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(57)【要約】
【課題】　吊り足場の面積を低減させると共に、主桁に
対する設置及び撤去作業を容易なものとする。
【解決手段】　橋梁の主桁４の下フランジ４ａ間に、多
数の支持梁部材１４を前後方向所要間隔で架け渡す。各
支持梁部材１４の左右両端部寄り２個所を、主桁４に沿
って延びる間隔保持材１９に取り外し可能に連結する。
各支持梁部材１４の左右両端部付近の２個所に上下方向
の軌条支柱１６の上端部を取り外し可能に連結する。軌
条支柱１６の下端部に主桁４の下方にて主桁４に沿って
延びる左右一対の軌条１５を取り外し可能に連結する。
各軌条１５に走行可能に取り付けた走行台車装置１７の
下側に足場本体１８を設ける。各走行台車装置１７を各
軌条１５に沿って前後方向に走行させて、足場本体１８
を、主桁４の下方位置で前後方向に移動させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前後方向に延びる左右の主桁の間に左右方向に延びる支持梁部材を前後方向に所要間隔
で複数配置すると共に、該各支持梁部材の両端部を、上記主桁の下フランジ上に載置し、
且つ該各支持梁部材に、上記各主桁の長手方向に沿わせて配置した軌条を、軌条支柱を介
して取り外し可能にそれぞれ連結し、更に、上記軌条に前後方向に走行できるよう取り付
けた走行台車装置に、足場本体を取り付けて、上記走行台車装置を上記軌条に沿い前後方
向へ走行させることにより、上記足場本体を上記主桁の下方位置で主桁の延びる方向に沿
って移動させることができるようにしたことを特徴とする移動式吊り足場装置。
【請求項２】
　軌条を左右一対とし、各支持梁部材の両端部付近における主桁の下フランジ近傍位置に
、それぞれ軌条支柱の上端部を取り外し可能に連結すると共に、該各軌条支柱の下端部に
、上記左右の各軌条を取り外し可能に連結するようにした請求項１記載の移動式吊り足場
装置。
【請求項３】
　各支持梁部材の長手方向両端部の２個所を、主桁の長手方向に延びる左右一対の間隔保
持材にそれぞれ取り外し可能に連結するようにした請求項１又は２記載の移動式吊り足場
装置。
【請求項４】
　各軌条支柱の上下方向中間部の１個所又は複数個所を、主桁の長手方向に延びる水平補
強部材に取り外し可能に連結するようにした請求項１、２又は３記載の移動式吊り足場装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、橋梁工事に伴って床版の下面側で行うボルト止め作業や塗装作業等の各種作
業、あるいは、橋梁の床版の下面側を保守するための点検作業や補修作業等の各種作業を
行うために用いる移動式吊り足場装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　橋梁を構成するための床版としては、従来、鉄筋コンクリート床版が一般に用いられて
いた。この種の鉄筋コンクリート床版を施工する場合は、橋脚間に左右一対の主桁を架設
した後、先ず、該主桁を利用してコンクリートを支持する支保工を設置し、次いで、上記
支保工の上に型枠を組み立てて、該型枠内に鉄筋を配筋し、その後、上記型枠内にコンク
リートを打設し、養生することで上記鉄筋コンクリート床版を構築するようにしてある。
【０００３】
　しかし、上記支保工の構築作業や、型枠の設置作業に多くの手間を要することから、近
年では、図４に示す如く、床版のコンクリート層２の下面を形成する型枠を鋼製パネル３
として、コンクリート層２と一体に結合させるようにした合成床版１が用いられるように
なってきている。
【０００４】
　この種の合成床版１を施工するための手法の１つとしては、上記合成床版１の下面とな
る鋼製パネル３の上側に図示しない鉄筋やスタッドを配設してなる所定サイズのコンポー
ネントを構成して、図示しない橋脚間に架設された左右一対の主桁（鋼桁）４の上側に、
橋梁の延びる方向に順次並べて配設して、隣接する上記鋼製パネル３の端部同士をボルト
止めして連結した後、該鋼製パネル３の上側にコンクリートを打設して上記合成床版１を
構築させるようにしてある。図中４ａは主桁４の下フランジ、４ｂは上フランジ、４ｃは
ウェブを示す。
【０００５】
　ところで、橋梁工事における上記のような主桁４の上側に隣接させて並べた合成床版１
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の端部同士を連結するためのボルト止め作業や、該ボルト止め個所の床版下面側の塗装作
業を行う場合には、合成床版１の下面側に吊り足場を設ける必要がある。更に、完成後の
橋梁の保守のために床版の下面側を点検したり、補修する場合にも、橋梁の床版の下面側
に吊り足場が必要となる。
【０００６】
　しかし、橋梁の床版の下方に全面に亘って吊り足場を構築するには、多大な資材、時間
及び手間が必要とされる。
【０００７】
　なお、橋梁の床版の下方に足場を設けることなく、床版の点検、補修等の各種作業を行
うために、高所作業車を用いることがあるが、高所作業車は、通常、１０～１５ｍ程度の
高さ範囲までしか届かないため、それ以上の高さを有する橋梁には使用できない。更に、
橋梁の下方に高所作業車を停めるスペースが必要なため、橋梁の下方が河川等であって地
面が確保できない場合には使用できず、又、陸上であっても、たとえば、橋梁の下方に建
築物等の障害物がある場合にも使用できないという問題がある。
【０００８】
　本出願人は、橋梁に対する吊り足場の設置を容易に行うための手法として、以下のよう
な手法を従来提案している。これは、図５に示す如く、治具本体６の上端部に、橋梁の主
桁４の下フランジ４ａの上面を転動させて走行させるためのローラ７を設けて形成してな
る移動式吊り治具５の下方位置に、おやごパイプ（単管パイプ）８、ころばし（木材を組
んだ足場）９を介して足場板１０等を取り付けて吊り足場１１のユニットを形成するよう
にしたものである。
【０００９】
　更に、図６に示す如く、主桁４を支える隣接した橋脚１２のうち、一方の橋脚１２の近
傍に作業台１３を仮設して、該作業台１３の上で、上記した如き吊り足場１１のユニット
を組み立てた後、該組み立てられた１ユニット分の吊り足場１１を、上記ローラ７を主桁
４の下フランジ４ａ上で転動させて他方の橋脚１２側へ移動させ、その後、上記作業台１
３上での次の吊り足場１１のユニットの組み立てと、組み立てられた吊り足場１１のユニ
ットの他方の橋脚１２側への移動とを繰り返して行うことで、吊り足場全体を組み立てる
ようにしてある。
【００１０】
　更に又、上記において、ローラ７自体に図示しない走行駆動装置を組み込んで、上記吊
り足場１１のユニットを自走式とすることも提案している（たとえば、特許文献１参照）
。
【００１１】
【特許文献１】特開２００５－２３２６７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところが、上記特許文献１に示されたものは、隣接する橋脚間に全体的に吊り足場を設
置する手法であって、作業者が乗った状態で主桁４の延びる方向に移動させる移動式の吊
り足場に関するものではない。
【００１３】
　更に、作業者が乗るために必要とされる吊り足場自体の面積を縮小できるようにする考
えも示されていない。
【００１４】
　そこで、本発明は、作業者が乗った状態で橋梁の主桁の延びる方向へ移動できるように
することで、作業者が乗るために必要とされる足場面積を大幅に縮小できると共に、設置
作業及び撤去作業を容易なものとすることができる移動式吊り足場装置を提供しようとす
るものである。
【課題を解決するための手段】
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【００１５】
　本発明は、上記課題を解決するために、請求項１に対応して、前後方向に延びる左右の
主桁の間に左右方向に延びる支持梁部材を前後方向に所要間隔で複数配置すると共に、該
各支持梁部材の両端部を、上記主桁の下フランジ上に載置し、且つ該各支持梁部材に、上
記各主桁の長手方向に沿わせて配置した軌条を、軌条支柱を介して取り外し可能にそれぞ
れ連結し、更に、上記軌条に前後方向に走行できるよう取り付けた走行台車装置に、足場
本体を取り付けて、上記走行台車装置を上記軌条に沿い前後方向へ走行させることにより
、上記足場本体を上記主桁の下方位置で主桁の延びる方向に沿って移動させることができ
るようにした構成とする。
【００１６】
　又、上記構成において、軌条を左右一対とし、各支持梁部材の両端部付近における主桁
の下フランジ近傍位置に、それぞれ軌条支柱の上端部を取り外し可能に連結すると共に、
該各軌条支柱の下端部に、上記左右の各軌条を取り外し可能に連結するようにした構成と
する。
【００１７】
　更に、上記各構成において、各支持梁部材の長手方向両端部の２個所を、主桁の長手方
向に延びる左右一対の間隔保持材にそれぞれ取り外し可能に連結するようにした構成とす
る。
【００１８】
　上述の各構成において、各軌条支柱の上下方向中間部の１個所又は複数個所を、主桁の
長手方向に延びる水平補強部材に取り外し可能に連結するようにした構成とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の移動式吊り足場装置によれば、以下のような優れた効果を発揮する。 
（１）前後方向に延びる左右の主桁の間に左右方向に延びる支持梁部材を前後方向に所要
間隔で複数配置すると共に、該各支持梁部材の両端部を、上記主桁の下フランジ上に載置
し、且つ該各支持梁部材に、上記各主桁の長手方向に沿わせて配置した軌条を、軌条支柱
を介して取り外し可能にそれぞれ連結し、更に、上記軌条に前後方向に走行できるよう取
り付けた走行台車装置に、足場本体を取り付けて、上記走行台車装置を上記軌条に沿い前
後方向へ走行させることにより、上記足場本体を上記主桁の下方位置で主桁の延びる方向
に沿って移動させることができるようにした構成としてあるので、足場本体を橋梁の床版
の下方位置にて主桁の長手方向に沿って移動可能な吊り足場とすることができる。これに
より、作業者が上記足場本体に乗った状態で、床版の下方位置にて主桁の長手方向に移動
できるようになるため、橋梁工事における主桁の上側に隣接させて並べた合成床版の端部
同士をボルト止めして連結する作業や、該ボルト止め個所の塗装作業を行う作業、あるい
は、橋梁の床版の保守のための点検作業や補修作業を行う場合の吊り足場として好適なも
のとすることができる。 
（２）作業者が乗るために設ける吊り足場の面積を従来の吊り足場に比して大幅に縮小で
きるため、吊り足場の構築に要する資材を大幅に削減することが可能になる。 
（３）上記各支持梁部材は、長手方向の両端部を上記主桁の下フランジの上面に単に載置
してあると共に、該各支持梁部材と軌条を、軌条支柱を介して取り外し可能に連結してあ
るため、上記軌条を溶接作業を行わずに設置でき、したがって、本発明の移動式吊り足場
装置の主桁に対する設置作業、及び、撤去作業を容易なものとすることができる。 
（４）更に、走行台車装置の走行する軌条は、左右の主桁の下フランジの間に架け渡した
支持梁部材の下方位置に配置してあるため、上記各主桁のウェブの側面に、所要の機器や
上下のフランジを繋ぐリブが設けてあっても、何ら影響を受けることなく本発明の移動式
吊り足場装置を主桁に対し設置できると共に、上記走行台車の走行による上記足場本体の
主桁の長手方向に沿う移動にも何ら影響を受けることはない。 
（５）軌条を左右一対とし、各支持梁部材の両端部付近における主桁の下フランジ近傍位
置に、それぞれ軌条支柱の上端部を取り外し可能に連結すると共に、該各軌条支柱の下端
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部に、上記左右の各軌条を取り外し可能に連結するようにした構成とすることにより、各
支持梁部材の両端部が左右の主桁の下フランジにより支持される支持点と、各支持梁部材
に対して上記左右の軌条支柱側から作用する荷重の作用点とを近接させることができるこ
とから、上記各支持梁部材に対して曲げ方向に作用する力のモーメントを小さく抑えるこ
とができて、各支持梁部材に多大な強度が要求されることのないようにすることができる
。又、橋梁の左右幅方向に延びる足場本体を、左右の走行台車装置により安定して支持さ
せることができる。 
（６）各支持梁部材の長手方向両端部の２個所を、主桁の長手方向に延びる左右一対の間
隔保持材にそれぞれ取り外し可能に連結するようにした構成とすることにより、上記各支
持梁部材を、前後方向に相対的に位置固定できる。したがって、各支持梁部材が左右の主
桁の下フランジ同士の間を通して脱落する虞を阻止できる。 
（７）各軌条支柱の上下方向中間部の１個所又は複数個所を、主桁の長手方向に延びる水
平補強部材に取り外し可能に連結するようにした構成とすることにより、前後方向に並ぶ
軌条支柱同士をより強固に連結して、軌条をより安定に支持させることが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を図面を参照して説明する。
【００２１】
　図１乃至図３は本発明の移動式吊り足場装置の実施の一形態を示すもので、以下のよう
にしてある。すなわち、橋梁の図示しない橋脚間に架設してある左右一対の主桁（鋼桁）
４の間に、左右方向に延びる支持梁部材１４を、主桁４の長手方向となる前後方向に所要
間隔で多数配置して、該各支持梁部材１４の両端部を、上記左右の主桁４の橋梁中央側へ
突出する下フランジ４ａの上面にそれぞれ載置させるようにする。更に、上記各支持梁部
材１４の両端部には、各主桁４の下端よりも所要寸法下方位置に該各主桁４の長手方向に
沿って平行に延びるよう配した左右一対の軌条１５を、上下方向の軌条支柱１６を介しそ
れぞれ連結して支持させるようにする。上記左右の各軌条１５には、左右一対の走行台車
装置１７を走行可能にそれぞれ取り付けると共に、上記左右の走行台車装置１７の下側に
、橋梁の左右幅方向の全長に亘る足場本体１８の対応する個所をそれぞれ連結して支持さ
せるようにする。これにより、上記左右の走行台車装置１７を、上記左右の軌条１５に沿
って前後方向に並行に走行させることで、該各走行台車装置１７と一体に上記足場本体１
８を、上記各主桁４の下方位置にて該各主桁４の延びる方向に沿って移動できるようにす
る。
【００２２】
　詳述すると、上記各支持梁部材１４は、角パイプ形状とすると共に、該各支持梁部材１
４の配置個所における左右の主桁４のウェブ４ｃ同士の間隔よりも僅かに短い長さ寸法を
有するようにしてある。これにより、各支持梁部材１４は、その長手方向の向きを左右方
向から前後や上下に多少傾けた状態で上記左右の主桁４の下フランジ４ａ同士の間を下方
から通過させた後、各支持梁部材１４の長手方向の向きを左右方向に揃えることで、該各
支持梁部材１４の左右の両端部を、上記左右の主桁４の下フランジ４ａの上面にそれぞれ
安定に載置させて、各支持梁部材１４を左右の主桁４の下フランジ４ａ同士の間に架け渡
すことができるようにしてある。上記のようにして左右の主桁４の下フランジ４ａ同士の
間に架け渡す支持梁部材１４は、主桁４の長手方向となる前後方向に、所要間隔、たとえ
ば、１ｍ程度の間隔で多数並べて配置するようにしてある。
【００２３】
　前後方向に所要間隔で並べて配置してある上記各支持梁部材１４は、その長手方向とな
る左右両端部の２個所を前後方向に互に連結するように、主桁４の長手方向に沿って延び
る左右一対の間隔保持材１９を各支持梁部材１４の両端部上に載置して、クランプ等の図
示しない連結具にて各支持梁部材１４と間隔保持材１９とを取り外し可能にそれぞれ連結
するようにする。これにより、上記前後方向に並べて配置してあるすべての支持梁部材１
４の左右両端部寄りの２個所同士を、上記各間隔保持材１９を介し連結することができて
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、すべての支持梁部材１４を、前後方向に相対的に位置固定できるようにしてある。した
がって、各支持梁部材１４が上記左右の主桁４の下フランジ４ａ同士の間を通して脱落す
る虞が生じないようにしてある。
【００２４】
　更に、上記各支持梁部材１４の左右両端部付近にて上記左右の主桁４の下フランジ４ａ
にそれぞれ近接する左右の２個所には、上下方向に所定の長さ寸法を有する軌条支柱１６
の上端部を、クランプ等の図示しない連結具にて取り外し可能にそれぞれ連結する。該各
軌条支柱１６の下端部における左右方向の外側位置には、上記各主桁４に沿って延びる左
右一対の軌条１５をそれぞれ配置して、上記各軌条支柱１６の下端部の外側面に、上記各
軌条１５を、クランプ、あるいは、ボルト・ナット等の図示しない連結具にて取り外し可
能に連結するようにする。これにより、上記各軌条１５の所要間隔位置を、軌条支柱１６
を介して上記各支持梁部材１４にそれぞれ連結して、上記各軌条１５に走行可能に取り付
ける上記左右の走行台車装置１７と足場本体１８の自重、及び、上記足場本体１８に乗る
作業者や載置される物品の重量によって上記各軌条１５に作用することとなる荷重を、各
軌条支柱１６、各支持梁部材１４を介して上記左右の主桁４の下フランジ４ａへ伝えて支
持させることができるようにしてある。又、上記各支持梁部材１４では、左右の各軌条支
柱１６との連結個所を、左右の主桁４の下フランジ４ａに近接した位置に設定してあるこ
とから、上記各支持梁部材１４の両端部が左右の主桁４の下フランジ４ａによって支持さ
れる支持点と、各支持梁部材１４に対してそれぞれ左右の軌条支柱１６側から作用する荷
重の作用点とを近接させることができるため、上記のように各軌条１５に作用することと
なる荷重を、各軌条支柱１６、各支持梁部材１４を介して上記左右の主桁４の下フランジ
４ａへ伝達する際に、該各支持梁部材１４に対し曲げ方向に作用する力のモーメントを小
さく抑えることができるようにしてある。
【００２５】
　上記左右の各軌条１５は、その上面又は下面にラック歯２０を全長に亘り設けてなる構
成としてある（図では各軌条１５の上面にラック歯２０を設けた状態を示してある）。又
、本実施の形態においては、上記各支持梁部材１４の前後方向の配列に応じて前後方向に
配列される各軌条支柱１６同士をより強固に連結して、各軌条１５をより安定して支持で
きるようにするために、上記各軌条支柱１６の上下方向中間部における左右方向の内側位
置に、上記各軌条１５と平行に延びる左右一対の水平補強部材２１をそれぞれ配置して、
上記各軌条支柱１６と各水平補強部材２１の対応する個所同士を、クランプ等の図示しな
い連結具にて取り外し可能に連結してある。
【００２６】
　上記左右の走行台車装置１７は、上記各軌条１５のラック歯２０に噛合する図示しない
駆動輪を備えて該駆動輪の正転、逆転駆動により上記軌条１５に沿って前進、後進できる
ようにしてある駆動台車２２と、上記軌条１５に走行可能に取り付けた複数台、たとえば
、３台の移動台車２３とを備え、更に、該各移動台車２３を、前後方向に所要間隔で配置
して前後方向に延びる連結材２４を介し互いに連結すると共に、該連結材２４の後端部と
なる一端部に、上記駆動台車２２を、所要の牽引部材２５を介して連結した構成としてあ
る。なお、図示してはいないが、上記駆動台車２２及び各移動台車２３には、軌条１５か
らの脱落を防止するための脱落防止機構をそれぞれ備えているものとする。
【００２７】
　更に、上記各移動台車２３の下側には、上下方向に所要の長さ寸法を有する連結部材２
６の上端部をそれぞれ取り付けると共に、該各連結部材２６の下端部を、前後方向に所要
の長さ寸法で橋梁の幅方向に延びる足場本体１８のそれぞれ対応する個所に取り付けるよ
うにしてある。これにより、上記駆動台車２２の前進運転又は後進運転により、上記各移
動台車２３と一体に上記足場本体１８を、前進移動又は後進移動させることができるよう
にしてある。
【００２８】
　なお、上記各軌条１５、各間隔保持材１９、各水平補強部材２１は、いずれも、現場の
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状況に応じて所要寸法の部材を随時継足して長手方向に所望の長さ寸法となるまで延長す
ることができるものとしてある。２７は上記各駆動台車２２の図示しない駆動モータへ電
力供給を行うための発電機、２８は作業者が上記足場本体１８に乗った状態で上記各駆動
台車２２の運転を制御するためのコントローラである。更に、該コントローラ２８には、
左右の軌条１５が、橋梁のカーブに応じて左右方向に曲がっていても、上記左右の駆動台
車２２を常に並行に走行させるように該各駆動台車２２の運転を制御する制御機能を備え
るようにしてもよい。２９は上記足場本体１８の外周部に設けた手摺である。その他、図
４に示したものと同一のものには同一符号が付してある。
【００２９】
　以上の如き構成としてある移動式吊り足場装置によれば、上記左右の走行台車装置１７
の駆動台車２２を運転して、該各駆動台車２２を左右の軌条１５に沿って並行に前方又は
後方へ走行させると、上記各駆動台車２２に牽引される各移動台車２３と一体に上記足場
本体１８が、上記各主桁４の下方位置を通して前進移動又は後進移動させられるようにな
る。
【００３０】
　このように、本発明の移動式吊り足場装置によれば、橋梁の床版（合成床版）１の下方
位置に、主桁４の長手方向に沿って移動可能な足場本体１８を設けることができることか
ら、作業者が上記足場本体１８に乗った状態で、主桁４に載置する床版１の下方位置にて
該主桁４の長手方向に移動できるようになる。よって、橋梁工事における主桁４の上側に
隣接させて並べた合成床版１の端部同士をボルト止めして連結する作業や、該ボルト止め
個所の塗装作業を行う作業、あるいは、橋梁の床版１の保守のために該床版１の下面側を
点検したり、補修する際の足場として好適なものとすることができる。
【００３１】
　又、作業者が乗る足場としては、上記足場本体１８のみを設ければよいため、従来の吊
り足場に比して、面積を大幅に縮小できて、吊り足場の構築に要する資材を大幅に削減す
ることが可能になる。
【００３２】
　更に、上記各支持梁部材１４は、長手方向の両端部を上記主桁４の下フランジ４ａの上
面に単に載置してあると共に、該各支持梁部材１４と各間隔保持材１９との連結個所、各
支持梁部材１４と各軌条支柱１６の上端部との連結個所、各軌条支柱１６の上下方向中間
部と各水平補強部材２１との連結個所は、いずれも、クランプ等の図示しない連結具にて
取り外し可能に連結してあり、更に、上記各軌条支柱１６の下端部と、上記各軌条１５と
の連結個所も、クランプ、あるいは、ボルト・ナット等の図示しない連結具にて取り外し
可能に連結してあるため、上記移動式吊り足場装置を、溶接作業を要することなく主桁４
に対し設置できて、設置作業、及び、撤去作業を容易なものとすることができる。
【００３３】
　しかも、上記足場本体１８を取り付けてある走行台車装置１７は、左右の主桁４の下フ
ランジ４ａ間に架け渡した支持梁部材１４から下方に延びる軌条支柱１６の下端部に保持
させた軌条１５に沿って走行するようにしてあって、左右の主桁４の下フランジ４ａの上
面側を直接走行するものではないため、上記主桁４のウェブ４ｃの側面に、所要の機器や
上下のフランジ４ｂと４ａとを繋ぐリブが設けてあっても、上記足場本体１８の主桁４の
長手方向に沿う移動が何ら影響を受けることはない。更に、上記各支持梁部材１４の前後
方向の間隔の多少の変化は許容できるため、上記主桁４のウェブ４ｃの側面に所要の機器
が取り付けてある個所や、上下のフランジ４ｂと４ａを繋ぐリブが設けてある個所を避け
て上記支持梁部材１４を容易に配置できることから、これらの機器やリブがあっても、何
ら問題を生じることなく本発明の移動式吊り足場装置を設置できる。
【００３４】
　更に又、上記足場本体１８を、走行台車装置１７に対する取り付け位置よりも前後方向
へ所要寸法突出した形状とする等して、足場本体１８に乗る作業者が、既設の各軌条１５
の先端よりも前方位置で、左右の主桁４の下フランジ４ａ間に新たな支持梁部材１４を架
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け渡す作業、上記左右の各間隔保持材１９、各軌条１５、各水平補強部材２１を継足して
前方へ延長する作業、新たに配設される支持梁部材１４を左右の各間隔保持材１９に連結
する作業、該支持梁部材１４の左右両端部付近に軌条支柱１６の上端部をそれぞれ連結す
る作業、該各軌条支柱１６の下端部に軌条１５を連結して支持させる作業、各軌条支柱１
６の上下方向中間部に、水平補強材２１を連結する作業等を行うことができるようにすれ
ば、橋梁の主桁４の長手方向の１個所の下方に作業台を仮設する等して、上記移動式吊り
足場装置を主桁４の長手方向の１個所に設置するのみで、主桁４の延びる方向に移動範囲
を順次延長させることが可能になる。
【００３５】
　なお、本発明は、上記実施の形態にのみ限定されるものではなく、支持梁部材１４を主
桁４の長手方向に沿って配列するときの各支持梁部材１４同士の間隔は、１ｍ程度以外の
間隔に適宜変更してもよい。支持梁部材１４、軌条支柱１６、間隔保持材１９、水平補強
部材２１の断面形状や太さ寸法は適宜変更してもよい。更に、上記各水平補強部材２１は
、軌条支柱１６の上下方向の２個所以上に取り付けるようにしたり、あるいは、省略して
もよい。
【００３６】
　走行台車装置１７は、軌条１５に沿って前後方向に走行でき、且つその下側に足場本体
１８を取り付けて支持することができれば、駆動台車２２と、２台あるいは４台以上の移
動台車２３とを連結してなる構成としたり、駆動台車２２の下方にも足場本体１８を連結
する等、図示した構成以外の構成を有する走行台車装置を採用してもよい。更に、上記各
軌条１５に左右方向へのカーブや、勾配があっても、該各軌条１５に沿って上記走行台車
装置１７を前後方向へ確実に走行できるようにするためには、軌条１５にラック歯２０を
備え、且つ走行台車装置１７側に上記ラック歯２０に噛合する図示しない駆動輪を備える
ことが好ましいが、軌条１５に沿って走行台車装置１７を前後方向に確実に走行させるこ
とができれば、上記軌条１５と上記走行台車装置１７との間に、ラック歯２１と該ラック
歯２１に噛合する駆動輪以外の噛み合い機構を介在させるようにしてもよい。
【００３７】
各軌条支柱１６の上端部に、支持梁部材１４の上側に引っ掛けて係止させることで脱落を
防止するための脱落防止部を設けたり、各支持梁部材１４と各軌条支柱１６の上端部との
連結個所、各軌条支柱１６の下端部と各軌条１５との連結個所等に、一方あるいは双方の
部材を貫通する貫通ボルトやピン等を用いた脱落防止機構を設けるようにしてもよい。そ
の他本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々変更を加え得ることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の移動式吊り足場装置の実施の一形態を示す概略切断正面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ方向矢視図である。
【図３】図１の装置における軌条部分の一方を拡大して示す切断正面図である。
【図４】合成床版を用いて構築した橋梁の構成を示す概要図である。
【図５】本出願人が従来提案している橋梁に対する吊り足場の設置手法で用いる吊り足場
のユニットを示す図である。
【図６】図５に示した吊り足場のユニットを用いて橋脚間にて吊り足場全体を組み立てる
手順を示す図である。
【符号の説明】
【００３９】
　４　主桁
　４ａ　下フランジ
　１４　支持梁部材
　１５　軌条
　１６　軌条支柱
　１７　走行台車装置
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　１８　足場本体
　１９　間隔保持材
　２１　水平補強部材

【図１】 【図２】
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