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(57)【要約】
【課題】構造体の最上階から地上階や地下階までケーブ
ルラックを敷設する工法において、敷設作業の安全性、
容易性、迅速性等を備えたケーブルラックの縦方向の敷
設工法。
【解決手段】上下に隣接する各階の床１ａの間隔と同じ
長さのケーブルラック２を予め必要数用意し、当該各ケ
ーブルラック２を床１ａに設けたケーブルダクト開口穴
３から下ろして、ケーブルラック２の上端を、前記ケー
ブルダクト開口穴３の相対向した辺の型枠３ａに固定し
た取付金具４の下部に固定し、当該ケーブルラック２の
下端を、上下に隣接する下の床１ａに設けたケーブルダ
クト開口穴３の相対向した辺の型枠３ａに固定した取付
金具４の上部に固定し、この様にして、各階の床１ａに
設けたケーブルダクト開口穴３の相対向した辺の型枠３
ａに固定した取付金具４に各ケーブルラック２の上下端
を固定する。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造体の上部の階から下部の階まで、電力ケーブルや通信ケーブル等を支持するケーブ
ルラックを敷設する工法において、
　上下に隣接する各階の床の間隔、梁に設けた上下に隣接する足場の間隔、又は上下に隣
接する作業場の間隔のいずれかと略同じ長さのケーブルラックを予め必要数用意し、
　当該各ケーブルラックを床、足場又は作業場のいずれかに設けたケーブルダクト開口穴
から下ろして、当該ケーブルラックの上端を、前記ケーブルダクト開口穴の縁周りに固定
した取付金具の下部に固定し、
　当該ケーブルラックの下端を、上下に隣接する下方の床、足場又は作業場のいずれかに
設けたケーブルダクト開口穴の縁周りに固定した取付金具の上部に固定し、
　この様にして、各階の床、梁に設けた足場、又は作業場の何れかのケーブルダクト開口
穴の縁周りに固定した取付金具に各ケーブルラックの上下端を固定することを特徴とする
、ケーブルラックの縦方向の敷設工法。
【請求項２】
　前記取付金具の上部に、上方から垂下したケーブルラックの下端をボルト、ナットで固
定するボルト貫通用長孔を設け、前記取付金具の下部に、下方に垂下するケーブルラック
の上端をボルト、ナットで固定するボルト貫通用孔を設けたことを特徴とする、請求項１
に記載のケーブルラックの縦方向の敷設工法。
【請求項３】
　取付金具は、チャネル鋼から成る接続板を略垂直に設け、当該接続板の背面下端から略
直角に伸びた当接板を設け、これらの接続板と当接版とを繋ぐ補強板を設け、前記接続板
の上部にボルト貫通用長孔を設け、下部にボルト貫通用孔を設け、前記当接板は床、足場
又は作業場のいずれかに載せて固定し、前記接続板の上部に、上から垂下したケーブルラ
ックの下端側部を嵌めて、前記ボルト貫通用長孔にボルトを通して止め、前記接続板の下
部に、下方に垂下したケーブルラックの上端側部を嵌めて、前記ボルト貫通用孔にボルト
を通して止める構成であることを特徴とする、請求項１又は２の敷設工法に使用するケー
ブルラックの取付金具。
【請求項４】
　前記構造体が上方へ行くにつれて先細形状である構造体において、
　前記取付金具には二つのチャネル鋼が平行して略垂直に並んだ接続板を設け、一方のチ
ャネル鋼には上から垂下したケーブルラックを固定し、他方のチャネル鋼には、下方に垂
下したケーブルラックを固定し、
　前記各階の床、梁に設けた足場、又は作業場のいずれかで、上方のケーブルラックに対
して下方のケーブルラックを外側にずれて固定することにより、常に構造体の内側にケー
ブルラックを近づけて敷設することを特徴とする、請求項１又は２に記載のケーブルラッ
クの縦方向の敷設工法。
【請求項５】
　二つのチャネル鋼が平行して垂直に並んだ接続板を設け、当該接続板の背面下端から略
直角に伸びた当接板を設け、これらの接続板と当接板とを繋ぐ補強板を設け、これらの一
方のチャネル鋼の上部にボルト貫通用長孔を設け、他方のチャネル鋼の下部にボルト貫通
用孔を設け、前記当接板は床、梁に設けた足場、又は作業場のいずれかに載せて固定し、
　前記接続板の一方のチャネル鋼の上部に、上から垂下したケーブルラックの下端側部を
嵌めて、前記ボルト貫通用長孔にボルトを通して止め、前記接続板の他方のチャネル鋼の
下部に、下方に垂下したケーブルラックの上端側部を嵌めて、前記ボルト貫通用孔にボル
トを通して止める構成であることを特徴とする、請求項４の敷設工法に使用するケーブル
ラックの取付金具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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この発明は、ビルやタワー等の構造体の最上階等から地上階や地下階等まで、電力ケーブ
ルや通信ケーブル等を支持するケーブルラックの縦方向への敷設工法及びその工法に使用
するケーブルラックの取付金具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、ビルやタワー等の構造体の最上階から地上階や地下階まで、電力ケーブルや通信ケ
ーブル等を支持するケーブルラックを敷設している。このケーブルラックの敷設工法は、
定形長の汎用ラック製品を取り付け場所に搬入し、その場で必要に応じてケーブルラック
の長さ等を加工し、取り付け作業を実施していた。
【０００３】
定形長のラックは建物（構造体）の梁やフロアの間隔と必ずしも一致しないため、上下の
ラック間を接続する垂直接続金具と、ラックのゆれ防止用に、梁やフロアにラックを固定
する固定金具や装置の２種類の金具又は装置を用意し、それぞれ別に取り付け作業を行っ
ている。
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２２３００９号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１２８０６２号公報
【特許文献３】実開平５－７８１２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、従来の工法では、上下のラックどうしの接続と梁や床への取り付けに、２
種類の金具や装置の取り付けを必要とし、取り付け作業の手間がかかる。また、上下のラ
ックどうしの垂直接続が、梁や床の位置での接続作業とならず、床と床の中間の位置で接
続する場合が多いため、別途足場や脚立を用意し、これらの上での不安定な作業となり、
作業の手間が掛かると同時に安全面に不安があった。また、取り付け場所でのラックの加
工作業を伴うこともあり、これも安全面での負の要因でもあり、当該加工の残材の処理も
手間が掛かる。
【０００６】
また、上下のラックどうしの垂直接続作業において、上下のラックを接続金具で隙間なく
取り付けるため、作業精度を要し、作業者に一層の負担を掛けている。さらに、上述のよ
うに、上下のラックどうしを接続金具で隙間なく取り付けるため、構造体の縦方向の伸縮
に対する対応に柔軟性がない等の欠点がある。しかも従来工法を、数百メートルの高長と
なる構造体での縦方向のラックの敷設においては、より一層の作業手間や危険性がある。
また、タワーのような上方が先細形状になっている構造体では、タワー内の空間をより広
く活用するため、タワーの内壁に沿ってケーブルラックを敷設することが求められている
。
【０００７】
そこで、この発明では、構造体の最上階等から地上階や地下階等まで、電力ケーブルや通
信ケーブル等を支持するケーブルラックを敷設する工法において、迅速に上下のケーブル
ラックを接続すると同時にケーブルラックを構造体へ固定し、敷設作業の安全性、容易性
、迅速性等を備えたケーブルラックの縦方向の敷設工法、及び当該工法に使用するケーブ
ルラックの取付金具を提供することを目的としたものである。またさらに、タワーのよう
な上方が先細形状の構造体において、タワー内壁に近づけてケーブルラックを敷設するこ
とができる敷設工法、及びケーブルラックの取付金具を提供することも目的としたもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
請求項１の発明は、構造体の上部の階から下部の階まで、電力ケーブルや通信ケーブル等
を支持するケーブルラックを敷設する工法において、上下に隣接する各階の床の間隔、梁
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に設けた上下に隣接する足場の間隔、又は上下に隣接する作業場の間隔のいずれかと略同
じ長さのケーブルラックを予め必要数用意し、当該各ケーブルラックを床、足場又は作業
場のいずれかに設けたケーブルダクト開口穴から下ろして、当該ケーブルラックの上端を
、前記ケーブルダクト開口穴の縁周りに固定した取付金具の下部に固定し、当該ケーブル
ラックの下端を、上下に隣接する下方の床、足場又は作業場のいずれかに設けたケーブル
ダクト開口穴の縁周りに固定した取付金具の上部に固定し、この様にして、各階の床、梁
に設けた足場、又は作業場の何れかのケーブルダクト開口穴の縁周りに固定した取付金具
に各ケーブルラックの上下端を固定する、ケーブルラックの縦方向の敷設工法とした。
【０００９】
請求項２の発明は、前記取付金具の上部に、上方から垂下したケーブルラックの下端をボ
ルト、ナットで固定するボルト貫通用長孔を設け、前記取付金具の下部に、下方に垂下す
るケーブルラックの上端をボルト、ナットで固定するボルト貫通用孔を設けた、請求項１
に記載のケーブルラックの縦方向の敷設工法とした。
【００１０】
また、請求項３の発明は、請求項１又は２の敷設工法に使用する取付金具が、チャネル鋼
から成る接続板を垂直に設け、当該接続板の背面下端から略直角に伸びた当接板を設け、
これらの接続板と当接版とを繋ぐ補強板を設け、前記接続板の上部に、ボルト貫通用長孔
を設け、下部にボルト貫通用孔を設け、前記当接板は床、足場又は作業場のいずれかに載
せて固定し、前記接続板の上部に、上から垂下したケーブルラックの下端側部を嵌めて、
前記ボルト貫通用長孔にボルトを通して止め、前記接続板の下部に、下方に垂下したケー
ブルラックの上端側部を嵌めて、前記ボルト貫通用孔にボルトを通して止める構成である
、ケーブルラックの取付金具とした。
【００１１】
また、請求項４の発明は、前記構造体が上方へ行くにつれて先細形状である構造体におい
て、前記取付金具には二つのチャネル鋼が平行して垂直に並んだ接続板を設け、一方のチ
ャネル鋼には上から垂下したケーブルラックを固定し、他方のチャネル鋼には、下方に垂
下したケーブルラックを固定することにより、前記各階の床、梁に設けた足場、又は作業
場のいずれかで、上方のケーブルラックに対して下方のケーブルラックを外側にずれて固
定することにより、常に構造体の内側にケーブルラックを近づけて敷設する、請求項１又
は２に記載のケーブルラックの縦方向の敷設工法とした。
【００１２】
また、請求項５の発明は、請求項４の敷設工法に使用する取付金具が、二つのチャネル鋼
が平行して垂直に並んだ接続板を設け、当該接続板の背面下端から略直角に伸びた当接板
を設け、これらの接続板と当接板とを繋ぐ補強板を設け、これらの一方のチャネル鋼の上
部に、ボルト貫通用長孔を設け、他方のチャネル鋼の下部にボルト貫通用孔を設け、前記
当接板は床、足場又は作業場のいずれかに載せて固定し、前記接続板の一方のチャネル鋼
の上部に、上から垂下したケーブルラックの下端側部を嵌めて、前記ボルト貫通用長孔に
ボルトを通して止め、前記接続板の他方のチャネル鋼の下部に、下方に垂下したケーブル
ラックの上端側部を嵌めて、前記ボルト貫通用孔にボルトを通して止める構成である、ケ
ーブルラックの取付金具とした。
【発明の効果】
【００１３】
請求項１の発明によれば、上下に隣接する各階の床の間隔、梁に設けた上下に隣接する足
場の間隔、又は上下に隣接する作業場の間隔のいずれかと略同じ長さのケーブルラックを
予め必要数用意しておき、各階の床、梁の足場又は作業場のいずれかに設けた各ケーブル
ラックを通すケーブルダクト開口穴の縁周りに固定した取付金具で、上下のケーブルラッ
クを接続するため、上下の各ケーブルダクトの接続作業及び各ケーブルラックの構造体へ
の固定作業が、同時に床又は足場で行え、安全性が高く、作業性が向上し、迅速にできる
。それ故、コストダウンが図れる。
【００１４】
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また、請求項２の発明によれば、上方から垂下したケーブルラックの下端を、下方の床又
は足場に固定された取付金具の上部に固定するが、取付金具の接続板の上部には、ボルト
貫通用長孔が設けられているため、ケーブルラックを取付金具の接続板に重ね、前記ケー
ブルラックのボルト孔及び接続板のボルト貫通長孔にボルトを通して、ナットで固定する
際、接続板の長孔によって上下に裕度があり、ボルトを通しやすい。しかも、この様に上
下のケーブルラックの接続に裕度を持たせているため、構造体の伸縮を当該取付金具箇所
で吸収できる。
【００１５】
また、請求項３の発明によれば、取付金具の当接板を、各階の床、梁に設けた足場、又は
作業場のいずれかのケーブルダクト開口穴の縁周りに固定し、取付金具の接続板の上部に
上方から垂下したケーブルラックの下端側を固定し、同接続板の下部に下方に垂下するケ
ーブルラックの上端側を固定するため、当該金具一つで、上下のケーブルラックの接続及
びケーブルラックの構造体への固定ができる。従って、従来のように、上下のケーブルラ
ックの接続金具と、ケーブルラックの構造体への固定金具や装置を夫々用意する必要がな
い。
【００１６】
また、請求項４の発明によれば、タワー等の構造体のように上方に行くに従って、先細と
成っている構造のものにおいては、ケーブルラックは直線上に接続できない。直線上に接
続すると、下方に行くに従って、タワーの内面から遠ざかり、場所を取ってしまうが、こ
の方法によれば、常にケーブルラックがタワーの内面に近づいているため、ケーブルラッ
クが場所を取らず、邪魔にならない。
【００１７】
また、請求項５の発明によれば、タワー等の構造体のように上方に行くに従って、先細と
成っている構造のものにおいては、ケーブルラックは直線上に接続できない。従って、こ
の発明の取付金具を用いれば、上下のケーブルラックを水平方向にずらして接続すること
ができるため、先細形状の構造体には、最適の物となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
この発明は、構造体の最上階から地上階や地下階まで、電力ケーブルや通信ケーブル等を
支持するケーブルラックを敷設する工法において、上下に隣接する各階の床の間隔、梁に
設けた上下に隣接する足場の間隔、又は上下に隣接する作業場の間隔のいずれかと略同じ
長さのケーブルラックを予め必要数用意し、当該各ケーブルラックを、床、足場、又は作
業場のいずれかに設けたケーブルダクト開口穴から下ろして、当該ケーブルラックの上端
を、前記ケーブルダクト開口穴の相対向する辺の縁周りに固定した二つの各取付金具の下
部に固定し、当該ケーブルラックの下端を、上下に隣接する下の床、足場、又は作業場の
いずれかに設けたケーブルダクト開口穴の相対向する辺の縁周りに固定した複数の各取付
金具の上部に固定し、この様にして、各階の床、梁に設けた足場、又は作業場のいずれか
のケーブルダクト開口穴の相対向する辺の縁周りに固定した取付金具に各ケーブルラック
の上下端を固定する、ケーブルラックの縦方向の敷設工法とした。
【００１９】
これにより、ケーブルラックの縦方向の敷設が、容易、安全、迅速に行える。
【実施例１】
【００２０】
以下、この発明の実施例１を図に基づいて説明する。図１は高層ビルにおけるこの発明の
方法を示す概略構成図、図２はこの発明の方法の取付金具箇所の詳細を示す斜視図、図３
はこの方法に使用する取付金具の斜視図、図４は同取付金具の背面図である。
【００２１】
図１に示すように、高層ビル１の隣接する各階の床１ａの間隔に略合わせたケーブルラッ
ク２を予め必要数用意する。また、最上階から各床１ａの相応する位置に予めケーブルダ
クト開口穴３を設けている。このケーブルダクト開口穴３の周囲には金属から成る型枠３
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ａが設けられている。そして、最上階の床１ａのケーブルダクト開口穴３から、ケーブル
ラック２を階下に降ろす。次に、当該床１ａの前記ケーブルダクト開口穴３の相対向する
辺の前記型枠３ａの上に固定した二つの取付金具４の各下部にボルト、ナットにより当該
ケーブルラック２の両側枠体２ａの上端両側面部を固定する。これにより当該ケーブルラ
ック２はその上端両側を最上階の床１ａの二つの取付金具４に支持、固定されて下の階に
吊り下げられる。
【００２２】
次に、前記の最上階の床１ａの真下の床１ａのケーブルダクト開口穴３の相対向する辺の
前記型枠３ａの上に固定した二つの取付金具４の各上部に、前記ケーブルラック２の両側
枠体２ａの下端両側面をボルト、ナットにより固定する。そして、当該ケーブルラック２
の下に接続するケーブルラック２を、当該ケーブルダクト開口穴３に挿入して階下に降ろ
し、当該ケーブルラック２の両側枠体２ａの上端両側面を、前記各取付金具４の下部に固
定し、当該各取付金具４にその上部を支持されて階下に吊り下がったケーブルラック２の
両側枠体２ａの下端両側面に、さらにその真下の床１ａのケーブルラック開口穴３の相対
向する内周縁に固定した二つの取付金具４の各上部に固定する。この様にして上方の階か
ら下方の階の床まで多数のケーブルラック２を敷設する。
【００２３】
上記の方法は、ケーブルラック２を上方階から下方向に順次延伸する方法であるが、これ
に代えて、ケーブルラック２を下方階から上方階に向けて順次延伸する方法がある。
【００２４】
これは、例えば、１０階から２０階までの間にケーブルラック２を敷設する場合、１１階
のケーブルダクト開口穴３を通して１１階からケーブルラック２を下ろし、当該ケーブル
ラック２の上部を、１１階のケーブルダクト開口穴３の相対向する辺の前記型枠３ａの上
に固定した取付金具４の下部にボルト、ナットで固定し、１２階より、次のケーブルラッ
ク２を１１階に向けて下ろし、当該ケーブルラック２の上部を１２階のケーブルダクト開
口穴３の相対向する辺の前記型枠３ａの上に固定した取付金具４の下部にボルト、ナット
で固定し、当該ケーブルラック２の下部を、１１階の前記取付金具４の上部にボルト、ナ
ットで固定する。次に１３階から、次のケーブルラック２を１２階に向けて下ろし、これ
を繰り返す。
【００２５】
また、ケーブルラック２は、予め各階の床に一つずつ用意しておいても良いし、数階おき
にまとめて用意しておいても良い。上記の例では、２０階から１６階まで下ろされるケー
ブルラック２は２１階に、１５階から１０階まで下ろされるケーブルラック２は１６階に
夫々まとめておく。
【００２６】
また、上記実施例１では、高層ビル１の各階の床にケーブルダクト開口穴３を設けたが、
タワー等の高層構造物の建築中では、床が設けられない場合がある。この様な場合、上下
に一定間隔で設けられた梁を利用して当該梁に足場を設け、当該各足場にケーブルダクト
開口穴３を設けたり、または、上下に一定間隔で設けられた各作業場にケーブルダクト開
口穴３を設ける場合がある。これらの場合、取付金具４を梁とか作業場に直接固定するも
のではなく、梁とか作業場に固定した補完材等にボルト穴をあけて、ボルトにより固定す
る。
【００２７】
また、前記取付金具４は、図３及び図４に示すように、チャネル鋼から成る接続板５を垂
直に設け、当該接続板５の背面下端から略直角に伸びた当接板６を設け、これらの接続板
５と当接版６とを繋ぐ二つの補強板７をこれらの両端に設け、前記接続板５の上部に二つ
のボルト貫通用長孔８を設け、下部に二つのボルト貫通用孔９を設けた構成である。さら
に、前記当接板５には二つのボルト長孔１０を設けている。
【００２８】
そして、この取付金具４は、図２に示すように、ケーブルダクト開口穴３の相対向する辺
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の型枠３ａに当接板６を載せてボルト長孔１０にボルトを通して床１ａに固定する。また
、前記チャネル鋼の接続板５の上部に、上から垂下したケーブルラック２の両側枠体２ａ
の下端側面部を嵌めて、前記ボルト貫通用長孔８及びケーブルラックの両側枠体２ａのボ
ルト孔（図示省略）にボルトを通して止め、また、当該接続板５の下部に、下方に垂下す
るケーブルラック２の両側枠体２ａの上端側面部を嵌めて、前記ボルト貫通用孔９及びケ
ーブルラックの両側枠体２ａのボルト孔（図示省略）にボルトを通して止める。
【００２９】
前記取付金具４の接続板５の上部に設けた二つのボルト貫通用長孔８は、上からのケーブ
ルラック２の両側枠体２ａに予め設けたボルト孔と接続板５のボルト孔が一致しないとボ
ルトを通すことができないため、余裕をもたせてボルト貫通用長孔８としたものである。
これによって、上下の床１ａの間隔、ケーブルラック２の長さ、取付金具４の精度に裕度
を設け、作業し易いようにしている。
【実施例２】
【００３０】
図５及び図６はこの発明の実施例２を示す。図５はタワー１１の一部概略図であり、梁を
利用した足場１１ａは上下の間隔を略均一にしている。そして隣接する各足場１１ａの間
隔に相応する長さのケーブルラック２を用意する。このタワー１１は、上方に行くに従っ
て先細形状であるため、ケーブルラック２は、下方に従って、外側にずらして接続しなけ
ればならない。このため、前記実施例１の取付金具４と異なった構成の取付金具１４を用
意する。その他の構成は実施例１と略同じであり、ケーブルラック２を略同じ方法で敷設
する。
【００３１】
この取付金具１４は、図６に示すように、二つのチャネル鋼が平行して垂直に並んだ接続
板１５を設け、当該接続板１５の背面下端から略直角に伸びた当接板１６を設け、これら
の接続板１５と当接板１６とを繋ぐ二つの補強板１７をこれらの両端に設けている。また
、これらの一方のチャネル鋼の上部に二つのボルト貫通用長孔１８を設け、他方のチャネ
ル鋼の下部に二つのボルト貫通用孔１９を設け、前記当接板１６には二つのボルト長孔２
０を設けている。
【００３２】
この取付金具１４は、接続板１５の一方のチャネル鋼の上部に、上から垂下したケーブル
ラック２の両側枠体２ａの下端側面部を嵌めて、前記ボルト貫通用長孔１８及びにケーブ
ルラック２の両側枠体２ａのボルト孔（図示省略）にボルトを通して止め、前記接続板１
５の他方のチャネル鋼の下部に、下方に垂下したケーブルラックの両側枠体２ａの上端側
面部を嵌めて、前記ボルト貫通用孔１９及びケーブルラック２の両側枠体２ａのボルト孔
（図示省略）にボルトを通して止める。これにより、足場１１ａ箇所で、上方のケーブル
ラック２に対し下方のケーブルラック２は外側にずれて接続され、固定される。
【実施例３】
【００３３】
図７及び図８はこの発明の実施例３を示す。図７はタワー２１の一部概略図であり、梁を
利用した足場２１ａは上下の間隔を略均一にしている。そして隣接する各足場２１ａの間
隔に相応する長さのケーブルラック２を用意する。このタワー２１は上方に行くに従って
先細形状であるため、ケーブルラック２は、タワー２１の外郭線に沿って傾斜して接続、
敷設しなければならない。このため、前記実施例１の取付金具４の変形形状の取付金具２
４を用意する。その他の構成は実施例１と略同じであり、ケーブルラック２を略同じ方法
で敷設する。
【００３４】
この取付金具２４は、実施例１の取付金具４と略同じ構成であるが、接続板２５が当接板
２６に対して傾斜しており、上下のケーブルラック２の傾斜に合わせている。これに伴い
、二つのボルト貫通用長孔２８及び二つのボルト貫通用孔２９も接続板２５の傾斜に沿っ
て傾斜した位置に設けられている。また、二つの補強板２７は当接板２６に垂直に設けら
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【００３５】
なお、上記実施例では取付金具４、１４、２４のいずれの場合も、ケーブルダクト開口穴
３の相対向する辺の型枠３ａや補完材にボルト等で固定する構成となっているが、ケーブ
ルダクト開口穴周辺の床等にこれらの型枠や補完材を設けず、直接取付金具を床等に固定
する場合もある。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】この発明の実施例１の高層ビルにおける敷設方法を示す概略構成図である。
【図２】この発明の実施例１の敷設方法の取付金具箇所の詳細を示す斜視図である。
【図３】この発明の実施例１に使用する取付金具の斜視図である。
【図４】この発明の実施例１に使用する取付金具の背面図である。
【図５】この発明の実施例２のタワーにおける敷設方法を示す概略構成図である。
【図６】この発明の実施例２の敷設方法に使用する取付金具の斜視図である。
【図７】この発明の実施例３のタワーにおける敷設方法を示す概略構成図である。
【図８】この発明の実施例３の敷設方法に使用する取付金具の背面図である。
【符号の説明】
【００３７】
 １　　　高層ビル　　　　　　　　　　２　    ケーブルラック
 ３　　　ケーブルダクト開口穴　　　　４　　　取付金具
 ５　　　接続板　　　　　　　　　　　６　　　当接板
 ７　　　補強板　　　　　　　　　　　８　　　ボルト貫通用長孔
 ９　　　ボルト貫通用孔　　　　　　　１０　　ボルト孔
 １１　　タワー　　　　　　　　　　　１４　　取付金具
 ２１　　タワー　　　　　　　　　　　２４　　取付金具
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