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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  配電線を楔型引留めクランプによって碍子を介して支持物に引き留める電線引留め方式
において、
  前記配電線を引き寄せるレバーを有して一端を該配電線に固定するシメラークランプと
、
  前記碍子を介して一端を前記支持物に上下方向回動自在に連結し他端を前記配電線にク
ランプして固定する楔型引留めクランプと、
  一端を前記シメラークランプに着脱可能に連結するとともに他端を前記楔型引留めクラ
ンプに着脱可能に取り付け、前記シメラークランプが前記配電線を引き寄せる操作に連動
して前記楔型引留めクランプを前記配電線側に回動させて引き寄せる引き手アタッチメン
トと、
  を用いることを特徴とする電線引き留め方式。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電線引き留め方式に関するものであり、特に、電線を電柱等の支持物に引留め
る電線引き留め方式に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、電線を電柱等の支持部発に引き留める電線引き留め構造は、例えば特許文献１等
で知られている。
【０００３】
　特許文献１で知られる従来の電線引き留め構造は、楔形引留めクランプを配電線に取り
付け、さらに支持碍子を介して電柱等の支持物の腕金に支持されるようになっている。
【０００４】
　その配電線を楔型引留めクランプと支持碍子を介して支持物に引き留める、従来におけ
る電線引留め方式の一例を、図６を用いて説明する。同図に示す電線引留め方式では、配
電線５１を引き寄せる配線引き寄せレバー５２を備えるシメラークランプ５３と、一端を
電柱等の支持物(図示せず)の腕金５５に支持碍子５４を介して連結し他端を前記配電線５
１にクランプして固定する引留めクランプ５６を用いてなる。
【０００５】
　この電線引留め方式では、前記引留めクランプ５６は、配電線５１にクランプする前、
前記支持碍子５４と共に自重で下側に回動され、同図中に符号Ｄで示す位置まで垂れ下が
った状態で保持されている。
【０００６】
　そして、電線引き留め作業を行う場合、作業者Ｍは高所作業車等のアームバケット１０
０に乗り、高所作業位置において例えば次の手順で施工作業を行う。
【０００７】
  (１)まず、シメラークランプ５３の一端部５３ａ側を配電線５１に把持させて固定する
とともに、他端５３ｂに設けた伸縮可能な連結部材５８を前記腕金５５に連結した状態と
し、その後、前記配線引き寄せレバー５２を往復揺動操作して該連結部材５８の長さを狭
めることにより、配電線５１を腕金５５側へ所定の位置まで引き寄せる。
【０００８】
　(２)次いで、垂れ下がった状態にある前記引留めクランプ５６及び前記支持碍子５４を
同時に、作業者Ｍが上側へ担いで略水平状態まで持ち上げ、その水平位置で引留めクラン
プ５６のクランプ部５７を配電線５１の所定の位置に把持して固定する。
【０００９】
　(３)その後、前記シメラークランプ５３を前記敷設済みの配電線５１及び前記腕金５５
から各々取り外すと作業が完了し、配電線５１は所定の状態で引き留められる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００３－２２４９２３号公報。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、従来の電線引留め方式では、高所位置において、作業者が垂れ下がった
状態にある、しかも比較的大きな重量を有した支持碍子５４と共に引留めクランプ５６を
担いで水平状態まで持ち上げ、引留めクランプ５６のクランプ部５７を配電線５１の所定
の位置に把持して固定する必要がある。このため、作業者Ｍに重労働を強いることになり
、改善が望まれていた。
【００１２】
　そこで、配電線の引き寄せ作業と同時に引留めクランプ及び支持金具を容易に所定の位
置まで回動させて、その引留めクランプを配電線に把持固定させることができるようにす
るために解決すべき技術的課題が生じてくるのであり、本発明はこの課題を解決すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
  本発明は上記目的を達成するために提案されたものであり、請求項１記載の発明は、配
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電線を楔型引留めクランプによって碍子を介して支持物に引き留める電線引留め方式にお
いて、前記配電線を引き寄せるレバーを有して一端を該配電線に固定するシメラークラン
プと、前記碍子を介して一端を前記支持物に上下方向回動自在に連結し他端を前記配電線
にクランプして固定する楔型引留めクランプと、一端を前記シメラークランプに着脱可能
に連結するとともに他端を前記楔型引留めクランプに着脱可能に取り付け、前記シメラー
クランプが前記配電線を引き寄せる操作に連動して前記楔型引留めクランプを前記配電線
側に回動させて引き寄せる引き手アタッチメントと、を用いる電線引き留め方式を提供す
る。
【００１４】
  この方式によれば、配電線引き寄せレバーが配電線を引き寄せる操作に連動して、楔型
引留めクランプが碍子と共に所定の位置まで回動されて該配電線に近づく。そして、その
配電線に近づいた所定の位置で、楔型引留めクランプを配電線に把持させて固定すること
ができる。また、この電線引き寄せレバーの配電線を引き寄せる回動操作は、配電線引き
寄せレバーを用いたテコ作業による操作となるので、楔型引留めクランプ及び碍子を小さ
な力で容易に操作することができる。
【発明の効果】
【００１９】
  請求項１記載の発明は、配電線を引き寄せる配電線引き寄せレバーを往復回動操作する
と、配電線の引き寄せと同時に楔型引留めクランプを配電線側の所定の位置まで碍子と共
に回動させ、その所定の位置で楔型引留めクランプを配電線に把持させることができるの
で、小さな力で引留めランプ及び碍子を所定の位置まで回動させて取り付けることができ
る。これにより、作業性の向上が期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態による電線引き留め方式の一実施例を示す側面図で、(ａ)は引
き寄せ途中の状態を示す図、（ｂ）引き寄せ終了時の状態を示す図。
【図２】本実施例における引き手アタッチメントを取り付けた引留めクランプを示す側面
図。
【図３】本実施例における引留めクランプの側面図。
【図４】図３のＡ－Ａ拡大断面図。
【図５】本実施例における引き手アタッチメントの斜視図で、（ａ）は締め付け前の図、
（ｂ）は締め付け時の図。
【図６】従来の電線引き留め方式の一例を示す側面図で、(ａ)は引き寄せ途中の状態を示
す図、（ｂ）は引き寄せ終了時の状態を示す図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
  本発明は配電線の引き寄せ作業と同時に引留めクランプ及び支持金具を容易に所定の位
置まで回動させて、その引留めクランプを配電線に把持固定させることができるようにす
るという目的を達成するために、配電線を楔型引留めクランプによって碍子を介して支持
物に引き留める電線引留め方式において、前記配電線を引き寄せるレバーを有して一端を
該配電線に固定するシメラークランプと、前記碍子を介して一端を前記支持物に上下方向
回動自在に連結し他端を前記配電線にクランプして固定する楔型引留めクランプと、一端
を前記シメラークランプに着脱可能に連結するとともに他端を前記楔型引留めクランプに
着脱可能に取り付け、前記シメラークランプが前記配電線を引き寄せる操作に連動して前
記楔型引留めクランプを前記配電線側に回動させて引き寄せる引き手アタッチメントと、
を用いることにより実現した。
【００２４】
　以下、図面により本発明の実施形態による電線引き留め方式の好適な実施例について詳
細に説明する。
【実施例】
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【００２５】
　図１は本発明による電線引き留め方式の一実施例を示す側面図である。同図において、
この電線引留め方式は、配電線１１を引き寄せる配線引き寄せレバー１２を備えるシメラ
ークランプ１３と、一端を電柱等の支持物(図示せず)の腕金１５に支持碍子１４を介して
連結し他端を配電線１１にクランプして固定する引留めクランプ１６と、該引留めクラン
プ１６に着脱可能に取り付ける引き手アタッチメント１７等を用いてなる。
【００２６】
  図１は本発明による電線引き留め方式の一実施例を示す側面図である。同図において、
この電線引留め方式は、配電線１１を引き寄せる配線引き寄せレバー１２を備えるシメラ
ークランプ１３と、一端を電柱等の支持物(図示せず)の腕金１５に支持碍子１４を介して
連結し他端を配電線１１にクランプして固定する楔型引留めクランプとしての引留めクラ
ンプ１６と、該引留めクランプ１６に着脱可能に取り付ける引き手アタッチメント１７等
を用いてなる。
【００２７】
　そして、電引き留め作業を行う場合、作業者Ｍは高所作業車等のアームバケット１００
に乗り、高所作業位置において例えば次の手順で施工作業を行う。
【００２８】
　(１)まず、前記シメラークランプ１３の一端部１３ａを配電線１１に把持させて固定す
るとともに、他端１３ｂ側に設けた伸縮可能な連結部材２８に取り付けてなるフック材３
０のフック３０ａを前記引き手アタッチメント１７の係合孔２０に係合させて、該引き手
アタッッチメント１７を介して該シメラークランプ１３と該引留めクランプ１６とを連結
する。なお、前記連結部材２８は、前記配線引き寄せレバー１２を往復揺動旋回させると
、該連結部材２８のリング径が徐々に小さくされて該連結部材２８の実効長さが徐々に短
くなるように調整され、これにより前記シメラークランプ１３と前記引留めクランプ１６
間の距離を狭めることができるようになっている。
【００２９】
　(２)次いで、前記配線引き寄せレバー１２を作業者が往復揺動旋回させると、前記シメ
ラークランプ１３と前記引留めクランプ１６の間の前記距離が狭まり、これにより配電線
１１が引き寄せられると同時に、前記引き手アタッチメント１７と前記引留めクランプ１
６も互いに近づき合い、前記引留めクランプ１６及び前記引き手アタッチメント１７が前
記支持碍子１４と共に上側に図１中符号Ｕで示す位置まで回動され、水平状態にされる。
また、この水平状態では、前記引留めクランプ１６は配電線１１に近づく。そして、この
状態で前記引留めクランプ１６を配電線１１の所定の位置に把持させて固定する。同図１
の（ｂ）はこの状態を示している。
【００３０】
　(３)その後、前記連結部材２８に取り付けている前記フック材３０の前記フック３０ａ
を前記引き手アタッチメント１７の前記係合孔２０から外し、かつ前記シメラークランプ
１３を配電線１１及び前記腕金１５から取り外すと、作業が完了し、配電線１１は所定の
状態で引き留められる。
【００３１】
　したがって、この電線引き留め方式によれば、配電線１１を引き寄せる前記配電線引き
寄せレバー１２の往復回動操作に連動して、前記引留めクランプ１６が前記支持碍子１４
と共に所定の位置まで持ち上げ回動され、その所定の位置において前記引留めクランプ１
６を配電線１１に把持させることができる。そして、この電線引き寄せレバー１２の回動
操作は、テコ作業による操作となるので、小さな力で前記引留めクランプ１６及び前記支
持碍子１４を所定の位置まで容易に回動させることができる。これにより、作業性の向上
が期待できる。
【００３２】
　図２は、本実施例における前記引留めクランプ１６及び前記引き手アタッチメント１７
のより具体的な一構造例を示すもので、図２は前記引き手アタッチメント１７を取り付け
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た前記引留めクランプ１６の側面図、図３は前記引き手アタッチメント１７を取り付け前
の状態で示す前記引留めクランプ１６の側面図、図４は図３のＡ－Ａ断面図、図５は前記
引き手アタッチメント１７の斜視図である。
【００３３】
　前記引留めクランプ１６は、楔側連結方式であり、前記支持碍子１４に連結される楔１
８と、この楔１８に前記支持碍子１４側から嵌合して該楔１８との間の配電線１１を把持
する引留めクランプ本体１９とからなっている。
【００３４】
　前記楔１８は、図４に示すように、上面側に配電線１１を収容する電線収容溝１８ａを
有するとともに、下面側に突出形状のガイド部１８ｂを有し、このガイド部１８ｂの両側
に摺接面１８ｃを各々有している。また、該楔１８の後端側には、軸状をしたアタッチメ
ント取付部１８ｄを突設させ、アタッチメント取付部１８ｄの後端側に前記支持碍子１４
と連結される取付孔２７を有する連結片１８ｅが形成されている。
【００３５】
　前記楔１８を収容する前記引留めクランプ本体１９は、図４に示すように、下部の左右
に前記楔１８の前記摺接面１８ｃと接触する内向き延出部１９ａを各々設けて、中央が開
口されてなる部分開口中空状体であり、上部の内面に電線収容溝１９ｂを持つ。なお、前
記電線収容溝１９ｂの表面には、配電線１１との間の滑りを防ぐためのセレイション（図
示せず）を形成しており、これにより前記引留めクランプ本体１９を配電線１１と一体化
させ、前記引留めクランプ本体１９及び配電線１１に対して前記楔１８のみが滑って、楔
作用が確保されるようにしている。
【００３６】
　したがって、このように構成された楔式の引留めクランプ１６では、配電線１１の所定
の位置において、前記電線収容溝１８ａに配電線１１を収容するとともに、この配電線１
１を挟んで、その反対側において、前記支持碍子１４側から前記引留めクランプ本体１９
を前記楔１８に嵌合させると、配電線１１を把持して固定することができる。なお、図３
及び図４中、符号２５は、前記楔１８に嵌合された前記引留めクランプ本体１９が抜け出
るのを防止するストッパーピンであり、該ストッパーピン２５は前記引留めクランプ本体
１９を取り付けた後に、楔１８に挿入して取り付けられる。
【００３７】
　前記引き手アタッチメント１７は、ネジ結合方式であり、前記シメラークランプ１３と
連結可能な引き手アーム２１を有するアタッチメントクランプ本体部１７ａと、前記楔１
８の前記アタッチメント取付部１８ｄを挟んで該アタッチメントクランプ本体部１７ａと
対向配置され、該アタッチメント取付部１８ｄを該アタッチメントクランプ本体部１７ａ
と共に把持する可動クランプ部１７ｂと、前記アタッチメントクランプ本体部１７ａの下
端基部２４を上下に貫通して回転可能に取り付けられた締め付けボルト１７ｃを備えてい
る。
【００３８】
　前記アタッチメントクランプ本体部１７ａは、上部が下向きＵ字状に形成され、そのＵ
字溝２３内に前記アタッチメント取付部１８ｄを収容に可能になっている。そのアタッチ
メント取付部１８ｄと対向している前記下端基部２４には、図２に示すようにネジ孔２６
が上下方向に貫通して形成されており、また該下端基部２４の側面には前記引き手アーム
２１が突設されている。
【００３９】
　前記可動クランプ部１７ｂは、上面側にアタッチメント取付部１８ｄを受ける収容溝２
９を有し、下面側は前記締め付けボルト１７ｃの上端部と回転可能に連結されている。
【００４０】
　前記締め付けボルト１７ｃは、前記アタッチメントクランプ本体部１７ａに設けられた
ネジ孔２６に螺合されて回転可能に取り付けられており、下端側には摘み２２が設けられ
ている。
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【００４１】
　したがって、このように構成された前記引き手アタッチメント１７は、前記引留めクラ
ンプ１６の前記アタッチメント取付部１８ｄにおいて、前記摘み２２を摘んで前記締め付
けボルト１７ｃを緩み方向に回転させると、前記可動クランプ部１７ｂが図５（ａ）に示
すように下側に移動し、前記アタッチメントクランプ本体部１７ａと前記可動クランプ部
１７ｂの間に前記アタッチメント取付部１８ｄを収容可能な隙間が設けられる。そして、
この状態でＵ字溝２３にアタッチメント取付部１８ｄを収容する。
【００４２】
　次いで、前記締め付けボルト１７ｃを締め方向に回転させると、前記可動クランプ１７
ｂが図５（ｂ）に示すように上側に移動する。そして、この移動により前記アタッチメン
トクランプ本体部１７ａと前記可動クランプ部１７ｂとの間に収容された前記アタッチメ
ント取付部１８ｄが把持され、前記引き手アタッチメント１７を前記引留めクランプ１６
の前記アタッチメント取付部１８ｄに固定することができる。
【００４３】
　反対に、前記引き手アタッチメント１７を前記引留めクランプ１６から取り外す場合は
、前記締め付けボルト１４ｃを緩み方向に回転させ、前記アタッチメントクランプ本体部
１７ａと前記可動クランプ部１７ｂの間を大きく離して隙間を作る。そして、その隙間を
利用すると、前記引き手アタッチメント１７を前記引留めクランプ１６から取り外すこと
ができる。
【００４４】
　なお、本発明は、本発明の精神を逸脱しない限り種々の改変を為すことができ、そして
、本発明が該改変されたものに及ぶことは当然である。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明は電線を電柱等の支持物に引き留める方式以外の、例えばケーブルを敷設する装
置等にも応用できる。
【符号の説明】
【００４６】
１１　　　配電線
１２　　　配線引き寄せレバー
１３　　　シメラークランプ
１４　　　支持碍子
１５　　　腕金
１６　　　引留めクランプ
１７　　　引き手アタッチメント
１７ａ　　アタッチメントクランプ本体部
１７ｂ　　可動クランプ部
１７ｃ　　締め付けボルト
１８　　　楔
１８ａ　　電線収容溝
１８ｂ　　ガイド部
１８ｃ　　摺接面
１８ｄ　　アタッチメント取付部
１８ｅ　　連結片
１９　　　引留めクランプ本体
１９ａ　　内向き延出部
１９ｂ　　電線収容溝
２０　　　取付孔
２１　　　引き手アーム
２２　　　摘み
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２３　　　Ｕ字溝
２４　　　下端基部
２５　　　ストッパーピン
２６　　　ネジ孔
２８　　　連結部材
２９　　　収容溝
３０　　　フック材
３０ａ　　フック

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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