端部が固定しており、揺動アーム９２は
、垂直な揺動軸心（ギヤードモータ９０の出力軸９０ｓの軸心）周りに正逆方向へ揺動可
能になっている。換言すれば、揺動アーム９２は、棚フレーム６０の表側にギヤードモー
タ９０を介して設けられており、ギヤードモータ９０は、揺動アーム９２を正逆方向へ揺
動させる揺動アクチュエータに相当する。揺動アーム９２は、第２連結バー８８に対して
平行な第１揺動位置（図１０において実線で示す位置）と、第２連結バー８８に対して平
行でかつ第１揺動位置から１８０度変位した第２揺動位置（図１２において実線で示す位
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置）との間で、正逆方向へ揺動可能である。
【００４１】
　いずれかの第１連結バー８６は、その一部に、横方向へ突出した連結リンク９６を備え
ており、連結リンク９４には、横方向（水平方向）へ延びた長穴９４ｈが形成されている
。また、揺動アーム９２の先端部は、連結リンク９４の長穴９４ｈに移動可能に連結され
ている。換言すれば、揺動アーム９２の先端部は、連結リンク９４を介していずかの第１
連結バー８６の一部に連結されている。そして、複数の搬送車輪８０は、揺動アーム９２
が第１揺動位置に位置すると、連結リンク９４、一対の第１連結バー８６、及び一対の第
２連結バー８８の連結作用によって横方向に転向するようになっている。複数の搬送車輪
８０は、揺動アーム９２が第２揺動位置に位置すると、連結リンク９４等の連結作用によ
って縦方向に転向するようになっている。
【００４２】
　続いて、本発明の実施形態に係る昇降棚２０の構成について簡単に説明する。
【００４３】
　図１及び図４に示すように、昇降棚２０は、リフター１８に設けられた棚フレーム（昇
降棚本体）９６と、棚フレーム９６の表側に設けられかつ駐車パレット１４を縦方向及び
／又は横方向へ搬送する搬送ユニット９８とを有している。棚フレーム９６は、駐車棚１
６における棚フレーム６０と同様の構成を有しており、搬送ユニット９８は、駐車棚１６
における搬送ユニット７２と同様の構成を有している。
【００４４】
　続いて、本発明の実施形態の作用及び効果について説明する。
【００４５】
（駐車装置１０の全体的な動作）
  適宜の駐車棚１６に横方向に隣接する駐車棚１６が空の状態である場合に、適宜の駐車
棚１６におけるギヤードモータ９０の駆動により揺動アーム９２を正方向へ１８０度揺動
させて、第２揺動位置から第１揺動位置へ位置させる。すると、適宜の駐車棚１６におけ
る連結リンク９４等の連結作用によって４つの旋回部材７４を正方向へ同期旋回させて、
４つの搬送車輪８０を横方向に転向（同期転向）させる。或いは、予め、適宜の駐車棚１
６における４つの搬送車輪８０を横方向に転向させておく。そして、適宜の駐車棚１６に
おける２つの搬送モータ８２の駆動により２つの搬送車輪８０を回転（回転駆動）させる
。これにより、駐車パレット１４を横方向へ搬送して、横方向に隣接する駐車棚１６間で
駐車パレット１４の受け渡しを行うことができる。
【００４６】
  適宜の駐車棚１６に縦方向に隣接する駐車棚１６が空の状態である場合に、ギヤードモ
ータ９０の駆動により揺動アーム９２を逆方向へ１８０度揺動させて、第１揺動位置から
第２揺動位置へ位置させる。すると、適宜の駐車棚１６における連結リンク９４等の連結
作用によって４つの旋回部材７４を逆方向へ同期旋回させて、４つの搬送車輪８０を縦方
向に転向（同期転向）させる。或いは、予め、適宜の駐車棚１６における４つの搬送車輪
８０を縦方向に転向させておく。そして、適宜の駐車棚１６における２つの搬送モータ８
２の駆動により２つの搬送車輪８０を回転（回転駆動）させる。これにより、駐車パレッ
ト１４を縦方向へ搬送して、縦方向に隣接する駐車棚１６間で駐車パレット１４の受け渡
しを行うことができる。
【００４７】
　前述の動作を適宜に繰り返すことにより、各階層の駐車スペース１２Ｓにおいて複数の
駐車パレット１４を水平循環させながら格納することができる。換言すれば、各階層の駐
車スペース１２Ｓにおいて複数の車両Ｍを水平循環させながら駐車させることができる。
【００４８】
　入出庫口から入庫した所定の車両Ｍを上階層又は下階層の駐車スペース１２Ｓに駐車さ
せる際には、次のように行う。
【００４９】
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　昇降装置の駆動によりリフター１８を下降させて、上階層又は下階層の駐車スペース１
２Ｓに対応する高さ位置に位置させる。そして、昇降棚２０の搬送ユニット９８を駐車棚
１６の搬送ユニット７２と同様に動作させる。これにより、所定の車両Ｍを載置した所定
の駐車パレット１４を横方向又は縦方向へ搬送して、昇降棚２０から空の状態の駐車棚１
６に送り出して、所定の車両Ｍを上階層又は下階層の駐車スペース１２Ｓに駐車させるこ
とができる。
【００５０】
　上階層又は下階層の駐車スペース１２Ｓに駐車した車両Ｍを入出庫口から出庫させる際
には、次のように行う。
【００５１】
　前述のように、上階層又は下階層の駐車スペース１２Ｓにおいて複数の駐車パレット１
４を水平循環させながら、所定の車両Ｍを載置した所定の駐車パレット１４を空の昇降棚
２０に横方向又は縦方向に隣接させる。そして、所定の駐車パレット１４を格納した所定
の駐車棚１６における２つの搬送モータ８２の駆動により２つの搬送車輪８０を回転させ
る。すると、所定の駐車パレット１４を横方向又は縦方向へ搬送して、所定の駐車棚１６
から空の状態の昇降棚２０に送り出すことができる。更に、昇降装置の駆動によりリフタ
ー１８を上昇させて、入出庫口に対応する高さ位置に位置させ、所定の車両Ｍを入出庫口
から出庫させることができる。
【００５２】
（本発明の実施形態の特有の作用）
  前述のように、架台構造物１２が各階層に縦方向及び横方向に格子状に配置された複数
の棚取付部４２を有している。各駐車棚１６の棚フレーム６０が架台構造物１２の棚取付
部４２に設けられかつ架台構造物１２と別体として構成されている。そのため、駐車棚１
６の棚フレーム６０の大きさ（縦方向及び横方向の寸法）を駐車パレット１４と同等以上
の大きさにする必要がなく、駐車棚１６の小型化及び軽量化を図ることができる。
【００５３】
　また、前述のように、縦方向に各隣接する一対の継手部材２２の間には、第１梁部材３
０を接続するように設けられ、横方向に各隣接する一対の継手部材２２の間には、第２梁
部材３６を接続するように設けられている。横方向に各隣接する一対の第１梁部材３０と
縦方向に各隣接する一対の第２梁部材３６とによって、駐車棚１６を取付けるための棚取
付部４２が区画されている。そのため、棚フレーム６０が架台構造物１２と別体として構
成されても、架台構造物１２の強度を十分に確保して、駐車棚１６を架台構造物１２の棚
取付部４２に強固に取付けることができる。
【００５４】
（本発明の実施形態の効果）
　以上の如き、本発明の実施形態によれば、駐車棚１６の小型化及び軽量化を図ることが
できため、複数の駐車棚１６の輸送作業及び前記駐車装置の据付作業に要する時間の短縮
化を図り、それらの作業能率を向上させる。また、複数の駐車棚１６の保管スペース等を
削減して、コストを低減することができる。
【００５５】
　本発明の実施形態によれば、架台構造物１２の強度を十分に確保して、駐車棚１６を架
台構造物１２の棚取付部４２に強固に取付けることができるため、搬送ユニット７２によ
る駐車パレット１４の搬送動作を安定させることができる。特に、棚フレーム６０の取付
バー４４に対する縦方向等の位置、換言すれば、搬送ユニット７２の取付バー４４に対す
る縦方向等の位置を調整することができるため、搬送ユニット７２による駐車パレット１
４の搬送動作をより安定させることができる。
【００５６】
　なお、本発明は、前述の実施形態の説明に限られるものではなく、適宜の変更を行うこ
とにより、その他、種々の態様で実施可能である。そして、本発明に包含される権利範囲
は、前述の実施形態に限定されないものである。
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【符号の説明】
【００５７】
　　Ｍ　　車両
　　Ｂ　　駆体
　１０　　駐車装置
　１２　　架台構造物
　１２Ｈ　昇降路
　１２Ｓ　駐車スペース
　１４　　駐車パレット
　１６　　駐車棚
　１８　　リフター
　２０　　昇降棚
　２２　　継手部材
　２４　　ベース板
　２８　　支柱部材
　３０　　第１梁部材
　３６　　第２梁部材
　４２　　棚取付部
　４４　　取付バー
　４６　　パレットフレーム
　４８　　横送りガイドレール
　５０　　縦送りガイドレール
　５４　　転向ガイドレール
　６０　　棚フレーム（駐車棚本体）
　６２　　第１骨格部材
　６４　　第２骨格部材
　６６　　第１押しボルト
　６８　　第２押しボルト
　７０　　第３押しボルト
　７２　　搬送ユニット
　７４　　旋回部材
　８０　　搬送車輪
　８２　　搬送モータ
　９０　　ギヤードモータ
　９６　　棚フレーム（昇降棚本体）
　９８　　搬送ユニット
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