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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高層の建築物であって、
　前記建築物の側壁に並行して立てられることが想定されている少なくとも一つのマスト
の地上よりも高い位置にある下端と接続するための固定金具を取付けるための固定部材を
備えており、
　前記固定部材は、前記マストを、前記建築物のメンテナンスを行うために必要な位置に
、１つ以上の必要な数だけ立てられるような状態で、前記固定金具を取付けられるように
なっており、
　前記固定部材は、前記建築物の前記側壁の下方から２ｍ以上の位置から外側に張り出す
ようになっており、その上面に前記固定金具が取付けられるようになっている、
　建築物。
【請求項２】
　前記固定金具が、前記固定部材に固定されている、
　請求項１記載の建築物。
【請求項３】
　前記固定部材は板状である、
　請求項１又は２記載の建築物。
【請求項４】
　前記固定部材は、複数である、
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　請求項１～３のいずれかに記載の建築物。
【請求項５】
　一つの前記固定部材に、複数のマストと接続するための固定金具が取付けられるように
なっている、
　請求項１～４のいずれかに記載の建築物。
【請求項６】
　前記側壁の前記固定部材に前記固定金具が取付けられる位置の正面には、前記側壁の縦
方向の線上に位置するようにして、前記マストと接続するための接続金具が設けられてお
り、
　その下端を前記固定金具に、その長さ方向の適当な位置を前記接続金具に接続されたマ
ストが前記固定金具、及び前記接続金具により安定して支持されるようになっている、
　請求項１～５のいずれかに記載の建築物。
【請求項７】
　前記接続金具のそれぞれの基端が前記側壁に前記建築物の完成時から埋め込まれている
、
　請求項６記載の建築物。
【請求項８】
　前記接続金具の基端には、前記側壁から前記接続金具が抜けるのを防止するアンカーが
設けられている、
　請求項６又は７記載の建築物。
【請求項９】
　高層の建築物であって、
　前記建築物の側壁に並行して立てられることが想定されているマストの地上よりも高い
位置にある下端と接続するための固定金具、及び前記固定金具が取付けられるものであり
前記マストを支えられるようになっているベース、を備えた架台をその上に載置すること
ができるようになっている載置部材を備えており、
　前記載置部材は、前記マストを、前記建築物のメンテナンスを行うために必要な位置に
、１つ以上の必要な数だけ立てられるようにして、前記架台をその上に載置できるように
なっており、
　前記載置部材は、前記建築物の前記側壁の下方から２ｍ以上の位置から外側に張り出す
ようになっている、
　建築物。
【請求項１０】
　請求項１記載の高層の建築物のメンテナンス方法であって、
　前記固定部材の、前記マストを立てることが予定された位置に前記固定金具を取付ける
過程、
　取付けられた前記固定金具に、前記マストの下端を接続することにより少なくとも一つ
のマストを前記建築物の側壁に並行して立てる過程、
　立てられた前記マストに前記マストを昇降することのできる足場を取付ける過程、
　前記足場を前記マストに沿って昇降させるとともに、前記足場に乗った作業員に前記建
築物のメンテナンス作業を行わせる過程、
　を含むメンテナンス方法。
【請求項１１】
　請求項２記載の高層の建築物のメンテナンス方法であって、
　前記固定部材に取付けられている前記固定金具に、前記マストの下端を接続することに
より少なくとも一つのマストを前記建築物の側壁に並行して立てる過程、
　立てられた前記マストに前記マストを昇降することのできる足場を取付ける過程、
　前記足場を前記マストに沿って昇降させるとともに、前記足場に乗った作業員に前記建
築物のメンテナンス作業を行わせる過程、
　を含むメンテナンス方法。
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【請求項１２】
　請求項９記載の高層の建築物のメンテナンス方法であって、
　前記載置部材の上の前記マストを立てることが予定された位置に前記架台を載置する過
程、
　載置された架台の前記固定金具に、前記マストの下端を接続することにより少なくとも
一つのマストを前記建築物の側壁に並行して立てる過程、
　立てられた前記マストに前記マストを昇降することのできる足場を取付ける過程、
　前記足場を前記マストに沿って昇降させるとともに、前記足場に乗った作業員に前記建
築物のメンテナンス作業を行わせる過程、
　を含むメンテナンス方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高層の建築物のメンテナンス方法に関する。なお、本願における「高層の建
築物」の「建築物」の語には、人がその内部に入る用いられ方が本来的な用途として想定
されているビルディング等に限らず、人がその内部に入る用いられ方が本来的な用途とし
て想定されていない煙突や、橋梁等も含むものとする。また、本願における「高層の建築
物」の「高層の」の語は、その外壁のメンテナンスに技術的な困難が生じる程度の高さ、
少なくとも２０ｍ以上の高さを意味するものとする。
【背景技術】
【０００２】
　高層の建築物に限られないが、高層の建築物においては特に、点検、清掃、塗料の塗り
なおし等を含む建築物の外壁等のメンテナンスが困難になりがちである。
　それほど高層でない建築物であれば、ビテイ足場などの足場を場合によっては建築物の
外壁に固定しつつ、建築物の外壁等に沿って立て、その上に乗った作業員が建築物のメン
テナンスを行う。しかしながら、この方法は、建築物が高層になると足場の構築の労力が
過大になるから使えない。
　そのような事情から、高層の建築物のメンテナンスは一般に、建築物の最上方から吊り
下げられたゴンドラに乗った作業員が行う。例えば、ビルディングの場合であれば、屋上
に設けたウインチで吊り下げられたゴンドラに乗った作業員がビルディングのメンテナン
スを行う。
【０００３】
　ゴンドラに乗った作業員に建築物のメンテナンスを行わせるのは上述のように一般的で
あるが、ゴンドラを吊り下げる箇所に制限があったり、揺れにより足場の悪くなりがちな
ゴンドラに乗っての作業員が行う作業に危険が生じやすい点で課題を残す。
【０００４】
　他方、建築物のメンテナンスに、リフトクライマーと呼ばれることもある昇降足場を応
用することも最近はある。昇降足場は、高いマストと、マストを昇降できる足場とを備え
ており、足場に乗った作業員がメンテナンス等の作業を行えるようなものとされている。
昇降足場は、基本的に建築物の外壁の全面に沿って配することが必要となるビテイ足場と
異なり、昇降足場を支えるために必要なだけのマストを立てそれに足場を取付けるだけで
使用のための準備が済むのでその使用に際しての労力やコストが小さい。また、このよう
な昇降足場は、その足場の安定性が宙吊りにされるゴンドラよりも良いから、安全性とい
う面ではゴンドラを用いる場合に比べて、建築物のメンテナンスを行う作業員の安全性の
確保が容易となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、昇降足場を用いる場合には通常、マストの下端を架台に固定する。架台は、
その下端を架台に固定されたマストを安定して固定できるような大きさ、形状、重量等が



(4) JP 5530017 B1 2014.6.25

10

20

30

40

50

与えられたベースと、マストの下端との固定をなすための固定金具とを備えており、架台
と接続された昇降足場の下端を強固に支持するようなものとなっている。
　日本を除く大抵の国で用いられている昇降足場の架台は一般に、車輪を備えており、自
動車等の動力車を用いて、或いは人力で牽引して、マストを立てるべき建築物に近接した
適当な位置に配置されるようになっている。他方、日本では、主に安全上の理由から、架
台は車輪を備えていてはいけないという法規制があるので、架台は一般に、例えばトラッ
クなどに搭載して現場に運ばれ、重機を用いる等して所望の位置に配置される。昇降足場
を用いるときに必要なマストの数は１本とは限らないため、以上の架台の配置に費やされ
る労力、コストは大きい。
【０００６】
　また、そもそも架台を配置できない、或いは架台を配置するのが難しいことにより、建
築物のメンテナンスを行う場合に昇降足場を使えない、或いは昇降足場を使うのが非常に
難しくなる場合も存在する。
　例えば、建築物がマンションである場合、その周囲には、花壇、自転車置き場、モニュ
メント等の架台を配置することを妨げる障害物が存在する場合がある。またマンションの
出入り口の直前にマストを立てることは物理的には可能でも事実上できない。昇降足場を
用いる際に必要となるマストは上述の通り一本ではないことがある、というよりむしろマ
ストが複数の場合が多いから、そのような事態が生じる可能性は実際高い。また、そのよ
うな事態は、建築物がマンションでない場合にも同様に生じうる。
　そして、そのような事態が生じた場合には、本来立てたい位置とは異なる位置に架台を
置き、本来立てたい位置とは異なる位置にマストを立てるか、或いは障害物を跨ぐ仮設の
台を構築し、その上に架台を置くということが従来は行われている。これらはいずれも昇
降足場を用いるための苦肉の策とも言うべきものであり、前者は足場の位置が少なくとも
最も使い易い位置には来ないという弊害があり、後者はただでさえ架台の配置に費やされ
る労力、コストが大きいのに、それに加えて仮設の台を構築する労力やコストが生じてし
まうという弊害がある。
【０００７】
　本願発明は、昇降足場を用いて建築物のメンテナンスを行うにあたって生じる、架台の
設置についての労力とコストを低減するとともに、架台を建築物のメンテナンスを行うに
好ましい位置に設置できるようにする技術を提供することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の課題を解決するため、本願発明者は以下の発明を提案する。以下、便宜上、本願
発明を、第１発明と第２発明に別けて説明する。
【０００９】
　本願発明者が提案する第１発明は、高層の建築物であって、前記建築物の側壁に並行し
て立てられることが想定されている少なくとも一つのマストの地上よりも高い位置にある
下端と接続するための固定金具を取付けるための固定部材を備えており、前記固定部材は
、前記マストを、前記建築物のメンテナンスを行うために必要な位置に、必要な数だけ立
てられるような状態で、前記固定金具を取付けられるようになっている、建築物である。
　この建築物は、固定部材を備えている。そして、固定部材の所定の位置には、昇降足場
のマストの下端と接続することのできる固定金具が取付けられるようになっている。固定
金具が取付けられる位置は、そこに取付けられた固定金具にマストの下端を接続すると、
マストがメンテナンスを行うために必要な位置に立つことになる、という位置である。固
定金具を、複数のマストを立てられるだけ用意しておけば、マストを複数立てることが可
能となる。固定金具は地上よりも高い位置にあり、マストの下端を地上よりも高い位置で
支持できる。このようにしてマストを宙に浮かせた状態で支持することができるようにな
るので、昇降足場を用いるに先立ってマストを立てる際に必要となる架台を配するという
行為に付きまとう障害物などによる困難を排除することができ、また固定部材を、マスト
を立てるに好ましい位置に固定金具を取付けられるようなものとしておくことで、マスト
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を本来立てたい適切な位置に立てられるようになる。
　なお、マストは、建築物の側壁に並行して立てられることが想定されているが、ここで
言う「並行」はマストと建築物の側壁とが「平行」である場合も含むが、必ずしも両者が
「平行」であることを要しない。マストは、例えば地面に対して垂直に立てられるが、立
てられたマストが側壁に、完全ではないものの「沿う」状態となることが想定されていれ
ば、「マストが建築物の側壁に並行して立てられることが想定されている」、という要件
が充足されるものとする。例えば、建築物の側面がその縦方向に多少波打っており、マス
トが地面に対して垂直である場合であっても、「マストが建築物の側壁に並行して立てら
れることが想定されている」、という要件が充足されるものとする。この点は第２発明の
場合も同様である。
　また、第１発明による建築物は、オフィス用途の、或いは居住用のマンションであるビ
ルディングであっても良い。もっとも、建築物は、人がその内部に入る用いられ方が本来
的な用途として想定されていない煙突や、橋梁等の所謂構築物と呼ばれる建築物であって
も構わない。この点も第２発明の場合も同様である。
【００１０】
　本願出願人は、固定金具を取付けられる固定部材を有する上述のごとき高層の建築物の
メンテナンス方法をも、本願の課題を解決できる発明として提案する。
　その方法は、前記固定部材の、前記マストを立てることが予定された位置に前記固定金
具を取付ける過程、取付けられた前記固定金具に、前記マストの下端を接続することによ
り少なくとも一つのマストを前記建築物の側壁に並行して立てる過程、立てられた前記マ
ストに前記マストを昇降することのできる足場を取付ける過程、前記足場を前記マストに
沿って昇降させるとともに、前記足場に乗った作業員に前記建築物のメンテナンス作業を
行わせる過程、を含む。
【００１１】
　第１発明における前記固定金具は、前記固定部材に固定されていても良い。上述の建築
物は、マストが立てられるよりも前の段階（例えば、建築物の完成の時点）では固定金具
を備えておらず、マストを立てる必要が生じたときなどに、その固定部材に固定金具を取
付け、そしてその固定金具にマストの下端を接続するという用い方をする。他方、マスト
が立てられるよりも前の段階（例えば、建築物の完成の時点）で、固定部材に固定金具を
予め取付けておいても良い。この場合には、マストを立てる必要が生じたときには、その
固定部材に予め取付けられた固定金具にマストの下端を接続するだけで、マストの下端の
固定が実現できる。後者の方がマストを立てるときの手間が少ないが、固定金具は屋外で
も劣化しにくいものを選択する必要が生じる。
【００１２】
　本願出願人は、固定金具を取付けられた固定部材を有する上述のごとき高層の建築物の
メンテナンス方法をも、本願の課題を解決できる発明として提案する。
　その方法は、固定部材に取付けられている前記固定金具に、前記マストの下端を接続す
ることにより少なくとも一つのマストを前記建築物の側壁に並行して立てる過程、立てら
れた前記マストに前記マストを昇降することのできる足場を取付ける過程、前記足場を前
記マストに沿って昇降させるとともに、前記足場に乗った作業員に前記建築物のメンテナ
ンス作業を行わせる過程、を含む。
【００１３】
　上述したように、固定金具は、マストの地上よりも高い位置にある下端に接続される。
つまり、固定金具は地上よりも高い位置で固定部材に固定される。
　ここで、固定部材が、その下に例えば人が通るに無理がない空間を作れるようなものと
なっていれば、建築物の周囲のスペースの有効活用が可能となる。例えば、前記固定部材
は、前記建築物の前記側壁から外側に張り出すようになっており、その上面に前記固定金
具が取付けられるようになっていても構わない。この場合、固定部材は、例えば、建築物
の側壁の下方から２ｍ以上の位置から外側に張り出すようになっていても構わない。固定
部材の下に高さ２ｍ程度の空間があれば大抵の人が往来することが可能である。もっとも
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大抵の人が往来するのに、便利であり、且つ心理的な圧迫感がないようにするのであれば
、固定部材は、建築物の側壁の下方から２．５ｍ～３ｍ以上の位置から外側に張り出すよ
うにすべきであろう。また、固定金具があまりにも高い位置にあると、建築物のそれより
下の部分のメンテナンスを行うのが難しくなることもありうるから、固定金具は１０ｍよ
り低い位置にある方が良い。この程度以下の高さであれば、ビテイを用いて構築した簡易
的な足場や、高所作業車のバスケットに乗った作業者が、建築物のメンテナンスを行うに
不都合はない。
　前記固定部材の形状は、例えば板状である。
【００１４】
　前記固定部材は、複数であってもよいし、一つであっても良い。固定部材が複数のとき
、各固定部材の地上からの高さは、すべて同じであっても良いし、そうでなくても良い。
　固定部材は、一つの前記固定部材に、複数のマストと接続するための固定金具が取付け
られるようになっていても良い。或いは、一つの前記固定部材に、一つのマストと接続す
るための固定金具が取付けられるようになっていても良い。一つの固定部材に、複数のマ
ストとそれぞれ接続することのできる複数の固定金具が設けられている場合、各固定金具
の地上からの高さはすべて同じであっても良いし、そうでなくても良い。
【００１５】
　第１発明の建築物の前記側壁の前記固定部材に前記固定金具が取付けられる位置の正面
には、前記側壁の縦方向の線上に位置するようにして、前記マストと接続するための接続
金具が設けられており、その下端を前記固定金具に、その長さ方向の適当な位置を前記接
続金具に接続されたマストが前記固定金具、及び前記接続金具により安定して支持される
ようになっていてもよい。
　上述のように、マストの下端は固定金具により固定されるが、マストの上方（本願で、
「マストの上方」という文言は、マストの下端以外の部分という意味で用いる。）も固定
した方がもちろんマストは安定するし、日本の場合であればそのようなマストの上方の固
定も行うことが法令で義務付けられている。ところで、そのような固定を行うには側壁と
マストとを何らかの金具を用いて接続することが必要となる。しかしながら、一般的に建
築物の側壁にはそのような固定が可能な場所がない。したがって、従来は、側壁に金具を
打ち込むなどして、言い換えれば建築物を傷つけて、建築物の側壁とマストの下端以外の
部分とを接続している。
　これに対して上述の建築物であれば、マストの下端部分と側壁とを接続するのに用いる
ことができる接続金具を、建築物の完成時から壁面に備えているから、それとマストの上
方とを接続することを容易に行うことができる。しかも、接続金具は、側壁の、前記固定
部材に前記固定金具が取付けられる位置の正面に当たる位置に設けられている。固定金具
が設けられる位置は上述のように、建築物のメンテナンスを昇降足場を用いて行うに好ま
しい位置に立てられるマストの下端を固定するに相応しい位置であるから、側壁のその正
面の位置は、建築物のメンテナンスを昇降足場を用いて行うに好ましい位置に立てられる
マストの上方と接続するに相応しい位置であると言える。つまり、このような建築物を用
いれば、マストの下端を固定金具に、マストの上方のその長さ方向の適当な位置を接続金
具に接続することが容易であり、そうすることにより、マストを固定金具、及び接続金具
により安定して支持できるようになる。
　接続金具のそれぞれの基端は、建築物の側壁に建築物の完成時から埋め込まれていても
良い。マストを固定するための何らかの部材を建築物の側壁に後付け的に設けることも考
えられるが（実際、ビテイ足場等の足場を、建築物に後付けした第１の金具と、その一端
を第１の金具にその他端を足場に固定する第２の金具を用いて、建築物の側壁に接続する
技術は実用されている。）、その部材と建築物との接続の強度を必ずしも十分なものとす
ることが難しく、またそのような部材を建築物の側壁の所望の位置に常に取付けられるわ
けでもなく、また何よりそのようなことをして建築物を傷つけることを例えば建築物の所
有者が嫌う、という事情がある。接続金具の基端が建築物の完成時から建築物に埋め込ま
れていれば、このような不具合を解消できる。接続金具の基端は、側壁、或いは、柱又は
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梁に埋め込まれていても良い。それにより、接続金具と側壁の固定が益々強固になる。
　接続金具の基端には、接続金具と建築物の側壁との接続を強固にするために、側壁から
接続金具が抜けるのを防止するアンカーが設けられていても良い。アンカーの形状は、接
続金具の側壁からの抜け止めを実現できるようなものであれば、その詳細を問わない。こ
うすることで、接続金具と側壁との固定をより強固にすることができるようになる。
　また、後述するように建築物はビルディングである場合がある。そして最近のビルディ
ングは、その側壁が、予め工場等で製造されたパネルである場合がある。ビルディングの
側壁がパネルで構築されている場合、接続金具の少なくとも一部の基端はパネルに埋め込
まれていても良い。また、建築物がビルディングであり、且つその側壁がパネルで構築さ
れている場合、すべての接続金具の基端は、建築物の側壁の外面を構成するパネルか、建
築物の柱又は梁のいずれかに埋め込まれていても良い。接続金具の基端にアンカーが設け
られていれば、側壁と接続金具の結合は益々強固になる。
　接続金具の建築物の側壁への埋め込みは、側壁の製造時に行うことができる。例えば、
側壁がコンクリート製なのであれば、コンクリートの打設する時点で接続金具の基端を打
設されるコンクリートの中に埋め込んでおき、養生後コンクリートが硬化したときには既
に接続金具が側壁の内部に埋め込まれているようにすることができる。また、建築物がビ
ルディングであり、その側壁がパネルでできている場合、接続金具は、その基端をパネル
の製造時にパネルに埋め込まれるようにすることができる。ビルディングの外壁を構成す
るためのパネルとしては例えば、ＡＬＣ（Ａｕｔｏｃｌａｖｅｄ　Ｌｉｇｈｔｗｅｉｇｈ
ｔ　Ｃｏｎｃｒｅｔｅ／軽量コンクリート）パネル、ＰＣ（Ｐｒｅｓｔｒｅｓｓｅｄ　Ｃ
ｏｎｃｒｅｔｅ／高強度コンクリート）パネルというコンクリート製のパネルが知られて
いる。これらパネルであれば、その厚さが数百ｍｍ程度あるのが一般的なので、コンクリ
ートの打設時にその内部に、接続金具の基端を埋め込んで、その固定を十分に強固なもの
とすることが可能である。接続金具の基端にアンカーが設けられていれば、パネルと接続
金具の結合、ひいては建築物の側壁と接続金具の結合は益々強固になる。
　接続金具とマストの固定は、接続金具とマストが直接固定されるものでも、また接続金
具が他の金具などの他の手段を介してマストと間接的に固定されるものでも良い。また、
マストと接続金具の固定は、基本的には着脱自在なものとすべきである。
　接続金具は、ナットであってもよい。ナットである接続金具は、ネジ切りされたその内
周面の一方の開口を側壁から露出させるようにして、少なくともその基端側を前記側壁に
埋め込まれていてもよい。なお、ナットの他方の開口は存在しなくても（つまり、覆われ
ている状態となっていても）良い。建築物の側壁の、上述した位置に、上述した数のナッ
トを埋め込んでおくだけで、マストを立てる位置についての制限なく、安定した状態でマ
ストを立てられるようになる。
【００１６】
　第２発明は、高層の建築物であって、前記建築物の側壁に並行して立てられることが想
定されているマストの地上よりも高い位置にある下端と接続するための固定金具、及び前
記固定金具が取付けられるものであり前記マストを支えられるようになっているベース、
を備えた架台をその上に載置することができるようになっている載置部材を備えており、
前記載置部材は、前記マストを、前記建築物のメンテナンスを行うために必要な位置に、
必要な数だけ立てられるようにして、前記架台をその上に載置できるようになっている、
建築物である。
　第２発明の建築物は、第１発明の固定部材に変えて、載置部材を有している。載置部材
の上には、マストの下端と固定できる架台が載置できるようになっている。載置部材は、
メンテナンスを行うためにマストを立てるべき場所に架台を載置できるように構成されて
いる。マストが複数必要な場合には、載置部材を、複数の架台を載置できるようにしてお
けば、複数のマストを複数の架台のそれぞれの上に立てることも可能である。載置部材は
地上よりも高い位置にあり、マストの下端を地上よりも高い位置で支持できる。このよう
にしてマストを宙に浮かせた状態で支持することができるようになるので、昇降足場を用
いるに先立ってマストを立てる際に必要となる架台を配するという行為に付きまとう障害
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物などによる困難を排除することができ、また載置部材を、マストを立てるに好ましい位
置に架台を載置できるようなものとしておくことで、マストを適切な位置に立てられるよ
うになる。
【００１７】
　本願出願人は、架台を載置できる載置部材を有する上述のごとき高層の建築物のメンテ
ナンス方法をも、本願の課題を解決できる発明として提案する。
　その方法は、前記載置部材の上の前記マストを立てることが予定された位置に前記架台
を載置する過程、載置された架台の前記固定金具に、前記マストの下端を接続することに
より少なくとも一つのマストを前記建築物の側壁に並行して立てる過程、立てられた前記
マストに前記マストを昇降することのできる足場を取付ける過程、前記足場を前記マスト
に沿って昇降させるとともに、前記足場に乗った作業員に前記建築物のメンテナンス作業
を行わせる過程、を含む。
【００１８】
　上述したように、載置部材に載置された架台は、地上よりも高い位置でマストの下端を
固定する。
　ここで、載置部材は、第１発明の固定部材と同様に、その下に例えば人が通るに無理が
ない空間を作れるようなものとすることができる。載置部材も、固定部材と同様に、建築
物の側壁から外側に張り出すようになっており、その上面に架台を載置できるようになっ
ていても構わない。もっとも大抵の人が往来するのに、便利であり、且つ心理的な圧迫感
がないようにするのであれば、載置部材は、建築物の側壁の下方から２．５ｍ～３ｍ以上
の位置から外側に張り出すようにすべきであろう。また、載置部材に載置されるマストの
下端は、マストに取付けられた足場からのメンテナンスが難しいことを考慮すれば、１０
ｍより低い位置とするのが好ましい。
　載置部材の形状は、例えば板状である。
【００１９】
　載置部材は、複数であってもよいし、一つであっても良い。載置部材が複数のとき、各
載置部材の地上からの高さは、すべて同じであっても良いし、そうでなくても良い。
　載置部材は、一つの載置部材に、複数のマストとそれぞれ接続するための複数の架台が
載置されるようになっていても良い。或いは、一つの載置部材に、一つのマストと接続す
るための一つの架台が載置されるようになっていても良い。
【００２０】
　第２発明の建築物の側壁の載置部材に架台が載置されることが予定された位置の正面に
は、側壁の縦方向の線上に位置するようにして、マストと接続するための接続金具が設け
られており、その下端を架台の固定金具に、その長さ方向の適当な位置を接続金具に接続
されたマストが固定金具、及び前記接続金具により安定して支持されるようになっていて
もよい。
　このような建築物を用いると、マストの下端を固定金具に、マストの上方のその長さ方
向の適当な位置を接続金具に接続することが容易であり、第１発明の場合と同様に、マス
トを固定金具、及び接続金具により安定して支持できるようになる。
【００２１】
　第１発明と第２発明における建築物の側壁に設けられる接続金具は、以下のようなバリ
エーションを有しうる。
【００２２】
　例えば、接続金具は、マストと固定できるようになっていればその具体的な構成は問わ
ず、接続金具とマストが直接固定されるものでも、また接続金具が他の金具などの他の手
段を介してマストと間接的に固定されるものでも良い。マストと接続金具の固定は、基本
的には着脱自在なものとすべきである。
　前記接続金具は、ナットであってもよい。ナットである前記接続金具は、ネジ切りされ
たその内周面の一方の開口を前記側壁から露出させるようにして前記側壁に埋め込まれて
いてもよい。建築物の側壁の、上述した位置に、上述した数のナットを埋め込んでおくだ
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けで、マストを立てる位置についての制限なく、安定した状態でマストを立てられるよう
になる。
【００２３】
　前記接続金具は、前記マストと接続されるときに除去可能とされた、前記接続金具の露
出を防ぐカバーによりその表面を覆われていてもよい。
　接続金具が建築物の側壁に設けられていると、建築物の美観が損ねられる可能性がある
。また、何らかの原因で舞い上がった何らかの物体が例えば高い位置に位置する接続金具
に引っかかる可能性がないとも限らない。上述の如きカバーがあれば、そのような事態を
防ぐことが可能となる。例えば、カバーの外観を、建築物の外壁との馴染みの良いものと
することで、建築物の外観を損なう可能性を小さくすることができる。カバーは、建築物
の美観を維持する機能と、何らかの物体が接続金具に引っかかる可能性を低減できる機能
の一方のみを備えるものであっても良い。
　前記カバーは、前記側壁に対して着脱自在とされていても良い。そのようなカバーであ
れば、マストと接続金具を接続するときにはカバーを外し、マストと接続金具の接続を解
除するときにはカバーを再度取付けることにより、繰り返しカバーを用いることができる
ようになる。
　また、前記カバーは、それが破壊されることでその内部にあった前記接続金具が露出す
るようなものとされていてもよい。例えば、粘土を始めとする粘土状のもの、モルタルを
始めとするモルタル状のもの、発泡ウレタン、ウレタン、発泡スチロールなどの樹脂など
をカバーとして用いることが可能である。これらの一つをカバーとして用いた場合には、
雨水の含浸を防止することにより、雨水による接続金具への影響を低減することが可能と
なる。
【００２４】
　接続金具は、上述のように、高層の建築物の側壁の、接続金具と接続されたマストを接
続金具が安定して支持できるだけの位置に、前記接続金具と接続されたマストを接続金具
が安定して支持できるだけの数、取付けられる。その目的が達成される限りにおいて、接
続金具の数は一つでも構わないし、複数であっても構わない。
　例えば、前記接続金具は、前記側壁の外面の少なくとも一つの縦方向の線上に少なくと
も２つ設けられていても良い。そのように接続金具が配置されていれば、マストの下端以
外に、マストの上方の２箇所を接続金具と固定することができるようになるので、マスト
の安定性を増すに有用である。
【００２５】
　接続金具は側壁に設けられる。接続金具の取付け箇所は、側壁の外面であっても良いし
、側壁の内部であっても良い。ただし、側壁金具はマストと固定できるようになっている
必要があるから、上述の、或いは後述するカバーがない状態では外部に少なくともその一
部が露出する状態となる。
　前記接続金具の少なくとも一つは、前記側壁の外面に設けられた凹部の内部に取付けら
れており、前記接続金具は、前記側壁の略面一の面である外面から露出しないようになっ
ていてもよい。建築物の美観を維持する機能、或いは何らかの物体が接続金具に引っかか
る可能性を低減できる機能を発揮させるための手段として、カバーを用いることができる
ことを既に述べた。同様の機能を、接続金具を凹部の中に設けることにより得られること
がある。すべての接続金具が凹部の中にあることも当然に許容される。
　凹部は建築物がビルディングである場合、ビルディングの側壁の外面を構成するパネル
の隙間に設けられていても良い。つまり、前記接続金具の少なくとも一つは、前記側壁の
外面に設けられた凹部の内部に取付けられており、前記接続金具は、前記側壁の前記外面
の外側の略面一の面である前記外面の表面から露出しないようになっている場合において
、前記凹部は、ビルディングの側壁の外面を構成するパネルの隙間に設けられていても良
い。
　いずれの場合においても前記凹部には、前記接続金具の露出を隠すカバーが設けられて
いても良い。カバーの構成、機能については既に述べた通りである。
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　前記カバーは、前記凹部の開口を覆う板であっても良い。板は凹部の開口に対して着脱
自在であってもよい。それにより、繰り返しカバーを用いることができるようになる。カ
バーの外観を建築物の外壁との馴染みの良いものとするために、板であるカバーの外側に
、建築物の側壁の表面に配された素材（例えばタイル）を配しておくことも可能である。
　前記カバーは、前記凹部に充填されていてもよい。この場合のカバーは、それが破壊さ
れることでその内部にあった前記接続金具が露出するようなものとされていてもよい。例
えば、粘土を始めとする粘土状のもの、モルタルを始めとするモルタル状のもの、発泡ウ
レタン、ウレタン、発泡スチロールなどの樹脂などをカバーとして凹部に充填することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１実施形態における建築物の全体構成を概略的に示す斜視図。
【図２】図１に示した建築物の側壁に設けられた固定部材の配置態様の例を示す平面図。
【図３】図１に示した建築物の側壁に設けられた接続金具の配置態様の例を示す側面図。
【図４】図１に示した建築物のメンテナンスを行うにあたり、固定部材の穴に固定金具が
取付けられた状態を概略的に示す側面図。
【図５】図１に示した建築物のメンテナンスが行われている状態を概略的に示す側面図。
【図６】図５に示した接続金具と連結金具の接続状態を示す斜視図。
【図７】図１に示した建築物のメンテナンスが行われている状態を概略的に示す平面図。
【図８】変形例１の接続金具を示す側断面図。
【図９】変形例２の接続金具を示す側断面図。
【図１０】変形例２の接続金具の他の例を示す側断面図。
【図１１】変形例３のパネルの構成を示す（Ａ）正面図と、（Ｂ）その開口蓋付近のＸ－
Ｘ断面図。
【図１２】変形例４の接続金具を示す側断面図。
【図１３】変形例４の接続金具の他の例を示す側断面図。
【図１４】変形例５の建築物の全体構成を概略的に示す斜視図。
【図１５】本発明の第２実施形態における建築物を概略的に示す平面図。
【図１６】本発明の第２実施形態における建築物のメンテナンスが行われている状態を概
略的に示す平面図。
【図１７】本発明の第３実施形態における建築物を概略的に示す斜視図。
【図１８】図１７に示した建築物のメンテナンスが行われている状態を概略的に示す側面
図。
【図１９】変形例６の接続金具の例を示す正面図。
【図２０】図１に示した建築物の側壁に設けられた接続金具の側壁への取付け状態を示す
断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の好ましい第１～第３実施形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
なお、各実施形態、及び変形例の説明において、共通の対象には同一の符号を付すことと
し、また、重複する説明は場合により省略することとする。
【００２８】
≪第１実施形態≫
　図１に、第１実施形態における建築物１００を示す。
　これには限らないが、建築物１００は、ビルディングである。建築物１００たるビルデ
ィングは、例えば、オフィスビル、マンションである。建築物１００は、地盤５００に立
っている。後述する固定部材と接続金具を備える点を除き、建築物１００の構成はごく一
般的なものである。図１の建築物１００の４方を囲む面が側壁１０１であり、側壁１０１
の一つには出入り口１９１が設けられている。その他、図１では、建築物１００に窓等の
記載がないが、当然に建築物１００は通常の建築物が、或いは通常のビルディングが要求
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される機能を充足させるための構成を備えている。
　建築物１００は高層である。建築物１００は、その高さが２０ｍ以上であり、そのメン
テナンスに困難が生じやすい程度の高さである。建築物１００の高さは例えば数百ｍ以上
であってもよい。建築物１００は、後述するように、昇降足場を用いてそのメンテナンス
がなされる。
【００２９】
　建築物１００の各側壁１０１には、固定部材１３０が２つずつ設けられている（図１、
図２）。固定部材１３０は、後述するマストの下端と接続され、マストを強固に支持する
ものである。後述のように、マストは、昇降足場の一部をなすものである。この実施形態
では必ずしもこの限りではないが、各固定部材１３０が一本のマストの下端と固定され、
一本のマストを支持するようになっている。それが可能な程度の強度が固定部材１３０に
は与えられており、またそれが可能な程度に強固に固定部材１３０は側壁１０１に固定さ
れている。
　固定部材１３０は、地盤５００よりも高い位置に設けられている。固定部材１３０は、
これには限らないが、板状であり、これには限られないが平面視矩形である。固定部材１
３０には、建築物１００の美観に応じた装飾が与えられている場合もある。固定部材１３
０の高さは、その下面までの高さが２ｍ以上となるようになっており、この実施形態では
必ずしもこの限りではないがその下面までの高さが３ｍとなるようになっている。つまり
、固定部材１３０の下方の空間を人は自由に行き来できるし、花壇や自転車置き場などを
作るにも不都合はない。
　固定部材１３０の上面には、後述する固定金具との接続をなすための手段として、この
限りではないが穴１３１が穿たれている。必ずしもこの限りではないが、この実施形態で
は、穴１３１は各固定部材１３０に対して４つ穿たれている。４つの穴１３１は一組とし
て機能し、４つの穴１３１で１本のマストを支持する。この限りではないが、固定部材１
３０の上面は、少なくとも１０ｍよりも低い位置にある。つまり後述する固定金具は、こ
の実施形態では、１０ｍよりも低い位置に取付けられる。
　固定金具としての後述するボルトの下端をこの穴に差し込むことにより、固定金具は各
穴１３１に接続されるようになっている。固定金具としてのボルトの上端は穴１３１から
露出するようになっており、穴１３１から露出したボルトがマストの固定に利用される。
必ずしもこの限りではないが、この実施形態の穴１３１の内側にはネジ切りがされており
、穴１３１にボルトの下端を螺合させることでボルトと穴１３１の固定が強固なものとさ
れるようになっている。穴１３１の内面のネジ切りは、穴１３１の内側にナットを嵌め込
むことにより形成することができる。このナットには、穴１３１から脱落しないように例
えばアンカーが設けられており、固定部材１３０を製造するためのコンクリートの打設時
に固定部材１３０に埋め込むことが可能である。
　なお、図１では理解の容易のために、固定部材１３０及び穴１３１を大きめに記載して
いる。
【００３０】
　上述したように、建築物１００の各側壁１０１には、固定部材１３０が２つずつ設けら
れている。固定部材１３０は、各側壁１０１の幅方向の両端部付近にある。同じ側壁１０
１に設けられた２つの固定部材１３０の上にそれぞれ立てられる後述する２つのマストが
、その側壁１０１に沿って配される後述する一つの足場の両端付近を支持するようになっ
ている。
　固定部材１３０の固定金具（或いは穴１３１）は、メンテナンスを行うにあたってそこ
にマストの下端を位置させることが好ましいという位置に設けられている。言い換えれば
、固定部材１３０の穴１３１に取付けられた固定金具にマストの下端を接続させた場合、
マストは、メンテナンスを行うために用いられる足場を支持するのに便利な位置に自動的
に位置することになる。
　なお、すべての固定部材１３０のすべての穴１３１には固定金具がマストを立てるより
も前から（例えば、建築物１００の完成時から）固定されていても構わない。
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【００３１】
　図１ではその記載を省略しているが、図３に示したように、側壁１０１の適宜の位置に
はまた、接続金具１１０が取付けられている。
　接続金具１１０は、金属製であり、後述するように、これも後述するマストの上方（マ
ストの下端以外の部分）と接続可能となっている。また、接続金具１１０は、マストの上
方と接続されたときにマストを安定して支持できるだけの強度を備えている。なお、図１
では理解の容易のために、接続金具１１０を大きめに記載している。
　建築物１００の側壁１０１に設けられた接続金具１１０は、固定部材１３０の穴１３１
の正面における側壁１０１の縦方向の線上に位置している。つまり、一面の側壁１０１に
は、側壁１０１の幅方向の両端付近に位置する縦方向の２つの縦方向の線上に並ぶように
して、複数の接続金具１１０が存在する、という状態になっている。各縦方向の線上に位
置する接続金具１１０は１つであっても構わないが、この実施形態では複数となっている
。各縦方向の線上に位置する接続金具１１０が複数である場合は、それら接続金具１１０
のうち上下に隣り合うもの同士の間隔は、同一であっても良いし、異なっていても構わな
い。接続金具１１０は、各固定部材１３０の穴１３１の正面における側壁１０１の縦方向
の線上に位置しているから、その固定部材１３０の上にマストが立てられたときに、側壁
１０１のマストに対向する位置に点々と接続金具１１０が存在する状態となる。各接続金
具１１０と、側壁１０１に沿って立てられるマストの距離が近いから、接続金具１１０と
マストとを後述の如く接続するのは容易である。
【００３２】
　なお、建築物１００のうち、ある側壁１０１については、昇降足場を用いずにメンテナ
ンスを行うことが建築物１００を建築する前から明らかな場合等であれば、その側壁１０
１には、上述した固定部材１３０と、接続金具１１０とを設けるには及ばない。
【００３３】
　接続金具１１０の側壁１０１への固定方法はその固定の強度が十分である限りどのよう
なものであっても良い。例えば、接続金具１１０が板状のベースを備えており、そのベー
スにネジ穴が適当な数穿たれているのであれば、ネジ穴を貫通させたネジを側壁１０１に
打ち込むことにより接続金具１１０を側壁１０１に固定することができる。
　これには限られないが、この実施形態では、接続金具１１０は、図２０に示したように
して側壁１０１に取付けられている。接続金具１１０の基端には、アンカー１１０Ａが設
けられている。
　接続金具１１０のアンカー１１０Ａは、側壁１０１を製造する段階で、例えば、側壁１
０１を形成するためにコンクリートを打設する前段階で後に側壁１０１が位置することと
なる空間に位置させられる。その状態でコンクリートを打設し、コンクリートを硬化させ
ることで、接続金具１１０のアンカー１１０Ａは側壁１０１の中に埋め込まれた状態とな
る。アンカー１１０Ａは例えば、傘が開いたような形状をしている。この形状は、アンカ
ー１１０Ａが側壁１０１から抜け落ちるのを防止する。アンカー１１０Ａの存在により、
接続金具１１０は、強固に側壁１０１に固定される。なお、アンカー１１０Ａの形状は必
ずしも図示したような傘型である必要はなく、アンカー１１０Ａが側壁１０１から抜け落
ちるのを防止できる形状であれば良い。アンカー１１０Ａの形状は、公知のものを採用し
得る。アンカー１１０Ａは、建築物１００の側壁１０１、又は図示を省略の柱又は梁に埋
め込まれる。
　建築物１００がビルディングである場合、その側壁１０１は、パネルの集合により構成
されている場合がある。パネルは例えば、ＡＬＣパネル、或いはＰＣパネルである。パネ
ルは例えば矩形の板状であり、一般的には隣接するもの同士の縦横の長さが揃っている。
パネルは、縦横に配列され、側壁１０１を構成する。接続金具１１０のアンカー１１０Ａ
は、パネルの製造時にパネルに埋め込むことができる。パネルが、コンクリートにより形
成されている場合には、側壁１０１の製造時にアンカー１１０Ａを側壁１０１に埋め込む
上述の方法と同様の方法で、パネルの製造時にアンカー１１０Ａを埋め込むことができる
。パネルの厚さは、そのようなアンカー１１０Ａの埋め込みを行ってもなおパネルの強度
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、及びパネルとアンカー１１０Ａの結合の強度が十分な程度にし、例えば３００ｍｍ程度
とする。建築物１００の側壁１０１がパネルの集合により構成されている場合、すべての
パネルに接続金具１１０が取付けられている必要はないし、また一つのパネルに２つ以上
の接続金具１１０が取付けられている場合もあり得る。パネルは建築物１００の建築現場
ではなく一般的に工場で製造されるものであるが、工場でパネルを製造する段階で、多数
のパネルを配列して建築物１００の側壁１０１を構築した際に、最終的に必要な部分に接
続金具１１０が位置するように設計しておけば良い。　　　
【００３４】
　次いで、接続金具１１０を備えた建築物１００のメンテナンス方法について説明する。
　メンテナンスには昇降足場を用いる。昇降足場は周知であり、当業者において特に説明
を要することはないためその詳細の説明を省略するが、昇降足場は、マストとそれに沿っ
て昇降を自由に行えるようにされた足場とを備えている。足場は駆動装置を含んでいる。
駆動装置は、マストに対して昇降するための動力を発生させるものであるとともに、マス
トに対して任意の高さで固定することができるものとなっている。
【００３５】
　メンテナンスを行うためには、メンテナンスのための作業を行うために足場が必要とな
る部分に足場を位置させられるようにするために、足場を支持させるに適当な位置にマス
トを立設する。
　そのための準備として、マストを立てるべき固定部材１３０のすべての穴１３１に、固
定金具１３２を固定する（図４）。上述したように、この実施形態における固定金具１３
２は、ボルトである。固定金具１３２は、穴１３１に螺合させることで、穴１３１に強固
に固定される。なお、建築物１００が、元々すべての固定部材１３０の穴１３１に固定金
具１３２が予め固定されたものである場合には、穴１３１に固定金具１３２を固定するこ
の過程は省略することができる。
【００３６】
　次に、固定金具１３２が固定された固定部材１３０の上にマスト２００を立てる（図５
）。マスト２００は通常、長さ方向の適当な位置で分割されたマスト体の集合とされてお
り、それを接続していくことで、必要な高さまで上方に伸ばしていくことができる。
　まず、マスト２００の下端（一番下のマスト体の下端）を、上述した固定金具１３２に
それぞれ固定する。かかる固定は、当業者に公知、或いは周知の適当な方法を用いて行え
ば良く、従来の架台が備える固定金具へのマスト２００の下端の取付方法と同様の方法を
採用し得る。
　次いで、マスト２００（より正確には、固定部材１３０に固定したマスト体）に足場２
１０を取付ける。図５に示したように、足場２１０は上述の駆動装置２２０を備えている
。なお、足場２１０は本来、足場２１０に乗った作業員の安全性を確保するための、その
周囲を囲む柵等の設備を備えているが、その図示も説明も省略する。
　次いで、その足場２１０に、その上に取付けるべきマスト体を載せ、足場２１０を固定
金具１３２に固定されたマスト体の上方付近まで上げ、足場２１０に載せられていたマス
ト体を、その下のマスト体の上方に接続する。これを繰り返しながら、マスト２００は、
上へ上へと伸びていく。
【００３７】
　また、対面する側壁１０１に接続金具１１０があり、マスト２００の安定性を増すため
にマスト２００と接続金具１１０の接続が必要な場合には、その接続金具１１０とマスト
２００の上方との接続を行う。マスト２００は接続金具１１０と、連結金具３００を介し
て接続される。
　接続金具１１０と、連結金具３００の構造の詳細と、接続の方法とを、図６の斜視図を
用いて説明する。なお、連結金具３００は、この実施形態では金属製である。また、接続
金具１１０と連結金具３００とは、それらを互いに着脱自在に接続できるようになってい
れば足りる。つまり、以下に説明する、接続金具１１０と連結金具３００の構成は、あり
得る構成の一例に過ぎない。



(14) JP 5530017 B1 2014.6.25

10

20

30

40

50

　接続金具１１０は側壁１０１から垂直に伸びる接続本体部１１１と、これには限られな
いが接続本体部１１１を上方に折り曲げてなる接続係止部１１２とからなる。接続本体部
１１１の基端（図６の左奥）側は、適当な方法で側壁１０１に固定されている。例えば、
接続本体部１１１の基端には板状のベースが設けられており、そのベースに穿たれた孔を
貫通したボルトを側壁１０１に螺合させることにより、或いは接続本体部１１１の基端は
側壁１０１の中に埋め込まれて抜け出さない形状となっているアンカーを備えており、そ
のアンカーを側壁１０１中に固定することにより、接続本体部１１１の基端側は側壁１０
１に固定されている。
　他方、連結金具３００は、棒状の連結本体部３０１を備えている。連結本体部３０１は
、図示と詳述を省略するが、適当な構造により、その基端（図６の右手前）側を、マスト
２００と固定できるようになっている。連結本体部３０１の先端側には、把持部３０２が
設けられている。把持部３０２は、連結本体部３０１と接続金具１１０の固定をなすもの
である。把持部３０２は下が開いたコの字型をしている。また、把持部３０２の両先端に
は図示を省略のネジ孔が空けられている。把持部３０２の下端には、板状の部材である蓋
３０３が取付けられるようになっている。蓋３０３は把持部３０２の下側の開口を塞ぐも
のである。把持部３０２の両先端部分には、図示を省略の孔が穿たれており、蓋３０３の
両側のその孔に対応する位置には、これも図示を省略のネジ穴が設けられている。２つの
把持部３０２の先端部分に設けられた孔を貫通させたボルト３０４の先端を、蓋３０３の
両側のネジ穴に螺合させることによって、蓋３０３は把持部３０２にしっかりと固定され
る。そのとき、蓋３０３でその下側を、把持部３０２の内側面でその上側と左右両側とを
囲まれた矩形の孔ができる。その矩形の孔の断面形状と大きさは、接続金具１１０の接続
本体部１１１の断面形状に対応したものとなっている。つまり、２つの把持部３０２で接
続金具１１０の接続本体部１１１を跨いだ状態で、把持部３０２に蓋３０３を固定すると
、接続本体部１１１の先端の太さが接続係止部１１２を備えているから太くなっているこ
ともあり、把持部３０２と蓋３０３に囲まれた上述の矩形の孔から接続本体部１１１が抜
けなくなる。
　つまり、上述の矩形の孔（の周囲）が接続係止部１１２と係止し合うことにより、接続
金具１１０と連結金具３００をしっかり固定することができる。
　なお、マスト２００と連結金具３００の接続と、連結金具３００と接続金具１１０の接
続とは、いずれを先に行なっても構わない。
　以上の作業を繰り返すことにより、図５に示したように、側壁１０１に並行した状態で
、この実施形態では略垂直にマスト２００が立てられる。
【００３８】
　この実施形態では、図７に示したように、側壁１０１のうちの任意の一面（図７におけ
る左側の面）に面した固定部材１３０の上にマスト２００をそれぞれ１本ずつ立て、それ
らマスト２００に足場２１０を渡すようにしている。これは、図７における左側の側壁１
０１が、取り敢えず現時点におけるメンテナンスの対象だからである。
　図７では、二点鎖線で示しているが、その他の側壁１０１に設けられた固定部材１３０
にも、図７における左側の側壁１０１と同様にマスト２００を立て、足場２１０を渡すこ
とにより、足場２１０に面した側壁１０１をメンテナンスの対象とすることができる。
　どの側壁１０１をメンテナンスの対象とするかは、当然に任意に決定できるし、また複
数の側壁１０１を同時にメンテナンスの対象とすることも当然に可能である。
【００３９】
　次いで、マスト２００に取付けられた足場２１０に作業者が乗り、足場を上下させ、適
当な高さで足場を止める。作業者は安全に、建築物１００のメンテナンスを行うことがで
きる。
【００４０】
　メンテナンスが終わったら、マスト２００を上述の手順とは逆の作業を行うことにより
マスト体に解体し、マスト体、足場２１０を搬出する。
【００４１】
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＜変形例１＞
　次に、第１実施形態の変形例について説明する。
　第１実施形態における接続金具１１０は、側壁１０１に固定された状態で外部に露出し
ていた。接続金具１１０は露出していない方が、建築物１００の美観という点で好ましい
場合が多く、また、接続金具１１０に対して何らかの物体が係止されるという不具合も軽
減される。
　変形例１の建築物１００は第１実施形態の建築物１００と略同じであり、第１実施形態
の場合と同様に接続金具１１０を備えているが、変形例１の接続金具１１０は、側壁１０
１に設けられた凹部１０２の内部に固定されている（図８参照）。凹部１０２の底に接続
金具１１０のアンカー１１０Ａが、例えば第１実施形態の場合と同様の方法で埋め込まれ
ている。それにより、接続金具１１０は、凹部１０２の周囲に広がる側壁１０１の略面一
の面である側壁１０１の外面から露出しないようになっている。
　この限りではないが、変形例１の建築物１００における凹部１０２は、その開口に対し
て着脱自在に取付けることのできる板状の開口蓋１０３を備えている。開口蓋１０３を開
口に対して着脱自在に取付けるための方法は、周知の方法を応用することができる。開口
蓋１０３が存在している場合には、接続金具１１０は、完全に外部に露出しない状態とな
る。また、この限りではないが、開口蓋１０３の外面は、側壁１０１の外面と同様に仕上
げられている。例えば、側壁１０１の外面にタイルが貼り付けられているのであれば、そ
れと同様のタイルが開口蓋１０３の外面に貼り付けられている。そうすることにより開口
蓋１０３は、側壁１０１との馴染みの良いものとなるため、その存在が建築物１００の外
観に与える影響を小さくすることができる。
　なお、接続金具１１０を凹部１０２の内部に設け、凹部１０２の開口に開口蓋１０３を
設けるという以上の構造は、少なくとも一つの接続金具１１０について採用すれば良いが
、この変形例１ではすべての接続金具１１０について採用している。
【００４２】
　変形例１の建築物１００のメンテナンス方法は、基本的に第１実施形態の場合と同じで
ある。異なるのは、マスト２００と接続金具１１０とを連結金具３００を介して接続する
にあたり、接続金具１１０を外部に露出させるために、開口蓋１０３を凹部１０２の開口
から外さないといけないという点である。
　また、メンテナンスが終了して昇降足場を撤収するに際しては、開口蓋１０３を凹部１
０２の開口に再び取付けても良い、という点も変形例１と第１実施形態の相違点である。
【００４３】
　なお、変形例１では、凹部１０２の内部に接続金具１１０を取付けたが、凹部１０２の
内部に接続金具１１０を取付ける構成は採用せず、側壁１０１の外面に接続金具１１０を
取付けるともに、例えば一面の開口した箱状、或いはドーム状のカバーを側壁１０１に取
付け、そのカバーの内部に接続金具１１０が位置するようにすることで、接続金具１１０
の露出を防ぐというのも可能である。
【００４４】
＜変形例２＞
　次に、変形例２について説明する。
　変形例２の建築物１００は概ね変形例１の場合と同様である。
　図９に示されたように、接続金具１１０は、凹部１０２の内部に取り付けられる。
　ただし、変形例２では、凹部１０２の開口に開口蓋１０３はない。
　凹部１０２の内部に取付けられた接続金具１１０は、変形例１における開口蓋１０３を
用いるのとは異なる方法で、その外部への露出を完全に防止されている。
　変形例２では、凹部１０２の内部に、充填材１０４を充填させることにより、接続金具
１１０は、その外部への露出を完全に防止されている。充填材１０４は、粘土を始めとす
る粘土状のもの、モルタルを始めとするモルタル状のもの、発泡ウレタン、ウレタン、発
泡スチロールなどの樹脂などである。
【００４５】
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　変形例２の建築物１００のメンテナンス方法は、基本的に変形例１の場合と同じである
。異なるのは、マスト２００と接続金具１１０とを連結金具３００を介して接続するにあ
たり、接続金具１１０を外部に露出させるために、開口蓋１０３を凹部１０２の開口から
外す代わりに、凹部１０２内の充填材１０４を破壊、乃至破壊して除去しないといけない
という点である。つまり、この充填材１０４は、その破壊により、その内部にあった接続
金具１１０を露出させるようなものとなっている。
　また、メンテナンスが終了して昇降足場を撤収するに際しては、開口蓋１０３を凹部１
０２の開口に再び取付ける代わりに、開口１０２内に充填材１０４を再度充填しても良い
、という点も変形例２と変形例１の相違点であるといえる。変形例２の場合、充填材１０
４の色彩や風合いを、側壁１０１の外壁のそれと合わせておくことにより、充填材１０４
の外観を建築物１００の外観により馴染ませることが可能となる。
【００４６】
　なお、変形例２では、凹部１０２の内部に接続金具１１０を取付けたが、凹部１０２の
内部に接続金具１１０を取付ける構成は採用せず、側壁１０１の外面に取付けられた接続
金具１１０を、そのまま上述の充填材１０４と同様の物質で覆うことも可能である。
　また、変形例２の凹部１０２の開口に、変形例１と同様の開口蓋１０３を更に取付ける
ことも可能である（図１０）。
【００４７】
＜変形例３＞
　次に、変形例３について説明する。
　変形例３の建築物１００は概ね変形例１、２の場合と同様である。
　変形例３の建築物１００の側壁１００は、図１１に示したようなパネル１０１Ｐを縦横
に配列することにより構成されている。図１１に示したパネル１０１Ｐには、変形例１で
説明したのと同様の凹部１０２が設けられている。凹部１０２の内部には接続金具１１０
が取付けられており、且つ凹部１０２の開口には開口蓋１０３が取付けられている。
　このようなパネル１０１Ｐを用いた、変形例３の建築物１００は、側壁１０１がパネル
１０１Ｐに分割されている点を除き、凹部１０２や接続金具１１０の位置も含めて、変形
例１の建築物と同様の構成を持つものとされる。パネル１０１Ｐのうち、凹部１０２が存
在しない（それにともなって、接続金具１１０及び開口蓋１０３も存在しない。）パネル
１０１Ｐが存在しても良い。また、パネル１０１Ｐに複数の凹部１０２（それに加えて、
接続金具１１０及び開口蓋１０３）が存在しても良い。また、パネル１０１Ｐの正面にお
ける凹部１０２（及び、接続金具１１０、並びに開口蓋１０３）の位置は、パネル１０１
Ｐ毎に異なる場合もある。
　なお、変形例１、変形例２で説明した他の工夫を、変形例３のパネル１０１Ｐに応用す
ることができる。
【００４８】
＜変形例４＞
　次に、変形例４について説明する。
　変形例４の建築物１００は概ね第１実施形態の建築物１００と同様である。変形例４の
建築物１００が第１実施形態の建築物１００と異なるのは、接続金具１１０の構成である
。
　この接続金具１１０は、ナットである（図１２）。ナットであるこの接続金具１１０は
、その内周面にネジ切りのなされたネジ穴１１７を備えている。ネジ穴１１７の、フラン
ジで囲まれたその先端側の開口は、建築物１００の側壁１０１から外部に露出している。
例えば、側壁１０１がコンクリートである場合、ナットである接続金具１１０は、その位
置を図１２に示した位置に固定した状態でコンクリートを打設することにより、側壁１０
１の中に埋め込まれる。接続金具１１０の後端には、幅広のフランジとして形成されたア
ンカー１１０Ａが設けられている。このアンカー１１０Ａの存在により、接続金具１１０
Ａは側壁１０１から抜け落ちにくくなっている。
　変形例４で接続金具１１０と連結される連結金具３００は、図示を省略するが、その先
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端側に、ネジ穴１１７と螺合するボルトを備えている。そのボルトを、ネジ穴１１７に螺
合させることにより、連結金具３００は接続金具１１０と固定される。
　なお、変形例４の接続金具１１０は、ある意味、側壁１０１に設けられた凹部に嵌め込
まれているとも言える。そのようにされた接続金具１１０は、変形例１、変形例３の場合
と同様に、開口蓋１０３によって、隠されていても良い（図１３）。この開口蓋１０３は
、変形例１、変形例３の場合と同様に側壁１０１に対して着脱自在となっていても良い。
　変形例４の建築物１００のメンテナンス方法は、基本的に第１実施形態の場合と同じで
ある。
【００４９】
＜変形例５＞
　次に、変形例５について説明する。
　変形例５の建築物１００は概ね第１実施形態の建築物１００と同様である。変形例５の
建築物１００が第１実施形態の建築物１００と異なるのでは、固定部材１３０の構成であ
る。
　第１実施形態の建築物１００における固定部材１３０は、矩形の板状であり、各側壁１
０１に２つずつ設けられていた。それに対し、変形例５の固定部材１３０は板状ではある
ものの、一枚ものであり、建築物１００の周囲を取り囲むような形状とされている（図１
４）。
　変形例５では、一つの固定部材１３０に、８本のマスト２００が立てられるようになっ
ており、それが可能なように、一つの固定部材１３０に対して、合計３２個の穴１３１が
穿たれている。各穴１３１の位置は必ずしもこの限りではないが、第１実施形態における
各固定部材１３０に穿たれていた穴１３１と同じ位置である。
　変形例５の建築物１００のメンテナンス方法は、第１実施形態の場合と同じである。
　第１実施形態と変形例５の対比でわかるように、建築物１００に設けられる固定部材１
３０は、一つでも複数でも良く、またひとつの固定部材１３０に固定されるマスト２００
の数も一つでも複数でも良い。
【００５０】
＜変形例６＞
　次に、変形例６について説明する。
　変形例６の建築物１００は概ね第１実施形態の建築物１００と同様である。変形例６の
建築物１００が第１実施形態の建築物１００と異なるのは、固定部材１３０の構成である
。変形例６では、固定金具１３２がマスト２００が立てられるよりも前から（例えば、建
築物１００の完成時から）、固定部材１３０に固定された状態となっている。
　固定部材１３０への固定金具１３２の固定は、例えば、図１９に記載したような方法で
行われる。
　図１９（Ａ）に示された固定金具１３２は、板状の固定ベース１３２Ａと、その外周に
ネジ切りのされたボルト部１３２Ｂとを備えている。固定ベース１３２Ａには孔が穿たれ
ており、その孔を貫通するネジ１３２Ｃによって固定ベース１３２Ａは固定部材１３０へ
固定されている。
　図１９（Ｂ）に示された固定金具１３２は、固定部材１３０に埋め込まれる抜け止めが
可能な例えば傘状の形状とされたアンカー１３２Ｄと、その外周にネジ切りのされたボル
ト部１３２Ｅとを備えている。この固定金具１３２は、例えばコンクリート製の固定部材
１３０を形成するためにコンクリートを打設する場合に、アンカー１３２Ｄをコンクリー
トに埋め込むことにより、固定部材１３０の形成とともに固定部材１３０に固定される。
　変形例６の建築物１００のメンテナンス方法は、第１実施形態の建築物１００のメンテ
ナンス方法のうち、固定部材１３０の穴１３１に固定金具１３２を固定した後の各処理に
準ずる。
【００５１】
≪第２実施形態≫
　第２実施形態の建築物１００は、所謂構築物と呼ばれる類のものであり、より詳細には
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煙突である。焼却炉の煙突などには、高さ２０ｍを超える高層のものがある。
　第２実施形態の建築物１００の曲面である側壁１０１には、図１５の平面図に示すよう
に、第１実施形態の場合と同様に、固定部材１３０が設けられている。第２実施形態にお
ける固定部材１３０は２つであり、煙突の中心を挟んで対象な位置に設けられている。第
２実施形態の固定部材１３０は第１実施形態の場合と同様に、地盤よりも高い位置に設け
られている。また、第２実施形態の建築物１００の側壁１０１にも、接続金具１１０が設
けられている。第２実施形態の接続金具１１０も、固定部材１３０の穴１３１がある位置
の正面の縦方向の線上に複数設けられている。
【００５２】
　第２実施形態の建築物１００のメンテナンス方法も、第１実施形態の場合と同様であり
、マスト２００に取付けた足場２１０に乗った作業員がその作業を行う。
　第２実施形態の足場２１０は、複数の足場板２１１からできている。足場板２１１は隣
接する足場板２１１との重なり幅を調節でき、且つ隣接する足場板２１１との角度を可変
とされている。それにより足場２１０は、煙突である建築物１００の側壁１０１の曲率に
合わせて曲折させることができる。なお、このような、伸縮と曲折を行うことのできる複
数の足場板２１１を有する足場２１０を持つ昇降足場も、既に実用されている。
　図１６に示した場合であれば、足場２１０は、側壁１０１の右側半周分に略対応する。
図１６の左側の固定部材１３０にマスト２００を立てれば、側壁１０１の左側半周分につ
いてもメンテナンスを行うことができる。
　固定金具１３２は当初から、建築物１００に設けられた固定部材１３０に取付けられて
いても構わないのも第１実施形態と同様である。
【００５３】
≪第３実施形態≫
　次に、第３実施形態について説明する。
　第３実施形態の建築物１００は概ね第１実施形態の建築物１００と同様である。第３実
施形態の建築物１００が第１実施形態の建築物１００と異なるのは、第３実施形態の建築
物１００は、第１実施形態の建築物１００が備えていた固定部材１３０を持たず、その代
わりに載置部材１４０を備えるという点である（図１７）。
　第１実施形態の建築物１００における固定部材１３０は、矩形の板状であり、各側壁１
０１に２つずつ設けられていた。載置部材１４０は基本的に固定部材１３０のその構成を
そのまま流用している。載置部材１４０が固定部材１３０と異なるのは、それが固定部材
１３０が備えていた穴１３１を持たないという点である。載置部材１４０は後述するよう
に、その上に、マスト２００の下端と接続されマスト２００を支持する架台が載置できる
ようになっている。
　この建築物１００は、また、第１実施形態の場合と同様の接続金具１１０を備えている
。
【００５４】
　第３実施形態の建築物１００のメンテナンス方法は、第１実施形態の場合と多少異なる
。
　第３実施形態の建築物１００のメンテナンスを行うには、まず、載置部材１４０の上に
架台６００を載せる。架台６００は、従来から用いられている架台で構わない。架台６０
０は、その下端を架台６００に固定されたマスト２００を安定して固定できるような大き
さ、形状、重量等が与えられたベース６０１と、マスト２００の下端との固定をなすため
の固定金具６０２とを備えている。架台６００の載置部材１４０上での位置は、載置部材
１４０に載置された架台６００の固定金具６０２にマスト２００の下端を固定したときに
、架台６００に固定されたマスト２００が、昇降足場を用いてその建築物１００のメンテ
ナンスを行うに相応しい位置にあるように予定された位置とする。
　載置部材１４０に架台６００を載置した後、第１実施形態において、固定金具１３２に
マスト２００の最も下の部位にあたるマスト体を固定したのと同様に、架台６００の固定
金具６０２に、マスト２００の最も下の部位にあたるマスト体を固定する。第３実施形態
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における建築物１００のメンテナンスのその後の処理は、第１実施形態と同様である。
　なお、この実施形態の建築物１００の接続金具１１０は、側壁１０１における、載置部
材１４０の上の予定された位置に架台６００が載置された場合における固定金具６０２の
正面の縦方向の線上に、例えば複数設けられている。マスト２００の上方は、適宜接続金
具１１０に固定される。
【符号の説明】
【００５５】
　１００　建築物
　１０１　側壁
　１０２　凹部
　１０３　開口蓋
　１０４　充填材
　１１０　接続金具
　１１１　接続本体部
　１１２　接続係止部
　１３０　固定部材
　１３１　穴
　１３２　固定金具
　１４０　載置部材
　２００　マスト
　２１０　足場
　２２０　駆動装置
　３００　連結金具
　３０１　連結本体部
　３０２　把持部
　３０３　蓋
　６００　架台
【要約】
【課題】昇降足場を用いての建築物のメンテナンスを、マストの安定性や、マストの立て
る位置についての制限なしに行えるようにする。
【解決手段】建築物１００の側壁１０１には、地盤５００から浮かせて固定部材１３０が
設けられている。固定部材１３０には固定金具１３２が設けられている。マスト２００は
固定部材１３０の上に立てられ、その下端を固定金具１３２に固定される。マスト２００
にはマスト２００を昇降する足場２１０が取付けられ、作業員はその上でメンテナンス作
業を行う。
【選択図】図５
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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