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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋外に設置される仮設手すりであって、
　取付穴が形成された第１ベースプレートと、
　第２ベースプレートと、
　その基端に径方向に延びるフランジを備え、前記フランジに形成された挿通穴と前記取
付穴とに装着されたねじにより前記第１ベースプレートに取り付けられた第１支柱と、
　前記第２ベースプレートに取り付けられた第２支柱と、
　前記第１支柱の上端部に取り付けられた第１ヒンジと、
　前記第１ヒンジを介して、前記第１支柱に対して角度が変更可能に取り付けられた第１
手すり取付部と、
　前記第２支柱の上端部に取り付けられた第２ヒンジと、
　前記第２ヒンジを介して、前記第２支柱に対して角度が変更可能に取り付けられた第２
手すり取付部と、
　前記第１手すり取付部と前記第２手すり取付部とに架け渡された第１手すりと、
を備え、
　前記第１ベースプレートにおける前記第１支柱の真下に、貫通した穴であって塞がれて
いない穴が形成され、
　置くだけで設置される、仮設手すり。
【請求項２】
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　前記第１ベースプレートに取り付けられた第４支柱と、
　前記第２ベースプレートに取り付けられた第５支柱と、
　前記第４支柱の上端部に取り付けられた第４ヒンジと、
　前記第４ヒンジを介して、前記第４支柱に対して角度が変更可能に取り付けられた第４
手すり取付部と、
　前記第５支柱の上端部に取り付けられた第５ヒンジと、
　前記第５ヒンジを介して、前記第５支柱に対して角度が変更可能に取り付けられた第５
手すり取付部と、
　前記第４手すり取付部と前記第５手すり取付部とに架け渡された第３手すりと、
を備え、
　前記第１ベースプレートにおける前記第４支柱の真下に、貫通した穴であって塞がれて
いない穴が形成されている、請求項１に記載の仮設手すり。
【請求項３】
　屋外に設置される仮設手すりであって、
　取付穴が形成された第１ベースプレートと、
　その基端に径方向に延びるフランジを備え、前記フランジに形成された挿通穴と前記取
付穴とに装着されたねじにより前記第１ベースプレートに取り付けられた第１支柱と、
　前記第１ベースプレートに取り付けられた第３支柱と、
　前記第１支柱の上端部に設けられた第３手すり取付部と、
　前記第３支柱の上端部に設けられた第１保持部材と、
　前記第１保持部材と前記第３手すり取付部とに架け渡された第２手すりと、
を備え、
　前記第１ベースプレートにおける前記第１支柱の真下に、貫通した穴であって塞がれて
いない穴が形成され、
　置くだけで設置される、仮設手すり。
【請求項４】
　前記第１ベースプレートに取り付けられた第４支柱と、
　前記第１ベースプレートに取り付けられた第６支柱と、
　前記第４支柱の上端部に設けられた第６手すり取付部と、
　前記第６支柱の上端部に設けられた第２保持部材と、
　前記第２保持部材と前記第６手すり取付部とに架け渡された第４手すりと、
を備え、
　前記第１ベースプレートにおける前記第４支柱の真下に、貫通した穴であって塞がれて
いない穴が形成されている、請求項３に記載の仮設手すり。
【請求項５】
　前記第１ベースプレートにおける前記第１支柱の側方に、貫通した穴であって塞がれて
いない穴が形成されている、請求項１～４のいずれか一つに記載の仮設手すり。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は仮設手すりに関する。
【背景技術】
【０００２】
　仮設手すりとしては、例えば、特開２０１０－２２０８５１号公報と、特開２０１３－
９２０３４号公報とが提案されている。
【０００３】
　特開２０１０－２２０８５１号公報には、特に、立ち上がり動作補助具と横移動用手す
りの連結方法が提案されている。また、同公報では、ベースにほぼ垂直に支持された支柱
に、複数本の横桟が連結されている。
【０００４】
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　特開２０１３－９２０３４号公報では、上端を天井に当接させた状態で、支柱がベース
に立てられている。当該支柱から離して手すりを取り付ける柱が立てられ、支柱と、手す
り取り付け用の柱の上端との間に、手すりが架け渡されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２２０８５１号公報
【特許文献２】特開２０１３－９２０３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特開２０１０－２２０８５１号公報に提案される構造は、玄関ポーチなど段差がある場
所での設置は難しい。特開２０１３－９２０３４号公報に提案される構造は、支柱上端を
天井に当接させているが、屋外のように天井がないような場所や、高い吹き抜けがある場
所では、設置できない場合がある。また、玄関ポーチの段差や玄関への道筋は、住宅個々
に違っている。このため、段差や道筋が異なる場合でも設置が可能な汎用性がある構造が
望ましい。また、使用者個々に体格差があるため、使用者個々に合わせて手すりの高さや
角度が変更できることが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　ここで提案される仮設手すりは、屋外に設置される仮設手すりであって、取付穴が形成
された第１ベースプレートと、第２ベースプレートと、その基端に径方向に延びるフラン
ジを備え、前記フランジに形成された挿通穴と前記取付穴とに装着されたねじにより前記
第１ベースプレートに取り付けられた第１支柱と、前記第２ベースプレートに取り付けら
れた第２支柱と、前記第１支柱の上端部に取り付けられた第１ヒンジと、前記第１ヒンジ
を介して、前記第１支柱に対して角度が変更可能に取り付けられた第１手すり取付部と、
前記第２支柱の上端部に取り付けられた第２ヒンジと、前記第２ヒンジを介して、前記第
２支柱に対して角度が変更可能に取り付けられた第２手すり取付部と、前記第１手すり取
付部と前記第２手すり取付部とに架け渡された第１手すりと、を備え、前記第１ベースプ
レートにおける前記第１支柱の真下に、貫通した穴であって塞がれていない穴が形成され
、置くだけで設置されるものである。
【０００８】
　ここで提案される他の仮設手すりは、屋外に設置される仮設手すりであって、取付穴が
形成された第１ベースプレートと、その基端に径方向に延びるフランジを備え、前記フラ
ンジに形成された挿通穴と前記取付穴とに装着されたねじにより前記第１ベースプレート
に取り付けられた第１支柱と、前記第１ベースプレートに取り付けられた第３支柱と、前
記第１支柱の上端部に設けられた第３手すり取付部と、前記第３支柱の上端部に設けられ
た第１保持部材と、前記第１保持部材と前記第３手すり取付部とに架け渡された第２手す
りと、を備え、前記第１ベースプレートにおける前記第１支柱の真下に、貫通した穴であ
って塞がれていない穴が形成され、置くだけで設置されるものである。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、ここで提案される仮設手すり１００を示す図である。
【図２】図２は、第１ベースプレート１０１の平面図である。
【図３】図３は、第１ベースプレート１０１の底面図である。
【図４】図４は、第２ベースプレート１０２の平面図である。
【図５】図５は、第２ベースプレート１０２の底面図である。
【図６】図６は、第１支柱１１１の上端を示す側面図である。
【図７】図７は、第１支柱１１１の上端を示す側面図である。
【図８】図８は、第１支柱１１１の上端を示す正面図である。
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【図９】図９は、第２支柱１１２の上端を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、ここで提案される仮設手すりを図面に基づいて説明する。各図において同じ作用
を奏する部材や部位には、同じ符号を付し、適宜に重複する説明を省略している。ここで
は、説明の便宜上、仮設手すりに対して適宜に、前後左右の方向を設定する。図面上、前
をＦ、後をＲｅ、左をＬ、右をＲと表す。
【００１１】
〈仮設手すり１００〉
　図１は、ここで提案される仮設手すり１００を示す図である。仮設手すり１００は、図
１に示すように、第１ベースプレート１０１と、第２ベースプレート１０２と、第１支柱
１１１と、第２支柱１１２と、第３支柱１１３と、第４支柱１１４と、第５支柱１１５と
、第６支柱１１６と、第１ヒンジ１２１と、第２ヒンジ１２２と、第３ヒンジ１２３と、
第４ヒンジ１２４と、第５ヒンジ１２５と、第６ヒンジ１２６と、第１手すり１３１と、
第２手すり１３２と、第３手すり１３３と、第４手すり１３４とを備えている。図１にお
いて、仮設手すり１００は、玄関アプローチのような小さい段差がある場所に設置された
状態を示している。ここでは、段差の下側に第１ベースプレート１０１が設置され、段差
の上側に第２ベースプレート１０２が配置されている。また、ここでは、第１ベースプレ
ート１０１が設置される側を前（Ｆ）とし、第２ベースプレート１０２が設置される側を
後（Ｒｅ）としている。
【００１２】
　この実施形態では、図１に示すように、第１ベースプレート１０１の上面左部には、後
側に第１支柱１１１が設置され、前側に第３支柱１１３が設置されている。第１支柱１１
１の上端には、第１ヒンジ１２１を介して第１手すり取付部１９１が取り付けられている
。また、第１支柱１１１の上端には、第３ヒンジ１２３を介して第３手すり取付部１９３
が取り付けられている。第３支柱１１３の上端には、第１保持部材２０１が取り付けられ
ている。第３手すり取付部１９３と第１保持部材２０１とには、第２手すり１３２が架け
渡されている。
【００１３】
　第１ベースプレート１０１の上面右部には、後側に第４支柱１１４が設置され、前側に
第６支柱１１６が設置されている。第４支柱１１４の上端には、第４ヒンジ１２４を介し
て第４手すり取付部１９４が取り付けられている。また、第４支柱１１４の上端には、第
６ヒンジ１２６を介して第６手すり取付部１９６が取り付けられている。第６支柱１１６
の上端には、第２保持部材２０２が取り付けられている。第６手すり取付部１９６と第２
保持部材２０２とには、第４手すり１３４が架け渡されている。
【００１４】
　第２ベースプレート１０２の上面左部に第２支柱１１２が設置されており、上面右部に
第５支柱１１５が設置されている。第２支柱１１２の上端には、第２ヒンジ１２２を介し
て第２手すり取付部１９２が取り付けられている。第５支柱１１５の上端には、第５ヒン
ジ１２５を介して第５手すり取付部１９５が取り付けられている。そして、第２ベースプ
レート１０２は、第２支柱１１２と第５支柱１１５が、第１ベースプレート１０１の第１
支柱１１１と第４支柱１１４に対向するように、第１ベースプレート１０１の後方に離し
て配置されている。
【００１５】
　そして、第１ベースプレート１０１と第２ベースプレート１０２との間では、第１手す
り１３１と、第３手すり１３３とが、架け渡されている。この実施形態では、第１手すり
１３１は、第１ヒンジ１２１と第２ヒンジ１２２とを介在させて、第１手すり取付部１９
１と第２手すり取付部１９２とに装着されている。第３手すり１３３は、第４ヒンジ１２
４と第５ヒンジ１２５とを介在させて、第３手すり取付部１９３と第５手すり取付部１９
５とに装着されている。
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【００１６】
〈通路Ａ〉
　第１ベースプレート１０１の中央部と、第２ベースプレート１０２の中央部とには、そ
れぞれ通路Ａが設定されている。第１支柱１１１と第２支柱１１２と第３支柱１１３と第
１手すり１３１と第２手すり１３２とは、第１ベースプレート１０１と第２ベースプレー
ト１０２とに対して、それぞれ通路Ａの片側（ここでは、左側）に偏って配置されている
。また、この実施形態では、第４支柱１１４と第５支柱１１５と第６支柱１１６と第３手
すり１３３と第４手すり１３４とが、通路Ａの反対側（右側）に配置されている。
【００１７】
　第１支柱１１１に対する第１手すり１３１の角度は、第１ヒンジ１２１によって変えら
れる。第２支柱１１２に対する第１手すり１３１の角度は、第２ヒンジ１２２によって変
えられる。第４支柱１１４に対する第３手すり１３３の角度は、第４ヒンジ１２４によっ
て変えられる。第５支柱１１５に対する第３手すり１３３の角度は、第５ヒンジ１２５に
よって変えられる。
【００１８】
　以下、仮設手すり１００の各部材をより詳しく説明する。
【００１９】
〈第１ベースプレート１０１〉
　図２は、第１ベースプレート１０１の平面図である。図３は、第１ベースプレート１０
１の底面図である。第１ベースプレート１０１は、図２に示すように、略長方形の板状の
部材である。この実施形態では、第１ベースプレート１０１は、図２および図３に示すよ
うに、表面プレート１０１ａと、補強プレート１０１ｂと、エッジカバー１０１ｃと、ア
ジャスタ１７１とを備えている。表面プレート１０１ａは、第１ベースプレート１０１の
上面に配置される矩形のプレートである。表面プレート１０１ａは、金属製のプレートで
ある。表面プレート１０１ａの中央部には、平坦な矩形の領域が形成されている。表面プ
レート１０１ａの周辺部は、縁から中央部に向けて盛り上がっている。なお、表面プレー
ト１０１ａには、錆難い材料が用いられている。例えば、表面プレート１０１ａは、ステ
ンレス製としたり、所要の表面処理が施されていたりしているとよい。
【００２０】
　補強プレート１０１ｂは、図３に示すように、表面プレート１０１ａの裏面に取り付け
られている。この実施形態では、補強プレート１０１ｂは、表面プレート１０１ａの中央
部の平坦な矩形の領域に対して、前後方向に少し短いものの、左右方向に凡そ同じ幅であ
る。補強プレート１０１ｂは、表面プレート１０１ａよりも厚く、また剛性の高い素材で
構成されている。補強プレート１０１ｂは、第１ベースプレート１０１が仮設手すり１０
０のベースとして安定するように、所要の重量を有している。エッジカバー１０１ｃは、
表面プレート１０１ａの周縁部を覆う部材で有り、例えば、樹脂性あるいはゴム製の部材
である。
【００２１】
　第１ベースプレート１０１の中央部には、通路Ａが設定されている。設定された通路Ａ
としての領域には、滑り止め機能を有するシート１４１が張られていると良い。滑り止め
機能を有するシートとしては、当該機能を奏する種々の市販のシートが用いられ、例えば
、ポリ塩化ビニール製のシートを用いることができる。
【００２２】
　この実施形態では、図１に示すように、第１ベースプレート１０１の長辺が対向する方
向に沿って人が通るように通路Ａが設定されている。当該通路Ａが設定された方向に直交
する方向（通路Ａに直交する方向）では、第１ベースプレート１０１の両側に支柱が配置
され、手すりが取り付けられている。この実施形態では、第１ベースプレート１０１の短
辺が対向する方向における両側部（通路Ａの左右両部）に支柱が配置されている。この実
施形態では、第１ベースプレート１０１の通路Ａの左右両側部には、それぞれ前後２箇所
に支柱が取り付けられている。
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【００２３】
　ここでは、図２および図３に示すように、第１ベースプレート１０１の通路Ａの左右両
側において、支柱１１１，１１３，１１４，１１６の基端を取り付ける取付穴１５０が形
成されている。第１ベースプレート１０１の通路Ａの左右には、前後の支柱（１１１，１
１３），（１１４，１１６）の間隔が変えられるように、複数の取付位置が設けられてい
る。ここで取付穴１５０は、第１ベースプレート１０１の表面プレート１０１ａと補強プ
レート１０１ｂとが重ねられた箇所において、表面プレート１０１ａと補強プレート１０
１ｂにそれぞれを貫通している。補強プレート１０１ｂ側の取付穴１５０には、ねじ溝が
形成されている。
【００２４】
　支柱１１１～１１６の基端には、図１に示すように、それぞれカバー１６１が装着され
ている。なお、図１では、支柱１１１～１１３の基端のカバー１６１は外れている。この
実施形態では、支柱１１１，１１３，１１４，１１６の基端には、径方向に延びたフラン
ジ１６２を備えている。フランジ１６２には、取付穴１５０に合わせて挿通穴が形成され
ている。そして、支柱１１１，１１３，１１４，１１６のフランジ１６２の挿通穴を、第
１ベースプレート１０１の取付穴１５０に合わせて、ねじ１６３を上方から装着する。ね
じ１６３は、フランジ１６２と表面プレート１０１ａを貫通し、補強プレート１０１ｂに
ねじ止めされている。補強プレート１０１ｂから露出するねじ１６３の下端には、キャッ
プが装着されているとよい。なお、第１ベースプレート１０１に対する支柱１１１，１１
３，１１４，１１６の取付構造は、このようなねじ止めに限定されず種々の構造を採用で
きる。
【００２５】
　また、この実施形態では、第１ベースプレート１０１に取り付けられる４つの支柱１１
１，１１３，１１４，１１６のうち、前側（第２ベースプレート１０２から離れた側）の
支柱１１３，１１６が取り付けられる取付部１５３，１５６は、予め定められた位置に設
けられている。これに対して、後ろ側（第２ベースプレート１０２に近い側）の支柱１１
１，１１４が取り付けられる取付部１５１，１５４は、前後に複数設けられている。これ
により後ろ側の支柱１１１，１１４の取付位置は、前後に変更できるようになっている。
支柱１１１，１１３，１１４，１１６の基端は、それぞれ第１ベースプレート１０１に取
り付けられた後で、カバー１６１が被せられる。
【００２６】
〈アジャスタ〉
　仮設手すり１００は、屋外の玄関ポーチのような場所に設置されうる。玄関ポーチは、
屋外に設置されるため、雨水が溜まらないように、適宜、傾斜が付けられている。傾斜は
、玄関側から外側に向けて低くなり、雨水が流れるようになっていたり、ポーチの通路な
どでは、通路の中央部が通路の縁よりも高くなっていたりする。このような微妙な傾斜に
対して、第１ベースプレート１０１は、安定して設置できることが望ましい。
【００２７】
　第１ベースプレート１０１には、アジャスタ１７１が取り付けられている。アジャスタ
１７１は、第１ベースプレート１０１の底面に突出し、突出量が調整できる部材である。
この実施形態では、アジャスタ１７１は、外周面にねじ溝が形成されたねじ軸である。第
１ベースプレート１０１には、アジャスタ１７１が装着されるねじ穴１７２が設けられて
いる。アジャスタ１７１は、ねじ穴１７２に装着され、第１ベースプレート１０１から突
出する量が調整される。この実施形態では、アジャスタ１７１は、第１ベースプレート１
０１の四隅に近い位置に取り付けられる。アジャスタ１７１が取り付けられる位置は、例
えば、支柱１１１，１１３，１１４，１１６の近くや、支柱１１１，１１３，１１４，１
１６の真下に取り付けられているとよい。
【００２８】
　この実施形態では、図３に示すように、第１ベースプレート１０１の後ろ側に取り付け
られるアジャスタ１７１は、支柱１１１，１１４の基端の真下に設けられたねじ穴１７２
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に取り付けられている。なお、ねじ穴１７２は、第１ベースプレート１０１の補強プレー
ト１０１ｂに形成された穴にねじ溝が形成されている。また、第１ベースプレート１０１
の前側では、アジャスタ１７１が取り付けられる部位に、補強プレート１０１ｂが延びて
いない。この実施形態では、第１ベースプレート１０１の前側のアジャスタ１７１が取り
付けられる部位には、表面プレート１０１ａに貫通孔が形成されており、表面プレート１
０１ａの裏面にナット１７３が溶接されている。前側のアジャスタ１７１は、当該ナット
１７３に取り付けられている。
【００２９】
　第１ベースプレート１０１は、前後左右の４箇所にアジャスタ１７１が取り付けられて
いる。そして、各アジャスタ１７１の突出量を調整することによって、安定して設置する
ことができる。
【００３０】
　この実施形態では、第１ベースプレート１０１は、左右に横長であり、通路Ａは、第１
ベースプレート１０１の長辺が対向する方向を前後方向に設定されている。第１ベースプ
レート１０１は、かかる形態に限定されず、通路Ａに沿って前後に縦長のプレートとして
もよい。第１ベースプレート１０１が前後に縦長のプレートである場合、通路Ａは、第１
ベースプレート１０１の短辺が対向する方向（前後方向）に沿って設定される。
【００３１】
〈第２ベースプレート１０２〉
　第２ベースプレート１０２は、図１に示すように、略長方形の板状の部材である。この
実施形態では、第２ベースプレート１０２の長辺は、第１ベースプレート１０１と同じ幅
であり、第２ベースプレート１０２の短辺は、第１ベースプレート１０１よりも短い。図
４は、第２ベースプレート１０２の平面図であり、図５は、第２ベースプレート１０２の
底面図である。
【００３２】
　第２ベースプレート１０２は、表面プレート１０２ａと、補強プレート１０２ｂと、エ
ッジカバー１０２ｃと、アジャスタ１７６とを備えている。第２ベースプレート１０２の
表面プレート１０２ａと、補強プレート１０２ｂと、エッジカバー１０２ｃと、アジャス
タ１７６とは、第１ベースプレート１０１の表面プレート１０１ａと、補強プレート１０
１ｂと、エッジカバー１０１ｃと、アジャスタ１７１と、それぞれ凡そ同じ構成である。
ここでは、第２ベースプレート１０２が、第１ベースプレート１０１と異なる点を重点的
に説明する。
【００３３】
　第２ベースプレート１０２では、図１に示すように、横長の部材である。補強プレート
１０２ｂは、表面プレート１０２ａの裏面に取り付けられている。エッジカバー１０２ｃ
は、表面プレート１０２ａの周縁部を覆うように取り付けられている。第２ベースプレー
ト１０２には、左右両側に、支柱（第２支柱１１２と第５支柱１１５）が取り付けられる
。また、第２支柱１１２と第５支柱１１５との間において、第２ベースプレート１０２の
中央部には、通路Ａが設定されている。通路Ａとしての領域には、滑り止め機能を有する
シート１４２が取り付けられている。ここでは、第２ベースプレート１０２に第２支柱１
１２と第５支柱１１５を取り付ける構造は、凡そ同じである。
【００３４】
　第２ベースプレート１０２には、左側に第２支柱１１２が取り付けられる取付部１５２
（図４および図５参照）が設けられ、右側に第５支柱１１５が取り付けられている取付部
１５５が設けられている。第２ベースプレート１０２には、第２支柱１１２と第５支柱１
１５を取り付ける位置に、取付穴１５０が形成されている。取付穴１５０は、表面プレー
ト１０２ａと補強プレート１０２ｂを貫通しており、補強プレート１０２ｂにねじ穴が形
成されている。第２支柱１１２と第５支柱１１５の基端には、それぞれフランジ１６２が
設けられる。フランジ１６２には、第２ベースプレート１０２の取付穴１５０に合わせて
挿通穴（図示省略）が形成されている。フランジ１６２の挿通穴を、それぞれ第２ベース
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プレート１０２の取付穴１５０に合わせ、フランジ１６２の上方からねじ１６３で止める
ことによって、第２ベースプレート１０２に、第２支柱１１２と第５支柱１１５が取り付
けられている。第２支柱１１２と第５支柱１１５との基端には、それぞれカバー１６１が
取り付けられている。
【００３５】
〈支柱１１１～１１６〉
　この実施形態では、支柱１１１～１１６は、それぞれ高さ調整が可能である。なお、支
柱１１１～１１６の高さを調整する機構は、種々の機構を採用することができる。支柱１
１１～１１６は、上述のようにそれぞれ基端にフランジ１６２（図１参照）を有しており
、第１ベースプレート１０１または第２ベースプレート１０２の取付部１５１～１５６（
図２および図４参照）にそれぞれ取り付けられる。支柱１１１～１１４の上端には、それ
ぞれヒンジ１２１～１２４が取り付けられている。
【００３６】
〈ヒンジ１２１～１２６〉
　この実施形態では、第１ベースプレート１０１に取り付けられた第１支柱１１１には、
第１ヒンジ１２１と第３ヒンジ１２３が取り付けられている。また、第２ベースプレート
１０２に取り付けられた第２支柱１１２には、第２ヒンジ１２２が取り付けられている。
第１ベースプレート１０１に取り付けられた第４支柱１１４には、第４ヒンジ１２４と第
６ヒンジ１２６が取り付けられている。また、第２ベースプレート１０２に取り付けられ
た第５支柱１１５には、第５ヒンジ１２５が取り付けられている。
【００３７】
〈第１ヒンジ１２１、第３ヒンジ１２３〉
　図６と図７は、第１ヒンジ１２１および第３ヒンジ１２３が設けられた第１支柱１１１
の上端を示す側面図である。第１支柱１１１の上端には、図６および図７に示すように、
支柱側ブラケット１８１と、揺動ブラケット１８２と、第１回転ブラケット１８３と、第
２回転ブラケット１８４と、揺動支持軸１８５と、回転支持軸１８６と、キャップ１８７
と、第１手すり取付部１９１と、第３手すり取付部１９３とが取り付けられている。図７
では、第１支柱１１１の上端から第１手すり取付部１９１と、第３手すり取付部１９３と
が取り外された状態を示す図である。また、図８は、図７の状態からさらに、第１回転ブ
ラケット１８３と第２回転ブラケット１８４とが取り外された状態を示す図であり、前側
から見た側面図（正面図）である。
【００３８】
〈支柱側ブラケット１８１〉
　支柱側ブラケット１８１は、第１支柱１１１の上端に取り付けられる部材である。支柱
側ブラケット１８１の上部には、揺動ブラケット１８２が揺動可能に接続されている。こ
こで、支柱側ブラケット１８１の上部には、円板状の取付片１８１ａが設けられている。
支柱側ブラケット１８１の上部は、取付片１８１ａの円弧の下部に沿って揺動ブラケット
１８２が装着されるべく段差１８１ｂが設けられている。この実施形態では、円板状の取
付片１８１ａの法線方向が、左右方向に向けて配置されている。円板状の取付片１８１ａ
の中心には、取付片１８１ａの法線方向に沿って揺動支持軸１８５が装着される。
【００３９】
〈揺動ブラケット１８２〉
　揺動ブラケット１８２は、台座部１８２ａと、取付片１８２ｂとを備えている。台座部
１８２ａは、円板状の部位であり、支柱側ブラケット１８１の上方に配置されている。取
付片１８２ｂは、台座部１８２ａから下方に延びており、支柱側ブラケット１８１の取付
片１８１ａに重ねられている。揺動支持軸１８５は、支柱側ブラケット１８１の取付片１
８１ａと、揺動ブラケット１８２の取付片１８２ｂとを水平方向に貫通している。これに
より、揺動ブラケット１８２は、揺動支持軸１８５を揺動中心軸として、支柱側ブラケッ
ト１８１に対して揺動する。揺動ブラケット１８２の台座部１８２ａの中心には、回転支
持軸１８６を取り付けるためのねじ穴が形成されている。揺動ブラケット１８２の台座部
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１８２ａの上には、第１回転ブラケット１８３と、第２回転ブラケット１８４とが順に重
ねられる。
【００４０】
〈第１回転ブラケット１８３、第２回転ブラケット１８４〉
　第１回転ブラケット１８３は、基部１８３ａ（第１回転部）と、取付片１８３ｂ（第１
突出部）とを備えている。基部１８３ａは、円板状の部材であり、中心に回転支持軸１８
６が挿通される挿通穴が形成されている。取付片１８３ｂは、基部１８３ａから径方向に
延びた、略円板状の部位である。取付片１８３ｂの中心には、揺動中心軸１８３ｃが装着
されている。第２回転ブラケット１８４は、基部１８４ａと、取付片１８４ｂとを備えて
いる。基部１８４ａは、円板状の部材であり、中心に回転支持軸１８６が挿通される挿通
穴が形成されている。基部１８４ａは、第１回転ブラケット１８３の基部１８３ａの上に
挿通穴を合わせて重ねられている。取付片１８４ｂは、基部１８４ａから径方向に延びた
、略円板状の部位である。取付片１８４ｂの中心には、揺動中心軸１８４ｃが装着されて
いる。
【００４１】
〈回転支持軸１８６〉
　上述したように、第１回転ブラケット１８３の基部１８３ａと第２回転ブラケット１８
４の基部１８４ａとには、それぞれ中心に挿通穴が形成されている。揺動ブラケット１８
２の台座部１８２ａの中心には、回転支持軸１８６を取り付けるためのねじ穴が形成され
ている。これに対して、回転支持軸１８６は、基部１８３ａと基部１８４ａの挿通穴に挿
通されうる太さの軸部材で有り、回転支持軸１８６の下端部には、台座部１８２ａのねじ
穴に装着されるねじ部が設けられている。回転支持軸１８６は、図７および図８に示すよ
うに、上下に重ねられた第１回転ブラケット１８３の基部１８３ａと第２回転ブラケット
１８４の基部１８４ａとの、それぞれ中心に形成された挿通穴に、上方から挿通される。
回転支持軸１８６の下端は、揺動ブラケット１８２の台座部１８２ａにねじ止めされる。
回転支持軸１８６の上端には、キャップ１８７が取り付けられる。これにより、第１回転
ブラケット１８３と第２回転ブラケット１８４は、それぞれ回転支持軸１８６の周方向（
第１支柱１１１の周方向）に回転する。
【００４２】
　このように、揺動ブラケット１８２の台座部１８２ａと、第１回転ブラケット１８３の
基部１８３ａと、第２回転ブラケット１８４の基部１８４ａとは、それぞれ上下方向に重
ねられている。この実施形態では、揺動ブラケット１８２の台座部１８２ａの上面は、回
転支持軸１８６の周りにおいて、突出したリング状の突起１８２ｃ（図８参照）や、リン
グ状の溝（図示省略）を有している。また、詳しい図示は省略するが、第１回転ブラケッ
ト１８３の基部１８３ａの下面は、揺動ブラケット１８２の台座部１８２ａのリング状の
突起が嵌まる溝や、揺動ブラケット１８２の台座部１８２ａのリング状の溝に嵌まる突起
を有している。また、第１回転ブラケット１８３の基部１８３ａの上面は、回転支持軸１
８６の周りにおいて、突出したリング状の突起や、リング状の溝を有している。第２回転
ブラケット１８４の基部１８４ａの下面は、第１回転ブラケット１８３の基部１８４ａの
上面に設けられたリング状の突起が嵌まる溝や、リング状の溝に嵌まる突起を有している
。このように、揺動ブラケット１８２と、第１回転ブラケット１８３と、第２回転ブラケ
ット１８４は、重なり合う部分に、回転支持軸１８６の周りにおいて、互いに嵌まり合う
リング状の突起やリング状の溝を備えている。かかるリング状の突起やリング状の溝が互
いに嵌まり合うことによって、第１回転ブラケット１８３と、第２回転ブラケット１８４
とが、揺動ブラケット１８２に対して、がたつかず安定してスムーズに回動する。
【００４３】
〈第１手すり取付部１９１〉
　第１手すり取付部１９１は、図６に示すように、第２回転ブラケット１８４の取付片１
８４ｂに装着された揺動中心軸１８４ｃに揺動可能に取り付けられている。第１手すり取
付部１９１は、図１に示すように、第２ベースプレート１０２に配置された第２支柱１１
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２に向けられている。第１手すり取付部１９１は、第１手すり１３１の一端が挿入される
挿入部を有している。この実施形態では、第１手すり取付部１９１は、第１支柱１１１の
上端部に、第１ヒンジ１２１を介して角度が変更可能に取り付けられている。つまり、第
１ヒンジ１２１は、第１支柱１１１に対して周方向に回転可能な基部１８４ａ（第１回転
部）と、基部１８４ａから外径方向に突出した取付片１８４ｂ（第１突出部）とを備えて
いる。そして、第１手すり取付部１９１は、取付片１８４ｂに対して上下方向に揺動可能
に取り付けられている。
【００４４】
〈第３手すり取付部１９３〉
　第３手すり取付部１９３は、図６に示すように、第１回転ブラケット１８３の取付片１
８３ｂに装着された揺動中心軸１８３ｃに揺動可能に取り付けられている。第３手すり取
付部１９３は、図１に示すように、同じ第１ベースプレート１０１において、第１支柱１
１１の前側に配置された第３支柱１１３に向けられている。第３手すり取付部１９３は、
第２手すり１３２の一端が挿入される挿入部を有している。この実施形態では、第１回転
ブラケット１８３は、第１支柱１１１と第３手すり取付部１９３との間に介在した第３ヒ
ンジ１２３として機能する。つまり、第３手すり取付部１９３は、第１支柱１１１の上端
部に、第３ヒンジ１２３を介して取り付けられている。つまり、第３ヒンジ１２３は、第
１支柱１１１に対して周方向に回転可能な基部１８３ａと、基部１８３ａから外径方向に
突出した取付片１８３ｂとを備えている。そして、第３手すり取付部１９３は、取付片１
８３ｂに対して上下方向に揺動可能に取り付けられている。
【００４５】
　次に、図９は、第２支柱１１２の上端に取り付けられた第２ヒンジ１２２を示す側面図
である。第２ヒンジ１２２は、第１ヒンジ１２１と凡そ同じ構造を備えている。ここでは
、第１回転ブラケット１８３に換えて、回転支持軸１８６にスペーサ１８８が装着されて
いる。第２ヒンジ１２２では、第２回転ブラケット１８４に第２手すり取付部１９２が取
り付けられている。第２手すり取付部１９２は、第１支柱１１１に向けられている。
【００４６】
　第４支柱１１４の上端に取り付けられた第４ヒンジ１２４は、第１ヒンジ１２１（図１
および図６参照）と同様の構造であり、第５ヒンジ１２５は、第３ヒンジ１２３（図１お
よび図６参照）と同様の構造である。ここでは、第５ヒンジ１２５を構成する第１回転ブ
ラケット１８３に、第６手すり取付部１９６が取り付けられている。第６手すり取付部１
９６は、第６支柱１１６の方に向けられている。また、第４ヒンジ１２４を構成する第２
回転ブラケット１８４に、第４手すり取付部１９４が取り付けられている。第４手すり取
付部１９４は第５支柱１１５の方に向けられている。
【００４７】
　第５支柱１１５の上端に取り付けられた第５ヒンジ１２５は、第２ヒンジ１２２と同様
の構成である（図１および図９参照）。第５ヒンジ１２５では、第２回転ブラケット１８
４に第５手すり取付部１９５が取り付けられている。第５手すり取付部１９５は、第４支
柱１１４の方に向けられている。
【００４８】
〈第１保持部材２０１、第２保持部材２０２〉
　この実施形態では、第１ベースプレート１０１の左前部に設置された第３支柱１１３の
上端には、第１保持部材２０１が取り付けられている。第１保持部材２０１は、第２手す
り１３２の端部が挿入される挿入部を備えている。第１保持部材２０１の挿入部は、第１
支柱１１１の方に向けられている。また、第１ベースプレート１０１の右前部に設置され
た第６支柱１１６の上端には、第２保持部材２０２が取り付けられている。第２保持部材
２０２は、第４手すり１３４の端部が挿入される挿入部を備えている。第２保持部材２０
２の挿入部は、第４支柱１１４の方に向けられている。
【００４９】
〈手すり１３１～手すり１３４〉
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　第１手すり１３１は、図１に示すように、第１支柱１１１に設けられた第１手すり取付
部１９１と、第２支柱１１２に設けられた第２手すり取付部１９２とに装着されている。
　第２手すり１３２は、第１支柱１１１に設けられた第３手すり取付部１９３と、第３支
柱１１３に設けられた第１保持部材２０１とに装着されている。
　第３手すり１３３は、第４支柱１１４に設けられた第４手すり取付部１９４と、第５支
柱１１５に設けられた第５手すり取付部１９５とに装着されている。
　第４手すり１３４は、第４支柱１１４に設けられた第６手すり取付部１９６と、第６支
柱１１６に設けられた第２保持部材２０２とに装着されている。
【００５０】
　この仮設手すり１００は、図１に示すように、玄関ポーチのような段差に設置すること
ができる。図１では、第１ベースプレート１０１が段差の下側に置かれ、第２ベースプレ
ート１０２が段差の上側に置かれている。仮設手すり１００は、置くだけで設置できる。
【００５１】
　また、玄関ポーチの段差や玄関への道筋は、住宅個々に違っている。
　この仮設手すり１００は、図１に示すように、第１ベースプレート１０１と、第１支柱
１１１と、第１ヒンジ１２１と、第１手すり取付部１９１と、第２ベースプレート１０２
と、第２支柱１１２と、第２ヒンジ１２２と、第２手すり取付部１９２と、第１手すり１
３１とを備えている。第１支柱１１１は、第１ベースプレート１０１に取り付けられてい
る。第１ヒンジ１２１は、第１支柱１１１の上端部に取り付けられている。第１手すり取
付部１９１は、第１ヒンジ１２１を介して、第１支柱１１１に対して角度が変更可能に取
り付けられている。第２支柱１１２は、第２ベースプレート１０２に取り付けられている
。第２ヒンジ１２２は、第２支柱１１２の上端部に取り付けられている。第２手すり取付
部１９２は、第２ヒンジ１２２を介して、第１支柱１１１に対して角度が変更可能に取り
付けられている。第１手すり１３１は、第１手すり取付部１９１と第２手すり取付部１９
２とに架け渡されている。そして、第１支柱１１１と第２支柱１１２は、第１ベースプレ
ート１０１と第２ベースプレート１０２とにおいて、それぞれ片側に偏って配置されてい
る。
【００５２】
　かかる仮設手すり１００は、図１に示すように、第１支柱１１１に設けられた第１手す
り取付部１９１は、第１ヒンジ１２１によって、第１支柱１１１に対して周方向および上
下方向において、任意の向きに向けられる。また、第２支柱１１２に設けられた第２手す
り取付部１９２は、第２ヒンジ１２２によって、第２支柱１１２に対して周方向および上
下方向において任意の向きに向けられる。また、この実施形態では、第４支柱１１４に第
４ヒンジ１２４を介して第４手すり取付部１９４が取り付けられている。第５支柱１１５
に第５ヒンジ１２５を介して第５手すり取付部１９５が取り付けられている。第４支柱１
１４に設けられた第４手すり取付部１９４は、第４ヒンジ１２４によって、第４支柱１１
４に対して周方向および上下方向において、任意の向きに向けられる。また、第５支柱１
１５に設けられた第５手すり取付部１９５は、第５ヒンジ１２５によって、第５支柱１１
５に対して周方向および上下方向において任意の向きに向けられる。
【００５３】
　このため、仮設手すり１００は、第１ベースプレート１０１に対して、第２ベースプレ
ート１０２を上下方向および周方向に位置を変えて設置できる。このため、段差や道筋が
異なる玄関ポーチにも設置が可能であり、汎用性が高い。また、支柱１１１～１１６の高
さが変更できるので、手すり１３１～１３４の高さを適宜に変えることができるので、使
用者個々に合わせて手すり１３１～１３４の高さや角度が変更できる。
【００５４】
　また、この仮設手すり１００は、図１に示すように、第１支柱１１１と第２支柱１１２
は、第１ベースプレート１０１と第２ベースプレート１０２とにおいて、それぞれ片側に
偏って配置されている。そして、第１ベースプレート１０１と第２ベースプレート１０２
の中央部に通路Ａを設定することができる。この場合、第１ベースプレート１０１と第２
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ベースプレート１０２の上に、十分な通路用のスペースが確保できる。また、第１手すり
１３１を支える第１支柱１１１、第２支柱１１２に対して、第１ベースプレート１０１と
第２ベースプレート１０２の重心が離れている。このため、第１手すり１３１に荷重が掛
かっても、仮設手すり１００が倒れにくい。
【００５５】
　なお、上述した実施形態では、図１に示すように、第４支柱１１４と第５支柱１１５と
が、第１ベースプレート１０１と第２ベースプレート１０２とにおいて、第１支柱１１１
と第２支柱１１２とは反対側に偏って配置されている。仮設手すり１００は、このように
ベースプレート１０１、１０２の左右両側に、それぞれ支柱と手すりが配置されていても
よい。ベースプレート１０１、１０２の左右両側に、それぞれ支柱と手すりが配置されて
いる場合には、使用者の両側に手すりがあるので、使用者の安心感や利便性が増す。なお
、かかる形態に限らず、仮設手すり１００は、ベースプレート１０１、１０２の左右のう
ち片側のみに、支柱と手すりが配置されていてもよい。
【００５６】
　この実施形態では、第１ヒンジ１２１は、第１支柱１１１に対して周方向に回転可能な
第１回転部（基部１８４ａ）と、当該第１回転部１８４ａから外径方向に突出した第１突
出部（取付片１８４ｂ）とを備えている。第１手すり取付部１９１は、第１突出部１８４
ｂに対して上下方向に揺動可能に取り付けられている。このような構成によって、第１支
柱１１１に対して第１手すり１３１の向きを調整できる第１ヒンジ１２１をコンパクトに
構成できる（図１および図６参照）。また、実施例で挙げたヒンジ１２１～１２６は、何
れも上述の第１回転部と第１突出部のような回転部と突出部を備えている。このような構
成によって、ヒンジ１２１～１２６は、何れもコンパクトに構成されている。なお、ヒン
ジ１２１～１２６の構造は、実施例で挙げた構造に限定されるものではない。
【００５７】
　また、第１支柱１１１と第２支柱１１２とは、それぞれ高さが調整できるとよい。これ
により、仮設手すり１００の汎用性が増し、例えば、使用者の体格に合わせて手すり１３
１の高さを調整できる。
【００５８】
　また、第３支柱１１３は、第１支柱１１１から離れた位置において第１ベースプレート
１０１に取り付けられている。第３支柱１１３の上端部には、第１保持部材２０１が取り
付けられている。第１支柱１１１の上端部には、第３手すり取付部１９３が設けられてい
る。第２手すり１３２は、第１保持部材２０１と第３手すり取付部１９３とに架け渡され
ている。このように、第１ベースプレート１０１には、前後に複数の第１支柱１１１、１
１３が配置され、その上端部に手すり１３２が架け渡されていてもよい。使用者の使い易
さが向上する。例えば、第３支柱１１３は、第１ベースプレート１０１において、第１支
柱１１１と同じ側に偏って配置されているとよい。
【００５９】
　また、第１支柱１１１の上端部に、第３ヒンジ１２３が設けられていてもよい。この場
合、第３手すり取付部１９３は、第３ヒンジ１２３を介して、第１支柱１１１に取り付け
られ、第１支柱１１１に対して周方向に向きが変えられるとよい。これにより、例えば、
第１支柱１１１と第３支柱１１３の高さが違うような場合において、第２手すり１３２の
角度を変えて設置することができる。上述した実施形態では、第１ベースプレート１０１
は、第１支柱１１１の取付位置が変更可能なように、複数の取付部を備えている。このよ
うに、第１支柱１１１または第３支柱１１３を取り付け位置が変更可能な取り付け構造を
有していることによって、第１支柱１１１または第３支柱１１３の配置を換えることがで
きる。これにより、仮設手すりの汎用性を向上し、より多様な設置場所に設置でき、また
、使用者のニーズに応じて使用状態を変えることができる。
【００６０】
　また、上述した実施形態のように、第１ベースプレート１０１は、第６支柱１１６と第
４手すり１３４を配置して、第１ベースプレート１０１の両側に、支柱と手すりを配置し
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てもよい。第１ベースプレート１０１の両側に、支柱と手すりを配置することによって、
使用者の安心感や利便性が増す。
【００６１】
　また、上述した実施形態では、第１ベースプレート１０１と第２ベースプレート１０２
とは、矩形のプレートであり、第１ベースプレート１０１と、第２ベースプレート１０２
とは、大きさが異なる。具体的には、第１ベースプレート１０１は、前後方向において、
第２ベースプレート１０２よりも長い。例えば、玄関ポーチなどで、玄関の扉の前のスペ
ースが限られている場合には、第１ベースプレート１０１と第２ベースプレート１０２の
一方を小さいプレートとしておくことで、汎用性が増す。この場合、第１ベースプレート
１０１と第２ベースプレート１０２は、必ずしも矩形のプレートでなくてもよい。
【００６２】
　また、第１ベースプレート１０１と第２ベースプレート１０２は、同じ構造の部材とし
てもよい。これにより部品を共通させることができ、コストを低く抑えることができる。
また、支柱１１１～１１６や、ヒンジ１２１～１２６、手すり取付部１９１～１９６など
も、部品を共通化させることによって、仮設手すり１００のコストを低く抑えることがで
きる。
【００６３】
　以上、本発明の一実施形態に係る仮設手すり１００について、種々説明をしたが、本発
明の仮設手すり１００は、ここで言及される形態に限定されない。
【００６４】
　ここで、仮設手すり１００は、最小単位となる構成を、第１ベースプレート１０１と第
２ベースプレート１０２を例示して説明している。仮設手すり１００は、例えば、第１ベ
ースプレート１０１や第２ベースプレート１０２と同様に、支柱や手すりを設けた複数の
ベースプレートをさらに備えていてもよい。
【００６５】
　また、仮設手すり１００の各構成部材は、特に言及されない限りにおいて、上述した実
施形態に限定されず、種々の変更が可能である。
【００６６】
　（他の発明）
　ここで提案される仮設手すりは、第１ベースプレートと、第２ベースプレートと、第１
支柱と、第２支柱と、第１ヒンジと、第１手すり取付部と、第２ヒンジと、第２手すり取
付部と、第１手すりとを備えている。第１支柱は、第１ベースプレートに取り付けられて
おり、第１ヒンジは、第１支柱の上端部に取り付けられている。第１手すり取付部は、第
１ヒンジを介して、第１支柱に対して角度が変更可能に取り付けられている。また、第２
支柱は、第２ベースプレートに取り付けられており、第２支柱の上端部に第２ヒンジが取
り付けられている。第２手すり取付部は、第２ヒンジを介して、第２支柱に対して角度が
変更可能に取り付けられている。第１手すりは、第１手すり取付部と第２手すり取付部と
に架け渡されている。ここで、第１支柱と第２支柱とは、第１ベースプレートと第２ベー
スプレートとにおいて、それぞれ片側に偏って配置されている。
【００６７】
　第１支柱と第２支柱とは、第１ベースプレートと第２ベースプレートとにおいて、それ
ぞれ片側に偏って配置されているので、ベースプレート上に十分な通路用のスペースを確
保できる。ここで、「手すり取付部」は、「手すりが取り付けられる部位」であり、その
形状や構造は、特に言及されない限りにおいて限定されない。
【００６８】
　また、第１ヒンジは、第１支柱に対して周方向に回転可能な第１回転部と、第１回転部
から外径方向に突出した第１突出部とを備えていてもよい。この場合、第１手すり取付部
は、第１突出部に対して上下方向に揺動可能に取り付けられているとよい。また、第２ヒ
ンジは、第２支柱に対して周方向に回転可能な第２回転部と、第２回転部から外径方向に
突出した第２突出部とを備えていてもよい。この場合、第２手すり取付部は、第２突出部
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に対して上下方向に揺動可能に取り付けられているとよい。これによりヒンジがコンパク
トな構成となるとともに、仮設手すりの汎用性が増す。
【００６９】
　また、第１支柱と第２支柱とは、それぞれ高さが調整できるとよい。これにより、仮設
手すりの汎用性がさらに増す。
【００７０】
　また、第１支柱から離れた位置において第１ベースプレートに取り付けられた、第３支
柱と、第３支柱の上端部に取り付けられた第１保持部材と、第１支柱の上端部に設けられ
た第３手すり取付部と、第１保持部材と第３手すり取付部とに架け渡された第２手すりと
を備えていてもよい。また、第１支柱の上端部に、第３ヒンジが設けられていてもよい。
この場合、第３手すり取付部は、第３ヒンジを介して、第１支柱に取り付けられており、
第１支柱に対して周方向に向きが変えられてもよい。これにより、仮設手すりの汎用性が
増すとともに、使用者の利便性が増す。
【００７１】
　第１ベースプレートは、第１支柱または第３支柱を取り付け位置が変更可能な取り付け
構造を有していてもよい。この場合、第３支柱は、第１ベースプレートにおいて、第１支
柱と同じ側に偏って配置されていてもよい。
【００７２】
　また、第１ベースプレートに取り付けられた第４支柱と、第２ベースプレートに取り付
けられた第５支柱と、第４支柱の上端部に取り付けられた第４ヒンジと、第４ヒンジを介
して、第４支柱に対して角度が変更可能に取り付けられた第４手すり取付部と、第５支柱
の上端部に取り付けられた第５ヒンジと、第５ヒンジを介して、第５支柱に対して角度が
変更可能に取り付けられた第５手すり取付部と、第４手すり取付部と第５手すり取付部と
に架け渡された第３手すりとを備え、第４支柱と第５支柱とは、第１ベースプレートと第
２ベースプレートとにおいて、第１支柱と第２支柱とは反対側に偏って配置されていても
よい。このように、第１ベースプレート１０１と第２ベースプレート１０２の両側に手す
りを備えていることによって、仮設手すりの利便性が増す。また、使用者に与える安心感
が向上する。
【００７３】
　この場合、第４支柱から離れた位置において第１ベースプレートに取り付けられた、第
６支柱と、第６支柱の上端部に取り付けられた第２保持部材と、第４支柱の上端部に設け
られた第６手すり取付部と、第２保持部材と第６手すり取付部とに架け渡された第４手す
りとを備えていてもよい。また、第４支柱の上端部に、第６ヒンジが設けられており、第
６手すり取付部は、第６ヒンジを介して、第４支柱に取り付けられており、第４支柱に対
して周方向に向きが変えられるとよい。
【００７４】
　また、第１ベースプレートと第２ベースプレートとは、同じ構造の部材であってもよい
。この場合、部品を共通化させることができ、仮設手すりの製造コストを低く抑えること
ができる。また、第１ベースプレートと、第２ベースプレートとは、大きさが異なってい
てもよい。第１ベースプレートと第２ベースプレートの大きさを異ならせておくことによ
って、仮設手すりの汎用性が増す。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明は、上述したように仮設手すりを提供するものであり、産業上利用可能である。
 
【符号の説明】
【００７６】
１０１　第１ベースプレート
１０１ａ　表面プレート
１０１ｂ　補強プレート
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１０１ｃ　エッジカバー
１０２　第２ベースプレート
１０２ａ　表面プレート
１０２ｂ　補強プレート
１０２ｃ　エッジカバー
１１１－１１６　支柱
１２１－１２６　ヒンジ
１３１－１３４　手すり
１５１－１５６　取付部
１７１、１７６　アジャスタ
１８１　支柱側ブラケット
１８２　揺動ブラケット
１８３　第１回転ブラケット
１８３ａ　基部（回転部）
１８３ｂ　取付片（突出部）
１８３ｃ　揺動中心軸
１８４　第２回転ブラケット
１８４ａ　基部（回転部）
１８４ｂ　取付片（突出部）
１８４ｃ　揺動中心軸
１８５　揺動支持軸
１８６　回転支持軸
１８７　キャップ
１８８　スペーサ
１９１－１９６　手すり取付部
２０１、２０２　保持部材
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