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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　がいし装置の交換を伴わずに、複数の鉄塔間に架設されている既設電線を新設電線に張
替えるための工法であって、張替用金車を鉄塔の腕金部に取付け、上下に配される吊金車
を撓曲可能な連結部材で連結して成る混触防止装置の当該吊金車それぞれを上側および下
側の既設電線に複数セットし、混触防止装置を既設電線に沿って配置・展開し、下側の既
設電線をがいし装置から取外すと共に、前記の下側の既設電線に新設電線を接続すると共
に、下側の既設電線を巻取りながら新設電線を架設し、この新設電線夫々の端部を固定ワ
イヤーを介して引留プレートに仮固定し、上側の既設電線をがいし装置から取外して、混
触防止装置を反転させ、引留プレートに仮固定していた新設電線夫々の端部をがいし装置
の上側取付け位置に固定し、反転によって下側に移動した既設電線に新設電線を接続する
と共に、当該既設電線を巻取りながら新設電線を架設し、この新設電線夫々の端部をがい
し装置の下側取付け位置に固定し、混触防止装置を回収し、新設電線を緊張することを特
徴とした混触防止式電線張替工法。
【請求項２】
　新設電線の緊張が２径間以上にわたる場合、隣設する鉄塔間の電線相互を、コネクター
を備えた連結ワイヤーにより接続する請求項１に記載の混触防止式電線張替工法。
【請求項３】
　移動金車を介してロープを配置し、このロープを利用して混触防止装置を既設電線に沿
って配置・展開し、また、混触防止装置を回収する請求項１または２に記載の混触防止式
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電線張替工法。
【請求項４】
　宙乗り機を用いて既設電線に取付けてある電線スペーサーを撤去し、また、新設電線に
電線スペーサーを取付ける請求項１乃至３のいずれかに記載の混触防止式電線張替工法。
【請求項５】
　がいし装置の交換を伴いながら、複数の鉄塔間に架設されている既設電線を新設電線に
張替えるための工法であって、既設電線の本数に応じた張替用金車を鉄塔の腕金部に取付
け、既設電線をがいし装置から取外し、隣設する鉄塔間の既設電線相互を接続すると共に
、既設電線夫々を対応する張替用金車夫々に乗せ、上下左右に配される吊金車と、上部左
右の吊金車を連結する接近防止部材と、左側上下の吊金車及び右側上下の吊金車を夫々連
結する撓曲可能な連結部材とで混触防止枠体を構成して成る混触防止装置の当該吊金車そ
れぞれを各既設電線に複数セットし、既設のがいし装置を撤去し、混触防止装置を既設電
線に沿って配置・展開し、下側の既設電線に新設電線を接続すると共に、下側の既設電線
を巻取りながら新設電線を架設し、新設電線を仮上げすると共に、混触防止装置を反転し
、反転によって下側に移動した既設電線に新設電線を接続すると共に、既設電線を巻取り
ながら新設電線を架設し、がいし装置を鉄塔の腕金部に取付け、混触防止装置を回収し、
新設電線夫々の端部をがいし装置に固定すると共に、新設電線を緊張することを特徴とし
た混触防止式電線張替工法。
【請求項６】
　移動金車を介してロープを配置し、このロープを利用して混触防止装置を既設電線に沿
って配置・展開し、また、混触防止装置を回収する請求項５に記載の混触防止式電線張替
工法。
【請求項７】
　宙乗り機を用いて既設電線に取付けてある電線スペーサーを撤去し、また、新設電線に
電線スペーサーを取付ける請求項５または６に記載の混触防止式電線張替工法。
【請求項８】
　複数の鉄塔間に架設されている既設電線を新設電線に張替えるために使用される混触防
止装置であって、上下左右に配される吊金車と、上部左右の吊金車を連結する接近防止部
材と、左側上下の吊金車及び右側上下の吊金車を夫々連結する撓曲可能に構成された連結
部材とで混触防止枠体を構成したことを特徴とする電線張替工法で使用される混触防止装
置。
【請求項９】
　複数の接近防止枠体を、曳行ロープで連結して構成した請求項８に記載の電線張替工法
で使用される混触防止装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の鉄塔間に架設されている既設電線（送電線）を新設電線に張替える際
に、電線（或いは、金車や、ロープ等も含む）同士の衝突、混触等を確実に防止でき、電
線の損傷防止や、騒音（例えば、衝突音等）の発生防止が図れ、電線張替えの作業能率が
向上し、より安全性の優れた作業が可能となるように工夫した混触防止式電線張替工法及
び電線張替工法で使用される混触防止装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の多導体送電線工事は、鉄塔の腕金部に電線工事用の金車を吊し、各鉄塔から鉄塔
間に於いて、電線工事中にその下部交差部等へ防護足場を構築してから、電線をワイヤー
に繋げて引き抜きながら鉄塔に到達させていた。
【０００３】
　そして、老朽化等を原因として電線を張替える必要が生じた場合、道路や鉄道等の交差
部に電線の垂下防止のための防護足場を構築してから電線の張替えを実施していた。
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【０００４】
　一方、防護足場を設置する用地を確保できない等の種々の理由により、道路や鉄道等の
交差部に防護足場を構築できない場合は、吊金工法といわれるような、例えば、特許文献
１で公開されている送電線の張替え工法が実施されている。
【０００５】
　尚、いずれの張替え工法においても、送電を停止している期間内に電線の張替え作業を
終了しなければならず、且つ無風の作業環境が必要であった。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１２５５０７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、前述の多導体送電線は、建設年度が非常に古いものが多く、その建設当時に
おいては、送電線は山林や田畑等の人の往来が稀な地域を通過させていたため、電線の地
上高が低く設定されていた。
【０００８】
　そして、現在においては、送電線の周辺地域に宅地開発等がなされて道路も増えたため
、電線の張替え工事を実施する場合に電線の垂下対策を事前に行う必要がある事態が非常
に増加しているが、防護足場を構築する際に、電線の地上高が低いことから電線と防護足
場の安全距離を確保できず、送電を停止しなければ防護足場を構築する作業ができないの
が実情であった。すなわち、防護足場を構築する場合には、送電停止期間の長期化や工事
費高騰等の問題があったのである。
【０００９】
　このように、鉄塔が建設されている地域環境が鉄塔の建設当時から大きく変化し、特に
、道路や住宅等が急速的に増加している現状において、防護足場を構築するのに充分なス
ペースを確保できない事態が生じているため、防護足場を構築しなくても電線を安全に張
替える工法の創出が強く望まれている。
【００１０】
　そして、現状において、電線（送電線）の張替え工法として採用されている前述の如き
吊金工法にあっては、鉄塔の腕金部の限られた範囲に多くの金車を吊るすため、金車の間
隔が狭くなり、風が吹くと電線同士の衝突混触現象が発生する難点があった。しかも、こ
の衝突混触現象によって電線が損傷する危険や、衝突音によって騒音が発生する等の難点
もあった。さらに、張替え工事中は、電線の弛みが大きいこと等から風による影響を強く
受け易く、風を原因として電線の張替え工事が中断し易い難点もあった。すなわち、現状
の電線の張替え工法は、工事の中断による送電停止期間の延長や工事費の増加等の問題が
あったのである。
【００１１】
　そこで、本発明は、複数の鉄塔間に架設されている既設電線（送電線）を新設電線に張
替える際に、電線（或いは、金車や、ロープ等も含む）同士の衝突、混触等を確実に防止
でき、電線の損傷防止や、騒音（例えば、衝突音等）の発生防止が図れ、電線張替えの作
業能率が向上し、より安全性の優れた作業が可能となるように工夫した混触防止式電線張
替工法及び電線張替工法で使用される混触防止装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る混触防止式電線張替工法は、がいし装置の交換を伴わずに、複数の鉄塔間
に架設されている既設電線を新設電線に張替えるための工法であって、張替用金車を鉄塔
の腕金部に取付け、上下に配される吊金車を撓曲可能な連結部材で連結して成る混触防止
装置の当該吊金車それぞれを上側および下側の既設電線に複数セットし、混触防止装置を
既設電線に沿って配置・展開し、下側の既設電線をがいし装置から取外すと共に、前記の
下側の既設電線に新設電線を接続すると共に、下側の既設電線を巻取りながら新設電線を
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架設し、この新設電線夫々の端部を固定ワイヤーを介して引留プレートに仮固定し、上側
の既設電線をがいし装置から取外して、混触防止装置を反転させ、引留プレートに仮固定
していた新設電線夫々の端部をがいし装置の上側取付け位置に固定し、反転によって下側
に移動した既設電線に新設電線を接続すると共に、当該既設電線を巻取りながら新設電線
を架設し、この新設電線夫々の端部をがいし装置の下側取付け位置に固定し、混触防止装
置を回収し、新設電線を緊張することで、上述した課題を解決した。
【００１３】
　また、新設電線の緊張が２径間以上にわたる場合、隣設する鉄塔間の電線相互を、コネ
クターを備えた連結ワイヤーにより接続することで、同じく上述した課題を解決した。
【００１４】
　さらに、移動金車を介してロープを配置し、このロープを利用して混触防止装置を既設
電線に沿って配置・展開し、また、混触防止装置を回収することで、同じく上述した課題
を解決した。
【００１５】
　また、宙乗り機を用いて既設電線に取付けてある電線スペーサーを撤去し、また、新設
電線に電線スペーサーを取付けることで、同じく上述した課題を解決した。
【００１７】
　また、がいし装置の交換を伴いながら、複数の鉄塔間に架設されている既設電線を新設
電線に張替えるための工法であって、既設電線の本数に応じた張替用金車を鉄塔の腕金部
に取付け、既設電線をがいし装置から取外し、隣設する鉄塔間の既設電線相互を接続する
と共に、既設電線夫々を対応する張替用金車夫々に乗せ、上下左右に配される吊金車と、
上部左右の吊金車を連結する接近防止部材と、左側上下の吊金車及び右側上下の吊金車を
夫々連結する撓曲可能な連結部材とで混触防止枠体を構成して成る混触防止装置の当該吊
金車それぞれを各既設電線に複数セットし、既設のがいし装置を撤去し、混触防止装置を
既設電線に沿って配置・展開し、下側の既設電線に新設電線を接続すると共に、下側の既
設電線を巻取りながら新設電線を架設し、新設電線を仮上げすると共に、混触防止装置を
反転し、反転によって下側に移動した既設電線に新設電線を接続すると共に、既設電線を
巻取りながら新設電線を架設し、がいし装置を鉄塔の腕金部に取付け、混触防止装置を回
収し、新設電線夫々の端部をがいし装置に固定すると共に、新設電線を緊張することで、
同じく上述した課題を解決した。
【００１８】
　さらに、移動金車を介してロープを配置し、このロープを利用して混触防止装置を既設
電線に沿って配置・展開し、また、混触防止装置を回収することで、同じく上述した課題
を解決した。
【００１９】
　また、宙乗り機を用いて既設電線に取付けてある電線スペーサーを撤去し、また、新設
電線に電線スペーサーを取付けることで、同じく上述した課題を解決した。
【００２１】
　一方、本発明に係る電線張替工法で使用される混触防止装置は、複数の鉄塔間に架設さ
れている既設電線を新設電線に張替えるために使用される混触防止装置であって、上下左
右に配される吊金車と、上部左右の吊金車を連結する接近防止部材と、左側上下の吊金車
及び右側上下の吊金車を夫々連結する撓曲可能に構成された連結部材とで混触防止枠体を
構成したことで、同じく上述した課題を解決した。
【００２２】
　また、複数の接近防止枠体を、曳行ロープで連結して構成したことで、同じく上述した
課題を解決した。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明に係る請求項１の混触防止式電線張替工法によれば、複数の鉄塔１間に架設され
ている既設電線Ａ（送電線）を新設電線Ｂに張替える際に、有風時であっても、新設電線
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Ｂ（或いは、既設電線Ａ）同士の衝突、混触等を確実に防止でき、新設電線Ｂの損傷防止
や、騒音（例えば、衝突音等）の発生防止が図れるようになり、しかも、電線張替えの作
業能率がより向上し、より安全性の優れた作業が可能となる。
【００２５】
　その結果、風による影響を受け難くなり、風により工事が中断する事態の発生が激減し
、工事の中断を原因とする送電停止期間の延長問題や工事費の増加問題等を解消できる。
【００２６】
　また、風の影響を受けて工事が中断する事態の発生が激減するため、電線の張替え工事
の工程を管理し易くなり、経済的な電線の張替え工法を実現できる。
【００２７】
　さらに、がいし装置３を鉄塔１の腕金部２に取付けたままで電線の張替え作業が行える
ため、既設のがいし装置３をそのまま利用でき、工事費の削減と作業時間の短縮が図れる
ものとなる。
【００２８】
　また、本発明に係る請求項６の混触防止式電線張替工法によれば、複数の鉄塔１間に架
設されている既設電線Ａ（送電線）を新設電線Ｂに張替える際に、有風時であっても、新
設電線Ｂ（或いは、既設電線Ａ）同士の衝突、混触等を確実に防止でき、新設電線Ｂの損
傷防止や、騒音（例えば、衝突音等）の発生防止が図れるようになり、しかも、電線張替
えの作業能率がより向上し、より安全性の優れた作業が可能となる。
【００２９】
　その結果、風による影響を受け難くなり、風により工事が中断する事態の発生が激減し
、工事の中断を原因とする送電停止期間の延長問題や工事費の増加問題等を解消できる。
また、風の影響を受けて工事が中断する事態の発生が激減するため、電線の張替え工事の
工程を管理し易くなり、経済的な電線の張替え工法を実現できる。
【００３０】
　さらに、がいし装置３を鉄塔１の腕金部２に取付けたままで電線の張替え作業が行える
ため、既設のがいし装置３をそのまま利用でき、工事費の削減と作業時間の短縮が図れる
ものとなる。
【００３１】
　加えて、この混触防止式電線張替工法によれば、がいし装置３の交換も非常に容易とな
る。そのため、がいし装置３の交換を伴なう電線の張替え工事を安全且つ短時間で行うこ
とができる。
【００３２】
　この他、本発明に係る電線張替工法で使用される混触防止装置によれば、複数の鉄塔１
間に架設されている既設電線Ａ（送電線）を新設電線Ｂに張替える際に、有風時であって
も、新設電線Ｂ（或いは、既設電線Ａ）同士の衝突、混触等を確実に防止できる。すなわ
ち、本発明の電線張替工法に最適な混触防止装置１０を提供できる。
【００３３】
　しかも、混触防止装置１０自身の構成が簡素で、耐久性に優れ、取扱い易く、量産に適
しているため、経済的なものとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下に、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。
【００３５】
　本発明は、例えば、複数の鉄塔１間に架設されると共に、上下左右に所定間隔を設けて
配置されている四条の既設電線Ａ｛既設電線Ａ１（下側の外線）、既設電線Ａ２（下側の
内線）、既設電線Ａ３（上側の外線）、既設電線Ａ４（上側の内線）｝を、新設電線Ｂ（
新設電線Ｂ１，新設電線Ｂ２，新設電線Ｂ３，新設電線Ｂ４）に張替えるための工法であ
る。
【００３６】
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　四条の既設電線Ａは、例えば、図３７に示すように、鉄塔１に近い位置に取付けられて
いる既設電線Ａ２，Ａ４を内線と称し、鉄塔１から遠い位置に取付けられている既設電線
Ａ１，Ａ３を外線と称する。
【００３７】
　初めに、既設のがいし装置３をそのまま利用して既設電線Ａを張替える工法について説
明する（図１乃至図１８参照）。
【００３８】
　尚、張替えの工法を理解し易くするため、鉄塔１に対する四条の既設電線Ａ｛既設電線
Ａ１（下側の外線）、既設電線Ａ２（下側の内線）、既設電線Ａ３（上側の外線）、既設
電線Ａ４（上側の内線）｝の配置を、図３７に示す通りとし、これを基準に既設電線Ａの
張替え工法を説明する。
【００３９】
　先ず、図１に示すように、宙乗り機５を使用して、既設の電線スペーサー８を撤去しな
がら、移動金車６を既設電線Ａ４（上側の内線）に装着し、移動金車６同士をロープ７に
より連結して、ロープ７を既設電線Ａ４に沿って配置する。
【００４０】
　このとき、四条の既設電線Ａ｛既設電線Ａ１（下側の外線）、既設電線Ａ２（下側の内
線）、既設電線Ａ３（上側の外線）、既設電線Ａ４（上側の内線）｝は、その全体で図３
９に示す配置例を維持している。
【００４１】
　次に、図３８に示すように、二つの張替用金車９（１）・９（２）を四条の既設電線Ａ
の外側と内側に配されるように、鉄塔１の腕金部２に取付ける。
【００４２】
　そして、図３に示すように、混触防止装置１０を鉄塔１上に上げて、混触防止装置１０
を四条の既設電線Ａにセットする。すなわち、図４０に示すように、混触防止装置１０の
四つの吊金車１１を四条の既設電線Ａに夫々セットする。この混触防止装置１０同士は、
曳行ロープ１５により連結されている。
【００４３】
　それから、図４に示すように、ロープ７の一端部を混触防止装置１０の曳行ロープ１５
に取付けてから、ロープ７の他端部側を地上で巻取るようにして混触防止装置１０を既設
電線Ａに沿って配置・展開させる。
【００４４】
　さらに、図５に示すように、下側の既設電線Ａ（既設電線Ａ１、既設電線Ａ２）をがい
し装置３から取外すと共に、隣設する鉄塔１間の下側の電線相互を、コネクターを備えた
連結ワイヤー２０により接続する。そして、図３８に示すように、既設電線Ａ１を張替用
金車９（１）に乗せる。また、既設電線Ａ２を張替用金車９（２）に乗せる。
【００４５】
　また、図６・図７に示すように、連結ワイヤー２０で接続された下側の既設電線Ａ（既
設電線Ａ１，既設電線Ａ２）に、連結ワイヤー２０で予め接続された複数の新設電線Ｂ１
，新設電線Ｂ２を、連結ワイヤー２０を介して接続すると共に、下側の既設電線Ａを地上
の適宜巻取機によって巻取りながら、連結ワイヤー２０で接続された複数の新設電線Ｂ１
，新設電線Ｂ２を、下側の既設電線Ａがあった位置に架設する。この連結ワイヤー２０と
新設電線Ｂの接続状態は、図１６（イ）（ハ）に示す通りである。また、新設電線Ｂ１，
新設電線Ｂ２を架設したとき、既設電線Ａ３，Ａ４、新設電線Ｂ１，Ｂ２の混触防止装置
１０への配置は、図４１に示す通りとなる。
【００４６】
　次に、図１７（イ）に示すように、前記新設電線Ｂ１，新設電線Ｂ２夫々の端部を固定
ワイヤー２１を介して引留プレート４に仮固定し、図８に示すように、新設電線Ｂ１，新
設電線Ｂ２を仮上げする。また、図１７（イ）（ロ）に示すように、既設電線Ａ３，Ａ４
をがいし装置３から取外すと共に、隣設する鉄塔１間の既設電線Ａ３，Ａ４夫々を連結ワ
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イヤー２０で接続する。そして、既設電線Ａ３を張替用金車９（１）に乗せ、既設電線Ａ
４を張替用金車９（２）に乗せる。さらに、図１７（イ）（ロ）に示すように、引留プレ
ート４に仮固定していた新設電線Ｂ１，新設電線Ｂ２夫々の端部をがいし装置３の上部取
付け位置に固定し、図９に示すように、混触防止装置１０を反転させる。すなわち、図４
２に示すように、新設電線Ｂ１，新設電線Ｂ２にある程度の張力を与えて、新設電線Ｂ１
，新設電線Ｂ２を今までの位置より上方に位置させる仮上げを行う。さらに、既設電線Ａ
３，既設電線Ａ４をがいし装置３から取外し、張替用金車９に乗せ替えて、その張力を弛
め、既設電線Ａ３，既設電線Ａ４を今までの位置より下方に位置させ、加えて、新設電線
Ｂ１，新設電線Ｂ２夫々の端部をがいし装置３の上部取付け位置に固定して、新設電線Ｂ
１，新設電線Ｂ２をさらに上方に位置させることで、図４３に示すように、混触防止装置
１０が反転状態となる。
【００４７】
　その後、図１０・図１１に示すように、連結ワイヤー２０で接続された既設電線Ａ３，
既設電線Ａ４に、連結ワイヤー２０で予め接続された複数の新設電線Ｂ３，新設電線Ｂ４
を、連結ワイヤー２０を介して接続すると共に、既設電線Ａ３，既設電線Ａ４を、地上の
巻取機によって適宜巻取りながら、連結ワイヤー２０で接続された複数の新設電線Ｂ３，
新設電線Ｂ４を、下側の既設電線Ａがあった位置に架設し、この新設電線Ｂ３，新設電線
Ｂ４夫々の端部をがいし装置３の下部取付け位置に固定する。
【００４８】
　そして、図１２に示すように、混触防止装置１０を回収する。また、図１３に示すよう
に、新設電線Ｂをワイヤー２２によって所定の張力に緊張する。その後、図１４に示すよ
うに、宙乗り機５によって新設電線Ｂに電線スペーサー８を取付ける。
【００４９】
　それから、図１５に示すように、前述の作業を上段の既設電線Ａ、中段の既設電線Ａ、
下段の既設電線Ａの順に繰返し行って作業が完了する。
【００５０】
　これらの一連の工程を個別に記載すると、図１８に示す通りとなる。
【００５１】
　次に、がいし装置３を交換して既設電線を張替える工法について説明する（図１９乃至
図３５参照）。
【００５２】
　尚、張替えの工法を理解し易くするため、鉄塔１に対する四条の既設電線Ａ｛既設電線
Ａ１（下側の外線）、既設電線Ａ２（下側の内線）、既設電線Ａ３（上側の外線）、既設
電線Ａ４（上側の内線）｝の配置を、図４４に示す通りとし、これを基準に既設電線Ａの
張替え工法を説明する。
【００５３】
　先ず、図１９に示すように、宙乗り機５を使用して、既設の電線スペーサー８を撤去し
ながら、所定の間隔で移動金車６を取り付けたロープ７を既設電線Ａ４（上側の内線）に
装着することで、ロープ７を既設電線Ａ４に沿って配置する。
【００５４】
　次に、図２０・図４５に示すように、四つの張替用金車９を四条の既設電線Ａの内側に
配されるように、鉄塔１の腕金部２に取付ける。
【００５５】
　そして、既設電線Ａをがいし装置３から取外し、隣設する鉄塔１間の既設電線Ａ相互を
連結ワイヤー２０で接続すると共に、図４６に示すように、既設電線Ａ３を張替用金車９
（１）に乗せる。また、既設電線Ａ４を張替用金車９（２）に乗せる。さらに、既設電線
Ａ１を張替用金車９（３）に乗せる。また、既設電線Ａ２を張替用金車９（４）に乗せる
。
【００５６】
　このとき、四条の既設電線Ａは、図４６に示すように、鉄塔１の外側から内側にかけて
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、既設電線Ａ３，既設電線Ａ４，既設電線Ａ１，既設電線Ａ２というように、水平に並ん
だ状態となる。
【００５７】
　この状態で、両端に位置する既設電線Ａ３，既設電線Ａ２の張力を弛めると、図４７に
示すように、既設電線Ａ３と既設電線Ａ２が下方に移動し、経間中央部において、既設電
線Ａ４と既設電線Ａ３、既設電線Ａ１と既設電線Ａ２が縦方向に並ぶものとなる。
【００５８】
　それから、図２２に示すように、混触防止装置１０を鉄塔１上に上げて、混触防止装置
１０を四条の既設電線Ａにセットする。すなわち、図４８に示すように、混触防止装置１
０の四つの吊金車１１を四条の既設電線Ａに夫々セットする。この混触防止装置１０同士
は、曳行ロープ１５により連結されている。
【００５９】
　さらに、図２３に示すように、既設のがいし装置３を撤去する。そして、図２４に示す
ように、ロープ７の一端部を混触防止装置１０の曳行ロープ１５に取付けてから、ロープ
７の他端部側を地上で巻取るようにして混触防止装置１０を既設電線Ａに沿って配置・展
開させる。
【００６０】
　また、図２５に示すように、連結ワイヤー２０で接続された既設電線Ａ３，既設電線Ａ
２に、連結ワイヤー２０で予め接続された複数の新設電線Ｂ３，新設電線Ｂ２を、連結ワ
イヤー２０を介して接続すると共に、既設電線Ａ３，既設電線Ａ２を地上の巻取機によっ
て適宜巻取りながら、連結ワイヤー２０で接続された複数の新設電線Ｂ３，新設電線Ｂ２
を、既設電線Ａ３，既設電線Ａ２があった位置に架設する。また、新設電線Ｂ３，新設電
線Ｂ２を架設したとき、既設電線Ａ４，既設電線Ａ１、新設電線Ｂ３，新設電線Ｂ２の混
触防止装置１０への配置は、図４９に示す通りとなる。
【００６１】
　次に、図２６・図５０に示すように、新設電線Ｂ３，新設電線Ｂ２を仮上げる。そして
、図２７に示すように、既設電線Ａ４，既設電線Ａ１を緩め、混触防止装置１０を反転さ
せる。
【００６２】
　すなわち、図５０に示すように、新設電線Ｂ３，新設電線Ｂ２にある程度の張力を与え
て、新設電線Ｂ３，新設電線Ｂ２を今までの位置より上方に位置させる仮上げを行う。さ
らに、既設電線Ａ４，既設電線Ａ１の張力を弛め、既設電線Ａ４，既設電線Ａ１を今まで
の位置より下方に位置させることで、図５１に示すように、混触防止装置１０が反転状態
となる。
【００６３】
　その後、図２８に示すように、反転によって下側に移動した既設電線Ａ４，既設電線Ａ
１に、連結ワイヤー２０で予め接続された複数の新設電線Ｂ４，新設電線Ｂ１を接続する
と共に、既設電線Ａ４，既設電線Ａ１を、地上の巻取機によって適宜巻取りながら、連結
ワイヤー２０で接続された複数の新設電線Ｂ４，新設電線Ｂ１を、既設電線Ａ４，既設電
線Ａ１があった位置に架設する。新設電線Ｂ４，新設電線Ｂ１を架設したとき、新設電線
Ｂ３，新設電線Ｂ２、新設電線Ｂ４，新設電線Ｂ１の混触防止装置１０の配置は、図５２
に示す通りとなる。
【００６４】
　そして、図３０に示すように、がいし装置３をワイヤー等で吊上げ、鉄塔１の腕金部２
に取付ける。その後、図３１に示すように、混触防止装置１０を回収する。また、図３２
に示すように、新設電線Ｂ１，新設電線Ｂ２，新設電線Ｂ３，新設電線Ｂ４夫々の端部を
がいし装置３に固定すると共に、新設電線Ｂをワイヤー２２を介して所定の張力に緊張す
る。さらに、図３３に示すように、宙乗り機５によって新設電線Ｂに電線スペーサー８を
取付ける。
【００６５】
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　それから、図３４に示すように、前述の作業を上段の既設電線Ａ、中段の既設電線Ａ、
下段の既設電線Ａの順に繰返し行って作業が完了する。
【００６６】
　これらの一連の工程を個別に記載すると、図３５に示す通りとなる。
【００６７】
　この他、前述の如き混触防止式送電線張替工法を実施するのに最適となる本発明の混触
防止装置１０について説明する。
【００６８】
　この混触防止装置１０は、例えば、図３６に示すように、上下左右に配される吊金車１
１と、上部左右の吊金車１１を連結する接近防止部材１２と、左側上下の吊金車１１及び
右側上下の吊金車１１を夫々連結する連結部材１３とで混触防止枠体１０Ａを構成し、複
数の接近防止枠体１０Ａを曳行ロープ１５で適宜一定間隔に連結して構成したものである
。具体的には、接近防止部材１２として、所定の長さを備えた棒状体を用いている。また
、連結部材１３として、所定の長さを備えたロープを用いている。
【００６９】
　前記吊金車１１は、例えば、略矩形枠状に形成される金属製（或いは、合成樹脂製、適
宜複合材でも良い）の枠体と、この枠体の上下に回動自在に装着される一対の略鼓状の滑
車とからなっている。尚、枠体は、その一部が開放閉鎖自在となるように構成されており
、既設電線Ａへの装着が極めて簡単に行えるように構成されている。
【００７０】
　前記接近防止部材１２は、例えば、上部左右の吊金車１１相互が一定間隔で配置された
状態を維持できるように設けられたもので、適宜金属材（或いは、合成樹脂材、適宜複合
材でも良い）によって略棒状に形成されると共に、その両端部分は、吊金車１１の枠体に
３次元方向で揺動自在となるよう装着されている。
【００７１】
　前記連結部材１３は、例えば、撓曲可能に構成されており、その中央部分には、ロープ
止具１４が固着され、このロープ止具１４には、曳行ロープ１５が固定されている。
【００７２】
　ところで、既設電線Ａの具体的数、配設状態、鉄塔１の具体的構成、腕金部２の具体的
構成、がいし装置３の具体的構成、引留プレート４の具体的構成、宙乗り機５の具体的構
成、移動金車６の具体的構成、数、ロープ７の具体的構成、電線スぺーサー８の具体的構
成、数、張替用金車９の具体的構成、数、配設位置、混触防止装置１０の具体的構成、接
近防止枠体１０Ａの具体的構成、数、吊金車１１の具体的構成、配設間隔、接近防止部材
１２の具体的構成、形状、寸法、材質、吊金車１１への具体的装着手段、連結部材１３の
具体的構成、形状、寸法、材質、ロープ止具１４の具体的構成、形状、寸法、材質、曳行
ロープ１５の具体的構成、形状、材質、連結ワイヤー２０の具体的構成、形状、寸法、材
質、固定ワイヤー２１の具体的構成、形状、寸法、材質、ワイヤー２２の具体的構成、形
状、寸法、材質等は、図示例等に限定されることなく適宜自由に設定、変更できるもので
ある。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明は、複数の鉄塔１間に架設されている既設電線Ａを新設電線Ｂに張替える工法等
として、種々の工事に広く用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の電線張替工法を例示する概略図である。
【図２】本発明の電線張替工法を例示する概略図である。
【図３】本発明の電線張替工法を例示する概略図である。
【図４】本発明の電線張替工法を例示する概略図である。
【図５】本発明の電線張替工法を例示する概略図である。
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【図６】本発明の電線張替工法を例示する概略図である。
【図７】本発明の電線張替工法を例示する概略図である。
【図８】本発明の電線張替工法を例示する概略図である。
【図９】本発明の電線張替工法を例示する概略図である。
【図１０】本発明の電線張替工法を例示する概略図である。
【図１１】本発明の電線張替工法を例示する概略図である。
【図１２】本発明の電線張替工法を例示する概略図である。
【図１３】本発明の電線張替工法を例示する概略図である。
【図１４】本発明の電線張替工法を例示する概略図である。
【図１５】本発明の電線張替工法を例示する概略図である。
【図１６】本発明の電線張替工法に於ける鉄塔の腕金部の具体的な構成を例示するもので
、（イ）は平面図、（ロ）は正面図、（ハ）は側面図である。
【図１７】本発明の電線張替工法に於ける鉄塔の腕金部を例示するもので、（イ）は新設
電線を引留プレートに仮固定した状態の平面図、（ロ）は新設電線をがいし装置に固定し
た状態の平面図である。
【図１８】本発明の電線張替工法を例示する概略ブロック図である。
【図１９】本発明の他の電線張替工法を例示する概略図である。
【図２０】本発明の他の電線張替工法を例示する概略図である。
【図２１】本発明の他の電線張替工法を例示する概略図である。
【図２２】本発明の他の電線張替工法を例示する概略図である。
【図２３】本発明の他の電線張替工法を例示する概略図である。
【図２４】本発明の他の電線張替工法を例示する概略図である。
【図２５】本発明の他の電線張替工法を例示する概略図である。
【図２６】本発明の他の電線張替工法を例示する概略図である。
【図２７】本発明の他の電線張替工法を例示する概略図である。
【図２８】本発明の他の電線張替工法を例示する概略図である。
【図２９】本発明の他の電線張替工法を例示する概略図である。
【図３０】本発明の他の電線張替工法を例示する概略図である。
【図３１】本発明の他の電線張替工法を例示する概略図である。
【図３２】本発明の他の電線張替工法を例示する概略図である。
【図３３】本発明の他の電線張替工法を例示する概略図である。
【図３４】本発明の他の電線張替工法を例示する概略図である。
【図３５】本発明の他の電線張替工法を例示する概略ブロック図である。
【図３６】本発明の電線張替工法に於ける混触防止装置を例示する部分斜視図である
【図３７】鉄塔の腕金部における四条の既設電線の配置を例示する概略図である。
【図３８】既設電線の張替用金車への乗せ替えを例示する概略図である。
【図３９】径間中央部における四条の既設電線の配置を例示する概略図である。
【図４０】既設電線に混触防止装置をセットしている状態を例示する概略図である。
【図４１】既設電線と新設電線に混触防止装置をセットしている状態を例示する概略図で
ある。
【図４２】混触防止装置を反転させる状態を例示する概略図である。
【図４３】混触防止装置が反転した状態を例示する概略図である。
【図４４】鉄塔の腕金部における四条の既設電線の配置を例示する概略図である。
【図４５】既設電線の張替用金車への乗せ替えを例示する概略図である。
【図４６】既設電線を張替用金車へ乗せ替えた状態を例示する概略図である。
【図４７】径間中央部における四条の既設電線の配置を例示する概略図である。
【図４８】既設電線に混触防止装置をセットしている状態を例示する概略図である。
【図４９】既設電線と新設電線に混触防止装置をセットしている状態を例示する概略図で
ある。
【図５０】混触防止装置を反転させる状態を例示する概略図である。
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【図５１】混触防止装置が反転した状態を例示する概略図である。
【図５２】新設電線に混触防止装置をセットしている状態を例示する概略図である。
【符号の説明】
【００７５】
　　Ａ…既設電線
　Ａ１…既設電線　　　　　　　Ａ２…既設電線
　Ａ３…既設電線　　　　　　　Ａ４…既設電線
　　Ｂ…新設電線
　Ｂ１…新設電線　　　　　　　Ｂ２…新設電線
　Ｂ３…新設電線　　　　　　　Ｂ４…新設電線
　　１…鉄塔　　　　　　　　　　２…腕金部
　　３…がいし装置　　　　　　　４…引留プレート
　　５…宙乗り機　　　　　　　　６…移動金車
　　７…ロープ　　　　　　　　　８…電線スぺーサー
　　９…張替用金車
　１０…混触防止装置　　　　１０Ａ…接近防止枠体
　１１…吊金車　　　　　　　　１２…接近防止部材
　１３…連結部材　　　　　　　１４…ロープ止具
　１５…曳行ロープ
　２０…連結ワイヤー　　　　　２１…固定ワイヤー
　２２…ワイヤー

【図１】 【図２】
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