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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  容易にアクセス可能な場所における要員のためのシステムであって、
  １つまたは複数の電気的、機械的送信および受信デバイスと、
  マイクロプロセッサと、
  施設内の全ての潜在的に危険な機器または起動させた及び／又は充電されたシステムの
ソースまたはライン供給を中継し、かつ／または、通常開の状態からスイッチオンする又
は通常閉の状態からスイッチオフするように構成されたコントローラと、
　初期対応者またはシステム保全要員が、前記ソースまたはライン供給の画定的なオンオ
フ状態を得られるように構成された可視および／または可聴インジケータと、を備え、
　前記システムは、前記ソースまたはライン供給を再び動作させるために、ロックアウト
・コード・シーケンスおよび／または機械的ロックアウト機器を要求するように構成され
ており、
　通信モジュールを含むモジュール式主制御パネルエンクロージャは、前記デバイスと対
にされるジャンクションボックス及び／又はエンクロージャ、およびプロセッサボードと
の間でデータを送受信するように構成され、
　前記プロセッサボードは、全てのフロントパネル周辺機器、ディスプレイ、デバイスお
よび相互作用を処理し、主制御ボックスを外部デバイスに接続し、遠隔操作および遠隔測
定法のためのプロトコル、および、セキュリティおよび／または火災システムとの相互作
用をサポートすることを特徴とするシステム。
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【請求項２】
  前記主制御パネルエンクロージャは、デバイスに接続される接点クロージャを監視して
、これらのデバイスが１つまたは複数のＰＶモジュールの遮断を要求できるようにする、
請求項１に記載のシステム。
 
【請求項３】
  太陽光ＰＶシステム用の電力中断及び／又は再接続および状態通知システムをさらに備
える、請求項１又は２に記載のシステム。
 
【請求項４】
　太陽光エネルギー及び／又は火力システム用の電力中断及び／又は再接続および状態通
知システムをさらに備える、請求項１又は２に記載のシステム。
 
【請求項５】
　他の電源用の電力中断及び／又は再接続および状態通知システムをさらに備える、請求
項１又は２に記載のシステム。
 
【請求項６】
  太陽光エネルギー生成システムの個々の連続部に、電力中断及び／又は再接続のための
コンポーネントをさらに備える請求項１から４のいずれかに記載のシステム。
 
【請求項７】
  太陽光エネルギー生成システムの複数の連続部に、電力中断及び／又は再接続のための
コンポーネントをさらに備える請求項１から４のいずれかに記載のシステム。
 
【請求項８】
  太陽光エネルギー生成システムのアレイ全体に、電力中断及び／又は再接続のためのコ
ンポーネントをさらに備える請求項１から４のいずれかに記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１５年８月１８日に提出された「ＰＶ　Ｓｔａｘ－Ｍｕｌｔｉ－Ｆｕｎ
ｃｔｉｏｎ　Ｊｕｎｃｔｉｏｎ　Ｍｆ／Ｊ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題する米国特許出願第１４
／８２９，５８９号明細書、および２０１５年９月１８日に提出された「ＰＶ　Ｓｔｏｒ
　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ａｎｄ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
　Ｓｙｓｔｅｍ」と題する米国暫定特許出願第６２／２２０，２５２号明細書に対する出
願の優先権を主張し、かつこれらに対する出願の利益を主張するものであり、これらの出
願の明細書およびクレームは、本参照により開示に含まれる。
合衆国政府の助成による研究または開発に関する陳述
【０００２】
　なし。
ＣＤによる提出資料の参照による援用
【０００３】
　なし。
著作権で保護されている資料
【０００４】
　Ｃｈｕｃｋ　ＭｃＣｕｎｅ．本特許文書における開示の一部には、著作権保護の対象と
なる資料が含まれている。著作権者は、何人に対しても、特許商標局の特許ファイルまた
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は記録に記載されているような特許文書または特許開示のファクシミリ複製に異論を唱え
るものではないが、それ以外に関しては全て著作権が留保される。
【０００５】
　本発明は、緊急事態の場合に建物または設備への電力、液体またはガスの供給を手動ま
たは自動で遮断するためのデバイスおよび方法、および他の状況において供給を手動また
は自動で遮断するためのデバイスおよび方法に関する。また、本発明は、電子および電気
機械的手段によりデバイスアッセンブリ（部品）を手動または自動的に制御してこれらを
遮断し、再始動し、入／出力を修正し、反転し、整流し、最適化し、安全性を強化し、電
気機械的機能、防水加工、電気接続ジャンクション、デバイスのカップリング、緊急事態
の場合に連結アッセンブリおよび機器の追加または取外し、再構成、保全およびサービス
を行いかつその他の状況において手動または自動制御するための建物または設備向け電力
、液体またはガスの現場施設および工場部品／デバイスアッセンブリにおける既存および
未来のアドオン機器／デバイス、高速プラグ／アンプラグ（プラグアンドプレイ）デバイ
スによる業界標準デバイスのカップリングのためのデバイス連動および連結接続のフォー
マットマッチングを提供するデバイスおよび方法にも関する。さらに、本発明は、任意タ
イプのバッテリまたは貯蔵システム等のエネルギー貯蔵システム、インバータ、エネルギ
ー管理システム、充電制御器、高速遮断システムを封入するための、一面またはそれ以上
の面に取っ手またはグリップまたは他の把持構造を付して積送および据付けが容易である
ように組み立てられた１つまたは複数の入れ子式または別々の任意の形状または素材のＭ
ｉｌ規格または他の工業用ケースであるエンクロージャに封入される、電子および電気機
械的手段によりデバイスアッセンブリを手動または自動的に制御してこれらを遮断し、再
始動し、入／出力を修正し、反転し、整流し、最適化し、安全性を強化し、電気機械的機
能、防水加工、電気接続ジャンクション、デバイスのカップリング、緊急事態の場合に連
結アッセンブリおよび機器の追加または取外し、再構成、保全およびサービスを行いかつ
その他の状況において手動または自動制御するための建物または設備向け電力、液体、物
資、プロセスまたはガスの現場施設および工場部品／デバイスアッセンブリにおける既存
および未来のアドオン機器／デバイス、高速プラグ／アンプラグ（プラグアンドプレイ）
デバイスによる業界標準デバイスのカップリングのためのデバイス連動および連結接続の
フォーマットマッチングを提供する多様なエネルギー入力、貯蔵および多様な出力エネル
ギー管理システムのための自足式エンクロージャおよび高速設置システムのためのデバイ
スおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００６】
　本発明は、太陽光ＰＶパネル、太陽光電気産業、電気契約、初期対応者火災／ＥＭＳサ
ービス、太陽光ＰＶサービス技術者および電気および火災安全、製造、自動化、ロボット
、コンベヤシステム、公益事業または民間公益事業、風力タービン、機械契約、空気、ガ
ス、化学物質、任意物質のガス、燃料、プロセス配管、または、動物／人間／環境の健康
、安全性または財産に対するあらゆる危険要因を軽減または除去するために完全または部
分的な遮断制御を必要とするあらゆるシステムに関する。歴史的に、かつ風力および太陽
光等の再生可能エネルギーシステムの普及が進むにつれて、火災および他の緊急事態の初
期対応者が置かれる状況の危険性は、ますます高まる。初期対応者は、緊急事態に対応す
る際に、感電死、爆発、有害毒物暴露および他の脅威に直面する可能性がある。構造体の
上または近くに存在する太陽光ＰＶモジュールの場合、太陽光パネルは、太陽光、月光を
も含むあらゆる光源、に曝されると通電される。よって、初期対応者が消火のために水を
導入すると、感電死する危険が生じる。緊急事態およびその修復に関わる初期対応者およ
び技術者が曝される危険要因に関する調査により、本発明であるＰＶ　Ｓｔｏｐは、太陽
光ＰＶおよび他の充電機器またはシステムによってもたらされるこれらの危険要因の多く
を軽減または排除できることが明らかとなった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
（対応する記載なし）
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の目的、優位点および新規特徴およびさらなる適用可能範囲は、一部には、添付
の図面に関連して行なう以下の詳細な説明に記載され、かつ一部には、以下の説明を精読
すれば当業者に明らかとなり、または、本発明の実施によって知られ得る。本発明の目的
および優位点は、添付の特許請求の範囲において具体的に指摘される手段および組合せに
よって実現されかつ達成され得る。
【０００９】
　本発明は、緊急事態の初期対応者または太陽光／任意の技術者、あらゆる現場の関係者
、システム保全要員が、火災、爆発、構造破壊／破損、湿分、引火、火線、危険物、水流
、ミスト、噴霧、システムの物理的損傷または点検といった状況において感電死、化学的
または機械／電気器具関連の危険要因を回避し得るように、任意の建物、電気器具、利用
機器、燃料燃焼、プロセス配管システム、危険物、コンベヤ、ロボット、自動化、車両、
材料取扱い、バックアップ電池システム、バックアップ発電機、可動機械パーツの危険因
子、風力発電機または太陽光ＰＶまたは他の任意の太陽光発電または熱生成デバイスの電
力出力のラインまたは供給側電力または充電システムを中断して、ジャンクションボック
ス／エンクロージャまたは機器負荷供給接続部の外部での充電または電流出力なしにシス
テムを再生するためのシステムを提供する。本システムは、火災、ハリケーン、竜巻、地
震、洪水、他等のあらゆる予期される災害に対して関与することができる。
【００１０】
　本発明のデバイスは、ＰＶ　Ｓｔｏｐが制御するあらゆる機器へコマンドを伝達するた
めに、公益施設構内への入口または施設内のサブステーションエリアまたは他の任意の場
所等の認識しやすいエリアにおける、恐らくは建築基準法が認可する場所または消防保安
官が認める場所または他の任意の適切な場所に位置決めされかつ適切にマーキングされた
、複数のデバイスを含むコントロールパネルを備える。
【００１１】
　太陽光ＰＶまたは太陽光集光システムの場合、無線制御パーソナリティモジュールは、
ジャンクションボックス／エンクロージャの内部に、隣接して、近くに、または近傍に、
もしくはまさしく任意の太陽光ＰＶエネルギー源からの出力リードに受信機／トランシー
バスイッチ／リレーを含み、前記任意の太陽光ＰＶエネルギー源は、太陽光発電デバイス
に対して遠隔位置またはオンサイト位置から、任意の送信機／トランシーバと任意の受信
機／トランシーバとの組合せを介して、Ａｒｄｕｉｎｏ、Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　Ｐｉまた
は他の類似能力のあるマイクロコントローラ・プラットフォーム、有線、無線、ブルート
ゥース（登録商標）、ＲＦ、ＩＲ、ＷｉＦｉ、音声コマンド、ＷＡＮ、ＬＡＮ、スマート
フォン、ＧＳＭ（登録商標）、ＣＭＤＡ、タブレット、コンピュータまたは他の任意の信
号、直接信号、またはＰＶ停止ポテンシャル電圧および危険因子停止システムの主制御パ
ネルへ直に、または間接的に接続される、スイッチのオンまたはオフの何れかをロックす
る電気接続部により生成されるコマンドプロトコルを通して起動される。可視および／ま
たは可聴インジケータにより、初期対応者またはシステム保全要員は、ＰＶ停止主制御パ
ネルにおいて、非制御システムのオンオフ状態または電力出力に関する画定的フィードバ
ックを得ることができる。オフ位置において、リレー／スイッチは、負荷側のリード（主
要部）、または太陽光電気デバイスまたはＰＶ　ＳＴＯＰにより制御される他の任意のデ
バイスからの電気配線を、デッドまたは非充電にする。危険因子イベント状態の是正に続
いてＰＶ　Ｓｔｏｐシステムにより制御されるあらゆる潜在的危険要因を再び活性化する
（動作させる）ためには、ロックアウト・コード・シーケンスおよび／または機械的ロッ
クアウトデバイス機構が必要とされる。
【００１２】
　また、本発明は、本発明において記述されかつクレームされている電気ジャンクション
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ボックスまたはＭＦ／Ｊボックスに複数のデバイスおよびエンクロージャを積み重ねる、
または追加するための積重ね可能な自動記録式防水Ｊ－ボックススリーブカバーおよびＭ
Ｆ／Ｊボックスのシステムも提供する。
【００１３】
　本発明のデバイスまたはシステムは、ＭＦ／Ｊボックスエンクロージャに任意数の電気
的、電気機械的または他の制御デバイスを追加してモジュール性またはプラグアンドプレ
イ式の高速設置または取外し／交換を提供し、積層されたＭＦ／Ｊボックスおよび封入さ
れるデバイスの組立ておよび分解をアップグレードするための手段を提供する。
【００１４】
　本発明のデバイスまたはシステムは、複数のコネクタ、接点、リード（リード線）、配
線ハーネスおよび様々な構造の電気機械デバイスを提供する。
【００１５】
　本発明のデバイスまたはシステムは、ＭＦ／Ｊボックス内のデバイスの制御を、ＰＶ　
Ｓｔｏｐ、Ｆｉｒｅおよびアラームまたは電気および機械デバイスのための他の制御およ
びコマンド発生システム等の中央制御パネルを介して提供する。
【００１６】
　また、本発明は、本発明において記述されかつクレームされているような、電気ジャン
クションボックスまたはＭＦ／Ｊボックスへ複数のデバイスおよびエンクロージャを積み
重ねる、または追加するための、積送可能な自動記録式ケース／エンクロージャ、防水Ｊ
－ボックススリーブカバーおよびＭＦ／Ｊボックスのエネルギー貯蔵および管理システム
も提供する。
【００１７】
　本発明のデバイスまたはシステムは、システムのケース／エンクロージャ、ＭＦ／Ｊボ
ックスエンクロージャに任意数の電気的、電気機械的または他の制御デバイスを追加して
モジュール性またはプラグアンドプレイ式の高速設置または取外し／交換を提供し、積層
コンポーネント、ＭＦ／Ｊボックスおよび封入されるデバイスの組立ておよび分解をアッ
プグレードするための手段を提供する。
【００１８】
　本発明のデバイスまたはシステムは、複数のコネクタ、接点、リード、配線ハーネスお
よび様々な構造の電気機械デバイスを提供する。
【００１９】
　本発明のデバイスまたはシステムは、ＭＦ／Ｊボックスまたはエンクロージャ内のデバ
イスの制御を、ＰＶ　Ｓｔｏｐ、Ｆｉｒｅおよびアラーム、診断、データロギング、監視
、報告または電気および機械デバイスおよび他の任意の利用機器のための他の制御および
コマンド発生システム等の中央制御パネルを介して提供する。
 
【００２０】
　明細書に組み込まれてその一部を形成する添付の図面、図１～図４０は、本発明の１つ
または複数の実施形態を例示し、かつ明細書本文と共に、本発明の原理を説明する役割を
果たす。図面は、単に本発明の１つまたは複数の好ましい実施形態を説明するためのもの
であって、本発明を限定するものとして解釈されるべきではない。
１．太陽光ジャンクションボックス内の端子ブロック
２．アンテナ
３．受信機／トランシーバ
４．通常開または通常閉の何れかである、単投－双極リレー／スイッチ（または多極およ
び／または多投）
５．太陽光ＰＶ　ＭＦジャンクションボックス（ＭＦ－多機能）パネルまたはエンクロー
ジャ
６．ジャンクションボックスリード
７．次のＰＶユニットまたはインバータに至る導体
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８．リレーコイル
９．太陽光ＰＶバスバータブ
１０．スピーカ／アナンシエータ
１１．赤色ＬＥＤ表示灯
１２．電力系統または任意のライン供給電圧の緑色ＬＥＤ表示灯
１３．オフスイッチ
１４．オンスイッチ
１５．ＬＣＤ　ＬＥＤまたは他の電圧ステータス表示パネル（読出し）
１６．Ａｒｄｕｉｎｏ、Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　Ｐｉまたは類似プラットフォームを備える
プリント基板
１７．バックアップ電池
１８．リモート送信機
１９．リモート信号（ＲＦ）
２０．オンボタン
２１．オフボタン
２２．表示灯
２３．電源および充電用バックアップ電池への１１０Ｖ（または任意の電圧）入力電力
２４．ＰＶ　ＳＴＯＰ耐候性エンクロージャ制御パネル
２５．変圧器
２６．１２ＶＤＣ電源
２７．６極単投スイッチ（または任意数極または任意数投またはリレー）
２８．主プリント基板（Ａｒｄｕｉｎｏ、Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　Ｐｉ、端子、他を備える
）
２９．１２ボルト調整器（または任意の電圧）
３０．ガスおよび／または液体および／または物質への無線送信機／トランシーバ
３１．ＰＶモジュールおよび／または任意の電力供給または電源への無線送信機／トラン
シーバ
３２．任意の利用機器上の任意の負荷使用または建物負荷のブレーカを切るための電力系
統および／または任意の電力供給または電源への無線送信機／トランシーバ
３３．ガスおよび／または液体および／または物質用ＬＥＤ表示灯
３４．ガスおよび／または液体および／または物質へのハードワイヤ電力
３５．コミュニケータＲＪ１１、ＲＪ４５、同軸、光ファイバ、他または他の任意の手段
への入力／出力
３６．静止画および／または動画カメラ－ＰＯＥまたは任意の電源を介するローカルまた
はオフサイトストリーミング
３７．ＰＶモジュールオン表示灯
３８．通信モジュールの着信する、または発信する火災、ステータス、インターネット、
ブロードバンド光ファイバ、同軸、任意のハードワイヤまたは任意の無線信号
３９．レトロフィット式ＷＰ　ＭＦ　Ｊ－ボックス・エンクロージャ・パネル
４０．ＰＶモジュール
４１．メーカ工場リードスプール
４２．Ｙ－コネクタ
４３．ＰＶ　Ｓｔｏｐデバイスからの電力
４４．ガスおよび／または液体および／または物質の供給源
４５．ガスおよび／または液体および／または物質の利用機器へ至る
４６．地震作動弁
４７．機械的ロックアウト付きソレノイド弁または他の作動弁
４８．リモートバルブ／電源装置制御用ＷＰエンクロージャ
４９．地震シミュレータ（バイブレータ）
５０．回路ブレーカ（必要に応じて遠隔制御式多極ブレーカ）
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５１．電源（電力系統または任意の電源）から
５２．計器または利用機器への電力負荷
５３．電源／送電網オン表示灯
５４．１２ＶＤＣ電源
５５．変圧器
５６．リードコネクタ
５７．リモート受信機／トランシーバおよびバッテリ電源用小型（または負荷に合わせた
任意サイズの）太陽光ＰＶモジュール電源
５８．標準太陽光ＰＶモジュールまたは任意のレトロフィット式Ｊ－ボックス付き太陽光
ＰＶモジュール
５９．太陽光バスタブ用端子付きのフレキシブルリード
６０．スナップ嵌めまたは摩擦突起および戻り止め保持式または同等のファスナ・クリッ
プ・システム
６１．Ｊ－ボックスカバー
６２．レトロフィット式ＭＦ　Ｊ－ボックスエンクロージャスリーブ延長部
６３．シール
６４．ロゴ－この描画ではＰＶ　Ｓｔｏｐ（商標）のロゴ
６５．液密蒸気輸送双方向液体水分除去デバイス
６６．無線制御パーソナリティモジュール
６７．ダイオード専用パーソナリティモジュール
６８．圧力クリップまたはタブ端子
６９．ＭＦ　Ｊ－ボックスアダプタプレート
７０．ダイオード
７１．リード回路への太陽光ＰＶ　ＭＦジャンクションボックス（ＭＦ－多機能）パネル
またはエンクロージャに至るバスバータブ
７２．ＭＦ　Ｊ－ボックスのプリント基板
７３．リレー
７４．ＭＣＵ－マイクロコントローラ
７５．トランシーバ
７６．周辺機器モジュール－リレー、スイッチ、センサ、キーパッド／入力
７７．ＵＳＢストレージ
７８．補助入力／出力（Ｉ／Ｏ）
７９．火災警報システム
８０．遮断リレー接点
８１．２４制御パネルの太陽光モジュール範囲外
８２．リモートデバイスとの無線通信範囲
８３．制御パネル２４からの信号
８４．範囲内送信機／トランシーバから範囲外の機器またはＰＶモジュール８１への信号
８５．コマンド、通信、プログラミング、セキュリティコードを入力するためのキーパッ
ド／タッチスクリーンまたは他の類似能力を有する入力デバイス
８６．風力タービン
８７．バックアップ電池または電池システム
８８．バックアップまたは補助発電機
８９．材料コンベヤ
９０．電動機器
９１．物質取扱い用（または任意の）車両
９２．プロセス配管（液体またはガス）
１０１．ＰＶ　Ｓｔａｘ多機能／ジャンクションベース
１０２．雄クリップ（４）のロック用雌クリップレシーバ
１０３．ＰＶ　Ｓｔａｘ多機能／ジャンクションカバー
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１０４．ロック用雄クリップ
１０５．コンセント付きＰＶ　Ｓｔａｘ多機能／ジャンクションカバー
１０６．ＰＶ　Ｓｔａｘ多機能／ジャンクションのコンセント
１０７．ＰＶ　Ｓｔａｘ多機能／ジャンクションのマイクロインバータまたはＤＣ－ＤＣ
変換器
１０８．ＰＶ　Ｓｔａｘ多機能／ジャンクションのマイクロインバータＡＣリード
１０９．ＤＣリード
１１０．ＰＶ　Ｓｔａｘ多機能／ジャンクションのマイクロインバータまたはＤＣ－ＤＣ
変換器の雄プラグ
２０１．ＰＶ　Ｓｔｏｒシステムの内部ケース／エンクロージャベース
２０２．バッテリ管理システム付きバッテリバンク
２０３．ＤＣ切断
２０４．ＤＣ入力リード
２０５．インバータ
２０６．ＭＦ／Ｊボックス／エンクロージャ
２０７．ＰＶ　Ｓｔｏｐまたは高速遮断コントローラ
２０８．手動または自動転送スイッチ
２０９．ユーティリティ供給装置
２１０．負荷供給装置
２１１．ＰＶ　Ｓｔｏｒシステムのケース／エンクロージャベース
２１２．ホイール
２１３．外部ケース／エンクロージャカバー
２１４．積極または受動換気
２１５．デジタルまたはアナログ式ライン電圧メータ
２１６．インバータ表示
２１７．折り畳みホイールアセンブリ
２１８．ＰＶ　Ｓｔｏｐ－ＰＶ　Ｓｔａｘコンポーネント
 
 
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】太陽光ＰＶ　ＭＦジャンクションボックス５を示す略図であって、太陽光ＰＶ　
ＭＦジャンクションボックス５は、太陽光バスバータブ端子ブロックへ接続されるアンテ
ナ２を介して信号を受信する受信機／トランシーバ３と、単投双極リレー４とを含み、か
つジャンクションボックスのリード６の確実な切断を実行するために、太陽光ＰＶモジュ
ールにより生成される電力を介してリレー（中継器）４を作動させるべくリレーコイル８
により電力を供給される。
【図２】耐候性エンクロージャ制御パネル２４内の接続パネル（インタフェースパネル）
であり、スピーカ／アナンシエータ（信号表示機器）１０と、オン・オフ（緑と赤）表示
灯１１、１２と、オン・オフ手動スイッチ（緑と赤）１３、１４と、キーボードインタフ
ェース８５と、ＬＣＤ表示パネル１５とを含む。
【図３】図２の切欠き断面側面図２４である。
【図４】リモート送信機１８であり、この場合は、表示灯２２と、緑色オンボタン２０と
、赤色オフボタン２１とを備え、信号１９をＰＶ　Ｓｔｏｐシステムにより制御される機
器へ送るＲＦ送信機である。
【図５】プリント基板１６の概略図であり、２つのスイッチ１３、１４と、アンテナ２と
、スピーカ／アナンシエータ１０と、バックアップ電池１７と、ＬＥＤ表示灯１１、１２
と、入力インタフェースキーパッド／タッチスクリーン８５と、ディスプレイ１５とが描
かれていて、プリント基板１６は、ラインイン２３から電力を供給され、かつ交換式導体
７へ接続される。
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【図６】耐候性エンクロージャ４８内の遠隔制御弁または遮断デバイス４７の略図であっ
て、受信機／トランシーバ３へ電力を供給し、作動されると弁または遮断デバイス４７お
よび表示灯３３を遮断するリレー４を介して中断される、この場合は１２ＶＤＣである任
意電圧の電力供給４３が描かれ、遠隔制御弁または遮断デバイス４７は、供給装置４４と
建物または利用機器への送出４５との間の遮断制御を提供する。
【図７】耐候性エンクロージャ４８内部に、供給装置４４と建物または利用機器への送出
４５との間で地震弁または遮断デバイス４６へ取り付けることができる能力が追加されて
いる、図６に類似する略図であり、よって、リレー４は、地震をシミュレートするために
地震シミュレータ４９を作動させる。電力は、バックアップ電池１７によって供給され、
バックアップ電池１７は、必要な負荷に合わせたサイズの太陽光ＰＶパネル５７により電
圧調整器２９を介して充電される。信号は、主制御パネル２４からこの場合はＲＦ信号１
９を受信する、受信機／トランシーバ３内のアンテナ２によって受信される。送信機／ト
ランシーバ３は、ＰＶ　ＳＴＯＰベースユニット２４内の任意デバイスへ弁の状態を送信
し返すことができる。
【図８】耐候性エンクロージャ４８内部に、この場合はＲＦ信号１９を受信するアンテナ
２と共に取り付けられる無線作動能力としての受信機／トランシーバ３を含む、図６に類
似する略図であり、よって、リレー４は、弁または遮断デバイス４７を作動させる。電力
は、バックアップ電池１７によって供給され、バックアップ電池１７は、太陽光ＰＶパネ
ル５７により、必要な負荷に合わせたサイズの電圧調整器２９を介して充電される。送信
機／トランシーバ３は、ＰＶ　ＳＴＯＰベースユニット２４内の任意デバイスへ弁の状態
を送信し返すことができる。
【図９】任意の電圧または相構造の任意の電源を遮断する能力を示す、遮断装置の略図で
ある。図９は、電源５１により供給される単相システムを示し、これは、受信機／トラン
シーバ３上のアンテナ２によって受信される、図１１に示す制御パネル２４からのリモー
ト信号により作動され得る回路ブレーカ５０で構成される。図９に示すデバイスは、ライ
ン電圧５１から、変圧器５５によりこの場合は１２ＶＤＣとして示される電源５４に調整
された電力を受け入れ、電力を、リレースイッチ４を起動すべくこの場合はＲＦ信号１９
を受信するリモート受信機／トランシーバ３へ供給する。電源表示灯５３は、回路ブレー
カ５０の負荷側に位置決めされ、システムの確実なステータスフィードバックを必要とす
る人に電源のオンまたはオフ状態を表示する。
【図１０】リモート遮断デバイスの略図であり、本デバイスは、標準型、非標準型または
任意の太陽光ＰＶモジュール５８内に標準型のＰＶ太陽光モジュールＭＦ　Ｊボックスま
たはエンクロージャ５上に嵌まる防水エンクロージャ３９内に封入される複数の電子デバ
イスおよびコネクタを含み、工場モジュールリード６の巻上げおよびＹコネクタ４２で端
が終わる集めを可能にするリードスプール４１を提供し、端子ブロック１および、リレー
スイッチ４を起動すべくアンテナ２を介してこの実施形態ではＲＦ信号１９を受信する受
信機／トランシーバ３へ電力を供給する。標準状態下の電力は、リレー４からリードコネ
クタ５６へ供給され、標準メーカリード７に至ってアレイ内の次のモジュールまたはイン
バータへ供給される。防水のレトロフィット式エンクロージャ３９には、水密アクセスカ
バー（不図示）が取り付けられる。
【図１１】主たるＰＶ　Ｓｔｏｐ－ポテンシャル電圧および危険因子停止システムのパネ
ルエンクロージャ２４の図１～図５に示す能力を、複数の電子デバイス、コネクタ、通信
モジュール、送信機、受信機／トランシーバおよび機械デバイスによって拡大する実施形
態の略図である。電源表示灯１２が接続されているシステム２３への電力は、変圧器２５
へ供給されて電源２６へ調整電力が供給され、よって、送信機／トランシーバ３０、３１
、３２へ、または不図示のさらに多くのコンポーネントへ電力が供給され、かつ主プリン
ト基板２８、通信モジュール３８、ＰＶモジュール電圧ステータス表示読出し器１５およ
び／または複数の電圧表示器１５（不図示）へ電力が供給される。主コントローラＰＢ２
８は、接続された送信機／トランシーバ３０、３１、３２の全てを作動させかつ送信され
る接続をリモート・パーソナリティ・モジュールの一実施形態であるリレー４（または不
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図示のさらに多くのコンポーネント）へ方向づける任意の極数（本図では、６極）の機械
または電子スイッチ２７を装備する。主ＰＢコントローラ２８は、積極的なシステム・ス
テータス・フィードバックのためのスピーカ１０または他の音声通信を装備する。リモー
ト受信機／トランシーバ３は、リモートエンクロージャ４８内で表示灯３３へ接続される
リレー４に信号を送り、送信器／トランシーバ３０または負荷ライン３４上のリレー４に
より制御される任意のシステム／機器／電気器具に関する積極的なステータスフィードバ
ックを合図する。送信機／トランシーバ３０、３１、３２またはそれ以上は各々、リモー
ト・パーソナリティ・モジュールを残りのシステムから隔絶して制御するために、各々固
有のスイッチ１３、１４を装備している。通信モジュール３８は、ＰＶ　Ｓｔｏｐ－ポテ
ンシャル電圧および危険因子停止システムのパネルエンクロージャ２４内に具現されてい
る任意の送信機／トランシーバ、スイッチ、リレー、信号通信、を作動させるために、配
線で接続される３５、またはアンテナ２を介する任意の無線信号による、火災警報システ
ム、キーパッド／タッチスクリーン入力８５への入力／出力、機器メーカ／監視、所有者
、必要最小限の要員、初期対応者、アーカイブ保管（リモートまたはローカル）および／
またはストリーミングライブを問わない、主システムコントローラＰＢ２８との双方向通
信が可能な静止／動画カメラ３６への入力／出力を装備する。電圧調整器２９は、積極的
なシステム電圧ステータスフィードバックのために、図示されているような有線式または
無線式の何れかであるＰＶモジュールステータス灯３７を装備する。エンクロージャ２４
内に具現される複数のＰＶ　Ｓｔｏｐポテンシャル電圧およびハザード停止システムは、
現場において複数の場所に設置され、かつ通信モジュール３８を介して有線または無線信
号により連結されることが可能であり、これにより、距離またはレイアウト構成に制限の
ない広々とした大型施設のための安全な保護およびシーン制御が提供される。送信機／ト
ランシーバ３は、図７等に示すような任意のリモート無線制御デバイスの位置に通信する
ことができ、かつＰＶ　ＳＴＯＰベースユニット２４内のトランシーバ／受信機３０、３
１、３２を介して任意のデバイスへステータスを送信し返すことができる。
【図１２】ＰＶモジュールＭＦ　Ｊ－ボックスまたはエンクロージャ５の実施形態を示す
略ブロック図であり、ＰＶ太陽光バスバータブ９は、リレー４によって交換されるべきア
ンテナ２を介して信号を受信する受信機／トランシーバ３へ接続される端子５９を有する
フレキシブルリードを介して切断されかつ再接続され、リレー４は、ｊ－ボックスリード
６に給電するＰＶ　ｊ－ボックス終端バー１内へ至る残りの下流バスバータブ９へ接続さ
れる端子５９を有するフレキシブルリードを装備する。受信機／トランシーバ３およびリ
レー４への電力は、ＰＶ太陽光バスバー９からの電力により提供される。リレー４は、リ
レーコイル８を介して動作される。
【図１３】工場リード６を有する工場Ｊ－ボックスまたはエンクロージャ５の分解図であ
る。工場Ｊ－ボックスまたはエンクロージャカバー６１は、ｊ－ボックスエンクロージャ
５から取り外されている。シール６３およびスナップイン式または摩擦突起および戻り止
め保持クリップシステム６０を伴って構成されるレトロフィット式ＭＦ　Ｊ－ボックスま
たはエンクロージャスリーブ延長部６２は、ｊ－ボックスまたはエンクロージャ５上にぱ
ちんと嵌まるように位置合わせされ、全てが図２５に描かれているものであって図１９に
おける無線制御パーソナリティモジュール６６として描かれているものを構成する受信機
／トランシーバ３、リレースイッチ４、アンテナ２、リレーコイル８およびＰＶ太陽光バ
スバータブ９およびフレキシブルリード５９のためのスペースを提供する。カバー６１は
、次に、スリーブ延長部６２上のクロージャへ取り付けられる。
【図１４】図１３の側面図であって、レトロフィット式Ｊ－ボックス／エンクロージャス
リーブ延長部６２およびｊ－ボックスエンクロージャカバー６１を取り付けたＪ－ボック
スまたはエンクロージャ５がリード６を伴って描かれている。
【図１５】図１３および図１４の組立て図であって、ｊ－ボックスリード６、レトロフィ
ット式ＭＦ　Ｊ－ボックススリーブ延長部６２を有しかつｊ－ボックス／エンクロージャ
カバー６１を取り付けたＪ－ボックスまたはエンクロージャ５が示されている。
【図１６】ＰＶ　Ｓｔｏｐ　Ｊ－ボックスまたはエンクロージャアッセンブリの好ましい
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一実施形態を示す平面図であって、ｊ－ボックス／エンクロージャカバー６１、スナップ
嵌めまたは摩擦突起および戻り止め保持クリップシステム６０、液密蒸気輸送双方向液体
水分除去デバイス６５およびｊ－ボックスリード６が描かれている。
【図１７】図１６の側面図であって、Ｊ－ボックスまたはエンクロージャ５、Ｊボックス
リード６、スナップ嵌めまたは摩擦突起および戻り止め保持クリップシステム６０、ｊ－
ボックス／エンクロージャカバー６１およびｊ－ボックスリード６が描かれている。
【図１８】図１６および図１７の３次元斜視図であって、ＰＶ　Ｓｔｏｐ　Ｊ－ボックス
またはエンクロージャ５のアセンブリが、ＰＶ　Ｓｔｏｐロゴ６４、液密蒸気輸送双方向
液体水分除去デバイス６５、スナップ嵌めまたは摩擦突起および戻り止め保持クリップシ
ステム６０、ｊ－ボックス／エンクロージャカバー６１およびｊ－ボックスリード６を伴
って描かれている。
【図１９】Ｊ－ボックスリード６を伴うＰＶ　Ｓｔｏｐ　ＭＦ　Ｊ－ボックスまたはエン
クロージャ５のアッセンブリ（部品）の好ましい一実施形態の分解図であって、スナップ
嵌めまたは摩擦突起および戻り止め保持クリップシステム６０、ｊ－ボックス／エンクロ
ージャカバー６１、シール６３、ＰＶ　Ｓｔｏｐロゴ６４、液密蒸気輸送双方向液体水分
除去デバイス６５、無線制御パーソナリティモジュール６６（不図示のダイオード専用パ
ーソナリティモジュール６７と交換可能）および圧力クリップまたはタブ端子６８が描か
れている。
【図２０】図１９のＪ－ボックスまたはエンクロージャ５アセンブリの平面図であって、
ｊ－ボックスリード６、スナップ嵌めまたは摩擦突起および戻り止め保持クリップシステ
ム６０、液密蒸気輸送双方向液体水分除去デバイス６５が示されている。
【図２１】レトロフィット式Ｊ－ボックスまたはエンクロージャスリーブ６２のアセンブ
リの可能な一実施形態を示す上面図であり、前記アッセンブリは、パーソナリティモジュ
ールが図２２の分解図に示すように既存のメーカ製ｊ－ボックスまたはエンクロージャ５
上に嵌まるためのスペースおよび場所を提供し、よって、ＰＶ　Ｓｔｏｐの既存のメーカ
製ＰＶモジュールのＪ－ボックスまたはエンクロージャへのアップグレードが可能にされ
る。
【図２２】パーソナリティモジュール６６または６７（不図示）が、Ｊ－ボックス／エン
クロージャカバー６１およびＪ－ボックスまたはエンクロージャ・アダプタ・プレート６
９を装備した既存のメーカ製ｊ－ボックスまたはエンクロージャ５上にぱちんと嵌まるた
めのスペースおよび場所を提供する、レトロフィット式Ｊ－ボックスまたはエンクロージ
ャスリーブ６２アッセンブリの可能な一実施形態を示す３次元分解図である。
【図２３】パーソナリティモジュール６６または６７（不図示）が、Ｊ－ボックス／エン
クロージャカバー６１およびＪ－ボックス／エンクロージャ・アダプタ・プレート６９を
装備した既存のメーカ製ｊ－ボックスまたはエンクロージャ５上にぱちんと嵌まるための
スペースおよび場所を提供する、レトロフィット式Ｊ－ボックスまたはエンクロージャス
リーブ６２アッセンブリの可能な一実施形態を示す３次元図である。
【図２４】図２３に示すアセンブリの立面図であって、スナップ嵌めまたは摩擦突起およ
び戻り止め保持クリップシステム６０、ｊ－ボックス／エンクロージャカバー６１、レト
ロフィット式Ｊ－ボックスまたはエンクロージャスリーブ６２およびＪ－ボックス／エン
クロージャ・アダプタ・プレート６９が示されている。
【図２５】ＰＶ　ｊ－ボックスまたはエンクロージャ５内の無線制御パーソナリティモジ
ュール６６の好ましい一実施形態を示す略図であって、アンテナ２を装備したプリント基
板７２上の、端子６８へ接続される太陽光ＰＶバスバータブ９、ダイオード７０、ｊ－ボ
ックスリード６へ接続される回路７１の可能な配置が描かれ、プリント基板７２には、リ
レー７３、ＭＣＵ－マイクロコントローラ７４およびトランシーバ７５が位置決めされて
いる。
【図２６】ＰＶ　ｊ－ボックスまたはエンクロージャ５内のダイオード専用パーソナリテ
ィモジュール６７の好ましい一実施形態を示す略図であって、機能上、ＰＶバスバー９か
らダイオード７０および回路７１を介してＰＶ　ｊ－ボックスリード６に至る間に単純な
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ジャンパモジュールを提供する、端子６８へ接続する太陽光ＰＶバスバータブ９、ダイオ
ード７０、ｊ－ボックスリード６へ接続されるＰＣＢ７２上の回路７１の可能な配置が描
かれている。
【図２７】主制御プリント基板（またはプロセッサボード）２８へ接続されるＬＣＤディ
スプレイ１５を、外部周辺モジュール７６、ＵＳＢストレージモジュール７７、キーパッ
ド／タッチスクリーン入力デバイス８５および通信モジュール３８および補助Ｉ／Ｏ７８
と共に描いた好ましい一実施形態の略ブロック図である。
【図２８】遮断リレー接点８０を備える火災警報システム７９と、アンテナ２および補助
Ｉ／Ｏ７８を装備した主ＰＶ　Ｓｔｏｐ制御パネル２４との関係を示す略ブロック図であ
る。
【図２９】ＰＶモジュール４０上にアンテナ２を装備するＪ－ボックスまたはエンクロー
ジャ５内の受信機／トランシーバ３（不図示）へ信号８３を送信するアンテナ２を備える
主ＰＶ　Ｓｔｏｐ制御パネル２４に始まる範囲８２の関係性を示す略ブロック図であり、
ＰＶモジュール４０上のアンテナ２は、次に、ＰＶ　Ｓｔｏｐシステムのデイジーチェー
ン能力を示す範囲外ＰＶモジュール８１へ信号８４を送信する。
【図３０】無線または有線パーソナリティモジュールを含む主制御パネル２４との間で直
接的またはアンテナ２を装備するジャンクション／エンクロージャ５を介して通信し、無
線信号を介して、風力タービン８６、バックアップ電池または電池システム８７、バック
アップまたは補助発電機８８、材料コンベア８９、電動機器９０、物質取扱い（または任
意の）車両９１、プロセス配管（液体またはガス）９２またはＰＶ　Ｓｔｏｐシステムと
の有線または無線通信を介して接続される他の任意の潜在的危険因子のオン／オフ状態を
管理するＰＶ　Ｓｔｏｐシステムの能力を示す関係性を示す略ブロック図である。
【図３１】ＰＶ　Ｓｔａｘ多機能／ジャンクションベースの略図であって、ロック雌クリ
ップレシーバ２で構成されるＭＦ／Ｊベースボックス１が示されている。
【図３２】ロック雄クリップ４で構成されるＰＶ　Ｓｔａｘ多機能／ジャンクションカバ
ー３の略図である。
【図３３】ＰＶ　Ｓｔａｘ多機能／ジャンクションＭＦ／Ｊシステムコンポーネントの複
数の可能な構成の分解アッセンブリの略図であって、ＤＣリード９を備えるＰＶ　Ｓｔａ
ｘ多機能／ジャンクションカバー３、ＭＦ／ＪマイクロインバータまたはＤＣ－ＤＣコン
バータ７、ＭＦ／Ｊコンセント６を備えるＰＶ　Ｓｔａｘ多機能／ジャンクションカバー
５およびＭＦ／Ｊベース１が描かれている。
【図３４】ＭＦ／Ｊコンセント６を備えるＰＶ　Ｓｔａｘ多機能／ジャンクションＭＦ／
Ｊカバー５を示す略図である。
【図３５】ＡＣリード８およびＭＦ／Ｊ雄プラグ１０を備えるＰＶ　Ｓｔａｘ多機能／ジ
ャンクションマイクロインバータ７を示す略図である。
【図３６】バッテリおよびバッテリ管理システム２、ＤＣ切断３、インバータ５、転送ス
イッチ８、高速遮断コントローラ７、ＭＦ／Ｊジャンクションボックス６を有するＰＶ　
Ｓｔｏｒシステムエンクロージャの略図である。
【図３７】ＰＶ　Ｓｔｏｒシステムの側面略図であって、ベース１１、カバー１３および
ホイール１２が描かれている。
【図３８】ＰＶ　Ｓｔｏｒシステムカバー面１３の略図であって、転送スイッチ８、ライ
ン電圧メータ１５、高速遮断制御接続（インタフェース）７、インバータ表示１６および
換気１４が描かれている。
【図３９】ベースホイール１２および折り畳みホイール１７を伴う、ＰＶ　Ｓｔｏｒシス
テムケース／エンクロージャベース１１、カバー１３を示す側面略図である。
【図４０】ＰＶ　ＳｔｏｒシステムＰＶ　ＳｔｏｐおよびＰＶ　Ｓｔａｘの複数のエネル
ギー入出力機器およびコンポーネントを示す略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１～図３０に示すように、太陽光ＰＶモジュールまたは他の電源からの電力は、ジャ
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ンクションボックス／エンクロージャ５に入り、端子ブロック１へ接続し、次に、受信機
３へ供給され、受信機３は、リレー（中継器）４を動作させてジャンクションボックスリ
ード６に電力を供給または遮断させ、次に電力は、次のＰＶモジュールまたはインバータ
へ導かれ、かつ主制御パネルエンクロージャ２４内のプリント基板／マイクロプロセッサ
ボードへ供給される。好ましい実施形態は、システム内の個々の太陽光ＰＶ電源（パネル
）上に設置されるべき、図１９に示すようなジャンクションボックス／エンクロージャ５
内の無線制御パーソナリティモジュールに含まれるデバイスであると思われる。その目的
は、初期対応者、緊急事態および太陽光保全作業者の作業員を感電または感電死から守る
ことができるように、ジャンクションボックス／エンクロージャ５から生じてジャンクシ
ョンボックスリード６に至る全ての電力を積極的に遮断することにある。このスイッチン
グ／リレーシステムは、あらゆる電源、バックアップ発電、コジェネレーション、電気ユ
ーティリティシステム、風力発電機、他に利用可能である。
【００２３】
　本発明の好ましい実施形態は、太陽光ＰＶ産業および売買に関するアプリケーションを
含むが、本発明は、作業者および緊急事態初期対応者の安全のために、任意の電動ツール
またはシステム、バックアップ発電、コジェネレーションシステム、風力タービンシステ
ム、プロセス配管システム、危険因子物質送出システム、あらゆるタイプのコンベア、物
質取扱い、車両、貯蔵エネルギーシステム、可動機械部品、ロボット、自動化または他の
任意の潜在的な機械的、電気的、化学的、ガスまたは燃料送出システムを含む、但しこれ
らに限定されないあらゆる電力、エネルギー、ガス、燃料、化学物質または物質源を遮断
して、電力システムにおける全ての荷電部品の決定的かつフェールセーフな完全遮断を提
供し、かつ／または、本明細書に記述しているような、またはあらゆる類のＰＶ　Ｓｔｏ
ｐシステムにより制御されるあらゆる潜在的な供給または機械／電気器具危険因子を可視
および／または可聴的なシステム・ステータス・フィードバックによって除去するように
設計される。
【００２４】
　図３１～図３５に示すように、本発明は、方法を単純化し、かつ物質および電気的／機
械的機器の価値、能力を保全または追加するために、複数の制御電子機器を含みかつ最小
限のステップまたは接続プロセスで積送、除去、交換および／またはアップグレードが可
能な積送設置自動記録式多機能ジャンクション（ＭＦ／Ｊ）を包含しかつ提供する多機能
接続能力を提供するシステムでもある。本システムは、あらゆるＥＭＳ／初期対応者／サ
ービス技術者、任意分野の有資格要員、請負業者、製造業者、ＢＯＳインテグレータ、お
よび、標準電気ボックスおよびエンクロージャ、ＤＣ－ＤＣコンバータ、マイクロインバ
ータ、モジュールレベル制御電子機器、安全システム、監視システム、高速遮断システム
、マイクロプロセッサおよび出力半導体を含む多数の接続デバイス（インタフェースデバ
イス）が近接して、連結して、または互いに接触して存在する必要があるシステムのあら
ゆるアッセンブラによって従事または利用されることが可能である。
【００２５】
　図３６～図４０に示すように、さらに本発明は、方法を単純化し、かつ時間を保全しま
たは物質および電気的／機械的機器の価値および能力を追加するために、様々な機器を積
送、設置、自動記録するための送電網外または送電網を使用する電力システムおよび複数
の制御電子機器を含みかつ最小限のステップまたは接続プロセスで積送、除去、交換およ
び／またはアップグレードが可能な多機能ジャンクション（ＭＦ／Ｊ）を包含しかつ提供
する多機能接続能力を提供する汎用エネルギー貯蔵および管理システムである。本システ
ムは、あらゆるＥＭＳ／初期対応者／サービス技術者、任意分野の有資格要員、請負業者
、製造業者、公益事業企業、ＢＯＳインテグレータ、および、バッテリまたは他のストレ
ージ、標準電気ボックスおよびエンクロージャ、ＤＣ－ＤＣコンバータ、ＤＣインバータ
、マイクロインバータ、モジュールレベル制御電子機器、安全システム、監視システム、
高速遮断システム、マイクロプロセッサおよび出力半導体を含む多数の接続デバイスが近
接して、連結して、または互いに接触して存在する必要があるシステムのあらゆるアッセ



(14) JP 6581289 B2 2019.9.25

10

20

30

40

50

ンブラによって従事または利用されることが可能である。
産業、住宅および商業上の利用可能性
【００２６】
　以下、本発明を非限定的な実施例によってさらに説明する。
 
実施例１
【００２７】
　このＰＶ　Ｓｔｏｐポテンシャル電圧および危険因子停止システムは、単一のＰＶ電源
、複数のＰＶモジュール電源、バックアップ発電システム、電池バックアップ電力システ
ム、風力タービン発電機、および作業者および緊急事態初期対応者の安全のためにシステ
ム全体をオフにする任意タイプの電気エネルギー源を制御するために使用可能である。バ
ックアップ電池システムを有する単一のＰＶパネルを無効にして再通電するためにモック
アップを製造したところ、これは、ＰＶ電源からの全電力出力を完全に遮断することにお
いて１００％有効であって、全ての下流デバイス、レセプタクル（容器）、出力、ＵＳＢ
、１２ｖ、１１０ｖおよび他の全ての電気接続部品がオフまたは無効にされた。その後、
全てを同時に再接続することができた。
 
実施例２
【００２８】
　図１～図３０に示すように、複数のマイクロプロセッサ制御盤、スイッチ、リレー、送
信機、トランシーバ、受信機、電池、回路、変圧器、コミュニケータ、ディスプレイ、ア
ナンシエータ（信号表示機器）、表示灯、電圧調整器、リレー、アンテナを組み込んだＰ
Ｖ　Ｓｔｏｐポテンシャル電圧および危険因子停止システムは、あらゆる電源、あらゆる
危険物送出システム、またはコンベアシステム、車両、ロボット、自動生産ライン、燃料
燃焼器具／機器または他の任意のシステムまたは機器を含む、但しこれらに限定されない
任意の利用機器／機械を供給する他の任意の荷電システムを制御して、初期対応者、緊急
事態作業者および有資格要員が、シーン（環境）の危険性を高める、または危険性に寄与
する可能性もある全ての潜在的危険要因を完全に制御し、かつ他の要員（不在の物、負傷
者または別段で来られない者）またはサイト／機器の専門知識を有する者を対応に呼び出
す必要をなくすことができるようにする目的で、これらを全て安全な遮断状態にするため
に使用されることが可能である。初期対応者は、現場における安全停止、ロックアウトま
たは他のスイッチ、リレー、コントローラまたはバルブの位置を知っている必要がない。
初期対応者は、単に、物理スイッチ、リレー、リモート呼出し、コンピュータ・アクセス
・オンライン、無線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）経由、スマートフォン、ＲＦ、Ｗ
ＩＦＩまたはＰＶおよび危険因子停止デバイスへの他のあらゆる通信手段の何れかによっ
て、ＰＶ　ＳＴＯＰ主コントローラパネルデバイスにおける１つまたは複数の遮断機構を
作動させ、全ての、または一部のシステムをオフにするだけでよい。ＰＶ　Ｓｔｏｐポテ
ンシャル電圧および危険因子停止システムは、構内への電力供給をサービスドロップ、ド
リップループ、電柱上、変圧器設置、サービス入口または敷地内のどこにおいても遮断す
る能力を含む。ＰＶ　Ｓｔｏｐポテンシャル電圧および危険因子停止システムは、あらゆ
るバックアップ発電機、風力タービン、バッテリバックアップ、ガスまたは燃料弁、およ
び／または電気、空気、ガス、燃料を充填された送出システム、危険物質／化学薬品、他
の物質搬送、プロセス配管を遮断するために利用可能である。車両／フォークリフト／ク
レーンおよび他の物質取扱い機器には、オペレータが、初期対応者が出現してシーンの安
全をもたらすべく危険因子停止システムを作動させた危険エリアに不注意に進入しないよ
うに遮断するための受信機が装備され得る。主制御パネルは、ＰＶ　Ｓｔｏｐ制御機器の
全て、一部またはシーケンスを切断する能力を含む。火災初期対応者または技術要員は、
ＰＶ　Ｓｔｏｐにより制御される潜在的な危険因子を完全に制御する。ＰＶ　Ｓｔｏｐシ
ステムへの不正アクセスを防止するセキュリティは、ＰＶ　Ｓｔｏｐ制御機器に対する安
全なコード、ローリングコードまたは別段で暗号化された信号を生成するコマンドセット
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によって達成される。このセキュリティ規定は、機器およびシステムの完全性が保証され
る検査／検証まで、ＰＶ　Ｓｔｏｐにより制御される無効化された機器またはシステムに
おける不正な再生も防止する。
 
実施例３
【００２９】
　図１～図３０に具現されているＰＶ　Ｓｔｏｐポテンシャル電圧および危険因子停止シ
ステムは、任意サイズおよび構造の住宅、会社、産業または製造施設、発電所、コジェネ
レーションプラント、プロセスプラントまたは会場の任意の距離に渡って、あらゆる電気
的、機械的、パイプ流、ガス流、化学薬品の流れ、物流、任意の動力機械、任意の燃焼機
械または車両、任意の電気車両、任意タイプの任意の弁または任意の類似する、または異
種の利用機器のアレイを単独または組合せで制御することができる。信号のレンジ限界は
何れも、一連の「デイジーチェーン式」無線（または有線）制御パーソナリティモジュー
ルを介して克服することができる。屋内および屋外における幾つかの試験では、２００フ
ィートまでの機器およびＰＶモジュールの有効制御距離が確認された。信号範囲は、周波
数、信号強度、異なる送信機／トランシーバ／受信機機器によって、かつより長い範囲に
合わせたアンテナの修正によっても変更可能である。
【００３０】
　ＭＦ／Ｊボックスを装備したＰＶモジュールに取り付けられる標準ＰＶ　Ｊボックスま
たはＭＦ／Ｊベースボックスは、モジュールレベル制御電子機器を含む積送可能なアドオ
ン付きのダイオードを含む。
 
実施例４
【００３１】
　ＰＶモジュールに取り付けられる標準ＭＦ／ＪモジュールベースＪボックスは、ＤＣ－
ＤＣコンバータを含むＭＦ／Ｊボックスアドオンを装備する。
 
実施例５
【００３２】
　ＰＶモジュールに取り付けられる標準ＭＦ／ＪモジュールＪボックスは、マイクロイン
バータを含むＭＦ／Ｊボックスアドオンを装備する。
 
実施例６
【００３３】
　ＰＶモジュールに取り付けられる標準ＭＦ／ＪモジュールベースＪボックスは、接続部
、ダイオードおよびＤＣリードを備えるＭＦ／Ｊボックスアドオンを装備する。
 
実施例７
【００３４】
　任意規格の電気エンクロージャまたはユーティリティボックスに取り付けられる標準Ｍ
Ｆ／ＪモジュールベースＪボックスは、接続部、ダイオードおよびＤＣリードまたはＡＣ
リードを備えるＭＦ／Ｊボックスアドオンを装備する。
 
実施例８
【００３５】
　複数の標準およびカスタム電気コンポーネント、電気機械デバイス、インバータ、電池
、高速遮断システム、バッテリ充電コントローラおよびバッテリ管理システムを含む１つ
または複数のエンクロージャ内の汎用エネルギー貯蔵および管理システムは、ダイオード
を含むＭＦ／Ｊボックス、モジュールレベル制御電子機器を含む積送可能アドオンを装備
した１つまたは複数のＰＶモジュールに取り付けられる標準ＰＶ　ＪボックスまたはＭＦ
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／Ｊベースボックスに相互作用しかつ接続するように構成される。
 
実施例９
【００３６】
　電池、インバータおよび送電網連結機器を含むエンクロージャ内の汎用エネルギー貯蔵
および管理システムは、ＤＣ－ＤＣコンバータを含むＭＦ／Ｊボックスアドオンを装備し
た１つまたは複数のＰＶモジュールに取り付けられる標準ＭＦ／ＪモジュールベースＪボ
ックスに相互作用しかつ接続するように構成される。
実施例１０
【００３７】
　手動および／または自動転送スイッチを含む１つまたは複数のエンクロージャ内の汎用
エネルギー貯蔵および管理システムは、マイクロインバータを含むＭＦ／Ｊボックスアド
オンを装備した１つまたは複数のＰＶモジュールに取り付けられる任意の標準電気ジャン
クションボックスまたは標準ＭＦ／ＪモジュールベースＪボックスを介して任意の電力回
路に相互作用しかつ接続するように構成される。
 
実施例１１
【００３８】
　ＰＶ　Ｓｔｏｐポテンシャル電圧および危険因子停止システムまたはＡＣまたはＤＣ電
流における電池システム、電力入力および電力出力と接続する他の高速遮断コントローラ
を含む１つまたは複数のエンクロージャ内の汎用エネルギー貯蔵および管理システムは、
接続部を装備したＭＦ／Ｊボックスアドオン、ダイオードおよび受信機またはトランシー
バおよびＡＣまたはＤＣリードを装備した１つまたは複数のＰＶモジュールに取り付けら
れる業界標準ＰＶ　Ｊボックスまたは標準ＭＦ／ＪモジュールベースＪボックスに相互作
用しかつ接続するように構成される。
 
実施例１２
【００３９】
　１つまたは複数のエンクロージャ内の汎用エネルギー貯蔵および管理システムは、エネ
ルギー入力、貯蔵および出力消費または利用機器のすべての側面を管理しかつ制御する監
視および報告システムを含む。
 
実施例１３
【００４０】
　自動または手動転送スイッチ、ＰＶ　Ｓｔａｘ多機能ジャンクションモジュールシステ
ムまたは他の業界標準接続方法および機器を含む１つまたは複数のエンクロージャ内の汎
用エネルギー貯蔵および管理システムは、ダイオードおよびＤＣリードまたはＡＣリード
を含む任意のエネルギー発生器または利用機器のための接続部を装備したＭＦ／Ｊボック
スアドオンを備える任意標準の電気エンクロージャまたはユーティリティボックスに取り
付けられる標準またはＭＦ／ＪモジュールベースＪボックスで構成される。
【００４１】
　先行する実施例は、先行する実施例において使用したものを、一般的または具体的に述
べた本発明の作用物質および／または動作条件に置き換えても同様の成功をもって反復さ
れることが可能である。
【００４２】
　明細書本文および特許請求の範囲において、「約」または「およそ」は、引用される数
値の２０パーセント（％）以内を意味することに留意されたい。
【００４３】
　以上、本発明を、これらの好ましい実施形態を特に参照して詳細に説明したが、他の実
施形態も同じ結果を達成することができる。本発明に対する変形および変更は、当業者に
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は明らかとなり、このような変更および等価物は全て、発明の範囲に含まれることが意図
される。上記および／または添付文書に記載されている全ての引例、出願、特許および等
価物、および対応する出願の開示内容は全て、参照により開示に含まれる。
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