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(57)【要約】
【課題】間接活線工事に際して、連結金具の掛止溝から
絶縁操作棒のピンが外れ難い間接活線工事用工具と間接
活線工事用絶縁操作棒との連結構造を提供する。
【解決手段】連結金具の掛止溝を、縦溝部分、横溝部分
、縦溝部分からなる略逆Ｌ字形状の第１のシフト溝部に
、横溝部分、縦溝部分からなる略横向きＬ字形状の第２
のシフト溝部を追加した。または、縦溝に追加縦溝を形
成する。縦溝中をピンが上端まで動いても横への抜け止
めがなされ、ピンが掛止溝から外れ難い。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転自在な間接活線工事用工具の操作入力部に設けられた連結金具に、間接活線工事用
絶縁操作棒の操作出力部が着脱自在に連結され、この連結金具を介して間接活線工事用絶
縁操作棒による操作力を間接活線工事用工具に伝達する間接活線工事用工具と間接活線工
事用絶縁操作棒との連結構造において、
　上記連結金具は、一端が開口した円筒形状のソケット部を有し、
　このソケット部には上記操作出力部のトルク出力ピンが係止される掛止溝が形成され、
　この掛止溝は、
　このソケット部の開口に連通して掛止溝の開口側の部分を構成する第１のシフト溝部と
、この第１のシフト溝部に連通して掛止溝の奥側の部分を構成する第２のシフト溝部とか
らなり、
　上記第１のシフト溝部は、
　上記ソケット部の開口にその一端を開口してこのソケット部の軸線方向へ延びる第１の
縦溝部分と、
　この第１の縦溝部分の他端にその一端が連通し、かつ上記ソケット部の円周方向へ延び
る第１の横溝部分と、
　この第１の横溝部分の他端にその一端が連通し、かつ上記ソケット部の開口に向かって
延びるとともに、上記第１の縦溝部分より長さが短い第２の縦溝部分とを有し、
　上記第２のシフト溝部は、
　この第２の縦溝部分の他端にその一端が連通し、かつ上記第１の横溝部分の一端からそ
の他端に向かう円周方向に延びる第２の横溝部分と、
　この第２の横溝部分の他端にその一端が連通し、かつ上記開口に向かう方向とは反対方
向へ延びる第３の縦溝部分とを有する間接活線工事用工具と間接活線工事用絶縁操作棒と
の連結構造。
【請求項２】
　回転自在な間接活線工事用工具の操作入力部に設けられた連結金具に、間接活線工事用
絶縁操作棒の操作出力部が着脱自在に連結され、この連結金具を介して間接活線工事用絶
縁操作棒による操作力を間接活線工事用工具に伝達する間接活線工事用工具と間接活線工
事用絶縁操作棒との連結構造において、
　上記連結金具は、一端が開口した円筒形状のソケット部を有し、
　このソケット部には上記操作出力部のトルク出力ピンが係止される掛止溝が形成され、
　この掛止溝は、
　上記ソケット部の開口にその一端を開口してこのソケット部の軸線方向へ延びる第１の
縦溝部分と、
　この第１の縦溝部分の他端にその一端が連通し、上記ソケット部の円周方向へ延びる第
１の横溝部分と、
　この第１の横溝部分の他端にその一端が連通し、上記ソケット部の開口に向かって延び
るとともに、上記第１の縦溝部分より長さが短い第２の縦溝部分と、
　第１の横溝部分の他端にその一端が連通し、上記ソケット部の他端に向かって軸線方向
に延びる第３の縦溝部分とを有する間接活線工事用工具と間接活線工事用絶縁操作棒との
連結構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は間接活線工事用工具と間接活線工事用絶縁操作棒との連結構造、詳しくは絶
縁操作棒の先端部ピンが挿入される間接活線工事用工具のソケット状連結金具の掛止溝の
改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　間接活線工事では、作業中の作業者の安全を確保するため、例えば特許文献１に開示さ
れた間接活線工事用絶縁操作棒（以下、絶縁操作棒）が使用されている。絶縁操作棒の先
端には、中間皮剥器など各種の間接活線工事用工具が交換自在に連結される。
　絶縁操作棒の円柱状の先端部の外周面には、その円周方向の反対位置（円周方向へ１８
０°離れた位置）に、一対のトルク出力ピンがそれぞれ突設されている。
　一方、間接活線工事用工具は、その軸線回りに回転自在に設けられた操作入力部を有し
ている。この操作入力部には、円筒形状のソケット部を有した連結金具が固定されている
。ソケット部には、その円周方向の１８０°離間した反対位置に、一対の掛止溝がそれぞ
れ形成されており、これらの掛止溝に上記一対のトルク出力ピンがそれぞれ挿入されて掛
止されている。これらの掛止溝に、対応するトルク出力ピンを掛止することにより、絶縁
操作棒と間接活線工事用工具とが連結される。
【０００３】
　図７は、特許文献１に記載された連結金具を示す。この図７に示すように、連結金具１
００のソケット部１０１に形成された掛止溝１０２は、Ｌ字の内側空間を下にした略逆Ｌ
字形状であった。すなわち、掛止溝１０２は、ソケット部１０１の下側の開口縁１０１ａ
に下端部が開口され、かつソケット部１０１の軸線方向へ延びた第１の縦溝部分１０３と
、第１の縦溝部分１０３の上端部に一端部が連通され、かつソケット部１０１の周方向へ
延びた第１の横溝部分１０４と、第１の横溝部分１０４の他端部に上端部が連通され、か
つ上記下側の開口縁方向へ延びるとともに、第１の縦溝部分１０３より長さが短い第２の
縦溝部分１０５とから構成されていた。
【０００４】
　また、絶縁操作棒１０６の先端部に形成された操作出力部１０７には、その内部に収納
されたコイルばねのばね力により、先部が絶縁操作棒１０６の先端面の開口から突出した
付勢ピン１０８が内設されている。操作出力部１０７の外周部には、その円周方向におけ
る反対位置に一対のトルク出力ピン１０９がそれぞれ突設されている。
　したがって、絶縁操作棒１０６の操作出力部１０７をソケット部１０１に挿入してトル
ク出力ピン１０９を掛止溝１０２の第２の縦溝部分１０５に掛止させることにより、これ
らが連結されることとなる。
【特許文献１】特開平１０－１２３０３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、この特許文献１に係る連結金具１００では、ソケット部１０１の掛止溝
１０２が略逆Ｌ字形状に構成されていた。その結果、工具を連結した絶縁操作棒１０６を
持ち上げると、工具の重さでバネが押し縮められ工具が下がりピン１０９が上がるととも
に、工具の重さで絶縁操作棒１０６がぐらつくと、工具を活線に掛止させる前に工具が絶
縁操作棒１０６の先端部から外れてしまうことがあるという不具合があった。
　また、架空電線に吊下された間接活線工事用工具は、連結された絶縁操作棒１０６を若
干押し上げても、その自重で地上からの高さ位置がほとんど変わらない。そのため、例え
ば絶縁操作棒１０６として、コイルばね１０８のばね力が低下したものを採用した場合、
間接活線工事用工具の操作中に絶縁操作棒１０６が誤って真上へ押し上げられた際には、
掛止溝１０２内でのトルク出力ピン１０９の位置が、第２の縦溝部分１０４の下端位置ａ
から上端位置ｂへと移動する。この移動位置ｂは、第１の横溝部分１０４と第２の縦溝部
分１０５との連通部分である。しかも、第１の横溝部分１０４は、上記工事中、その長さ
方向が略水平となる。そのため、風雨などで架空配電線が揺れたり、作業操作で絶縁操作
棒が揺れると、トルク出力ピン１０９が第１の横溝部分１０４内で自在に移動する。その
結果、トルク出力ピン１０９が第１の横溝部分１０４と第１の縦溝部分１０３との連通位
置ｃへ到達した時、トルク出力ピン１０９が第１の縦溝部分１０３を通過して掛止溝１０
２から外れるおそれがあった。
【０００６】
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　そこで、発明者は鋭意研究の結果、操作棒を直立させたときソケット部の掛止溝を、略
逆Ｌ字形状の第１のシフト溝部の奥に、略Ｌ字形状の第２のシフト溝部を追加して２段の
シフト溝構造にすることに想到した。そして、トルク出力ピンと掛止溝との最終的な掛止
位置を、第２のシフト溝部のうち、第２の横溝部分と第３の縦溝部分との連通位置とすれ
ば、上述した問題点を解消できることを知見し、この発明を完成させた。
　または、操作棒を直立させたときのトルク出力ピン掛止位置が横方向に（円周方向に）
溝がつながらない位置とすることで、上記トルク出力ピンの掛止溝からの抜け止めが可能
となることを知見し、この発明を完成させた。
【０００７】
　この発明は、間接活線工事において、ソケット部の掛止溝から間接活線工事用絶縁操作
棒のトルク出力ピンが外れることがない間接活線工事用工具と間接活線工事用絶縁操作棒
との連結構造を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に記載の発明は、回転自在な間接活線工事用工具の操作入力部に設けられた連
結金具に、間接活線工事用絶縁操作棒の操作出力部が着脱自在に連結され、この連結金具
を介して間接活線工事用絶縁操作棒による操作力を間接活線工事用工具に伝達する間接活
線工事用工具と間接活線工事用絶縁操作棒との連結構造において、上記連結金具は、一端
が開口した円筒形状のソケット部を有し、このソケット部には上記操作出力部のトルク出
力ピンが係止される掛止溝が形成され、この掛止溝は、このソケット部の開口に連通して
掛止溝の開口側の部分を構成する第１のシフト溝部と、この第１のシフト溝部に連通して
掛止溝の奥側の部分を構成する第２のシフト溝部とからなり、上記第１のシフト溝部は、
上記ソケット部の開口にその一端を開口してこのソケット部の軸線方向へ延びる第１の縦
溝部分と、この第１の縦溝部分の他端にその一端が連通し、かつ上記ソケット部の円周方
向へ延びる第１の横溝部分と、この第１の横溝部分の他端にその一端が連通し、かつ上記
ソケット部の開口に向かって延びるとともに、上記第１の縦溝部分より長さが短い第２の
縦溝部分とを有し、上記第２のシフト溝部は、この第２の縦溝部分の他端にその一端が連
通し、かつ上記第１の横溝部分の一端からその他端に向かう円周方向に延びる第２の横溝
部分と、この第２の横溝部分の他端にその一端が連通し、かつ上記開口に向かう方向とは
反対方向へ延びる第３の縦溝部分とを有する間接活線工事用工具と間接活線工事用絶縁操
作棒との連結構造である。
【０００９】
　請求項１に記載の発明によれば、重い上記工具を連結したことでこの工具が下がってト
ルク出力ピンが上がってもこのピンは縦溝内に位置するため、円周方向に動くことがない
（横溝に入りこまない）。よって、この工具が絶縁操作棒先端部から抜け落ることをほぼ
完全に回避することができる。
　より具体的には、掛止溝内での最終的なトルク出力ピンの掛止位置を、第２のシフト溝
部の第２の横溝部分と第３の縦溝部分との連通位置（つながる位置）として、間接活線工
事用工具を操作する。第２の横溝部分は、上記工事中、間接活線工事用工具が上方に向っ
て掲げられたとき、その長さ方向が略水平となる。そのため、風雨などで架空配電線が揺
れ、または作業操作で間接活線工事用絶縁操作棒が揺れると、トルク出力ピンが第２の横
溝部分内で自在に移動する。これにより、トルク出力ピンが第２の横溝部分と第２の縦溝
部分との連通位置に達する場合がある。しかしながら、第２のシフト溝から第１のシフト
溝の開口部分への移動には、トルク出力ピンを第２の縦溝部分の上方へ移動させ、これを
第１の横溝部分まで押し上げる必要がある。このとき、ソケット部の内側空間では、操作
出力部に内蔵されたコイルばねのばね力により、操作出力部の先端面から突出した付勢ピ
ンがソケット部の上端板の内面に押し当てられている。そのため、トルク出力ピンは、第
２の横溝部分の下部に常時押し付けられている。その結果、トルク出力ピンが第１の縦溝
部分を通過して掛止溝から誤って外れるおそれは少ない。
　これにより、基本的には、上記工事中における間接活線工事用工具からの間接活線工事
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用絶縁操作棒の脱落を防止することができる。
　仮に、間接活線工事用の絶縁操作棒として、その先端部に収納されたコイルばねのばね
力が低下したものを採用した際、もしくは工具重量が重い場合には、上記付勢ピンの突出
によりトルク出力ピンを第２の横溝部分の下部へ押し付ける力が弱まる。これにより、間
接活線工事中、掛止溝内でのトルク出力ピンの位置が、第３の縦溝部分の下端部から第３
の縦溝部分の奥位置（上端部）へと移動し、その位置で下方への移動のみを許容した状態
で位置決めされる。その結果、トルク出力ピンが誤って掛止溝から外れるおそれはほとん
どない。
【００１０】
　連結金具とは、円筒形状のソケット部を本体とし、間接活線工事用工具の操作入力部と
、間接活線工事用絶縁操作棒の操作出力部とを着脱自在に連結可能な金具である。連結金
具は、間接活線工事用工具の操作入力部に常時取り付けられてもよいし、操作入力部とは
別体で、使用時のみ操作入力部に着脱自在に取り付けられてもよい。
　架空配電線の種別は任意である。例えば、水密電線、磨耗検知層付電線などを採用する
ことができる。
　間接活線工事用工具としては、例えば活線状態の架空配電線の絶縁被覆を剥ぎ取る皮剥
器などを採用することができる。
　間接活線工事用工具の操作入力部の構造は任意である。間接活線工事用絶縁操作棒のト
ルク出力ピンから、連結金具を介してトルクを入力できればよい。
【００１１】
　間接活線工事用絶縁操作棒の構造は任意である。例えば、１本の棒材でも、互いの軸線
を平行にした２本の棒材を併設したものでもよい。
　間接活線工事用絶縁操作棒の素材は、電気的に絶縁性を有するものであれば任意である
。例えば、繊維強化プラスチック（ＦＲＰ）などの各種のプラスチックである。
　ソケット部の素材としては、例えばアルミニウムなどの各種の金属、合金、ポリアセタ
ールなどの各種のプラスチックを使用することができる。
　トルク出力ピンの使用本数は１本でも、２本以上でもよい。
　掛止溝は、ソケット部の周側板に形成される。掛止溝は、ソケット部の周側板を切り欠
いて形成してもよく、ソケット部の周側板の内周側の一部を陥没させて形成してもよい。
この掛止溝（第１シフト溝部）の形状は、ソケット部を正面視して略Ｌ字形状であるが、
略逆Ｔ字形状であってもよい。掛止溝の形成数は、トルク出力ピンの使用本数に応じて適
宜変更される。
【００１２】
　第１のシフト溝部は、ソケット部の一方の開口縁を下に向けた連結金具の使用状態にお
いて逆Ｌ字形状（または略Ｔ字形状）となるのに対して、第２のシフト溝部は、この連結
金具の使用状態において、Ｌ字の内側空間を上にした横向きＬ字形状となる。
　第１の縦溝部分の長さは、ソケット部の軸線方向の全長より短ければ任意である。第２
の縦溝部分と第３の縦溝部分との長さは、第２の縦溝部分の端または第３の縦溝部分の端
が、ソケット部の何れかの開口縁に到達しない長さであれば任意である。
　第１の横溝部分と第２の横溝部分との長さは、合計の長さがソケット部の周方向の全長
より短ければ任意である。
　ソケット部の一方の開口縁とは、連結金具の使用時に間接活線工事用絶縁操作棒が連結
される側（下側）の開口縁をいう。
　ソケット部の一方の開口縁方向とは反対の方向とは、連結金具の使用時に間接活線工事
用絶縁操作棒が連結される側とは反対側の開口縁の方向（上方向）をいう。
　掛止溝を構成する第１の縦溝部分と、第１の横溝部分と、第２の縦溝部分と、第２の横
溝部分と、第３の縦溝部分とは、略直線的な溝である。これらの溝同士は略直角につなが
っている。
【００１３】
　請求項２に記載の発明は、回転自在な間接活線工事用工具の操作入力部に設けられた連
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結金具に、間接活線工事用絶縁操作棒の操作出力部が着脱自在に連結され、この連結金具
を介して間接活線工事用絶縁操作棒による操作力を間接活線工事用工具に伝達する間接活
線工事用工具と間接活線工事用絶縁操作棒との連結構造において、上記連結金具は、一端
が開口した円筒形状のソケット部を有し、このソケット部には上記操作出力部のトルク出
力ピンが係止される掛止溝が形成され、この掛止溝は、上記ソケット部の開口にその一端
を開口してこのソケット部の軸線方向へ延びる第１の縦溝部分と、この第１の縦溝部分の
他端にその一端が連通し、上記ソケット部の円周方向へ延びる第１の横溝部分と、この第
１の横溝部分の他端にその一端が連通し、上記ソケット部の開口に向かって延びるととも
に、上記第１の縦溝部分より長さが短い第２の縦溝部分と、第１の横溝部分の他端にその
一端が連通し、上記ソケット部の他端に向かって軸線方向に延びる第３の縦溝部分とを有
する間接活線工事用工具と間接活線工事用絶縁操作棒との連結構造である。
　掛止溝の形状を、第２の縦溝部分に対してソケット部の開口とは反対側の他端に向かっ
て延びる第３の縦溝部分を付加したため、トルク出力ピンがソケット部の軸線方向に移動
した場合、第２の縦溝部分に直通したこの第３の縦溝部分に挿入されることとなる。よっ
て、横方向（円周方向）へのピンの移動が規制され、連結金具から絶縁操作棒が抜け出る
おそれを少なくすることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１に記載の発明によれば、ソケット部の掛止溝を、第１の縦溝部分、第１の横溝
部分および第２の縦溝部分からなる略逆Ｌ字形状の第１のシフト溝部と、これに連通する
第２の横溝部分および第３の縦溝部分からなる略横向きＬ字形状の第２のシフト溝部とを
構成要素とする上下２段のシフト溝構造としたので、間接活線工事中、トルク出力ピンを
第２のシフト溝部の第３の縦溝部分に配置することで、間接活線工事用絶縁操作棒のトル
ク出力ピンが連結金具の掛止溝から外れ難い。これにより、この工事中における間接活線
工事用工具からの間接活線工事用絶縁操作棒の脱落が少なくなる。
　また、請求項２に記載の発明によれば、同様に、第３の縦溝部分にトルク出力ピンを位
置させることができ、工事中における間接活線工事用工具からの間接活線工事用絶縁操作
棒の脱落が少なくなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、この発明の実施例を具体的に説明する。ここでは、説明の都合上、間接活線工事
用工具の使用状態において、連結金具に対して、間接活線工事用絶縁操作棒が連結される
方向を連結金具の下方向とし、かつ間接活線工事用工具が連結される方向を連結金具の上
方向とする。
【実施例１】
【００１６】
　図１および図２において、１０は、この発明の実施例１に係る間接活線工事用工具と間
接活線工事用絶縁操作棒との連結構造（以下、連結構造）を示す。この連結構造１０は、
間接活線工事用工具１２の回転自在な操作入力部１３に設けられた連結金具５０に、間接
活線工事用絶縁操作棒（以下、絶縁操作棒）１４の先端部に設けられた操作出力部１５を
着脱自在に連結する構造を示している。
【００１７】
　絶縁操作棒１４は、所定長さで断面円形の繊維強化プラスチック製の円筒の棒である。
絶縁操作棒１４の先端部である操作出力部１５の外周部には、その円周方向の１８０°離
間した２位置に所定長さ所定太さの一対のトルク出力ピン１８がそれぞれ突設されている
。これら一対のトルク出力ピン１８は同一軸線を有し、操作出力部１５の水平孔に挿入さ
れている。
　すなわち、操作出力部１５には、絶縁操作棒１４の軸線上に位置して所定径の孔部１５
ａが形成されている。この孔部１５ａは操作出力部１５の先端面に開口している。孔部１
５ａの奥部分（内部）にはコイルばね５１が収納され、孔部１５ａの先部は若干小径化し
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ている。この小径部分には、コイルばね５１のばね力により、先部が上記開口から突出し
または没入する付勢ピン５２が軸線方向に移動自在な状態で挿入されている。付勢ピン５
２の下端部には、孔部１５ａの小径部分からの抜け止めとなるフランジ状のストッパ５２
ａが形成されている。このストッパ５２ａを上記コイルばね５１の上端が当接して上方に
向かって（孔から飛び出す方向に）付勢している。
　この場合の間接活線工事用工具１２は、架空配電線１１にバイパス回路を形成する電力
接続クランプである。
　連結金具５０はアルミニウム合金製で、絶縁操作棒１４と間接活線工事用工具１２とを
連結する際、絶縁操作棒１４の先端部（操作出力部１５）に着脱自在に装着されるソケッ
ト部１９を本体としている。ソケット部１９は上側の開口が上端板により塞がれた厚肉な
円筒体である。ソケット部１９の上端板の中央部（軸心部）上面には、先端部が操作入力
部（ねじ部）１３に連結される軸部２０が立設されている。ソケット部１９には、このソ
ケット部１９の開口縁１９ａ（図１では下側の開口縁）に開口が設けられている。また、
このソケット部１９の円周方向の１８０°離間した２つの位置（反対側の位置）には、上
記一対のトルク出力ピン１８を挿入、掛止するための一対の掛止溝２１がそれぞれ形成さ
れている。
【００１８】
　図１，図３～図５に示すように、各掛止溝２１は、その開口側の部分を構成する第１の
シフト溝部２２と、第１のシフト溝部２２に連通され（直角につながり）、かつ掛止溝２
１の奥側の部分を構成する第２のシフト溝部２３とからなる。これらの溝部２２，２３は
上記ピン１８が挿入されて移動可能な溝幅を有して形成されている。すなわち、各掛止溝
２１の溝幅は、トルク出力ピン１８の直径より若干広く、かつ掛止溝２１の略全長にわた
って略一定である。また、各掛止溝２１のソケット部１９の長さは、ソケット部１９の周
方向における略９０°分の長さ（ソケット部の円周の１／４の長さ）である。
　第１のシフト溝部２２は、ソケット部１９の下方の開口縁１９ａに一端部が開口され、
かつソケット部１９の軸線方向へ延びた第１の縦溝部分２４と、第１の縦溝部分２４の他
端部に一端部が連通され（直角につながり）、かつソケット部１９でその円周方向へ延び
た第１の横溝部分２５と、第１の横溝部分２５の他端部に一端部が連通され（直角につな
がり）、かつ開口縁１９ａの方向（軸方向）へ延びるとともに、第１の縦溝部分２４より
長さが短い第２の縦溝部分２６とから構成されている。第２のシフト溝部２３は、第２の
縦溝部分２６の他端部に一端部が連通され、かつ第１の横溝部分２５の一端部から円周方
向で第１の縦溝部分２４から離れる方向へ延びた第２の横溝部分２７と、第２の横溝部分
２７の他端部に一端部が連通され（直角につながり）、かつ開口縁１９ａの方向とは反対
方向（上記上端板の方向）へ延びた第３の縦溝部分２８とから構成されている。
【００１９】
　第１の縦溝部分２４の長さは、ソケット部１９の軸線方向の長さの約２分の１である。
第２の縦溝部分２６および第３の縦溝部分２８の長さは、ソケット部１９の軸線方向の長
さの約４分の１である。第１の横溝部分２５および第２の横溝部分２７の各長さは、ソケ
ット部１９の周方向の長さの略４分の１である。
　このように、ソケット部１９に掛止溝２１を形成することで、ソケット部１９には第１
のシフト溝部２２の形成部のうち、ソケット部１９の開口縁側に突部１９ｂが形成される
とともに、第２のシフト溝部２３の形成部のうち、ソケット部１９の上端板側に、別の突
部１９ｃが形成されることとなる。また、全体としてソケット部１９の軸線方向の長さを
従来のＬ字溝の場合と同じにすることができる。これはソケット部１９の総重量を増加さ
せることがないことを意味する。
【００２０】
　次に、図１および図２を参照して、実施例１に係る連結金具５０を利用し、架空配電線
１１にバイパス回路を形成するため、絶縁操作棒１４により間接活線工事用工具１２を操
作する方法を説明する。
　まず、図１および図２に示すように、作業者が間接活線工事用工具１２を絶縁操作棒１
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４の先端部に装着する。具体的には、絶縁操作棒１４の軸線と連結金具５０の軸線とを一
致させ、かつ絶縁操作棒１４と連結金具５０との円周方向において、トルク出力ピン１８
と第１の縦溝部分２４とを位置合わせする。次に、操作出力部１５をソケット部１９の内
部空間へ除々に挿入する。これにより、両トルク出力ピン１８が対応する第１の縦溝部分
２４を通過し、第１の縦溝部分２４と第１の横溝部分２５との連通位置Ｐ１に到達する。
その際、付勢ピン５２がソケット部１９の上端板の内面に当接し、さらに操作出力部１５
の挿入を進めることで、コイルばね５１のばね力に抗して、付勢ピン５２が操作出力部１
５内に略完全に押し込まれる。この状態で、絶縁操作棒１４を図１の矢印方向Ｘへ回す。
これにより、トルク出力ピン１８は第１の横溝部分２５内を図１中の矢印方向Ｘへスライ
ドし、第１の横溝部分２５と第２の縦溝部分２６との連通位置Ｐ２に達する。ここで絶縁
操作棒１４を握っている力を弱めると、コイルばね５１のばね力により付勢ピン５２が操
作出力部１５の先端開口から突出し、絶縁操作棒１４を押し下げる。これにより、トルク
出力ピン１８は第２の縦溝部分２６を通過し、第２の縦溝部分２６と第２の横溝部分２７
との連通位置Ｐ３に達する。このとき、トルク出力ピン１８は、略逆Ｌ字形状の第１のシ
フト溝部２２の最も奥部分に位置している。
【００２１】
　それから、絶縁操作棒１４をさらに図１の矢印方向Ｘへ回す。これにより、トルク出力
ピン１８が第２の横溝部分２７を図１の矢印方向Ｘへスライドし、トルク出力ピン１８が
第２の横溝部分２７と第３の縦溝部分２８との連通位置Ｐ４に達する。ここが、掛止溝２
１内での最終的なトルク出力ピン１８の掛止位置となる。
　その後、作業者は絶縁操作棒１４を握り、間接活線工事用工具１２を掲げてこれを活線
状態の架空配電線１１の所定位置に引っ掛ける。この状態で絶縁操作棒１４を所定方向へ
回転させると、トルク出力ピン１８はＰ３位置に移動し、その回転力（操作力）が、操作
出力部１５、トルク出力ピン１８、連結金具５０、操作入力部１３を経て間接活線工事用
工具１２へ伝達・入力され、間接活線工事用工具１２による架空配電線１１の加工が行わ
れる。
　ところで、間接活線工事用工具１２を持ち上げて掲げるとき、第２の横溝部分２７はそ
の長さ方向が略水平となる。そのため、この工事中、トルク出力ピン１８は第２の縦溝部
分２６を移動し易い。例えば、作業操作で絶縁操作工具１２が揺れたとき、トルク出力ピ
ン１８が第２の縦溝部分２６と第２の横溝部分２７との連通位置Ｐ３に達する場合がある
。しかしながら、トルク出力ピン１８はコイルばね５１のばね力により第２の横溝部分２
７の下側部分に常時押し付けられている。そのため、第２のシフト溝２３から第１のシフ
ト溝２２への移動には、コイルばね５１のばね力に抗して、トルク出力ピン１８が第２の
縦溝部分２５を上方へ移動しなければならない。それに要する絶縁操作棒１４の押し上げ
力はかなり大きくなる。その結果、トルク出力ピン１８が第１の縦溝部分２４を通過して
掛止溝２１から誤って外れるおそれはほとんどない。
【００２２】
　ところで、例えば絶縁操作棒１４としてコイルばね５１のばね力が低下したものを使用
した際、その絶縁操作棒１４の先端面から突出した付勢ピン５２によりトルク出力ピン１
８を真下へ押し下げる力が弱まる。または、絶縁操作棒１４を持ち上げたとき、工具重量
が重すぎてピン１８が上がり、また絶縁操作棒１４がぐらつく場合もある。これらの場合
には、間接活線工事中、掛止溝２１内でのトルク出力ピン１８の掛止位置が、第３の縦溝
部分２８の下端部（連通位置Ｐ４）から第３の縦溝部分２８の奥位置（上端部）Ｐ５へと
移動する。ここでトルク出力ピン１８は、下方への移動のみを許容した状態で位置決めさ
れている。横への移動はできない。その結果、上述のように架空配電線１１に掛止させて
絶縁操作棒１４を回転させれば、このトルク出力ピン１８が第２の横溝部分２７の端Ｐ３
に位置し、間接活線工事用工具１２による架空配電線１１の加工を行うことができる。
　仮に、作業操作で間接活線工事用工具１２が揺れたとしても、トルク出力ピン１８は第
３の縦溝部分２８の奥位置Ｐ５に位置決めされるので、これが水平方向へ移動することは
ない。よって、このようにコイルばね５１のばね力が低下した絶縁操作棒１４の場合、も
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しくは工具重量が重すぎる場合でも、トルク出力ピン１８が誤って掛止溝２１から外れる
おそれは少ない。
【００２３】
　このように、ソケット部１９の掛止溝２１を、第１の縦溝部分２４、第１の横溝部分２
５および第２の縦溝部分２６からなる略逆Ｌ字形状の第１のシフト溝部２２と、これに連
通する第２の横溝部分２７および第３の縦溝部分２８からなる略横向きＬ字形状の第２の
シフト溝部２３とを構成要素とする上下２段のシフト溝構造としたので、間接活線工事中
、トルク出力ピン１８を第２の横溝部分２７と第３の縦溝部分２８との連通位置Ｐ４に配
置すれば、絶縁操作棒１４のトルク出力ピン１８が掛止溝２１から外れ難い。よって、こ
の工事中における間接活線工事用工具１２からの絶縁操作棒１４の脱落が少なくなり、こ
の脱落を原因とした間接活線工事用工具１２の落下事故を防止することができる。
【００２４】
　図６はこの発明の実施例２に係る間接活線工事用工具と間接活線工事用絶縁操作棒との
連結構造に用いられる連結金具の掛止溝の構造を示す図である。
　この実施例２では、上記第１のシフト溝部２２において第２の縦溝部分２６からソケッ
ト部１９の軸線方向に延びる第３の縦溝部分３１を形成したものである。この結果、工具
重量が重くて工具が揺れた場合でも、トルク出力ピン１８は第２の縦溝部分２６の奥底Ｐ
３位置から第３の縦溝部分３１の奥底Ｐ６位置にまで移動し、横方向への移動が規制され
、その抜け止めがなされる。
　その他の構成および作用については上記実施例１と略同じである。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】（ａ）は、この発明の実施例１に係る間接活線工事用工具と間接活線工事用絶縁
操作棒との連結構造の要部拡大正面図である。（ｂ）は、この発明の実施例１に係る間接
活線工事用工具と間接活線工事用絶縁操作棒との連結構造の連結溝の展開図である。
【図２】この発明の実施例１に係る間接活線工事用工具と間接活線工事用絶縁操作棒との
連結構造の使用状態を示す正面図である。
【図３】この発明の実施例１に係る間接活線工事用工具の連結金具の正面図である。
【図４】この発明の実施例１に係る間接活線工事用工具と間接活線工事用絶縁操作棒との
連結構造の使用状態における連結金具の側面図である。
【図５】この発明の実施例１に係る間接活線工事用工具の連結金具の底面図である。
【図６】この発明の実施例２に係る間接活線工事用工具の連結金具の正面図である。
【図７】従来手段に係る間接活線工事用工具と間接活線工事用絶縁操作棒との連結構造の
使用状態における連結金具の正面図である。
【符号の説明】
【００２６】
　１０　間接活線工事用工具と間接活線工事用絶縁操作棒との連結構造、
　１１　架空配電線、
　１２　間接活線工事用工具、
　１３　操作出力部（ねじ部）、
　１５　操作入力部、
　１４　間接活線工事用絶縁操作棒、
　１８　トルク出力ピン、
　１９　ソケット部、
　１９ａ　開口縁、
　２１　掛止溝、
　２２　第１のシフト溝部、
　２３　第２のシフト溝部、
　２４　第１の縦溝部分、
　２５　第１の横溝部分、
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　２６　第２の縦溝部分、
　２７　第２の横溝部分、
　２８　第３の縦溝部分、
　５０　連結金具。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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