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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】上下段に並べて盤内に配置したユニット収納フ
レーム毎に複数台の引出し形機能ユニットを左右に並べ
て搭載したコントロールセンターについて、各機能ユニ
ットの主回路を電源側、負荷側に自動連結する配線構造
を提供する。
【解決手段】ユニット収納フレーム５の内部に、回路遮
断器２２および監視、制御機器の組立体からなる引出し
形機能ユニット２を左右に並べ、各機能ユニット２の背
面に自動連結式の電源側コンタクト２８、負荷側コンタ
クト２９を設け、これらのコンタクトに対向して当該ユ
ニット収納フレーム５の背面にコンタクトプラグ７ａと
水平母線７ｂからなる中継コンタクトユニット７、およ
びコンタクトソケット２９ｂを配置し、これらを介して
当該機能ユニット２の主回路を盤内に布設した電源側の
垂直母線、およびフレーム側方に配置した負荷接続用端
子台８に接続する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
上下段に並べて自立形キャビネットの盤内に配置したユニット収納フレームの内部に、回
路遮断器および監視，制御機器の組立体からなる複数台の引出し形機能ユニットを左右に
並べて搭載し、各機能ユニットの主回路をキャビネットの盤内に布設した電源側母線、お
よび負荷接続用の端子台に接続したコントロールセンターにおいて、
　前記の機能ユニット毎にその背面に自動連結式の電源側および負荷側コンタクトを配置
するとともに、これらコンタクトに対向してユニット収納フレームの背面には前記の電源
側コンタクトを盤内の背後に布設した電源側の垂直母線に接続する中継コンタクトユニッ
ト、および負荷側コンタクトを盤内の負荷接続用端子台に接続するコンタクトソケットを
配置したことを特徴とするコントロールセンター。
【請求項２】
請求項１に記載のコントロールセンターにおいて、中継コンタクトユニットを、電源側の
各相垂直母線に接続するコンタクトプラグと、該コンタクトプラグに連ねて左右に並ぶ機
能ユニットの背後に沿って布設した水平母線との組立体からなることを特徴とするコント
ロールセンター。
【請求項３】
請求項１に記載のコントロールセンターにおいて、上下各段のユニット収納フレーム毎に
、該フレーム内に搭載する機能ユニットに対応する負荷接続用の端子台をフレームの側方
に配備したことを特徴とするコントロールセンター。
【請求項４】
上下段に並べて自立形キャビネットの盤内に配置したユニット収納フレームの内部に、回
路遮断器および監視，制御機器の組立体からなる複数台の引出し形機能ユニットを左右に
並べて搭載したコントロールセンターであって、前記の各機能ユニットにはその前面に配
したユニット扉、該ユニット扉と回路遮断器の操作ハンドルとの間を機械的に連係するイ
ンターロック手段、および盤内の接続，断路位置で機能ユニットをユニット収容フレーム
に掛止鎖錠するラッチ機構を備えたものにおいて、
　前記インターロック手段として、回路遮断器の操作ハンドル，ユニット扉，およびラッ
チ機構の釈放レバーに連係させた第１のロック板と、ユニット扉の開閉に応動して前記第
１のロック板をロック位置に鎖錠，釈放する第２のロック板を具備し、第１のロック板は
、一端を枢支して他端側に回路遮断器の操作ハンドルと連動するインターロックレバーに
対峙させたロックカム部、ラッチ機構の釈放レバーに対峙させたストッパ部、およびユニ
ット扉を閉位置に掛止するロックアーム部を備えた傾動式の板カムになり、この第１のロ
ック板を介してユニット扉の開放状態では回路遮断器のＯＮ操作を阻止し、ユニット扉を
閉じた状態では第２のロック板を釈放位置に後退させて操作ハンドルのＯＮ，ＯＦＦ操作
を許容し、さらに操作ハンドルのＯＮ操作状態ではラッチ機構の釈放操作を阻止するよう
にしたことを特徴とするコントロールセンター。
【請求項５】
請求項４に記載のコントロールセンターにおいて、回路遮断器のＯＮ操作位置では、第１
ロック板の枢支支点に対してラッチ機構の釈放レバーと該釈放レバーに対峙させたロック
板のストッパ部とがほぼ同一線上に並ぶように設定したことを特徴とするコントロールセ
ンター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、低圧配電回路に接続したモータなどを開閉・保護・監視・制御するコントロ
ールセンターに関し、詳しくはその盤内に収納した機能ユニットを電源側，負荷側に接続
する配線構造、およびユニットの安全操作を確保するために装備したインターロック機構
に係わる。
【背景技術】
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【０００２】
　周知のように、頭記のコントロールセンターは、自立形キャビネットの盤内に回路遮断
器、監視，制御機器、表示部などを装備した引出し形の機能ユニットを上下段に並べて搭
載し、「接続位置」で各機能ユニットの主回路をキャビネットの後部に布設した電源側母
線，および盤内に配置した負荷接続用の端子台に接続するようにしている。
　また、前記引出し形の機能ユニットには、ユニット扉，および機能ユニットを「接続位
置」，「断路位置」に掛止鎖錠するラッチ機構を装備しており、そのユニット扉／回路遮
断器／ラッチ機構の相互間を機械的にインターロックして操作，取扱いの安全性を確保す
るようにしている。
　なお、前記機能ユニットに要求されるインターロック機能は次の通りである。
・　ユニット扉の開閉は回路遮断器がＯＦＦの状態でのみ行えるようにしてＯＮ状態では
扉の開放を阻止し、またユニット扉を開いた状態では回路遮断器の操作ハンドルをＯＮ操
作できないようにする。
・　また、回路遮断器のＯＮ状態では、前記のラッチ機構を鎖錠位置拘束して機能ユニッ
トの盤内移動を阻止する。
・　さらに、盤内の非常点検時には、回路遮断器のＯＮ状態でもユニット扉の鎖錠を強制
的に外して扉を開放できるようにする。
【０００３】
　一方、コントロールセンターの盤内に搭載する機能ユニットを、縦型(回路遮断器と表
示部を上下に並べて配置）として薄形化し、さらに盤内の省スペース化を図るために、上
下段に並べて自立形キャビネットの盤内に配置したユニット収納フレームの内部に前記し
た縦型の機能ユニットを横並びに搭載したコントロールセンターが製品化されている。な
お、この製品では、機能ユニット毎にその背面に自動連結式の電源側コンタクト（グリッ
プ形のコンタクトプラグ）を配備し、機能ユニットを盤内の「接続位置」に押し込んだ状
態で前記の電源側コンタクトをキャビネットの盤内後部に布設した電源側の母線（バー導
体）に接続する自動連結方式を採用している。一方、負荷側の配線構造については、機能
ユニットに負荷接続用の端子台を組込んでおき、この端子台に配線ケーブルを手動連結（
ねじ締め）して負荷ラインに接続するようにしている。
【０００４】
　また、前記のように縦型の機能ユニットを盤内のユニット収納フレームへ横並びに搭載
したコントロールセンターにおいて、各個の機能ユニットに装備してそのユニット扉／回
路遮断器の操作ハンドル／ユニットを接続，断路位置に掛止鎖錠するラッチ機構の相互間
を連係するインターロック機構が本発明と同一出願人により先に提案されている（特許文
献１参照）。
【特許文献１】特開２００６－３３９８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、前記した従来構成のコントロールセンターには、次記のような解決すべき課
題がある。すなわち、
（１）盤内に搭載した機能ユニットの主回路配線構造について、従来製品では電源側に自
動連結方式を採用し、負荷側は手動連結方式を採用して端子台にねじ締めするようにして
いるが、ユーザーの要請として負荷側の接続もねじ締めが不要な自動連結方式の要求が多
くある。
　かかる点、機能ユニットの背面に自動連結方式の負荷側コンタクト（プラグ）を設け、
この負荷側コンタクトに対向してユニット収納フレームの背面に各機能ユニットと個々に
対応するコンタクトソケット，および該コンタクトソケットと接続する負荷側の端子台を
配置したとすると、盤内の奥行き方向に大きな配線スペースの確保が必要となるために、
従来と同等な外形サイズのキャビネットでは対応が難しくなる。
（２）また、機能ユニットに装備するインターロック機構に関しても、先記の特許文献１
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に開示されているインターロック機構は複雑で部品点数も多く、このために製品コストが
高くなるほか、その機能，動作面でも高い信頼性の確保が難しい問題がある。
【０００６】
　本発明は上記の点に鑑みなされたものであり、第１の目的は盤内の所要スペース増加を
伴わずに機能ユニットの主回路を電源側および負荷側に自動連結きるように改良した配線
構造を、また第２の目的は少ない部品点数で機能ユニットの安全確保に必要なインターロ
ック機能，および動作面での高い信頼性を確保できるように改良したインターロック機構
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】
　上記第１の目的を達成するために、本発明によれば、上下段に並べて自立形キャビネッ
トの盤内に配置したユニット収納フレームの内部に、回路遮断器および監視，制御機器の
組立体からなる複数台の引出し形機能ユニットを左右に並べて搭載し、各機能ユニットの
主回路をキャビネットの盤内に布設した電源側母線、および負荷接続用の端子台に接続し
たコントロールセンターにおいて、
　前記の機能ユニット毎にその背面に自動連結式の電源側および負荷側コンタクトを配置
するとともに、これらコンタクトに対向してユニット収納フレームの背面には前記の電源
側コンタクトを盤内の背後に布設した電源側の垂直母線に接続する中継コンタクトユニッ
ト、および負荷側コンタクトを盤内の負荷接続用端子台に接続するコンタクトソケットを
配置する（請求項１）ものとし、具体的には次記のような態様で構成する。
（１）前記の中継コンタクトユニットを、電源側の各相垂直母線に接続するコンタクトプ
ラグと、該コンタクトプラグに連ねて左右に並ぶ機能ユニットの背後に沿って布設した水
平母線との組立体で構成する（請求項２）。
（２）前記した上下各段のユニット収納フレーム毎に、該フレーム内に搭載する機能ユニ
ットに対応する負荷接続用の端子台をフレームの側方に配備する（請求項３）。
【０００８】
　また、第２の目的を達成するために、本発明によれば、上下段に並べて自立形キャビネ
ットの盤内に配置したユニット収納フレームの内部に、回路遮断器および監視，制御機器
の組立体からなる複数台の引出し形機能ユニットを左右に並べて搭載したコントロールセ
ンターで、前記の各機能ユニットにはその前面に配したユニット扉、該ユニット扉と回路
遮断器の操作ハンドルとの間を機械的に連係するインターロック手段、および盤内の接続
，断路位置で機能ユニットをユニット収容フレームに掛止鎖錠するラッチ機構を備えたも
のにおいて、
　前記インターロック手段として、回路遮断器の操作ハンドル，ユニット扉，およびラッ
チ機構の釈放レバーに連係させた第１のロック板と、ユニット扉の開閉に応動して前記第
１のロック板をロック位置に鎖錠，釈放する第２のロック板を具備し、第１のロック板は
、一端を枢支して他端側に回路遮断器の操作ハンドルと連動するインターロックレバーに
対峙させたロックカム部、ラッチ機構の釈放レバーに対峙させたストッパ部、およびユニ
ット扉を閉位置に掛止するロックアーム部を備えた傾動式の板カムになり、この第１のロ
ック板を介してユニット扉の開放状態では回路遮断器のＯＮ操作を阻止し、ユニット扉を
閉じた状態では第２のロック板を釈放位置に後退させて操作ハンドルのＯＮ，ＯＦＦ操作
を許容し、さらに操作ハンドルのＯＮ操作状態ではラッチ機構の釈放操作を阻止させるよ
うにする（請求項４）。
【０００９】
　また、前記構成で、ラッチ機構のレバー釈放操作を確実に阻止させるために、回路遮断
器のＯＮ操作位置では、第１ロック板の枢支支点に対してラッチ機構の釈放レバーと該釈
放レバーに対峙させたロック板のストッパ部とがほぼ同一線上に並ぶように設定する（請
求項５）。
【発明の効果】
【００１０】
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　上記の配線構造を採用することにより、盤内の奥行きスペースを増大することなく従来
と同等な外形サイズのキャビネットの盤内で、ユニット収容フレームに横並びして搭載し
た縦型機能ユニットに対する主回路の自動連結化を達成することができる。
　また、機能ユニットに装備のインターロック機構に関して前記構造によれば、第１のロ
ック板と、ユニット扉の開閉に応動して前記ロック板をロック位置に鎖錠，釈放する第２
のロック板との組合せで要求されるインターロック機能を確保することができ、従来構造
（特許文献１）と比べて部品点数を大幅に削減してコストの低減化が図れるほか、機能，
動作面でも高い信頼性を確保できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を図示の実施例に基づいて説明する。なお、図１（ａ），（
ｂ）は一段分のユニット収納フレーム内部に複数台の縦型機能ユニットを左右に並べて搭
載した状態の正面図，および機能ユニットの内部構造を表す側視断面図、図２～図４は機
能ユニットに対する主回路の配線構造を表す図、図５は縦型機能ユニットの外観図、図６
は回路遮断器がＯＦＦでユニット扉を閉じた状態図、図７は回路遮断器がＯＦＦで、ユニ
ット扉を開いた状態図、図８はユニット扉が閉，回路遮断器をＯＮ操作した状態図、図９
は回路遮断器がＯＮの状態でユニット扉の鎖錠を強制解除した状態図、図１０はコントロ
ールセンター全体の外観図である。なお、図示例のコントロールセンターでは、上下段に
並べてキャビネットの盤内に設置したユニット収納フレーム毎に４台分の機能ユニットを
横並びに搭載できるようにしている。
【００１２】
　まず、図１０に示すコントロールセンターの外観図において、自立形キャビネット１の
盤内には、上下段に並べて設置したユニット収納フレーム（不図示）の内部に引出し形機
能ユニット２が横並びに搭載されている。なお、３は各機能ユニット２の前面を前方に臨
ませてキャビネット１の前面に配したユニット収納フレームの前面パネル、４はキャビネ
ット１の盤内側部に画成したケーブル処理室の前面パネルである。また、図示してないが
キャビネット１の盤内後部には各段の機能ユニット２の主回路に接続する電源側の垂直母
線（バー導体）が布設されている。
　次に、前記した引出し形の縦型機能ユニット２の組立構造を図１（ａ），（ｂ）および
図５で説明する。すなわち、機能ユニット２は、そのユニットフレーム２１の内部に回路
遮断器（配線用遮断器）２２，制御変圧器(変流器)２３，電磁接触器２４，コントローラ
２５，制御端子台２６などの各種機器を図示のように上下に並べて組付けた上で、ユニッ
トフレーム２１の前面には下端をヒンジ支点として前方に開閉するユニット扉２７を配し
、背面側には自動連結式の電源側コンタクト２８（Ｒ，Ｓ，Ｔの各相に対応するグリップ
形のコンタクトプラグ）、および各相に対応する負荷側コンタクト２９のコンタクトプラ
グ２９ａを配備して組立てた縦型構造になる。なお、ユニット扉２７の扉板面には回路遮
断器２２に装備したロータリー式の操作ハンドル２２ａ，およびコントローラ２５の表示
部２５ａに対応した切欠窓が開口し、さらに扉の側面には後記するインターロック機構の
ロック板に掛止してユニット扉２７を閉位置に鎖錠する逆Ｌ字形の係合溝２７ａが切欠き
形成されている。
【００１３】
　一方、図１０に示したキャビネット１の盤内の上下段に設置して前記機能ユニット２を
横並びに搭載するユニット収納フレーム５は前面開放形の箱体になり、その内方に引出し
形の機能ユニット２を個別に前方から挿入して所定の収納位置に保持するようにしている
。また、このユニット収納フレーム５の背面側には、前記機能ユニット２の背面に設けた
電源側コンタクト２８をキャビネット１（図１０参照）の盤内後部に布設した電源側の垂
直母線６（図２～図４参照）に接続するための中継コンタクトユニット７、および負荷側
コンタクト２９のコンタクトプラグ２９ａに対応する４台分のコンタクトソケット（レセ
プタクル）２９ｂが配備されている。
　ここで、中継コンタクトユニット７は、図３で示すように垂直母線６のＲ，Ｓ，Ｔ各相
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に対応するグリップ形のコンタクトプラグ７ａと、該コンタクトプラグ７ａに連なる水平
母線７ｂ（バー導体）との組立体からなり、水平母線７ｂは絶縁物の支持枠に取付てユニ
ット収納フレーム５の背面側に形成した凹所内に配置されている。なお、図４で表すよう
に、ユニット収納フレーム５の背面壁には機能ユニット２の背面に設けた電源側コンタク
ト２８と個々に対応して前記の水平母線７ｂに通じる角穴５ａが開口している。
【００１４】
　さらに、ユニット収納フレーム５の側壁にはこのフレーム内に搭載した４台分の機能ユ
ニット２に対応する負荷接続用の端子台８を取付け、この位置で端子台８と前記のコンタ
クトソケット２９ｂとの間が配線接続されている。なお、９は外部の負荷に通じる負荷ケ
ーブルである。
　また、ユニット収納フレーム５に収納した引出し形の機能ユニット２を盤内の「接続位
置」，「断路位置」に掛止鎖錠するために、機能ユニット毎にそのユニットフレーム２１
の上面側にラッチ機構１０を装備しており、そのラッチ機構の釈放レバー１０ａがユニッ
ト扉２７の上側から前方に突き出している。なお、このラッチ機構１０は、盤内の「接続
位置」，「断路位置」で機能ユニット２をユニット収納フレーム５に掛止してユニットを
この位置に鎖錠するものであり、前方からの手動操作により釈放レバー１０ａを左側に押
し込むと、鎖錠が解除されて機能ユニット２の引出し，押込み移動が可能となる。
【００１５】
　上記の構成で、前方からユニット収納フレーム５に収納した機能ユニット２を「接続位
置」に押し込むと、機能ユニット５の背面に設けた電源側コンタクト２８が一括して中継
コンタクトユニット７の水平母線７ｂに自動連結され、そのコンタクトプラグ７ａを介し
て盤内背後に布設した電源側の垂直母線６に接続される。同時に機能ユニット２の負荷側
コンタクト２９のプラグ２９ａがその背後に配したコンタクトソケット２９ｂに自動連結
され、ユニット収納フレーム５の側方に配した負荷接続用の端子台８を介して負荷ケーブ
ル９に接続される。これにより、機能ユニット２の電源側，負荷側の自動連結化が達成さ
れることになる。なお、機能ユニット２を「断路位置」に引き出すと、電源側，負荷側の
主回路が同時に断路される。
　次に、前記の引出し形機能ユニット２に装備したインターロック機構について、その構
造および機能，動作を図６～図９で説明する。すなわち、図示実施例のインターロック機
構は、回路遮断器２２の上方に配置してその一端（左端）をユニットフレーム２１に枢支
した第１のロック板１１と、該ロック板１１に連係させてユニットフレーム２１の右側面
に設けた蝶番式の第２のロック板１２と、該ロック板１２に対向してユニット扉２７の背
面に植設したロック釈放ロッド１３との組合せからなる。
【００１６】
　ここで、第１のロック板１１は、左端の支軸１１ａを支点としてロックカム部１１ｂ，
ロックアーム部１１ｃ，およびストッパ部１１ｄを形成した回動式の異形カム板で、その
ロックカム部１１ｂは円弧状のカム面を有し、そのカム面が回路遮断器２２の操作ハンド
ル２２ａに連繋した回路遮断器の回動式インターロックレバー２２ｂの回動経路に突き出
している。また、ロックアーム部１１ｃは、ユニット扉２７の側面に形成した係合溝２７
ａに向けて延在し、さらにストッパ部１１ｄはカム板の上縁から先記したラッチ機構１０
の釈放レバー１０ａに向けて起立している。
　また、第２のロック板１２は、ユニットフレーム２１の右側面に取付けた蝶番の可動片
に、前記のロックアーム部１１ｃの上側に向けて突き出すロック片１２ａを設け、常時は
前記ロック片１２ａが前方へ突き出すように蝶番をばね付勢した構造になる。
【００１７】
　一方、ユニット扉２７の背面には、前記した第２ロック板１２の可動片に向けて突き出
した釈放ロッド１３を備えている。
　次に、上記構成のインターロック機構の動作を説明する。まず、回路遮断器２２がＯＦ
Ｆ，ユニット扉２７が閉の状態を図６（ａ）～（ｃ）に示す。この状態では、ユニット扉
５の背面に設けた釈放ロッド１３が蝶番式の第２ロック板１２を奥に押し込んで反時計方
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向に回動させ、これによりロック片１２ａは第１のロック板１１のロックアーム部１１ｃ
の背後に後退している。また、回路遮断器２２の操作ハンドル２２ａがＯＦＦ位置に停止
している状態では、インターロックレバー２２ｂが左側に後退して第１カム板１１のロッ
クカム部１１ｂから離脱している。これにより、第１のカム板１１は支軸１１ａを支点に
時計方向に回動し、そのロックアーム部１１ｃがユニット扉２７の係合溝２７ａから外れ
て内側に引っ込んでいる。
【００１８】
　したがって、この回路遮断器ＯＦＦの状態では、ユニット扉２７を拘束なしに開くこと
ができる。また、ユニット扉２７を開いた上で、ラッチ機構１０の釈放レバー１０ａを解
除位置に押して機能ユニット２を盤内の「接続位置」から「断路位置」に引出し移動する
ことも可能である。
　また、図６の状態からユニット扉２７を手前に引いて開くと、図７（ａ）～（ｃ）で示
すように、ユニット扉２７に設けた釈放ロッド１３が前方に移動して第２ロック板１２の
拘束を解く。これにより、蝶番式の第２ロック板１２が復帰ばねの付勢を受けて時計方向
に回動し、そのロック片１２ａが第１ロック板１１のロックアーム部１１ｃの上方に突き
出して該ロック板１１をこの位置に拘束する。したがって、ユニット扉２７を開いた状態
では回路遮断器２２の操作ハンドル２２ａをＯＦＦからＯＮ位置に回そうとしても、イン
ターロックレバー２２ｂが第１カム板１１のロックカム部１１ｂに阻止されて回路遮断器
２２をＯＮ操作することができない。
【００１９】
　一方、ユニット扉２７が閉の状態（図６参照）で、回路遮断器２２の操作ハンドル２２
ａをＯＮ位置に回すと、図８（ａ）～（ｃ）で表すように、回路遮断器のインターロック
レバー２２ｂが時計方向に回動して第１ロック板１１のロックカム部１１ｂを上方に押し
上げる。これにより、第１カム板１１は支軸１１ａを支点に上方に回動し、ロックアーム
部１１ｃの先端が閉状態にあるユニット扉２７の係合溝２７ａに突き出して扉を閉位置に
鎖錠する。つまり、回路遮断器２２をＯＮ操作した状態ではユニット扉２７を開くことが
できなくなる。同時に第１カム板１１の上縁に設けたストッパ部１１ｄがラッチ機構１０
の釈放レバー１０ａに対し、その操作経路の左側に突き出してラッチ機構１０の釈放操作
を阻止する。つまり、回路遮断器２２のＯＮ状態では、ユニット扉２７を開けたり、機能
ユニット２を盤内で移動することができない。
【００２０】
　しかも、図８のインターロック状態では、第１ロック板１１の支軸１１ａに対してラッ
チ機構１０の釈放レバー１０ａとその操作経路上に突き出したストッパ部１１ｄとがほぼ
同一線上に並ぶことになる。したがって、釈放レバー１０ａに強い力を加え押し込んでも
カム板が回動することがなく、これによりラッチ機構１０の解除を確実に阻止できる。
　次に、回路遮断器２２がＯＮ状態で盤内を非常点検するために、ユニット扉２７の鎖錠
を強制解除する方法を図９（ａ）～（ｃ）により説明する。すなわち、強制解除する機能
ユニット２に対し、そのユニット扉２７と隣接する機能ユニットとの間の隙間に前方から
ドライバなどの工具を差し込んでユニット扉２７を掛止している第１レバー１１のロック
アーム部１１ｃを押し上げると、図９（ｃ）で示すようにロックアーム部の先端が係合溝
２７ａの上端側に移動する。これにより、ユニット扉２７の鎖錠が解除されて扉を開くこ
とができる。
【００２１】
　上記の動作説明から判るように、図示実施例のインターロック機構によれば、第１のロ
ック板１１，第２のロック板１２，および釈放ロッド１３の僅か三つの部品を組合せるこ
とで、機能ユニット２に要求されるインターロック機能を達成できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明実施例の構成図で、（ａ）は一段分のユニット収納フレーム内部に複数台
の縦型機能ユニットを左右に並べて搭載した状態の正面図，（ｂ）は機能ユニットの内部
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構造を表す側視断面図
【図２】図１で機能ユニットの主回路を電源側，負荷側に自動連結した状態の正面側から
見た俯瞰図
【図３】図２の背面側から見た俯瞰図
【図４】図２で機能ユニットを前方に引出した状態を表す図
【図５】図１における機能ユニット単体の外観図
【図６】図５の機能ユニットに装備したインターロック機構の説明図で、（ａ）は回路遮
断器がＯＦＦ，ユニット扉が閉じた状態でのユニット内部の透視斜視図、（ｂ），（ｃ）
はそれぞれ（ａ）の機構を模式的に表した上面図，および正面図
【図７】図６の状態からユニット扉を開いた際のインターロック機構の動作説明図で、（
ａ）はユニット内部の透視斜視図、（ｂ），（ｃ）はそれぞれ（ａ）の機構を模式的に表
した上面図，および正面図
【図８】図６の状態から回路遮断器をＯＮ操作した際のインターロック機構の動作説明図
で、（ａ）はユニット内部の透視斜視図、（ｂ），（ｃ）はそれぞれ（ａ）の機構を模式
的に表した正面図，および側面図
【図９】図８の回路遮断器ＯＮの状態でユニット扉の鎖錠を強制解除した際のインターロ
ック機構の動作説明図で、（ａ）はユニット内部の透視斜視図、（ｂ），（ｃ）はそれぞ
れ（ａ）の機構を模式的に表した上面図，および正面図
【図１０】本発明の実施例によるコントロールセンター全体の外観図
【符号の説明】
【００２３】
　１　　コントロールセンターのキャビネット
　２　　機能ユニット
　２１　ユニットフレーム
　２２　回路遮断器
　２２ａ　操作ハンドル
　２２ｂ　インターロックレバー
　２７　ユニット扉
　２８　電源側コンタクト
　２９　負荷側コンタクト
　２９ａ　コンタクトプラグ
　２９ｂ　コンタクトソケット
　５　　ユニット収納フレーム
　６　　電源側の垂直母線
　７　　中継コンタクトユニット
　７ａ　コンタクトプラグ
　７ｂ　水平母線
　８　　負荷接続用端子台
１０　　ラッチ機構
１０ａ　釈放レバー
１１　　第１のロック板（インターロック機構）
１１ａ　支軸
１１ｂ　ロックカム部
１１ｃ　ロックアーム部
１１ｄ　ストッパ部
１２　　第２のロック板
１３　　釈放ロッド
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