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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】単位装置を大きなものに変更することなく、大
形の変流器を配置可能とする。
【解決手段】単位装置の主回路側断路器２１を、箱体内
に設けられた負荷側断路器に接続される収納状態と、前
記単位装置の主回路断路器２１が箱体内に設けられた負
荷側断路器との接続が解除される前記単位装置の取出し
状態間で移動操作可能にされたものであり、主回路側断
路器２１には主回路に流れる主回路電流を検出するため
の変流器２８，２９，３０が取付けられている。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源母線が収納された箱体と、
　前記箱体内に収納された収納状態および前記箱体内から取出された取出し状態間で操作
可能にされたものであって、当該収納状態で前記電源母線に接続される主回路および当該
主回路に接続された主回路側断路器を有する単位装置と、
　前記箱体内に設けられたものであって、前記単位装置の収納状態で前記主回路側断路器
が接続されると共に前記単位装置の取出し状態で前記主回路側断路器の接続が解除される
負荷側断路器を備え、
　前記主回路側断路器には、前記主回路に流れる主回路電流を検出するための変流器が取
付けられていることを特徴とするコントロールセンタ。
【請求項２】
　電源母線が収納された箱体と、
　前記箱体内に収納された収納状態および前記箱体内から取出された取出し状態間で操作
可能にされたものであって、当該収納状態で前記電源母線に接続される主回路を支持する
ベース部材と、
　前記ベース部材に設けられたものであって、前記主回路に接続された主回路側端子およ
び当該主回路側端子を突出状態で支持する端子台を有する主回路側断路器と、
　前記箱体内に設けられたものであって、前記ベース部材の収納状態で前記主回路側端子
が接続されると共に前記ベース部材の取出し状態で前記主回路側端子の接続が解除される
負荷側端子を有する負荷側断路器と、
　前記主回路に流れる主回路電流を検出するための環状の変流器および当該変流器が収納
された変流器台を有するものであって、当該変流器台が前記端子台に取付けられた変流器
ユニットを備え、
　前記変流器台には、前記変流器の内周部に位置するものであって前記主回路側端子の突
出部分が挿入された端子挿入口が設けられていることを特徴とするコントロールセンタ。
【請求項３】
　前記主回路に流れる主回路電流を検出するための複数の変流器と、
　１以上の相互に異なる数の変流器を有効化する複数の状態間で切換えられるスイッチを
備えたことを特徴とする請求項１または２に記載のコントロールセンタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　実施例はコントロールセンタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コントロールセンタには変流器を備えたものがある。この変流器は単位装置の主回路に
流れる主回路電流を検出するものであり、電磁接触器および地絡電流検出器間に配置され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－２１０６１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来のコントロールセンタの場合には負荷の容量によっては変流器が大きさの点で
電磁接触器および地絡電流検出器間に収まらないことがあった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　請求項１に記載のコントロールセンタは、電源母線が収納された箱体と、前記箱体内に
収納された収納状態および前記箱体内から取出された取出し状態間で操作可能にされたも
のであって当該収納状態で前記電源母線に接続される主回路および当該主回路に接続され
た主回路側断路器を有する単位装置と、前記箱体内に設けられたものであって前記単位装
置の収納状態で前記主回路側断路器が接続されると共に前記単位装置の取出し状態で前記
主回路側断路器の接続が解除される負荷側断路器を備え、前記主回路側断路器には前記主
回路に流れる主回路電流を検出するための変流器が取付けられているところに特徴を有す
る。
【０００６】
　請求項２に記載のコントロールセンタは、電源母線が収納された箱体と、前記箱体内に
収納された収納状態および前記箱体内から取出された取出し状態間で操作可能にされたも
のであって当該収納状態で前記電源母線に接続される主回路を支持するベース部材と、前
記ベース部材に設けられたものであって前記主回路に接続された主回路側端子および当該
主回路側端子を突出状態で支持する端子台を有する主回路側断路器と、前記箱体内に設け
られたものであって前記ベース部材の収納状態で前記主回路側端子が接続されると共に前
記ベース部材の取出し状態で前記主回路側端子の接続が解除される負荷側端子を有する負
荷側断路器と、前記主回路に流れる主回路電流を検出するための環状の変流器および当該
変流器が収納された変流器台を有するものであって当該変流器台が前記端子台に取付けら
れた変流器ユニットを備え、前記変流器台には前記変流器の内周部に位置するものであっ
て前記主回路側端子の突出部分が挿入された端子挿入口が設けられているところに特徴を
有する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施例１を示す図（コントロールセンタの外観を示す図）
【図２】負荷側断路器の外観を示す図
【図３】単位ユニットの外観を収納状態で示す図
【図４】主回路の電気的な構成を示す図
【図５】主回路側断路器および変流器ユニットの外観を示す図
【図６】変流器ユニットの電気的な構成を示す図
【図７】実施例２を示す図（主回路側断路器と変流器ユニットと増設ユニットの外観を示
す図）
【図８】変流器ユニットおよび増設ユニットの電気的な構成を示す図
【図９】変流器ユニットの外観を単独での使用状態で示す図
【図１０】実施例３を示す図（主回路側断路器および変流器ユニットの外観を示す図）
【図１１】変流器ユニットの電気的な構成を示す図
【図１２】実施例４を示す図１０相当図
【図１３】図１１相当図
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【０００８】
　図１の箱体１は前面が開口するものであり、箱体１内の上端部にはＲ相とＳ相とＴ相の
三相の水平母線２が固定されている。これら三相の水平母線２は三相の交流電源に接続さ
れたものであり、箱体１内の後端部に配置されている。これら三相の水平母線２のそれぞ
れには垂直母線３の上端部が接続されている。これら三相の垂直母線３のそれぞれは水平
母線２から下へ延びるものであり、水平母線２を介して交流電源に接続されている。これ
ら三相の垂直母線３のそれぞれは電源母線に相当する。
【０００９】
　箱体１内には、図１に示すように、前後方向の中央部に位置して仕切板４が固定されて
いる。この仕切板４は箱体１の後板に前から隙間を介して対向するものであり、三相の水
平母線２および三相の垂直母線３を前から覆っている。この箱体１内には複数の棚板５が
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固定されている。これら複数の棚板５のそれぞれは仕切板４の前に配置されたものであり
、箱体１内には上下方向に対向する２枚の棚板５間に位置してユニット室６が形成されて
いる。これら複数のユニット室６のそれぞれは仕切板４を後板とするものであり、前面が
開口している。
【００１０】
　箱体１には、図１に示すように、複数のユニット扉８が装着されている。これら複数の
ユニット扉８のそれぞれは左端部の垂直な軸を中心に閉鎖状態および開放状態間で回転可
能にされたものであり、閉鎖状態でユニット室６の前面を閉鎖すると共に開放状態でユニ
ット室６の前面を開放する。これら複数のユニット室６のそれぞれは３つの接続口７を有
している。これら複数の接続口７のそれぞれは仕切板４に形成されたものであり、三相の
垂直母線３のそれぞれは接続口７の後に配置されている。
【００１１】
　箱体１内には、図１に示すように、複数の負荷側断路器９が固定されている。これら複
数の負荷側断路器９のそれぞれはユニット室６の右側に配置されたものであり、図２に示
すように、負荷側断路器ケース１０および三相の雌側端子１１を有している。これら複数
の負荷側断路器ケース１０のそれぞれは絶縁性の合成樹脂を材料とするものであり、三相
の雌側端子１１は負荷側断路器ケース１０に上下方向に並べて装着されている。これら三
相の雌側端子１１のそれぞれは前から見て「く」字状をなす２つの接触片および両接触片
間を連結する垂直な連結片を有している。これら三相の雌側端子１１のそれぞれはバネ弾
性を有するものであり、配線を介して電動機等の負荷１２（図４参照）に接続されている
。これら三相の雌側端子１１のそれぞれは負荷側端子に相当する。
【００１２】
　複数のユニット室６内のそれぞれには、図３に示すように、単位ユニット１３が収納さ
れている。これら複数の単位ユニット１３のそれぞれはユニット扉８の開放状態でユニッ
ト室６の前面を通して外部へ取出し可能にされたものであり、ユニット扉８の開放状態で
ユニット室６の前面を通して内部へ収納可能にされている。これら複数の単位ユニット１
３のそれぞれは単位装置に相当するものであり、ユニット室６内に収納された収納状態お
よびユニット室６内から取出された取出し状態間で操作可能にされている。以下、単位ユ
ニット１３について説明する。
【００１３】
　図３のフレーム１４は横長な直方体形状をなすものであり、底面が底板１５で塞がれ、
後面が後板１６で塞がれている。このフレーム１４はベース部材に相当するものであり、
図４に示すように、フレーム１４には主回路１７が装着されている。この主回路１７は三
相の電源線１８と三相の配線用遮断器１９と三相の電磁接触器２０を有している。これら
三相の配線用遮断器１９および三相の電磁接触器２０は負荷１２を電気的な異常状態から
保護するものであり、三相の電源線１８に介在されている。
【００１４】
　三相の電源線１８には三相の電源グリップが接続されている。この三相の電源グリップ
はフレーム１４の後板１６から後へ突出するものであり、単位ユニット１３の収納状態で
仕切板４の３つの接続口７を通して三相の垂直母線３に接続され、単位ユニット１３の取
出し状態で三相の垂直母線３から取外される。
【００１５】
　フレーム１４には、図３に示すように、主回路側断路器２１が固定されている。この主
回路側断路器２１はフレーム１４内の右後隅部に配置されたものであり、図５に示すよう
に、主回路側断路器ケース２２および三相の雄側端子２３を有している。主回路側断路器
ケース２２は絶縁性の合成樹脂を材料とするものであり、直方体形状をなしている。
【００１６】
　三相の雄側端子２３のそれぞれは、図５に示すように、水平な板状をなすものであり、
主回路側断路器ケース２２に固定されている。これら三相の雄側端子２３のそれぞれは主
回路側断路器ケース２２内を左右方向へ貫通するものであり、左端部が主回路側断路器ケ
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ース２２の左側面から左側へ突出し、右端部が主回路側断路器ケース２２の右側面から突
出している。これら三相の雄側端子２３のそれぞれは主回路側端子に相当し、主回路側断
路器ケース２２は端子台に相当する。
【００１７】
　三相の雄側端子２３のそれぞれは単位ユニット１３が取出し状態から収納状態に操作さ
れることに応じて雌側端子１１の両接触片間に前から嵌合するものであり、両接触片間に
嵌合することに応じて雌側端子１１に電気的に接続される。これら三相の雄側端子２３の
それぞれは単位ユニット１３が収納状態から取出し状態に操作されることに応じて雌側端
子１１の両接触片間から前へ外れるものであり、両接触片間から外れることに応じて雌側
端子１１から電気的に遮断される。
【００１８】
　主回路側断路器２１には、図５に示すように、変流器ユニット２４が装着されている。
この変流器ユニット２４は直方体形状の変流器ケース２５を有するものであり、変流器ケ
ース２５を主回路側断路器ケース２２にネジ止めすることで主回路側断路器２１に一体化
されている。この変流器ケース２５は絶縁性の合成樹脂を材料とするものであり、変流器
台に相当する。この変流器ケース２５には３相のネジ端子２６が装着されており、３相の
ネジ端子２６のそれぞれには主回路１７の電源線１８が接続されている。
【００１９】
　変流器ケース２５には、図５に示すように、上下方向に並ぶ３つの端子挿入口２７が形
成されている。これら３つの端子挿入口２７のそれぞれは変流器ケース２５を左右方向に
貫通するものであり、３つの端子挿入口２７内のそれぞれには主回路側断路器２１の雄側
端子２３が挿入されている。これら三相の雄側端子２３のそれぞれは変流器ケース２５内
で電源線１８に配線を介して接続されており、負荷１２は単位ユニット１３の収納状態で
三相の雌側端子１１と三相の雄側端子２３と三相の電源線１８と三相の電源グリップと三
相の垂直母線３と三相の水平母線２を介して三相の交流電源に接続され、単位ユニット１
３の取外し状態で三相の交流電源から遮断される。
【００２０】
　変流器ケース２５内には、図５に示すように、２つのＲ相変流器２８と２つのＳ相変流
器２９と２つのＴ相変流器３０が埋設されている。これら２つのＲ相変流器２８～２つの
Ｔ相変流器３０のそれぞれは円環状の磁気コアにコイルを巻回してなるものであり、変流
器に相当する。２つのＲ相変流器２８のそれぞれは内周部に上段の端子挿入口２７が配置
されたものであり、上段の雄側端子２３を取囲んでいる。２つのＳ相変流器２９のそれぞ
れは内周部に中段の端子挿入口２７が配置されたものであり、中段の雄側端子２３を取囲
んでいる。２つのＴ相変流器３０のそれぞれは内周部に下段の端子挿入口２７が配置され
たものであり、下段の雄側端子２３を取囲んでいる。
【００２１】
　図６のＲ相巻き数切換えスイッチ３１とＳ相巻き数切換えスイッチ３２とＴ相巻き数切
換えスイッチ３３は変流器ケース２５内に収納されたものであり、スイッチに相当する。
これらＲ相巻き数切換えスイッチ３１～Ｔ相巻き数切換えスイッチ３３のそれぞれは接点
３４と接点３５と接点３６を有するものであり、「接点３５および接点３６がオンされて
接点３４がオフされた高負荷状態」および「接点３４がオンされて接点３５および接点３
６がオフされた通常負荷状態」間で切換えられる。
【００２２】
　２つのＲ相変流器２８は、図６に示すように、Ｒ相巻き数切換えスイッチ３１の高負荷
状態で有効化されるものであり、Ｒ相巻き数切換えスイッチ３１の通常負荷状態では１つ
のＲ相変流器２８のみが有効化される。２つのＳ相変流器２９はＳ相巻き数切換えスイッ
チ３２の高負荷状態で有効化されるものであり、Ｓ相巻き数切換えスイッチ３２の通常負
荷状態では１つのＳ相変流器２９のみが有効化される。２つのＴ相変流器３０はＴ相巻き
数切換えスイッチ３３の高負荷状態で有効化されるものであり、Ｔ相巻き数切換えスイッ
チ３３の通常負荷状態では１つのＴ相変流器３０のみが有効化される。
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【００２３】
　変流器ケース２５には、図５に示すように、巻き数切換えノブ３７が装着されている。
この巻き数切換えノブ３７はＨポジションおよびＨポジションに比べて右側のＮポジショ
ン間で左右方向へ移動可能にされたものであり、作業者がユニット扉８の開放状態で前か
らフレーム１４内に手指を挿入することで操作可能にされている。この巻き数切換えノブ
３７は変流器ケース２５内でＲ相巻き数切換えスイッチ３１～Ｔ相巻き数切換えスイッチ
３３に機械的に連結されたものであり、Ｒ相巻き数切換えスイッチ３１～Ｔ相巻き数切換
えスイッチ３３のそれぞれは巻き数切換えノブ３７のＨポジションで一斉に高負荷状態と
なり、巻き数切換えノブ３７のＮポジションで一斉に通常負荷状態となる。
【００２４】
　図６の相切換えスイッチ３８は変流器ケース２５内に収納されたものである。この相切
換えスイッチ３８は接点３９と接点４０と接点４１を有するものであり、「接点３９がオ
ンされて接点４０および接点４１がオフされたＲ状態」と「接点４０がオンされて接点３
９および接点４１がオフされたＳ状態」と「接点４１がオンされて接点３９および接点４
０がオフされたＴ状態」間で切換えられる。
【００２５】
　変流器ケース２５には、図５に示すように、相切換えノブ４２が装着されている。この
相切換えノブ４２はＲポジションとＲポジションに比べて右側のＳポジションとＳポジシ
ョンに比べて右側のＴポジション間で左右方向へ移動可能にされたものであり、作業者が
ユニット扉８の開放状態で前からフレーム１４内に手指を挿入することで操作可能にされ
ている。この相切換えノブ４２は変流器ケース２５内で相切換えスイッチ３８に機械的に
連結されたものであり、相切換えスイッチ３８は相切換えノブ４２のＲポジションでＲ状
態となり、相切換えノブ４２のＳポジションでＳ状態となり、相切換えノブ４２のＴポジ
ションでＴ状態となる。
【００２６】
　変流器ケース２５には、図５に示すように、２つのネジ端子４３が装着されている。こ
れら両ネジ端子４３のそれぞれには信号線４４が接続されており、図６に示すように、両
信号線４４間には相切換えスイッチ３８とＲ相巻き数切換えスイッチ３１とＳ相巻き数切
換えスイッチ３２とＴ相巻き数切換えスイッチ３３を介して２つのＲ相変流器２８と２つ
のＳ相変流器２９と２つのＴ相変流器３０が接続されている。
【００２７】
　フレーム１４には、図３に示すように、制御回路４５が固定されている。この制御回路
４５には、図４に示すように、両信号線４４が接続されており、制御回路４５は両信号線
４４からの電流信号に応じて主回路電流の大きさを検出する。この主回路電流は主回路１
７に流れる電流を称するものであり、下記［１］～［６］に示すように、制御回路４５は
巻き数切換えノブ３７および相切換えノブ４２のそれぞれのポジションに応じた態様で電
流信号を検出する。
［１］巻き数切換えノブ３７のＨポジションおよび相切換えノブ４２のＲポジションでは
２つのＲ相変流器２８が有効化され、制御回路４５がＲ相の電流信号を高巻き数比で検出
する。
［２］巻き数切換えノブ３７のＮポジションおよび相切換えノブ４２のＲポジションでは
１つのＲ相変流器２８が有効化され、制御回路４５がＲ相の電流信号を通常巻き数比で検
出する。
［３］巻き数切換えノブ３７のＨポジションおよび相切換えノブ４２のＳポジションでは
２つのＳ相変流器２９が有効化され、制御回路４５がＳ相の電流信号を高巻き数比で検出
する。
［４］巻き数切換えノブ３７のＮポジションおよび相切換えノブ４２のＳポジションでは
１つのＳ相変流器２９が有効化され、制御回路４５がＳ相の電流信号を通常巻き数比で検
出する。
［５］巻き数切換えノブ３７のＨポジションおよび相切換えノブ４２のＴポジションでは
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２つのＴ相変流器３０が有効化され、制御回路４５がＴ相の電流信号を高巻き数比で検出
する。
［６］巻き数切換えノブ３７のＮポジションおよび相切換えノブ４２のＴポジションでは
１つのＴ相変流器３０が有効化され、制御回路４５がＴ相の電流信号を通常巻き数比で検
出する。
【００２８】
　上記実施例１によれば次の効果を奏する。
　主回路側断路器２１にＲ相変流器２８～Ｔ相変流器３０を取付けた。従って、容量が大
きな負荷１２に応じた大形のＲ相変流器２８～Ｔ相変流器３０であっても主回路側断路器
２１の左側の空いたスペース内に収納することが可能になるので、単位ユニット１３を大
きなものに変更する必要がなくなる。
【００２９】
　変流器ケース２５に端子挿入口２７を設け、主回路側断路器ケース２２から雄側端子２
３を突出させた。従って、主回路側断路器ケース２２に変流器ケース２５を取付けること
に応じて雄側端子２３がＲ相変流器２８の内周部に挿入されるので、Ｒ相変流器２８の取
付け作業が簡単になる。これはＳ相変流器２９およびＴ相変流器３０についても同様であ
る。
【００３０】
　２つのＲ相変流器２８をＲ相巻き数切換えスイッチ３１に接続した。従って、Ｒ相巻き
数切換えスイッチ３１を通常負荷状態および高負荷状態間で切換えることに応じて１つの
Ｒ相変流器２８または２つのＲ相変流器２８を有効化することができるので、単位ユニッ
ト１３の大きさを変更することなく様々な容量の負荷１２に対応することが可能になる。
【実施例２】
【００３１】
　主回路側断路器２１には、図７に示すように、変流器ユニット５１が装着されている。
この変流器ユニット５１は単位ユニット１３のフレーム１４内に配置されたものであり、
絶縁性の合成樹脂を材料とする変流器ケース５２を有している。この変流器ケース５２は
主回路側断路器ケース２２にネジ止めされたものであり、上下方向に並ぶ３つの端子挿入
口５３を有している。この変流器ケース５２は変流器台に相当するものであり、３つの端
子挿入口５３のそれぞれは変流器ケース５２を左右方向に貫通している。
【００３２】
　変流器ユニット５１には、図７に示すように、増設ユニット５４が装着されている。こ
の増設ユニット５４は単位ユニット１３のフレーム１４内に配置されたものであり、絶縁
性の合成樹脂を材料とする増設ケース５５を有している。この増設ケース５５は変流器ケ
ース５２にネジ止めされたものであり、上下方向に並ぶ３つの端子挿入口５６を有してい
る。これら３つの端子挿入口５６のそれぞれは増設ケース５５を左右方向に貫通するもの
であり、増設ケース５５の上段と中段と下段のそれぞれの端子挿入口５６は変流器ケース
５２の同段の端子挿入口５３内に繋がっている。
【００３３】
　変流器ケース５２の上段の端子挿入口５３内および増設ケース５５の上段の端子挿入口
５６内には、図７に示すように、主回路側断路器２１の上段の雄側端子２３が挿入されて
おり、変流器ケース５２の中段の端子挿入口５３内および増設ケース５５の中段の端子挿
入口５６内には主回路側断路器２１の中段の雄側端子２３が挿入され、変流器ケース５２
の下段の端子挿入口５３内および増設ケース５５の下段の端子挿入口５６内には主回路側
断路器２１の下段の雄側端子２３が挿入されている。
【００３４】
　変流器ケース５２および増設ケース５５のそれぞれには、図７に示すように、３相のネ
ジ端子２６が装着されており、増設ケース５５の３相のネジ端子２６のそれぞれには主回
路１７の電源線１８が接続されている。これら三相の電源線１８のそれぞれは増設ケース
５５内で雄側端子２３に配線を介して接続されており、単位ユニット１３の収納状態では
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三相の電源線１８が主回路側断路器２１および負荷側断路器９を介して負荷１２に接続さ
れ、単位ユニット１３の取外し状態では三相の電源線１８が負荷１２から遮断される。
【００３５】
　変流器ケース５２内には、図７に示すように、三相の変流器５７が埋設されている。こ
れら三相の変流器５７のそれぞれは円環状の磁気コアにコイルを巻回してなるものであり
、変流器ケース５２の３つの端子挿入口５３のそれぞれは変流器５７の内周部に配置され
ている。これら三相の変流器５７のそれぞれは雄側端子２３を取囲むものであり、図８に
示すように、相切換えスイッチ５８に接続されている。この相切換えスイッチ５８はＲ接
点５９とＳ接点６０とＴ接点６１を有するものであり、図７に示すように、Ｒ接点５９～
Ｔ接点６１は相切換えノブ６２に機械的に連結されている。
【００３６】
　相切換えノブ６２は、図７に示すように、変流器ケース５２に装着されたものであり、
作業者がユニット扉８の開放状態で単位ユニット１３内に手指を挿入することに応じてＲ
ポジションとＲポジションに比べて右側のＳポジションとＳポジションに比べて右側のＴ
ポジション間で操作可能にされている。この相切換えノブ６２のＲポジションでは、図８
に示すように、相切換えスイッチ５８のＲ接点５９がオンされることでＲ相の変圧器５７
が有効化され、ＳポジションではＳ接点６０がオンされることでＳ相の変圧器５７が有効
化され、ＴポジションではＴ接点６１がオンされることでＴ相の変圧器５７が有効化され
る。
【００３７】
　増設ケース５５内には、図７に示すように、三相の変流器６３が埋設されている。これ
ら三相の変流器６３のそれぞれは円環状の磁気コアにコイルを巻回してなるものであり、
増設ケース５５の３つの端子挿入口５６のそれぞれは変流器６３の内周部に配置されてい
る。これら三相の変流器６３のそれぞれは雄側端子２３を取囲むものであり、図８に示す
ように、相切換えスイッチ６４に接続されている。この相切換えスイッチ６４はＲ接点６
５とＳ接点６６とＴ接点６７を有するものであり、図７に示すように、Ｒ接点６５～Ｔ接
点６７は相切換えノブ６８に機械的に連結されている。
【００３８】
　相切換えノブ６８は、図７に示すように、増設ケース５５に装着されたものであり、作
業者がユニット扉８の開放状態で単位ユニット１３内に手指を挿入することに応じてＲポ
ジションとＲポジションに比べて右側のＳポジションとＳポジションに比べて右側のＴポ
ジション間で操作可能にされている。この相切換えノブ６８は、図８に示すように、Ｒポ
ジションでＲ接点６５をオンすることに応じてＲ相の変流器６３を有効化するものであり
、ＳポジションではＳ接点６６をオンすることに応じてＳ相の変流器６３を有効化し、Ｔ
ポジションではＴ接点６７をオンすることに応じてＴ相の変流器６３を有効化する。
【００３９】
　変流器ケース５２および増設ケース５５のそれぞれには、図７に示すように、２つのネ
ジ端子４３が装着されている。これら変流器ケース５２の１つのネジ端子４３および増設
ケース５５の１つのネジ端子４３間には配線６８が接続されており、変流器ケース５２の
三相の変流器５７および増設ケース５５の三相の変流器６３間は、図８に示すように、配
線６８を介して直列に接続されている。
【００４０】
　変流器ケース５２の残りのネジ端子４３および増設ケース５５の残りのネジ端子４３の
それぞれには、図８に示すように、信号線４４が接続されている。これら両信号線４４は
制御回路４５に接続されており、制御回路４５は変流器ユニット５１の相切換えノブ６２
および増設ユニット５４の相切換えノブ６８のそれぞれのポジションに応じた主回路電流
を両信号線４４を介して検出する。
【００４１】
　増設ユニット５４は負荷１２の容量が大きい場合に使用されるものであり、負荷１２の
容量が通常である場合には、図９に示すように、変流器ユニット５１を単独で使用する。
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この場合には変流器ユニット５１の三相のネジ端子２６のそれぞれに電源線１８を接続し
、変流器ユニット５１の２つのネジ端子４３のそれぞれに信号線４４を接続する。
【００４２】
　上記実施例２によれば次の効果を奏する。
　変流器ユニット５１を単独で使用または変流器ユニット５１に増設ユニット５４を装着
して使用することができるので、単位ユニット１３の大きさを変更することなく様々な容
量の負荷１２に対応することができる。
【００４３】
　上記実施例２においては、増設ユニット５４に１以上の増設ユニット５４をさらに装着
しても良い。この場合には三相の変流器６３間を直列に接続することが好ましい。
【実施例３】
【００４４】
　単位ユニット１３のフレーム１４には、図１０に示すように、上下方向に並ぶ２つの主
回路側断路器２１が固定されており、配線処理室８内には両主回路側断路器２１のそれぞ
れに対応して負荷側断路器９が固定されている。上段の主回路側断路器２１は単位ユニッ
ト１３の収納状態で上段の負荷側断路器９に接続されるものであり、単位ユニット１３の
取出し状態で上段の負荷側断路器９から遮断される。下段の主回路側断路器２１は単位ユ
ニット１３の収納状態で下段の負荷側断路器９に接続されるものであり、単位ユニット１
３の取出し状態で下段の負荷側断路器９から遮断される。
【００４５】
　上段の主回路側断路器２１には、図１０に示すように、単位ユニット１３のフレーム１
４内に位置して変流器ユニット５１がネジ止めされている。この上段の変流器ユニット５
１の３つの端子挿入口５３内のそれぞれには上段の主回路側断路器２１の雄側端子２３が
挿入されており、上段の変流器ユニット５１の三相の変流器５７のそれぞれは上段の主回
路側断路器２１の雄側端子２３を取囲んでいる。この上段の変流器ユニット５１の三相の
ネジ端子２６のそれぞれには電源線１８が接続されており、単位ユニット１３の収納状態
では三相の電源線１８のそれぞれが上段の主回路側断路器２１の雄側端子２３を介して上
段の負荷側断路器９の雌側端子１１に接続される。
【００４６】
　下段の主回路側断路器２１には、図１０に示すように、単位ユニット１３のフレーム１
４内に位置して変流器ユニット５１がネジ止めされている。この下段の変流器ユニット５
１の３つの端子挿入口５３内のそれぞれには下段の主回路側断路器２１の雄側端子２３が
挿入されており、下段の変流器ユニット５１の三相の変流器５７のそれぞれは下段の主回
路側断路器２１の雄側端子２３を取囲んでいる。
【００４７】
　下段の変流器ユニット５１の三相のネジ端子２６のそれぞれには、図１０に示すように
、補助電源線７１が接続されている。これら三相の補助電源線７１のそれぞれは、図１１
に示すように、配線用遮断器１９および電磁接触器２０の下流側で電源線１８に接続され
たものであり、単位ユニット１３の収納状態では三相の電源線１８のそれぞれが補助電源
線７１および下段の主回路側断路器２１の雄側端子２３を介して下段の負荷側断路器９の
雌側端子１１に接続される。
【００４８】
　上段の変流器ユニット５１の１つのネジ端子４３および下段の変流器ユニット５１の１
つのネジ端子４３間には、図１１に示すように、配線７２が接続されており、上段の変流
器ユニット５１の三相の変流器５７および下段の変流器ユニット５１の三相の変流器５７
間は配線７２を介して直列に接続されている。
【００４９】
　上段の変流器ユニット５１の残りのネジ端子４３および下段の変流器ユニット５１の残
りのネジ端子４３のそれぞれには、図１１に示すように、信号線４４が接続されている。
これら両信号線４４は制御回路４５に接続されており、制御回路４５は上段の変流器ユニ
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ぞれのポジションに応じた主回路電流を両信号線４４を介して検出する。
【００５０】
　上記実施例３によれば次の効果を奏する。
　２つの主回路側断路器２１のそれぞれに変流器ユニット５１を装着したので、主回路側
断路器２１および負荷側断路器９のそれぞれが２つある高容量の単位ユニット１３の場合
でも主回路電流を測定することが可能となる。
【実施例４】
【００５１】
　上段の変流器ユニット５１の上から１番目のネジ端子２６には、図１２および図１３に
示すように、Ｒ相の電源線１８が接続され、上から３番目のネジ端子２６にはＳ相の電源
線１８が接続されており、上から２番目のネジ端子２６は配線８１を介して上から１番目
のネジ端子２６に接続されている。
【００５２】
　下段の変流器ユニット５１の上から１番目のネジ端子２６は、図１２および図１３に示
すように、配線８２を介して上段の変流器ユニット５１の上から３番目のネジ端子２６に
接続されている。この下段の変流器ユニット５１の上から２番目のネジ端子２６にはＴ相
の電源線１８が接続されており、上から３番目のネジ端子２６は配線８３を介して上から
２番目のネジ端子２６に接続されている。
【００５３】
　上段および下段のそれぞれの変流器ユニット５１の相切換えノブ６２は、図１２に示す
ように、ポジションＰ１とポジションＰ１に比べて右側のポジションＰ２とポジションＰ
２に比べて右側のポジションＰ３間で操作可能にされており、上段の相切換えノブ６２の
ポジションＰ３および下段の相切換えノブ６２のポジションＰ１ではＳ相の主回路電流を
測定することができる。
【００５４】
　上記実施例４によれば次の効果を奏する。
　Ｒ相～Ｔ相の全ての主回路電流を測定することはできないものの、上段の相切換えノブ
６２のポジションＰ３および下段の相切換えノブ６２のポジションＰ１でＳ相の主回路電
流を測定することができ、大容量の負荷１２の場合でも主回路電流の測定が可能となる。
【００５５】
　上記実施例１においては、変流器ケース２５を主回路側断路器ケース２２に接着または
スナップフィットで接合しても良い。これは実施例２～４についても同様である。
　以上、本発明の実施例を説明したが、この実施例は例として提示したものであり、発明
の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施例は、その他の様々な形態で
実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、
変更を行うことができる。これら実施例やその変形は発明の範囲や要旨に含まれると共に
特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００５６】
　１は箱体、３は垂直母線（電源母線）、９は負荷側断路器、１１は雌側端子（負荷側端
子）、１３は単位ユニット（単位装置）、１４はフレーム（ベース部材）、１７は主回路
、２１は主回路側断路器、２２は主回路側断路器ケース（端子台）、２３は雄側端子（主
回路側端子）、２４は変流器ユニット、２５は変流器ケース（変流器台）、２７は端子挿
入口、２８はＲ相変流器（変流器）、２９はＳ相変流器（変流器）、３０はＴ相変流器（
変流器）、３１はＲ相巻き数切換えスイッチ（スイッチ）、３２はＳ相巻き数切換えスイ
ッチ（スイッチ）、３３はＴ相巻き数切換えスイッチ（スイッチ）、５１は変流器ユニッ
ト、５２は変流器ケース（変流器台）、５３は端子挿入口、５７は変流器である。
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