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(57)【要約】
【課題】建物などの樋の傷つけ防止機能を備えつつも、
この機能の付加による作業者の昇降動作への影響をもな
くして、作業効率を大幅に向上させることのできる梯子
固定治具及び梯子装置を提供する。
【解決手段】この梯子固定治具１は、建物に立て掛けて
その屋根の上面への昇降に使用されるものであって、梯
子の左右の側板１１２，１１２間のステップスペースを
回避するようにして両側板１１２，１１２にそれぞれ取
り付けられた第二の部材５２，５２と、両第二の部材５
２，５２からそれぞれ支持され前記梯子を建物に立て掛
けるときに該建物の屋根の上面に当接可能となる第一の
部材５１とを備えたものである。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　建物に立て掛けてその屋根の上面への昇降に使用される梯子固定治具であって、
　梯子装置の左右の支柱間のステップスペースを回避するようにして両支柱にそれぞれ取
り付けられた取付部材と、
　両取付部材からそれぞれ支持され前記梯子装置を建物に立て掛けるときに該建物の屋根
の上面に当接可能となる当接部材とを備えたことを特徴とする梯子固定治具。
【請求項２】
　当接部材を、前記取付部材の少なくとも一方に対して、左右方向にスライド可能にした
ことを特徴とする請求項１記載の梯子固定治具。
【請求項３】
　当接部材はスライドした取付部材が抜けてしまうことを防止する為の、前記スライド可
能な範囲を規制するストッパを備えたことを特徴とする請求項２記載の梯子固定治具。
【請求項４】
　当接部材は前記取付部材に対して傾斜自在であることを特徴とする請求項１～３のいず
れか１項に記載の梯子固定治具。
【請求項５】
　当接部材はゴム部材を介して前記建物の屋根の上面に当接可能であることを特徴とする
請求項１～４のいずれか１項に記載の梯子固定治具。
【請求項６】
　梯子又は脚立を梯子状に展開したときの左右の支柱の各上部に、請求項１～５のいずれ
か１項に記載の梯子固定治具の取付部材をそれぞれ取り付けたことを特徴とする梯子装置
。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、梯子固定治具及び梯子装置に関し、特に建物などの樋を傷つけないように工
夫された梯子固定治具及び梯子装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　建物の屋根のメンテナンス時などには梯子を立て掛けて作業をすることが多い。かかる
屋根の本体からは雨水を受けるための樋が突出しており、梯子がこの樋に当ってしまうこ
とが通常である。しかし、樋の強度は乏しく、梯子が当たっただけで傷つきやすく、梯子
に作業者が上ると、その作業者の体重で樋が壊れることもあった。この為、作業者は作業
する際に特に樋を傷つけないように細心の注意を払いながら作業する必要があり、これに
より作業効率を悪化させてしまうという難点があった。
【０００３】
　そこで、上記建物の屋根の樋に対する傷つけ防止機能を備えた梯子の支柱への取付部材
と、屋根上面への当接部材とを備えた梯子装置の補助具に関する種々な技術が開発されて
いる。
【０００４】
　例えば、特許文献１では、梯子両側の側脚上部の前後を狭持した一対の横棒と、該一対
の横棒を前記梯子上部の踏棒に固定した固定手段と、前記梯子両側の側脚の外方に突出さ
せた一対の横棒の両端から椅子の前後に向けて突出させた一対の横棒であって、その途中
を一対の横棒の両側に固定して、その前端を椅子の前方に長く突出させるとともに、その
後端を椅子の後方に短く突出させた一対の縦棒とからなる梯子が公開されている。
【０００５】
　また、特許文献２では、梯子の横幅よりも広い、直方体で作られたロ字型枠の一辺の側
面に、くさび式ボルトが入る程度の穴を梯子の二本の柱に当たらないように内側寄りに二
ヶ所開け、その枠の穴が開けられた反対側の一辺の外側三面にゴム板を貼り付けるととも
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に、穴に合わせて座金を外側面に取り付ける梯子支え器具が公開されている。
【０００６】
　また、特許文献３では、梯子の単一のステップにネジで取り付けて使用される梯子用ア
タッチメントが開示されており、その屋根の上面に当接させる当接杆はステップと水平に
設置される丸棒で構成され、前記ステップへの取り付け部分にはこの当接杆の回り止めが
設けられている。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００７】
　前記特許文献１，２に記載された従来技術では、支柱への取付部材と、屋根上面への当
接部材とを備えた梯子装置の補助具に関する記述があり、また前記特許文献３では、ステ
ップへの取付部材と、屋根上面への当接部材とを備えた梯子装置の補助具に関する記述が
あるものの、いずれの取付部材も左右の支柱間のいわゆるステップスペースを回避するも
のではない。なお、前記ステップスペースとは、作業者が梯子のステップに足を掛けて昇
降するためのスペースをいう。以下、同様である。
【０００８】
　通常、梯子のステップは等間隔になっていることから、作業者は、足元をほとんど見る
ことなく梯子のステップに足を掛けて素早く昇降しており、前記従来技術では、その作業
者が前記ステップスペースに張り出した取付部材に足を引掛けてしまうおそれがあった。
特に最終段のステップでは、作業者の目線が屋根上に向けられており、かかる取付部材に
足を引掛けてしまうおそれが強い。この為、作業者は、梯子を昇降する際には、常に足元
を確認しながらゆっくりと昇降することとなり、これにより作業効率が大幅に低下してし
まうという問題があった。仮に作業者が大きな荷物を持って昇降する場合などには、特に
足元が見づらいこともあって、昇降すること自体が困難となるという問題があった。
【０００９】
　また、特許文献１，３では、屋根の上面に当接する部分がいわば点接触となっているか
ら、たとえ先端にゴム材を設けたとしても、梯子に作業者が重い荷物を持って上り下りを
したときなどの荷重分散が十分とはいえず、敷設したスレート瓦等を傷付けることがあり
うる。さらに、特許文献２においては、梯子支え器具自体が大掛かりなものになってしま
う為、製作コストが高くなり、それを作業現場に運び込む際の手間がかかるという問題も
あった。
【００１０】
　本考案は、上記事情に鑑みたものであり、その目的とするところは、建物などの樋の傷
つけ防止機能を備えつつも、この機能の付加による作業者の昇降動作への影響をもなくし
て、作業効率を大幅に向上させることのできる梯子固定治具及び梯子装置を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本考案は、建物に立て掛けてその屋根の上面への昇降に使用される梯子固定治具であっ
て、梯子装置の左右の支柱間のステップスペースを回避するようにして両支柱にそれぞれ
取り付けられた取付部材と、両取付部材からそれぞれ支持され前記梯子装置を建物に立て
掛けるときに該建物の屋根の上面に当接可能となる当接部材とを備えたことを特徴とする
ものである。
【００１２】
　本考案によれば、梯子装置の左右の支柱間のステップスペースを回避するようにして両
支柱にそれぞれ取り付けられた取付部材と、両取付部材からそれぞれ支持され前記梯子装
置を建物に立て掛けるときに該建物の屋根の上面に当接可能となる当接部材とを備えたの
で、従来の技術におけるようなステップスペースに張り出した取付部材で作業者の昇降動
作が阻害されるおそれがなくなる。これにより、作業効率を大幅に向上させることが出来
る。
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【００１３】
　仮に作業者が大きな荷物を持って昇降する場合などのように、特に足元が見づらいこと
があったとしても、ステップスペースには取付部材を一切設けていないので、作業者は足
を引掛けることがなくなり、安全に昇降することができるようになる。
【００１４】
　また、本考案によれば、大掛かりな構成とはならない為、製作コストを安価に抑えるこ
とができ、それを作業現場に運び込む際の手間もかからないというメリットもある。
【００１５】
　ところで、梯子装置には脚立が含まれており、この脚立では支柱間の距離が一定ではな
いのが通常である。その長さ方向中央で二つ折りしての脚立本来の使用方法において、正
面視で略台形となるようにして、作業時の安定性を確保するようにしたものである。した
がって、脚立を展開して梯子として使用するときには、上下方向に支柱間の距離が異なる
ものとなるのである。特許文献１では、当接部材は取付部材に対して左右方向に一体とし
てのみスライド可能としていたので、前記支柱間の距離が上下方向で異なる場合には取り
付けが困難となる。そこで請求項２記載の考案のように、当接部材を、前記取付部材の少
なくとも一方に対して、左右方向にスライド可能にすることが好ましい。
【００１６】
　請求項２記載の考案によれば、当接部材が、前記取付部材の少なくとも一方に対して、
左右方向にスライド可能にしたので、梯子装置の支柱間の距離が上下方向で異なる場合で
も、容易に取り付けることが出来る。
【００１７】
　請求項３記載の考案のように、当接部材はスライドした取付部材が抜けてしまうことを
防止する為の、前記スライド可能な範囲を規制するストッパを備えることが好ましい。
【００１８】
　請求項３記載の考案によれば、当接部材はスライドした取付部材が抜けてしまうことを
防止するので安全である。
【００１９】
　請求項４記載の考案のように、当接部材は前記取付部材に対して傾斜自在であることが
好ましい。
【００２０】
　請求項４記載の考案によれば、当接部材は前記取付部材に対して傾斜自在であるので、
例えば建物などの傾斜した屋根のようなものについても、当接部材を安定して取り付ける
ことが出来る。
【００２１】
　また、建物などの屋根の上面には、スレート瓦などが敷設していることがある。そこで
、請求項５記載の考案のように、当接部材はゴム部材を介して前記建物などの屋根の上面
に当接可能であることが好ましい。
【００２２】
　請求項５記載の考案によれば、当接部材はゴム部材を介して前記建物などの屋根の上面
に当接可能であるので、その屋根の上面に敷設されたスレート瓦などを傷つけない。
【００２３】
　請求項６記載の考案のように、梯子又は脚立を梯子状に展開したときの左右の支柱の各
上部に、請求項１～５のいずれか１項に記載の梯子固定治具の取付部材をそれぞれ取り付
けることが好ましい。
【００２４】
　請求項６記載の考案によれば、梯子又は脚立を梯子状に展開したときの左右の支柱の各
上部に、請求項１～５のいずれか１項に記載の梯子固定治具の取付部材をそれぞれ取り付
けたので、上記したような本考案の作用効果を奏することのできる梯子装置が得られる。
【考案の効果】
【００２５】
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　本考案によれば、梯子装置の左右の支柱間のステップスペースを回避するようにして両
支柱にそれぞれ取り付けられた取付部材と、両取付部材からそれぞれ支持され前記梯子装
置を建物に立て掛けるときに該建物の屋根の上面に当接可能となる当接部材とを備えたの
で、従来の技術におけるようなステップスペースに張り出した取付部材で作業者の昇降動
作が阻害されるおそれがなくなる。これにより、作業効率を大幅に向上させることが出来
る。
【００２６】
　仮に作業者が大きな荷物を持って昇降する場合などのように、特に足元が見づらいこと
があったとしても、ステップスペースには取付部材を一切設けていないので、作業者は足
を引掛けることがなくなり、安全に昇降することができるようになる。
【００２７】
　また、本考案によれば、大掛かりな構成とはならない為、製作コストを安価に抑えるこ
とができ、それを作業現場に運び込む際の手間もかかないというメリットもある。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本考案の一実施形態に係る梯子固定治具の全体構成を示す正面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図３】梯子固定治具の左端の部分拡大図である
【図４】（ａ）は図１のＢ－Ｂ断面図、（ｂ）は図１のＣ－Ｃ断面図である。
【図５】（ａ）は梯子固定治具を取り付けた梯子装置の全体構成を示す平面図、（ｂ）は
（ａ）の側面図である。
【考案を実施するための形態】
【００２９】
　図５（ａ）（ｂ）に示すように、通常、建物２００の屋根２２０の本体下端には、雨水
を受けるための樋２２１が設けられている。その建物２００の屋根２２０のメンテナンス
などに使用される梯子（梯子装置に相当する。）１００は、平行に延びる左右の側板（支
柱に相当する。）１１２，１１２の間に、作業者が上りやすい所定ピッチで取り付けられ
た複数段のステップ１１５，１１５，・・・を備えている。本実施形態に係る梯子固定治
具１は、このような梯子１００に取り付けて使用するものであり、以下、詳細について説
明する。
【００３０】
　すなわち、梯子固定治具１は、図１、図２、図３及び図４（ａ）（ｂ）に示すように、
例えば塗装した鉄製、アルミニウム製、或いは、強化プラスチック製のものであり、梯子
１００の側板１１２，１１２の最上部付近に着脱自在に取り付けられる。
【００３１】
　この梯子固定治具１は、主に、屋根２２０の上面に置く為の第一の部材（当接部材に相
当する。）５１と、前記第一の部材５１と梯子１００の側板１１２，１１２とを接続する
為の第二の部材（取付部材に相当する。）５２，５２とからなっている。以下、左右対称
な部材についてはその一方について説明する。
【００３２】
　第一の部材５１は、所定長さのＣ型材からなる本体２と、この本体２の底面に貼り付け
られた、滑り止めのゴム材（ゴム部材に相当する。）３とを備えている。ゴム材３は、例
えば合成ゴム製であって、断面四角形のものである。なお、本体２は、平面状の底面２１
と、幅方向中央に延びる溝部２ａを備えた天井面２２と、この天井面２２と底面２１との
間に設けられた前後両側面２３，２４とからなっており、その天井面２２には前記溝部２
ａをつくるように幅方向の中央手前側でそれぞれ内側に折り返してなる折り返し部４，４
が設けられている。
【００３３】
　第二の部材５２は、梯子１００の側板１１２と第一の部材５１をつなぐ為に、長尺のＬ
型材からなる接続部材９を備えている。この接続部材９の上端には、コ型材１０が固定さ



(6) JP 3152342 U 2009.7.30

10

20

30

40

50

れており、他端側には、Ｌ型材７が回転自在に取り付けられている。
【００３４】
　コ型材１０の上フランジには、図示しない丸孔が形成されており、その下側にナット１
５が溶接されている。前記丸孔の上側からボルト１１を挿入して、ナット１５に螺合させ
ることで、ボルト１１の先端部をコ型材１０の内側に所定長さだけ突出させることができ
るようになっている。
【００３５】
　そして、ボルト１１をナット１５に対して若干緩めて、梯子１００の側板１１２の最上
段付近をコ型材１０の内側に嵌め込んでから、ボルト１１をナット１５に対して締め付け
ることで、第二の部材５２を梯子１００に装着することが出来るようになっている。
【００３６】
　ここで、コ型材１０の下フランジの開放端側を折り曲げて若干上方に延ばしているのは
、この延ばした部分で第二の部材５２から梯子１００の側板１１２が脱落しにくくなるよ
うにしたものである。
【００３７】
　一方、第一の部材５１と第二の部材５２とを連結する為に、前記第二の部材５２の接続
部材９には、その下端側において図示しない丸孔が形成されている。また、Ｌ型材７の底
面には図示しない丸孔が形成されており、その側面には長孔７ａが形成されている。
【００３８】
　ついで、図１において、接続部材９の丸孔と、図４（ｂ）に示すようなＬ型材７の側面
の長孔７ａとを側面視で一致するように重ねてから、両孔にボルト６を左右方向の内側か
ら外側に向かって挿通させる。このボルト６の先端は、Ｌ型材７の側面の内側に配置され
たナット８に螺合される。このとき、前記ボルト６をナット８に対して緩めに締め付ける
ことで、第一の部材５１に対する第二の部材５２の取り付け角度を自在に変えることが出
来る。また、このときボルト６が長孔７ａ内で上下方向にスライド自在となることで、第
一の部材５１に対する第二の部材５２の取り付け高さ位置を自在に変えることが出来るよ
うになる。
【００３９】
　ここで、Ｌ型材７の上端の一部手前側を前記底面と反対側に若干延ばしているのは、こ
の延ばした部分を接続部材９と干渉させることで前記取り付け角度が過大となるのを規制
するものである。
【００４０】
　また、図１において、Ｌ型材７の底面の丸孔と第一の部材５１の本体２において形成さ
れた溝部２ａとを平面視で一致するように重ねてから、ボルト５ｂを上側から本体２に挿
通させる。そして、このボルト５ｂを、図４（ｂ）に示すような本体２の折り返し部４，
４の下方に配置された直方体状のナット部材１４に緩く螺合させた状態で、Ｌ型材７の左
右方向の取り付け位置調整を行う。この位置調整後に、ボルト５ｂをナット部材１４に対
して締め付ける。これにより、梯子１００の側板１１２，１１２の間隔に応じて、第一の
部材５１に対する第二の部材５２の間隔を任意に調整することができるようになる。
【００４１】
　更に、図１において、段付き直方体状のナット部材１３の上部を、図４（ａ）に示すよ
うに第一の部材５１の本体２において形成された溝部２ａに嵌め込んでから、ボルト５ａ
をナット部材１３の下部を介して本体２の溝部２ａに挿通させている。本体２の溝部２ａ
に入ったボルト５ａは、その先端が本体２の底面２１に達した後は、ナット部材１３の下
部を押し上げて、前記溝部２ａの前後に形成された折り返し部４，４に押し付けられて固
定される。これにより、Ｌ型材７を左右方向に移動させて位置調整を行うときに、その第
一の部材５２の本体２から脱落するのを防止するストッパとして機能するようになる（ボ
ルト５ａとナット１３部材とがストッパに相当する）。
【００４２】
　この梯子固定治具１は、単体で又は部品単位に分けた状態で、梯子１００とともに作業
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現場に搬送し、そこで梯子１００に装着して調整した上で使用することもできるが、場合
によっては、予め梯子１００に梯子固定治具１を装着して調整しておいたものを作業現場
に持っていってもよい。以下では、梯子固定治具１を装着して調整した状態での梯子１０
０の使用例を、記述する。
【００４３】
　まず図５（ａ）（ｂ）に示すように、本梯子固定治具１を装着した梯子１００を、作業
者が下から支えて建物２００の屋根２２０に立て掛ける作業をするものとする。このとき
には、梯子１００に装着した梯子固定治具１の第一の部材５１は、第二の部材５２に対し
て傾斜自在（回動自在でかつ上下方向に若干移動自在）に取り付けられている。
【００４４】
　したがって、本梯子固定治具１では、第一の部材５１が前記屋根２２０の上面に当接す
ると、もともと第一の部材５１での荷重の分散が効果的に行われるようになっているが、
ここでは、その反力でもって取付角度及び上下位置が自動的に変化して、第一の部材５１
が屋根２２０の上面に最もよく当接する姿勢となる。これにより、屋根２２０の上面にお
いて荷重の分散がより効果的に行われることとなる。また、図１に示すように、第一の部
材５１の本体２の底面にはゴム材３が貼り付けられている為、屋根２２０の上面において
荷重の分散がより一層効果的に行われる。これらによって、敷設したスレート瓦等を傷付
けることがまったくなくなる。また、図５（ｂ）において、梯子１００と樋２２１の間に
は有意の空間が出来る為、樋２２１を傷付けるおそれもなくなる。更に、側板１１２，１
１２付近には、従来例と異なり、取付部材が一切ないので、ステップスペースＳが確保さ
れる結果、作業者の昇降動作を妨げる恐れもなくなる。これにより、作業者は、屋根２２
０への昇降を行い、そのメンテナンス等を容易に行うことができるようになる。
【００４５】
　そして、作業が終了した後に、梯子固定治具１を、梯子から外して、単体で又は部品単
位にさらに分けた状態で梯子１００とともに作業現場から戻すものとするが、場合によっ
ては、梯子１００に梯子固定治具１を装着したまま作業現場から搬送して戻してもよいの
はもちろんである。
【００４６】
　以上説明したように、本実施形態の梯子固定治具１によれば、梯子１００の左右の側板
１１２，１１２間のステップスペースＳを回避するようにして、両側板１１２，１１２に
それぞれ取り付けられた第ニの部材５２，５２と、両部材５２，５２からそれぞれ支持さ
れ前記梯子１００を建物２００に立て掛けるときに該建物２００の屋根２２０の上面に当
接可能となる第二の部材５１とを備えたので、従来の技術におけるようなステップスペー
スＳに張り出した取付部材で作業者の昇降動作が阻害されるおそれがなくなる。これによ
り、作業効率を大幅に向上させることが出来る。
【００４７】
　仮に作業者が大きな荷物を持って昇降する場合などのように、特に足元が見づらいこと
があったとしても、ステップスペースＳには取付部材を一切設けていないので、作業者は
足を引掛けることがなくなり、安全に昇降することができるようになる。
【００４８】
　また、本実施形態の梯子固定治具１によれば、大掛かりな構成とはならない為、製作コ
ストを安価に抑えることができ、それを作業現場に運び込む際の手間もかかないというメ
リットもある。
【００４９】
　なお、上記実施形態では、梯子１００に梯子固定治具１を適用しているが、脚立を展開
して梯子状にしたものであっても同様に梯子固定治具１を適用することができる。
【００５０】
　また、上記実施形態では、梯子固定治具１の第一の部材５１の左右両側にボルト５ａと
ナット部材１３とを設けて、これにより第二の部材５２，５２の左右位置調整におけるス
トッパとしての機能を持たせているが、これは本体２としてＣ型材を使用するからである
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。したがって、例えばロ型材の上面に長孔を設けて第二の部材５２，５２を左右方向に調
整するようにした場合には、この長孔によりストッパとしての機能が確保されるので、前
記ボルト５ａとナット１３部材とは不要となる。
【００５１】
また、上記実施形態では、ゴム材３は断面四角形のものを本体２の底面２１に設けている
が、必要に応じて、ゴム材３を中空のものとしてもよい。また、ゴム材３の裏面に波形や
突起を形成してもよい。その場合には、建物２００の屋根２２０上での本体２の当接が確
実になされるようになり、荷重分散によりスレート瓦等をさらに傷つけにくくなる。
【００５２】
　また、上記実施形態では、第一の部材５１の本体２は長尺のＣ型材で構成しているが、
例えばこれを二分して、それぞれを第二の部材５２，５２で梯子１００の側板１１２，１
１２に接続するようにしてもよい。その場合には、建物２００の屋根２２０の上面におい
てステップスペースＳを延長した範囲内に全く部材がなくなるので、作業者の昇降を阻害
するおそれが全くなくなり、作業効率の更なる向上が期待できる。ただし、上記のように
、第一の部材５１の本体２を一体化した場合の方が、前記したような荷重分散が大きくな
るといった性能上もメリットに加え、部品点数の減少による製造コスト上のメリット等も
ある。
【符号の説明】
【００５３】
　１　梯子固定治具
　２　本体
　３　ゴム材（ゴム部材に相当する。）
　２ａ　溝部
　５ａ　ボルト（ストッパに相当する。）
　７　Ｌ型材
　１３　ナット部材（ストッパに相当する。）
　９　接続部材
　１０　Ｃ型材
　５１　第一の部材（当接部材に相当する。）
　５２　第二の部材（取付部材に相当する。）
　１００　梯子（梯子装置に相当する。）
　１１２　側板（支柱に相当する。）
　１１５　ステップ
　２００　建物
　２２０　屋根
　２２１　樋
　Ｓ　ステップスペース
【先行技術文献】
【特許文献】
【００５４】
【特許文献１】特開平１１－３０３５５４号公報
【特許文献２】特開２００４－１１４００号公報
【特許文献３】特開２００６－２４９６６６号公報
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成21年5月27日(2009.5.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本考案は、建物に立て掛けてその屋根の上面への昇降に使用される梯子装置の梯子固定
治具であって、梯子装置の左右の支柱間のステップスペースを回避するようにして両支柱
にそれぞれ取り付けられるための取付部材と、両取付部材からそれぞれ支持され前記梯子
装置を建物に立て掛けるときに該建物の屋根の上面に当接可能となる当接部材とを備えた
ことを特徴とするものである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本考案によれば、梯子装置の左右の支柱間のステップスペースを回避するようにして両
支柱にそれぞれ取り付けられるための取付部材と、両取付部材からそれぞれ支持され前記
梯子装置を建物に立て掛けるときに該建物の屋根の上面に当接可能となる当接部材とを備
えたので、従来の技術におけるようなステップスペースに張り出した取付部材で作業者の
昇降動作が阻害されるおそれがなくなる。これにより、作業効率を大幅に向上させること
が出来る。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　請求項６記載の考案のように、梯子又は脚立を梯子状に展開したときの左右の支柱の各
上部に、請求項１～５のいずれか１項に記載の梯子固定治具を取り付けることが好ましい
。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　請求項６記載の考案によれば、梯子又は脚立を梯子状に展開したときの左右の支柱の各
上部に、請求項１～５のいずれか１項に記載の梯子固定治具を取り付けたので、上記した
ような本考案の作用効果を奏することのできる梯子装置が得られる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　本考案によれば、梯子装置の左右の支柱間のステップスペースを回避するようにして両
支柱にそれぞれ取り付けられるための取付部材と、両取付部材からそれぞれ支持され前記
梯子装置を建物に立て掛けるときに該建物の屋根の上面に当接可能となる当接部材とを備
えたので、従来の技術におけるようなステップスペースに張り出した取付部材で作業者の
昇降動作が阻害されるおそれがなくなる。これにより、作業効率を大幅に向上させること
が出来る。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　また、本考案によれば、大掛かりな構成とはならない為、製作コストを安価に抑えるこ
とができ、それを作業現場に運び込む際の手間もかからないというメリットもある。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　以上説明したように、本実施形態の梯子固定治具１によれば、梯子１００の左右の側板
１１２，１１２間のステップスペースＳを回避するようにして、両側板１１２，１１２に
それぞれ取り付けられるための第ニの部材５２，５２と、両部材５２，５２からそれぞれ
支持され前記梯子１００を建物２００に立て掛けるときに該建物２００の屋根２２０の上
面に当接可能となる第二の部材５１とを備えたので、従来の技術におけるようなステップ
スペースＳに張り出した取付部材で作業者の昇降動作が阻害されるおそれがなくなる。こ
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れにより、作業効率を大幅に向上させることが出来る。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　また、本実施形態の梯子固定治具１によれば、大掛かりな構成とはならない為、製作コ
ストを安価に抑えることができ、それを作業現場に運び込む際の手間もかからないという
メリットもある。
【手続補正９】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　建物に立て掛けてその屋根の上面への昇降に使用される梯子装置の梯子固定治具であっ
て、
　梯子装置の左右の支柱間のステップスペースを回避するようにして両支柱にそれぞれ取
り付けられるための取付部材と、
　両取付部材からそれぞれ支持され前記梯子装置を建物に立て掛けるときに該建物の屋根
の上面に当接可能となる当接部材とを備えたことを特徴とする梯子固定治具。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】請求項６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項６】
　梯子又は脚立を梯子状に展開したときの左右の支柱の各上部に、請求項１～５のいずれ
か１項に記載の梯子固定治具を取り付けたことを特徴とする梯子装置。
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