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(57)【要約】
【課題】接地短絡器具の配電線からの取り外し忘れによ
る、開閉器の操作綱に対する誤操作を確実に防止できる
ようにする。
【解決手段】本発明の開閉器の操作綱ロック装置は、複
数の配電線のそれぞれに接地短絡器具が接続された状態
における、開閉器を操作する操作綱の誤操作を防止する
ための開閉器の操作綱ロック装置であって、操作綱を移
動不能に固定する操作綱固定部と、操作綱固定部に設置
されたロック機構部であって、操作綱固定部を作綱をロ
ック・ロック解除するロック機構部と、接地短絡器具に
着脱可能に取り付けられ、ロック機構部に係合可能な複
数の接地タブレットとを備え、ロック機構部は、配電線
から取り外された状態の接地短絡器具から外された全て
の接地タブレットを係合した状態で、操作綱固定部をロ
ック・ロック解除できるよう構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の配電線のそれぞれに接地短絡器具が接続された状態における、開閉器を操作する
操作綱の誤操作を防止するための開閉器の操作綱ロック装置であって、
　前記操作綱を移動不能に固定する操作綱固定部と、
　該操作綱固定部に設置されたロック機構部であって、前記操作綱固定部をロック・ロッ
ク解除するロック機構部と、
　前記接地短絡器具に着脱可能に取り付けられ、前記ロック機構部に係合可能な複数の接
地タブレットとを備え、
　前記ロック機構部は、前記配電線から取り外された状態の前記接地短絡器具から外され
た全ての前記接地タブレットを係合した状態で、前記操作綱固定部をロック・ロック解除
できるよう構成されることを特徴とする開閉器の操作綱ロック装置。
【請求項２】
　前記ロック機構部は、前記操作綱固定部に係合することでロックした状態を保持できる
ロック部材と、該ロック部材が前記操作綱固定部に係合するロック位置と係合解除する解
除位置とに対応して移動可能に設けられた複数の移動体と、を備え、
　前記接地タブレットは、前記移動体に係合して前記移動体の前記移動を可能とし、
　前記ロック部材は、全ての移動体の前記移動が完了した後、前記操作綱固定部をロック
解除できるよう構成されることを特徴とする請求項１に記載の開閉器の操作綱ロック装置
。
【請求項３】
　前記ロック機構部は、前記複数の移動体とそれぞれ対を成し、前記接地タブレットを係
合するタブレット受部を備え、
　該各タブレット受部と各接地タブレットとは対応づけられており、
　該各接地タブレットは、対応づけられたタブレット受部以外のタブレット受部とは係合
不能であることを特徴とする請求項２に記載の開閉器の操作綱ロック装置。
【請求項４】
　前記移動体は、回動軸廻りに回動するよう構成され、回動により、前記ロック位置と前
記解除位置との間を移動することを特徴とする請求項２乃至３のいずれか１項に記載の開
閉器の操作綱ロック装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電柱に装柱された開閉器の操作綱の操作を防止するよう構成された開閉器の
操作綱ロック装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、例えば送電経路に事故が発生した場合は停電作業を行う。具体的には、停電
作業の対象となる電柱の配電線に対してバイパスケーブルを接続するとともに、前記電柱
の上部に工事用開閉器を装柱する。該工事開閉器には、３相の配電線が接続される一方、
前記配電線には、誤送電等による作業者の感電を防止すべく、それぞれの前記配電線を接
地するための接地短絡器具が複数接続される。停電作業中は、バイパスケーブルを充電状
態とする一方、前記工事用開閉器を「切」にして各配電線を無充電状態とする。この無充
電状態の前記各配電線に対し交換等の作業を行う。
【０００３】
　ところで、前記工事用開閉器は、電柱の上部に装柱されることから、地上からの操作を
行えるよう開閉操作するための一対の操作綱を備えている。この一対の操作綱は、工事用
開閉器の箱体の底部から電柱に沿って鉛直方向に向かって導出されることから、作業者に
よって容易に操作できる状態にある。停電作業中、配電線には、接地短絡器具が接続され
た状態であり、この状態で、作業者が操作綱を「切」から「入」に誤操作すると、配電線



(3) JP 2017-199619 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

を充電することになり、短絡事故を発生してしまう。このため、一対の操作綱は、電柱の
足場ボルトに巻き付けられて、該足場ボルトに投入禁止札が付けられ、一対の操作綱の誤
操作に対する注意喚起がなされている。
【０００４】
　しかし、投入禁止札は、足場ボルトからの取り外しが容易であるため、操作綱の誤操作
を防止するには不十分であった。この問題を解消すべく、接地短絡器具を配電線から取り
外さない限りは、前記操作綱の操作を防止する短絡接地具付き投入禁止札が提供されてい
る。該短絡接地具付き投入禁止札１００は、図６に示すように、電柱の足場ボルトに巻き
付けられた工事用開閉器の操作綱を覆うカバー１０１と、該カバー１０１の一側部に固定
されたベルト１０２であって、前記電柱の外周面にあてがわれて前記カバー１０１の他側
部に着脱可能に接続されるベルト１０２と、該ベルト１０２によるカバー１０１の他側部
に対する接続を解除する鍵１０３であって、短絡接地具Ｇに紐１０４を介して接続された
鍵１０３とを備える（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開平７－３２８３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、前記従来の短絡接地具付き投入禁止札１００は、鍵１０３が１つしか無いた
め、複数の短絡接地具Ｇを用いる場合、配電線に取り付けられた複数の短絡接地具Ｇの全
てに対応できておらず、接地短絡器具Ｇが配電線に接続された状態でも、１つの鍵１０３
さえあれば、工事用開閉器の操作綱を操作可能になるという問題がある。
【０００７】
　また、工事用開閉器の操作綱は、電柱の足場ボルトに巻き付けられた状態でカバー１０
１により覆われているものの、該カバー１０１には、操作綱を固定する固定部がないため
、足場ボルトに巻き付けた操作綱が解けることもあり得る。この場合、カバー１０１から
解けた操作綱が外部へ導出されて、カバー１０１が取り付けられているにもかかわらず操
作可能になるという問題がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記課題に鑑み、全ての接地短絡器具の配電線からの取り忘れを防
止できて、開閉器の操作綱に対する誤操作を確実に防止できるようにした開閉器の操作綱
ロック装置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】
【０００９】
　本発明に係る開閉器の操作綱ロック装置は、複数の配電線のそれぞれに接地短絡器具が
接続された状態における、開閉器を操作する操作綱の誤操作を防止するための開閉器の操
作綱ロック装置であって、前記操作綱を移動不能に固定する操作綱固定部と、該操作綱固
定部に設置されたロック機構部であって、前記操作綱固定部をロック・ロック解除するロ
ック機構部と、前記接地短絡器具に着脱可能に取り付けられ、前記ロック機構部に係合可
能な複数の接地タブレットとを備え、前記ロック機構部は、前記配電線から取り外された
状態の前記接地短絡器具から外された全ての前記接地タブレットを係合した状態で、前記
操作綱固定部をロック・ロック解除できるよう構成されることを特徴とする。
【００１０】
　かかる構成によれば、配電線から取り外された状態の接地短絡器具から外された全ての
接地タブレットをロック機構部に係合することにより、操作綱固定部のロックが解除され
る。これにより、操作綱は、配電線から全ての接地短絡器具が取り外された状態で操作可
能となる。その結果、全ての接地短絡器具の配電線からの取り忘れを防止できて、開閉器
の操作綱に対する誤操作を確実に防止できる。
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【００１１】
　本発明に係る開閉器の操作綱ロック装置の一態様として、前記ロック機構部は、前記操
作綱固定部に係合することでロックした状態を保持できるロック部材と、該ロック部材が
前記操作綱固定部に係合するロック位置と係合解除する解除位置とに対応して移動可能に
設けられた複数の移動体と、を備え、前記接地タブレットは、前記移動体に係合して前記
移動体の前記移動を可能とし、前記ロック部材は、全ての移動体の前記移動が完了した後
、前記操作綱固定部をロック解除できるよう構成されることが好ましい。
【００１２】
　かかる構成によれば、個々の移動体に接地タブレットを係合させて、個々の移動体をロ
ック位置から解除位置へ移動させ、全ての移動体の移動が完了した後、ロック部材による
、操作綱固定部のロックが解除される。したがって、配電線から接地短絡器具が取り外さ
れた状態での、開閉器の操作綱の操作を確実に実施できる。
【００１３】
　本発明に係る開閉器の操作綱ロック装置の他態様として、前記ロック機構部は、前記複
数の移動体とそれぞれ対を成し、前記接地タブレットを係合するタブレット受部を備え、
該各タブレット受部と各接地タブレットとは対応づけられており、該各接地タブレットは
、対応づけられたタブレット受部以外のタブレット受部とは係合不能であることが好まし
い。
【００１４】
　かかる構成によれば、各タブレット受部と各接地タブレットとは対応づけられているた
め、接地短絡器具から外した接地タブレットが、対応づけられたタブレット受部以外のタ
ブレット受部に係合することはない。したがって、接地短絡器具から接地タブレットを外
し忘れると、接地タブレットが係合していないタブレット受部が存在することになるため
、操作綱固定部のロックを解除できない。これにより、接地短絡器具から接地タブレット
を外し忘れることを防止できる。
【００１５】
　本発明に係る開閉器の操作綱を操作綱ロック装置の他態様として、前記移動体は、回動
軸廻りに回動するよう構成され、回動により、前記ロック位置と前記解除位置との間を移
動することが好ましい。
【００１６】
　かかる構成によれば、移動体における、ロック位置と解除位置との移動が、回動軸廻り
に回動によって行われるため、省スペース化を図れる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上のように、本発明によれば、接地短絡器具の配電線からの取り外し忘れによる、開
閉器の操作綱に対する誤操作を確実に防止できる、といった優れた効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る開閉器の操作綱ロック装置が電柱に装柱され
た状態を示す図。
【図２】図２（ａ）は、同実施形態に係る開閉器の操作綱ロック装置の箱体を示す図、図
２（ｂ）は、開閉器の操作綱ロック装置の要部を示す図。
【図３】図３は、開閉器の操作綱ロック装置の表示窓の近傍部を示す拡大図。
【図４】図４は、操作綱固定部を示す図。
【図５】図５（ａ）は、タブレット受部及び移動体が一体化された状態を示す図、図５（
ｂ）は、タブレット受部と移動体とを分解した状態を示す斜視図。
【図６】図６は、従来の短絡接地具付き投入禁止札を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の一実施形態に係る開閉器の操作綱ロック装置について図面を参照して説明する
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。なお、本実施形態では、開閉器として、事故の復旧作業に使用される工事開閉器を例に
とって説明する。また、作業者が工事用開閉器の操作綱を操作可能な工事用開閉器と対面
する側を工事用開閉器の前側とする。
【００２０】
　本実施形態に係る開閉器の操作綱ロック装置１は、図１及び図２（ａ），（ｂ）、図５
に示すように、装柱された工事用開閉器２の下方に、電柱Ｐを前後方向から挟むように取
り付けられた箱体３と、工事用開閉器２を操作するための操作綱２０を移動不能に固定す
る操作綱固定部４と、該操作綱固定部４をロック解除するロック機構部５と、該ロック機
構部５に係合することによりロックを解除する接地タブレット６であって、接地短絡器具
Ｇに着脱可能に取り付けられた接地タブレット６と、を備える。
【００２１】
　箱体３は、互いの一側部が回動可能に連結されるとともに、開閉可能に構成された前後
一対の分割体３０を備える。また、箱体３内には、前記操作綱固定部４と、前記ロック機
構部５とが設けられる。
【００２２】
　箱体３の下部には、操作綱固定部４のロック、ロック解除の状態を表示する表示窓３１
が前側の分割体３０の下部に配置されている。
【００２３】
　前側の分割体３０の一側縁部には、接地タブレット６を挿脱するための挿脱孔３０ａが
所定の間隔をおいて形成されている。該挿脱孔３０ａは、接地タブレット６を挿脱できる
よう後述の移動体５２の係合凹部５２１に対応した位置に形成されるとともに、移動体５
２を回動可能な範囲に形成されている。また、前側の分割体３０の底部には、図３に示す
ように、後述するロック機構部５の操作軸５０２を外部へ導出するためのガイド筒３２が
配置されている。このガイド筒３２には、後述する操作軸５０２のロックピン５０５をロ
ック・ロック解除するためのＬ字形状の係止溝３３が形成されている。具体的に、係止溝
３３は、ガイド筒３２の上端から途中位置に向かって形成された挿入溝３３０と、該挿入
溝３３０の終端から周方向に沿って形成された回動溝３３１と、該回動溝３３１の終端か
ら立ち上げて形成されたロック溝３３２とを有する。
【００２４】
　操作綱固定部４は、図４に示すように、入側の操作部と切側の操作部とが一体化された
一体型操作部４０であって、一対の操作綱２０，２０の間に中央部が回動可能に支持され
て配置された一体型操作部４０と、入側の操作綱２０を一体型操作部４０との間で挟むよ
うに配置され、基部が回動可能に支持された入側操作部４１と、切側の操作綱２０を一体
型操作部４０との間で挟むように配置され、基部が回動可能に支持された切側操作部４２
とを備える。これら操作部４０～４２は、操作綱２０に対して食い込むことのできる複数
の歯部４３と、該歯部４３の操作綱２０への食い込みを円滑且つ確実に行うための歯車４
４とを備える。以下、それぞれの操作部４０～４２について詳細に説明する。
【００２５】
　一体型操作部４０は、中央部に貫設された支軸Ｊと、該支軸Ｊを挟んで上下に配置され
た一対の板バネＳ，Ｓと、支軸Ｊを挟んで左右の両側に対称配置された一対の円弧状部４
００，４００とが形成されている。また、一体型操作部４０の一対の円弧状部４００，４
００には、入側操作部４１及び切側操作部４２の歯車４５に噛合する歯車４４が円弧面に
沿って形成されている。また、一体型操作部４０の一対の円弧状部４００，４００は、一
対の板ばねＳ，Ｓによって水平位置に復帰するよう付勢され、外部からの力が操作綱２０
，２０を介して伝達されたときに、支軸Ｊを回動中心にして正方向及び逆方向に回動する
。一対の円弧状部４００，４００の間には、後述する操作綱用ロック部材５０１の凸部５
０１ａが係止する凹部４０ａが形成される。
【００２６】
　入側操作部４１及び切側操作部４２は、それぞれが扇形であり、それぞれの基端部に巻
バネＳ０が設けられ、歯車４５の形成された互いの先端部が対向するように配置されてい
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る。入側操作部４１及び切側操作部４２の基端部は、支軸Ｊ１によって回動可能に支持さ
れ、歯車４５が一体型操作部４０の歯車４４に噛合する。
【００２７】
　また、一体型操作部４０の裏面、入側操作部４１の裏面及び切側操作部４２の裏面には
、円弧状に配置された複数の歯部４３が操作綱２０の両側を挟み込むように配置されてい
る。また、歯部４３は、操作綱２０の表面に食い込むことのできる形状に形成されている
。
【００２８】
　ロック機構部５は、図２（ｂ）、図４及び図５（ａ），（ｂ）に示すように、操作綱固
定部４を操作綱２０が操作できないようにロック可能に構成されるロック部材５０と、後
述するロック部材５０の上下動部材５００に並列して配置された、上下動部材５００と略
同一長さの回動軸５１と、該回動軸５１に所定の間隔をおいて配置され、ロック部材５０
が操作綱固定部４に係合するロック位置と係合解除する解除位置とに対応して移動可能に
設けられた複数の移動体５２と、該複数の移動体５２と対を成すよう回動軸５１に所定の
間隔をおいて配置されたタブレット受部５３とを備える。
【００２９】
　ロック部材５０は、上下動可能且つ縦軸廻りに回動可能に設けられるとともに、先端が
移動体５２の周縁部に延びる上下動部材５００と、上下動部材５００とは反対側に横方向
に延び、先端部が上方に屈曲した操作綱用ロック部材５０１と、上下動部材５００及び操
作綱用ロック部材５０１を操作する操作軸５０２とを備える。
【００３０】
　上下動部材５００の回動軸５１側の先端には、上下方向に所定の間隔をおいて複数の切
欠き部５０３が形成されている。この切欠き部５０３は、上下動部材５００の上下動を許
容するためのものである。
【００３１】
　また、上下動部材５００の下端部のうち、表示窓３１に対向する部分には、表示板５０
４が取り付けられている。該表示板５０４の上部には、「解除」と表示され、表示板５０
４の下部には、「ロック」と表示されている。
【００３２】
　さらに、操作軸５０２は、上下動部材５００の下端部に連設され、外部から操作できる
よう箱体３のガイド筒３２を通って外部に導出されている。この操作軸５０２の導出され
た端部には、操作軸５０２を操作するための摘み５０２ａが設けられている。また、操作
軸５０２には、軸線に対して直交方向にロックピン５０５が突設されている。このロック
ピン５０５は、ガイド筒３２の係止溝３３に対して係止可能に構成される。
【００３３】
　操作綱用ロック部材５０１の先端には、操作綱固定部４の一体型操作部４０の凹部４０
ａに係合する凸部５０１ａが形成されている。また、操作綱用ロック部材５０１は、一対
のバネＳ１、Ｓ１によって上方に向かって常時押し上げられる。これにより、凸部５０１
ａの凹部４０ａとの係合状態が保持される。また一対のバネＳ１，Ｓ１により、上下動部
材５００も上方に向かって押し上げられる。したがって、操作綱用ロック部材５０１が押
し上げられた状態では、表示窓３１には、図３に示すように、表示板５０４の「ロック」
が表示されることになる。
【００３４】
　移動体５２は、円板状で、中心部に後述するロック機構部５の回動軸５１を挿通するた
めの挿通孔５２０が形成され、回動軸５１に対して回動可能に支持される。これにより、
移動体５２は、上下動部材５００の上下動を規制する位置と上下動を維持する位置とに移
動する。また、移動体５２には、接地タブレット６が挿入可能な係合凹部５２１が径内方
向に沿って形成され、移動体５２のそれぞれが独立して回動するよう構成されている。す
なわち、一つの移動体５２を操作しても他の移動体５２が連動して回動することはない。
また、移動体５２が回動軸５１廻りに回動することで、例えば、移動体５２が水平移動す
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る構成に比べて箱体３内におけるロック機構部５の設置スペースの省力化を図ることがで
きる。また、移動体５２には、上下動部材５００の切欠き部５０３に対応する解除凹部５
２２が径内方向に沿って形成されている。上下動部材５００の切欠き部５０３に該解除凹
部５２２が位置することで、上下動部材５００の下方への移動が可能となる。すなわち、
操作綱２０を操作できるようになる。
【００３５】
　タブレット受部５３は、図５（ａ）に示すように、移動体５２の上方に重なり合うよう
に位置している。また、タブレット受部５３の中心部には、回動軸５１が貫通し、タブレ
ット受部５３は、回動軸５１に対し所定の間隔をおいて回動不能に固定される。また、タ
ブレット受部５３には、上下動部材５００の切欠き部５０３に対応する切欠き部５３０が
径内方向に沿って形成されている。また、タブレット受部５３の下面のうち、接地タブレ
ット６を挿入していない状態の移動体５２の係合凹部５２１に一致する位置には、Ｌ字形
状の係止溝５３１が形成されている。具体的に、係止溝５３１は、後述する接地タブレッ
ト６の突起６０が径内方向に沿って移動可能に形成された挿入溝５３１ａと、該挿入溝５
３１ａの終端から周方向に沿って連続して形成された回動溝５３１ｂとを有する。
【００３６】
　タブレット受部５３で、複数のうちのいずれの接地タブレット６が挿入可能であるのか
を識別するタブレット識別部Ａを構成している。
【００３７】
　接地タブレット６は、ロック機構部５の係合可能に構成される。具体的に、接地タブレ
ット６は、一方向を長手に伸びる平面視矩形状の平板状の基部６ａと、該基部６ａの上面
に形成された突起６０であって、タブレット受部５３の係止溝５３１に係合する突起６０
を備える。個々の接地タブレット６は、基部６ａは同一形状であるが、突起６０は、形成
されている位置が異なっており、上面の幅方向に沿って形成される位置が異なることによ
って、個々の接地タブレット６を識別することができる。また、接地タブレット６の突起
６０は、移動体５２の係合凹部５２１に接地タブレット６を挿入するに伴いタブレット受
部５３の係止溝５３１に遊挿される。接地タブレット６は、係合凹部５２１に挿入された
状態で箱体３の外部に先端部６ｂ突出しており、この突出した先端部６ｂを作業者が持つ
ことで、移動体５２を回動させる。
【００３８】
　つぎに本実施形態に係る開閉器の操作綱ロック装置の使用態様について説明する。
【００３９】
　本実施形態では、図１に示すように、工事用開閉器２が電柱Ｐの上部に装柱され、停電
状態の配電線ＣにバイパスケーブルＣ１が接続されるとともに、配電線Ｃに接地短絡器具
Ｇが接続されて、配電線Ｃが接地されているものとする。
【００４０】
　工事用開閉器２の操作綱２０，２０は、停電作業中では、「切」側の操作綱２０が「入
」側の操作綱２０よりも下方に引き出されて、工事用開閉器２はオフ状態となっている。
【００４１】
　操作綱ロック装置１においては、図４に示すように、操作綱固定部４の一体型操作部４
０の凹部４０ａに、操作綱用ロック部材５０１の凸部５０１ａが一対のバネＳ１，Ｓ１に
よって上方に付勢されて係止する。これにより、一体型操作部４０，入側操作部４１、及
び切側操作部４２の回動がロックされ、歯部４３が操作綱２０，２０に食い込むため、操
作綱２０，２０を操作できない状態になっている。このとき、操作軸５０２のロックピン
５０５は、ガイド筒３２の係止溝３３の挿入溝３３０の位置にあり、箱体３の表示窓３１
には、表示板５０４の「ロック」が表示されている。また、箱体３の挿脱孔３０ａに、移
動体５２の係合凹部５２１が位置し、接地タブレット６が挿入可能な状態になっている。
また、上下動部材５００の切欠き部５０３は、移動体５２の周縁部に位置しており、下方
への移動が阻止されている。なお、作業中において、接地タブレット６は、接地短絡器具
Ｇに取り付けられている。
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【００４２】
　この状態において、作業者は、停電作業の終了後、複数の接地短絡器具Ｇをうちの一つ
を配電線Ｃから取り外し、取り外した接地短絡器具Ｇから接地タブレット６を外し、操作
綱ロック装置１の箱体３の挿脱孔３０ａを介して移動体５２に挿入するとともに、接地タ
ブレット６の先端部６ｂを持って回動軸５１廻りに移動体５２を回動する。
【００４３】
　移動体５２を回動軸５１廻りに回動させたとき、接地タブレット６の突起６０は、タブ
レット受部５３の係止溝５３１の挿入溝５３１ａに挿入された後、回動溝５３１ｂに移動
する。これにより、接地タブレット６は、タブレット受部５３から引き抜くことはできな
い。
【００４４】
　一方、接地タブレット６の突起６０をタブレット受部５３の回動溝５３１ｂに移動させ
ることで、移動体５２が移動する。具体的には、移動体５２の解除凹部５２２が上下動部
材５００の切欠き部５０３に位置する。
【００４５】
　引き続き、作業者は、残りの接地短絡器具Ｇを配電線Ｃから順次取り外し、取り外した
接地短絡器具Ｇから接地タブレット６を箱体３の挿脱孔３０ａを介して移動体５２に順次
挿入し、接地タブレット６を挿入した移動体５２を、接地タブレット６の先端部６ｂを持
つことで回動する。
【００４６】
　このとき、接地タブレット６の突起６０の位置と、タブレット受部５３の係止溝５３１
の挿入溝５３１ａの位置とが対応しているため、対応づけられたタブレット受部５３以外
のタブレット受部５３には係合不能になっている。したがって、接地短絡器具Ｇから接地
タブレット６を外し忘れると、接地タブレット６が係合していないタブレット受部５３が
存在することになる。これにより、接地短絡器具Ｇから接地タブレット６を外し忘れるこ
とを防止できる。
【００４７】
　つぎに、作業者は、全ての接地タブレット６の挿入及び回動が完了すると、全ての移動
体５２の解除凹部５２２が、上下動部材５００の切欠き部５０３に位置するようになり、
上下動部材５００の下方への移動が可能となる。
【００４８】
　つぎに、作業者は、操作軸５０２の摘み５０２ａを摘んで、操作軸５０２を一対のバネ
Ｓ１，Ｓ１の付勢力に抗して下方に引き出し、所定角度、例えば３０～６０度回転させる
。具体的には、ロックピン５０５を、挿入溝３３０から回動溝３３１に移動させるととも
に、該回動溝３３１からロック溝３３２に係止する。これにより、上下動部材５００は、
下方に引き出された状態、すなわち解除した状態で固定され、箱体３の表示窓３１には、
「解除」が表示される。操作綱用ロック部材５０１の凸部５０１ａが下方に移動する。こ
れにより、一体型操作部４０，入側操作部４１，切側操作部４２の回動が可能になるので
、操作綱２０，２０を操作できるようになる。
【００４９】
　すなわち、配電線Ｃから全ての接地短絡器具Ｇが取り外された状態での、工事用開閉器
の操作綱の「切」から「入」への操作を確実に実施できる。
【００５０】
　以上のように、本実施形態に係る開閉器の操作綱ロック装置１によれば、接地短絡器具
Ｇの配電線Ｃからの取り外し忘れによる、開閉器２の操作綱２０に対する誤操作を確実に
防止することができる。
【００５１】
　なお、本発明に係る開閉器の操作綱ロック装置１は、前記実施形態に限定することなく
種々変更することができる。
【００５２】
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　例えば、前記実施形態の場合、工事用開閉器を例にとって説明したが、常設の柱上開閉
器の操作綱にも適用してもよい。
【００５３】
　また、前記実施形態の場合、操作綱固定部４のロック・ロック解除を、接地タブレット
６の挿脱によって機械的に行うようにしたが、これに限定されるものではなく、例えば、
接地タブレット６の挿脱によって、電気的に操作綱固定部４のロック・ロック解除するソ
レノイドを用いて行うようにしてもよい。
【００５４】
　また、前記実施形態の場合、接地タブレット６に形成された突起６０によって、接地タ
ブレット６を識別するようにしたが、突起６０以外の凹凸で識別するようにしてもよい。
例えば、接地タブレット６の端縁に凹凸を形成してもよい。
【００５５】
　また、前記実施形態の場合、移動体５２を回動軸５１廻りに回動するようにしたが、例
えば水平移動させるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００５６】
　１…開閉器の操作綱ロック装置、２…工事用開閉器、２０…操作綱、３…箱体、４…操
作綱固定部、５…ロック機構部、５０…ロック部材、５１…回動軸、５２…移動体、５３
…タブレット受部、６…接地タブレット、Ｇ…接地短絡器具

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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