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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部にウインチ台が設けられ、上端部に頭部金物が設けられて地盤上に立設された鋼管
支柱を有し、
　一端が前記ウインチ台のウインチに巻かれ他端が前記頭部金物の滑車を介して前記ウイ
ンチ台に固定され、前記滑車とウインチ台との間において上下方向の複数箇所が固定され
たネットが設けられたウインチワイヤと、
　前記ウインチ台と頭部金物との間に設けられ、前記ウインチワイヤのネットを有する部
分に設けた複数のリングに挿通されたガイドワイヤと、
　前記鋼管支柱の上下方向に設けられ、前記ガイドワイヤを着脱可能にガイドするシャッ
クルを備えた複数のガイド手段とを備えたことを特徴とする鋼管支柱へのネットの展張装
置。
【請求項２】
　下部にウインチ台が設けられ、上端部に頭部金物が設けられて地盤上に立設された鋼管
支柱を有し、
　一端が前記ウインチ台のウインチに巻かれ、他端が前記頭部金物の滑車に掛けられたウ
インチワイヤ、及び上下方向の複数箇所が固定されたネットを有し上端部が前記ウインチ
ワイヤに接続され、下端部が前記ウインチ台に固定されたタテワイヤと、
　前記ウインチ台と頭部金物との間に設けられたガイドワイヤとを有し、
　前記鋼管支柱の上下方向に設けた複数のガイド手段のシャックルにより前記ガイドワイ
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ヤをそれぞれ着脱可能にガイドすると共に、前記タテワイヤの上記方向に設けた複数のリ
ングに前記ガイドワイヤを挿通したことを特徴とする鋼管支柱へのネットの展張装置。
【請求項３】
　前記ガイド手段を、前記鋼管支柱の外壁に固定され前記ウインチワイヤが挿通されるチ
ャンネル状のガイド部材と、ほぼＵ字状に折り曲げられて前記ガイド部材の前面側に設け
られた曲げ鉄筋と、該曲げ鉄筋に着脱可能に装着されたシャックルとによって構成したこ
とを特徴とする請求項１又は２記載の鋼管支柱へのネットの展張装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、ゴルフ練習場や野球グラウンドなどに設けられたネットの鋼管支柱
への展張装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ゴルフ練習場や野球グラウンドなどにおいては、敷地の周囲の地盤に所定の間
隔で複数の鋼管支柱を立設し、この鋼管支柱にネットを張り渡して、ボールが場外へ飛散
するのを防止している。
　このようなネットを張り渡す鋼管支柱は、通常高さが数十ｍ（例えば、ゴルフ練習場で
は３０～６０ｍ、野球グラウンドでは２０～３０ｍ程度）に達するため、複数本の異径鋼
管を現場において順次接合して地盤に立設し、その上下間にネットを張り渡している。
【０００３】
　図６は従来の鋼管支柱へのネットの張り渡し（以下、展張という）の一例の説明図であ
る。
　基部が地盤Ｇに埋設されて立設された鋼管支柱１０１の下部には、ウインチ１０３を備
えたウインチ台１０２が設けられており、上端部には、ウインチ台１０２と同方向に滑車
１０５を有する頭部金物１０４が設けられている。また、地上の鋼管支柱１０１から離れ
た位置には、ガイドシーブ１０７を有する固定台１０６が設置されている。１０９は頭部
金物１０４と地盤Ｇとの間に設けられたガイドワイヤである。
【０００４】
　そして、ウインチ１０３、滑車１０５及びガイドシーブ１０７の間には、エンドレスの
ウインチワイヤ１０８が掛けられており、このウインチワイヤ１０８の滑車１０５とガイ
ドシーブ１０７との間には、ガイドワイヤ１０９に沿って上部がウインチワイヤ１０８に
固定され、その間の複数箇所がリング１１１によりウインチワイヤ１０８に固定されたネ
ット１１０が張られている。
【０００５】
　このようにウインチワイヤ１０８に張られたネット１１０は、ウインチ１０３を駆動し
てウインチワイヤ１０８を矢印ａ方向に巻き取ると、滑車１０５とガイドシーブ１０７と
の間にガイドワイヤ１０９に沿ってネット１１０が展開され、ウインチ１０３を巻き戻す
と、ネット１１０がウインチワイヤ１０８と共にガイドワイヤ１０９に沿って矢印ｂ方向
に移動して下降し、地上に降りる。このようなネット１１０の展張方式を、一般に、昇降
式ネットと呼んでいる（従来技術１）。
【０００６】
　図７は従来の鋼管支柱へのネットの展張の他の例を示す説明図である。
　本例は、ネット１１０の上下及びその間の複数箇所が固定されたタテワイヤ１１２の上
端部を、鋼管支柱１０１の上部に設けた頭部金具１０４に固定すると共に、下端部を鋼管
支柱１０１に沿って地盤Ｇ上に設けた固定台１０６に固定し、このタテワイヤ１０９を頭
部金具１０４と固定金具１０６との間にほぼ等間隔で、複数の固定金具１１３により鋼管
支柱１０１に固定したものである。このようなネットの展張方式を、一般に固定ネットと
呼んでいる（従来技術２）。
【０００７】



(3) JP 5377361 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

　上記のような従来技術１，２について特許文献及び非特許文献を調査したが、発見でき
なかった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来技術１のような昇降式ネットにおいては、ネット１１０が破損などした場合は、ウ
インチ１０３を駆動してネット１１０を下降させ、地上に降して補修などを行えばよいの
で、メンテナンスが容易である。
　しかし、矢印方向の風が吹くとネット１１０が風下側に一点鎖線で示すように膨らみ、
リング１１１を介してネット１１０と一体的に設けたガイドワイヤ１０９の上端部Ａと下
端部Ｂを介して鋼管支柱１０１に大きな引張り力が作用し、ガイドワイヤ１１２の上端部
Ａを介して鋼管支柱１０１の上部に集中荷重が加わるため、鋼管支柱１０１が損傷したり
倒壊したりするおそれがある。
　そのため、風速が例えば２０ｍを超える（以下、強風という）と、その都度ネット１１
０を下降させて鋼管支柱１０１を保護しており、きわめて面倒であった。
【０００９】
　従来技術２の固定式ネットにおいては、ネット１１０が取付けられたタテワイヤ１１２
は、所定の間隔で固定金具１１３により鋼管支柱１０１に固定されているため、強風にな
ってもネット１１０は一点鎖線に示すように撓むだけなので、鋼管支柱１０１に加わる荷
重は分散される。このため、鋼管支柱１０１が損傷したり倒壊したりするおそれがないの
で、強風下でもネット１１０を下降させる必要がなかった。
【００１０】
　しかし、ネット１１０はタテワイヤ１１２を介して鋼管支柱１０１に固定されているた
め、損傷などによりメンテナンスを必要とする場合は、作業者がタラップ（図示せず）に
より鋼管支柱１０１に昇って補修作業を行わなければならないのできわめて面倒であるば
かりでなく、高所作業のため危険である。特に並設した鋼管支柱１０１の間においてネッ
ト１１０が損傷したような場合は、クレーン車などを用いて補修作業を行わなければなら
ず、メンテナンスがきわめて面倒であった。
【００１１】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、強風の場合でもネットを下降
させる必要がなく、ネットが損傷したときなどはネットを下降させて地上でメンテナンス
を行うことのできる鋼管支柱へのネットの展張装置を提供することを目的としたものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る鋼管支柱へのネットの展張装置は、下部にウインチ台が設けられ、上端部
に頭部金物が設けられて地盤上に立設された鋼管支柱を有し、一端が前記ウインチ台のウ
インチに巻かれ他端が前記頭部金物の滑車を介して前記ウインチ台に固定され、前記滑車
とウインチ台との間において上下方向の複数箇所が固定されたネットが設けられたウイン
チワイヤと、前記ウインチ台と頭部金物との間に設けられ、前記ウインチワイヤのネット
を有する部分に設けた複数のリングに挿通されたガイドワイヤと、前記鋼管支柱の上下方
向に設けられ、前記ガイドワイヤを着脱可能にガイドするシャックルを備えた複数のガイ
ド手段とを備えたものである。
【００１３】
　また、下部にウインチ台が設けられ、上端部に頭部金物が設けられて地盤上に立設され
た鋼管支柱を有し、一端が前記ウインチ台のウインチに巻かれ、他端が前記頭部金物の滑
車に掛けられたウインチワイヤ、及び上下方向の複数箇所が固定されたネットを有し上端
部が前記ウインチワイヤに接続され、下端部が前記ウインチ台に固定されたタテワイヤと
、前記ウインチ台と頭部金物との間に設けられたガイドワイヤとを有し、前記鋼管支柱の
上下方向に設けた複数のガイド手段のシャックルにより前記ガイドワイヤをそれぞれ着脱
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可能にガイドすると共に、前記タテワイヤの上記方向に設けた複数のリングに前記ガイド
ワイヤを挿通したものである。
【００１４】
　また、上記のガイド手段を、前記鋼管支柱の外壁に固定され前記ウインチワイヤが挿通
されるチャンネル状のガイド部材と、ほぼＵ字状に折り曲げられて前記ガイド部材の前面
側に設けられた曲げ鉄筋と、該曲げ鉄筋に着脱可能に装着されたシャックルとによって構
成したものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、強風の場合でもネットを下降させる必要がなく、また、ネットが損傷
した場合などには、ネットを地上に降して修理作業などを行うことができるので、日常の
管理及びメンテナンスがきわめて容易で、作業性を大幅に向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施の形態に係る鋼管支柱へのネットの展張装置の説明図である。
【図２】図１のＸ－Ｘ断面の詳細図である。
【図３】図２の側面図である。
【図４】本発明の全体構成の説明図である。
【図５】図３のガイド手段の作用説明図である。
【図６】従来の昇降式ネットの説明図である。
【図７】従来の固定式ネットの説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の一実施の形態に係る鋼管支柱へのネットの展張装置を説明するための図１～図
４において、１は基部が地盤Ｇに埋設されて地上に立設された鋼管支柱で下部にはウイン
チ３を有するウインチ台２が設けられており、上端部には吊り具を介して滑車５が取付け
られた頭部金物４が設けられている。６はウインチ台２の先端部側に設けられた固定台で
ある。
【００１８】
　７は一端がウインチ３に巻かれたウインチワイヤで、他端は滑車５に掛けられたのち、
下端部が固定台６に固定されたタテワイヤ１０の上端部に接続されている。そして、この
タテワイヤ１０の上下にはネット２０の上下が固定されており、さらにネット２０は上下
方向に所定の間隔でタテワイヤ１０に固定されている。
　１６は固定台６のウインチ３側と頭部金物４との間に、吊り具を介して設置されたガイ
ドワイヤである。
【００１９】
　鋼管支柱１には、ウインチ台２及び頭部金物４と同方向に、上下方向に所定の間隔で複
数のチャンネル状のガイド部材１２が溶接により固定されており、このガイド部材１２に
は、先端部にほぼＵ字状に折り曲げられた曲げ鉄筋１４を有する支持部材１３が溶接接合
されている。この曲げ鉄筋１４はガイド部材１２の前面側に直接取付けてもよい。１５は
曲げ鉄筋１４に着脱可能に装着されたシャックルである。なお、以下の説明では、これら
をガイド手段１１という。
【００２０】
　前述のウインチワイヤ７はガイド手段１１のガイド部材１２内に挿通されており、シャ
ックル１５はガイドワイヤ１６を着脱可能にガイドしている。また、ネット２０が取付け
られたタテワイヤ１０には、上下方向に所定の間隔で例えば鋼線材からなるリング１７が
設けられており、このリング１７にはガイドワイヤ１６が挿通されている。
　１８は鋼管支柱１の外周のウインチ台２及び頭部金物４と直交する側に上下方向に所定
の間隔で設けられたタラップ、１９は鋼管支柱１の頂部に設けた避雷針である。
【００２１】
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　上記のように構成した鋼管支柱へのネットの展張装置において、ネット２０を展張する
場合は、作業者がタラップ１８により鋼管支柱１に昇り、各ガイド手段１１のシャックル
１５をガイドワイヤ１６から外し、図５に示すように、曲げ鉄筋１４に引掛けておく。な
お、曲げ鉄筋１４から外してもよい。このとき、タテワイヤ１０は地上にあるものとする
。
【００２２】
　この状態でウインチ３を駆動してウインチワイヤ７を矢印ａ方向に巻き取ると、これに
接続されたタテワイヤ１０がガイドワイヤ１６に沿って所定の高さまで上昇し、固定台７
との間にほぼ垂直に張られた状態になったときは、ウインチ３を停止する。
　このとき、タテワイヤ１０に設けたリング１７は、図５に示すように、ガイドワイヤ１
６からシャックル１５が外れているので、リング１７はなんらの干渉を受けることなく、
ガイドワイヤ１６に沿って上昇することができる。
【００２３】
　タテワイヤ１０が所定の位置まで上昇してネット２０が展張されたときは、作業者はタ
ラップ１８により鋼管支柱１に昇り、各ガイド手段１１とガイドワイヤ１６とをシャック
ル１５により再び連結する。これにより、鋼管支柱１へのネット２０の展張作業が終了す
る。
【００２４】
　ネット２０の損傷などにより修理を行うような場合は、作業者が鋼管支柱１に昇って各
ガイド手段１１のシャックル１５をガイドワイヤ１６から外し、曲げ鉄筋１４に引掛け又
は取り外す。そして、ウインチ３を反対方向に回転させてウインチワイヤ７を巻き戻して
矢印ｂ方向に移動させると、ネット２０を有するタテワイヤ１０は自重により下降し、地
上に降ろされる。
　ネット２０の修理等が終ったときは、前述の要領でウインチワイヤ７をウインチ３に巻
き取り、タテワイヤ１０を上昇させてネット２０を展張し、各シャックル１５を再びガイ
ドワイヤ１６に連結する。
【００２５】
　上記の説明では、ウインチワイヤ７にネット２０を設けたタテワイヤ１０を接続した場
合を示したが、タテワイヤ１０を省略し、ウインチワイヤ７の先端部を固定台７に固定し
、ウインチワイヤ７に直接ネット２０を取付けてもよい。
　また、ウインチ３を巻き戻してネット２０を下降させる場合を示したが、ネット２０を
展張したときは制動手段によりウインチ３を保持固定し、ネット２０を降ろすときは、制
動手段を解除して自重によりネット２０を下降させるようにしてもよい。
【００２６】
　本発明は、上下方向に所定の間隔でネット２０が固定されたタテワイヤ１０又はウイン
チワイヤ７を、ウインチ台２と頭部金物４との間に張り渡したガイドワイヤ１６にリング
１７を介して連結し、強風が吹いても従来の固定式ネットのように荷重が分散されるよう
にしたので、鋼管支柱１が損傷したり倒壊するおそれがなく、したがって強風の場合でも
その都度ネット２０を下降させる必要がない。
【００２７】
　また、ネット２０が損傷して修理を要する場合などにおいては、従来の昇降式ネットの
ようにネットを下降させて地上で補修などを行えばよいので、メンテナンスがきわめて容
易である。
　このように、本発明によれば、ネット２０の日常管理及びメンテナンスがきわめて容易
で、作業性を大幅に向上することができる。
【符号の説明】
【００２８】
　１　鋼管支柱、２　ウインチ台、３　ウインチ、４　頭部金物、５　滑車、６　固定台
、７　ウインチワイヤ、１０　タテワイヤ、１１　ガイド手段、１２　ガイド部材、１４
　曲げ鉄筋、１５　シャックル、１６　ガイドワイヤ、１７　リング、１８　タラップ、
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【図１】 【図２】
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