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(57)【要約】
【課題】枠組足場の隅部において、隙間を空けずに足場
部材を連結できる手段を提供すること。
【解決手段】複数の建枠と該建枠間に架設する布板とを
少なくとも含む足場部材を、直交するように配置して隅
部を形成した枠組足場であって、一方の足場部材の建枠
を構成する横架材間に架設した布板連結用補助具と、一
方の足場部材の建枠を構成する建地材に取付けた、筋違
用クランプと、前記新設の筋違留め部を用いて設置した
、他方の足場部材側の筋違と、前記布板連結用補助具に
、一端を係止して設置した、他方の足場部材側の布板と
、を少なくとも有する。布板連結用補助具および筋違用
クランプには、接続する建地材に筋違留め部を増設する
ための新設の筋違留め部を具備することで、前記建地材
を他方の足場部材に筋違を設置するための部材としても
機能させる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の建枠と該建枠間に架設する布板とを少なくとも含む足場部材を、直交するように
配置して隅部を形成した枠組足場において用いる、布板連結用補助具であって、
　前記足場部材の通行路の幅長を有し、前記布板を接続可能な、本体部と、
　前記本体部の他端側に設け、前記隅部の内角側に位置する前記建枠に接続可能な、内角
側接続部と、
　前記本体部の一端側に設け、前記隅部の外角側に位置する前記建枠に接続可能な、外角
側接続部と、を少なくとも具備し、
　前記内角側接続部が、前記建枠を構成する建地材に筋違留め部を増設するための、新設
の筋違留め部を有することを特徴とする、
　布板連結用補助具。
【請求項２】
　複数の建枠と該建枠間に架設する布板とを少なくとも含む足場部材を、直交するように
配置して隅部を形成した枠組足場において、前記建枠を構成する建地材を把持するための
、筋違用クランプであって、
　前記建地材への把持時に、前記建地材に設けてある既設の筋違留め部を挿通可能な、貫
通部と、
　前記建地材への把持時に、平面視して前記既設の筋違留め部と直交する方向を向くよう
に設けた、新設の筋違留め部と、を有することを特徴とする、
　筋違用クランプ。
【請求項３】
　複数の建枠と該建枠間に架設する布板とを少なくとも含む足場部材を、直交するように
配置して隅部を形成した枠組足場であって、
　一方の足場部材の建枠を構成する横架材間に架設した、請求項１に記載の布板連結用補
助具と、
　一方の足場部材の建枠を構成する建地材に取付けた、請求項２に記載の筋違用クランプ
と、
　前記新設の筋違留め部を用いて設置した、他方の足場部材側の筋違と、
　前記布板連結用補助具に、一端を係止して設置した、他方の足場部材側の布板と、を少
なくとも有することを特徴とする、
　枠組足場。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の建枠と該建枠間に架設する布板とを少なくとも含む足場部材を、直交
するように配置して隅部を形成した枠組足場において用いる、布板連結用補助具、および
筋違用クランプ、ならびにこれらを用いた枠組足場に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建築物や構造物などの躯体の周辺に配置する枠組足場は、躯体に沿うように一方の足場
部材と他方の足場部材とで隅部を形成する場合がある。
　図１０に、従来の枠組足場の隅部構造を示す。
　枠組足場は、足場部材ａ同士を直交に配置して、隅部を形成している。足場部材ａは、
複数の建枠ｂと、該建枠ｂ間に架設する布板ｃを少なくとも含んで構成している。建枠ｂ
は、横架材ｄと該横架材の両端から下方に伸びる建地材ｅとを少なくとも含んでいる。
　図１０に示すように、従来の枠組足場では、単純に一方の足場部材ａ１と他方の足場部
材ａ２を連結しようとしても、建枠ｂ（ｂ１，ｂ２）同士が干渉するため、一方の足場部
材ａ１に対し、他方の足場部材ａ２を僅かに離して配置し、この僅かに離れた隙間ｆの分
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だけ、布板ｃ間にコーナーステップｇを配置して養生するとともに、建地材ｄ同士を単管
などの手すり材ｈと直交クランプｉとで連結することが一般的である。
　そうすると、図９に示す枠組足場では、足場部材ａ間の隙間ｆの養生のために、２枚の
コーナーステップｇ、４本の手すり材ｈ、８個の直交クランプｉを要している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このように、従来の枠組足場では、以下に記載する課題のうち、少なくとも何れか１つ
の問題がある。
（１）隙間の養生のために、コーナーステップや手すり材、直交クランプなどの部材を多
数用意しなければならない。
（２）隙間の養生作業に手間がかかる。
【０００４】
　よって、本発明は、枠組足場の隅部において、隙間を空けずに足場部材を連結できる手
段の提供を少なくとも目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決すべくなされた本願の第１発明は、複数の建枠と該建枠間に架設する布
板とを少なくとも含む足場部材を、直交するように配置して隅部を形成した枠組足場にお
いて用いる、布板連結用補助具であって、前記足場部材の通行路の幅長を有し、前記布板
を接続可能な、本体部と、前記本体部の他端側に設け、前記隅部の内角側に位置する前記
建枠に接続可能な、内角側接続部と、
前記本体部の一端側に設け、前記隅部の外角側に位置する前記建枠に接続可能な、外角側
接続部と、を少なくとも具備し、前記内角側接続部が、前記建枠を構成する建地材に筋違
留め部を増設するための、新設の筋違留め部を有することを特徴とする。
　また、本願の第２発明は、複数の建枠と該建枠間に架設する布板とを少なくとも含む足
場部材を、直交するように配置して隅部を形成した枠組足場において、前記建枠を構成す
る建地材を把持するための、筋違用クランプであって、前記建地材への把持時に、前記建
地材に設けてある既設の筋違留め部を挿通可能な、貫通部と、前記建地材への把持時に、
平面視して前記既設の筋違留め部と直交する方向を向くように設けた、新設の筋違留め部
と、を有することを特徴とする。
　また、本願の第３発明は、複数の建枠と該建枠間に架設する布板とを少なくとも含む足
場部材を、直交するように配置して隅部を形成した枠組足場であって、一方の足場部材の
建枠を構成する横架材間に架設した、前記第１発明に記載の布板連結用補助具と、一方の
足場部材の建枠を構成する建地材に取付けた、前記第２発明に記載の筋違用クランプと、
前記新設の筋違留め部を用いて設置した、他方の足場部材側の筋違と、前記布板連結用補
助具に、一端を係止して設置した、他方の足場部材側の布板と、を少なくとも有すること
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、以下に記載する効果のうち、少なくとも何れか１つの効果を奏する。
（１）隙間が生じないように足場部材を連結して隅部を形成することができる。
（２）隙間の養生作業に使用する部材を別途用意する必要が無い。
（３）足場部材の連結箇所において、建地材の兼用が可能となるため、他方の足場部材の
建枠を一部省略できる。
（４）足場部材の連結作業を迅速且つ容易に実施できる。
（５）隅部の剛性を確保できるため、足場全体の安全性が低下することもない。
（６）出隅型および入隅型の何れの隅部であっても、躯体側と対向する側に、手すりを連
続して設置することができる。
【図面の簡単な説明】
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【０００７】
【図１】本発明に係る布板連結用補助具の概略斜視図。
【図２】本発明に係る筋違留め用クランプの概略斜視図。
【図３】本発明に係る枠組足場の構築方法の手順（１）を示す概略斜視図。
【図４】布板連結用補助具の設置手順に係る概略斜視図。
【図５】本発明に係る枠組足場の構築方法の手順（２）を示す概略斜視図。
【図６】本発明に係る枠組足場の構築方法の手順（３）を示す概略斜視図。
【図７】本発明に係る枠組足場の一段目の完成状態を示す概略斜視図。
【図８】図７の枠組足場に二段目の建枠を設置した状態を示す概略斜視図。
【図９】入隅型の隅部を呈する枠組足場を示す概略斜視図。
【図１０】従来の枠組足場の完成図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照しながら本願発明の実施例について説明する。
【実施例１】
【０００９】
［１］布板連結用補助具について
　まず、本発明に係る布板連結用補助具について説明する。
　前提条件として、本発明に係る布板連結用補助具は、図８に示す通り、複数の建枠９１
と該建枠９１間に架設する布板９２とを少なくとも含む足場部材９０を、直交するように
配置して隅部を形成した枠組足場において用いるものである。
　建枠９１は、足場部材の通行路の幅長に相当する長さを有する横架材９１１と、該横架
材９１１の両端から下方に伸びる建地材９１２と、からなる。
　布板９１２は、各建枠９１の横架材９１１間に架設することで足場部材９０の通行路を
形成する。
　以下、図１を参照しながら、布板連結用補助具の詳細について説明する。
【００１０】
＜１＞全体構成
　本発明に係る布板連結用補助具Ａは、一方の足場部材に取り付けて、他方の足場部材を
構成する布板を渡すための部材である。
　図１（ａ）は、設置時において一方の足場部材からみた斜視図であり、図１（ｂ）は、
設置時において他方の足場部材からみた斜視図である。
　図１に示す通り、本発明に係る布板連結用補助具Ａは、本体部１０と、本体部１０の一
端側に設ける外角側接続部２０と、本体部の他端側に設ける内角側接続部３０と、を少な
くとも有する。
　以下、各部の詳細について説明する。
【００１１】
＜２＞本体部
　本体部１０は、他方の足場部材を構成する布板の一端を接続するための部材である。
　本体部１０は、前記枠組足場の通行路の幅長を長手方向の長さとする、長尺状の部材１
０からなる。
　本体部１０は、丸パイプや角パイプなど、足場の枠材として用いる周知の部材を使用す
ることができる。
【００１２】
＜３＞外角側接続部
　外角側接続部２０は、足場部材を構成する建枠に接続するための部材である。
　外角側接続部２０は、本体部１０の一端側、すなわち両足場部材で構成する隅部の外角
側に設ける。
　外角側接続部２０と建枠との接続態様は、公知技術から適宜採用することができるが、
上方からの係止機構が一般的である。
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　本実施例では、外角側接続部２０は、前記建枠の横架材に係止可能な係止部２１を、平
面視して、本体部１０の長手方向から一方の足場部材側に向かって、やや遷移させた位置
に設けて構成している。
　係止部２１の形状は、公知形状から適宜選択することができる。
【００１３】
＜４＞内角側接続部
　内角側接続部３０は、前記外角側接続部と同様、足場部材を構成する建枠に接続するた
めの部材である。
　ただし、内角側接続部３０は、本体部１０の他端側、すなわち両足場部材による隅部の
内角側に設ける点で、前記外角側接続部２０と異なる。
　内角側接続部３０と建枠との接続態様は、公知技術から適宜採用することができるが、
上方からの係止機構が一般的である。
　本実施例では、内角側接続部３０を、係止部３１、延伸部３２、把持部３３および新設
の筋違留め部３４、の各部位を少なくとも含んで構成している。
　また、本実施例では、係止部３１および延伸部３２を一体化して構成しているが、これ
に限らず、これらの各部位を任意に組み合わせてなる複数の部材でもって、内角側接続部
３０を構成することもできる。
【００１４】
＜４．１＞係止部
　係止部３１は、前記建枠の横架材に係止する機能を有するための部位である。
　係止部３１は、平面視して、前記本体部１０の長手方向から一方の足場部材側に向かっ
て平面方向にやや遷移させた位置となるように設けている。
　係止部３１の形状は、公知形状から適宜選択することができる。
　係止部３１の係止位置は、平面視して、本体部１０の長手方向から一方の足場部材側に
向かってやや遷移させた位置とすることで、建枠への横架材の係止を可能とする。
【００１５】
＜４．２＞延伸部
　延伸部３２は、前記把持部３３を、建地材の所定位置に設置するための部材である。
　延伸部３２は、前記本体部１０の他端側から、該本体部１０の長手方向と直交する方向
に向かって下方の位置に伸びる、板状の部材で構成することができる。
　延伸部３２の上方は、前記係止部３１を接続可能に構成する。
　延伸部３２の下方は、適宜折曲して、前記把持部３３を二面で連結する可能に構成して
いる。
【００１６】
＜４．３＞把持部
　把持部３３は、建枠を構成する建地材を把持するための部位である。
　より詳細には、把持部３３は、前記本体部１０の他端側に設けるものであり、前記建枠
を構成する内角側の建地材を把持するための部材である。
　把持部３３は、前記延伸部３２の下端の外側面に設けている。
　把持部３３は、公知のクランプを用いることができる。
　本実施例に係る把持部３３は、建地材の側面に接触する基部３３１と、基部３３１の一
端側に設けて、基部３３１とともに建地材を把持する可動部３３２と、基部３３１の他端
側に設けて前記基部３３１と可動部３３２とを固定する締結部３３３と、を少なくとも備
えている。
【００１７】
＜４．４＞新設の筋違留め部
　新設の筋違留め部３４は、一方の足場部材を構成する建枠の建地材に、他方の足場部材
の筋違を設置可能とするための部位である。
　新設の筋違留め部３４は、前記延伸部３２の内側面から他方の足場部材の横架材の長手
方向に突出するように設けている。
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　新設の筋違留め部３４は、グラビティロックなどの公知の部材を用いることができる。
【実施例２】
【００１８】
［２］筋違留め用クランプ
　次に、本発明に係る筋違留め用クランプについて説明する。
　なお、本発明に係る筋違留め用クランプを使用する前提条件は、図９を参照しながら説
明した前記実施例１に係る前提条件と同様であるため、詳細な説明を省略する。
　以下、図２を参照しながら、筋違留め用クランプの詳細について説明する。
【００１９】
＜１＞全体構成
　筋違留め用クランプＢは、建枠を構成する建地材を把持するための部材である。より詳
細には、筋違留め用クランプＢは、前記一方の足場部材の建枠を構成する内角側または外
角側の建地材を把持するための部材である。
　本実施例に係る筋違留め用クランプＢは、前記建地材への把持時に、前記建地材に設け
てある既設の筋違留め部を挿通可能な、貫通部４０と
前記建地材への把持時に、平面視して前記既設の筋違留め部と直交する方向を向くように
設けた、新設の筋違留め部５０と、を少なくとも備えている。
【００２０】
　そして、前記貫通部および新設の筋違留め部５０を備えるにあたり、筋違留め用クラン
プＢは、建地材の側面に接触する基部Ｂ１と、基部Ｂ１の一端側に設けて、基部Ｂ１とと
もに建地材を把持する可動部Ｂ２と、基部Ｂ１の他端側に設けて前記基部Ｂ１と可動部Ｂ
２とを固定する締結部Ｂ３とで構成している。
【００２１】
＜２＞貫通部
　貫通部４０は、筋違留め用クランプＢによって建地材を把持する際に、該建地材に設け
てある既設の筋違留め部を挿通するための部位である。
　本実施例では、筋違留め用クランプＢを構成する基部Ｂ１の側面を穿孔して貫通部４０
を形成している。
　なお、既設の筋違留め部は、グラビティロックなどの公知の部材を用いることができる
。
【００２２】
＜３＞新設の筋違留め部
　新設の筋違留め部５０は、一方の足場部材を構成する建枠の建地材に、他方の足場部材
の筋違を設置するための部位である。
　新設の筋違留め部５０は、平面視して、取り付ける建地材に設けてある既設の筋違留め
部と直交する方向に設ける。本実施例では、筋違留め用クランプＢの取付時において、基
部Ｂ１の側面から、他方の足場部材の横架材の長手方向に突出するように、新設の筋違留
め部５０を設けている。
　新設の筋違留め部５０は、グラビティロックなどの公知の部材を用いることができる。
【実施例３】
【００２３】
［３］出隅型の枠組足場の構築手順
　次に、図３～図８を参照しながら、本発明に係る枠組足場の構築手順について説明する
。
　なお、後述する各手順は、作業に矛盾の無い範囲で適宜順番を入れ換えて実施したり、
同時並行で実施したりすることができる。
【００２４】
＜１＞布板連結用補助具の設置（図３、図４）
　図３は、一方の足場部材を設置した状態から、布板連結用補助具を接続する状態を示す
概略斜視図である。
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　図４は、布板連結用補助具を設置する際の概略拡大図である。
　本実施例に係る枠組足場は、躯体からみて出隅型の隅部を構成している。
　前記隅部を構成する一方の足場部材９０は、間隔を空けて配置した建枠９１と、該建枠
９１間に架設した布板９２とで構成しており、隅部の外側（躯体との反対側）に筋違９３
や手すり９４を設置している。
　この建枠９１のうち、隅部の内側に位置する建枠９１を、内角側の建枠９１ａと定義す
る。
　そして、内角側の建枠９１ａからさらに間隔を空けて配置した建枠９１を、外角側の建
枠９１ｂと定義する。これらの建枠９１ａ，９１ｂ間の離隔距離は、後述する他方の足場
部材９０’の通行路の幅長に相当する。
　この、内角側の建枠９１ａと外角側の建枠９１ｂとの間をつなぐように、布板連結用補
助具Ａを設置する。
【００２５】
　次に、図４（ａ）（ｂ）を参照しながら、布板連結用補助具の設置手順について説明す
る。
　［各係止部による係止作業（図４（ａ）］
　まず、内角側接続部３０の係止部３１を、内角側の建枠９１ａを構成する横架材９１１
ａに係止する。このとき、内角側接続部３０の把持部３３を構成する可動部３３２は、基
部３３１から開いた状態である。
　その後、外角側接続部３０の係止部３１を、外角側の建枠９１ｂを構成する横架材９１
１ｂに係止する。この状態で、把持部３２の基部３２１は、内角側の建枠９１ａを構成す
る建地材９１２ａに接する状態となる。
　なお、前記建地材９１２ａに予め設けてある既設の筋違留め部９１３に対し、内角側接
続部３０は干渉しない位置に配してある。
【００２６】
　［把持部による把持作業（図４（ｂ））］
　そして、必要に応じて布板連結用補助具Ａを各横架材９１１の長手方向の内側に押し込
んで位置を調整したのち、把持部３３を構成する可動部３２２を基部３３１側に閉じて締
結部３３３によって締結することにより、前記把持部３２でもって建地材９１２ａを把持
して固定した状態とする。
　最終的に、内角側の建枠９１ａを構成する建地材９１２ａは、既設の筋違留め部９１３
に加えて、内角側接続部３０に設けた新設の筋違留め部３４によって、二箇所の筋違留め
部を有する状態となる。
【００２７】
＜２＞筋違留め用クランプの設置（図５）
　次に、図５を参照しながら、筋違留め用クランプの設置手順について説明する。
　筋違留め用クランプＢは、一方の足場部材９０の建枠９１を構成する建地材９１２に設
置する。
　この筋違留め用クランプＢは、各建地材９１２に予め設けてある筋違留め部９１３を増
設するためのものである。
　なお、内角側の建枠９１ａの内側の建地材９１１ａの上部側は、前記した布板連結用補
助具Ａにより、新設の筋違留め部３３が既に増設してある。
　そこで、筋違留め用クランプＢは、内角側の建枠９１ａの内側の建地材９１２ａに１箇
所、外角側の建枠９１ｂの内側の建地材９１２ｂに２箇所設置する。
【００２８】
　このように、内角側および外角側の建枠の内側の建地材９１２ａ，９１２ｂに筋違留め
用クランプＢでもって、新設の筋違留め部５０を増設することで、前記建地材９１２ａ、
９１２ｂが、一方の足場部材９０に設置する筋違９３の連結部だけでなく、後述する他方
の足場部材９０’に設置する筋違９３’の連結部としても機能することとなる。
【００２９】
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＜３＞筋違の設置（図６）
　そして、図６に示すように、残りの筋違の設置を行う。
　まず、一方の足場部材９０の内側の筋違９３の設置を行う。
　そして、他方の足場部材９０’を構成する建枠９１’の設置と、該建枠９１’の建地材
９１２’と、前記一方の足場部材９０の内角側および外角側の建枠９１ｂの内側にある建
地材９１２ａ，９１２ｂとの間に、筋違９３’を設置する。
【００３０】
＜４＞残りの部材の設置（図７、８）
　最後に、図７に示すように、残りの布板９２，９２’や、手すり９４，９４’の設置を
行う。
　また、さらに上層の足場部材９０を構築する場合には、図８に示すように、適宜、建枠
９１，９１’の設置を行えばよい。
【００３１】
＜５＞まとめ
　このように、本発明に係る枠組足場Ｃによれば、隅部を構成する一方の足場部材９０と
他方の足場部材９０’の連結位置において、隙間が生じる事が無い。
　よって、隙間の養生作業に使用する部材を別途用意する必要が無く、他方の足場部材９
０’の建枠を一部減らすこともできる。
　また、部材の点数が少なくなることにより、足場部材９０の連結作業の迅速化にも寄与
する。
　また、図９に示す従来の枠組足場と比較して、隅部の剛性を確保できるため、足場全体
の安全性を維持することもできる。
【実施例４】
【００３２】
［入隅型の隅部の場合（図９）］
　図９に、本実施例に係る枠組足場の概略斜視図を示す。
　前記した実施例３は、躯体に対して出隅型の枠組足場である。
　一方、図９に示す入隅型の枠組足場であっても、布板用連結具Ａや筋違留め用クランプ
Ｂの設置態様は、図７に示す出隅型の枠組足場と変わらず、手すり９４，９４’を設ける
位置が、足場部材の通行路の対向側に移るだけである。
　よって、本発明に係る枠組足場によれば、出隅型および入隅型の何れであっても、躯体
側と対向する側に、手すりを連続して設置することができる。
【実施例５】
【００３３】
［隅部の構成パターン例（図示せず）］
　以下、本発明に係る枠組足場のその他の構造例について説明する。
　前記した実施例３では、平面視してＬ字状に足場部材を接続する際に、本発明に係る布
板連結用補助具Ａや、筋違留め用クランプＢを適用した例について説明したが、本発明は
上記構成に限らない。
　例えば、平面視して十字状やＴ字状に足場部材を接続して隅部を形成する場合にも、布
板連結用補助具Ａや、筋違留め用クランプＢを用いて、他方の足場部材を接続することが
できる。
【符号の説明】
【００３４】
Ａ　　　布板連結用補助具
１０　　本体部
２０　　外角側接続部
２１　　係止部
３０　　内角側接続部
３１　　係止部
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３２　　延伸部
３３　　把持部
３３１　基部
３３２　可動部
３３３　締結部
３４　　新設の筋違留め部
Ｂ　　　筋違留め用クランプ
Ｂ１　　基部
Ｂ２　　可動部
Ｂ３　　締結部
４０　　貫通部
５０　　新設の筋違留め部
Ｃ　　　枠組足場
９０　　足場部材
９１　　建枠
９１１　横架材
９１２　建地材
９１３　既設の筋違留め部
９２　　布板
９３　　筋違
９４　　手すり
ａ　　　足場部材
ｂ　　　建枠
ｃ　　　布板
ｄ　　　建地材
ｅ　　　横架材
ｆ　　　隙間
ｇ　　　コーナーステップ
ｈ　　　手すり材
ｉ　　　直交クランプ
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