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(57)【要約】
【課題】　ケーブルヘッドの取り付けに要する時間と手
間を削減することができる移動用ケーブル架台を提供す
る。
【解決手段】　移動用電力ケーブル２５のケーブルヘッ
ド２６を取り付けるための移動用ケーブル架台１であっ
て、地面３５上に設置されるとともに、地面３５の上方
の所定高さにケーブルヘッド２６を取り付けるケーブル
ヘッド取付部３が設けられる架台本体２と、ケーブルヘ
ッド取付部３の上部に回転自在に設けられる回転支持部
材８と、ケーブルヘッド取付部３と地面３５との間に設
けられるとともに、移動用電力ケーブル２５を移動用ケ
ーブル架台１の上部に向けて引き上げ可能に支持するガ
イド部材１７と、架台本体２に設けられるとともに、繰
り出し、巻き上げ可能なワイヤー１６を有し、かつ、ワ
イヤー１６を回転支持部材８及びガイド部材１７を介し
てケーブルヘッド２６に連結可能な巻上機１３とを備え
ている。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動用電力ケーブルのケーブルヘッドを取り付けるための移動用ケーブル架台であって
、
　地面上に設置されるとともに、地面の上方の所定高さに前記ケーブルヘッドを取り付け
るケーブルヘッド取付部が設けられる架台本体と、前記ケーブルヘッド取付部の上部に回
転自在に設けられる回転支持部材と、前記ケーブルヘッド取付部と地面との間に設けられ
るとともに、前記移動用電力ケーブルを前記移動用ケーブル架台の上部に向けて引き上げ
可能に支持するガイド部材と、前記架台本体に設けられるとともに、繰り出し、巻き上げ
可能なワイヤーを有し、かつ、前記ワイヤーを前記回転支持部材及び前記ガイド部材を介
して前記ケーブルヘッドに連結可能な巻上機とを備えていることを特徴とする移動用ケー
ブル架台。
【請求項２】
　前記ガイド部材は、帯板状のケーブル本体と、該ケーブル本体の表面に所定の厚さでコ
ーティングされる樹脂被膜とを備えていることを特徴とする請求項１に記載の移動用ケー
ブル架台。
【請求項３】
　前記ガイド部材は、前記ケーブルヘッド取付部側が湾曲された形状に形成されるととも
に、地面に沿う部分が水平に形成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の移
動用ケーブル架台。
【請求項４】
　前記ガイド部材の複数箇所には、前記移動用電力ケーブルが前記ガイド部材の上部から
脱落するのを防止する脱落防止ガイドが設けられていることを特徴とする請求項１～３の
何れか１項に記載の移動用ケーブル架台。
【請求項５】
　前記架台本体は、前記ケーブルヘッド取付部と、該ケーブルヘッド取付部を支持する４
本の脚と、隣接する脚間に設けられる補強部材とを備え、
　前記各脚の下端が杭によって地面に固定されるように構成されていることを特徴とする
請求項１～４の何れか１項に記載の移動用ケーブル架台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動用電力ケーブルのケーブルヘッドの取り付けに適用される移動用ケーブ
ル架台に関し、特に、クレーン等の重機を設置できないような狭い場所においても使用可
能であるとともに、構造が簡単で設備費を削減できる移動用ケーブル架台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、発変電所等においては、事故や災害によって電力用機器が故障した際に、仮復旧
用として移動用電力ケーブルを敷設し、移動用電力ケーブルで故障した電力用機器をバイ
パスし、故障した電力用機器を新しいものと交換する復旧作業が行われている。
【０００３】
　このような仮復旧用に用いられる移動用電力ケーブルは、両端に端末処理を施したケー
ブルヘッドを備え、ドラムに巻かれた状態で保管されている。このため、トラック等を用
いてドラムごと現場に搬送し、現場で作業員の人力によりドラムからケーブルを引き出し
、予め現場に設置しておいた一対の架台間に敷設している。
【０００４】
　この場合、ケーブルが地面で擦れて傷付かないようにするため、地面上に複数のガイド
ローラを設置し、ドラムから引き出したケーブルをガイドローラの上部を通している。
【０００５】
　また、安全性を確保するため、架台の位置でケーブルヘッドを地面から所定の高さまで
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垂直に立ち上げ、ケーブルヘッドを架台の上部に固定して地面との離隔距離を確保してい
る。
【０００６】
　その際、ケーブルヘッドに碍子が設けられている場合には、ケーブルヘッドが非常に重
くなるため、作業員の人力だけでは垂直に立ち上げるのが難しい。このため、クレーン等
の重機を用いてケーブルヘッドを吊り上げて垂直に立ち上げ、ケーブルヘッドを架台の上
部に固定している。
【０００７】
　しかし、作業現場が狭い発変電所等の場合には、クレーン等の重機を設置することがで
きないため、架台の周囲に脚立等の足場を設置し、複数の作業員による人力によってケー
ブルヘッドを垂直に立ち上げて架台に固定しなければならず、その作業に時間と手間がか
かる。
【０００８】
　上記のような問題に対処するため、特許文献１～２に記載のような技術を採用すること
が考えられる。
【０００９】
　特許文献１に記載の技術は、架台の周囲に仮設枠組を設置し、架台の上方に架設した仮
設枠組のレールに巻き上げ装置を設置し、巻き上げ装置によりトラック等の荷台の上部か
らケーブルヘッドを吊り上げ、巻き上げ装置をレールに沿って横行させて架台の位置まで
移動させ、架台の位置で巻き上げ装置によりケーブルヘッドを吊り降ろし、ケーブルヘッ
ドを架台に固定するように構成したものである。
【００１０】
　また、特許文献２に記載の技術は、移動用電力ケーブルのケーブルヘッドの重量を支え
る基体と、基体の上方に延びる柱体に水平軸周りに回転自在に取り付けられるとともに、
ケーブルヘッドを装着するためのブラケットを有する回転台と、回転台の回転範囲を、ケ
ーブルヘッドを横向きによりブラケットに装着させる装着位置と、ケーブルヘッドを縦向
きの使用状態にする使用位置との間に規制する規制部と、回転台を使用位置に固定する固
定する固定部とを備えた架台を用い、この架台に移動用電力ケーブルヘッドを固定するよ
うに構成したものである。
【００１１】
　しかし、特許文献１に記載の技術は、架台の周囲に仮設枠組を設置する必要があるため
、対象の現場が狭い発変電所等の場合には、仮設枠組を設置することが困難になる。また
、ケーブルヘッドを固定する架台の他に仮設枠組が必要になるため、設備費が高く付く。
【００１２】
　また、特許文献２に記載の技術は、架台の構造が複雑であるため、架台の製造に時間と
手間と費用がかかり、設備費が高く付く。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開平１０－２６１３３１号公報
【特許文献２】特開２０１３－９３９４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、上記のような従来の問題に鑑みなされたものであって、移動用電力ケーブル
のケーブルヘッドの取り付けに要する時間と手間を削減できるとともに、作業現場が狭い
発変電所等であっても対応が可能であり、さらに、構造が簡単で設備費を安く抑えること
ができる移動用ケーブル架台を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
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　上記のような課題を解決するために、本発明は、以下のような手段を採用している。
　すなわち、本発明は、移動用電力ケーブルのケーブルヘッドを取り付けるための移動用
ケーブル架台であって、地面上に設置されるとともに、地面の上方の所定高さに前記ケー
ブルヘッドを取り付けるケーブルヘッド取付部が設けられる架台本体と、前記ケーブルヘ
ッド取付部の上部に回転自在に設けられる回転支持部材と、前記ケーブルヘッド取付部と
地面との間に設けられるとともに、前記移動用電力ケーブルを前記移動用ケーブル架台の
上部に向けて引き上げ可能に支持するガイド部材と、前記架台本体に設けられるとともに
、繰り出し、巻き上げ可能なワイヤーを有し、かつ、前記ワイヤーを前記回転支持部材及
び前記ガイド部材を介して前記ケーブルヘッドに連結可能な巻上機とを備えていることを
特徴とする。
【００１６】
　本発明の移動用ケーブル架台によれば、巻上機からワイヤーを繰り出し、ワイヤーを回
転支持部材及びガイド部材を介してケーブルヘッドに連結し、巻上機を作動させてワイヤ
ーを巻き上げることにより、移動用電力ケーブルをガイド部材を介して架台本体のケーブ
ルヘッド取付部の位置まで引き上げ、ケーブルヘッドをケーブルヘッド取付部に取り付け
ることにより、ケーブルヘッドを立ち上げた状態で移動用ケーブル架台に取り付けること
ができる。
　従って、ケーブルヘッドの重量が非常に重い場合あっても、複数の作業員を要すること
なく、少数の作業員がケーブルヘッドをガイド部材の上部の載せる等の補助的な作業を行
う程度で、移動用電力ケーブルのケーブルヘッドをケーブルヘッド取付部に取り付けるこ
とができるので、ケーブルヘッドの取り付けに要する時間と手間を大幅に削減することが
できる。
　また、作業現場がクレーン等の重機を設置できないような狭い場所であっても、クレー
ン等の重機を使用することなくケーブルヘッドをケーブルヘッド取付部に取り付けること
ができるので、作業が可能な現場の範囲を広げることができる。
　また、架台本体に、巻上機と、回転支持部材と、ガイド部材とを設けた簡単な構成のも
のであるので、設備費を安く抑えることができる。
【００１７】
　また、本発明において、前記ガイド部材は、帯板状のケーブル本体と、該ケーブル本体
の表面に所定の厚さでコーティングされる樹脂被膜とを備えていることとしてもよい。
【００１８】
　本発明の移動用ケーブル架台によれば、ケーブル本体の表面に樹脂被膜を設けたことに
より、移動用電力ケーブルの被膜がガイド部材の表面で擦れて傷付くようなことはなく、
移動用電力ケーブルの耐久性を高めることができる。
【００１９】
　また、本発明において、前記ガイド部材は、前記ケーブルヘッド取付部側が湾曲された
形状に形成されるとともに、地面に沿う部分が水平に形成されていることとしてもよい。
【００２０】
　本発明の移動用ケーブル架台によれば、移動用電力ケーブルをガイド部材の上部を引き
上げる際に、移動用電力ケーブルがガイド部材の上部から脱落するのを防止できる。
【００２１】
　また、本発明において、前記ガイド部材の複数箇所には、前記移動用電力ケーブルが前
記ガイド部材の上部から脱落するのを防止する脱落防止ガイドが設けられていることとし
てもよい。
【００２２】
　本発明の移動用ケーブル架台によれば、移動用電力ケーブルをガイド部材の上部を引き
上げる際に、移動用電力ケーブルがガイド部材の上部から脱落するのを更に効果的に防止
できる。
【００２３】
　また、本発明において、前記架台本体は、前記ケーブルヘッド取付部と、該ケーブルヘ
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ッド取付部を支持する４本の脚と、隣接する脚間に設けられる補強部材とを備え、前記各
脚の下端が杭によって地面に固定されるように構成されていることとしてもよい。
【００２４】
　本発明の移動用ケーブル架台によれば、移動用電力ケーブルのケーブルヘッドの重量が
非常に重い場合あっても、架台本体が地面上で移動するようなことはなく、ケーブルヘッ
ドの取り付けを効率良く、安全に行うことができる。
【発明の効果】
【００２５】
　以上、説明したように、本発明の移動用ケーブル架台によれば、移動用電力ケーブルの
ケーブルヘッドの取り付けに要する時間と手間を削減できるとともに、作業現場が狭い発
変電所等であっても適用が可能となり、更に、構造が簡単で設備を安く抑えることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明による移動用ケーブル架台の一実施の形態を示す概略図であって、移動用
ケーブル架台の前面側に移動用電力ケーブルを配置したケーブルヘッドの取り付け前の状
態を示した概略図である。
【図２】図１のＡ矢視図である。
【図３】図１のＢ矢視図である。
【図４】ガイド部材の断面図である。
【図５】ケーブルヘッドの取り付け後の状態を示した概略図である。
【図６】図５のＡ矢視図である。
【図７】図５のＢ矢視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
　図１～図７には、本発明による移動用ケーブル架台の一実施の形態が記載されている。
図１は移動用ケーブル架台の前面側に移動用電力ケーブルを配置した状態を示す概略図で
あって、ケーブルヘッドの取り付け前の状態を示す概略図、図２は図１のＡ矢視図、図３
は図１のＢ矢視図、図４はガイド部材の断面図、図５はケーブルヘッドの取り付け後の状
態を示す概略図、図６は図５のＡ矢視図、図７は図５のＢ矢視図である。
【００２８】
　本実施の形態の移動用ケーブル架台１は、例えば、発変電所において、事故や災害等に
よって電力用機器が故障した際に、仮復旧用として移動用電力ケーブル２５を敷設し、移
動用電力ケーブル２５で故障した電力用機器をバイパスし、故障した電力用機器を新しい
ものと交換する復旧作業に用いられる。
【００２９】
　このような復旧作業に用いられる移動用電力ケーブル２５は、図１に示すように、両端
に端末処理を施したケーブルヘッド２６を備え、ケーブルヘッド２６の根元部には、ケー
ブルヘッド２６を移動用ケーブル架台１に取り付けるためのブラケット２７が設けられて
いる。移動用電力ケーブル２５は、ドラム（図示せず）に巻き付けられた状態で保管され
ている。
【００３０】
　移動用電力ケーブル２５のケーブルヘッド２６には、損傷を防止するために保護カバー
２８が取り付けられ、この保護カバー２８は、移動用ケーブル架台１へのケーブルヘッド
２６の取り付けが完了した後にケーブルヘッド２６から取り外される。
【００３１】
　本実施の形態の移動用ケーブル架台１は、図１～図４に示すように、地面３５の上方の
所定高さに水平に設けられるケーブルヘッド取付部３と、ケーブルヘッド取付部３を水平
に支持する４本の脚５と、隣接する脚５、５間にそれぞれ設けられる補強部材７とからな
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る架台本体２と、ケーブルヘッド取付部３に回転可能に設けられる回転支持部材８と、ケ
ーブルヘッド取付部３と地面３５との間に設けられるガイド部材１７と、架台本体２の補
強部材７の上部に設けられる巻上機としての電動ウインチ１３とを備えている。
【００３２】
　ケーブルヘッド取付部３は、例えば角パイプ状をなすものであって、各種の鋼材から形
成され、このケーブルヘッド取付部３の上部中央部に回転支持部材８が回転可能に設けら
れ、側部中央部にケーブルヘッド２６を取り付けるための取付孔（図示せず）が設けられ
ている。
【００３３】
　回転支持部材８は、例えばパイプローラ８であって、パイプ状のローラ本体９と、ロー
ラ本体９の両端部の内面側に外輪が嵌合される一対のベアリング１０、１０と、各ベアリ
ング１０の内輪にそれぞれ嵌合される支持軸１１とを備えている。
【００３４】
　パイプローラ８は、ケーブルヘッド取付部３の上部に設けられた一対の支持板４、４間
にローラ本体９を位置し、各支持板４に設けられた支持孔（図示せず）内に各支持軸１１
を挿通させ、各支持板４から突出させた支持軸１１の端部にナット（図示せず）を取り付
けて締め付けることにより、ケーブルヘッド取付部３の上部中央部に回転可能に設けられ
る。
【００３５】
　パイプローラ８のローラ本体９により、後述する電動ウインチ１３のワイヤー１６が繰
り出し、巻き取り可能に支持される。
【００３６】
　なお、回転支持部材８は、パイプローラ８に限らず、電動ウインチ１３のワイヤー１６
を繰り出し、巻き取り可能に支持可能なプーリー等であってもよい。
【００３７】
　脚５は、棒状、板状、又はパイプ状の各種の鋼材から形成されている。各脚５は、末広
がりとなるように上端がケーブルヘッド取付部３の下面側の四隅に斜めに一体に連結され
ている。
【００３８】
　各脚５の下端には、中心部に杭挿通用の孔（図示せず）が設けられた板状の足部６が一
体に連結され、この足部６の杭挿通用の孔内に杭３１を挿通させて地面３５に打ち込むこ
とにより各脚５が地面３５に固定される。
【００３９】
　補強部材７は、棒状、板状、又はパイプ状の各種の鋼材から形成されている。補強部材
７は、隣接する脚５、５の下端部間にそれぞれ水平に設けられ、これらの補強部材５によ
って４本の脚５が補強されている。
【００４０】
　電動ウインチ１３は、回転可能なドラム１４と、ドラム１４を回転させるモータ１５と
、ドラム１５の周囲に繰り出し、巻き取り可能に巻回されるワイヤー１６とを備え、架台
本体２の後面２ｂ側の補強部材７の上部中央部にボルト・ナット（図示せず）によって取
り付けられている。
【００４１】
　電動ウインチ１３のドラム１４から繰り出されたワイヤー１６は、架台本体２の後面２
ｂ側からパイプローラ８のローラ本体９の上部を通って、架台本体２の前面２ａ側に引き
延ばされ、架台本体２の前面２ａ側の地面３５上に配置されている移動用電力ケーブル２
５のケーブルヘッド２６の根元部のブラケット２７に取り付けられる。
【００４２】
　ガイド部材１７は、図４に示すように、帯板状の鋼製のガイド本体１８と、ガイド本体
１８の表面に所定の厚さでコーディングされる樹脂被膜１９と、ガイド本体１８の表面側
の複数箇所に設けられる脱落防止ガイド２０とから構成されている。
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【００４３】
　ガイド部材１７は、幅方向の両端が中央よりも高くなるように全長に亘って幅方向断面
において湾曲されるとともに、長さ方向の一端から中間部にかけて側面視において所定の
曲率で湾曲され、中間部から他端にかけて水平に形成されている。
【００４４】
　ガイド部材１７は、湾曲状に形成された一端側が固定金具２１を介してケーブルヘッド
取付部３の下面側に固定され、水平に形成された他端側が地面３５に沿うように配置され
ている。
【００４５】
　脱落防止ガイド２０は、帯板状をなすものをＣ形状に湾曲させたものであって、両端が
ガイド部材１７の幅方向の両端にネジ等によって一体に連結されている。
【００４６】
　なお、脱落防止ガイド２０の一端をヒンジ等を介してガイド部材１７の幅方向の一端に
回動可能に連結し、他端をガイド部材１７の幅方向の他端に留め金具等を介して取り外し
可能に連結するように構成してもよい。
【００４７】
　上記のように構成した本発明の移動用ケーブル架台１を用いて移動用電力ケーブル２５
を敷設するには、まず、事故や災害によって電力用機器が故障した対象の現場に一対の移
動用ケーブル架台１を搬入し、両移動用ケーブル架台１を地面３５上の所定の位置に間隔
をおいて配置し、各移動用ケーブル架台１の各脚５の足部６の杭挿通用の孔内に杭３１を
挿通させ、各杭３１を地面３５に打ち込むことにより、各脚５を地面３５上に固定する。
【００４８】
　なお、一対の移動用ケーブル架台１は、同一構成を有しており、同一の手順により地面
３５上に設置することになるので、図１においては、一方の移動用ケーブル架台１のみを
示し、他方の移動用ケーブル架台１については、図示及び詳細な説明は省略するものとす
る。
【００４９】
　次に、図１に示すように、ドラムに巻き付けられた状態で現場に搬入した移動用電力ケ
ーブル２５を、ドラムから引き出して移動用ケーブル架台１の前面２ａ側の地面３５上に
配置し、移動用電力ケーブル２５のケーブルヘッド２６をガイド部材１７の上部に載せる
。
【００５０】
　この際、移動用ケーブル架台１とドラムとの間の地面３５上の複数箇所にガイドローラ
３２を設置し、ドラムから引き出した移動用電力ケーブル２５をガイドローラ３２の上部
を通すことにより、移動用電力ケーブル２５のケーブル２８が地面３５に接触するのを防
止する。
【００５１】
　次に、移動用ケーブル架台１の電動ウインチ１３のドラム１４からワイヤー１６を繰り
出し、このワイヤー１６を架台本体２の後面２ｂ側からパイプローラ８のローラ本体９の
上部を通して架台本体２の前面２ａ側に引き延ばし、ガイド部材１７の上部の脱落防止ガ
イド２０の内側を通して、移動用電力ケーブル２５のケーブルヘッド２６の根元部のブラ
ケット２７に連結する。
【００５２】
　次に、図５～図７に示すように、電動ウインチ１３を作動させて、ドラム１４を回転さ
せることにより、ドラム１４にワイヤー１６を巻き上げ、それに追従して移動用電力ケー
ブル２５をガイド部材１７の上部に沿って少しずつ引き上げ、ケーブルヘッド２６の根元
部のブラケット２７をケーブルヘッド取付部３の位置まで引き上げる。
【００５３】
　次に、ブラケット２７の位置を微調整して、ブラケット２７の取付孔（図示せず）をケ
ーブルヘッド取付部３の取付孔に合わせ、両取付孔間にボルトを通してナットで締め付け
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ることにより、ブラケット２７をケーブルヘッド取付部３に取り付ける。
【００５４】
　このようにして、移動用電力ケーブル２５の両端のケーブルヘッド２６を垂直に立ち上
げた状態で、それぞれ、一対の移動用ケーブル架台１に取り付けることができる。
【００５５】
　この後、ケーブルヘッド２６から引き出されているリード線（図示せず）を故障した電
力用機器の回路に接続して故障した電力用機器をバイパスし、故障した電力用機器を新し
いものと交換する作業を行う。
【００５６】
　そして、電力用機器を新しいものと交換した後に、リード線を電力用機器の回路から取
り外し、上記と逆の手順により、移動用電力ケーブル２５のケーブルヘッド２６を架台本
体２から取り外して、移動用電力ケーブル２５をドラムに巻き付けて回収するとともに、
移動用ケーブル架台１を地面３５上から取り外して回収する。
【００５７】
　上記のように構成した本実施の形態の移動用ケーブル架台１にあっては、電動ウインチ
１３を作動させて、移動用電力ケーブル２５をガイド部材１７の上部に沿って引き上げ、
ケーブルヘッド２６の根元部のブラケット２７をケーブルヘッド取付部３に取り付けるこ
とにより、ケーブルヘッド２６を移動用ケーブル架台１に垂直に立ち上げた状態に取り付
けることができる。
【００５８】
　従って、碍子を備えたケーブルヘッド２６のように、ケーブルヘッド２６の重量が非常
に重い場合あっても、複数の作業員を要することなく、少数の作業員がケーブルヘッド２
６をガイド部材１７の上部に載せる等の補助的な作業を行う程度で、移動用電力ケーブル
２５のケーブルヘッド２６をケーブルヘッド取付部３に取り付けることができるので、ケ
ーブルヘッド２６の取り付けに要する時間と手間を大幅に削減することができる。
【００５９】
　また、作業現場がクレーン等の重機を設置できないような狭い場所であっても、クレー
ン等の重機を使用することなくケーブルヘッド２６をケーブルヘッド取付部３に取り付け
ることができるので、作業が可能な現場の範囲を広げることができる。
【００６０】
　また、移動用電力ケーブル２５のケーブルヘッド２６をケーブルヘッド取付部３の位置
まで引き上げる際に、移動用電力ケーブル２５を表面に樹脂被膜１９が設けられたガイド
部材１７の上部を引き上げるように構成したので、移動用電力ケーブル２５の被覆がガイ
ド部材１７の表面で擦れて傷づくようなことはなく、移動用電力ケーブル２５の耐久性を
高めることができる。
【００６１】
　また、移動用電力ケーブル２５は、ガイド部材１７の脱落防止ガイド２０の内側を通し
ているので、移動用電力ケーブル２５をガイド部材１７の上部に沿って引き上げる際に、
移動用電力ケーブル２５がガイド部材１７の上部から脱落するようなことはなく、作業効
率を高めることができる。
【００６２】
　また、架台本体２に、電動ウインチ１３と、回転支持部材８と、ガイド部材１７とを設
けた簡単な構成のものであるので、設備費を安く抑えることができる。
【符号の説明】
【００６３】
　１　移動用ケーブル架台
　２　架台本体
　２ａ　前面
　２ｂ　後面
　３　ケーブルヘッド取付部
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　４　支持板
　５　脚
　６　足部
　７　補強部材
　８　回転支持部材（パイプローラ）
　９　ローラ本体
　１０　ベアリング
　１１　支持軸
　１２　ナット
　１３　巻上機（電動ウインチ）
　１４　ドラム
　１５　モータ
　１６　ワイヤー
　１７　ガイド部材
　１８　ガイド本体
　１９　樹脂被膜
　２０　脱落防止ガイド
　２１　固定金具
　２５　移動用電力ケーブル
　２６　ケーブルヘッド
　２７　ブラケット
　２８　保護カバー
　３１　杭
　３２　ガイドローラ
　３５　地面
【図１】 【図２】

【図３】



(10) JP 2017-73842 A 2017.4.13

【図４】 【図５】

【図６】

【図７】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

