
取扱説明書
本取扱説明書は

使用期間中大切に保管してください。 

ICEチェーン
（グレード120）

VIPチェーン
（グレード100）

EG-機械指令2006/42/EG、EG材料使用指令及び
BGR 500 / DGUV 100-500-第2.8章、EN 818、EN 1677準拠
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製造国：ドイツ
製造者：RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
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吊り荷の吊り上げおよび
運搬時の使用方法

1.　リフティングチェーンの選択

1.1　重量
吊り荷の重量をあらかじめ把握してください。

1.2　重心
吊り荷の重心をあらかじめ把握してください。

1.3　吊り上げ方法
2本吊り以上の場合、吊り角度は外角で15°～60°の範囲内に収め
てください。60°を超える吊り角度はリフティングチェーンの過負荷
を招き、15°より小さな吊り角度の場合は吊り荷が不安定になりま
す。チョーク吊りの場合、使用荷重（WLL)は指示された使用荷重の
80%に減らす必要があります。
4本吊りの場合、吊り荷が対称であっても、対角線上反対側の2本の
みが荷重を受ける危険が常にあります。

1.4　非対称の吊り荷
2本吊り以上の際に1本のチェーンを短くしなければならなくなった
場合は、吊り荷のバランスが不均等である可能性があります。有資
格者による点検が必要です。複数本で非対称形状の吊り荷を吊る場
合は、1本吊りの使用荷重が有効になります（BGR 500 / DGUV 
100-500第2.8章による）。

1.5　使用荷重
対称な吊り荷の場合の使用荷重（トン）（表参照）：

RUDチェーンは、DIN EN 818及び1677に準拠して設計され、負
荷サイクル20,000回以上の繰り返し荷重に耐えることができます。

BG推奨事項：著しい動的作用及び永続的動作を伴う場合には、
メカニズムグループ1Bm（DIN EN 818-7内のM3）により、更に
大きな線径のチェーンを使うことで面圧応力を下げなければなり
ません。
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EN818及び1677にて要求される、150%の使用荷重で20,000回の繰り返し疲労テストをクリアしています。



1.6　接続および組み立てについて
RUD製マスターリンクには、クレビスコネクターが組み込まれてい
ます。これにより、チェーン線径に対し誤ったサイズの部材の接続を
防ぎます。
マスターリンクには、点検ゲージとしても使用できる個体識別タグも
付属しています。
ロードピン及び安全ピンは付属した状態で納入されます。
クレビス接続とロードピンにより、組み立てがより簡単になります。

（VIPロードピンは真円形、ICEロードピンは楕円形です。）
クレビス接続システムは、異なる線径の部材同士は接続できない構
造のため、必然的に正しいチェーン線径同士の部材を接続すること
ができます。
クレビス幅Xより大きな線径のチェーンを接続することはできません。
ピン直径Yより小さな線径のチェーンを接続することはできません。
正しい組み合わせのチェーンと、同一の公称線径を持つ部品同士の
みを組み立てられるようになっています。

• 同一グレードのチェーン、部材、接
続ピンのみを使用します。

• ロードピン固定用の安全ピンは、外
側にある溝で取り付けてください。

• スリーブピンは一度外したら再利用
できません。

• 予備部品は純正品のみ使用可能で
す。

注意：

他メーカーの吊り金具、及びチェーンとの組み合わせは禁止されています。

• 当社純正のチェーンで組み立てられていることを確
認してください。

• このマークは、欧州指令の技術要件を満たしている
ことを表すマークです。

以下の規則に留意してください。　
EN 818-1、 EN 818-2、 EN 818-4、 EN 1677、 BGR 500 / 
DGUV 100-500第2.8章、及び国の相応の法規制
これらの基準や法規制、使用方法に従わずに起きた損害について
は、保証の対象外となります。

フールプルーフシステム
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2．　リフティングチェーンの使用方法
リフティングチェーン製品は、規則
BGR 500 / DGUV 100- 500
第2.8章、もしくは各国の法規制に従
い、注意して使用してください。吊り作
業の際は安全な場所へ退避してくだ
さい。監視者がいない状態で吊り荷を
吊り上げたままにしないでください。

初めて吊り作業をする場合は、事前に以下の事項を確認してくだ
さい。
• チェーン製品が注文したものと一致していること
• 品質証明書が同梱されていること
• 組立製品のタグに記された事項が、品質証明書の記載事項に

合致すること
• 詳細がファイリングまたはデータベースに登録されていること

登録された文書の内容には、チェーン製品に関する記述のほか
に、固有の証明書（試験証明書の担当者や適合宣言書の参照
番号）も必要となります。

2.1　取り扱い
リフティングチェーンは、ねじれや結び目や破損のない、まっすぐ垂
れ下がった状態で使用してください。フックの先端で吊り上げてはい
けません。不用意に外れることのないよう、フックにはセーフティラッ
チが取り付けられていなければなりません。
セーフティラッチの無いフックを使用する場合は、事前にリスク評価
を実施し、一層の注意を払って吊り作業を実施します。長さ調整金
具を使用する場合は、その技術要件に関してDIN 5692:2011-4を
参照してください。
マスターリンクは、クレーンフックの底部で自由に動けなければなり
ません。

衝撃荷重は避けてください。シャープエッジとの接触によりチェーン
リンクやチェーン部品が曲がったり損傷することがあります。シャー
プエッジがある場合は、エッジプロテクションを使うか、より大きい
チェーンを使うか、使用荷重を20%減少させて使用してください。
ユーザー自身が部品を改造した場合は、安全衛生要件を見直し、リス
ク評価を再実施し、それに伴う必要なアクションを実行してください。

ピン打ち：
十字形を通して緩んだチェーンを引っ
張ります。チェーンを所定の位置で固
定し、ロックピン🄰を打ち込みます。
これにより、マルチショートニングク
ローがチェーンに固定されます。最
大限に調整するために、上部から取
り付けて固定することを推奨します。
チェーンをポケットに滑り込ませて固
定します。

固定：
IMVK/VMVKを緩んだ状態で移動
させ、任意のチェーンリンクを1のポ
ケットに挿入します。チェーンを引き
下ろし、固定ボタン3を押さえます。
固定ボタンから手を放すとロックしま
す。ロックしていることを確認します。
ロックを外すには、固定ボタン3を押
しながら、上記手順を逆の順序で実
施します。

注意：
ロックピンを打ち込まずにIMVK/
VMVKを使用する場合、チェーンは
常にロッキングスロット🄱に完全に収
まっていなければなりません。
チェーンを引っ張ったり取り付けたり
する場合は、吊り上げが完了するま
でチェーンがロッキングスロット🄱に
残っていることを確認します。

この部分のチェーン
に負荷を与えないで
ください

負
荷

方
向

負
荷

方
向

この 部 分 の
チェーンに負
荷を与えない
でください

ユーザーへのアドバイス　　バスケット吊り用チェーンの組み立てが容易になります。

緩んだチェーンが常に
下を向いているように
してください。

負荷 負荷

マルチショートニングクロー（ ICE-IMVK / VIP-VMVK ）
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セルフロッキングフック（ ICE-IAGH / VIP-VAGH-S ）の使用方法

2.2　複数本吊りチェーンセットのうち、すべてのチェーンを使わず吊り作業をする場合

2.3　スリングチェーンの保管方法
スリングチェーンは、吊り下げた状態で保管してください。

2.4　高温/低温の影響
200°C以上の高温環境（鉄鋼生産、鍛造、鋳造などの高温環境）で
スリングチェーンを使用する場合、使用荷重は以下の表に従って減
少します。

VIP:-40℃以下、ICE:-60℃以下の温度でリフティングチェーンを
使用しないでください。
VIP:380℃以上、ICE:300℃以上の温度での使用は禁止されて
います。
チェーンスリングが以下の温度になった場合の使用荷重減少率（%）

特殊な蛍光ピンク色粉体コーティングにより、チェーンが使用され
た最高温度を示します。
高温雰囲気で使用すると、特殊蛍光ピンク色のパウダーコーティン
グが永久変色します。ピンク色が黒褐色に変化したら、チェーンを交

手動でIAGH/VAGH-Sを
閉めます

ロックレバーを押し上げる
＝IAGH/VAGH-Sがロックされます

ロックレバーを押し下げる
＝IAGH/VAGH-Sが開けるようになります

チェーンセット

2本吊
３本・４本吊
３本・４本吊

１
２
１

１／２
２／３
１／３

使用する本数 使用荷重の計算方法

換するか、点検のために弊社まで送り返してください。（ピンク色から
黒褐色への変化は、ICE:300°C、VIP：380℃を超える温度環境で
使用された場合に起こります。1度色が変わると、温度が下がっても
元の色には戻りません。）
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ICEチェーンの色変化

225℃ 250℃ 275℃ 300℃

VIPチェーンの色変化

225℃ 250℃ 275℃ 300℃ 320℃ 350℃ 375℃ 380℃



3　点検と試験

3.1　目視試験及び機能試験
スリングチェーン管理のため、専門家による定期点検を12か月以内
の頻度で実施してください。使用条件（例えば、恒久的な使用なの
か、摩耗や腐食が進行していないか等）に応じて、早めに点検を実施
します。管理ファイルへの点検結果の記録は、専門の担当者が実施
してください。試験手順、その他の記録を保存します。以下の事態が
起きた場合は、ただちにスリングチェーンを取り外し、保守管理や修
理に出してください。

a） 識別タグが読めない、あるいはタグの紛失。

b） チェーン、部品、マスターリンクのねじれ、変形、破損。

c） 個々のリンクの塑性変形により、3dのピッチに対して5%以上
     チェーンが伸びた場合。

ロードピンの最大許容摩耗：  ICE=15%　VIP=10%

d） 外側、チェーンの連結部での摩耗に起因するチェーンリンクの
    摩耗。

摩耗をノギスで測定する場合、チェーンが緩んだ状態で行ってくだ
さい。10%(dm)までの摩耗は許容範囲です。

e) 切れ目、打痕、溝、損傷、腐食、熱による変色、曲がりやねじれのあ
るチェーンまたは部材の使用は中止してください。

　 特に引張強度領域で発生した深い刻み目、横方向のシャープエッ
ジによる刻み目があってはいけません。

f） フックの口幅が公称値の10 %を超えないこと。
     エンボス加工のマークと最大測定値Fmaxを参照してください。

ラッチがしっかりと閉じるように、
セーフティラッチはフック先端に
滑り込ませるようにします。刻み目
がないか、フックの窪み部を注意
深く検査してください。

 dm =平均リンク幅
d1 / d2 =実寸
d =公称サイズ

2.5　化学的影響
スリングチェーンは、化学的影響（酸性/アルカリ性の溶液/蒸気）を
受ける場所で使用しないでください。酸洗い/溶融亜鉛メッキ工場で
は使用してはいけません。BGR 150 / DGUV 109-004（ドイツ以
外では各国の法規制）に記載の特別な指示に留意してください。 

2.6　その他の影響
スリングチェーンを化学薬品中で使用する場合は、事前に薬品濃
度、浸漬時間、使用温度について当社に問い合わせてください。 
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4　修理と保守管理
修理作業は、必要な知識と技術を備えた技術者のみが行うことがで
きます。故障があったり、曲がったり、ねじれたり、著しく変形したりし
た部品やチェーンは交換してください。
チェーンとともに、付随する部材全体を交換してください。刻み目や
溝のような微細なキズは、注意深く研磨して取り除いてください（切
欠き効果を防ぐため）。材料の断面積が10%以上低減してはいけま
せん。チェーンや部品上の溶接は禁止されています。

ピン直径の最大許容摩耗：  ICE=15%　VIP=10%

3.2　亀裂検査
目視確認より詳細な検査は、該当する国の法規制に従ってください。
ルッドは、BGR 500 / DGUV 100-500第2.8章に従って、少なく
とも3年後の亀裂検査の実施を推奨します。
亀裂は磁気探傷試験によってのみ発見されるので、チェーンや部品
の耐荷重試験だけでは不十分です。

線径の摩耗試験

統合チェーン試験ゲージ付き（上：ICE、下：VIP）識別タグ
＜特許取得済＞

過負荷によって引き
起こされる塑性伸び
の試験

線径の摩耗によって
引き起こされるピッ
チ伸びの試験

ロードピンや安全ピンの交換には、
基本的に新品を用いてください。
ルッド純正の予備部品のみを使用して
ください。
ICEチェーンを接続する場合は、ICE
部品（「ICE」と刻印）のみが使用可能
です。
VIPチェーンを接続する場合は、VIP
部品（「VIP」と刻印）のみが使用可能です。

RUD-ID Net®を使用する場合は、実施されたすべての修理を管理
ファイルに記録し、データベースに注記する必要があります。 

他メーカーの部品を組み合わせることは禁止されています。

5　文書記録

5.1　管理ファイル
管理ファイルには、チェーンスリングの履歴が記録されます。内容
は、最初の記録（第2項）、検査/試験の日付（第3項）、修理/保守管理

（第4項）です。修理をした場合、その理由も記録します。管理ファイ
ル内の記録は、スリングチェーンの全使用期間にわたるユーザーに
よる定期的な管理測定結果の証拠となります。

法定要件や、事業者団体が承認した作業標準を注意深く順守してく
ださい。

独ルッド社の試験担当者は、最新の機器設備を使用し、EN 473に
準拠して教育を受けた専門家です。試験証明書は、EUの実際の法
律に準拠し、BGR 500 / DGUV 100-500に従ったものとなりま
す。試験により安全が保証され、付加価値が保たれます。 

ルッドの検査サービスにより、当分野における完全な安全サービス
を直接お客様にお届けします。

当社は、別途記載の6項目の安全プログラムに基づき、あらゆるリフ
ティング機器の試験を実施しています。

登録

亀裂検査

視覚管理

保守管理

測定

認定

注意
異なるグレードの製品を組み合わせてはいけません。

5.2　RUD-RFID
各部品にはRUD-ID-Point®が埋め
込まれ、識別番号で明確に関係付け
られます。この番号はRUD-ID-EAS-
CHECK®リーダーで識別することが
でき、データはAYE-D.NET-アプリ
ケーションに転送できます。
このアプリケーションは、お客様の製品管理と文書管理をサポート
します。
詳細は当社ウェブサイトをご覧になるか、当社の代理店にお尋ねく
ださい。
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