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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既設の浮屋根式貯槽の上部に固定屋根を形成する浮屋根式貯槽の改造方法であって、　
前記浮屋根式貯槽に水張りし、前記浮屋根を上昇させて前記浮屋根式貯槽の上部に移動さ
せるステップと、吊り上げ装置と前記浮屋根上に形成して前記固定屋根の屋根骨を支持す
る支持装置とを用いて前記浮屋根の上で前記固定屋根を形成するステップと、を有し、次
いで、前記固定屋根の形成後に水抜きし、前記浮屋根を前記浮屋根式貯槽の底板近傍に移
動させるステップと、前記固定屋根に形成した取出口から前記浮屋根の解体部材を取り出
すステップと、を有することを特徴とする浮屋根式貯槽の改造方法。
【請求項２】
　請求項１記載の浮屋根式貯槽の改造方法において、前記浮屋根の解体後、新たに形成す
る浮屋根の部材を前記取出口及び又は前記浮屋根式貯槽の側板のマンホールから前記浮屋
根式貯槽の内部に搬入し、前記浮屋根式貯槽の内部で前記部材を組立てて新たな浮屋根を
形成するステップをさらに有することを特徴とする浮屋根式貯槽の改造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、既設の浮屋根式貯槽の上部に固定屋根を形成する浮屋根式貯槽の改造方法に
関する。
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【背景技術】
【０００２】
例えば、特許文献１には、タンクの側板の組立完了後に、タンク側板内の底板上で組立て
られた浮屋根を水張りによって所定高さまで浮上させ、該浮屋根上に仮設された足場およ
び支柱等の支持部材を利用して固定屋根を組立てることから成るインナーフロート式タン
クの屋根組立工法が開示されている。
【０００３】
【特許文献１】特開昭６０－１９８７７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかし、特許文献１のインナーフロート式タンクの屋根組立工法は新設タンクの組立工法
であって、この特許文献１には既設浮屋根式貯槽から固定屋根式貯槽へ改造する場合に施
工性良く行う方法は開示されていない。さらに、固定屋根形成に利用した既設の浮屋根は
固定屋根形成後には不要な場合があり、この浮屋根を適切に撤去することが望まれ、さら
に新たな浮屋根を設けることが必要とされる場合があるが、この点についても特許文献１
に開示が無い。
【０００５】
この発明は上記の点に鑑みてなされたもので、その目的は、既設浮屋根式貯槽から固定屋
根式貯槽へ改造する場合にこの改造を施工性良く行う浮屋根式貯槽の改造方法、この固定
屋根形成後の既設の浮屋根の処理を適切に行う浮屋根式貯槽の改造方法、及び既設の浮屋
根処理後に新規浮屋根を適切に形成する浮屋根式貯槽の改造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に係る発明の浮屋根式貯槽の改造方法は、既設の浮屋根式貯槽の上部に固定屋
根を形成する浮屋根式貯槽の改造方法であって、前記浮屋根式貯槽に水張りし、前記浮屋
根を上昇させて前記浮屋根式貯槽の上部に移動させるステップと、吊り上げ装置と前記浮
屋根上に形成して前記固定屋根の屋根骨を支持する支持装置とを用いて前記浮屋根の上で
前記固定屋根を形成するステップと、を有し、次いで、前記固定屋根の形成後に水抜きし
、前記浮屋根を前記浮屋根式貯槽の底板近傍に移動させるステップと、前記固定屋根に形
成した取出口から前記浮屋根の解体部材を取り出すステップと、を有することを特徴とす
る。
 
【０００７】
この浮屋根式貯槽の改造方法は、前記浮屋根式貯槽に水張りし、前記浮屋根を上昇させて
前記浮屋根式貯槽の上部に移動させるステップと、吊り上げ装置と前記浮屋根上に形成し
て前記固定屋根の屋根骨を支持する支持装置とを用いて前記浮屋根の上で前記固定屋根を
形成するステップと、を有するので、上昇させた浮屋根の上で固定屋根を形成することに
なる。このように、上昇させた浮屋根の上で固定屋根を形成するこの改造方法は、浮屋根
が水によって高い位置で支持されているので、底板近傍に位置させた浮屋根の上で固定屋
根の屋根骨を形成してから水張りして浮屋根を上昇させて固定屋根を形成する従来の方法
に比べて、固定屋根の部材を吊り上げ装置を用いて吊り上げて側板を越えさせた後に吊り
下ろす距離、及び、その後にこの部材を吊り上げていた吊り上げ装置のフック等を上方に
移動させる距離を短くすることが出来る。このため、従来の方法に比べて、安全かつ容易
に固定屋根を形成できる。また、工期の時間も短く出来る。このように、この浮屋根式貯
槽の改造方法は、施工性良く行うことが出来る改造方法になる。
【０００９】
この浮屋根式貯槽の改造方法は、前記固定屋根の形成後に水抜きし、前記浮屋根を前記浮
屋根式貯槽の底板近傍に移動させるステップと、前記固定屋根に形成した取出口から前記
浮屋根の解体部材を取り出すステップと、を有するので、底板近傍に移動させた浮屋根を
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解体し、浮屋根を解体した解体部材を取出口を利用して作業性良く取り出すことが出来る
。そして、取出口を固定屋根に形成するため、この取出口を大きく形成出来、解体部材が
ある程度大きくても許容されるので、浮屋根の切断解体回数を減らすことができる。この
ため、この浮屋根式貯槽の改造方法は、既設の浮屋根を適切に撤去することが出来る。
【００１０】
　また、請求項２に係る発明の浮屋根式貯槽の改造方法では、請求項１記載の浮屋根式貯
槽の改造方法において、前記浮屋根の解体後、新たに形成する浮屋根の部材を前記取出口
及び又は前記浮屋根式貯槽の側板のマンホールから前記浮屋根式貯槽の内部に搬入し、前
記浮屋根式貯槽の内部で前記部材を組立てて新たな浮屋根を形成するステップをさらに有
することを特徴とする。
 
【００１１】
この浮屋根式貯槽の改造方法は、前記浮屋根の解体後、新たに形成する浮屋根の部材を前
記取出口及び又は前記浮屋根式貯槽の側板のマンホールから前記浮屋根式貯槽の内部に搬
入し、前記浮屋根式貯槽の内部で前記部材を組立てて新たな浮屋根を形成するステップを
さらに有することを特徴とするので、この浮屋根式貯槽の改造方法は、新たな浮屋根を容
易かつ簡易に形成出来る。特にマンホールから新規浮屋根の部材を浮屋根式貯槽内に搬入
する場合には、部材の搬入が簡単になる。一方で、取出口から新規浮屋根の部材を浮屋根
式貯槽内に搬入する場合には、部材を大きく出来、浮屋根の組立て回数（溶接回数）を減
らすことができる。このように、この浮屋根式貯槽の改造方法は、新規浮屋根を適切に形
成することが出来る。
【００１２】
なお、浮屋根式貯槽に固定屋根を形成した後、或いは浮屋根を撤去した後の貯槽は、浮屋
根式貯槽とはいえない場合がある。本発明の説明においては、このような貯槽が、固定屋
根形成前又は浮屋根撤去前において浮屋根式貯槽であれば、この貯槽を浮屋根式貯槽と表
現することもある。また、本発明の説明においては、内部に新規の浮屋根を構築した貯槽
を固定屋根式貯槽と表現することもある。
【発明の効果】
【００１３】
　上記のように請求項１記載の発明によれば、上昇させた浮屋根の上で固定屋根を形成す
ることになる。このように、上昇させた浮屋根の上で固定屋根を形成するこの改造方法は
、浮屋根が水によって高い位置で支持されているので、底板近傍に位置させた浮屋根の上
で固定屋根の屋根骨を形成してから水張りして浮屋根を上昇させて固定屋根を形成する従
来の方法に比べて、固定屋根の部材を吊り上げ装置を用いて吊り上げて側板を越えさせた
後に吊り下ろす距離、及び、その後にこの部材を吊り上げていた吊り上げ装置のフック等
を上方に移動させる距離を短くすることが出来る。このため、従来の方法に比べて、安全
かつ容易に固定屋根を形成できる。また、工期の時間も短く出来る。このように、この浮
屋根式貯槽の改造方法は、既設浮屋根式貯槽から固定屋根式貯槽へ改造する場合にこの改
造を施工性良く行うことが出来る。また、前記固定屋根の形成後に水抜きし、前記浮屋根
を前記浮屋根式貯槽の底板近傍に移動させるステップと、前記固定屋根に形成した取出口
から前記浮屋根の解体部材を取り出すステップと、を有するので、底板近傍に移動させた
浮屋根を解体し、浮屋根を解体した解体部材を取出口を利用して作業性良く取り出すこと
が出来る。そして、取出口を固定屋根に形成するため、この取出口を大きく形成出来、解
体部材がある程度大きくても許容されるので、浮屋根の切断解体回数を減らすことができ
る。このため、この浮屋根式貯槽の改造方法は、固定屋根形成後の既設の浮屋根を適切に
撤去することが出来る。
 
【００１５】
　請求項２記載の発明によれば、請求項１記載の浮屋根式貯槽の改造方法において、前記
浮屋根の解体後、新たに形成する浮屋根の部材を前記取出口及び又は前記浮屋根式貯槽の
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側板のマンホールから前記浮屋根式貯槽の内部に搬入し、前記浮屋根式貯槽の内部で前記
部材を組立てて新たな浮屋根を形成するステップをさらに有することを特徴とするので、
この浮屋根式貯槽の改造方法は、新たな浮屋根を容易かつ簡易に形成出来る。特にマンホ
ールから新規浮屋根の部材を浮屋根式貯槽内に搬入する場合には、部材の搬入が簡単にな
る。一方で、取出口から新規浮屋根の部材を浮屋根式貯槽内に搬入する場合には、部材を
大きく出来、浮屋根の組立て回数（溶接回数）を減らすことができる。このように、この
浮屋根式貯槽の改造方法は、既設の浮屋根処理後に新規浮屋根を適切に形成することが出
来る。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
本発明の実施形態例について図面を参照しながら説明する。なお、図面において、同様の
もの、対応するもの、又は総称出来るものについては同じ符号を付して説明する場合があ
る。また、図面において、同様のもの、対応するもの、又は総称出来るものが複数ある場
合、一部のもののみに符号を付して説明する場合がある。本発明は下記の実施形態にのみ
限定されるものではない。本発明の要旨を逸脱しない範囲で下記の実施形態に変更（例え
ば構成要素（部材等）の省略又は付加、構成要素の形状の変更等）を加えることが出来る
のはもちろんである。なお、下記で説明するような、各部材等の組立てや形成においては
、適宜溶接等を用いる。
【００１７】
（ステップ１）　まず、浮屋根式貯槽１００に貯蔵した貯蔵液を全て抜く（図１参照）。
浮屋根式貯槽１００は、円盤状の底板１０２と、この底板１０２に立設した円筒状の側板
１０４と、貯蔵液に浮く浮屋根１と、その他の諸設備と、により構成される。諸設備とし
ては、ゲージングホーム１１６、ゲージポール（図示せず）、エアフォーム（図示せず）
、せき板（図示せず）、雨よけ板１０８、ローリングラダー１１２、レール１１４、液面
計（図示せず）等がある。
【００１８】
貯蔵液が抜かれると、浮屋根式貯槽１００の浮屋根１は、デッキサポート１０６等の浮屋
根サポート部材により、底板１０２から上方向に間隔をあけて支持される。これにより、
浮屋根１は、底板１０２近傍に位置する。貯蔵液は、例えば工業用水や海水等である。図
示した浮屋根１はシングルデッキタイプの浮屋根１であって、この浮屋根１は、デッキ板
２と、このデッキ板２の外側（すなわち浮屋根１の外周部）に位置する外周部ポンツーン
３と、を有する。デッキ板２の形状は、浮屋根式貯槽１００の形状に合わせて決定し、例
えば円盤状等の板状になる。外周部ポンツーン３の形状は、浮屋根式貯槽１００の形状に
合わせて決定し、例えば円環状等の環状（円環に限らず多角環状も含む。）になる。浮屋
根１は、シングルデッキタイプであるが、他の例としてダブルデッキタイプ、パンタイプ
であっても良い。
【００１９】
（ステップ２）　そして、上記諸設備のうちの、この固定屋根の形成方法に不要な設備を
撤去する。なお、図２以降ではデッキサポート１０６が適宜省略されているが、デッキサ
ポート１０６等の浮屋根サポート部材は、固定屋根を設置して浮屋根１が降下した際の支
えに使うため残しておく。また、図２以降では、シール部材１１０が省略されているが、
シール部材１１０を残しておけば、下降時の浮屋根降下ガイドに使用出来、加えて、転落
災害防止にも役立つ。
【００２０】
（ステップ３）　浮屋根式貯槽１００に注水して水張りし、浮屋根１を上昇させて浮屋根
式貯槽１００の上部に移動させる（図２参照）。浮屋根式貯槽１００への水張りは、上記
の工業用水や海水を用いても良い。工業用水や海水も水である。海水を用いると、浮力が
増し、浮屋根１がより安定する。
【００２１】
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（ステップ４）　浮屋根１上に、固定屋根３０の形成に必要な支持装置及び作業足場を形
成する（図３参照）。支持装置は、固定屋根３０の屋根骨７等を支持する装置で、例えば
、浮屋根１の中央に形成した中央支持装置２０（すなわち仮架台）がある。また、作業足
場（図示せず）は、固定屋根３０の形成に必要な足場で、例えば、外周部ポンツーン３上
に形成したものがあるが、外周部ポンツーン３上を直接作業足場としてもよい。このよう
な作業足場を利用して、ブラケット８を側板１０４の上部に形成する（図３参照）。ブラ
ケット８は、固定屋根の屋根骨７と側板１０４とを連結する。ブラケット８により、屋根
骨７と側板１０４との連結をスムーズに行うことが出来る。
【００２２】
（ステップ５）　上昇した浮屋根１を利用し、浮屋根１の上で、クレーン等の吊り上げ装
置４０と、中央支持装置２０等の支持装置と、を用いて固定屋根３０を浮屋根式貯槽１０
０の上部に形成する。
【００２３】
具体的には、まず、屋根骨７を、吊り上げ装置４０、中央支持装置２０等の支持装置、及
び、作業足場を利用して形成する。屋根骨７の部材４３は、吊り上げ装置４０により吊り
上げられ、運ばれる。屋根骨７は、中央支持装置２０とブラケット８との間に懸け渡す形
状になるように部材４３を組立てて形成する。この屋根骨７は、浮屋根式貯槽中央上方を
中心として、複数方向に伸びてブラケット８に渡る形状である。そして、この屋根骨７の
上に屋根板９を設置する（図３及び図４参照）。これにより、固定屋根３０が浮屋根式貯
槽１００の上部に形成される（図４参照）。
【００２４】
このように、上昇させた浮屋根１の上で固定屋根３０を形成するこの改造方法は、浮屋根
１が水によって高い位置で支持されているので、底板１０２近傍に位置させた浮屋根１の
上で固定屋根３０の屋根骨７を形成してから水張りして浮屋根１を上昇させて固定屋根３
０を形成する従来の方法に比べて、固定屋根３０の部材４３を吊り上げ装置を用いて吊り
上げて側板１０４を越えさせた後に吊り下ろす距離、及び、その後にこの部材４３を吊り
上げていた吊り上げ装置４０のフック等を上方に移動させる距離を矢印Ｌのように短くす
ることが出来る。このため、従来の方法に比べて、安全かつ容易に固定屋根３０を形成で
きる。また、工期の時間も短く出来、落下物についても安全性が高くなる。このように、
この浮屋根式貯槽１００の改造方法は、施工性良く行うことが出来る改造方法になる。
【００２５】
また、上記のように、浮屋根式貯槽１００の上部に浮屋根１を上昇させてから上記の支持
装置又は作業足場を形成する場合、すなわち、上昇させた浮屋根１の上で必要な支持装置
又は作業足場を形成する場合、上記同様、支持装置自体、作業足場自体、又はこれらの部
材を吊り下ろす距離、及び、その後にこの部材を吊り上げていた吊り上げ装置４０のフッ
ク等を上方に移動させる距離を矢
印Ｌのように短くすることが出来る。このため、従来の方法に比べて、安全かつ容易に支
持装置等を形成できる。
【００２６】
また、水張りによって側板１０４上端縁の真円度が上昇し精度良く固定屋根３０を構築す
ることが出来る。さらに、浮屋根１を、支持装置及び作業足場を支持する部分に有効利用
することが出来、既設の浮屋根１を、固定屋根３０の形成に有効利用する。さらに、浮屋
根１が水によって支持されているので、浮屋根１全体の広い面積で、支持装置及び作業足
場からの荷重を平均に受けることが出来る。このため、上記従来の方法に比べ浮屋根１の
補強をしなくて良いか又は少なくできる。また、浮屋根１が水によって支持されているの
で、浮屋根１自体を支持する支持装置を設ける必要もなくなるので、上記従来の方法に比
べ、支持装置等を削減することが出来る。また、この浮屋根式貯槽１００の改造方法によ
れば、地震災害などに対応した安全性向上の観点、或いは有効なる消火設備の観点から、
既設の浮屋根式貯槽１００を固定屋根式貯槽に改造する需要に応じることが出来る。なお
、浮屋根１が高い位置にあるので、固定屋根３０中央部は正規高さよりも少し高く持ち上
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げるなどして荷重による降下分を予め配慮することによって屋根骨７を組むことが容易と
なる。
【００２７】
（ステップ６）　固定屋根３０の形成後に水抜きし、浮屋根１を浮屋根式貯槽１００の底
板１０２近傍（底板１０２上）に移動させる（図５参照）。底板１０２近傍に移動させた
浮屋根１は、デッキサポート１０６等の浮屋根サポート部材により、底板１０２から上方
向に間隔をあけて支持される（図６参照）。
【００２８】
なお、水抜き前、特に屋根骨７形成後に上記の支持装置及び作業足場を撤去すると良い。
支持装置及び作業足場は、吊り上げ装置４０を用いて撤去されるが、このときに撤去すれ
ば、支持装置自体、作業足場自体、又はこれらの部材を吊り上げる距離、及び、その後に
この部材を吊り上げていた吊り上げ装置４０のフック等を下方に移動させる距離を短くす
ることが出来、安全かつ容易に支持装置及び作業足場の撤去を行える。
【００２９】
（ステップ７）　固定屋根３０に形成した取出口３５から浮屋根１の解体部材４５を取り
出す（図６参照）。具体的には、固定屋根３０に取出口３５（屋根開口部）を形成すると
ともに、浮屋根１を切断解体し、切断解体した浮屋根１の解体部材４５を取出口３５から
吊り上げ装置４０を使って吊り上げ、搬出撤去する。
【００３０】
固定屋根３０の形成後に水抜きし、浮屋根１を浮屋根式貯槽１００の底板１０２近傍に移
動させ、固定屋根３０に形成した取出口３５から浮屋根１の解体部材４１を取り出すので
、底板１０２近傍に移動させた浮屋根１を解体し、浮屋根１を解体した解体部材４５を取
出口３５を利用して作業性良く取り出すことが出来る。そして、取出口３５を固定屋根３
０に形成するため、この取出口３５を大きく形成出来、解体部材４５がある程度大きくて
も許容されるので、浮屋根１の切断解体回数を減らすことができる。このため、浮屋根式
貯槽１００の改造方法は、固定屋根３０形成に利用した浮屋根１を適切に撤去することが
出来る。このため、浮屋根１を作業性良く、解体、搬出撤去することが出来る。特に、切
断解体した浮屋根１の解体部材４５を取出口３５から吊り上げ装置４０を使って搬出撤去
するので、解体部材４５がある程度大きくても、容易に搬出撤去出来る。
【００３１】
なお、浮屋根１を解体する際等のステップ７において、底板１０２上に少量の水を張って
作業すれば、浮屋根１の切断火花養生が可能となり、加えて、表面保護養生のために亜鉛
引き鋼材などの薄板を敷いておけば、底板１０２表面、塗装ライニングなどを損傷するこ
となく、作業性良く、浮屋根１を切断、解体、撤去することが出来る。更に、張った水を
利用して浮体上に解体部材４５等を載せて移動させれば、大きな重機搬入と移動が困難な
閉塞した浮屋根式貯槽１００内での解体部材４５の移動を大きな重機に頼らず効率的に行
うことが出来る。
【００３２】
（ステップ８）　簡易浮屋根等の新たな浮屋根５０を設ける場合、浮屋根１の解体後、新
たに形成する浮屋根の部材４７（図７参照）及び又は４９（図８参照）を取出口３５（図
７参照）及び又は浮屋根式貯槽１００の側板１０４のマンホール６０（図８参照）から浮
屋根式貯槽１００の内部に搬入し、浮屋根式貯槽１００の内部で部材（図７参照）及び又
は４９（図８参照）を組立てて新たな浮屋根５０を形成する。
【００３３】
取出口３５は、上記の取出口をそのまま用いる事が出来、浮屋根５０形成が容易になる。
マンホール６０は、通常、建設時や清掃等の時に利用されるものであり、浮屋根式貯槽１
００の側板１０４に予め形成してある。
【００３４】
浮屋根５０は、例えば、デッキ板５１と、このデッキ板５１の裏面に形成する浮き５３と
、デッキ板の外側かつ側板１０４の間に形成したシール部材５４（ショック吸収材）と、
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を有する。また、貯蔵液が浮屋根式貯槽１００に貯蔵されていない場合、浮屋根５０は、
底板１０２近傍に位置し、デッキサポート５２等の浮屋根サポート部材により、底板１０
２から上方向に間隔をあけて支持される（図７参照）。浮屋根５０の部材４７又は４９は
、アルミ材などの軽量屋根材である。
【００３５】
簡易浮屋根等の新たな浮屋根５０を設ける場合にも、底板１０２上には、浮屋根５０の溶
接火花養生のための水を少量張っておくか、表面保護養生のために亜鉛引き鋼材などの薄
板を敷いておくかする。これにより、底板１０２表面、塗装ライニングなどを損傷するこ
となく、作業性良く、新規浮屋根５０を形成することが出来る。更に、張った水を利用し
て浮体上に部材４７又は４９等を載せて移動させれば、大きな重機搬入と移動が困難な閉
塞した貯槽内での部材４７又は４９の移動を大きな重機に頼らず効率的に行うことが出来
る。なお、浮屋根５０は、シングルタイプであるが、ポンツーンタイプ又はダブルデッキ
タイプとしても良い。
【００３６】
　浮屋根１の解体後、新たに形成する浮屋根５０の部材４７及び又は４９を取出口３５及
び又は浮屋根式貯槽１００の側板１０４のマンホール６０から浮屋根式貯槽１００の内部
に搬入し、浮屋根式貯槽１００の内部で部材４７及び又は４９を組立てて新たな浮屋根５
０を形成するので、この浮屋根式貯槽の改造方法は、新たな浮屋根５０を容易かつ簡易に
形成出来る。特に図８のように低位置にあるマンホールから新規浮屋根５０の部材４９を
浮屋根式貯槽１００内に搬入する場合には、部材４９の搬入が簡単になる。一方で、取出
口３５から新規浮屋根５０の部材４７を浮屋根式貯槽１００内に搬入する場合には、部材
４７を大きく出来、浮屋根５０の組立て回数（溶接回数）を減らすことができる。いずれ
にしても、この浮屋根式貯槽の改造方法は、新規浮屋根５０を適切に形成することが出来
る。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
この発明に係る浮屋根式貯槽の改造方法は、浮屋根と水張りを利用して、既設の浮屋根式
貯槽を固定屋根式貯槽に改造する場合に広く適用することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】この発明に係る浮屋根式貯槽の改造方法の一例を説明する説明図であり、貯槽の
貯蔵液を抜いた状態を示す説明図である。
【図２】この発明に係る浮屋根式貯槽の改造方法の一例を説明する説明図であり、図１に
続いて、浮屋根式貯槽に注水して水張りし、浮屋根を上昇させる状態を示す説明図である
。
【図３】この発明に係る浮屋根式貯槽の改造方法の一例を説明する説明図であり、図２に
続いて、固定屋根を形成する状態を示す説明図である。
【図４】この発明に係る浮屋根式貯槽の改造方法の一例を説明する説明図であり、図３に
続いて、固定屋根形成後の状態を示す説明図である。
【図５】この発明に係る浮屋根式貯槽の改造方法の一例を説明する説明図であり、図４に
続いて、浮屋根式貯槽から水抜きし、浮屋根を下降させる状態を示す説明図である。
【図６】この発明に係る浮屋根式貯槽の改造方法の一例を説明する説明図であり、図５に
続いて、浮屋根を解体撤去する状態を示す説明図である。
【図７】この発明に係る浮屋根式貯槽の改造方法の一例を説明する説明図であり、図６に
続いて、取出口を用いて新たな浮屋根を形成する状態を示す説明図である。
【図８】この発明に係る浮屋根式貯槽の改造方法の一例を説明する説明図であり、図６に
続いて、マンホールを用いて新たな浮屋根を形成する状態を示す説明図である。
【符号の説明】
【００３９】
１　浮屋根２　デッキ板３　外周部ポンツーン７　屋根骨８　ブラケット９　屋根板２０
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　　中央支持装置３０　　固定屋根３５　　取出口４０　　吊り上げ装置４３　　部材４
５　　解体部材４７　　部材４９　　部材５０　　浮屋根５１　　デッキ板５２　　デッ
キサポート５３　　浮き５４　　シール部材６０　　マンホール１００　浮屋根式貯槽１
０２　底板１０４　側板１０８　雨よけ板１１０　シール部材１１２　ローリングラダー
１１４　レール１１６　ゲージングホーム
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