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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の外側に仮設足場を組み立てる際、及び、当該仮設足場を解体する際の仮設足場用
安全装置であって、
　前記建物の一部に固定され、前記建物の外側方向に突き出す水平部材を備える支持部で
あって、前記建物の輪郭に沿って複数設けられる支持部と、
　前記複数の支持部の各水平部材に固定され、前記建物の輪郭と略平行に延びる第１吊下
げ部と、
　前記複数の支持部の各水平部材に固定され、前記建物から前記第１吊下げ部よりも離れ
た位置で、前記建物の輪郭と略平行に延びる第２吊下げ部と、
　前記第１吊下げ部から吊下げられ、作業員と連結される安全ロープ部と、
　前記第２吊下げ部から吊下げられる防護ネット部と、を有し、
　前記第２吊下げ部は、前記建物の輪郭と略平行に延びるレールと、当該レールに沿って
移動する単車と、当該単車に連結される吊下げ用フックと、を備え、
　前記防護ネット部は、
　上端が前記第２吊下げ部に連結し下方に延びる固定ロープと、
　側面が前記固定ロープに上下移動可能に取り付けられるネットと、
　下端が前記ネットの上端に取り付けられ、上方に巻き上げられることにより前記ネット
を上方に移動させる移動ロープと、
　下部機構と、を備え、
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　前記下部機構は、前記建物の輪郭と略平行に延びる下部レールと、前記ネットの下端に
固定される連結具と繋がり前記下部レールに嵌合した単車と、を備える
　ことを特徴とする仮設足場用安全装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記安全ロープ部は、前記第１吊下げ部に沿って移動可能である
　ことを特徴とする仮設足場用安全装置。
【請求項３】
　請求項１あるいは２において、
　前記防護ネット部は、前記第２吊下げ部に沿って移動可能である
　ことを特徴とする仮設足場用安全装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項において、
　前記第１吊下げ部は、前記建物の輪郭と略平行に延びるレールと、当該レールに沿って
移動する単車と、当該単車に連結される吊下げ用フックと、を備える
　ことを特徴とする仮設足場用安全装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記第１吊下げ部及び前記第２吊下げ部が備える前記レールは、前記建物の角部では、
円弧状に敷設される
　ことを特徴とする仮設足場用安全装置。
【請求項６】
　請求項４あるいは５において、
　前記第１吊下げ部と前記第２吊下げ部は、更に、前記支持部の水平部材に取り付けられ
るレールケースを備え、
　前記第１吊下げ部及び前記第２吊下げ部が備える前記レールは、それぞれ、前記レール
ケース内に挿入されて、前記レールケースの外側から前記レールの内側まで貫通するボル
トにより、前記レールケースに固定され、
　前記ボルトがねじ込まれるナットが、予め前記レールの内側に取り付けられている
　ことを特徴とする仮設足場用安全装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項において、更に、
　前記支持部の水平部材の上に取り付けられる作業足場を有する
　ことを特徴とする仮設足場用安全装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、仮設足場用安全装置に関し、特に、作業者及び歩行者双方の安全を確保でき
、組立及び解体が容易であり、かつ、仮設足場の組立及び解体作業に支障をきたさない仮
設足場用安全装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、マンションなどの建物の外壁、ベランダ等を補修、修繕する場合には、建物の外
側に沿って工事用の仮設足場を構築することが行われているが、その仮設足場を組み立て
る際及び解体する際には、作業員並びに周辺歩行者の安全確保を行う必要があった。
【０００３】
　その安全対策の一つとして、作業員の墜落防止に関しては、一般に、仮設足場の水平方
向に親綱を敷設し、各作業員が自分の命綱をその親綱に連結させる方法が取られていた。
【０００４】
　また、周辺歩行者の安全対策としては、工具などの物の落下を防止するためのネット等
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を仮設足場の外側に敷設する方法などが取られていた。
【０００５】
　上記作業員の墜落防止に関しては、下記特許文献１において、レールに沿って命綱を水
平方向に移動可能にする命綱掛止装置が提案されている。
【０００６】
　また、上記物の落下防止に関しては、下記特許文献２が、上部から防護ネットを吊るし
、仮設足場の組み立てに合わせて、順次、防護ネットを仮設足場に結い付けて張設する方
法を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】実開昭６３－１５１１６３号公報
【特許文献２】特開平０６－１２３１７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述した従来の水平な親綱を用いる作業員の墜落防止対策では、所定の
長さ（距離）毎に命綱を掛け替える必要があり、面倒であると共に、その際に墜落する危
険もあった。
【０００９】
　また、上記特許文献１に記載の装置では、水平方向の移動で命綱の掛け替えはなくなる
ものの、足場の各段にその装置を設けなければならず、足場の組み立て作業に時間を要し
、また、段毎では命綱を掛け替える必要がある。
【００１０】
　また、上記特許文献２のネット張設方法では、ネットを開いて敷設するため風に煽られ
て作業が危険な場合もある。
【００１１】
　更に、仮設足場の組立及び解体では、できるだけ迅速に作業を行う必要があり、上記両
方の安全対策を効率的に構築する技術が望まれる。
【００１２】
　そこで、本発明の目的は、作業者及び周辺歩行者双方の安全を確保でき、組立及び解体
が容易であり、かつ、仮設足場の組立及び解体作業に支障をきたさない仮設足場用安全装
置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の目的を達成するために、本発明の一つの側面は、建物の外側に仮設足場を組み立
てる際、及び、当該仮設足場を解体する際の仮設足場用安全装置が、前記建物の一部に固
定され、前記建物の外側方向に突き出す水平部材を備える支持部であって、前記建物の輪
郭に沿って複数設けられる支持部と、前記複数の支持部の各水平部材に固定され、前記建
物の輪郭と略平行に延びる第１吊下げ部と、前記複数の支持部の各水平部材に固定され、
前記建物から前記第１吊下げ部よりも離れた位置で、前記建物の輪郭と略平行に延びる第
２吊下げ部と、前記第１吊下げ部から吊下げられ、作業員と連結される安全ロープ部と、
前記第２吊下げ部から吊下げられる防護ネット部と、を有する、ことである。
【００１４】
　当該側面により、一式の装置で、作業者の墜落防止対策と周辺歩行者への物の落下防止
対策を図ることができる。したがって、装置全体としてシンプルな構造とすることができ
、その組立作業及び解体作業を簡素化することができる。
【００１５】
　また、安全装置が、仮設足場とは独立しているので、仮設足場の組立作業前に完全に安
全装置を組み立てておくことができ、確実な安全対策が取れると共に、仮設足場の作業も
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効率的にできる。
【００１６】
　更に、上記発明において、その好ましい一つの態様は、前記安全ロープ部は、前記第１
吊下げ部に沿って移動可能である、ことを特徴とする。
【００１７】
　当該態様により、安全ロープ部が作業者の移動に伴って水平移動できるようになり、作
業者の移動が制限されず、安全ロープの掛け替えも必要なくなる。
【００１８】
　更に、上記発明において、その好ましい一つの態様は、前記防護ネット部は、前記第２
吊下げ部に沿って移動可能である、ことを特徴とする。
【００１９】
　当該態様により、防護ネットの取付け、取外しの際に一か所で作業ができるようになり
、効率的であると共に、防護ネットをたたんだ状態で作業ができるので、風に煽られるこ
ともない。
【００２０】
　更に、上記発明において、その好ましい一つの態様は、前記第１吊下げ部と前記第２吊
下げ部は、それぞれ、前記建物の輪郭と略平行に延びるレールと、当該レールに沿って移
動する単車と、当該単車に連結される吊下げ用フックと、を備える、ことを特徴とする。
【００２１】
　更に、上記発明において、その好ましい一つの態様は、前記防護ネット部は、上端が前
記第２吊下げ部に連結し下方に延びる固定ロープと、側面が前記固定ロープに上下移動可
能に取り付けられるネットと、下端が前記ネットの上端に取り付けられ、上方に巻き上げ
られることにより前記ネットを上方に移動させる移動ロープと、を備える、ことを特徴と
する。
【００２２】
　当該態様により、作業中の場所に合わせて防護ネットを移動させることができる。また
、組み立てる仮設足場の全域に亘って防護ネットを敷設する必要がない。
【００２３】
　更に、上記発明において、その好ましい一つの態様は、前記レールは、前記建物の角部
では、円弧状に敷設される、ことを特徴とする。
【００２４】
　当該態様により、建物の角部を含む領域にシームレスな安全装置を敷設することができ
る。
【００２５】
　更に、上記発明において、その好ましい一つの態様は、前記第１吊下げ部と前記第２吊
下げ部は、更に、前記支持部の水平部材に取り付けられるレールケースを備え、前記レー
ルは、前記レールケース内に挿入されて、前記レールケースの外側から前記レールの内側
まで貫通するボルトにより、前記レールケースに固定され、前記ボルトがねじ込まれるナ
ットが、予め前記レールの内側に取り付けられている、ことを特徴とする。
【００２６】
　当該態様により、高所で行われるレールの取り付け作業を実現可能にできる。
【００２７】
　更に、上記発明において、その好ましい一つの態様は、更に、前記支持部の水平部材の
上に取り付けられる作業足場を有する、ことを特徴とする。
【００２８】
　当該態様により、吊下げ部、安全ロープ部、防護ネット部などの取付け、取外しを実現
可能にする。また、それらの作業を安全に行うことができる。
【００２９】
　本発明の更なる目的及び、特徴は、以下に説明する発明の実施の形態から明らかになる
。
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【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明を適用した仮設足場用安全装置の実施の形態例に係る全体正面図である。
【図２】本発明を適用した仮設足場用安全装置の実施の形態例に係る全体側面図である。
【図３】仮設足場用安全装置１の上部の斜視図である。
【図４】仮設足場用安全装置１の上部の側面図である。
【図５】支持部１０及び第１吊下げ部２０に関する分解図及び側面図である。
【図６】防護ネット部５０が取り付けられた状態を示す正面図である。
【図７】防護ネット部５０が取り付けられた状態を示す側面図である。
【図８】仮設足場用安全装置１を建物１０２の角部に敷設した場合の上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態例を説明する。しかしながら、かかる実施の
形態例が、本発明の技術的範囲を限定するものではない。なお、図において、同一又は類
似のものには同一の参照番号又は参照記号を付して説明する。
【００３２】
　図１は、本発明を適用した仮設足場用安全装置の実施の形態例に係る全体正面図である
。図２は、本発明を適用した仮設足場用安全装置の実施の形態例に係る全体側面図である
。図１及び図２に示す仮設足場用安全装置１が本発明を適用した仮設足場用安全装置であ
り、本仮設足場用安全装置１は、屋上などにおいて建物１０２の外側（輪郭１０１）に沿
って複数取り付けられる支持部１０と、各支持部１０に取り付けら建物の輪郭１０１に沿
って水平に延びる二重の吊下げ部（第１吊下げ部２０、第２吊下げ部３０）と、各吊下げ
部にそれぞれ吊下げられる安全ロープ部４０及び防護ネット部５０と、を備える。本仮設
足場用安全装置１により、仮設足場の組立及び解体の際における作業者２００及び周辺歩
行者双方の安全を、一式の装置で確保できるようになり、かつ、安全装置１を仮設足場４
００とは独立した装置とすることができる。これにより、仮設足場４００の組立及び解体
の際の安全対策を効率的に行うことができ、仮設足場４００自体の組立作業及び解体作業
に支障をきたすこともない。
【００３３】
　図１及び図２においては、仮設足場用安全装置１の各部についてその概要を示している
が、支持部１０は、仮設足場４００を組み立てる際に、建物１０２の屋上の壁（建物壁１
００、パラペット）などに取り付けられ、二重の吊下げ部（第１吊下げ部２０、第２吊下
げ部３０）を介して、安全ロープ部４０及び防護ネット部５０を支持する。
【００３４】
　各支持部１０は、通常、図１に示されるように、所定のピッチＰ（例えば、１，８２０
ｍｍ）で、建物の輪郭１０１に沿って（図１のＸ方向に）取り付けられる。また、取り付
けられた際には、後述する支持部１０の水平部材１２は、図２に示されるように、建物の
外側に向かってほぼ水平に（図２のＹ方向に）突き出される（張り出される）。なお、水
平部材１２は、建物の輪郭線に対して概ね法線方向に突き出される。
【００３５】
　二重の吊下げ部（第１吊下げ部２０、第２吊下げ部３０）は、図２に示されるように、
建物の輪郭１０１を基準にして、内側に（図２のＹ方向において建物の輪郭１０１に近い
側に）敷設されるのが第１吊下げ部２０であり、外側に（図２のＹ方向において建物の輪
郭１０１から遠い側に）敷設されるのが第２吊下げ部３０である。吊下げ部の具体的な構
成は後述するが、図２に示されるように、第１吊下げ部２０には、安全ロープ部４０が吊
り下げられ、第２吊下げ部３０には、防護ネット部５０が吊り下げられる。
【００３６】
　安全ロープ部４０は、仮設足場４００の組立作業及び解体作業を行う作業員２００のた
めの、いわゆる命綱の機能を担う部分である。具体的な構成は後述するが、安全ロープ部
４０は、概ね鉛直方向に（図１及び図２におけるＺ方向に）延びるロープ（ワイヤーロー
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プ４１、親綱４３）によって作業員２００の命綱を構成し、当該ロープは、水平方向（図
１及び図２のＸ方向）への作業員２００の移動に伴って同方向にスライド可能である。
【００３７】
　防護ネット部５０は、仮設足場４００の組立作業中及び解体作業中において物が周辺歩
行者へ落下するのを防止するための装置であり、仮設足場４００の外側（図２におけるＹ
方向左側）をネット５１で囲うように構成される。なお、ネット５１は、水平方向（図１
及び図２のＸ方向）に移動させることが可能であり、当該動作により、カーテンのように
、ネット５１を広げたり縮めたりすることができる。さらに、防護ネット部５０では、ネ
ット５１を上下方向（図１及び図２のＺ方向）に移動させる機構を備える（図１及び図２
では図示せず）。
【００３８】
　このような全体構成を備える本仮設足場用安全装置１の各部について、以下、具体的な
構成を説明する。まず、支持部１０について説明する。図３は、仮設足場用安全装置１の
上部の斜視図である。図４は、仮設足場用安全装置１の上部の側面図である。図５は、支
持部１０及び第１吊下げ部２０に関する分解図及び側面図である。
【００３９】
　図３には、二つの支持部１０がパラペットなどの建物壁１００に取り付けられている状
態を示しており、各支持部１０は、水平部材１２と挟持部１３（第１挟持部１３ａ及び第
２挟持部１３ｂ）を備える。
【００４０】
　水平部材１２は、図３に示される通り、支持部１０が建物壁１００に取り付けられた状
態で、建物の輪郭１０１に対して概ね垂直方向に、建物１０２の外側へ、概ね水平に突き
出る。
【００４１】
　図３－５に示されるように、水平部材１２は、管状部材で構成され、一例として、ＳＴ
ＰＧ（圧力配管用炭素鋼鋼管）３７０　ＳＣＨ４０　４８．６ｍｍφ（外径）×３．７ｍ
ｍ（厚さ）の管部材で構成される。なお、一例として、長手方向の寸法は、１，３７５ｍ
ｍである。
【００４２】
　また、水平部材１２には、図５の（Ａ）に示されるように、他の部品を取り付けるため
の取付穴（１２１－１２４）が設けられ、取付穴１２１は後述する第１挟持部１３ａ用で
あり、取付穴１２２は第２挟持部１３ｂ用であり、取付穴１２３は第１吊下げ部２０及び
第２吊下げ部３０用であり、取付穴１２４は滑り止め部材１６用である。各取付穴（１２
１－１２４）は、一例として、１１ｍｍφ（直径）の寸法である。なお、これらの取付穴
（１２１－１２４）は、それぞれ、図５の（Ａ）に見える側とその反対側の同位置に１対
の穴として形成されている。
【００４３】
　当該水平部材１２は、仮設足場用安全装置１が組み立てられた状態で、安全ロープ部４
０及び防護ネット部５０からの荷重を受ける。
【００４４】
　次に、挟持部１３は、支持部１０を建物壁１００に取り付ける部分であり、図３、図４
に示されるように、建物壁１００を両側（建物１０２の内側と外側）から挟むクランプ機
能を備える。挟持部１３は、建物壁１００を建物の内側から押える第１挟持部１３ａと建
物壁１００を建物の外側から押える第２挟持部１３ｂとを備える。
【００４５】
　第１挟持部１３ａは、図５の（Ｂ）に示されるように、第１挟持部１３ａを水平部材１
２に取り付けるための取付管１３１ａ、その取付管１３１ａに固定された腕部材１３２ａ
、その腕部材１３２ａに固定された圧着部台座１３３ａと、その圧着部台座１３３ａに固
定された二つの圧着部１３４ａ及び１３５ａを備える。
【００４６】
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　取付管１３１ａは、一例として、ＳＴＫＭ（機械構造用炭素鋼鋼管）１３Ａ　６０．５
ｍｍφ（外径）×５ｍｍ（厚さ）の管部材で構成され、長手方向の寸法は、１２０ｍｍで
ある。また、取付管１３１ａには、水平部材１２に取り付けるための二つの取付穴１３１
１ａ（一例として、寸法が１１．５ｍｍφ（直径））が設けられる。なお、これらの取付
穴１３１１ａは、それぞれ、図５の（Ｂ）に見える側とその反対側の同位置に１対の穴と
して形成されている。
【００４７】
　取付時には、取付管１３１ａと水平部材１２を嵌合し（取付管１３１ａに水平部材１２
を挿入し）、図４に示す位置で、取付穴１２１と取付穴１３１１ａの位置を合わせ、それ
らの穴を貫通するようにボルトを通し、取付管１３１ａの両外側からボルトとナットによ
り締め付けて固定する。このようにして、二つの取付穴１２１の両方について固定する。
【００４８】
　腕部材１３２ａ及び圧着部台座１３３ａは、それぞれ、Ｈ鋼及び平板の鋼材で構成され
る。
【００４９】
　圧着部１３４ａ及び１３５ａは、それぞれ、８４ｍｍφ及び７５ｍｍφの外径を有する
円形面で建物壁１００に圧着する。圧着部１３４ａ及び１３５ａは、一例として、硬質ゴ
ムで構成される。
【００５０】
　次に、第２挟持部１３ｂは、図５の（Ｃ）に示されるように、第２挟持部１３ｂを水平
部材１２に取り付けるための取付管１３１ｂ、その取付管１３１ｂに固定された腕部材１
３２ｂ、その腕部材１３２ｂに固定された圧着部台座１３３ｂと、その圧着部台座１３３
ｂに固定された圧着部１３４ｂを備える。
【００５１】
　取付管１３１ｂは、一例として、ＳＴＫＭ（機械構造用炭素鋼鋼管）１３Ａ　６０．５
ｍｍφ（外径）×５ｍｍ（厚さ）の管部材で構成され、長手方向の寸法は、１５０ｍｍで
ある。また、取付管１３１ｂには、水平部材１２に取り付けるための二つの取付穴１３１
１ｂ（一例として、寸法が１１．５ｍｍφ（直径））が設けられる。なお、これらの取付
穴１３１１ｂは、それぞれ、図５の（Ｃ）に見える側とその反対側の同位置に１対の穴と
して形成されている。
【００５２】
　取付時には、取付管１３１ｂと水平部材１２を嵌合し（取付管１３１ｂに水平部材１２
を挿入し）、図４に示す位置で、取付穴１２２と取付穴１３１１ｂの位置を合わせ、それ
らの穴を貫通するようにボルトを通し、取付管１３１ｂの両外側からボルトとナットによ
り締め付けて固定する。なお、このような固定は、第２挟持部１３ｂの場合、二つある取
付穴１３１１ｂのうちのいずれか一方で行う。また、この際に、水平部材１２の３つの取
付穴１２２のいずれか一つを選択して固定する。これら取付穴１３１１ｂと取付穴１２２
の選択の仕方により、第２挟持部１３ｂの、水平部材１２の長手方向の取付位置を６通り
に変更することができる。
【００５３】
　腕部材１３２ｂは、Ｈ鋼で構成される。
【００５４】
　圧着台座１３３ｂは、腕部材１３２ｂに固定される管部材１３３１、その管部材１３３
１に挿入された台形ナット１３３２、その台形ナット１３３２に挿入される台形ネジ１３
３３、その台形ネジ１３３３の圧着部１３４ｂ側に固定された台形ナット１３３４を備え
る。台形ナット１３３４には、調整穴１３３５が設けられ、その調整穴１３３５に棒状部
材を挿入し、台形ネジ１３３３を回転させることにより、圧着部１３４ｂを腕部材１３２
ｂに対して移動させることができる。この水平部材１２の長手方向への移動により、挟持
部１３で建物壁１００をしっかりと挟持することができる。また、上述した取付時に使用
する取付穴１３１１ｂと取付穴１２２の選択と共に、当該圧着部１３４ｂの移動により、
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各種の建物壁１００の厚さに対応可能である。
【００５５】
　圧着部１３４ｂは、５８ｍｍの外径を有する円形面で建物壁１００に圧着する。圧着部
１３４ｂは、一例として、硬質ゴムとその受けプレートで構成される。
【００５６】
　なお、支持部１０は、滑り止め部材１６を備え（図５の（Ｆ）を参照）、滑り止め部材
１６は、水平部材１２の先端（挟持部１３と反対側の端部）に取り付けられ、吊下げ部２
０、３０等が水平部材１２から抜け出す（滑り出る）のを防止する部分である。滑り止め
部材１６は、一例として、ＳＴＫＭ（機械構造用炭素鋼鋼管）１３Ａ　６０．５ｍｍφ（
外径）×５ｍｍ（厚さ）の管部材で構成され、長手方向の寸法は、２５ｍｍである。また
、滑り止め部材１６には、水平部材１２に取り付けるための取付穴１６１（一例として、
寸法が１１．５ｍｍφ（直径））が設けられる。なお、これらの取付穴１６１は、図５の
（Ｆ）に見える側とその反対側の同位置に１対の穴として形成されている。
【００５７】
　取付時には、滑り止め部材１６と水平部材１２を嵌合し（滑り止め部材１６に水平部材
１２を挿入し）、図４に示す位置で、取付穴１２４と取付穴１６１の位置を合わせ、それ
らの穴を貫通するようにボルトを通し、滑り止め部材１６の両外側からボルトとナットに
より締め付けて固定する。
【００５８】
　次に、第１吊下げ部２０は、安全ロープ部４０を吊下げる部分であり、支持部１０の水
平部材１２への取付け部、レールケース２５、レール部２６、単車２７、及び、フック２
８（吊下げ用フック）を備える。
【００５９】
　図３に示されるように、第１吊下げ部２０のレール部２６は、建物の輪郭１０１に概ね
平行に、かつ、概ね水平に敷設される。また、図４に示されるように、レール部２６には
単車２７が嵌合され、当該単車２７は、レール部２６に沿って移動可能に設けられる。ま
た、単車２７には下方に（図４のＺ方向下方に）向けてフック２８が取り付けられる。当
該フック２８には、安全ロープ部４０が連結される。
【００６０】
　第１吊下げ部２０のこのような構成により、安全ロープ部４０はレール部２６に沿って
移動可能となる。なお、第１吊下げ部２０の単車２７及びフック２８を複数設ける構成と
しても良い。この場合には、複数の安全ロープ部４０を設けることができ、複数の作業員
２００に対する安全対策を取ることができる。
【００６１】
　水平部材１２への取付け部は、図５の（Ｄ）に示されるように、取付管２１、その取付
管２１に固定される取付部材２２、その取付部材２２に固定される結合部材２３を備える
。
【００６２】
　取付管２１は、一例として、ＳＴＫＭ（機械構造用炭素鋼鋼管）１３Ａ　６０．５ｍｍ
φ（外径）×５ｍｍ（厚さ）の管部材で構成され、長手方向の寸法は、１２０ｍｍである
。また、取付管２１には、水平部材１２に取り付けるための二つの取付穴２１１（一例と
して、寸法が１１．５ｍｍφ（直径））が設けられる。なお、これらの取付穴２１１は、
それぞれ、図５の（Ｄ）に見える側とその反対側の同位置に１対の穴として形成されてい
る。
【００６３】
　取付時には、取付管２１と水平部材１２を嵌合し（取付管２１に水平部材１２を挿入し
）、図４に示す位置で、取付穴１２３と取付穴２１１の位置を合わせ、それらの穴を貫通
するようにボルトを通し、取付管２１の両外側からボルトとナットにより締め付けて固定
する。なお、このような固定は、二つある取付穴２１１のうちのいずれか一方で行う。ま
た、この際に、水平部材１２の２つの取付穴１２３のいずれか一つを選択して固定する。
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これら取付穴２１１と取付穴１２３の選択の仕方により、第１吊下げ部２０の、水平部材
１２の長手方向の取付位置を変更することができる。
【００６４】
　取付部材２２及び結合部材２３は、それぞれ、管部材及び板部材で構成される。
【００６５】
　レールケース２５は、図５の（Ｅ）に示されるように、結合部材２４によって、結合部
材２３と結合される。結合部材２４は、ボルト及びナットで結合部材２３と固定される。
なお、結合部材２４は、板部材で構成される。
【００６６】
　レールケース２５は、レール部２６を挿入するケースであり、結合部材２４に固定され
る。レールケース２５は、図５の（Ｅ）に示されるように、底部が開放された矩形の中空
断面を有する角筒であり、その長さは、一例として、２５０ｍｍである。また、レールケ
ース２５は、図３及び図５の（Ｅ）に示されるように、レール部２６を固定するための複
数の（一例として、４つの）取付穴２５１を備える。なお、レールケース２５は、板状の
鋼材で構成される。
【００６７】
　図５の（Ｆ）には、第１吊下げ部２０のレール部２６周辺の側面図が示される。具体的
には、図５の（Ｅ）の矢印Ａの方向から見た側面図である。レール部２６は、長手方向（
図４のＸ方向）の寸法が、支持部１０の取付けピッチＰと同寸（一例として、１，８２０
ｍｍ）の複数のレール部材から構成されており、各レール部材は、図４のＸ方向の支持部
１０の位置（図５の（Ｆ）のＢで指し示す位置）で継ぎ合わされている。
【００６８】
　各レール部材の長手方向の両端部には、それぞれ、所定数（一例として２個）の取付穴
２６１が設けられる。なお、これらの取付穴２６１は、レール部材をレールケース２５の
取り付け位置に挿入した際に、レールケース２５の取付穴２５１と重なるように設けられ
ている。
【００６９】
　また、図５の（Ｆ）に示されるように、各取付穴２６１には、固定ナット２６２が溶接
などにより予め取り付けられている（固定されている）。各レール部材をレールケース２
５に固定する際には、取付穴２５１の上方からボルトを挿入し、そのボルトを取付穴２５
１及び取付穴２６１に通して、固定ナット２６１にねじ込む（締め付ける）。この取り付
け作業は、建物１０２の屋上付近における高所で行われるので、予め固定ナット２６１を
レール部材に取り付けておくことで、作業を効率的かつ安全に行うことができる。
【００７０】
　また、図５の（Ｆ）には、単車２７及びフック２８が示されており、単車２７が矢印Ｃ
の方向に回転することにより、フック２８及びそれに吊下げられる安全ロープ部４０が矢
印Ｄの方向に移動する。
【００７１】
　第２吊下げ部３０は、防護ネット部５０を吊下げる部分であり、支持部１０の水平部材
１２への取付け部、レールケース３５、レール部３６、単車３７、及び、フック３８（吊
下げ用フック）を備える。
【００７２】
　図３に示されるように、第２吊下げ部３０のレール部３６は、建物の輪郭１０１に概ね
平行に、かつ、概ね水平に敷設される。また、第２吊下げ部３０は、第１吊下げ部２０の
外側（建物１０２から離れる側）の位置に敷設される。また、図４に示されるように、レ
ール部３６には単車３７が嵌合され、当該単車３７は、レール部３６に沿って移動可能に
設けられる。また、単車３７には下方に（図４のＺ方向下方に）向けてフック３８が取り
付けられる。当該フック３８には、防護ネット部５０が連結される。
【００７３】
　第２吊下げ部３０のこのような構成により、防護ネット部５０はレール部３６に沿って
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移動可能となる。なお、第２吊下げ部３０の単車３７及びフック３８は、後述するネット
５１の枚数に応じて複数設けられる。
【００７４】
　第２吊下げ部３０の、水平部材１２への取付け部、レールケース３５、レール部３６、
単車３７、及び、フック３８の各構成は、図５の（Ｄ）－（Ｆ）に基づいて説明した、第
１吊下げ部２０の、水平部材１２への取付け部、レールケース２５、レール部２６、単車
２７、及び、フック２８の各構成と同様である。
【００７５】
　次に、安全ロープ部４０は、作業員２００の墜落防止装置であり、仮設足場４００の組
立作業又は解体作業を行う作業員２００のハーネス３００に取り付けられる。
【００７６】
　安全ロープ部４０は、図１及び図２に示されるように、第１吊下げ部２０のフック２８
に取り付けられるワイヤーロープ４１、ワイヤーロープ４１の下につながれる親綱４３、
親綱４３とハーネス３００の綱をつなぐグリップ４４、及び、ワイヤーロープ４１と親綱
４３のジョイント部であるスイベル４５を備える。
【００７７】
　この安全ロープ部４０は、前述のとおり、単車２７がレール部２６に沿って移動できる
ので、図１のＸ方向に水平移動できる。したがって、安全ロープ部４０は、作業員２００
の水平移動に追随して移動し、作業員２００の動きを邪魔しない。また、親綱４３は、通
常時には、作業員２００の位置に応じて長さが伸縮するが、作業者２００が墜落した場合
には、グリップ４４が親綱４３を挟んで親綱４３が伸びないようになる。また、スイベル
４５により、ワイヤーロープ４１と親綱４３間の回転（ねじれ）が解消され、いわゆるよ
り戻しを防止できる。
【００７８】
　安全ロープ部４０の上部は、図４に示されるように、ワイヤーロープ４１の先端に設け
られた連結具４６により、フック２８に取り付けられる。なお、図４の（Ａ）は、連結具
４６の側面図である。連結具４６には、図４に示すような楕円形連結金具を用いることが
できる。
【００７９】
　上述の通り、安全ロープ部４０は、作業を行う作業員２００の数に応じて複数備えるこ
とができる。
【００８０】
　なお、安全ロープ部４０の構成は、作業員２００の命綱としての機能を果たすものであ
れば、他の構成であっても良い。
【００８１】
　次に、防護ネット部５０は、周辺歩行者に物を落下させないための落下防止装置である
。図６は、防護ネット部５０が取り付けられた状態を示す正面図である。図７は、防護ネ
ット部５０が取り付けられた状態を示す側面図である。
【００８２】
　防護ネット部５０は、図６及び図７に示すように、ネット５１、固定ロープ５２、移動
ロープ５３、ウィンチ５４、水平ロープ５５、連結具５６、５７、５９、及び、下部機構
５８を備える。
【００８３】
　固定ロープ５２は、図４に示されるように、その先端に設けられた連結具５９により、
第２吊下げ部３０のフック３８に連結される。連結具５９には、連結具４６と同様に、楕
円形連結金具を用いることができる。また、固定ロープ５２は、その下端では、下部機構
５８に連結されている。したがって、固定ロープ５２は、敷設後は上下方向（図６及び図
７のＺ方向）には移動しない。なお、固定ロープ５２は、一例として、直径６ｍｍのワイ
ヤーロープで構成することができる。
【００８４】
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　ネット５１は、物が仮設足場４００から外へ落下するのを直接的に防止する防護ネット
であり、材質としては従前の建築工事用ネットと同様の物を用いることができる。また、
ネット５１の１枚の縦横の（図６のＸ方向及びＺ方向の）寸法は、従前の建築工事用ネッ
トの規制寸法でよく、１枚で組み立てる仮設足場４００を全て囲えるものでなくてよい。
【００８５】
　図６及び図７に示す例では、水平方向に（図６のＸ方向に）３枚のネット５１（５１ａ
、５１ｂ、５１ｃ）が敷設されている。また、各ネット５１は、垂直方向（図６のＺ方向
）には、図６及び図７に示されるように、仮設足場４００の数段分の寸法を有している。
また、各ネット５１の水平方向（図６のＸ方向）の寸法は、一例として、３，６４０ｍｍ
である。
【００８６】
　ネット５１の上下端（Ｚ方向端部）には、それぞれ、水平ロープ５５（５５ａ、５５ｂ
）が設けられる。なお、水平ロープ５５は、一例として、直径３ｍｍのワイヤーロープで
構成することができる。
【００８７】
　ネット５１は、その上端の複数箇所（図６の例では、５か所）で連結具５７により、水
平ロープ５５ａに取り付けられる。ネット５１と連結具５７は固定される。連結具５７は
、リング状の締結金具であり、そのリング内を水平ロープ５５ａが通るように（貫通する
ように）設けられる。したがって、ネット５１と連結具５７は、水平ロープ５５ａに対し
て水平方向に（図６のＸ方向に）移動可能である。
【００８８】
　また、ネット５１は、その下端において、上端の場合と同様の態様で、連結具５７によ
り、水平ロープ５５ｂに取り付けられる。
【００８９】
　また、ネット５１は、その左右端（図６のＸ方向端部）において、複数箇所（図６の例
では、５か所）で連結具５６により、固定ロープ５２に取り付けられる。ネット５１と連
結具５６は固定される。連結具５６は、リング状の締結金具であり、そのリング内を固定
ロープ５２が通るように（貫通するように）設けられる。したがって、ネット５１と連結
具５６は、固定ロープ５２に対して垂直方向に（図６のＺ方向に）移動可能である。
【００９０】
　なお、左右に隣り合うネット５１は、図６に示されるように、それらの左右端において
、同じ連結具５６により、同じ固定ロープ５２に取り付けられる（ネット５１ｂとネット
５１ａ、及び、ネット５１ａとネット５１ｃを参照）。
【００９１】
　移動ロープ５３は、ネット５１を上下方向（図６のＺ方向）に移動させるためのロープ
である。移動ロープ５３は、その下端では、ネット５１の上端の連結具５７の一つに連結
されている。具体的には、図６に示されるように、移動ロープ５３は、ネット５１の左端
もしくは右端に位置する連結具５７に連結されている。
【００９２】
　また、移動ロープ５３の上部は、図６及び図７に示されるように、ウィンチ５４により
、巻き上げと繰り出しができる構成となっている。したがって、図６に示されるように、
ネット５１ａの左右端に連結する２本の移動ロープ５３を、各ウィンチ５４によって巻き
上げることにより、ネット５１ａを図６の矢印ｚの方向へ引き上げることができる。
【００９３】
　なお、移動ロープ５３は、一例として、直径６ｍｍのワイヤーロープで構成することが
できる。
【００９４】
　また、ウィンチ５４、滑車５４－１は、ネット５１を上下方向に移動させる際に取り付
けられる。
【００９５】
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　下部機構５８は、敷設したネット５１をその下部で固定するものであり、地面、建物１
０２、又は、仮設足場４００の基部に固定されて設けられる。ネット５１の下端に設けら
れた連結具５７は、この下部機構５８に取り付けられる。下部機構５８は、鋼材などで構
成することができる。
【００９６】
　なお、ネット５１を敷設した状態で、ネット５１をたたみ、建物１０２の外壁を開放す
る必要がある場合には、ネット５１の下部機構５８との取付け部を、左右方向（図６のＸ
方向）に移動可能な構造としても良い。具体的には、例えば、下部機構５８が左右方向に
延びるレールを備え、ネット５１の左右端に位置する連結具５７を上記レールに嵌合した
単車と繋げる、といった構成とすることができる。
【００９７】
　なお、図６において、ＰＰは、ネット５１を敷設した状態での固定ロープ５２のピッチ
、すなわち、第２吊下げ部３０の単車３７及びフック３８のピッチを示しており、その長
さは、ネット５１の幅（例えば、３，６４０ｍｍ）と相応している。
【００９８】
　また、仮設足場用安全装置１は、作業足場６０を備える。作業足場６０は、吊下げ部２
０、３０、安全ロープ部４０、及び、防護ネット部５０を、組み立てる際、及び、取り外
す際に、作業を行うための作業員の足場である。図３に示すように、作業足場６０は、床
板６１と取付部６２を備える。矩形の床板６１の四隅に設けられた取付部６２は、例えば
、図３に示されるように、フック形状を有し、支持部１０の水平部材１２に掛けられる。
【００９９】
　なお、支持部１０の水平部材１２の仕様を、仮設足場４００に用いられる部品（部材）
と整合性の良いものとすることにより、当該作業足場６０として、仮設足場４００に用い
られるものと同じものを使用することができ、効率的である。
【０１００】
　また、仮設足場用安全装置１は、建物１０２の角を含む輪郭１０１（外壁）に敷設する
こともできる。図８は、仮設足場用安全装置１を建物１０２の角部に敷設した場合の上面
図である。図８のＲで指し示す部分に示されるように、建物の輪郭１０１が角になってい
る部分では、互いに概ね直交する方向に張り出す、二つの支持部１０の水平部材１２の間
で、第１吊下げ部２０のレール部２６と第２吊下げ部３０のレール部３６は、円弧状に設
けられる。
【０１０１】
　これにより、第１吊下げ部２０の単車２７及び第２吊下げ部３０の単車３７は、建物１
０２の角部を連続して移動（通過）することができ、したがって、安全ロープ部４０と連
結された作業員２００は、ロープの付け替えなどをせずに角部を通過でき、また、防護ネ
ット部５０のネット５１も角部で区切ることなく使用可能となる。
【０１０２】
　以上、説明したような構成を備える本仮設足場用安全装置１は、以下のような手順で、
組立を行う。まず、建物１０２の屋上において、仮設足場４００を組み立てる範囲に、支
持部１０を所定の間隔（例えば、１，８２０ｍｍ間隔）で取り付ける。具体的には、支持
部１０の挟持部１３で、支持部１０を建物壁１００に取り付ける（固定する）。
【０１０３】
　なお、第１吊下げ部２０のレールケース２５までの部分と、第２吊下げ部３０のレール
ケース３５までの部分は、支持部１０を建物壁１００に取り付ける前に、予め、支持部１
０に取り付けておく。
【０１０４】
　支持部１０の取付け後、作業足場６０を、図３に示されるように、支持部１０の上に取
り付ける。
【０１０５】
　その後、その作業足場から、レールケース２５及びレールケース３５に、それぞれ、レ
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ール部２６及びレール部３６を取り付ける。具体的には、上述の通り、各取付穴２５１か
らボルトを入れて、各固定ナット２６２に締め込む。
【０１０６】
　次に、必要な安全ロープ部４０（作業員）の数に合った数の単車２７及びフック２８を
レール部２６に入れる（嵌合する）。
【０１０７】
　その後、各フック２７に各安全ロープ部４０を連結具４６により取り付ける（吊下げる
）。
【０１０８】
　また、取り付ける防護ネット部５０のネット５１の数に相応した数の単車３７及びフッ
ク３８をレール部３６に入れる（嵌合する）。
【０１０９】
　その後、各フック３８に各固定ロープ５２を連結具５９により取り付ける（吊下げる）
。なお、防護ネット部５０は、ウィンチ５４と滑車５４－１を除く部分については、予め
組み立てられている。また、このフック３８に固定ロープ５２（防護ネット部５０）を取
り付ける際には、全てのフック３８を近い場所に（一か所に）移動させておく。これによ
り、作業員は、移動せずに、ネット５１をたたんだ状態で（開かない状態で）取り付ける
ことができる。
【０１１０】
　その後、各フック３８を、各ネット５１が開く位置まで、レール部３６に沿って移動さ
せる。
【０１１１】
　一方、地上においては、上述した下部機構５８を取り付けておき、開かれた各ネット５
１の下端を下部機構５８に取り付け、各ネット５１を固定する。なお、下部機構５８を、
仮設足場４００の基部に設ける場合には、仮設足場４００の基部も合わせて組み立ててお
く。
【０１１２】
　このようにして、仮設足場用安全装置１が組み立てられると、仮設足場４００の組み立
てを開始し、作業員２００は、作業前に、ハーネス３００を着用し、それに安全ロープ部
４０の親綱４３を連結させる。
【０１１３】
　その後、仮設足場４００が組み上がっていくが、それに合わせて、順次、ネット５１を
適切な位置に引き上げていく。その引き上げには、上述したウィンチ５４及び滑車５４－
１を用い、移動ロープ５３を巻き上げていく。
【０１１４】
　組み立てられた仮設足場４００を用いて建物１０２の工事が行われる期間において、夜
間など工事が行われていない時間帯に、ネット５１をたたんで建物１０２を開放する場合
には、防護ネット部５０を吊下げているフック３８を移動させる。また、防護ネット部５
０の下部においては、下部機構５８との固定位置を変更する。
【０１１５】
　なお、仮設足場用安全装置１を解体する場合には、仮設足場４００の解体後、上述した
組み立て時と逆の手順で作業を行う。
【０１１６】
　以上の説明からもわかる通り、本仮設足場用安全装置１は、少なくとも、支持部１０、
第１吊下げ部２０の取付管２１からレールケース２５までの部分、第２吊下げ部３０の取
付管３１からレールケース３５までの部分、レール部２６、レール部３６、単車２７及び
フック２８、単車３７及びフック３８、安全ロープ部４０、及び、防護ネット部５０の単
位で（区切りで）取り外し可能である。
【０１１７】
　上述した実施の形態例では、二重の吊下げ部２０、３０を用いて、安全ロープ部４０及
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び防護ネット部５０の両方を備える構成としたが、場合に応じていずれか一方のみを備え
る構成としても良い。
【０１１８】
　以上説明したように、本実施の形態例に係る仮設足場用安全装置１では、一式の装置で
、作業者２００の墜落防止対策と周辺歩行者への物の落下防止対策を図ることができる。
したがって、装置全体としてシンプルな構造とすることができ、その組立作業及び解体作
業を簡素化することができる。
【０１１９】
　また、本仮設足場用安全装置１は、仮設足場４００とは独立しているので（独立した装
置なので）、仮設足場４００の組立作業前に完全に安全装置を組み立てておくことができ
、確実な安全対策が取れると共に、仮設足場４００の作業も効率的にできる。
【０１２０】
　また、第１吊下げ部２０の構造により、安全ロープ部４０が建物の輪郭１０１に沿って
移動可能であり、命綱（親綱４３）が仮設足場４００上を移動する作業員２００の移動に
追随できる。したがって、作業員２００の活動が命綱によって制限されることがない。
【０１２１】
　また、命綱が上部から作業員２００を吊るす構造であり、かつ、上述の通り水平移動可
能であるので、作業員２００は命綱の掛け替えを行う必要がなく、安全であると共に、作
業を効率的に行うことができる。
【０１２２】
　また、防護ネット部５０は、第２吊下げ部３０の構造により、上部の取付け部（連結具
５９）を移動させることができるので、取付け及び取外しの際に、ネット５１をたたんだ
状態で一か所で作業を行うことができ、効率的であると共に、ネットが風に煽られること
がなく安全である。
【０１２３】
　また、レール部２６及びレール部３６には、レールケース２５及びレールケース３５に
固定するための固定ナットが予め取り付けられており、高所での作業を安全かつ確実に行
うことができる。当該固定ナットの位置は、レール部の内側の手が届きづらい場所にあり
、現地での取付けは非常に難しい。
【０１２４】
　また、建物１０２の角部では、レール部２６及びレール部３６を円弧上に敷設し、角部
の両側を連続した装置とすることができる。これにより、作業員２００は、命綱の掛け替
えなどをせずに角部を通過することができ、安全であると共に作業を効率的に行うことが
できる。
【０１２５】
　また、支持部１０の上に容易に作業足場６０を取り付けることができ、レール部２６、
３６、安全ロープ部４０、防護ネット部５０などの取付け作業及び取外し作業を、安全か
つ確実に行うことができる。
【０１２６】
　また、上述の通り、本仮設足場用安全装置１は、各部が取外し可能であり、搬送及び取
扱が容易である。
【０１２７】
　本発明の保護範囲は、上記の実施の形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された発
明とその均等物に及ぶものである。
【符号の説明】
【０１２８】
　１…仮設足場用安全装置、１０…支持部、１２…水平部材、１３…挟持部、１３ａ…第
１挟持部、１３ｂ…第２挟持部、１６…滑り止め部材、２０…第１吊下げ部、２１…取付
管、２２…取付部材、２３、２４…結合部材、２５…レールケース、２６…レール部、２
７…単車、２８…フック、３０…第２吊下げ部、３５…レールケース、３６…レール部、
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３７…単車、３８…フック、４０…安全ロープ部、４１…ワイヤーロープ、４３…親綱、
４４…グリップ、４５…スイベル、４６…連結具、５０…防護ネット部、５１…ネット、
５２…固定ロープ、５３…移動ロープ、５４…ウィンチ、５４－１…滑車、５５…水平ロ
ープ、５６…連結具、５７…連結具、５８…下部機構、５９…連結具、６０…作業足場、
６１…床板、６２…取付部、１００…建物壁、１０１…建物の輪郭、１０２…建物、１２
１～１２４…取付穴、１３１ａ、１３１ｂ…取付管、１３２ａ、１３２ｂ…腕部材、１３
３ａ、１３３ｂ…圧着部台座、１３４ａ、１３４ｂ、１３５ａ…圧着部、１６１…取付穴
、２００…作業員、２１１…取付穴、２５１…取付穴、２６１…取付穴、２６２…固定ナ
ット、３００…ハーネス、３５１…取付穴、４００…仮設足場、１３１１ａ、１３１１ｂ
…取付穴、１３３１…管部材、１３３２…台形ナット、１３３３…台形ネジ、１３３４…
台形ナット、１３３５…調整穴。
【要約】
【課題】作業者及び周辺歩行者双方の安全を確保でき、組立及び解体が容易であり、かつ
、仮設足場の組立及び解体作業に支障をきたさない仮設足場用安全装置を提供する。
【解決手段】建物の外側に仮設足場を組み立てる際、及び、当該仮設足場を解体する際の
仮設足場用安全装置が、前記建物の一部に固定され、前記建物の外側方向に突き出す水平
部材を備える支持部であって、前記建物の輪郭に沿って複数設けられる支持部と、前記複
数の支持部の各水平部材に固定され、前記建物の輪郭と略平行に延びる第１吊下げ部と、
前記複数の支持部の各水平部材に固定され、前記建物から前記第１吊下げ部よりも離れた
位置で、前記建物の輪郭と略平行に延びる第２吊下げ部と、前記第１吊下げ部から吊下げ
られ、作業員と連結される安全ロープ部と、前記第２吊下げ部から吊下げられる防護ネッ
ト部と、を有する。
【選択図】　図２

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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