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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既存構造物の外壁に新たに外壁パネルを取り付ける外壁改修方法であって、
　前記構造物の最上部の外壁面にゴンドラを配置するとともに、前記外壁のシール目地お
よび水切り部分のうち少なくとも一方に壁繋ぎアンカーを打ち込む初期工程と、
　前記ゴンドラを利用して外壁パネルを前記構造物の外壁に取り付けるパネル取り付け工
程と、
　前記ゴンドラを所定量だけ下降させる移動工程と、
　前記パネル取り付け工程および前記移動工程を繰り返すことで、前記構造物の上部から
下部に向かって外壁パネルを取り付ける繰り返し工程と、を備え、
　前記構造物の所定階および当該所定階の下階の外壁面にゴンドラを対向配置し、当該ゴ
ンドラを壁繋ぎにより少なくとも前記下階の壁繋ぎアンカーに固定し、この状態で前記所
定階の外壁に外壁パネルを取り付けることで、前記繰り返し工程を実行することを特徴と
する外壁改修方法。
【請求項２】
　前記ゴンドラは、前記構造物の外壁面に水平方向に所定長さに亘って複数連結して配置
されることを特徴とする請求項１に記載の外壁改修方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、外壁改修方法に関する。詳しくは、既存の高層建物の外壁を改修する外壁改
修方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、高層建物の外壁に新たに外壁パネルを取り付ける場合がある。この場合、高
層建物に枠組み足場を設置することが困難であるうえに、外壁パネルはかなりの重量物で
あるため、例えば、以下のような施工システムが提案されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　すなわち、施工システムは、建物の屋上階に設けられた支持フレームと、支持フレーム
に支持されて外壁面の所定位置まで作業員を搬送するゴンドラ機構と、支持フレームに支
持されて外壁面の所定位置まで外壁パネルを搬送する走行式搬送機構と、支持フレームに
吊り下げ支持されてゴンドラ機構および走行式搬送機構の移動範囲を覆う養生する吊り足
場と、地表から建物上部に向かって外壁パネルを搬送する仮設リフトと、を備える。
【０００４】
　支持フレームは、建物の屋上階に設けられて外方に張り出した複数の支持アームと、こ
れら支持アームの先端に設けられて建物の外周に沿って延びる２条の軌条と、を備える。
　ゴンドラ機構は、作業員が搭乗するゴンドラと、ワイヤを介してゴンドラを吊り下げ支
持しつつ支持フレーム先端の軌条に沿って移動可能な台車と、を備える。このゴンドラ機
構によれば、作業員が搭乗したゴンドラを、水平方向あるいは上下方向に移動することが
できる。
【０００５】
　走行式搬送機構は、支持フレーム先端の軌条に沿って移動可能であり、ワイヤを介して
外壁パネルを吊り下げ支持可能である。この走行式搬送機構によれば、外壁パネルを、水
平方向あるいは上下方向に移動することができる。
　仮設リフトは、外壁面に沿って地表から建物上部まで延びた軌条と、この軌条に沿って
移動するケージと、を備えている。この仮設リフトによれば、ケージを軌条に沿って上昇
させることにより、外壁パネルを地表から建物上部まで搬送できる。
【０００６】
　この施工システムによれば、以下の手順で外壁パネルを取り付ける。
　まず、ゴンドラ機構および走行式搬送機構の作業範囲を決定し、この作業範囲を覆うよ
うに吊り足場をセットする。
　次に、仮設リフトのケージに外壁パネルを載せて、その後、ケージを軌条に沿って上昇
させて、外壁パネルを地表から建物上部まで搬送する。次に、仮設リフトのケージ上の外
壁パネルを走行式搬送機構により吊り下げ支持させる。次に、ゴンドラ機構によりゴンド
ラを所定位置まで移動させるととともに、走行式搬送機構により外壁パネルを所定位置ま
で移動させる。次に、ゴンドラ上の作業員により、走行式搬送機構に支持された外壁パネ
ルを所定位置に取り付ける。このような作業を繰り返すことにより、所定の作業範囲に外
壁パネルを取り付ける。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－３４８６９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述のような施工システムでは、ゴンドラを作業範囲内で上下あるいは
水平に自在に移動させて、外壁パネルの取り付け作業を進めてゆく。そのため、既に取り
付けた外壁パネル上をゴンドラが通過する場合がある。このとき、ゴンドラが既に取り付
けた外壁パネルに接触して、この外壁パネルが損傷する虞があった。
【０００９】
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　本発明は、ゴンドラを用いて既存構造物の外壁に新たに外壁パネルを取り付ける場合に
、移動するゴンドラにより外壁パネルが損傷するのを防止できる外壁改修方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１に記載の外壁改修方法は、既存構造物の外壁に新たに外壁パネルを取り付ける
外壁改修方法であって、前記構造物の最上部の外壁面にゴンドラを配置するとともに、前
記外壁のシール目地および水切り部分のうち少なくとも一方に壁繋ぎアンカーを打ち込む
初期工程と、前記ゴンドラを利用して外壁パネルを前記構造物の外壁に取り付けるパネル
取り付け工程と、前記ゴンドラを所定量だけ下降させる移動工程と、前記パネル取り付け
工程および前記移動工程を繰り返すことで、前記構造物の上部から下部に向かって外壁パ
ネルを取り付ける繰り返し工程と、を備え、前記構造物の所定階および当該所定階の下階
の外壁面にゴンドラを対向配置し、当該ゴンドラを壁繋ぎにより少なくとも前記下階の壁
繋ぎアンカーに固定し、この状態で前記所定階の外壁に外壁パネルを取り付けることで、
前記繰り返し工程を実行することを特徴とする。
【００１１】
　この発明によれば、構造物の上部から下部に向かって外壁パネルを取り付けてゆく。し
たがって、既に取り付けた外壁パネルの上をゴンドラが通過することはないので、外壁パ
ネルにゴンドラが接触することはない。よって、移動するゴンドラにより外壁パネルが損
傷するのを防止できる。
【００１３】
　高層階では強風が吹いているため、パネルの取り付け時にゴンドラが強風に煽られて、
ゴンドラの姿勢が不安定となる場合がある。
　しかしながら、この発明によれば、ゴンドラを所定階の下階の外壁に固定した状態で、
所定階に外壁パネルを取り付けるので、ゴンドラの姿勢が不安定になるのを防止でき、作
業効率を向上できる。
【００１４】
　請求項２に記載の外壁改修方法は、前記ゴンドラは、前記構造物の外壁面に水平方向に
所定長さに亘って複数連結して配置されることを特徴とする。
 
【００１５】
　この発明によれば、ゴンドラを水平方向に所定長さに亘って配置したので、移動足場と
しての剛性を確保できるから、作業効率をさらに向上できる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、構造物の上部から下部に向かって外壁パネルを取り付けてゆく。した
がって、既に取り付けた外壁パネルの上をゴンドラが通過することはないので、外壁パネ
ルにゴンドラが接触することはない。よって、移動するゴンドラにより外壁パネルが損傷
するのを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係る外壁改修方法が適用された建物の立面図である。
【図２】前記実施形態に係る建物の平面図である。
【図３】前記実施形態に係る建物に設けられた外壁施工システムのゴンドラの立面図およ
び側面図である。
【図４】前記実施形態に係る建物の外壁を改修する手順を説明するための立面図（その１
）である。
【図５】前記実施形態に係る建物の外壁を改修する手順を説明するための立面図（その２
）である。
【発明を実施するための形態】
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【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係る外壁改修方法が適用された既存構造物としての建物
１の立面図である。図２は、建物１の平面図である。
　建物１は、１５階建てであり、この建物１の外壁２は、タイル貼りである。この外壁２
には、上下方向に延びるシール目地６が所定間隔おきに設けられている。
　また、建物１には、水平方向に連続する連続窓３が設けられている。これら連続窓３と
外壁２との取り合いには、図示しない水切りが設けられている。
【００１９】
　この建物１には、外壁２の上に新たな外壁パネル４を取り付けるための外壁施工システ
ム１０が設けられている。外壁２のシール目地６および外壁２の水切り部分には、外壁施
工システム１０のための壁繋ぎアンカー５（図１中黒丸で表す）が打ち込まれている。
【００２０】
　外壁施工システム１０は、建物１の外壁面に沿って全周に亘って配置された複数の移動
足場機構２０および４つのリフト機構４０からなる。リフト機構４０は移動足場機構２０
とほぼ同様の構成であるが、図１および図２では、理解の容易のため、リフト機構４０を
斜線で表す。
【００２１】
　移動足場機構２０は、それぞれ、建物１の屋上階に設けられて外方に張り出した２本の
支持アーム２１と、これら支持アーム２１の先端からワイヤ２２で吊り下げられたゴンド
ラ３０と、を備える。ゴンドラ３０には、ワイヤ２２を巻き取る図示しない昇降装置が設
けられており、この昇降装置を駆動することにより、ゴンドラ３０を自在に昇降すること
ができる。
　移動足場機構２０の隣り合うゴンドラ３０同士は、互いに連結されている。これにより
、ゴンドラ３０は、建物１の外壁面に水平方向に所定長さに亘って配置される。
【００２２】
　図３は、ゴンドラ３０の立面図および側面図である。
　ゴンドラ３０は、箱状であり、下段部３１と、この下段部３１の上に設けられた上段部
３２と、下段部３１および上段部３２を連結するタラップ３３と、を備える。
　下段部３１は、床部３１１と、この床部３１１の正面側（つまり建物側）および背面側
に設けられた固定手摺３１２と、床部３１１のゴンドラ両側面側に設けられた連結板３１
３と、を備える。
　連結板３１３は、床部３１１に回動可能に設けられており、隣接するゴンドラ３０の床
部３１１に架け渡すことにより、隣接するゴンドラ３０同士が連結され、この連結板３１
３の上を通って、作業員がゴンドラ３０同士を往来できる。
　上段部３２は、下段部３１と同様の構成である。
【００２３】
　ここで、ゴンドラ３０は、図３（ｂ）に示すように、上段部３２が所定階に対向し、下
段部３１が所定階の下階に対向するように配置されている。
　下段部３１の正面側（つまり建物側）には、複数の固定部材としての下側壁繋ぎ３１４
Ａが設けられており、この下側壁繋ぎ３１４Ａは、下階の外壁２に打ち込まれた壁繋ぎア
ンカー５に連結されている。
　上段部３２の正面側には、複数の上側壁繋ぎ３１４Ｂが設けられている。この上側壁繋
ぎ３１４Ｂは、所定階の外壁２に打ち込まれた壁繋ぎアンカー５に連結されている。
　これにより、ゴンドラ３０は、複数箇所で建物１に固定されている。
【００２４】
　上段部３２の正面側には、ゴンドラ３０の幅方向に延びるハンガーレール３１６、およ
び、このハンガーレール３１６に沿って移動可能な電動チェーンブロック３１７が設けら
れている。
　下段部３１の正面側の下端には、可動式の落下防止板３１５が設けられている。落下防
止板３１５を建物１の外壁２に立て掛けて、ゴンドラ３０と外壁２との隙間を塞ぐことに
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より、工具や資材が落下するのを防止する。
【００２５】
　外壁施工システム１０によれば、以下の手順で、外壁２の上に新たな外壁パネル４を取
り付ける。
　まず、リフト機構４０の直下の近傍に図示しないストックヤードを設け、このストック
ヤードに外壁パネル４をストックしておく。また、図４に示すように、全ての移動足場機
構２０のゴンドラ３０を建物１の屋上階に位置させて、壁繋ぎ３１４Ａ、３１４Ｂにて建
物１に固定するとともに、互いに連結しておく。
【００２６】
　次に、リフト機構４０のゴンドラ３０を地表まで下降させて、ストックヤードから外壁
パネル４を取り出し、リフト機構４０のゴンドラ３０に外壁パネル４を載せる。そして、
このリフト機構４０のゴンドラ３０を、移動足場機構２０のゴンドラ３０の高さまで上昇
させる。
　次に、リフト機構４０のゴンドラ３０上の外壁パネル４を、移動足場機構２０のゴンド
ラ３０に載せ換えて、所定位置まで搬送し、電動チェーンブロック３１７を用いて外壁パ
ネル４を吊り上げる。そして、移動足場機構２０のゴンドラ３０上の作業員により、上側
壁繋ぎ３１４Ｂのみを取り外しながら、外壁２の上に外壁パネル４を取り付ける（図３（
Ｂ）参照）。このようにして、建物１の屋上階に全周に亘って外壁パネル４を取り付ける
。
【００２７】
　次に、ゴンドラ３０間に掛け渡された連結板３１３を直立させて、ゴンドラ３０同士の
連結を解除する。次に、壁繋ぎ３１４を取り外すとともに、落下防止板３１５を直立させ
る。
　次に、図５に示すように、移動足場機構２０の全てのゴンドラ３０を１フロア分だけ下
降させ、１５階の高さに位置させる。その後、ゴンドラ３０間に再び連結板３１３を掛け
渡し、壁繋ぎ３１４を壁繋ぎアンカー５に連結して、落下防止板３１５を外壁２に立て掛
ける。
　次に、これらゴンドラ３０を利用して、建物１の１５階に全周に亘って外壁パネル４を
取り付ける。
【００２８】
　以上のゴンドラ３０の移動および外壁パネル４の取り付けを、１階に至るまで繰り返す
。
【００２９】
　本実施形態によれば、以下のような効果がある。
　（１）建物１の上部から下部に向かって外壁パネル４を取り付けてゆく。したがって、
既に取り付けた外壁パネル４の上をゴンドラ３０が通過することはないので、外壁パネル
４にゴンドラ３０が接触することはない。よって、移動するゴンドラ３０により外壁パネ
ルが損傷するのを防止できる。
【００３０】
　（２）壁繋ぎ３１４Ａによりゴンドラ３０を所定階の下階の外壁２に固定した状態で、
所定階に外壁パネル４を取り付けるので、ゴンドラ３０の姿勢が不安定になるのを防止で
き、作業効率を向上できる。
【００３１】
　（３）ゴンドラ３０を水平方向に所定長さに亘って配置したので、移動足場としての剛
性を確保できるから、作業効率をさらに向上できる。
【００３２】
　なお、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範
囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
【符号の説明】
【００３３】
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　１…建物（既存構造物）
　２…外壁
　３…連続窓
　４…外壁パネル
　５…壁繋ぎアンカー
　６…シール目地
　１０…外壁施工システム
　２０…移動足場機構
　２１…支持アーム
　２２…ワイヤ
　３０…ゴンドラ
　３１…下段部
　３２…上段部
　３３…タラップ
　４０…リフト機構
　３１１…床部
　３１２…固定手摺
　３１３…連結板
　３１４Ａ…下側壁繋ぎ（固定部材）
　３１４Ｂ…上側壁繋ぎ
　３１５…落下防止板
　３１６…ハンガーレール
　３１７…電動チェーンブロック
 

【図１】 【図２】
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【図５】
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