
JP 6151528 B2 2017.6.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の天井空間に設置される空調ユニットであって、
　床材ユニット部と、前記床材ユニット部の下方に合体される架台ユニット部とを備え、
　前記床材ユニット部は、床材と、前記床材の下面に取り付けられた小梁を有し、
　前記架台ユニット部は、空調機器が載置されるベース部材と、前記ベース部材の上面に
取り付けられた支柱部材を有し、
　前記小梁の下端と、前記支柱部材の上端とを接合することにより、前記床材ユニット部
と前記架台ユニット部が合体される空調ユニットを用いた施工方法であって、
　前記架台ユニット部に空調機器を載置した後、前記床材ユニット部と前記架台ユニット
部を合体させて前記空調ユニットを形成し、
　前記空調ユニットを揚重して、建物の大梁に取り付けることを特徴とする、空調ユニッ
トの施工方法。
【請求項２】
　前記床材ユニット部と架台ユニット部を合体する前、または、前記床材ユニット部と架
台ユニット部を合体した後、前記架台ユニット部に載置された空調機器にダクトまたは配
管が取り付けられることを特徴とする、請求項１に記載の空調ユニットの施工方法。
【請求項３】
　前記床材ユニット部と架台ユニット部を合体した後、前記空調ユニットを揚重する前に
、前記空調ユニットの縁部に床材の撓み防止部材が取り付けられることを特徴とする、請
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求項１または２に記載の空調ユニットの施工方法。
【請求項４】
　前記床材ユニット部の小梁を、建物の大梁に接合することにより、前記空調ユニットを
建物の大梁に取り付けることを特徴とする、請求項１～３のいずれかに記載の空調ユニッ
トの施工方法。
【請求項５】
　空調機器を有しないダクト・配管ユニットを備え、
　建物の大梁に、前記空調ユニットと前記ダクト・配管ユニットを取り付け、
　前記空調ユニットと前記ダクト・配管ユニットの間で、ダクトまたは配管を接続するこ
とを特徴とする、請求項１～４のいずれかに記載の空調ユニットの施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の天井空間に設置される空調ユニットを用いた施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、例えば建物の天井空間などに空調設備を設置することが行われている。空調
設備の設置については、建物の建築工事において、短工期に対応して、工場であらかじめ
配管やダクトなどの設備部材を車両搬入可能な単位で組み付けた空調ユニットを工事現場
に搬入し、据え付けるプレハブ工法が行われている。また、建物を構成するデッキプレー
トなどの床材に空調設備機器を組み付けて揚重する「フロアユニット工法」も知られてい
る。これらによればプレハブ化された部位以外の配管やダクトの敷設と並行して、工場で
建築躯体の一部と一体となった部材が製作されるため、工期の短縮に寄与できる他、工事
現場で作業空間への制約が少ない、現場で作業する人員の削減により安全対策に寄与する
、などといったメリットがある。
【０００３】
　このような空調設備の設置について、関連する先行特許として、特許文献１には、敷地
の狭い現場で、施工中の階にフロアユニットを保管し、上階の大梁の建方と同時にその大
梁にフロアユニットを組み付ける工法が開示されている。また、特許文献２には、大梁に
足場ユニットを吊り下げ、架け渡していない小梁を大梁間に取り付ける工法が開示されて
いる。一方、特許文献３には、予め工場で製造した空調設備ユニットを施工現場に輸送し
て、天井に取り付けることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１２８３６号公報
【特許文献２】特開２００９－８４９２０号公報
【特許文献３】特開平６－１４７６２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　建物には執務、作業、居住、生産など空間を利用する本来の用途で広く使用したいニー
ズがある。そこで、空調機器などの設備機器を天井近傍に組み付けた、いわば天吊の空調
機械室を形成することが考えられる。一方、工場や倉庫・物流施設、スポーツ・レジャー
施設、宗教施設などでは、その工程や建物内部での活動に応じて天井が高く形成されるこ
とが珍しくない。すると、「天吊の空調機械室」の実現には高所作業での作業員の墜落等
の危険を極力低減する必要がある。
【０００６】
　天吊の空調機械室を実現するために鉄骨梁に逐一空調機器やダクト等を組み付けていて
は、高所作業に対して作業足場をまず構築しなければならず、またそこまでの作業者の昇
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降や資材の搬入の手間から作業効率が悪い。また足場があるとはいえ高所作業には慎重な
注意が必要となる。
【０００７】
　また、特許文献３に示されるように、ユニット化とその一括揚重による高所作業の軽減
が考えられるが、そのような施工には次のような難点がある。すなわち、空調機器などの
重量物に床材を組み付けたユニットは、車両に積載して現場に搬入することが困難である
。また、ユニットを施工現場で形成する場合は、作業者や工程が輻輳し、作業の進捗が懸
念される。
【０００８】
　ここで、デッキプレート等床材の下に空調機を組み付ければ後続の作業は簡単となる。
しかし、組み付け手順に制約がある。先に床材と空調機を固定する枠材を枠組みしておく
と空調機等の設備部材に対する雨対策となるが、すると空調機の搬入据付が制約される。
また、先に空調機を最小限の支持鋼材に組み付けると、配管やその支持鋼材、床材と床材
の下に吊下げる部材の施工が後に続き、揚重までに時間を要する。加えて、床材ユニット
には小梁が取り付けられて揚重されることがあるが、鋼材や貫通箇所に耐火被覆等の防火
対策を施す必要があり、ユニット化の合間に部材の間の作業空間で行うには作業効率が悪
くなる。また、空調機を備えたフロアユニットは重量があり、揚重前後のユニットの損傷
が懸念される。
【０００９】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、施工現場でのユニット化の作業と高
所作業に要する負担をなるべく軽減できる空調ユニットの施工方法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】
【００１０】
　前記の目的を達成するため、本発明によれば、建物の天井空間に設置される空調ユニッ
トであって、床材ユニット部と、前記床材ユニット部の下方に合体される架台ユニット部
とを備え、前記床材ユニット部は、床材と、前記床材の下面に取り付けられた小梁を有し
、前記架台ユニット部は、空調機器が載置されるベース部材と、前記ベース部材の上面に
取り付けられた支柱部材を有し、前記小梁の下端と、前記支柱部材の上端とを接合するこ
とにより、前記床材ユニット部と前記架台ユニット部が合体される空調ユニットを用いた
施工方法であって、前記架台ユニット部に空調機器を載置した後、前記床材ユニット部と
前記架台ユニット部を合体させて前記空調ユニットを形成し、前記空調ユニットを揚重し
て、建物の大梁に取り付けることを特徴とする、空調ユニットの施工方法が提供される。
【００１３】
　この施工方法において、前記床材ユニット部と架台ユニット部を合体する前、または、
前記床材ユニット部と架台ユニット部を合体した後、前記架台ユニット部に載置された空
調機器にダクトまたは配管が取り付けられても良い。また、前記床材ユニット部と架台ユ
ニット部を合体した後、前記空調ユニットを揚重する前に、前記空調ユニットの縁部に床
材の撓み防止部材が取り付けられても良い。また、前記床材ユニット部の小梁を、建物の
大梁に接合することにより、前記空調ユニットを建物の大梁に取り付けることもできる。
さらに、空調機器を有しないダクト・配管ユニットを備え、建物の大梁に、前記空調ユニ
ットと前記ダクト・配管ユニットを取り付け、前記空調ユニットと前記ダクト・配管ユニ
ットの間で、ダクトまたは配管を接続するようにしても良い。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、空調ユニットが床材ユニット部と架台ユニット部に分割されているの
で、例えば床材ユニット部と架台ユニット部を工場などで制作し、車両に積載して施工現
場に搬入することも可能である。この場合、施工現場では、架台ユニット部に空調機器を
載置させ、床材ユニット部と架台ユニット部を合体させることにより、容易に空調ユニッ
トを組み立てることができる。
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【００１５】
　また、こうして合体させた空調ユニットを揚重して建物の大梁に取り付けることにより
、建物の天井空間などに空調設備を設置できる。このため、施工現場でのユニット化の作
業と高所作業に要する負担が軽減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】床材ユニット部の側面図である。
【図２】架台ユニット部の側面図である。
【図３】本実施の形態にかかる空調ユニットの側面図である。
【図４】図３と直交する方向から見た、本実施の形態にかかる空調ユニットの側面図であ
る。
【図５】支柱部材に設けた棚を利用して配管等を固定する状態の説明図である。
【図６】建物の大梁に空調ユニットを取り付ける状態の説明図である。
【図７】ダクトや配管などの接続が行われる状態の説明図である。
【図８】建物の任意の階における空調ユニットと縦シャフトの設置例を示す説明図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。本発明の実施の形態にかかる空調ユニッ
ト１は、床材ユニット部２と架台ユニット部３を合体することにより形成される。なお、
本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一
の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１８】
　図１に示すように、床材ユニット部２は、床材１０と、この床材１０の下面に取り付け
られた小梁１１を有している。床材１０として、例えばデッキプレートが用いられる。ま
た、小梁１１には、例えばＨ鋼が用いられる。
【００１９】
　床材ユニット部２を製作する場合、図１に示すように、例えば、モルタルを打設した土
台１２の上に小梁受け１３を水平に設置する。そして、小梁受け１３の上面に適当な間隔
で小梁１１を平行に並べ、さらに小梁１１の上に床材１０を載せる。土台１２は、床材１
０の両端が同じ高さになるように形成されている。また、床材１０が水平となるように、
床材１０の両端を、端部受け１５によって支持している。なお、小梁１１の上に床材１０
を載せる場合、ジャッキを２台用いると作業時に高さ調整できるが、この実施の形態では
、水平を確実に確保するために、土台１２をモルタルで形成している。
【００２０】
　床材１０の下面と小梁１１の上面を溶接して、床材１０の下面に小梁１１を取り付ける
。あらかじめ小梁受け１３と直交する方向に複数本の小梁１１を平行に並べて設置し、小
梁１１の上に床材１０を載せて、両者の接点を溶接する。
【００２１】
　小梁１１の長さ（図１において紙面に対して直交する方向における小梁１１の長さ）は
、床材１０の幅（図１において紙面に対して直交する方向における床材１０の幅）よりも
長く設定されている。図４から理解されるように、床材１０の下面に取り付けられた小梁
１１の両端（図１において紙面に対して直交する方向の両端）は、床材１０の両端からさ
らに外側に突出している。
【００２２】
　床材１０には、アンカー１６を適宜取り付けても良い。この場合、アンカー１６の装着
は、床材１０の上から穿孔して、アンカー１６を打設することによって行うことができる
。ここで用いるアンカー１６には、例えば、商品名「ロケットサート」として市場で入手
できる商品を用いるとよい。「ロケットサート」は、ゴムパッキンの上から金具が差し込
まれる構造であり、雨天時の雨水の流下を防止できる。アンカー１６に全ネジをねじ込ん
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でおけば、後述の作業で、ダクト３１や配管３２の吊り下げなどに利用できるので便利で
ある。
【００２３】
　また、アンカー１６を打設した後に、ロックウール粒状綿とセメントを主原料とする耐
火材を小梁１１の側面や床材１０の裏面に吹き付ける、あるいは、貼りつける等して、耐
火被覆を施すと良い。なお、耐火被覆を施す場合、例えば、床材１０をリフトにより防火
対象物の高さに応じて昇降させて作業を行うことも自在である。
【００２４】
　また、床材ユニット部２の製作と並行して、あるいは、床材ユニット部２の製作と異な
る適宜のタイミングで、架台ユニット部３を製作する。図２に示すように、架台ユニット
部３は、空調機器３０が載置されるベース部材２０と、このベース部材２０の上面に垂直
に取り付けられた複数本の支柱部材２１を有している。支柱部材２１は、架台ユニット部
３に載置される空調機器３０を囲むように、ベース部材２０に例えば９本取り付けれられ
る。この実施の形態では、それら支柱部材２１を水平に線で結ぶと、平面視で長い長方形
と正方形に近い長方形（空調機器用スペース）といった二種の四角形が接するような配置
にされている。
【００２５】
　ベース部材２０は、Ｈ鋼などの鋼材を縦横に渡して枠組みしたものである。また、ベー
ス部材２０の上面に垂直に取り付けられる支柱部材２１にも、Ｈ鋼などの鋼材が用いられ
る。これらベース部材２０や支柱部材２１に用いられる鋼材は、亜鉛メッキされており、
耐食性がある。このように、床材ユニット部２を架台ユニット部３と別に製作することに
より、作業の自由度が高いという利点がある。
【００２６】
　そして、図３、４に示すように、本発明の実施の形態にかかる空調ユニット１は、架台
ユニット部３の上方に床材ユニット部２を配置し、次のような手順に従って、両者を合体
させることにより形成される。
【００２７】
　先ず、架台ユニット部３の上方に床材ユニット部２を移動させる前に、架台ユニット部
３の上から空調機器３０を吊り降ろし、架台ユニット部３のベース部材２０の上であって
、支柱部材２１の間に空調機器３０を載置させ、据え付けを行う。ここで載置される空調
機器３０は空調空間への調和空気を供給するものであり、例えば、エアハンドリングユニ
ットが主要載置部材である。エアハンドリングユニットは、例えば重量が１００ｋｇを超
え、直膨式であれば１トンを超える場合もある。空調機器３０は、クレーンやリフト等の
揚重機を用いてベース部材２０の上に載置され、ベース部材２０にあけた穴と空調機器３
０のベースプレートのボルト穴を介して、Ｍ１６等のボルト３０’を用いて固定される。
なお、必要に応じ、防振架台を介してベース部材２０の上に空調機器３０を固定しても良
い。
【００２８】
　また、空調機器３０には、空調機器３０で作った空調空気を建物内に給気するためダク
ト３１や、空調機器３０に冷媒などを供給する配管３２と付属機器類が接続される。架台
ユニット部３の上方に床材ユニット部２を移動させる前の段階で、架台ユニット部３への
空調機器３０の据え付けが行われるので、架台ユニット部３の上部がまだ開放されている
状態で、空調機器３０の取り付け作業を置こうなうことができる。この場合、予めダクト
３１や配管３２などを空調機器３０に接続した状態で、空調機器３０と一緒にダクト３１
や配管３２などを吊り降ろしてベース部材２０の上に載置させることもできる。ここでは
、空調機器３０の固定は、例えばエアハンドリングユニットの底部フレームと、ベース部
材２０としてのＨ鋼を、Ｍ１６等のボルト３０’で固定している。
【００２９】
　ここで、空調機器３０に接続される配管３２や付属機器類などの設置する場合、図５に
示すように、支柱部材２１に棚２２を適宜設けておき、この棚２２を利用して配管３２や
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付属機器類などを固定することもできる。また、配管３２や付属機器類などを、支柱部材
２１に直接固定しても良い。架台ユニット部３において、このように支柱部材２１や棚２
２を利用することにより、空調機器３０に接続される配管３２や付属機器類などを整理し
た状態で設置できるといった利点がある。
【００３０】
　なお、空調機器３０に接続したダクト３１や配管３２の先端が開放されたままであると
、ダクト３１や配管３２の内部に異物や塵埃の侵入する心配がある。このため、空調機器
３０に接続したダクト３１や配管３２の先端には、養生シートやフィルム、エアキャップ
などのカバー３３を適宜取り付けて塞いでおくとよい。また、カバー３３によって、ダク
ト３１や配管３２の先端を保護しておくこともできる。なお、符号３２’はドレン管であ
り、ベース部材２０に渡した台板から支持部材を介して外部に向けて延び、下向き勾配で
支柱部材２１の端部にクリップ止めされている。
【００３１】
　次に、床材ユニット部２をクレーン（図示せず）で吊り上げ、架台ユニット部３の上方
に床材ユニット部２を移動させ、架台ユニット部３の支柱部材２１の上端に、床材ユニッ
ト部２の小梁１１の下端を載せるようにして、架台ユニット部３の上に床材ユニット部２
を載置させる。なお、クレーンで吊り上げた状態で床材ユニット部２を水平移動させるこ
とによって、支柱部材２１の上端に床材ユニット部２の小梁１１の下端を載せるように位
置決めすることができる。こうして、小梁１１の下端と支柱部材２１の上端とを突き合せ
た状態で両者を溶接して接合する。こうして、床材ユニット部２と架台ユニット部３を合
体させることにより、空調ユニット１が形成される。
【００３２】
　また、こうして床材ユニット部２と架台ユニット部３を合体させた際に、空調ユニット
１の縁部に、床材１０の撓み防止部材３５を取り付けると良い。撓み防止部材３５には、
鋼管パイプや形鋼などの鉄骨を利用することができる。撓み防止部材３５は、床材１０と
ベース部材２０の間に垂直に配置しても良いし、筋交となるように斜めに配置しても良い
。空調ユニット１の縁部に撓み防止部材３５を取り付けることにより、空調ユニット１全
体の変形を確実に防止できる。
【００３３】
　また、このように床材ユニット部２と架台ユニット部３を合体させて空調ユニット１を
形成した後に、空調機器３０にダクト３１や配管３２などを接続しても良い。このように
空調ユニット１を形成した後にダクト３１や配管３２の接続作業を行えば、床材ユニット
部２の床材１０が屋根となるので、雨天などでも作業がしやすくなる。また、ダクト３１
や配管３２などを接続する際に、床材１０に設けたアンカー１６を利用して、ダクト３１
や配管３２を吊り下げて固定することもできる。これらの作業や、前述のアンカー１６の
貫通部の耐火処理作業なども、架台ユニット部３の上部の開放されたスペースで行うこと
ができ、自由度が高いといえる。また、ダクト３１や配管３２は、Ｕバンド等を用いて支
柱部材２１などに適宜固定しても良い。なお、このように空調ユニット１の合体後に、ダ
クト３１や配管３２などを接続する場合、それらの接続作業が終了した後で、撓み防止部
材３５を取り付けると良い。
【００３４】
　次に、形成された空調ユニット１を揚重して建物５の上方に吊り上げ、図６に示すよう
に、建物５の大梁４０に空調ユニット１を取り付ける。空調ユニット１の重量は、設備部
材で約５トン、鉄骨などで約１０トン、治具などが約１５トンで、合計約３０トンである
。これをクローラクレーンで揚重する。また、空調ユニット１の大きさは、例えば１２ｍ
×９ｍ（高さ３．２ｍ）の寸法であり、四隅から吊り元をとり通常の玉掛けにて吊り上げ
て、建物５の大梁４０の上から吊り降ろす。
【００３５】
　そして、図７に示すように、空調ユニット１において床材１０の両端から外側に突出し
ている小梁１１の両端を建物５の大梁４０の内側に移動させ、小梁１１を大梁４０の上端
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よりも若干下の位置まで下降させて、両者に設けたガセットプレートとプレート穴（図示
せず）を用いて、空調ユニット１を建物５にボルトで接合する。これにより、建物５に対
する空調ユニット１の取り付けと、床材１０の敷設を同時に行うことが可能となる。
【００３６】
　空調ユニット１の設置後、空調ユニット１同士の間や、建物５に設けられた縦シャフト
４１と空調ユニット１との間で、ダクト３１や配管３２などの接続が行われる。例えば図
８に示すように、建物５の任意の階（フロア）において、建物５の規模に応じて、相当数
の空調ユニット１が設置される。また、図８において、符号１’は空調機器３０を有しな
いダクト・配管ユニットであり、建物５内には、空調機器３０を備える空調ユニット１の
他に、空調機器３０を有せずに、ダクトや配管を備えるダクト・配管ユニット１’が適宜
配置される。建物５の各階において、前述の方法によって空調ユニット１やダクト・配管
ユニットドレン管１’が大梁４０に取り付けられて適当な配置に設置され、それら空調ユ
ニット１やダクト・配管ユニットドレン管１’と縦シャフト４１の間でダクト３１や配管
３２の接続、さらに電気系統の配線工事などが行われる。なお、このようにダクト３１や
配管３２などを接続する場合は、カバー３３を取り外す。例えば、空調機器３０からの給
気は、建物５内において分散して給気できるように、適当な間隔をおいて配置された吹出
口までダクト３１で搬送される。そのための経路が、空調ユニット１が設置された建物５
内の天井空間に構築される。また同様に、建物５内の天井空間に、チラーや冷水の配管や
冷媒配管などが敷設され、縦シャフト４１に収められる竪管等に適宜接続される。それら
のダクト３１や配管３２は、建物５内の天井空間において、空調ユニット１に設けたアン
カー１６や支柱部材２１、棚２２、ベース部材２０などを利用して適宜設置され、固定さ
れる。ダクト３１（配管３２）ユニットについても同様である。なお、空調ユニット１と
ダクト３１（配管３２）ユニットとの間、空調ユニット１同士の間や空調ユニット１と縦
シャフト４１との間で、例えば１ｍ程度の隙間が空くように各空調ユニット１を配置すれ
ば、その隙間を利用してダクト３１や配管３２などの接続作業を行うことができ、また、
隙間によって、空調ユニット１同士の間や空調ユニット１と縦シャフト４１との間におけ
る互いのダクト３１や配管３２などの位置調整（誤差吸収）を容易に行うことができる。
なお、建物５を天井ボードを貼らないデッキプレート直天の構造とすれば、ダクト３１を
アンカー１６や支柱部材２１などに固定し、先端に取り付けたノズルを介して空調空気を
吹き出すことができる。
【００３７】
　以上に説明したように、空調ユニット１を床材ユニット部２と架台ユニット部３の２つ
に分割できるので、例えば床材ユニット部２と架台ユニット部３を工場などで制作し、車
両に積載して施工現場に搬入することも可能である。また、施工現場では、架台ユニット
部１に空調機器３０を載置させて、床材ユニット部２と架台ユニット部３を合体させるこ
とにより、容易に空調ユニット１を組み立てることができる。また、クローラクレーンな
どで空調ユニット１を揚重して建物５の大梁４０に取り付けることにより、建物５の天井
空間などに空調設備を設置できる。このため、施工現場でのユニット化の作業と高所作業
に要する負担が軽減できる。なお、施工現場では、床材ユニット部２と架台ユニット部３
は、分割した状態で重ねてストックしておくこともできる。
【００３８】
　以上、本発明の好適な実施の形態の一例を説明したが、本発明はここに示した形態に限
定されない。例えば、空調ユニット１には、空調機器３０などの他に、消火配管、衛生配
管、手すり、メンテナンス通路、電気配線等、空調機能以外の部材や設備も設けることが
できる。また、ダクト３１や配管３２などの保温処理、計装工事、耐火被覆処理を行うこ
ともできる。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明は、建物の空調設備の構築に有用である。
【符号の説明】
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【００４０】
１　空調ユニット
２　床材ユニット部
３　架台ユニット部
５　建物
１０　床材１０
１１　小梁
１２　土台
１３　小梁受け
１５　端部受け
１６　アンカー
２０　ベース部材
２１　支柱部材
２２　棚
３０　空調機器
３１　ダクト
３２　配管
３３　カバー
３５　撓み防止部材
４０　大梁
４１　縦シャフト

【図１】 【図２】
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