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(57)【要約】
【課題】作業者等が誤ってシャッターを移動させにくく
し、作業者等の誤った動作に起因する感電事故を防止で
きるようにする。
【解決手段】駆動軸５は、特定の作業者が操作ハンドル
４を自力で回動操作することにより回転させられる。駆
動軸５の回転運動は、ウォーム２４及びウォームラック
２５で往復運動に変換して遮断器３を移動させると共に
、複数のベベルギヤ６，８，１０，１２を介してシャッ
ター用操作軸１１に伝達され、シャッター用操作軸１１
が遮断器３の移動に連動して回転させられる。シャッタ
ー用操作軸１１が回転させられると、シャッター用操作
軸１１の雄ねじ１４と噛み合う雌ねじ１５が形成された
シャッター１３のスライダ部１６は、シャッター用操作
軸１１に沿ってスライド移動させられ、シャッター１３
が開閉させられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遮断器をスイッチギヤ本体内の所定位置まで入れる動作に連動して、前記スイッチギヤ
本体内の母線充電部を覆っていたシャッターを開き、前記母線充電部を露出させる一方、
前記遮断器を前記スイッチギヤ本体内の前記所定位置から引き出す動作に連動して、前記
スイッチギヤ本体内の前記母線充電部を前記シャッターで覆うようになっているスイッチ
ギヤのシャッター開閉機構において、
　前記遮断器が前記スイッチギヤ本体内に出し入れされる方向を前後方向とし、前記前後
方向の前記所定位置側を後方側とすると、前記前後方向に沿って延びる駆動軸が前記スイ
ッチギヤ本体の下部に回転自在に支持され、
　前記駆動軸の後方側である他端側には、第１ベベルギヤが固定され、
　前記駆動軸の一端側には、前記駆動軸を回転させる操作ハンドルが着脱可能に取り付け
られ、
　前記駆動軸の前記一端側と前記他端側の間には、ウォームが固定され、
　前記遮断器の下部には、前記ウォームと噛み合うウォームラックが固定され、
　前記スイッチギヤ本体の下部で且つ前記後方側には、前記駆動軸と直交する被動軸が回
転自在に支持され、
　前記被動軸の軸方向中間部には、前記第１ベベルギヤと噛み合う第２ベベルギヤが固定
され、
　前記被動軸の軸方向両端部には、それぞれシャッター用駆動ベベルギヤが固定され、
　前記スイッチギヤ本体内で且つ前記被動軸の軸方向両端部側には、前記スイッチギヤ本
体の上下方向に沿って延び且つ前記被動軸に直交するシャッター用操作軸がそれぞれ回転
自在に支持され、
　前記シャッター用操作軸の一端には、前記シャッター用駆動ベベルギヤと噛み合うシャ
ッター用被動ベベルギヤが固定され、
　前記被動軸の軸方向両端部側にそれぞれ位置する前記シャッター用操作軸には、前記シ
ャッターがスライド移動できるように掛け渡され、
　前記シャッターは、前記シャッター用操作軸にスライド移動可能に係合されるスライダ
部が形成されると共に、前記シャッター用操作軸の雄ねじに螺合される雌ねじが前記スラ
イダ部に形成され、
　前記操作ハンドルが回動操作されると、前記駆動軸が回転させられ、前記駆動軸のウォ
ームによって前記ウォームラックが前記駆動軸に沿って移動させられることにより、前記
遮断器が前記前後方向へ移動させられると共に、前記駆動軸の回転が前記第１ベベルギヤ
，前記第２ベベルギヤ，前記シャッター用駆動ベベルギヤ及び前記シャッター用被動ベベ
ルギヤを介して前記シャッター用操作軸に伝達され、前記シャッター用操作軸の回転に伴
って前記シャッターが上下動させられ、前記遮断器が前記所定位置に向けて移動させられ
ると、前記シャッターが前記遮断器の動きに連動して前記母線充電部を露出させ、前記遮
断器が前記所定位置から移動させられると、前記シャッターが前記遮断器の動きに連動し
て前記母線充電部を覆うようになっている、
　ことを特徴とするスイッチギヤのシャッター開閉機構。
【請求項２】
　前記第２ベベルギヤは、前記被動軸の軸方向中央に固定された、
　ことを特徴とする請求項１に記載のスイッチギヤのシャッター開閉機構。
【請求項３】
　前記操作ハンドルは、前記駆動軸の一端側に差し込まれる軸穴を有し、
　前記軸穴は、前記駆動軸の一端側に設けられた回り止め突起に係合される回り止め溝を
有する、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載のスイッチギヤのシャッター開閉機構。
【請求項４】
　前記操作ハンドルには、ロックピンを挿入するロックピン挿入穴が形成され、
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　前記スイッチギヤ本体のうちの前記駆動軸の一端側に位置する部分には、前記ロックピ
ン挿入穴に挿入されたロックピンの先端側が嵌合される操作ハンドル固定穴が形成され、
　前記操作ハンドルが前記駆動軸の一端側に着脱可能に取り付けられた状態で、前記ロッ
クピン挿入穴に前記ロックピンを挿入すると共に前記ロックピンの先端側を前記操作ハン
ドル固定穴に係合することにより、前記操作ハンドルを前記スイッチギヤ本体に対して回
り止めする、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載のスイッチギヤのシャッター開閉機
構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、遮断器をスイッチギヤ本体内の所定位置まで入れる動作に連動して、スイ
ッチギヤ本体内の母線充電部を覆っていたシャッターを開き、遮断器をスイッチギヤ本体
内の所定位置から引き出す動作に連動して、スイッチギヤ本体内の母線充電部をシャッタ
ーで覆うようになっているスイッチギヤのシャッター開閉機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　（第１従来技術）
　従来から、スイッチギヤは、遮断器がスイッチギヤ本体内の所定位置（遮断器の接触子
が母線充電部に接続される位置）から引き出し方向へ移動させられると、遮断器の接触子
とスイッチギヤ本体内の母線充電部との接続状態が解除され、高圧配電線が遮断されるよ
うになっている。この際、スイッチギヤは、母線充電部が露出することになるが、母線充
電部が露出した状態のままであると、作業者等（作業者及び作業者以外の第三者）が露出
した母線充電部に接触して感電する虞がある。
【０００３】
　そこで、図５に示すように、従来のスイッチギヤ１００は、遮断器１０１をスイッチギ
ヤ本体１０２内の所定位置に押し込む動作でリンク機構１０３が揺動操作され、リンク機
構１０３に接続されたシャッター１０４が開き、母線充電部１０５が露出させられて、遮
断器１０１の接触子１０６を母線充電部１０５に接続できるようになっている。なお、リ
ンク機構１０３の揺動アーム１０７は、一端が支持ピン１０８でスイッチギヤ本体１０２
に揺動できるように支持されており、他端がシャッター１０４に接続されている。そして
、このリンク機構１０３は、揺動アーム１０７が遮断器１０１の操作ピン１１０によって
押し上げられない限り、シャッター１０４を自重で閉じ位置に保持するようになっている
（特許文献１参照）。
【０００４】
　しかしながら、従来のスイッチギヤ１００は、遮断器１０１がスイッチギヤ本体１０２
内から引き出された状態において、シャッター１０４が母線充電部１０５を覆う位置に自
重で保持され、リンク機構１０３が遮断器１０１から離脱した状態にある（図５（ａ）参
照）。そのため、従来のスイッチギヤ１００は、遮断器１０１がスイッチギヤ本体１０２
内から引き出された状態において、作業者等がリンク機構１０３を自由に揺動操作するこ
とができ、母線充電部１０５を覆っていたシャッター１０４を作業者等が誤って移動させ
てしまい、作業者等が露出した母線充電部１０５に接触して感電する虞があった。
【０００５】
　　（第２従来技術）
　このような従来のスイッチギヤの不具合を解消するために、シャッターが母線充電部を
覆う位置において、シャッターに接続されたリンク機構を電動ロック機構で固定するスイ
ッチギヤが開発された（特許文献２、３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特開２００６－４２５０３号公報
【特許文献２】特開２０１１－２０００７５号公報
【特許文献３】特開２０１１－２０００７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、第２従来技術は、電動ロック機構の通電制御用の制御回路が故障するか
又は停電になると、リンク機構を電動ロック機構で固定できなくなり、シャッターを閉じ
位置（母線充電部を覆う位置）に確実に固定することができなくなるため、第１従来技術
と同様の問題が生じる。
【０００８】
　そこで、本発明は、シャッターを遮断器の移動に連動させることができると共に、作業
者等が誤ってシャッターを移動させにくくすることができ、作業者等の誤った動作に起因
する感電事故を防止できるスイッチギヤのシャッター開閉機構を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、図１乃至図４に示すように、遮断器３をスイッチギヤ本体１７内の所定位置
まで入れる動作に連動して、前記スイッチギヤ本体１７内の母線充電部２１を覆っていた
シャッター１３を開き、前記母線充電部２１を露出させる一方、前記遮断器３を前記スイ
ッチギヤ本体１７内の前記所定位置から引き出す動作に連動して、前記スイッチギヤ本体
１７内の前記母線充電部２１を前記シャッター１３で覆うようになっているスイッチギヤ
１のシャッター開閉機構２に関するものである。本発明において、前記遮断器３が前記ス
イッチギヤ本体１７内に出し入れされる方向を前後方向とし、前記前後方向の前記所定位
置側を後方側とすると、前記前後方向に沿って延びる駆動軸５が前記スイッチギヤ本体１
７の下部に回転自在に支持されている。また、前記駆動軸５の後方側である他端側には、
第１ベベルギヤ６が固定されている。また、前記駆動軸５の一端側には、前記駆動軸５を
回転させる操作ハンドル４が着脱可能に取り付けられている。また、前記駆動軸５の前記
一端側と前記他端側の間には、ウォーム２４が固定されている。また、前記遮断器３の下
部には、前記ウォーム２４と噛み合うウォームラック２５が固定されている。また、前記
スイッチギヤ本体１７の下部で且つ前記後方側には、前記駆動軸５と直交する被動軸７が
回転自在に支持されている。また、前記被動軸７の軸方向中間部には、前記第１ベベルギ
ヤ６と噛み合う第２ベベルギヤ８が固定されている。また、前記被動軸７の軸方向両端部
には、それぞれシャッター用駆動ベベルギヤ１０が固定されている。また、前記スイッチ
ギヤ本体１７内で且つ前記被動軸７の軸方向両端部側には、前記スイッチギヤ本体１７の
上下方向に沿って延び且つ前記被動軸７に直交するシャッター用操作軸１１がそれぞれ回
転自在に支持されている。また、前記シャッター用操作軸１１の一端には、前記シャッタ
ー用駆動ベベルギヤ１０と噛み合うシャッター用被動ベベルギヤ１２が固定されている。
また、前記被動軸７の軸方向両端部側にそれぞれ位置する前記シャッター用操作軸１１に
は、前記シャッター１３がスライド移動できるように掛け渡されている。また、前記シャ
ッター１３は、前記シャッター用操作軸１１にスライド移動可能に係合されるスライダ部
１６が形成されると共に、前記シャッター用操作軸１１の雄ねじ１４に螺合される雌ねじ
１５が前記スライダ部１６に形成されている。そして、前記操作ハンドル４が回動操作さ
れると、前記駆動軸５が回転させられ、前記駆動軸５のウォーム２４によって前記ウォー
ムラック２５が前記駆動軸５に沿って移動させられることにより、前記遮断器３が前記前
後方向へ移動させられると共に、前記駆動軸５の回転が前記第１ベベルギヤ６，前記第２
ベベルギヤ８，前記シャッター用駆動ベベルギヤ１０及び前記シャッター用被動ベベルギ
ヤ１２を介して前記シャッター用操作軸１１に伝達され、前記シャッター用操作軸１１の
回転に伴って前記シャッター１３が上下動させられ、前記遮断器３が前記所定位置に向け
て移動させられると、前記シャッター１３が前記遮断器３の動きに連動して前記母線充電
部２１を露出させ、前記遮断器３が前記所定位置から移動させられると、前記シャッター
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１３が前記遮断器３の動きに連動して前記母線充電部２１を覆うようになっている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係るスイッチギヤのシャッター開閉機構は、シャッターを遮断器の移動に連動
させることができることはもちろんのこと、特定の作業者（操作ハンドルを保管する作業
者）が操作ハンドルを駆動軸に取り付けた後、特定の作業者が操作ハンドルを回動させな
い限り、遮断器及びシャッターを移動させることができないため、リンク機構でシャッタ
ーを開閉する従来例と比較し、作業者等が誤ってシャッターを移動させにくくなり、作業
者等の誤った動作に起因する感電事故を効果的に防止できる。
【００１１】
　また、本発明に係るスイッチギヤのシャッター開閉機構は、特定の作業者が操作ハンド
ルを自力で回動操作することにより駆動軸を回転させ、駆動軸の回転運動をウォーム及び
ウォームラックで往復運動に変換して遮断器を移動させると共に、駆動軸の回転運動を複
数のベベルギヤを介してシャッター用操作軸に伝達して、シャッター用操作軸を遮断器の
移動に連動させて回転させ、シャッター用操作軸の雄ねじと噛み合う雌ねじが形成された
シャッターのスライダ部をシャッター用操作軸に沿ってスライド移動させることにより、
シャッターを開閉させるようになっているため、電気的な制御回路の故障や停電に影響さ
れることなく、遮断器及びシャッターを確実に移動させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１実施形態に係るスイッチギヤのシャッター開閉機構を説明するため
の図であり、シャッターが開いた状態を示すスイッチギヤの構成図である。図１（ａ）は
、スイッチギヤの正面側構成図であって、図１（ｂ）のＡ２－Ａ２線に沿って切断して示
すスイッチギヤの正面側構成図である。図１（ｂ）は、スイッチギヤの側面側構成図であ
って、図１（ａ）のＡ１－Ａ１線に沿って切断して示すスイッチギヤの側面側構成図であ
る。
【図２】本発明の第１実施形態に係るスイッチギヤのシャッター開閉機構を説明するため
の図であり、シャッターが閉じた状態を示すスイッチギヤの構成図である。図２（ａ）は
、スイッチギヤの正面側構成図であって、図２（ｂ）のＡ４－Ａ４線に沿って切断して示
すスイッチギヤの正面側構成図である。図２（ｂ）は、スイッチギヤの側面側構成図であ
って、図２（ａ）のＡ３－Ａ３線に沿って切断して示すスイッチギヤの側面側構成図であ
る。
【図３】駆動軸の第１ベベルギヤと被動軸の第２ベベルギヤのかみ合い状態を示す平面図
である。
【図４】操作ハンドル及び操作ハンドルの挿入部を模式的に示す斜視図である。
【図５】従来のスイッチギヤのシャッター開閉機構を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づき詳述する。
【００１４】
　［第１実施形態］
　図１乃至図４は、本発明の第１実施形態に係るスイッチギヤ１のシャッター開閉機構２
を説明するための図である。
　　（スイッチギヤ及びスイッチギヤのシャッター開閉機構の構造）
　図１乃至図４に示すように、スイッチギヤ１は、遮断器３の動きに連動するシャッター
開閉機構２を備えている。そして、このスイッチギヤ１のシャッター開閉機構２は、作業
者によって回転操作される操作ハンドル４と、この操作ハンドル４によって回転させられ
る駆動軸５と、この駆動軸５に固定された第１ベベルギヤ６と、駆動軸５に直交するよう
に配置された被動軸７と、この被動軸７に固定されて第１ベベルギヤ６と噛み合う第２ベ
ベルギヤ８と、被動軸７の両端部にそれぞれ固定されたシャッター用駆動ベベルギヤ１０
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，１０と、被動軸７の両端部側にそれぞれ配置され且つ被動軸７に直交するように配置さ
れたシャッター用操作軸１１と、このシャッター用操作軸１１の端部に固定されてシャッ
ター用駆動ベベルギヤと噛み合うシャッター用被動ベベルギヤ１２と、一対のシャッター
用操作軸１１，１１にスライド移動できるように掛け渡されたシャッター１３と、シャッ
ター用操作軸１１の雄ねじ１４と、このシャッター用操作軸１１の雄ねじ１４に螺合する
雌ねじ１５が形成されたシャッター１３のスライダ部１６と、を有している。
【００１５】
　以下、図１乃至図４に基づき、スイッチギヤ１及びそのシャッター開閉機構２の詳細を
説明する。
【００１６】
　スイッチギヤ１は、遮断器３がスイッチギヤ本体１７内に出し入れ可能な状態で収容さ
れるようになっている。すなわち、スイッチギヤ１は、遮断器３の下部の４隅に転動可能
なコロ１８が取り付けられ、遮断器３をスイッチギヤ本体１７内の所定位置まで押し込む
ことができると共に（図１（ｂ）参照）、遮断器３をスイッチギヤ本体１７内の所定位置
から引き出すことができるようになっている（図２（ｂ）参照）。ここで、遮断器３がス
イッチギヤ本体１７内に出し入れされる方向を前後方向とし、前後方向の所定位置側を後
方側（図１（ｂ）の右側を後方側）とし、前後方向の所定位置側に対して反対側を前方側
（図１（ｂ）の左側を前方側）とする。
【００１７】
　スイッチギヤ本体１７は、遮断器３が内部に収容される空間を有する箱体であり、後方
壁２０に母線充電部２１が取り付けられている。母線充電部２１は、三相の上部側断路部
２１ａと三相の下部側断路部２１ｂとが上下に間隔を開けて配置されている。なお、上部
側断路部２１ａと下部側断路部２１ｂのいずれか一方が電源側断路部であり、上部側断路
部２１ａと下部側断路部２１ｂのいずれか他方が負荷側断路部である。
【００１８】
　遮断器３は、母線充電部２１に対向する側に、母線充電部２１に接続されるか又は母線
充電部２１との接続が解除される接触子２２が取り付けられている。そして、この遮断器
３は、スイッチギヤ本体１７内の所定位置までレール（図示せず）に沿って押し込まれる
と、接触子２２が母線充電部２１に接続されて、電源側と負荷側とを通電させる一方、ス
イッチギヤ本体１７内の所定位置からレールに沿って引き出し方向（前側方向）へ移動さ
せられ、接触子２２と母線充電部２１との接続が解除されると、電源側と負荷側との通電
を遮断する。
【００１９】
　スイッチギヤ本体１７の下部側で、且つ、遮断器３の移動を邪魔しない位置には、スイ
ッチギヤ本体１７の前後方向に沿って延びる駆動軸５が軸受け２３を介して回転自在に支
持されている。
【００２０】
　駆動軸５の後方側である他端側には第１ベベルギヤ６が固定され、駆動軸５の一端側に
は駆動軸５を回転させる操作ハンドル４が着脱可能に取り付けられるようになっている。
また、駆動軸５は、その一端側と他端側との間にウォーム２４が固定され、このウォーム
２４が遮断器３の下部に固定されたウォームラック２５と噛み合うようになっている。そ
して、ウォーム２４（駆動軸５）が回転させられると、ウォーム２４と噛み合うウォーム
ラック２５が駆動軸５の軸方向に沿って移動させられ、ウォームラック２５と一体の遮断
器３が駆動軸５の軸方向に沿って移動させられる。
【００２１】
　スイッチギヤ本体１７の下部で且つ後方側には、駆動軸５と直交する被動軸７が複数の
軸受け２６を介して回転自在に支持されている。被動軸７の中間部には、駆動軸５の第１
ベベルギヤ６と噛み合う第２ベベルギヤ８が固定されている。また、被動軸７の軸方向両
端部には、それぞれシャッター用駆動ベベルギヤ１０が固定されている。そして、被動軸
７には、駆動軸５の回転が第１ベベルギヤ６と第２ベベルギヤ８を介して伝達される。
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【００２２】
　スイッチギヤ本体１７内で且つ被動軸７の軸方向両端部側には、スイッチギヤ本体１７
の上下方向に沿って延び且つ被動軸７に直交するシャッター用操作軸１１がそれぞれ軸受
け２７を介して回転自在に支持されている。このシャッター用操作軸１１の一端には、被
動軸７のシャッター用駆動ベベルギヤ１０と噛み合うシャッター用被動ベベルギヤ１２が
固定されている。そして、このシャッター用操作軸１１は、駆動軸５が回転させられると
、第１ベベルギヤ６と第２ベベルギヤ８を介して被動軸７が回転させられ、被動軸７の回
転がシャッター用駆動ベベルギヤ１０とシャッター用被動ベベルギヤ１２を介して伝達さ
れる。
【００２３】
　被動軸７の軸方向両端部側にそれぞれ位置するシャッター用操作軸１１には、シャッタ
ー１３がスライド移動できるように掛け渡されている。シャッター１３は、全体が非導電
性部材で形成されている。そして、このシャッター１３は、上部側断路部２１ａの開閉を
行うように形成された板状の上部側シャッター部１３ａと、下部側断路部２１ｂの開閉を
行うように形成された板状の下部側シャッター部１３ｂと、上部側シャッター部１３ａと
下部側シャッター部１３ｂをシャッター用操作軸１１の近傍で連結して一体化する連結部
材１３ｃと、下部側シャッター部１３ｂに固定されてシャッター用操作軸１１に係合され
るスライダ部１６と、上部側シャッター部１３ａに固定されてシャッター用操作軸１１に
スライド移動可能に係合されるガイド部２８と、を有している。なお、このシャッター１
３は、シャッター用操作軸１１の上端側に設置された上部シャッターストッパ３０と、シ
ャッター用操作軸１１の下端側に設置された下部シャッターストッパ３１とによって、上
下動（シャッター用操作軸１１に沿った移動量）が制限される。
【００２４】
　シャッター１３のスライダ部１６は、シャッター用操作軸１１の雄ねじ１４に螺合する
雌ねじ１５が形成されている。このようなシャッター１３のスライダ部１６は、操作ハン
ドル４が右回り方向（時計回り方向）に回転させられることにより、遮断器３がスイッチ
ギヤ本体１７内の所定位置に向けて移動させられると共に、シャッター用操作軸１１が駆
動軸５及び被動軸７の回転に連動して回転させられると、シャッター用操作軸１１の上方
へ向けて移動させられる。その結果、シャッター１３は、母線充電部２１を露出させ、遮
断器３の接触子２２と母線充電部２１との接続を可能にする。一方、シャッター１３のス
ライダ部１６は、遮断器３の接触子２２と母線充電部２１が接続された状態において、操
作ハンドル４が左回り方向（反時計回り方向）に回転させられると、遮断器３がスイッチ
ギヤ本体１７内の所定位置から前方側へ移動させられ、シャッター用操作軸１１が駆動軸
５及び被動軸７の回転に連動して回転させられ、シャッター用操作軸１１の下方へ向かっ
てスライド移動する。そして、遮断器３の接触子２２と母線充電部２１との接続が解除さ
れ、さらに遮断器３が所定距離だけ母線充電部２１から離れると、シャッター１３が母線
充電部２１を確実に覆う。しかも、シャッター１３は、シャッター用操作軸１１に沿って
上下動するようになっており、母線充電部２１に対して僅かな隙間（作業者の指を差し入
れることができない程度の隙間）をもって上下動するようになっている。したがって、こ
のように作動させられるシャッター１３によれば、作業者等が母線充電部２１に容易に触
れることができなくなり、作業者等の感電事故が確実に防止される。
【００２５】
　ここで、スイッチギヤ１のシャッター開閉機構２は、操作ハンドル４の右回り方向の回
転により、遮断器３がスイッチギヤ本体１７内の所定位置に向けて移動させられるように
ウォーム２４及びウォームラック２５の歯のねじり方向が決定されている。また、スイッ
チギヤ１のシャッター開閉機構２は、駆動軸５の右回り方向の回転に従ってシャッター用
操作軸１１が左回り方向に回転するように、第１ベベルギヤ６、第２ベベルギヤ８、シャ
ッター用駆動ベベルギヤ１０、及びシャッター用被動ベベルギヤ１２の歯のねじれ方向が
決定されている。また、スイッチギヤ１のシャッター開閉機構２は、シャッター１３のス
ライダ部１６がシャッター用操作軸１１の左回り方向の回転によってシャッター用操作軸
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１１の上方へ向かってスライド移動できるように、シャッター用操作軸１１の雄ねじ１４
とスライダ部１６の雌ねじ１５が右ねじになっている。また、駆動軸５の一回転に対する
遮断器３とシャッター１３の移動量が最適となるように、歯車諸元（ギヤ比、リード等）
や雄ねじ１４及び雌ねじ１５のリード等が決定される。
【００２６】
　図４は、操作ハンドル４と駆動軸５との関係を示す斜視図である。この図４に示すよう
に、操作ハンドル４は、筒状の軸部３２、アーム部３３、及び把持部３４を有している。
筒状の軸部３２は、駆動軸５の一端側に形成された操作ハンドル取付軸部３５に差し込ま
れる軸穴（図示せず）が形成されており、その軸穴が軸部３２の一端側に開口している。
また、筒状の軸部３２は、その他端側の径方向外方側へ張り出すアーム部３３を一体に有
している。そして、アーム部３３の先端には、作業者が握ることができる棒状の把持部３
４が取り付けられている。ここで、軸部３２の軸穴は、操作ハンドル取付軸部３５に形成
された複数の回り止め突起３５ａに係合される回り止め溝（図示せず）が回り止め突起３
５ａに対応して複数形成されている。したがって、操作ハンドル４は、軸部３２の軸穴及
び回り止め溝が操作ハンドル取付軸部３５（駆動軸５の一端側）の形状に合致し、軸部３
２の軸穴及び回り止め溝が駆動軸５の一端側に差し入れられるもののみが、駆動軸５を回
動操作することができる。そして、この操作ハンドル４は、駆動軸５（操作ハンドル取付
軸部３５）に着脱が可能であるため、スイッチギヤ本体１７内の遮断器３を移動させる必
要がない場合に、特定の作業者が駆動軸５から取り外して保管することができる。したが
って、本実施形態のシャッター開閉機構２によれば、第三者（特定の作業者以外の者）が
誤って遮断器３及びこの遮断器３の移動に連動するシャッター１３を作動させることがで
きず、第三者の感電事故が効果的に防止される。
【００２７】
　また、この図４に示すように、操作ハンドル４のアーム部３３には、ロックピン３６を
挿入するロックピン挿入穴３７が形成されている。一方、スイッチギヤ本体１７のうちの
駆動軸５の一端側に位置するフロント部分１７ａには、ロックピン３６の先端側と嵌り合
う操作ハンドル固定穴３８が形成されている。そして、操作ハンドル４が駆動軸５の一端
側（操作ハンドル取付軸部３５）に着脱可能に取り付けられた状態で、ロックピン３６を
ロックピン挿入穴３７に挿入すると共にロックピン３６の先端側を操作ハンドル固定穴３
８に係合することにより、操作ハンドル４をスイッチギヤ本体１７に対して回り止めする
ことができるため、シャッター１３の落下をウォーム２４とウォームラック２５のセルフ
ロック機能だけで防止できない場合でも、シャッター１３の落下を確実に防止することが
できる。なお、この操作ハンドル４をロックピン３６でスイッチギヤ本体１７に対して回
り止めする技術は、シャッター１３の落下をウォーム２４とウォームラック２５のセルフ
ロック機能のみで防止できる場合に限り、省略することができる。
【００２８】
　　（スイッチギヤのシャッター開閉機構の作動説明）
　以上のようなスイッチギヤ１のシャッター開閉機構２は、遮断器３が引き出された状態
（接触子２２と母線充電部２１が離れた状態）において（図２参照）、操作ハンドル４が
右回り方向に回動操作されると、駆動軸５が右回転させられ、駆動軸５のウォーム２４に
よってウォームラック２５が駆動軸５に沿って後方側へ移動させられ、ウォームラック２
５と一体の遮断器３が後方側の所定位置に向けて移動させられると共に、駆動軸５の第１
ベベルギヤ６によって被動軸７の第２ベベルギヤ８が回転させられ、第２ベベルギヤ８と
一体の被動軸７が駆動軸５の回転及び遮断器３の移動に連動して回転させられる。
【００２９】
　そして、スイッチギヤ１のシャッター開閉機構２は、被動軸７が回転させられると、被
動軸７の両端部に固定されたシャッター用駆動ベベルギヤ１０がシャッター用操作軸１１
のシャッター用被動ベベルギヤ１２を左回り方向に回転させ、シャッター用被動ベベルギ
ヤ１２と一体のシャッター用操作軸１１が左回り方向に回転させられ、シャッター１３の
スライダ部１６がシャッター用操作軸１１の上方へ向かって移動し、シャッター１３が母
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線充電部２１を露出させる。遮断器３が所定位置まで移動させられ（押し入れられ）、遮
断器３の接触子２２が母線充電部２１に接続される状態において、シャッター１３が母線
充電部２１を完全に露出させている（図１参照）。
【００３０】
　また、スイッチギヤ１のシャッター開閉機構２は、遮断器３が所定位置にあって、遮断
器３の接触子２２と母線充電部２１が接続された状態において（図１の状態）、操作ハン
ドル４が左回り方向に回動操作されると、駆動軸５が左回転させられ、駆動軸５のウォー
ム２４によってウォームラック２５が駆動軸５に沿って前方側へ移動させられ、ウォーム
ラック２５と一体の遮断器３が前方側に向けて移動させられ、遮断器３の接触子２２と母
線充電部２１との接続が解除されると共に、被動軸７の第２ベベルギヤ８が駆動軸５の第
１ベベルギヤ６によって回転させられ、第２ベベルギヤ８と一体の被動軸７が駆動軸５の
回転及び遮断器３の移動に連動して回転させられる。
【００３１】
  そして、スイッチギヤ１のシャッター開閉機構２は、被動軸７が回転させられると、被
動軸７の両端部に固定されたシャッター用駆動ベベルギヤ１０がシャッター用操作軸１１
のシャッター用被動ベベルギヤ１２を右回り方向に回転させ、シャッター用被動ベベルギ
ヤ１２と一体のシャッター用操作軸１１が右回り方向に回転させられ、シャッター１３の
スライダ部１６がシャッター用操作軸１１の下方へ向かって移動し、シャッター１３が母
線充電部２１を覆う。遮断器３が元の位置（所定の引き出し位置）まで引き出された状態
において、シャッター１３が母線充電部２１を完全に覆っている（図２参照）。
【００３２】
　　（効果）
  本実施形態に係るスイッチギヤ１のシャッター開閉機構２は、シャッター１３を遮断器
３の移動に連動させることができることはもちろんのこと、特定の作業者（操作ハンドル
４を保管する作業者）が操作ハンドル４を駆動軸５に取り付けた後、特定の作業者が操作
ハンドル４を回動させない限り、遮断器３及びシャッター１３を移動させることができな
いため、リンク機構でシャッターを開閉する従来例と比較し、作業者等が誤ってシャッタ
ー１３を移動させにくくなり、作業者等の誤った動作に起因する感電事故を効果的に防止
できる。
【００３３】
　また、本実施形態に係るスイッチギヤ１のシャッター開閉機構２は、特定の作業者が操
作ハンドル４を自力で回動操作することにより駆動軸５を回転させ、駆動軸５の回転運動
をウォーム２４及びウォームラック２５で往復運動に変換して遮断器３を移動させると共
に、駆動軸５の回転運動を複数のベベルギヤ６，８，１０，１２を介してシャッター用操
作軸１１に伝達して、シャッター用操作軸１１を遮断器３の移動に連動させて回動させ、
シャッター用操作軸１１の雄ねじ１４と噛み合う雌ねじ１５が形成されたシャッター１３
のスライダ部１６をシャッター用操作軸１１に沿ってスライド移動させることにより、シ
ャッター１３を開閉させるようになってため、電気的な制御回路の故障や停電に影響され
ることなく、遮断器３及びシャッター１３を確実に移動させることができる。
【００３４】
　また、本実施形態に係るスイッチギヤ１のシャッター開閉機構２において、第２ベベル
ギヤ８は、被動軸７の軸方向中央に固定されることが好ましい。このような構成にすると
、被動軸７の両端に同一の回転負荷トルクが作用した場合、被動軸７の両端のねじれ角が
等しくなり、一対のシャッター用操作軸１１の回転にずれが生じないため、シャッター１
３が傾くことなく円滑に上下動する。
【００３５】
　［第２実施形態］
　スイッチギヤ１のシャッター開閉機構２は、上記第１実施形態に限定されず、例えば、
駆動軸５の右回り方向の回転に従ってシャッター用操作軸１１が右回り方向に回転するよ
うに、第１ベベルギヤ６、第２ベベルギヤ８、シャッター用駆動ベベルギヤ１０、及びシ
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ャッター用被動ベベルギヤ１２の歯のねじれ方向を決定してもよい。この場合、スイッチ
ギヤ１のシャッター開閉機構２は、シャッター１３のスライダ部１６がシャッター用操作
軸１１の右回り方向の回転によってシャッター用操作軸１１の上方へ向かってスライド移
動できるように、シャッター用操作軸１１の雄ねじ１４とスライダ部１６の雌ねじ１５を
左ねじにする。
【符号の説明】
【００３６】
　１……スイッチギヤ、２……シャッター開閉機構、３……遮断器、４……操作ハンドル
、５……駆動軸、６……第１ベベルギヤ、７……被動軸、８……第２ベベルギヤ、１０…
…シャッター用駆動ベベルギヤ、１１……シャッター用操作軸、１２……シャッター用被
動ベベルギヤ、１３……シャッター、１４……雄ねじ、１５……雌ねじ、１６……スライ
ダ部、１７……スイッチギヤ本体、２１……母線充電部、２４……ウォーム、２５……ウ
ォームラック

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】
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