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(57)【要約】
【課題】　足場ユニットをクレーン等によって簡易かつ
確実に吊ること。
【解決手段】　足場の組立及び解体に用いられる連結体
３０Ｆ、３０Ｒであって、足場ユニット１０の左右方向
で相隣る柱１１Ｆ、１１Ｒのそれぞれに備えてある各楔
受２１に係入できる複数の係合孔４１を備え、それらの
柱同士を互いに連結可能にするもの。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前後の各複数本の柱と、前後の相対応する柱同士を対にして連結する横架材と、前側の
左右方向で相隣る柱同士を連結する前連結材と、後側の左右方向で相隣る柱同士を連結す
る後連結材と、各柱の所定高さ位置に支持される踏板とを有して構成される足場ユニット
が、横架材と前連結材と後連結材の各材に備えた楔体と、柱に備えた楔受との楔結合を介
して、横架材と前連結材と後連結材の各材のそれぞれを柱に着脱可能に連結される楔緊結
式とされ、この足場ユニットの複数個が配置されて構成される足場の組立及び解体に用い
られる連結体であって、
　足場ユニットの左右方向で相隣る柱のそれぞれに備えてある各楔受に係入できる複数の
係合孔を備え、それらの柱同士を互いに連結可能にする足場の組立及び解体用の連結体。
【請求項２】
　前記連結体が、足場ユニットの前側の左右方向で相隣る柱同士を互いに連結する前側連
結体と、後側の左右方向で相隣る柱同士を互いに連結する後側連結体とからなる請求項１
に記載の足場の組立及び解体用の連結体。
【請求項３】
　前記連結体が板体からなる請求項１又は２に記載の足場の組立及び解体用の連結体。
【請求項４】
　前記連結体が概ね直角三角形板体からなり、該板体が概ね直交する一辺と他の一辺を有
するとき、一辺の一端側で交差する他の一辺に沿う２位置に１本の柱の上下２位置に備え
た２個の楔受のそれぞれに係入できる２個の係合孔を備え、一辺の他端側の１位置に他の
１本の柱に備えた１個の楔受に係入できる１個の係入孔を備える請求項３に記載の足場の
組立及び解体用の連結体。
【請求項５】
　前後の各複数本の柱と、前後の相対応する柱同士を対にして連結する横架材と、前側の
左右方向で相隣る柱同士を連結する前連結材と、後側の左右方向で相隣る柱同士を連結す
る後連結材と、各柱の所定高さ位置に支持される踏板とを有して構成される足場ユニット
が、横架材と前連結材と後連結材の各材に備えた楔体と、柱に備えた楔受との楔結合を介
して、横架材と前連結材と後連結材の各材のそれぞれを柱に着脱可能に連結される楔緊結
式とされ、この足場ユニットの複数個が配置されて構成される足場の組立及び解体方法で
あって、
　足場ユニットの左右方向で相隣る柱のそれぞれに備えてある各楔受に係入できる複数の
係合孔を備え、それらの柱同士を互いに連結可能にする連結体を用い、
　上記足場ユニットの左右方向の一部で相隣る柱同士を１つの連結体によって連結すると
ともに、左右方向の他の一部で相隣る柱同士を他の１つの連結体によって連結する状態で
、それらの左右方向の上記一部で相隣る柱の一方又は上記１つの連結体に取付けた吊り手
段と、それらの左右方向の上記他の一部で相隣る柱の一方又は上記他の１つの連結体に取
付けた他の吊り手段を介して、当該足場ユニットを吊り上げ又は吊り下ろす工程を有して
なる足場の組立及び解体方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は足場の組立及び解体用の連結体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建築現場では、建物の躯体に沿う左右及び上下に複数個の足場ユニットを隣接及び積層
してなる足場を用いている。足場ユニットとしては、例えば特許文献１に記載の楔緊結式
足場ユニットがある。
【０００３】
　楔緊結式足場ユニットは、前後の各複数本の柱と、前後の相対応する柱同士を対にして
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連結する横架材と、前側の柱同士を連結する前連結材と、後側の柱同士を連結する後連結
材と、各柱の所定高さ位置に支持される踏板とを有して構成される。そして、横架材と前
連結材と後連結材の各材に備えた楔体と、柱に備えた楔受との楔結合を介して、横架材と
前連結材と後連結材の各材のそれぞれが柱に着脱可能に連結される。
【０００４】
　即ち、楔緊結式足場ユニットは、柱、横架材、前連結材、後連結材等の各材を別体とし
て取扱うものであり、運搬保管時の嵩張りがないし、各材を軽作業で短時間にユニット化
でき、各材の使用経過による変形ひずみも吸収してユニット化できる。また、長尺柱の採
用によって、１個の足場ユニットで２層又は３層分（建物の２階又は３階分）等の足場を
構築することもできる。
【０００５】
　このような楔緊結式足場ユニットは、建築現場における足場の組立及び解体の安全性、
生産性を向上するため、地上でユニット化した足場ユニットをクレーン等で吊り上げて下
層側で設置済の足場ユニットの上に搭載して連結し、又は上層で使用済となった足場ユニ
ットを下層側の足場ユニットから外してクレーン等で地上に吊り下げることとしている。
【０００６】
　ところが、クレーン等に設けた吊りワイヤで、楔緊結式足場ユニットを吊る場合、例え
ば前後の各複数本の柱を左右方向に多列（３列以上）設けたとき、前後のそれぞれで、左
右両側の柱のみを吊りワイヤに取付けて吊ると、左右方向における中間の柱が前後の連結
材との楔結合の外れ等により落下したり、中間の柱が楔結合されている前後の連結材が大
きく沈み込む如くに垂れ下がって楔の折損等を生ずるおそれがある。これに対し、前後の
それぞれで、左右方向における全ての柱を吊りワイヤに取付けて吊るときには、柱本数分
の多数本の吊りワイヤが必要になる。
【０００７】
　そこで、本出願人は、特許文献２に記載の如く、クレーン等に設けた吊りワイヤで足場
ユニットを、安全、確実、簡易に吊るべく、足場ユニットの前後の左右方向に多列をなす
各複数本の柱の全てを一直線状に横切るように配置されて各柱に少なくともそれらの軸方
向にて止められた吊りビームを介して、当該足場ユニットを吊り上げ又は吊り下ろすもの
を提案した。
【０００８】
　特許文献２に記載の足場の組立及び解体方法によれば、足場ユニットの前後の柱の本数
が多数本であっても、多数の吊りワイヤを用意することなく、前後の全柱を横切る吊りビ
ームを用意し、この吊りビームを各柱に少なくとも軸方向にて止めることにより、この吊
りビームを介して足場ユニットを簡易に吊ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平6-280382号公報
【特許文献２】特開2010-222884号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献２に記載の足場の組立及び解体方法には、以下の問題点がある
。
【００１１】
　(1)足場ユニットの前後の左右方向に多列をなす各複数本の柱の全てを一直線状に横切
るように配置され、左右方向に連続する前後の各吊りビームの長さＬは、左右方向にｎ列
をなす全ｎ本の柱群の相隣る柱の間隔をｋとするとき、Ｌ＝ｎ×ｋの如くに長尺となる（
例えばｎ＝４、ｋ＝900mmとするとき、Ｌ＝3.6ｍ）。前後の各吊りビームは、前後に各ｎ
本の柱を有してなる大型の足場ユニットを吊る際に、該吊りビーム自身に曲げを生ずるこ
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とのない強度を備える必要があって、例えば大断面の鉄材から構成される等による大重量
物になり、作業者に一定以上の作業負荷を課すものになる。
【００１２】
　(2)前後の各吊りビームは、足場ユニットの前後の左右方向に多列をなす各複数本の柱
の全てを一直線状に横切って、各柱にそれらの軸方向にて止められる。従って、各複数本
の柱のうちの一部の柱が、上下の短尺柱を上下に嵌着して長尺化されたものであり、吊り
ビームが上記一部の柱における上短尺柱に止められる場合には、当該吊りビームを用いて
足場ユニットを吊ったときに、当該一部の柱の下短尺柱が対応する上短尺柱の下端部から
抜け落ち、当該足場ユニットを吊り上げ又は吊り下ろしできない。
【００１３】
　本発明の課題は、足場ユニットをクレーン等によって簡易かつ確実に吊ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　請求項１に係る発明は、前後の各複数本の柱と、前後の相対応する柱同士を対にして連
結する横架材と、前側の左右方向で相隣る柱同士を連結する前連結材と、後側の左右方向
で相隣る柱同士を連結する後連結材と、各柱の所定高さ位置に支持される踏板とを有して
構成される足場ユニットが、横架材と前連結材と後連結材の各材に備えた楔体と、柱に備
えた楔受との楔結合を介して、横架材と前連結材と後連結材の各材のそれぞれを柱に着脱
可能に連結される楔緊結式とされ、この足場ユニットの複数個が配置されて構成される足
場の組立及び解体に用いられる連結体であって、足場ユニットの左右方向で相隣る柱のそ
れぞれに備えてある各楔受に係入できる複数の係合孔を備え、それらの柱同士を互いに連
結可能にするようにしたものである。
【００１５】
　請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明において更に、前記連結体が、足場ユニッ
トの前側の左右方向で相隣る柱同士を互いに連結する前側連結体と、後側の左右方向で相
隣る柱同士を互いに連結する後側連結体とからなるようにしたものである。
【００１６】
　請求項３に係る発明は、請求項１又は２に係る発明において更に、前記連結体が板体か
らなるようにしたものである。
【００１７】
　請求項４に係る発明は、請求項３に係る発明において更に、前記連結体が概ね直角三角
形板体からなり、該板体が概ね直交する一辺と他の一辺を有するとき、一辺の一端側で交
差する他の一辺に沿う２位置に１本の柱の上下２位置に備えた２個の楔受のそれぞれに係
入できる２個の係合孔を備え、一辺の他端側の１位置に他の１本の柱に備えた１個の楔受
に係入できる１個の係入孔を備えるようにしたものである。
【００１８】
　請求項５に係る発明は、前後の各複数本の柱と、前後の相対応する柱同士を対にして連
結する横架材と、前側の左右方向で相隣る柱同士を連結する前連結材と、後側の左右方向
で相隣る柱同士を連結する後連結材と、各柱の所定高さ位置に支持される踏板とを有して
構成される足場ユニットが、横架材と前連結材と後連結材の各材に備えた楔体と、柱に備
えた楔受との楔結合を介して、横架材と前連結材と後連結材の各材のそれぞれを柱に着脱
可能に連結される楔緊結式とされ、この足場ユニットの複数個が配置されて構成される足
場の組立及び解体方法であって、足場ユニットの左右方向で相隣る柱のそれぞれに備えて
ある各楔受に係入できる複数の係合孔を備え、それらの柱同士を互いに連結可能にする連
結体を用い、上記足場ユニットの左右方向の一部で相隣る柱同士を１つの連結体によって
連結するとともに、左右方向の他の一部で相隣る柱同士を他の１つの連結体によって連結
する状態で、それらの左右方向の上記一部で相隣る柱の一方又は上記１つの連結体に取付
けた吊り手段と、それらの左右方向の上記他の一部で相隣る柱の一方又は上記他の１つの
連結体に取付けた他の吊り手段を介して、当該足場ユニットを吊り上げ又は吊り下ろす工
程を有してなるようにしたものである。



(5) JP 2020-66895 A 2020.4.30

10

20

30

40

50

【発明の効果】
【００１９】
　（請求項１、５）
　(a)足場ユニットの左右方向に多列をなす複数本の柱が連結体を介して互いに連結され
る。従って、クレーン等に設けた吊りワイヤ等の吊り手段が一部（及び他の一部）の柱又
は１つ（及び他の１つ）の連結体に取付けられて当該足場ユニットを吊るとき、各連結体
の係合孔と各柱の楔受との係合を介して当該足場ユニットの全体が一体化された状態で吊
り上げ又は吊り下ろしできるものになる。従って、足場ユニットの左右方向に多列をなす
柱の本数が多数本であっても、多数の吊りワイヤを用意することなく、当該足場ユニット
を簡易に吊ることができる。
【００２０】
　(b)足場ユニットは、当該足場ユニットの左右方向の一部で相隣る柱同士を互いに連結
する連結体と、左右方向の他の一部で相隣る柱同士を互いに連結する他の連結体により、
それらの全体に渡る柱が互いに連結されるものになる。従って、各連結体は足場ユニット
の左右方向に多列をなす各複数本の柱の全てを一直線状に横切るような、大断面かつ長尺
をなすものでなく、軽量物となって作業者の取り扱い性は良く、作業者の作業負担を軽減
できる。
【００２１】
　(c)各連結体は、足場ユニットの左右方向に多列をなす複数本の柱の全てを一直線状に
横切って、各柱にそれらの軸方向にて止められるものでなく、足場ユニットの左右方向の
各部分のそれぞれにおいて相隣る柱同士を互いに連結するものになる。従って、足場ユニ
ットの左右方向における一部の柱が上下の短尺柱を上下に嵌着されて長尺化されたもので
あるとき、当該一部の柱に対する連結体の適用を当該一部の柱における下短尺柱に係合さ
せるものとすることにより、当該足場ユニットを吊ったときの当該一部の柱における上短
尺柱の下端部からの下短尺柱の抜け落ちを回避し、当該足場ユニットを吊り上げ又は吊り
下ろしできる。
【００２２】
　（請求項２）
　(d)前記(a)乃至(c)の連結体が、足場ユニットの前側の左右方向で相隣る柱同士を互い
に連結する前側連結体と、後側の左右方向で相隣る柱同士を互いに連結する後側連結体と
からなるものとすることにより、足場ユニットを構成する前後左右の全部の柱をそれらの
連結体によって互いに確実に連結し、当該足場ユニットを安定的に吊り上げ又は吊り下ろ
しできる。
【００２３】
　（請求項３）
　(e)前記連結体が板状をなすものとすることにより、当該連結体の軽量化の確実を図り
、作業者の取り扱い性の向上、作業負担の一層の軽減を実現できる。
【００２４】
　（請求項４）
　(f)足場ユニットを吊ったとき、直角三角形状板体からなる連結体は、一端側の２個の
係合孔を１本の柱の上下２個の楔受に係合し、他端側の１個の係合孔を他の１本の柱の楔
受に係合する。従って、上記他の１本の柱の側から連結体の他端側に作用する力の回転モ
ーメントが、連結体の一端側で上記１本の柱の上下２個の楔受に回り止めされて支持され
る。これにより、連結体は相隣る２本の柱に安定的に係合し、当該足場ユニットを安定的
に吊り上げ又は吊り下ろしできる。しかも、連結体は直角三角形状をなすことにより、両
側に各２個の係合孔を備えて矩形状をなすものに比して、より軽量化されるものになる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は足場ユニットの構築状態を示す全体斜視図である。
【図２】図２はクレーンによる足場ユニットの吊り状態を示す斜視図である。
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【図３】図３は足場ユニットに連結体を取付けた状態を示す正面図である。
【図４】図４は足場ユニットに連結体を取付けた状態の変形例を示す正面図である。
【図５】図５は図３の要部拡大図である。
【図６】図６は柱の楔受に対する連結体の脱落防止構造を示す模式図である。
【図７】図７は柱の楔受に対する連結体の他の脱落防止構造を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１に示す足場ユニット１０は、前側の複数本（本実施例では４本）の柱１１Ｆと、後
側の複数本（本実施例では４本）の柱１１Ｒと、前後の相対応する柱１１Ｆ、１１Ｒ同士
を対にして連結する横架材１２と、前側の柱１１Ｆ同士を連結する前連結材１３Ａと、後
側の柱１１Ｒ同士を連結する後連結材１３Ｂと、各柱１１Ｆ、１１Ｒの所定高さ位置に支
持される踏板１４とを有して構築される。尚、足場ユニット１０において、足場ユニット
１０が使用される建物の躯体から遠い側を前側、躯体に近い側を後側というものとする。
【００２７】
　本実施例の足場ユニット１０は、着脱連結式であり、柱１１Ｆ、１１Ｒに着脱連結部２
０を介して、横架材１２と前連結材１３Ａと後連結材１３Ｂの各材のそれぞれが連結され
てなり、各柱１１Ｆ、１１Ｒの踏板１４の上方に設けられる前連結材１３Ａと後連結材１
３Ｂを作業者の腰高等に対応する手摺１５とするものである。踏板１４の両端部に設けら
れている各２個のフック１４Ａが相隣る横架材１２、１２に係着されて設けられる。
【００２８】
　本実施例の着脱連結式足場ユニット１０は、楔緊結式であり、各柱１１Ｆ、１１Ｒの正
背面に設けられる２個の袋状の楔受２１、２１と、各柱１１Ｆ、１１Ｒの左右側面に設け
られる２個の袋状の楔受２２、２２と、各材１２、１３Ａ、１３Ｂの両端部に設けられる
楔体２３の組合せにより、前記着脱連結部２０を構成する。本実施例では、楔受２１を楔
受２２の下側に段差をなすように配置している。横架材１２の両端部の楔体２３、２３を
前後の相対応する柱１１Ｆ、１１Ｒの相対向する楔受２１、２１に挿入して押下げること
にて、楔結合する。前連結材１３Ａの両端部の楔体２３、２３を相隣る前側の柱１１Ｆ、
１１Ｆの相対向する楔受２２、２２に挿入して押下げることにて、楔結合する。後連結材
１３Ｂの両端部の楔体２３、２３を相隣る後側の柱１１Ｒ、１１Ｒの相対向する楔受２２
、２２に挿入して押下げることにて、楔結合する。
【００２９】
　従って、足場ユニット１０は、建築現場の地上にて以下の如くに構築される。
【００３０】
　(1)地面の上にアンダーベース１が設置され、アンダーベース１の上にパイプジャッキ
２が着座される。
【００３１】
　(2)各柱１１Ｆ、１１Ｒの下端中空部がアンダーベース１の上のパイプジャッキ２に挿
通されて支持される。前後の相対応する柱１１Ｆ、１１Ｒの楔受２１、２１に横架材１２
の両端部の楔体２３を楔結合し、前側の相隣る柱１１Ｆ、１１Ｆの楔受２２に前連結材１
３Ａの両端部の楔体２３を楔結合し、後側の相隣る柱１１Ｒ、１１Ｒの楔受２２に後連結
材１３Ｂの両端部の楔体２３を楔結合し、相隣る横架材１２、１２に踏板１４の両端部の
フック１４Ａを係着する。
【００３２】
　しかるに、建築現場では、足場ユニット１０を上述の如くに地上にて構築し、複数個の
足場ユニット１０を建物の躯体に沿う左右及び上下方向に順に隣接又は積層するように並
べて配置することにて足場を組立て、その後、解体する。即ち、地上でユニット化した足
場ユニット１０をクレーン１００で吊り上げて下層側の設置済の足場ユニット１０の上に
搭載して連結し、又は上層で使用済となった足場ユニット１０を下層側の足場ユニット１
０から外してクレーン１００で地上に吊り下げる。以下、足場ユニット１０を用いた足場
の組立及び解体方法について説明する。
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【００３３】
　本実施例では、図２、図３に示す如く、足場ユニット１０の前側の左右方向で相隣る柱
１１Ｆ、１１Ｆのそれぞれに備えてある各楔受２１に係入できる複数の係合孔４１を備え
、それらの相隣る柱１１Ｆ同士を互いに連結する前側連結体３０Ｆを用いる。
【００３４】
　また、本実施例では、足場ユニット１０の後側の左右方向で相隣る柱１１Ｒ、１１Ｒの
それぞれに備えてある各楔受２１が係入できる複数の係合孔４１を備え、それらの相隣る
柱１１Ｒ同士を互いに連結する後側連結体３０Ｒを用いる。
【００３５】
　本実施例において、前側連結体３０Ｆと後側連結体３０Ｒは同一形態の板体から構成さ
れる。
【００３６】
　尚、図２、図３は、足場ユニット１０の前側の柱１１Ｆ、前側連結体３０Ｆの背面に後
側の柱１１Ｒ、後側連結体３０Ｒが重なるように配置されたものを例示していて、後側の
柱１１Ｒ、後側連結体３０Ｒを図示していない。
【００３７】
　従って、足場ユニット１０の前側において、足場ユニット１０の左右方向の一部で相隣
る柱１１ＦＡと１１ＦＢ同士を互いに連結する左側の第１の連結体３１Ｆと、左右方向の
他の一部で相隣る柱１１ＦＣと１１ＦＤ同士を互いに連結する右側の第２の連結体３２Ｆ
により、足場ユニット１０の全体に渡って、その前側で相隣る柱１１ＦＡと１１ＦＢが連
結体３１Ｆを介して互いに連結されるとともに、相隣る柱１１ＦＣと１１ＦＤが連結体３
Ｆを介して互いに連結される。
【００３８】
　同様に、足場ユニット１０の後側において、足場ユニット１０の左右方向の一部で相隣
る柱１１ＲＡと１１ＲＢ同士を互いに連結する左側の第１の連結体３１Ｒと、左右方向の
他の一部で相隣る柱１１ＲＣと１１ＲＤ同士を互いに連結する右側の第２の連結体３２Ｒ
により、足場ユニット１０の全体に渡って、その後側で相隣る柱１１ＲＡと１１ＲＢが連
結体３１Ｒを介して互いに連結されるとともに、相隣る柱１１ＲＣと１１ＲＤが連結体３
２Ｒを介して互いに連結される。
【００３９】
　即ち、本実施例による足場の組立及び解体方法では、足場ユニット１０の全体に渡って
、前後左右で相隣る柱１１Ｆ（１１ＦＡと１１ＦＢ、１１ＦＣと１１ＦＤ）、及び柱１１
Ｒ（１１ＲＡと１１ＲＢ、１１ＲＣと１１ＲＤ）が前側連結体３０Ｆ（３１Ｆ、３２Ｆ）
、及び後側連結体３０Ｒ（３１Ｒ、３２Ｒ）を介して互いに連結された状態で、クレーン
１００に設けた吊りワイヤ１０１が例えば中央２本の柱１１ＦＢと柱１１ＦＣ、柱１１Ｒ
Ｂと柱１１ＲＣ（又は左右の連結体３１Ｆと３２Ｆ、３１Ｒと３２Ｒ）に取付けられ、当
該足場ユニット１０を吊り上げ又は吊り下ろす工程を有するものになる。この場合、クレ
ーン１００に設けた吊りワイヤ１０１は左右の柱１１ＦＡと柱１１ＦＤ、柱１１ＲＡと柱
１１ＲＤに取付けられても良い（図３に二点鎖線で示した吊りワイヤ１０１）。
【００４０】
　図４は、図３に示した足場ユニット１０の変形例である足場ユニット１０Ａに係る。足
場ユニット１０Ａは、左右方向における一部の柱１１Ｆ（例えば１１ＦＡ）が上下２本の
短尺柱Ａ１、Ａ２を上下に嵌着されて長尺化され（上短尺柱Ａ１の下端内径部に下短尺柱
Ａ２の上端縮径部を嵌合する）、他の柱１１Ｆ（例えば１１ＦＢ乃至１１ＦＤ）が１本物
で長尺状をなすものとされたものである。この場合、足場ユニット１０Ａの上記一部の柱
１１ＦＡに対する連結体３０Ｆの適用が、当該一部の柱１１ＦＡにおける下短尺柱Ａ２に
係合させるものとする。即ち、例えば連結体３０Ｆの係合孔４１（図５で後述する係合孔
４１Ｃ）が柱１１ＦＡにおける下短尺柱Ａ２の楔受２１に係入される。
【００４１】
　尚、足場ユニット１０Ａでは、上記一部の柱１１Ｆにおける下短尺柱Ａ２に上記の１個
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の連結体３０Ｆを適用することに加え、当該柱１１Ｆにおける上短尺柱１Ａに他の１個の
連結体３０Ｆ（図４に二点鎖線で示した３０Ｆ）を適用しても良いことは勿論である。
【００４２】
　また、柱ユニット１０、１０Ａでは、中央で相隣る柱１１ＦＢと１１ＦＣ同士（又は柱
１１ＲＢと１１ＲＣ同士）を、第３の連結体３３Ｆ（又は連結体３３Ｒ）（図３、図４）
を介して互いに連結しても良い。
【００４３】
　ここで、前側連結体３０Ｆ（後側連結体３０Ｒも同じ）は、図５に示す如く、概ね直角
三角形状板体からなり、該板体が概ね直交する短辺と長辺を有するとき、長辺の一端側で
交差する短辺に沿う２位置に１本の柱１１Ｆの上下２位置に備えた２個の楔受２１（２１
Ａ、２１Ｂ）のそれぞれに係入できる２個の係合孔４１（４１Ａ、４１Ｂ）を備え、長辺
の他端側の一位置に他の１本の柱１１Ｆに備えた１個の楔受２１（２１Ｃ）に係入できる
１個の係合孔４１（４１Ｃ）を備える。
【００４４】
　尚、図５に示した連結体３０Ｆ（連結体３０Ｒも同じ）にあっては、直角三角形状板体
の長辺の他端側に設けた１個の係合孔４１（４１Ｃ）に対し、該長辺に沿って隣接する１
個以上（図５では３個）の係合孔４１（４１Ｄ、４１Ｅ、４１Ｆ）を備える。連結体３０
Ｆにおいて、係合孔４１Ｃ乃至４１Ｆのそれぞれが係合孔４１Ａに対してなす距離は、当
該連結体３０Ｆが適用される足場ユニット１０において相隣る柱１１Ｆ同士の設置間隔ｋ
の変化に対応し得るように、例えば1.8ｍ、1.5ｍ、1.2ｍ、0.9ｍの如くに設定される。
【００４５】
　従って、足場の組立、解体に際し、足場ユニット１０（１０Ａ）は、クレーム１００に
より以下の如くに吊られる。
【００４６】
　(1)地上で足場ユニット１０を構築した後、最上段の踏板１４の上に立つ作業者等によ
り、前側の柱１１Ｆ（１１ＦＡ乃至１１ＦＤ）に前側連結体３０Ｆ（３１Ｆ、３２Ｆ）を
取付け、後側の柱１１Ｒ（１１ＲＡ乃至１１ＲＤ）に後側連結体３０Ｒ（３１Ｒ、３２Ｒ
）を取付ける。
【００４７】
　(2)クレーン１００等に設けた吊りワイヤ１０１を例えば中央２本の柱１１ＦＢと柱１
１ＦＣ、柱１１ＲＢと柱１１ＲＣ（又は左右の連結体３１Ｆと３２Ｆ、３１Ｒと３２Ｒ）
に取付け、足場ユニット１０の全体を吊り上げる。クレーン１００等で吊り上げた足場ユ
ニット１０の柱１１Ｆ、１１Ｒの下端内径部を足場の下層側で設置済の足場ユニット１０
の柱１１Ｆ、１１Ｒの上端縮径部に差し込み、当該足場ユニット１０を下層側の足場ユニ
ット１０の上に搭載して連結し、足場を組立てる。各連結体３０Ｆ、３０Ｒが足場ユニッ
ト１０から取外される。
【００４８】
　(3)足場の上層で使用済となった足場ユニット１０に、上述(1)におけると同様にして、
前側連結体３０Ｆと後側連結体３０Ｒを取付ける。
【００４９】
　(4)クレーン１００等に設けた吊りワイヤ１０１を例えば中央２本の柱１１ＦＢと柱１
１ＦＣ、柱１１ＲＢと柱１１ＲＣ（又は左右の連結体３１Ｆと３２Ｆ、３１Ｒと３２Ｒ）
に取付け、足場ユニット１０の全体を下層側の足場ユニット１０から吊り上げて外し、当
該足場ユニット１０を地上に吊り下げ、足場を解体する。各連結体３０Ｆ、３０Ｒが足場
ユニット１０から取外される。
【００５０】
　従って、本実施例連結体３０Ｆ、３０Ｒを用いた足場の組立及び解体方法によれば、以
下の作用効果を奏する。
【００５１】
　(a)足場ユニット１０の左右方向に多列をなす複数本の柱１１Ｆ、１１Ｒが連結体３０
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Ｆ、３０Ｒを介して互いに連結される。従って、クレーン１００等に設けた吊りワイヤ１
０１が柱１１Ｆ、１１Ｒ又は連結体３０Ｆ、３０Ｒに取付けられて当該足場ユニット１０
を吊るとき、各連結体３０Ｆ、３０Ｒの係合孔４１と各柱１１Ｆ、１１Ｒの楔受２１との
係合を介して当該足場ユニット１０の全体が一体化された状態で吊り上げ又は吊り下ろし
できるものになる。従って、足場ユニット１０の左右方向に多列をなす柱１１Ｆ、１１Ｒ
の本数が多数本であっても、多数の吊りワイヤ１０１を用意することなく、当該足場ユニ
ット１０を簡易に吊ることができる。
【００５２】
　(b)足場ユニット１０は、当該足場ユニット１０の左右方向の一部で相隣る柱１１Ｆ、
１１Ｒ同士を互いに連結する連結体３０Ｆ、３０Ｒと、左右方向の他の一部で相隣る柱１
１Ｆ、１１Ｒ同士を互いに連結する他の連結体３０Ｆ、３０Ｒにより、それらの全体に渡
る柱１１Ｆ、１１Ｒが互いに連結されるものになる。従って、各連結体３０Ｆ、３０Ｒは
足場ユニット１０の左右方向に多列をなす各複数本の柱１１Ｆ、１１Ｒの全てを一直線状
に横切るような、大断面かつ長尺をなすものでなく、軽量物となって作業者の取り扱い性
は良く、作業者の作業負担を軽減できる。
【００５３】
　(c)各連結体３０Ｆ、３０Ｒは、足場ユニット１０の左右方向に多列をなす複数本の柱
１１Ｆ、１１Ｒの全てを一直線状に横切って、各柱１１Ｆ、１１Ｒにそれらの軸方向にて
止められるものでなく、足場ユニット１０の左右方向の各部分のそれぞれにおいて相隣る
柱１１Ｆ、１１Ｒ同士を互いに連結するものになる。従って、足場ユニット１０の左右方
向における一部の柱１１Ｆ、１１Ｒが上下の短尺柱Ａ１、Ａ２を上下に嵌着されて長尺化
されたものであるとき、当該一部の柱１１Ｆ、１１Ｒに対する連結体３０Ｆ、３０Ｒの適
用を当該一部の柱１１Ｆ、１１Ｒにおける下短尺柱Ａ２に係合させるものとすることによ
り、当該足場ユニット１０を吊ったときの当該一部の柱１１Ｆ、１１Ｒにおける上短尺柱
Ａ１の下端部からの下短尺柱Ａ２の抜け落ちを回避し、当該足場ユニット１０を吊り上げ
又は吊り下ろしできる。
【００５４】
　(d)前記(a)乃至(c)の連結体３０Ｆ、３０Ｒが、足場ユニット１０の前側の左右方向で
相隣る柱１１Ｆ、１１Ｒ同士を互いに連結する前側連結体３０Ｆと、後側の左右方向で相
隣る柱１１Ｆ、１１Ｒ同士を互いに連結する後側連結体３０Ｒとからなるものとすること
により、足場ユニット１０を構成する前後左右の全部の柱１１Ｆ、１１Ｒをそれらの連結
体３０Ｆ、３０Ｒによって互いに確実に連結し、当該足場ユニット１０を安定的に吊り上
げ又は吊り下ろしできる。
【００５５】
　(e)前記連結体３０Ｆ、３０Ｒが板状をなすものとすることにより、当該連結体３０Ｆ
、３０Ｒの軽量化の確実を図り、作業者の取り扱い性の向上、作業負担の一層の軽減を実
現できる。
【００５６】
　(f)足場ユニット１０を吊ったとき、直角三角形状板体からなる連結体３０Ｆ、３０Ｒ
は、一端側の２個の係合孔４１Ａ、４１Ｂを１本の柱１１Ｆ、１１Ｒの上下２個の楔受２
１Ａ、２１Ｂに係合し、他端側の１個の係合孔４１Ｃを他の１本の柱の楔受２１Ｃに係合
する。従って、上記他の１本の柱１１Ｆ、１１Ｒの側から連結体３０Ｆ、３０Ｒの他端側
に作用する力の回転モーメントが、連結体３０Ｆ、３０Ｒの一端側で上記１本の柱１１Ｆ
、１１Ｒの上下２個の楔受２１に回り止めされて支持される。これにより、連結体３０Ｆ
、３０Ｒは相隣る２本の柱１１Ｆ、１１Ｒに安定的に係合し、当該足場ユニット１０を安
定的に吊り上げ又は吊り下ろしできる。しかも、連結体３０Ｆ、３０Ｒは直角三角形状を
なすことにより、両側に各２個の係合孔４１を備えて矩形状をなすものに比して、より軽
量化されるものになる。
【００５７】
　図６、図７は、柱１１Ｆ（１１Ｒも同じ）の楔受２１に対する連結体３０Ｆ（３０Ｒも
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同じ）の脱落防止構造を示したものである。
【００５８】
　図６は、連結体３０Ｆの係合孔４１が柱１１Ｆの楔受２１に係入した状態で、該楔受２
１において柱１１Ｆの正面から遠い側の楔孔内に楔状ストッパ５０を打ち込んだものであ
る。連結体３０Ｆは、楔状ストッパ５０と柱１１Ｆの間に挟圧されて保持される。
【００５９】
　図７は、足場ユニット１０の各柱１１Ｆの正背面の双方に連結体３０Ｆを適用して２枚
の連結体３０Ｆで当該柱１１Ｆを正背両側から挟み、柱１１Ｆの正背面に設けられている
正背両側の各楔受２１に２枚の各連結体３０Ｆの係合孔４１が係入される状態で、それら
２枚の連結体３０Ｆ同士をボルト等の引き寄せ手段で保持するものである。２枚の連結体
３０Ｆが柱１１Ｆの各楔受２１に係入されて当該柱１１Ｆを挟んだ状態で、それらの各連
結体３０Ｆが、それらに挿通されたボルト６０及びナット６１により互いに引き寄せられ
て当該柱１１Ｆを挟圧しつつ保持される。
【００６０】
　以上、本発明の実施例を図面により詳述したが、本発明の具体的な構成はこの実施例に
限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があっても本発明
に含まれる。例えば、連結体３０Ｆ（３０Ｒも同じ）は直角三角形状をなすものに限らず
、短冊状をなしてその一端側と他端側のそれぞれに相隣る柱の各１個の楔受に係入できる
各１個の係合孔を備えるもの、更には矩形状等をなしてその一端側と他端側のそれぞれに
相隣る柱の各２個以上の楔受に係入できる各複数個の係合孔を備えたもの等を採用するこ
ともできる。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明によれば、足場ユニットをクレーン等によって簡易かつ確実に吊ることができる
。
【符号の説明】
【００６２】
１０、１０Ａ　足場ユニット
１１Ｆ、１１Ｒ　柱
１２　横架材
１３Ａ、１３Ｂ　連結材
１４　踏板
２１、２２　楔受
２３　楔体
３０Ｆ、３１Ｆ乃至３３Ｆ　前側連結体
３０Ｒ、３１Ｒ乃至３３Ｒ　後側連結体
４１　係合孔
１０１　吊りワイヤ（吊り手段）
Ａ１、Ａ２　短尺柱
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