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(57)【要約】
【課題】風等による吊り荷の回転や揺れを防ぐとともに
、建物外壁が敷地境界に近接するような場所であっても
安全に且つ効率よく揚重作業を行うことができるカーテ
ンウォールの揚重方法を提供すること。
【解決手段】本発明のカーテンウォールの揚重方法は、
建物の上層部６１から下層部６２に亘り、建物外周面５
３に沿って２本のガイドワイヤー３０を平行に張設し、
下層部６２に搬入されたカーテンウォール１０を、取付
け治具３１を介して２本のガイドワイヤー３０の間に上
下動可能に連結し、巻上げ装置２３によりカーテンウォ
ール１０を２本のガイドワイヤー３０に沿って昇降させ
ることによりカーテンウォール１０を所定の取付け位置
まで移動させ、該取付け位置にカーテンウォール１０を
取付ける。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の上層部から下層部に亘り、建物外周面に沿って２本のガイドワイヤーを平行に張
設し、
　前記下層部に搬入されたカーテンウォールを、取付け治具を介して前記２本のガイドワ
イヤーの間に上下動可能に連結し、
　巻上げ装置により前記カーテンウォールを前記２本のガイドワイヤーに沿って昇降させ
ることにより前記カーテンウォールを所定の取付け位置まで移動させ、該取付け位置に前
記カーテンウォールを取付けることを特徴とするカーテンウォールの揚重方法。
【請求項２】
　前記建物の上層部の外周面に沿って上部走行レールを水平方向に敷設し、該上部走行レ
ールに、前記巻上げ装置を吊支させた上部搬送装置を走行自在に装着する一方、
　前記建物の下層部の外周面に沿って前記上部走行レールと平行に下部走行レールを敷設
し、該下部走行レールに下部搬送装置を走行自在に装着し、
　前記ガイドワイヤーの上端部を前記上部搬送装置に取付けるとともに、前記ガイドワイ
ヤーの下端部を前記下部搬送装置に取付けることにより、前記２本のガイドワイヤー及び
前記巻上げ装置を水平移動可能に設置することを特徴とする請求項１に記載のカーテンウ
ォールの揚重方法。
【請求項３】
　前記建物の上層部に複数の突梁を設置し、該突梁に前記上部走行レールを支持させるこ
とにより、前記上層部の外周面に沿って前記上部走行レールを敷設することを特徴とする
請求項２に記載のカーテンウォールの揚重方法。
【請求項４】
　前記建物の屋上部又は上層部に複数の突梁を設置し、
　前記ガイドワイヤーの上端部を前記複数の突梁に固定するとともに、前記ガイドワイヤ
ーの下端部を前記下層部又は地面に固定することを特徴とする請求項１に記載のカーテン
ウォールの揚重方法。
【請求項５】
　前記建物の屋上部、上層部又は前記建物外部に設置された定置式クレーンに前記巻上げ
装置を吊支させ、
　前記下層部に搬入されたカーテンウォールを、前記巻上げ装置により前記２本のガイド
ワイヤーに沿って上層部まで吊り上げ、
　前記ガイドワイヤーから前記取付け治具を取り外した後、前記定置式クレーンにより前
記カーテンウォールを所定の取付け位置の上部まで水平移動させ、
　前記カーテンウォールを、前記取付け治具を介して２本のガイドワイヤーに連結した後
、前記巻上げ装置により２本のガイドワイヤーに沿って所定の取付け位置まで降下させる
ことを特徴とする請求項４に記載のカーテンウォールの揚重方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カーテンウォールの揚重方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、金属製パネルやプレキャストコンクリート製パネルから構成されるカーテンウォ
ールが、建物の外装壁として広く用いられている。このカーテンウォールの施工に際して
は、屋上等に設置したクレーンを用いてカーテンウォールを１枚ずつ揚重し、クレーン操
作によってカーテンウォールを取付け位置まで移動させて取付ける方法が一般的に行われ
ている。
【０００３】
　また、クレーンを用いない施工方法としては、例えば特許文献１に示されるように、ウ
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ィンチ等の揚重手段と、この揚重手段のワイヤーのガイドプーリーが装備された吊り治具
を建物上層部の突梁に設置し、地上に載置されたカーテンウォールをこの揚重手段によっ
て吊り上げることにより、カーテンウォールを所定の取付け位置に取付ける方法がある。
【０００４】
【特許文献１】特開平６－２１２８０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記のクレーンを用いる揚重方法、及び、特許文献１に示されるような
建物上層部の突梁に設置したウィンチを用いる揚重方法のいずれにおいても、カーテンウ
ォールを地上より吊り上げて所定の取付け位置まで搬送するため、天候に左右され易く、
特に強風時には吊り荷のカーテンウォールが回転する等、吊り上げが不安定になるため作
業を中断せざるを得なくなり、工期が遅延する原因となる。
【０００６】
　また、都市部のように建物外壁が敷地境界に近接する場合、鉄骨建方完了時に建物の外
周全体に養生ネットを設置する。この養生ネットを設置した後に、クレーン等を使用して
カーテンウォールの取付け作業を行う際、建物と建物外周の養生ネットとの間の狭い空間
内にカーテンウォールを吊ったクレーンのフックが進入するため、フックや吊り荷のカー
テンウォールが揺れて建物外装に接触する虞があり、品質管理や安全面において問題があ
る。
【０００７】
　本発明は、上記の点に鑑み、風等による吊り荷の回転や揺れを防ぐとともに、建物外壁
が敷地境界に近接するような場所であっても安全に且つ効率よく揚重作業を行うことがで
きるカーテンウォールの揚重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】
【０００８】
　本発明のカーテンウォールの揚重方法は、建物の上層部から下層部に亘り、建物外周面
に沿って２本のガイドワイヤーを平行に張設し、前記下層部に搬入されたカーテンウォー
ルを、取付け治具を介して前記２本のガイドワイヤーの間に上下動可能に連結し、巻上げ
装置により前記カーテンウォールを前記２本のガイドワイヤーに沿って昇降させることに
より前記カーテンウォールを所定の取付け位置まで移動させ、該取付け位置に前記カーテ
ンウォールを取付けることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の請求項２のカーテンウォールの揚重方法は、上記請求項１において、前
記建物の上層部の外周面に沿って上部走行レールを水平方向に敷設し、該上部走行レール
に、前記巻上げ装置を吊支させた上部搬送装置を走行自在に装着する一方、前記建物の下
層部の外周面に沿って前記上部走行レールと平行に下部走行レールを敷設し、該下部走行
レールに下部搬送装置を走行自在に装着し、前記ガイドワイヤーの上端部を前記上部搬送
装置に取付けるとともに、前記ガイドワイヤーの下端部を前記下部搬送装置に取付けるこ
とにより、前記２本のガイドワイヤー及び前記巻上げ装置を水平移動可能に設置すること
を特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の請求項３のカーテンウォールの揚重方法は、上記請求項２において、前
記建物の上層部に複数の突梁を設置し、該突梁に前記上部走行レールを支持させることに
より、前記上層部の外周面に沿って前記上部走行レールを敷設することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の請求項４のカーテンウォールの揚重方法は、上記請求項１において、前
記建物の屋上部又は上層部に複数の突梁を設置し、前記ガイドワイヤーの上端部を前記複
数の突梁に固定するとともに、前記ガイドワイヤーの下端部を前記下層部又は地面に固定
することを特徴とする。
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【００１２】
　また、本発明の請求項５のカーテンウォールの揚重方法は、上記請求項４において、前
前記建物の屋上部、上層部又は前記建物外部に設置された定置式クレーンに前記巻上げ装
置を吊支させ、前記下層部に搬入されたカーテンウォールを、前記巻上げ装置により前記
２本のガイドワイヤーに沿って上層部まで吊り上げ、前記ガイドワイヤーから前記取付け
治具を取り外した後に前記定置式クレーンにより前記カーテンウォールを所定の取付け位
置の上部まで水平移動させ、前記カーテンウォールを、前記取付け治具を介して２本のガ
イドワイヤーに連結した後に前記巻上げ装置により２本のガイドワイヤーに沿って所定の
取付け位置まで降下させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のカーテンウォールの揚重方法によれば、建物の上層部から下層部に亘り建物外
周面に沿って２本のガイドワイヤーを平行に張設し、この２本のガイドワイヤーの間に、
取付け治具を介してカーテンウォールを上下動可能に連結し、巻上げ装置によりカーテン
ウォールを２本のガイドワイヤーに沿って昇降させることによって、当該カーテンウォー
ルを所定の取付け位置まで移動させるようにしたので、風などによる吊り荷の回転や揺れ
を防ぎ、建物との接触を防止することができる。また、建物の外周に養生ネットを設置し
た場合であっても、養生ネットと建物との間の狭い空間内で安全に揚重作業を行うことが
可能であり、施工性に優れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に、添付図面を参照して、本発明のカーテンウォールの揚重方法における好適な実
施の形態について詳細に説明する。
【００１５】
（実施の形態１）
　図１は、実施の形態１であるカーテンウォールの揚重方法を示す概略図である。また、
図２及び図３は、実施の形態１であるカーテンウォールの揚重方法を適用してカーテンウ
ォールの揚重作業を行う状態を示す図であり、図２は建物の一部を側方から見た図、図３
は建物の一部を正面から見た図である。なお、本発明で適用するカーテンウォールは、ス
テンレス鋼、アルミニウム合金等の金属やプレキャストコンクリート等から構成されるも
のであり、一層分の高さを有する公知のものである。
【００１６】
　図１～図３に示すように、本実施の形態におけるカーテンウォールの揚重方法では、以
下に説明するように、建物の上層部６１に複数個の突梁５０を配設し、この複数の突梁５
０に、テルハ用レール２１、搬送装置２２及び巻上げ装置２３とから構成されるテルハ２
０を設置する。一方、建物の下層部６２には、テルハ用レール２１と平行に下部走行レー
ル４１を敷設し、この下部走行レール４１に搬送装置４２を装着する。そして、テルハ用
レール２１の搬送装置２２と下部走行レール４１の搬送装置４２との間に２本のガイドワ
イヤー３０を張設し、この２本のガイドワイヤー３０の間に、取付け治具３１を介してカ
ーテンウォール１０を上下動可能に連結する。上記構成とすることで、カーテンウォール
１０を、巻上げ装置２３によって２本のガイドワイヤー３０に沿って昇降させ、また、テ
ルハ用レール２１及び下部走行レール４１に沿って水平移動させることによって、カーテ
ンウォール１０を所定の取付け位置まで移動させる。
【００１７】
　突梁５０は、図１～図３に示すように、建物上層部６１（図１では１０階）の縁部に沿
って、そのアーム部分を建物の外周面６４から所定量突出させる態様で複数箇所に亘って
配設してある。
【００１８】
　図１に示すように、テルハ２０におけるテルハ用レール２１は、複数の突梁５０のアー
ムに支持されており、建物の外周面６４から所定間隔離れた位置に、外周面６４に沿って
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敷設してある。以下、このテルハ用レール２１を「上部走行レール２１」という。
【００１９】
　テルハ２０における搬送装置２２は、所定間隔をおいて上部走行レール２１に走行自在
に設置される複数のトロリ２４と、この複数のトロリ２４間に架設されたビーム２５とか
ら構成される。巻上げ装置２３は、ウィンチ等公知のものから構成され、ビーム２５中央
部に位置するトロリ２４に懸吊してある。なお、符号２６は、巻上げ装置２３のワイヤー
２７を巻取る巻取り装置である。また、図示はされていないが、搬送装置２２には、トロ
リ２４及びビーム２５を上部走行レール２１に沿って走行駆動させる駆動源（図示せず）
を設けてある。
【００２０】
　一方、図１に示すように、下部走行レール４１は、建物下層部６２（図１では１階）の
床スラブ上に敷設されるものであり、上部走行レール２１の真下に、且つ、上部走行レー
ル２１と平行になる態様で敷設してある。この下部走行レール４１に装着される搬送装置
４２は、所定間隔をおいて下部走行レール４１に走行自在に設置される２個のローラ４４
と、このローラ４４間に架設されたビーム４５とから構成されるものである。なお、下部
走行レール４１として、ワイヤーを適用してもよい。
【００２１】
　図１に示すように、２本のガイドワイヤー３０は、各上端部が上部走行レール２１の搬
送装置２２におけるビーム２５両端部に取付けられる一方、各下端部が下部走行レール４
１の搬送装置４２におけるビーム４５両端部に取り付けられ、上部走行レール２１と下部
走行レール２１との間で緊張させてある。この２本のガイドワイヤー３０は、図１に示す
ように、カーテンウォール３０の幅寸法よりも大きい間隔をおいて平行に張設してある。
【００２２】
　図１に示すように、カーテンウォール１０は２本のガイドワイヤー３０の間に配置され
、その上端部が巻上げ装置２３に吊支される吊ビーム１１に連結されるとともに、取付け
治具３１介して２本のガイドワイヤー３０に上下動可能に連結される。取付け治具３１は
、フック等の連結具３１ａとワイヤー３１ｂとから構成されるものであり、本実施の形態
では、吊ビーム１１の両側２箇所と、カーテンウォール１０の下端部両側に２箇所の合計
４箇所をガイドワイヤー３０に連結している。
【００２３】
　以下、図２及び図３を参照しながら、カーテンウォール１０を建物の１階から上部階の
所定の取付け位置まで揚重する方法について説明する。なお、図２ではガイドワイヤー３
０を省略して示している。
【００２４】
　まず、図２に示すように、１階建物内部にカーテンウォール１０を搬入し、荷取りした
カーテンウォール１０の上端部を吊りビーム１１に連結し、吊りビーム１１のワイヤーを
巻上げ装置２３のフック２８に玉掛けして、巻上げ装置２３を駆動させてカーテンウォー
ル１０を建て起こす。
【００２５】
　次に、図３に示すように、建て起こされたカーテンウォール１０に取付け治具３１を取
付けるとともに、この取付け治具３１の連結具３１ａをそれぞれ２本のガイドワイヤー３
０に連結する。この取付け治具３１をカーテンウォール１０及びガイドワイヤー３０に取
り付ける作業は、図２に示す作業用足場７１を設置して行うか、又は、１階床上にて行う
。
【００２６】
　次に、図３に示すように、上部階の作業員が巻上げ装置２３の巻上用コントローラを操
作することによって、カーテンウォール１０を吊り上げる。このとき、ガイドワイヤー３
０に連結された取付け治具３１がガイドワイヤー３０に案内されることにより、カーテン
ウォール１０は、２本のガイドワイヤー３０に沿って上昇することになる。
【００２７】
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　また、カーテンウォール１０を水平方向に移動させる場合には、上部走行レール２１の
搬送装置２２の駆動源を作動させて搬送装置２２を走行させる。搬送装置２２を走行させ
ることで、下部走行レール４１の搬送装置４２が追従し、２本のガイドワイヤー３０、巻
上げ装置２３及び巻上げ装置２３に吊支されたカーテンウォール１０が一体的に水平移動
する。なお、カーテンウォール１０の下端部やビーム２５に介錯用ロープ（図示せず）を
取り付け、この介錯用ロープによりカーテンウォール１０を水平方向に誘導してもよい。
【００２８】
　カーテンウォール１０を所定の取付け位置まで移動させた後、カーテンウォール１０か
ら取付け治具３１を外し、前後上下左右の微調整をしてカーテンウォール３０を取付け位
置に取付ける。
【００２９】
　所定階までカーテンウォール１０の取付けが完了した後、上層部６１に設置した突梁５
０及びテルハ２０を取り外し、これらをさらに上方の階へと盛り替えて転用する。突梁５
０及びテルハ２０を盛り替える際、下層部６２に敷設された下部走行レール４１は盛り替
えず、そのままにしておく。従って、盛り替え後は、上記と同様にして１階からカーテン
ウォール１０を吊り上げるか、又は、中間階（例えば１１階）までクレーン又は工事用エ
レベータによってカーテンウォール１０を予め揚重しておき、中間階から上記の方法を適
用してカーテンウォール１０を吊り上げることになる。
【００３０】
　以上説明したように、本実施の形態におけるカーテンウォールの揚重方法によれば、吊
り荷のカーテンウォール１０を、巻上げ装置２３により２本のガイドワイヤー３０に沿っ
て昇降させ、且つ、上部走行レール２１及び下部走行レール４１に沿って水平移動させる
ようにしたことで、風などによる吊り荷の回転や揺れを防ぎ、建物との接触を防止するこ
とができる。その結果、カーテンウォールの揚重、設置作業を安全に行うことができ、施
工性を向上させることができる。
【００３１】
　また、本実施の形態におけるカーテンウォールの揚重方法によれば、例えば建物外周全
体に養生ネットを張った後にカーテンウォール１０の施工を行うような場合であっても、
養生ネットと建物との間の狭い空間内で、カーテンウォール１０の揚重、設置作業を行う
ことが可能となる。
【００３２】
　さらに、本実施の形態におけるカーテンウォールの揚重方法によれば、タワークレーン
等の大型の揚重機を必要としない。従って、都市部のように建物外壁が敷地境界に近接し
、建物外部に作業ヤードを確保できない場合であっても、カーテンウォール１０の荷取り
から揚重、設置の作業を行うことが可能となる。
【００３３】
（実施の形態２）
　次に、実施の形態２であるカーテンウォールの揚重方法について説明する。実施の形態
２におけるカーテンウォールの揚重方法は、建物の鉄骨建方完了時に屋上部に設置する複
数の養生ネット用突梁を利用するものであり、これらの突梁に上述したガイドワイヤー３
０を取付け、カーテンウォール１０の揚重、設置作業を行う。図４は、実施の形態２であ
るカーテンウォールの揚重方法を示す概略図であり、図５は、実施の形態２であるカーテ
ンウォールの揚重方法を適用する建物の上面図、図６－１～図６－４は、実施の形態２で
あるカーテンウォールの揚重方法を適用してカーテンウォール１０の揚重作業を行う状態
を示す図であり、左図は建物の一部を側方から見た図、右図は建物の一部を正面から見た
図である。なお、以下の説明において実施の形態１と同様の構成については同様の符号を
付し、その説明を省略する。
【００３４】
　図４～図６に示すように、実施の形態２におけるカーテンウォールの揚重方法において
は、建物の屋上部６３に設置された定置式クレーン８０のフック８１に、吊りビーム８２



(7) JP 2008-248664 A 2008.10.16

10

20

30

40

50

を介して巻上げ装置２３及び巻取り装置２６を吊支させるとともに、建物の屋上部６３に
設置された突梁５０と下層部６２との間に２本のガイドワイヤー３０を平行に張設し、こ
の２本のガイドワイヤー３０の間に、取付け治具３１を介してカーテンウォール１０を上
下動可能に連結する。定置式クレーン８０は、鉄骨建方等で用いるタワークレーンを兼用
することができる。上記構成とすることで、以下に説明するように、巻上げ装置２３によ
ってカーテンウォール１０を２本のガイドワイヤー３０に沿って屋上部６３まで吊り上げ
た後、定置式クレーン８０によって所定の取付け位置上部までカーテンウォール１０を水
平移動させ、巻上げ装置２３によってカーテンウォール１０を取付け位置まで降下させる
。
【００３５】
　本実施の形態で適用する突梁５０は、図５に示すように、養生ネット設置用に建物屋上
部の縁部に沿って設置されたものであり、各突梁５０のアーム部分を建物の外周面６４か
ら所定量突出させる態様で建物全周に亘って配設してある。各突梁５０のアーム先端部分
には、養生ネット９０の上端部を支持させてあり、建物外周全体が養生ネット９０で覆わ
れた状態となっている。なお、図４では、説明の便宜上、養生ネット９０が省略されてい
る。
【００３６】
　図４に示すように、２本のガイドワイヤー３０は、各上端部が突梁５０のアーム部分に
固定される一方、各下端部が下層部６２（本実施の形態では１階）又は地盤面に固定され
、突梁５０と下層部６２との間で緊張させてある。この２本のガイドワイヤー３０は、実
施の形態１と同様に、カーテンウォール１０の幅寸法よりも大きい間隔をおいて平行に張
設してある。図５に示すように、ガイドワイヤー３０は、突梁５０のアーム部分において
養生ネット９０の設置箇所よりも内側（黒丸部分）に設置される。
【００３７】
　本実施の形態では、ガイドワイヤー３０の設置方法として以下の２通りの方法がある。
第１の方法は、カーテンウォール１０の施工前に予めすべての突梁５０に（すなわち全周
に亘って）ガイドワイヤー３０を取付けておく方法である。第２の方法は、ガイドワイヤ
ー３０をカーテンウォール１０の設置列のみに２本取付け、当該設置列へのカーテンウォ
ールの設置作業が完了した後に、この２本のガイドワイヤー３０を次の設置列に盛り替え
転用する方法である。
【００３８】
　以下、図６－１～図６－４を参照しながら、カーテンウォール１０を建物の１階から上
部階の所定の取付け位置まで揚重する方法について説明する。なお、図６－１～図６－４
は、予め建物全周に亘ってガイドワイヤー３０を設置した場合の例を示している。また、
図６－１～図６－４の正面図では、養生ネット９０を省略して示している。
【００３９】
　まず、１階の養生ネット９０内側にカーテンウォール１０を搬入し、荷取りしたカーテ
ンウォール１０の上端部を吊りビーム１１に連結し、吊りビーム１１のワイヤーを巻上げ
装置２３のフック２８に玉掛けし、巻上げ装置２３を駆動させてカーテンウォール１０を
建て起こす。次に、図６－１に示すように、建て起こされたカーテンウォール１０の四隅
に取付け治具３１を取付けるとともに、この取付け治具３１のフック３１ａをそれぞれ２
本のガイドワイヤー３０に連結する。図６－１に示すように、定置式クレーン８０のフッ
ク８１は、養生ネット９０内には進入しない。
【００４０】
　次に、図６－２に示すように巻上げ装置２３を駆動させてカーテンウォール１０を２本
のガイドワイヤー３０に沿って上昇させる。カーテンウォール１０を最上層部６１まで吊
り上げた後、巻上げを一旦停止し、ガイドワイヤー３０から取付け治具３１を取り外す。
この後、図６－２に示すように、再び巻上げ装置２３を駆動させてカーテンウォール１０
を屋上部６３よりも上部に吊り上げる。
【００４１】
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　次いで、図６－３に示すように、定置式クレーン８０によって、カーテンウォール１０
を、取付け治具３１を装着させた状態で水平方向に移動させる。カーテンウォール１０を
所定の取付け位置の上部まで水平移動させた後、巻上げ装置２３を駆動させて、カーテン
ウォール１０を最上層部６１まで降ろす。ここで、巻上げ装置２３を一旦停止させ、カー
テンウォール１０に装着された取付け治具３１の連結具３１ａをガイドワイヤー３０に装
着する。この後、図６－４に示すように、巻上げ装置２３を駆動させてカーテンウォール
１０を２本のガイドワイヤー２０に沿って取付け位置まで降ろす。図６－４に示すように
、この場合も定置式クレーン８０のフック８１は、養生ネット１１内には進入しない。
【００４２】
　カーテンウォール１０を所定の取付け位置まで移動させた後、カーテンウォール１０か
ら取付け治具３１を外し、前後上下左右の微調整をしてカーテンウォール１０を取付け位
置に取付ける。
【００４３】
　なお、上記の取付け例では、予め建物全周に亘ってガイドワイヤー３０を設置した場合
について説明したが、上述したように、カーテンウォール１０の設置列のみにガイドワイ
ヤー３０を２本取付け、当該設置列のカーテンウォール１０の設置作業が完了した後に、
次の設置列にガイドワイヤー３０を盛り替えてもよい。
【００４４】
　また、上記の取付け例では、建物１階の養生ネット９０内を作業ヤードとしたが、建物
の屋上部６３或いは養生ネット９０の外部を作業ヤードとすることもできる。例えば、屋
上部６３を作業ヤードとする場合には、予めカーテンウォール１０をクレーン又は工事用
エレベータにより屋上部６３まで搬入し、屋上部６３において、カーテンウォール１０の
上端部を吊りビーム１１に連結し、吊りビーム１１のワイヤーを巻上げ装置２３のフック
２８に玉掛けし、巻上げ装置２３を駆動させてカーテンウォール１０を建て起こす。次い
で、定置式クレーン８０により所定の取付け位置上部までカーテンウォール１０を水平移
動させた後、巻上げ装置２３を駆動させて、カーテンウォール１０を最上層部６１まで降
ろす。ここで、巻上げ装置２３による荷降ろしを一旦停止させ、取付け治具３１を介して
カーテンウォール１０の四隅をガイドワイヤー３０に連結する。そして、巻上げ装置２３
を駆動させてカーテンウォール１０を２本のガイドワイヤー３０に沿って取付け位置まで
降ろす。この場合も定置式クレーン８０のフック８１は、養生ネット９０内には進入しな
い。
【００４５】
　以上説明したように、実施の形態２におけるカーテンウォールの揚重方法においても、
吊り荷のカーテンウォール１０を、巻上げ装置２３により２本のガイドワイヤー３０に沿
って昇降させることで、風などによる吊り荷の回転や揺れを防ぎ、建物との接触を防止す
ることができる。その結果、カーテンウォールの揚重、設置作業を安全に行うことができ
、施工性を向上させることができる。
【００４６】
　また、実施の形態２におけるカーテンウォールの揚重方法においても、建物外周部に設
置された養生ネット９０と建物との間の限られた空間内で、カーテンウォール１０の揚重
、設置作業を行うことが可能となる。さらに、本実施の形態によれば、カーテンウォール
１０の水平移動を定置式クレーン８０により行うようにしたので、建物と養生ネット９０
との間の狭い空間内にテルハ等の揚重機器を別途設置する必要がない。また、定置式クレ
ーン８０を鉄骨建方等に用いるタワークレーンと兼用することもできる。
【００４７】
　加えて、実施の形態２におけるカーテンウォールの揚重方法によれば、定置式クレーン
８０のフック８１が建物と養生ネット９０との間に進入することがないから、強風等によ
り定置式クレーン８０のフック８１が揺れて建物外装に接触するような事態を防止するこ
とができる。
【００４８】
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　なお、上記の実施の形態では、突梁５０として養生ネット設置用突梁を利用したが、養
生ネット９０を設置しない場合には、揚重作業専用の突梁を屋上部に設置してもよいのは
もちろんである。
【００４９】
　また、上記の実施の形態では、突梁５０及び定置式クレーン８０を屋上に設置する構成
としたが、これらを建物上層部に設置する構成としてもよい。すなわち、鉄骨建方が完了
した最上階（上層部）に突梁５０及び定置式クレーン８０を設置し、上述した揚重作業を
行うようにしてもよい。カーテンウォール１０の取付け作業が完了した後、上層部に設置
した突梁５０を取り外す。この後、さらに上部階まで鉄骨建方を行った後、突梁５０を当
該上部階に盛り替えて転用する。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１であるカーテンウォールの揚重方法を示す概略図
である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態１であるカーテンウォールの揚重方法を適用してカ
ーテンウォールの揚重作業を行う状態を示す図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１であるカーテンウォールの揚重方法を適用してカ
ーテンウォールの揚重作業を行う状態を示す図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態２であるカーテンウォールの揚重方法を示す概略図
である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態２であるカーテンウォールの揚重方法を適用する建
物の上面図である。
【図６－１】図６－１は、本発明の実施の形態２であるカーテンウォールの揚重方法を適
用してカーテンウォールの揚重作業を行う状態を示す図である。
【図６－２】図６－２は、本発明の実施の形態２であるカーテンウォールの揚重方法を適
用してカーテンウォールの揚重作業を行う状態を示す図である。
【図６－３】図６－３は、本発明の実施の形態２であるカーテンウォールの揚重方法を適
用してカーテンウォールの揚重作業を行う状態を示す図である。
【図６－４】図６－４は、本発明の実施の形態２であるカーテンウォールの揚重方法を適
用してカーテンウォールの揚重作業を行う状態を示す図である。
【符号の説明】
【００５１】
　１０　カーテンウォール
　１１　吊りビーム
　２０　テルハ
　２１　上部走行レール
　２２　上部搬送装置
　２３　巻上げ装置
　２４　トロリ
　２５　ビーム
　２７　巻上げ装置ワイヤー
　２８　巻上げ装置フック
　３０　ガイドワイヤー
　３１　取付け治具
　４１　下部走行レール
　４２　下部搬送装置
　４４　ローラ
　４５　ビーム
　５０　突梁
　６１　建物上層部
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　６２　建物下層部
　６３　建物屋上部
　６４　建物外周面
　８０　定置式クレーン
　８１　定置式クレーンフック
　９０　養生ネット

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６－１】

【図６－２】
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【図６－３】

【図６－４】
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