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(57)【要約】
【課題】径の異なる複数種類の支柱に取り付けることが
できる幅木を提供する。
【解決手段】平板状の幅木本体１０の一端に設けられた
第一支柱係止部及び他端に設けられた第二支柱係止部１
２がそれぞれフック２１と、フック中心軸と平行な軸心
を有する筒部２２と、筒部の軸心周りに回動する回動ア
ーム２３と、回動アームの回動を規制するストッパ２５
とを備えていると共に、フックの内周面が略Ｖ字形を呈
しており、回動アームが基部２３ｃと、基部から屈曲し
て延出しているアーム部２３ａ，２３ｂとを備えており
、基部が筒部より長く、かつ基部が筒部に遊嵌されてい
ることにより上下動するものであり、下方に移動した状
態の回動アームがフック中心軸から離れる方向に回動す
ると干渉する位置にストッパが突設されていると共に、
上方に向かうほどフック中心軸から離れるように傾斜し
ているテーパ部２５ｔをストッパが備えている構成とす
る。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平板状の幅木本体と、該幅木本体の長手方向における一方の端部に設けられた第一支柱
係止部及び他方の端部に設けられた第二支柱係止部とを具備し、隣接する支柱間で前記幅
木本体を立設させる幅木であって、
　前記第一支柱係止部及び第二支柱係止部はそれぞれ、支柱に引掛けるフックと、該フッ
クの中心を通り上下に延びるフック中心軸と平行な軸心を有する筒部と、該筒部の軸心周
りに回動する回動アームと、該回動アームの回動を規制するストッパとを備えており、
　前記フックは、内周面が略Ｖ字形を呈しており、
　前記回動アームは、前記筒部に挿入され、且つ、抜け止めされた基部と、該基部から屈
曲して延出し前記基部の回動に伴い前記フック中心軸に離隔接近するアーム部とを備え、
前記基部が前記筒部より長く、且つ、前記基部が前記筒部に遊嵌されていることにより上
下動するものであり、
　前記ストッパは、前記回動アームが下方に移動した状態で前記フック中心軸から離れる
方向に回動しようとする前記アーム部と干渉する位置に突設されていると共に、上方に向
かうほど前記フック中心軸から離れるように傾斜しているテーパ部を備えている
ことを特徴とする足場用の幅木。
【請求項２】
　前記フックは、前記幅木本体の表裏面のうちの一方が面している方向に開口しており、
　前記第一支柱係止部が、前記幅木本体に固定されている一方で、
　前記第二支柱係止部は、前記幅木本体の端部近傍に貫設された長孔に沿って前記幅木本
体の長手方向にスライドする
ことを特徴とする請求項１に記載の足場用の幅木。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、足場において踏み板の辺縁に沿って立設させる幅木に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　住宅やビル等の建物、橋梁やトンネル等の土木構造物の建築現場において仮設される足
場は、一般的に、設置面から立設させた支柱と、隣接する支柱間に架け渡され、或いは、
１本の支柱に片持ち状に支持されている横架材と、同じ高さにある平行な二本の横架材間
に架け渡された踏み板とから、主に構成されている。
【０００３】
　更に、足場では、作業用の工具や建築用の部材が踏み板から落下することを防止する共
に、踏み板から作業者の足が外れるおそれなく安心感を持って作業することができるよう
に、踏み板の辺縁に沿って幅木を立設させることがある。一般的な幅木は、平板状の幅木
本体と、幅木本体の両端にそれぞれ取り付けられたフックを備えている。それぞれのフッ
クを支柱に係止させることにより、踏み板に対して幅木本体が直角をなす姿勢を維持する
ことができる。
【０００４】
　従来の幅木は、フックの形状が円弧状であり、円弧の径は支柱の径に合わせて設定され
ていた。ところが、足場によって、径の異なる支柱が使用されることがある。そのため、
径の異なる支柱の種類に応じて、幅木も複数種類が必要であるという問題があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、本発明は、上記の実情に鑑み、支柱に係止させるフックを備える幅木であって
、径の異なる複数種類の支柱に取り付けることができる幅木の提供を、課題とするもので
ある。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するため、本発明にかかる足場用の幅木（以下、単に「幅木」と称す
ることがある）は、
「平板状の幅木本体と、該幅木本体の長手方向における一方の端部に設けられた第一支柱
係止部及び他方の端部に設けられた第二支柱係止部とを具備し、隣接する支柱間で前記幅
木本体を立設させる幅木であって、
　前記第一支柱係止部及び第二支柱係止部はそれぞれ、支柱に引掛けるフックと、該フッ
クの中心を通り上下に延びるフック中心軸と平行な軸心を有する筒部と、該筒部の軸心周
りに回動する回動アームと、該回動アームの回動を規制するストッパとを備えており、
　前記フックは、内周面が略Ｖ字形を呈しており、
　前記回動アームは、前記筒部に挿入され、且つ、抜け止めされた基部と、該基部から屈
曲して延出し前記基部の回動に伴い前記フック中心軸に離隔接近するアーム部とを備え、
前記基部が前記筒部より長く、且つ、前記基部が前記筒部に遊嵌されていることにより上
下動するものであり、
　前記ストッパは、前記回動アームが下方に移動した状態で前記フック中心軸から離れる
方向に回動しようとする前記アーム部と干渉する位置に突設されていると共に、上方に向
かうほど前記フック中心軸から離れるように傾斜しているテーパ部を備えている」もので
ある。
【０００７】
　ここで言う「上下」とは、幅木が使用される状態、すなわち、隣接する支柱間に幅木本
体が立設された状態における上下である。
【０００８】
　本構成の幅木を隣接する支柱に取り付ける場合、第一支柱係止部及び第二支柱係止部そ
れぞれにおけるフックの開口に、支柱を相対的に挿入する。フックの内周面は略Ｖ字形を
呈しているため、支柱の径が異なっても、支柱の外周面はＶ字形の内周面のどこかに当接
し、フック内に支柱を保持することができる。
【０００９】
　その状態で、回動アームを基部の軸心周りに回動させ、アーム部を支柱に当接させるこ
とにより、フックに支柱を保持させた状態を維持することができる。具体的には、基部は
筒部に遊嵌されているため、回動アームは自重で下方に移動するが、回動アームが下方に
移動した状態では、アーム部のフック中心軸から離れる方向への回動はストッパによって
規制される。そして、ストッパには、上方に向かうほどフック中心軸から離れるように傾
斜しているテーパ部が形成されているため、支柱の径に応じて、アーム部はテーパ部にお
ける高さ方向のどこかに当接するまで下降することができ、最大限に下降した状態で、支
柱とストッパとの間に挟持される。そのため、支柱とストッパとの間に挟持されたアーム
部によって、支柱がフックに向かって押圧された状態となり、フックに支柱が保持された
状態が維持される。つまり、支柱の径が異なっても、アーム部によって支柱をフックに押
圧することができ、フックが支柱を保持する状態を維持することができる。
【００１０】
　本発明にかかる足場用の幅木は、上記構成に加え、
「前記フックは、前記幅木本体の表裏面のうちの一方が面している方向に開口しており、
　前記第一支柱係止部が、前記幅木本体に固定されている一方で、
　前記第二支柱係止部は、前記幅木本体の端部近傍に貫設された長孔に沿って前記幅木本
体の長手方向にスライドする」ものとすることができる。
【００１１】
　従来の幅木は、長手方向の長さが定まっているものであった。ところが、足場における
支柱間距離は一定ではないため、従来は、一般的な足場に採用される支柱間距離に対応さ
せて、複数種類の幅木を用意しておく必要があった。これに対し、本構成では、第二支柱
係止部が幅木本体の長手方向にスライドするため、単一の幅木を支柱間距離の異なる足場



(4) JP 2020-20164 A 2020.2.6

10

20

30

40

50

で使用することができる。
【００１２】
　具体的には、長孔に沿って第二支柱係止部をスライドさせることにより、第二支柱係止
部を幅木本体の長手方向にスライドさせることができる。そのため、第一支柱係止部のフ
ック中心軸と第二支柱係止部のフック中心軸との間の距離を、長孔の長さ分だけ変化させ
ることができる。また、本構成では、フックの開口方向が幅木本体の表裏面のうちの一方
が面している方向であるため、第一支柱係止部のフック中心軸と第二支柱係止部のフック
中心軸との間の距離を、隣接する支柱間の距離に合わせた状態で、第一支柱係止部のフッ
ク及び第二支柱係止部のフックの双方の内部に支柱を相対的に挿入し、保持させることが
できる。
【発明の効果】
【００１３】
　以上のように、本発明によれば、支柱に係止させるフックを備える幅木であって、径の
異なる複数種類の支柱に取り付けることができる幅木を、提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１（ａ）は、本発明の一実施形態である幅木を背面側から見た斜視図（第二支
柱係止部の拡大図を含む）であり、図１（ｂ）は同じ幅木を背面側から見た斜視図（第一
支柱係止部の拡大図を含む）である。
【図２】図２は図１（ａ），（ｂ）と同じ幅木の斜視図である。
【図３】図３は図１（ａ），（ｂ）と同じ幅木の平面図である。
【図４】図４（ａ）はフックに大径の支柱を保持させたときのフック近傍の平面図であり
、図４（ｂ）フックに小径の支柱を保持させたときのフック近傍の平面図であり、図４（
ｃ）は図４（ａ）の状態の背面図であり、図４（ｄ）は図４（ｂ）の状態の背面図である
。
【図５】図５（ａ）は第一支柱係止部のフック中心軸と第二支柱係止部のフック中心軸と
の間の距離を最長としたときの背面図であり、図５（ｂ）は第一支柱係止部のフック中心
軸と第二支柱係止部のフック中心軸との間の距離を最短としたときの背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の一実施形態である足場用の幅木１について、図１乃至図５を用いて説明
する。ここで、「上下」は、前述した通り、幅木１が隣接する支柱間に立設された使用状
態における上下である。また、使用状態において、踏み板側からの視野を「正面」と称す
ると共に、正面視または背面視における左右方向の外側及び内側を、それぞれ「外側」及
び「内側」と称して説明する。
【００１６】
　幅木１は、幅木本体１０と、第一支柱係止部１１と、第二支柱係止部１２とを、主な構
成とする。幅木本体１０は、細長い長方形の平板状であり、長手方向における一方の端部
に第一支柱係止部１１が設けられていると共に、他方の端部に第二支柱係止部１２が設け
られている。なお、本実施形態の幅木１は、幅木本体１０の下辺から正面側に直角に延出
した下面部１７を備えている。下面部１７は、踏み板と幅木本体１０との隙間を埋めるた
めのものである。
【００１７】
　第一支柱係止部１１と第二支柱係止部１２は、それぞれ共通して、フック２１と、筒部
２２と、回動アーム２３と、ストッパ２５とを、備えている。フック２１、筒部２２、及
びストッパ２５は何れも、上下に細長い平板状の支持部２０に固定されている。
【００１８】
　フック２１は、支持部２０より外側に位置し、且つ、背面側に開口するように、支持部
２０の上端近傍に固定されている。フック２１の高さは、幅木本体１０の上辺より僅かに
高く、フック２１における正面側の端部位置は、幅木本体１０の正面からはみ出さない位
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置である。フック２１は、内周面に略Ｖ字形を呈したＶ字周面部２１ｖを有しており、Ｖ
字周面部２１ｖから開端までは一定の幅で開口している。
【００１９】
　筒部２２は、支持部２０において高さ方向の略中央に固定されている。従って、フック
２１の中心を通り上下に延びるフック中心軸は、筒部２２の軸心より外側に位置する。回
動アーム２３は、筒部２２に挿入される円柱状の基部２３ｃと、基部２３ｃから屈曲して
延出しているアーム部を備えている。本実施形態では、回動アーム２３一つ当たり二本の
アーム部２３ａ，２３ｂを備えており、アーム部２３ａ，２３ｂと基部２３ｃとで略コ字
形をなしている。アーム部２３ａ，２３ｂそれぞれの端部は、外側に向かって湾曲してい
る。
【００２０】
　回動アーム２３の基部２３ｃは筒部２２より長い。また、筒部２２に挿入された基部２
３ｃは、筒部２２の内周面との間に隙間がある遊嵌状態である。従って、回動アーム２３
は、筒部２２及び筒部２２が固定されている支持部２０に対して上下動する。
【００２１】
　ストッパ２５は、筒部２２より上方かつ内側で、支持部２０に固定されている。より具
体的には、ストッパ２５は、支持部２０から背面側に突出し、更に上方に向かって屈曲し
て延出している。そして、ストッパ２５の上端部における外側の側面には、上方に向かう
ほど内側に傾斜したテーパ部２５ｔが形成されている。換言すれば、テーパ部２５ｔは、
上方に向かうほどフック中心軸から離れるように傾斜している。
【００２２】
　本実施形態では、回動アーム２３が二本のアーム部２３ａ，２３ｂを備えていることに
対応させて、第二ストッパ２６を備えている。第二ストッパ２６は、筒部２２より下方か
つ内側で、支持部２０に固定されている。第二ストッパ２６もストッパ２５と同様に、支
持部２０から背面側に突出し、更に上方に向かって屈曲して延出しているが、ストッパ２
５とは異なりテーパ部２５ｔは有していない。第二ストッパ２６の上端部における外側の
側面の位置は、ストッパ２５の上端における外側の側面の位置、すなわち、ストッパ２５
の外側の側面における最も内側の位置、の直下に設定されている。
【００２３】
　第一支柱係止部１１と第二支柱係止部１２が相違する点は、第一支柱係止部１１が幅木
本体１０に対して固定されているのに対し、第二支柱係止部１２は幅木本体１０に対して
可動である点である。第一支柱係止部１１の支持部２０は、幅木本体１０の一方の端部に
固着されている。
【００２４】
　一方、幅木本体１０において第二支柱係止部１２が設けられている側の端部近傍には、
幅木本体１０の長手方向に延びる長孔１５が貫設されている。本実施形態では、二つの長
孔１５が上下に離隔して設けられている。第二支柱係止部１２の支持部２０には、長孔１
５に合わせた位置関係で、二つの孔部２７が貫設されている。本実施形態では、二つの孔
部２７の位置が、回動アーム２３が上下方向に移動可能な範囲より、それぞれ上方の位置
及び下方の位置となるように、孔部２７及び長孔１５の位置が設定されている。
【００２５】
　このような構成により、孔部２７及び長孔１５に通したボルト軸部（図示を省略）を長
孔１５に沿って移動させることにより、幅木本体１０に対して第二支柱係止部１２をスラ
イドさせることができる。換言すれば、第一支柱係止部１１のフック中心軸Ｃ１と第二支
柱係止部１２のフック中心軸Ｃ２との間の距離を、長孔１５の長さ分だけ変化させること
ができる。また、孔部２７及び長孔１５に通したボルト軸部にナットを留め付けることに
より、第二支柱係止部１２が幅木本体１０に固定された状態とすることができる。なお、
第二支柱係止部１２の支持部２０に孔部２７を設ける代わりに、ボルト軸部を直接支持部
２０に突設しても良い。
【００２６】
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　次に、本実施形態の幅木１の足場での使用方法について説明する。支柱Ｐは円筒または
円柱であり、足場において設置面から鉛直方向に多数が立設される。隣接する支柱Ｐ間に
は、手摺りや梁部材などの横架材が架け渡される。また、同じ高さにある平行な二本の横
架材間に、踏み板が架け渡される。踏み板が架け渡される横架材は、隣接する支柱Ｐ間に
架け渡された横架材、或いは、支柱Ｐに片持ち状に支持された横架材である。
【００２７】
　幅木１は、幅木本体１０が踏み板に対して直角をなすように、隣接する支柱Ｐ間に取り
付けられる。その際、幅木１の向きは、下面部１７が踏み板と連続する向きとする。幅木
１の支柱Ｐへの取り付けに先立ち、まず、第二支柱係止部１２を幅木本体１０に対してス
ライドさせ、第一支柱係止部１１のフック中心軸Ｃ１と第二支柱係止部のフック中心軸Ｃ
２との間の距離を、支柱Ｐ間の距離に合わせて調整する。一般的な足場では、隣接する支
柱間の距離は１８００ｍｍ、または１８２９ｍｍに設定されていることが多い。本実施形
態の幅木１では、上記の一般的な支柱間間隔に対応させるために、幅木本体１０の長さを
支柱間距離１８００ｍｍに合わせた設定とすると共に、長孔１５の長さを２９ｍｍより長
く設定している。
【００２８】
　孔部２７及び長孔１５に通したボルト軸部が、長孔１５の内周面における最も外側の部
分に当接するまで第二支柱係止部１２をスライドさせることにより、図５（ａ）に示すよ
うに、第一支柱係止部１１のフック中心軸Ｃ１と第二支柱係止部１２のフック中心軸Ｃ２
との間の距離を最長とすることができる。また、孔部２７及び長孔１５に通したボルト軸
部が長孔１５の内周面における最も内側の部分に当接するまで支持部２０をスライドさせ
ることにより、図５（ｂ）に示すように、第一支柱係止部１１のフック中心軸Ｃ１と第二
支柱係止部１２のフック中心軸Ｃ２との間の距離を最短とすることができる。
【００２９】
　その後、第一支柱係止部１１及び第二支柱係止部１２それぞれにおけるフック２１の開
口を支柱Ｐに向けた状態で、幅木１を支柱Ｐに近づけて行き、フック２１の開口に支柱Ｐ
を相対的に挿入する。フック２１の内周面はＶ字周面部２１ｖを有しているため、図４（
ａ）及び図４（ｂ）に対比して示すように、支柱Ｐの径が異なっても、支柱Ｐの外周面は
Ｖ字周面部２１ｖのどこかに当接する。ここで、図４（ｂ）は、図４（ａ）に比べて支柱
Ｐの径が小さい場合を誇張して図示している。
【００３０】
　支柱Ｐの外周面がフック２１の内周面に当接した状態で、回動アーム２３を基部２３ｃ
の軸心周りに回動させ、アーム部２３ａ，２３ｂを支柱Ｐに当接させる。アーム部２３ａ
，２３ｂそれぞれの端部は外側に向かって湾曲しているため、支柱Ｐを囲い込むように支
柱Ｐに当接する。
【００３１】
　基部２３ｃは筒部２２に遊嵌されているため、回動アーム２３は自重で下方に移動する
。回動アーム２３が下方に移動した状態では、アーム部２３ａ，２３ｂのフック中心軸Ｃ
１，Ｃ２から離れる方向への回動は、ストッパ２５によって規制される。そして、ストッ
パ２５には、上方に向かうほどフック中心軸Ｃ１，Ｃ２から離れるように傾斜しているテ
ーパ部２５ｔが形成されている。そのため、支柱Ｐの径に応じて、上方のアーム部２３ａ
はテーパ部２５ｔにおける高さ方向のどこかに当接するまで下降することができる。例え
ば、支柱Ｐの径が大きいとき、アーム部２３ａがストッパ２５に当接する位置は、図４（
ｃ）に示すように、テーパ部２５ｔにおける上部である。一方、支柱Ｐの径が小さいとき
、アーム部２３ａがストッパ２５に当接する位置は、図４（ｄ）に示すように、図４（ｃ
）における当接位置より下方である。
【００３２】
　そして、アーム部２３ａは最大限に下降した状態で、支柱Ｐとストッパ２５との間に挟
持される。これにより、支柱Ｐとストッパ２５との間に挟持されたアーム部２３ａによっ
て、支柱Ｐがフック２１に向かって押圧された状態となる。下方のアーム部２３ｂは上方
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のアーム部２３ａと一体であるため、アーム部２３ｂによっても支柱Ｐがフック２１に向
かって押圧された状態となる。このように、支柱Ｐの径が異なっても、アーム部２３ａ、
２３ｂによって支柱Ｐをフック２１に押圧することができ、フック２１に支柱Ｐが保持さ
れた状態を維持することができる。
【００３３】
　なお、筒部２２の下方には第二ストッパ２６が突出しているため、下方のアーム部２３
ｂがフック中心軸Ｃ１，Ｃ２から離れる方向に回動することが、第二ストッパ２６によっ
て規制される。二つのアーム部２３ａ，２３ｂは一体であるため、ストッパ２５のみによ
ってもアーム部２３ａ，２３ｂの回動を規制することができるが、第二ストッパ２６を備
えることにより、アーム部２３ａ，２３ｂの回動を規制する際にストッパ２５にかかる負
荷を軽減することができる。なお、下方のアーム部２３ｂは、支柱Ｐをフック２１に向か
って押圧する作用に加えて、基部２３ｃを筒部２２から抜け止めされた状態とする作用を
兼ねている（本発明の、「筒部に挿入され、且つ、抜け止めされた基部」に相当する）。
【００３４】
　上記のように、フック２１の内周面がＶ字周面部２１ｖを有していることにより、支柱
Ｐの径が異なっても、フック２１の内周面に当接させてフック２１に保持させることがで
きる。また、フック２１に保持された支柱Ｐをフック２１に押圧するアーム部２３ａ，２
３ｂの逆方向への回動を規制するストッパ２５が、上端部にテーパ部２５ｔを有している
ことにより、支柱Ｐの径が異なっても、フック２１に支柱Ｐが保持された状態をアーム部
２３ａ，２３ｂによって維持することができる。
【００３５】
　ここで、一般的な足場で使用される支柱Ｐとしては、径（直径）が４８．６ｍｍのもの
と、径が４２．７ｍｍのものとの何れかであることが殆どである。そのため、少なくとも
これらの径の支柱Ｐを当接させることができるように、フック２１のＶ字周面部２１ｖの
角度及び長さが設定される。また、双方の径の支柱Ｐをフック２１が保持している状態を
、アーム部２３ａ，２３ｂによる押圧によって維持できるように、ストッパ２５における
テーパ部２５ｔの角度及び長さやストッパ２５の高さ位置が設定される。
【００３６】
　以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明は上記の実施形態に
限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、
種々の改良及び設計の変更が可能である。
【００３７】
　例えば、上記では、回動アーム２３が二本のアーム部２３ａ，２３ｂを備える場合を例
示したが、これに限定されず、基部２３ｃの筒部２２からの抜け止めがなされていれば、
アーム部２３ａのみであっても構わない。その場合、第二ストッパ２６は不要である。ま
た、二本のアーム部を備える場合であっても、上記と同様に二本のアーム部が一体である
場合、或いは、一体的に回動する場合は、第二ストッパ２６は必須ではない。
【符号の説明】
【００３８】
１　幅木
１０　幅木本体
１１　第一支柱係止部
１２　第二支柱係止部
１５　長孔
２１　フック
２１ｖ　Ｖ字周面部
２２　筒部
２３　回動アーム
２３ａ，２３ｂ　アーム部
２３ｃ　基部
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２５　ストッパ
２５ｔ　テーパ部
Ｐ　支柱
Ｃ１　フック中心軸（第一支柱係止部のフック中心軸）
Ｃ２　フック中心軸（第二支柱係止部のフック中心軸）

 

【図１】 【図２】

【図３】
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