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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
引出す力が働くことにより巻きつけた状態から巻き解かれ所望の長さだけ引き出し可能な
第１のロープと引き出された前記第１のロープを巻き戻す方向に向けた力を付与する付勢
機構と急速なロープの引き出しを阻止するブレーキ機構とを備え鉄塔に作業者の作業範囲
よりも上方に取り付けられる巻取式墜落防止器具と、
鉄塔に作業範囲よりも上方に直接にまたは間接に取り付けられる第２のロープと、
ロックレバーと作業者が装着する安全帯に取り付けられ二つのロックレバー挿入部を備え
たキーロック本体と二つの前記ロックレバー挿入部の双方に前記ロックレバーが挿入され
た場合にのみ前記ロックレバー挿入部の一方のみから前記ロックレバーを取り外すことを
許可する解除機構とを備えたロック装置とを備え、
二つの前記ロックレバー挿入部の双方に挿入されるロックレバーのうち一つが前記第１の
ロープの先端に取り付けたロックレバーであり他の一つが前記第２のロープの先端に取り
付けたロックレバーであり、
前記第１のロープに、前記付勢機構により付与された第１のロープを巻き戻し作業者を上
方に引き上げる方向に向けた力が前記作業者に及ばないよう作業者から離れて位置する鉄
塔に仮止めする機構を備え、前記仮止めする位置は作業者の移動に追従して移動させられ
ることを特徴とする高所作業者墜落防止システム。
【請求項２】
前記巻取式墜落防止器具が、前記鉄塔の前記作業範囲の略最高部に取り付けられているこ
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とを特徴とする請求項１に記載の高所作業者墜落防止システム。
【請求項３】
前記巻取式墜落防止器具が、前記鉄塔の前記作業範囲の複数の異なる位置に取り付けられ
ていることを特徴とする請求項１に記載の高所作業者墜落防止システム。
【請求項４】
前記第１のロープが一の巻取式墜落防止器具に巻きつけられ引出されたロープであり、
前記第２のロープが他の巻取式墜落防止器具に巻きつけられ引出されたロープであること
を特徴とする請求項３に記載の高所作業者墜落防止システム。
【請求項５】
前記第１のロープの前記ロックレバーが取り付けられた側の端部が二股に分かれており、
一方の端部（Ａ）が前記鉄塔の外側に垂下し他方の端部（Ｂ）が前記鉄塔の内側に垂下し
、
前記一方の端部（Ａ）と前記他方の端部（Ｂ）のいずれの先端にも前記ロックレバーが取
り付けられ、
作業者が前記鉄塔の外側にいるときには前記一方の端部（Ａ）の先端のロックレバーを前
記ロックレバー挿入部に挿入し、
作業者が前記鉄塔の内側にいるときには前記他方の端部（Ｂ）の先端のロックレバーを前
記ロックレバー挿入部に挿入することを特徴とする請求項１に記載の高所作業者墜落防止
システム。
【請求項６】
引出す力が働くことにより巻きつけた状態から巻き解かれ所望の長さだけ引き出し可能な
第１のロープと引き出された前記第１のロープを巻き戻す方向に向けた力を付与する付勢
機構と急速なロープの引き出しを阻止するブレーキ機構とを備え鉄塔に作業者の作業範囲
よりも上方に取り付けられる巻取式墜落防止器具であって、
前記第１のロープに、前記付勢機構により付与された第１のロープを巻き戻し作業者を上
方に引き上げる方向に向けた力が前記作業者に及ばないよう作業者から離れて位置する鉄
塔に仮止めする機構を備え、前記仮止めする位置は作業者の移動に追従して移動させられ
ることを特徴とする巻取式墜落防止器具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄塔等の高所で各種作業を行う作業者の墜落を防止するための、システム及
び器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉄塔等高所での作業は、作業者が鉄塔から墜落しないよう、従来から多くの方法が開発
されてきた。図８は、こうした従来から知られている作業者墜落防止システムを利用した
場合の一態様を示したものである。この図８に示した態様の作業者墜落防止システムは、
垂直に延びるガイド用ロープ５０と、このガイド用ロープ５０に沿って上下に移動するロ
リップ５１と、ロリップ５１から延びる移動用ロープ５２とを備えている。移動用ロープ
５２の先端は作業者Ｈが装着する安全帯に接続されている。作業者Ｈの安全帯には少なく
とも二本のロープ５３が取り付けてあり、各々のロープ５３の先端のフックが鉄塔部材に
掛けることにより、作業者Ｈは鉄塔と繋がっている。
【０００３】
　特許文献１に示された墜落防止用のシステムも、安全性の向上、作業性の向上を図るた
めの工夫がされている。すなわち、特許文献１に示された墜落防止用のシステムは、鉄塔
の上下方向に延びる母線と、この母線と作業者とを繋ぐ連結ロープとを備えている。この
墜落防止用のシステムは、風でロープが絡むことや負荷に抗して強く引きすぎて降下距離
が長くなることを防止するために、連結ロープと引ロープとを分離し、引ロープの方向を
母線ロープの方向に一致させることや、ガイドを引ロープに取り付け、このガイドを錘と
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して機能させるなどの工夫がされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実用新案登録第３０５４９８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の作業者墜落防止システムは、移動用ロープ５２で作業者Ｈとガイド用ロープ５０
とを繋ぐ他に、２本のロープ５３で作業者Ｈと鉄塔Ｔの部材とを繋ぎ、作業者の横方向へ
の移動は、２本のロープ５３のうち１本を鉄塔の部材から取り外し、移動する方向に存す
る別の部材に付け替える、という方法で行っていた。このような付け替え作業中も、２本
のロープのうち１本が柱材に取付いた状態は維持できるため、作業者Ｈが万一墜落しても
ロープと繋がっているために停止でき、安全が担保される。
【０００６】
　しかし、長時間に亘る作業において、作業者はちょっとした気の緩みからこの方法を採
らない場合があった。例えば、わずかな距離を移動するためにロープ付け替えの必要が生
じた場合に、煩わしさから身体から移動用ロープを外して移動する、といった場合である
。その際、偶然が重なって作業者が無胴綱（作業者と鉄塔がロープ（胴綱）で繋がってい
ない状態）となり墜落事故が生じる場合があった。
【０００７】
　また、上記のようなロープの付け替えは、作業者の安全を確保するために必須であるも
のの、面倒でかつ時間を採る作業であり、作業効率が悪かった。また、３本のロープに拘
束された状態での作業は、自由な移動を妨げ、不便であった。
【０００８】
　こうした不測の事態が発生した場合でも作業者の墜落事故は確実に防止する必要がある
。しかも、高い作業効率を維持することも必要である。
【０００９】
　本発明は、こうした課題を解決するためになされたものであり、高い作業効率を維持し
つつ、作業者が無胴綱状態が生じることを防止して作業者の墜落事故を確実に防止するこ
とができる高所作業者墜落防止システム等を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　引出す力が働くことにより巻きつけた状態から巻き解かれ　所望の長さだけ引き出し可
能な第１のロープと引き出された前記第１のロープを巻き戻す方向に向けた力を付与する
付勢機構と急速なロープの引き出しを阻止するブレーキ機構とを備え鉄塔に作業者の作業
範囲よりも上方に取り付けられる巻取式墜落防止器具と、鉄塔に作業範囲よりも上方に直
接にまたは間接に取り付けられる第２のロープと、ロックレバーと作業者が装着する安全
帯に取り付けられ二つのロックレバー挿入部を備えたキーロック本体と二つの前記ロック
レバー挿入部の双方に前記ロックレバーが挿入された場合にのみ前記ロックレバー挿入部
の一方のみから前記ロックレバーを取り外すことを許可する解除機構とを備えたロック装
置とを備え、二つの前記ロックレバー挿入部の双方に挿入されるロックレバーのうち一つ
が前記第１のロープの先端に取り付けたロックレバーであり他の一つが前記第２のロープ
の先端に取り付けたロックレバーであり、前記第１のロープに、前記付勢機構により付与
された第１のロープを巻き戻す方向に向けた力が前記作業者に及ばないよう鉄塔に仮止め
する機構を備えることを特徴とする高所作業者墜落防止システムによって課題を解決する
。
【００１１】
　この発明によれば、高所での作業者は、常に、第１のロープまたは第２のロープのいず
れか一つと必ず繋がった状態を維持でき、作業者は無胴綱状態にならない。そのため、作
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業者の墜落を確実に防止できる。
【００１２】
　また、この発明の最大の特徴は、第１のロープに、付勢機構により付与された第１のロ
ープを巻き戻す方向に向けた力が作業者に及ばないよう鉄塔に仮止めする機構を備える点
である。付勢機構があることにより、巻取式墜落防止器具と作業者とをつなぐロープには
張力が付与され、鉄塔の外側に垂下した状態でも鉄塔の内側に向けてたるむことがない。
そのため、作業中にロープが鉄塔にから絡みつくことがなく、作業者は安全に作業を行う
ことができるのであり、付勢機構は必要であるところ、ロープを巻き戻す方向の力が作業
者に直接はたらき、作業者が作業中に、常に、上方に引っ張り上げる力に対抗する必要が
ある、という問題がある。
【００１３】
　付勢機構により付与された第１のロープを巻き戻す方向に向けた力が作業者に及ばない
よう鉄塔に仮止めする機構を備えることにより、そのような問題が解決される。
【００１４】
　さらに、ブレーキ機構が作業者の墜落距離を最短に抑える。墜落距離が短くなることに
より、墜落時の衝撃力を抑えることができる。
【００１５】
　第２のロープは、作業範囲よりも上方に、鉄塔に直接にまたは間接に取り付けられる。
鉄塔に間接に取り付けられるケースとしては、鉄塔に、第一のロープが巻きつけられてい
る巻取式墜落防止器具とは別の巻取式墜落防止器具が鉄塔に取り付けてあり、当該別の巻
取式墜落防止器具に第２のロープが巻きつけられている場合を含む。
【００１６】
　前記第１のロープが巻きつけられた巻取式墜落防止器具が、前記鉄塔の前記作業範囲の
略最高部に取り付けられていることを特徴とする高所作業者墜落防止システムによって課
題を解決する。
【００１７】
　巻取式墜落防止器具が、前記鉄塔の前記作業範囲の略最高部に取り付けられている場合
、作業者が上下方向に移動する際、ロープの付け外しが不要であり面倒でない。また、作
業者まで延びるロープが長いため、作業者の左右方向に移動する際、多少の移動であれば
ロープを変えずに容易にできる。
【００１８】
　前記巻取式墜落防止器具が、前記鉄塔の前記作業範囲の複数の異なる位置に取り付けら
れていることを特徴とする高所作業者墜落防止システムによって課題を解決する。
【００１９】
　巻取式墜落防止器具を高さの異なる位置に取り付けた場合、作業者は、上下移動の際、
高さの異なる位置にあるそれぞれの巻取式墜落防止器具から繰り出されるロープを、第１
のロープ（または第２のロープ）として用いることができる。作業者と巻取式墜落防止器
具との距離を短くすることができるためロープの重量が軽く、作業がやりやすい。
【００２０】
　前記第１のロープが一の巻取式墜落防止器具に巻きつけられ引出されたロープであり、
前記第２のロープが他の巻取式墜落防止器具に巻きつけられ引出されたロープであること
を特徴とする高所作業者墜落防止システムによって課題を解決する。
【００２１】
　前記第１のロープの前記ロックレバーが取り付けられた側の端部が二股に分かれており
、一方の端部（Ａ）が前記鉄塔の外側に垂下し他方の端部（Ｂ）が前記鉄塔の内側に垂下
し、前記一方の端部（Ａ）と前記他方の端部（Ｂ）のいずれの先端にも前記ロックレバー
が取り付けられ、作業者が前記鉄塔の外側にいるときには前記一方の端部（Ａ）の先端の
ロックレバーを前記ロックレバー挿入部に挿入し、作業者が前記鉄塔の内側にいるときに
は前記他方の端部（Ｂ）の先端のロックレバーを前記ロックレバー挿入部に挿入すること
を特徴とする高所作業者墜落防止システムによって課題を解決する。
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【００２２】
　第１のロープの先端（人間側）が二股に分かれることによって、一方の先端を鉄塔の外
側に垂下させ、他方の先端を鉄塔の内側に垂下させることができる。作業者が鉄塔の外側
から内側に移動する場合等、ロープが鉄塔をくぐる必要が生じた場合に、ロープを、鉄塔
をくぐらせることなく、済ませることができ、作業が容易である。
【００２３】
　引出す力が働くことにより巻きつけた状態から巻き解かれ所望の長さだけ引き出し可能
な第１のロープと引き出された前記第１のロープを巻き戻す方向に向けた力を付与する付
勢機構と急速なロープの引き出しを阻止するブレーキ機構とを備え鉄塔に作業者の作業範
囲よりも上方に取り付けられる巻取式墜落防止器具であって、前記第１のロープに、前記
付勢機構により付与された第１のロープを巻き戻す方向に向けた力が前記作業者に及ばな
いよう鉄塔に仮止めする機構が備えてあることを特徴とする巻取式墜落防止器具によって
課題を解決する。
【００２４】
　この器具の最大の特徴は、前記第１のロープに、前記付勢機構により付与された第１の
ロープを巻き戻す方向に向けた力が前記作業者に及ばないよう鉄塔に仮止めする機構が備
えてあることである。
【発明の効果】
【００２５】
　高所での作業者が無胴綱状態になることを防ぐことができ、作業者の落下墜落事故を防
ぐことができる。
【００２６】
　作業中にロープが鉄塔にから絡みつくことがなく、作業者は安全に作業を行うことがで
きる。さらに、作業者が万一落下墜落した際には、落下墜落距離を最小限に抑えることが
できる。
【００２７】
　作業者が作業中に、常に、上方に引っ張り上げる力に対抗する必要がなくなり、作業が
しやすくなる。
【００２８】
　作業者が鉄塔の外側から内側に移動する場合等、ロープが鉄塔をくぐる必要が生じた場
合に、ロープを、鉄塔をくぐらせることなく済ませることができ、作業が容易である。
【００２９】
　巻取式墜落防止器具を、鉄塔の複数の異なる位置に取り付けて利用する場合、鉄塔の上
部側の巻取式墜落防止器具のロープから下部側のロープにキーロック本体を付け替える際
に、作業者は下側のロープをたぐり寄せる必要がなく、効率よく作業を行うことができる
。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の巻取式墜落防止器具の取り付け位置を説明する図である。
【図２】本発明に用いる巻取式墜落防止器具を例示する図である。
【図３】本発明に用いるロック装置を例示する図である。
【図４】本発明の実施例１を示す図である。
【図５】本発明の実施例２を示す図である。
【図６】本発明の実施例２を示す図である。
【図７】本発明の実施例３を示す図である。
【図８】従来例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。本発明の作業者墜落防止シ
ステムは、鉄塔Ｔのような高所で作業を行う際に主に利用するものである。具体的には、
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塗装作業、ボルトやガイシの点検や交換作業である。さらに、鉄塔のみならず、作業者の
墜落防止が必要なあらゆる高所のあらゆる作業に利用できる。
【００３２】
　本発明の作業者墜落防止システムに用いられる巻取式墜落防止器具１とロック装置２０
とについて図２及び図３を参照して概要を説明する。
【実施例１】
【００３３】
　巻取式墜落防止器具１は、図２に示すように、本体２と、本体２から外側に繰り出され
るロープ３とを備える。この巻取式墜落器具１は、ロープ３を所望の長さだけ本体２から
引き出すことができるようになっている。また、本体２は、内部にばね等の付勢機構（不
図示）を備えており、常時、引き出されたロープ３を巻き戻す方向に力が付与されている
。さらに、本体２は、ロープ３が急速に引き出されたときにロープ３が引き出されること
を阻止するブレーキ機構（不図示）が設けられている。ロープ３の先端には、ロックレバ
ー２１が取り付けられている。このロックレバー２１は、後述するロック装置２０を構成
するものであり、ロック装置２０のキーロック本体２５に着脱可能なものである。なお、
ここでいうロープ３は、ワイヤロープだけでなく、帯状のベルトや繊維ロープを含む。
【００３４】
　ロック装置２０は、図３に示すように、ロックレバー２１とキーロック本体２５とから
構成されている。ロックレバー２１と、作業者Ｈが装着する安全帯３０に取り付けられ且
つ、ロックレバー２１が着脱可能に挿入される２ヶ所のレバー挿入部２６を有するキーロ
ック本体２５とから構成されたロック装置２０と、を備えている。
【００３５】
　ロックレバー２１は、巻取式墜落防止器具１から引き出されたロープ３の先端及びロー
プ３（第１のロープ）とは別の第２ロープの先端に取り付けられている。第２のロープは
、図示しない巻取式墜落防止器具（巻取式墜落防止器具１とは別の巻取式墜落防止器具）
に巻き取られているロープでもよい。また、第２のロープは、鉄塔にひっかける等の手段
で直接取り付けてあってもよい。また、第２のロープは、中間ステージで作業者が横移動
できるように設けられた、横方向に伸長する親綱に通した子綱でもよい。
【００３６】
　キーロック本体２５は、その２ヶ所にロックレバー２１が着脱可能に挿入されるレバー
挿入部２６を備えている。このレバー挿入部２６はキーロック本体２５の上面、側面又は
下面の適宜な位置に設けられる。キーロック本体２５は、２ヶ所のレバー挿入部２６の双
方にロックレバー２１が挿入された場合にのみレバー挿入部２６の一方のみからロックレ
バー２１を取り外すことを許可する解除機構（不図示）を内部に備えている。こうしたキ
ーロック本体２５は、作業者Ｈが装着する安全帯３０に取り付けられる。
【００３７】
　巻取式墜落防止器具１は、図１の右側に示すように、鉄塔Ｔにおける作業範囲の略最高
部に取り付けて用いる場合と、図１の左側に示すように、鉄塔Ｔにおける作業範囲の複数
の異なる高さの位置に取り付けて用いる場合とがある。また、鉄塔Ｔの略最高部に巻取式
墜落防止器具１を取り付けて用いる態様と鉄塔Ｔの複数の異なる高さの位置に巻取式墜落
防止器具１を取り付けて用いる態様とを併せて利用する場合もある。巻取式墜落防止器具
１の鉄塔Ｔに取り付ける数、高さ及び位置は、作業の工期、鉄塔の構造、作業者の人数、
作業の内容等の諸般の事情に応じて適宜に選定される。
【００３８】
　巻取式墜落防止器具１の本体２から引き出されたロープ３の先端に取り付けられたロッ
クレバー２１は、図４に示すように、作業者Ｈが装着している安全帯３０に取り付けられ
たロック装置２０のキーロック本体２５に挿入されて使用される。高所での作業を行って
いる最中では、図４に示すように、作業者には巻取式墜落防止器具１のロープ３のみが繋
がれている。
【００３９】
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　例えば、高所での作業が塗装作業の場合を例に、作業手順を説明する。作業中の送電を
停止する必要があることから、できる限り短期間に塗装作業を終わらせる必要があり、こ
のため、一つの鉄塔に、同時に複数の作業者が作業領域の最高所まで上がり、複数の作業
者の同時進行で上から下に順に塗装を行う。この際、当然のことながら全作業員が各々ロ
ープを使うので、作業員の人数と同じ数の巻取式墜落防止器具１が取り付けられる。例え
ば、作業員が４名であれば、鉄塔の４つの角のそれぞれに一つずつ巻取式墜落防止器具１
が取り付けられる。
ロープ３は、巻取式墜落防止器具１の本体２から所望の長さだけ引き出し可能なので、作
業者Ｈの塗装作業の高さに応じた長さだけ本体２から引き出すことができる。
【００４０】
　なお、ロープ３は巻取式墜落防止器具１の付勢機構により巻き戻す方向に力が付与され
ているため、ロープ３は、上方に向けてピンと張っておりたるむことがない。塗装作業で
は、「たるまない」ことにより、ロープが塗装の終わった個所に絡みつかず、塗装がはが
れたり、ロープが汚れたりするのを防ぐことができる。巻取式墜落防止器具１は、ロープ
が急速に引き出された場合に引き出されるのが停止するブレーキ機構を備えている。この
ため、巻取式墜落防止器具１は、作業者Ｈが強風にあおられるなどして鉄塔Ｔから足を踏
み外した場合でも、作業者Ｈの落下墜落を食い止める。このため、従来のようにショック
アブソーバーを設ける必要がない。
【００４１】
　巻取式墜落防止器具１を利用した作業者墜落防止システムは、図１の左側に示すように
、鉄塔Ｔの複数の異なる高さの位置に巻取式墜落防止器具１を取り付けて利用してもよい
。上から２番目以降の巻取式墜落防止器具１では、ロープ３は本体２に巻き取られた状態
で鉄塔Ｔに取り付けられる。そのため、鉄塔Ｔの上部側に取り付けられた巻取式墜落防止
器具１のロープ３のロックレバー２１から下部側に取り付けられたロープ３のロックレバ
ー２１をキーロック本体２５に付け替える際に、作業者Ｈはロープ３をいちいち作業者Ｈ
の場所までたぐり寄せる必要がない。そのため、効率よく作業を行うことができる。
【００４２】
　ロックレバー２１をキーロック本体２５に付け替える際、ロック装置２０は、キーロッ
ク本体２５の２つのレバー挿入部２６の双方にロックレバー２１が挿入されていなければ
、キーロック本体２５からロックレバー２１を取り外すことができない構造になっている
。そのため、作業者Ｈがロープ３に繋がれていないフリーな状態になることを確実に防止
することができる。
【実施例２】
【００４３】
　図５及び図６に実施例２を示す。実施例１では、作業者の安全帯のロック装置２０は、
巻取式墜落防止器具１から繰り出されるロープ３と直接つながっている。このため、巻取
式墜落防止器具１が備える、ロープ３を巻取式墜落防止器具１に巻き取る方向の力が作業
者に直接はたらき、作業者は作業中、常に、上方に引っ張り上げる力に対抗する必要があ
り作業がやりにくいという問題があった。実施例２では、この問題が解決する。
【００４４】
　図５に示す通り、巻取式墜落防止器具１の本体２からロープ３が繰り出されている。ロ
ープ３の先端にはロックレバー２１が設けてある。ロープ３の途中には、磁石体４０が設
けてある。図６に示す通り、磁石体４０は、鉄塔Ｔの適当な場所に貼り付けられる。磁石
体４０の磁力が強すぎると、作業者が鉄塔に付け外しするのが困難になり、また、磁力体
４０の磁力が弱すぎると、巻取式墜落防止器具１がープ３を引き戻す力に対抗して鉄塔Ｔ
に貼りついた状態を維持することができない。
【００４５】
　磁力体４０が鉄塔Ｔに貼りついていることにより、巻取式墜落防止器具１がープ３を引
き戻す力はこの磁力体４０を境に、これよりもロックレバー２１の側にいる作業者には伝
わらず、作業者は上方に引っ張り上げる力に対抗する必要がないので、作業がやりやすい
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。作業者の移動に追従して、作業者は、適宜、磁石体４０を貼りつける位置を移動させる
。
【実施例３】
【００４６】
　図７に実施例３を示す。高所作業では、作業者が、鉄塔Ｔの外方から内方へ、または内
方から外方へ、移動が必要な場合がある。例えば、塗装作業で、鉄塔Ｔの内方の中間ステ
ージＳ１，Ｓ２（図１）に補充用の塗料を置いている場合である。このような場合、ロー
プ３の先端が二股に分かれ（３Ａと３Ｂ）、一方のロープ３Ａを鉄塔Ｔの外側に垂れ下げ
、かつ、他方のロープ３Ｂを鉄塔Ｔの内側に垂れ下げる。作業者Ｈは、鉄塔Ｔの外側にい
るときにはロープ３Ａの先端のロックレバー２１を自分の腰に巻いた安全帯のレバー挿入
部２６に嵌めておき、そのまま鉄塔Ｔの内方に入る。そして、内方に垂下したロープ３Ｂ
の先端のロックレバー２１を同安全帯のレバー挿入部２６に嵌めた後、ロープ３Ａの先端
のロックレバー２１をレバー挿入部２６から引き抜く。
【符号の説明】
【００４７】
　１　巻取式墜落防止器具
　２　本体
　３　ロープ
　４　ロープ
　２０　ロック装置
　２１　ロックレバー
　２５　キーロック本体
　２６　レバー挿入部
　３０　安全帯
　４０　磁石体
　５０　ガイド用ロープ
　５１　ロリップ
　５２　移動用ロープ
　５３　短ロープ
　Ｔ　鉄塔
　Ｈ　作業者
　Ｓ１，Ｓ２　中間ステージ
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