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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体の内部に開閉機器とその操作軸が収容され、前記筐体の外部から操作ハンドルを挿
入して前記操作軸を回動させることにより前記開閉機器を入り切りするように構成された
スイッチギヤにおいて、
前記筐体に形成された前記操作ハンドルの挿入口を開閉するシャッタと、
前記操作軸の回動に連動して回動する第１のカムと、
前記シャッタの開閉動作に連動して回動する第２のカムと、
前記開閉機器が「入」又は「切」で前記シャッタが「閉」のとき前記第１のカム及び前記
第２のカムの外周に設けた凹部にラッチを係合させて施錠可能な錠と、
を有するキーインターロック機構を備えたことを特徴とするスイッチギヤ。
【請求項２】
　請求項１記載のスイッチギヤにおいて、
前記開閉機器が「切」で前記シャッタが「閉」のとき、前記第１のカム及び前記第２のカ
ムに設けた前記凹部にラッチを係合させて施錠可能な第１の錠と、
前記開閉機器が「入」で前記シャッタが「閉」のとき、前記第１のカム及び前記第２のカ
ムに設けた前記凹部にラッチを係合させて施錠可能な第２の錠と、
を有することを特徴とするスイッチギヤ。
【請求項３】
　筐体の内部に、電路の「接続」「断路」「接地」を一つの開閉器で行う三点断路器とそ
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の操作軸が収容され、前記筐体の外部から操作ハンドルを挿入して前記操作軸を回動させ
ることにより前記三点断路器を操作するように構成されたスイッチギヤにおいて、
前記筐体に形成された前記操作ハンドルの挿入口を開閉するシャッタと、
前記操作軸の回動に連動して回動する第１のカムと、
前記シャッタの開閉動作に連動して回動する第２のカムと、
前記三点断路器が前記「接続」「断路」「接地」のいずれかの状態にあり、かつ、前記シ
ャッタが「閉」のとき、前記第１のカム及び前記第２のカムの外周に設けた凹部にラッチ
を係合させて施錠可能な３個の錠と、
を有するキーインターロック機構を備えたことを特徴とするスイッチギヤ。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか１項に記載のスイッチギヤにおいて、
前記第１のカムは、前記操作軸の回動に連動して回動するカム軸に固着され、
前記第２のカムは、前記カム軸に回動可能に設けられ、
前記両カムの前記凹部が共にいずれかの前記錠のラッチに対向する位置に来たとき、その
位置にある前記錠が施錠可能に構成されていることを特徴とするスイッチギヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、筐体内に断路器、または接地開閉器等の開閉機器が収容され、開閉機器の
「入」または「切」の状態で施錠するキーインターロック機構を備えたスイッチギヤに関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　スイッチギヤの高圧回路を保守点検する場合には、スイッチギヤから接続されている上
位系統及び下位系統の開閉器を「切」状態にし、かつ、保守点検対象の回路を接地してお
く必要がある。接地状態でないときには回路に残留の電荷が残っている可能性があるため
、充電部への接触や短絡事故が発生する可能性がある。このため、接地開閉器が「接地」
状態で施錠してキーが抜ける構造とすることで、機械的に接地状態でロックしておき、か
つ、この抜けたキーを用いて、この接地開閉器の接地に伴い回路が接地されるスイッチギ
ヤの扉を開くようにすることで、スイッチギヤの回路を保守点検する際に、充電部への接
触や短絡事故の発生を防ぐ構造とする必要がある。
　また、回路が接地されているときに、接地されている回路の開閉器を操作して、回路に
電圧を加えてしまうと、地絡事故をおこしてしまう可能性がある場合は、接地開閉器が「
断路」状態で施錠してキーが抜ける構造とすることで、機械的に断路状態でロックしてお
き、かつ、この抜けたキーを用いて関連する開閉器を操作し、回路に電圧を印加できるよ
うにして、地絡事故の発生を防止する構造とする必要がある。
【０００３】
　上記の問題を解決するため、従来の開閉器のキーインターロック装置として、例えば、
配電盤の同一回路に接続された遮断器と断路器のそれぞれにインターロック用ラッチロッ
ク（施錠機構）が設けられ、このうちの断路器用のインターロックは、断路器操作軸に固
着したカム板の外周に断路器の閉及び開の位置に対応した凹みを設け、ラッチロックのロ
ッドがカム板の凹みに係合可能に配置されている。操作ハンドルで断路器操作軸を回し、
開または閉の位置で施錠することで、ロッドが凹みに係合し、その状態をロックするよう
に構成されている（例えば、特許文献１参照）。
　また、端部に操作ハンドルが着脱自在な角柱部を有し断路器の開閉を操作する操作軸と
、操作軸の角柱部に設けられて角柱部を覆う位置と露出する位置にスライドし操作軸と共
に回動する筒状の操作片と、操作片の周方向の２箇所に設けたピン穴に係合可能な２個の
ロッドピンと、施錠によりロッドピンを押圧する２つの錠前とを備え、断路器の断路状態
と投入状態に対応する操作片の回動位置で、各錠を操作してロッドピンを操作片のピン穴
に係合させると、操作片が角柱部を覆う位置で固定され、操作ハンドルが挿入できないよ
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うに構成されたキーインターロックが開示されている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開昭６１－８４６０９号公報（第４－６頁、第７－８図）
【特許文献２】特開平０２－１９３５０６号公報（第５頁、第３－４図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１のような断路器のインターロック機構では、断路器の操作に連動して動くカ
ム板の凹みにラッチを係合させて断路器の操作をロックしているので、ロックがかかった
状態で、誤って操作ハンドルに過大な力をかけると、カム板とラッチ部が破損する恐れが
あるという問題点があった。
　また、特許文献２のキーインターロックでは、キーインターロックのラッチとなるロッ
ドピンを断路器の操作軸に設けた操作片のピン穴に係合させて断路器の操作をロックし、
同時に断路器操作ハンドルの挿入をロックする構成であるが、ロッドピンや操作片等の部
品点数が増加し、また、部品の設置スペースを広く確保する必要があるという問題点があ
った。
【０００６】
　この発明は、上記のような問題点を解決するためになされたもので、インターロック操
作時に誤って過大な力がかかりインターロック機能を損なう恐れが無く、また、部品点数
が削減できるインターロック機構を備えたスイッチギヤ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】
【０００７】
　この発明に係るスイッチギヤは、筐体の内部に開閉機器とその操作軸が収容され、筐体
の外部から操作ハンドルを挿入して操作軸を回動させることにより開閉機器を入り切りす
るように構成されたスイッチギヤにおいて、筐体に形成された操作ハンドルの挿入口を開
閉するシャッタと、操作軸の回動に連動して回動する第１のカムと、シャッタの開閉動作
に連動して回動する第２のカムと、開閉機器が「入」又は「切」でシャッタが「閉」のと
き第１のカム及び第２のカムの外周に設けた凹部にラッチを係合させて施錠可能な錠と、
を有するキーインターロック機構を備えたものである。
【０００８】
　また、筐体の内部に、電路の「接続」「断路」「接地」を一つの開閉器で行う三点断路
器とその操作軸が収容され、筐体の外部から操作ハンドルを挿入して操作軸を回動させる
ことにより三点断路器を操作するように構成されたスイッチギヤにおいて、筐体に形成さ
れた操作ハンドルの挿入口を開閉するシャッタと、操作軸の回動に連動して回動する第１
のカムと、シャッタの開閉動作に連動して回動する第２のカムと、三点断路器が「接続」
「断路」「接地」のいずれかの状態にあり、かつ、シャッタが「閉」のとき、第１のカム
及び第２のカムの外周に設けた凹部にラッチを係合させて施錠可能な３個の錠と、を有す
るキーインターロック機構を備えたものである。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明のスイッチギヤによれば、操作ハンドルの挿入口を開閉するシャッタと、操作
軸の回動に連動して回動する第１のカムと、シャッタの開閉動作に連動して回動する第２
のカムと、開閉機器が「入」又は「切」でシャッタが「閉」のとき第１のカム及び第２の
カムの外周に設けた凹部にラッチを係合させて施錠可能な錠と、を有するキーインターロ
ック機構を備えたので、特許文献２のような従来技術に比べ、キーインターロック機構を
構成する部品点数が削減でき、低コスト化を図ることができる。
　また、部品点数の削減に伴い、キーインターロックを構成するスペースを縮小すること
ができ、機器の省スペース化を図ることができる。
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　また、開閉機器の操作軸の回動をロックすると共に操作ハンドルの挿入も同時にロック
できるので、操作軸のロック中に誤って操作ハンドルが操作されてインターロックの機能
を損なうことを避けることができる。
【００１０】
　また、操作ハンドルの挿入口を開閉するシャッタと、操作軸の回動に連動して回動する
第１のカムと、シャッタの開閉動作に連動して回動する第２のカムと、三点断路器が「接
続」「断路」「接地」のいずれかの状態にあり、かつ、シャッタが「閉」のとき、第１の
カム及び第２のカムの外周に設けた凹部にラッチを係合させて施錠可能な３個の錠と、を
有するキーインターロック機構を備えたので、三点断路器を有するスイッチギヤにおいて
上記と同様の効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】この発明の実施の形態1によるスイッチギヤの正面図と側面断面図である。
【図２】図１のインターロック機構部を示す正面図と底面図である。
【図３】図２のインターロック機構部を正面右上から見た斜視図である。
【図４】図２のインターロック機構部の第１のカムと第２のカムの詳細図である。
【図５】図２の要部を示す斜視図である。
【図６】図２のシャッタ及び接地開閉器の動作位置とカムの回動位置との関係を示す説明
図である。
【図７】図２の各カムの回動位置と施錠との関係を示す説明図である。
【図８】この発明の実施の形態１によるスイッチギヤの他の実施例を示す、インターロッ
ク機構部のシャッタ及び接地開閉器の動作位置とカムの回動位置の説明図である。
【図９】図８のカムの回動位置と施錠との関係を示す説明図である。
【図１０】この発明の実施の形態２によるスイッチギヤのインターロック機構部のシャッ
タの開閉位置と第２のカムの回動位置との関係を示す説明図である。
【図１１】実施の形態２のインターロック機構部の三点断路器の開閉位置と第１のカムの
回動位置との関係を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
実施の形態１．
　図1は実施の形態１によるスイッチギヤの全体構成を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は
側面断面図である。また図２は、図１のインターロック機構部の拡大図であり、（ａ）は
正面図、（ｂ）はその底面図である。
　先ず図１により実施の形態１によるスイッチギヤの全体構成から説明する。
　金属製の筐体１の内部は複数のコンパートメントに区画されている。前面側の遮断器室
には、引出形の遮断器２が前面側から引き出し可能に収容されており、遮断器室の後壁に
は、上下に所定の間隔を隔てて主回路の断路部３ａ，３ｂが固設され、遮断器２の背面に
突出した接続端子と着脱可能になっている。
【００１３】
　遮断器室の背面側上方は母線室であり、三相の母線４が支持碍子（図示せず）に支持さ
れて配設されており、母線４は、遮断器２の一端側が接続された断路部３ａの主回路端子
と分岐導体５で接続されている。
　遮断器室の背面側の母線室の下方は負荷側のケーブル６が収容されるケーブル室となっ
ており、ケーブル６は、遮断器２の他端側が接続された断路部３ｂの主回路端子と接続導
体７で接続され、その途中には変流器８が貫通して設けられている。更に、断路部３ｂ側
は、接続導体７を介して接地開閉器９が接続されている。そして、この接地開閉器９を開
閉操作する操作軸１０が、接地開閉器９から筐体１の前面側に向けて水平に配設されてお
り、その正面側端部には、操作ハンドル１１が着脱自在な嵌合部が形成されている。
【００１４】
　図１（ａ）に示すように、筐体１の前面側の操作軸１０の位置には、操作ハンドル１１
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を挿入可能なハンドル挿入口１２が設けられており、このハンドル挿入口１２と操作軸１
０の端部との間には、ハンドル挿入口１２を開閉可能なシャッタ１３（詳細は、図２，図
３，図５参照）が設けられている。シャッタ１３が開の状態で、操作ハンドル１１をハン
ドル挿入口１２に挿入し、操作軸１０の端部に嵌合させ、例えば端部に設けた突起１０ａ
（図３参照）と係合させて操作軸１０を回動させることで、接地開閉器９のブレードがス
イングし、接地位置「入」と断路位置「切」を切替操作できるようになっている。
　また、筐体１の前面側には、後述するカムと連動してシャッタ１３の動きと操作軸１０
の回動をロックする第１の錠１４と第２の錠１５が設けられており、これらの部分でキー
インターロック機構が構成されている。
　なお、スイッチギヤの内部構成は、一例を示すものであり、図１に限定しない。
【００１５】
　本願発明は、キーインターロック機構部に特徴を有するので、次に、図２～図５により
キーインターロック機構部について説明する。
　図２（ａ）は、図１（ａ）の第１及び第２の錠１４，１５が設けられた筐体１のフレー
ム部分の拡大図であり、（ｂ）は（ａ）を下方から見た底面図である。
　また、図３は、キーインターロック機構部を正面右上から見た斜視図であり、（ａ）は
シャッタ１３を開いたとき、（ｂ）はシャッタ１３を閉じたときを示している。但し、各
錠の図示は省略している。
【００１６】
　図２，図３に示すように、筐体１内において、操作軸１０の回動に連動してリンクレバ
ー２１により連結されて回動するカム軸１６が、筐体１に支持されて設けられている。カ
ム軸１６の前面側の軸端近傍に、カム軸１６に固着されてカム軸１６と共に回動する第１
のカム１７が設けられ、これとは別に、シャッタ１３の開閉動作に連動して回動する第２
のカム１８が、第１のカム１７に近接してカム軸１６に回動可能に設けられている。シャ
ッタ１３の一端側は第２のカム１８に設けられた係合ピン１９と係合している。
　また、シャッタ１３の他端側には、筐体１に設けたスリット１ａから外側に突出するつ
まみ２０が設けられており、つまみ２０を持って前面側から見て左右方向にスライドさせ
ると、左端では図３（ａ）のようにシャッタ１３が開いて、筐体１正面のハンドル挿入口
１２が開き、右端では図３（ｂ）のようにシャッタ１３によりハンドル挿入口１２が塞が
れるようになっている。
【００１７】
　図４によりカムの形状について説明する。（ａ）はカム軸１６に固着されてカム軸１６
と共に回動する第１のカム１７であり、（ｂ）はその側面図である。第１のカム１７は、
円板状をしてその外周の９０度離れた位置の２箇所に軸心に向かって切り欠かれた凹部１
７ａ，１７ｂが設けられている。なお、図では、凹部１７ａ，１７ｂは１つに繋がった状
態を表示しているが、凹部の大きさによっては、（ｃ）のようなコの字状に切り欠いた凹
部を個別に設けても良い。
　（ｃ）はシャッタ１３の開閉動作に連動して回動する第２のカム１８の正面図、（ｄ）
はその側面図である。第２のカム１８は、円板状をしてその外周の１８０度離れた位置の
２箇所に軸心に向かって切り欠かれた凹部１８ａ，１８ｂが設けられている。そして、外
周近傍の前面側に、シャッタ１３の一端側と係合する係合ピン１９が設けられている。
【００１８】
　図５は、キーインターロック機構部の要部を示す斜視図であり、前面側から見た図であ
る。第１のカム１７と第２のカム１８の径方向の両側に、第１の錠１４と第２の錠１５が
配置されて筐体１側に固定されている。各錠はキー操作で出入するラッチを備えており、
第１の錠１４のラッチ１４ａと第２の錠１５のラッチ１５ａ（図６参照）とを、それぞれ
両カム１７，１８のカム面に向けて対向配置している。第１のカム１７と第２のカム１８
の凹部が共にいずれかのラッチの位置に回動したときに、その位置にある錠のラッチをキ
ー操作により突出させることが可能となっている。すなわち、一方のカムの凹部のみがラ
ッチ位置にあっても、キー操作ができない。
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　第２のカム１８の係合ピン１９は、シャッタ１３の一端部に設けた係合穴１３ａに係合
しており、シャッタ１３の左右の動きに連動して第２のカム１８はカム軸１６を軸心とし
て回動可能となっている。すなわち、第２のカム１８は第１のカム１７と同軸上にあるが
、個別に動作可能となっている。
【００１９】
　次に、図６及び図７によりインターロック機構部の動作について説明する。
　図６は、それぞれのカムの回動位置と各錠の施錠関係を示す図である。（ａ）及び（ｂ
）は、シャッタ１３の開閉位置と第２のカム１８の回動位置の関係を示す図であり、（ａ
）はシャッタ１３を開いているとき、（ｂ）はシャッタ１３を閉じているときを示してい
る。シャッタ１３を開いているときは、いずれの錠１４，１５も施錠できない。また、シ
ャッタ１３が閉じているときは、錠１４，１５を施錠することができる。但し、（ａ）（
ｂ）は、シャッタ１３の位置と錠１４，１５の関係のみを説明する図であり、実際の動作
においては、第１のカム１７との関係で、両錠１４，１５を同時には施錠できない。
　（ｃ）及び（ｄ）は、接地開閉器９の開閉位置と第１のカム１７の回動位置との関係を
示す図であり、（ｃ）は接地開閉器９が「切」のとき、（ｄ）は接地開閉器９が「入」の
ときを示している。接地開閉器９が「切」のときは第１の錠１４が施錠可能であり、接地
開閉器９が「入」のときは第２の錠１５が施錠可能である。
　なお、ここで説明する錠は施錠状態で鍵が抜け、開錠状態では鍵が抜けない錠を使用し
ており、鍵は錠１４と錠１５に対してそれぞれ１個ずつ異なるものを合計２個使用してい
る。しかしながら、インターロックまでは必要とせず単純に接地開閉器９を「入」及び「
切」状態のそれぞれでロックするだけで良いような場合には、錠１４と錠１５について同
じ種類の鍵を用いても良く、鍵も施錠または開錠のいずれの状態でも抜けてよい。
【００２０】
　図７は、第１のカム１７及び第２のカム１８の回動位置と各錠１４，１５の施錠関係を
説明する図であり、前面側から見た状態を示している。第１のカム１７及び第２のカム１
８の外径寸法は略同じであるが、分かりやすいように第１のカム１７を少し小さくし破線
で示している。（ａ）のように、第１のカム１７の凹部１７ａと第２のカム１８の凹部１
８ａが、共に第１の錠１４のラッチ１４ａの対向位置にきたとき、第１の錠１４を施錠す
ることができる。また、（ｂ）のように、第１のカム１７の凹部１７ｂと第２のカム１８
の凹部１８ｂが、共に第２の錠１５のラッチ１５ａの対向位置にきたとき、第２の錠１５
を施錠することができる。
【００２１】
　これを、図６と合わせて説明すれば、接地開閉器９が「切」でシャッタ１３が「閉」の
ときは第１の錠１４のみが施錠でき、接地開閉器９が「入」でシャッタ１３が「閉」のと
きは第２の錠１５のみが施錠できるようになっている。いずれの場合も、シャッタ１３が
開いている時はどちらの錠１４，１５も施錠できず、また、錠１４，１５のいずれかが施
錠されているときは、シャッタ１３を開くことができず、接地開閉器９の操作ができない
ようになっている。
【００２２】
　スイッチギヤの通常の運転状態では、接地開閉器９は断路状態すなわち「切」にあり、
キーインターロック機構は図７（ａ）の状態になっている。この状態からスイッチギヤの
遮断器２を断路状態にして、接地開閉器９を「切」から「入」に切替える場合は、先ず、
第１の錠１４にキーを差し込み解錠することによりシャッタ１３を開くことが可能となる
ので、つまみ２０を持ってシャッタ１３をスライドさせて開く。次に、挿入口１２に操作
ハンドル１１を挿入して操作軸１０を回動させ、接地開閉器９を「入」にする。連動して
カム軸１６と第１のカム１７も回動する。
　次に、操作ハンドル１１を挿入口１２より抜き、シャッタ１３を閉め、第２の錠１５を
施錠する（図７（ｂ））。この状態では、接地開閉器９が「入」の状態でロックされると
共に、シャッタ１３も「閉」でロックされているので、操作ハンドル１１を挿入すること
はできない。したがって、誤って接地開閉器９が切替えられることを防止できる。
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　接地開閉器９を「入」から「切」にするときは、上記と逆の手順となる。
【００２３】
　各錠１４，１５のキー操作は、通常、錠にキーを挿入し、片手でそのキーを回転させる
ことでラッチが動作する。キーの誤操作により、ラッチ操作時に無理に過大な力をかけた
場合、カム軸１６の中心に向かって、ラッチ操作の過大力が加わる。カム軸１６は軸受け
などで強固に固定されているので、キーの誤操作により、多少過大な力が加わっても、破
損に至ることはなく、また、必要に応じカム軸１６の強度アップは容易にできる。
【００２４】
　次に、上記の変形例として他の実施例を説明する。
　これまでに説明した図１から図７においては、第１と第２の２個の錠を用いたものであ
ったが、次に説明するスイッチギヤは、錠が１個の場合である。スイッチギヤの全体構成
は、図１と同等なので、説明は省略する。
　図８は、錠が１個の場合の、スイッチギヤのインターロック機構部のシャッタ及び接地
開閉器の開閉状態とカムの回動位置との関係を示す説明図である。（ａ）（ｂ）はシャッ
タ１３の開閉位置と第２のカム２３との回動位置の関係を示す図であり、（ａ）はシャッ
タ１３が「開」、（ｂ）はシャッタ１３が「閉」のときを示している。（ｃ）（ｄ）は接
地開閉器９の動作位置と第１のカム２２の回動位置との関係を示す図であり、（ｃ）は接
地開閉器９が「入」、（ｄ）は接地開閉器９が「切」のときを示している。また、図９は
、両カムの回動位置と錠の施錠関係を説明する図である。
　なお、ここで説明する錠は施錠状態で鍵が抜け、開錠状態では鍵が抜けない錠を使用し
ており、鍵は錠１４に対して１個使用している。しかしながら、インターロックまでは必
要とせず単純に接地開閉器を「入」または「切」状態のそれぞれでロックするだけで良い
ような場合には、鍵は施錠または開錠のいずれの状態でも抜けてよい。
【００２５】
　シャッタ１３の動きに連動して回動する第２のカム２３は、周方向の１箇所に凹部２３
ａが形成されている。同様に、操作軸１０の回動に連動して回動する第１のカム２２の凹
部２２ａも周方向の１箇所だけに設けられている。両カムの動きをロックする錠は、これ
までに説明した第１の錠に相当する位置に１個だけ設けられている。錠は１個だけである
が、これまでの説明と合わせて、便宜上、第１の錠１４と称することにする。
　図８（ａ）のようにシャッタ１３を開いているときは、第１の錠１４は施錠できない。
また、（ｂ）のようにシャッタ１３を閉じているときは、第２のカム２３の凹部２３ａが
第１の錠１４のラッチ１４ａの位置に回動して第１の錠１４を施錠することができる。
　また、（ｃ）のように接地開閉器９が「入」のときは、凹部２２ａがラッチ１４ａの位
置に回動して第１の錠１４が施錠可能であり、接地開閉器９が「切」のときは（ｄ）のよ
うになり第１の錠１４が施錠できない。
【００２６】
　上記は個別の動作であり、実際は、図９に示すように、第１のカム２２の凹部２２ａと
第２のカム２３の凹部２３ａが、共に第１の錠１４のラッチ１４ａの対向位置にきたとき
のみ、第１の錠１４を施錠することができる。
　すなわち、接地開閉器９が「入」でシャッタ１３が「閉」のときに第１の錠１４を施錠
できるようになっている。シャッタ１３が開いている時は第１の錠１４を施錠できず、ま
た、第１の錠１４が施錠されているときはシャッタ１３を開くことができないので接地開
閉器９の操作はできない。
【００２７】
　このように、カムを施錠する錠が１個の場合でも、接地開閉器が「入」、すなわち接地
された状態で、キーを抜くことで、保守点検時の接地条件下での作業時に、抜いたキーを
用いて、スイッチギヤ内に侵入できるインターロックを組めば、確実に接地をし、かつ接
地状態を保持できる。
【００２８】
　なお、図８，９では、接地開閉器９が「入」のときに施錠するようにしたものであるが
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、第１のカム２２の凹部２２ａの位置を変えて、接地開閉器９が「切」のときに施錠でき
るようにすることも可能である。
【００２９】
　また、以上までの説明では、両カムを取り付けているカム軸１６は、接地開閉器９の操
作軸１０とは別に設けたものとしたが、接地開閉器９の操作軸１０に直接カムを取り付け
て、キーインターロックを構成してもかまわない。その場合はカム軸が不要となり、更に
省スペースが可能となる。
　また、これまでの説明では、インターロックの対象となる開閉機器を接地開閉器とした
が、これに限定するものではなく、スイッチギヤに収容されて手動操作される開閉機器で
あれば、例えば、断路器等にも適用できる。
【００３０】
　以上のように、実施の形態１のスイッチギヤによれば、筐体の内部に開閉機器とその操
作軸が収容され、筐体の外部から操作ハンドルを挿入して操作軸を回動させることにより
開閉機器を入り切りするように構成されたスイッチギヤにおいて、筐体に形成された操作
ハンドルの挿入口を開閉するシャッタと、操作軸の回動に連動して回動する第１のカムと
、シャッタの開閉動作に連動して回動する第２のカムと、開閉機器が「入」又は「切」で
シャッタが「閉」のとき第１のカム及び第２のカムの外周に設けた凹部にラッチを係合さ
せて施錠可能な錠と、を有するキーインターロック機構を備えたので、特許文献２のよう
な従来技術に比べ、キーインターロック機構を構成する部品点数が削減でき、低コスト化
を図ることができる。
　また、部品点数の削減に伴い、キーインターロックを構成するスペースを縮小すること
ができ、機器の省スペース化を図ることができる。
　また、開閉機器の操作軸の回動をロックすると共に操作ハンドルの挿入も同時にロック
できるので、操作軸のロック中に誤って操作ハンドルが操作されてインターロックの機能
を損なうことを避けることができる。
【００３１】
　また、開閉機器が「切」でシャッタが「閉」のとき、第１のカム及び第２のカムに設け
た凹部にラッチを係合させて施錠可能な第１の錠と、開閉機器が「入」でシャッタが「閉
」のとき、第１のカム及び第２のカムに設けた凹部にラッチを係合させて施錠可能な第２
の錠と、を有するようにしたので、開閉機器が「切」の状態と「入」の状態のそれぞれで
インターロックでき、上記の効果を得ることができる。
【００３２】
実施の形態２．
　図１０は、実施の形態２によるスイッチギヤのインターロック機構部のシャッタの開閉
位置とカムの回動位置との関係を示す説明図である。（ａ）はシャッタが「開」のとき、
（ｂ）はシャッタが「閉」のときを示している。また、図１１は、インターロック機構部
の開閉機器の開閉位置とカムの回動位置との関係を示す説明図である。（ａ）は次に説明
する断路器が「接地」のとき、（ｂ）は断路器が「断路」のとき、（ｃ）は断路器が「接
続」のときを示している。スイッチギヤの全体構成は、実施の形態１の図１と同等なので
、説明は省略する。
　本実施の形態では、インターロックの対象となる開閉機器は三点断路器の場合である。
すなわち、ブレードの位置によって、電路の「接続」「断路」「接地」を一つの開閉器で
行うことのできる断路器である。
　三点断路器の操作軸に連動して回動するカム軸に設けられてカム軸と共に回動する第１
のカムと、シャッタの開閉に連動して回動する第２のカムを有する機構部は、実施の形態
１と同様である。なお、実施の形態１と同等部分は同一符号を付して詳細な説明は省略す
る。
【００３３】
　図１０に示すように、カムの回動をロックする錠は、実施の形態１と同様の第１の錠１
４及び第２の錠１５に加えて、その中間部に第３の錠２４を備えている。
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　シャッタ１３の左右の動きに連動して回動する第２のカム２６は、周方向に９０度離れ
た位置の３箇所に凹部２６ａ～２６ｃを有し、それに対応可能なように第１の錠１４，第
２の錠１５，及び第３の錠２４が３箇所に設けられている。
　シャッタ１３が「開」のときは、凹部２６ａ～２６ｃの位置は（ａ）のような位置にあ
り、いずれの錠１４，１５，２４も施錠することができない。シャッタ１３が「閉」のと
きのみ（ｂ）のように施錠できるようになっている。但し、次に説明する第１のカム２５
との関係で、実際には、いずれかの錠しか施錠できない。
【００３４】
　図１１に示すように、三点断路器が「接地」状態にある（ａ）のときは、三点断路器の
駆動軸１０に連動して第１のカム２５が回動し、第１のカム２５の凹部２５ａが第１の錠
１４の位置に来る。同様に、「断路」状態の（ｂ）のときは、凹部２５ａが第３の錠２４
の位置に回動し、「接続」状態の（ｃ）のときは、凹部２５ａが第２の錠１５の位置に回
動し、それらの各位置に対応する錠が施錠可能となる。
　したがって、シャッタ１３が「閉」で第１のカム２５が図１１のいずれかの位置にある
ときは、対応する位置にある錠を施錠することで、操作ハンドル１１をハンドル挿入口１
２に挿入できないので、三点断路器の開閉動作をロックすることができる。
【００３５】
　以上のように、実施の形態２のスイッチギヤによれば、筐体の内部に、電路の「接続」
「断路」「接地」を一つの開閉器で行う三点断路器とその操作軸が収容され、筐体の外部
から操作ハンドルを挿入して操作軸を回動させることにより三点断路器を操作するように
構成されたスイッチギヤにおいて、筐体に形成された操作ハンドルの挿入口を開閉するシ
ャッタと、操作軸の回動に連動して回動する第１のカムと、シャッタの開閉動作に連動し
て回動する第２のカムと、三点断路器が「接続」「断路」「接地」のいずれかの状態にあ
り、かつ、シャッタが「閉」のとき、第１のカム及び第２のカムの外周に設けた凹部にラ
ッチを係合させて施錠可能な３個の錠と、を有するキーインターロック機構を備えたので
、三点断路器を有するスイッチギヤにおいて、三点断路器の「接続」「断路」「接地」の
それぞれの状態を容易に施錠でき、かつ実施の形態１と同様の効果を得ることができる。
　なお、ここで説明した錠は施錠状態で鍵が抜け、開錠状態では鍵が抜けない錠を使用し
ており、鍵は錠１４、錠１５及び錠２４に対してそれぞれ１個ずつ異なるものを合計３個
使用している。しかしながら、インターロックまでは必要とせず単純に三点断路器を「接
続」「断路」「接地」状態のそれぞれでロックするだけで良いような場合には、錠１４、
錠１５及び錠２４について同じ種類の鍵を用いても良く、鍵も施錠または開錠のいずれの
状態でも抜けてよい。
【００３６】
　また、実施の形態１のような開閉機器、又は実施の形態２のような断路器が収容された
スイッチギヤにおいて、第１のカムは、操作軸の回動に連動して回動するカム軸に固着さ
れ、第２のカムは、カム軸に回動可能に設けられ、両カムの凹部が共にいずれかの錠のラ
ッチに対向する位置に来たとき、その位置にある錠が施錠可能に構成されているので、両
カムを同一の軸上に配置したことでキーインターロック機構をコンパクトにまとめられ、
設置スペースを効果的に縮小化できる。
【００３７】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせたり、
各実施の形態を適宜、変形、省略したりすることが可能である。
【符号の説明】
【００３８】
１　筐体、１ａ　スリット、２　遮断器、３ａ，３ｂ　断路部、４　母線、
５　分岐導体、６　ケーブル、７　接続導体、８　変流器、
９　接地開閉器、１０　操作軸、１０ａ　突起、１１　操作ハンドル、
１２　ハンドル挿入口、１３　シャッタ、１３ａ　係合穴、
１４　第１の錠、１４ａ，１５ａ，２４ａ　ラッチ、１５　第２の錠、
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１６　カム軸、１７，２２，２５　第１のカム、１７ａ，１７ｂ，
１８ａ，１８ｂ，２２ａ，２３ａ，２５ａ，２６ａ～２６ｃ　凹部、
１８，２３，２６　第２のカム、１９　係合ピン、２０　つまみ、
２１　リンクレバー、２４　第３の錠。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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