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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源の各相に接続された複数の電源側導体と負荷の各相に接続された同数の負荷側導体
との間に挿入することにより、前記電源側導体と前記負荷側導体とをそれぞれ電気的に遮
断するとともに、前記挿入状態で前記各電源側導体にそれぞれ接触する複数の活線側導体
と前記各負荷側導体にそれぞれ接触する同数の非活線側導体とを有するテストプラグに装
着する接続用治具であって、
　前記各活線側導体の端部である活線側接続部位を介して各相を相互に短絡するとともに
、このときの短絡電流を測定するためのクランプメータのクランプ部が係合し得る電流測
定部を有することを特徴とする接続用治具。
【請求項２】
　電源の各相に接続された複数の電源側導体と負荷の各相に接続された同数の負荷側導体
との間に挿入することにより、前記電源側導体と前記負荷側導体とをそれぞれ電気的に遮
断するとともに、前記挿入状態で前記各電源側導体にそれぞれ接触する複数の活線側導体
と前記各負荷側導体にそれぞれ接触する同数の非活線側導体とを有するテストプラグに装
着する接続用治具であって、
　前記各非活線側導体の端部である非活線側接続部位と、活線側接続部位とを各相毎に接
続する接続片と、
　各接続片を一体化する絶縁部材と、
　前記活線側接続部位から前記非活線側接続部位に流れる電流を測定するためのクランプ
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メータのクランプ部が係合し得る電流測定部を有することを特徴とする接続用治具。
【請求項３】
　請求項２に記載の接続用治具において、
　前記各接続片は、接触している非活線側接続部位から一旦上方に伸び、活線側接続部位
の方へ水平に伸びる渡り部を経た後下方に伸びて活線側接続部位に接触する形状となって
おり、
　前記絶縁部材は、前記各渡り部を固定することにより各接続片を一体化し、
　さらに前記電流測定部は各接続片の前記上方乃至下方に伸びる部分で形成したものであ
ることを特徴とする接続用治具。
【請求項４】
　請求項２に記載の接続用治具において、
　前記各接続片は非活線側接続部位に接触する一方の脚部と、活線側接続部位に接触する
他方の脚部と、両脚部を連絡する渡り部とからなるコ字状の部材であり、
　前記絶縁部材は前記脚部の少なくとも一方の外面を固着することにより一体化するとと
もに、全体としてコ字形状に形成し、
　さらに前記電流測定部は各接続片の渡り部で形成したものであることを特徴とする接続
用治具。
【請求項５】
　請求項４に記載の接続用治具において、
　前記絶縁部材は、コ字状の開口部を開き得るように可撓性を有する部材で形成したこと
を特徴とする接続用治具。
【請求項６】
　請求項４に記載の接続用治具において、
　前記絶縁部材は、コ字状部材を２分割してできる一方の部材と他方の部材とをヒンジ部
を介して結合することによりコ字状の開口部を開き得るように構成したことを特徴とする
接続用治具。
【請求項７】
　請求項２に記載の接続用治具において、
　前記各接続片は二股に分かれた分岐部を介して先端部が非活線側接続部位に接触する一
方の脚部と、同様に二股に分かれた分岐部を介して先端部が活線側接続部位に接触する他
方の脚部と、両脚部を連絡する渡り部とからなるコ字状の部材であり、
　前記絶縁部材は前記各渡り部を固定することにより各接続片を一体化する可撓性を有す
る部材で形成し、
　さらに前記電流測定部は各接続片の前記先端部から渡り部に至る部分で形成したもので
あることを特徴とする接続用治具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は接続用治具に関し、特に配電盤等に設けるテスト端子に嵌合させて電流計乃至
継電器等の各種電気機器である負荷の試験等を行うテストプラグに適用して有用なもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　配電盤の中には電流計乃至継電器等の各種電気機器である負荷を電源側から切り離した
状態で校正乃至試験（以下、試験等という。）を行うためのテスト端子を設けたものがあ
る。すなわち、試験等を行う場合には、まず、テスト端子にテストプラグを挿入すること
により前記負荷を電源側から切り離す。かかる状態で検査用電源により前記テストプラグ
を介して前記負荷にテスト電流を供給する。
【０００３】
　この種のテストプラグを配電盤及びテスト端子とともに図１２及び図１３に示す。両図
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に示すテストプラグ１は、前述の如く、負荷の試験等を行う場合には配電盤２に設けられ
たテスト端子３に挿入して使用される。したがって、図１２が試験等の前（テストプラグ
１の挿入前）の状態、図１３が試験時（テストプラグ１の挿入後）の状態を示すことにな
る。
【０００４】
　両図に示すように、テスト端子３は、電源４の各相及び接地相にそれぞれ接続された複
数の電源側導体５と、負荷６の各相にそれぞれ接続された同数の負荷側導体７とを有して
おり、通常時（非試験時）には各電源側導体５と対応する各負荷側導体７とが接触して、
電源４と負荷６との間の電気的な導通を確保している。ここで、電源側導体５と負荷側導
体７とは弾性部材で形成してあり、それぞれの弾性力により相互の電気的な接触を保持し
ている。
【０００５】
　一方、テストプラグ１は、図１３に示すように、弾性変形する電源側導体５と負荷側導
体７との間に挿入することにより、電源側導体５と前記負荷側導体７とをそれぞれ電気的
に遮断するとともに、この挿入状態で各電源側導体５にそれぞれ接触する複数の活線側導
体８と各負荷側導体７にそれぞれ接触する同数の非活線側導体９とを有している。ここで
、各活線側導体８及び非活線側導体９は、そのテスト端子３側の端部である後端部が絶縁
部材１０の相対向する面に配設してあり、中央部が絶縁支持体１１に支持されるとともに
前記テスト端子３とは反対側である先端部が前方に突出している。テストプラグ１をテス
ト端子３に挿入した状態（図１３に示す状態）では各活線側導体８及び非活線側導体９の
先端部が配電盤２の表面より前方に突出している。この結果、各活線側導体８及び非活線
側導体９の先端部に別途外部回路を接続することが可能になる。
【０００６】
　さらに詳言すると非活線側導体９の先端部は軸状の非活線側接続部位１２、活線側導体
８の先端側は非活線側接続部位１２の外周を囲む活線側接続部位１３として構成してあり
、かかる状態で非活線側接続部位１２がより前方に突出している。非活線側接続部位１２
の先端にはナット１４が螺合され、活線側導体８の外周にはナット１５が螺合され、さら
に活線側導体８の先端部位（ナット１４、１５間）における非活線側接続部位１２の外周
にはナット１６が螺合されている。検査用電源１７は、試験等を行う相の非活線側接続部
位１２と接地相の非活線側接続部位１２との間に接続して所定の負荷６に所定の電流を供
給する。
【０００７】
　ここで、各相の活線側導体８が開放される事態は回避しなければならない。電源４には
、実際には変流計を介して接続してあるので、変流計の２次側を開放した場合、相間に高
電圧が発生するが、これを防止するためである。そこで、テストプラグ１をテスト端子３
に挿入するのに先立ち各相の活線側接続部位１３を短絡片１８で接続して短絡している。
【０００８】
　なお、テストプラグ１の活線側導体８及び非活線側導体９と、テスト端子３の電源側導
体５及び負荷側導体７とは各相（Ｒ、Ｓ、Ｔの三相）及び接地相にそれぞれ対応するよう
４個づつ設けてあるが、これらの構成は同様であるので、図１２及び図１３には１個のみ
を示している。同様に、負荷６もＲ相、Ｓ相、Ｔ相の各相に設けてあるが、図１２及び図
１３には１個のみを示している。
【０００９】
　図１４は上記試験等を行う場合の等価回路を示す回路図である。同図に示すように、母
線Ｕ、Ｖ、Ｗには変流計ＣＴ１、ＣＴ２、ＣＴ３を介してテスト端子３の各相及び接地相
の電源側導体５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄが接続してある。また、テスト端子３にテストプラ
グ１を挿入することにより電源側導体５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄと活線側導体８ａ、８ｂ、
８ｃ、８ｄ（活線側接続部位１３ａ、１３ｂ、１３ｃ、１３ｄ）とが接触するとともに、
負荷側導体７ａ、７ｂ、７ｃ、７ｄと非活線側導体９ａ、９ｂ、９ｃ、９ｄ（非活線側接
続部位１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ）とが接触する。なお、テスト端子３にテストプ
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ラグ１を挿入するに先立ち各相の活線側導体８ａ、８ｂ、８ｃ、８ｄは、前述の如く短絡
片１８で短絡しておく。
【００１０】
　かかる状態で検査用電源１７を例えばＵ相である非活線側導体９ａ（非活線側接続部位
１２ａ）と接地相である非活線側導体９ｄ（非活線側接続部位１２ｄ）とに接続すること
により負荷６ａに所定の電流を供給して所定の試験等を行う。同様に、Ｖ相、Ｗ相の非活
線側導体９ｂ、９ｃ（非活線側接続部位１２ｂ、１２ｃ）と非活線側導体９ｄ（非活線側
接続部位１２ｄ）とに接続することにより負荷６ｂ、６ｃの所定の試験等を行う。
【００１１】
　上述の如くテストプラグ１をテスト端子３に挿入した状態で短絡片１８に流れる短絡電
流を測定したい場合がある。図１５はこの短絡電流を測定する場合の従来の態様を示す斜
視図である。同図に基づき従来技術に係る電源側の短絡電流の測定方法を説明する。
【００１２】
　例えば活線側接続部位１３ａ、１３ｂ、１３ｃを短絡片１８ａ、１８ｂでそれぞれ短絡
した状態で活線側接続部位１３ｃと活線側接続部位１３ｄとを両端部にＵ字状の端子１９
、２０が固着された導線２１を前記端子１９、２０を介して活線側接続部位１３ｃ、１３
ｄ間に接続するとともに前記導線２１に流れる短絡電流をクランプメータ２２で測定する
。
【００１３】
　なお、従来技術を開示する公知文献としては次の特許文献１を挙げることができる。
【００１４】
【特許文献１】実用新案登録第３０８１８４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　上述の如き短絡電流の測定方法では、測定の度に活線側接続部位１３ｃ、１３ｄを導線
２１で接続する必要があり、この作業が面倒であるばかりでなく、活線側接続部位１３ｃ
、１３ｄの端子１９、２０に対する着脱を伴う使用回数が多くなると、特に端子１９、２
０と導線２１との接続部位で断線を生起する可能性が高くなる。
【００１６】
　一方、各非活線側接続部位１２ａ乃至１２ｄと活線側接続部位１３ａ乃至１３ｄとを接
続する接続バーは既に提案されているがこの接続バーを流れる電流を測定し得るような構
造にはなっていない。したがって、前記接続バーを流れる電流を測定することはできない
。
【００１７】
　本発明は、上記従来技術に鑑み、テストプラグの各相の活線側接続部位を一括短絡し得
るとともに、このときの短絡電流を容易に測定し得、さらに各相における活線側接続部位
と非活線側接続部位との間を接続するとともに、このときの負荷電流を容易に測定するた
めの接続用治具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】
【００１８】
　上記目的を達成する本発明の第１の態様は、
　電源の各相に接続された複数の電源側導体と負荷の各相に接続された同数の負荷側導体
との間に挿入することにより、前記電源側導体と前記負荷側導体とをそれぞれ電気的に遮
断するとともに、前記挿入状態で前記各電源側導体にそれぞれ接触する複数の活線側導体
と前記各負荷側導体にそれぞれ接触する同数の非活線側導体とを有するテストプラグに装
着する接続用治具であって、
　前記各活線側導体の端部である活線側接続部位を介して各相を相互に短絡するとともに
、このときの短絡電流を測定するためのクランプメータのクランプ部が係合し得る電流測
定部を有することを特徴とする接続用治具である。
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【００１９】
　本発明の第２の態様は、
　電源の各相に接続された複数の電源側導体と負荷の各相に接続された同数の負荷側導体
との間に挿入することにより、前記電源側導体と前記負荷側導体とをそれぞれ電気的に遮
断するとともに、前記挿入状態で前記各電源側導体にそれぞれ接触する複数の活線側導体
と前記各負荷側導体にそれぞれ接触する同数の非活線側導体とを有するテストプラグに装
着する接続用治具であって、
　前記各非活線側導体の端部である非活線側接続部位と、活線側接続部位とを各相毎に接
続する接続片と、
　各接続片を一体化する絶縁部材と、
　前記活線側接続部位から前記非活線側接続部位に流れる電流を測定するためのクランプ
メータのクランプ部が係合し得る電流測定部を有することを特徴とする接続用治具である
。
 
【００２０】
　本発明の第３の態様は、
　上記第２の態様に記載の接続用治具において、
　前記各接続片は、接触している非活線側接続部位から一旦上方に伸び、活線側接続部位
の方へ水平に伸びる渡り部を経た後下方に伸びて活線側接続部位に接触する形状となって
おり、
　前記絶縁部材は、前記各渡り部を固定することにより各接続片を一体化し、
　さらに前記電流測定部は各接続片の前記上方乃至下方に伸びる部分で形成したものであ
ることを特徴とする接続用治具である。
【００２１】
　本発明の第４の態様は、
　上記第２の態様に記載の接続用治具において、
　前記各接続片は非活線側接続部位に接触する一方の脚部と、活線側接続部位に接触する
他方の脚部と、両脚部を連絡する渡り部とからなるコ字状の部材であり、
　前記絶縁部材は前記脚部の少なくとも一方の外面を固着することにより一体化するとと
もに、全体としてコ字形状に形成し、
　さらに前記電流測定部は各接続片の渡り部で形成したものであることを特徴とする接続
用治具である。
【００２２】
　本発明の第５の態様は、
　上記第４の態様に記載の接続用治具において、
　前記絶縁部材を、コ字状の開口部を開き得るように可撓性を有する部材で形成したこと
を特徴とする接続用治具である。
【００２３】
　本発明の第６の態様は、
　上記第４の態様に記載の接続用治具において、
　前記絶縁部材を、コ字状部材を２分割してできる一方の部材と他方の部材とをヒンジ部
を介して結合することによりコ字状の開口部を開き得るように構成したことを特徴とする
接続用治具である。
【００２４】
　本発明の第７の態様は、
　上記第２の態様に記載の接続用治具において、
　前記各接続片は二股に分かれた分岐部を介して先端部が非活線側接続部位に接触する一
方の脚部と、同様に二股に分かれた分岐部を介して先端部が活線側接続部位に接触する他
方の脚部と、両脚部を連絡する渡り部とからなるコ字状の部材であり、
　前記絶縁部材は前記各渡り部を固定することにより各接続片を一体化する可撓性を有す
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る部材で形成し、
　さらに前記電流測定部は各接続片の前記先端部から渡り部に至る部分で形成したもので
あることを特徴とする接続用治具である。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によればテストプラグの複数の活線側導体を一括短絡することができるばかりで
なく、このとき流れる短絡電流もクランプメータを用いて容易に測定することができる。
また、各相の活線側導体と非活線側導体とを一括して接続することができるばかりでなく
、このとき各相の負荷に流れる電流も各相の活線側導体と非活線側導体との接続部分を利
用し、クランプメータを用いて容易に測定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき詳細に説明する。各実施の形態に係る接続用
治具は図１２乃至図１５に示すテストプラグに適用するものである。そこで、図１２乃至
図１５と同一部分には同一番号を付し、重複する説明は省略する。
【００２７】
　　＜第１の実施の形態＞
　図１（ａ）は本発明の第１の実施の形態に係る接続用治具を示す正面図、図２はこの接
続用治具をテストプラグ１に適用した状態を示す斜視図である。
【００２８】
　両図に示すように、当該接続用治具３１は、テストプラグ１の各相の活線側接続部位１
３ａ乃至１３ｄに接触させて固定するための二股に分かれた端子部３２ａ、３２ｂ、３２
ｃ、３２ｄと、各端子部３２ａ乃至３２ｄから上方に伸びて絶縁支持体１１の上面よりも
上方に至る電流測定部３３ａ、３３ｂ、３３ｃ、３３ｄと、電流測定部３３ａ、３３ｂ、
３３ｃ、３３ｄの上端部で各電流測定部３３ａ、３３ｂ、３３ｃ、３３ｄを接続する接続
部３４からなる。ここで、端子部３２ａ、３２ｂ、３２ｃ、３２ｄを除く電流測定部３３
ａ乃至３３ｄ及び接続部３４は絶縁カバー３５で覆ってある。
【００２９】
　かかる本形態によれば、端子部３２ａ乃至３２ｄを各相の活線側接続部位１３ａ乃至１
３ｄに接続することによりテストプラグ１の各相の活線側導体８ａ乃至８ｄを一括して短
絡することができる。また、電流測定部３３ａ乃至３３ｄの何れか一つにクランプメータ
２２のクランプ部２２ａを係合させることによりこのときの短絡電流を測定することがで
きる。
【００３０】
　なお、図１（ａ）は４極用のものを示したが、これに限るものではない。図１（ｂ）に
示す２極用の接続用治具３６であっても勿論良い。また、本形態においては各電流測定部
３３ａ、３３ｂ、３３ｃ、３３ｄが、テストプラグ１の上方に突出しているので、各電流
測定部３３ａ、３３ｂ、３３ｃ、３３ｄが配電盤（図示せず。）に配設した他の機器と干
渉する場合が考えられる。これを回避するには、各電流測定部３３ａ、３３ｂ、３３ｃ、
３３ｄをその上部が前記配電盤の表面から離れるように前方倒して折り曲げれば良い。
【００３１】
　　＜第２の実施の形態＞
　図３は本発明の第２の実施の形態に係る接続用治具を示す斜視図、図４はこの接続用治
具をテストプラグ１に適用した状態を示す斜視図である。
【００３２】
　両図に示すように、当該接続用治具４１は、非活線側接続部位１２ａ乃至１２ｄと活線
側接続部位１３ａ乃至１３ｄとを各相毎に接続する接続片４２ａ、４２ｂ、４２ｃ、４２
ｄと、各接続片４２ａ乃至４２ｄを一体化している絶縁部材４３からなる。ここで、各接
続片４２ａ乃至４２ｄは、接触している非活線側接続部位１２ａ乃至１２ｄから一旦上方
に伸び、活線側接続部位１３ａ乃至１３ｄの方へ水平に伸びる渡り部を経た後下方に伸び
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て活線側接続部位１３ａ乃至１３ｄに接触する形状となっており、下端部の二股に分かれ
た端子部（４４ａ、４５ａ）、（４４ｂ、４５ｂ）、（４４ｃ、４５ｃ）、（４４ｄ、４
５ｄ）が各相の非活線側接続部位１２ａ乃至１２ｄと活線側接続部位１３ａ乃至１３ｄと
に接触して固定されており、各相毎に非活線側接続部位１２ａ乃至１２ｄと活線側接続部
位１３ａ乃至１３ｄとを接続するようになっている。また、電流測定部は各接続片４２ａ
乃至４２ｄの上方乃至下方に伸びる部分で形成してあり、この部分にクランプメータ２２
のクランプ部２２ａを係合させ得るようになっている。さらに、絶縁部材４３は、各接続
片４２ａ乃至４２ｄの各渡り部を固定することにより各接続片４２ａ乃至４２ｄを一体化
している。
【００３３】
　かかる本形態によれば、端子部（４４ａ、４５ａ）、（４４ｂ、４５ｂ）、（４４ｃ、
４５ｃ）、（４４ｄ、４５ｄ）を各相の非活線側接続部位１２ａ乃至１２ｄと活線側接続
部位１３ａ乃至１３ｄとに接続することにより絶縁部材４３で各相間を絶縁した状態で活
線側導体８ａ乃至８ｄと非活線側導体９ａ乃至９ｄとの間を一括接続して各負荷６ａ乃至
６ｃ（図１４参照。）に所定の電流を供給することができる。また、このとき各相に流れ
る負荷電流及びこれを合計した負荷電流はＵ、Ｖ、Ｗ相の接続片４２ａ乃至４２ｃ又は接
地相の接続片４２ｄにクランプメータ２２のクランプ部２２ａを係合させることにより測
定することができる。
【００３４】
　なお、本形態でも、第１の実施の形態と同様に、各接続片４２ａ、４２ｂ、４２ｃ、４
２ｄが、テストプラグ１の上方に突出しているので、各接続片４２ａ、４２ｂ、４２ｃ、
４２ｄが配電盤（図示せず。）に配設した他の機器と干渉する場合が考えられる。これを
回避する場合にも、各接続片４２ａ、４２ｂ、４２ｃ、４２ｄをその上部が前記配電盤の
表面から離れるように前方に倒して折り曲げれば良い。
【００３５】
　　＜第３の実施の形態＞
　図５は本発明の第３の実施の形態に係る接続用治具を示す図で、（ａ）は正面図、（ｂ
）はその平面図、（ｃ）はその右側面図である。また、図６はその斜視図であり、図７は
当該接続用治具をテストプラグ１に適用した状態を示す斜視図である。
【００３６】
　これらの図に示すように、当該接続用治具５１は、非活線側接続部位１２ａ乃至１２ｄ
と活線側接続部位１３ａ乃至１３ｄとを各相毎に接続する接続片５２ａ、５２ｂ、５２ｃ
、５２ｄと、各接続片５２ａ乃至５２ｄを一体化しているコ字状に形成した２枚の絶縁部
材５３ａ、５３ｂからなる。すなわち、各接続片５２ａ乃至５２ｄはコ字状に形成した２
枚の絶縁部材５３ａ、５３ｂの間で所定の位置に占位するよう挟持されて一体化されてい
る。
【００３７】
　ここで、各接続片５２ａ乃至５２ｄは、非活線側接続部位１２ａ乃至１２ｄの外形形状
に合わせた切欠部５４ａ、５４ｂ、５４ｃ、５４ｄを介して非活線側接続部位１２ａ乃至
１２ｄに接触する一方の脚部と、活線側接続部位１３ａ乃至１３ｄの外形形状に合わせた
切欠部５５ａ、５５ｂ、５５ｃ、５５ｄを介して活線側接続部位１３ａ乃至１３ｄに接触
する他方の脚部と、両脚部を連絡する渡り部５６ａ、５６ｂ、５６ｃ、５６ｄとからなる
コ字状の部材であり、切欠部（５４ａ、５５ａ）、（５４ｂ、５５ｂ）、（５４ｃ、５５
ｃ）、（５４ｄ、５５ｄ）が各相の非活線側接続部位１２ａ乃至１２ｄと活線側接続部位
１３ａ乃至１３ｄとに係合して固定されており、各相毎に非活線側接続部位１２ａ乃至１
２ｄと活線側接続部位１３ａ乃至１３ｄとを接続するようになっている。また、電流測定
部は各接続片５２ａ乃至５２ｄの渡り部５６ａ乃至５６ｄで形成してあり、この部分にク
ランプメータ２２のクランプ部２２ａを係合させ得るようになっている。また、絶縁部材
５３ａ、５３ｂは可撓性を有する材料で形成してあり、コ字状の上辺及び下辺を持って開
口部を開くことができるように構成してある。
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【００３８】
　かかる本形態によれば、絶縁部材５３ａ、５３ｂのコ字状の上辺及び下辺を持って開口
部を開くことにより切欠子部（５４ａ、５５ａ）乃至（５４ｄ、５５ｄ）を各相の非活線
側接続部位１２ａ乃至１２ｄと活線側接続部位１３ａ乃至１３ｄとに接続する。このこと
により絶縁部材５３ａ、５３ｂで各相間を絶縁した状態で活線側導体８ａ乃至８ｄと非活
線側導体９ａ乃至９ｄとの間を一括接続して各負荷６ａ乃至６ｃ（図１３参照。）に所定
の電流を供給することができる。また、このとき各相に流れる負荷電流及びこれを合計し
た負荷電流はＵ、Ｖ、Ｗ相の接続片５２ａ乃至５２ｃ又は接続片５２ｄの渡り部５６ａ乃
至５６ｄにクランプメータ２２のクランプ部２２ａを係合させることにより測定すること
ができる。すなわち、本形態では渡り部５６ａ乃至５６ｄが電流測定部として機能する。
【００３９】
　なお、絶縁部材５３ａ、５３ｂは剛体で形成することもできる。この場合には、図８（
ａ）の斜視図に示すように、コ字状部材を２分割してできる一方の絶縁部材５３ａ－１、
５３ｂ－１と他方の絶縁部材５３ａ－２、５３ｂ－２とをヒンジ部５７、５８を介して結
合することによりコ字状の開口部を開き得るように構成する。すなわち、図８（ｂ）に示
すように、絶縁部材５３ａ－１、５３ｂ－１と絶縁部材５３ａ－２、５３ｂ－２とをヒン
ジ部５７、５８のピン５７ａ、５８ａを介して回動可能に結合する。
【００４０】
　　＜第４の実施の形態＞
　図９は本発明の第４の実施の形態に係る接続用治具を示す図で、（ａ）は正面図、（ｂ
）はその平面図、（ｃ）はその右側面図である。また、図１０はその斜視図であり、図１
１は当該接続用治具をテストプラグ１に適用した状態を示す斜視図である。
【００４１】
　これらの図に示すように、当該接続用治具６１は、非活線側接続部位１２ａ乃至１２ｄ
と活線側接続部位１３ａ乃至１３ｄとを各相毎に接続する接続片６２ａ、６２ｂ、６２ｃ
、６２ｄと、各接続片６２ａ乃至６２ｄを一体化している帯状の可撓性部材で形成した絶
縁部材６３からなる。
【００４２】
　ここで、各接続片６２ａ乃至６２ｄは、二股に分かれた分岐部を介して先端部が非活線
側接続部位１２ａ乃至１２ｄに接触する一方の脚部６４ａ、６４ｂ、６４ｃ、６４ｄと、
同様に二股に分かれた分岐部を介して先端部が活線側接続部位１３ａ乃至１３ｄに接触す
る他方の脚部６５ａ、６５ｂ、６５ｃ、６５ｄと、両脚部（６４ａ、６５ａ）、（６４ｂ
、６５ｂ）、（６４ｃ、６５ｃ）、（６４ｄ、６５ｄ）を連絡する渡り部６６ａ、６６ｂ
、６６ｃ、６６ｄとからなるコ字状の部材であり、脚部（６４ａ、６５ａ）、（６４ｂ、
６５ｂ）、（６４ｃ、６５ｃ）、（６４ｄ、６５ｄ）の先端部が各相の非活線側接続部位
１２ａ乃至１２ｄと活線側接続部位１３ａ乃至１３ｄとに係合して固定されており、各相
毎に非活線側接続部位１２ａ乃至１２ｄと活線側接続部位１３ａ乃至１３ｄとを接続する
ようになっている。すなわち、本形態に係る接続用治具６１は、通常は図８に示すような
形状となっており、使用時に図９に示すような形状となるようテストプラグ１に巻きつけ
る。すなわち、各接続片６２ａ乃至６２ｄは帯状の可撓性部材である絶縁部材６３の表面
の所定の位置に占位するよう配設して一体化されている。
【００４３】
　また、電流測定部は各接続片６２ａ乃至６２ｄの脚部６４ａ乃至６４ｄで形成してあり
、この部分にクランプメータ２２のクランプ部２２ａを係合させ得るようになっている。
【００４４】
　かかる本形態によれば、脚部（６４ａ、６５ａ）乃至（６４ｄ、６５ｄ）を各相の非活
線側接続部位１２ａ乃至１２ｄと活線側接続部位１３ａ乃至１３ｄとに接続することによ
り絶縁部材６３で各相間を絶縁した状態で活線側導体８ａ乃至８ｄと非活線側導体９ａ乃
至９ｄとの間を一括接続して各負荷６ａ乃至６ｃ（図１３参照。）に所定の電流を供給す
ることができる。また、このとき各相に流れる負荷電流及びこれを合計した負荷電流はＵ
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、Ｖ、Ｗ相の接続片６２ａ乃至６２ｄの脚部６４ａ乃至６４ｄにクランプメータ２２のク
ランプ部２２ａを係合させることにより測定することができる。すなわち、本形態では脚
部６４ａ乃至６４ｄが電流測定部として機能する。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明は電力設備の保安に関する技術に関連する産業分野で有効に利用し得る。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る接続用治具を示す図で、（ａ）は４極の場合の
正面図、（ｂ）は２極の場合の正面図である。
【図２】図１に示す接続用治具をテストプラグに適用した状態を示す斜視図である。
【図３】本発明の第２の実施の形態に係る接続用治具を示す斜視図である。
【図４】図３に示す接続用治具をテストプラグに適用した状態を示す斜視図である。
【図５】本発明の第３の実施の形態に係る接続用治具を示す図で、（ａ）は正面図、（ｂ
）はその平面図、（ｃ）はその右側面図である。
【図６】図５に示す接続治具を示す斜視図である。
【図７】図５に示す接続用治具をテストプラグに適用した状態を示す斜視図である。
【図８】図５に示す第３の実施の形態の変形例を示す図で、（ａ）は斜視図、（ｂ）はそ
のヒンジ部を抽出して示す断面図である。
【図９】本発明の第４の実施の形態に係る接続用治具を示す図で、（ａ）は正面図、（ｂ
）はその平面図、（ｃ）はその右側面図である。
【図１０】図８に示す接続治具を示す斜視図である。
【図１１】図８に示す接続用治具をテストプラグに適用した状態を示す斜視図である。
【図１２】テストプラグをテスト端子に挿入する前の状態で、配電盤及びテスト端子とと
もに示す側面図（テストプラグをテスト端子に挿入する前の状態）である。
【図１３】テストプラグをテスト端子に挿入した状態で、配電盤及びテスト端子とともに
示す側面図である。
【図１４】図１２の状態で試験等を行う場合の等価回路を示す回路図である。
【図１５】従来技術においてテストプラグ１をテスト端子３に挿入した状態で接続片に流
れる短絡電流を測定する場合の態様を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００４７】
  １　　テストプラグ
  ２　　配電盤
  ３　　テスト端子
  ４　　電源
  ５　　電源側導体
  ６　　負荷
  ７　　負荷側導体
  ８　　活線側導体
  ９　　非活線側導体
 １０　　絶縁部材
 １１　　絶縁支持体
 １２　　非活線側接続部位
 １３　　活線側接続部位
 １７　　検査用電源
 １８　　短絡片
 ２２　　クランプメータ
 ２２ａ　クランプ部
 ３２ａ～３２ｄ　端子部
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 ３３ａ～３３ｄ　電流測定部
 ３４　　接続部
 ３５　　絶縁カバー
 ３６　　接続用治具
 ４２ａ～４２ｄ　接続片
 ４３　　絶縁部材
 ５２ａ～５２ｄ　接続片
 ５３ａ～５３ｄ　絶縁部材
 ５６ａ～５６ｄ　渡り部
 ５７、５８　ヒンジ部
 ６２ａ～６２ｄ　接続片
 ６３　　絶縁部材
 ６４ａ～６４ｄ　脚部
 ６５ａ～６５ｄ　脚部
 ６６ａ～６６ｄ　渡り部

【図１】 【図２】



(11) JP 4688663 B2 2011.5.25

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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