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(57)【要約】
【課題】本発明の課題は、アンテナの交換作業時の精度
を向上させ、アンテナの交換作業時間を短縮させるジン
ポールの構造を提供することにある。
【解決手段】本発明のジンポール４の構造は、鉄塔２の
頂部２ａに取付けられたアンテナ３，２１を交換するた
めに、鉄塔２の側部２ｃの上方に取付けられているジン
ポール４の構造において、ジンポール４の頂部４ａにア
ーム１４を取付け、アンテナ３，２１を吊り下げるため
のアンテナ用ワイヤー７をジンポール４の内部に通過さ
せ、アンテナ用ワイヤー７をアーム１４から垂下させて
いる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄塔の頂部に取付けられたアンテナを交換するために、該鉄塔の側部上方にジンポール
を取付けているアンテナ交換用装置において、
　該ジンポールの頂部に配設されたアームを備え、アンテナを吊り下げるためのアンテナ
用ワイヤーを前記アームから垂下させ、該アンテナ用ワイヤーを前記ジンポールの内部に
通過させていることを特徴とするアンテナ交換用装置。
【請求項２】
　前記アンテナ用ワイヤーが前記鉄塔の内部を通過していることを特徴とする請求項１に
記載のアンテナ交換用装置。
【請求項３】
　前記ジンポールの頂部に垂直軸を中心として回動可能な支持部材が取付けられ、該支持
部材に前記アームが取付けられていることを特徴とする請求項１または２に記載のアンテ
ナ交換用装置。
【請求項４】
　前記鉄塔の頂部に、前記アンテナを仮設置可能な移設用ポールが設けられていることを
特徴とする請求項１～３いずれか一項に記載のアンテナ交換用装置。
【請求項５】
　前記ジンポールを取付けるための固定具が前記鉄塔に取付けられ、該固定具が前記ジン
ポールを締付けるように囲んで配置されており、前記固定具は複数の部材から構成され、
該複数の部材は前記ジンポールへの締付を緩めることができるように締結手段により組立
てられていることを特徴とする請求項１～４いずれか一項に記載のアンテナ交換用装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄塔の頂部に取付けられたアンテナを交換するために、該鉄塔の側部上方に
ジンポールを取付けるアンテナ交換用装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　地上波テレビ放送がアナログ放送からデジタル放送へ移行するに際し、テレビ放送用の
電波を送信するゲイン塔のアンテナを、アナログ用からデジタル用に交換する工事が行わ
れている。このようなゲイン塔は鉄塔の頂部にアンテナを取付ける構造となっており、こ
のアンテナの交換工事にはクレーン等が用いられている。
【０００３】
　しかしながら、クレーンを設置するためにはゲイン塔の周辺に広い敷地を確保する必要
があり、このような敷地を確保できない場合、アンテナの交換工事を難くする要因となっ
ている。また、交換工事の際にはテレビ放送を停止する必要があり、テレビ放送を長時間
停止させないためにも短い時間で工事を完了させることが求められている。
【０００４】
　そこで、クレーン等を用いずにアンテナの交換工事を行うため、ゲイン塔の鉄塔にジン
ポールを取付け、このジンポール等を用いてアンテナを交換することが行われている。ジ
ンポールを用いたアンテナの交換工事では、電波の送信に影響のないジンポールの設置作
業などを、テレビ放送を停止できない昼間に行い、電波の送信に影響のあるアンテナ自体
を交換する作業などを、テレビ放送の停止可能な夜間に行っている。
【０００５】
　クレーン等を用いずに鉄塔の頂上に設置されたアンテナを交換するアンテナ交換用装置
は、特許文献１に開示されている。特許文献１のアンテナ交換用の装置の構造では、地上
から鉄塔の頂部までの間に鉄塔の外側に剥き出しの状態でワイヤーから成る索道を設置し
、この索道を用いてアンテナを交換するための部材を地上から鉄塔の頂部に搬送している
。具体的には、この索道により新規のアンテナの一部を鉄塔の頂部に搬送し、搬送した新
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規のアンテナの一部と既存のアンテナの一部を交換し、交換で取外された既存のアンテナ
を索道により地上に降ろす作業を行う。この作業を既存のアンテナおよび新規のアンテナ
の全ての部分を交換するまで繰り返し行うことにより、既存のアンテナが新規のアンテナ
に交換されることとなる。
【０００６】
　また、ジンポールを用いたアンテナ交換用装置は、特許文献２に開示されている。特許
文献２では、アンテナ用支持柱に避雷針を設置するためのジンポールの構造が開示されて
おり、このジンポールは、滑車およびロープを備えており、アンテナ用支持柱の上方にバ
ンドまたはロープなどにより縛り付けられて固定されている。この滑車にロープが掛けら
れて、このロープの一端に避雷針が取付けられている。作業者がロープの他端を引張るこ
とにより、避雷針は上方に持ち上げられることとなる。
【０００７】
【特許文献１】特開平８－２２２９２３号公報
【特許文献２】特開２００５－３１８０７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１のアンテナ交換用装置では、ワイヤーから構成される索道が
、アンテナ搬送用としてのみ機能しており、アンテナ設置用の機能を備えていない。その
ため、アンテナ搬送用の機能とアンテナ組立用の機能とを備える装置を別々に準備する必
要がある。そのため、作業工数が増え、作業時間が増加することとなる。また、鉄塔の外
側で剥き出しの状態ですべての索道が設置されており、索道が風の影響を受けて流される
と、アンテナの搬送を制御し難くなり、作業精度を悪化させることとなる。
【０００９】
　また、特許文献１のアンテナ交換用装置では、アンテナ交換作業を行う鉄塔頂部のスペ
ースは非常に狭く限られており、大掛かりな装置を設置することが難しくなっている。
【００１０】
　さらに、特許文献１のアンテナ交換用装置では、電波の送信に影響する既存のアンテナ
から新規のアンテナに交換する作業を行う場合、既存のアンテナを取外した後に既存のア
ンテナを一度地上に降ろす作業が必要となる。そのため、作業時間が増加し、電波の送信
に影響のあるアンテナの交換作業が長時間に及ぶおそれがある。
【００１１】
　加えて、特許文献２のアンテナ交換用装置では、ジンポールを昇降させる際にバンドま
たはロープを取り外し、ジンポールをアンテナ用支持柱に固定する際に、再度バンド等を
縛りつける必要がある。そのため、作業工数が増加し、作業時間が増加する要因となって
いる。
【００１２】
　そこで、本発明の課題は、アンテナ交換作業の効率を改善し、アンテナの交換作業時間
を短縮させるジンポールの構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　課題を解決するために本発明のジンポールの構造は、鉄塔の頂部に取付けられたアンテ
ナを交換するために、該鉄塔の側部上方にジンポールを取付けているアンテナ交換用装置
において、該ジンポールの頂部に配設されたアームを備え、アンテナを吊り下げるための
アンテナ用ワイヤーを前記アームから垂下させ、該アンテナ用ワイヤーを前記ジンポール
の内部に通過させている。
【００１４】
　前記アンテナ用ワイヤーが前記鉄塔の内部を通過していてもよい。
【００１５】
　前記ジンポールの頂部に垂直軸を中心として回動可能な支持部材が取付けられ、該支持
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部材に前記アームが取付けられていてもよい。
【００１６】
　前記鉄塔の頂部に、前記アンテナを仮設置可能な移設用ポールが設けられていてもよい
。
【００１７】
　前記ジンポールを取付けるための固定具が前記鉄塔に取付けられ、該固定具が前記ジン
ポールを締付けるように囲んで配置されており、前記固定具は複数の部材から構成され、
該複数の部材は前記ジンポールへの締付を緩めることができるように締結手段により組立
てられていてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、以下の効果を得ることができる。本発明のジンポールの構造は、鉄塔
の頂部に取付けられたアンテナを交換するために、該鉄塔の側部上方にジンポールを取付
けているアンテナ交換用装置において、該ジンポールの頂部に配設されたアームを備え、
アンテナを吊り下げるためのアンテナ用ワイヤーを前記アームから垂下させ、該アンテナ
用ワイヤーを前記ジンポールの内部に通過させている。そのため、前記アンテナ用ワイヤ
ーが前記ジンポール内部に集約され、アンテナ交換用装置がアンテナ搬送用の機能と前記
アンテナ設置用の機能とを共に備えることが可能となる。従って、アンテナ搬送用の機能
を備える装置とアンテナ設置用の機能を備える装置とを別々に準備する必要がなく、作業
工数が削減され、作業効率が改善され、作業時間が短縮されることとなる。また、前記ア
ンテナ用ワイヤーは、前記ジンポールの内部に収容されて、風の影響を受けた場合でも流
されにくくなり、前記アンテナの搬送および組立が制御し易くなり、作業精度が改善され
ることとなる。
【００１９】
　本発明のジンポールの構造では、前記アンテナ用ワイヤーが前記鉄塔の内部を通過して
いてもよく、前記アンテナ用ワイヤーが、前記鉄塔の内部に収容されて、風の影響を受け
た場合でも流されにくくなり、前記アンテナの搬送および設置が制御し易くなり、作業精
度が改善されることとなる。
【００２０】
　本発明のジンポールの構造では、前記ジンポールの頂部に垂直軸を中心として回動可能
な支持部材が取付けられ、該支持部材に前記アームが取付けられていてもよく、前記鉄塔
の頂部のような狭いスペースでも、大掛かりな搬送装置を用いることなく、前記既存のア
ンテナを移設用ポール上に搬送することが可能となる。従って、アンテナの交換工事を簡
易化し、作業効率を改善することが可能となる。また、既存のアンテナを取外した後、前
記既存のアンテナを一度地上に降ろさずに、新規のアンテナを取付けることが可能となる
ため、既存のアンテナを取外してから新規のアンテナを取付けるまでの作業効率を改善し
、電波の送信に影響する作業時間を短縮することが可能となる。
【００２１】
　本発明のジンポールの構造では、前記鉄塔の頂部に、前記アンテナを仮設置可能な移設
用ポールが設けられていてもよく、電波の送信に影響する既存のアンテナから新規のアン
テナに交換する作業を行う場合に、取外された前記既存のアンテナを一度地上に降ろすこ
となく、前記新規のアンテナを取付ける作業を行うことが可能となる。従って、作業時間
を短縮することが可能となる。
【００２２】
　本発明のジンポールの構造では、前記ジンポールを取付けるための固定具が前記鉄塔に
取付けられ、該固定具が前記ジンポールを締付けるように囲んで配置され、前記固定具は
複数の部材から構成され、該複数の部材は前記ジンポールへの締付を緩めることができる
ように締結手段により組立てられていてもよく、前記固定具を締付けた場合に前記ジンポ
ールは前記鉄塔に固定された状態となり、前記固定具の締付けを緩めた場合に前記ジンポ
ールは前記鉄塔の上下方向へ移動可能となる。また、前記締結手段を緩めることにより前
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記固定具の締付けを緩めることが可能であり、前記ジンポールの上下移動の際、前記ジン
ポールを前記鉄塔に取付けるための部品をその都度取付けまたは取外す作業を行わなくと
も、前記ジンポールの固定および固定解除を行うことが可能となる。従って、前記ジンポ
ールの上下移動の作業が簡易になり、作業効率が改善し、作業時間を短縮することが可能
となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　図１は本発明の実施形態におけるアンテナ交換時のゲイン塔１の正面図であり、ゲイン
塔１の立設方向を上下方向とする。図１に示すように、ゲイン塔１は主に鉄塔２および既
存のアナログ放送用アンテナ（以下、既存のアンテナという）３から構成されており、既
存のアンテナ３は鉄塔２の頂部２ａのアンテナ設置部２ｂに取付けられている。
【００２４】
　鉄塔２は、上下方向に延在し、内部に空洞を有する略四角錐の形状となっており、鉄塔
２の第１側面部２ｃの上方にはジンポール４が取付けられている。ジンポール４は、上下
方向に延在し、内部に空洞を有する略四角柱の形状となっている。さらに、ジンポール４
は、上下動可能であり、既存のアンテナ３を搬送可能に構成されている。鉄塔２には、取
外された後の既存のアンテナ３を仮設置するための移設用ポール５が取付けられている。
また、ジンポール４は２つの固定具６，６により鉄塔２に取付けられており、２つの固定
具６，６は上下方向に間隔を空けて配置されて、特に上側に配置された固定具６は、鉄塔
２の頂部２ａ付近に位置している。
【００２５】
　鉄塔２およびジンポール４にはアンテナ用ワイヤー７が取付けられ、鉄塔２の内部で、
かつジンポール４の設置位置より下方に複数のアンテナ用滑車８ａ，８ｂ，８ｃがそれぞ
れ上下方向に間隔を空けて配設され、アンテナ用滑車８ｂはアンテナ用滑車８ａよりも下
側に位置し、アンテナ用滑車８ｃは、アンテナ用滑車８ｂより下側で、かつ地面Ｇの近傍
に位置している。また、地面Ｇにはアンテナ用ウィンチ９が配置されている。
【００２６】
　アンテナ用ワイヤー７は、ジンポール４内を通過して延在しており、アンテナ用滑車８
ａ，８ｂに案内されながら鉄塔２の下部に向かって延在し、アンテナ用滑車８ｃにより地
面Ｇに沿うように方向を変えられて、地面Ｇに設置されたアンテナ用ウィンチ９まで延在
している。さらに、アンテナ用ワイヤー７の他端はアンテナ用ウィンチ９に巻き取られて
いる。
【００２７】
　図２は本発明の実施形態におけるジンポール４を下方に降ろした状態のゲイン塔１の正
面図であり、図２を用いてジンポール４を上下動させる構造について説明する。鉄塔２お
よびジンポール４にはジンポール用ワイヤー１０が取付けられており、鉄塔２の内部には
ジンポール用ワイヤー１０を案内するためのジンポール用滑車１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，
１１ｄが上下方向に間隔を空けて配置されており、ジンポール用滑車１１ａは鉄塔２の上
部に配置され、ジンポール用滑車１１ｂはジンポール用滑車１１ａの下側に配置され、ジ
ンポール用滑車１１ｃはジンポール用滑車１１ｂの下側に配置され、ジンポール用滑車１
１ｄは、ジンポール用滑車１１ｃの下側で、かつ地面Ｇの近傍に配置されている。また、
地面Ｇにはジンポール用ウィンチ１２が配置されている。
【００２８】
　ジンポール４の下部にはジンポール用ワイヤー１０の一端が取付けられており、ジンポ
ール用ワイヤー１０は、ジンポール４の下部から上方に向かって延在し、ジンポール用滑
車１１ａにより下側に方向を変えられ、かつ支持されて、２つのジンポール用滑車１１ｂ
，１１ｃに案内されながら鉄塔２の下部に向かって延在し、ジンポール用滑車１１ｄによ
り地面Ｇに沿うように方向を変えられて、ジンポール用ウィンチ１２まで延在している。
また、ジンポール用ワイヤー１０の他端はジンポール用ウィンチ１２に巻き取られている
。
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【００２９】
　図１のＡ部を拡大した図３（ａ）と、ジンポール４を上面から見た図３（ｂ）を参照し
て、ジンポール４の詳細な構造を説明する。ジンポール４は、支持部材１３、アーム１４
を備えている。支持部材１３は、上下方向に延在し、内部に空洞を有する略円柱状に形成
され、ジンポール４の頂部４ａから上方に向かって突出し、回動可能に取付けられている
。アーム１４は内部に空洞を有する略四角柱状に形成され、アーム１４の基端部１４ａ側
は支持部材１３に取付けられ、アーム１４の先端部１４ｂ側は自由端として形成され、基
端部１４ａから先端部１４ｂまで斜め上方に向かって延在する姿勢となっている。また、
支持部材１３とアーム１４とは、取付箇所の内部で互いに連通している。
【００３０】
　さらに、支持部材１３とアーム１４との取付箇所の内部には基端部滑車１５が設けられ
、アーム１４の先端部１４ｂには先端部滑車１６が設けられている。加えて、アーム１４
の先端部１４ｂには、下方に向かって突出するワイヤー取付部１７が配置されている。
【００３１】
　次に、ジンポール４内に配置されたアンテナ用ワイヤー７の詳細を説明する。アンテナ
用ワイヤー取付部１７にアンテナ用ワイヤー７の一端が取付られ、アンテナ用ワイヤー７
はアンテナ用ワイヤー取付部１７から下側に向かって延在している。次に、アンテナ用ワ
イヤー７の途中部分が移動滑車１８に掛けられて上向きに方向を変えられ、アンテナ用ワ
イヤー７は上方に向かって延在している。
【００３２】
　アンテナ用ワイヤー７が、先端部滑車１６に掛けられて、アーム１４の長手方向に沿う
ように向きを変えられ、アーム１４の内部を通過し、基端部滑車１５に掛けられて、支持
部材１３の長手方向に沿うように方向を変えられて、支持部材１３内を通過して延在して
いる。
【００３３】
　また、移動滑車１８と既存のアンテナ３との取付構造について説明する。移動滑車１８
は、フック１９および連結用ワイヤー２０を介して既存のアンテナ３と連結している。フ
ック１９は、移動滑車１８の略回動中心の位置から垂下し、連結用ワイヤー２０は既存の
アンテナ３に巻付けられており、連結用ワイヤー２０の両端はフック１９に取付けられて
いる。
【００３４】
　図２のＢ部を拡大した図４（ａ）と、アンテナを取外した状態で鉄塔２を上面から見た
図４（ｂ）と、を参照して、既存のアンテナ３を仮設置する構造について説明する。移設
用ポール５は、詳細には上下方向に延在する略円柱状に形成されており、鉄塔２の第２側
面部２ｄに取付けられている。移設用ポール５の頂部５ａは交換作業後の既存のアンテナ
３を仮設置することが可能な形状となっている。また、移設用ポール５と鉄塔２のアンテ
ナ設置部２ｂとは、支持部材１３の回動軸を中心とする同一円周上に配置されており、移
設用ポール５の頂部５ａはアンテナ設置部２ｂと略等しい高さになっている。
【００３５】
　図２のＣ－Ｃ断面を示した図５を参照して、固定具６の構造を説明する。ジンポール４
の第１側面部４ｂは鉄塔２の第１側面部２ｃに当接し、ジンポール４の第２側面部４ｃ、
第３側面部４ｄおよび第４側面部４ｅは固定具６により囲まれている。
【００３６】
　固定具６は、第１構成部材６１、第２構成部材６２、第３構成部材６３から構成されて
いる。第１構成部材６１の横断面形状は、ジンポール４の第２側面部４ｃに沿って延在す
る本体部６１ａと、本体部６１ａの一端からジンポール４と離れる方向へ略垂直に延在す
る取付部６１ｂと、本体部６１ａの他端を形成する連結部６１ｃと、により断面略Ｌ字状
に形成されている。第２構成部材６２の横断面形状は、ジンポール４の第３側面部４ｄに
対応した形状の本体部６２ａと、本体部６２ａの両端からジンポール４と離れる方向へ略
垂直に延在する連結部６２ｂ，６２ｂと、により断面略コ字状に形成されている。第３構
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成部材６３の横断面形状は、ジンポール４の第４側面部４ｅに対応した形状の本体部６３
ａと、本体部６３ａの一端にジンポール４から離れる方向へ略垂直に延在する取付部６３
ｂと、本体部６３ａの他端を形成する連結部６３ｃと、により断面略Ｌ字状に形成されて
いる。
【００３７】
　第１構成部材６１の取付部６１ｂは鉄塔２の第１側面部２ｃと当接してボルト６４、ナ
ット６５等により締結されており、第１構成部材６１の本体部６１ａはジンポール４の第
２側面部４ｃに当接し、第１構成部材６１の連結部６１ｃは、第２構成部材６２の一方の
連結部６２ｂと当接してボルト６４、ナット６５等により締結されている。第２構成部材
６２の本体部６２ａはジンポール４の第３側面部４ｄに当接し、第２構成部材６２の他方
の連結部６２ｂは第３構成部材６３の連結部６３ｃと当接してボルト６４、ナット６５等
により締結されている。第３構成部材６３の本体部６３ａはジンポール４の第４側面部４
ｅに当接し、第３構成部材６３の連結部６３ｃは鉄塔２の第１側面部２ｃと当接してボル
ト６４、ナット６５等により締結されている。
【００３８】
　上述したアンテナ交換用装置を用いたアンテナ交換作業を説明する。まず、電波の送信
に影響のない準備作業を昼間に行う。鉄塔２の第１側面部２ｃの上部にジンポール４の第
１側面部４ｂを当接させ、鉄塔２の頂部２ａとジンポール４の頂部４ａとを略等しい高さ
に配置する。固定具６によりジンポール４を締付けて鉄塔２に固定する。また、ジンポー
ル４の下部に取付けられたジンポール用ワイヤー１０を、ジンポール用滑車１１ａ，１１
ｂ，１１ｃ，１１ｄに取付け、ジンポール用ウィンチ１２により巻き取られるように設置
する。さらに、移設用ポール５を鉄塔２の第２側面部２ｄの上部に取付ける。
【００３９】
　次に、電波の送信に影響のあるアンテナの交換作業を夜間に行う。ジンポール４を固定
している固定具６の締付を緩め、ジンポール用ワイヤー１０をジンポール用ウィンチ１２
で巻き取り、ジンポール４を上方に持ち上げる。ジンポール４のアーム１４を既存のアン
テナ３の上方の高さまで持ち上げた後に、固定具６を再度締付けて、ジンポール４を固定
する。
【００４０】
　固定具６の締付けは、ボルト６４、ナット６５等の締結手段を緩めることにより、緩め
ることが可能であり、ジンポール４の上下移動の際、ジンポール４を鉄塔２に取付けるた
めの部品をその都度取付けまたは取外す作業を行わなくとも、ジンポール４の固定および
固定解除を行うことが可能となる。従って、ジンポール４の上下移動の作業が簡易になり
、作業効率が改善し、作業時間を短縮することが可能となる。
【００４１】
　その後、ジンポール４に取付けられたアンテナ用ワイヤー７をアンテナ用滑車８ａ，８
ｂ，８ｃに取付け、アンテナ用ウィンチ９により巻き取られるように設置する。
【００４２】
　そのため、アンテナ用ワイヤー７が、鉄塔２およびジンポール４の内部に収容されるこ
ととなり、風の影響を受けた場合でも流され難くなる。さらに、アンテナの搬送および設
置が制御し易くなり、作業精度が改善されることとなる。
【００４３】
　次に、アーム１４の先端部１４ｂを既存のアンテナ３の上方に位置するように回動させ
る。アーム１４の先端部１４ｂから移動滑車１８を垂下させ、フック１９および連結用ワ
イヤー２０により移動滑車１８と既存のアンテナ３とを連結させる。既存のアンテナ３を
鉄塔２に固定している状態を解除し、アンテナ用ウィンチ９によりアンテナ用ワイヤー７
を巻取り、移動滑車１８を上方に持ち上げると共に既存のアンテナ３を持ち上げる。既存
のアンテナ３を持ち上げた状態から、アーム１４を回動させて既存のアンテナ３を移設用
ポール５の上方の位置まで搬送する。
【００４４】
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　そのため、鉄塔２の頂部２ａのような狭いスペースでも、大掛かりな搬送装置を用いる
ことなく、既存のアンテナ３を移設用ポール５上に搬送することが可能となる。従って、
アンテナの交換工事を簡易化し、作業効率を改善することが可能となる。
【００４５】
　アンテナ用ウィンチ９からアンテナ用ワイヤー７を巻出し、移動滑車１８を下方に下げ
て、既存のアンテナ３を移設用ポール５の頂部５aに降ろして仮設置する。
【００４６】
　従って、電波の送信に影響する既存のアンテナ３から新規のデジタル放送用アンテナ（
以下、新規のアンテナという）２１に交換する作業を行う場合に、取外された既存のアン
テナ３を一度地上に降ろすことなく、新規のアンテナ７を取付ける作業を行うことが可能
となる。従って、作業時間を短縮することが可能となる。
【００４７】
　既存のアンテナ３を仮設置した後に、既存のアンテナ３から移動滑車１８を取外し、再
度固定具６を緩め、鉄塔２の頂部２ａとジンポール４の頂部４ａとを略等しい高さに再び
配置し、固定具６を締付けてジンポール４を再び固定する。ここで、一旦夜間作業を終了
する。
【００４８】
　再度、電波の送信に影響のない準備作業を昼間に行う。移動滑車１８を地上まで降ろし
、図３（ａ）および図３（ｂ）で示した既存のアンテナ３と移動滑車１８との取付けと同
様に、新規のアンテナ２１の先端部２１ａにフック１９および連結用ワイヤー２０を介し
て移動滑車１８を取付ける。
【００４９】
　ここで、新規のアンテナ２１を鉄塔２の頂部２ａに搬送する作業を示した図６を参照す
る。新規のアンテナ２１の基端部２１ｂには介錯ロープ２２が取付けられる。移動滑車１
８を上昇させて新規のアンテナ２１を鉄塔２の頂部２ａまで搬送する。
【００５０】
　従って、アンテナ用ワイヤー７がジンポール４の内部に集約され、アンテナ交換用装置
がアンテナ搬送用の機能とアンテナ設置用の機能とを共に備えることが可能となる。よっ
て、アンテナ搬送用の機能を備える装置とアンテナ設置用の機能を備える装置とを別々に
準備する必要がなく、作業工数が削減され、作業効率が改善され、作業時間が短縮される
こととなる。
【００５１】
　搬送途中では、新規のアンテナ２１の基端部２１ｂが風などにより揺れ難いように、介
錯ロープ２２により新規のアンテナ２１を保持する。さらに図示はしないが、新規のアン
テナ２１を鉄塔２の頂部２ａ付近まで搬送した後、新規のアンテナ２１を鉄塔２の第１側
面部２ｃの近傍に仮設置する。ここで、昼間作業を終了し、新規のアンテナ２１の取付け
を夜間作業で行う。
【００５２】
　再度、電波の送信に影響のあるアンテナの交換作業を夜間に行う。ジンポール４を固定
している固定具６の締付を緩め、ジンポール用ワイヤー１０をジンポール用ウィンチ１２
によって巻き取り、ジンポール４を再度上方に持ち上げる。ジンポール４のアーム１４を
既存のアンテナ３の上方まで持ち上げた後に、固定具６を再度締付けて、ジンポール４を
固定する。
【００５３】
　アーム１４の先端部１４ｂを新規のアンテナ２１の上方に位置するように回動させる。
アーム１４の先端１４ｂから移動滑車１８を垂下させ、フック１９および連結用ワイヤー
２０により移動滑車１８と新規のアンテナ２１とを連結させる。新規のアンテナ２１を鉄
塔２に仮設置している状態を解除し、アンテナ用ウィンチ９によりアンテナ用ワイヤー７
を巻取り、移動滑車１８を上方に持ち上げて、新規のアンテナ２１を持ち上げる。
【００５４】
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　新規のアンテナ２１を持ち上げた状態から、アーム１４を回動させて新規のアンテナ２
１を鉄塔２のアンテナ設置部２ｂの上方まで搬送する。アンテナ用ウィンチ９からアンテ
ナ用ワイヤー７を巻き出し、移動滑車１８を下方に下げて、新規のアンテナ２１をアンテ
ナ設置部２ｂに降ろして固定する。この状態で新規のアンテナ２１は使用可能となり、夜
間作業を終了する。
【００５５】
　なお、仮設置された既存のアンテナ３は、その後取り外されて、地上に降ろされる。
【００５６】
　本発明の別の実施形態として、鉄塔２を略四角錐以外の形状とし、ジンポール４を略四
角柱以外の形状としてもよい。また、鉄塔２およびジンポール４の形状に対応して、固定
具６の形状を変更してもよく、また固定具６を２個以上用いてよい。様々な形態のゲイン
塔において、アンテナの交換作業が可能になる。
【００５７】
　また、アンテナ用滑車８ａ，８ｂ，８ｃおよびジンポール用滑車１１ａ，１１ｂ，１１
ｃ，１１ｄの数は適宜変更することが可能であり、アンテナ用滑車８ａ，８ｂ，８ｃおよ
びジンポール用滑車１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１１ｄを部分的にまたは全て共用すること
も可能である。さらに、アンテナ用ウィンチ９およびジンポール用ウィンチ１２を共用す
ることも可能である。上記部品を共用することにより、部品点数を削減し、設置するため
の作業工数を削減し、作業効率を改善することが可能であり、その結果、コストを削減す
ることも可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の実施形態におけるアンテナ交換作業中のゲイン塔の正面図である。
【図２】本発明の実施形態におけるジンポールを下方に下げて設置した状態のゲイン塔の
正面図である。
【図３】（ａ）図１のＡ部拡大図である。（ｂ）図３（ａ）の上面図である。
【図４】（ａ）図１のＢ部拡大図である。（ｂ）アンテナを取外した状態の図４（ａ）の
上面図である。
【図５】図２のＣ－Ｃ断面図である。
【図６】本発明の実施形態における新規のアンテナの搬送作業中のゲイン塔の正面図であ
る。
【符号の説明】
【００５９】
１　ゲイン塔
２　鉄塔
２ａ　頂部
２ｂ　アンテナ設置部
２ｃ　第１側面部
２ｄ　第２側面部
３　既存のアナログ放送用アンテナ（既存のアンテナ）
４　ジンポール
４ａ　頂部
４ｂ　第１側面部
４ｃ　第２側面部
４ｄ　第３側面部
４ｅ　第４側面部
５　移設用ポール
５ａ　頂部
６　固定具
７　アンテナ用ワイヤー
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８ａ，８ｂ，８ｃ　アンテナ用滑車
９　アンテナ用ウィンチ
１０　ジンポール用ワイヤー
１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１１ｄ　ジンポール用滑車
１２　ジンポール用ウィンチ
１３　支持部材
１４　アーム
１４ａ　基端部
１４ｂ　先端部
１５　基端部滑車
１６　先端部滑車
１７　ワイヤー取付部
１８　移動滑車
１９　フック
２０　連結用ワイヤー
２１　新規のデジタル放送用アンテナ（新規のアンテナ）
２１ａ　先端部
２１ｂ　基端部
２２　介錯ロープ

６１　第１構成部材
６１ａ　本体部
６１ｂ　取付部
６１ｃ　連結部
６２　第２構成部材
６２ａ　本体部
６２ｂ　連結部
６３　第３構成部材
６３ａ　本体部
６３ｂ　取付部
６３ｃ　連結部
６４　ボルト
６５　ナット

Ｇ　地面
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