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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１コネクタと、前記第１コネクタに接続される第２コネクタからなる直流接続装置で
あって、
　前記第１コネクタは、一対の第１接続端子を備え、直流電源側に接続されており、
　前記第２コネクタは、前記第１接続端子と電気的に接続される１対の第２接続端子を備
え、直流駆動される負荷に接続されており、
　前記第１コネクタは、前記直流電源側と前記１対の第１接続端子のいずれか一方の第１
接続端子の間に直列接続された半導体スイッチと、前記第１接続端子に対する前記第２接
続端子の相対的な位置関係を検出する接続状態検出装置と、前記接続状態検出装置による
検出結果に応じて前記半導体スイッチをオン又はオフさせる制御回路と、前記負荷側に流
れる電流を検出するための電流検出回路を備え、それに応じて前記制御回路には、少なく
とも１つの電流閾値が設定され、
　前記半導体スイッチと、前記電流検出回路と前記制御回路で突入電流防止回路を構成し
、
　前記接続状態検出装置は、前記第１接続端子に対する前記第２接続端子の相対的な位置
の変化を検出し、
　前記制御回路は、前記第１接続端子に対する前記第２接続端子の相対的な位置が、前記
第１接続端子と前記第２接続端子が確実に電気的接続された状態にあるときに、前記電流
検出回路により検出された電流値が前記閾値を超えたときに前記半導体スイッチをオフし
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、電流値が前記閾値以下になったときに前記半導体スイッチをオンすると共に、前記半導
体スイッチのデューティ比を制御することにより突入電流を抑制することを特徴とする直
流接続装置。
【請求項２】
　前記第１コネクタは、前記負荷側に印加される電圧を検出するための電圧検出回路をさ
らに備え、それに応じて前記制御回路には、少なくとも１つの電圧閾値が設定され、
　前記半導体スイッチ、前記電圧検出回路及び前記制御回路で逆電流防止回路を構成し、
　前記制御回路は、前記電圧検出回路により検出された電圧値が前記閾値を超えたときに
前記半導体スイッチをオフし、電圧値が前記閾値以下になったときに前記半導体スイッチ
をオンすることにより負荷側から直流電源側に逆電流が流れるのを防止することを特徴と
する請求項１に記載の直流接続装置。
【請求項３】
　前記制御回路は、タイマーを備え、それに応じて時間閾値が設定されており、
　前記制御回路は、前記タイマーによって前記電流検出回路により検出された電流値が前
記閾値を超えている時間を検出し、さらに超過時間が前記時間閾値を超えたときに、前記
半導体スイッチをオフすることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の直流接続装置
。
【請求項４】
　前記半導体スイッチは、２つのＦＥＴが、そのソース及びドレインが互いに逆向きとな
るように直列接続されてなり、
　前記突入電流防止回路を構成する前記制御回路は、前記２つのＦＥＴの一方のみを独立
して制御し、
　前記逆電流防止回路を構成する前記制御回路は、前記２つのＦＥＴの他方のみを独立し
て制御することを特徴とする請求項２又は請求項２に従属する請求項３に記載の直流接続
装置。
【請求項５】
　前記半導体スイッチは、ＧａＮ／ＡｌＧａＮを用いた横型トランジスタ構造を有する双
方向スイッチ素子であり、
　前記突入電流防止回路を構成する前記制御回路及び前記逆電流防止回路を構成する前記
制御回路は、それぞれ同一の前記双方向スイッチ素子を制御することを特徴とする請求項
２又は請求項２に従属する請求項３に記載の直流接続装置。
【請求項６】
　前記第１コネクタは、前記第１接続端子と前記半導体スイッチの間に直列接続された有
接点開閉装置をさらに備えたことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか一項に記
載の直流接続装置。
【請求項７】
　前記制御回路は、前記第１接続端子と前記第２接続端子が完全に電気的に接続された状
態となり、かつ、前記有接点開閉装置のオン動作完了後に、前記半導体スイッチをオンさ
せることを特徴とする請求項６に記載の直流接続装置。
【請求項８】
　前記制御回路は、前記第１接続端子に対する前記第２接続端子の相対的な位置が、前記
第１接続端子と前記第２接続端子が電気的に完全に接続された状態から、逆方向に変位さ
れ、かつ、前記第１接続端子と前記第２接続端子が電気的に完全に非接続になる状態まで
の間であって、さらに、前記半導体スイッチをオフさせた後に、前記有接点開閉装置をオ
フさせることを特徴とする請求項７に記載の直流接続装置。
【請求項９】
　前記第１コネクタは、交流電源側に接続された１対の第３接続端子をさらに備えたこと
を特徴とする請求項１乃至請求項８のいずれか一項に記載の直流接続装置。
【請求項１０】
　前記第１コネクタは、前記交流電源側と前記１対の第３接続端子のいずれか一方の第３
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接続端子の間に直列接続された交流回路遮断機と、前記交流電源側と前記負荷側又は他の
負荷側の間の交流回路に流れる地絡電流を検出する交流地絡電流検出回路と、前記直流電
源側と前記負荷側の間の直流回路に流れる地絡電流を検出する直流地絡電流検出回路をさ
らに備え、
　前記制御回路は、前記直流地絡電流検出回路又は前記交流地絡電流検出回路のいずれか
一方が地絡電流を検出すると、前記直流電源側に接続された半導体スイッチ及び前記交流
電源側に接続された交流回路遮断機の両方をオフすることを特徴とする請求項９に記載の
直流接続装置。
【請求項１１】
　前記直流地絡電流検出回路及び前記交流地絡電流検出回路の少なくとも一部が共通であ
ることを特徴とする請求項１０に記載の直流接続装置。
【請求項１２】
　直流電源側に接続され、一対の第１接続端子を備え、前記第１接続端子が直流駆動され
る負荷に接続された他のコネクタの第２接続端子と電気的に接続されるように構成されて
いるコネクタであって、
　前記直流電源側と前記１対の第１接続端子のいずれか一方の第１接続端子の間に直列接
続された半導体スイッチと、前記第１接続端子に対する前記第２接続端子の相対的な位置
関係を検出する接続状態検出装置と、前記接続状態検出装置による検出結果に応じて前記
半導体スイッチをオン又はオフさせる制御回路と、前記負荷側に流れる電流を検出するた
めの電流検出回路を備え、それに応じて前記制御回路には、少なくとも１つの電流閾値が
設定され、
　前記半導体スイッチと、前記電流検出回路と前記制御回路で突入電流防止回路を構成し
、
　前記接続状態検出装置は、前記第１接続端子に対する前記第２接続端子の相対的な位置
の変化を検出し、
　前記制御回路は、前記第１接続端子に対する前記第２接続端子の相対的な位置が、前記
第１接続端子と前記第２接続端子が確実に電気的接続された状態にあるときに、前記電流
検出回路により検出された電流値が前記閾値を超えたときに前記半導体スイッチをオフし
、電流値が前記閾値以下になったときに前記半導体スイッチをオンすると共に、前記半導
体スイッチのデューティ比を制御することにより突入電流を抑制することを特徴とするコ
ネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光発電や家庭用燃料電池などの直流配電システムに適する直流接続装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、太陽光発電や家庭用燃料電池などの直流配電システムが一般家庭などにおいても
普及しつつあり、これら直流配電システムの電源電圧は４００Ｖ前後であり、従来からの
交流配電システムの電源電圧である１００Ｖ又は２００Ｖ等と比べて高圧である。周知の
ように、電源の電圧が高くなると、コネクタやコンセントなどの接続装置を着脱する際に
アークが発弧する。特に、直流電源の場合、接続装置を切り離す際にアークが発弧すると
、電流が容易には遮断されず、負荷に電流が流れ続けるため、安全性に問題がある。そこ
で、本出願人は、例えば特許文献１に示されているように、直流接続用プラグの端子間に
コンデンサを接続し、プラグをコンセントから抜き取る際のアークの発生を防止した直流
接続装置を提案している。この直流接続装置によれば、プラグをコンセントから抜き取る
際、コンデンサ時充電された電荷が放電され、その放電電流によってプラグの端子電圧を
コンセントの端子電圧とほぼ同電位にして、アークの発弧を抑制している。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１４６７８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記直流接続装置は構造が簡単であるため、小型で低コストの直流接続装置を提供する
ことができるが、専ら負荷側に用いられるプラグにのみコンデンサが設けられているため
、プラグをコンセントに挿入する際のアークの発弧を防止することができない。そこで、
本発明は、上記従来例の問題を解決するためになされたものであり、プラグとコンセント
を着脱する際のアークの発弧を防止することが可能な直流接続装置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】
【０００５】
　上記目的を達成するために発明の一態様に係る直流接続装置は、第１コネクタと、前記
第１コネクタに接続される第２コネクタからなる直流接続装置であって、
　前記第１コネクタは、一対の第１接続端子を備え、直流電源側に接続されており、
　前記第２コネクタは、前記第１接続端子と電気的に接続される１対の第２接続端子を備
え、直流駆動される負荷に接続されており、
　前記第１コネクタは、前記直流電源側と前記１対の第１接続端子のいずれか一方の第１
接続端子の間に直列接続された半導体スイッチと、前記第１接続端子に対する前記第２接
続端子の相対的な位置関係を検出する接続状態検出装置と、前記接続状態検出装置による
検出結果に応じて前記半導体スイッチをオン又はオフさせる制御回路と、前記負荷側に流
れる電流を検出するための電流検出回路を備え、それに応じて前記制御回路には、少なく
とも１つの電流閾値が設定され、
　前記半導体スイッチと、前記電流検出回路と前記制御回路で突入電流防止回路を構成し
、
　前記接続状態検出装置は、前記第１接続端子に対する前記第２接続端子の相対的な位置
の変化を検出し、
　前記制御回路は、前記第１接続端子に対する前記第２接続端子の相対的な位置が、前記
第１接続端子と前記第２接続端子が確実に電気的接続された状態にあるときに、前記電流
検出回路により検出された電流値が前記閾値を超えたときに前記半導体スイッチをオフし
、電流値が前記閾値以下になったときに前記半導体スイッチをオンすると共に、前記半導
体スイッチのデューティ比を制御することにより突入電流を抑制することを特徴とする。
【０００６】
　上記構成において、前記第１コネクタは、前記負荷側に印加される電圧を検出するため
の電圧検出回路をさらに備え、それに応じて前記制御回路には、少なくとも１つの電圧閾
値が設定され、
　前記半導体スイッチ、前記電圧検出回路及び前記制御回路で逆電流防止回路を構成し、
　前記制御回路は、前記電圧検出回路により検出された電圧値が前記閾値を超えたときに
前記半導体スイッチをオフし、電圧値が前記閾値以下になったときに前記半導体スイッチ
をオンすることにより負荷側から直流電源側に逆電流が流れるのを防止することが好まし
い。
【０００７】
　また、前記制御回路は、タイマーを備え、それに応じて時間閾値が設定されており、
　前記制御回路は、前記タイマーによって前記電流検出回路により検出された電流値が前
記閾値を超えている時間を検出し、さらに超過時間が前記時間閾値を超えたときに、前記
半導体スイッチをオフすることが好ましい。
【０００８】
　また、前記半導体スイッチは、２つのＦＥＴが、そのソース及びドレインが互いに逆向
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きとなるように直列接続されてなり、
　前記突入電流防止回路を構成する前記制御回路は、前記２つのＦＥＴの一方のみを独立
して制御し、
　前記逆電流防止回路を構成する前記制御回路は、前記２つのＦＥＴの他方のみを独立し
て制御することが好ましい。
【０００９】
　また、前記半導体スイッチは、ＧａＮ／ＡｌＧａＮを用いた横型トランジスタ構造を有
する双方向スイッチ素子であり、
　前記突入電流防止回路を構成する前記制御回路及び前記逆電流防止回路を構成する前記
制御回路は、それぞれ同一の前記双方向スイッチ素子を制御することが好ましい。
【００１０】
　また、前記第１コネクタは、前記第１接続端子と前記半導体スイッチの間に直列接続さ
れた有接点開閉装置をさらに備えたことが好ましい。
【００１１】
　また、前記制御回路は、前記第１接続端子と前記第２接続端子が完全に電気的に接続さ
れた状態となり、かつ、前記有接点開閉装置のオン動作完了後に、前記半導体スイッチを
オンさせることが好ましい。
【００１２】
　また、前記制御回路は、前記第１接続端子に対する前記第２接続端子の相対的な位置が
、前記第１接続端子と前記第２接続端子が電気的に完全に接続された状態から、逆方向に
変位され、かつ、前記第１接続端子と前記第２接続端子が電気的に完全に非接続になる状
態までの間であって、さらに、前記半導体スイッチをオフさせた後に、前記有接点開閉装
置をオフさせることが好ましい。
【００１３】
　また、前記第１コネクタは、交流電源側に接続された１対の第３接続端子をさらに備え
たことが好ましい。
【００１４】
　また、前記第１コネクタは、前記交流電源側と前記１対の第３接続端子のいずれか一方
の第３接続端子の間に直列接続された交流回路遮断機と、前記交流電源側と前記負荷側又
は他の負荷側の間の交流回路に流れる地絡電流を検出する交流地絡電流検出回路と、前記
直流電源側と前記負荷側の間の直流回路に流れる地絡電流を検出する直流地絡電流検出回
路をさらに備え、
　前記制御回路は、前記直流地絡電流検出回路又は前記交流地絡電流検出回路のいずれか
一方が地絡電流を検出すると、前記直流電源側に接続された半導体スイッチ及び前記交流
電源側に接続された交流回路遮断機の両方をオフすることが好ましい。
　また、前記直流地絡電流検出回路及び前記交流地絡電流検出回路の少なくとも一部が共
通であることが好ましい。
【００１５】
　本発明に係るコネクタは、直流電源側に接続され、一対の第１接続端子を備え、前記第
１接続端子が直流駆動される負荷に接続された他のコネクタの第２接続端子と電気的に接
続されるように構成されており、
　前記直流電源側と前記１対の第１接続端子のいずれか一方の第１接続端子の間に直列接
続された半導体スイッチと、前記第１接続端子に対する前記第２接続端子の相対的な位置
関係を検出する接続状態検出装置と、前記接続状態検出装置による検出結果に応じて前記
半導体スイッチをオン又はオフさせる制御回路と、前記負荷側に流れる電流を検出するた
めの電流検出回路を備え、それに応じて前記制御回路には、少なくとも１つの電流閾値が
設定され、
　前記半導体スイッチと、前記電流検出回路と前記制御回路で突入電流防止回路を構成し
、
　前記接続状態検出装置は、前記第１接続端子に対する前記第２接続端子の相対的な位置
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の変化を検出し、
　前記制御回路は、前記第１接続端子に対する前記第２接続端子の相対的な位置が、前記
第１接続端子と前記第２接続端子が確実に電気的接続された状態にあるときに、前記電流
検出回路により検出された電流値が前記閾値を超えたときに前記半導体スイッチをオフし
、電流値が前記閾値以下になったときに前記半導体スイッチをオンすると共に、前記半導
体スイッチのデューティ比を制御することにより突入電流を抑制することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、第１コネクタの端子（第１接続端子）の一部が、必ず第２コネクタの
端子（第２接続端子）に接触した状態で半導体スイッチがオンオフされる。例えば第１コ
ネクタ（例えばコンセント）に第２コネクタ（例えばプラグ）に接続するときは、第１コ
ネクタの端子と第２コネクタの端子が電気的に接続されるまで半導体スイッチはオンされ
ず、第１コネクタの端子と第２コネクタの端子の間にアークは発弧しない。また、第１コ
ネクタを第２コネクタから切り離すときも、先に半導体スイッチがオフされてから第１コ
ネクタの端子が第２コネクタの端子から離反するので、第１コネクタの端子と第２コネク
タの端子の間にアークは発弧しない。第１コネクタの端子と第２コネクタの端子の接触状
態は、例えば第２コネクタに設けられたセンサなどにより検出可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態に係る直流接続装置の基本構成を示すブロック図。
【図２】上記直流接続装置における接続状態検出装置の具体的構成を示す図。
【図３】上記直流接続装置における接続状態検出装置の別の具体的構成を示す図。
【図４】上記直流接続装置における接続状態検出装置のさらに別の具体的構成を示す図。
【図５】上記直流接続装置の変形例の構成を示すブロック図。
【図６】ＦＥＴを用いた半導体スイッチの回路構成例を示す図。
【図７】２つのＦＥＴに代えて、ＧａＮ／ＡｌＧａＮを用いた横型トランジスタ構造を有
する双方向スイッチ素子を用いた半導体スイッチの回路構成例を示す図。
【図８】双方向スイッチ素子（シングルゲート）の構成を示す平面図。
【図９】図８における範囲Ａの拡大図。
【図１０】図８におけるＢ－Ｂ断面図。
【図１１】双方向スイッチ素子（デュアルゲート）の構成を示す平面図。
【図１２】図１１におけるＣ－Ｃ断面図。
【図１３】上記直流接続装置の他の変形例の構成を示すブロック図。
【図１４】第２コネクタ（コンセント）に対する第１コネクタ（プラグ）の着脱方法の一
例を示す図。
【図１５】第１コネクタ（プラグ）を第２コネクタ（コンセント）にロックする機構の一
例を示す図。
【図１６】上記直流接続装置のさらに他の変形例を示すブロック図。
【図１７】上記直流接続装置のさらに他の変形例を示すブロック図。
【図１８】上記直流接続装置のさらに他の変形例を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の一実施形態に係る直流接続装置について説明する。直流接続装置は、直流電源
側又は負荷側と接続される第１コネクタと、第１コネクタに接続される第２コネクタから
なり、第１コネクタは一対の第１接続端子を備え、第２コネクタは、第１接続端子と電気
的に接続される１対の第２接続端子を有している。第１コネクタ及び第２コネクタの形状
や用途は特に限定されず、また第１接続端子及び第２接続端子の形状や凹凸関係も特に限
定されない。便宜上、以下に説明するように、半導体スイッチと、接続状態検出装置と、
制御回路を備えたものを第１コネクタと称し、これらを備えていないものを第２コネクタ
と称する。
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【００２８】
　図１は、本実施形態に係る直流接続装置１の基本構成を示すブロック図である。図１で
は、第１コネクタを、例えば建築物の壁面４に設けられたコンセント１０とし、第２コネ
クタをプラグ２０として例示する。コンセント１０は直流電源２に接続され、プラグ２０
は直流駆動される負荷３に、例えばケーブルを介して接続されている。プラグ２０は、プ
ラグ本体２０ａから突出する一対の第２接続端子２１及び２２を備えている。コンセント
１０は、プラグ２０の第２接続端子２１，２２と電気的に接続される１対の第１接続端子
１１及び１２と、直流電源２と１対の第１接続端子１１，１２のいずれか一方の第１接続
端子１１の間に直列接続された半導体スイッチ（ＳＷ）１３を備えている。また、コンセ
ント１０は、第１接続端子１１，１２に対する第２接続端子２１，２２の相対的な位置関
係を検出する接続状態検出装置１４と、接続状態検出装置１４による検出結果に応じて半
導体スイッチ１３をオン又はオフさせる制御回路１５を備えている。
【００２９】
　半導体スイッチ１３は、例えばＦＥＴ（電界効果トランジスタ）などの半導体スイッチ
素子であり、制御回路１５は、接続状態検出装置１４による検出結果に応じてこのＦＥＴ
のゲート電圧を制御する。接続状態検出装置１４の構成は特に限定されるものではなく、
プラグ２０をコンセント１０に対して着脱する際に、コンセント１０の第１接続端子１１
，１２に対するプラグ２０の第２接続端子２１，２２の相対的な位置の変化が検出できれ
ばよい。
【００３０】
　図２に示すように、接続状態検出装置１４は、第１接続端子１１，１２に対して第２接
続端子２１，２２が相対的にそれ以上変位できなくなった位置又はその手前近傍の位置に
設けられ、第２接続端子２１，２２に接触する機械スイッチ３１で構成されていてもよい
。
【００３１】
　プラグ２０をコンセント１０に接続させる場合、第１接続端子１１，１２に対して第２
接続端子２１，２２が相対的にそれ以上変位できなくなるか又はその直前に第２接続端子
２１，２２が機械スイッチ３１に接触し、機械スイッチ３１がオン又はオフする。それに
よって、制御回路１５は、第１接続端子１１，１２と第２接続端子２１，２２が確実に電
気的接続された状態にあると判断できるので、半導体スイッチ１３をオンさせればよい。
すなわち、プラグ２０をコンセント１０に接続させる（差し込む）際、プラグ２０の第２
接続端子２１，２２とコンセント１０の第１接続端子１１，１２の電位差が小さいので、
第１接続端子１１，１２と第２接続端子２１，２２の間で放電は発生しない。
【００３２】
　一方、プラグ２０をコンセント１０から離脱させる（引き抜く）場合、第１接続端子１
１，１２に対して第２接続端子２１，２２を逆方向に若干変位させると、第２接続端子２
１，２２が機械スイッチ３１から離れ、機械スイッチ３１がオフ又はオンする。この段階
で、第１接続端子１１，１２と第２接続端子２１，２２は電気的に接続された状態にある
。そのため、第１接続端子１１，１２と第２接続端子２１，２２が電気的に完全に非接続
になる状態までの間に、制御回路１５は速やかに半導体スイッチ１３をオフさせればよい
。すなわち、プラグ２０をコンセント１０から離脱させる（引き抜く）際、先に半導体ス
イッチ１３がオフし、第１接続端子１１，１２と第２接続端子２１，２２が同電位になっ
ているので、第１接続端子１１，１２と第２接続端子２１，２２の間で放電は発生しない
。
【００３３】
　あるいは、図３に示すように、接続状態検出装置１４は、同様の位置に設けられ、発光
素子３２ａ及び受光素子３２ｂを備えた光学センサ３２などで構成されていてもよい。こ
の場合、第１接続端子１１，１２に対して第２接続端子２１，２２が相対的にそれ以上変
位できなくなるか又はその直前に第２接続端子２１，２２が発光素子３２ａからの光を遮
るので、受光素子３２ｂの出力信号がハイレベルからローレベルに変化する。それによっ
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て、制御回路１５は、第１接続端子１１，１２と第２接続端子２１，２２が確実に電気的
接続される位置に存在していると判断できるので、半導体スイッチ１３をオンさせればよ
い。一方、プラグ２０をコンセント１０から離脱させる（引き抜く）場合、第１接続端子
１１，１２に対して第２接続端子２１，２２を逆方向に若干変位させると、発光素子３２
ａから出力された光が受光素子３２ｂに入射する。そして、受光素子３２ｂの出力信号が
ローレベルからハイレベルに変化するので、制御回路１５は、半導体スイッチ１３をオフ
させればよい。
【００３４】
　あるいは、図４に示すように、接続状態検出装置１４は、プラグ２０の本体２０ａに設
けられた突起２３と、コンセント１０側に設けられたプッシュオンスイッチ３３などで構
成されていてもよい。この場合、プラグ２０をコンセント１０に接続し、コンセント１０
の本体１０ａにプラグ２０の本体２０ａが接触すると、突起２３によってプッシュオンス
イッチ３３がオンされる。それによって、制御回路１５は、第１接続端子１１，１２と第
２接続端子２１，２２が確実に電気的接続される位置に存在していると判断できるので、
半導体スイッチ１３をオンさせればよい。なお、プラグ２０の本体２０ａに突起を設けず
に、プッシュオンスイッチ３３の先端部をコンセント１０の本体１０ａから突出させるよ
うに構成してもよいが、幼児によるいたずらなどを考慮すると、図示した構成の方が好ま
しい。
【００３５】
　図５は、本実施形態に係る直流接続装置１の変形例を示す。この変形例では、コンセン
ト１０は、負荷３に流れる電流を検出するための電流検出回路（Ａ）４１と負荷３に印加
される電圧を検出するための電圧検出回路（Ｖ）４２をさらに備えている。それに応じて
制御回路１５には、少なくとも１つの電流閾値及び少なくとも１つの電圧閾値が設定され
ている。制御回路１５は、電流検出回路４１により検出された電流値が閾値を超えたとき
に半導体スイッチ１３をオフし、電流値が閾値以下になったときに半導体スイッチ１３を
オンするように制御する。直流電源によって駆動される負荷の種類によっては、電源投入
時に過大な電流（突入電流）が流れる。半導体スイッチ１３として、例えばＦＥＴ（電界
効果トランジスタ）を用いた場合、この半導体スイッチ１３、電流検出回路４１及び制御
回路１５で突入電流防止回路を構成することができる。制御回路１５は、ＦＥＴのオンデ
ューティ比を制御することにより、突入電流を抑制することができる。また、制御回路１
５は、電圧検出回路４２により検出された電圧値が閾値を超えたときに半導体スイッチ１
３をオフし、電圧値が閾値以下になったときに半導体スイッチ１３をオンするように制御
する。例えば、直流電源２に他のコンセントなどを介して他の負荷が接続され電源電圧が
低下した場合や、直流電源が停止した場合、瞬間的に負荷３側の電圧が高くなり、負荷３
側から直流電源４側に逆電流が流れる。半導体スイッチ１３として、例えばＦＥＴを用い
た場合、この半導体スイッチ１３、電圧検出回路４２及び制御回路１５で逆電流防止回路
を構成することができる。逆過電圧発生時に半導体スイッチ１３をオフすることによって
、負荷３側から直流電源４側に逆電流が流れるのを防止することができる。なお、電流検
出回路４１と電圧検出回路４２の両方を備えている必要はなく、いずれか一方のみを備え
ていてもよい。
【００３６】
　図６は、半導体スイッチ１３としてＦＥＴを用いた回路構成例を示す。半導体スイッチ
１３は、２つのＦＥＴ１３１及び１３２が、そのソース及びドレインが互いに逆向きとな
るように直列接続されて構成されている。また、制御回路１５は、電流検出回路４１とＦ
ＥＴ１３１のゲート制御回路が一体化されたＩＣ１４１と、電圧検出回路４２とＦＥＴ１
３２のゲート制御回路が一体化されたＩＣ１４２で構成されている。このように、半導体
スイッチとして２つのＦＥＴを逆向きに接続し、それぞれを独立して制御することにより
、過電流（突入電流）防止及び逆電流防止の両方を同時に行うことができる。また、ＩＣ
１４１に、さらにタイマー機能を設け、さらに時間閾値を設定してもよい。ＩＣ１４１（
制御回路）は、タイマーによって電流検出回路により検出された電流値が閾値を超えてい
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る時間を検出し、さらに超過時間が前記時間閾値を超えたときに、ＦＥＴ１３１をオフす
る。それによって、負荷の短絡などによる過電流から直流配電システムを保護することが
できる。
【００３７】
　図７は、半導体スイッチ１３として、上記２つのＦＥＴに代えて、ＧａＮ／ＡｌＧａＮ
を用いた横型トランジスタ構造を有する双方向スイッチ素子１００を用いた回路構成例を
示す。ＦＥＴは、ダイオード構造を有しているため、ゲート電圧にかかわらず、ダイオー
ドの順方向に電圧がかかると電流が流れる性質を有している。そのため、上記のように、
ダイオード構造が逆向きとなるように２つのＦＥＴを直列接続しなければならない。それ
に比べて、この双方向スイッチ素子はダイオード構造を有していないため、１つの素子で
同様の機能を行うことができる。さらに、ＧａＮ／ＡｌＧａＮを用いた横型トランジスタ
構造を有する双方向スイッチ素子は、ダイオード構造による損失がなく、ＦＥＴに比べて
低損失であり、かつ制御回路の一体化が図れるというメリットを有している。すなわち、
電流検出回路４１と電圧検出回路４２と制御回路１５と、タイマーを一体化したＩＣ１４
３で制御することができる。
【００３８】
　図８～１１を用いて、ＧａＮ／ＡｌＧａＮを用いた横型トランジスタ構造を有する双方
向スイッチ素子１００の詳細について説明する。図８は双方向スイッチ素子１００の構成
を示す平面図であり、図９は範囲Ａの拡大図、図１０はＢ－Ｂ断面図である。なお、この
双方向スイッチ素子１００は、２つの電極Ｄ１及びＤ２間にゲートＧが１つだけ設けられ
ているので、シングルゲート型と呼ばれている。
【００３９】
　図１０に示すように、双方向スイッチ素子１００の基板１０１は、導体層１０１ａと、
導体層１０１ａの上に積層されたＧａＮ層２ｂ及びＡｌＧａＮ層１０１ｃで構成されてい
る。この実施形態では、チャネル層としてＡｌＧａＮ／ＧａＮヘテロ界面に生じる２次元
電子ガス層を利用している。図８に示すように、基板１０１の表面１０１ｄには、直流電
源２及び負荷３に対してそれぞれ直列に接続された第１電極Ｄ１及び第２電極Ｄ２と、第
１電極Ｄ１の電位及び第２電極Ｄ２の電位に対して中間電位となる中間電位部Ｓが形成さ
れている。さらに、中間電位部Ｓの上には、制御電極（ゲート）Ｇが積層形成されている
。制御電極Ｇとして、例えばショットキ電極を用いる。第１電極Ｄ１及び第２電極Ｄ２は
、それぞれ互いに平行に配列された複数の電極部１１１，１１２，１１３・・・及び１２
１，１２２，１２３・・・を有する櫛歯状であり、櫛歯状に配列された電極部同士が互い
に対向するように配置されている。中間電位部Ｓ及び制御電極Ｇは、櫛歯状に配列された
電極部１１１，１１２，１１３・・・及び１２１，１２２，１２３・・・の間にそれぞれ
配置されており、電極部の間に形成される空間の平面形状に相似した形状（略魚背骨状）
を有している。
【００４０】
　次に、双方向スイッチ素子１００を構成する横型のトランジスタ構造について説明する
。図９に示すように、第１電極Ｄ１の電極部１１１と第２電極Ｄ２の電極部１２１は、そ
れらの幅方向における中心線が同一線上に位置するように配列されている。また、中間電
位部Ｓ及び制御電極Ｇは、それぞれ第１電極Ｄ１の電極部１１１及び第２電極Ｄ２の電極
部１２１の配列に対して平行に設けられている。上記幅方向における第１電極Ｄ１の電極
部１１１と第２電極Ｄ２の電極部１２１と中間電位部Ｓ及び制御電極Ｇの距離は、所定の
耐電圧を維持しうる距離に設定されている。上記幅方向に直交する方向、すなわち第１電
極Ｄ１の電極部１１１と第２電極Ｄ２の電極部１２１の長手方向においても同様である。
また、これらの関係は、その他の電極部１１２及び１２２，１１３及び１２３・・・につ
いても同様である。すなわち、中間電位部Ｓ及び制御電極Ｇは、第１電極Ｄ１及び第２電
極Ｄ２に対して所定の耐電圧を維持しうる位置に配置されている。
【００４１】
　そのため、第１電極Ｄ１が高電位側、第２電極Ｄ２が低電位側である場合、双方向スイ
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ッチ素子１００がオフのとき、少なくとも第１電極Ｄ１と、制御電極Ｇ及び中間電位部Ｓ
の間で、電流は確実に遮断される（制御電極（ゲート）Ｇの直下で電流が阻止される）。
一方、双方向スイッチ素子１００がオンのとき、すなわち制御電極Ｇに所定の閾値以上の
電圧の信号が印加されたときは、図中矢印で示すように、第１電極Ｄ１（電極部１１１・
・・）、中間電位部Ｓ、第２電極Ｄ２（電極部１２１・・・）の経路で電流が流れる。逆
の場合も同様である。その結果、制御電極Ｇに印加する信号の閾値電圧を必要最低限のレ
ベルまで低下させても、双方向スイッチ素子１００を確実にオン／オフさせることができ
、低オン抵抗を実現することができる。また、第１電極Ｄ１の電極部１１１，１１２，１
１３・・・及び第２電極Ｄ２の電極部１２１，１２２，１２３・・・を櫛歯状に配列する
ことができ、双方向スイッチ素子１００のチップサイズを大きくすることなく、大電流を
取り出すことができる。
【００４２】
　図１１及び１２は、ＧａＮ／ＡｌＧａＮを用いた横型トランジスタ構造を有する他の双
方向スイッチ素子３００の構成を示す。図１１は双方向スイッチ素子３００の構成を示す
平面図であり、図１２はＣ－Ｃ断面図である。なお、この双方向スイッチ素子３００は、
２つの電極Ｄ１及びＤ２間に２つのゲートＧ１及びＧ２が設けられているので、デュアル
ゲート型と呼ばれている。
【００４３】
　図１１及び１２に示すように、横型のデュアルゲートトランジスタ構造の主スイッチ素
子３００は、耐圧を維持する箇所を１箇所とした損失の少ない双方向素子を実現する構造
である。すなわち、ドレイン電極Ｄ１及びＤ２はそれぞれＧａＮ層に達するように形成さ
れ、ゲート電極Ｇ１及びＧ２はそれぞれＡｌＧａＮ層の上に形成されている。ゲート電極
Ｇ１，Ｇ２に電圧が印加されていない状態では、ゲート電極Ｇ１，Ｇ２の直下のＡｌＧａ
Ｎ／ＧａＮヘテロ界面に生じる２次元電子ガス層に電子の空白地帯が生じ、電流は流れな
い。一方、ゲート電極Ｇ１，Ｇ２に電圧が印加されると、ドレイン電極Ｄ１からＤ２に向
かって（又はその逆に）ＡｌＧａＮ／ＧａＮヘテロ界面に電流が流れる。ゲート電極Ｇ１
とＧ２の間は、耐電圧を必要とし、一定の距離を設ける必要があるが、ドレイン電極Ｄ１
とゲート電極Ｇ１の間及びドレイン電極Ｄ２とゲート電極Ｇ２の間は耐電圧を必要としな
い。そのため、ドレイン電極Ｄ１とゲート電極Ｇ１及びドレイン電極Ｄ２とゲート電極Ｇ
２とが、絶縁層Ｉｎを介して重複していてもよい。なお、この構成の素子はドレイン電極
Ｄ１，Ｄ２の電圧を基準として制御する必要があり、２つのゲート電極Ｇ１，Ｇ２にそれ
ぞれ駆動信号を入力する必要がある（そのため、デュアルゲートトランジスタ構造と呼ぶ
）。
【００４４】
　図１３は、本実施形態に係る直流接続装置１の他の変形例を示す。この変形例では、コ
ンセント１０は、第１接続端子１１，１２と半導体スイッチ１３の間に直列接続された有
接点開閉装置１６をさらに備えている。制御回路１５は、第１接続端子１１，１２と第２
接続端子２１，２２が完全に電気的に接続された状態となり、かつ、有接点開閉装置１６
のオン動作完了後に、半導体スイッチ１３をオンさせる。また、制御回路１５は、第１接
続端子１１，１２に対する第２接続端子２１，２２の相対的な位置が、第１接続端子１１
，１２と第２接続端子２１，２２が電気的に完全に接続された状態から逆方向に変位され
、かつ、第１接続端子１１，１２と第２接続端子２１，２２が電気的に完全に非接続にな
る状態までの間であって、さらに、半導体スイッチ１３をオフさせた後に、有接点開閉装
置１６をオフさせる。有接点開閉装置１６として、例えばリレーやブレーカなどを用いる
ことができる。このように、プラグ２０がコンセント１０に接続されていない状態では、
有接点開閉装置１６の接点が開離し、コンセント１０の第１接続端子１１，１２は物理的
に直流電源２から遮断される。そのため、万一、半導体スイッチ１３が破壊されても、安
全性を確保することができる。また、プラグ２０をコンセント１０に着脱する際に、チャ
ッタリングが発生したとしても、第１接続端子１１，１２と第２接続端子２１，２２の間
での放電発生を防止することができる。
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【００４５】
　コンセント１０に対するプラグ２０の着脱方法、すなわち、第１接続端子１１，１２に
対する第２接続端子２１，２２の変位は、一般的な抜き差しである直線動作だけでなく、
例えば図１４に示すように、回転動作及び直線動作と回転動作の組み合わせが可能である
。制御回路１５は、プラグ２０をコンセント１０に接続を完了した後、すなわち、第１接
続端子１１，１２に対して第２接続端子２１，２２が相対的にそれ以上変位できなくなっ
た後に、有接点開閉装置１６をオンさせ、その後に半導体スイッチ１３をオンさせる。ま
た、有接点開閉装置１６を有していない場合は、制御回路１５は、第１接続端子１１，１
２に対して第２接続端子２１，２２が相対的にそれ以上変位できなくなった後に、半導体
スイッチ１３をオンさせればよい。
【００４６】
　さらに、図１５に示すように、プラグ２０をコンセント１０に装着した後、プラグ２０
をコンセント１０にロックする機構を備えていてもよい。例えば、プラグ２０の本体２０
ａの側部に係止フック２４が設けられ、コンセント１０の本体１０ａに係止穴１７が設け
られている。さらに、コンセント１０の本体１０ａの内部で、係止穴１７の近傍にスイッ
チ３４を設けられている。プラグ２０をコンセント１０に装着する（差し込む）と、係止
フック２４が樹脂の弾性により変形して係止穴１７に嵌合され、弾性復元力により係止フ
ック２４が係止穴１７に係止される。それによって、プラグ２０がコンセント１０にロッ
クされる。同時に、係止フック２４の先端部がスイッチ３４に当接し、スイッチ３４がオ
ンされる。制御回路１５は、スイッチ３４がオンした後、有接点開閉装置１６をオンさせ
、さらにその後、半導体スイッチ１３をオンさせる。コンセント１０からプラグ２０を取
り外すには、ユーザが両方の係止フック２４をそれぞれ本体２０ａ側に押しつけて変形さ
せる。そうすると、係止フック２４の先端部がスイッチ３４から離れ、スイッチ３４がオ
フされる。制御回路１５は、スイッチ３４がオフすると、直ちに半導体スイッチ１３をオ
フさせ、さらにその後、有接点開閉装置１６をオフさせる。ユーザは、その状態でプラグ
２０をコンセント１０から引き抜けばよい。なお、ロック機構は図示したものに限定され
ず、その他の構造であってもよい。換言すれば、制御回路１５は、ロック機構が第１接続
端子１１，１２及び第２接続端子２１，２２をロックしている間に、有接点開閉装置１６
をオン及びオフさせるように構成されていればよい。
【００４７】
　図１６は、本実施形態に係る直流接続装置１のさらに他の変形例を示す。この変形例で
は、上記直流配電と交流配電を１つのコンセント１０で行いうるハイブリッド仕様に構成
されている。太陽光発電や家庭用燃料電池の普及により、直流電源で直接駆動されるエア
コンや冷蔵庫などの電気機器が開発されると考えられる。ところが、太陽光発電の場合、
天候や季節の影響を受けやすく、発電量は不安定であり、また、日没後は発電されない。
そのため、一般的には二次電池を併用し、二次電池に充電された電力が使用される。しか
しながら、二次電池に充電された電力で全ての電気機器の消費電力をまかなえるとは限ら
ず、エアコンや冷蔵庫など消費電力の大きな電気機器は、従来からの交流電源をバックア
ップ電源として使用可能なように、ハイブリッド仕様で設計されると予想される。従って
、図１６に示すコンセント１０には、交流電源５に接続された１対の第３接続端子１８，
１９が設けられている。第３接続端子１８，１９には、交流プラグ５０の端子５１，５２
が接続される。交流電源５の電圧は、例えば１００Ｖ又は２００Ｖであるが、直流配電シ
ステムと異なり、交流配電システムの場合は、プラグ５０をコンセント１０から引き抜く
際にアーク放電が発生しても、容易に消弧できるため、半導体スイッチは特に設けられて
いない。
【００４８】
　例えばリレーやブレーカなどで構成された上記有接点開閉装置１６は、交流電源５と１
対の第３接続端子１８，１９（いずれか一方でもよい）の間に直列接続され、交流回路遮
断機としても機能する。あるいは、上記有接点開閉装置１６とは別に、交流電源５と１対
の第３接続端子１８，１９の間に交流回路遮断機を接続してもよい。また、コンセント１
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０には、直流電源２と負荷３の間の直流回路に流れる地絡電流を検出する直流地絡電流検
出回路（Ａ’）４３と、交流電源５と負荷３の間の交流回路に流れる地絡電流を検出する
交流地絡電流検出回路（Ａ”）４４が設けられている。直流地絡電流検出回路４３として
は、例えばホール素子などを用いることができる。また、交流地絡電流検出回路４４とし
ては、例えば零相変流器（ＺＣＴ）などを用いることができる。あるいは、図１７に示す
ように、直流回路と交流回路を同一のコアに通し、直流地絡電流検出回路４３と交流地絡
電流検出回路４４の一部を共通化してもよい。それによって、コンセント１０の小型化及
び低コスト化を実現することができる。
【００４９】
　制御回路１５は、直流地絡電流検出回路４３又は交流地絡電流検出回路４４のいずれか
一方が地絡電流を検出すると、直流電源２に接続された半導体スイッチ１３及び交流電源
５に接続された有接点開閉装置１６（又は交流回路遮断機）の両方をオフする。なお、こ
の場合は、直流回路側に接続された有接点開閉装置１６をオフするタイミングよりも、半
導体スイッチ１３をオフするタイミングを早くすることはいうまでもない。
【００５０】
　なお、本発明は、上記実施形態の説明に限定されるものではなく、様々な変形及び応用
が可能である。図１８は、負荷３側にもコンセント１０’を設け、直流電源２側のコンセ
ント１０とケーブル３６で接続した構成例を示す。負荷３側のコンセント１０’は負荷３
の内部電源（ＤＣ／ＤＣコンバータ又はインバータ）３５に接続されている。ケーブル３
６の両端には、それぞれプラグ２０及び２０’が接続されている。この場合、プラグ２０
の第２接続端子２１，２２とプラグ２０’の第２接続端子２１’，２２’の凹凸は逆であ
る。同様に、コンセント１０の第１接続端子１１，１２とコンセント１０’の第１接続端
子１１’，１２’の凹凸も逆である。このように、第１コネクタであるコンセント１０，
１０’は必ずしも、直流電源２に接続されるものではなく、負荷３又は負荷３側の内部電
源３５に接続される場合もある。あるいは、直流電源に接続された配電盤の回路遮断機な
どに接続される場合もある。さらに、第２コネクタであるプラグ２０，２０’は、必ずし
も負荷３に直接接続されるものではなく、直流電源２と負荷３を接続するケーブル３６に
接続される場合もある。
【符号の説明】
【００５１】
　１　直流接続装置
　２　直流電源
　３　負荷
　５　交流電源
　１０　コンセント
　１１，１２　第２接続端子
　１３　半導体スイッチ
　１４　接続状態検出装置
　１５　制御回路
　１６　有接点開閉装置
　１７　係止穴（ロック機構）
　１８，１９　第３接続端子
　２０　プラグ
　２１，２２　第１接続端子
　２４　係止フック（ロック機構）
　４１　電流検出回路
　４２　電圧検出回路
　４３　直流地絡電流検出回路
　４４　交流地絡電流検出回路
　１００，３００　双方向スイッチ素子
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