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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　側板を取替える円筒形貯槽の所定エリアに吊上げ搬送用の重機を設置し、最下段１段目
と２段目など低位置の側板は、２段目の側板又は中間位置最下部の側板の外側円周方向の
水平に取り付けたレールに沿って走行するトロリ付チェーンブロックで順次所定長の大き
さの側板を搬送するレールリフト工法にて側板の取り替え作業を行い、
　前記円筒形貯槽の中間から上方の複数段の側板は、既設側板２段目の下端縁全周にわた
って切欠き水平にプロテクターを設置し、該プロテクターに案内されて回転駆動するロー
ラーと駆動ローラーを備えたローラー部材を間隔をおいて１段目の新設側板の上端部に設
置し、該ローラー部材で中間から上方の円筒体側板を全回転させるリボルバー工法にて円
筒形貯槽の上段から中間へと順次側板を取り替え、側板の搬送を上記重機を使用して吊上
げ搬送して取替えることを特徴とする貯槽側板の更新施工法。
【請求項２】
　上記低位置の側板の取替えは、前記側板の外側円周方向の水平に取り付けたレールに沿
って走行するトロリ付チェーンブロックで行い、該トロリ付チェーンブロックを重機の代
替として既設側板の搬出及び新設側板の搬入を行うレールリフト工法にて行い、
　次に上記中間から上方の複数段の側板の取替えは、上記プロテクターに案内されて回転
駆動するローラー部材により前記円筒形貯槽の中間から上方の複数段の側板を全回転させ
、円筒形貯槽の最上段の側板の一周取替えを行い、次いで上記ローラー部材で前記円筒形
貯槽の中間から上方の複数段の側板を一周回転させながら側板を一周取替えした後、順次
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側板各段を下方に向かって取替えるリボルバー工法にて行い、
　最後に既設側板２段目に取り付けたトロリ付チェーンブロックを中間位置最下部の側板
の外側円周方向の水平に取り付け、２段目の既設側板及びローラー機材を除去し新規側板
を差込んで取替えるレールリフト工法にて行うことを特徴とする請求項１記載の貯槽側板
の更新施工法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、貯槽の周囲の作業場所が狭く、火気取扱いなどの安全面も厳しく制限されて
いる場合に、作業性良く安全に解体するための貯槽側板の更新施工法に関するものである
。　　
【背景技術】
【０００２】
　円筒形の鋼製の側板周壁を有する大型の貯槽は、建設後長い年月を経過し老朽化すると
、安全のために補修する必要が生じている。また、貯槽の用途変更や立地条件等の変更に
よって、側板の部分又は全体を更新する必要も生じている。
【０００３】
従来一般の円筒形貯槽を補修する場合は、図示はしないが、まず円筒形貯槽の側板周壁の
外周全体に総足場を仮設し、その足場上で作業者が側板周壁をガス切断等で切断してブロ
ック化し、そのブロック化した側板をクレーン等の重機で吊り上げて降下し、高所より順
次下部に向かって補修作業を行っている。このように重機を使って高所より下部に向かっ
て補修する方法は、貯槽周囲にわたって重機が移動する広い作業場所が必要であった。殊
に、周囲に危険物を貯蔵する貯槽、稼動設備などがある場所では、重機を使用する作業場
所が制限され、火気の飛散対策などの大規模で厳重な安全対策も要求されている。  　　
【０００４】
作業性と安全性を配慮した従来技術には、例えば本出願人による特公平２－３３８２１号
公報の「円筒形タンクの周壁組立方法」の発明がある。この発明は、まず最下段の周壁を
組み、その上端縁にローラーを配置し、このローラーで周壁を回転させながら、限られた
一定場所でクレーンと作業足場を使用して上位周壁部を積み上げていく構築法である。  
　　
【０００５】
特開平８－２７０２２６号公報「タンク側板取替施工法」の発明は、貯槽内面に補強リン
グを水平に取付け、縦通し部材、ホースシューなどの部材で固定し、屋根上に設置した側
板吊揚げ治具を使用しウインチで側板を順次下段から切断して取替えるようにしたもので
ある。  　　
【０００６】
また、特開平１０－１４８０４４号公報「二重殻タンクの構築方法及び同方法に用いられ
る側板搭載装置」の発明は、最上段側板の上端縁に側板搭載装置を取付け、ホイストレー
ルに吊支ホイストを取付けて側板を構築するものである。  　　
【０００７】
さらにまた、本出願人による特開平１０－６１２４６号公報の「円筒形貯槽周壁上部の解
体補修工法」の発明は、貯槽の上部の周壁を水平に切断し、ローラーを所定間隔に配設し
、回転させながら上部を切断解体し補修する工法であり、また、本出願人による特願２０
０５－２７７２６３号の「貯槽の回転解体工法」の発明は、大掛かりな仮設足場を必要と
することなく、所定箇所の解体作業架台と側板下方全周に設置したローラーによって貯槽
を回転させながら順次下方に向かって解体を行う工法である。　　　
【０００８】
【特許文献１】特公平２－３３８２１号公報
【特許文献２】特開平８－２７０２２６号公報
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【特許文献３】特開平１０－１４８０４４号公報
【特許文献４】特開平１０－６１２４６号公報
【特許文献５】特願２００５－２７７２６３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
従来一般の貯槽の補修方法は、貯槽の全周囲にわたってクレーン等大形の重機が移動する
広い作業場所が必要であり、周囲が防液堤に囲われて狭い場合や周囲に危険物を貯蔵する
貯槽、稼動設備などがある場所では、作業場所が制限されていた。また、重機の移動と吊
上げ降下に伴う地盤の養生や火気の飛散対策などの大規模で厳重な安全対策も要求されて
いた。  　　
【００１０】
本出願人による特公平２－３３８２１号公報の「円筒形タンクの周壁組立方法」に開示さ
れている発明は、最下段の周壁の上端縁にローラーを配置し回転させながら上位周壁部を
一定場所で積み上げていく安全性と作業効率に優れた組立て方法であるが、大形クレーン
と作業足場の設置が必要であり、新規貯槽を下段から順次積上げて構築するのには適して
いるが、既設貯槽を上下から修復するのには適する工法ではない。  　　
【００１１】
特開平８－２７０２２６号公報「タンク側板取替施工法」の発明は、膨大な仮設足場など
を設ける必要がなく、作業能率良く補修する工法であるが、屋根上の吊揚げ治具の設置と
移設が煩雑であり、側板上下に沿った長い縦通し部材などを必要とするため、大きな貯槽
には適さない。  　　
【００１２】
また、特開平１０－１４８０４４号公報「二重殻タンクの構築方法及び同方法に用いられ
る側板搭載装置」の発明は、側板上端縁を利用して二重殻タンクの内外槽相互の側板を構
築するものであって、一重殻の既設貯槽側板の修復に適する工法ではなかった。  　　
【００１３】
さらにまた、本出願人による特開平１０－６１２４６号公報の「円筒形貯槽周壁上部の解
体補修工法」に開示されている発明は、ウインドガーダーが取付けられている大型浮屋根
式円筒形貯槽の周壁上部を解体補修する場合に適する工法であって、貯槽の周壁上部を回
転させながら安全に効率良く一定場所で所定箇所を解体補修することができ、また、本出
願人による特願２００５－２７７２６３号の「貯槽の回転解体工法」の発明は、所定箇所
の解体作業架台と全周設置のローラーによって貯槽側板を回転させながら順次下方に向か
って作業性良く解体するものであるが、上記本出願人によるローラーを配置した回転施工
法は、いずれも側板の中間部を残すなどして下部と上部を共に取替えるのには適した工法
ではなかった。  　　
【００１４】
この発明の目的は、上述のような従来技術が有する問題点に鑑みてなされたもので、貯槽
の側板を下部及び上部にわたって取替える際に、貯槽の周囲が狭く重機が入らず作業性が
良くない場合に、安全性に優れ作業性が良い側板の更新施工法を提供するものである。　
　
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　請求項１記載の貯槽側板の更新施工法は、側板を取替える円筒形貯槽の所定エリアに吊
上げ搬送用の重機を設置し、最下段１段目と２段目など低位置の側板は、２段目の側板又
は中間位置最下部の側板の外側円周方向の水平に取り付けたレールに沿って走行するトロ
リ付チェーンブロックで順次所定長の大きさの側板を搬送するレールリフト工法にて側板
の取り替え作業を行い、前記円筒形貯槽の中間から上方の複数段の側板は、既設側板２段
目の下端縁全周にわたって切欠き水平にプロテクターを設置し、該プロテクターに案内さ
れて回転駆動するローラーと駆動ローラーを備えたローラー部材を間隔をおいて１段目の
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新設側板の上端部に設置し、該ローラー部材で中間から上方の円筒体側板を全回転させる
リボルバー工法にて円筒形貯槽の上段から中間へと順次側板を取り替え、側板の搬送を上
記重機を使用して吊上げ搬送して取替えるものである。　　　
 
【００１６】
　請求項２記載の貯槽側板の更新施工法は、上記低位置の側板の取替えは、前記側板の外
側円周方向の水平に取り付けたレールに沿って走行するトロリ付チェーンブロックで行い
、該トロリ付チェーンブロックを重機の代替として既設側板の搬出及び新設側板の搬入を
行うレールリフト工法にて行い、次に上記中間から上方の複数段の側板の取替えは、上記
プロテクターに案内されて回転駆動するローラー部材により前記円筒形貯槽の中間から上
方の複数段の側板を全回転させ、円筒形貯槽の最上段の側板の一周取替えを行い、次いで
上記ローラー部材で前記円筒形貯槽の中間から上方の複数段の側板を一周回転させながら
側板を一周取替えした後、順次側板各段を下方に向かって取替えるリボルバー工法にて行
い、最後に既設側板２段目に取り付けたトロリ付チェーンブロックを中間位置最下部の側
板の外側円周方向の水平に取り付け、２段目の既設側板及びローラー機材を除去し新規側
板を差込んで取替えるレールリフト工法にて行うものである。
 
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１記載の貯槽側板の更新施工法は、側板を取替える円筒形貯槽の所定エリアに吊
上げ搬送用の重機を設置し、最下段１段目と２段目など低位置の側板は、２段目の側板又
は中間位置最下部の側板の外側円周方向の水平に取り付けたレールに沿って走行するトロ
リ付チェーンブロックで順次所定長の大きさの側板を搬送するレールリフト工法にて側板
の取り替え作業を行い、前記円筒形貯槽の中間から上方の複数段の側板は、既設側板２段
目の下端縁全周にわたって切欠き水平にプロテクターを設置し、該プロテクターに案内さ
れて回転駆動するローラーと駆動ローラーを備えたローラー部材を間隔をおいて１段目の
新設側板の上端部に設置し、該ローラー部材で中間から上方の円筒体側板を全回転させる
リボルバー工法にて円筒形貯槽の上段から中間へと順次側板を取り替え、側板の搬送を上
記重機を使用して吊上げ搬送して取替えるので、
　貯槽の周囲が狭く作業性の良くない場合においても、大掛かりな重機の移動などを必要
とすることなく簡単なレールリフト機材とローラー機材及び所定位置の重機を用いて更新
施工することができる。また、周囲に稼動中の貯槽や機器設備がある場合に、所定位置の
重機を使って吊上げ搬送を行うので、重機の移動及び吊り搬送に伴う地盤の養生や落下飛
散防止対策などを必要とすることなく安全に更新作業ができる。　　　
 
【００１８】
　請求項２記載の貯槽側板の更新施工法は、上記低位置の側板の取替えは、前記側板の外
側円周方向の水平に取り付けたレールに沿って走行するトロリ付チェーンブロックで行い
、該トロリ付チェーンブロックを重機の代替として既設側板の搬出及び新設側板の搬入を
行うレールリフト工法にて行い、次に上記中間から上方の複数段の側板の取替えは、上記
プロテクターに案内されて回転駆動するローラー部材により前記円筒形貯槽の中間から上
方の複数段の側板を全回転させ、円筒形貯槽の最上段の側板の一周取替えを行い、次いで
上記ローラー部材で前記円筒形貯槽の中間から上方の複数段の側板を一周回転させながら
側板を一周取替えした後、順次側板各段を下方に向かって取替えるリボルバー工法にて行
い、最後に既設側板２段目に取り付けたトロリ付チェーンブロックを中間位置最下部の側
板の外側円周方向の水平に取り付け、２段目の既設側板及びローラー機材を除去し新規側
板を差込んで取替えるレールリフト工法にて行うので、
　貯槽の周囲を広範囲に移動する大型の重機の設置を必要とすることなく、最下段の側板
を取替えた後に上段の側板から順次作業性良く取替え更新を行うことができる。また、重
機を用いた作業は所定のエリア内で行うので安全作業となり、貯槽の更新作業は低位置と
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回転による上段から下段への移動とによって順次進行するため、作業性が良く短い工期で
能率良く施工することができる。　　
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
この発明に係る貯槽側板の更新施工法、レールリフト工法とリボルバー工法を組み合わせ
た手順の概略を、項目１～８に示す。１．接続配管、付属物等を貯槽から切り離し縁切り
する。貯槽周囲に接続している配管、付属物などを縁切りし、貯槽を回転可能にする。２
．側板２段目より上方の所定位置に、レールリフト工法で使用するレール部材、トロリ付
チェーンブロック等を設置する。（レールリフト工法の準備）３．側板１段目をレールリ
フト工法で更新する。（レールリフト工法の施工）　既設の側板１段目の所定幅を切断、
搬出し、次いで、新規の側板１段目を搬入し溶接施工する。順次周方向に繰返し施工する
。搬出、搬入の移送には、上記トロリ付チェーンブロック等を使用する。４．既設側板２
段目をくり抜き、リボルバー工法で使用する回転用プロテクターとローラー部材を設置す
る。（リボルバー工法の準備）　プロテクターは既設側板２段目の下端縁全周にわたって
水平に設置し、ローラー部材は新設側板１段目上端縁の所定位置に隔離してセットする。
５．ローラーで回転させながらリボルバー工法で側板最上段全周から下段全周にわたって
、順次側板の３段目まで更新する。（リボルバー工法の施工）　所定の作業エリアに重機
を設置して所定位置にて吊上げ移動する。６．側板２段目をレールリフト工法で更新する
。（レールリフト工法の施工）既設の側板２段目の所定幅を切断し、回転用プロテクター
、ローラー部材も除去し搬出する。次いで、新規の側板２段目を搬入し溶接施工する。順
次周方向に繰返し施工する。側板の搬出、搬入の移送には、レール部材及びトロリ付チェ
ーンブロック等を使用する。７．レール部材、トロリ付チェーンブロック等を取り外す。
８．配管など付属物の縁切りを復旧する。　　
【００２０】
この発明に係る貯槽側板の回転更新施工法の実施形態を、図１乃至図６に基づいて説明す
る。　図１は、最下段１段目の側板を、レール吊上げ搬送工法、つまりレールリフト工法
によって交換している状況を示す全体説明図、図２は図１のレールリフト工法の縦断面状
況を示す図である。図３ａは、新規更新した側板１段目の上端部に、既設の側板２段目を
くり抜いてローラー及びプロテクターを設置した正面図であり、図３ｂはその縦断面を示
す。図４は、貯槽の上部側板を、全回転工法、つまりリボルバー工法で交換している状況
を示す全体説明図である。図５は、レールリフト工法で側板１段目上端部のローラー及び
プロテクターを除去し側板２段目を交換している状況を示す縦断面図である。図６は、貯
槽周辺の平面配置図である。　　　
【００２１】
図６のハッチングで示すように、更新施工を行う円筒形の貯槽１は、周囲の三方を既設貯
槽と防液提２４に囲まれ、前方は通路２５に面している。　このように周囲が狭い場所で
は、貯槽の周囲全体にわたって重機を移動させて、吊り作業や搬入、搬出の作業を行うこ
とは困難である。そこで、前方の通路２５を作業エリア２６として、この限定された作業
エリア２
６にクレーン等大形の重機を設置して吊上げや搬入搬出の作業を行う。　　　
【００２２】
図１に示すように、貯槽１の通路２５を作業エリア２６とし、この所定の作業エリア内に
重機２７を設置して、更新する側板片の運搬作業を行う。　貯槽１の側板３の上方、所定
高さ位置、例えば側板２段目又はｎ段目の円周方向全周にわたって水平方向に搬送用のレ
ール４を設置し、重機２７が使用することができない周囲の最下段側板１段目など下方の
側板は、このレール４を使用して吊上げ移送を行う。　このように側板１段目など下方の
側板は、レール４を使用するレールリフト工法で周方向に向かって順次搬出、搬入して更
新する。　　　
【００２３】
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図２に示すように、側板ｎ段目位置、例えば側板２段目３－２の壁面に、レールリフト工
法で使用するレール４を設置し、このレール４に吊上げ用のトロリ付チェーンブロック７
を懸架する。レール４は例えばＩ型鋼を用いて周方向に連続させ、このレール４の取付部
材６及びブラケット７は成形鋼材を用いて隔離して複数個を側板面に固着する。複数個の
トロリ付チェーンブロック７をレール４に懸架し、切断除去した側板１段目３－１の単片
を吊上げて搬出し、次いで新規の側板１段目３－１の単片を吊上げて搬入して上記除去し
た位置に取付ける。　　　
【００２４】
リボルバー工法を実施するためには、図３ａ，図３ｂに示すように、新規設置した側板１
段目３－１の周壁上部、既設の側板２段目３－２をくり抜いてピッチ１メートルから数メ
ートル程度隔離した適所に、円周方向にわたって複数の開口部９を切り欠き、この開口部
９に回転ローラー１０を設置する。また電動で回転して送り出す駆動ローラー１１を必要
数適所に設置する。１２は架台、１３は荷重支持用のブラケットである。　　　
【００２５】
図３ａに示すように、既設の側板２段目３－２の下端縁を水平に切断し、円周方向に沿っ
て回転用のプロテクター１４を固着する。このプロテクター１４に上記ローラー１０、１
１を当ててガイドし、上部の側板３が水平に円滑に回転するように設置する。また、図３
ｂに示すように、新規の側板１段目３－１の内側底板の間には、成形鋼材からなる傾斜材
のサポート１５を設置して側板３を垂直に安定化させて支持する。上記準備した後に、上
部側板及び付属物が、内外の部材に接触することなく水平かつ円滑に一回転することを確
認する。　　　
【００２６】
図４に示すように、通路２５の作業エリア２６に、クレーンなどの重機２７を設置し、　
上記のように設けたローラー１０、１１を使用し、リボルバー工法で側板３を水平に回転
させて、側板上部Ｎ段目の更新作業を行い、一周にわたって更新が終了した後に、下段の
側板に順次移動してさらに一周の更新を行い、順次下段の側板に移動して、上方から下方
に向かって側板３の更新作業を継続する。　　　
【００２７】
このように、重機２７を所定位置の作業エリア２６に設置して、貯槽を回転させながら順
次取替部材の搬入、搬出を行うため、作業はやり易くなる。側板上部の取替えは、上方か
ら下方に向けて順次作業が進行するため、安全性に優れ作業性が良く短時間で能率良く更
新をすることができる。　　　
【００２８】
図５に示すように、リボルバー工法で使用したローラー１０、１１の除去、及び既設の側
板２段目３－２の更新は、側板ｎ段目位置、例えば側板３段目３－３壁面に取付けたレー
ル４とトロリ付チェーンブロック７を搬出、搬入に使用してレールリフト工法で行う。　
　　
【００２９】
上述のように、更新施工する貯槽の周囲が狭く作業性が良くない場合、周囲に稼動中の貯
槽や設備がある場合などに、周囲を移動する重機を必要とすることなく、簡単なレールリ
フト部材とローラー回転部材と所定位置の重機を用いて安定的に側板の更新施工を行うこ
とができる。また、周囲が広く搬送に適する所定エリアにて重機を用いた作業を行うので
、貯槽全周に火気や切断片などが飛散することなく、大掛かりな防炎シートなどの仮設材
や養生材も低減することができ、安全作業で作業性良く更新作業ができる。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
この発明に係る貯槽の回転解体工法は、周囲が狭く限られた場所や周囲に危険物などがあ
る種々の構築物などの限られた修復作業において、簡単かつ安全に行うことができるため
、簡単なレール部材とローラー部材と重機を設置して更新施工を行う場合に適用すること
ができる。
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【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】この発明に係るレールリフト工法で貯槽の最下段１段目側板を交換している状況
を示す全体説明図である。
【図２】図１のレールリフト工法の実施状況を示す縦断面図である。
【図３ａ】新規更新の側板１段目上に、既設の側板２段目をくり抜いてローラー及びプロ
テクターを設置した正面図である。
【図３ｂ】図３ａの縦断面図である。
【図４】リボルバー工法で貯槽の上部側板を交換している状況を示す全体説明図である。
【図５】レールリフト工法でローラー及びプロテクターを除去し側板２段目を交換してい
る状況を示す縦断面図である。
【図６】解体する貯槽の配置状態を示す平面図である。
【符号の説明】
【００３２】
１　貯槽　　　　　
２　屋根　　　　　
３　側板　　　　　
３－１　側板１段目　　　　　
３－２　側板２段目　　　　　
３－Ｎ　側板Ｎ段目　　　　　
４　レール　　　　　
５　取付架台　　　　　
６　ブラケット　　　　　
７　トロリ付チェーンブロック　　　　　
８　底板　　　　　
９　切断開口部　　　　　
１０　回転ローラー　　　　　
１１　駆動ローラー　　　　　
１２　架台　　　　　
１３　ブラケット　　　　　
１４　プロテクター　　　　　
１５　傾斜材サポート　　　　　
２４　防液堤　　　　　
２５　通路　　　　　
２６　作業エリア　　　　　
２７　重機　　　　　
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