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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】大規模な揚重機を要することなく基本的に１車
線のみの規制で道路橋の改修工事を行うことができる揚
重装置と、これを用いた部材更新方法を提供する。
【解決手段】揚重装置２００は、撤去部材や新設部材を
吊上げるかつ吊降ろす装置であり、リフターと架設桁、
吊り治具を備えたものである。リフターは、上下に伸縮
可能な４本の支柱と、４本の支柱上部に連結される構台
を含んで構成されるとともに、これら支柱内に貨物自動
車Ｔｒを通過させる空間を有したものである。また架設
桁は、２以上のリフターの構台に固定されてリフター間
に架け渡され、吊り治具は、リフター間に架け渡された
架設桁に取り付けられるとともに架設桁に沿って横行可
能なものである。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路橋の一部を撤去した撤去部材、又は道路橋の一部に新たに設置する新設部材を、吊
上げるとともに吊降ろす揚重装置において、
　リフターと吊り荷機構を備え、
　前記リフターは、荷重を支持しかつ上下に伸縮可能な４本の支柱を含んで構成されると
ともに、貨物自動車が通過可能な通行空間を有し、
　前記吊り荷機構は、吊りロープと、該吊りロープの先端に固定された吊り治具と、動力
手段と、を有し、
　前記動力手段で前記吊りロープを巻き上げ又は巻き降ろすことによって、前記吊り治具
が上下し、該吊り治具に把持された前記撤去部材又は前記新設部材を、吊上げ又は吊降ろ
す、
　ことを特徴とする揚重装置。
【請求項２】
　道路橋の一部を撤去した撤去部材、又は道路橋の一部に新たに設置する新設部材を、吊
上げるとともに吊降ろす揚重装置において、
　リフターと、架設桁と、吊り荷機構と、を備え、
　前記リフターは、荷重を支持しかつ上下に伸縮可能な４本の支柱と、４本の該支柱上部
に連結される構台と、を含んで構成されるとともに、貨物自動車が通過可能な通行空間を
有し、
　前記架設桁は、２以上の前記リフターの前記構台に固定されて、該リフター間に架け渡
され、
　前記吊り荷機構は、吊りロープと、該吊りロープの先端に固定された吊り治具と、動力
手段と、を有するとともに、前記架設桁に沿って横行可能に該架設桁に取り付けられた、
　ことを特徴とする揚重装置。
【請求項３】
　前記リフターは、２本の連結梁を有し、
　４本の前記支柱のうち２本ずつが１本の前記連結梁で連結され、
　２本の前記連結梁は、左右に伸縮可能である、
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の揚重装置。
【請求項４】
　道路橋の一部を使用した所定区間が工事ヤードとして設定され、該工事ヤード内に設置
された揚重装置を使用して、該工事ヤード内の施工区間で道路橋の構成部材を更新する方
法であって、
　前記揚重装置は、リフターと、架設桁と、吊り荷機構と、を含んで構成され、
　前記リフターは、荷重を支持しかつ上下に伸縮可能な４本の支柱と、４本の該支柱上部
に連結される構台と、を含んで構成されるとともに、貨物自動車が通過可能な通行空間を
有し、
　前記架設桁は、２以上の前記リフターの前記構台に固定されて、該リフター間に架け渡
され、
　前記吊り荷機構は、吊りロープと、該吊りロープの先端に固定された吊り治具と、動力
手段と、を有するとともに、前記架設桁に沿って横行可能に該架設桁に取り付けられ、
　さらに前記揚重装置は、前記施工区間の上方に前記架設桁が配置されるよう設置され、
　前記施工区間における道路橋の構成部材を取り外す撤去工程と、
　前記撤去工程で取り外した撤去部材を前記揚重装置で吊上げるとともに、該撤去部材を
把持した前記吊り荷機構が前記架設桁に沿って横行し、該揚重装置で該撤去部材を貨物自
動車に吊降ろす撤去部材積載工程と、
　を備えたことを特徴とする揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項５】
　前記撤去部材積載工程では、前記吊り荷機構を用いて、前記撤去部材を吊上げるととも
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に、前記撤去部材を吊降ろす、
　ことを特徴とする請求項４記載の揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項６】
　前記撤去部材積載工程では、リフターの上下伸縮によって、前記撤去部材を吊上げると
ともに、前記撤去部材を吊降ろす、
　ことを特徴とする請求項４又は請求項５記載の揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項７】
　貨物自動車に搭載された新設部材を前記揚重装置で吊上げるとともに、該新設部材を把
持した前記吊り荷機構が前記架設桁に沿って横行し、該揚重装置で該新設部材を前記施工
区間の計画位置に吊降ろして設置する新設工程を、
　さらに備えたことを特徴とする請求項４乃至請求項６のいずれかに記載の揚重装置を用
いた部材更新方法。
【請求項８】
　前記新設工程では、前記吊り荷機構を用いて、前記新設部材を吊上げるとともに、前記
新設部材を吊降ろす、
　ことを特徴とする請求項７記載の揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項９】
　前記新設工程では、リフターの上下伸縮によって、前記新設部材を吊上げるとともに、
前記新設部材を吊降ろす、
　ことを特徴とする請求項７又は請求項８記載の揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項１０】
　前記揚重装置を構築する揚重装置構築工程を、さらに備え、
　前記揚重装置構築工程は、
　前記施工区間の路面上で、２以上の分割部材を連結して前記架設桁を組立てる架設桁組
立工程と、
　前記吊り荷機構が取り付けられた前記架設桁を、前記施工区間を挟んで配置された２以
上の前記リフター間に架け渡して設置する架設桁設置工程と、を有する、
　ことを特徴とする請求項４乃至請求項９のいずれかに記載の揚重装置を用いた部材更新
方法。
【請求項１１】
　道路橋の一部を使用した所定区間が工事ヤードとして設定され、該工事ヤード内に設置
された第１の揚重装置及び第２の揚重装置を使用して、該工事ヤード内の施工区間で道路
橋の構成部材を更新する方法であって、
　前記第１の揚重装置及び前記第２の揚重装置は、リフターと吊り荷機構を含んで構成さ
れ、
　前記リフターは、荷重を支持しかつ上下に伸縮可能な４本の支柱を含んで構成されると
ともに、貨物自動車が通過可能な通行空間を有し、
　前記吊り荷機構は、吊りロープと、該吊りロープの先端に固定された吊り治具と、動力
手段を有し、
　前記施工区間における道路橋の構成部材を取り外す撤去工程と、
　前記撤去工程で取り外した撤去部材を貨物自動車に吊降ろす撤去部材積載工程と、
　を備え、
　前記撤去部材積載工程は、
　前記第１の揚重装置及び前記第２の揚重装置の前記動力手段によってそれぞれの前記吊
りロープを巻上げることで、前記吊り治具に把持された前記撤去部材を吊上げる撤去部材
両吊り工程と、
　前記第１の揚重装置の前記動力手段によって前記撤去部材を吊上げた状態で、前記第２
の揚重装置の前記動力手段が前記吊りロープを巻下げることによって、前記撤去部材を前
記第１の揚重装置の下方まで移動させる撤去部材移動工程と、
　前記第１の揚重装置で、前記撤去部材を貨物自動車に吊降ろす撤去部材片降ろし工程と
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、を有する、
　ことを特徴とする揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項１２】
　貨物自動車に搭載された新設部材を前記施工区間の計画位置に吊降ろして設置する新設
工程を、さらに備え、
　前記新設工程は、
　前記第１の揚重装置及び前記第２の揚重装置の前記動力手段によってそれぞれの前記吊
りロープを巻上げることで、前記吊り治具に把持された前記新設部材を貨物自動車から吊
上げるとともに、貨物自動車が前記施工区間外に移動する新設部材両吊り工程と、
　前記第１の揚重装置の前記動力手段によって前記新設部材を吊上げた状態で、前記第２
の揚重装置の前記動力手段が前記吊りロープを巻下げることによって該新設部材を該第１
の揚重装置の下方まで移動させる新設部材移動工程と、
　前記第１の揚重装置で、前記新設部材を前記施工区間の計画位置に吊降ろす新設部材片
降ろし工程と、を有する、
　ことを特徴とする請求項１１記載の揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項１３】
　道路橋の一部を使用した所定区間が工事ヤードとして設定され、該工事ヤード内に設置
された揚重装置を使用して、該工事ヤード内の施工区間で道路橋の構成部材を更新する方
法であって、
　前記揚重装置は、４以上のリフターと、架設桁と、２以上の吊り荷機構と、を含んで構
成され、
　前記リフターは、荷重を支持しかつ上下に伸縮可能な４本の支柱と、４本の該支柱上部
に連結される構台と、を含んで構成されるとともに、貨物自動車が通過可能な通行空間を
有し、
　さらに４以上の前記リフターのうち第１副リフター及び第２副リフターが前記施工区間
を挟んで配置され、第１主リフターが該第１副リフターと該施工区間の間に配置されると
ともに、第２主リフターが該第２副リフターと該施工区間の間に配置され、
　前記架設桁は、前記第１主リフター及び前記第２主リフターの前記構台に固定されて該
リフター間に架け渡され、
　前記吊り荷機構は、吊りロープと、該吊りロープの先端に固定された吊り治具と、動力
手段と、を有するとともに、前記架設桁に沿って横行可能に該架設桁に取り付けられ、
　前記施工区間における道路橋の構成部材を取り外す撤去工程と、
　前記撤去工程で撤去した撤去部材を前記揚重装置で吊上げるとともに、前記架設桁に沿
って該撤去部材を把持した前記吊り荷機構が横行し、該撤去部材の一端を貨物自動車に吊
降ろすことで、該吊り荷機構と該貨物自動車によって該撤去部材を支持する第１盛替え工
程と、
　前記撤去部材の一端を支持する前記貨物自動車が移動するとともに、前記架設桁に沿っ
て該撤去部材を把持した前記吊り荷機構が横行することによって、該撤去部材の一部が前
記第１副リフターの下方に位置するまで該撤去部材を運送し、該撤去部材の一端の支持を
該貨物自動車から該第１副リフターに移行する第２盛替え工程と、
　前記吊り荷機構と前記第１副リフターによって支持された前記撤去部材を、該撤去部材
の下方まで移動した貨物自動車に吊降ろす撤去部材積載工程と、
　を備えたことを特徴とする揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項１４】
　前記第１盛替え工程では、前記吊り荷機構を用いて、前記撤去部材を吊上げるとともに
、前記撤去部材を吊降ろす、
　ことを特徴とする請求項１３記載の揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項１５】
　前記撤去部材積載工程では、リフターの上下伸縮によって、前記撤去部材を吊上げると
ともに、前記撤去部材を吊降ろす、
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　ことを特徴とする請求項１３又は請求項１４記載の揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項１６】
　前記第２主リフターと前記第２副リフターの下方まで運送された新設部材を、前記吊り
荷機構と該第２副リフターによって貨物自動車から吊り上げる新設部材吊上げ工程と、
　前記新設部材の一端を貨物自動車に吊降ろすことで該新設部材の一端の支持を前記第２
副リフターから該貨物自動車に移行し、前記吊り荷機構と該貨物自動車によって該新設部
材を支持する第３盛替え工程と、
　前記新設部材の一端を支持する前記貨物自動車が移動するとともに、前記架設桁に沿っ
て該新設部材を把持した前記吊り荷機構が横行することによって、該新設部材の一部が前
記架設桁の下方に位置するまで該新設部材を運送し、該新設部材の一端の支持を該貨物自
動車から前記吊り荷機構に移行する第４盛替え工程と、
　前記架設桁に沿って前記新設部材を把持した前記吊り荷機構が横行し、前記揚重装置で
該新設部材を前記施工区間の計画位置に吊降ろして設置する新設工程を、
　さらに備えたことを特徴とする請求項１３乃至請求項１５のいずれかに記載の揚重装置
を用いた部材更新方法。
【請求項１７】
　道路橋の一部を使用した所定区間が工事ヤードとして設定され、該工事ヤード内に設置
された揚重装置を使用して、該工事ヤード内の施工区間で道路橋の構成部材を更新する方
法であって、
　前記揚重装置は、４以上のリフターと、架設桁と、吊り荷機構と、を含んで構成され、
　前記リフターは、荷重を支持しかつ上下に伸縮可能な４本の支柱と、４本の該支柱上部
に連結される構台と、を含んで構成されるとともに、貨物自動車が通過可能な通行空間を
有し、
　さらに４以上の前記リフターのうち第１副リフター及び第２副リフターが前記施工区間
を挟んで配置され、第１主リフターが該第１副リフターと該施工区間の間に配置されると
ともに、第２主リフターが該第２副リフターと該施工区間の間に配置され、
　前記架設桁は、前記第１主リフター及び前記第２主リフターを含む３以上の前記リフタ
ーの前記構台に固定されて該リフター間に架け渡され、
　前記吊り荷機構は、吊りロープと、該吊りロープの先端に固定された吊り治具と、動力
手段と、を有するとともに、前記架設桁に沿って横行可能に該架設桁に取り付けられ、
　前記施工区間における道路橋の構成部材を取り外す撤去工程と、
　前記第１主リフター、前記第２主リフター及び前記第１副リフターに前記架設桁を架け
渡す第１架設桁設置工程と、
　前記撤去工程で撤去した撤去部材を前記揚重装置で吊上げるとともに、前記第１主リフ
ター、前記第２主リフター及び前記第１副リフターに架け渡された前記架設桁に沿って該
撤去部材を把持した前記吊り荷機構が横行し、該揚重装置で該撤去部材を貨物自動車に吊
降ろす撤去部材積載工程と、
　を備えたことを特徴とする揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項１８】
　前記第１主リフター、前記第２主リフター及び前記第２副リフターに前記架設桁を架け
渡す第２架設桁設置工程と、
　貨物自動車に搭載された新設部材を前記揚重装置で吊上げるとともに、前記第１主リフ
ター、前記第２主リフター及び前記第２副リフターに架け渡された前記架設桁に沿って該
新設部材を把持した前記吊り荷機構が横行し、該揚重装置で該新設部材を前記施工区間の
計画位置に吊降ろして設置する新設工程を、
　さらに備えたことを特徴とする請求項１７に記載の揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項１９】
　道路橋の一部を使用した所定区間が工事ヤードとして設定され、該工事ヤード内に設置
された揚重装置を使用して、該工事ヤード内の施工区間で道路橋の構成部材を更新する方
法であって、
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　前記揚重装置は、４以上のリフターと、架設桁と、吊り荷機構と、を含んで構成され、
　前記リフターは、荷重を支持しかつ上下に伸縮可能な４本の支柱と、４本の該支柱上部
に連結される構台と、を含んで構成されるとともに、貨物自動車が通過可能な通行空間を
有し、
　さらに４以上の前記リフターのうち第１副リフター及び第２副リフターが前記施工区間
を挟んで配置され、第１主リフターが該第１副リフターと該施工区間の間に配置されると
ともに、第２主リフターが該第２副リフターと該施工区間の間に配置され、
　前記架設桁は、前記第１副リフター、前記第１主リフター、前記第２主リフター及び前
記第２副リフターの前記構台に固定されて該リフター間に架け渡され、
　前記吊り荷機構は、吊りロープと、該吊りロープの先端に固定された吊り治具と、動力
手段と、を有するとともに、前記架設桁に沿って横行可能に該架設桁に取り付けられ、
　前記施工区間における道路橋の構成部材を取り外す撤去工程と、
　前記撤去工程で撤去した撤去部材を前記揚重装置で吊上げるとともに、前記架設桁に沿
って該撤去部材を把持した前記吊り荷機構が横行し、該揚重装置で該撤去部材を貨物自動
車に吊降ろす撤去部材積載工程と、
　を備えたことを特徴とする揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項２０】
　貨物自動車に搭載された新設部材を前記揚重装置で吊上げるとともに、前記架設桁に沿
って該新設部材を把持した前記吊り荷機構が横行し、該揚重装置で該新設部材を前記施工
区間の計画位置に吊降ろして設置する新設工程を、
　さらに備えたことを特徴とする請求項１９に記載の揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項２１】
　前記撤去部材積載工程では、前記吊り荷機構を用いて、前記撤去部材を吊上げるととも
に、前記撤去部材を吊降ろす、
　ことを特徴とする請求項１７乃至請求項２０のいずれかに記載の揚重装置を用いた部材
更新方法。
【請求項２２】
　前記撤去部材積載工程では、リフターの上下伸縮によって、前記撤去部材を吊上げると
ともに、前記撤去部材を吊降ろす、
　ことを特徴とする請求項１７乃至請求項２１のいずれかに記載の揚重装置を用いた部材
更新方法。
【請求項２３】
　前記リフターは、２本の連結梁を有し、４本の前記支柱のうち２本ずつが１本の該連結
梁で連結され、４本の該支柱は上下に伸縮可能であるとともに、２本の該連結梁は左右に
伸縮可能であり、
　前記リフターが貨物自動車に搭載されて該工事ヤード内に搬入されるとともに、所定位
置で停止した該貨物自動車の荷台上で、２本の前記連結梁が荷台の外側に伸び、さらに４
本の前記支柱が下方に伸びることで４本の該支柱の下端が路面に接地し、前記リフターが
路面上で自立すると貨物自動車が移動するリフター設置工程を、
　さらに備えたことを特徴とする請求項４乃至請求項２２のいずれかに記載の揚重装置を
用いた部材更新方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、道路橋を構成する床版や桁などの部材（以下、単に「構成部材」という。
）の改修に関する技術であり、より具体的には、基本的に１車線を使用して設定した工事
ヤードの範囲内で構成部材を更新するのに適した揚重装置と、これを用いた部材更新方法
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　高度経済成長期に集中的に整備されてきた建設インフラストラクチャー（以下、「建設
インフラ」という。）は、既に相当な老朽化が進んでいることが指摘されている。平成２
６年には「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言（社会資本整備審議会）」がとりま
とめられ、平成２４年の笹子トンネルの例を挙げて「近い将来、橋梁の崩落など人命や社
会装置に関わる致命的な事態を招くであろう」と警鐘を鳴らし、建設インフラの維持管理
の重要性を強く唱えている。
【０００３】
　このような背景のもと、国は道路法施行規則の一部を改正する省令を公布し、具体的な
建設インフラの点検方法、主な変状の着目箇所、判定事例写真などを示した定期点検要領
を策定している。この定期点検要領では、約７０万橋に上るといわれる橋長２．０ｍ以上
の橋を対象としており、供用開始後２年以内に初回点検、以降５年に１回の頻度で定期点
検を行うこととしている。
【０００４】
　一方、道路橋を設計する際の基準である「道路橋示方書」は、昭和１４年度版が発行さ
れて以来随時見直されてきており、特に兵庫県南部地震の後には大幅な改定が行われてい
る。この結果、従来では十分に耐力のあった橋梁であっても、現在の設計基準に照らせば
その耐力が不足している場合も少なくない。
【０００５】
　このように、老朽化と強度不足という２つの理由から、現在では橋梁の補強や改築がし
ばしば行われている。ところが現在の道路橋は、大量の交通を確保しており、つまり人の
移動や流通産業を支えているのが現状であり、安易にその供用を止めることはできない。
特に、高速道路など自動車専用道路の高架橋は、一日に数万台の車を通行させており、仮
に通行させないとすればその経済的損失額は計り知れないものとなるし、救急の患者を搬
送できないとすれば社会的な問題にもなりかねない。
【０００６】
　そこで、供用中の道路橋梁に対して工事を行う場合、少なくともの昼間の交通は確保す
べく、夜間に通行規制を行って施工したいと考えている道路管理者が多いのが実情である
。また、上下２車線ずつの道路橋であれば、下りの２車線を交互通行（上下車線）として
一般開放し、一方の上り２車線を使用して工事を行うのが一般的である。ところが昨今で
は、さらに車線を開放するよう求められるケースも増え、下りの２車線は全面開放すると
ともに、上り２車線のうち１車線は常に開放し、残りの上り１車線のみで工事を行うよう
要請されることもある。すなわち最も厳しい条件では、上下４車線のうち１車線のみを規
制し、しかも昼間はその１車線も開放しなければならない（つまり、夜間のみの工事）わ
けである。
【０００７】
　隣接する車線を一般開放し残りの１車線のみを規制したうえで工事を行うのは、様々な
制限があるため種々の工夫を必要とする。例えば特許文献１では、上り（あるいは下り）
２車線のうち一方の１車線を一次施工部、他方の１車線を二次施工部とし、交互に工事車
線と一般開放車線に振り分けながら、コンクリート床版の架け替えを行う方法を提案して
いる。そして１車線内での工事を可能とするため、架設装置を設置することとしている。
この架設装置は、間隔を置いて配置される一対の門型脚部と、これらに架け渡された軌道
用梁部によって構成され、コンクリート床版等を把持する吊り持ち手段が軌道用梁部上を
移動するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１６－９８４８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　ところで、１車線のみを規制して道路橋の構成部材（床版や桁など）の更新を行う場合
、撤去される構成部材（以下、「撤去部材」という。）や新たに設置する構成部材（以下
、「新設部材」という。）を吊上げる揚重機が大型化するという問題を指摘することがで
きる。図１２は、上下ともに２車線ずつの道路橋を示し、上り２車線のうち一方の車線（
図では上方）を一般開放しつつ、他方の車線（図では下側）を規制して工事を行う状況を
示す平面図である。なおこの図では、工事側の１車線の所定区間を工事用の領域（以下、
「工事ヤード」という。）として設定しており、この工事ヤードを破線で示している。も
ちろん工事ヤードは、構成部材の更新を行う範囲（以下、「施工区間」という。）を含む
ように設定される。
【００１０】
　道路橋の改修のため床版や桁などを吊上げるには、輸送の便が良く組立ても不要といっ
た理由からトラッククレーンやラフタクレーンといった揚重機ＣＲが使用されるのが一般
的である。図１２では、工事区間のうち起点側から既設の構成部材を撤去しており、図１
２（ａ）では最も起点側の撤去部材を揚重機ＣＲで貨物自動車Ｔｒに搭載し、図１２（ｂ
）では最も終点側の撤去部材を重機ＣＲで貨物自動車Ｔｒに搭載している。この図から分
かるように、最も起点側の撤去部材を搭載するときは、揚重機ＣＲが貨物自動車Ｔｒに近
付くことができるためその作業半径は比較的小さくて済むが、最も終点側の撤去部材を搭
載するときは、既に撤去された区間があって揚重機ＣＲが貨物自動車Ｔｒに近付くことが
できない。そのため、揚重機ＣＲは比較的大きな作業半径となる。すなわち、図１２のよ
うな工事を行うためには、大規模な揚重機ＣＲが必要となるわけである。揚重機ＣＲの規
模が大きくなると、自走が難しくなるため搬入が大掛かりとなるうえ組立てが必要となり
、これにかかる手間や時間の分だけコストを押し上げる結果となる。
【００１１】
　本願発明の課題は、従来技術が抱える問題を解決することであり、すなわち、大規模な
揚重機ＣＲを要することなく基本的に１車線のみの規制で道路橋の改修工事を行うことが
できる揚重装置と、これを用いた部材更新方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本願発明は、市場で提供されているリフターを利用して新規の揚重装置を構築する、と
いう点に着目してなされたものであり、これまでにない発想に基づいて行われた発明であ
る。
【００１３】
　本願発明の揚重装置（ウィンチ型揚重装置）は、撤去部材（道路橋の一部を撤去した構
成部材）や新設部材（道路橋一部に新たに設置する構成部材）を吊上げかつ吊降ろす装置
であり、リフターと、架設桁、吊り荷機構を備えたものである。リフターは、撤去部材や
新設部材を含む荷重を支持するものであり、上下に伸縮可能な４本の支柱を含んで構成さ
れるとともに、これら支柱内に通行空間（貨物自動車が通過可能な空間）を有したもので
ある。また吊り荷機構は、吊りロープと、吊りロープの先端に固定された吊り治具、荷重
を支持して吊り冶具を上げ下げできる動力手段を有している。そして動力手段で吊りロー
プを巻き上げ（又は巻き降ろす）ことによって、吊り治具が上下し、これに伴って吊り治
具に把持された撤去部材や新設部材が吊上げられる（又は吊降ろされる）。よって、揚重
機能はリフターによるものと、吊り荷機構によるものが備えられており、それぞれ独立し
て機能する。
【００１４】
　本願発明の揚重装置（架設桁型揚重装置）は、撤去部材や新設部材を吊上げるかつ吊降
ろす装置であり、リフターと、架設桁、吊り荷機構を備えたものである。リフターは、撤
去部材や新設部材を含む荷重を支持しかつ上下に伸縮可能な４本の支柱と、これら４本の
支柱上部に連結される構台を含んで構成されるとともに、通行空間を有したものである。
また架設桁は、２以上のリフターの構台に固定されてリフター間に架け渡され、吊り荷機
構は、吊りロープと、この吊りロープの先端に固定された吊り治具（一般的にフック等と
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呼ばれるもの）、荷重を支持して吊り冶具を上げ下げできる動力手段を有するものである
。また吊り荷機構は、架設桁に横行可能に取り付けられる。よって、揚重機能はリフター
によるものと、吊り荷機構によるものが備えられており、それぞれ独立して機能する。
【００１５】
　本願発明の揚重装置は、２本の連結梁を有するリフターを備えたものとすることができ
る。４本の支柱のうち２本ずつが１本の連結梁で連結され、２本の連結梁は左右に伸縮可
能である。
【００１６】
　本願発明の「揚重装置を用いた部材更新方法」は、道路橋の一部（例えば１車線）を使
用して設定された所定区間である工事ヤード内に設置された架設桁型揚重装置を使用して
施工区間の構成部材を更新する方法であり、撤去工程と撤去部材積載工程を備えた方法で
ある。なお揚重装置は、施工区間の上方に架設桁が配置されるよう設置される。撤去工程
では、施工区間においてあらかじめ切断された道路橋の構成部材を吊り荷機構の巻き上げ
もしくはリフターのせり上げにより道路橋本体から取り外し、撤去部材積載工程では、撤
去部材を揚重装置で吊上げるとともに撤去部材を把持した吊り荷機構（吊り治具）が架設
桁に沿って横行して撤去部材を貨物自動車に吊降ろす。なお撤去工程と撤去部材積載工程
では、吊り荷機構を用いて撤去部材の吊上げと吊降ろしを行うこともできるし、リフター
の上下伸縮によって撤去部材の吊上げと吊降ろしを行うこともできる。また、リフターの
吊り係止具が橋軸方向や橋軸直角方向に水平移動する機能を設けることもできる。これに
より位置調整が自在となり、すなわち架設桁の下方であって架設桁軸直角方向にある部材
も容易に吊上げ吊降しすることができる。さらに、吊り荷機構が架設桁直角方向に水平移
動する機能を設けることもでき、これにより架設桁下方直下から離れたところにある部材
も容易に吊上げ吊降しすることができる。
【００１７】
　本願発明の「揚重装置を用いた部材更新方法」は、さらに新設工程を備えた方法とする
こともできる。この新設工程では、貨物自動車に搭載された新設部材を揚重装置で吊上げ
るとともに、新設部材を把持した吊り荷機構（吊り治具）が架設桁に沿って横行して新設
部材を施工区間の所定位置に吊降ろして設置する。なお新設工程では、吊り荷機構を用い
て新設部材の吊上げと吊降ろしを行うこともできるし、リフターの上下伸縮によって新設
部材の吊上げと吊降ろしを行うこともできる。
【００１８】
　本願発明の「揚重装置を用いた部材更新方法」は、揚重装置を構築する揚重装置構築工
程をさらに備えた方法とすることもできる。この揚重装置構築工程は、架設桁組立工程、
架設桁設置工程を有する工程である。このうち架設桁組立工程では、施工区間の路面上で
２以上の分割部材を連結して架設桁を組立て、架設桁設置工程では、吊り荷機構が取り付
けられた架設桁を２以上のリフター（施工区間を挟んで配置）間に架け渡して設置する。
なお吊り荷機構は、あらかじめ架設桁に取り付けられた状態で現地に搬入することもでき
るし、架設桁と吊り荷機構を別々に搬入することとし、分割部材の連結に合わせて吊り荷
機構を架設桁に取り付けることもできる。
【００１９】
　本願発明の「揚重装置を用いた部材更新方法」は、工事ヤード内に設置されたウィンチ
型揚重装置を使用し道路橋の構成部材を更新する方法であって、撤去工程と撤去部材積載
工程を備えた方法とすることもできる。ウィンチ型揚重装置の第１の揚重装置と第２の揚
重装置は、撤去部材の前後を挟むようにそれぞれ配置される。撤去工程では、施工区間に
おいてあらかじめ切断された道路橋の構成部材を吊り荷機構の巻き上げもしくはリフター
のせり上げにより道路橋本体から取り外し、撤去部材積載工程では、撤去工程で取り外し
た撤去部材を貨物自動車に吊降ろす。さらに撤去工程は、撤去部材両吊り工程と撤去部材
移動工程、撤去部材片降ろし工程を有している。撤去部材両吊り工程では、第１の揚重装
置と第２の揚重装置の動力手段によってそれぞれの吊りロープを巻上げることで、吊り治
具に把持された撤去部材を吊上げる。また撤去部材移動工程では、第１の揚重装置の動力
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手段によって撤去部材を吊上げた状態で、第２の揚重装置の動力手段が吊りロープを巻下
げることによって、撤去部材を第１の揚重装置の下方まで移動させる。そして撤去部材片
降ろし工程では、第１の揚重装置で撤去部材を貨物自動車に吊降ろす。この場合、貨物自
動車に搭載された新設部材を施工区間の計画位置に吊降ろして設置する新設工程をさらに
備えた方法とすることもできる。この新設工程は、新設部材両吊り工程と新設部材移動工
程、新設部材片降ろし工程を有している。新設部材両吊り工程では、第１の揚重装置と第
２の揚重装置の動力手段によってそれぞれの吊りロープを巻上げることで、吊り治具に把
持された新設部材を貨物自動車から吊上げ、その後この貨物自動車は施工区間外に移動す
る。また新設部材移動工程では、第１の揚重装置の動力手段によって新設部材を吊上げた
状態で、第２の揚重装置の動力手段が吊りロープを巻下げることによって新設部材を第１
の揚重装置の下方まで移動させる。そして新設部材片降ろし工程では、第１の揚重装置で
新設部材を計画位置に吊降ろす。
【００２０】
　本願発明の「揚重装置を用いた部材更新方法」は、４以上のリフターと架設桁と２以上
の吊り荷機構を含んで構成される揚重装置を利用する方法であって、撤去工程と第１盛替
え工程、第２盛替え工程、撤去部材積載工程を備えた方法とすることもできる。なお、４
以上のリフターのうち第１副リフターと第２副リフターが施工区間を挟んで配置され、第
１主リフターが第１副リフターと施工区間の間に配置されるとともに、第２主リフターが
第２副リフターと施工区間の間に配置される。また架設桁は、第１主リフターと第２主リ
フターの構台に固定されてこれらリフター間に架け渡され、吊り荷機構は、架設桁に沿っ
て横行可能に架設桁に取り付けられる。撤去工程では、施工区間においてあらかじめ切断
された道路橋の構成部材を吊り荷機構の巻き上げもしくはリフターのせり上げにより取り
外す。第１盛替え工程では、撤去工程で撤去した撤去部材を揚重装置で吊上げるとともに
、架設桁に沿って撤去部材を把持した吊り荷機構が横行し、撤去部材の一端を貨物自動車
に吊降ろすことで、吊り荷機構と貨物自動車によって撤去部材を支持する。第２盛替え工
程では、撤去部材の一端を支持する貨物自動車が移動するとともに、架設桁に沿って撤去
部材を把持した吊り荷機構が横行することによって、撤去部材の一部が第１副リフターの
下方に位置するまで撤去部材を運送し、撤去部材の一端の支持を貨物自動車から第１副リ
フターに移行する。そして撤去部材積載工程では、吊り荷機構と第１副リフターによって
支持された撤去部材を、撤去部材の下方まで移動した貨物自動車に吊降ろす。なお撤去工
程と撤去部材積載工程では、吊り荷機構を用いて撤去部材の吊上げと吊降ろしを行うこと
もできるし、リフターの上下伸縮によって撤去部材の吊上げと吊降ろしを行うこともでき
る。さらにこの場合、新設部材吊上げ工程と第３盛替え工程、第４盛替え工程、新設工程
を備えた方法とすることもできる。新設部材吊上げ工程では、第２主リフターと第２副リ
フターの下方まで運送された新設部材を、吊り荷機構と第２副リフターによって貨物自動
車から吊上げる。第３盛替え工程では、新設部材の一端を貨物自動車に吊降ろすことで新
設部材の一端の支持を第２副リフターから貨物自動車に移行し、吊り荷機構と貨物自動車
によって新設部材を支持する。第４盛替え工程では、新設部材の一端を支持する貨物自動
車が移動するとともに、架設桁に沿って新設部材を把持した吊り荷機構が横行することに
よって、新設部材の一部が架設桁の下方に位置するまで新設部材を運送し、新設部材の一
端の支持を貨物自動車から吊り荷機構に移行する。新設工程では、架設桁に沿って新設部
材を把持した吊り荷機構が横行し、揚重装置で新設部材を施工区間の計画位置に吊降ろし
て設置する。なお、新設部材吊上げ工程と新設工程では、吊り荷機構を用いて撤去部材の
吊上げと吊降ろしを行うこともできるし、リフターの上下伸縮によって撤去部材の吊上げ
と吊降ろしを行うこともできる。
【００２１】
　本願発明の「揚重装置を用いた部材更新方法」は、４以上のリフターと架設桁と２以上
の吊り荷機構を含んで構成される揚重装置を利用する方法であって、撤去工程と第１架設
桁設置工程、撤去部材積載工程を備えた方法とすることもできる。なお、４以上のリフタ
ーのうち第１副リフターと第２副リフターが施工区間を挟んで配置され、第１主リフター
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が第１副リフターと施工区間の間に配置されるとともに、第２主リフターが第２副リフタ
ーと施工区間の間に配置される。また架設桁は、第１主リフターと第２主リフターを含む
３以上のリフターの構台に固定されてこれらリフター間に架け渡され、吊り荷機構は、架
設桁に沿って横行可能に架設桁に取り付けられる。撤去工程では、施工区間においてあら
かじめ切断された道路橋の構成部材を吊り荷機構の巻き上げもしくはリフターのせり上げ
により取り外す。第１架設桁設置工程では、第１主リフター、第２主リフター及び第１副
リフターに架設桁を架け渡す。撤去部材積載工程では、撤去工程で撤去した撤去部材を揚
重装置で吊上げるとともに、第１主リフター、第２主リフター及び第１副リフターに架け
渡された架設桁に沿って撤去部材を把持した吊り荷機構が横行し、揚重装置で撤去部材を
貨物自動車に吊降ろす。なお撤去工程と撤去部材積載工程では、吊り荷機構を用いて撤去
部材の吊上げと吊降ろしを行うこともできるし、リフターの上下伸縮によって撤去部材の
吊上げと吊降ろしを行うこともできる。さらにこの場合、第２架設桁設置工程と新設工程
を備えた方法とすることもできる。第２架設桁設置工程では、第１主リフター、第２主リ
フター及び第２副リフターに架設桁を架け渡す。新設工程では、貨物自動車に搭載された
新設部材を揚重装置で吊上げるとともに、第１主リフター、第２主リフター及び第２副リ
フターに架け渡された架設桁に沿って新設部材を把持した吊り荷機構が横行し、揚重装置
で新設部材を施工区間の計画位置に吊降ろして設置する。なお新設工程では、吊り荷機構
を用いて撤去部材の吊上げと吊降ろしを行うこともできるし、リフターの上下伸縮によっ
て撤去部材の吊上げと吊降ろしを行うこともできる。
【００２２】
　本願発明の「揚重装置を用いた部材更新方法」は、４以上のリフターと架設桁と２以上
の吊り荷機構を含んで構成される揚重装置を利用する方法であって、撤去工程と撤去部材
積載工程を備えた方法とすることもできる。なお、４以上のリフターのうち第１副リフタ
ーと第２副リフターが施工区間を挟んで配置され、第１主リフターが第１副リフターと施
工区間の間に配置されるとともに、第２主リフターが第２副リフターと施工区間の間に配
置される。また架設桁は、第１副リフター、第１主リフター、第２主リフター及び第２副
リフターの構台に固定されてこれらリフター間に架け渡され、吊り荷機構は、架設桁に沿
って横行可能に架設桁に取り付けられる。撤去工程では、施工区間においてあらかじめ切
断された道路橋の構成部材を吊り荷機構の巻き上げもしくはリフターのせり上げにより取
り外す。撤去部材積載工程では、撤去工程で撤去した撤去部材を揚重装置で吊上げるとと
もに、架設桁に沿って撤去部材を把持した吊り荷機構が横行し、揚重装置で撤去部材を貨
物自動車に吊降ろす。なお撤去工程と撤去部材積載工程では、吊り荷機構を用いて撤去部
材の吊上げと吊降ろしを行うこともできるし、リフターの上下伸縮によって撤去部材の吊
上げと吊降ろしを行うこともできる。さらにこの場合、新設工程を備えた方法とすること
もできる。新設工程では、貨物自動車に搭載された新設部材を揚重装置で吊上げるととも
に、架設桁に沿って新設部材を把持した吊り荷機構が横行し、揚重装置で新設部材を施工
区間の計画位置に吊降ろして設置する。なお新設工程では、吊り荷機構を用いて撤去部材
の吊上げと吊降ろしを行うこともできるし、リフターの上下伸縮によって撤去部材の吊上
げと吊降ろしを行うこともできる。
【００２３】
　本願発明の「揚重装置を用いた部材更新方法」は、リフター設置工程において、リフタ
ーの自立によりリフターを設置する方法とすることもできる。詳しくは、リフターが貨物
自動車に搭載されて仮設ヤード内に搬入されるとともに、所定位置で停止した貨物自動車
の荷台上で２本の連結梁が荷台の外側に伸び、さらに４本の支柱が下方に伸びることで４
本の支柱の下端が路面に接地し、リフターが路面上で自立すると貨物自動車が移動する。
したがってこの場合のリフターは、２本の連結梁を有し、２本の連結梁の両端にはそれぞ
れ支柱の上部が固定され、４本の支柱は上下に伸縮可能であるとともに、２本の連結梁は
左右に伸縮可能である。
【発明の効果】
【００２４】
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　本願発明の揚重装置、及び揚重装置を用いた部材更新方法には、次のような効果がある
。
（１）１車線のみの規制で実施することができるため、例えば上下４車線の場合、下りの
２車線は全面開放するとともに上り２車線のうち１車線も常に開放することができる。
（２）揚重装置のリフターは、市場で提供されている通常のリフターを利用することがで
きることから、手間やコストをかけることなく実施することができる。
（３）撤去部材や新設部材を把持した状態で吊り治具が架設桁に沿って横行するため、撤
去部材や新設部材を橋軸方向（道路延長方向）に輸送することができ、この結果、大きな
作業半径を有する大型のクレーン等を用意する必要がなく、その分コストを抑えることが
できる。
（４）１車線しか有さない狭い幅員の橋梁でも、本願発明を用いれば部材更新を行うこと
ができる。
（５）下路トラスや下路アーチなど橋面上に橋梁の部材を有する橋梁でも、本願発明を用
いれば、橋面上の限られた作業空間で部材更新が可能となる。
（６）揚重装置のリフターは貨物自動車に搭載され、自ら組み立てと解体ができるので、
揚重装置としての組みばらしが容易であり、施工時間が短縮できる。
（７）施工区間長を橋梁１径間とし、主桁と床版を接合した状態で更新（撤去～新設）を
行えば、さらに急速に橋梁全体の更新を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本願発明を実施して道路橋の一部を更新する状況を示す平面図。
【図２】（ａ）はリフターを示す斜視図、（ｂ）はリフターを示す正面図。
【図３】トレーラーに搭載されたリフターが自立して設置される状況を示すステップ図。
【図４】本願発明の架設桁型揚重装置の構築方法の主な工程を示すステップ図。
【図５】（ａ）は本体桁とレール桁からなる架設桁を示す側面図、（ｂ）は撤去部材を吊
った状態の架設桁型揚重装置を示す正面図。
【図６】架設桁型揚重装置を用いた場合の本願発明の部材更新方法の主な工程の流れを示
すフロー図。
【図７】（ａ）は架設桁型揚重装置によって撤去部材を吊上げる工程を示すステップ図、
（ｂ）は架設桁型揚重装置によって吊上げた撤去部材を貨物自動車に搭載する工程を示す
ステップ図。
【図８】（ａ）は貨物自動車に搭載された新設部材を架設桁型揚重装置によって吊上げる
工程を示すステップ図、（ｂ）は架設桁型揚重装置によって吊上げた新設部材を計画位置
に設置する工程を示すステップ図。
【図９】（ａ）は施工区間の後方側に撤去部材を仮置きしておく工程を示すステップ図、
（ｂ）は施工区間の後方側に新設部材を仮置きしておく工程を示すステップ図。
【図１０】ウィンチ型揚重装置を用いた場合の本願発明の部材更新方法の主な工程の流れ
を示すフロー図。
【図１１】ウィンチ型揚重装置によって撤去部材を貨物自動車に搭載する工程を示すステ
ップ図。
【図１２】（ａ）は施工区間のうち最も終点側の撤去部材を揚重機で貨物自動車に搭載す
る状況を示すモデル図、（ｂ）は施工区間のうち最も終点側の撤去部材を揚重機で貨物自
動車に搭載する状況を示すモデル図。
【図１３】２基式長尺架設桁型揚重装置を用いた場合の本願発明の部材更新方法の主な工
程の流れを示すフロー図。
【図１４】２基式長尺架設桁型揚重装置を用いた場合の本願発明の部材更新方法のうち、
架設桁を設置する前までの工程を示すステップ図。
【図１５】２基式長尺架設桁型揚重装置を用いた場合の本願発明の部材更新方法のうち、
撤去部材を吊上げるまでの工程を示すステップ図。
【図１６】２基式長尺架設桁型揚重装置を用いた場合の本願発明の部材更新方法のうち、
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撤去部材を搬出するまでの工程を示すステップ図。
【図１７】２基式長尺架設桁型揚重装置を用いた場合の本願発明の部材更新方法のうち、
新設部材を設置するまでの工程を示すステップ図。
【図１８】架設桁を３基のリフターに架け渡した多基式長尺架設桁型揚重装置を用いた場
合の本願発明の部材更新方法の主な工程の流れを示すフロー図。
【図１９】架設桁を３基のリフターに架け渡した多基式長尺架設桁型揚重装置を用いた場
合の本願発明の部材更新方法のうち、撤去部材を搬出するまでの工程を示すステップ図。
【図２０】架設桁を３基のリフターに架け渡した多基式長尺架設桁型揚重装置を用いた場
合の本願発明の部材更新方法のうち、新設部材を設置するまでの工程を示すステップ図。
【図２１】架設桁を４基のリフターに架け渡した多基式長尺架設桁型揚重装置を用いた場
合の本願発明の部材更新方法の主な工程の流れを示すフロー図。
【図２２】架設桁を４基のリフターに架け渡した多基式長尺架設桁型揚重装置を用いた場
合の本願発明の部材更新方法のうち、撤去部材を貨物自動車に搭載するまでの工程を示す
ステップ図。
【図２３】架設桁を４基のリフターに架け渡した多基式長尺架設桁型揚重装置を用いた場
合の本願発明の部材更新方法のうち、新設部材を設置するまでの工程を示すステップ図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本願発明の揚重装置、及び揚重装置を用いた部材更新方法の実施の形態の一例を、図に
基づいて説明する。
【００２７】
１．定義
　本願発明の実施形態の例を説明するにあたって、はじめにここで用いる用語の定義を示
しておく。
【００２８】
（構成部材）
　本願発明の揚重装置、及び揚重装置を用いた部材更新方法は、道路橋を構成するコンク
リート床版や鋼床版、主桁や横桁、あるいは接合部材（主桁と床版、横桁などを接合した
部材）といった部材の設置と撤去に関する技術である。そこで、道路橋を構成するこれら
の部材のことをここでは総称して単に「構成部材」ということとする。なお構成部材は、
鋼やコンクリート、ＦＲＰ（Ｆｉｂｅｒ　Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）な
ど様々な材質製のものとすることができ、すなわち本願発明では構成部材の材質は特に限
定されない。また、本願発明の揚重装置を用いた部材更新方法は、構成部材を撤去すると
ともに撤去した後に新規の構成部材を設置する（以下、撤去して設置することを「更新」
という。）方法であり、便宜上ここでは撤去した構成部材のことを「撤去部材」と、新た
に設置される構成部材のことを「新設部材」ということとする。
【００２９】
（工事ヤード）
　図１は、本願発明を実施して道路橋の一部を更新する状況を示す平面図である。この図
で破線によって示す範囲が、本願発明の揚重装置を用いた部材更新方法を実施するために
規制された工事用の範囲であり、この範囲のことをここでは「工事ヤード１００」という
こととする。この工事ヤード１００は、道路橋の１車線を使用して所定の延長区間で設定
される。なお、「１車線を使用して」とは、他の車線を使用しないという意味であって、
当該車線のみに対して工事ヤード１００を設定する場合のほか、当該１車線に側方領域（
路肩や中央帯や側帯、あるいは壁高欄や地覆など）を加えた範囲に対して工事ヤード１０
０を設定する場合も含まれる。さらに当該１車線に隣接する車線の略半幅を含めたいわば
１，５車線を使用して工事ヤード１００を設定してもよい。例えば図１に示す上下２車線
ずつの道路橋の場合は、上りの１車線（図では下側車線）のみを使用して工事ヤード１０
０が設定されている。したがって、下り線は２車線ともに常時一般開放することができ、
上り線も１車線は常時一般開放することができる。つまり、トラックやトレーラーあるい
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は台車（特に、ドーリーなどの多輪台車）など荷台に撤去部材や新設部材を搭載すること
ができる工事用の車両（以下、「貨物自動車Ｔｒ」という。）は、工事ヤード１００が設
定された１車線を利用して移動するわけである。
【００３０】
（施工区間）
　構成部材を更新（撤去～設置）する区間のことを、ここでは「施工区間１１０」という
こととする。もちろん、工事ヤード１００は施工区間１１０をその範囲内に含むように設
定され、しかも施工区間１１０が工事ヤード１００の後方側（図１では終点側寄り）に位
置するように設定される。ここでは「前方」及び「後方」という語を用いて説明している
が、この前方及び後方はその車線に本来設定されている進行方向を基準にしている。すな
わち、上り車線に工事ヤード１００設定される場合は起点側が「前方」であって終点側が
「後方」となり、下り車線に工事ヤード１００設定される場合は終点側が「前方」であっ
て起点側が「後方」となる。なお施工区間は、橋梁の支持点と支持点間（つまり1径間分
）とするなど１車線のうち道路延長方向（つまり橋軸方向）に分割された区間であるが、
さらに道路幅員方向（つまり橋軸直角方向）に分割した区間とすることもできる。換言す
れば、１車線分の床版や主桁といった構成部材を一度に更新することもできるし、道路幅
員方向（橋軸直角方向）に分割したうえで構成部材を更新していくこともできる。
【００３１】
（リフター）
　図２は、リフターを示す図であり、（ａ）はその斜視図、（ｂ）はその正面図である。
リフター５００は、市場に流通している（販売されレンタルされている）汎用品であり、
図２（ａ）に示すように４本の支柱５１０と構台５２０を含んで構成される。これら４本
の支柱５１０は、それぞれ複数（図では３つ）の分割体で形成され、上方の分割体が下方
の分割体を収容できる構造となっている。そして油圧等を利用することで、上方の分割体
から下方の分割体を出し入れすることができ、すなわち４本の支柱５１０は上下に伸び縮
み（つまりジャッキアップとジャッキダウン）できる仕様となっている。また図２（ｂ）
に示すように、リフター５００は正面視で門型であり、貨物自動車Ｔｒが通過可能な空間
（以下、「通行空間５４０」という。）を備えている。この通行空間５４０は、（積み荷
の大きさにもよるものの）リフター５００が積荷を吊上げた状態でその積荷の下方を貨物
自動車Ｔｒが通過することも可能な程度の広さである。なおリフター５００は、市場に流
通している汎用品を利用することもできるし、専用のものとして特別に製造したもの（注
文製造したもの）を利用することもできる。
【００３２】
　構台５２０は、４本の支柱５１０に連結されており、しかも最上部の分割体に連結され
ていることから、支柱５１０が上下するのに伴ってやはり構台５２０も上下する。また、
図２（ｂ）に示すように構台５２０の下面には、吊り係止具５３０が取り付けられている
。この吊り係止具５３０は、撤去部材や新設部材を把持することのできる治具であり、例
えば吊りフックを利用することができる。また、この構台５２０は２本の連結梁５５０を
含んでおり、この２本の連結梁５５０は左右に伸縮可能な機能を有している。４本の支柱
５１０うち２本ずつを１本の連結梁５５０で連結し、この連結梁５５０が油圧等によって
水平方向（左右）に伸び縮みするわけである。もちろん、連結梁５５０の伸縮に伴ってこ
れに連結された支柱５１０も左右に移動する。
【００３３】
　連結梁５５０が左右に伸縮することから、極めて容易にリフター５００を設置し、そし
て撤去することができる。図３は、貨物自動車Ｔｒ（トレーラー）に搭載されたリフター
５００が自立して設置される状況を示すステップ図である。図３（ａ）に示すようにリフ
ター５００は、貨物自動車Ｔｒの荷台に設置された受け台の上に載せられて工事ヤード１
００内の所定位置まで搬入される。その所定位置に貨物自動車Ｔｒが停止すると、図３（
ｂ）に示すように、受け台の上に載せられた状態で荷台の外側となるまで連結梁５５０を
左右（図では上下）に伸ばす。そして連結梁５５０を左右に伸ばした状態で、図３（ｃ）
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に示すように、その下端が路面に接地するまで４本の支柱５１０を下方に伸ばし、この結
果、リフター５００が路面上で自立する。リフター５００が自立すると、貨物自動車Ｔｒ
はリフター５００の下方から移動していく。なおリフター５００を撤去して搬出する場合
は、図３に示すステップを逆の手順（図３（ｃ）→（ａ））で行うとよい。
【００３４】
　図２に示すように従来のリフター５００は、吊り係止具５３０が構台５２０の下面に固
定されており、吊り係止具５３０自体が独立して上下する（すなわち構台５２０に対して
接近し離れる）ことができない。つまり、リフター５００の吊り係止具５３０は撤去部材
や新設部材を把持するだけであり、４本の支柱５１０が上下する（つまり構台５２０が上
下する）ことによって、吊り係止具５３０に把持された撤去部材や新設部材を吊上げ、あ
るいは吊降ろす構造となっている。
【００３５】
２．揚重装置
　次に本願発明の揚重装置について、図を参照しながら説明する。本願発明の揚重装置は
、施工区間１１０で撤去された撤去部材を貨物自動車Ｔｒに積み込み、そして貨物自動車
Ｔｒに搭載された新設部材を設置するものである。そのため、図１に示すように本願発明
の揚重装置は、施工区間１１０の周辺（この図では後方）に設置される。本願発明の揚重
装置は、従来用いられているリフターを利用した新規な揚重装置であり、大きく「架設桁
型揚重装置２００」と「ウィンチ型揚重装置３００」の２種類を挙げることができる。架
設桁型揚重装置２００は複数のリフターに架設桁を架け渡した揚重装置であり、一方のウ
ィンチ型揚重装置３００はリフターに吊り荷機構を設置した揚重装置である。以下、それ
ぞれについて順に説明する。
【００３６】
（架設桁型揚重装置）
　本願発明の架設桁型揚重装置２００について説明するため、まずは架設桁型揚重装置２
００の構築方法について説明する。図４は、架設桁型揚重装置２００の構築方法の主な工
程を示すステップ図である。はじめに図４（ａ）に示すように２基のリフター５００を設
置する。このとき、撤去する構成部材の位置あるいは設置部材を設置する計画位置を挟む
ように２基のリフター５００を設置する。なお、ここでは便宜上２基のリフター５００を
設置しているが、これに限らず３基以上のリフター５００を設置することもできる。
【００３７】
　リフター５００を設置すると、架設桁２１０を完成させる。図４（ｂ）に示すように、
架設桁２１０が長くなる場合、複数（図では２つ）の分割部材２１０ａを連結したものと
することができる。もちろんその延長によっては、分割することなく１本の部材で架設桁
２１０を形成することもできる。また、架設桁２１０をラフタクレーンなどのブームと同
様に伸縮可能な構造とすることもできる。伸縮可能な構造の架設桁２１０は、その断面を
口字形の断面とし分割片（架設桁２１０を分割した部材）を収容する構造にするとよい。
また、図５（ａ）に示すように架設桁２１０は、構造桁である本体桁２１１と、この本体
桁２１１の下部に固定されるレール桁２１２によって形成される。なお本体桁２１１は、
Ｈ形鋼やＩ形鋼などを用いた桁とすることもできるし、トラス形式の桁とすることもでき
る。一方のレール桁２１２は、Ｈ形鋼やＩ形鋼を用いた桁、あるいは山形鋼や溝形鋼を組
み合わせた桁とすることができる。
【００３８】
　分割部材２１０ａを連結して架設桁２１０を完成させるには、図４（ｂ）に示すように
２つの分割部材２１０ａを路面上に置いた台座の上に載置し、図４（ｃ）に示すようにこ
れらを連結することで行われる。このとき、２つの分割部材２１０ａの間に設置されるレ
ール桁２１２の一部も合わせて設置される。なお吊り荷機構４００は、あらかじめ架設桁
２１０（レール桁２１２）に取り付けられた状態で現地に搬入することもできるし、架設
桁２１０と吊り荷機構４００を別々に搬入することとし、分割部材２１０ａの連結に合わ
せて吊り荷機構４００を架設桁２１０に取り付けることもできる。この吊り荷機構４００
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は、吊りロープ４１０と、この吊りロープ４１０の先端に固定された吊り治具４３０、そ
して荷重を支持して吊り冶具４３０を上げ下げできる動力手段を有するものであり、いわ
ゆるウィンチやホイストといった荷揚げ用の装置である。あるいは吊り荷機構４００とし
て、手動による動力手段を有するチェーンブロックを架設桁２１０（レール桁２１２）に
取り付けることもできる。ただし吊り荷機構４００は、架設桁２１０に沿って横行可能と
なるよう取り付けられる。具体的には図５（ｂ）に示すように、吊り荷機構４００が吊り
ロープ４１０の上端に取り付けられた移動式係止手段４２０を含んで構成されるものとし
、吊り治具４３０で構成部材（撤去部材や新設部材）を把持したうえで、レール桁２１２
に係止された移動式係止手段４２０の車輪がレール桁２１２に沿って移動できる構造とす
るとよい。さらに架設桁２１０に沿った横行（例えば、橋軸方向）可能に加え、吊り荷機
構４００が架設桁２１０直角方向（例えば、橋軸直角方向）に水平移動可能となる構造と
することもできる。これにより架設桁下方直下から離れたところにある部材も容易に吊上
げ吊降しすることができる。
【００３９】
　ところで図２に示すようにリフター５００は、既述したとおり、吊り係止具５３０が構
台５２０の下面に固定されているため、吊り係止具５３０自体が独立して上下することが
できない。そこで、リフター５００自体に（架設桁２１０に取り付けるものとは別に）、
吊り荷機構４００（ウィンチやホイストなど）を設置することもできる。この場合、吊り
荷機構４００の本体部を例えば構台５２０などに固定することによって、リフター５００
に吊り荷機構４００を設置するとよい。リフター５００が吊り荷機構４００を具備するこ
とで、４本の支柱５１０を上下することなく吊り治具４３０が構台５２０に対して独立し
て上下することができるわけである。なお、リフター５００が具備する吊り係止具５３０
は、橋軸方向や橋軸直角方向に水平移動可能となる構造とすることもできる。これにより
位置調整が自在となり、すなわち架設桁の下方であって架設桁軸直角方向にある部材も容
易に吊上げ吊降しすることができる。
【００４０】
　架設桁２１０が完成し、吊り荷機構４００が架設桁２１０に取り付けられると、架設桁
２１０の両端を２基のリフター５００の構台に固定したうえで、図４（ｄ）に示すように
２基のリフター５００の支柱５１０を伸ばしてジャッキアップする。これにより、架設桁
２１０は２基のリフター５００間に架け渡され、施工区間１１０において架設桁型揚重装
置２００が構築される。
【００４１】
（ウィンチ型揚重装置）
　本願発明のウィンチ型揚重装置３００は、リフター５００に吊り荷機構４００を設置し
た揚重装置である。ただし、架設桁型揚重装置２００のように架設桁２１０が架け渡され
ることはない。ウィンチ型揚重装置３００に設置される吊り荷機構４００は、吊りロープ
４１０と、この吊りロープ４１０の先端に固定された吊り治具、そして荷重を支持して吊
り冶具を上げ下げできる動力手段を有するものであり、いわゆるウィンチやホイストとい
った荷揚げ用の装置である。吊り荷機構４００の本体部を、例えば構台５２０などに固定
することによって、リフター５００に吊り荷機構４００を設置することができる。
【００４２】
３．揚重装置を用いた部材更新方法
　続いて本願発明の揚重装置を用いた部材更新方法について、揚重装置として架設桁型揚
重装置２００を用いた場合と、ウィンチ型揚重装置３００を利用した場合、さらに４基以
上のリフター５００からなる架設桁型揚重装置２００を用いた場合に分けて説明する。
【００４３】
（架設桁型揚重装置を用いた場合）
　図６は、架設桁型揚重装置２００を用いた場合の本願発明の部材更新方法の主な工程の
流れを示すフロー図である。工事を始めるに当たって、まずは図１に示すように工事ヤー
ド１００を設定する（Ｓｔｅｐ１１０）。なお、施工区間１１０を含むように、しかも施



(17) JP 2018-204427 A 2018.12.27

10

20

30

40

50

工区間１１０が全体のうち後方寄りに位置するように工事ヤード１００を設定する。工事
ヤード１００の設定は、例えば周囲に仮囲いを設置することで明示するとよい。工事ヤー
ド１００を設定すると、リフター５００を搭載した貨物自動車Ｔｒを工事ヤード１００内
に進入させる。このとき貨物自動車Ｔｒは、工事ヤード１００を設定した車線を通行して
、すなわち図１に示す他の車線を通ることなく（例えば横入りすることなく）、後方側（
この場合、終点側）から工事ヤード１００内に進入させる。
【００４４】
　貨物自動車Ｔｒが、施工区間１１０周辺の所定位置で停止すると、架設桁型揚重装置２
００を構築する（Ｓｔｅｐ２１０）。具体的には、図３や図４（ａ）に示すように施工区
間１１０を挟むように２基のリフター５００を設置し（Ｓｔｅｐ２１１）、図４（ｂ）～
（ｃ）に示すように架設桁２１０を組立てる（Ｓｔｅｐ２１２）。なお、伸縮可能な構造
の架設桁２１０を採用すると、分割部材２１０ａを連結して架設桁２１０を形成するケー
スに比べ、架設桁２１０の組立工程は簡略化される。架設桁２１０を組立てると、あらか
じめ吊り荷機構４００が取り付けられた架設桁２１０が搬入された場合は架設桁の設置工
程（Ｓｔｅｐ２１４）に進み、架設桁２１０と吊り荷機構４００が別々に搬入された場合
は架設桁２１０に横行可能に吊り荷機構４００を取り付ける（Ｓｔｅｐ２１３）。そして
、架設桁２１０の両端を２基のリフター５００の構台５２０に固定した（Ｓｔｅｐ２１４
）うえで、図４（ｄ）に示すように２基のリフター５００の支柱５１０を伸ばしてジャッ
キアップし架設桁型揚重装置２００が構築される。
【００４５】
　ここまでの準備が整うと、施工区間１１０で計画された構成部材を道路橋本体から取り
外す（Ｓｔｅｐ２２０）。このとき、カッターやワイヤーソー、ガス切断機などの機材を
用いて道路橋から構成部材を切断したうえで、吊り荷機構４００による巻き上げ、あるい
はリフター５１０自身の上下伸縮（つまり支柱５１０の伸縮によるジャッキダウンとジャ
ッキアップ）によって構成部材を取り外すとよい。なお、既に構成部材が撤去され、撤去
部材が施工区間１１０周辺に仮置きされている場合は部材の撤去工程（Ｓｔｅｐ２２０）
を省略することができる。構成部材が撤去されると（あるいは撤去部材が用意されると）
、架設桁型揚重装置２００が撤去部材を吊上げ、施工区間１１０の前方まで後退してきた
貨物自動車Ｔｒに搭載する（Ｓｔｅｐ２３０）。
【００４６】
　図７（ａ）は架設桁型揚重装置２００によって撤去部材を吊上げる工程を示すステップ
図であり、図７（ｂ）は架設桁型揚重装置２００によって吊上げた撤去部材を貨物自動車
Ｔｒに搭載する工程を示すステップ図である。この図に示すように、吊り荷機構４００の
吊り治具４３０によって撤去部材が把持され、その状態で吊り荷機構４００の動力手段に
よって撤去部材が吊上げられ、さらに撤去部材を吊上げた状態で吊り荷機構４００が架設
桁２１０に沿って移動することによって、前方で待機する貨物自動車Ｔｒに撤去部材を搭
載する。なお、架設桁型揚重装置２００による撤去部材の吊上げや吊降ろしは、リフター
５１０自身の上下伸縮（つまり支柱５１０の伸縮によるジャッキダウンとジャッキアップ
）によって行うこともできるし、吊り荷機構４００とリフター５１０を併用して行うこと
もできる。
【００４７】
　また、ウィンチやホイストといった動力付きの荷揚げ用の装置に代えて、チェーンブロ
ックを吊り荷機構４００として利用する場合、撤去部材をチェーブロックの吊り治具４３
０で把持し、人の力でチェーンを巻上げることによって撤去部材を吊上げ（例えば５０ｃ
ｍ程度）、その状態で撤去部材を一方（前方側）のリフター５００の下方まで架設桁２１
０に沿って横移動させる。そして、リフター５００がジャッキアップすることで、撤去部
材を相当の高さ（例えば３ｍ）まで吊上げ、その後通行空間５４０内に移動してきた貨物
自動車Ｔｒの荷台に撤去部材を吊降ろす。
【００４８】
　次に、新設部材を搭載した貨物自動車Ｔｒが施工区間１１０の前方まで後退してくると
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、架設桁型揚重装置２００が施工区間１１０の計画位置に新設部材を設置する（Ｓｔｅｐ
２４０）。図８（ａ）は、貨物自動車Ｔｒに搭載された新設部材を架設桁型揚重装置２０
０によって吊上げる工程を示すステップ図であり、（ｂ）は架設桁型揚重装置２００によ
って吊上げた新設部材を計画位置に設置する工程を示すステップ図である。この図に示す
ように、貨物自動車Ｔｒに搭載された新設部材は吊り荷機構４００の吊り治具４３０によ
って把持され、その状態で吊り荷機構４００の動力手段によって新設部材が吊上げられ、
さらに新設部材を吊上げた状態で吊り荷機構４００が架設桁２１０に沿って計画位置まで
移動することによって、施工区間１１０の計画位置に新設部材を吊降ろして設置する。な
お、架設桁型揚重装置２００による新設部材の吊上げや吊降ろしは、リフター５１０自身
の上下伸縮（つまり支柱５１０の伸縮によるジャッキダウンとジャッキアップ）によって
行うこともできるし、吊り荷機構４００とリフター５１０を併用して行うこともできる。
【００４９】
　新設部材を設置する場合も、チェーンブロックを吊り荷機構４００とすることができる
。すなわち、例えば路面上に仮置きされた新設部材をチェーブロックの吊り治具４３０で
把持し、人の力でチェーンを巻上げることによって新設部材を吊上げ（例えば５０ｃｍ程
度）、その状態で新設部材を計画位置まで架設桁２１０に沿って横移動させる。そして、
リフター５００がジャッキダウンすることで、計画位置に新設部材を吊降ろす。
【００５０】
　撤去部材は、撤去するたびに貨物自動車Ｔｒに搭載することもできるし、図９（ａ）に
示すように工事ヤード１００内の所定場所（例えば、施工区間１１０の後方側）に仮置き
しておくこともできる。同様に新設部材は、貨物自動車Ｔｒから吊上げるたびに計画位置
に設置することもできるし、図９（ｂ）に示すように工事ヤード１００内の所定場所（例
えば、施工区間１１０の後方側）に仮置きしておくこともできる。
【００５１】
　ここまでの部材撤去工程（Ｓｔｅｐ２２０）～新設部材設置工程（Ｓｔｅｐ２４０）が
計画された分だけ繰り返し行われると、後片付けを行って（Ｓｔｅｐ１２０）作業を完了
する。
【００５２】
（ウィンチ型揚重装置を用いた場合）
　図１０は、ウィンチ型揚重装置３００を用いた場合の本願発明の部材更新方法の主な工
程の流れを示すフロー図である。架設桁型揚重装置２００を用いた場合と同様、工事ヤー
ド１００を設定すると（Ｓｔｅｐ１１０）、２基のウィンチ型揚重装置３００を施工区間
１１０の周辺に設置する（Ｓｔｅｐ３１０）。ここでは、２基のウィンチ型揚重装置３０
０を区別するため、工事ヤード１００のうち前方に設置されたものを第１のウィンチ型揚
重装置３００ａと、後方に設置されたものを第２のウィンチ型揚重装置３００ｂというこ
ととする。
【００５３】
　第１のウィンチ型揚重装置３００ａと第２のウィンチ型揚重装置３００ｂが設置される
と、施工区間１１０で計画され、事前に道路橋から切断された構成部材を撤去する（Ｓｔ
ｅｐ３２０）。なお、既に構成部材が撤去され、撤去部材が施工区間１１０周辺に仮置き
されている場合は部材の撤去工程（Ｓｔｅｐ３２０）を省略することができる。構成部材
が撤去されると（あるいは撤去部材が用意されると）、ウィンチ型揚重装置３００が撤去
部材を吊上げ、施工区間１１０の前方まで後退してきた貨物自動車Ｔｒに搭載する（Ｓｔ
ｅｐ３３０）。
【００５４】
　図１１は、ウィンチ型揚重装置３００（第１のウィンチ型揚重装置３００ａと第２のウ
ィンチ型揚重装置３００ｂ）によって撤去部材を貨物自動車Ｔｒに搭載する工程を示すス
テップ図である。なお既述したとおり、ウィンチ型揚重装置３００の吊り荷機構４００は
、吊りロープ４１０（ワイヤーロープやチェーンなど）と、この吊りロープ４１０の先端
に固定された吊り治具（フックなど）、そして動力手段を有するものであり、いわゆるウ
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ィンチやホイストといった荷揚げ用の装置である。すなわち吊り荷機構４００の動力手段
で吊りロープ４１０を巻上げあるいは巻下げることによって、吊り治具に把持された構成
部材（撤去部材や新設部材）を吊上げ、あるいは吊降ろすことができる。なお、２基のウ
ィンチ型揚重装置３００を利用して構成部材を吊上げ、あるいは吊降ろす際に、構成部材
の重量によってはそれぞれのウィンチ型揚重装置３００に相当の水平力が作用することが
ある。その場合は、ウィンチ型揚重装置３００が転倒しないようにリフター５００の支柱
５１０を路面上で堅固に固定し、さらに４本の支柱５１０を補強するとよい。
【００５５】
　図１１（ａ）に示すように、撤去部材を挟むように所定間隔を設けたうえで第１のウィ
ンチ型揚重装置３００ａと第２のウィンチ型揚重装置３００ｂを設置する。また、図１１
（ｄ）に示すように第１のウィンチ型揚重装置３００ａは、後に貨物自動車Ｔｒが停止す
る位置に設置するとよい。第１のウィンチ型揚重装置３００ａと第２のウィンチ型揚重装
置３００ｂを設置すると、両方の吊りロープ４１０を巻下げるとともに、両方の吊り治具
で撤去部材を把持する。その状態で両方の動力手段によって両方の吊りロープ４１０を同
等に巻上げ、第１のウィンチ型揚重装置３００ａと第２のウィンチ型揚重装置３００ｂの
ほぼ中間に位置するように撤去部材を吊上げる（Ｓｔｅｐ３３１）。
【００５６】
　撤去部材を吊上げると、図１１（ｃ）に示すように撤去部材を第１のウィンチ型揚重装
置３００ａの下方に移動させる（Ｓｔｅｐ３３２）。具体的には、第１のウィンチ型揚重
装置３００ａの動力手段によって吊りロープ４１０を巻上げた状態（つまり撤去部材を吊
上げた状態）を維持しつつ、第２のウィンチ型揚重装置３００ｂの動力手段によって吊り
ロープ４１０を巻下げる（つまり吊りロープ４１０を緩めて伸ばしていく）。これにより
、撤去部材は第１のウィンチ型揚重装置３００ａの方に引っ張られて、最終的には第１の
ウィンチ型揚重装置３００ａの下方に移動するわけである。
【００５７】
　撤去部材を第１のウィンチ型揚重装置３００ａの下方に移動させると、図１１（ｄ）に
示すように、荷台が通行空間５４０内に入るよう貨物自動車Ｔｒを進入させ（後退させ）
、第１のウィンチ型揚重装置３００ａの動力手段によって吊りロープ４１０を巻下げる（
つまり吊りロープ４１０を緩めて伸ばしていく）ことで、撤去部材を貨物自動車Ｔｒに搭
載し（Ｓｔｅｐ３３３）、第１のウィンチ型揚重装置３００ａと第２のウィンチ型揚重装
置３００ｂの吊り治具による撤去部材の把持を解除する。
【００５８】
　次に、新設部材を搭載した貨物自動車Ｔｒが施工区間１１０の前方まで後退してくると
、ウィンチ型揚重装置３００が施工区間１１０の計画位置に新設部材を設置する（Ｓｔｅ
ｐ３４０）。ウィンチ型揚重装置３００によって新設部材を設置する場合、この計画位置
に第１のウィンチ型揚重装置３００ａが設置され、第１の揚重装置３００ａから離れた位
置に第２のウィンチ型揚重装置３００ｂが設置される。あるいは第２のウィンチ型揚重装
置３００ｂを計画位置に設置し、第２の揚重装置３００ｂから離れた位置に第１のウィン
チ型揚重装置３００ａを設置してもよい。このように第１のウィンチ型揚重装置３００ａ
と第２のウィンチ型揚重装置３００ｂを設置すると、両方の吊りロープ４１０を巻下げる
とともに、両方の吊り治具で貨物自動車Ｔｒに搭載された新設部材を把持する。その状態
で両方の動力手段によって両方の吊りロープ４１０を同等に巻上げ、第１のウィンチ型揚
重装置３００ａと第２のウィンチ型揚重装置３００ａのほぼ中間に位置するように新設部
材を吊上げる（Ｓｔｅｐ３４１）。
【００５９】
　新設部材を吊上げると、新設部材を第１のウィンチ型揚重装置３００ａの下方に移動さ
せる（Ｓｔｅｐ３４２）。具体的には、第１のウィンチ型揚重装置３００ａの動力手段に
よって吊りロープ４１０を巻上げた状態（つまり新設部材を吊上げた状態）を維持しつつ
、第２のウィンチ型揚重装置３００ｂの動力手段によって吊りロープ４１０を巻下げる（
つまり吊りロープ４１０を緩めて伸ばしていく）。これにより、新設部材は第１のウィン
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チ型揚重装置３００ａの方に引っ張られて、最終的には第１のウィンチ型揚重装置３００
ａの下方に移動するわけである。
【００６０】
　新設部材を第１のウィンチ型揚重装置３００ａの下方に移動させると、第１のウィンチ
型揚重装置３００ａの動力手段によって吊りロープ４１０を巻下げる（つまり吊りロープ
４１０を緩めて伸ばしていく）ことで、新設部材を計画位置に設置し（Ｓｔｅｐ３４３）
、第１のウィンチ型揚重装置３００ａと第２のウィンチ型揚重装置３００ｂ吊り治具によ
る新設部材の把持を解除する。
【００６１】
　ここまでの部材撤去工程（Ｓｔｅｐ３２０）～新設部材設置工程（Ｓｔｅｐ３４０）が
計画された分だけ繰り返し行われると、後片付けを行って（Ｓｔｅｐ１２０）作業を完了
する。
【００６２】
（４基以上のリフターからなる架設桁型揚重装置を用いた場合）
　４基以上のリフターからなる架設桁型揚重装置２００を用いた部材更新方法は、橋軸方
向に長尺の構成部材を更新する際に特に有効であることから、便宜上ここでは、４基以上
のリフターからなる架設桁型揚重装置２００のことを「長尺架設桁型揚重装置２００」と
いうこととする。また長尺架設桁型揚重装置２００を用いた部材更新方法は、さらに「２
つのリフター５００間に架設桁２１０が架け渡された長尺架設桁型揚重装置２００を用い
るケース」と、「３以上のリフター５００間に架設桁２１０が架け渡された長尺架設桁型
揚重装置２００を用いるケース」に大別することができる。そこで、２つのリフター５０
０間に架設桁２１０が架け渡された長尺架設桁型揚重装置２００のことを「２基式長尺架
設桁型揚重装置２００」と、３以上のリフター５００間に架設桁２１０が架け渡された長
尺架設桁型揚重装置２００のことを「多基式長尺架設桁型揚重装置２００」ということと
する。以下、２基式長尺架設桁型揚重装置２００を用いたケースと、多基式長尺架設桁型
揚重装置２００を用いたケースについて順に説明する。
【００６３】
　図１３は、２基式長尺架設桁型揚重装置２００を用いた場合の本願発明の部材更新方法
の主な工程の流れを示すフロー図である。工事を始めるに当たって、既述したとおりはじ
めに工事ヤード１００を設定する（Ｓｔｅｐ１１０）。工事ヤード１００を設定すると、
図１４（ａ）に示すようにリフター５００を搭載した４台の貨物自動車Ｔｒを工事ヤード
１００内に進入させる。このとき貨物自動車Ｔｒは、工事ヤード１００を設定した車線を
通行して、すなわち図１に示す他の車線を通ることなく（例えば横入りすることなく）、
後方側（この場合、終点側）から工事ヤード１００内に進入させる。
【００６４】
　図１４（ｂ）に示すように貨物自動車Ｔｒが、施工区間１１０周辺の所定位置で停止す
ると、２基式長尺架設桁型揚重装置２００を構築する（Ｓｔｅｐ４１０）。以下、２基式
長尺架設桁型揚重装置２００を構築する手法について具体的に説明する。まず図１４（ｃ
）に示すように、施工区間１１０を挟むように２基ずつのリフター５００を設置する（Ｓ
ｔｅｐ４１１）。なお便宜上ここでは、最も前方（図１４では最も左）に位置するリフタ
ー５００のことを「第１副リフター５００ｓａ」、最も後方（図１４では最も右）に位置
するリフター５００のことを「第２副リフター５００ｓｂ」ということとし、さらに第１
副リフター５００ｓａと施工区間１１０の間（図１４では左から２番目）に位置するリフ
ター５００のことを「第１主リフター５００ｍａ」、第２副リフター５００ｓｂと施工区
間１１０の間（図１４では右から２番目）に位置するリフター５００のことを「第２主リ
フター５００ｍｂ」ということとする。
【００６５】
　所定位置に４基のリフター５００を設置すると、図１４（ｄ）に示すように分割部材２
１０ａを搭載した２台の貨物自動車Ｔｒを第１主リフター５００ｍａと第２主リフター５
００ｍｂの間（つまり、施工区間１１０）まで進入させ、貨物自動車Ｔｒ上で分割部材２
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１０ａを連結して架設桁２１０を形成する（Ｓｔｅｐ４１２）とともに、架設桁２１０に
横行可能に２つの吊り荷機構４００を取り付ける（Ｓｔｅｐ４１３）。もちろん、貨物自
動車Ｔｒ上ではなく地上で分割部材２１０ａの連結作業を行うこともできるし、分割する
ことなく１本の架設桁２１０を用いることもできるし、あらかじめ架設桁２１０に吊り荷
機構４００を取り付けたうえで搬入することもできる。そして図１５（ａ）に示すように
、架設桁２１０の両端を伸ばし、第１主リフター５００ｍａと第２主リフター５００ｍｂ
をジャッキダウンしてそれぞれの構台を下げ、架設桁２１０の一端（図１５では左側）を
第１主リフター５００ｍａの構台に固定し、他端（図１５では右側）を第２主リフター５
００ｍｂの構台に固定する（Ｓｔｅｐ４１４）。架設桁２１０を第１主リフター５００ｍ
ａと第２主リフター５００ｍｂに固定すると、図１５（ｂ）に示すように第１主リフター
５００ｍａと第２主リフター５００ｍｂをジャッキアップして架設桁２１０を所定の高さ
に持ち上げることで、２台の貨物自動車Ｔｒを退出させる。このとき、貨物自動車Ｔｒの
ひとつであるドーリーＤＬ（以下、このドーリーを「第１ドーリーＤＬ０１」という。）
を工事ヤード１００内に進入させ、施工区間１１０の前方で待機させる。
【００６６】
　ここまでの準備が整うと、施工区間１１０で計画され、事前に道路橋から切断された構
成部材を道路橋本体から取り外す（Ｓｔｅｐ４２０）。なお、既に構成部材が撤去され、
撤去部材が施工区間１１０周辺に仮置きされている場合は部材の撤去工程（Ｓｔｅｐ４２
０）を省略することができる。構成部材が撤去されると（あるいは撤去部材が用意される
と）、図１５（ｃ）に示すように第１主リフター５００ｍａと第２主リフター５００ｍｂ
がジャッキダウンし、架設桁２１０に取り付けられた２つの吊り荷機構４００によって撤
去部材を把持し、その状態で図１５（ｄ）に示すように第１主リフター５００ｍａと第２
主リフター５００ｍｂがジャッキアップして撤去部材を所定の高さまで吊上げる。なお、
撤去部材の吊上げや吊降しは、第１主リフター５００ｍａと第２主リフター５００ｍｂの
ジャッキダウン及びジャッキアップによるほか、ウィンチやホイストといった吊り荷機構
４００の動力手段によって行うこともできるし、チェーンブロック（吊り荷機構４００）
を利用した人力によることも、あるいはこれらを併用して行うこともできる。
【００６７】
　撤去部材を吊上げると、図１６（ａ）に示すように、撤去部材の前方端が第１主リフタ
ー５００ｍａの下方に位置するまで、撤去部材を前方に移動させる。詳しくは、撤去部材
を把持した２つの吊り荷機構４００を、架設桁２１０に沿って前方に横行させることによ
って、撤去部材を前方に移動させるわけである。撤去部材が所定位置まで移動すると、第
１主リフター５００ｍａの下方で待機していた第１ドーリーＤＬ０１に撤去部材の前方端
を吊降ろし、前方側の吊り荷機構４００による撤去部材の把持を解除する。これにより、
撤去部材の前方端の支持を前方側の吊り荷機構４００から第１ドーリーＤＬ０１に移行し
、すなわち後方側の吊り荷機構４００と第１ドーリーＤＬ０１によって撤去部材を支持す
る（Ｓｔｅｐ４３０）。
【００６８】
　後方側の吊り荷機構４００と第１ドーリーＤＬ０１によって撤去部材を支持すると、図
１６（ｂ）に示すように、撤去部材の一部が第１副リフター５００ｓａの下方に位置する
まで、撤去部材を前方に移動させる。詳しくは、撤去部材の前方端を搭載した第１ドーリ
ーＤＬ０１が移動（前進）するとともに、撤去部材を把持した後方側の吊り荷機構４００
を架設桁２１０に沿って前方に横行させることによって、撤去部材を前方に移動させるわ
けである。撤去部材が所定位置まで移動すると、第１副リフター５００ｓａの吊り係止具
５３０によって撤去部材の一部（前方側）を把持し、第１ドーリーＤＬ０１による撤去部
材の支持を解除する。これにより、撤去部材の前方側の支持を第１ドーリーＤＬ０１から
第１副リフター５００ｓａに移行し、すなわち後方側の吊り荷機構４００と第１副リフタ
ー５００ｓａによって撤去部材を支持する（Ｓｔｅｐ４４０）。
【００６９】
　後方側の吊り荷機構４００と第１副リフター５００ｓａによって撤去部材を支持すると
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、図１６（ｃ）に示すように、撤去部材の下方に位置するまで第１ドーリーＤＬ０１が移
動（後退）する。そして、この第１ドーリーＤＬ０１の撤去部材を吊降し、後方側の吊り
荷機構４００と第１副リフター５００ｓａによる撤去部材の把持を解除して（Ｓｔｅｐ４
５０）、図１６（ｄ）に示すように撤去部材を工事ヤード１００外に搬出する。
【００７０】
　構成部材を撤去すると、新設部材を搭載したドーリーＤＬ（以下、このドーリーを「第
２ドーリーＤＬ０２」という。）を工事ヤード１００内に進入させ、さらに新設部材が第
２主リフター５００ｍｂと第２副リフター５００ｓｂの間に位置するまで第２ドーリーＤ
Ｌ０２を移動させる。図１６（ｃ）に示すように新設部材が所定位置まで運び込まれると
、架設桁２１０に取り付けられた２つの吊り荷機構４００のうち前方側の荷機構４００に
よって新設部材の一部（前方側）を把持するとともに、第２副リフター５００ｓｂの吊り
係止具５３０によって新設部材の一部（後方側）を把持したうえで、後方側の吊り荷機構
４００と第２副リフター５００ｓｂによって新設部材を吊上げ（Ｓｔｅｐ４６０）、図１
６（ｄ）に示すように第２ドーリーＤＬ０２を後退させる。
【００７１】
　第２ドーリーＤＬ０２が新設部材の後端部まで後退すると、この第２ドーリーＤＬ０２
に新設部材の後方端を吊降ろし、第２副リフター５００ｓｂの吊り係止具５３０による新
設部材の把持を解除する。これにより、新設部材の後方端の支持を第２副リフター５００
ｓｂから第２ドーリーＤＬ０２に移行し、すなわち前方側の吊り荷機構４００と第２ドー
リーＤＬ０２によって新設部材を支持する（Ｓｔｅｐ４７０）。
【００７２】
　前方側の吊り荷機構４００と第２ドーリーＤＬ０２によって新設部材を支持すると、図
１７（ａ）に示すように、新設部材の一部が第２主リフター５００ｍｂの下方に位置する
まで、新設部材を前方に移動させる。詳しくは、新設部材の後方端を搭載した第２ドーリ
ーＤＬ０２が移動（前進）するとともに、新設部材を把持した前方側の吊り荷機構４００
を架設桁２１０に沿って前方に横行させることによって、新設部材を前方に移動させるわ
けである。新設部材が所定位置まで移動すると、架設桁２１０に取り付けられた２つの吊
り荷機構４００のうち後方側の荷機構４００によって新設部材の一部（後方側）を把持し
、第２ドーリーＤＬ０２による新設部材の支持を解除する。これにより、新設部材の後方
側の支持を第２ドーリーＤＬ０２から後方側の荷機構４００に移行し、すなわち２つの（
前方側と後方側の）吊り荷機構４００によって新設部材を支持する（Ｓｔｅｐ４８０）。
【００７３】
　２つの吊り荷機構４００によって新設部材を支持すると、図１７（ｂ）に示すように、
施工区間１１０の計画位置まで新設部材を前方に移動させる。詳しくは、新設部材を把持
した２つの吊り荷機構４００を架設桁２１０に沿って前方に横行させることによって、新
設部材を前方に移動させるわけである。そして、図１７（ｃ）に示すように第１主リフタ
ー５００ｍａと第２主リフター５００ｍｂがジャッキダウンし、新設部材を吊降ろして２
つの吊り荷機構４００による新設部材の把持を解除することで、計画位置に新設部材を設
置する（Ｓｔｅｐ４８０）。なお、新設部材の吊上げや吊降しは、第１主リフター５００
ｍａと第２主リフター５００ｍｂのジャッキダウン及びジャッキアップによるほか、ウィ
ンチやホイストといった吊り荷機構４００の動力手段によって行うこともできるし、チェ
ーンブロック（吊り荷機構４００）を利用した人力によることも、あるいはこれらを併用
して行うこともできる。
【００７４】
　ここまでの部材撤去工程（Ｓｔｅｐ４２０）～新設部材設置工程（Ｓｔｅｐ４８０）が
計画された分だけ繰り返し行われると、後片付けを行って（Ｓｔｅｐ１２０）作業を完了
する。なお、ここでは１台のドーリーＤＬが撤去部材や新設部材を運送する例で説明して
いるが、もちろん２以上のドーリーＤＬによって撤去部材や新設部材を運送することもで
きる。また、上記の説明では撤去部材を搬出した後に新設部材を搬入して設置する例を示
しているが、これに限らずあらかじめ新設部材を搬入したうえで構成部材を撤去～搬出し
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、その後に新設部材を設置する手順とすることもできる。
【００７５】
　続いて多基式長尺架設桁型揚重装置２００を用いたケースについて説明する。図１８は
、多基式長尺架設桁型揚重装置２００を用いた場合の本願発明の部材更新方法の主な工程
の流れを示すフロー図である。工事を始めるに当たって、既述したとおりはじめに工事ヤ
ード１００を設定する（Ｓｔｅｐ１１０）。工事ヤード１００を設定すると、リフター５
００を搭載した４台の貨物自動車Ｔｒを工事ヤード１００内に進入させる。このとき貨物
自動車Ｔｒは、工事ヤード１００を設定した車線を通行して、すなわち図１に示す他の車
線を通ることなく（例えば横入りすることなく）、後方側（この場合、終点側）から工事
ヤード１００内に進入させる。
【００７６】
　工事ヤード１００内に搬入された４基のリフター５００は、図１９（ａ）に示すように
前方から第１副リフター５００ｓａ、第１主リフター５００ｍａ、第２主リフター５００
ｍｂ、第２副リフター５００ｓｂの順であって、第１主リフター５００ｍａと第２主リフ
ター５００ｍｂで施工区間１１０を挟むように設置される（Ｓｔｅｐ５１０）。
【００７７】
　所定位置に４基のリフター５００を設置すると、分割部材２１０ａを搭載した貨物自動
車Ｔｒを第１副リフター５００ｓａ～第２主リフター５００ｍｂ間に進入させ、分割部材
２１０ａを連結して架設桁２１０を形成する（Ｓｔｅｐ５２１）とともに、架設桁２１０
に横行可能に１又は２以上の吊り荷機構４００を取り付ける（Ｓｔｅｐ５２２）。もちろ
ん、分割することなく１本の架設桁２１０を用いることもできるし、あらかじめ架設桁２
１０に吊り荷機構４００を取り付けたうえで搬入することもできる。そして図１９（ｂ）
に示すように、架設桁２１０の一端（図１９では左側）を第１副リフター５００ｓａの構
台に固定し、架設桁２１０の中央部を第１主リフター５００ｍａの構台に固定し、架設桁
２１０の他端（図１９では右側）を第２主リフター５００ｍｂの構台に固定する（Ｓｔｅ
ｐ５２３）。
【００７８】
　ここまでの準備が整うと、施工区間１１０で計画され、事前に道路橋から切断された構
成部材を道路橋本体から取り外す（Ｓｔｅｐ５３０）。なお、既に構成部材が撤去され、
撤去部材が施工区間１１０周辺に仮置きされている場合は部材の撤去工程（Ｓｔｅｐ５３
０）を省略することができる。
【００７９】
　構成部材が撤去されると（あるいは撤去部材が用意されると）、図１９（ｃ）に示すよ
うに架設桁２１０に取り付けられた吊り荷機構４００によって撤去部材を把持し、所定の
高さまで吊上げる。なお、撤去部材の吊上げや吊降しは、第１副リフター５００ｓａと第
１主リフター５００ｍａ、第２主リフター５００ｍｂのジャッキダウン及びジャッキアッ
プによるほか、ウィンチやホイストといった吊り荷機構４００の動力手段によって行うこ
ともできるし、チェーンブロック（吊り荷機構４００）を利用した人力によることも、あ
るいはこれらを併用して行うこともできる。
【００８０】
　撤去部材を吊上げると、図１９（ｄ）に示すように、撤去部材が第１副リフター５００
ｓａと第１主リフター５００ｍａの間に位置するまで、撤去部材を前方に移動させる。詳
しくは、撤去部材を把持した吊り荷機構４００を、架設桁２１０に沿って前方に横行させ
ることによって、撤去部材を前方に移動させるわけである。撤去部材が所定位置まで移動
すると、待機していたドーリーＤＬに撤去部材を吊降ろし、吊り荷機構４００による撤去
部材の把持を解除して（Ｓｔｅｐ５４０）、ドーリーＤＬによって撤去部材を工事ヤード
１００外に搬出する。
【００８１】
　構成部材を撤去すると、図２０（ａ）に示すように、架設桁２１０の一端（図２０では
左側）を第１主リフター５００ｍａの構台に固定し、架設桁２１０の中央部を第２主リフ
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ター５００ｍｂの構台に固定し、架設桁２１０の他端（図２０では右側）を第２副リフタ
ー５００ｓｂの構台に固定する（Ｓｔｅｐ５５０）。このとき、第１副リフター５００ｓ
ａ～第２主リフター５００ｍｂに架け渡された架設桁２１０（Ｓｔｅｐ５２０）を取り外
して（あるいはスライドさせて）流用することもできるし、あるいは第１副リフター５０
０ｓａ～第２主リフター５００ｍｂに架け渡された架設桁２１０とは別の新たな架設桁２
１０を第１主リフター５００ｍａ～第２副リフター５００ｓｂに架け渡すこともできる。
【００８２】
　第１主リフター５００ｍａ～第２副リフター５００ｓｂに架設桁２１０を架け渡すと、
新設部材を搭載したドーリーＤＬを工事ヤード１００内に進入させ、さらに新設部材が第
２主リフター５００ｍｂと第２副リフター５００ｓｂの間に位置するまでドーリーＤＬを
移動させる。図２０（ｂ）に示すように新設部材が所定位置まで運び込まれると、架設桁
２１０に取り付けられた吊り荷機構４００によって新設部材を把持して吊上げ、図２０（
ｃ）に示すように施工区間１１０の計画位置まで新設部材を前方に移動させる。詳しくは
、新設部材を把持した２つの吊り荷機構４００を架設桁２１０に沿って前方に横行させる
ことによって、新設部材を前方に移動させるわけである。そして図２０（ｄ）に示すよう
に、新設部材を吊降ろして吊り荷機構４００による新設部材の把持を解除することで、計
画位置に新設部材を設置する（Ｓｔｅｐ５６０）。なお、新設部材の吊上げや吊降しは、
第１主リフター５００ｍａと第２主リフター５００ｍｂ、第２副リフター５００ｓｂのジ
ャッキダウン及びジャッキアップによるほか、ウィンチやホイストといった吊り荷機構４
００の動力手段によって行うこともできるし、チェーンブロック（吊り荷機構４００）を
利用した人力によることも、あるいはこれらを併用して行うこともできる。
【００８３】
　ここまでの部材撤去工程（Ｓｔｅｐ５３０）～新設部材設置工程（Ｓｔｅｐ５６０）が
計画された分だけ繰り返し行われると、後片付けを行って（Ｓｔｅｐ１２０）作業を完了
する。
【００８４】
　多基式長尺架設桁型揚重装置２００は、架設桁２１０を４基のリフター５００（第１主
リフター５００ｍａと第１副リフター５００ｓａ、第２主リフター５００ｍｂ、第２副リ
フター５００ｓｂ）に固定して架け渡した構成とすることもできる。この場合、上記した
第１の架設桁設置（Ｓｔｅｐ５２０）と第２の架設桁設置（Ｓｔｅｐ５５０）を省略する
ことができる。以下、この場合の手順について説明する。
【００８５】
　工事ヤード１００内に搬入された４基のリフター５００が、図２２（ａ）に示すように
前方から第１副リフター５００ｓａ、第１主リフター５００ｍａ、第２主リフター５００
ｍｂ、第２副リフター５００ｓｂの順であって、第１主リフター５００ｍａと第２主リフ
ター５００ｍｂで施工区間１１０を挟むように設置される（Ｓｔｅｐ６１１）。４基のリ
フター５００を設置すると、分割部材２１０ａを搭載した貨物自動車Ｔｒを第１副リフタ
ー５００ｓａ～第２副リフター５００ｓｂ間に進入させ、分割部材２１０ａを連結して架
設桁２１０を形成する（Ｓｔｅｐ６１２）とともに、架設桁２１０に横行可能に１又は２
以上の吊り荷機構４００を取り付ける（Ｓｔｅｐ６１３）。もちろん、分割することなく
１本の架設桁２１０を用いることもできるし、あらかじめ架設桁２１０に吊り荷機構４０
０を取り付けたうえで搬入することもできる。そして図２２（ｂ）に示すように、架設桁
２１０の一端を第１副リフター５００ｓａの構台に固定し、架設桁２１０の中央部を第１
主リフター５００ｍａと第２主リフター５００ｍｂの構台に固定し、架設桁２１０の他端
を第２副リフター５００ｓｂの構台に固定する（Ｓｔｅｐ６１４）。
【００８６】
　ここまでの準備が整うと、施工区間１１０で計画され、事前に道路橋から切断された構
成部材を道路橋本体から取り外す（Ｓｔｅｐ６２０）。なお、既に構成部材が撤去され、
撤去部材が施工区間１１０周辺に仮置きされている場合は部材の撤去工程を省略すること
ができる。
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【００８７】
　構成部材が撤去されると（あるいは撤去部材が用意されると）、図２２（ｃ）に示すよ
うに架設桁２１０に取り付けられた吊り荷機構４００によって撤去部材を把持し、所定の
高さまで吊上げる。なお、撤去部材の吊上げや吊降しは、第１副リフター５００ｓａと第
１主リフター５００ｍａ、第２主リフター５００ｍｂ、第２副リフター５００ｓｂのジャ
ッキダウン及びジャッキアップによるほか、ウィンチやホイストといった吊り荷機構４０
０の動力手段によって行うこともできるし、チェーンブロック（吊り荷機構４００）を利
用した人力によることも、あるいはこれらを併用して行うこともできる。
【００８８】
　撤去部材を吊上げると、図２２（ｄ）に示すように撤去部材が第１副リフター５００ｓ
ａと第１主リフター５００ｍａの間に位置するまで、撤去部材を前方に移動させる。詳し
くは、撤去部材を把持した吊り荷機構４００を、架設桁２１０に沿って前方に横行させる
ことによって、撤去部材を前方に移動させるわけである。撤去部材が所定位置まで移動す
ると、待機していたドーリーＤＬに撤去部材を吊降ろし、吊り荷機構４００による撤去部
材の把持を解除して（Ｓｔｅｐ６３０）、図２３（ａ）に示すようにドーリーＤＬによっ
て撤去部材を工事ヤード１００外に搬出する。
【００８９】
　構成部材を撤去すると、新設部材を搭載したドーリーＤＬを工事ヤード１００内に進入
させ、さらに新設部材が第２主リフター５００ｍｂと第２副リフター５００ｓｂの間に位
置するまでドーリーＤＬを移動させる。図２３（ｂ）に示すように新設部材が所定位置ま
で運び込まれると、架設桁２１０に取り付けられた吊り荷機構４００によって新設部材を
把持して吊上げ、図２３（ｃ）に示すように施工区間１１０の計画位置まで新設部材を前
方に移動させる。詳しくは、新設部材を把持した２つの吊り荷機構４００を架設桁２１０
に沿って前方に横行させることによって、新設部材を前方に移動させるわけである。そし
て図２３（ｄ）に示すように、新設部材を吊降ろして吊り荷機構４００による新設部材の
把持を解除することで、計画位置に新設部材を設置する（Ｓｔｅｐ６４０）。なお、新設
部材の吊上げや吊降しは、第１副リフター５００ｓａと第１主リフター５００ｍａ、第２
主リフター５００ｍｂ、第２副リフター５００ｓｂのジャッキダウン及びジャッキアップ
によるほか、ウィンチやホイストといった吊り荷機構４００の動力手段によって行うこと
もできるし、チェーンブロック（吊り荷機構４００）を利用した人力によることも、ある
いはこれらを併用して行うこともできる。
【００９０】
　ここまでの部材撤去工程（Ｓｔｅｐ６２０）～新設部材設置工程（Ｓｔｅｐ６４０）が
計画された分だけ繰り返し行われると、後片付けを行って（Ｓｔｅｐ１２０）作業を完了
する。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本願発明の揚重装置、及び揚重装置を用いた部材更新方法は、自動車専用道路や一般自
動車道など様々な種類の道路橋に利用することができる。本願発明によれば、供用中の道
路橋を効率よく更新することができ、ひいては道路橋の長寿命化につながることを考えれ
ば、産業上利用できるばかりでなく社会的にも大きな貢献を期待し得る発明といえる。
【符号の説明】
【００９２】
　１００　　　工事ヤード
　１１０　　　施工区間
　２００　　　架設桁型揚重装置
　２１０　　　（架設桁型揚重装置の）架設桁
　２１０ａ　　（架設桁の）分割部材
　２１１　　　（架設桁の）本体桁
　２１２　　　（架設桁の）レール桁
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　３００　　　ウィンチ型揚重装置
　３００ａ　　第１のウィンチ型揚重装置
　３００ｂ　　第２のウィンチ型揚重装置
　４００　　　吊り荷機構
　４１０　　　（吊り荷機構の）吊りロープ
　４２０　　　（吊り荷機構の）移動式係止手段
　４３０　　　（吊り荷機構の）吊り治具
　５００　　　リフター
　５００ｍａ　第１主リフター
　５００ｓａ　第１副リフター
　５００ｍｂ　第２主リフター
　５００ｓｂ　第２副リフター
　５１０　　　（リフターの）支柱
　５２０　　　（リフターの）構台
　５３０　　　（リフターの）吊り係止具
　５４０　　　（リフターの）通行空間
　５５０　　　（リフターの）連結梁
　Ｔｒ　　　　貨物自動車
　ＤＬ　　　　ドーリー

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(28) JP 2018-204427 A 2018.12.27

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】

【手続補正書】
【提出日】平成30年10月17日(2018.10.17)
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路橋の一部を使用した所定区間が工事ヤードとして設定され、該工事ヤード内に設置
された揚重装置を使用して、該工事ヤード内の施工区間で道路橋の構成部材を更新する方
法であって、
　前記揚重装置は、リフターと、架設桁と、吊り荷機構と、を含んで構成され、
　前記リフターは、荷重を支持しかつ上下に伸縮可能な４本の支柱と、４本の該支柱上部
に連結される構台と、を含んで構成されるとともに、貨物自動車が通過可能な通行空間を
有し、
　前記架設桁は、２以上の前記リフターの前記構台に固定されて、該リフター間に架け渡
され、
　前記吊り荷機構は、吊りロープと、該吊りロープの先端に固定された吊り治具と、動力
手段と、を有するとともに、前記架設桁に沿って横行可能に該架設桁に取り付けられ、
　さらに前記揚重装置は、前記施工区間の上方に前記架設桁が配置されるよう設置され、
　前記揚重装置を構築する揚重装置構築工程と、
　前記施工区間における道路橋の構成部材を取り外す撤去工程と、
　前記撤去工程で取り外した撤去部材を前記揚重装置で吊上げるとともに、該撤去部材を
把持した前記吊り荷機構が前記架設桁に沿って横行し、該揚重装置で該撤去部材を貨物自
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動車に吊降ろす撤去部材積載工程と、を備え、
　前記揚重装置構築工程は、
　１基の前記リフターを搭載した貨物自動車が、該リフターを前記施工区間周辺の所定位
置まで搬入するとともに、該施工区間を挟むように２基の該リフターを設置するリフター
設置工程と、
　前記吊り荷機構を取り付けた前記架設桁を、又は前記吊り荷機構とは別体の前記架設桁
を、搬入する工程と、
　前記架設桁の両端を、前記施工区間を挟んで配置されたそれぞれの前記リフターの構台
に固定する工程と、
　２基の前記リフターの前記支柱を伸ばしてジャッキアップする工程と、を有する、
　ことを特徴とする揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項２】
　前記工事ヤードは、前記施工区間が該工事ヤードの後方側に位置するように設定され、
　前記リフター設置工程では、前記リフターを搭載した貨物自動車が、前記工事ヤードを
設定した車線とは異なる車線から横入りすることなく、該工事ヤードの後方から進入し、
　前記撤去部材積載工程では、前記施工区間の前方まで後退してきた貨物自動車に、前記
撤去部材を吊降ろし、
　前記リフター設置工程における貨物自動車、及び前記撤去部材積載工程における貨物自
動車は、前方向きの状態で前記工事ヤード内を移動する、
　ことを特徴とする請求項１記載の揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項３】
　前記撤去部材積載工程では、前記吊り荷機構を用いて、前記撤去部材を吊上げるととも
に、前記撤去部材を吊降ろす、
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項４】
　前記撤去部材積載工程では、リフターの上下伸縮によって、前記撤去部材を吊上げると
ともに、前記撤去部材を吊降ろす、
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の揚重装置を用いた部材更新
方法。
【請求項５】
　前記施工区間の前方まで後退してきた貨物自動車に搭載された新設部材を、前記揚重装
置で吊上げるとともに、該新設部材を把持した前記吊り荷機構が前記架設桁に沿って横行
し、該揚重装置で該新設部材を前記施工区間の計画位置に吊降ろして設置する新設工程を
、
　さらに備え、
　前記新設工程における貨物自動車は、前方向きの状態で前記工事ヤード内を移動する、
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の揚重装置を用いた部材更新
方法。
【請求項６】
　前記新設工程では、前記吊り荷機構を用いて、前記新設部材を吊上げるとともに、前記
新設部材を吊降ろす、
　ことを特徴とする請求項５記載の揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項７】
　前記新設工程では、リフターの上下伸縮によって、前記新設部材を吊上げるとともに、
前記新設部材を吊降ろす、
　ことを特徴とする請求項５又は請求項６記載の揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項８】
　道路橋の一部を使用した所定区間が工事ヤードとして設定され、該工事ヤード内に設置
された第１の揚重装置及び第２の揚重装置を使用して、該工事ヤード内の施工区間で道路
橋の構成部材を更新する方法であって、
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　前記第１の揚重装置及び前記第２の揚重装置は、リフターと吊り荷機構を含んで構成さ
れ、
　前記リフターは、荷重を支持しかつ上下に伸縮可能な４本の支柱を含んで構成されると
ともに、貨物自動車が通過可能な通行空間を有し、
　前記吊り荷機構は、吊りロープと、該吊りロープの先端に固定された吊り治具と、動力
手段を有し、
　前記施工区間における道路橋の構成部材を取り外す撤去工程と、
　前記撤去工程で取り外した撤去部材を貨物自動車に吊降ろす撤去部材積載工程と、
　を備え、
　前記撤去部材積載工程は、
　前記第１の揚重装置及び前記第２の揚重装置の前記動力手段によってそれぞれの前記吊
りロープを巻上げることで、前記吊り治具に把持された前記撤去部材を吊上げる撤去部材
両吊り工程と、
　前記第１の揚重装置の前記動力手段によって前記撤去部材を吊上げた状態で、前記第２
の揚重装置の前記動力手段が前記吊りロープを巻下げることによって、前記撤去部材を前
記第１の揚重装置の下方まで移動させる撤去部材移動工程と、
　前記第１の揚重装置で、前記撤去部材を貨物自動車に吊降ろす撤去部材片降ろし工程と
、を有する、
　ことを特徴とする揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項９】
　貨物自動車に搭載された新設部材を前記施工区間の計画位置に吊降ろして設置する新設
工程を、さらに備え、
　前記新設工程は、
　前記第１の揚重装置及び前記第２の揚重装置の前記動力手段によってそれぞれの前記吊
りロープを巻上げることで、前記吊り治具に把持された前記新設部材を貨物自動車から吊
上げるとともに、貨物自動車が前記施工区間外に移動する新設部材両吊り工程と、
　前記第１の揚重装置の前記動力手段によって前記新設部材を吊上げた状態で、前記第２
の揚重装置の前記動力手段が前記吊りロープを巻下げることによって該新設部材を該第１
の揚重装置の下方まで移動させる新設部材移動工程と、
　前記第１の揚重装置で、前記新設部材を前記施工区間の計画位置に吊降ろす新設部材片
降ろし工程と、を有する、
　ことを特徴とする請求項８記載の揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項１０】
　道路橋の一部を使用した所定区間が工事ヤードとして設定され、該工事ヤード内に設置
された揚重装置を使用して、該工事ヤード内の施工区間で道路橋の構成部材を更新する方
法であって、
　前記揚重装置は、４以上のリフターと、架設桁と、２以上の吊り荷機構と、を含んで構
成され、
　前記リフターは、荷重を支持しかつ上下に伸縮可能な４本の支柱と、４本の該支柱上部
に連結される構台と、を含んで構成されるとともに、貨物自動車が通過可能な通行空間を
有し、
　さらに４以上の前記リフターのうち第１副リフター及び第２副リフターが前記施工区間
を挟んで配置され、第１主リフターが該第１副リフターと該施工区間の間に配置されると
ともに、第２主リフターが該第２副リフターと該施工区間の間に配置され、
　前記架設桁は、前記第１主リフター及び前記第２主リフターの前記構台に固定されて該
リフター間に架け渡され、
　前記吊り荷機構は、吊りロープと、該吊りロープの先端に固定された吊り治具と、動力
手段と、を有するとともに、前記架設桁に沿って横行可能に該架設桁に取り付けられ、
　前記施工区間における道路橋の構成部材を取り外す撤去工程と、
　前記撤去工程で撤去した撤去部材を前記揚重装置で吊上げるとともに、前記架設桁に沿
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って該撤去部材を把持した前記吊り荷機構が横行し、該撤去部材の一端を貨物自動車に吊
降ろすことで、該吊り荷機構と該貨物自動車によって該撤去部材を支持する第１盛替え工
程と、
　前記撤去部材の一端を支持する前記貨物自動車が移動するとともに、前記架設桁に沿っ
て該撤去部材を把持した前記吊り荷機構が横行することによって、該撤去部材の一部が前
記第１副リフターの下方に位置するまで該撤去部材を運送し、該撤去部材の一端の支持を
該貨物自動車から該第１副リフターに移行する第２盛替え工程と、
　前記吊り荷機構と前記第１副リフターによって支持された前記撤去部材を、該撤去部材
の下方まで移動した貨物自動車に吊降ろす撤去部材積載工程と、
　を備えたことを特徴とする揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項１１】
　前記第１盛替え工程では、前記吊り荷機構を用いて、前記撤去部材を吊上げるとともに
、前記撤去部材を吊降ろす、
　ことを特徴とする請求項１０記載の揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項１２】
　前記撤去部材積載工程では、リフターの上下伸縮によって、前記撤去部材を吊上げると
ともに、前記撤去部材を吊降ろす、
　ことを特徴とする請求項１０又は請求項１１記載の揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項１３】
　前記第２主リフターと前記第２副リフターの下方まで運送された新設部材を、前記吊り
荷機構と該第２副リフターによって貨物自動車から吊り上げる新設部材吊上げ工程と、
　前記新設部材の一端を貨物自動車に吊降ろすことで該新設部材の一端の支持を前記第２
副リフターから該貨物自動車に移行し、前記吊り荷機構と該貨物自動車によって該新設部
材を支持する第３盛替え工程と、
　前記新設部材の一端を支持する前記貨物自動車が移動するとともに、前記架設桁に沿っ
て該新設部材を把持した前記吊り荷機構が横行することによって、該新設部材の一部が前
記架設桁の下方に位置するまで該新設部材を運送し、該新設部材の一端の支持を該貨物自
動車から前記吊り荷機構に移行する第４盛替え工程と、
　前記架設桁に沿って前記新設部材を把持した前記吊り荷機構が横行し、前記揚重装置で
該新設部材を前記施工区間の計画位置に吊降ろして設置する新設工程を、
　さらに備えたことを特徴とする請求項１０乃至請求項１２のいずれかに記載の揚重装置
を用いた部材更新方法。
【請求項１４】
　道路橋の一部を使用した所定区間が工事ヤードとして設定され、該工事ヤード内に設置
された揚重装置を使用して、該工事ヤード内の施工区間で道路橋の構成部材を更新する方
法であって、
　前記揚重装置は、４以上のリフターと、架設桁と、吊り荷機構と、を含んで構成され、
　前記リフターは、荷重を支持しかつ上下に伸縮可能な４本の支柱と、４本の該支柱上部
に連結される構台と、を含んで構成されるとともに、貨物自動車が通過可能な通行空間を
有し、
　さらに４以上の前記リフターのうち第１副リフター及び第２副リフターが前記施工区間
を挟んで配置され、第１主リフターが該第１副リフターと該施工区間の間に配置されると
ともに、第２主リフターが該第２副リフターと該施工区間の間に配置され、
　前記架設桁は、前記第１主リフター及び前記第２主リフターを含む３以上の前記リフタ
ーの前記構台に固定されて該リフター間に架け渡され、
　前記吊り荷機構は、吊りロープと、該吊りロープの先端に固定された吊り治具と、動力
手段と、を有するとともに、前記架設桁に沿って横行可能に該架設桁に取り付けられ、
　前記施工区間における道路橋の構成部材を取り外す撤去工程と、
　前記第１主リフター、前記第２主リフター及び前記第１副リフターに前記架設桁を架け
渡す第１架設桁設置工程と、
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　前記撤去工程で撤去した撤去部材を前記揚重装置で吊上げるとともに、前記第１主リフ
ター、前記第２主リフター及び前記第１副リフターに架け渡された前記架設桁に沿って該
撤去部材を把持した前記吊り荷機構が横行し、該揚重装置で該撤去部材を貨物自動車に吊
降ろす撤去部材積載工程と、
　を備えたことを特徴とする揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項１５】
　前記第１主リフター、前記第２主リフター及び前記第２副リフターに前記架設桁を架け
渡す第２架設桁設置工程と、
　貨物自動車に搭載された新設部材を前記揚重装置で吊上げるとともに、前記第１主リフ
ター、前記第２主リフター及び前記第２副リフターに架け渡された前記架設桁に沿って該
新設部材を把持した前記吊り荷機構が横行し、該揚重装置で該新設部材を前記施工区間の
計画位置に吊降ろして設置する新設工程を、
　さらに備えたことを特徴とする請求項１４に記載の揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項１６】
　道路橋の一部を使用した所定区間が工事ヤードとして設定され、該工事ヤード内に設置
された揚重装置を使用して、該工事ヤード内の施工区間で道路橋の構成部材を更新する方
法であって、
　前記揚重装置は、４以上のリフターと、架設桁と、吊り荷機構と、を含んで構成され、
　前記リフターは、荷重を支持しかつ上下に伸縮可能な４本の支柱と、４本の該支柱上部
に連結される構台と、を含んで構成されるとともに、貨物自動車が通過可能な通行空間を
有し、
　さらに４以上の前記リフターのうち第１副リフター及び第２副リフターが前記施工区間
を挟んで配置され、第１主リフターが該第１副リフターと該施工区間の間に配置されると
ともに、第２主リフターが該第２副リフターと該施工区間の間に配置され、
　前記架設桁は、前記第１副リフター、前記第１主リフター、前記第２主リフター及び前
記第２副リフターの前記構台に固定されて該リフター間に架け渡され、
　前記吊り荷機構は、吊りロープと、該吊りロープの先端に固定された吊り治具と、動力
手段と、を有するとともに、前記架設桁に沿って横行可能に該架設桁に取り付けられ、
　前記施工区間における道路橋の構成部材を取り外す撤去工程と、
　前記撤去工程で撤去した撤去部材を前記揚重装置で吊上げるとともに、前記架設桁に沿
って該撤去部材を把持した前記吊り荷機構が横行し、該揚重装置で該撤去部材を貨物自動
車に吊降ろす撤去部材積載工程と、
　を備えたことを特徴とする揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項１７】
　貨物自動車に搭載された新設部材を前記揚重装置で吊上げるとともに、前記架設桁に沿
って該新設部材を把持した前記吊り荷機構が横行し、該揚重装置で該新設部材を前記施工
区間の計画位置に吊降ろして設置する新設工程を、
　さらに備えたことを特徴とする請求項１６に記載の揚重装置を用いた部材更新方法。
【請求項１８】
　前記撤去部材積載工程では、前記吊り荷機構を用いて、前記撤去部材を吊上げるととも
に、前記撤去部材を吊降ろす、
　ことを特徴とする請求項１４乃至請求項１７のいずれかに記載の揚重装置を用いた部材
更新方法。
【請求項１９】
　前記撤去部材積載工程では、リフターの上下伸縮によって、前記撤去部材を吊上げると
ともに、前記撤去部材を吊降ろす、
　ことを特徴とする請求項１４乃至請求項１８のいずれかに記載の揚重装置を用いた部材
更新方法。
【請求項２０】
　前記リフターは、２本の連結梁を有し、４本の前記支柱のうち２本ずつが１本の該連結
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梁で連結され、４本の該支柱は上下に伸縮可能であるとともに、２本の該連結梁は左右に
伸縮可能であり、
　前記リフターが貨物自動車に搭載されて該工事ヤード内に搬入されるとともに、所定位
置で停止した該貨物自動車の荷台上で、２本の前記連結梁が荷台の外側に伸び、さらに４
本の前記支柱が下方に伸びることで４本の該支柱の下端が路面に接地し、前記リフターが
路面上で自立すると貨物自動車が移動するリフター設置工程を、
　さらに備えたことを特徴とする請求項１乃至請求項１９のいずれかに記載の揚重装置を
用いた部材更新方法。
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