
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既設の鉄塔を中間部の所定の位置で切り離し、前記切り離した鉄塔の上部構造体をせり
上げて、下部構造体との間に生じる隙間に、新たな構造体を構築して一体化する鉄塔の嵩
上げ工法であって、
　前記上部構造体を支持してせり上げるために、前記鉄塔の内部に挿入するようにフロー
トタワー部材を立設し、前記フロートタワー部材に対して鉄塔の内部にはガイドローラ手
段による上昇のための案内手段を設ける工程と、
　前記鉄塔の上部構造体に上部を固定するフロートタワー部材に対して、鉄塔の下部構造
体との間に前記フロートタワー部材を上昇させる手段を設けて、前記下部構造体を上部構
造体のせり上げに対する基台として用い、前記フロートタワー部材を鉄塔の切り離し部に
対して位置決めした状態で、上部構造体をせり上げる作業に対応させる手段を設ける工程
と、
　鉄塔の切り離し部分の外側には、鉄塔の上下の構造体をガイドし、継ぎ足し作業を補助
するために、切り離し部の外部にせり上げ用のタワーガイド部材を設け、上部構造体が捩
じれを生じないように前記ガイド部材により保護しながら、せり上げ作業に対処させる工
程と、
　前記上部構造体を所定の高さまでせり上げる動作を行い、前記上部構造体が所定の高さ
までせり上がった状態で、前記鉄塔の上下構造体の間に新たな構造体を構築して、上下の
構造体を一体化して、新たな高い鉄塔として構築する工程とを経て、
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　前記上部構造体が所定の高さまでせり上がった状態で、前記鉄塔の上下構造体の間に新
たな構造体を構築して、上下の構造体を一体化して、新たな高い鉄塔として供用すること
を特徴とする鉄塔の嵩上げ工法。
【請求項２】
　前記鉄塔を切り離しする位置を最下部の腕金の位置に設定し、
　前記上部構造体を支持してせり上げるためのタワーガイド部材を、前記鉄塔の内部に装
着し、
　前記タワーガイド部材に沿わせて、フロートタワー部材を介して上部構造体のせり上げ
の動作を行う際に、前記タワーガイド部材の角の部分をガイドするローラを下部構造体に
設け、
　前記鉄塔を切り離しする前に、前記最下部の腕金を取り外すとともに、ケーブルを用い
た駆動装置によりせり上げ作業を行うことを特徴とする請求項１に記載の鉄塔の嵩上げ工
法。
【請求項３】
　前記既設の鉄塔を高く構築する嵩上げ工法において、
　前記鉄塔の切り離し部の上部構造体に上部を固定するフロートタワー部材に対して、鉄
塔の下部構造体には前記フロートタワー部材を上昇させる手段を設け、鉄塔に支持される
ケーブルを移設してから、切り離し部に位置する腕金を取り外して切り離し部を形成し、
　前記フロートタワー部材を鉄塔の切り離し部に対して位置決めした状態で、上部構造体
をせり上げる作業を行う工程と、
　前記上部構造体が所定の高さまでせり上がった状態で、前記鉄塔の上下構造体の間に新
たな構造体を構築して、上下の構造体を一体化して、新たな高い鉄塔として構築する工程
と、
　前記新たに構築した構造体に腕金を取付ける工程と、仮に支持されていたケーブルを正
常な配置位置に移設する工程と、
　前記フロートタワー部材を取り外す工程と、を経て、新たな高い鉄塔として構築するこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の鉄塔の嵩上げ工法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、既設の高圧送電線用の鉄塔を嵩上げする工法に関し、特に、鉄塔の中間部から
上の部分を嵩上げして高い鉄塔を構築する工法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
高圧送電線用の鉄塔は、一般に基礎の上に形鋼等の鉄骨を組上げて構築し、鉄塔間に支持
されている架空送電線はカテナリ曲線を描いて張られている。前記架空送電線は、最初に
敷設した状態では、下部の樹木等との間隔を十分に確保しているものであるが、月日が経
つ間に樹木が成長すること等により、前記架空送電線に対して樹木の先端が接近するとい
う問題が発生する。また、市街に張られている送電線においても、高層構造物が建築され
たりすることで、電線の地上高が不足するという問題も発生する。これ等の問題に対して
、鉄塔を高くすることにより送電線の地上高を確保する方法が用いられているが、前記鉄
塔を高くするためには、既設の鉄塔の近傍に新しい鉄塔を構築することが望ましいことで
はあるが、場所の問題等が大きな制約条件となる。そこで、前記既設の鉄塔を嵩上げする
工法が多く用いられており、例えば、鉄塔の途中の部分で切り離して、下部材に取付けた
架台に上部材を支持して、ジャッキ状の伸縮装置を用いて、上部材を少しずつせり上げて
、その間隙部に鉄塔部を構築して一体化する方法が提案されている（例えば、特許文献１
を参照）。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００２－１４７０６３号公報
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【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、前記ジャッキ状のせり上げ装置を用いる場合に、そのための機構が複雑である
ことの他に、地面に近い場所での工事に限定されるために、追加する基部の鉄塔部分に追
加して組み立てる資材が多く必要となる。また、せり上げされる上部材の重量が大きいた
めに、せり上げ装置の能力を非常に大きいものを用いる必要があり、比較的工事期間が長
くなるという問題がある。
【０００５】
本発明は、鉄塔の任意の部分に嵩上げ装置を配置して、途中の部分で切り離した上部構造
体を容易に嵩上げでき、追加して組み立てる鉄塔部材の使用量を少なくできて、容易に施
工可能な工法を提供することを目的としている。
【０００６】
（課題を解決するための手段）
　本発明は、既設の鉄塔を中間部の所定の位置で切り離し、前記切り離した鉄塔の上部構
造体をせり上げて、下部構造体との間に生じる隙間に、新たな構造体を構築して一体化す
る鉄塔の嵩上げ工法に関する。
　請求項１の発明は、前記上部構造体を支持してせり上げるために、前記鉄塔の内部に挿
入するようにフロートタワー部材を立設し、前記フロートタワー部材に対して鉄塔の内部
にはガイドローラ手段による上昇のための案内手段を設ける工程と、
　前記鉄塔の上部構造体に上部を固定するフロートタワー部材に対して、鉄塔の下部構造
体との間に前記フロートタワー部材を上昇させる手段を設けて、前記下部構造体を上部構
造体のせり上げに対する基台として用い、前記フロートタワー部材を鉄塔の切り離し部に
対して位置決めした状態で、上部構造体をせり上げる作業に対応させる手段を設ける工程
と、
　鉄塔の切り離し部分の外側には、鉄塔の上下の構造体をガイドし、継ぎ足し作業を補助
するために、切り離し部の外部にせり上げ用のタワーガイド部材を設け、上部構造体が捩
じれを生じないように前記ガイド部材により保護しながら、せり上げ作業に対処させる工
程と、
　前記上部構造体を所定の高さまでせり上げる動作を行い、前記上部構造体が所定の高さ
までせり上がった状態で、前記鉄塔の上下構造体の間に新たな構造体を構築して、上下の
構造体を一体化して、新たな高い鉄塔として構築する工程とを経て、
　前記上部構造体が所定の高さまでせり上がった状態で、前記鉄塔の上下構造体の間に新
たな構造体を構築して、上下の構造体を一体化して、新たな高い鉄塔として供用すること
を特徴とする。
【０００７】
　請求項２の発明は、前記鉄塔を切り離しする位置を最下部の腕金の位置に設定し、
　前記上部構造体を支持してせり上げるためのタワーガイド部材を、前記鉄塔の内部に装
着し、
　前記タワーガイド部材に沿わせて、フロートタワー部材を介して上部構造体のせり上げ
の動作を行う際に、前記タワーガイド部材の角の部分をガイドするローラを下部構造体に
設け、
　前記鉄塔を切り離しする前に、前記最下部の腕金を取り外すとともに、ケーブルを用い
た駆動装置によりせり上げ作業を行うことを特徴とする。
【０００８】
　請求項３の発明は、前記既設の鉄塔を高く構築する嵩上げ工法において、
　前記鉄塔の切り離し部の上部構造体に上部を固定するフロートタワー部材に対して、鉄
塔の下部構造体には前記フロートタワー部材を上昇させる手段を設け、鉄塔に支持される
ケーブルを移設してから、切り離し部に位置する腕金を取り外して切り離し部を形成し、
　前記フロートタワー部材を鉄塔の切り離し部に対して位置決めした状態で、上部構造体
をせり上げる作業を行う工程と、
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　前記上部構造体が所定の高さまでせり上がった状態で、前記鉄塔の上下構造体の間に新
たな構造体を構築して、上下の構造体を一体化して、新たな高い鉄塔として構築する工程
と、
　前記新たに構築した構造体に腕金を取付ける工程と、仮に支持されていたケーブルを正
常な配置位置に移設する工程と、
　前記フロートタワー部材を取り外す工程と、を経て、新たな高い鉄塔として構築するこ
とを特徴とする。
【００１１】
前述したようにして、鉄塔の嵩上げを行うことにより、工事のための主要施設を鉄塔の内
部に配置できるので、市街地の鉄塔のように、周囲に余裕部分がない場所でも、容易に嵩
上げ作業を行うことができる。また、鉄塔のせり上げのために、鉄塔の内部に挿入するタ
ワー部材を用いて、下部構造体をせり上げの基台として用いることで、大規模な設備を必
要とせず、作業性を良好に発揮できる。さらに、せり上げされる上部構造体に対して、タ
ワー部材と外側に配置するガイド部材とを用いて、せり上げ作業に際して、鉄塔の軸線に
捩じれが発生することを防止できる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
図示される例にしたがって、本発明の鉄塔の嵩上げ工法を説明する。一般的な送電線用鉄
塔は、図１に示すように構成されているもので、下部の地盤に基礎を構築した上に鉄骨を
縦横・斜めに組み合わせて、所定の高さの鉄塔１を構築しており、前記鉄塔１は下部構造
体２の上に略直立させた状態の上部構造体３を設けている。前記上部構造体３には、腕金
５～７を所定の間隔で張り出して設け、碍子を用いて送電線（ケーブル）を支持している
。なお、前記上部構造体３の頂部には、架空地線を支持するが、その説明は省略する。ま
た、前記腕金５～７にそれぞれ支持されるケーブルは、所定の間隔を介して立設されてい
る鉄塔１……の間では、カテナリ曲線を描いて張られているもので、前記ケーブルの最も
地面に近い部分でも、樹木や建物に対して、法規上の間隔を維持できるように設けられる
。
【００１３】
前記鉄塔１に支持されるケーブルに対して、近接する位置にある樹木や建物が、法規上の
間隔を維持できない状態が発生した時には、鉄塔を高く構築し直すことが求められる。ま
た、市街地の開発が進んで、送電系統の近傍にも高い建物を構築可能にすることが望まれ
る場合には、鉄塔１をより高く構築し直すことが必要となる。前記課題に対処するために
、以下に、鉄塔１の下部構造体２に対して上部構造体３を切り離し、前記下部構造体２と
上部構造体３の間に嵩上げ部を形成することにより、上部構造体３に支持されるケーブル
を嵩上げする例について説明する。そして、前述したようにして鉄塔１を高くする工法を
用いる場合には、下部構造体２を改修することがないので、既設の鉄塔の基礎を含めた下
部構造をそのまま用い、上部構造体３のみを高くせり上げして、嵩上げした鉄塔として改
造することが可能である。
【００１４】
図２に示す例は、上部構造体３を嵩上げする工程の準備段階を説明するものであるが、本
実施例においては、上部構造体３を切り離しする位置を、腕金５の部分に設定するもので
あるから、前記腕金５に支持されるケーブル８を腕金６に移設する。また、上部の腕金６
、７に支持されているケーブル８……は、上部構造体３の基部側に移設して金車９……に
それぞれ支持させるようにし、その後に、腕金５に支持されるケーブル８……を腕金６に
移設する。つまり、この準備段階では、全てのケーブル８……を、上部の２つの腕金６、
７に支持させるとともに、上部構造体３の本体に近接させる位置に集約し、その後の作業
の邪魔にならないようにする。
【００１５】
前記図２に示すように、上部の２つの腕金６、７に、ケーブル８……をそれぞれ移設して
、その後の工事の邪魔にならないように集約した後で、図３に示すように、腕金５を除去
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する作業を行う。前記腕金５を除去する以降の工事においては、図４に示すように、地盤
上にウインチ１５を配置して、作業用プーリ１８を腕金６に取付けて、ワイヤ１６を上部
に配置する。そして、腕金５を上部構造体３から外し、ウインチ１５により降下させるが
、その際の作業の安全のために、作業員が、図５に示すように、ガイドロープ１７を用い
て案内しながら行うようにする。前述したようにして、腕金６の一端部に設けた作業用プ
ーリ１８を介して、腕金５ａを取り外し、その後に作業用プーリ１８を腕金６の他端部に
移設して、腕金５ｂの取り外しを行い、上部構造体３を下部構造体２から切り離して分離
する準備を行う。
【００１６】
前記図３の準備段階と平行して、鉄塔１の下部の鉄骨で囲まれた内部で、せり上げ用の補
助部材としてのタワー部材の組み立てを行うもので、図４に示すように、上部構造体３を
下部構造体２に沿って上昇させるために、前記フロートタワー２０を用いるようにしてい
る。前記フロートタワー２０を所定の長さに組み立てた後で、フロートタワー２０を上昇
させて、その頂部と途中部分を固定用部材２５、２５ａを用いて上部構造体３に固定する
。また、前記フロートタワー２０の下部は、下部構造体２に設けたタワーガイド３０、３
０ａに支持させるが、前記タワーガイド３０……の構造と、フロートタワーをガイドする
動作は、後で説明する。前記フロートタワー２０を上昇させるに際しては、上部構造体３
の上部に作業用プーリ１８を取り付けて、ワイヤ１６により吊り下げたフロートタワー２
０をウインチ１５により持ち上げて、上部構造体３に対してフロートタワー２０の上部を
固定用部材２５、２５ａにより固定させるようにする。
【００１７】
なお、前記実施例において、下部構造体２に設けるタワーガイド３０、３０ａと、上部構
造体３に取付ける固定用部材２５……は、上部構造体３を上昇させる際に、安全性を確保
するために、図示するように２つずつ設けること以外に、より多くの数の固定・ガイド部
材を用いて支持させるようにしても良いことはもちろんである。また、下部構造体２に設
けるタワーガイド３０、３０ａは、フロートタワー２０を組み立てる際にも利用できるも
のであり、他の場所で所定の長さに構成したセグメントを、前記タワーガイド３０を用い
て直立させた状態で保持することが可能である。そして、所定の長さ（高さ）のフロート
タワー２０を鉄塔１の下部の内部空間に構築し、図４に示すようにして、下部構造体２か
ら上部構造体３を切り離す部分を中心にして、その上下でフロートタワー２０を支持させ
るが、前記フロートタワー２０の下部を支持するタワーガイド３０では、前記フロートタ
ワー２０をスライドさせながら上昇させるようにする。
【００１８】
前記図４に示されるようにして、鉄塔１の上部の内部に、フロートタワー２０を位置決め
してから、図５に示すように、上部構造体３を下部構造体２から切り離して、上昇させる
際に用いるせり上げ用ガイド４０を組み立てる。前記せり上げ用ガイド４０は、上部構造
体３を上昇させる際に、下部構造体２に対して上部構造体３が捩じれを生じることがない
ようにガイドするもので、そのせり上げ用ガイド４０を複数のセグメントに分解した状態
で、ウインチ１５により吊り上げて、鉄塔１の所定の位置（切断する位置）に合わせて組
み立てる。前記せり上げ用ガイド４０を組み立てる際には、作業用プーリ１８を腕金６の
端部に取付けて、各せり上げ用ガイドのセグメント４０ａ、４０ｂ……を各々吊り上げる
ようにして行うこともできるが、以下の図２２以降に説明するように、各構成部材を鉄塔
の組み立て位置に巻き上げて、上下の部材を組み立てるような手法を用いることが可能で
ある。そして、前記せり上げ用ガイド４０を組み立てた後で、図６に示すようにして、上
部構造体３を下部構造体２から切り離し部Ｘで切り離し、上部構造体３を上昇させる作業
を行う。
【００１９】
図６に示す例は、上部構造体３を上部に固定したフロートタワー２０を上昇させて、下部
構造体２から切り離し部Ｘを介して切り離した上部構造体３を、ウインチにより持ち上げ
る作業状態を説明している。前記上部構造体３を上昇させるためには、ウインチにより巻
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き取られるワイヤ１６を、下部構造体２に設けた複数の上下のプーリ１９……に掛け渡し
て、フロートタワー２０を上昇させるようにするもので、前記ワイヤ１６をウインチによ
り巻きとることで、フロートタワー２０をタワーガイド３０……に沿わせて上昇させる。
また、前記フロートタワー２０を上昇させる（せり上げする）に際しては、上部構造体３
の捩じれを防止するために、前記せり上げ用ガイド４０が有効に作用するものとされる。
【００２０】
前述したようにして、上部構造体３をせり上げして、図７の状態まで、上部構造体３を上
昇させると、下部構造体２の上部と上部構造体３の間には、所定の間隔Ｈの嵩上げ部１０
が形成されるが、鉄塔の鉄骨はその嵩上げ部１０にはなくて、フロートタワー２０を介し
て上部構造体３を下部構造体２の上部に支持している状態となっている。そこで、前記嵩
上げ部１０に鉄骨を組み立てて追加塔部材１１とし、切り離されている上下の構造体を前
記追加塔部材１１を介して一体化する作業を、図８に示すようにして行う。
【００２１】
図８および図９に示す例は、嵩上げ部１０の部分に鉄骨を組み立てて、追加塔部材１１を
構築する工程を説明しているもので、そのために、フロートタワー２０を下部構造体２と
上部構造体３の各々に対して固定した状態で、嵩上げ部１０を維持させて鉄骨を組み立て
る作業を行う。前記嵩上げ部１０に鉄骨を組み立てる際には、前記フロートタワー２０の
吊り上げに用いたワイヤを用いて行うことも可能であるが、その他に、作業用プーリ１８
をせり上げ用ガイドまたは腕金６に取付け、別のウインチとワイヤとを用いて鉄骨部材を
巻き上げて、鉄塔を組み立てるようにして行う。なお、前記追加塔部材１１を組み立てる
に際して、従来の鉄塔の構築の場合と同様にして行うことができるもので、鉄骨部材を１
つずつ巻き上げて組み立てることや、セグメント状に仮組み立てしたものを巻き上げて、
鉄塔の上部での作業能率を向上させるような手段を、任意に用いることが可能である。
【００２２】
前記図９に示すように、内部からフロートタワー２０に支持されて、外部からはせり上げ
用ガイド４０により支持された状態で、追加塔部材１１を構築した後では、下部構造体２
と上部構造体３とが前記追加塔部材１１により一体化されて、ケーブル８を支持して自立
可能な鉄塔として構成される。そこで、前記鉄塔のせり上げに使用したせり上げ用ガイド
４０とフロートタワー２０を取り除く作業を、図１０、１１に示すようにして実施する。
図１０に示す例では、せり上げ用ガイド４０をセグメントに分割して吊り下げる作業を説
明しており、その作業に際しては、セグメント４０ａ、４０ｂをそれぞれ分割し、腕金６
の端部に配置した作業用プーリ１８を用いて吊り下げるようにする。また、鉄塔の内部で
上部構造体３を支持していたフロートタワー２０は、上部構造体３の上部に移設した作業
用プーリ１８を用いて、鉄塔内部を下降させ、下端部が地面に達してから、その下部のセ
グメントから順次切り離して、取り除くようにして分解する。その後に、タワーガイド３
０、３０ａを順次下部構造体２から取り外して、ウインチを用いてワイヤにより吊り下げ
て除去する作業を行う。
【００２３】
前述したようにして、嵩上げに使用した補助部材を除去してから、図１２に示すようにし
て、腕金５を腕金６の下部に取付ける作業を行う。前記腕金５の組み立てに際しては、腕
金６の先端部に作業用プーリ１８を取付けて、腕金５ａ、５ｂのセグメントを吊り上げて
、そのセグメントの基部を上部構造体３に対して取り付け、碍子等を取付けてケーブル８
を移設する準備を行う。前記腕金５を組み立ててから、各腕金５～７の所定の位置に、ケ
ーブル８……を支持する碍子等を付け代えて、各ケーブル８……をそれぞれの取付位置に
移設して、前記ケーブル８……を仮止めしていた金車９……を取り外す。前述したように
して、嵩上げ（せり上げ）作業が完成した鉄塔１Ａには、図１４に示すように、工事前の
状態と同様に、それぞれのケーブル８……が支持されて、送電が可能な状態が設定される
。
【００２４】
前述したようにして鉄塔１を嵩上げする工事を実施するに際して、補助的に使用する部材
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は、以下に説明するような構成を有するものを用い、その補助具を各部分に取付けて、上
部構造体３のせり上げ工事を行う。図１５、１６に示すタワーセグメント２０ａは、四角
の断面形状を有し、所定の長さのものとして構成されるもので、アングル材を用いた四隅
の柱部材２１に対して、上部と下部に図１６に示すような補強板部材２２を配置して、前
記タワーセグメント２０ａを上下に接続可能にしている。また、前記タワーセグメント２
０ａは、上部構造体３を自立させる状態で支持しながらせり上げするために使用するもの
であることから、その曲げ強度を大きくする必要があり、そのために、横部材２３と斜め
部材２４を適宜組み合わせて、剛性の大きな部材として構成している。さらに、前記タワ
ーセグメントの柱部材２１……の各々には、上部構造体に対する固定のためのネジ孔等を
任意の間隔で配置して、上部構造体３に対する取付作業を任意に行い得るように構成して
いる。
【００２５】
前記セグメント２０ａ……を上下に継ぎ足して、１本の柱状の部材として構成したフロー
トタワー２０の上部を、上部構造体３に固定するためには、例えば、図１７に示すような
固定手段を用いることができる。前記図１７に示す例において、上部構造体３の四隅のア
ングル材で構成される縦柱部材２６……に対して、取付用金物２７を各々固定し、前記取
付用金物２７に対して横梁部材２８を固定保持させるような固定用部材２５として構成し
ている。そして、前記固定用部材２５においては、横梁部材２８を上部構造体の各柱に取
付けておき、前記横梁部材２８に対してフロートタワー２０を位置決めして固定すること
で、上部構造体３とフロートタワー２０とを一体化する。なお、前記フロートタワー２０
と横梁部材２８との間隔が空いている時には、補助的な接続手段を介して固定すれば良い
が、前記フロートタワー２０は、上部構造体３の中に挿入した状態で、大きな隙間が生じ
ない程度のサイズを有する部材として構成し、フロートタワーの強度を大きなものとして
いるので、前記固定用部材２５の接続部分では、上部構造体３とフロートタワー２０の間
の接続のために、多くの補助部材を使用しなくとも良い。
【００２６】
前記フロートタワー２０を下部構造体２の部分で支持するためのタワーガイド３０は、図
１８～２１に説明するような構造の部材を用いているもので、前記タワーガイド３０はそ
の内部の開口部にフロートタワー２０を支持するために、平面視で四角形状のガイド枠３
５と、下部構造体２の柱部材２６に固定して、前記ガイド枠３５を支持するための取付部
材３１とを組み合わせている。前記取付部材３１は、図２０に示すように、下部構造体２
のアングル材で構成される柱部材２６に対して、その内外面にそれぞれ押圧される内外の
プレート３２、３３を、ネジで固定して取付け、内プレート３３から舌片３４を突出配置
している。また、ガイド枠３５は角部に配置する角部フレーム３６を図２１のように構成
し、内面に向けて直交する状態の軸で支持されるローラ部材３９、３９を設け、その角部
に舌片３８を突出させて、前記ガイド枠３５を取付部材３１に対して、それぞれ舌片３４
、３８を用いて接続する。なお、前記ガイド枠３５と取付部材３１の間隔が大きい場合に
は、補助的な接続部材を間に設けることができる。
【００２７】
図１８の平面図と図１９の側面図に見られるように、ガイド枠３５の中にはフロートタワ
ー２０をガイドする開口を設けており、ローラ部材３９……により前記フロートタワー２
０を上下動可能にそれぞれ支持している。また、前記ガイド枠３５の４つの角部に配置す
る角部フレーム３６……の間には、接続部材３７を配置して、内部に支持するフロートタ
ワー２０の外形に対応させるようにする。したがって、前記フロートタワー２０のサイズ
に対応させて、前記接続部材３７……の長さを設定することにより、任意の断面サイズを
有するフロートタワーに対しても、１種類のガイド枠３５を用いることが可能となる。な
お、前記ローラ部材３９……により支持されるフロートタワー２０は、上下動させるに際
して、遊びがないように保持される必要があるので、前記ガイド枠３５の内部を貫通する
開口のサイズを、フロートタワーに対応させて正確に決定する。
【００２８】
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前述したように構成したタワーガイド３０は、下部構造体２に対して所定の間隔で２組以
上の複数配置し、前記タワーガイド３０によりフロートタワー２０を上下動方向に案内し
、前記フロートタワー２０の上部に固定した上部構造体３を上昇させる動作を行う。また
、前記フロートタワー２０を用いて上部構造体３を上昇させてから、追加塔部材１１を図
９に示すように構築するまでの間は、上部構造体３をフロートタワー２０により保持する
のであるから、前記フロートタワー２０は十分な強度を有するものとして構成する必要が
ある。
【００２９】
なお、前記図２０に説明した取付部材３１は、前記図１７の例において、上部構造体３と
フロートタワー２０の上部とを固定するための取付用金物としても用いることができる。
前記鉄塔の柱部材に対して、ガイド部材や固定部材を取付ける際に、前記図２０に示すよ
うな取付部材を共通に用いることで、使用する部品の種類を少なくできることになる。
【００３０】
前記上部構造体３を上昇させる際に使用するせり上げ用ガイド４０は、前記図９に示すよ
うに、下部構造体２に固定・保持させる下部のガイド部材４１と、上部構造体３に取付け
る上部材４２とを組み合わせて構成する。前記上部材４２には、所定の位置からアーム部
材４３を複数本、所定の間隔で垂下させて固定し、下部材４２には、前記アーム部材４３
を挿入する部分を設けて、前記アーム部材４３……を下部材に沿わせて案内し、上部構造
体３をせり上げる際に捩じれ等が生じないようにガイドする。そのために、前記上部材４
２に垂下させているアーム部材４３……は、上部材４２に対しては固定保持されるもので
、下部材４１に対してはアーム部材に設けているボルト孔を用いて、任意の位置で固定可
能であるが、上昇させる際にはボルトを外すことで、上昇させる作業に支障が生じないよ
うに案内する作用を行う。
【００３１】
例えば、前記せり上げ用ガイドは、図２２に示されるような構造のものとすることができ
るものであり、鉄塔の縦柱部材２６に対して切断部Ｘを挟むようにして、その切断部Ｘの
上下の所定の位置に上部材４２と下部材４１とをそれぞれ固定し、上下の部材４１、４２
の間にアーム部材４３を配置する。前記アーム部材４３は、上部材４２の上部フレーム５
０に固定保持されて、下部フレーム６０に対して摺動可能で、任意の位置でボルト等によ
る固定が可能なように設けられ、鉄塔の上部材が上昇される際には、前記アーム部材４３
を下部フレーム６０に摺動させるようにして、上昇の動作の邪魔にならないようガイドし
、上昇作業の中断時には、前記アーム部材４３の所定の位置で、下部フレーム６０に固定
保持させる処理を行い、せり上げしている上部構造体を支持させる。
【００３２】
前記上部材４２は図２３、２４に示すように構成されているもので、図２２とともに説明
するに、鉄塔の縦柱部材２６に対して上部フレーム５０を固定するために、基部固定部材
５５と上部固定保持部材５８とを所定の間隔を介して設け、斜め接続材５９で接続してい
る。前記上部フレーム５０を縦柱部材２６に取付ける基部固定部材５５は、アングル材で
構成する内側板５６、外側板５７を、ボルトのような固定手段を用いて締め付けて固定し
ている。前記基部固定部材５５とアーム保持部材５１の間には、任意の長さの水平アーム
５２を配置しているが、前記各構成部材は、任意のアングル材を組み合わせて構成される
。また、前記上部フレーム５０のアーム保持部材５１には、アーム部材４３の上端部をボ
ルト等で固定保持させ、鉄塔の上部材が上昇される動作にしたがって、前記上部材４２も
同時に上昇される。
【００３３】
鉄塔の切り離し部Ｘの下部に設けられるせり上げ用ガイド４０の下部材４１は、図２５、
２６に詳細に説明するように構成されているもので、前記下部材４１の構成を図２２とと
もに以下に説明する。前記下部材４１の下部フレーム６０において、鉄塔の縦柱部材２６
に対する基部固定部材６５は、前記上部材の基部固定部材５５と同様に構成されており、
アングル材で構成する内側板６６、外側板６７を、ボルトのような固定手段を用いて締め
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付けて固定している。また、前記基部固定部材６５に水平アーム６２により保持される下
部フレーム６０は、アングル材により略井桁状に組み立てられているもので、前記下部フ
レーム６０のガイド部６１に対して、アーム部材４３、４３をそれぞれ位置させて、アー
ム部材４３が上昇される動作を許容できるように支持する。
【００３４】
前記下部材４１を構成する下部フレーム６０は、その下部の所定の位置で縦柱部材２６に
固着されている下部固定部材６８と、前記下部フレーム６０の間を斜め接続材６９で接続
して補強している。なお、前記補強手段の構造は特に限定されるものではないが、前記上
部材４２の場合と同様に、せり上げ用ガイド４０が負担すると想定される鉄塔の上部材の
揺れ等により発生する偏荷重に対して、安定した支持作用を発揮できるようにすることが
必要である。また、前記下部フレーム６０のガイド部６１では、アーム部材４３をボルト
等を用いて固定可能とし、また、鉄塔の上部材が上昇されるときには、前記ガイド部６１
に対してアーム部材４３が摺動可能とされるが、前記アーム部材４３が２本の縦のアング
ル材を対にして設けていることから、前記せり上げ用ガイド４０により上昇の案内が行わ
れるのであるから、鉄塔の上部構造体の上昇作業中に、揺動したりすることがないように
ガイドされるものとなる。
【００３５】
なお、前記せり上げ用ガイド４０としては、前記実施例に開示した構成の下部材４１と上
部材４２を用いることに限定されるものではなく、他の構造の機構を用いても良い。そし
て、前記せり上げ用ガイド４０を用いることで、途中で切断されて、上部材をせり上げる
鉄塔が、強風が吹き付ける等の自然の影響や、鉄塔の上部構造体の上昇工事の作業の影響
により揺れたりすることを防止できて、鉄塔の嵩上げ作業を安定した状態で行うことを可
能にする。
【００３６】
前記本発明の工法を簡単にまとめると、以下のような手順に従って行われると、説明でき
る。
Ａ：最下部（Ｃ３）のケーブルを上の腕金に（金車を用いて）仮止めし、既設の最下部の
腕金（Ｃ３）を除去する。
Ｂ：塔本体の下部構造体の内部にタワーガイドを設け、上部構造体に対して内部に挿入す
るタワー部材への固定部材を装着するとともに、捩じれ防止用のガイド部材を装着する。
Ｃ：鉄塔内部にタワー部材を挿入し、その上部を上部構造体に接続・固定するとともに、
せり上げ用ワイヤと駆動部材を取付ける。
Ｄ：上部構造体を切り離して、ウインチにてワイヤを巻き上げて、タワー部材を上昇させ
ることにより上部構造体をせり上げする。
Ｅ：せり上げ用ガイド部材を利用して、新規構造体を組み立て、上下の構造体を接続して
一体化した鉄塔を構築する。
Ｆ：せり上げ用ガイド部材、タワー部材を撤去する。
Ｇ：中間部の腕金（Ｃ２）を利用して、新設の腕金（Ｃ３）を取り付けてケーブルを移設
し、他のケーブルも仮止め位置から正常な位置に戻す。
Ｈ：鉄塔上と敷地内の後かたづけを行い、工事完了。
以上のような工程にしたがって、鉄塔の嵩上げ工事が行われる。
【００３７】
【発明の効果】
前述したようにして、鉄塔の嵩上げを行うことにより、工事のための主要施設を鉄塔の内
部に配置できるので、市街地の鉄塔のように、周囲に余裕部分がない場所でも、容易に嵩
上げ作業を行うことができる。また、鉄塔のせり上げのために、鉄塔の内部に挿入するタ
ワー部材を用いて、下部構造体をせり上げの基台として用いることで、大規模な設備を必
要とせず、作業性を良好に発揮できる。さらに、せり上げされる上部構造体に対して、タ
ワー部材と外側に配置するガイド部材とを用いて、せり上げの際の捩じれが発生すること
を防止できる。そして、前記上部構造体のせり上げのための主要な部材を小型化できるの
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で、鉄塔の中間部に配置する場合でも、その組み立て・解体を容易に行うことができ、工
事期間を短縮することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　一般的な鉄塔の構造の説明図である。
【図２】　嵩上げ工事の準備段階の説明図である。
【図３】　嵩上げ部の腕金を除去する工事の説明図である。
【図４】　フロートタワーを位置決めして取付ける工事の説明図である。
【図５】　せり上げ用ガイドを取付ける工事の説明図である。
【図６】　嵩上げ工事の説明図である。
【図７】　嵩上げ部を形成した状態の説明図である。
【図８】　嵩上げ部に追加塔部材を構築する途中の説明図である。
【図９】　嵩上げ部に追加塔部材を構築した状態の説明図である。
【図１０】　せり上げ用ガイドを除去する工事の説明図である。
【図１１】　フロートタワーを撤去する状態の説明図である。
【図１２】　最下部の腕金を取付ける工事の説明図である。
【図１３】　ケーブルを元の位置に戻す工事の説明図である。
【図１４】　嵩上げの終了した鉄塔の説明図である。
【図１５】　フロートタワーの構成を示す側面図である。
【図１６】　フロートタワーの平面図である。
【図１７】　上部構造体とフロートタワーの接続部の構造の説明図である。
【図１８】　タワーガイドに設けるガイド枠の平面図である。
【図１９】　ガイド枠の側面図である。
【図２０】　取付部材の説明図である。
【図２１】　角部フレームの説明図である。
【図２２】　せり上げ用ガイドの構成を示す側面図である。
【図２３】　上部材の要部の構成を示す平面図である。
【図２４】　図２３に対応する斜視図である。
【図２５】　下部材の構成を示す平面図である。
【図２６】　下部材の斜視図である。
【符号の説明】
１　　鉄塔、　２　　下部構造体、　３　　上部構造体、　５～７　　腕金、
８　　ケーブル、　９　　金車、　１０　　嵩上げ部、
１１　　追加塔部材、　１５　　ウインチ，　１６　　ワイヤ、
１７　　ガイドロープ、　１８　　作業用プーリ、
２０　　フロートタワー、　２０ａ　　タワーセグメント、
２１　　角部材、　２２　　上部材、　２３　　横部材、
２４　　斜め部材、　２５　　固定用部材、　２６　　鉄骨、
２７　　取付用金物、　２８　　横部材、　２９　　固定部、
３０　　タワーガイド、　３１　　取付部材、　３２・３３　　プレート、
３４　　舌片、　３５　　ガイド枠、　３６　　角部フレーム、
３７　　接続部材、　３８　　舌片、　３９　　ローラ部材、
４０　　せり上げ用ガイド、　４１　　下部材、　４２　　上部材、
４３　　アーム部材、　５０　　上部フレーム、５１　　アーム保持部材、
５２　　水平アーム、　５５　　基部固定部材、
５８　　上部固定保持部材、　５９　　斜め接続材、
６０　　下部フレーム、　６２　　水平アーム、　６９　　斜め接続材。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】
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