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(57)【要約】
【課題】利便性の高い分電盤を提供する。
【解決手段】分電盤１００の筐体１０１の表面には、主
幹開閉器１１０や複数の分岐開閉器１３０の通電状態を
示すタッチパネル２００が設けられている。主幹開閉器
１１０の電路が遮断されたとき、主幹開閉器１１０の電
路の遮断に係る異常報知情報をタッチパネル２００に表
示し、かつ、主幹開閉器１１０の電路の遮断前と比べて
タッチパネル２００の明るさを上げる信号処理部１５４
が設けられている。
【選択図】図１



(2) JP 2015-198478 A 2015.11.9

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主幹開閉器と、該主幹開閉器の出力側に接続された複数の分岐開閉器とが筐体内に収納
された分電盤であって、
　前記筐体の表面には、前記主幹開閉器および前記複数の分岐開閉器のうちの少なくとも
いずれか１つの通電状態を示す表示部が設けられ、
　前記主幹開閉器の電路が遮断されたとき、該主幹開閉器の電路の遮断に係る異常報知情
報を前記表示部に表示し、かつ、該主幹開閉器の電路の遮断前と比べて前記表示部の明る
さを上げる表示制御部が設けられている
ことを特徴とする分電盤。
【請求項２】
　請求項１記載の分電盤において、
　前記複数の分岐開閉器には、接続される負荷装置に応じた重要度が設定されており、
　前記表示制御部は、前記複数の分岐開閉器のうちの少なくともいずれか１つの電路が遮
断された場合において、該遮断された分岐開閉器の重要度があらかじめ定められた閾値以
上のとき、前記表示部に、該遮断された分岐開閉器に係る異常報知情報を表示し、かつ、
該分岐開閉器の電路の遮断前と比べて前記表示部の明るさを上げる一方、該遮断された分
岐開閉器の重要度が前記閾値未満のとき、前記表示部の明るさを上げない
ことを特徴とする分電盤。
【請求項３】
　請求項１または２記載の分電盤において、
　前記表示制御部は、前記主幹開閉器および前記複数の分岐開閉器のうちの少なくともい
ずれか１つの電路が遮断されたとき、該電路の遮断前の表示に代えて、電路の遮断場所お
よび遮断原因のうちの少なくともいずれか一方を示す異常報知情報を前記表示部に他の情
報よりも目立つように強調して表示する
ことを特徴とする分電盤。
【請求項４】
　請求項１から３のうちのいずれか１項に記載の分電盤において、
　前記表示制御部は、前記表示部を明るさの異なる３つ以上の表示モードにより表示可能
である
ことを特徴とする分電盤。
【請求項５】
　請求項１から４のうちのいずれか１項に記載の分電盤において、
　前記表示部は、前記主幹開閉器および前記分岐開閉器のうちの少なくともいずれか一方
に係る表示をするとともに、その表示部位で使用者の操作を受けるタッチパネルである
ことを特徴とする分電盤。
【請求項６】
　請求項１から５のうちのいずれか１項に記載の分電盤において、
　前記主幹開閉器は、電路の接続をオンオフ制御可能に構成された操作レバーを有し、
　前記操作レバーは、前記表示部と隣接する位置に設けられている
ことを特徴とする分電盤。
【請求項７】
　請求項１から６のうちのいずれか１項に記載の分電盤において、
　前記筐体と一体的に設けられ、該筐体の内外を電気接続可能に構成されており、該筐体
内において前記主幹開閉器の入力側と接続された電源側コネクタと、
　前記電源側コネクタに接続され、前記主幹開閉器が遮断された際に前記表示部に電源を
供給するバッテリーとを備えている
ことを特徴とする分電盤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、住宅等において使用される分電盤に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な分電盤は、ボディに収納された主幹開閉器（特許文献１では、主幹分岐回路遮
断器）と、複数の分岐開閉器（特許文献１では、分岐回路遮断器）によって構成されてい
る。ボディの前面側には、カバーが設けられており、そのカバーには、主幹開閉器や分岐
開閉器等の操作部である操作レバーが配設されたボス部を露出させる窓孔が形成されてい
る（例えば、特許文献１）。　
【０００３】
　このような一般的な分電盤において、主幹開閉器および分岐開閉器の過電流や漏電等の
異常を検知すると、操作レバーが傾倒または起立することにより回路を遮断するトリップ
動作を行うようになっている。しかし、例えば、夜間に主幹開閉器がトリップ動作して回
路が遮断されると、周囲が真暗になり、分電盤の設置場所にたどり着くことが困難になる
。
【０００４】
　このような問題に対し、特許文献２には、主幹開閉器等が動作して停電した際に、分電
盤のケース内に内蔵した電池を電源にしてランプを点灯させることで、分電盤の周囲を照
らす停電用保安灯が開示されている。このものでは、主幹開閉器やリミッタが動作して停
電した際においても、停電用保安灯がない場合と比較して、主幹開閉器やリミッタの復帰
操作を行いやすくすることができる。
【０００５】
　また、特許文献３には、ベース台の短手方向の両側において、長手方向に並べて配設さ
れた複数の分岐開閉器（特許文献３では、分岐ブレーカ）と、ベース台上に保持されたメ
インバー上に配設された表示ユニットとを備えた分電盤が開示されている。表示ユニット
は、対応する分岐ブレーカに隣接するように配設された複数のＬＥＤを有している。この
特許文献３の分電盤においては、表示ユニットのＬＥＤは、予め設定された電流閾値と電
流センサが検出した電流値との比較に応じて点灯や点滅を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－７８１２０号公報
【特許文献２】特許第４４６２９４９号公報
【特許文献３】特開２００８－１３６２８０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、特許文献２に開示されているような従来の分電盤では、分電盤の周囲を
照らすことができるため、停電用保安灯がない場合と比較して、主幹開閉器や分岐開閉器
等の復帰操作を行いやすくすることができる反面、限られた照明光の中で、遮断された主
幹開閉器や分岐開閉器を素早く特定することが容易ではない。
【０００８】
　また、上述の従来技術では、遮断された開閉器が、主幹開閉器であるか分岐開閉器であ
るか、遮断された開閉器が分岐開閉器である場合にどのような負荷装置が分岐開閉器に接
続されているか等に関わらず、分電盤の周囲を照らす照明手段を点灯させている。しかし
ながら、例えば、遮断された分岐開閉器に接続された負荷装置が照明ではない場合、分電
盤の照明手段は必ずしも用いる必要はない。このような開閉器遮断時に用いる照明手段は
、電池等のバッテリーにより点灯させることが考えられるが、上記のような必ずしも必要
のないときまで点灯を行うと、不要な電池の消耗が発生し、例えば、長時間放置された場
合等に、電池切れを起こしてしまう可能性がある。
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【０００９】
　特許文献３では、各分岐開閉器の定格電流値と電流センサが検出した電流値との比較に
応じて点灯や点滅を行うようになっているものの、その明るさに関する記載はない。また
、近年、例えば、家庭において使用する電気機器の増加や単独で分岐開閉器に接続する電
気機器（例えば、エアコンやＩＨコンロ）の増加に伴い、分岐開閉器を増加させる傾向に
ある。このように分岐開閉器数が増加した場合、分岐開閉器に応じた位置で表示ユニット
を点灯や点滅させるのみでは、遮断された分岐開閉器を特定することは容易ではない。例
えば、夜間等の主幹開閉器の遮断時には、遮断された分岐開閉器の特定の容易性はさらに
低下する。加えて、従来の分電盤では、主幹開閉器や分岐開閉器の電路が遮断された場合
に、その遮断原因を把握するのが困難である。
【００１０】
　本発明は、上記の諸問題を解決するためになされたものであり、その主な目的は、例え
ば、夜間や分電盤の設置場所が暗所である等の状況下で停電等により分電盤が遮断された
場合においても、遮断された開閉器の特定やその復帰作業を容易にする利便性の高い分電
盤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る分電盤は、筐体の表面に主幹開閉器および／または複数の分岐開閉器の通
電状態を示す表示部が設けられ、主幹開閉器の電路が遮断されたとき、主幹開閉器の電路
の遮断に係る異常報知情報が表示部に表示され、かつ、主幹開閉器の電路の遮断前と比べ
て前記表示部の明るさを上げるように構成したものである。
【００１２】
　すなわち、本発明の第１態様の分電盤では、主幹開閉器と、該主幹開閉器の出力側に接
続された複数の分岐開閉器とが筐体内に収納されている。そして、筐体の表面には、主幹
開閉器および複数の分岐開閉器のうちの少なくともいずれか１つの通電状態を示す表示部
が設けられ、主幹開閉器の電路が遮断されたとき、該主幹開閉器の電路の遮断に係る異常
報知情報を表示部に表示し、かつ、該主幹開閉器の電路の遮断前と比べて表示部の明るさ
を上げる表示制御部が設けられていることを特徴とする。
【００１３】
　本態様によると、主幹開閉器の電路が遮断されたとき、表示制御部により異常報知情報
が表示部に表示され、かつ、主幹開閉器の電路の遮断前と比べて表示部の明るさが上がる
ように構成されている。このような構成にすることにより、使用者は分電盤で主幹開閉器
の電路が遮断されたことを容易に視認することができる。さらに、明るさが上がった表示
部によって分電盤およびその周囲が照らされるため、例えば、夜間や分電盤の設置場所が
暗所である等の状況下で停電等により分電盤が遮断された場合においても、分電盤の設置
位置への移動および主幹開閉器の復帰作業を容易に素早く行うことができる。
【００１４】
　本発明の第２態様では、第１態様記載の分電盤において、前記複数の分岐開閉器には、
接続される負荷装置に応じた重要度が設定されており、前記表示制御部は、前記複数の分
岐開閉器のうちの少なくともいずれか１つの電路が遮断された場合において、該遮断され
た分岐開閉器の重要度があらかじめ定められた閾値より高いとき、前記表示部に、該遮断
された分岐開閉器に係る異常報知情報を表示し、かつ、該分岐開閉器の電路の遮断前と比
べて前記表示部の明るさを上げる一方、該遮断された分岐開閉器の重要度が前記閾値未満
のとき、前記表示部の明るさを上げないことを特徴とする。
【００１５】
　本態様によると、遮断された分岐開閉器の重要度があらかじめ定められた閾値より高い
とき、遮断された分岐開閉器に係る異常報知情報が表示され、かつ、該分岐開閉器の電路
の遮断前と比べて前記表示部の明るさが上がるように構成されている。この重要度は、例
えば、分岐開閉器に接続されている負荷装置に基づいて設定が可能であり、例えば、その
負荷装置が分電盤の配置された場所の照明装置であるとき、重要度を高く設定する。一方
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で、例えば、例えば、停電時等に起因する分電盤の確認や復帰作業等に影響が少ないエア
コン等の重要度は低く設定する。このような設定にすることにより、例えば夜間や分電盤
の設置場所が暗所である等の状況下で停電等が発生した場合に復帰作業に関わる分岐開閉
器の電路が遮断されたとき、明るさが上がった表示部によって分電盤およびその周囲を照
らすことができるため、分電盤の設置位置への移動および分岐開閉器の復帰作業をさらに
容易に行うことができる。一方で、重要度が低い場合には、表示部の明るさを上げないの
で、表示部による不要な電力消費の増加を防ぐことができる。
【００１６】
　本発明の第３態様では、第１または第２態様記載の分電盤において、前記表示制御部は
、前記主幹開閉器および前記複数の分岐開閉器のうちの少なくともいずれか１つの電路が
遮断されたとき、該電路の遮断前の表示に代えて、電路の遮断場所および遮断原因のうち
の少なくともいずれか一方を示す異常報知情報を前記表示部に他の情報よりも目立つよう
に強調して表示することを特徴とする。
【００１７】
　本態様によると、電路の遮断場所および遮断原因のうちの少なくともいずれか一方を示
す異常報知情報が表示部に他の情報よりも目立つように強調して表示されるので、使用者
は電路が遮断された開閉器および／または遮断された開閉器の遮断原因を容易に把握する
ことができる。このような表示をすることにより、使用者は次に必要な行動、作業等を把
握したり、開閉器の復帰作業を実施したりすることができる。なお、他の情報よりも目立
つように強調して表示するとは、他の情報を完全に省いて、異常報知情報を目立つように
表示部に強調して表示することも含む概念である。
【００１８】
　本発明の第４態様では、第１から第３態様のうちのいずれか一態様に記載の分電盤にお
いて、前記表示制御部は、表示部を明るさの異なる３つ以上の表示モードにより表示可能
である。
【００１９】
　本態様によると、表示部が明るさの異なる３つ以上の表示モードで表示されるため、本
態様の分電盤は、さらに細かく消費電力のマネジメントをすることができる。
【００２０】
　本発明の第５態様では、第１から第４態様のうちのいずれか一態様に記載の分電盤にお
いて、表示部は、主幹開閉器および分岐開閉器のうちの少なくともいずれか一方に係る表
示をするとともに、その表示部位で使用者の操作を受けるタッチパネルであることを特徴
とする。
【００２１】
　本態様によると、表示部が入力操作も可能なタッチパネルであるため、使用者による各
種パラメータの設定等を受けることができる。これにより、分電盤の利便性がさらに高ま
る。
【００２２】
　本発明の第６態様では、第１から第５態様のうちのいずれか一態様に記載の分電盤にお
いて、主幹開閉器は、電路の接続をオンオフ制御可能に構成された操作レバーを有し、操
作レバーは、表示部と隣接する位置に設けられている。
【００２３】
　本態様によると、操作レバーが表示部と隣接する位置に設けられているため、例えば、
主幹開閉器の電路が遮断されたとき、明るさが上げられた表示部によってその周囲が照ら
されて、使用者が容易に操作レバーを視認することができるようになり、復帰作業の容易
性がさらに高まる。
【００２４】
　本発明の第７態様では、第１から第６態様のうちのいずれか一態様に記載の分電盤にお
いて、筐体と一体的に設けられ、該筐体の内外を電気接続可能に構成されており、該筐体
内において主幹開閉器の入力側と接続された電源側コネクタと、電源側コネクタに接続さ
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れ、主幹開閉器が遮断された際に表示部に電源を供給するバッテリーとを備えている。
【００２５】
　この態様によると、バッテリーは電源側コネクタに接続されている。すなわち、主幹開
閉器を経由することなく、電源側コネクタを介して外部の電源に接続されている、このよ
うな構成とすることにより、主幹開閉器が遮断されている場合においても、外部の電源か
らの電力が供給されていればバッテリーは充電される。これにより、例えば、停電時や、
長期間にわたって主幹開閉器が遮断されているとき（例えば、長期間の不在、引っ越し等
）でも、表示部を点灯させることができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、主幹開閉器の電路が遮断されたとき、異常報知情報を表示し、かつ電
路の遮断前と比べて表示部の明るさを上げることにより、遮断された開閉器の特定やその
遮断された開閉器の復帰作業の容易化及び迅速化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施形態に係る分電盤の斜視図であり、（ａ）は右斜め上側から見た斜視図、（
ｂ）は右斜め下側から見た斜視図である。
【図２】実施形態に係る分電盤のカバーを外して右斜め上側から見た斜視図である。
【図３】実施形態に係る分電盤の回路構成例を示した図である。
【図４】実施形態に係る分電盤の他の例を示す右斜め上側から見た斜視図である。
【図５】主幹開閉器の初期通電診断フローを示すフロー図である。
【図６】主幹開閉器のＯＮ診断のフロー図である。
【図７】主幹開閉器のＯＮ診断のフロー図である。
【図８】分岐リレーのＯＮ診断のフロー図である。
【図９】分岐リレーがＯＮ／ＯＦＦ操作されたときの分岐リレーのＯＮ診断のフロー図で
ある。
【図１０】主幹開閉器の定常時診断のフロー図である。
【図１１】主幹開閉器の定常時診断のフロー図である。
【図１２】主幹開閉器の定常時診断のフロー図である。
【図１３】分岐リレーの定常時診断のフロー図である。
【図１４】ピークカット処理のフロー図である。
【図１５】定常状態におけるタッチパネルの表示例を示した図である。
【図１６】主幹開閉器の異常状態におけるタッチパネルの表示例を示した図である。
【図１７】分岐リレーの異常状態におけるタッチパネルの表示例を示した図である。
【図１８】タッチパネルの初期表示画面の一例を示した図である。
【図１９】スリープモードのフロー図である。
【図２０】待機電力カットモードのフロー図である。
【図２１】分岐リレーの動作閾値の設定フローを示した図である。
【図２２】動作閾値設定後のタッチパネルの表示例を示した図である。
【図２３】分岐リレーの動作閾値の設定フローを示した図である。
【図２４】実施形態に係る分電盤の他の回路構成例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。以下の好ましい実施形態の
説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用範囲あるいはその用途を制限すること
を意図するものではない。また、発明の理解を容易にするために、実質的に同一または類
似の事項についての説明を省略する場合がある。
【００２９】
　（分電盤の構成）
　図１は実施形態に係る分電盤の斜視図であり、図２は分電盤のカバーを外して右斜め上



(7) JP 2015-198478 A 2015.11.9

10

20

30

40

50

側から見た斜視図であり、図３は分電盤の回路構成例を示した図である。
【００３０】
　図１～図３に示すように、分電盤１００は、外部の電源からの電力の供給を受ける主幹
開閉器１１０と、後述する主幹電流測定部１２１および主幹異常検出部１２２を有する主
幹通電検知部１２０並びに分岐リレー接続部１２３を介して主幹開閉器１１０の負荷装置
側に接続された複数の分岐開閉器１３０と、これらを収納する矩形箱状の筐体１０１とを
備えている。分岐開閉器１３０は、切替ユニットとしての分岐リレー１３１を備えている
。本実施形態では、分岐リレー１３１はラッチリレーであるものとして説明する。
【００３１】
　なお、分岐リレー１３１はラッチリレーに限定されず、例えば、半導体リレーのような
他のリレーであってもよい（後述する“その他の実施形態”および図２４参照）。また、
切替ユニットとして、例えば、非接触給電方式の切替手段のようなリレー以外の切替手段
を用いて電路の開閉の切替えをしてもよい。なお、本開示において、リレーとは、有接点
リレー、無接点リレーおよび有接点リレーと無接点リレーとを組み合わせたハイブリッド
型のリレーを含む概念である。
【００３２】
　筐体１０１は、主幹開閉器１１０および分岐リレー１３１等が配設され、かつ前面が開
口した矩形箱状のボックス１０１ａと、ボックス１０１ａの開口を覆うカバー１０１ｂと
を備えている。ボックス１０１ａは、ねじやフック（図示しない）等によって壁面等に取
り付けされる。また、ボックス１０１ａとカバー１０１ｂとは、例えば長手方向（図１に
おける左右方向）の側面において、ねじ（図示しない）によってねじ止めされる。
【００３３】
　なお、上記のねじ止め固定される場所は、例えば、カバー１０１ｂの前側からのねじ止
め固定でもよい。また、ボックス１０１ａやカバー１０１ｂに嵌合部（図示しない）を設
け、その嵌合部の嵌合によってボックス１０１ａとカバー１０１ｂとを固定してもよい。
なお、本実施形態の説明において、“前”とはカバー１０１ｂ側を、“後”とはボックス
１０１ａ側を指すものとする。
【００３４】
　カバー１０１ｂの前面には、上端から下端までの間において、右側端部からカバー１０
１ｂの左右中間の左側寄りまで広がるタッチパネル２００が設けられている。カバー１０
１ｂ前面においてタッチパネル２００左側の上下方向の中間部分には、タッチパネル２０
０を初期表示状態に戻すためのホームボタン１０４が設けられている。
【００３５】
　また、ホームボタン１０４の左側の上下方向の中間部分には、後述する主幹開閉器１１
０の主幹突状部１１２の大きさよりも若干大きくて、前後方向に貫通する矩形の貫通孔１
０２ａが設けられている。これにより、ボックス１０１ａにカバー１０１ｂが取り付けさ
れた際に、主幹開閉器１１０の主幹突状部１１２および後述する操作レバー１１３がカバ
ー１０１ｂの外側に露出する。すなわち、操作レバー１１３は、タッチパネル２００と隣
接する位置に配設される。このような構成とすることにより、例えば、夜間や分電盤の設
置場所が暗所である等の状況下で停電等により分電盤が遮断された場合においても、使用
者は主幹開閉器１１０の操作レバー１１３を容易に視認することができる。
【００３６】
　なお、タッチパネル２００は、操作レバー１１３の右側に設けられるものとしたが、例
えば、図４に示すように、タッチパネル２００が操作レバー１１３の周囲を囲む位置まで
延びていてもよい。これにより、夜間の停電等により分電盤が遮断された場合においても
、操作レバー１１３の周囲がより明るく照らされるため、使用者は操作レバー１１３をさ
らに容易に視認することができる。
【００３７】
　同様に、カバー１０１ｂのタッチパネル２００左側の下端部寄りの部位には、後述する
バッテリー表示部１６１、マイク１６２およびスピーカ１６３をそれぞれ外部に露出する
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ために、これらの大きさよりもそれぞれ若干大きく形成され、前後方向に貫通する矩形の
貫通孔１０２ｂ，１０２ｃ，１０２ｄが設けられている。また、カバー１０１ｂの下面右
端部には、タッチパネル２００をオンオフ制御するための電源ボタン１０３が設けられて
いる。
【００３８】
　図２に示すように、ボックス１０１ａ上面の長手方向両側には、電源側コネクタ１５１
と負荷側コネクタ１５６とがボックス１０１ａから上側に向かうようにそれぞれ一体的に
突設されている。電源側コネクタ１５１は、筐体１０１の内外で電気接続が可能に構成さ
れた複数の接続端子を有し、外部の電源と接続された接続ケーブル３０１のコネクタ３０
１ａと接続可能に構成されている。電源側コネクタ１５１の接続端子は、筐体１０１の内
部において、主幹開閉器１１０の入力端子と接続されている。このような構成とすること
により、主幹開閉器１１０は電源側コネクタ１５１および接続ケーブル３０１を介して外
部の電源と接続される。
【００３９】
　主幹開閉器１１０は、矩形箱状の主幹ベース部１１１と、主幹ベース部１１１の前側に
一体的に突設された矩形箱状の主幹突状部１１２と、主幹突状部１１２に形成した貫通窓
から前側に突設され、使用者の起立／傾倒操作を受けて主幹開閉器１１０の電路の接続／
遮断をオンオフ制御可能に構成された操作レバー１１３とを備えている。さらに、主幹開
閉器１１０は、トリップ動作により主幹開閉器１１０の電路を開閉可能に構成された電路
遮断機構（図示しない）を備えている。電路遮断機構は、電磁式の瞬時引外し装置、バイ
メタル式の時延形引外し装置、トリップコイル等によって構成されており、過電流、短絡
電流、漏電、過電圧等の主幹開閉器１１０の負荷装置側における通電状態に異常があると
き、主幹開閉器１１０の電路を、機械的に自動遮断する（以下、トリップ動作ともいう）
機構である。
【００４０】
　主幹通電検知部１２０は、主幹電流測定部１２１と、主幹異常検出部１２２とを備えて
おり、主幹開閉器１１０の通電状態の異常の有無を検知して、その検知結果を示す主幹通
電信号Ｄ１を出力する。主幹電流測定部１２１は、短絡および過電流を検知するためのも
のであり、具体的には、電路を流れる電流を測定し（例えば、特開２０００－２９９９３
４号公報、特開２００８－１３１７６５号公報参照）、その測定結果を主幹電流信号Ｄ１
１として出力する。主幹異常検出部１２２は、過電圧および漏電を検知するためのもので
あり、具体的には、電圧および電路に設けられた変流器からの検出信号に基づく漏電電流
を測定し（例えば、特開２００９－０８１９２８号公報参照）、その測定結果を主幹異常
信号Ｄ１２として出力する。本開示では、主幹通電信号Ｄ１とは、主幹電流信号Ｄ１１お
よび主幹異常信号Ｄ１２の両方またはいずれか一方を指すものとする。
【００４１】
　図３および図４に示すように、分岐リレー接続部１２３は、主幹通電検知部１２０の負
荷装置側に接続されており、主幹開閉器１１０および主幹通電検知部１２０を介して外部
の電源から供給された電力を分岐して各分岐リレー１３１に出力する。そして、各分岐リ
レー１３１の負荷装置側には、分岐通電検知部１４０が配設されており、各分岐通電検知
部１４０の負荷装置側配線は、それぞれ負荷側コネクタ１５６に接続されている。負荷側
コネクタ１５６は、外部の負荷装置Ａ，Ｂ，Ｃと接続された接続ケーブル３０２のコネク
タ３０２ａと接続可能に構成されている。
【００４２】
　分岐通電検知部１４０は、分岐電流測定部１４１と、分岐異常検出部１４２とを備えて
おり、分岐開閉器１３０の通電状態の異常の有無を検知して、その検知結果を示す分岐通
電信号Ｄ２を出力する。分岐電流測定部１４１は、短絡電流および過電流を検出するため
のものであり、具体的には、電路を流れる電流を測定し（例えば、特開２０００－２９９
９３４号公報、特開２００８－１３１７６５号公報参照）、その測定結果を分岐電流信号
Ｄ２１として出力する。分岐異常検出部１４２は、トラッキングおよび漏電を検知するた
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めのものであり、具体的には、電圧の測定、および電路に設けられた変流器からの検出信
号に基づく漏電電流を測定し（例えば、特開２００９－０８１９２８号公報参照）、その
測定結果を分岐異常信号Ｄ２２として出力する。
【００４３】
　分電盤１００は、ボックス１０１ａ内において、電源側コネクタ１５１に接続され、停
電等により主幹開閉器１１０への電力供給が遮断されたことを検知し、検知結果に基づい
て停電検知信号Ｄ３を出力する停電検知部１５２と、電源側コネクタ１５１および停電検
知部１５２を介して外部の電源に接続されたバッテリー１５３と、表示制御部および他の
制御部としての信号処理部１５４と、バッテリー１５３の残量が所定の閾値以下であるこ
とを示すバッテリー表示部１６１と、マイク１６２と、スピーカ１６３と、装置外部との
通信を可能にする通信部１６４と、タッチパネル２００との間で信号の受渡しを行うパネ
ル入出力部１６５とを備えている。
【００４４】
　バッテリー１５３は、信号処理部１５４、パネル入出力部１６５およびタッチパネル２
００に接続されており、信号処理部１５４、パネル入出力部１６５およびタッチパネル２
００は、バッテリー１５３を介して外部の電源からの電源供給を受ける。これにより、例
えば停電時でも使用者はタッチパネル２００の表示の確認や操作をすることができる。な
お、信号処理部１５４は、主幹通電検知部１２０の負荷装置側とも接続されており、定常
時に主幹開閉器１１０および主幹通電検知部１２０を介して電源の供給を受けるようにし
てもよい。
【００４５】
　バッテリー１５３は、上記のように電源側コネクタ１５１および停電検知部１５２を介
して外部の電源に接続されている、すなわち、主幹開閉器１１０の入力側に接続されてい
る。このような構成とすることにより、主幹開閉器１１０が遮断されている場合において
も、外部の電源からの電力が供給されていればバッテリー１５３は充電される。例えば、
長期間にわたって主幹開閉器１１０が遮断されたとき（例えば、長期間の不在、引っ越し
等）でも、主幹開閉器１１０の操作レバー１１３を“ＯＮ”操作する前に、タッチパネル
２００による操作やタッチパネル２００への表示等を実施することができる。なお、バッ
テリー１５３は、信号処理部１５４およびタッチパネル２００のうちのいずれか一方にの
み接続されていてもよいし、他のブロック、例えば、マイク１６２やスピーカ１６３に接
続して、これらの非常用電源として使用してもよい。
【００４６】
　信号処理部１５４は、分電盤１００内の各ブロックを制御する機能を有する。例えば、
信号処理部１５４は、バッテリー１５３の充電状態を監視し、満充電時の充電停止等の充
電制御を行ったり、バッテリー１５３の残量が所定の閾値未満になった場合およびその後
閾値以上の残量に復帰した場合にバッテリー表示部１６１に表示制御信号を出力したりす
る。バッテリー表示部１６１は、例えば磁気反転表示素子を用いて構成され、信号処理部
１５４からの信号を受けて表示を切り替える。このような構成をすることにより、バッテ
リー表示部１６１は、信号処理部１５４からの信号が停止した後でも継続して、バッテリ
ー１５３の残量が閾値未満であることを表示することができる。
【００４７】
　また、例えば、信号処理部１５４は、主幹通電検知部１２０の主幹通電信号Ｄ１、分岐
通電検知部１４０の分岐通電信号Ｄ２および停電検知部１５２の停電検知信号Ｄ３を受け
て、主幹通電信号Ｄ１、分岐通電信号Ｄ２、停電検知信号Ｄ３に基づいて、パネル入出力
部１６５を介してタッチパネル２００の表示内容の制御を行ったり、スピーカ１６３から
の警報情報等の報知を制御したり、通信部１６４を介して検知結果の送信を行ったりする
。さらに、信号処理部１５４は、タッチパネル２００からの操作入力情報、マイク１６２
からの音声入力情報、分岐通電検知部１４０の分岐通電信号Ｄ２に基づいて、分岐開閉器
１３０の電路の接続をオンオフ制御する、すなわち、分岐リレー１３１をオンオフ制御す
る開閉制御信号ＣＳ１を分岐リレー１３１に出力し、分岐開閉器１３０（分岐リレー１３
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１）の電路の開閉を制御する。なお、以降の説明において、信号処理部１５４がパネル入
出力部１６５を介してタッチパネル２００の画面表示等を制御したり、パネル入出力部１
６５を介してタッチパネル２００の操作情報を受けたりすることについて、パネル入出力
部１６５を経由する旨の記載を省略する場合がある。
【００４８】
　（分電盤の通電状況の診断）
　次に、信号処理部１５４による制御に基づいて行われる分電盤１００の通電状況の診断
フロー（例えば短絡、過電流、漏電、過電圧、トラッキング等の異常の有無の診断フロー
）について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００４９】
　＜主幹開閉器の初期通電診断＞
　図５は主幹開閉器１１０が“ＯＮ”操作された場合、すなわち主幹開閉器１１０の操作
レバー１１３が“ＯＮ”操作された場合についての診断フローを示した図である。本実施
形態では、主幹開閉器１１０の定格電流は例えば６０Ａであるものとし、分岐リレー１３
１の定格電流は例えば２０Ａであるものとして説明する。
【００５０】
　なお、この定格電流は、発明の理解を容易にするために例示する値であり、発明の技術
的範囲を限定する意図を有するものではない。以降の説明においても、定格電流値、定格
電圧値、継続時間等の具体的な数値は、発明の理解を容易にするために例示する値であり
、発明の技術的範囲を限定する意図を有するものではない。
【００５１】
　まず、主幹開閉器１１０の操作レバー１１３が“ＯＮ”操作されると、フローはステッ
プＳＭ１１からステップＳＭ１２に進み、信号処理部１５４は、後述する“主幹開閉器の
ＯＮ診断”を開始する。そして、“主幹開閉器のＯＮ診断”の診断結果に異常がなかった
場合、フローはステップＳＭ１３からステップＳＭ１４に進み、信号処理部１５４は、タ
ッチパネル２００に定常画面を表示させる。このとき、信号処理部１５４は、タッチパネ
ル２００の表示の明るさを明るさ１（定常表示モード）に設定して（ＳＭ１５）、処理を
終了する。
【００５２】
　図１５は定常状態におけるタッチパネル２００の表示例を示した図である。図１５（ａ
）は従来の分電盤の操作レバーと同様なイメージ図を用いて、定常時の各分岐開閉器１３
０の通電状態（ＯＮ／ＯＦＦ状態）を表示した表示例を示しており、図１５（ｂ）は、Ｏ
Ｎ状態とＯＦＦ状態との間で色を異ならせて表示し、その色の違いを用いて定常時の各分
岐開閉器１３０の通電状態（ＯＮ／ＯＦＦ状態）を表示した表示例を示している。なお、
通電状態（ＯＮ／ＯＦＦ状態）の表示は、図１５（ａ），（ｂ）の表示方法に限定されず
、各分岐開閉器１３０の通電状態（ＯＮ／ＯＦＦ状態）が認識可能な表示方法であれば、
他の表示方法であってもよい。
【００５３】
　なお、タッチパネル２００には、図１６に示すように、分電盤１００の主幹開閉器１１
０や分岐リレー１３１のオンオフ状態以外の表示をするようにしてもかまわない。このよ
うな表示の切り替えを可能にすることにより、例えば、異常時、主幹開閉器１１０や分岐
リレー１３１のオンオフ状態設定時、異常履歴の表示（例えば図１６（ａ））等の表示を
行うとき以外は、使用者はテレビやインターネット、写真や動画等を楽しんだり、地図や
天気等の情報を検索したりすることができる。図１６（ｂ）にその一例を示している。こ
の図１６（ｂ）の表示画面への切り替えは、例えば、ホームボタン１０４が押された時に
画面の切り替えを行う。これにより、異常時や設定時等以外の時間において、タッチパネ
ル２００を有効活用することができる。このような分電盤をリビングやキッチン等に配置
することにより、普段の生活では分電盤を情報端末として有効活用可能にするとともに、
異常時等には使用者が容易に異常状態の確認と主幹開閉器や分岐開閉器の復帰作業をでき
るようにすることができる。
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【００５４】
　＜主幹開閉器のＯＮ診断＞
　図６は、図５のステップＳＭ１２の“主幹開閉器のＯＮ診断”の詳細を示したフロー図
である。
【００５５】
　まず、信号処理部１５４は、主幹電流測定部１２１からの主幹電流信号Ｄ１１に基づい
て、主幹開閉器１１０の通電状態を確認する（ＳＭ２１０）。
【００５６】
　主幹開閉器１１０の通電がない場合（ＳＭ２１０で“通電無”）、信号処理部１５４は
、停電検知部１５２からの停電検知信号Ｄ３に基づいて、一次側（外部の電源から主幹開
閉器１１０までの間）の通電状態を確認する（ＳＭ２１１）。
【００５７】
　一次側の通電が確認されない場合（ＳＭ２１１で“通電無”）、信号処理部１５４は、
タッチパネル２００に“停電状態”を表示させ（ＳＭ２１２）、その明るさを定常表示モ
ード時の明るさ１、および後述するスリープモード（スリープ表示モード、図１９参照）
時の明るさ３よりも明るい明るさ２（異常表示モード）に設定し（ＳＭ２１３）、“主幹
開閉器のＯＮ診断”および“主幹開閉器の初期通電診断”の処理を終了する。
【００５８】
　一方で、一次側の通電が確認された場合（ＳＭ２１１で“通電有”）、信号処理部１５
４は、タッチパネル２００に“主幹異常状態”を表示させ（ＳＭ２１４）、タッチパネル
２００の明るさを明るさ２に設定し（ＳＭ２１５）、“主幹開閉器のＯＮ診断”および“
主幹開閉器の初期通電診断”の処理を終了する。このとき、信号処理部１５４は、主幹開
閉器１１０および主幹通電検知部１２０を介して電源の供給を受ける。以降の各フロー図
においても、特に説明のない場合、信号処理部１５４は、主幹開閉器１１０および主幹通
電検知部１２０を介して電源の供給を受ける。なお、信号処理部１５４が常時バッテリー
１５３から電源の供給を受けるようにしてもよい。また、ステップＳＭ２１４とステップ
ＳＭ２１５とは同時に処理してもよい。
【００５９】
　次に、ステップＳＭ２１０において、主幹開閉器１１０の通電があった場合（ＳＭ２１
０で“通電有”）について説明する。図７は、ステップＳＭ２１０で“通電有”となった
場合のフロー図を示しており、分電盤１００では、主幹開閉器１１０の“短絡・過電流診
断”、“漏電診断”および“過電圧診断”が並行して実施される。以下では、それぞれの
診断について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００６０】
　－短絡・過電流診断－
　まず、主幹開閉器１１０の“短絡・過電流診断”について詳細に説明する。
【００６１】
　信号処理部１５４は、主幹電流測定部１２１からの主幹電流信号Ｄ１１に基づいて、主
幹開閉器１１０の通電電流が所定の閾値（例えば３６０Ａ、図内では一定値と記載する）
以上か否かを判定する（ＳＭ２２１）。主幹開閉器１１０の通電電流が所定の閾値未満の
場合（ＳＭ２２１で“ＮＯ”）、フローは後述する“分岐リレーＯＮ診断”に進む。
【００６２】
　一方で、主幹開閉器１１０の通電電流が所定の閾値以上の場合（ＳＭ２２１で“ＹＥＳ
”）、信号処理部１５４は、主幹開閉器１１０の通電電流が過電流領域か否かを判定する
、すなわち、主幹電流信号Ｄ１１で示された電流が所定の閾値（例えば、１２００Ａ）未
満か否かを判定する（ＳＭ２２２）。
【００６３】
　主幹開閉器１１０の通電電流が過電流領域である場合、すなわち、主幹電流信号Ｄ１１
で示された通電電流値が所定の閾値未満である場合（ＳＭ２２２で“ＹＥＳ”）、信号処
理部１５４は、タッチパネル２００に“主幹過電流遮断”（主幹開閉器１１０の電路が過
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電流で遮断された旨）を示す異常報知情報を表示させ（ＳＭ２２５）、タッチパネル２０
０の明るさを明るさ２に設定する（ＳＭ２２６）。上記の“主幹過電流遮断”のタッチパ
ネル２００での表示例を図１８（ａ）に示しており、タッチパネル２００には、異常報知
情報として、例えば“主幹開閉器の過電流が発生したため、主幹開閉器の電源をＯＦＦし
ました。”と表示され、タッチパネル２００の明るさが明るさ２に設定される。その後、
使用者（作業者等を含む。以下同じ。）がタッチパネル２００の確認ボタンを押すと、信
号処理部１５４は、タッチパネル２００の表示を切り替え、例えば、図１７（ｂ）に示す
ように、主幹開閉器１１０と分岐リレー１３１のＯＮ／ＯＦＦ状態が表示された従来の分
電盤の操作レバーと同様のイメージ図を表示するとともに、そのイメージ図と重ねて異常
報知情報として、主幹開閉器１１０が過電流によって遮断された旨を表示する（図１７（
ｂ）左側の左下がり斜線部分参照）。このとき、タッチパネルの明るさは、明るさ２に保
たれる。なお、ステップＳＭ２２５とステップＳＭ２２６とは同時に処理してもかまわな
い。以下の診断においても、異常報知情報の表示と明るさの設定は同時に処理してもかま
わない。
【００６４】
　このように、主幹開閉器１１０が過電流で遮断されたことをタッチパネル２００に表示
することによって、使用者は主幹開閉器１１０が遮断された原因を容易かつ明確に確認す
ることができる。これにより、使用者は必要な行動、作業等を把握することができる。こ
のとき、例えば、異常報知情報を表示している部分、すなわち、上述の例では、図１７（
ｂ）左側の左下がり斜線部分を、他の部分と比較して明るくしたり、表示色を変更したり
することにより、他の情報よりも目立つように強調して表示してもよい。
【００６５】
　また、図１７（ａ）に示すように、主幹開閉器１１０が過電流であることを拡大して表
示し、かつ、その明るさを上げることにより、主幹開閉器１１０が遮断された原因につい
て強調して表示されるため、使用者がさらに容易かつ明確に確認できるようにすることが
できる。また、明るさが上がった表示部によって分電盤およびその周囲が照らされるため
、例えば、夜間や分電盤の設置場所が暗所である等の状況下で停電等により分電盤が遮断
された場合においても、使用者は分電盤１００やその周囲、主幹開閉器１１０の操作レバ
ー１１３等を容易に視認することができる。これにより、分電盤の設置位置への移動およ
び主幹開閉器の復帰作業を容易に行うことができる。
【００６６】
　なお、上記の例では、図１７（ａ）に示すように拡大表示した後に、使用者の操作を受
けて、図１７（ｂ）に示すように、操作レバーのイメージ図と重ねて異常状態を表示した
が、使用者の操作なしに、例えば一定時間経過後に画面を切り替えるようにしてもよい。
また、図１７（ａ）の拡大表示をなくして、図１７（ｂ）の表示を行うようにしてもかま
わない。また、異常表示部分、すなわち、図１７（ｂ）左側の左下がり斜線部分のみを、
他の部分と比較して明るく表示することにより、他の情報よりも目立つように強調して表
示してもよい。また、図１７（ａ）の表示と図１７（ｂ）の表示とを繰り返し切り替えて
表示することにより、他の情報よりも目立つように強調して表示してもよい。また、明る
さを明るくすることと、表示色を変更することを交互に繰り返して、他の情報よりも目立
つように強調して表示してもよい。
【００６７】
　再び図７に戻り、ステップＳＭ２２６の設定終了後、信号処理部１５４は、“主幹開閉
器のＯＮ診断”および“主幹開閉器の初期通電診断”の処理を終了する。すなわち、並行
処理を実施している主幹開閉器１１０の“漏電診断”および“過電圧診断”が処理の途中
であってもそれらの診断処理を強制的に終了する。
【００６８】
　一方で、主幹電流信号Ｄ１１で示された通電電流値が所定の閾値以上である場合（ＳＭ
２２２で“ＮＯ”）、信号処理部１５４は、タッチパネル２００に“主幹短絡遮断”（異
常報知情報として、主幹開閉器１１０が短絡によって遮断された旨）を示す異常報知情報
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を表示させて（ＳＭ２２３）、タッチパネル２００の明るさを明るさ２に設定する（ＳＭ
２２４）。タッチパネル２００の表示例は、上記の過電流による遮断の場合と同様である
（図１７（ａ），（ｂ）参照）。ステップＳＭ２２４の設定終了後、信号処理部１５４は
、“主幹開閉器のＯＮ診断”および“主幹開閉器の初期通電診断”の処理を終了する。す
なわち、並行処理を実施している主幹開閉器１１０の“漏電診断”および“過電圧診断”
が処理の途中であってもそれらの診断処理を強制的に終了する。
【００６９】
　－漏電診断－
　次に、主幹開閉器１１０の“漏電診断”について説明する。
【００７０】
　信号処理部１５４は、主幹異常検出部１２２からの主幹異常信号Ｄ１２に基づいて、主
幹開閉器１１０の漏電電流が所定の閾値（例えば３０ｍＡ、図内では一定値と記載する）
以上か否かを判定する（ＳＭ２３１）。主幹開閉器１１０の漏電電流が所定の閾値未満の
場合（ＳＭ２３１で“ＮＯ”）、フローは後述する“分岐リレーＯＮ診断”に進む。
【００７１】
　一方で、主幹開閉器１１０の漏電電流が所定の閾値以上である場合（ＳＭ２３１で“Ｙ
ＥＳ”）、信号処理部１５４は、主幹開閉器１１０の漏電電流が所定の閾値以上である期
間が一定時間（例えば、０．１秒）以上継続するか否かを判定する（ＳＭ２３２）。
【００７２】
　主幹開閉器１１０の漏電電流が所定の閾値以上である期間が一定時間以上継続した場合
（ＳＭ２３２で“ＹＥＳ”）、信号処理部１５４は、タッチパネル２００に“主幹漏電遮
断”（異常報知情報として、主幹開閉器１１０が漏電によって遮断された旨）を示す異常
報知情報を表示させて（ＳＭ２３３）、タッチパネル２００の明るさを明るさ２に設定す
る（ＳＭ２３４）。タッチパネル２００の表示例は、上述の“短絡・過電流遮断”の場合
と同様である（図１７（ａ），（ｂ）参照）。ステップＳＭ２３４の設定終了後、信号処
理部１５４は、“主幹開閉器のＯＮ診断”および“主幹開閉器の初期通電診断”の処理を
終了する。すなわち、並行処理を実施している主幹開閉器１１０の“短絡・過電流診断”
および“過電圧診断”の処理が途中であってもそれらの診断処理を強制的に終了する。
【００７３】
　一方で、主幹開閉器１１０の漏電電流が所定の閾値以上である期間が一定時間未満の場
合、すなわち、主幹開閉器１１０の漏電電流が一定時間未満で所定の閾値未満となった場
合（ＳＭ２３２で“ＮＯ”）、フローは後述する“分岐リレーＯＮ診断”に進む。
【００７４】
　－過電圧診断－
　次に、主幹開閉器１１０の“過電圧診断”について説明する。
【００７５】
　信号処理部１５４は、主幹異常検出部１２２からの主幹異常信号Ｄ１２に基づいて、主
幹開閉器１１０の電圧が所定の閾値（例えば１３５V、図内では一定値と記載する）以上
か否かを判定する（ＳＭ２４１）。主幹開閉器１１０の電圧が所定の閾値未満の場合（Ｓ
Ｍ２４１で“ＮＯ”）、フローは後述する“分岐リレーＯＮ診断”に進む。
【００７６】
　一方で、主幹開閉器１１０の電圧が所定の閾値以上である場合（ＳＭ２４１で“ＹＥＳ
”）、信号処理部１５４は、主幹開閉器１１０の電圧が所定の閾値以上である期間が一定
時間（例えば、１秒）以上継続するか否かを判定する（ＳＭ２４２）。
【００７７】
　主幹開閉器１１０の電圧が所定の閾値以上である期間が一定時間以上継続した場合（Ｓ
Ｍ２４２で“ＹＥＳ”）、信号処理部１５４は、タッチパネル２００に“主幹過電圧遮断
”（主幹開閉器１１０の電路が過電圧で遮断された旨）を示す異常報知情報を表示させて
（ＳＭ２４３）、タッチパネル２００の明るさを明るさ２に設定する（ＳＭ２４４）。タ
ッチパネル２００の表示例は、上述の“短絡・過電流遮断”の場合と同様である（図１７
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（ａ），（ｂ）参照）。ステップＳＭ２４４の設定終了後、信号処理部１５４は、“主幹
開閉器のＯＮ診断”および“主幹開閉器の初期通電診断”の処理を終了する。すなわち、
並行処理を実施している主幹開閉器１１０の“短絡・過電流診断”および“漏電診断”が
処理の途中であってもそれらの診断処理を強制的に終了する。
【００７８】
　一方で、主幹開閉器１１０の電圧が所定の閾値以上である期間が一定時間未満の場合、
すなわち、主幹開閉器１１０の電圧が一定時間未満で所定の閾値未満となった場合（ＳＭ
２４２で“ＮＯ”）、フローは後述する“分岐リレーのＯＮ診断”に進む。
【００７９】
　上述のとおり、“主幹開閉器のＯＮ診断”において、例えば、短絡、過電流、漏電、過
電圧、トラッキング等の異常がなかった場合、フローは“分岐リレーのＯＮ診断”に進む
。具体的には、分岐リレー接続部１２３に接続された分岐開閉器１３０（分岐リレー１３
１）がＮ個（Ｎは２以上の整数）である場合、Ｎ個の分岐リレー１３１の各々に対して“
分岐リレーのＯＮ診断”が並列に実行される（ＳＳ２１～ＳＳ２Ｎ）。図８は、図７のス
テップＳＳ２１～ＳＳ２Ｎの“分岐リレーのＯＮ診断”の詳細を示したフロー図であり、
Ｎ個の分岐リレー１３１のうちの１つ（説明の便宜上、第１分岐リレー１３１と称する）
についての診断フローを示している。なお、他の分岐リレー１３１（説明の便宜上、第２
～第Ｎ分岐リレーと称する）についても、診断フローは同様である。
【００８０】
　＜分岐リレーのＯＮ診断＞
　まず、信号処理部１５４は、分岐電流測定部１４１からの分岐電流信号Ｄ２１に基づい
て第１分岐リレー１３１の通電状態を確認する（ＳＳ５１０）。第１分岐リレー１３１の
通電がない場合（ＳＳ５１０で“通電無”）、信号処理部１５４は、タッチパネル２００
に“第１分岐リレーのＯＦＦ表示”（第１分岐リレー１３１の電路がＯＦＦ（遮断）であ
る旨を示す表示）をさせる（ＳＳ５１１）。具体的には、例えば、第１分岐リレー１３１
が“トイレ”の分岐リレーである場合、“トイレ”に対応する分岐リレーの表示を“ＯＦ
Ｆ”表示に切り替える（図１５参照）。このとき、信号処理部１５４は、タッチパネル２
００の明るさを変更しない。ステップＳＳ５１１の表示設定後、フローは、ステップＳＭ
１３（診断結果異常なし）に進む。
【００８１】
　一方で、ステップＳＳ５１０において、第１分岐リレー１３１の通電があった場合（Ｓ
Ｓ５１０で“通電有”）、第１分岐リレー１３１の“短絡・過電流診断”、“漏電診断”
および“トラッキング診断”が並行して実施される。以下では、それぞれの診断について
図面を参照しながら詳細に説明する。
【００８２】
　－短絡・過電流診断－
　まず、第１分岐リレー１３１の“短絡・過電流診断”について詳細に説明する。
【００８３】
　信号処理部１５４は、分岐電流測定部１４１からの分岐電流信号Ｄ２１に基づいて、第
１分岐リレー１３１の通電電流が所定の閾値（例えば１２０Ａ、図内では一定値と記載す
る）以上か否かを判定する（ＳＳ５２１）。第１分岐リレー１３１の通電電流が所定の閾
値未満の場合（ＳＳ５２１で“ＮＯ”）、信号処理部１５４は、タッチパネル２００に“
第１分岐リレーのＯＮ表示”（第１分岐リレー１３１の電路がＯＮ（接続）である旨を示
す表示）をさせる（ＳＳ５５０）。具体的には、例えば、第１分岐リレー１３１が“台所
”の分岐リレーである場合、“台所”に対応する分岐リレーの表示を“ＯＮ”表示に切り
替える（図１５参照）。このとき、信号処理部１５４は、タッチパネル２００の明るさを
変更しない。ステップＳＳ５５０の表示設定後、フローは、ステップＳＭ１３（診断結果
異常なし）に進む。
【００８４】
　一方で、第１分岐リレー１３１の通電電流が所定の閾値以上の場合（ＳＳ５２１で“Ｙ
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ＥＳ”）、信号処理部１５４は、第１分岐リレー１３１の通電電流が過電流領域か否かを
判定する、すなわち、分岐電流信号Ｄ２１で示された電流が所定の閾値（例えば、４００
Ａ）未満か否かを判定する（ＳＳ５２２）。
【００８５】
　第１分岐リレー１３１の通電電流が過電流領域である場合、すなわち、分岐電流信号Ｄ
２１で示された通電電流値が所定の閾値未満である場合（ＳＳ５２２で“ＹＥＳ”）、信
号処理部１５４は、開閉制御信号ＣＳ１により第１分岐リレー１３１を“ＯＦＦ”制御す
る（ＳＳ５２６）。そして、信号処理部１５４は、タッチパネル２００に“第１分岐リレ
ー過電流遮断”（第１分岐リレー１３１が過電流によって遮断された旨）を示す異常報知
情報を表示させ（ＳＳ５２７）、タッチパネル２００の明るさを明るさ２に設定する（Ｓ
Ｓ５２８）。上記の“第１分岐リレー過電流遮断”のタッチパネル２００での表示例を図
１８（ａ）に示す。図１８（ａ）は、第１分岐リレー１３１が“トイレ”の分岐リレーで
ある場合の例を示しており、タッチパネル２００には、例えばトイレに対応する分岐リレ
ーの操作レバーのイメージ図が拡大表示され、タッチパネル２００の明るさが明るさ２に
設定される。その後、使用者がタッチパネル２００の確認ボタンを押すと、信号処理部１
５４は、タッチパネル２００の表示を切り替え、例えば、図１８（ｂ）に示すように、分
岐リレー１３１のＯＮ／ＯＦＦ状態が表示された従来の分電盤の操作レバーと同様のイメ
ージ図を表示するとともに、このイメージ図と重ねて異常報知情報として、“トイレ”の
分岐リレーが過電流によって遮断された旨を表示する。このとき、タッチパネルの明るさ
は、明るさ２に保たれる。
【００８６】
　このように、第１分岐リレー１３１が過電流で遮断されたことをタッチパネル２００に
表示することによって、使用者はＮ個の分岐リレー１３１のうち、第１分岐リレー１３１
が遮断されたことを容易かつ明確に確認することができるとともに、遮断原因についても
容易かつ明確に確認することできる。これにより、使用者は必要な行動、作業等を把握す
ることができる。具体的には、例えば、使用者が住居の居住者だった場合、自身で解決可
能な異常なのか、あるいは電力会社や電気工事士等の有資格者等に通報を要する異常なの
かを瞬時に把握することができる。このとき、例えば、異常報知情報を表示している部分
（図１８（ｂ）左下がり斜線部分参照）を、他の部分と比較して明るさを明るくしたり、
表示色を変更したりすることにより、他の情報よりも目立つように強調して表示してもよ
い。
【００８７】
　また、図１８（ａ）に示すように、第１分岐リレー１３１が過電流であることを拡大し
て表示し、かつ、その明るさを上げることにより、第１分岐リレー１３１が遮断されたこ
とおよびその原因について、強調して表示されるため、使用者がさらに容易かつ明確に確
認できるようにすることができる。なお、図１８（ａ）に示すように、操作レバーの拡大
表示時に、遮断原因である“過電流”という表示と併せて、実際の漏電電流値（例えば、
１０ｍＡ）と表示するようにしてもよいし、遮断場所（上記の例では“トイレ”）と遮断
原因（上記の例では“漏電”）のうちのいずれか一方を拡大表示するようにしてもよい。
【００８８】
　前記ステップＳＳ５２８の設定終了後、信号処理部１５４は、第１分岐リレー１３１の
“分岐リレーのＯＮ診断”を終了する。すなわち、並行処理を実施している第１分岐リレ
ー１３１に係る“分岐リレーのＯＮ診断”の“漏電診断”および“トラッキング診断”が
処理の途中であってもそれらの診断処理を強制的に終了する。一方で、“主幹開閉器のＯ
Ｎ診断”、“主幹開閉器の初期通電診断”、および第２～第Ｎ分岐リレー１３１に係る“
分岐リレーのＯＮ診断”の診断は継続する。
【００８９】
　一方で、分岐電流信号Ｄ２１で示された通電電流値が所定の閾値以上である場合（ＳＳ
５２２で“ＮＯ”）、信号処理部１５４は、開閉制御信号ＣＳ１により第１分岐リレー１
３１を“ＯＦＦ”制御する（ＳＳ５２３）。そして、信号処理部１５４は、タッチパネル
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２００に“第１分岐リレー短絡遮断”（第１分岐リレー１３１が短絡によって遮断された
旨）を示す異常報知情報を表示させて（ＳＳ５２４）、タッチパネル２００の明るさを明
るさ２に設定する（ＳＳ５２５）。タッチパネル２００の表示例は、上述の過電流による
遮断の場合と同様である（図１８（ａ），（ｂ）参照）。ステップＳＳ５２５の設定終了
後、信号処理部１５４は、第１分岐リレー１３１の“分岐リレーのＯＮ診断”を終了する
。
【００９０】
　－漏電診断－
　次に、第１分岐リレー１３１の“漏電診断”について説明する。
【００９１】
　信号処理部１５４は、分岐異常検出部１４２からの分岐異常信号Ｄ２２に基づいて、第
１分岐リレー１３１の漏電電流が所定の閾値（例えば１５ｍＡ、図内では一定値と記載す
る）以上か否かを判定する（ＳＳ５３１）。第１分岐リレー１３１の漏電電流が所定の閾
値未満の場合（ＳＳ５３１で“ＮＯ”）、信号処理部１５４は、タッチパネル２００に“
第１分岐リレーのＯＮ表示”をさせる（ＳＳ５５０）。
【００９２】
　一方で、第１分岐リレー１３１の漏電電流が所定の閾値以上である場合（ＳＳ５３１で
“ＹＥＳ”）、信号処理部１５４は、第１分岐リレー１３１の漏電電流が所定の閾値以上
である期間が一定時間（例えば、０．１秒）以上継続するか否かを判定する（ＳＳ５３２
）。第１分岐リレー１３１の漏電電流が所定の閾値以上である期間が一定時間未満の場合
（ＳＳ５３２で“ＮＯ”）、信号処理部１５４は、タッチパネル２００に“第１分岐リレ
ーのＯＮ表示”をさせる（ＳＳ５５０）。
【００９３】
　第１分岐リレー１３１の漏電電流が所定の閾値以上である期間が一定時間以上継続した
場合（ＳＳ５３２で“ＹＥＳ”）、信号処理部１５４は、開閉制御信号ＣＳ１により第１
分岐リレー１３１を“ＯＦＦ”制御する（ＳＳ５３３）。そして、信号処理部１５４は、
タッチパネル２００に“第１分岐リレー漏電遮断”（第１分岐リレー１３１が漏電によっ
て遮断された旨）を示す異常報知情報を表示させ（ＳＳ５３４）、タッチパネル２００の
明るさを明るさ２に設定する（ＳＳ５３５）。タッチパネル２００の表示例は、上述の第
１分岐リレー１３１の“短絡・過電流診断”の場合と同様である（図１８（ａ），（ｂ）
参照）。ステップＳＳ５３５の設定終了後、信号処理部１５４は、第１分岐リレー１３１
の“分岐リレーのＯＮ診断”を終了する。“分岐リレーのＯＮ診断”後の処理は、上述の
第１分岐リレー１３１の“短絡・過電流診断”の場合と同様である。
【００９４】
　－トラッキング診断－
　次に、第１分岐リレー１３１の“トラッキング診断”について説明する。トラッキング
診断とは、トラッキング発生の有無を検知するためのものであり、具体的な回路構成、診
断方法等は、例えば特開２００１－１０３６５７号公報に開示されている。
【００９５】
　まず、信号処理部１５４は、分岐異常検出部１４２からの分岐異常信号Ｄ２２に基づい
て、第１分岐リレー１３１におけるトラッキング発生の有無を判定する（ＳＳ５４１）。
第１分岐リレー１３１にトラッキングが発生していない場合（ＳＳ５４１で“ＮＯ”）、
信号処理部１５４は、タッチパネル２００に“第１分岐リレーのＯＮ表示”をさせる（Ｓ
Ｓ５５０）。
【００９６】
　一方で、第１分岐リレー１３１にトラッキングが発生している場合（ＳＳ５４１で“Ｙ
ＥＳ”）、信号処理部１５４は、開閉制御信号ＣＳ１により第１分岐リレー１３１を“Ｏ
ＦＦ”制御する（ＳＳ５４２）。そして、信号処理部１５４は、タッチパネル２００に“
第１分岐リレートラッキング遮断”（第１分岐リレー１３１がトラッキングによって遮断
された旨）を示す異常報知情報を表示させ（ＳＳ５４３）、タッチパネル２００の明るさ
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を明るさ２に設定する（ＳＳ５４４）。タッチパネル２００の表示例は、上述の第１分岐
リレー１３１の“短絡・過電流診断”の場合と同様である（図１８（ａ），（ｂ）参照）
。ステップＳＳ５４４の設定終了後、信号処理部１５４は、第１分岐リレー１３１の“分
岐リレーのＯＮ診断”を終了する。“分岐リレーのＯＮ診断”後の処理は、上述の第１分
岐リレー１３１の“短絡・過電流診断”の場合と同様である。
【００９７】
　なお、各分岐リレー１３１の“分岐リレーのＯＮ診断”は、各々の分岐リレーがＯＮ操
作される毎に実施される。具体的には、例えば、使用者がタッチパネル２００を介して分
岐リレーのＯＮ操作をしたとき、“分岐リレーのＯＮ診断”が実行される。図９（ａ）は
、分岐リレーがＯＮ操作されたときの“分岐リレーのＯＮ診断”のフローを示した図であ
る。
【００９８】
　図９（ａ）に示すように、第１分岐リレー１３１がＯＮ操作されたとき（ＳＳ１１）、
信号処理部１５４は、第１分岐リレー１３１について、“分岐リレーのＯＮ診断”（ＳＳ
２１）を行う。具体的なフローは、図８に示した“分岐リレーのＯＮ診断”と同じである
。そして、この“分岐リレーのＯＮ診断”（ＳＳ２１）で異常が確認されなかった場合、
フローはステップＳＳＤ１に進み、信号処理部１５４は、タッチパネル２００に“第１分
岐リレーのＯＮ表示”をさせて、処理を終了する。一方で、“分岐リレーのＯＮ診断”の
結果、異常があった場合は、図８のフローに基づき、その異常内容を示す異常報知情報が
タッチパネル２００に表示される。第２～第Ｎ分岐リレー１３１がＯＮ操作された場合（
ＳＳ１２～ＳＳ１Ｎ）においても、第１分岐リレー１３１の場合と同様に、“分岐リレー
のＯＮ診断”（ＳＳ２２～ＳＳ２Ｎ）が行われ、異常が確認されなかった場合は、ＯＮ操
作された分岐リレー１３１について“分岐リレーのＯＮ表示”がされ（ＳＳＤ１）、その
後処理が終了する。このとき、信号処理部１５４は、タッチパネル２００の明るさを変更
しない。一方で、“分岐リレーのＯＮ診断”の結果、異常があった場合は、図８のフロー
に基づき、その異常内容を示す異常報知情報がタッチパネル２００に表示される。
【００９９】
　図９（ｂ）は、分岐リレーがＯＦＦ操作されたときのフローを示した図である。図９（
ｂ）に示すように、第１分岐リレー１３１がＯＦＦ操作されたとき（ＳＳ３１）、信号処
理部１５４は、開閉制御信号ＣＳ１により第１分岐リレー１３１を“ＯＦＦ”制御する（
ＳＳ４１）。そして、信号処理部１５４は、タッチパネル２００に“第１分岐リレーのＯ
ＦＦ表示”をさせて（ＳＳＤ２）、処理を終了する。このとき、信号処理部１５４は、タ
ッチパネル２００の明るさを変更しない。第２～第Ｎ分岐リレー１３１がＯＦＦ操作され
た場合（ＳＳ３２～ＳＳ３Ｎ）においても、第１分岐リレー１３１の場合と同様に、信号
処理部１５４は、開閉制御信号ＣＳ１によりＯＦＦ操作された分岐リレー１３１を“ＯＦ
Ｆ”制御する（ＳＳ４２～ＳＳ４Ｎ）。そして、信号処理部１５４は、タッチパネル２０
０にＯＦＦ操作された分岐リレー１３１についての“分岐リレーのＯＦＦ表示”をさせて
（ＳＳＤ２）、処理を終了する。このとき、信号処理部１５４は、タッチパネル２００の
明るさを変更しない。
【０１００】
　＜定常時通電診断＞
　図１０～図１３は主幹開閉器１１０および分岐開閉器１３０（分岐リレー１３１）の定
常時診断（例えば短絡、過電流、漏電、過電圧、トラッキング等の異常の有無の診断）に
ついての診断フローを示した図である。定常時診断は、主幹開閉器１１０および分岐リレ
ー１３１の定常動作時に係る診断であり、主幹開閉器１１０がＯＮ操作された後は、常時
実施される診断である。図１０～図１３に示すように、定常時診断では、主幹開閉器１１
０の各診断（通電診断、短絡診断、過電流診断、漏電診断、過電圧診断）と、第１～第Ｎ
分岐リレー１３１の各々の診断とが並行して実施される。
【０１０１】
　－主幹開閉器の通電診断－
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　図１０に示すように、ステップＳＭ３００において“定常時通電診断”が開始されると
、分電盤１００では、主幹電流測定部１２１からの主幹電流信号Ｄ１１に基づいて主幹開
閉器１１０の通電状態が確認される（ＳＭ３１０）。ステップＳＭ３１０において、主幹
開閉器１１０の通電があった場合（ＳＭ３１０で“通電有”）、フローはステップＳＭ３
１０の判定に戻り、主幹開閉器１１０の通電状態を確認する。換言すると、ステップＳＭ
３１０で“通電有”の期間は、分電盤１００ではステップＳＭ３１０の判定が続けられる
。
【０１０２】
　一方で、主幹開閉器１１０の通電がない場合（ＳＭ３１０で“通電無”）、分電盤１０
０では、停電検知部１５２からの停電検知信号Ｄ３に基づいて、一次側（外部の電源から
主幹開閉器１１０までの間）の通電が確認される（ＳＭ２１１）。以降、ステップＳＭ２
１１～ＳＭ２１５までの診断フローは、“主幹開閉器の初期通電診断”と同じである。
【０１０３】
　－主幹開閉器の短絡診断－
　次に、主幹開閉器１１０の短絡診断について詳細に説明する。
【０１０４】
　図１１に示すように、信号処理部１５４は、主幹電流測定部１２１からの主幹電流信号
Ｄ１１に基づいて、短絡電流が検出されるか否か、すなわち、主幹開閉器１１０の通電電
流が所定の閾値（例えば５ｋＡ、図内では短絡電流検出と記載する）以上か否かを判定す
る（ＳＭ４１１）。主幹開閉器１１０の短絡電流が所定の閾値未満の場合（ＳＭ４１１で
“ＮＯ”）、フローはステップＳＭ４１１の判定に戻り、信号処理部１５４は、主幹開閉
器１１０の通電電流が所定の閾値以上か否かを判定する。換言すると、ＳＭ４１１で“Ｎ
Ｏ”の期間、すなわち、短絡電流が検出されていない期間は、信号処理部１５４は、ステ
ップＳＭ４１１の判定を続ける。
【０１０５】
　一方で、主幹電流信号Ｄ１１で示された通電電流値が所定の閾値以上である場合（ＳＭ
４１１で“ＹＥＳ”）、以降のフローは、“主幹開閉器の初期通電診断”のステップＳＭ
２２３およびステップＳＭ２２４（図７参照）と同じである。
【０１０６】
　－主幹開閉器の過電流診断－
　次に、主幹開閉器１１０の過電流診断について詳細に説明する。
【０１０７】
　図１１に示すように、信号処理部１５４は、主幹電流測定部１２１からの主幹電流信号
Ｄ１１に基づいて、主幹開閉器１１０の通電電流が所定の閾値（例えば定格電流の１２５
％に相当する７５Ａ、図内では一定値と記載する）以上か否かを判定する（ＳＭ４２１）
。主幹開閉器１１０の通電電流が所定の閾値未満の場合（ＳＭ４２１で“ＮＯ”）、フロ
ーはステップＳＭ４２１の判定に戻り、主幹開閉器１１０の通電電流が所定の閾値以上か
否かを判定する。換言すると、ＳＭ４２１で“ＮＯ”の期間、すなわち、過電流が検出さ
れていない期間は、信号処理部１５４は、ステップＳＭ４２１の判定を続ける。
【０１０８】
　一方で、主幹電流信号Ｄ１１で示された通電電流値が所定の閾値以上である場合におい
て（ＳＭ４２１で“ＹＥＳ”）、後述するピークカット機能が“ＯＦＦ”のとき（ＳＭ４
２２で“ＮＯ”）、信号処理部１５４は、主幹開閉器１１０の通電電流が所定の閾値以上
である期間が一定時間以上継続するか否かを判定する（ＳＭ４２３）。本実施形態におい
て、上記の所定の閾値以上の通電電流が一定時間以上の期間継続するとは、例えば、定格
電流の１２５％に相当する７５Ａ以上の通電電流が２時間以上継続すること、および定格
電流の２００％に相当する１２０Ａ以上の通電電流が６分以上継続することのうちの少な
くともいずれか一方が発生することである。
【０１０９】
　ステップＳＭ４２３において、主幹開閉器１１０の通電電流が所定の閾値以上である期
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間が一定時間以上継続した場合（ＳＭ４２３で“ＹＥＳ”）、以降のフローは、“主幹開
閉器の初期通電診断”のステップＳＭ２２５およびステップＳＭ２２６（図７参照）と同
じである。一方で、主幹開閉器１１０の通電電流が所定の閾値以上である期間が一定時間
以上継続しなかった場合（ＳＭ４２３で“ＮＯ”）、フローはステップＳＭ４２１の判定
に戻る。
【０１１０】
　また、主幹電流信号Ｄ１１で示された通電電流値が所定の閾値以上である場合において
（ＳＭ４２１で“ＹＥＳ”）、ピークカット機能が“ＯＮ”のとき（ＳＭ４２２で“ＹＥ
Ｓ”）、信号処理部１５４は、使用者によるピークカット動作が設定されているか否かを
判定する（ＳＭ４２７）。ピークカット動作が設定されている場合（ＳＭ４２７で“ＹＥ
Ｓ”）、フローは後述するステップＳＭ４２８のピークカット処理に進む。一方で、ピー
クカット動作が設定されていない場合（ＳＭ４２７で“ＮＯ”）、フローはステップＳＭ
４２３に進む。本開示において、ピークカット機能とは、主幹開閉器１１０の通電電流が
、所定の電流を超えた場合に、信号処理部１５４が予め設けられた分岐リレー１３１を遮
断し、主幹開閉器１１０が遮断されることを防止する機能である。所定の電流は、工場出
荷時に定められる電流であってもよいし、使用者により予め定められる電流であってもよ
い。また、可変可能としてもよい。また、分岐リレー１３１を遮断する順番は、予め定め
られた分岐リレー１３１に優先順位を設定してこれに基づいて遮断してもよい。なお、所
定の電流は、過電流が生じない電流範囲において予め定めておいてもよい。
【０１１１】
　図１４（ａ）は使用者によるピークカット動作設定のフローを示した図である。
【０１１２】
　図１４（ａ）に示すように、例えば、使用者がタッチパネル２００上でピークカット設
定を開始する操作をした場合、フローはステップＳＰ１１からステップＳＰ１２に進み、
信号処理部１５４は、ピークカット電流値の設定を行う。具体的には、例えば、信号処理
部１５４は、タッチパネル２００にピークカット電流値の入力を促す表示を行い、使用者
からのピーク電流値の設定操作を受ける。その設定操作を受けた後、信号処理部１５４は
、設定された電流値が主幹定格電流以下の値であるか否かを判定する（ＳＰ１３）。設定
された電流値が主幹定格電流以下である場合、フローはステップＳＰ１５に進み、信号処
理部１５４は、分岐リレー１３１の遮断優先順位設定を行う。具体的には、例えば、信号
処理部１５４は、タッチパネル２００に分岐リレー１３１のＭ個（Ｍ＞０かつＭ≦Ｎの整
数）の遮断優先順位の入力を促す表示を行い、使用者からの設定操作を受ける。その設定
操作を受けた後、信号処理部１５４は、設定値を記憶する等の設定動作を行い（ＳＰ１６
）、その設定完了後、処理を終了する。
【０１１３】
　図１４（ｂ）はステップＳＭ４２８のピークカット処理のフローを示した図である。な
お、本実施形態では、ステップＳＰ１５で設定された優先順位は２個（Ｍ＝２）であり、
優先順位１位の分岐リレーが第Ｑ分岐リレー１３１（０＜Ｑ≦Ｎの整数）、優先順位２位
の分岐リレーが第Ｒ分岐リレー１３１（０＜Ｒ≦Ｎ、かつ、Ｒ≠Ｑの整数）であるものと
する。
【０１１４】
　図１４（ｂ）に示すように、信号処理部１５４は、主幹電流測定部１２１からの主幹電
流信号Ｄ１１に基づいて、主幹開閉器１１０の通電電流値を読み取り（ＳＰ２１）、その
読み取った電流値（以下、単に読取電流値ともいう）が設定電流値以上か否かを判定する
（ＳＰ２２）。読取電流値が設定電流値未満の場合（ＳＰ２１で“ＮＯ”）、フローはス
テップＳＰ２１の判定に戻り、信号処理部１５４は、読取電流値が設定電流値以上か否か
を判定する。
【０１１５】
　一方で、読取電流値が設定電流値以上の場合（ＳＰ２１で“ＹＥＳ”）、信号処理部１
５４は、ステップＳＰ１５で設定された優先順位に基づき、優先順位が１位の第Ｑ分岐リ



(20) JP 2015-198478 A 2015.11.9

10

20

30

40

50

レー１３１を“ＯＦＦ”制御する（ＳＰ２３）とともに、ＯＦＦ操作された第Ｑ分岐リレ
ー１３１についての“分岐リレーのＯＦＦ表示”をさせて（ＳＰ２４）、フローはステッ
プＳＰ２５に進む。ステップＳＰ２５では、信号処理部１５４は、主幹開閉器１１０の通
電電流値を再度読み取り、読取電流値が設定電流値以上か否かを判定する。
【０１１６】
　読取電流値が設定電流値以上の場合（ＳＰ２５で“ＹＥＳ”）、信号処理部１５４は、
ピークカット処理を終了し、フローはＳＭ４２１に戻る。
【０１１７】
　一方で、読取電流値が設定電流値未満の場合（ＳＰ２５で“ＮＯ”）、フローはステッ
プＳＰ２６，ＳＰ２７を介してステップＳＰ２３に戻り、信号処理部１５４は、ステップ
ＳＰ１５で設定された優先順位に基づき、優先順位が２位の第Ｒ分岐リレー１３１を“Ｏ
ＦＦ”制御するとともに、ＯＦＦ操作された第Ｒ分岐リレー１３１についての“分岐リレ
ーのＯＦＦ表示”をさせて（ＳＰ２４）、フローはステップＳＰ２５に進む。
【０１１８】
　このように、信号処理部１５４は、ステップＳＰ２３からステップＳＰ２７までのフロ
ーを、読取電流値が設定電流値以上になる、あるいは、Ｍが“０”になるまで繰り返し、
Ｍが“０”になった後、ピークカット処理を終了する（フローはＳＭ４２１に戻る）。
【０１１９】
　－主幹開閉器の漏電診断－
　次に、主幹開閉器１１０の漏電診断について説明する。
【０１２０】
　図１２に示すように、この“主幹開閉器の漏電診断”において、“主幹開閉器の初期通
電診断”（図７参照）と異なるのは、ステップＳＭ２３１の判定結果が“ＮＯ”である場
合、およびステップＳＭ２３２の判定結果が“ＮＯ”である場合に、フローがステップＳ
Ｍ２３１の判定に戻る点である。
【０１２１】
　－主幹開閉器の過電圧診断－
　次に、主幹開閉器１１０の“過電圧診断”について説明する。
【０１２２】
　図１２に示すように、この“過電圧診断”において、“主幹開閉器の初期通電診断”（
図７参照）と異なるのは、ステップＳＭ２４１で“ＮＯ”の場合、およびステップＳＭ２
４２で“ＮＯ”の場合に、フローがステップＳＭ２４１の判定に戻る点である。
【０１２３】
　－分岐リレーの通電診断－
　　次に、分岐リレー１３１の通電診断について説明する。ここでは分岐リレー１３１の
通電診断として、第１分岐リレー１３１の通電診断について説明するが、第２～第Ｎ分岐
リレー１３１についても並行して同様の通電診断が実施される。以下、“分岐リレーの短
絡診断”、“分岐リレーの過電流診断”、“分岐リレーの漏電診断”および“分岐リレー
のトラッキング診断”においても同様とする。
【０１２４】
　図１３に示すように、信号処理部１５４は、分岐電流測定部１４１からの分岐電流信号
Ｄ２１に基づいて第１分岐リレー１３１の通電状態を確認する（ステップＳＳ６１０）。
第１分岐リレー１３１の通電がない場合（ステップＳＳ６１０で“通電無”）、信号処理
部１５４は、タッチパネル２００に“第１分岐リレーのＯＦＦ表示”をさせ（ＳＳ６１２
）、第１分岐リレー１３１の診断を終了する。一方で、第１分岐リレー１３１の通電があ
った場合（ステップＳＳ６１０で“通電有”）、第１分岐リレー１３１の“短絡診断”、
“過電流診断”、“漏電診断”および“トラッキング診断”が並行して実施される。以下
では、それぞれの診断について図面を参照しながら詳細に説明する。
【０１２５】
　－分岐リレーの短絡診断－
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　次に、第１分岐リレー１３１の短絡診断について詳細に説明する。
【０１２６】
　図１３に示すように、信号処理部１５４は、分岐電流測定部１４１からの分岐電流信号
Ｄ２１に基づいて、短絡電流が検出されるか否か、すなわち、第１分岐リレー１３１の通
電電流が所定の閾値（例えば２．５ｋＡ、図内では短絡電流検出と記載する）以上か否か
を判定する（ステップＳＳ６１１）。第１分岐リレー１３１の通電電流が所定の閾値未満
の場合（ステップＳＳ６１１で“ＮＯ”）、フローはステップＳＳ６１１の判定に戻り、
第１分岐リレー１３１の通電電流が所定の閾値以上か否かを判定する。換言すると、ＳＳ
６１１で“ＮＯ”の期間、すなわち、短絡電流が検出されていない期間は、信号処理部１
５４は、ステップＳＳ６１１の判定を続ける。
【０１２７】
　一方で、分岐電流信号Ｄ２１で示された通電電流値が所定の閾値以上である場合（ステ
ップＳＳ６１１で“ＹＥＳ”）、以降のフローは、“分岐リレーのＯＮ診断”（図８参照
）のステップＳＳ５２３～ステップＳＳ５２５と同じである。
【０１２８】
　－分岐リレーの過電流診断－
　次に、第１分岐リレー１３１の過電流診断について詳細に説明する。
【０１２９】
　図１３に示すように、信号処理部１５４は、分岐電流測定部１４１からの分岐電流信号
Ｄ２１に基づいて、第１分岐リレー１３１の通電電流が所定の閾値（例えば定格電流の１
２５％に相当する２５Ａ、図内では一定値と記載する）以上か否かを判定する（ステップ
ＳＳ６２１）。第１分岐リレー１３１の通電電流が所定の閾値未満の場合（ステップＳＳ
６２１で“ＮＯ”）、フローはステップＳＳ６２１の判定に戻り、第１分岐リレー１３１
の通電電流が所定の閾値以上か否かを判定する。換言すると、ＳＳ６２１で“ＮＯ”の期
間、すなわち、過電流が検出されていない期間は、信号処理部１５４は、ステップＳＳ６
２１の判定を続ける。
【０１３０】
　一方で、分岐電流信号Ｄ２１で示された通電電流値が所定の閾値以上である場合（ステ
ップＳＳ６２１で“ＹＥＳ”）、信号処理部１５４は、第１分岐リレー１３１の通電電流
が所定の閾値以上である期間が一定時間以上継続するか否かを判定する（ステップＳＳ６
２２）。本実施形態において、上記の所定の閾値以上の通電電流が一定時間以上の期間継
続するとは、例えば、定格電流の１２５％に相当する２５Ａ以上の通電電流が２時間以上
継続すること、および定格電流の２００％に相当する４０Ａ以上の通電電流が２分以上継
続することのうちの少なくともいずれか一方が発生することである。
【０１３１】
　ステップＳＳ６２２において、第１分岐リレー１３１の通電電流が所定の閾値以上であ
る期間が一定時間以上継続した場合（ステップＳＳ６２２で“ＹＥＳ”）、以降のフロー
は、“分岐リレーのＯＮ診断”（図８参照）のステップＳＳ５２６～ステップＳＳ５２８
と同じである。一方で、第１分岐リレー１３１の通電電流が所定の閾値以上である期間が
一定時間以上継続しなかった場合（ステップＳＳ６２２で“ＮＯ”）、フローはステップ
ＳＳ６２１の判定に戻る。
【０１３２】
　－分岐リレーの漏電診断－
　次に、第１分岐リレー１３１の漏電診断について詳細に説明する。
【０１３３】
　図１３に示すように、この“分岐リレーの漏電診断”において、“分岐リレーのＯＮ診
断”（図８参照）と異なるのは、ステップＳＳ５３１の判定結果が“ＮＯ”である場合、
およびステップＳＳ５３２の判定結果が“ＮＯ”である場合に、フローがステップＳＳ５
３１の判定に戻る点である。
【０１３４】
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　－分岐リレーのトラッキング診断－
　次に、第１分岐リレー１３１のトラッキング診断について詳細に説明する。
【０１３５】
　図１３に示すように、この“トラッキング診断”において、“分岐リレーのＯＮ診断”
（図８参照）と異なるのは、ステップＳＳ５４１で“ＮＯ”の場合に、フローがステップ
ＳＳ５４１の判定に戻る点である。
【０１３６】
　（その他の機能）
　＜スリープモード＞
　図１９は省電力のモードであるスリープモードのフロー図である。図１９（ａ）は定常
表示モードからスリープモードに遷移するフローを示した図であり、図１９（ｂ）はスリ
ープモードから定常表示モードに遷移するフローを示した図である。
【０１３７】
　図１９（ａ）に示すように、タッチパネル２００に一定時間以上の操作（例えば入力操
作、図１９（ａ）では入力と記載）がなかった場合（ＳＯ１１）、タッチパネル２００は
スリープモードに移行し（ＳＯ１２）、信号処理部１５４は、タッチパネル２００の明る
さを定常表示モード時の明るさ１よりも暗い明るさ３（スリープ表示モード）に設定する
。スリープ表示モードでは、例えば、タッチパネル２００の表示をＯＦＦにする。なお、
スリープ表示モードでは、タッチパネル２００の表示を完全にＯＦＦにしなくてもよい。
また、スリープモードにおいても、信号処理部１５４の一部または全部は動作している。
スリープモードにおいて、信号処理部１５４の動作を一部停止する場合は、例えば、ステ
ップＳＯ１２で行う。
【０１３８】
　図１９（ｂ）に示すように、上述のスリープモード期間中に、例えば使用者によりタッ
チパネル２００が操作された場合（ＳＯ２１）、スリープモードから復帰して信号処理部
１５４はタッチパネル２００を点灯させ（ＳＯ２２）、その明るさを明るさ１に設定する
（ＳＯ２３）。なお、信号処理部１５４は、ホームボタン１０４や電源ボタン１０３押さ
れたことに基づいてスリープモードから復帰するように動作設定されていてもよい。
【０１３９】
　＜待機電力カットモード＞
　図２０は待機電力カットモードのフロー図である。待機電力カットモードとは、あらか
じめ定めた所定の分岐リレー１３１をオフする機能であり、例えば外出時等に設定する。
【０１４０】
　図２０（ａ）は使用者による待機電力カットモードの動作設定のフローを示した図であ
る。例えば、使用者がタッチパネル２００上で待機電力カットモードの動作設定を開始す
る操作をした場合、フローはステップＳＯ３１からステップＳＯ３２に進み、信号処理部
１５４は、待機電力カットモードで遮断する分岐リレー１３１の選択設定を行う。具体的
には、例えば、信号処理部１５４は、タッチパネル２００に待機電力カットモードで遮断
する分岐リレー１３１の選択を促す表示を行い、使用者からの設定操作を受ける。その設
定操作を受けた後、信号処理部１５４は、設定を完了し（ＳＯ３３）、設定処理を終了す
る。
【０１４１】
　図２０（ｂ）は待機電力カットモードの処理のフローを示した図である。図２０（ｂ）
に示すように、例えば、使用者がタッチパネル２００上で待機電力カットモードの“ＯＮ
”操作をした場合（ＳＯ４１）、待機電力カットモードの動作設定が完了しているか否か
を確認する（ＳＯ４２）。その動作設定が完了していれば（Ｓ４２で“ＹＥＳ”）、信号
処理部１５４は、動作設定によって選択された分岐リレー１３１を“ＯＦＦ”設定し（Ｓ
Ｏ４４）、処理を終了する。
【０１４２】
　一方で、待機電力カットモードの動作設定が完了していない場合、待機電力カットモー
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ドの動作設定に移行し（ＳＯ４３からＳＯ３１）、例えば、信号処理部１５４は、タッチ
パネル２００に待機電力カットモードで遮断する分岐リレー１３１の選択を促す表示を行
い（Ｓ３２）、その設定完了後（ＳＯ４３）、信号処理部１５４は、動作設定によって選
択された分岐リレー１３１を“ＯＦＦ”設定し（ＳＯ４４）、処理を終了する。
【０１４３】
　＜分岐リレーの動作閾値の設定＞
　上述の実施形態では、主幹開閉器１１０や分岐リレー１３１の定格値はあらかじめ定め
られているものとしたが、これに限定されず、外部からの設定を可能に構成してもよい。
【０１４４】
　図２１は第１分岐リレーの動作閾値の設定フローを示した図である。図２１に示すよう
に、例えば、使用者がタッチパネル２００上で第１分岐リレーの動作閾値設定を開始する
操作をした場合、フローはステップＳＯ５１からステップＳＯ５２に進み、信号処理部１
５４は、第１分岐リレー１３１の定格電流の動作閾値設定を行う。具体的には、例えば、
信号処理部１５４は、タッチパネル２００に動作閾値入力を促す表示を行い、使用者から
の入力操作を受ける。入力された動作閾値が規定値以下の場合（ＳＯ５３で“ＹＥＳ”）
、定格漏電電流の動作閾値設定を行う（ＳＯ５５）。その後、信号処理部１５４は、ステ
ップＳＯ５６でＳＯ５３と同様の規定値判定を行い、動作閾値が規定値以下であれば（Ｓ
Ｏ５６で“ＹＥＳ”）、設定を完了して（ＳＯ５８）、処理を終了する。なお、ステップ
ＳＯ５３およびステップＳＯ５６において、入力された動作閾値が規定値を超える場合、
信号処理部１５４は、タッチパネル２００にエラー表示および使用者の再入力を促す表示
を行い（ＳＯ５４，ＳＯ５７）、ステップＳＯ５２，ＳＯ５５の動作閾値入力に戻る。な
お、第２～第Ｎ分岐リレー１３１や主幹開閉器１１０についても、同様に動作閾値を設定
可能にすることができる。図２２（ａ）は、上記の動作閾値を主幹開閉器１１０および複
数の分岐リレー１３１に行った後のタッチパネル２００の表示例を示している。
【０１４５】
　＜バッテリー残量報知＞
　図２３はバッテリーの残量が少なくなった場合における報知（警告）のフローを示した
図である。図２３（ａ）に示すように、バッテリー１５３が所定の閾値未満になると（Ｓ
Ｏ６１）、信号処理部１５４は、スピーカ１６３を介してバッテリー１５３の残量警告を
行う。また、図２３（ｂ）に示すように、バッテリー１５３の残量がさらに少なくなった
場合（ＳＯ６３、図内では僅少と記載）、信号処理部１５４は、バッテリー表示部１６１
の表示を変更して、バッテリー切れであることを報知する（ＳＯ６４）。なお、タッチパ
ネル２００上に、図２２（ｂ）に示すようなバッテリーの残量を表示してもよい。
【０１４６】
　（その他の実施形態）
　なお、上述の実施形態では、分岐リレー１３１に接続されている負荷装置Ａ～Ｃがどの
ような装置であるかに関わらず分岐開閉器１３０の電路が遮断された場合には、遮断され
た分岐開閉器１３０に係る異常報知情報を表示し、かつ、その分岐開閉器１３０の電路の
遮断前と比べてタッチパネル２００の明るさを上げるものとしたが、これに限定されない
。例えば、分岐リレー１３１に接続されている負荷装置に応じて、重要度を設定し、その
重要度に応じてタッチパネル２００の明るさの制御方法を変えてもよい。具体的には、例
えば、分岐リレー１３１に接続されている負荷装置Ａが分電盤の配置された場所の照明装
置であるとき、その負荷装置Ａの重要度を高く設定する。一方で、分岐リレー１３１に接
続されている負荷装置Ｂがエアコンの場合、その負荷装置Ｂの重要度を低く設定する。そ
して、重要度が高い負荷装置が接続された分岐開閉器１３０の電路が遮断された場合、そ
の遮断前と比べてタッチパネル２００の明るさを上げる一方、重要度が低い負荷装置が接
続された分岐開閉器１３０の電路が遮断された場合、その遮断前と比べてタッチパネル２
００の明るさを上げないようにする。
【０１４７】
　このような設定にすることにより、例えば夜間や分電盤の設置場所が暗所である等の状
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況下で停電等が発生した場合に復帰作業に関わる分岐開閉器の電路が遮断されたとき、明
るさが上がった表示部によって分電盤およびその周囲を照らすことができるため、分電盤
の設置位置への移動および分岐開閉器の復帰作業をさらに容易に行うことができる。一方
で、重要度が低い場合には、表示部の明るさを上げないので、表示部による不要な電力消
費の増加を防ぐことができる。
【０１４８】
　また、上述の実施形態では、主幹開閉器１１０の遮断時のタッチパネル２００での表示
例を図１７（ａ）であるものとし、分岐リレー１３１の遮断時のタッチパネル２００での
表示例を図１８（ａ）であるものとしたが、これに限定されない。主幹開閉器１１０の遮
断時に図１８（ａ）のように表示してもよいし、分岐リレー１３１の遮断時に図１７（ａ
）のように表示してもよい。また、例えば、図１８（ａ）では、遮断場所と遮断原因との
両方を表示する例について示したが、いずれか一方のみを表示するようにしてもかまわな
い。ただし、遮断場所と遮断原因との両方が表示されている方が、使用者の利便性がより
高まる。
【０１４９】
　また、上述の実施形態では、分電盤１００が分岐開閉器１３０と分岐通電検知部１４０
とを備える例について説明したが、分岐通電検知部１４０を省いて、各分岐開閉器１３０
が分岐通電検知部１４０の機能を包含するようにしてもかまわない。また、信号処理部１
５４、通信部１６４、およびパネル入出力部１６５の機能を統合し、これらの機能を包含
する１つの制御部を設けてもよい。
【０１５０】
　また、本実施形態では、分岐リレー１３１がタッチパネル２００によりオンオフ制御可
能に構成されている例について示したが、タッチパネル２００に代えて、分電盤の操作レ
バーのイメージ図や異常報知情報等を表示する表示パネルを用いた場合においても、上述
の実施形態と同様に電路の遮断に基づく表示パネルの表示の制御や明るさの制御等をする
ことにより、同様の効果が得られる。
【０１５１】
　図２４は、分岐リレー１３１として、半導体リレーを用い、この分岐リレー１３１およ
び分岐通電検知部１４０（分岐電流測定部１４１、分岐異常検出部１４２）をプリント基
板１６６上に実装した例を示している。このものでは、各分岐異常検出部１４２の負荷側
配線は、プリント基板１６６に一体的に設けられたコネクタ１６７に接続される。そして
、このコネクタ１６７と負荷側コネクタ１５６とが、例えばケーブル１６８等によって接
続される。このような構成とすることにより、分電盤１００のサイズをさらに小型化する
ことができる。なお、図２４において、コネクタ１６７を省き、プリント基板１６６を拡
張して、プリント基板１６６が直接負荷側コネクタ１５６に接続されるようにしてもよい
。また、分岐リレー１３１および分岐通電検知部１４０に加えて、例えば、信号処理部１
５４、通信部１６４、パネル入出力部１６５等をプリント基板１６６上に実装してもよい
。
【０１５２】
　また、図２４に示すように、分電盤１００は、主幹開閉器１１０および停電検知部１５
２の入力側と電源側コネクタ１５１との間に配設され、信号処理部１５４からの制御を受
けて、外部の電源と主幹開閉器１１０および停電検知部１５２とを接続する電路の接続／
遮断をオンオフ制御可能に構成された切替部１６９をさらに備えていてもよい。信号処理
部１５４は、所定の外部トリガを受けたとき、切替部１６９をオフ制御して、外部の電源
と主幹開閉器１１０および停電検知部１５２とを接続する電路を遮断する、すなわち、分
電盤１００を外部の電源（例えば商用電源）と切り離す。上記の所定のトリガは、例えば
商用電源が停電したときに受けるトリガである。これにより、例えば、分電盤１００が自
家発電装置のような他の電源に接続されていた場合において、商用電源が停電したとき、
自家発電電力が商用電源側に逆潮流しないようにすることができる。すなわち、分電盤１
００の単独運転を防止することができる。なお、切替部１６９は、主幹開閉器１１０と電
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源側コネクタ１５１とを接続する配線と、停電検知部１５２の入力側との間に配設されて
いてもよい（図示しない）。このように切替部１６９を配設した場合においても、停電時
の逆潮流を防止し、分電盤１００の単独運転を防止することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１５３】
　本開示に係る分電盤は、遮断された開閉器の特定やその遮断された開閉器の復帰作業を
容易にすることができるようにしているため、住居用途や店舗用途等として屋内外で使用
される分電盤として有用である。
【符号の説明】
【０１５４】
　１００　分電盤
　１０１　筐体
　１１０　主幹開閉器
　１１３　操作レバー
　１３０　分岐開閉器
　１５１　電源側コネクタ
　１５３　バッテリー
　１５４　信号処理部（表示制御部）
　２００　タッチパネル（表示部）

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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