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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造物に敷設されたレール上を走行駆動される走行台車と、
　この走行台車上に設けられる荷受台と、
　この荷受台上または前記走行台車上に、鉛直軸回りに旋回可能に設けられるとともに、
俯仰可能に設けられる俯仰アーム機構と、
　この俯仰アーム機構の先端部に水平軸回りに回動可能かつ鉛直軸回りに旋回可能に設け
られる先端旋回アーム機構と、
　前記走行台車または前記荷受台上に設けられ前記俯仰アーム機構を介して前記先端旋回
アーム機構から吊り下げられる吊り下げロープ部材を巻き取り・繰出しする巻取り・繰出
し機構と、
　前記吊り下げロープ部材の先端部に設けられ作業用ケージまたは荷物を吊り下げ可能な
吊り連結部材とを備え、
　前記走行台車の構造物内側に配置されたレールに沿って転動する車輪に、荷物の荷重を
分散支持する補助支持車輪機構を設け、
　前記吊り連結部材または前記吊り下げロープ部材で吊り下げた前記作業用ケージでゴン
ドラ装置として使用し得るとともに、荷物を前記吊り連結部材または前記吊り下げロープ
部材で吊り上げてクレーン装置として使用し得る一方、吊り上げた荷物を前記荷受台に搭
載して前記走行台車を走行駆動し搬送装置として使用し得るように構成したことを特徴と
する多機能ゴンドラ装置。
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【請求項２】
　構造物に敷設されたレール上を走行駆動される走行台車と、
　この走行台車上に設けられる荷受台と、
　この荷受台上または前記走行台車上に、鉛直軸回りに旋回可能に設けられるとともに、
俯仰可能に設けられる俯仰アーム機構と、
　この俯仰アーム機構の先端部に水平軸回りに回動可能かつ鉛直軸回りに旋回可能に設け
られる先端旋回アーム機構と、
　前記走行台車または前記荷受台上に設けられ前記俯仰アーム機構を介して前記先端旋回
アーム機構から吊り下げられる吊り下げロープ部材を巻き取り・繰出しする巻取り・繰出
し機構と、
　前記吊り下げロープ部材の先端部に設けられ作業用ケージまたは荷物を吊り下げ可能な
吊り連結部材とを備え、
　前記走行台車には、前記レール上を走行可能な補助荷受台車を連結牽引可能に設け、
　前記吊り連結部材または前記吊り下げロープ部材で吊り下げた前記作業用ケージでゴン
ドラ装置として使用し得るとともに、荷物を前記吊り連結部材または前記吊り下げロープ
部材で吊り上げてクレーン装置として使用し得る一方、吊り上げた荷物を前記荷受台およ
び／または前記補助荷受台車に搭載して前記走行台車を走行駆動し搬送装置として使用し
得るように構成したことを特徴とする多機能ゴンドラ装置。
【請求項３】
　前記走行台車の構造物内側に配置されたレールに沿って転動する車輪に、荷物の荷重を
分散支持する補助支持車輪機構を設けて構成したことを特徴とする請求項２に記載の多機
能ゴンドラ装置。
【請求項４】
　前記補助支持車輪機構を、前記走行台車に鉛直軸回りに揺動可能な揺動アームと、この
揺動アームに設けられる補助支持車輪とで構成したことを特徴とする請求項１または３に
記載の多機能ゴンドラ装置。
【請求項５】
　前記走行台車上に、前記荷受台を鉛直軸回りに旋回可能に設けて構成したことを特徴と
する請求項１～４のいずれかに記載の多機能ゴンドラ装置。
【請求項６】
　前記荷受台に、前記俯仰アーム機構を収納可能に構成したことを特徴とする請求項１～
５のいずれかに記載の多機能ゴンドラ装置。
【請求項７】
　前記俯仰アーム機構に伸縮機構を設けて伸縮可能に構成したことを特徴とする請求項１
～６のいずれかに記載の多機能ゴンドラ装置。
【請求項８】
　前記俯仰アーム機構を前記荷受台の一端部に配置するとともに、前記荷受台の他端部に
前記巻取り・繰出し機構を配置して荷重をバランスし得るように構成したことを特徴とす
る請求項１～７のいずれかに記載の多機能ゴンドラ装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載の多機能ゴンドラ装置には、駆動用電源として走行台車
または荷受台にバッテリーを搭載して駆動可能に構成したことを特徴とする多機能ゴンド
ラ装置。
【請求項１０】
　前記バッテリーを充電する充電装置を、走行台車または荷受台に搭載した風力発電装置
および／または太陽光パネルで構成したことを特徴とする請求項９に記載の多機能ゴンド
ラ装置。
【請求項１１】
　前記充電装置は、商用電源と切り替え可能に構成されていることを特徴とする請求項１
０に記載の多機能ゴンドラ装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は多機能ゴンドラ装置に関し、建築物などの構造物の上部から垂下したワイヤ
ロープなどの吊り下げロープ部材を介して作業用ケージを昇降させて作業を行うゴンドラ
装置、吊り下げロープ部材を介して荷物の上げ下ろしを行うクレーン装置、構造物上で荷
物の運搬を行う搬送装置として使用することができるようにしたもので、１台のゴンドラ
装置で構造物のメンテナンス作業なども効率よく実施できるようにしたものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、建築物などの構造物の壁面などの側面の構築や補修などの高所作業を安全か
つ能率的に行うためワイヤロープなどの吊り下げロープ部材で吊り下げた作業者が搭乗す
る作業用ケージを備えたゴンドラ装置や自動窓拭き装置などを搭載する作業用ケージなど
を吊り下げたゴンドラ装置を用いることも多く、作業用ケージを一定高さに設置したり、
昇降機構で上下に昇降可能としたり、さらに必要に応じて上下の昇降だけでなく左右の横
行も可能とすることを組み合わせて作業用ケージを移動させることで広範囲の作業を行う
ようにしている（例えば特許文献１，２参照）。
【０００３】
　近年、ビルなどの建築物のリニューアル工事が増えつつあり、リニューアル工事にとも
なってＯＡ機器の増加による発熱量の増大などに対処すべく、屋上に設置する空調設備を
大型化したり、太陽光発電パネルなどの設置や交換などを行う必要から、荷物の上げ下ろ
しができるクレーン装置として転用できるクレーン兼用ゴンドラ装置が利用されている(
特許文献３参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平２－３０８５１号公報
【特許文献２】特開平８－１１４０２７号公報
【特許文献３】特開２００３－１２９６５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、クレーン兼用ゴンドラ装置を用いることで、リニューアルに必要な機器を屋
上などに吊り上げて取り込むことができるものの、取り込んだ機器は広い屋上の所定の位
置まで運ぶ必要がある。これまでは、屋上に搬送用の台車装置を設置したり、ゴンドラ装
置のクレーンで吊り上げたまま所定の位置まで走行して搬送することが行われており、１
つの機器の吊り上げから所定位置への搬送までに手間と時間がかかるという問題がある。
　これにより、道路など地上の占有時間も長くなり、交通への影響が大きくなる場合があ
るという問題がある。
【０００６】
　この発明は、上記従来技術の問題点に鑑みてなされたもので、構造物の壁面などへの作
業用ケージを介して行うゴンドラ装置としての機能や荷物の上げ下ろしを行うクレーン装
置としての機能に加え、構造物上で荷物の運搬を行う搬送装置として使用することができ
、１台のゴンドラ装置で構造物のメンテナンス作業なども効率よく行うことができる多機
能ゴンドラ装置を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するためこの発明の請求項１に記載の多機能ゴンドラ装置は、構造物に
敷設されたレール上を走行駆動される走行台車と、この走行台車上に設けられる荷受台と
、この荷受台上または前記走行台車上に、鉛直軸回りに旋回可能に設けられるとともに、
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俯仰可能に設けられる俯仰アーム機構と、この俯仰アーム機構の先端部に水平軸回りに回
動可能かつ鉛直軸回りに旋回可能に設けられる先端旋回アーム機構と、前記走行台車また
は前記荷受台上に設けられ前記俯仰アーム機構を介して前記先端旋回アーム機構から吊り
下げられる吊り下げロープ部材を巻き取り・繰出しする巻取り・繰出し機構と、前記吊り
下げロープ部材の先端部に設けられ作業用ケージまたは荷物を吊り下げ可能な吊り連結部
材とを備え、前記走行台車の構造物内側に配置されたレールに沿って転動する車輪に、荷
物の荷重を分散支持する補助支持車輪機構を設け、前記吊り連結部材または前記吊り下げ
ロープ部材で吊り下げた前記作業用ケージでゴンドラ装置として使用し得るとともに、荷
物を前記吊り連結部材または前記吊り下げロープ部材で吊り上げてクレーン装置として使
用し得る一方、吊り上げた荷物を前記荷受台に搭載して前記走行台車を走行駆動し搬送装
置として使用し得るように構成したことを特徴とするものである。
【０００８】
　この発明の請求項２に記載の多機能ゴンドラ装置は、構造物に敷設されたレール上を走
行駆動される走行台車と、この走行台車上に設けられる荷受台と、この荷受台上または前
記走行台車上に、鉛直軸回りに旋回可能に設けられるとともに、俯仰可能に設けられる俯
仰アーム機構と、この俯仰アーム機構の先端部に水平軸回りに回動可能かつ鉛直軸回りに
旋回可能に設けられる先端旋回アーム機構と、前記走行台車または前記荷受台上に設けら
れ前記俯仰アーム機構を介して前記先端旋回アーム機構から吊り下げられる吊り下げロー
プ部材を巻き取り・繰出しする巻取り・繰出し機構と、前記吊り下げロープ部材の先端部
に設けられ作業用ケージまたは荷物を吊り下げ可能な吊り連結部材とを備え、前記走行台
車には、前記レール上を走行可能な補助荷受台車を連結牽引可能に設け、前記吊り連結部
材または前記吊り下げロープ部材で吊り下げた前記作業用ケージでゴンドラ装置として使
用し得るとともに、荷物を前記吊り連結部材または前記吊り下げロープ部材で吊り上げて
クレーン装置として使用し得る一方、吊り上げた荷物を前記荷受台および／または前記補
助荷受台車に搭載して前記走行台車を走行駆動し搬送装置として使用し得るように構成し
たことを特徴とするものである。
【０００９】
　この発明の請求項３に記載の多機能ゴンドラ装置は、請求項２に記載の構成に加え、前
記走行台車の構造物内側に配置されたレールに沿って転動する車輪に、荷物の荷重を分散
支持する補助支持車輪機構を設けて構成したことを特徴とするものである。
【００１０】
　この発明の請求項４に記載の多機能ゴンドラ装置は、請求項１または３に記載の構成に
加え、前記補助支持車輪機構を、前記走行台車に鉛直軸回りに揺動可能な揺動アームと、
この揺動アームに設けられる補助支持車輪とで構成したことを特徴とするものである。
【００１１】
　この発明の請求項５に記載の多機能ゴンドラ装置は、請求項１～４のいずれかに記載の
構成に加え、前記走行台車上に、前記荷受台を鉛直軸回りに旋回可能に設けて構成したこ
とを特徴とするものである。
【００１２】
　この発明の請求項６に記載の多機能ゴンドラ装置は、請求項１～５のいずれかに記載の
構成に加え、前記荷受台に、前記俯仰アーム機構を収納可能に構成したことを特徴とする
ものである。
【００１３】
　この発明の請求項７に記載の多機能ゴンドラ装置は、請求項１～６のいずれかに記載の
構成に加え、前記俯仰アーム機構に伸縮機構を設けて伸縮可能に構成したことを特徴とす
るものである。
【００１４】
　この発明の請求項８に記載の多機能ゴンドラ装置は、請求項１～７のいずれかに記載の
構成に加え、前記俯仰アーム機構を前記荷受台の一端部に配置するとともに、前記荷受台
の他端部に前記巻取り・繰出し機構を配置して荷重をバランスし得るように構成したこと
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を特徴とするものである。
【００１５】
　この発明の請求項９に記載の多機能ゴンドラ装置は、請求項１～８のいずれかに記載の
多機能ゴンドラ装置には、駆動用電源として走行台車または荷受台にバッテリーを搭載し
て駆動可能に構成したことを特徴とするものである。
【００１６】
　この発明の請求項１０に記載の多機能ゴンドラ装置は、請求項９に記載の構成に加え、
前記バッテリーを充電する充電装置を、走行台車または荷受台に搭載した風力発電装置お
よび／または太陽光パネルで構成したことを特徴とするものである。
【００１７】
　この発明の請求項１１に記載の多機能ゴンドラ装置は、請求項１０に記載の構成に加え
、前記充電装置は、商用電源と切り替え可能に構成されていることを特徴とするものであ
る。
【発明の効果】
【００１８】
　この発明の請求項１に記載の多機能ゴンドラ装置によれば、構造物に敷設されたレール
上を走行駆動される走行台車と、この走行台車上に設けられる荷受台と、この荷受台上ま
たは前記走行台車上に、鉛直軸回りに旋回可能に設けられるとともに、俯仰可能に設けら
れる俯仰アーム機構と、この俯仰アーム機構の先端部に水平軸回りに回動可能かつ鉛直軸
回りに旋回可能に設けられる先端旋回アーム機構と、前記走行台車または前記荷受台上に
設けられ前記俯仰アーム機構を介して前記先端旋回アーム機構から吊り下げられる吊り下
げロープ部材を巻き取り・繰出しする巻取り・繰出し機構と、前記吊り下げロープ部材の
先端部に設けられ作業用ケージまたは荷物を吊り下げ可能な吊り連結部材とを備え、前記
走行台車の構造物内側に配置されたレールに沿って転動する車輪に、荷物の荷重を分散支
持する補助支持車輪機構を設けているので、走行台車または荷受台上の旋回し俯仰する俯
仰アーム機構の先端の回動および旋回可能な先端旋回アーム機構を介して巻取り・繰出し
機構の先端に設けた吊り連結部材または吊り下げロープ部材で作業用ケージを吊り下げて
昇降および走行台車の走行駆動を組み合わせることでゴンドラ装置として構造物の壁面な
どへの作業を行うことができ、吊り連結部材または吊り下げロープ部材を介して荷物を吊
り上げたり吊り下ろすことでクレーン装置として機能させることができるとともに、荷物
を荷受台に搭載しておくことでクレーン作業を繰り返し行うことができる。さらに、走行
台車上の荷受台を走行台車の走行駆動でレール上を走行させることで、搬送装置として機
能させることができ、構造物上での荷物の搬送を行うことができる。
　これにより、ゴンドラ装置をクレーン装置として使用し得るとともに、荷物の搬送装置
として使用することもできる。
　また、前記走行台車の構造物内側に配置されたレールに沿って転動する車輪に、荷物の
荷重を分散支持する補助支持車輪機構を設けて構成したので、クレーン作業にともなう荷
重を補助支持車輪機構を介して分散して支持することができるとともに、鉛直方向の圧縮
荷重として支持することができ、重量の大きな荷物に対しても一層安定した状態でクレー
ン作業や搬送作業を行うことができる。
【００１９】
　この発明の請求項２に記載の多機能ゴンドラ装置によれば、構造物に敷設されたレール
上を走行駆動される走行台車と、この走行台車上に設けられる荷受台と、この荷受台上ま
たは前記走行台車上に、鉛直軸回りに旋回可能に設けられるとともに、俯仰可能に設けら
れる俯仰アーム機構と、この俯仰アーム機構の先端部に水平軸回りに回動可能かつ鉛直軸
回りに旋回可能に設けられる先端旋回アーム機構と、前記走行台車または前記荷受台上に
設けられ前記俯仰アーム機構を介して前記先端旋回アーム機構から吊り下げられる吊り下
げロープ部材を巻き取り・繰出しする巻取り・繰出し機構と、前記吊り下げロープ部材の
先端部に設けられ作業用ケージまたは荷物を吊り下げ可能な吊り連結部材とを備え、前記
走行台車には、前記レール上を走行可能な補助荷受台車を連結牽引可能に設けているので
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、走行台車または荷受台上の旋回し俯仰する俯仰アーム機構の先端の回動および旋回可能
な先端旋回アーム機構を介して巻取り・繰出し機構の先端に設けた吊り連結部材または吊
り下げロープ部材で作業用ケージを吊り下げて昇降および走行台車の走行駆動を組み合わ
せることでゴンドラ装置として構造物の壁面などへの作業を行うことができ、吊り連結部
材または吊り下げロープ部材を介して荷物を吊り上げたり吊り下ろすことでクレーン装置
として機能させることができるとともに、荷物を荷受台に搭載しておくことでクレーン作
業を繰り返し行うことができる。さらに、走行台車上の荷受台を走行台車の走行駆動でレ
ール上を走行させることで、搬送装置として機能させることができ、構造物上での荷物の
搬送を行うことができる。
　これにより、ゴンドラ装置をクレーン装置として使用し得るとともに、荷物の搬送装置
として使用することもできる。
　また、前記レール上を走行可能な補助荷受台車を連結牽引可能に設けて構成したので、
走行台車上の荷受台とは別に連結牽引する補助荷受台車を設けることで、クレーン作業に
よる搭載量を増大することができ、効率的にクレーン作業を行うことができ、クレーン作
業後に一層多くの荷物の搬送が可能となる。
【００２０】
　この発明の請求項３に記載の多機能ゴンドラ装置によれば、前記走行台車の構造物内側
に配置されたレールに沿って転動する車輪に、荷物の荷重を分散支持する補助支持車輪機
構を設けて構成したので、クレーン作業にともなう荷重を補助支持車輪機構を介して分散
して支持することができるとともに、鉛直方向の圧縮荷重として支持することができ、重
量の大きな荷物に対しても一層安定した状態でクレーン作業や搬送作業を行うことができ
る。
【００２１】
　この発明の請求項４に記載の多機能ゴンドラ装置によれば、前記補助支持車輪機構を、
前記走行台車に鉛直軸回りに揺動可能な揺動アームと、この揺動アームに設けられる補助
支持車輪とで構成したので、湾曲したレール上を走行するために必要な揺動アームを介し
て車輪を設けてあってもこの揺動アームに補助支持車輪を設けることで、揺動アームに加
わる荷物の荷重を分散して支持することができるとともに、鉛直方向の圧縮荷重として支
持することができ、クレーン作業や搬送作業にともなう荷重を確実に支持することができ
、安定した状態で走行や搬送をすることができる。
【００２２】
　この発明の請求項５に記載の多機能ゴンドラ装置によれば、前記走行台車上に、前記荷
受台を鉛直軸回りに旋回可能に設けて構成したので、走行台車上で荷受台を旋回させるこ
とで、ゴンドラ作業やクレーン作業の自由度が増大し、特に荷受台の端部に旋回可能な俯
仰アーム機構を組み合わせて設けることで、一層作業範囲を拡大でき効率的にゴンドラ作
業やクレーン作業を行うことができる。
【００２３】
　この発明の請求項６に記載の多機能ゴンドラ装置によれば、前記荷受台に、前記俯仰ア
ーム機構を収納可能に構成したので、荷受台に搭載した荷物の搬送の際に俯仰アーム機構
が構造物上のものと干渉することなく、ゴンドラ装置の走行台車の走行範囲内で搬送する
ことができるとともに、低重心化を図ることができ、安定した状態で搬送することができ
る。
【００２４】
　この発明の請求項７に記載の多機能ゴンドラ装置によれば、前記俯仰アーム機構に伸縮
機構を設けて伸縮可能に構成したので、俯仰アーム機構の伸縮によってゴンドラ作業やク
レーン作業の作業範囲を一層拡大して効率的に作業を行うことができる。
【００２５】
　この発明の請求項８に記載の多機能ゴンドラ装置によれば、前記俯仰アーム機構を前記
荷受台の一端部に配置するとともに、前記荷受台の他端部に前記巻取り・繰出し機構を配
置して荷重をバランスし得るように構成したので、バランスの良い安定した状態でゴンド
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ラ作業やクレーン作業ができるとともに、作業範囲を一層拡大して効率的に作業を行うこ
とができる。
【００２６】
　この発明の請求項９に記載の多機能ゴンドラ装置によれば、多機能ゴンドラ装置には、
駆動用電源として走行台車または荷受台にバッテリーを搭載して駆動可能に構成したので
、走行台車や荷受台を介して電源ケーブルを接続する必要がなく、電源ケーブルの取り回
しや構造物上での走行の操作が容易となる。
【００２７】
　この発明の請求項１０に記載の多機能ゴンドラ装置によれば、前記バッテリーを充電す
る充電装置を、走行台車または荷受台に搭載した風力発電装置および／または太陽光パネ
ルで構成したので、自然エネルギーを利用して充電することができ、充電されたバッテリ
ーでゴンドラ装置を多機能な動作をさせることができる。
【００２８】
　この発明の請求項１１に記載の多機能ゴンドラ装置によれば、前記充電装置は、商用電
源と切り替え可能に構成されているので、自然エネルギーだけでは充分充電できない場合
でも、ゴンドラ装置を、クレーン装置や搬送装置として多機能な動作をさせて運転するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】この発明の多機能ゴンドラ装置の一実施の形態にかかり、ゴンドラ装置としての
概略側面図である。
【図２】この発明の多機能ゴンドラ装置の一実施の形態にかかり、ゴンドラ装置としての
格納状態の概略側面図である。
【図３】この発明の多機能ゴンドラ装置の一実施の形態にかかり、ゴンドラ装置としての
格納状態の概略平面図である。
【図４】この発明の多機能ゴンドラ装置の一実施の形態にかかり、クレーン装置としての
概略側面図である。
【図５】この発明の多機能ゴンドラ装置の一実施の形態にかかり、クレーン装置としての
概略側面図である。
【図６】この発明の多機能ゴンドラ装置の一実施の形態にかかり、クレーン装置および搬
送装置としての概略側面図である。
【図７】この発明の多機能ゴンドラ装置の一実施の形態にかかり、搬送装置としての概略
正面図である。
【図８】この発明の多機能ゴンドラ装置の一実施の形態にかかり、搬送装置としての概略
平面図である。
【図９】この発明の多機能ゴンドラ装置の一実施の形態にかかり、走行台車の補助支持車
輪に機構の概略側面図である。
【図１０】この発明の多機能ゴンドラ装置の一実施の形態にかかり、走行台車の補助支持
車輪に機構の概略平面図である。
【図１１】この発明の多機能ゴンドラ装置の一実施の形態にかかり、クレーン作業装置と
しての概略正面図である。
【図１２】この発明の多機能ゴンドラ装置の一実施の形態にかかり、バッテリーを搭載し
て駆動する場合の概略側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、この発明の多機能ゴンドラ装置の一実施の形態について添付図面を参照して詳細
に説明する。
　この多機能ゴンドラ装置１は、構造物２の上部である建築物の屋上で、外壁面３に沿っ
て敷設されたレール４上を走行駆動可能とされた走行台車１０を備え、この走行台車１０
上に荷物５を搭載可能な荷受台２０を設ける。走行台車１０または荷受台２０には、旋回
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可能に俯仰アーム機構３０を設け、俯仰アーム機構３０の先端に先端旋回アーム機構４０
を設けておき、走行台車１０または荷受台２０に設けた巻取り・繰出し機構５０で巻取り
繰出しが行われる吊りロープ部材５１に吊り連結部材５４を設けて先端旋回アーム機構４
０から吊り下げるように構成してある。
　そして、この多機能ゴンドラ装置１では、吊りロープ部材５１あるいはその先端の吊り
連結部材５４で作業用ケージ６を吊り下げて昇降および走行台車１０の走行駆動を組み合
わせることで構造物２の外壁面３などへのゴンドラ作業を行うゴンドラ装置Ａとしての機
能に加え、吊りロープ部材５１または吊り連結部材５４を介して荷物５の吊り上げや吊り
下ろしでクレーン装置Ｂとして機能させることができ、さらに、クレーン作業で吊り上げ
た荷物５を荷受台２０に搭載するクレーン作業を繰り返し行った後、荷受台２０を走行台
車１０ごと走行駆動してレール４上を走行させることで、搬送装置Ｃとして機能させるこ
とができる。
　これにより、構造物２上でゴンドラ装置Ａをクレーン装置Ｂとして使用し得るとともに
、荷物５の搬送装置Ｃとして使用することもできる多機能のゴンドラ装置１となっている
。
【００３１】
　なお、この実施の形態では、上記の基本構成に加え、走行台車１０上に荷受台２０を鉛
直軸回りに旋回可能に設けてあり、荷受台２０の一端部に鉛直軸回りに旋回可能に俯仰ア
ーム機構３０を搭載し、荷受台２０の他端部に巻取り・繰出し機構５０を搭載することで
、両側の搭載機器３０，５０で荷重のバランスが取れるようにしてある。
【００３２】
　さらに、この実施の形態では、俯仰アーム機構３０に、俯仰アームを伸縮する伸縮機構
３６を設けてあり、作業範囲を拡大するとともに、俯仰と伸縮の組合せで操作性を向上で
きるようにしてある。
【００３３】
　さらに、この実施の形態では、走行台車１０に補助支持車輪機構１８が設けてあり、４
箇所の車輪にゴンドラ作業やクレーン作業の際に大きな荷重が加わらずに荷重を分散でき
、しかも走行台車１０とレール３の間では、圧縮荷重として支持できるようにしてある。
【００３４】
　以下、多機能ゴンドラ装置の各部の構成を詳細に説明する。
　走行台車１０は、構造物２の上部である建築物の屋上に敷設された内外２本のレール４
，４に沿って走行駆動可能とされており、２本のレール４，４はＩ型鋼で構成されて基礎
上に取り付けられている。
　走行台車１０には、４隅に車輪機構１１，１２が設けられており、構造物２の外側のレ
ール４に対する２組の外側車輪機構１１，１１は固定設置される車輪機構とされており、
Ｉ型鋼の上フランジ４ａの上面を転動する走行輪１３と、上フランジ４ａの両側下面沿っ
て転動する脱落防止用の２つの係合輪１４と、上フランジ４ａの両側面に沿って転動する
片側に２つずつ設けられるガイド輪１５とで構成され、走行輪１３に走行用モータ１６が
連結されて走行駆動されるようになっている。
　また、内側のレール４に対する２組の内側車輪機構１２，１２は、湾曲したレール４部
分をスムーズに通過できるようにするため、走行台車１０に鉛直軸回りに揺動する揺動ア
ーム１７が設けられ、揺動アーム１７を介して先端部に走行輪１３と、２つの係合輪１４
と、片側２つずつのガイド輪１５とが設けられ、走行輪１３に連結した走行用モータ１６
で走行駆動されるようになっている。
　なお、この実施の形態では、外側車輪機構１１,１１および内側車輪機構１２,１２の４
組の走行輪のいずれにも走行用モータを連結して駆動するようにしたが、外側車輪機構の
走行輪だけを駆動するようにすることもできる。
【００３５】
　さらに、この走行台車１０には、補助支持車輪機構１８が設けられ、図９～図１１に示
すように、揺動アーム１７の両側には、走行台車１０の底面に沿って転動する補助支持車
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輪１８ａが設けられ、走行台車１０の底面の揺動範囲に円弧状の補強板１８ｂを取り付け
て構成してある。
　これにより、揺動アーム１７に加わる荷重を補助支持車輪１８ａおよび補強板１８ｂで
分散して走行台車１０に伝達し、内側車輪機構１２，１２には、鉛直方向の力のみが伝達
され、圧縮荷重として荷重の支持がなされるようにしてある。
したがって、多機能ゴンドラ装置１のゴンドラ装置Ａによる湾曲部分でのゴンドラ作業や
搬送装置Ｃとして走行台車１０を走行する場合に湾曲部分の走行や荷物を搭載した大荷重
状態でもレール４にかみ込むこと等を防止して圧縮荷重だけを支持した状態で円滑にレー
ル４，４上を走行することができる。
【００３６】
　荷受台２０は、走行台車１０上に、鉛直軸回りに旋回可能(第１軸を構成)に設けられる
。走行台車１０の略中央部に設けた内外輪を備えた旋回ベアリング２１を介して荷受台２
０が設けられ、外輪を走行台車１０に固定し、内輪を荷受台２０に取り付けることで旋回
可能としてある。旋回ベアリング２１の外輪にリングギアが固定され、荷受台２０に取り
付けた旋回駆動モータ２２に連結したピニオンギアをかみ合わせることで、荷受台２０を
旋回駆動させるようになっている。
　この荷受台２０は、上下に間隔をあけたフレーム構造とされ、上面部２３が荷物を搭載
可能な略平坦な荷物搭載部とされ、上下の空間２４を利用して機器を搭載することで、上
面部２３への荷物５の搭載や俯仰アーム機構３０などの収納が容易にできるようにしてあ
る。また、荷受台２０は、走行台車１０のレール４，４の間隔方向の幅と略同一の幅とさ
れ、これと直交する方向の長さが荷物５の搭載必要量や走行台車１０の走行に支障のない
範囲、さらには、ゴンドラ作業に必要な旋回半径などによって定められ、例えば旋回させ
た場合の外側端が構造物２の屋上の内側端に位置するようにしてある。
　なお、荷受台２０は、走行台車１０に対して鉛直軸回りに旋回可能に設ける場合に限ら
ず、走行台車１０に固定設置するようにしても良く、荷物５を搭載した際に４つの車輪機
構１１，１２に圧縮方向に荷重が加わるように設置することが望ましい。
【００３７】
　俯仰アーム機構３０は、荷受台２０の長手方向の一端部に設けられ、基端部のベース３
１が鉛直軸回りに旋回可能（第２軸を構成）に設けてある。
　この俯仰アーム機構３０の旋回機構は、荷受台２０と同一の旋回機構で構成され、旋回
ベアリング３２の外輪が荷受台２０に固定され、内輪を俯仰アーム機構３０のベース３１
に固定することで旋回可能とされ、旋回ベアリング３２の外輪にリングギアを取り付け、
ベース３１に取り付けた俯仰アーム旋回モータ３３に連結されたピニオンを噛み合わせる
ことで、旋回駆動できるようにしてある。
　このベース３１には、水平軸回りに俯仰可能に俯仰アーム３４の基端部が取り付けられ
、ベース３１と俯仰アーム３４との間に連結した俯仰シリンダ３５によって俯仰駆動がで
きるようにしてある。
　また、この俯仰アーム機構３０には、伸縮機構３６が備えられ、俯仰アーム３４に２本
の伸縮アーム３７，３８を連結することで３段に伸縮できるようにしてあり、先端の伸縮
アーム３８内に内設した伸縮シリンダ(図示せず)と基端の伸縮アーム３７の上面の伸縮用
シリンダ３９で伸縮駆動が行われる。
　なお、この俯仰アーム機構３０には、伸縮機構３６を設けることなく、伸縮しない１本
の俯仰アーム３４だけで構成することも可能である。
【００３８】
　先端旋回アーム機構４０は、俯仰アーム機構３０の先端の伸縮アーム３８に設けられて
おり、伸縮アーム３８に水平軸４１が設けられて先端支持台４２が水平軸回りに回動可能
に設けられる。この先端支持台４２を介して鉛直軸回りに旋回可能に先端旋回アーム４３
が設けられ、先端旋回アーム４３の中央部が旋回軸４４を介して旋回可能に支持してある
。
　これにより、水平軸４１回りの回動によって俯仰アーム３４などの俯仰角度にかかわら
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ず先端支持台４２を鉛直にすることで、旋回軸４４を鉛直に保持することができるように
なり、鉛直な旋回軸４４回りの先端旋回アーム４３の旋回によって両端部から吊り下げら
れる吊りロープ部材５１によって吊り下げられる作業用ケージ６の向きを俯仰アーム３４
などの旋回方向の向きにかかわらず作業面に平行にするなどの調整を行うことができる。
　そして、水平軸４１回りの回動が先端油圧シリンダ４５で駆動され、鉛直な旋回軸４４
回りの旋回機構は、例えば俯仰アーム機構や荷受台と同一の機構が用いられ、リングギア
と先端油圧モータ４６に連結されたピニオンギアとで駆動されるようにしてある。
【００３９】
　巻取り・繰出し機構５０は、例えば２本の吊りロープ部材を構成する吊りワイヤ５１，
５１が用いられて巻き取り・繰出しを行うことで、ゴンドラ作業の際の作業用ケージ６の
昇降を行ったり、クレーン作業の際の荷物５の吊り上げ・吊り下げを行うものであり、荷
受台２０上の俯仰アーム機構３０と反対の端部の上下のフレームの間の空間２４に設けら
れ、荷重のバランスがとれるようにしてある。
　この巻き取り・繰出し機構５０は、２本の吊りワイヤ５１，５１に対応して独立した２
つの巻き取り領域を有する巻き取りドラム５２を備え、整列させて巻き取り巻き戻しがで
きるように往復移動するワイヤガイド機構が設けられ、２本の吊りワイヤ５１，５１を同
一長さの巻き取り・繰出しができるようにしてある。巻き取りドラム５２およびワイヤガ
イド機構は、例えば巻き取り油圧モータ５３によって同期して駆動されるようにしてある
。
【００４０】
　各吊りワイヤ５１，５１は巻き取り・繰出し機構５０の巻き取りドラム５２から荷受台
２０の空間２４内を配索されて俯仰アーム機構３０のベース３１内および俯仰アーム３４
および伸縮アーム３７,３８の中空部内から先端支持台４２内を経て先端旋回アーム４３
の両端部から吊り下げられている。
　この先端旋回アーム４３から吊り下げられた２本の吊りワイヤ５１，５１の先端部には
、作業用ケージ６が直接吊り下げられたり、吊り連結部材５４を介して作業用ケージ６が
吊り下げられてゴンドラ作業が行われる。
　一方、クレーン作業は、ゴンドラ作業と兼用される吊り連結部材５４に設けた荷物用の
フック５５を利用したり、別に用意した取り替え式の吊り連結部材に取り付けたフックを
利用することで行われる。
　なお、この実施の形態では、各駆動機構には、商用電源が走行台車または荷受台に接続
した電源ケ－ブルを介して供給されるようになっており、電動油圧モータや電動ポンプで
加圧された作動油を用いる流体圧シリンダなどを図示しない制御装置で制御することによ
って駆動制御されるようにしてある。
【００４１】
　このように構成した多機能ゴンドラ装置１では、次のようにしてゴンドラ作業、クレー
ン作業および搬送作業が行われる。
　まず、多機能ゴンドラ装置１をゴンドラ装置Ａとして行うゴンドラ作業は、図１～図２
に示すように、構造物２の屋上の所定位置に収納されている作業用ケージ６を吊り上げる
ことができるようにする。このため、例えば走行台車１０上の荷受台２０を旋回して走行
台車１０と直交する状態として俯仰アーム機構３０の伸縮アーム３８の先端の先端旋回ア
ーム４３から吊り下げた２本の吊りワイヤ５１，５１を作業用ケージ６に直接（あるいは
吊り連結部材５４を介して）連結する（図２参照）。
　この後、作業用ケージ６を巻き取り・繰出し機構５０によって吊り上げ、構造物２の外
壁面３の作業位置に応じて、巻き取り・繰出し機構５０による昇降、走行台車１０のレー
ル４上の走行駆動、俯仰アーム機構３０のベース３１の旋回駆動、俯仰アーム３４などの
俯仰駆動および俯仰アーム機構３０の伸縮アーム３７,３８の伸縮駆動を組み合わせて構
造物２の屋上の外側の所定位置に作業用ケージ６を吊り下げてゴンドラ作業を行う。
　そして、このような作業用ケージ６の作業位置を昇降・横行(走行)を組み合わせて移動
することを繰り返しながら構造物２の外壁面３に対する所定のゴンドラ作業を行う。
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【００４２】
　このような多機能ゴンドラ装置１によるゴンドラ作業では、走行台車１０に対して荷受
台２０が旋回可能とされ、その一端部に俯仰アーム機構３０が設けられ、他端部に巻取り
・繰出し機構５０が設けてあるので、走行台車１０や荷受台２０に加わる荷重をバランス
させることができ、安定した状態で作業用ゴンドラ６を吊り下げてゴンドラ作業を行うこ
とができる。
　また、荷受台２０をフレーム構造として上下の空間２４に巻取り・繰出し機構５０や油
圧ユニットなどを搭載することで、平坦な荷物搭載部２３を確保することができる。
　さらに、走行台車１０に補助支持車輪機構１８を設けて揺動アーム１７に加わる荷重を
補助支持車輪１８ａと補強板１８ｂとで支持することで、揺動アーム１７の先端に加わる
荷重を分散して支持することができ、レール４の湾曲部などの走行や湾曲部で停止して行
う作業を安定して行うことができる。
【００４３】
　次に、多機能ゴンドラ装置１をクレーン装置Ｂとして行うクレーン作業には、例えば構
造物２の地上の隣接地から荷物を屋上の荷受台２０上に吊り上げる場合と、逆に屋上の荷
受台２０から吊り下ろす場合とがあるが、ここでは、地上からの荷受台２０への吊り上げ
を例に説明する。
　多機能ゴンドラ装置１をクレーン装置Ｂとして機能させる場合には、図４～図５に示す
ように、ゴンドラ装置Ａとして機能させた２本の吊りワイヤ５１,５１に吊り下げた作業
用ケージ６に代えてフック５５を備えた吊り連結部材５４を連結する。
　なお、この吊り連結部材５４は、作業用ケージ６と兼用したものであっても取り替え式
としたものであっても良く、作業用ケージ６の吊り下げと荷物５の吊り下げが確実にでき
るものであれば良い。
　この後、構造物２の隣接地の地上の所定位置から荷物を吊り上げることができるように
、走行台車１０のレール４上の走行駆動、俯仰アーム機構３０のベース３１の旋回駆動、
俯仰アーム３４などの俯仰駆動および俯仰アーム機構３０の伸縮アーム３７,３８の伸縮
駆動を組み合わせることで、フック５５の位置を調整する。
　そして、フック５５に荷物５を連結し、巻き取り・繰出し機構５０によって荷物５を吊
り上げ、俯仰アーム機構３０の俯仰アーム３４の俯仰、旋回、伸縮機構３６による伸縮ア
ーム３７,３８の伸縮を組み合わせて構造物２の屋上の走行台車１０の上に設けた荷受台
２０上に荷物５を搭載する。この荷受台２０への荷物５の搭載は、クレーン作業終了後に
俯仰アーム機構３０を伏せて荷受台２０に格納することから、この格納スペースを確保し
ておく。
　この地上からの荷物の吊り上げ、屋上の荷受台２０上への搭載を繰り返すことで、荷受
台の搭載可能量まで荷物のクレーン作業をまとめて行う。
【００４４】
　このような多機能ゴンドラ装置１によるクレーン作業では、走行台車１０に対して荷受
台２０が旋回可能とされ、その一端部に俯仰アーム機構３０が設けられ、他端部に巻取り
・繰出し機構５０が設けてあるので、走行台車１０や荷受台２０に加わる荷重をバランス
させることができ、安定した状態で荷物５を吊り上げるクレーン作業を行うことができる
。
　また、荷受台２０を走行台車１０に対して旋回させることができるので、俯仰アーム機
構３０を構造物２の端部に接近させて作業を行うことができ、容易に作業することができ
るとともに、クレーン作業の作業範囲を拡大することができる。
　さらに、荷受台２０をフレーム構造として上下の空間２４に巻取り・繰出し機構５０や
油圧ユニットなどを搭載したので、平坦な荷物搭載部２３を確保することができ、クレー
ン作業終了後に俯仰アーム機構３０を伏せて荷物搭載部２３に格納することで、俯仰アー
ム機構３０の重心を走行台車１０および荷受台２０の中央に位置させることができ、走行
台車および荷受台をコンパクトかつ低重心な格納姿勢とすることができる。
　また、走行台車１０に補助支持車輪機構１８を設けて揺動アーム１７に加わる荷重を補
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助支持車輪１８ａと補強板１８ｂとで支持することで、揺動アーム１７の先端に加わる荷
重を分散して支持することができ、レール４の湾曲部などであってもクレーン作業を安定
して行うことができる。
　なお、走行台車１０を走行させた後、荷受台２０からの荷物の吊り下ろしは、地上など
からの荷物の吊り上げと同様にして行われる。
【００４５】
　次に、多機能ゴンドラ装置１を搬送装置Ｃとして行う搬送作業は、走行台車１０上の荷
受台２０に荷物５が搭載され、俯仰アーム機構３０を荷受台２０上に伏せて収納状態(格
納状態)とし、さらに荷受台２０を旋回させて走行台車１０の走行方向と長手方向が一致
する状態とする。こうすることで、荷受台２０上の荷重が走行台車１０の中央部に加わり
各車輪機構１１，１１，１２，１２に均等に分散され、圧縮荷重として支持されるように
なる。
　こうして走行準備が完了した後、走行台車１０を駆動してレール４,４上を走行させ、
所定の位置に移動し、搬送作業が完了する。搬送後の荷物５の吊り下ろしは、クレーン作
業で行われる。
　なお、搬送位置は、レール４,４が敷設された範囲であれば、複数箇所として、それぞ
れの位置でクレーン作業による吊り下ろしを行うようにすることもできる。
【００４６】
　このような多機能ゴンドラ装置１による搬送作業では、多機能ゴンドラ装置１を搬送装
置として用いることができ、屋上に走行スペースとして確保されているレール４,４を利
用して荷物５の搬送ができる。これにより、これまでのかにクレーンなどで搬送する必要
もなく、荷物５を１つずつクレーンで搬送する場合に比べ効率的に搬送することができ、
荷受台２０に大荷重が加わってもこれを分散して圧縮荷重として支持することができ、安
全に軌道搬送することができる。
【００４７】
　なお、搬送すべき荷物が大量の場合には、レール４,４上を走行する補助荷受台車を用
意し、走行台車に連結牽引できるようにすることで、クレーン作業を集中して行うことが
でき、走行台車の駆動機構を利用して効率的に搬送することが可能となる。
【００４８】
　次に、この発明の多機能ゴンドラ装置の他の一実施の形態について、図１２に基づき説
明するが、すでに説明した上記実施の形態と同一部分には、同一記号を記し、説明は省略
する。
　この多機能ゴンドラ装置１Ａでは、各駆動機構を電源ケーブルを介して供給される商用
電源での駆動に替えてバッテリー６１を搭載し、このバッテリー６１からのＤＣ電源を用
いるようにしてある。そして、バッテリー６１への充電装置６２として風力発電装置６３
や太陽光パネル６４が搭載され、充電できるようにしてある。
　なお、風力発電装置６３や太陽光パネル６４の搭載位置は、例えば俯仰アーム機構３０
のベース３１など各作業に支障のない部分に設定すれば良い。
　また、バッテリー６１はカウンターウエイトとして荷重のバランスを図るために利用で
きるように荷受台２０の上下の空間２４に搭載してある。
　一方、充電量が不足する場合には、定位置に移動して商用電源から充電するようにした
り、商用電源に切り換えて電源ケーブルを介して電力を供給して直接駆動するようする。
　このようなバッテリー駆動とすることで、電源ケーブルを引き回しながら走行台車や荷
受台を移動する必要がなく、電源ケーブルの取り回しが容易となるとともに、走行や操作
が容易となる。
　また、自然エネルギーを用いて充電することで、省エネを図ることができる。
　なお、他の構成はすでに説明した実施の形態と同一であり、バッテリーから供給される
ＤＣ電源により、ゴンドラ装置、クレーン装置、あるいは搬送装置として機能させて使用
することは、同様であり、同一の作用効果を奏する。
【符号の説明】
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１　　 多機能ゴンドラ装置
２ 　　構造物
３ 　　外壁面
４　　　レール
５　　　荷物
６　　　作業用ケージ
Ａ　　　ゴンドラ装置
Ｂ　　　クレーン装置
Ｃ　　　搬送装置
１０ 　走行台車
１１　　外側車輪機構
１２　　内側車輪機構
１７　　揺動アーム
１８　　補助支持車輪機構
１８ａ　補助支持車輪
１８ｂ　補強板
２０　　荷受台
２３　　荷物搭載部
２４　　上下の空間
３０　　俯仰アーム機構
３４　　俯仰アーム
３６　　伸縮機構
３７　　伸縮アーム
３８　　伸縮アーム
４０　　先端旋回アーム機構
４３　　先端旋回アーム
５０　　巻取り・繰出し機構
５１　　吊りワイヤ(吊りロープ部材)
５４　　吊り連結部材
５５　　フック
６１　　バッテリー
６２　　風力発電装置
６３　　太陽光パネル
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