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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通常負荷および非常用負荷が接続される分電盤であって、
　１以上の蓄電池を有する蓄電部と、
　系統電源から供給された交流電力を直流電力に変換し、当該直流電力を前記蓄電池に供
給して当該蓄電池を充電する充電制御部と、
　外部からの信号を取得する信号取得部と、
　系統電源から供給された交流電力を少なくとも前記通常負荷に供給する系統連携モード
と、前記蓄電池に充電されている電力を、少なくとも前記非常用負荷に供給する自立運転
モードとを前記信号取得部によって取得された前記信号に応じて切り替える切替制御部と
、を備え、
　前記充電制御部は、前記蓄電池と通信して当該蓄電池の残存電力量に関する情報を取得
し、前記系統連携モード時に、前記残存電力量が所定の閾値を下回っている場合は、前記
系統電源から供給される電力を前記蓄電池に供給して前記蓄電池を充電し、前記残存電力
量が前記所定の閾値以上である場合は、前記充電を行わない
　分電盤。
【請求項２】
　前記分電盤は、さらに、
　前記蓄電池の直流電力を交流電力に変換する放電制御部を備え、
　前記放電制御部を介して少なくとも前記非常用負荷に供給する
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　請求項１に記載の分電盤。
【請求項３】
　前記蓄電部は、接続端子部を備え、前記分電盤とは異なる他の機器にも電力を供給可能
な蓄電池パックとして構成され、
　前記分電盤は、さらに、
　前記接続端子部との接続および接続解除が自在な接続部と、
　前記接続部が設けられ、かつ、前記蓄電池パックを収納するパック収納部と、を備える
　請求項１または２に記載の分電盤。
【請求項４】
　前記蓄電池パックは当該蓄電池パックの残存電力量を示す表示部を備え、
　前記パック収納部は、前記接続部に接続された前記蓄電池パックの前記表示部が視認可
能となる向きに前記蓄電池パックを収納する
　請求項３に記載の分電盤。
【請求項５】
　前記分電盤は、複数の前記接続部を備え、
　前記分電盤に複数の前記蓄電池パックが接続される
　請求項３または４に記載の分電盤。
【請求項６】
　前記切替制御部は、前記複数の蓄電池パックから前記非常用負荷に電力が供給されてい
る期間中に前記複数の蓄電池パックの少なくとも１つが取り外された場合、残りの蓄電池
パックを用いて前記非常用負荷への電力供給を継続する
　請求項５に記載の分電盤。
【請求項７】
　前記分電盤は、さらに、前記系統電源から電力が供給されているか否かを検知する検知
部を備え、
　前記切替制御部は、前記検知部によって前記系統電源から前記分電盤に電力が供給され
ていることが検知されている場合には前記系統連携モードを選択し、前記検知部によって
前記系統電源から前記分電盤に電力が供給されていないことが検知されている場合には前
記自立運転モードを選択する
　請求項１に記載の分電盤。
【請求項８】
　前記分電盤は、さらに、前記系統連携モードおよび前記自立運転モードのいずれかを選
択するためのモードスイッチを備え、
　前記切替制御部は、前記モードスイッチによって選択されたモードに従って、前記系統
連携モードおよび前記自立運転モードを切り替える
　請求項１に記載の分電盤。
【請求項９】
　前記信号取得部によって取得された前記信号は、前記系統連携モードおよび前記自立運
転モードのいずれのモードを選択するかを示す制御信号であり、
　前記切替制御部は、前記制御信号が示すモードに従って、前記系統連携モードおよび前
記自立運転モードを切り替える
　請求項１に記載の分電盤。
【請求項１０】
　前記信号取得部によって取得された前記信号は、電力を抑制することを求める電力抑制
信号であり、
　前記切替制御部は、前記信号取得部によって前記電力抑制信号が取得された場合、前記
系統連携モードから前記自立運転モードに切り替える
　請求項１に記載の分電盤。
【請求項１１】
　前記蓄電池パックはＵＳＢポートを備え、
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　前記接続部から前記蓄電池パックが取り外されている状態で、前記ＵＳＢポートを介し
て前記他の機器に前記蓄電池パックに充電されている電力を供給する
　請求項３に記載の分電盤。
【請求項１２】
　前記蓄電池は前記接続端子部を介して前記他の機器と着脱可能に接続し、
　前記接続端子部を介して前記他の機器に前記蓄電池に充電されている電力を供給する
　請求項３に記載の分電盤。
【請求項１３】
　請求項３に記載の分電盤に接続される蓄電池パックであって、
　１以上の蓄電池と、
　前記分電盤に対して機械的および電気的な接続と接続解除とが自在であり、電力を充放
電するための接続端子部と、
　前記接続端子部を介して入力される前記系統電源の電力を用いて前記蓄電池を充電する
充電回路部と、
　前記蓄電池から放電される電力を出力する放電回路部と、
　前記分電盤とは異なる他の機器と電気的に接続されることにより、前記放電回路部から
出力される電力を前記他の機器に出力する電力供給部と、を備える
　蓄電池パック。
【請求項１４】
　前記蓄電池パックは、前記分電盤とは異なる他の機器に対して、前記接続端子部を介し
て前記接続と前記接続解除とが自在となるように接続され、
　前記放電回路部は、前記接続端子部が前記他の機器と電気的に接続されることにより、
前記蓄電池から放電される電力を、前記接続端子部を介して前記他の機器に出力する
　請求項１３に記載の蓄電池パック。
【請求項１５】
　前記電力供給部は、ＵＳＢポートとして構成されており、
　前記他の機器が前記ＵＳＢポートに接続され、
　前記放電回路部は、前記ＵＳＢポートを介して、前記蓄電池から放電される電力を前記
他の機器に供給する
　請求項１３に記載の蓄電池パック。
【請求項１６】
　通常負荷および非常用負荷が接続され、１以上の蓄電池を備える分電盤の制御方法であ
って、
　系統電源から供給された交流電力を直流電力に変換し、当該直流電力を前記蓄電池に供
給して当該蓄電池を充電する充電ステップと、
　外部からの信号を取得する信号取得ステップと、
　系統電源から供給された交流電力を少なくとも前記通常負荷に供給する系統連携モード
と、前記蓄電池に充電されている電力を、少なくとも前記非常用負荷に供給する自立運転
モードとを前記信号取得ステップにおいて取得された前記信号に応じて切り替える切替ス
テップと、を含み、
　前記充電ステップにおいて、前記蓄電池と通信して当該蓄電池の残存電力量に関する情
報を取得し、前記系統連携モード時に、前記残存電力量が所定の閾値を下回っている場合
は、前記系統電源から供給される電力を前記蓄電池に供給して前記蓄電池を充電し、前記
残存電力量が所定の閾値以上である場合は、前記充電を行わない
　分電盤の制御方法。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、系統電源から供給される電力を建物に設けられる負荷に供給する制御を行う
分電盤および分電盤に接続される蓄電池パックに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、太陽光発電（ＰＶ）システムまたは燃料電池（ＦＣ）等が、一般住宅にも普及し
始めている。特許文献１には、停電時において、燃料電池システムを自立運転させる自立
運転支援装置が示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２２６５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、系統電源の電力を用いない自立状態への切り替えには、様々な装置の設
置、および、それらの適切な制御が求められる。それらの制御のためには電力が必要とな
るが、従来の技術では、停電時において分電盤を動作させるための電力の確保が充分では
ないという課題がある。
【０００５】
　また、例えば分電盤を動作させるための電力の確保した場合に、確保した電力の利用用
途が限られるという課題がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、停電時において自分電盤を動作させるための電力を充分に確保する
ことができる分電盤等を提供する。
【０００７】
　また、自分電盤を動作させるために確保した電力の利用用途を広げることができる分電
盤等を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様に係る分電盤は、通常負荷および非常用負荷が接続される分電盤であっ
て、１以上の蓄電池を有する蓄電部と、系統電源から供給された交流電力を直流電力に変
換し、当該直流電力を前記蓄電池に供給して当該蓄電池を充電する充電制御部と、外部か
らの信号を取得する信号取得部と、系統電源から供給された交流電力を少なくとも前記通
常負荷に供給する系統連携モードと、前記蓄電池に充電されている電力を、少なくとも前
記非常用負荷に供給する自立運転モードとを前記信号取得部によって取得された前記信号
に応じて切り替える切替制御部と、を備え、前記充電制御部は、前記蓄電池と通信して当
該蓄電池の残存電力量に関する情報を取得し、前記系統連携モード時に、前記残存電力量
が所定の閾値を下回っている場合は、前記系統電源から供給される電力を前記蓄電池に供
給して前記蓄電池を充電し、前記残存電力量が所定の閾値以上である場合は、前記充電を
行わない。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、停電時において分電盤を動作させるための電力を充分に確保すること
ができる。また、自分電盤を動作させるために確保した電力の利用用途を広げることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施の形態１における分電盤を含む電力供給システムの構成を示す図で
ある。
【図２】図２は、実施の形態１における分電盤の制御部の詳細な構成を示すブロック図で
ある。
【図３】図３は、実施の形態１における系統電源から蓄電部へ充電する際の動作の流れを
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示すフローチャートである。
【図４Ａ】図４Ａは、実施の形態１における充電特性を示す図であり、通常充電における
充電特性を示す図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、実施の形態１における充電特性を示す図であり、停電準備充電にお
ける充電特性を示す図である。
【図５】図５は、実施の形態１における通常充電、停電準備充電、および自己放電による
充電容量の変化の一例を示す図である。
【図６】図６は、実施の形態２における分電盤の制御部の詳細な構成を示すブロック図で
ある。
【図７】図７は、実施の形態２における系統電源から蓄電部へ充電する際の動作の流れを
示すフローチャートである。
【図８Ａ】図８Ａは、実施の形態３における主分電盤の外観構成を示す斜視図であり、２
つの蓄電池を収容した状態を示す図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、実施の形態３における主分電盤の外観構成を示す斜視図であり、１
つの蓄電池を取り出した状態を示す図である。
【図９】図９は、実施の形態４における分電盤を含む電力供給システムの構成を示す図で
ある。
【図１０】図１０は、実施の形態４における蓄電池パックの詳細な構成を示すブロック図
である。
【図１１】図１１は、実施の形態４における分電盤の制御部の詳細な構成を示すブロック
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（本発明の基礎となった知見）
　本発明者らは、「発明が解決しようとする課題」の欄において記載した停電時において
分電盤を動作させるための電力の確保が充分ではないという課題に対して、分電盤に蓄電
池を備えることを想定した。そして、このように分電盤に蓄電池を備えた場合に、以下の
問題が生じることを見出した。
【００１２】
　系統電源から電力が供給されない停電は、通常頻繁に発生することはなく、まれに発生
する。このような停電に備えて、蓄電池を常に満充電にしておくと、蓄電池の性能が劣化
しやすく、蓄電池の寿命が短くなるという課題がある。
【００１３】
　また、単に分電盤に蓄電池を備えただけでは、蓄電池の電力の利用用途が限られるとい
う課題がある。
【００１４】
　このような問題を解決するために、本発明の一態様に係る分電盤は、通常負荷および非
常用負荷が接続される分電盤であって、１以上の蓄電池を有する蓄電部と、系統電源から
供給された交流電力を直流電力に変換し、当該直流電力を前記蓄電池に供給して当該蓄電
池を充電する充電制御部と、系統電源から供給された交流電力を少なくとも前記通常負荷
に供給する系統連携モードと、前記蓄電池に充電されている電力を、少なくとも前記非常
用負荷に供給する自立運転モードとを切り替える切替制御部と、を備え、前記充電制御部
は、前記蓄電池と通信して当該蓄電池の残存電力量に関する情報を取得し、前記系統連携
モード時に、前記残存電力量が所定の閾値を下回っている場合は、前記系統電源から供給
される電力を前記蓄電池に供給して前記蓄電池を充電し、前記残存電力量が所定の閾値以
上である場合は、前記充電を行わない。
【００１５】
　これにより、例えば停電時等において、蓄電池パックを分電盤より取り外して、必要な
場所に持っていくことが可能になる。そして、例えばスマートフォン、タブレット端末等
の他の機器に蓄電池パックから電力を供給することができる。
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【００１６】
　また、前記負荷は、通常負荷および非常用負荷を含み、前記分電盤は、さらに、前記接
続部を介して供給された前記蓄電池パックの直流電力を交流電力に変換し、前記負荷に供
給する放電制御部と、前記系統電源から供給された交流電力を少なくとも前記通常負荷に
供給する系統連携モードと、前記接続部に接続された前記蓄電池パックに充電されている
電力を、前記放電制御部を介して少なくとも前記非常用負荷に供給する自立運転モードと
を切り替える切替制御部と、を備えてもよい。
【００１７】
　これにより、例えば停電時等において、蓄電池パックに充電されている電力を、少なく
とも非常用負荷に供給することができる。
【００１８】
　また、前記蓄電池パックは当該蓄電池パックの残存電力量を示す表示部を備え、前記パ
ック収納部は、前記接続部に接続された前記蓄電池パックの前記表示部が視認可能となる
向きに前記蓄電池パックを収納してもよい。
【００１９】
　これにより、蓄電池パックの残存電力量を容易に確認することができる。
【００２０】
　また、前記分電盤は、複数の前記パック収納部を備え、前記分電盤に複数の蓄電池パッ
クが収納されてもよい。
【００２１】
　また、前記切替制御部は、前記複数の蓄電池パックから前記非常用負荷に電力が供給さ
れている期間中に前記複数の蓄電池パックの少なくとも１つが取り外された場合、残りの
蓄電池パックを用いて前記非常用負荷への電力供給を継続してもよい。
【００２２】
　これにより、例えば停電時等において、１つの蓄電池パックが取り外された場合であっ
ても、残りの蓄電池パックを用いて非常用負荷への電力供給を継続することができる。
【００２３】
　また、前記分電盤は、さらに、前記系統電源から電力が供給されているか否かを検知す
る検知部を備え、前記切替制御部は、前記検知部によって前記系統電源から前記分電盤に
電力が供給されていることが検知されている場合には前記系統連携モードを選択し、前記
検知部によって前記系統電源から前記分電盤に電力が供給されていないことが検知されて
いる場合には前記自立運転モードを選択してもよい。
【００２４】
　これにより、停電時には自立運転モードに切り替え、復電時には系統連携モードに切り
替えることができる。
【００２５】
　また、前記分電盤は、さらに、前記系統連携モードおよび前記自立運転モードのいずれ
かを選択するためのモードスイッチを備え、前記切替制御部は、前記モードスイッチによ
って選択されたモードに従って、前記系統連携モードおよび前記自立運転モードを切り替
えてもよい。
【００２６】
　また、前記分電盤は、さらに、外部からの信号を取得する信号取得部を備え、前記切替
制御部は、前記信号取得部によって取得された前記信号に応じて前記系統連携モードおよ
び前記自立運転モードを切り替えてもよい。
【００２７】
　また、前記信号取得部によって取得された前記信号は、前記系統連携モードおよび前記
自立運転モードのいずれのモードを選択するかを示す制御信号であり、前記切替制御部は
、前記制御信号が示すモードに従って、前記系統連携モードおよび前記自立運転モードを
切り替えてもよい。
【００２８】
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　また、前記信号取得部によって取得された前記信号は、電力を抑制することを求める電
力抑制信号であり、前記切替制御部は、前記信号取得部によって前記電力抑制信号が取得
された場合、前記系統連携モードから前記自立運転モードに切り替えてもよい。
【００２９】
　これにより、例えば手動による操作、リモコンによる操作、他の機器からの制御、およ
び外部からの依頼等の各種状況に応じて、自立運転モードおよび系統連携モードを切り替
えることができる。
【００３０】
　また、前記充電制御部は、前記蓄電池パックと通信して当該蓄電池パックの残存電力量
に関する情報を取得し、前記系統連携モード時に、前記残存電力量が所定の閾値を下回っ
ている場合、前記系統電源から供給される電力を前記蓄電池パックに供給して前記蓄電池
パックを充電し、前記残存電力量が所定の閾値以上である場合は、前記系統電源から供給
される電力を前記蓄電池パックに供給しなくてもよい。
【００３１】
　これにより、蓄電池パックの残存電力量に応じて、蓄電池パックの充電を制御すること
ができる。
【００３２】
　また、前記蓄電池パックはＵＳＢポートを備え、前記接続部から前記蓄電池パックが取
り外されている状態で、前記ＵＳＢポートを介して前記他の機器に前記蓄電池パックに充
電されている電力を供給してもよい。
【００３３】
　これにより、ＵＳＢポートを備えた、例えばスマートフォン、タブレット端末等の他の
機器に蓄電池パックから電力を供給することができる。
【００３４】
　また、前記蓄電池パックは前記接続端子を介して前記他の機器と着脱可能に接続し、前
記接続端子部を介して前記他の機器に前記蓄電池パックに充電されている電力を供給して
もよい。
【００３５】
　これにより、接続端子と適合する端子を有する他の機器に蓄電池パックから電力を供給
することができる。
【００３６】
　また、本発明の一態様に係る蓄電池パックは、系統電源から供給される電力を負荷に供
給する分電盤に接続される蓄電池パックであって、１以上の蓄電池と、前記分電盤に対し
て機械的および電気的な接続と接続解除とが自在であり、電力を充放電するための接続端
子部と、前記接続端子部を介して入力される前記系統電源の電力を用いて前記蓄電池を充
電する充電回路部と、前記蓄電池から放電される電力を出力する放電回路部と、前記分電
盤とは異なる他の機器と電気的に接続されることにより、前記放電回路部から出力される
電力を前記他の機器に出力する電力供給部と、を備えてもよい。
【００３７】
　これにより、例えば停電時等において、蓄電池パックを分電盤より取り外して、必要な
場所に持っていくことが可能になる。そして、例えばスマートフォン、タブレット端末等
の他の機器に蓄電池パックから電力を供給することができる。
【００３８】
　また、前記蓄電池パックは、前記分電盤とは異なる他の機器に対して、前記接続端子部
を介して前記接続と前記接続解除とが自在となるように接続され、前記放電回路部は、前
記接続端子部が前記他の機器と電気的に接続されることにより、前記蓄電池から放電され
る電力を、前記接続端子部を介して前記他の機器に出力してもよい。
【００３９】
　これにより、接続端子と適合する端子を有する他の機器に蓄電池パックから電力を供給
することができる。
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【００４０】
　また、前記電力供給部は、ＵＳＢポートとして構成されており、前記他の機器が前記Ｕ
ＳＢポートに接続され、前記放電回路部は、前記ＵＳＢポートを介して、前記蓄電池から
放電される電力を前記他の機器に供給してもよい。
【００４１】
　これにより、ＵＳＢポートを備えた、例えばスマートフォン、タブレット端末等の他の
機器に蓄電池パックから電力を供給することができる。
【００４２】
　また、本発明の一態様に係る分電盤は、系統電源から供給される電力を建物に設けられ
る負荷に供給する制御を行う分電盤であって、前記系統電源から電力が供給されない状態
である停電時に前記分電盤を動作させるための電力を供給する蓄電部と、前記系統電源か
ら前記蓄電部へ充電する際、前記蓄電部の満充電時の総充電容量に対して低い所定の第１
割合に前記蓄電部への充電を制御する通常充電と、前記通常充電における前記第１割合よ
り大きい所定の第２割合に前記蓄電部への充電を制御する停電準備充電とを、切り替えて
前記蓄電部への充電を行う充電制御部とを備える。
【００４３】
　これにより、系統電源から電力が供給されない停電時において、分電盤を動作させるた
めの電力を充分に確保することができる。また、通常充電では満充電時の総充電容量に対
して低い所定の第１割合に蓄電部への充電を抑制しているので、蓄電部の性能および寿命
が劣化するのを防止し、蓄電部の寿命を延ばすことができる。これは、満充電（または充
電容量が０）のままの状態を維持すると、蓄電部の性能および寿命が劣化するためである
。また、通常充電と停電準備充電とを必要に応じて切り替えることにより、蓄電部の性能
および寿命が劣化するのを防止するとともに、必要時には分電盤を動作させるための電力
を充分に確保することができる。
【００４４】
　また、前記充電制御部は、前記停電準備充電において、前記蓄電部への充電を前記総充
電容量まで行ってもよい。
【００４５】
　これにより、停電準備充電を行う際に、充電の抑制制御を行う必要がなく、必要時には
分電盤を動作させるための電力を充分に確保することができる。
【００４６】
　また、前記分電盤は、さらに、前記通常充電と前記停電準備充電とを切り替えるための
停電準備スイッチを備え、前記充電制御部は、前記停電準備スイッチがオンされた場合に
、前記停電準備充電に切り替えて前記蓄電部への充電を行い、前記停電準備スイッチがオ
フされた場合に、前記通常充電に切り替えて前記蓄電部への充電を行ってもよい。
【００４７】
　これにより、ユーザは、状況に応じて簡単に通常充電と停電準備充電とを切り替えるこ
とができる。
【００４８】
　また、前記充電制御部は、前記停電準備充電に切り替えて前記蓄電部への充電を行って
、前記蓄電部への充電が完了した場合、前記停電準備スイッチをオフにしてもよい。
【００４９】
　これにより、ユーザが停電準備スイッチをオフにする、すなわち通常充電に戻すことを
忘れることを防止することができる。
【００５０】
　また、前記分電盤は、さらに、ネットワークを介して停電の予定を示す停電情報を取得
する停電情報取得部を備え、前記充電制御部は、前記停電情報取得部によって前記停電情
報が取得された場合に、前記停電準備充電に切り替えて前記蓄電部への充電を行い、前記
停電情報取得部によって前記停電情報が取得されていない場合に、前記通常充電に切り替
えて前記蓄電部への充電を行ってもよい。
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【００５１】
　これにより、停電情報に応じて、通常充電と停電準備充電とを、必要に応じて切り替え
ることにより、蓄電部の性能および寿命が劣化するのを防止するとともに、必要時には分
電盤を動作させるための電力を充分に確保することができる。
【００５２】
　また、前記蓄電部は、蓄電池を複数有し、少なくとも１つの前記蓄電池は前記分電盤か
ら着脱可能に設けられてもよい。
【００５３】
　これにより、停電時等において、蓄電池を分電盤より取り外して、必要な場所に持って
いくことが可能になる。
【００５４】
　また、前記分電盤は、さらに、外部に設けられる電力供給装置から供給される電力を前
記負荷に供給するとともに、前記停電を検知する検知部と、前記検知部によって前記停電
が検知された場合、前記蓄電部から供給される電力を用いて、前記電力供給装置から供給
される電力が前記系統電源へ流れることを遮断する制御部とを備えてもよい。
【００５５】
　これにより、停電時等において、系統電源と電力供給装置から供給される電力とを切り
替えることができ、電力供給装置から供給される電力が系統電源へ流れることを遮断する
ことができ、負荷に供給する電力を安定させることができる。
【００５６】
　なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現され
てもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたは記録媒体の任意な
組み合わせで実現されてもよい。
【００５７】
　以下、実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００５８】
　なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものであ
る。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び
接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではな
い。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記
載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
【００５９】
　（実施の形態１）
　図１は、実施の形態１における分電盤を含む電力供給システムの構成を示す図である。
【００６０】
　図１に示された電力供給システム１０は、機器（通常負荷）１２４～１２６および自立
機器（非常用負荷）１２１～１２３へ電力を供給する。以下に、図１に示された各構成要
素を具体的に説明する。
【００６１】
　分電盤１００は、系統電源１１と、太陽光発電パネル（ＰＶパネル）１３、燃料電池（
ＦＣ）１４、および蓄電池（ＳＢ）１５等の電力供給装置とから供給される電力を建物に
設けられる負荷（機器１２４～１２６および自立機器１２１～１２３）に供給する制御を
行う分電盤である。特に、分電盤１００は、系統電源１１が電力を供給していない場合で
も、自立機器１２１～１２３のそれぞれへ電力を供給する。また、分電盤１００は、図１
に示すように主分電盤１０１、自立分電盤１０２、および自立切り替え器１０３を備えて
いる。
【００６２】
　主分電盤１０１は、分岐回路を有する分電盤であり、系統電源１１、太陽光発電パネル
１３、燃料電池１４、および蓄電池１５から供給される電力を機器１２４～１２６それぞ
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れに供給する制御を行う。また、主分電盤１０１は、制御部１０４、蓄電部１０５、停電
準備スイッチ１０６、ブレーカー１３４～１３６、１４２、主幹ブレーカー１４１、リレ
ー１４３、および変流器（ＣＴ）１４４を備えている。
【００６３】
　自立分電盤１０２は、分岐回路を有する追加的な分電盤であり、自立切り替え器１０３
から供給される電力を自立機器１２１～１２３のそれぞれへ電力を供給する。すなわち、
自立分電盤１０２は、太陽光発電パネル１３、燃料電池１４、および蓄電池１５から供給
される電力を自立機器１２１～１２３のそれぞれへ電力を供給する。特に、自立分電盤１
０２は、系統電源１１が電力を供給していない場合でも、自立機器１２１～１２３のそれ
ぞれへ電力を供給する。また、自立分電盤１０２は、ブレーカー１３１～１３３を備えて
いる。
【００６４】
　自立切り替え器１０３は、系統電源１１および電力供給装置からの電力を供給するか、
あるいは、電力供給装置からの電力だけを供給するかの切り替え器である。例えば、系統
電源１１が電力を供給している場合、系統電源１１および電力供給装置からの電力が供給
される。一方、系統電源１１が電力を供給していない場合、電力供給装置からの電力だけ
が供給される。
【００６５】
　制御部１０４は、後述するように停電の検知および分電盤１００の動作を制御する。
【００６６】
　蓄電部１０５は、例えば蓄電池であり、系統電源１１から供給される電力を充電する。
そして、蓄電部１０５は、停電時に、分電盤１００に含まれる各構成要素に電力を供給す
る。なお、蓄電部１０５は、停電時に、太陽光発電パネル１３、燃料電池１４、および蓄
電池１５から供給される電力を充電してもよい。
【００６７】
　停電準備スイッチ１０６は、通常充電と停電準備充電とを切り替えるためのスイッチで
ある。例えば、電力会社等からの情報により停電が予想される場合に、ユーザが停電準備
スイッチ１０６をオンにすることにより、停電準備充電に切り替わる。
【００６８】
　リレー１４３は、スイッチの一種であり、電気信号によって電気回路の開閉を行う。具
体的には、切替制御部１５３が、リレー１４３をオンまたはオフにする。リレー１４３は
、オンにされた場合、接続状態を導通に切り替え、オフにされた場合、接続状態を非導通
に切り替える。
【００６９】
　ブレーカー１３１～１３６、１４２、および、主幹ブレーカー１４１は、過電流または
漏電等が検知された場合、回路を遮断する。変流器１４４は、主分電盤１０１における電
流を測定するためのセンサである。
【００７０】
　系統電源１１は、電力会社が提供する電力供給システムである。太陽光発電パネル１３
および燃料電池１４では、安定的かつ十分な電力が得られない場合がある。そのため、太
陽光発電パネル１３および燃料電池１４が利用される場合でも、系統電源１１が利用され
る。
【００７１】
　パワーコンディショナー（ＰＣＳ）１２は、太陽光発電パネル１３および燃料電池１４
から供給される電力を調整する。例えば、パワーコンディショナー１２は、太陽光発電パ
ネル１３および燃料電池１４から供給される電力を直流から交流に変換する。また、パワ
ーコンディショナー１２は、蓄電池１５へ供給する電力、または、蓄電池１５から供給さ
れる電力を調整する。例えば、パワーコンディショナー１２は、蓄電池１５へ供給する電
力を交流から直流に、蓄電池１５から供給される電力を直流から交流に変換する。さらに
、パワーコンディショナー１２は、変流器１４４によって測定された電流の状態に応じて
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、主分電盤１０１に電力を供給する。
【００７２】
　太陽光発電パネル１３は、ソーラーパネル、太陽電池パネルまたは太陽電池モジュール
とも呼ばれ、太陽光を利用して発電する。例えば、太陽光発電パネル１３は、パネル状に
配置された複数の太陽電池で構成される。
【００７３】
　燃料電池１４は、燃料の化学反応を利用して発電する。例えば、燃料電池１４は、水素
と酸素とを反応させることによって発電する。
【００７４】
　蓄電池１５は、系統電源１１、太陽光発電パネル１３または燃料電池１４から供給され
る電力を蓄積する。
【００７５】
　自立コンセント１１１～１１３は、電力供給システム１０に自立機器１２１～１２３を
接続するためのインタフェースである。自立コンセント１１１～１１３には、系統電源１
１から電力が供給されていない場合でも、太陽光発電パネル１３等から電力が供給される
。
【００７６】
　コンセント１１４～１１６は、電力供給システム１０に機器１２４～１２６を接続する
ためのインタフェースである。系統電源１１から電力が供給されていない場合、コンセン
ト１１４～１１６には、どこからも電力が供給されない。
【００７７】
　自立機器１２１～１２３は、電力の供給を受けて動作する機器であり、例えば、電力が
常に供給されるべき家電である。これらの代表的な例は、冷蔵庫である。
【００７８】
　機器１２４～１２６は、電力の供給を受けて動作する機器であり、例えば、停止が許容
される家電である。これらの代表的な例は、使用頻度の少ない部屋の照明機器である。
【００７９】
　次に、制御部１０４の詳細な構成について説明する。図２は、実施の形態１における分
電盤１００の制御部１０４の詳細な構成を示すブロック図である。
【００８０】
　制御部１０４は、図２に示すように充電制御部１５１、検知部１５２、および切替制御
部１５３を備えている。
【００８１】
　充電制御部１５１は、系統電源１１から蓄電部１０５へ充電する際、蓄電部１０５の満
充電時の総充電容量に対して低い所定の充電割合（第１割合）に蓄電部１０５への充電を
抑制（制御）する通常充電と、蓄電部１０５への充電を総充電容量まで行う停電準備充電
とを、切り替えて蓄電部１０５への充電を行う。また、充電制御部１５１は、停電準備ス
イッチ１０６がオンされた場合に、停電準備充電に切り替えて蓄電部１０５への充電を行
い、停電準備スイッチ１０６がオフされた場合に、通常充電に切り替えて蓄電部１０５へ
の充電を行う。
【００８２】
　検知部１５２は、系統電源１１から電力が供給されない状態である停電を検知する。
【００８３】
　切替制御部１５３は、検知部１５２で検知された情報に基づいて、リレー１４３および
自立切り替え器１０３を制御する。
【００８４】
　以下、系統電源１１および電力供給装置からの電力を供給する場合、および、電力供給
装置からの電力だけを供給する場合について、電力供給システム１０の動作を具体的に説
明する。
【００８５】
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　まず、系統電源１１および電力供給装置からの電力を供給する場合、系統電源１１は、
主分電盤１０１に電力を供給する。また、太陽光発電パネル１３および燃料電池１４も、
パワーコンディショナー１２を介して、主分電盤１０１に電力を供給する。さらに、主分
電盤１０１から蓄電池１５へ、または、蓄電池１５から主分電盤１０１へ、電力がパワー
コンディショナー１２を介して供給される。
【００８６】
　そして、主分電盤１０１は、機器１２４～１２６に電力を供給する。また、主分電盤１
０１は、自立切り替え器１０３を介して、自立分電盤１０２に電力を供給する。自立分電
盤１０２は、自立機器１２１～１２３に電力を供給する。
【００８７】
　一方、電力供給装置からの電力だけを供給する場合、太陽光発電パネル１３、燃料電池
１４、および蓄電池１５は、主分電盤１０１に電力を供給しない。
【００８８】
　パワーコンディショナー１２は、自立切り替え器１０３を介して自立分電盤１０２に電
力を供給する。自立分電盤１０２は、自立機器１２１～１２３に電力を供給する。
【００８９】
　以上の構成および動作によって、電力供給システム１０は、系統電源１１が電力を供給
している場合も、系統電源１１が電力を供給していない場合も、自立機器１２１～１２３
に電力を供給することができる。
【００９０】
　次に、上記のように構成された分電盤１００において系統電源１１から蓄電部１０５へ
充電する際の動作について説明する。
【００９１】
　図３は、実施の形態１における系統電源１１から蓄電部１０５へ充電する際の動作の流
れを示すフローチャートである。また、図４Ａおよび図４Ｂは、実施の形態１における充
電特性を示す図であり、図４Ａは通常充電における充電特性、図４Ｂは停電準備充電にお
ける充電特性を示す図である。
【００９２】
　充電制御部１５１は、停電準備スイッチ１０６がオフであるか否かを判定する（ステッ
プＳ１０１）。この判定の結果、停電準備スイッチ１０６がオフである場合（ステップＳ
１０１でＹＥＳ）、充電制御部１５１は、蓄電部１０５の満充電時の総充電容量に対して
低い所定の充電割合（第１割合）に蓄電部１０５への充電を抑制する通常充電で、蓄電部
１０５への充電を行う（ステップＳ１０２）。充電制御部１５１は、総充電容量に対して
低い所定の充電割合（例えば７割）に蓄電部１０５への充電を抑制するように、図４Ａに
示すように定電流充電４０１を行った後、充電電圧Ａで定電圧充電４０２を行う。充電制
御部１５１は、蓄電部１０５への充電が所定の充電割合（第１割合）になったか否かを判
定する（ステップＳ１０３）。所定の充電割合になった場合（ステップＳ１０３でＹＥＳ
）、充電制御部１５１は、蓄電部１０５への充電を停止する（ステップＳ１０４）。所定
の充電割合になっていない場合（ステップＳ１０３でＮＯ）、充電制御部１５１は、通常
充電で蓄電部１０５への充電を行う（ステップＳ１０２）。
【００９３】
　一方、停電準備スイッチ１０６がオフでない、すなわちオンである場合（ステップＳ１
０１でＮＯ）、充電制御部１５１は、蓄電部１０５への充電を総充電容量まで行う停電準
備充電で、蓄電部１０５への充電を行う（ステップＳ１０５）。充電制御部１５１は、充
電の抑制を行わず、総充電容量まで充電を行うように、図４Ｂに示すように定電流充電４
０３を行った後、充電電圧Ｂで定電圧充電４０４を行う。充電制御部１５１は、蓄電部１
０５への充電が満充電になったか否かを判定する（ステップＳ１０６）。満充電になった
場合（ステップＳ１０６でＹＥＳ）、充電制御部１５１は、蓄電部１０５への充電を停止
する（ステップＳ１０４）。満充電になっていない場合（ステップＳ１０６でＮＯ）、充
電制御部１５１は、停電準備充電で蓄電部１０５への充電を行う（ステップＳ１０５）。
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なお、ここでは、停電準備充電において、充電の抑制を行わず、総充電容量まで充電を行
っているが、例えば、通常充電における所定の充電割合（第１割合：例えば７割）より大
きい所定の充電割合（第２割合：例えば９割）に蓄電部１０５への充電を抑制しても構わ
ない。
【００９４】
　充電制御部１５１は、蓄電部１０５の充電容量が充電を必要とする所定の充電割合（例
えば５割）まで低下したか否かを判定する（ステップＳ１０７）。この判定の結果、所定
の充電割合まで低下している場合（ステップＳ１０７でＹＥＳ）、停電準備スイッチ１０
６がオフであるか否かの判定処理（ステップＳ１０１）に戻る。一方、所定の充電割合ま
で低下していない場合（ステップＳ１０７でＮＯ）、所定の充電割合まで低下したか否か
の判定処理（ステップＳ１０７）を繰り返す。
【００９５】
　なお、本フローチャートでは、第１割合になっていない場合（ステップＳ１０３でＮＯ
）に、充電制御部１５１は、蓄電部１０５への充電が第１割合になるまで、通常充電で蓄
電部１０５への充電を行っているが、これに限られるものではない。例えば、第１割合に
なっていない場合（ステップＳ１０３でＮＯ）に、再度、停電準備スイッチ１０６がオフ
であるか否かの判定処理（ステップＳ１０１）に戻っても構わない。これにより、通常充
電で蓄電部１０５へ充電を行っている途中に、停電準備スイッチ１０６がオンされた場合
にも、充電制御部１５１は、停電準備充電に切り替えて蓄電部１０５への充電を行うこと
ができる。
【００９６】
　次に、通常充電、停電準備充電、および自己放電のよる蓄電部１０５の充電容量の変化
について説明する。
【００９７】
　図５は、実施の形態１における通常充電、停電準備充電、および自己放電による充電容
量の変化の一例を示す図である。
【００９８】
　図５では、充電区間５０１において、通常充電により第１割合である充電容量ｂまで蓄
電部１０５への充電が行われると、充電制御部１５１は蓄電部１０５への充電を停止する
。そして、充電を行っていない待機区間５０２において、蓄電部１０５は自己放電し、充
電容量が低下し、充電を必要とする所定の充電割合である充電容量ｃまで低下すると、充
電制御部１５１は通常充電により蓄電部１０５への充電を開始する。次に、充電区間５０
３において、通常充電により蓄電部１０５への充電が行われているときに、停電準備スイ
ッチ１０６がオンにされると、充電区間５０４において、充電制御部１５１は、蓄電部１
０５への充電を総充電容量まで行う停電準備充電で、蓄電部１０５への充電を行う。充電
区間５０４において、停電準備充電により総充電容量である充電容量ａまで蓄電部１０５
への充電が行われると、充電制御部１５１は蓄電部１０５への充電を停止する。そして、
充電を行っていない待機区間５０５において、蓄電部１０５は自己放電する。ここで、停
電準備スイッチ１０６がオフにされたとする。待機区間５０５において、充電容量が低下
し、充電を必要とする所定の充電割合である充電容量ｃまで低下すると、充電制御部１５
１は通常充電により蓄電部１０５への充電を開始する。また、充電区間５０６において、
通常充電により充電容量ｂまで蓄電部１０５への充電が行われると、充電制御部１５１は
蓄電部１０５への充電を停止する。そして、充電を行っていない待機区間５０７において
、蓄電部１０５は自己放電することになる。
【００９９】
　以上のように、分電盤に蓄電部を備えているので、系統電源から電力が供給されない停
電時において、分電盤を動作させるための電力を充分に確保することができる。また、所
定の充電割合に蓄電部１０５への充電を抑制する通常充電と、充電の抑制を行わず、総充
電容量まで充電を行う停電準備充電とを、必要に応じて切り替えることにより、蓄電部１
０５の性能および寿命が劣化するのを防止するとともに、必要時には分電盤を動作させる
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ための電力を充分に確保することができる。
【０１００】
　なお、本実施の形態では、停電準備スイッチ１０６のオンオフをユーザが操作する構成
としているが、これに限られるものではない。例えば、ユーザにより停電準備スイッチ１
０６がオンされることで、充電制御部１５１が停電準備充電で蓄電部１０５への充電を行
って、蓄電部１０５への充電が完了した場合、充電制御部１５１が停電準備スイッチ１０
６をオフにする構成としても構わない。これにより、ユーザが停電準備スイッチ１０６を
オフにする、すなわち通常充電に戻すことを忘れることを防止することができる。
【０１０１】
　また、充電制御部１５１が、蓄電部１０５の故障および寿命レベル等を判定し、故障ま
たは所定の寿命レベルに達した場合等に、例えばアラーム等を鳴らすように構成しても構
わない。
【０１０２】
　更には、再び充電を開始する蓄電池容量ｃを、停電準備スイッチ１０６のオンオフに応
じて異なる値としてもよい。例えば、停電準備スイッチ１０６がオフとオンのときに再び
充電を開始する蓄電池容量を、それぞれｃとｃ’とすると、ｃ＜ｃ’＜ｂを満たすように
値を設定してもよい。
【０１０３】
　（実施の形態２）
　実施の形態１では、充電制御部は、停電準備スイッチ１０６のオンオフに応じて通常充
電と停電準備充電との切り替えを行っているのに対して、本実施の形態２では、停電準備
スイッチ１０６のオンオフに加え、電力会社等からの停電情報に応じて通常充電と停電準
備充電との切り替えを行っている。ここで、本実施の形態２における分電盤の構成は図１
に示す実施の形態１と同様であり、制御部１０４の構成が制御部２００の構成となる。
【０１０４】
　図６は、実施の形態２における分電盤の制御部２００の詳細な構成を示すブロック図で
ある。なお、実施の形態１と同様の構成については、同じ符号を付し、説明を省略する。
【０１０５】
　制御部２００は、図６に示すように停電情報取得部２０１、充電制御部２０２、検知部
１５２、および切替制御部１５３を備えている。
【０１０６】
　停電情報取得部２０１は、ネットワークを介して例えば電力会社等から停電の予定を示
す停電情報を取得する。
【０１０７】
　充電制御部２０２は、系統電源１１から蓄電部１０５へ充電する際、蓄電部１０５の満
充電時の総充電容量に対して低い所定の充電割合（第１割合）に蓄電部１０５への充電を
抑制する通常充電と、蓄電部１０５への充電を総充電容量まで行う停電準備充電とを、切
り替えて蓄電部１０５への充電を行う。また、充電制御部２０２は、停電準備スイッチ１
０６がオンされた場合に、停電準備充電に切り替えて蓄電部１０５への充電を行い、停電
準備スイッチ１０６がオフされた場合に、通常充電に切り替えて蓄電部１０５への充電を
行う。さらに、充電制御部２０２は、停電情報取得部２０１によって停電情報が取得され
た場合に、停電準備充電に切り替えて蓄電部１０５への充電を行い、停電情報取得部２０
１によって停電情報が取得されていない場合に、通常充電に切り替えて蓄電部１０５への
充電を行う。
【０１０８】
　図７は、実施の形態２における系統電源１１から蓄電部１０５へ充電する際の動作の流
れを示すフローチャートである。
【０１０９】
　充電制御部２０２は、停電準備スイッチ１０６がオフであるか否かを判定する（ステッ
プＳ１０１）。この判定の結果、停電準備スイッチ１０６がオフである場合（ステップＳ
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１０１でＹＥＳ）、充電制御部２０２は、停電情報取得部２０１によって停電情報が取得
されているか否かを判定する（ステップＳ２０１）。この判定の結果、停電情報が取得さ
れていない場合（ステップＳ２０１でＮＯ）、充電制御部２０２は、蓄電部１０５の満充
電時の総充電容量に対して低い所定の充電割合（第１割合）に蓄電部１０５への充電を抑
制する通常充電で、蓄電部１０５への充電を行う（ステップＳ１０２）。
【０１１０】
　一方、停電準備スイッチ１０６がオフでない、すなわちオンである場合（ステップＳ１
０１でＮＯ）および停電情報取得部２０１によって停電情報が取得されている場合（ステ
ップＳ２０１でＹＥＳ）、充電制御部２０２は、蓄電部１０５への充電を総充電容量まで
行う停電準備充電で、蓄電部１０５への充電を行う（ステップＳ１０５）。
【０１１１】
　通常充電および停電準備充電を行った場合ともに、以降の処理は上記実施の形態１と同
様である。
【０１１２】
　以上のように、停電情報を取得しているので、ユーザにより停電準備スイッチ１０６の
オンオフが操作されなくても、所定の充電割合に蓄電部１０５への充電を抑制する通常充
電と、充電の抑制を行わず、総充電容量まで充電を行う停電準備充電とを、必要に応じて
切り替えることにより、蓄電部１０５の性能および寿命が劣化するのを防止するとともに
、必要時には分電盤を動作させるための電力を充分に確保することができる。
【０１１３】
　なお、本実施の形態では、ユーザがオンオフを操作する停電準備スイッチ１０６を備え
る構成としているが、これに限られるものではない。例えば、停電準備スイッチ１０６を
備えない構成としても構わない。
【０１１４】
　また、本実施の形態では、停電情報取得部２０１が、ネットワークを介して例えば電力
会社等から停電の予定を示す停電情報を取得する構成としているが、これに限られるもの
ではない。例えば、停電情報取得部２０１が台風シーズン等のカレンダ情報を取得し、充
電制御部２０２が台風シーズンには停電準備充電を行い、台風シーズン以外には通常充電
を行うように制御しても構わない。また、例えば、停電情報取得部２０１が雷や大雨など
の警報もしくは注意報の情報を取得し、雷や大雨などの警報もしくは注意報が発令されて
いれば充電制御部２０２が停電準備充電を行い、警報および注意報が発令されていなけれ
ば通常充電を行うように制御しても構わない。
【０１１５】
　（実施の形態３）
　本実施の形態では、図１に示す分電盤１００の主分電盤１０１の蓄電部１０５の構成に
ついて説明する。
【０１１６】
　図８Ａおよび図８Ｂは、実施の形態３における主分電盤１０１の外観構成を示す斜視図
であり、図８Ａは２つの蓄電池（蓄電池パック）を収容した状態、図８Ｂは１つの蓄電池
（蓄電池パック）を取り出した状態を示す図である。なお、実施の形態１と同様の構成に
ついては、同じ符号を付し、説明を省略する。
【０１１７】
　蓄電部１０５は、図８Ａに示すようにパック収納部１６５に収納された２つの蓄電池（
蓄電池パック）により構成されている。また、蓄電部１０５は、図８Ｂに示すように１つ
の蓄電池（蓄電池パック）１６１ａは主分電盤１０１より着脱可能に設けられる。
【０１１８】
　蓄電池１６１ａには、例えばＵＳＢ端子等の端子１６２が設けられている。
【０１１９】
　主分電盤１０１には、接続端子１６０が設けられており、蓄電池１６１ａの接続端子（
図示せず）と接続されることにより、系統電源１１から蓄電部１０５への充電が行われる
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。
【０１２０】
　このように構成されることによって、停電時等において、蓄電池１６１ａを主分電盤１
０１より取り外して、必要な場所に持っていくことが可能になる。そして、例えばＵＳＢ
ケーブル等のケーブル３０１を介して例えばスマートフォン、タブレット端末等の携帯機
器３００に充電を行うことが可能である。
【０１２１】
　（実施の形態４）
　図９は、実施の形態４における分電盤を含む電力供給システムの構成を示す図である。
なお、図１に示す実施の形態１と同様の構成については、同じ符号を付し、説明を省略す
る。
【０１２２】
　図９に示された電力供給システム２０は、機器１２４～１２６および自立機器１２１～
１２３へ電力を供給する。以下に、図９に示された各構成要素を具体的に説明する。
【０１２３】
　分電盤４００は、系統電源１１から供給される電力を建物に設けられる負荷（機器１２
４～１２６および自立機器１２１～１２３）に供給する制御を行う分電盤である。また、
分電盤４００は、系統電源１１が電力を供給していない場合に、蓄電部（蓄電池パック）
から供給される電力を自立機器１２１～１２３のそれぞれへ電力を供給する。また、分電
盤４００は、図９に示すように主分電盤４０１、自立分電盤４０２、および自立切り替え
器４０３を備えている。
【０１２４】
　主分電盤４０１は、分岐回路を有する分電盤であり、系統電源１１から供給される電力
を機器１２４～１２６それぞれに供給する制御を行う。また、主分電盤４０１は、制御部
４０４、蓄電部４０５、モードスイッチ４０６、ブレーカー１３４～１３６、および主幹
ブレーカー１４１を備えている。
【０１２５】
　自立分電盤４０２は、分岐回路を有する追加的な分電盤であり、自立切り替え器４０３
から供給される電力を自立機器１２１～１２３のそれぞれへ電力を供給する。すなわち、
自立分電盤４０２は、系統電源１１から供給される電力または蓄電部（蓄電池パック）か
ら供給される電力を自立機器１２１～１２３のそれぞれへ電力を供給する。特に、自立分
電盤４０２は、系統電源１１が電力を供給していない場合でも、自立機器１２１～１２３
のそれぞれへ電力を供給する。また、自立分電盤４０２は、ブレーカー１３１～１３３を
備えている。
【０１２６】
　自立切り替え器４０３は、系統電源１１からの電力を供給する（系統連携モード）か、
あるいは、蓄電部（蓄電池パック）からの電力を供給する（自立運転モード）かの切り替
え器である。例えば、系統電源１１が電力を供給している場合、系統電源１１からの電力
が供給される。一方、系統電源１１が電力を供給していない場合、蓄電部（蓄電池パック
）からの電力が供給される。
【０１２７】
　制御部４０４は、後述するように外部からの信号の取得、停電の検知および分電盤４０
０の動作を制御する。
【０１２８】
　モードスイッチ４０６は、系統連携モードおよび自立運転モードのいずれかを手動で選
択するためのスイッチである。
【０１２９】
　蓄電部４０５は、例えば実施の形態３の図８Ａに示したようにパック収納部１６５に収
納された２つの蓄電池（蓄電池パック）１６１により構成されている。パック収納部１６
５は、蓄電池パック１６１の接続端子（図示せず）との接続および接続解除が自在な接続
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部（図８Ｂに示す接続端子１６０）を有している。パック収納部１６５に蓄電池パック１
６１が収納され、パック収納部１６５の接続端子１６０と蓄電池パック１６１の接続端子
とが接続されることにより、系統電源１１から蓄電部４０５（蓄電池パック１６１）への
充電、および蓄電部４０５（蓄電池パック１６１）からの電力供給が行われる。なお、蓄
電池（蓄電池パック）は、２つの限られるものではなく、例えば、３つ以上で構成されて
も構わない。
【０１３０】
　また、蓄電池パック１６１は、当該蓄電池パックの残存電力量を示す表示部（図８Ｂで
は図示せず）を備えており、パック収納部１６５へは、接続端子１６０に接続された状態
で、表示部が視認可能となる向きに収納される。
【０１３１】
　図１０は、実施の形態４における蓄電池パック１６１の詳細な構成を示すブロック図で
ある。
【０１３２】
　また、蓄電池パック１６１は、図１０に示すように、１以上の蓄電池１７１、接続端子
部１７２、充電回路部１７３、放電回路部１７４、電力供給部１７５、表示制御部１７６
、および表示部１７７を備えている。
【０１３３】
　蓄電池１７１は、供給される電力を蓄積するとともに、蓄積した電力を放電する。
【０１３４】
　接続端子部１７２は、分電盤４００に対して機械的および電気的な接続と接続解除とが
自在であり、電力を充放電するための接続端子である。
【０１３５】
　充電回路部１７３は、接続端子部１７２を介して入力される系統電源１１の電力を用い
て蓄電池１７１を充電する。
【０１３６】
　放電回路部１７４は、蓄電池１７１から放電される電力を出力する。
【０１３７】
　電力供給部１７５は、例えば図８Ｂに示す携帯機器３００等の他の機器と電気的に接続
されることにより、放電回路部１７４から出力される電力を他の機器に出力する。具体的
には、電力供給部１７５は、例えば図８Ｂに示すＵＳＢ端子（ＵＳＢポート）等の端子１
６２として構成される。
【０１３８】
　表示制御部１７６は、蓄電池１７１の残存電力量を取得し、表示部１７７に残存電力量
を表示する。
【０１３９】
　表示部１７７は、例えば液晶表示装置（ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉ
ｓｐｌａｙ））、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）表示等であり、
蓄電池パック１６１（蓄電池１７１）の残存電力量を表示するために用いられる。
【０１４０】
　次に、制御部４０４の詳細な構成について説明する。図１１は、実施の形態４における
分電盤４００の制御部４０４の詳細な構成を示すブロック図である。
【０１４１】
　制御部４０４は、図１１に示すように、信号取得部４５１、検知部４５２、充電制御部
４５３、放電制御部４５４、および切替制御部４５５を備えている。
【０１４２】
　信号取得部４５１は、例えば系統連携モードおよび自立運転モードのいずれのモードを
選択するかを示す制御信号、および電力を抑制することを求める電力抑制信号等の外部か
らの信号を取得する。
【０１４３】
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　検知部４５２は、系統電源１１から電力が供給されない状態である停電を検知する。
【０１４４】
　充電制御部４５３は、系統電源から供給される交流電力を直流電力に変換し、直流電力
を蓄電部４０５に供給して蓄電部４０５を充電する。すなわち、充電制御部４５３は、蓄
電池パック１６１を充電する。具体的には、充電制御部４５３は、ＡＣ／ＤＣコンバータ
を含んで構成される。
【０１４５】
　また、充電制御部４５３は、蓄電池パックと通信して蓄電池パックの残存電力量に関す
る情報を取得する。そして、充電制御部４５３は、系統連携モード時に、残存電力量が所
定の閾値を下回っている場合、系統電源から供給される電力を蓄電池パックに供給して蓄
電池パックを充電する。また、充電制御部４５３は、系統連携モード時に、残存電力量が
所定の閾値以上である場合は、系統電源から供給される電力を蓄電池パックに供給しない
。
【０１４６】
　放電制御部４５４は、蓄電部４０５から供給される直流電力を交流電力に変換し、自立
切り替え器４０３に供給する。具体的には、放電制御部４５４は、ＤＣ／ＡＣインバータ
を含んで構成される。
【０１４７】
　切替制御部４５５は、検知部４５２で検知された情報に基づいて、自立切り替え器１０
３を制御し、系統連携モードと自立運転モードとを切り替える。すなわち、切替制御部４
５５は、検知部４５２によって系統電源から電力が供給されていること（停電でないこと
）が検知されている（停電でない）場合には系統連携モードを選択し、系統電源から電力
が供給されていないこと（停電であること）が検知されている場合には自立運転モードを
選択する。
【０１４８】
　また、切替制御部４５５は、モードスイッチ４０６によって選択されたモードに従って
自立切り替え器１０３を制御し、系統連携モードと自立運転モードとを切り替える。
【０１４９】
　さらに、切替制御部４５５は、信号取得部４５１で取得された信号に基づいて、自立切
り替え器１０３を制御し、系統連携モードと自立運転モードとを切り替える。例えば、信
号取得部４５１で取得された信号が系統連携モードおよび自立運転モードのいずれのモー
ドを選択するかを示す制御信号である場合、切替制御部４５５は、制御信号が示すモード
に従って自立切り替え器１０３を制御し、系統連携モードと自立運転モードとを切り替え
る。また、信号取得部４５１で取得された信号が電力抑制信号である場合、切替制御部４
５５は、自立切り替え器１０３を制御し、系統連携モードから自立運転モードへ切り替え
る。
【０１５０】
　また、切替制御部４５５は、自立運転モード時において、複数の蓄電池パックから自立
機器（非常用負荷）に電力が供給されている期間中に複数の蓄電池パックの少なくとも１
つが取り外された場合、残りの蓄電池パックを用いて自立機器への電力供給を継続する。
【０１５１】
　以下、系統電源１１からの電力を供給する（系統連携モード）場合、および、蓄電部４
０５（蓄電池パック）からの電力を供給する（自立運転モード）場合について、電力供給
システム２０の動作を具体的に説明する。
【０１５２】
　まず、系統連携モードの場合、系統電源１１は、主分電盤４０１に電力を供給する。そ
して、主分電盤４０１は、機器１２４～１２６に電力を供給する。また、主分電盤４０１
は、自立切り替え器４０３を介して、自立分電盤４０２に電力を供給する。自立分電盤４
０２は、自立機器１２１～１２３に電力を供給する。
【０１５３】
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　一方、自立運転モードの場合、蓄電部４０５（蓄電池パック）は、主分電盤１０１に電
力を供給しない。蓄電部４０５（蓄電池パック）は、自立切り替え器１０３を介して自立
分電盤１０２に電力を供給する。自立分電盤１０２は、自立機器１２１～１２３に電力を
供給する。
【０１５４】
　以上のように、分電盤４００に蓄電部４０５（蓄電池パック）を備えているので、電力
供給システム２０は、系統連携モードであっても、自立運転モードであっても、自立機器
１２１～１２３に電力を供給することができる。
【０１５５】
　なお、本実施の形態では、充電制御部４５３と放電制御部４５４とを分けて構成してい
るが、これに限られるものではなく、一体として構成しても構わない。この場合、具体的
には、交流電力から直流電力に変換、および直流電力から交流電力に変換する双方向コン
バータを含んで構成される。
【０１５６】
　以上、一つまたは複数の態様に係る分電盤および蓄電池パックについて、実施の形態に
基づいて説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣
旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる
実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、一つまたは複数の態様の
範囲内に含まれてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１５７】
　本発明は、系統電源から電力が供給されない停電時において、分電盤を動作させるため
の電力を充分に確保し、確保した電力の利用用途を広げることができ、分電盤、蓄電池パ
ック、分電盤を含む電力供給システム、および、分電盤を含む住宅設備等に用いるのに有
用である。
【符号の説明】
【０１５８】
　１０、２０　電力供給システム
　１１　　系統電源
　１２　　パワーコンディショナー（ＰＣＳ）
　１３　　太陽光発電パネル（ＰＶパネル）
　１４　　燃料電池（ＦＣ）
　１５　　蓄電池（ＳＢ）
　１００、４００　分電盤
　１０１、４０１　主分電盤
　１０２、４０２　自立分電盤
　１０３、４０３　自立切り替え器
　１０４、２００、４０４　制御部
　１０５、４０５　蓄電部
　１０６　停電準備スイッチ
　１１１、１１２、１１３　自立コンセント
　１１４、１１５、１１６　コンセント
　１２１、１２２、１２３　自立機器
　１２４、１２５、１２６　機器
　１３１、１３２、１３３、１３４、１３５、１３６、１４２　ブレーカー
　１４１　主幹ブレーカー
　１４３　リレー
　１４４　変流器（ＣＴ）
　１５１、２０２、４５３　充電制御部
　１５２、４５２　検知部
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　１５３、４５５　切替制御部
　１６０　接続端子
　１６１、１６１ａ、１６１ｂ　蓄電池（蓄電池パック）
　１６２　端子
　１６５　パック収納部
　１７１　蓄電池
　１７２　接続端子部
　１７３　充電回路部
　１７４　放電回路部
　１７５　電力供給部
　１７６　表示制御部
　１７７　表示部
　２０１　停電情報取得部
　３００　携帯機器
　３０１　ケーブル
　４０６　モードスイッチ
　４５１　信号取得部
　４５４　放電制御部

【図１】 【図２】
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【図４Ｂ】 【図５】
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【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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【図１１】
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