
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　解体する建物の外部にタワークレーンを立設し、タワークレーンにより柱材、梁材等を
揚重して、タワークレーンのマストを柱に兼用した揚重用大型リフトを構築し、当該揚重
用大型リフトで解体用重機を屋上又は最上階に揚重し、当該解体用重機で建物を上部から
解体し、解体材を前記揚重用大型リフトで地表まで降ろし、タワークレーンを利用して前
記揚重用大型リフトを解体撤去することを特徴とする建物の解体方法。
【請求項２】
　タワークレーンのクライミングが完了した後、揚重用大型リフトの構築作業を行うこと
を特徴とする請求項１に記載の建物の解体方法。
【請求項３】
　タワークレーンのクライミングと並行して揚重用大型リフトの構築作業を行うことを特
徴とする請求項１に記載の建物の解体方法。
【請求項４】
　建物の解体後、揚重用大型リフトを解体撤去することを特徴とする請求項１～３の何れ
かに記載の建物の解体方法。
【請求項５】
　建物の解体と並行して揚重用大型リフトを上部から解体撤去し且つ揚重用巻上げ機を下
部へと盛り替えることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の建物の解体方法。
【発明の詳細な説明】

10

20

JP 3834325 B2 2006.10.18



【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、老朽化した高層ビル等の建物の解体方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、中・低層建物の解体は、圧砕機等の解体用重機を用いて地表から行われるが、
建物高さが約４０ｍ以上の高層建物では、解体用重機をレッカー等で簡易に揚重出来ない
為、躯体をカッターで切断し、解体材をタワークレーンで揚重することが多い。仮に、解
体用重機をタワークレーンで屋上に揚重する場合、タワークレーンの揚重能力（積載荷重
）として大きなものが必要となり、コスト増の要因となる。
【０００３】
　また、特許文献１には、建物の屋上に、建物の上面と外周面を覆うハットトラスを構築
し、ハットトラスを建物の吹抜け部分に立設した４本のマストで支持し、ハットトラスの
下部にホイストクレーンを設置し、建物の最上階から解体した解体材をホイストクレーン
で建物内部に形成した開口まで搬送して投下したり、建物外部に構築した別の垂直搬機で
解体材を建物外部に降ろし、解体が進むにつれてマスト及びハットトラスを下層階へと盛
り替えていく技術が開示され、特許文献２には、建物の屋上部分を分離して、建物の外周
面を覆う養生枠で支持し、屋上スラブに組み立てたジブクレーンで解体用重機を吊り込ん
で、屋上スラブに形成した開口から下層階に降ろし、解体材を開口から投下し、解体が進
むにつれて養生枠及び屋上部分を下層階へと盛り替え、分離した屋上部分をジブクレーン
の作業床、養生屋根として利用する技術が開示されている。
【０００４】
　しかしながら、これらの解体方法では、何れも建物上部を覆う大規模な解体用仮設構造
物を構築するため、解体のためのコストが著しく高く付くことが予想され、しかも、建物
解体後、跡地に新築工事を行う場合でも、解体用仮設構造物のすべてを解体撤去しなけれ
ばならないという問題がある。
【０００５】
　特許文献３には、解体する建物のエレベーター孔から解体用重機を最上階に揚げ、解体
材を開口から投下し、解体が進むにつれて解体用重機を各階の床スラブに形成した開口か
ら下層階へと盛り替えていく技術が開示されているが、これによる場合は、解体用重機の
形状、寸法がエレベーター孔によって制限されるばかりでなく、解体に先立って、既存の
エレベーターの撤去、解体用重機のための揚重機の設置、解体用重機の進入路の形成など
建物内部での多くの作業が必要であり、さらに、解体材をエレベーター孔から投下するた
め、騒音、振動等の発生により周辺環境に与える影響が大きいという問題もある。
【０００６】
【特許文献１】特許第３２１８５１９号公報
【特許文献２】特開平１１－６３１０号公報
【特許文献３】特開２００３－２０６６３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記の問題点を踏まえてなされたもので、その目的とするところは、揚重能
力（積載荷重）の小さなタワークレーンを用いても、解体用重機を屋上又は最上階に揚重
して、建物を上部から能率よく解体できると共に、解体材を地表まで能率よく荷降ろしで
きる低コスト化が可能で環境に優しい建物の解体方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、本発明が講じた技術的手段は、次のとおりである。即ち
請求項１に記載の発明は、建物の外部に立設したタワークレーンにより柱材、梁材等を揚
重して、タワークレーンのマストを柱に兼用した揚重用大型リフトを構築し、当該揚重用
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大型リフトで解体用重機を屋上又は最上階に揚重し、当該解体用重機で建物を上部から解
体し、解体材を前記揚重用大型リフトで地表まで降ろし、タワークレーンを利用して前記
揚重用大型リフトを解体撤去することを特徴としている。
【０００９】
　尚、揚重用大型リフトの「大型」とは、揚重能力（積載荷重）がタワークレーンより大
きくて、少なくとも解体用重機を揚重できる能力を備えていることを意味する。請求項１
に記載の発明において、建物の外部に立設したタワークレーンにより柱材、梁材等を揚重
して、タワークレーンのマストを柱に兼用した揚重用大型リフトを構築するにあたっては
、請求項２に記載の発明のように、タワークレーンのクライミングが完了した後、揚重用
大型リフトの構築作業を行ってもよく、請求項３に記載の発明のように、タワークレーン
のクライミングと並行して揚重用大型リフトの構築作業を行ってもよい。
【００１０】
　また、タワークレーンを利用して揚重用大型リフトを解体撤去するにあたっては、請求
項４に記載の発明のように、建物の解体後、揚重用大型リフトを解体撤去する場合と、請
求項５に記載の発明のように、建物の解体と並行して揚重用大型リフトを上部から解体撤
去し且つ揚重用巻上げ機を下部へと盛り替える場合とがあり、何れを採用してもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、建物の外部に立設したタワークレーンにより、当該タワークレーンの
マストを柱に兼用した揚重用大型リフトを構築し、当該揚重用大型リフトで解体用重機を
屋上又は最上階に揚重するため、揚重能力（積載荷重）の小さなタワークレーンを用いて
も、解体用重機を用いて建物を上部から能率よく解体できると共に、大型リフトを用いて
解体材を地表まで能率よく荷降ろしできるため、騒音、振動等の発生により周辺環境に与
える影響も低減できる等の効果がある。
【００１２】
　殊に、タワークレーンとして揚重能力の小さなものを利用できることと、タワークレー
のマストを揚重用大型リフトの柱として兼用しているため、揚重用大型リフトを構築する
ための柱材や柱材の連結作業が少なくて済むこととによって、低コスト化が可能である。
【００１３】
　また、建物解体後、引き続いて跡地に新築工事を行う場合には、タワークレーンをその
まま新築工事に使用でき、これによって、老朽化した建物の解体から新築工事まで、全体
としての低コスト化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る建物の解体方法を例示図に基づいて説明する。先ず、図１に示すよ
うに、解体する建物１の外部に基礎２を構築し、基礎２の上にタワークレーンＡを立設す
る。基礎２としては、鉄筋コンクリート造の直接基礎でもよく、杭基礎でもよい。タワー
クレーンＡは、継足し可能なマスト３と、クライミング装置４及び旋回フレーム５を備え
たクレーン本体６とで構成されている。クライミング装置４は、既知構造のもので、例え
ば、上部クライミング装置４ａ、下部クライミング装置４ｂ、それらをマスト３に固定す
る上部ピン及び下部ピン、上部クライミング装置４ａと下部クライミング装置４ｂにわた
って設けられた油圧ジャッキ４ｃ等で構成され、上部ピン及び下部ピンの挿抜と油圧ジャ
ッキ４ｃの伸縮とによって、マスト３の上を尺取虫のように昇降するように構成されてい
る。マスト３としては、鉄骨トラス構造のものでもよいが、この実施形態では、円筒状の
ものが使用されている。
【００１５】
　そして、図２に示すように、タワークレーンＡのクライミングが完了した後、つまり、
所定高さのタワークレーンＡが立設された後、当該タワークレーンＡにより柱材７や梁材
８等を揚重して、図３に示すように、タワークレーンＡのマスト３を柱に兼用した揚重用
大型リフトＢを構築する。具体的には、図４に示すように、マスト３を四隅に立設する４
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本の柱のうちの１本に利用した揚重用大型リフトＢを構築する。
【００１６】
　マスト３と梁材８を接合するにあたっては、例えば、マスト３の所定位置に予め梁接合
用プレートを溶接しておき、これに梁材８の端部をボルト接合するようにしてもよいが、
この実施形態では、互いに直角な二方向に梁接合用プレート９が突設された筒状金物１０
をマスト３の所定位置に巻付け固定し、梁接合用プレート９に梁材８の端部をボルト接合
している。これは、タワークレーンＡを解体撤去する際、筒状金物１０をマスト３から取
り外すことにより、マスト３側面からの突出部（梁接合用プレート９）をなくし、クレー
ン本体６としてマスト３側面からの突出部を回避し得る特殊な構造のものを使用しなくて
も、梁接合用プレート９がクレーン本体６のクライミング装置４による逆クライミングの
障害物にならないように配慮したものである。
【００１７】
　前記筒状金物１０は、円周方向において複数に分割されており、ボルト・ナット１１で
筒状に連結して、マスト３に巻付け固定するように構成されている。また、マスト３に対
する筒状金物１０の巻付け固定は、両者３，４間の摩擦力やこじれだけで行ってもよいが
、この実施形態では、筒状金物１０とマスト３とにわたってピン１２を挿通し、マスト３
に対する筒状金物１０の上下方向や円周方向への摺動を防止するように構成されている。
ピン１２をマスト３に挿通するにあたっては、予めマスト３側面に適宜間隔で形成されて
いる上部ピン及び下部ピンの挿入用孔を利用することが、マスト３に対する付加的な孔の
加工を回避し得る点で望ましい。
【００１８】
　しかる後、図３に示すように、前記揚重用大型リフトＢで解体用重機Ｃや解体材搬送用
のダンプ車Ｄを屋上に揚重する。図３に示す１３は揚重用大型リフトＢの昇降ステージで
あり、地表に設置した揚重用巻上げ機１４によって昇降駆動される。１５は揚重用大型リ
フトＢの梁と建物１の屋上との間に設けられた仮設の乗り入れステージ、１６は揚重用大
型リフトＢの梁と地表との間に設けられた仮設の乗り入れステージである。図示しないが
、建物１の屋上又は最上階の外壁に開口を形成し、解体用重機Ｃや解体材搬送用のダンプ
車Ｄを揚重用大型リフトＢで最上階に揚重してもよい。
【００１９】
　そして、図５に示すように、解体用重機Ｃを用いて建物１を上部から解体し、解体材は
ダンプ車Ｄに積んで、揚重用大型リフトＢで地表に降ろす。従って、躯体をカッターで切
断する場合よりも能率よく解体できると共に、解体材を開口から投下する場合に比して、
騒音、振動等の発生により周辺環境に与える影響を低減できることになる。解体用重機Ｃ
の下層階への移動は、下層階の床スラブとそれに対向する揚重用大型リフトＢの梁との間
にも乗り入れステージ１５を架設し、揚重用大型リフトＢの昇降ステージ１３を経て下層
階へ移動するようにしてもよく、従来通り、床スラブに開口を形成し、解体材等で下層階
への傾斜路を形成し、傾斜路を自走して下層階へ移動するようにしてもよい。
【００２０】
　建物１の解体が完了したら、タワークレーンＡを利用して前記揚重用大型リフトＢを解
体撤去し、次いで、タワークレーンＡを解体撤去する。建物１の解体に引き続いて、跡地
に新築工事を行う場合には、図６に示すように、タワークレーンＡを残置し、このタワー
クレーンＡをそのまま新築工事に使用することができる。
【００２１】
　尚、揚重用大型リフトＢの「大型」とは、揚重能力（積載荷重）がタワークレーンＡよ
り大きくて、解体用重機Ｃや解体材搬送用のダンプ車Ｄを揚重できる能力を備えているこ
とを意味する。
【００２２】
　上記の実施形態では、タワークレーンＡのクライミング完了後、タワークレーンＡで柱
材７や梁材８等を揚重して、揚重用大型リフトＢを構築しているが、図７に示すように、
タワークレーンＡと建物１の間に十分な旋回スペースが確保されている場合は、タワーク
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レーンＡのクライミングと並行して揚重用大型リフトＢの構築作業を行ってもよい。
【００２３】
　また、上記の実施形態では、建物１の解体完了後、タワークレーンＡを利用して揚重用
大型リフトＢを解体撤去しているが、タワークレーンＡや揚重用大型リフトＢが建物１の
外部に設置されているので、図８に示すように、建物１の解体と並行して揚重用大型リフ
トＢを上部から（不要な部分から）解体撤去し且つ揚重用巻上げ機１４を下部へと盛り替
えてもよい。
【００２４】
　上記の構成によれば、建物１の外部に立設したタワークレーンＡにより、当該タワーク
レーンＡのマスト３を柱に兼用した揚重用大型リフトＢを構築し、当該揚重用大型リフト
Ｂで解体用重機Ｃを屋上又は最上階に揚重するため、揚重能力（積載荷重）の小さなタワ
ークレーンＡを利用しているにもかかわらず、解体用重機Ｃを用いて建物１を上部から能
率よく解体できると共に、解体材を地表まで能率よく荷降ろしでき、騒音、振動等の発生
により周辺環境に与える影響も低減できる。
【００２５】
　殊に、タワークレーンＡとして揚重能力の小さなものを利用できることと、タワークレ
ーＡのマスト３を揚重用大型リフトＢの柱として兼用しているため、揚重用大型リフトＢ
を構築するための柱材や柱材の連結作業が少なくて済むこととによって、低コスト化が可
能である。
【００２６】
　また、建物１解体後、引き続いて跡地に新築工事を行う場合には、タワークレーンＡを
そのまま新築工事に使用でき、これによって、老朽化した建物の解体から新築工事まで、
全体としての低コスト化を図ることができる。
である。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明に係る建物の解体方法を説明する側面図である。
【図２】図１に続く工程を説明する側面図である。
【図３】図２に続く工程を説明する側面図である。
【図４】要部の構成を説明する概略横断平面図である。
【図５】建物の解体途中の状態を示す側面図である。
【図６】建物を解体し且つ揚重用大型リフトを解体撤去した状態を示す側面図である。
【図７】他の実施形態を説明する側面図である。
【図８】他の実施形態を説明する側面図である。
【符号の説明】
【００２８】
　Ａ　タワークレーン
　Ｂ　揚重用大型リフト
　Ｃ　解体用重機
　１　建物
　２　基礎
　３　マスト
　７　柱材
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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