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(57)【要約】
【課題】　作業足場に補充パネルを連結して所望の広さ
にした補充パネル付き作業足場を提供すること。
【解決手段】　足場用パネルと補充パネルを共通の補助
パイプを介して向きを変えて連結した。パネル連結具の
嵌合パイプを足場用パネル又は補充パネルに連結し、嵌
合パイプの先に設けられたクランプを補助パイプに連結
し、足場用パネル又は補充パネルと補助パイプとを連結
クランプで把持し、足場用パネルと補充パネルとを補助
パイプを介して連結してもよい。足場用パネルと補充パ
ネルの一方にパネル連結具が使用され、パネル連結具は
嵌合パイプの先にクランプを備え、その嵌合パイプが足
場用パネル又は補充パネルに連結され、クランプで補充
パネル又は足場用パネルを把持して両パネルを連結して
もよい。補充パネルと作業足場とが同一面になるように
連結することもできる。足場用パネルと補充パネルは、
フレームパイプを備えたものでもよい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数枚の足場用パネルを連結して組み立てられた作業足場の外側に、パネル連結方向と
向きを変えて補充パネルが連結された作業足場であり、作業足場の足場用パネルと補充パ
ネルの双方が共通の補助パイプを介して連結されたことを特徴とする補充パネル付き作業
足場。
【請求項２】
　多数枚の足場用パネルを連結して組み立てられた作業足場の外側に、パネル連結方向と
向きを変えて補充パネルが連結された作業足場であり、嵌合パイプの先にクランプを備え
たパネル連結具の嵌合パイプが作業足場の足場用パネル又は補充パネルに、前記クランプ
が補助パイプに夫々連結され、作業足場の足場用パネル又は補充パネルと補助パイプとが
連結クランプで把持されて、作業足場の足場用パネルと補充パネルが補助パイプを介して
連結されたことを特徴とする補充パネル付き作業足場。
【請求項３】
　多数枚の足場用パネルを連結して組み立てられた作業足場の外側に、パネル連結方向と
向きを変えて補充パネルが連結された作業足場であり、作業足場の足場用パネルと補充パ
ネルの一方にパネル連結具が使用され、パネル連結具は嵌合パイプの先にクランプを備え
、その嵌合パイプが作業足場の足場用パネル又は補充パネルに連結され、前記クランプで
補充パネル又は足場用パネルが把持されて前記両パネルが連結されたことを特徴とする補
充パネル付き作業足場。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の補充パネル付き作業足場において、補充パネ
ルの上面が作業足場の上面と同一面に連結されたことを特徴とする補充パネル付き作業足
場。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の補充パネル付き作業足場において、足場用パ
ネルも補充パネルもクランプで把持可能なフレームパイプを備えたことを特徴とする補充
パネル付き作業足場。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、建築、土木工事、道路橋梁工事、プラント工事、タンク工事といった各種
工事現場で使用される補充パネル付き作業足場に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　前記した各種工事現場では、多数枚の足場用パネルを連結して吊り足場や固定式足場の
組み立てが行われている。足場用パネルの一例として特許文献１がある。この足場用パネ
ルＡは図１２に示すように、２本の細長材Ｂの長手方向（長さ方向）両端側に丸パイプ（
フレームパイプ）Ｃが設けられ、両フレームパイプＣの間に補強横材Ｄを備えた周枠の上
面に、長方形の板材（例えば、金属平板、コンパネ材、エキスパンドメタル、又はその他
の板材）Ｅが配置固定されたものである。これら足場用パネルＡを連結して作業足場を組
み立てる場合、狭幅方向（幅方向）に並べた足場用パネルＡ同士を、連結具Ｆを介して連
結し、長手方向に並べた足場用パネルＡのフレームパイプＣ同士をクランプで連結してい
る。図１１に示すクランプは、二つの単クランプを背中合わせにして回転自在に連結した
クランプ（通称自在クランプ）又は、二つの単クランプを背中合わせにして両クランプが
回転しないように連結したクランプ（出願人は平行クランプという。）である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第２６４７８０２号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　足場用パネルＡを図１２のように連結して作業足場を組み立てた場合、作業足場の長手
方向（パネル連結方向）の長さが僅か（例えば５０ｃｍ或いは１ｍ）ばかり不足して吊り
足場の作業面積が足りない場合がある。この場合、５０ｃｍ或いは１ｍの長さのパネルが
あれば、それを作業足場に連結すれば済むが、現在はそのような寸法の足場用パネルは存
在せず、そのような連結はできないため、作業足場の組み立てに使用した図１２に仮想線
で示すように足場用パネルＡを９０度向きを変えて連結することが考えられる。足場用パ
ネルＡは最短の長さで２ｍ、幅は６６ｃｍが基本寸法であるため図１２に仮想線で示すよ
うに横向きにして吊り足場に連結すれば前記寸法不足は補充できるが、特許文献１の図１
２の連結具Ｆは狭幅方向に配置された足場用パネルＡのフレームパイプＣの側方開口部Ｈ
内に挿入して足場用パネルＡ同士を連結するものであるため、図１２の仮想線のように配
置した足場用パネルＡを連結具Ｆで作業足場に連結することはできない。図１２のクラン
プ（以下、本願において、前記自在クランプと平行クランプを纏めて「連結クランプ」と
いう。）は、足場用パネルＡを長手方向に配置して隣接させたフレームパイプＣの外周に
被せて把持するものであるため、前記仮想線のように配置した足場用パネルＡのフレーム
パイプＣを把持することはできない。
【０００５】
　図１２に仮想線で示すように、前記足場用パネルＡと同じ形状、寸法のパネル（補充パ
ネル）Ｊを吊り足場のパネル配列方向に直交させて連結する（継ぎ足す）ためには、補充
パネルＪを吊り足場の先端部の上に重ね、その補充パネルＪの横に次の補充パネルＪを連
結せざるを得なかった。この連結方法では作業足場と補充パネルＪに段差があるため、作
業者がその段差に躓くおそれがあり作業の安全性が確保されなかった。また、段差が吊り
足場の上への資材の運び込みの邪魔になることもあった。
【０００６】
　本発明の課題は、前記諸問題を解決でき、作業足場に補充パネルを連結して所望の広さ
にした補充パネル付き作業足場を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願発明の補充パネル付き作業足場は、請求項１記載のように、多数枚の足場用パネル
を連結して組み立てられた作業足場の外側に、パネル連結方向と向きを変えて補充パネル
が連結された作業足場であり、作業足場の足場用パネルと補充パネルの双方が共通の補助
パイプを介して連結されたものである。
【０００８】
　本願発明の補充パネル付き作業足場は、請求項２記載のように、多数枚の足場用パネル
を連結して組み立てられた作業足場の外側に、パネル連結方向と向きを変えて補充パネル
が連結された作業足場であり、嵌合パイプの先にクランプを備えたパネル連結具の嵌合パ
イプが作業足場の足場用パネル又は補充パネルに、前記クランプが補助パイプに夫々連結
され、作業足場の足場用パネル又は補充パネルと補助パイプとが連結クランプで把持され
て、作業足場の足場用パネルと補充パネルが補助パイプを介して連結されたものである。
【０００９】
　本願発明の補充パネル付き作業足場は、請求項３記載のように、多数枚の足場用パネル
を連結して組み立てられた作業足場の外側に、パネル連結方向と向きを変えて補充パネル
が連結された作業足場であり、作業足場の足場用パネルと補充パネルの一方にパネル連結
具が使用され、パネル連結具は嵌合パイプの先にクランプを備え、その嵌合パイプが作業
足場の足場用パネル又は補充パネルに連結され、前記クランプで補充パネル又は足場用パ
ネルが把持されて前記両パネルが連結されたものである。
【００１０】
　本願発明の補充パネル付き作業足場は、請求項４記載のように、請求項１乃至請求項３
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のいずれかに記載の補充パネル付き作業足場において、補充パネルの上面が作業足場の上
面と同一面に連結されたものである。
【００１１】
　本願発明の補充パネル付き作業足場は、請求項５記載のように、請求項１乃至請求項４
のいずれかに記載の補充パネル付き作業足場において、足場用パネルも補充パネルもクラ
ンプで把持可能なフレームパイプを備えたものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本願発明の補充パネル付き作業足場は次のような効果がある。
　（１）作業足場の足場用パネルと補充パネルの双方が、共通の補助パイプで連結されて
いるので、構成が簡潔であり、組み立てや解体作業も容易な作業足場になる。
　（２）パネル連結具と連結クランプと補助パイプを使用して補充パネルを連結できるた
め構成が簡潔であり、組み立てや解体作業も容易な作業足場になる。
　（３）補助パイプを使用せずに、パネル連結具を作業足場と補充パネルの双方に連結し
て補充パネルを作業足場に連結してあるため、構成が簡潔であり、組み立てや解体作業も
容易な作業足場になる。
　（４）補充パネルの上面と作業足場の上面が面一であるため、作業足場に段差ができず
、作業し易く、足場の上への資材の搬入も容易になる。
　（５）足場用パネルも補充パネルもフレームパイプを備えているので、パネル連結具の
連結も、連結クランプの把持もフレームパイプに行うことができ、組み立て作業が容易な
作業足場になる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】（ａ）は本願発明の補充パネル付き作業足場の連結に使用されるパネル連結具の
斜視図、（ｂ）は（ａ）のパネル連結具のクランプを開いた状態の側面図。
【図２】（ａ）は足場用パネルの一例を示す斜視図、（ｂ）は足場用パネルの連結突起に
パネル連結具の嵌合パイプを被せる前の説明図、（ｃ）は（ａ）の足場用パネルのフレー
ムパイプに図１（ａ）のパネル連結具の嵌合パイプを被せて連結した状態の断面図。
【図３】（ａ）は本願発明の補充パネル付き作業足場の連結に使用される径可変連結具付
きのパネル連結具の斜視図、（ｂ）は足場用パネルのフレームパイプにパネル連結具の径
可変連結具を差し込む前の説明図、（ｃ）は図５の足場用パネルのフレームパイプに（ａ
）のパネル連結具の径可変突起を差し込んだ状態の断面図、（ｄ）は（ａ）のＡ－Ａ断面
図。
【図４】（ａ）は図２（ａ）の足場用パネルにおける連結突起、図３（ａ）のパネル連結
具における径可変連結具の一例を示す正面図、（ｂ）は（ａ）の右側面図。
【図５】本願発明の補充パネル付き作業足場のフレームパイプを連結クランプで連結した
状態の斜視図。
【図６】（ａ）は本願発明の補充パネル付き作業足場の補充パネルの連結に使用されるパ
ネル連結具の斜視図、（ｂ）は足場用パネルのフレームパイプに（ａ）のパネル連結具の
嵌合パイプを被せて連結した状態の断面図。
【図７】（ａ）は本願発明の補充パネル付き作業足場の補充パネルの連結に使用される径
可変突連結具付きのパネル連結具の斜視図、（ｂ）は足場用パネルのフレームパイプに（
ａ）のパネル連結具の径可変連結具を差し込んで連結した状態の断面図。
【図８】補助パイプを使用して連結補充パネルを作業足場の側方へ連結した状態を示す本
願発明の補充パネル付き作業足場の斜視図。
【図９】補助パイプを使用して補充パネルを作業足場の連結方向先方へ連結した状態を示
す本願発明の補充パネル付き作業足場の斜視図。
【図１０】補助パイプを使用せずに補充パネルを作業足場の連結方向先方へ連結した状態
を示す本願発明の補充パネル付き作業足場の斜視図。
【図１１】連結クランプにより足場用パネルのフレームパイプを把持した状態の説明図。
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【図１２】従来の吊り足場組み立て説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本願発明の補充パネル付き作業足場の異なる実施形態を図８～図１０に基づいて説明す
る。このうち図８の補充パネル付き作業足場は多数枚の足場用パネルＡを連結して形成し
た作業足場Ｉの側方に補助パイプ１９を連結して連結補充パネル３１を連結したもの、図
９は作業足場Ｉのパネル連結方向先方に補助パイプ１９を使用して補充パネルＪを連結し
たもの、図１０は作業足場Ｉのパネル連結方向先方に補助パイプ１９を使用せずに補充パ
ネルＪを連結したものである。
【００１５】
　（補充パネル付き作業足場の実施形態１）
　本願発明の補充パネル付き作業足場の第１の実施形態として図８に示すものは、多数枚
の足場用パネルＡを狭幅方向に並べて連結し、長手方向にも連結して組み立てられた作業
足場Ｉの狭幅方向側方に、補充パネルＪを連結した連結補充パネル３１がその連結方向と
９０度向きを変えて連結された作業足場であり、その作業足場Ｉと補助パイプ１９がパネ
ル連結具３０で連結され、補助パイプ１９と連結補充パネル３１の各補充パネルＪのフレ
ームパイプ４を図１１に示す連結クランプＧで連結して、補充パネルＪの上面と作業足場
Ｉの足場用パネルの上面を面一（同じ高さ）にしてある。
【００１６】
　図８の足場用パネルＡも補充パネルＪも図２に示すように、対向配置された細長材Ｂの
軸方向両端にフレームパイプ４が配置され、フレームパイプ４の間に補強横材Ｄが配置さ
れて枠体が形成され、その枠体の上に踏み板Ｅが配置固定され、フレームパイプ４の軸方
向一端に連結突起５が突設されているものである。
【００１７】
　図２（ａ）の連結突起５は図４（ａ）（ｂ）に示すように、断面視略Ｕ字形の大径の縦
半割状パイプ１２の内側に、断面視略Ｕ字形の小径の縦半割状パイプ１３が、夫々の開口
部を対向させて配置して全体として一本のパイプ状にし、両パイプ１２、１３の軸方向両
端寄りの箇所に、上下方向に貫通する連結孔１４と抜け止め孔１５が貫通されている。ま
た、小径の縦半割状パイプ１３の内面にナット２０（図４（ｂ））が固定され、大径の縦
半割状パイプ１２の外側からナット２０に調節ボルト２１がねじ込まれ、その調節ボルト
２１をねじ込んでその先端を大径の縦半割状パイプ１２の内面に押し付けると小径の縦半
割状パイプ１３が押し上げられて、両パイプ１２、１３で構成されるパイプの直径が拡大
（拡径）し、調節ボルト２１を緩めると小径の縦半割状パイプ１３が調節ボルト２１に沿
って降下して両パイプ１２、１３で構成されるパイプの直径が縮小（縮径）するようにし
てある。
【００１８】
　前記連結突起５はその連結孔１４側が図２（ｂ）のように足場用パネルＡのフレームパ
イプ４に差し込まれ、そのフレームパイプ４の外から連結孔１４に止め軸１６が差し込ん
で貫通され、フレームパイプ４の底面から外まで突出した止め軸１６の先端部１７に止め
ピン１８を差し込んで、連結突起５がフレームパイプ４から抜けないようにしてある。ま
た、連結突起５の外周に図１（ａ）に示すパネル連結具３０の嵌合パイプ１を図２（ｂ）
（ｃ）のように被せてから、調節ボルト２１をねじ込むと拡径して両縦半割状パイプ１２
、１３の外周面が嵌合パイプ１の内面に接触し、この状態で調節ボルト２１を逆回転させ
ると連結突起５の直径が縮径して両縦半割状パイプ１２、１３の外周面が嵌合パイプ１の
内面から離れるようにしてある。前記拡径状態で図２（ｃ）のように嵌合パイプ１の差込
孔１ａから連結突起５の抜け止め孔１５に汎用のグラビティロック２２を差し込んで嵌合
パイプ１の下方まで突出させると嵌合パイプ１から抜けなくなるようにしてある。
【００１９】
　図８のパネル連結具３０は図１に示すように嵌合パイプ１の一端にクランプ２が取付け
られたものである。嵌合パイプ１は金属製の丸パイプであり、汎用の単管パイプを必要長
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に切断したものを使用されている。嵌合パイプ１の一端の開口部３は足場用パネルＡのフ
レームパイプ４（図２（ａ）では丸パイプ）から突設されている連結突起５に被せること
ができる内径である。
【００２０】
　クランプ２は図１２に示すような汎用のものであり、正面視略Ｌ字形の金属製の本体６
に、金属製の開閉具７が開閉可能に取り付けられており、開閉具７には調節ボルト８を出
し入れ可能な嵌合溝９が開口されている。開閉具７は本体６側に起こして嵌合溝９に調節
ボルト８を嵌め、ナット１０を締め付けると図１（ａ）のように起立状態に保持されて、
前記フレームパイプ４や補助パイプ１９といった汎用の単管パイプ（図８）を把持でき、
ナット１０を緩めると図１（ｂ）のように開いて前記パイプの把持を解放できるクランプ
機能を備えている。
【００２１】
　（補充パネル付き作業足場の組み立て例１）
　図２（ａ）に示す足場用パネルＡ、図１（ａ）に示すパネル連結具３０を使用して、図
８に示す補充パネル付き作業足場を組み立てるには、例えば、次のようにすることができ
る。
　（１）図２（ａ）に示す足場用パネルＡを図８に示すように狭幅方向及び長手方向に多
数枚連結し、作業足場Ｉを組み立てる。足場用パネルＡを狭幅方向に連結する場合、足場
用パネルＡの連結突起５（図２（ａ））に、その足場用パネルＡに隣接する足場用パネル
Ａのフレームパイプ４を被せ、調節ボルト２１をねじ込むことによって連結突起５を拡径
させ、更に、グラビティロック２２を差し込んで固定する。足場用パネルＡを長手方向に
連結する場合、隣接する両足場用パネルＡのフレームパイプ４に連結クランプＧを取り付
け、両足場用パネルＡを連結する。
　（２）前記作業足場Ｉの側方に、作業足場Ｉに直交するように配置した連結補充パネル
３１を組み立てる。この場合、足場用パネルＡを狭幅方向に連結する場合と同様、各補充
パネルＪの連結突起５（図２（ａ））に、隣接する補充パネルＪのフレームパイプ４を被
せ、調節ボルト２１をねじ込み、グラビティロック２２を差し込んで固定する。
　（３）前記（１）で組み立てられた作業足場Ｉにパネル連結具３０を取り付ける。図２
（ａ）のようにフレームパイプ４から突出している連結突起５に、図１（ａ）のパネル連
結具３０の嵌合パイプ１を被せ、連結突起５の調節ボルト２１をねじ込んで連結突起５を
拡径させてその外周面を嵌合パイプ１の内周面に接触させ、嵌合パイプ１の差込孔１ａか
ら連結突起５の抜け止め孔１５にグラビティロック２２を差し込んでパネル連結具３０を
作業足場Ｉに固定する。
　（４）作業足場Ｉに取り付けたパネル連結具３０に補助パイプ１９を取り付ける。この
場合、パネル連結具３０のクランプ２で補助パイプ１９を把持し、補助パイプ１９をパネ
ル連結具３０に固定する。
　（５）前記（２）で組み立てられた連結補充パネル３１のフレームパイプ４に連結クラ
ンプＧの一方のクランプを取り付け、他方のクランプでパネル連結具３０に固定された補
助パイプ１９を把持して作業足場Ｉと連結補充パネル３１を連結し、本願発明の補充パネ
ル付き作業足場を完成させる。
　　（６）図８のように連結した作業足場Ｉと補充パネルＪの間の隙間にはカバー（図示
しない）を被せて被覆することができる。
【００２２】
　（補充パネル付き作業足場の実施形態２）
　本願発明の補充パネル付き作業足場の第２の実施形態として図９に示すものは、多数枚
の足場用パネルＡを狭幅方向に並べて連結して組み立てられた作業足場Ｉの先方に、その
作業足場Ｉに直交するように配置した補充パネルＪを連結する場合の例であり、連結され
た作業足場Ｉの上面と補充パネルＪの上面が面一（同じ高さ）になるように連結されてい
る。
【００２３】
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　図９の足場用パネルＡも補充パネルＪも基本的構成は実施形態１のそれらと同じであり
、異なるのはフレームパイプ４の一端に連結突起５を設けずに、その一端を図５のように
開口させたままにして開口部Ｈを形成してあることである。
【００２４】
　図９の補充パネル付き作業足場の組み立てに使用されるパネル連結具３０は、基本的構
成において図１（ａ）（ｂ）に示すものと同じであり、異なるのは図３（ａ）に示すよう
に、嵌合パイプ１の軸方向一端に縮径・拡径可能な径可変連結具１１が突設されているこ
とである。
【００２５】
　図３（ａ）の径可変連結具１１は基本的には図２（ａ）に示す連結突起５と同じ構造の
ものである。この径可変連結具１１はその軸方向一端が嵌合パイプ１の一端に差し込まれ
、嵌合パイプ１の差込孔１ａからナット２０に調節ボルト２１がねじ込まれ、調節ボルト
２１をねじ込んでその先端を大径の縦半割状パイプ１２の内面に押し付けると小径の縦半
割状パイプ１３が押し上げられて両パイプ１２、１３で構成されるパイプの直径が拡大（
拡径）して嵌合パイプ１の内面に圧接し、調節ボルト２１を緩めると小径の縦半割状パイ
プ１３が調節ボルト２１に沿って降下し、両パイプ１２、１３で構成されるパイプの直径
が縮小（縮径）するようにしてある。
【００２６】
　（補充パネル付き作業足場の組み立て例２）
　図５に示す足場用パネルＡ、図３（ａ）（ｂ）に示すパネル連結具３０を使用して、図
９に示す補充パネル付き作業足場を組み立てるには、例えば、次のようにすることができ
る。
　（１）多数枚の足場用パネルＡを図９のように狭幅方向に多数枚並べて作業足場Ｉを組
み立てる。この場合、隣接配置した一方の足場用パネルＡの連結突起５に、その横の足場
用パネルＡのフレームパイプ４を被せ、連結突起５を拡径させ調節ボルト２１をねじ込む
ことによって連結突起５を拡径させ、更に、グラビティロック２２を差し込んで固定する
。
　（２）前記作業足場Ｉの先方に、作業足場Ｉに直交するように配置した補充パネルＪに
パネル連結具３０を取り付ける。この場合、パネル連結具３０を補充パネルＪのフレーム
パイプ４の開口部Ｈ（図３（ｂ）、図５）に図３（ａ）のパネル連結具３０の径可変連結
具１１を図３（ｃ）のように差込み、パネル連結具３０の調節ボルト２１をねじ込むこと
により径可変連結具１１を拡径させて両縦半割状パイプ１２、１３の外周面をフレームパ
イプ４の内周面に接触させ（図３（ｄ））、グラビティロック２２を差し込んで補充パネ
ルＪに固定する。
　（３）補充パネルＪに取り付けたパネル連結具３０に補助パイプ１９を取り付ける。こ
の場合、パネル連結具３０のクランプ２で補助パイプ１９を把持して補助パイプ１９をパ
ネル連結具３０に固定する。
　（４）作業足場Ｉのフレームパイプ４に連結クランプＧの一方のクランプを取り付け、
他方のクランプでパネル連結具３０に固定された補助パイプ１９把持して、作業足場Ｉと
補充パネルＪを連結し、本願発明の補充パネル付き作業足場を完成させる。
　（５）図９のように連結した作業足場Ｉと補充パネルＪの間の隙間にはカバー（図示し
ない）を被せて被覆することができる。
【００２７】
　（補充パネル付き作業足場の実施形態３）
　本願発明の補充パネル付き作業足場の第３の実施形態として図１０に示すものは、多数
枚の足場用パネルＡを狭幅方向に並べて連結して組み立てられた作業足場Ｉの先方に、補
充パネルＪがその連結方向と９０度向きを変えて連結されたものであり、図８、図９の補
助パイプ１９を使用せずに、足場用パネルＡと補充パネルＪとをパネル連結具３０で直に
連結して、補充パネルＪの上面と作業足場Ｉの足場用パネルの上面を面一（同じ高さ）に
連結したものである。
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【００２８】
　図１０の足場用パネルＡは図２（ａ）に示すように、フレームパイプ４から連結突起５
が突設されているもの、補充パネルＪはフレームパイプ４の軸方向一端を図５のように開
口させたままにして開口部Ｈを設けたものである。
【００２９】
　図１０の補充パネル付き作業足場の組み立てに使用されるパネル連結具３０は、図６（
ａ）、図７（ａ）に示すものである。図６（ａ）のパネル連結具３０は足場用パネルが図
２（ａ）のように連結突起５を備えている場合に使用するのに適し、図７（ａ）のパネル
連結具３０は足場用パネルＡが連結突起５を備えずに図５のようにフレームパイプ４の一
端が開口している場合に使用するのに適するものである。
【００３０】
　図６（ａ）に示すパネル連結具３０は基本的構成において図１（ａ）（ｂ）に示すもの
と、図７（ａ）に示すパネル連結具３０は基本的構成において図３（ａ）（ｂ）に示すも
のと同じである。異なるのは、図６（ａ）、図７（ａ）とも、嵌合パイプ１の軸方向一端
に横長板状のベース２５が、嵌合パイプ１の端部と交差して（図６（ａ）、図７（ａ）で
は横向きに直交させて）取り付けられ、ベース２５の長手方向両端に汎用のクランプ２が
取り付けられたことである。この場合、図６（ｂ）、図７（ｂ）のようにナット２６が固
定されている取付け板２７を、ナット２６を内側にして嵌合パイプ１の軸方向一端外側に
配置し、取付け板２７の外側に配置した横長板状のベース２５の外側から前記ナット２６
にボルト２８をねじ込むことにより、ベース２５を取付け板２７に取り付けると共に取付
け板２７を嵌合パイプ１に取付け（固定）してある。ベース２５の止め孔２９は長孔にし
て、ボルト２８を緩めて取付け板２７へのベース２５の固定を緩めるとベース２５がその
長手方向にスライドできるようにしてあり、所望位置でボルト２８を締め直すとベース２
５をその位置に固定できるようにしてある。
【００３１】
　嵌合パイプ１、クランプ２は図１（ａ）、図３（ａ）のそれらと同じものであり、図６
（ａ）、図７（ａ）ではクランプ２が一つのベース２５に２つ取り付けられている。クラ
ンプ２の取り付け数は１つまたは３つ以上のいずれでもよい。
【００３２】
　（補充パネル付き作業足場の組み立て例３）
　図２（ａ）に示す足場用パネルＡ、図６（ａ）（ｂ）に示すパネル連結具３０を使用し
て、図１０に示す補充パネル付き作業足場を組み立てるには、例えば、次のようにするこ
とができる。
【００３３】
　（１）多数枚の足場用パネルＡを図１０のように狭幅方向に多数枚並べて作業足場Ｉを
組み立てる。この場合、隣接配置した一方の足場用パネルＡの連結突起５に、その横の足
場用パネルＡのフレームパイプ４を被せ、連結突起５を拡径させ調節ボルト２１をねじ込
むことによって連結突起５を拡径させ、更に、グラビティロック２２を差し込んで固定す
る。
　（２）前記作業足場Ｉの先方に、作業足場Ｉに直交するように配置した補充パネルＪに
パネル連結具３０を取り付ける。この場合、図２（ａ）のようにフレームパイプ４から突
出している連結突起５に、図６（ａ）のパネル連結具３０の嵌合パイプ１を被せ、連結突
起５の調節ボルト２１をねじ込んで連結突起５を拡径させてその外周面を嵌合パイプ１の
内周面に接触させ、嵌合パイプ１の差込孔１ａから連結突起５の抜け止め孔１５にグラビ
ティロック２２を差し込んでパネル連結具３０を作業足場Ｉに固定する。
　（３）図１０のように、補充パネルＪに固定された夫々のパネル連結具３０の２つのク
ランプ２で作業足場Ｉの足場用パネルＡの先端側のフレームパイプ４を把持して、補充パ
ネルＪを作業足場Ｉに連結して本願発明の補充パネル付き作業足場を完成させる。この場
合、必要に応じてボルト２８（図６（ａ））を緩めてベース２５を左又は右にスライドさ
せて所定位置に停止させ、その位置でボルト２８を締め付けてベース２５を固定し、ベー
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ス２５に取り付けられているクランプ２で作業足場Ｉの足場用パネルＡのフレームパイプ
４の所望箇所を把持する。
　　（４）図１０のように補充パネルＪと作業足場Ｉの間にできた隙間には、カバー（図
示しない）を被せて被覆することができる。
【００３４】
　（補充パネル付き作業足場の組み立て例４）
　図５のように補充パネルＪの足場用パネルＡのフレームパイプ４の端面が開口して開口
部Ｈが形成されている場合は、図２（ａ）に示す足場用パネルＡと、図７（ａ）のパネル
連結具３０を使用して、図１０に示すような補充パネル付き作業足場を組み立てることが
できる。この場合は、例えば、次のようにして連結することができる。
【００３５】
　（１）前記組み立て例３と同様に、多数枚の足場用パネルＡを図１０のように狭幅方向
に多数枚並べて作業足場Ｉを組み立てる。
　（２）前記作業足場Ｉの先方に、作業足場Ｉに直交するように配置した補充パネルＪに
パネル連結具３０を取り付ける。この場合、パネル連結具３０は、補充パネルＪのフレー
ムパイプ４の開口部Ｈに図７（ａ）のパネル連結具３０の径可変連結具１１を図３（ｃ）
のように差込み、パネル連結具３０の調節ボルト２１をねじ込むことにより径可変連結具
１１を拡径させて両縦半割状パイプ１２、１３の外周面をフレームパイプ４の内周面に接
触させ（図３（ｄ））、グラビティロック２２を差し込んで補充パネルＪに固定する。
　（３）補充パネルＪに固定された夫々のパネル連結具３０の２つのクランプ２で、予め
、図１０に示すように多数枚の足場用パネルＡを連結して組み立ててある作業足場Ｉの足
場用パネルＡのフレームパイプ４を把持して、補充パネルＪを作業足場Ｉに連結して本願
発明の補充パネル付き作業足場を完成させる。この場合も、必要に応じてボルト２８（図
７（ａ））を緩めてベース２５を左又は右にスライドさせて所定位置に停止させ、その位
置でボルト２８を締め付けてベース２５を固定して、ベース２５に取り付けられている２
つのクランプ２で作業足場Ｉの足場用パネルＡのフレームパイプ４の所望箇所を把持する
。
　（４）補充パネルＪと作業足場Ｉの間にできた隙間には、カバー（図示しない）を被せ
て被覆することができる。
【符号の説明】
【００３６】
　１　　　嵌合パイプ
　２　　　クランプ
　３　　　開口部
　４　　　フレームパイプ
　５　　　連結突起
　６　　　本体
　７　　　開閉具
　８　　　調整ボルト
　９　　　嵌合溝
　１０　　ナット
　１１　　径可変連結具
　１２　　縦半割状パイプ
　１３　　縦半割状パイプ
　１４　　連結孔
　１５　　抜け止め孔
　１６　　止め軸
　１７　　先端部
　１８　　止めピン
　１９　　補助パイプ
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　２０　　ナット
　２１　　調節ボルト
　２２　　グラビティロック
　２５　　ベース
　２６　　ナット
　２７　　取付け板
　２８　　ボルト
　２９　　止め孔
　３０　　パネル連結具
　３１　　連結補充パネル
　Ａ　　　足場用パネル
　Ｂ　　　細長材
　Ｃ　　　フレームパイプ
　Ｄ　　　補強横材
　Ｅ　　　金属平板（踏み板）
　Ｆ　　　連結具
　Ｇ　　　連結クランプ
　Ｈ　　　開口部
　Ｉ　　　作業足場
　Ｊ　　　補充パネル
 

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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