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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建築物にエレベータシャフトを建築する際に前記建築物の内部に配置される仮設足場ユ
ニットであって、
　前記建築物に係合する第１の係合片が端部に進退移動自在に設けられ相互に平行をなす
複数本の支持梁、および前記支持梁を相互に連結する連結梁を備えた支持ステージと、
　前記支持ステージに対して上下方向にずらして前記建築物に係合する第２の係合片が端
部に進退移動自在に設けられ相互に平行をなす複数本の台枠梁、および前記台枠梁を相互
に連結する連結梁を備えた足場台ステージと、
　相互に平行となって対をなす複数の足場フレームと足場フレーム相互を連結する連結金
具とを備え上下方向に連結される複数の組立式作業台、および前記組立式作業台が上側に
取り付けられる前記足場台ステージとにより形成される足場組立体と、
　前記支持ステージと前記足場組立体との間に設けられ、前記支持ステージが前記建築物
に支持された状態のもとで前記足場組立体を当該足場組立体が建築中の建築物の上方に突
出する位置となるまで上昇駆動し、前記足場台ステージが前記建築物に支持された状態の
もとで前記支持ステージを上昇駆動する駆動手段とを有し、
　建築中の建築物の上方に前記足場組立体を突出させて作業者が作業を行い得るようにし
たことを特徴とする仮設足場ユニット。
【請求項２】
　請求項１記載の仮設足場ユニットにおいて、前記駆動手段をワイヤやチェーン等の索条
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を巻き上げる巻き上げ機により形成し、前記足場組立体の上端部と前記支持ステージに垂
直に固定された昇降ロッドの上端部との間に前記巻き上げ機を取り付けた状態のもとで前
記支持ステージを上昇駆動し、前記巻き上げ機を前記昇降ロッドの上端部と前記足場台ス
テージとの間に取り付けた状態のもとで前記足場組立体を上昇駆動することを特徴とする
仮設足場ユニット。
【請求項３】
　請求項１記載の仮設足場ユニットにおいて、前記駆動手段をワイヤやチェーン等の索条
を巻き上げる巻き上げ機により形成し、前記巻き上げ機を前記支持ステージと足場台ステ
ージとの間に取り付けた状態のもとで前記支持ステージを上昇駆動し、前記支持ステージ
に垂直に固定された昇降ロッドの上端部と前記足場台ステージとの間に前記巻き上げ機を
取り付けた状態のもとで前記足場組立体を上方向に駆動することを特徴とする仮設足場ユ
ニット。
【請求項４】
　請求項１記載の仮設足場ユニットにおいて、前記駆動手段をワイヤやチェーン等の索条
を巻き上げる巻き上げ機により形成し、前記巻き上げ機を前記支持ステージと足場台ステ
ージとの間に取り付けた状態のもとで前記足場組立体を上昇駆動し、前記足場組立体の上
端部と前記支持ステージとの間に前記巻き上げ機を取り付けた状態のもとで前記支持ステ
ージを上昇駆動することを特徴とする仮設足場ユニット。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は建築物を建築する際にエレベータシャフトを建築するために建築物に着脱自在
に取り付けられる仮設足場ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　中層ないし高層の建築物には人や物を上下方向に移動させるためのエレベータが備え付
けられており、建築物にはエレベータが上下方向に移動自在に据え付けられる垂直な空間
つまりエレベータシャフトが形成される。この垂直な空間は建築物を構成する壁体によっ
て形成されており、壁体の一部にはエレベータの出入り口用の開口部が形成される。した
がって、建築物を建築する際には、エレベータシャフトを形成する壁体を建築するための
鉄筋組立作業と、型枠の取付作業と、コンクリート打ち作業および型枠を取り外した後の
壁体表面の左官作業などが必要となる。
【０００３】
　これらの作業を行うには、従来では、建築されるエレベータシャフトの内部に対応する
部分に仮設足場を構築し、上層階が建築されるに従って仮設足場を順次上層階側に延ばし
て構築するようにしている。例えば、建築物の外壁作業を行うための足場としては、特許
文献１に記載されるように、ユニット枠体を建築物の建築作業の進行に伴って上層階側に
移動させるようにした技術が開発されているが、エレベータシャフトの内部にはこのよう
なユニット枠体を固定することができない。
【特許文献１】特開２００３－１８４３０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のように、エレベータシャフトを形成する壁体を建築するために、最下層階から上
層階に向けて順次足場を構築すると、最上階の部分を建築するときにはエレベータシャフ
ト内に上下方向に長い足場を構築することになり、足場を構築するための枠部材等の量も
大量になるだけでなく、建築終了後の足場の撤去に多大な手間が掛かることになる。
【０００５】
　本発明の目的は、建築作業の進行に伴って仮設足場を上層階側に向けて移動させること
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ができる仮設足場ユニットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の仮設足場ユニットは、建築物にエレベータシャフトを建築する際に前記建築物
の内部に配置される仮設足場ユニットであって、前記建築物に係合する第１の係合片が端
部に進退移動自在に設けられ相互に平行をなす複数本の支持梁、および前記支持梁を相互
に連結する連結梁を備えた支持ステージと、前記支持ステージに対して上下方向にずらし
て前記建築物に係合する第２の係合片が端部に進退移動自在に設けられ相互に平行をなす
複数本の台枠梁、および前記台枠梁を相互に連結する連結梁を備えた足場台ステージと、
相互に平行となって対をなす複数の足場フレームと足場フレーム相互を連結する連結金具
とを備え上下方向に連結される複数の組立式作業台、および前記組立式作業台が上側に取
り付けられる前記足場台ステージとにより形成される足場組立体と、前記支持ステージと
前記足場組立体との間に設けられ、前記支持ステージが前記建築物に支持された状態のも
とで前記足場組立体を当該足場組立体が建築中の建築物の上方に突出する位置となるまで
上昇駆動し、前記足場台ステージが前記建築物に支持された状態のもとで前記支持ステー
ジを上昇駆動する駆動手段とを有し、建築中の建築物の上方に前記足場組立体を突出させ
て作業者が作業を行い得るようにしたことを特徴とする。
【０００７】
　本発明の仮設足場ユニットは、前記駆動手段をワイヤやチェーン等の索条を巻き上げる
巻き上げ機により形成し、前記足場組立体の上端部と前記支持ステージに垂直に固定され
た昇降ロッドの上端部との間に前記巻き上げ機を取り付けた状態のもとで前記支持ステー
ジを上昇駆動し、前記巻き上げ機を前記昇降ロッドの上端部と前記足場台ステージとの間
に取り付けた状態のもとで前記足場組立体を上昇駆動することを特徴とする。
【０００８】
　本発明の仮設足場ユニットは、前記駆動手段をワイヤやチェーン等の索条を巻き上げる
巻き上げ機により形成し、前記巻き上げ機を前記支持ステージと足場台ステージとの間に
取り付けた状態のもとで前記支持ステージを上昇駆動し、前記支持ステージに垂直に固定
された昇降ロッドの上端部と前記足場台ステージとの間に前記巻き上げ機を取り付けた状
態のもとで前記足場組立体を上方向に駆動することを特徴とする。
【０００９】
　本発明の仮設足場ユニットは、前記駆動手段をワイヤやチェーン等の索条を巻き上げる
巻き上げ機により形成し、前記巻き上げ機を前記支持ステージと足場台ステージとの間に
取り付けた状態のもとで前記足場組立体を上昇駆動し、前記足場組立体の上端部と前記支
持ステージとの間に前記巻き上げ機を取り付けた状態のもとで前記支持ステージを上昇駆
動することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、支持ステージが建物物に支持された状態のもとで足場組立体を上昇駆
動し、足場組立体の足場台ステージが建物物に支持された状態のもとで支持ステージを上
昇駆動することにより、足場組立体を建築作業の進行に伴って上層階側に向けて上昇移動
させて足場組立体を建築中の建築物の上方に突出させることができる。これにより、中層
階ないし高層階の建築物を建造する際においても、少ない部材により仮設足場ユニットを
構築することができる。また、仮設足場ユニットの撤去も容易に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。図１は本発明の一実施の
形態である仮設足場ユニットを示す斜視図であり、この仮設足場ユニットは、それぞれほ
ぼ四辺形の支持ステージ１０と足場台ステージ２０とを有している。
【００１２】
　支持ステージ１０は相互に平行に配置される２本の支持梁１１とこれらを相互に連結す
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る連結棒材１２とを備えており、支持ステージ１０は幅寸法をＷとし長さ寸法をＬとする
と、長さ寸法Ｌが幅寸法Ｗよりも長い長方形の枠体となっている。それぞれの支持梁１１
は断面四角形の角パイプにより形成され、両端部には角パイプからなる係合片１３が移動
自在に組み込まれており、それぞれの係合片１３は支持梁１１の内部に入り込む位置と、
端部から突出する位置との間で進退移動自在となっている。支持ステージ１０には鋼板、
エキスパンドメタル、金網、木製板などからなる足場板１４が取り付けられており、足場
板１４を支持するために２本の連結棒材１２の間には支持梁１１に平行となって補強梁１
５が取り付けられている。このように支持ステージ１０には足場板１４が設けられている
ので、その上で作業者が作業をすることができる。支持ステージ１０の四隅の内側には固
定金具１６が取り付けられており、それぞれの固定金具１６には垂直方向に延びる昇降ロ
ッド１７が固定されている。
【００１３】
　足場台ステージ２０は相互に平行に配置される２本の台枠梁２１とこれらを相互に連結
する３本の連結棒材２２とを備えており、足場台ステージ２０は支持ステージ１０と同様
の幅寸法Ｗと長さ寸法をＬとなった枠体となっている。それぞれの台枠梁２１は支持梁１
１と同様に断面四角形の角パイプにより形成され、両端部には角パイプからなる係合片２
３が移動自在に組み込まれており、それぞれの係合片２３は台枠梁２１の内部に入り込む
位置と、端部から突出する位置との間で進退移動自在となっている。中央部の連結棒材２
２と両端部側の連結棒材２２との間には、両端部に連結棒材２２に係合するフックが設け
られた複数枚の布板が足場板２４として着脱自在に装着されており、この足場台ステージ
２０の足場板２４の上で作業者が作業をすることができるようになっている。足場板２４
としてはフックが設けられた着脱自在の布板に代えて、支持ステージ１０の足場板１４と
同様に鋼板やエキスパンドメタルなどからなる板材を用いても良い。
【００１４】
　足場台ステージ２０には、相互に連結される３つの組立式作業台３１～３３が取り付け
られており、足場台ステージ２０とこれらの組立式作業台３１～３３によって足場組立体
３０が形成されている。
【００１５】
　図２は最下段の組立式作業台３１の基本構造を示す斜視図であり、他の組立式作業台３
２，３３の基本構造も同様である。図２に示すように、組立式作業台３１はそれぞれ２本
の支柱３４とこれらの支柱３４の上端部を連結する水平梁３５とからなる門形の足場フレ
ーム３６を６つ備えており、図２においては６つの足場フレーム３６に符号ａ～ｆが付さ
れている。図２に示すように、２つの足場フレーム３６ａ，３６ｂが隣り合って連結され
、２つの足場フレーム３６ｃ，３６ｄが隣り合って連結され、２つの足場フレーム３６ｅ
，３６ｆが隣り合って連結されている。これら６つの足場フレーム３６ａ～３６ｆのうち
足場フレーム３６ａ，３６ｃ，３６ｅが相互に平行となって対をなし、足場フレーム３６
ｂ，３６ｄ，３６ｆが相互に平行となって対をなしており、足場フレーム３６ａ～３６ｆ
は３列となって配置されている。
【００１６】
　相互に平行となって対をなす足場フレームは連結金具としての筋交い３７により連結さ
れており、組立式作業台３１はそれぞれの足場フレーム３６ａ～３６ｆと筋交い３７とに
より組立自在および分解自在となっている。他の２段の組立式作業台３２，３３も同様に
足場フレーム３６ａ～３６ｆと筋交い３７とにより組立自在および分解自在となっている
。これら３台の組立式作業台３１～３３は、それぞれの足場フレーム３６を構成する支柱
３４の部分で連結されて足場台ステージ２０に取り付けられ、足場台ステージ２０ととも
に足場組立体３０が組み立てられることになる。それぞれの組立式作業台３１～３３の上
には布板が足場板３８として取り外し自在に装着されている。
【００１７】
　それぞれの足場板３８としての布板は両端部にフックが設けられており、フックの部分
をそれぞれの組立式作業台３１～３３の水平梁３５に係合させることにより、布板がそれ
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ぞれの組立式作業台３１～３３の上に装着され、それぞれの布板の上で作業者が作業をす
ることができるようになっている。足場板３８としてはフックが設けられた着脱自在の布
板に代えて、支持ステージ１０の足場板１４と同様に鋼板やエキスパンドメタルなどから
なる板材を用いても良い。ただし、最上段の組立式作業台３３には足場板３８を設けない
ようにしても良い。
【００１８】
　支持ステージ１０の四隅には支持ステージ１０を構成する支持梁１１と連結棒材１２に
より四辺形の枠体の内側に位置させて昇降ロッド１７が垂直方向に取り付けられており、
足場台ステージ２０の足場板２４と第１および第２の組立式作業台３１，３２に取り付け
られる足場板２４には昇降ロッド１７が貫通する貫通孔４２がそれぞれ形成されている。
【００１９】
　図２に示すように、足場組立体３０を構成する各々の組立式作業台３１～３３は、合計
６つの足場フレーム３６により形成されているが、足場組立体３０の大きさは、建築物に
形成されるエレベータシャフトの面積によって任意の数の組立式作業台により足場組立体
３０を形成することができる。例えば、少なくとも２つの足場フレーム３６を相互に平行
に対をなして配置するとともに足場フレーム３６相互を筋交い３７により連結することに
より組立式作業台３１～３３を形成するようにしても良い。また、組立式作業台の上下の
段数も任意の数とすることができる。
【００２０】
　仮設足場ユニットを建築物の建築が進むに従って建築物に上層階に向けて形成されるエ
レベータシャフトの建築作業を行うには、足場組立体３０を建築の進行に伴って上昇移動
させることになる。図１に示すように、昇降ロッド１７の上端部が第１段目の組立式作業
台３１の内部の位置となっている状態、つまり支持ステージ１０が足場台ステージ２０か
ら離れた状態のもとでは、足場組立体３０を足場台ステージ２０の部分で建築物に固定し
て支持ステージ１０を足場台ステージ２０に接近させるように上昇移動させる。一方、支
持ステージ１０が足場台ステージ２０に接近し、昇降ロッド１７の上端部が最上段の組立
式作業台３３の内部の位置となっている状態のもとでは、支持ステージ１０を建築物に固
定状態として足場台ステージ２０が支持ステージ１０から離れるように足場組立体３０を
上昇移動させる。
【００２１】
　このように、支持ステージ１０と足場組立体３０とを交互に上昇移動させるために、最
上段の組立式作業台３３には支持棒４３が取り付けられており、この支持棒４３には４本
の昇降ロッド１７に対応させて４つのウインチないしホイストからなる巻き上げ機４４が
駆動手段としてフック４５により取り外し自在に装着されるようになっている。巻き上げ
機４４はモータ駆動によりワイヤ、ロープあるいはチェーン等の索条４６を巻き上げる回
転体を有しており、索条４６の先端はそれぞれ昇降ロッド１７の先端に取り外し自在に装
着されるようになっている。
【００２２】
　それぞれの巻き上げ機４４はフック４５により昇降ロッド１７の先端に取り外し自在に
装着され、索条４６の先端は足場台ステージ２０に取り外し自在に装着されるようになっ
ている。このように、４つの巻き上げ機４４が足場組立体３０と支持ステージ１０との間
に設けられ、支持ステージ１０の上昇移動と、足場組立体３０の上昇移動とが順次行うこ
とができる。
【００２３】
　図３および図４は、建築作業の進行に伴って建築物にエレベータシャフトを形成する壁
体を建築するための鉄筋組立作業等を行うために、図１に示された仮設足場ユニットを上
昇移動させる手順を示す工程図である。
【００２４】
　図３（Ａ）は、建築物が例えば二階部分の建物躯体Ｆ２まで建築された状態とすると、
一階部分の建物躯体Ｆ１に取り付けられた第１のブラケット５１に支持ステージ１０のそ



(6) JP 4886286 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

れぞれの係合片１３が係合して支持ステージ１０が建物躯体に支持され、建物躯体Ｆ１に
第１のブラケット５１よりも上側に位置させて二階部分の建物躯体Ｆ２に取り付けられた
第２のブラケット５２に足場台ステージ２０のそれぞれの係合片２３が係合して足場台ス
テージ２０が建築物に支持された状態を示す。支持ステージ１０と足場台ステージ２０の
それぞれには係合片１３，２３が４つずつ設けられているので、建物躯体には各階に対応
させてそれぞれの係合片１３，２３の数に対応して第１と第２のブラケット５１，５２が
４つずつ取り付けられることになる。ただし、建物躯体にブラケット５１，５２を取り付
けることなく、建物躯体にそれぞれの係合片１３，２３が係合する係合孔を形成するよう
にしても良い。
【００２５】
　この状態のもとでは、三階部分の建物躯体Ｆ３を建築するために、図示するように建築
中の建築物の最上階である二階よりも上方に足場組立体を突出させて、作業者が足場台ス
テージ２０の足場板２４と、組立式作業台３１の足場板３８の上に乗って、型枠Ｍの取付
作業、鉄筋組立作業、およびコンクリート打ち作業が行われ、型枠Ｍは足場台ステージ２
０に載置される。さらに、作業者が支持ステージ１０の足場板１４の上に乗って、二階部
分の建物躯体Ｆ２の壁面左官作業が行われる。
【００２６】
　これらの作業が二階部分と三階部分について終了した後には、図３（Ａ）に示すように
、巻き上げ機４４を足場組立体３０の上端部の支持棒４３に取り付けるとともに巻き上げ
機４４の索条４６の先端を昇降ロッド１７の先端部に取り付けた状態のもとで、僅かに支
持ステージ１０を上昇移動させる。次いで、それぞれの係合片１３を支持梁１１の内部に
向けて後退移動させてブラケット５１から離した後に、それぞれの巻き上げ機４４を作動
させて巻き上げ機４４により支持ステージ１０を上昇移動させる。この上昇移動に際して
は、巻き上げ機４４のフック４５を昇降ロッド１７の先端部に取り付け、索条４６の先端
部を足場組立体３０の上端部の支持棒４３に取り付けるようにしても良い。
【００２７】
　図３（Ｂ）は支持ステージ１０を上昇移動させた状態を示す。この状態のもとで、支持
ステージ１０のそれぞれの係合片１３を突出させると、支持ステージ１０は二階部分の建
物躯体Ｆ２に取り付けられたブラケット５１により建築物に支持される。図４（Ａ）は支
持ステージ１０のそれぞれの係合片１３が第１のブラケット５１に係合した状態を示す。
【００２８】
　次いで、四階部分の建物躯体Ｆ４を建築するために、図４（Ａ）に示すように、巻き上
げ機４４をフック４５により昇降ロッド１７の先端部に取り付けるとともに、索条４６の
先端部を足場台ステージ２０に取り付ける。この状態のもとで、巻き上げ機４４を駆動し
て足場台ステージ２０を僅かに上昇移動させた後にそれぞれの係合片２３を台枠梁２１の
内部に向けて後退移動させる。次いで、それぞれの巻き上げ機４４を作動させて巻き上げ
機４４により足場台ステージ２０を引き上げて足場組立体３０を上昇移動させる。この上
昇移動に際しては、巻き上げ機４４のフック４５を足場台ステージ２０に取り付け、索条
４６の先端部を昇降ロッド１７の先端部に取り付けるようにしても良い。
【００２９】
　図４（Ｂ）は足場組立体３０を上昇限位置まで上昇させた後に、足場台ステージ２０の
係合片２３を突出移動させてブラケット５２に係合させた状態を示し、足場組立体３０は
ブラケット５２により建物躯体Ｆ３に支持される。この状態のもとでは、四階部分の建物
躯体Ｆ４を建築するために、作業者が足場台ステージ２０の足場板２４と、組立式作業台
３１の足場板３８の上に乗って、型枠Ｍの取付作業、鉄筋組立作業、およびコンクリート
打ち作業が行われる。さらに、作業者が支持ステージ１０の足場板１４の上に乗って、三
階部分の建物躯体Ｆ３の壁面左官作業が行われる。
【００３０】
　このように同じ巻き上げ機４４を用いて支持ステージ１０の上昇と、足場組立体３０の
上昇移動とを行うようにしているが、支持ステージ１０を上昇させる巻き上げ機と足場組
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立体３０を上昇させる巻き上げ機とを別々に取り付けるようにしても良い。
【００３１】
　図５および図６は、建築物の建築が完了し仕上げられたエレベータシャフト内から仮設
足場ユニットを解体して撤去する作業を示す工程図である。
【００３２】
　図５（Ａ）に示すように、最上階の建物躯体Ｆ１０の建築が完了した後には、支持ステ
ージ１０の係合片１３を後退移動させて巻き上げ機４４により支持ステージ１０を上昇移
動させる。支持ステージ１０を上昇限位置まで上昇させた後に、支持ステージ１０をブラ
ケット５１により支持し、足場台ステージ２０を含めて足場組立体３０を解体する。解体
された部材は、建物躯体Ｆ１０に形成されたエレベータ出入り口から搬出される。これら
を解体した後に、図５（Ｂ）に示すように、最上階の天井壁Ｒを建築する。このときには
、支持ステージ１０に取り付けられた昇降ロッド１７を天井壁Ｒの上方よりも突出させた
状態とし、天井壁Ｒには昇降ロッド１７が貫通する貫通孔Ｈが形成される。
【００３３】
　天井壁Ｒの建築が完了した後には、図５（Ｂ）に示すように、天井壁Ｒの上に組立式作
業台３３を再度組み立てて組立式作業台３３に巻き上げ機４４を取り付ける。この状態の
もとで、図６（Ａ）に示すように、巻き上げ機４４により支持ステージ１０を最下層にま
で下降移動させて撤去する。このようにして、図６（Ｂ）に示すように、建築物にエレベ
ータシャフトが建築されるとともにエレベータシャフトを形成する建築物の内面仕上げが
完了し、天井壁Ｒに形成された貫通孔Ｈはコンクリート等により埋め込まれる。また、建
築物に取り付けられたブラケット５１，５２は必要ならば撤去される。
【００３４】
　図７（Ａ）～図７（Ｄ）は本発明の他の実施の形態である仮設足場ユニットを示す概略
図であり、これらの図においては、足場台ステージ２０に取り付けられてこれとともに足
場組立体３０を構成する組立式作業台３１～３３は図示省略されている。
【００３５】
　図７（Ａ）に示すように、支持ステージ１０を上昇させる際には、足場台ステージ２０
に取り付けられた支持ブラケット６１に巻き上げ機４４のフック４５を取り付け、索条４
６の先端を支持ステージ１０に取り付けることにより、足場組立体３０を足場台ステージ
２０の部分で建物躯体に固定した状態のもとで支持ステージ１０を上昇させる。図７（Ｂ
）は支持ステージ１０が上昇限位置まで駆動された状態を示す。次いで、足場組立体３０
を上昇させる際には、図７（Ｃ）に示すように、昇降ロッド１７の先端に索条４６の先端
部を取り付け、足場台ステージ２０に巻き上げ機４４のフック４５を取り付け、支持ステ
ージ１０を建物躯体に固定した状態のもとで巻き上げ機４４を駆動させる。図７（Ｄ）は
このようにして足場組立体３０が上昇限位置まで駆動された状態を示す。
【００３６】
　このように、足場組立体３０を上昇駆動する際に昇降ロッド１７を使用するようにして
も良く、図３および図４に示すように、支持ステージ１０を足場組立体３０に向けて上昇
駆動する際と足場組立体３０を支持ステージ１０に向けて上昇駆動する際とに昇降ロッド
１７を使用するようにしても良い。
【００３７】
　図８（Ａ）～図８（Ｄ）は本発明の他の実施の形態である仮設足場ユニットを示す概略
図である。この仮設足場ユニットは、支持ステージ１０の内側に足場組立体３０が上下動
するようになっており、支持ステージ１０には図１に示した足場板１４は設けられておら
ず、枠体により形成されており、枠体の部分に巻き上げ機４４が取り付けられる支持ブラ
ケット６１が設けられている。また、足場組立体３０の下端部に設けられた足場台ステー
ジ２０は支持ステージ１０よりも下側に配置されようになっている。
【００３８】
　図８（Ａ）に示すように足場組立体３０を上昇させる際には、支持ステージ１０に取り
付けられた支持ブラケット６１に巻き上げ機４４のフック４５を取り付け、索条４６の先
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端を足場台ステージ２０に取り付け、巻き上げ機４４を駆動させて足場組立体３０を支持
ステージ１０に向けて上昇駆動させる。この上昇駆動においても、巻き上げ機４４のフッ
ク４５を足場台ステージ２０に取り付け、索条４６を支持ブラケット６１に取り付けるよ
うにしても良い。図８（Ｂ）は、このようにして、足場組立体３０が支持ステージ１０に
向けて最接近した状態を示す。この状態から、支持ステージ１０を上昇移動させるには、
図８（Ｃ）に示すように、巻き上げ機４４の索条４６を足場組立体３０の上端部に取り付
け、巻き上げ機４４を駆動する。これにより、図８（Ｄ）に示すように、支持ステージ１
０は上昇限位置まで駆動される。この支持ステージ１０の上昇駆動時にも巻き上げ機４４
のフック４５を足場組立体３０の上端部に取り付け、索条４６を支持ブラケット６１に取
り付けるようにしても良い。
【００３９】
　本発明は前記実施の形態に限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１に示すように、支持ステージ１０には巻き上げ機４４を取
り付けるために四隅に４本の昇降ロッド１７が取り付けられているが、足場組立体３０お
よび支持ステージ１０の重量によっては、昇降ロッド１７を支持ステージ１０の対角線状
に２本取り付けて２つの巻き上げ機４４により駆動するようにしても良く、支持ステージ
１０の中心部に１本取り付けて１つの巻き上げ機４４により駆動するようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１は本発明の一実施の形態である仮設足場ユニットを示す斜視図である。
【図２】最下段の組立式作業台の基本構造を示す斜視図である。
【図３】（Ａ），（Ｂ）は図１に示した仮設足場ユニットを上昇移動させる手順を示す工
程図である。
【図４】（Ａ），（Ｂ）は図１に示した仮設足場ユニットを上昇移動させる手順を示す工
程図である。
【図５】（Ａ），（Ｂ）は図１に示した仮設足場ユニットの解体手順を示す工程図である
。
【図６】（Ａ），（Ｂ）は図１に示した仮設足場ユニットの解体手順を示す工程図である
。
【図７】（Ａ）～（Ｄ）は本発明の他の実施の形態である仮設足場ユニットを上昇移動さ
せる手順を示す工程図である。
【図８】（Ａ）～（Ｄ）は本発明のさらに他の実施の形態である仮設足場ユニットを上昇
移動させる手順を示す工程図である。
【符号の説明】
【００４１】
１０　　支持ステージ
１１　　支持梁
１２　　連結棒材
１３　　係合片
１４　　足場板
１５　　補強梁
１６　　固定金具
１７　　昇降ロッド
２０　　足場台ステージ
２１　　台枠梁
２２　　連結棒材
２３　　係合片
２４　　足場板
３０　　足場組立体
３１～３３　　組立式作業台
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３４　　支柱
３５　　水平梁
３６　　足場フレーム
３７　　筋交い
３８　　足場板
４２　　貫通孔
４３　　支持棒
４４　　巻き上げ機
４５　　フック
４６　　索条
５１　　ブラケット（第１のブラケット）
５２　　ブラケット（第２のブラケット）
６１　　支持ブラケット
Ｍ　　型枠

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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