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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋根架構または陸桁を仮支持する仮設支柱であって、
　タワークレーンのマストの頂部に設置された昇降可能な昇降受け台と、
　前記マストの上端面に取り付けられてワイヤを介して前記昇降受け台を昇降させる昇降
用吊り具と、
　前記昇降受け台の上面に架設されたジャッキ受け梁と、
　当該ジャッキ受け梁の上に配置されて前記屋根架構を支持するジャッキと、を備え、
　前記昇降受け台は、下側作業床および上側作業床を有し、前記ワイヤで吊り下げ支持さ
れていることを特徴とする仮設支柱。
【請求項２】
　屋根架構または陸桁を仮支持する仮設支柱の設置構造であって、
　当該仮設支柱は、タワークレーンのマストの頂部に設置された昇降可能な昇降受け台と
、
　前記マストの上端面に取り付けられてワイヤを介して前記昇降受け台を昇降させる昇降
用吊り具と、
　前記昇降受け台の上面に架設されたジャッキ受け梁と、
　当該ジャッキ受け梁の上に配置されて前記屋根架構を支持するジャッキと、を備え、
　前記昇降受け台は、前記タワークレーンのマストが挿通可能な環状の受け台本体と、
　当該受け台本体の下端に設けられて前記マストの外周面に当接するガイド部材と、
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　前記受け台本体の下端側に設けられた下側作業床と、
　前記受け台本体の上端側に設けられた上側作業床と、
　前記受け台本体の上端側に設けられて当該受け台本体を前記マストに固定する自重受け
かんぬきと、を備え、
　前記受け台本体の前記下側作業床と前記上側作業床との間には、複数の支柱、当該支柱
の下端同士を連結する下フレーム、前記支柱の上端同士を連結する上フレーム、および前
記支柱同士を連結するブレースが設けられ、
　前記マストは、観覧席の上端側から略水平に延びるプレガーター橋と前記観覧席の下端
側に設けられて前記プレガーター橋の先端側を支持する構台支柱との接合部分の上に設置
されることを特徴とする仮設支柱の設置構造。
【請求項３】
　屋根架構の構築方法であって、
　当該屋根架構を長さ方向に沿って複数のブロックに分割しておき、
　所定のブロックについて、タワークレーンのマストの頂部に設置された昇降可能な昇降
受け台と、前記昇降受け台の上面に架設されたジャッキ受け梁と、当該ジャッキ受け梁の
上に配置されて前記屋根架構を支持するジャッキと、を備える仮設支柱を設置する工程と
、
　当該仮設支柱に支持させて前記所定のブロックの屋根架構の鉄骨建方を行い、その後、
当該屋根架構の鉄骨部材の本締めおよび溶接を行って、当該所定のブロックに隣接するブ
ロックの既に構築された屋根架構と一体化させる工程と、
　前記仮設支柱を構成する昇降受け台を前記マストに沿って下降させ、前記仮設支柱を揚
重機で吊り上げて撤去する工程と、
　を前記所定のブロックの一連の構築手順とし、前記複数のブロックについて、長さ方向
に順番に当該一連の構築手順を１工程ずつずらしながら行うことを特徴とする屋根架構の
構築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋根架構を構築する際に、組み立て途中の屋根架構体を仮支持するための仮
設支柱と、その仮設支柱を使用した屋根架構の構築方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、大空間を覆う屋根架構等を組み立てる際、組み立て途中の屋根架構を仮設支
柱（ベント）などで仮支持する場合がある。
　特許文献１には、内側の柱と外側の柱体とでキールトラスを支持する構造の屋根を架設
する際に、内側の柱上にタワーを取付け、タワーの上部と外側の柱体との間に引張材を張
設するとともに、タワーの上部とキールトラスの主部分との間に引張材を張設して、キー
ルトラスを吊り上げて仮支持する方法が示されている。
【０００３】
　特許文献２には、一対のキールトラスを本設の支柱および仮設の仮受けベントで支持し
ておき、この状態で、一対のキールトラス間に屋根ユニットを組み立てて、キールトラス
に沿って移動させることで、屋根を構築する方法が示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－１８４１２２号公報
【特許文献２】特開２０１５－１１７５５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、特許文献１の方法では、タワーおよび引張材でキールトラスを吊り上げ
て仮支持するため、内側の柱上に取り付けるタワーを別途製作する必要があった。また、
特許文献２では、キールトラスを支持する仮受けベントを別途製作する必要があった。よ
って、施工費が増大する、という問題があった。
　また、揚重機を用いて仮受けベントを解体する際、揚重機のブームの先端が屋根に干渉
するため、仮受けベントを迅速に解体できない、という問題があった。
【０００６】
　本発明は、予め架設された屋根架構の下に容易に設置することが可能で、かつ迅速に解
体できる仮設支柱、この仮設支柱の設置構造、およびこの仮設支柱を使用した屋根架構の
構築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】
【０００７】
　本発明者らは、屋根架構を仮支持するための仮設支柱として、タワークレーンのマスト
の頂部に昇降可能な昇降受け台を設置し、その昇降受け台の上面にジャッキ受け梁を架設
するとともに、当該ジャッキ受け梁の上にジャッキを配置して屋根架構を支持させること
で、予め架設された屋根架構体であっても、その屋根架構体の下に仮設支柱を設置できる
ことに着目し、容易に高さ調整および解体可能な仮設支柱と、その仮設支柱を使用した屋
根架構の構築方法を発明した。
【０００８】
　第１の発明の仮設支柱は、屋根架構（例えば、後述の屋根架構１５）または陸桁を仮支
持する仮設支柱（例えば、後述の仮設支柱２０）であって、タワークレーンのマスト（例
えば、後述のマスト２１）の頂部に設置された昇降可能な昇降受け台（例えば、後述の昇
降受け台２２）と、前記昇降受け台の上面に架設されたジャッキ受け梁（例えば、後述の
ジャッキ受け梁２５）と、当該ジャッキ受け梁の上に配置されて前記屋根架構を支持する
ジャッキ（例えば、後述のジャッキ２６）と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　第１の発明によれば、タワークレーンのマストを建て込むとともに、このマストの頂部
に昇降受け台を設置する。その後、この仮設支柱に支持させて、屋根架構体や陸桁を構築
する。仮設支柱を移設する際には、マスト頂部に設置された昇降受け台を下降させ、屋根
架構とマスト頂部との間に隙間空間を確保することで、隙間空間に揚重機の先端部を挿入
して、仮設支柱を構成するマストを吊り上げて、撤去することができる。
　また、予め架設された屋根架構体や陸桁であっても、タワークレーンのマストに沿って
昇降受け台を上昇させることで、屋根架構体や陸桁を下から仮設支柱で支持することがで
きる。このように、仮設支柱を、予め架設された横架材（例えば、屋根架構体、陸桁、梁
材等）の下に設置できる点にも特徴がある。
【００１０】
　第２の発明の仮設支柱では、前記昇降受け台は、前記タワークレーンのマストに沿って
昇降する環状の受け台本体（例えば、後述の受け台本体３０）と、当該受け台本体を前記
マストに固定する自重受けかんぬき（例えば、後述の自重受けかんぬき６０）と、を備え
ることを特徴とする。
【００１１】
　第２の発明によれば、タワークレーンのマストの頂部に連結する昇降受け台に、環状の
受け台本体と、当該受け台本体をマストに固定する自重受けかんぬきと、を設けた。よっ
て、環状の受け台本体の上面を作業床として利用でき、かつ、自重受けかんぬきをマスト
に設けられた挿通孔に挿入して、受け台本体をマストの途中に固定することができる。
【００１２】
　第３の発明の屋根架構の構築方法は、屋根架構の構築方法であって、上述の仮設支柱を
設置する工程（例えば、後述のステップＳ１）と、当該仮設支柱に支持させて前記屋根架
構を構築する工程（例えば、後述のステップＳ２、Ｓ３）と、前記仮設支柱を構成する前
記昇降受け台を前記マストに沿って下降させる工程（例えば、後述のステップＳ４、Ｓ１
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４）と、前記昇降受け台が下方に降ろされた前記仮設支柱を揚重機で吊り上げて撤去する
工程（例えば、後述のステップＳ４、Ｓ１５）と、を繰り返し行うことを特徴とする。
【００１３】
　第３の発明によれば、仮設支柱の高さ調整や解体が容易にできるため、短時間で仮設支
柱を移設して再利用できる。よって、本発明の仮設支柱により屋根架構を支持しながら構
築していくことで、短工期にて屋根架構を構築できる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、屋根架構の荷重は、ジャッキ、ジャッキ受け梁、昇降受け台、マスト
を介して下方に伝達される。このとき、屋根架構を仮支持する仮設支柱に汎用品であるタ
ワークレーンのマストを利用したので、仮設工事費用を大幅に削減できる。
　また、本発明の仮設支柱を予め架設された屋根架構や陸桁の下に容易に設置でき、かつ
、迅速に解体できるため、屋根架構を短工期で構築できる。
　また、タワークレーンのマストの内部には、作業員が昇降するための梯子が既に設けら
れているため、作業員のための昇降設備を別途設ける必要がない。
　また、仮設支柱を容易に移設して転用できるので、仮設支柱の総数を削減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る仮設支柱を用いて構築された競技場の平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図３】競技場の屋根架構を構築する手順のフローチャートである。
【図４】競技場の屋根架構を構築する手順の説明図である。
【図５】仮設支柱の側面図である。
【図６】仮設支柱の上端部の側面図である。
【図７】仮設支柱の上端部の平面図である。
【図８】図６のＢ－Ｂ断面図である。
【図９】図６のＣ－Ｃ断面図である。
【図１０】仮設支柱を構成するガイド部材の側面図および断面図である。
【図１１】仮設支柱を構成する自重受けかんぬきの正面図である。
【図１２】自重受けかんぬきの側面図である。
【図１３】仮設支柱を構成する固定梁の横断面図である。
【図１４】固定梁の側面図である。
【図１５】仮設支柱を構成する昇降受け台を固定梁から切り離す手順の説明図である。
【図１６】仮設支柱を構成する昇降吊り具の正面図である。
【図１７】仮設支柱を撤去する手順のフローチャートである。
【図１８】仮設支柱を撤去する手順の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明は、予め架設された屋根架構の下に容易に設置でき、かつ迅速に解体ができる仮
設支柱として、タワークレーンのマストの頂部に昇降可能な昇降受け台を設置し、その昇
降受け台の上面にジャッキ受け梁を架設するとともに、そのジャッキ受け梁の上にジャッ
キを配置した支柱構造である。
【００１７】
　具体的には、屋根架構を仮支持する仮設支柱は、タワークレーンのマスト（例えば、後
述のマスト２１）に沿って昇降可能な昇降受け台（例えば、後述の昇降受け台２２）と、
当該昇降受け台を前記マストの上端面に仮固定する仮固定部材（例えば、後述の固定梁２
３）と、前記昇降受け台を昇降させる昇降用吊り具（例えば、後述の昇降用吊り具２４）
と、前記昇降受け台の上面に架設されたジャッキ受け梁（例えば、後述のジャッキ受け梁
２５）と、当該ジャッキ受け梁の上に配置されて前記屋根架構を支持するジャッキ（例え
ば、後述のジャッキ２６）と、を備えている（図２、図５、図６）。
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【００１８】
　また、上述の仮設支柱を使用した屋根架構の構築方法は、上述の仮設支柱を設置する工
程（例えば、後述のステップＳ１）と、当該仮設支柱に支持させて前記屋根架構を構築す
る工程（例えば、後述のステップＳ２、Ｓ３）と、前記仮設支柱のジャッキによる支持を
解除する工程（例えば、後述のステップＳ４、Ｓ１１）と、前記仮設支柱の昇降用吊り具
を用いて前記昇降受け台を仮支持する工程（例えば、後述のステップＳ４、Ｓ１２）と、
前記仮固定部材を取り外す工程（例えば、後述のステップＳ４、Ｓ１３）と、前記仮設支
柱の昇降用吊り具を用いて前記昇降受け台を前記マストに沿って下降させる工程（例えば
、後述のステップＳ４、Ｓ１４）と、前記仮設支柱を吊り上げて撤去する工程（例えば、
後述のステップＳ４、Ｓ１５）と、を備えている（図１、図３、図４）。
【００１９】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照しながら説明する。
　図１は、本発明の一実施形態に係る仮設支柱を用いて構築された大空間の競技場１の平
面図である。図２は、図１のＡ－Ａ断面図である。
　競技場１は、フィールド１０、フィールド１０の周囲に構築された構造体１１、構造体
１１の上に設けられた第１層～第３層の観覧席１２～１４、構造体１１に支持されて観覧
席１２～１４を覆う平面視で環状のトラス構造の屋根架構１５と、を備える。
　フィールド１０は、平面視で略楕円形であり、このフィールド１０上にて、サッカー、
陸上競技、その他のイベントが行われる。
【００２０】
　以下、屋根架構１５を構築する手順について、図３のフローチャートを参照しながら説
明する。
　まず、図１に示すように、屋根架構１５を中央で二つのエリアに分割し、さらに、この
各エリアを長さ方向に沿って複数のブロックＢ１～Ｂｎ（ｎは自然数）に分割する。
【００２１】
　次に、各ブロックＢ１～Ｂｎについて、以下のステップＳ１～Ｓ４を実施する。このと
き、ブロックＢ１からＢｎに向かって、ステップＳ１～Ｓ４を１ステップずつずらして実
施する。具体的には、仮設支柱２０を移設して転用しながら、屋根架構１５を構築する（
図４参照）。
【００２２】
　ステップＳ１では、図２に示すように、構造体１１上に構台１６を設置し、この構台１
６上に仮設支柱２０を設置する。この仮設支柱２０の構造については、後に詳述する。
【００２３】
　ステップＳ２では、図２に示すように、仮設支柱２０に仮支持させて、当該ブロックＢ
の屋根架構１５の鉄骨建方を行う。
【００２４】
　ステップＳ３では、屋根架構１５の鉄骨部材の本締めや溶接を行い、屋根架構１５を構
築する。
　ステップＳ４では、仮設支柱２０を撤去する。
【００２５】
　例えば、図４に示すように、互いに隣接するブロックＢｍ（４≦ｍ≦ｎ）～Ｂ（ｍ－３

）では、以下のような作業が同時に行われる。
　すなわち、ブロックＢｍでは、ステップＳ１の仮設支柱２０を設置する。
【００２６】
　ブロックＢ（ｍ－１）では、ステップＳ２の屋根架構１５の鉄骨建方を行う。このとき
屋根架構１５の１ブロック分の部材をユニット１～３に分割して地組みし、これらユニッ
ト１～３をクレーンで揚重して、空中で接続する。
　ブロックＢ（ｍ－２）では、ステップＳ３の屋根架構１５の鉄骨部材の本締めおよび溶
接を行う。
　ブロックＢ（ｍ－３）では、ステップＳ４の仮設支柱２０の撤去を行う。このステップ
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Ｓ４については、後に詳述する。
【００２７】
　なお、本実施形態では、仮設支柱２０設置した後に、屋根架構１５を構成するユニット
１を架設したが、これに限らず、ユニット１を架設した後に、仮設支柱２０を設置しても
よい。
【００２８】
　次に、上述の仮設支柱２０の構造について詳述する。
　図５は、仮設支柱２０の側面図である。図６は、仮設支柱２０の上端部の側面図であり
、図７は、仮設支柱２０の上端部の平面図である。図８は、図６のＢ－Ｂ断面図であり、
図９は、図６のＣ－Ｃ断面図である。
【００２９】
　構台１６は、観覧席１３の下端側に設けられた構台支柱１７と、一端側が構台支柱１７
に支持されて他端側が観覧席１３の上端側に支持されたプレガーター橋である大引材１８
と、を備える。
【００３０】
　仮設支柱２０は、構台１６上に設置されたベース１９と、ベース１９の上に立設された
タワークレーンのマスト２１と、このマスト２１の上端に支持されてかつマスト２１に沿
って昇降可能な昇降受け台２２と、昇降受け台２２をマスト２１の上端面に仮固定する仮
固定部材としての固定梁２３と、昇降装置により昇降受け台２２を昇降させる昇降用吊り
具２４と、昇降受け台２２の上面に架設されたジャッキ受け梁２５と、ジャッキ受け梁２
５の上に設置されたジャッキ２６と、を備える。
【００３１】
　また、これに限らず、マストの上下端の断面形状によっては、仮設支柱を、タワークレ
ーンのマストの頂部に設置される昇降可能な昇降受け台と、前記昇降受け台の上面に架設
されたジャッキ受け梁と、前記ジャッキ受け梁の上に配置されて屋根架構を支持するジャ
ッキと、を備える構成としてもよい。
【００３２】
　この仮設支柱２０によれば、屋根架構１５の荷重は、ジャッキ２６、ジャッキ受け梁２
５、昇降受け台２２、固定梁２３、マスト２１、ベース１９および構台１６を介して、構
造体１１に伝達される。
【００３３】
　マスト２１は、図５に示すように、鉛直方向に延びる円筒形状である。このマスト２１
の側面には、上下方向に沿って所定間隔おきに貫通孔９０が形成されている。また、マス
ト２１の側面の４箇所には、上下方向に延びる突起９１が形成されている。また、マスト
２１の上端面には、全周に亘って所定間隔おきにボルト貫通孔９２が形成されている（図
１３、図１５参照）。
【００３４】
　昇降受け台２２は、図６に示すように、タワークレーンのマスト２１が挿通可能な環状
の受け台本体３０と、受け台本体３０の下端に設けられたガイド部材４０と、受け台本体
３０の下端側に設けられた下側作業床５０Ａと、受け台本体３０の上端側に設けられた上
側作業床５０Ｂと、受け台本体３０の上端側に設けられて受け台本体３０をマスト２１の
途中に固定する自重受けかんぬき６０と、を備える。
【００３５】
　また、これに限らず、環状の受け台本体に下方に延出する鉛直部材を設け、昇降受け台
を、タワークレーンのマストに沿って昇降する環状の受け台本体と、前記受け台本体をマ
ストに固定する自重受けかんぬきと、を備える構成としてもよい。
【００３６】
　受け台本体３０は、図７に示すように、マスト２１を囲んで平面視で略八角形の頂点の
位置に配置された４組計８本の支柱３１と、これら支柱３１の下端同士を連結する下フレ
ーム３２と、支柱３１の上端同士を連結する上フレーム３３と、隣り合う組の支柱３１同
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士を連結するブレース３４と、を備える。
　下フレーム３２の支柱３１の内側の側面には、支持板３５が取り付けられている（図１
３、図１５参照）。
　上フレーム３３の隣り合う組の支柱３１同士の間には、吊ピース３６が取り付けられて
いる。
【００３７】
　下側作業床５０Ａは、図８に示すように、受け台本体３０の下フレーム３２に取り付け
られたメッシュ状の作業床５１と、作業床５１の外周に沿って設けられた手摺５２と、を
備える。
　上側作業床５０Ｂは、図７に示すように、受け台本体３０の上フレーム３３に取り付け
られたメッシュ状の作業床５３と、作業床５３の外周に沿って設けられた手摺５４と、を
備える。
　下側作業床５０Ａの作業床５１と上側作業床５０Ｂの作業床５３との間には、梯子５５
が取り付けられている。また、作業床５３のうち梯子５５の直上に相当する部分は、開閉
可能な蓋部５６が設けられている（図６参照）。
【００３８】
　ジャッキ受け梁２５は、図７に示すように、長尺状の鋼材であり、昇降受け台２２の上
フレーム３３に跨がって対角線上に仮設されている。
【００３９】
　図１０は、ガイド部材４０の側面図および断面図である。
　ガイド部材４０は、下フレーム３２から下方に延びる４つのガイド支柱４１と、マスト
２１を囲んでガイド支柱４１同士を連結するガイドフレーム４２と、各ガイド支柱４１の
上下２箇所に設けられてマスト２１の突起９１に当接するガイド４３と、を備える。
【００４０】
　図１１は、自重受けかんぬき６０の正面図であり、図１２は、自重受けかんぬき６０の
側面図である。
　自重受けかんぬき６０は、受け台本体３０の支柱３１の同士の間に設けられて挿通孔６
１が形成された支持部６２と、この支持部６２の挿通孔６１に挿通されたかんぬき６３と
、を備える。支持部６２およびかんぬき６３には、それぞれ、貫通孔が設けられ、これら
貫通孔にストッパーピン６４を挿通することで、かんぬき６３を支持部６２に仮固定する
ことが可能となっている。また、かんぬき６３の内端側には、規制部材６５が取り付けら
れ、この規制部材６５が挿通孔６１の内端側に係止することで、かんぬき６３が外側に飛
び出して脱落しないようになっている。
【００４１】
　この自重受けかんぬき６０では、通常、図１２（ａ）に示すように、かんぬき６３を外
側に突出させておき、この状態でストッパーピン６４を差し込んで、かんぬき６３がマス
ト２１の貫通孔９０に引っ掛からないようにしている。
　しかし、例えば、昇降受け台２２を昇降させている途中に、この昇降受け台２２の昇降
を一旦停止して点検を行う場合、図１２（ｂ）に示すように、ストッパーピン６４を上方
に引き抜いて、かんぬき６３を内側に突出させてマスト２１の貫通孔９０に係止させる。
このようにすれば、昇降受け台２２の昇降途中であっても、この昇降受け台２２をマスト
２１に容易に仮支持させることができる。
【００４２】
　図１３は、固定梁２３の横断面図であり、図１４は、固定梁２３の側面図である。
　固定梁２３は、断面矩形状の鋼材である。この固定梁２３は、略水平に延びる下フラン
ジ７０と、下フランジ７０から上方に延びるウエブ７１と、ウエブ７１の上端から略水平
に延びる上フランジ７２と、下フランジ７０、ウエブ７１、上フランジ７２で囲まれた部
分に設けられたスチフナ７３と、を備える。
【００４３】
　固定梁２３のウエブ７１と昇降受け台２２の支持板３５とは、ボルト７４で固定されて
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おり、これにより、昇降受け台２２が固定梁２３に固定されている。
　固定梁２３の下フランジ７０には、４つのボルト貫通孔７５および２つのルーズ孔７６
が形成されている。ボルト貫通孔７５およびマスト２１のボルト貫通孔９２にボルト７７
を挿通して締め付けるとともに、ルーズ孔７６およびマスト２１のボルト貫通孔９２にボ
ルト７７を挿通して締め付けることで、固定梁２３がマスト２１に固定されている。
　また、固定梁２３の下フランジ７０の内端側には、ピン挿通孔７８が形成されており、
このピン挿通孔７８には、ストッパーピン７９が挿通可能となっている。
【００４４】
　昇降受け台２２を固定梁２３から切り離す手順は、次のようになる。
　図１５に示すように、ボルト７４を取り外すとともに、固定梁２３のボルト貫通孔７５
に取り付けたボルト７７を取り外し、さらに、固定梁２３のルーズ孔７６に取り付けたボ
ルト７７を緩める。
　次に、固定梁２３を内側に移動する。このとき、固定梁２３の移動は、ルーズ孔７６に
挿通されたボルト７７にガイドされる。
　固定梁２３を移動した後、固定梁２３のピン挿通孔７８にストッパーピン７９を挿通し
て、ストッパーピン７９の下端側をマスト２１の内壁面に係止させる。また、固定梁２３
のルーズ孔７６に取り付けたボルト７７を再度締め付ける。
【００４５】
　図１６は、昇降用吊り具２４の正面図である。
　昇降用吊り具２４は、マスト２１の上端面の４箇所に取り付けられる（図８参照）。こ
の昇降用吊り具２４は、マスト２１のボルト貫通孔９２にボルト８０で固定される支持部
８１と、この支持部８１に水平方向を回転軸として回転自在に支持されるプーリ８２とを
備える。
【００４６】
　昇降用吊り具２４により昇降受け台２２を昇降させる手順は、次のようになる。
　まず、昇降装置を用意する。昇降装置とは、モータあるいは人力により、所定のトルク
でワイヤ８３（あるいはチェーン）を送り出しまたは引き込み可能な装置である。次に、
この昇降装置を構台１６上に設置し、この昇降装置のワイヤ８３を昇降用吊り具２４のプ
ーリ８２に通して、受け台本体３０の吊ピース３６に連結する。この状態で、昇降装置で
ワイヤ８３を引き込むと、昇降受け台２２が上昇する。一方、昇降装置でワイヤを送り出
すと、昇降受け台２２が下降する。
【００４７】
　上述のステップＳ４について、図１７のフローチャートを参照しながら詳述する。
　ステップＳ１１では、図１８に示すように、ジャッキ２６に導入した支持力を解除して
、このジャッキ２６を取り外し、昇降受け台２２の上側作業床５０Ｂの上に載せる。
　ステップＳ１２では、図１６に示すように、昇降装置を昇降用吊り具２４に取り付ける
。すなわち、昇降装置のワイヤ８３を昇降用吊り具２４に通して、昇降受け台２２の吊ピ
ース３６に連結する。次に、昇降装置を駆動してワイヤ８３に張力を導入して、昇降装置
により昇降受け台２２を仮支持する。
【００４８】
　ステップＳ１３では、図１５に示すように、固定梁２３のボルト７４を取り外して、昇
降受け台２２を固定梁２３から切り離し、固定梁２３を内側に移動し、マスト２１の上端
面に仮固定しておく。
【００４９】
　ステップＳ１４では、図１８に示すように、昇降装置を駆動してワイヤを巻き出すこと
で、昇降受け台２２を下降させる。このとき、昇降受け台２２上に載置されていたジャッ
キ受け梁２５は、マスト２１の上端面に固定された固定梁２３の上に載置される。
【００５０】
　ステップＳ１５では、図１８に示すように、揚重機により仮設支柱２０を上に吊り上げ
て撤去する。つまり、昇降受け台２２を下降させたことにより、マスト２１と屋根架構１
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スト２１を含む仮設支柱２０を吊り上げて撤去する。
【００５１】
　上述のように、本実施形態の屋根架構の構築方法は、上述に示す仮設支柱を設置する工
程と、当該仮設支柱に支持させて前記屋根架構を構築する工程と、前記仮設支柱を構成す
る前記昇降受け台を前記マストに沿って下降させる工程と、前記昇降受け台が下方に降ろ
された前記仮設支柱を揚重機により吊り上げて撤去する工程と、を繰り返し行うことで、
屋根架構を構築する。
【００５２】
　本実施形態によれば、以下のような効果がある。
　（１）屋根架構１５の荷重は、ジャッキ２６、ジャッキ受け梁２５、昇降受け台２２、
固定梁２３、マスト２１を介して下方に伝達される。このとき、屋根架構１５を仮支持す
る仮設支柱２０に、汎用品であるタワークレーンのマスト２１を利用したので、仮設費を
大幅に削減できる。
　また、仮設支柱２０を撤去する際、昇降受け台２２をマスト２１に沿って下降させるこ
とで、マスト２１と屋根架構１５との間に空間が形成される。よって、この空間に揚重機
のブーム２７を差し込んで、マスト２１を含む仮設支柱２０を吊り上げて撤去できるので
、仮設支柱２０を迅速に解体でき、施工コストを低減できる。
【００５３】
　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。
　例えば、上述の実施形態では、仮設支柱２０により、屋根架構１５を仮支持したが、こ
れに限らず、陸桁や梁などの横架材を仮支持してもよい。よって、本発明は、屋根架構の
構築方法に限らず、陸桁や梁などの横架材の構築方法にも適用できる。
　また、本発明は、平面視で環状の屋根架構１５に適用したが、これに限らず、平面視で
直線状に延びる形状の屋根架構に適用してもよい。
【符号の説明】
【００５４】
　１…競技場　１０…フィールド　１１…構造体
　１２…第１層の観覧席　１３…第２層の観覧席　１４…第３層の観覧席
　１５…屋根架構　１６…構台　１７…構台支柱　１８…大引材　１９…ベース
　２０…仮設支柱　２１…マスト　２２…昇降受け台　２３…固定梁（仮固定部材）
　２４…昇降用吊り具　２５…ジャッキ受け梁　２６…ジャッキ　２７…ブーム
　３０…受け台本体　３１…支柱　３２…下フレーム　３３…上フレーム
　３４…ブレース　３５…支持板　３６…吊ピース
　４０…ガイド部材　４１…ガイド支柱　４２…ガイドフレーム　４３…ガイド
　５０Ａ…下側作業床　５０Ｂ…上側作業床　５１…作業床　５２…手摺
　５３…作業床　５４…手摺　５５…梯子　５６…蓋部
　６０…自重受けかんぬき　６１…挿通孔　６２…支持部　６３…かんぬき
　６４…ストッパーピン　６５…規制部材
　７０…下フランジ　７１…ウエブ　７２…上フランジ　７３…スチフナ
　７４…ボルト　７５…ボルト貫通孔　７６…ルーズ孔　７７…ボルト
　７８…ピン挿通孔　７９…ストッパーピン
　８０…ボルト　８１…支持部　８２…プーリ　８３…ワイヤ
　９０…貫通孔　９１…突起　９２…ボルト貫通孔
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              特開２００５－１５５１６０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０４Ｇ　　２１／１４－２１／１６
              Ｅ０４Ｂ　　１／３４２，１／３５
              Ｅ０４Ｂ　　７／００－７／２４　　　　
              Ｅ０１Ｄ　　１／００－２４／００　　　　
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