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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隣接する水平梁材の間に該水平梁材の長手方向に沿って相互に平行に配列される複数の
足場板を連結する足場板連結具であって、
　前記足場板の両端部下側に前記足場板の横方向に延びて配置される下側金具と、
　それぞれ前記下側金具に対向して前記足場板の両端部上側に配置される上側金具と、
　前記足場板のスリットを貫通して前記下側金具と前記上側金具に設けられた貫通孔に取
り付けられるボルト、および前記ボルトにねじ結合されて前記下側金具と前記上側金具を
固定するナットと、
　それぞれの前記下側金具の両端に相互に対向して前記上側金具よりも上方に突出して設
けられ、前記上側金具の端面に当接される固定部とを有し、
　手摺に設けられた支持部材をそれぞれの前記固定部に取り付けて、前記足場板に手摺を
固定するようにしたことを特徴とする足場板連結具。
【請求項２】
　隣接する水平梁材の間に該水平梁材の長手方向に沿って相互に平行に配列される複数の
足場板を連結する足場板連結具であって、
　複数の前記足場板の両端部上側に前記足場板の横方向に延びて配置される上側金具と、
　それぞれ前記上側金具に対向して前記足場板の両端部下側に配置される下側金具と、
　前記足場板のスリットを貫通して前記下側金具と前記上側金具に設けられた貫通孔に取
り付けられるボルト、および前記ボルトにねじ結合されて前記下側金具と前記上側金具を



(2) JP 5945406 B2 2016.7.5

10

20

30

40

50

固定するナットと、
　前記上側金具の両端部に取り付けられる水平部分、および水平部分から直角に立ち上が
り相互に対向して前記上側金具よりも上方に突出する固定部を構成する垂直部分とを備え
た断面Ｌ字形のアングル材とを有し、
　手摺に設けられた支持部材をそれぞれの前記固定部に取り付けて、前記足場板に手摺を
固定するようにしたことを特徴とする足場板連結具。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の足場板連結具において、前記固定部は、前記支持部材
の対向する２つの面の一方を貫通するボルトと、対向する２つの面の他方との間に挟持さ
れることを特徴とする足場板連結具。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の足場板連結具において、前記手摺から延びる支持
部を抜き差し可能な円筒状の受け部が前記固定部に設けられていることを特徴とする足場
板連結具。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の足場板連結具において、前記下側金具は、前記足
場板にあてがわられる当接部および当該当接部の一辺に連接され当該当接部と直交する側
部とを備えていることを特徴とする足場板連結具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、仮設足場や仮設通路などを構成する複数の足場板を互いに連結する連結具に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　建築物を建築したり改修したりする際には、作業者が建築作業や改修作業を行うために
必要なスペースを確保すべく、建築物の周囲や内部に足場や通路が仮設される。例えば、
一対の垂直支柱と、これら垂直支柱の間に掛け渡された水平梁材とによって枠状に形成さ
れた建て枠を所定の間隔で配置し、隣接する建て枠の水平梁材の間に、平面視略矩形の足
場板（“布板”と呼ばれることもある。）を掛け渡して足場や通路を仮設する（特許文献
１参照）。
【０００３】
　ここで、足場板の幅よりも幅広の足場や通路が必要な場合、２つ以上の足場板を並べて
足場や通路の拡幅を図ることがある。具体的には、隣接する水平梁材の上に、これら水平
梁材の長手方向に沿って２つ以上の足場板を平行に並べ、これら２つ以上の足場板を締結
具や押さえ具などにより互いに連結する。より具体的には、平行に並べられた２つ以上の
足場板の上に締結具や押さえ具を掛け渡し、掛け渡された締結具や押さえ具の両端を水平
梁材に固定する（特許文献１、２参照）。これにより、平行に並べられている２つ以上の
足場板が互いに連結されるとともに水平梁材に固定される。
【０００４】
　また、上記のようにして作られる仮設足場や仮設通路には、作業員の安全のためおよび
資材の落下防止のため、手摺が取り付けられることがある。この場合、手摺に取り付けら
れたクランプなどの支持部材が足場板または足場板に沿って配置される桁材や巾木などに
固定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２５３８７７号公報
【特許文献２】特開２０１１－０５８２６５号公報
【特許文献３】特開２００１－２５４５１３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】
【０００６】
　上述したように、仮設足場や仮設通路に手摺を取り付けるためには、手摺に取り付けら
れている支持部材を固定するための固定部を足場板または足場板に沿って配置される桁材
や巾木などに設ける必要があった。
【０００７】
　本発明の目的は、仮設足場や仮設通路などへの手摺の着脱を容易かつ短時間で行えるよ
うにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の足場板連結具は、隣接する水平梁材の間に該水平梁材の長手方向に沿って相互
に平行に配列される複数の足場板を連結する足場板連結具であって、前記足場板の両端部
下側に前記足場板の横方向に延びて配置される下側金具と、それぞれ前記下側金具に対向
して前記足場板の両端部上側に配置される上側金具と、前記足場板のスリットを貫通して
前記下側金具と前記上側金具に設けられた貫通孔に取り付けられるボルト、および前記ボ
ルトにねじ結合されて前記下側金具と前記上側金具を固定するナットと、それぞれの前記
下側金具の両端に相互に対向して前記上側金具よりも上方に突出して設けられ、前記上側
金具の端面に当接される固定部とを有し、手摺に設けられた支持部材をそれぞれの前記固
定部に取り付けて、前記足場板に手摺を固定するようにしたことを特徴とする。
【０００９】
　本発明の足場板連結具は、隣接する水平梁材の間に該水平梁材の長手方向に沿って相互
に平行に配列される複数の足場板を連結する足場板連結具であって、複数の前記足場板の
両端部上側に前記足場板の横方向に延びて配置される上側金具と、それぞれ前記上側金具
に対向して前記足場板の両端部下側に配置される下側金具と、前記足場板のスリットを貫
通して前記下側金具と前記上側金具に設けられた貫通孔に取り付けられるボルト、および
前記ボルトにねじ結合されて前記下側金具と前記上側金具を固定するナットと、前記上側
金具の両端部に取り付けられる水平部分、および水平部分から直角に立ち上がり相互に対
向して前記上側金具よりも上方に突出する固定部を構成する垂直部分とを備えた断面Ｌ字
形のアングル材とを有し、手摺に設けられた支持部材をそれぞれの前記固定部に取り付け
て、前記足場板に手摺を固定するようにしたことを特徴とする。
【００１０】
　本発明には、前記固定部が、前記支持部材の対向する２つの面の一方を貫通するボルト
と、対向する２つの面の他方との間に挟持される形態が含まれる。
【００１１】
　本発明には、前記手摺から延びる支持部を抜き差し可能な円筒状の受け部が前記固定部
に設けられている形態が含まれる。
【００１２】
　本発明には、前記下側金具は、前記足場板にあてがわられる当接部および当該当接部の
一辺に連接され当該当接部と直交する側部とを備えている形態が含まれる。
【発明の効果】
【００１４】
　仮設足場や仮設通路などへの手摺の着脱が容易かつ短時間で行えるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る足場板連結具により連結された足場板からなる仮設足
場の一例を示す斜視図である。
【図２】（ａ）は図１に示される足場板連結具を構成する下側金具の平面図であり、（ｂ
）は上側金具の平面図である。
【図３】図１に示される足場板連結具を用いて足場板を連結する手順を示す工程図である
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。
【図４】図１に示される足場板連結具および該連結具を用いて連結された足場板の断面図
である。
【図５】手摺の取り付け構造の一例を示す断面図である。
【図６】（ａ）は本発明の他の実施形態に係る足場板連結具を構成する下側金具の平面図
であり、（ｂ）は上側金具の平面図である。
【図７】図６に示される足場板連結具を用いて足場板を連結する手順を示す工程図である
。
【図８】図６に示される足場板連結具および該連結具を用いて連結された足場板の断面図
である。
【図９】（ａ）は図１に示される足場板連結具の一変形例を示す一部省略の斜視図であり
、（ｂ）は図６に示される足場板連結具の一変形例を示す一部省略の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態のいくつかについて、図面を参照しながら詳細に説明する。こ
こでは、本発明に係る足場板連結具により相互に連結された複数の足場板によって構成さ
れる仮設足場を例にとって本発明の実施形態について説明する。
（実施形態１）
　図１に示されるように、仮設足場１は、複数本の垂直支柱２と、各垂直支柱２にそれぞ
れ固定された水平梁材３と、隣接する水平梁材３の間に掛け渡された複数（本実施形態で
は２つ）の足場板４と、２つの足場板４を互いに連結する足場板連結具１０（以下“連結
具１０”と略称する。）とから構成されている。また、仮設足場１には手摺２０が取り付
けられている。
【００１７】
　図１に示されている水平梁材３は、その一端が不図示のクランプにより垂直支柱２に固
定されている。図１では、２本の垂直支柱２と、それら垂直支柱２に固定された２本の水
平梁材３のみが図示されている。しかし実際には、仮設足場１の長さに応じて３本以上の
垂直支柱２が設置され、各垂直支柱２に水平梁材３が固定される。
【００１８】
　なお、図１に示されている各水平梁材３の他端側にも垂直支柱２が設置され、各水平梁
材３の両端が垂直支柱２に固定される場合もある。また、一対の垂直支柱と、これら垂直
支柱の間に掛け渡された水平梁材とによって枠状に形成された建て枠が所定の間隔で設置
され、隣接する建て枠の水平梁材の間に足場板が掛け渡される場合もある。
【００１９】
　図１に示されるように、本実施形態では、幅が異なる２つの足場板４ａ，４ｂが隣接す
る水平梁材３の間に平行に並べられている。相対的に幅の狭い足場板４ａの幅は２４０mm
であり、相対的に幅の広い足場板４ｂの幅は５００mmである。なお、足場板４ａ，４ｂの
長さおよび厚みは同一である。足場板４ｂの幅方向中央には、該足場板４ｂの長手方向に
沿って延びるスリット５が形成されており、スリット５は足場板４ｂをその厚み方向に貫
通している。
【００２０】
　それぞれの足場板４ａ，４ｂの長手方向両端には、水平梁材３に係止可能な一対のフッ
ク６がそれぞれ設けられている。各足場板４ａ，４ｂは、長手方向一端から突出している
一対のフック６を一方の水平梁材３にそれぞれ係止させ、長手方向他端から突出している
他の一対のフック６を他方の水平梁材３にそれぞれ係止させることによって、隣接する水
平梁材３の間に掛け渡される。
【００２１】
　上記のようにして隣接する水平梁材３の間に掛け渡されている足場板４ａ，４ｂは、２
つの連結具１０により互いに連結されている。それぞれの連結具１０は、図２（ａ）に示
されている第１の金具３０と、図２（ｂ）に示されている第２の金具４０とから構成され
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る。図１、図３および図４に示されるように、第１の金具３０は、水平梁材３の間に掛け
渡された足場板４ａ，４ｂの下側に配置され、第２の金具４０は足場板４ａ，４ｂの上側
に配置される。そこで以下の説明では、第１の金具３０を“下側金具３０”、第２の金具
４０を“上側金具４０”と呼んで区別する。もっとも、かかる区別は説明の便宜上の区別
に過ぎない。
【００２２】
　下側金具３０は鋼材製であり、図２（ａ）および図３に示されるように、本体３１と、
該本体３１の長手方向両端に設けられた一対の固定部３２とを有する。下側金具３０の本
体３１は、足場板４ａ，４ｂの表面にあてがわれる当接部３１ａと、当接部３１ａの一辺
（長辺）に連接され、該当接部３１ａと直交する側部３１ｂとを有する断面Ｌ字形の細長
部材である。図２（ａ）に示されている本体３１の長さ（Ｌ１）、すなわち対向する２つ
の固定部３２の間の距離は９１０mmであり、２つの足場板４ａ，４ｂの合計幅よりも若干
長い。また、それぞれの固定部３２の厚み（Ｔ１）は９mmである。よって、下側金具３０
の全長は９２８（９１０+９+９）mmである。また、図２（ａ）に示されている固定部３２
の幅（Ｗ１）は１５０mmであり、図４に示されている固定部３２の高さ（Ｈ１）は１７５
mmである。
【００２３】
　本体３１の両端と固定部３２との間には、補強用アングル３３がそれぞれ設けられてい
る。具体的には、本体３１の各端部と、本体３１の各端面に当接されている固定部３２の
内面３２ａとの間には、一対の補強用アングル３３ａ，３３ｂがそれぞれ設けられている
。より具体的には、一対の補強用アングル３３ａ，３３ｂのそれぞれは、本体３１の当接
部３１ａと固定部３２との間に斜めに延びており、本体３１（当接部３１ａ）の幅方向に
おいて対向している。また、本体３１の当接部３１ａには第１の貫通孔としての貫通孔（
内径１２mm）３４が一定間隔で一列に配置されている。
【００２４】
　上側金具４０は鋼材製であり、図２（ｂ）および図３に示されるように、足場板４ａ，
４ｂの表面にあてがわれる下面（当接面４１ａ）と、当接面４１ａの反対側に位置し、該
当接面４１ａと平行な上面４１ｂとを有する帯状部材である。図２（ｂ）に示されている
上側金具４０の長さ（Ｌ２）は９１０mm、幅（Ｗ２）は３８mmである。すなわち、上側金
具４０は下側金具３０の本体３１と同一の長さおよび幅を有している。また、上側金具４
０には、その長手方向に沿って第２の貫通孔としての貫通孔（内径１２mm）４４が一定間
隔で一列に配置されている。貫通孔４４は、上側金具４０が下側金具３０の上に重ねられ
たときに、下側金具３０に設けられている貫通孔３４と連通するように、下側金具３０の
貫通孔３４と同一ピッチで配置されている。
【００２５】
　上記のような連結具１０を用いて足場板４ａ，４ｂを連結する場合には、例えば次のよ
うにする。なお、既に説明したとおり、下側金具３０には４つの貫通孔３４が設けられ、
上側金具４０にも４つの貫通孔４４が設けられている（図２(ａ)，(ｂ)参照）。以下の説
明では、図２（ａ）の紙面中、最も左側に図示されている貫通孔３４から最も右側に示さ
れている貫通孔３４の順で、貫通孔３４ａ，３４ｂ，３４ｃ，３４ｄと呼んで区別する場
合がある。もっとも、かかる区別は説明の便宜上の区別に過ぎない。
【００２６】
　まず、２つの連結具１０を用意し、各連結具１０の下側金具３０を平行に並べる。この
とき、２つの下側金具３０の間の間隔は、足場板４ａ，４ｂの全長よりも狭くする。次い
で、図３に示されるように、２つの下側金具３０（図３には一方の連結具の下側金具のみ
図示する。）の本体３１の間に２つの足場板４ａ，４ｂを平行に並べて掛け渡す。このと
き、足場板４ａは、本体３１の当接部３１ａの上であって、かつ、２つの貫通孔３４ａ，
３４ｂの間に置く。また、足場板４ｂは、本体３１の当接部３１ａの上であって、かつ、
スリット５の内側に貫通孔３４ｃが配置される位置に置く。すると、２つの足場板４ａ，
４ｂの間に約２０mmの隙間が生じ、その隙間に貫通孔３４ｂが配置される。また、足場板
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４ｂが貫通孔３４ｄ（図２（ａ））よりも内側に位置し、足場板４ｂと固定部３２の間に
貫通孔３４ｄが配置される。すなわち、４つの貫通孔３４のいずれもが足場板４によって
覆われることなく露出する。具体的には、貫通孔３４ａは、足場板４ａと一方の固定部３
２の間において露出し、貫通孔３４ｂは２つの足場板４ａ，４ｂの間において露出し、貫
通孔３４ｃは足場板４ｂのスリット５において露出し、貫通孔３４は足場板４ｂと他方の
固定部３２の間において露出する。
【００２７】
　次いで、図３に示されるように、下側金具３０の上に、足場板４ａ，４ｂを挟んで上側
金具４０を重ねる。より詳細には、下側金具３０の当接部３１ａの真上に、上側金具４０
をその当接面４１ａ（図４）を下に向けた状態で重ねる。その後、図４に示されるように
、互いに連通した下側金具３０の各貫通孔３４と上側金具４０の各貫通孔４４に、上側金
具４０の側から固定具としてのボルト５０を挿通し、下側金具３０の下方に突出したボル
ト５０の先端にナット５１をねじ結合させる。以上により、２つの連結具１０の下側金具
３０と上側金具４０が互いに固定され、これら金具３０，４０の間に挟まれている２つの
足場板４ａ,４ｂが連結される。このとき、下側金具３０の当接部３１ａが２つの足場板
４ａ,４ｂの裏側の表面に当接し、これら足場板４ａ,４ｂの配列方向に沿って延びている
ことはこれまでの説明および図面から明らかである。また、上側金具４０の当接面４１ａ
が２つの足場板４ａ,４ｂの表側の表面に当接し、これら足場板４ａ,４ｂの配列方向に沿
って延びていることもこれまでの説明および図面から明らかである。なお、ボルト５０お
よびナット５１の締め付けにより足場板４ａ，４ｂに反りや歪みなどが発生する場合には
カプラーを介在させることもできる。
【００２８】
　次に、図１に示されている手摺２０の構造および仮設足場１への取り付け構造について
説明する。図１に示されるように、手摺２０は、大枠片６０と小枠片７０からなる。大枠
片６０は、互いに平行な上側水平部６１ａ、下側水平部６１ｂおよび中間水平部６１ｃと
、各水平部の一端部同士を連結する左側垂直部６２ａと、各水平部の他端部同士を連結す
る右側垂直部６２ｂとを有する。上側水平部６１ａ、下側水平部６１ｂおよび左側垂直部
６２ａは、一本の丸パイプを折り曲げることによって形成されている。中間水平部６１ｃ
と右側垂直部６２ｂは、溶接により一体化された別々の丸パイプにより形成されている。
さらに、中間水平部６１ｃの一端は左側垂直部６２ａに溶接され、右側垂直部６２ｂの両
端は上側水平部６１ａおよび下側水平部６１ｂにそれぞれ溶接されている。
【００２９】
　一方、小枠片７０は、互いに平行な上側水平部７１ａ、下側水平部７１ｂおよび中間水
平部７１ｃと、各水平部の一端部同士を連結する垂直部７２とを有する。上側水平部７１
ａ、下側水平部７１ｂおよび垂直部７２は、一本の丸パイプを折り曲げることによって形
成されている。中間水平部７１ｃは、一本の丸パイプからなり、その一端が垂直部７２に
溶接されている。
【００３０】
　大枠片６０を構成している丸パイプは、例えば、外径が３４mm、厚みが２．３mm程度の
金属製の丸パイプである。一方、小枠片７０を構成している丸パイプは、例えば、外径が
２７．２mm、厚みが１．９mm程度の金属製の丸パイプである。したがって、小枠片７０の
開口側端部を大枠片６０の開口側端部の内側に挿入することができ、挿入することにより
２つの枠片６０，７０を合体させることができる。また、小枠片７０の開口側端部の、大
枠片６０の開口側端部への挿入長を変化させることにより手摺２０の大きさを変化させる
ことができる。
【００３１】
　図１に示されるように、手摺２０には、該手摺２０を仮設足場１に固定するための支持
部材８０が取り付けられている。具体的には、大枠片６０および小枠片７０のそれぞれに
支持部材８０が１つずつ取り付けられている。各支持部材８０は、円筒形の保持部８１と
、保持部８１の外周面に溶接されたコ字形のクランプ部８２とから構成されている。さら
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に、クランプ部８２の対向する二面のうちの一方にはねじ穴８３が形成されている。支持
部材８０の１つは、大枠片６０の下側水平部６１ｂが保持部８１に挿通されることにより
、該大枠片６０に取り付けられている。なお、下側水平部６１ｂの保持部８１への挿通は
、下側水平部６１ｂと右側垂直部６２ｂの溶接前に行われる。支持部材８０の他の１つは
、小枠片７０の下側水平部７１ｂが保持部８１に挿通されることにより、該小枠片７０に
取り付けられている。もっとも、支持部材８０の保持部８１が、ほぼ半円筒形の固定クラ
ンプ片と、固定クランプ片に回動可能に取り付けられたほぼ半円筒形の可動クランプ片と
から構成され、両クランプ片が任意の固定手段によって互いに固定される形態もある。こ
の場合、固定クランプ片と可動クランプ片との間に大枠片６０の下側水平部６１ｂや小枠
片７０の下側水平部７１ｂを挟み込んだ状態で両クランプ片を固定手段により固定するこ
とにより、支持部材８０を枠片６０，７０に取り付けることができる。支持部材８０が上
記のようなクランプ片から構成される保持部８１を備えている場合、大枠片６０の下側水
平部６１ｂと右側垂直部６２ｂを溶接した後であっても支持部材８０を下側水平部６１ｂ
に取り付けることができる。
【００３２】
　次に、手摺２０の仮設足場１への取り付け構造について説明する。図１、図５に示され
るように、手摺２０に取り付けられている各支持部材８０のクランプ部８２を各連結具１
０（下側金具３０）の固定部３２に被せる。換言すれば、クランプ部８２の対向する二面
の間に固定部３２を挿入する。その後、クランプ部８２の一方の面に設けられているねじ
穴８３（図１）にボルト８４をねじ込む。すると、図５に示されるように、クランプ部８
２の他方の面（内面３２ａ）とボルト８４の先端面とにより固定部３２が挟持される。以
上により、手摺２０が連結具１０の固定部３２に固定される。換言すれば、連結具１０に
より連結されて一体化された２つの足場板４ａ，４ｂに手摺２０が取り付けられる。この
ように、連結具１０には、手摺２０に取り付けられている支持部材８０を固定するための
固定部３２が一体的に設けられている。したがって、支持部材８０を固定するための固定
部を別途用意する必要がなく、用意した固定部を足場板４ａ、４ｂに取り付ける必要もな
い。
【００３３】
　なお、足場板４ａ，４ｂに取り付けられた手摺２０の下部には、必要に応じて巾木が設
けられる。例えば、図１に示されているフック６が省略されていることを除いて同図に示
されている足場板４とほぼ同一の形状および寸法を有する金属製の板部材を足場板４と直
交する向きに立てて手摺２０の下部に設置することにより巾木が設けられる。
【００３４】
　上記のようにして、連結具１０により連結され、かつ、手摺２０が取り付けられた２つ
の足場板４ａ，４ｂを複数組用意し、各組の足場板４ａ，４ｂを隣接する水平梁材３の間
に順次掛け渡すことにより仮設足場１が作られる。なお、各組の足場板４ａ，４ｂを隣接
する水平梁材３の間に掛け渡す際に、各組の足場板４ａ，４ｂから突出しているフック６
が隣接する水平梁材３のそれぞれに係止されることは既述のとおりである。もっとも、隣
接する水平梁材３の間に足場板４ａ，４ｂを掛け渡した後に、それら足場板４ａ，４ｂを
連結具１０により連結する場合もある。また、隣接する水平梁材３の間に足場板４ａ，４
ｂを掛け渡した後に手摺２０が取り付けられる場合もある。
（実施形態２）
　以下、本発明の第２の実施形態について図面を参照しながら説明する。もっとも、実施
形態１において既に説明した構成と同一の構成についての説明は適宜省略する。
【００３５】
　本実施形態に係る足場板連結具は、図６（ａ）に示される第１の金具３０と、同図（ｂ
）に示される第２の金具４０から構成される。図７に示されるように、第１の金具３０は
、水平梁材３（図１）の間に掛け渡された足場板４ａ，４ｂの下側に配置され、第２の金
具４０は足場板４ａ，４ｂの上側に配置される。そこで、以下の説明においても、第１の
金具３０を“下側金具３０”、第２の金具４０を“上側金具４０”と呼んで区別する。も
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っとも、かかる区別が説明の便宜上の区別であることは既述のとおりである。
【００３６】
　下側金具３０は鋼材製であり、図６（ａ）および図７に示されるように、足場板４ａ，
４ｂの表面にあてがわれる当接部３１ａと、当接部３１ａの一辺（長辺）に連接され、該
当接部３１ａと直交する側部３１ｂとを有する断面Ｌ字形の細長部材である。図６（ａ）
に示されている下側金具３０の長さ（Ｌ１）は８３０mm、幅（Ｗ１）は５０mmである。ま
た、下側金具３０の当接部３１ａには第１の貫通孔としての４つの貫通孔（内径１２mm）
３４が一定間隔で一列に配置されている。
【００３７】
　上側金具４０は鋼材製であり、図６（ｂ）および図７に示されるように、本体４１と、
該本体４１の長手方向両端部近傍に設けられた一対の固定部４２とを有する。図６（ｂ）
に示されている上側金具４０の全長（Ｌ２）は８３０mmであり、幅（Ｗ２）は１５０mmで
ある。
【００３８】
　上側金具４０の本体４１は、足場板４ａ，４ｂの表面にあてがわれる下面（当接面４１
ａ）と、当接面４１ａの反対側に位置し、該当接面４１ａと平行な上面４１ｂとを有する
。また、本体４１は、下側金具３０と同一の幅を有する中央領域４２と、中央領域４２の
両端に連接されており、中央領域４２よりも幅が広い拡張領域４３とを有し、該拡張領域
４３に固定部４２が設けられている。すなわち、固定部４２は、中央領域４３よりも幅を
広くすることにより強度を増強させた拡張領域４３に設けられている。なお、拡張領域４
３の中央領域寄りの一部は、中央領域４２へ向けて次第に幅が縮小するテーパー状に形成
されている。固定部４２は、本体４１の拡張領域４３に固定された断面Ｌ字形のアングル
材によって形成されている。具体的には、アングル材の水平部分が本体４１の上面４１ｂ
に乗せられ、水平部分から直角に立ち上がっている垂直部分によって固定部４２が形成さ
れている。さらに、上側金具４０の本体４１には、その長手方向に沿って第２の貫通孔と
しての４つの貫通孔（内径１２mm）４４が一定間隔で一列に配置されている。具体的には
、本体４１の中央領域４２に２つの貫通孔４４が配置され、それぞれの拡張領域４３に貫
通孔４４が１つずつ配置されている。より具体的には、それぞれの拡張領域４３に配置さ
れている貫通孔４４は、各拡張領域４３に設けられている固定部４２の外側に配置されて
いる。
【００３９】
　上記のような連結具１０を用いて足場板４ａ，４ｂを連結する場合には、例えば次のよ
うにする。なお、既に説明したとおり、下側金具３０には４つの貫通孔３４が設けられ、
上側金具４０にも４つの貫通孔４４が設けられている（図６(ａ)，(ｂ)参照）。以下の説
明では、図６（ａ）の紙面中、最も左側に図示されている貫通孔３４から最も右側に示さ
れている貫通孔３４の順で、貫通孔３４ａ，３４ｂ，３４ｃ，３４ｄと呼んで区別する場
合がある。もっとも、かかる区別は説明の便宜上の区別に過ぎない。
【００４０】
　まず、２つの連結具１０を用意し、各連結具１０の下側金具３０を平行に並べる。この
とき、２つの下側金具３０の間の間隔は、足場板４ａ，４ｂの全長よりも狭くする。次い
で、図７に示されるように、２つの下側金具３０（図７には一方の連結具の下側金具のみ
図示する。）の当接部３１ａの間に２つの足場板４ａ，４ｂを平行に並べて掛け渡す。こ
のとき、足場板４ａは、当接部３１ａの上であって、かつ、２つの貫通孔３４ａ，３４ｂ
の間に置く。また、足場板４ｂは、当接部３１ａの上であって、かつ、スリット５の内側
に貫通孔３４ｃが配置される位置に置く。すると、２つの足場板４ａ，４ｂの間に約２０
mmの隙間が生じ、その隙間に貫通孔３４ｂが配置される。また、足場板４ｂが貫通孔３４
ｄよりも内側に位置する。すなわち、４つの貫通孔３４のいずれもが足場板４によって覆
われることなく露出する。具体的には、貫通孔３４ａは、足場板４ａの外側（側方）にお
いて露出し、貫通孔３４ｂは２つの足場板４ａ，４ｂの間において露出し、貫通孔３４ｃ
は足場板４ｂのスリット５において露出し、貫通孔３４は足場板４ｂの外側（側方）にお
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いて露出する。
【００４１】
　次いで、図７に示されるように、下側金具３０の上に、足場板４ａ，４ｂを挟んで上側
金具４０を重ねる。より詳細には、下側金具３０の当接部３１ａの真上に、上側金具４０
をその当接面４１ａを下に向けた状態で重ねる。その後、図８に示されるように、互いに
連通した下側金具３０の各貫通孔３４（図７）と上側金具４０の各貫通孔４４（図７）に
、上側金具４０の側からボルト５０を挿通し、下側金具３０の下方に突出したボルト５０
の先端にナット５１をねじ結合させる。すなわち、４本のボルト５０によって下側金具３
０と上側金具４０を互いに固定する。これにより、２つの連結具１０の下側金具３０と上
側金具４０が互いに固定され、これら金具３０，４０の間に挟まれている２つの足場板４
ａ,４ｂが連結される。ここで、図７に示されているように、２つの固定部４２を形成し
ているそれぞれのアングル材の水平部分には貫通孔４５が形成されている。そして、一方
のアングル材に形成されている貫通孔４５は、上側金具４０の配列方向一端の貫通孔４４
ａ（図６（ｂ））およびこれに連通している下側金具３０の貫通孔３４ａ（図６（ａ））
と連通している。また、他方のアングル材に形成されている貫通孔４５は、上側金具４０
の配列方向他端の貫通孔４４ｄ（図６（ｂ））およびこれに連通している下側金具３０の
貫通孔３４ｄ（図６（ａ））と連通している。よって、４本のボルト５０のうちの１本を
互いに連通している貫通孔４５，４４ａおよび３４ａに挿通することにより、下側金具３
０と上側金具４０を固定するとともに、一方のアングル材（固定部４２）を上側金具４０
に固定することができる。また、４本のボルト５０のうちの他の１本を互いに連通してい
る貫通孔４５，４４ｄおよび３４ｄに挿通することにより、下側金具３０と上側金具４０
を固定するとともに、他方のアングル材（固定部４２）を上側金具４０に固定することが
できる。
【００４２】
　以上の説明および図面より、下側金具３０の当接部３１ａが２つの足場板４ａ,４ｂの
裏側の表面に当接し、これら足場板４ａ,４ｂの配列方向に沿って延びていることは明ら
かである。また、上側金具４０の当接面４１ａが２つの足場板４ａ,４ｂの表側の表面に
当接し、これら足場板４ａ,４ｂの配列方向に沿って延びていることも明らかである。
【００４３】
　なお、図８に示されている距離Ｄ１は７１０mm、距離Ｄ２－１および距離Ｄ２－２は４
０mm、距離Ｄ３－１および距離Ｄ３－２は２０mmである。ここで、距離Ｄ１は、対向する
２つの固定部４２の間の距離である。距離Ｄ２－１は貫通孔３４ａ（図６）から該貫通孔
３４ａに近接している固定部４２までの距離であり、距離Ｄ２－２は貫通孔３４ｄ（図６
）から該貫通孔３４ｄに近接している固定部４２までの距離である。距離Ｄ３－１は貫通
孔３４ａから連結具１０の一端までの距離であり、距離Ｄ３－２は貫通孔３４ｄから連結
具１０の他端までの距離である。
【００４４】
　本実施形態に係る連結具１０を用いて連結された足場板４ａ，４ｂにも図１に示されて
いる手摺２０を取り付けることができる。この場合、図７や図８に示されている固定部４
２に、手摺２０に取り付けられている支持部材８０のクランプ部８２を固定する。よって
、支持部材８０のクランプ部８２を固定するための固定部を別途用意する必要はなく、用
意した固定部を足場板４ａ，４ｂに取り付ける必要もない。なお、固定部４２に対するク
ランプ部８２の固定方法や固定構造は、図３や図４に示されている固定部３２に対するク
ランプ部８２の固定方法や固定構造と同一である。
【００４５】
　また、本実施形態に係る連結具１０を用いて連結された複数組の足場板４ａ，４ｂを隣
接する水平梁材の間に順次掛け渡して仮設足場を作ることが可能なことは自明である。ま
た、仮設足場を作る方法や手順は実施形態１において説明した方法や手順と同一である。
【００４６】
　以上、本発明の実施形態のいくつかについて説明したが、本発明は上記の実施形態に限
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定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。例えば、図３
や図７に示されている固定部３２に、図１に示す手摺から延びる支持部を抜き差し可能な
筒状の受け部が設けられた実施形態もある。具体的には、図９（ａ）に示されるように、
図３に示されている固定部３２に円筒状のスリーブ９０やサヤ管が溶接などによって固定
される実施形態もある。また、図９（ｂ）に示されるように、図７に示されている固定部
４２に円筒状のスリーブ９０やサヤ管などが溶接などによって固定される実施形態もある
。かかる実施形態では、手摺から延びるパイプ状の支持部や棒状の支持部をスリーブ９０
やサヤ管に挿入することにより、手摺を足場板に取り付けることができる。また、スリー
ブ９０に挿入されているパイプ状の支持部や棒状の支持部をスリーブ９０やサヤ管から引
き抜くことにより、手摺を足場板から取り外すこともできる。この場合、手摺から延びる
支持部は、手摺に固定された別体の支持部であってもよく、手摺の一部を延長して支持部
としたものであってもよい。さらに、図９（ａ）（ｂ）に示されているスリーブ９０は固
定部３２，４２の主面の一つに溶接されているが、スリーブ９０を固定部３２，４２の主
面以外の面（例えば、端面）に溶接することもできる。
【００４７】
　また、本発明に係る足場板連結具は上記構造の足場板以外の足場板の連結にも使用でき
る。例えば、本発明に係る足場板連結具を用いて、図１に示されているフックを備えてい
ない足場板を連結することもできる。この場合、連結された足場板は、その長手方向両端
部が隣接する水平梁材の上に乗せられる。また、本発明に係る足場板連結具の寸法は、連
結対象である足場板の大きさや数に応じて適宜変更される。
【００４８】
　さらに、図７などに示されている固定部（アングル材）４２は上側金具４０と別体の部
材であって、ボルト５０により上側金具４０に固定されている。しかし、固定部（アング
ル材）４２が上側金具４０に溶接される場合もある。
【００４９】
　本明細書では、手摺に装着されている支持部材がコ字形のクランプ部を備えている形態
について説明した。かかる形態では、クランプ部の間に挿入された固定部が、クランプ部
の対向する二面の一方を貫通するボルトの先端面とクランプ部の対向する二面の他方との
間に挟持された。しかし、クランプ部の対向する二面およびそれらの間に挟まれた固定部
を貫くボルトや棒材によって支持部材と固定部が固定される形態もある。さらには、固定
部と重ね合わせることが可能な板状部材が支持部材に設けられ、互いに重ね合わされた固
定部と板状部材がクランプその他の固定手段によって固定される形態もある。また、互い
に重ね合わされた固定部と板状部材がこれらを貫通するボルトと該ボルトにねじ結合され
たナットとによって固定される形態もある。
【００５０】
　本明細書では、第１の金具と第２の金具がこれらを貫通するボルトと、該ボルトにねじ
結合されたナットとによって互いに固定される実施形態について説明した。しかし、第１
の金具と第２の金具とを固定する固定具はボルト・ナットに限られない。例えば、第１の
金具と第２の金具とがこれら金具に掛け回された固定具によって互いに固定される実施形
態もある。より具体的には、Ｕ字形に曲げ加工されるとともに、両端にねじが形成された
金属製の棒状部材と、かかる棒状部材の端部を挿入可能な穴が形成された板状部材とから
構成される固定具を用いて第１の金具と第２の金具とが固定される実施形態もある。この
ような固定具を用いて第１の金具と第２の金具とを固定する場合、足場板を挟んで対向配
置されている第１の金具および第２の金具に、第１の金具または第２の金具の側から棒状
部材を被せる。その後、第２の金具または第１の金具の側から板状部材をあてがい、あて
がわれた板状部材の穴に棒状部材の端部を挿入し、板状部材の裏側に突出した棒状部材の
端部にナットをねじ結合させる。
【符号の説明】
【００５１】
　３　水平梁材
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　４，４ａ，４ｂ　足場板
　１０　足場板連結具（連結具）
　２０　手摺
　３０　第一の金具（下側金具）
　３１，４１　本体
　３２，４２　固定部
　３４，４４　貫通孔
　４０　第二の金具（上側金具）
　５０　固定具
　８０　支持部材

【図１】 【図２】
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【図５】
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