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(57)【要約】
【課題】太陽電池に含まれているバイパスダイオードの
故障（オープン故障）を日照時においても確実に検出で
きるようにする。
【解決手段】太陽電池１００に含まれているバイパスダ
イオードＤの順方向電圧をＶｆ、その個数をｎ個として
、信号源１１から太陽電池１００に対して、最大電圧Ｅ
ｍがＥｍ＞Ｖｆ×ｎなる検査用電圧Ｅを太陽電池１００
が発生する電流波形とは異なる波形で印加し、そのとき
に太陽電池１００内を流れる電流を電流検出手段１２に
より検出し、電流検出手段１２にて検出された検出電流
内に検査用電圧Ｅによる検査電流の一部または全部が含
まれていればバイパスダイオードＤが正常であり、含ま
れていない場合にはオープン故障と判定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直列に接続された複数の太陽電池セルを備え、上記太陽電池セルの単体ごとまたは所定
数の上記太陽電池セルを含むセル集合体ごとに、その正極と負極との間にバイパスダイオ
ードが接続されている太陽電池に対して、信号源より所定の検査用電圧を印加して上記バ
イパスダイオードがオープン故障を起こしているかどうかを検査するにあたって、
　上記太陽電池に含まれている上記バイパスダイオードの順方向電圧をＶｆ、その個数を
ｎ個として、上記信号源から上記太陽電池に対して、最大電圧ＥｍがＥｍ＞Ｖｆ×ｎなる
検査用電圧Ｅを上記太陽電池が発生する電流波形とは異なる波形で印加し、そのときに上
記太陽電池内を流れる電流を電流検出手段により検出し、上記電流検出手段にて検出され
た検出電流内に上記検査用電圧Ｅによる検査電流の一部または全部が含まれていれば上記
バイパスダイオードが正常であり、含まれていない場合にはオープン故障と判定すること
を特徴とする太陽電池の故障検出方法。
【請求項２】
　直列に接続された複数の太陽電池セルを備え、上記太陽電池セルの単体ごとまたは所定
数の上記太陽電池セルを含むセル集合体ごとに、その正極と負極との間にバイパスダイオ
ードが接続されている太陽電池内の上記バイパスダイオードがオープン故障を起こしてい
るかどうかの検査に供される太陽電池の検査装置であって、
　一対のリード配線を含む配線経路を介して上記太陽電池の正極端子と負極端子とに接続
される信号源と、上記配線経路に流れる電流を検出する電流検出手段とを含み、
　上記太陽電池に含まれている上記バイパスダイオードの順方向電圧をＶｆ、その個数を
ｎ個として、上記信号源から上記太陽電池に対して、最大電圧ＥｍがＥｍ＞Ｖｆ×ｎなる
検査用電圧Ｅが上記太陽電池が発生する電流波形とは異なる波形で印加されることを特徴
とする太陽電池の検査装置。
【請求項３】
　上記信号源として、上記太陽電池で発電された電流を流すことができる内部インピーダ
ンスが低い電圧源を用いることを特徴とする請求項２に記載の太陽電池の検査装置。
【請求項４】
　上記配線経路内には、上記太陽電池の正極端子と負極端子とを実質的に短絡し得る抵抗
値を有する電流制限抵抗が挿入されていることを特徴とする請求項２または３に記載の太
陽電池の検査装置。
【請求項５】
　上記電流検出手段にて検出された検出電流内に上記検査用電圧Ｅによる検査電流の一部
または全部が含まれているかどうかを判定する判定手段を備え、上記判定手段は、上記検
出電流内に上記検査電流の一部または全部が含まれていれば上記バイパスダイオードが正
常であり、含まれていない場合にはオープン故障と判定することを特徴とする請求項２な
いし４のいずれか１項に記載の太陽電池の検査装置。
【請求項６】
　上記信号源として一次側巻線と二次側巻線とを有するトランスが用いられ、上記一次側
巻線の両端には、所定周波数ｆ０の信号を出力する交流電源が接続され、上記二次側巻線
の一端と他端とには、それぞれ上記太陽電池の正極端子側に接続される第１配線と、負極
端子側に接続される第２配線とが接続され、
　上記第１配線と上記第２配線との間には、共振周波数を上記交流電源の周波数と同じｆ
０とするＬＣ並列共振回路が接続され、上記第１配線と上記第２配線の少なくとも一方の
配線には、交流カップリングコンデンサが挿入されていることを特徴とする請求項２ない
し５のいずれか１項に記載の太陽電池の検査装置。
【請求項７】
　直列に接続された複数の太陽電池セルを備え、上記太陽電池の単体ごとまたは所定数の
上記太陽電池セルを含むセル集合体ごとに、その正極と負極との間にバイパスダイオード
が接続されている太陽電池内の上記バイパスダイオードがオープン故障を起こしているか
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どうかの検査に用いられる信号源であって、
　一次側巻線と二次側巻線とを有するトランスを備え、上記一次側巻線の両端には、所定
周波数ｆ０の信号を出力する交流電源が接続され、上記二次側巻線の一端と他端とには、
それぞれ上記太陽電池の正極端子側に接続される第１配線と、負極端子側に接続される第
２配線とが接続されており、
　上記第１配線と上記第２配線との間には、共振周波数を上記交流電源の周波数と同じｆ
０とするＬＣ並列共振回路が接続され、上記第１配線と上記第２配線の少なくとも一方の
配線には、交流カップリングコンデンサが挿入されていることを特徴とする太陽電池検査
用の信号源。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池に含まれているバイパスダイオードの故障（オープン故障）を日照
時においても確実に検出する太陽電池の検査方法およびその装置並びに太陽電池検査装置
に用いられる信号源に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　まず、図４を参照して、本明細書において、太陽光発電の最小単位の発電パネルを符号
１０１で示す「太陽電池セル」、直列に接続された所定数の太陽電池セル集合体の正極と
負極との間にバイパスダイオードＤを接続したセル集合体を符号１０２で示す「クラスタ
」、クラスタの複数個を直列に接続したものを符号１００で示す「太陽電池モジュール」
と言う。
【０００３】
　太陽電池モジュール１００は、その複数個が直列に接続されてストリングと呼ばれるモ
ジュール集合体を構成し、通常、複数のストリングが並列に接続され、ブレーカを介して
パワーコンディショナーに接続される。
【０００４】
　各クラスタ１０２において、発電電流は負極（－）から正極（＋）に向けて流れるが、
バイパスダイオードＤは、そのアノードがクラスタ１０２の負極（－）側に接続され、カ
ソードがクラスタ１０２の正極（＋）側に接続される。
【０００５】
　バイパスダイオードＤは、クラスタ１０２の一部もしくは全部に陰がかかるなどして出
力が低下した場合、隣接するクラスタ１０２から当該出力が低下しているクラスタに流れ
る電流をバイパスする役割を担っている。
【０００６】
　したがって、バイパスダイオードＤが何らかの原因で故障して開放（オープン）状態に
なると、隣接するクラスタ１０２からの電流が当該出力が低下しているクラスタに流れ込
むことになる。出力が低下している当該クラスタは電気負荷となるため、流れ込んだ電流
により発熱し、最悪の場合、過熱により火災事故になることがある。
【０００７】
　このような理由により、太陽電池モジュール１００に含まれているバイパスダイオード
Ｄがオープン故障しているかどうかを検査する必要がある。なお、この検査は、複数の太
陽電池モジュール１００を含むストリング単位で行われることもある。その検査手法の従
来技術の一つとして、図５により、特許文献１に提案されているバイパスダイオードの故
障検知装置について説明する。
【０００８】
　なお、図４で説明したように、検査対象としての太陽電池モジュール１００には、複数
個の太陽電池セル１０１が含まれているが、図５では、太陽電池モジュール１００に含ま
れているすべての太陽電池セル１０１を一つのフォトダイオードのシンボルで、また、す
べてのバイパスダイオードＤを一つのダイオードシンボルで表している。
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【０００９】
　図５に示すように、特許文献１によるバイパスダイオードの故障検知装置１２０は、電
圧源１２１と電流計１２２とを備え、電圧源１２１は、太陽電池モジュール１００の正極
端子１００ａに対して負極１００ｂを基準にした負の規定値の逆電圧（直流）を印加する
。すなわち、電圧源１２１は、正極端子１００ａ側が負電位、負極端子１１０ｂ側が正電
位となるような電圧を印加する。
【００１０】
　日照時には、太陽電池セル１０１による発電電流が、図５の１点鎖線で示すように負極
端子１１０ｂから正極端子１００ａ側に向かう電流経路Ａに沿って流れるが、電圧源１２
１による電流は、各太陽電池セル１０１に含まれている寄生ダイオードの性質上、電流経
路Ａには流れず、図５の２点鎖線で示すバイパスダイオードＤを通る電流経路Ｂに沿って
流れる。
【００１１】
　したがって、電流経路Ａを通る電流をＩａ，電流経路Ｂを通る電流をＩｂとして、バイ
パスダイオードＤが正常である場合には、電流計１２２にてＩａ＋Ｉｂの加算電流が測定
されるが、バイパスダイオードＤの少なくとも一つがオープン故障している場合には、電
流経路Ｂが存在しなくなるため、電流計１２２にて測定される電流値は、電流経路Ａを通
る電流（発電電流）Ｉａのみとなる。
【００１２】
　これにより、電流計１２２にて測定された電流値をＩ，予め設定されている電流検出閾
値をＴｈとして、Ｉ≧Ｔｈ（もしくはＩ＞Ｔｈ）であればバイパスダイオードＤは正常、
Ｉ＜Ｔｈ（もしくはＩ≦Ｔｈ）であればバイパスダイオードＤはオープン故障であると判
定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２０１４－１１４２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　上記特許文献１によるバイパスダイオードの故障検知装置１２０によれば、夜間等で太
陽電池セルが発電していない場合であれば、電圧源１２１による電流が流れている／流れ
ていないの２値の判断でバイパスダイオードの故障の有無を判定することが可能である。
【００１５】
　しかしながら、日射量は常に変化しており、発電電流は日射量に強く依存するため、日
射量の低下により発電電流が減少し、Ｉ＜Ｔｈ（もしくはＩ≦Ｔｈ）となった場合には、
バイパスダイオードが正常であるにも関わらず、オープン故障と誤判定されてしまうこと
がある。
【００１６】
　また、電流検出閾値Ｔｈが、日射量が少ない時を基準に設定された値である場合、日射
量が増加して発電電流が増えたときには、バイパスダイオードがオープンであるにも関わ
らず、正常と誤判定されてしまうこともあり得る。
【００１７】
　なお、電流検出閾値Ｔｈを太陽電池モジュール（もしくはストリング）の短絡電流より
も大きな値とすれば、日中でもバイパスダイオードの故障検査を行うことができるが、電
圧源１２１は、自ら発生する電流の他に太陽電池モジュール（もしくはストリング）の短
絡電流を同時に流さなければならず、一般にそのような電源は高価であるし、大型でもあ
るため検査現場への持ち込みには適さない。
【００１８】
　また、抵抗等で電流を制限して検査を行う場合は、バイパスダイオードのＯＮ電圧と、
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太陽電池モジュール（もしくはストリング）が発生している電圧を加算した電圧を印加す
る必要があることから、検査器に搭載する信号源の出力電圧を大きくせざるを得ず、結果
として、検査器が大型化と、高価格なものとなってしまう。
【００１９】
　したがって、本発明の課題は、太陽電池に含まれているバイパスダイオードの故障（オ
ープン故障）を、安価な検査装置で日照時においても確実に検出できるようにすることに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記課題を解決するため、本発明には、太陽電池の検査方法およびその装置並びに太陽
電池検査装置に用いられる信号源の３つの発明が含まれており、
　まず、第１発明としての太陽電池の検査方法は、直列に接続された複数の太陽電池セル
を備え、上記太陽電池セルの単体ごとまたは所定数の上記太陽電池セルを含むセル集合体
ごとに、その正極と負極との間にバイパスダイオードが接続されている太陽電池に対して
、信号源より所定の検査用電圧を印加して上記バイパスダイオードがオープン故障を起こ
しているかどうかを検査するにあたって、
　上記太陽電池に含まれている上記バイパスダイオードの順方向電圧をＶｆ、その個数を
ｎ個として、上記信号源から上記太陽電池に対して、最大電圧ＥｍがＥｍ＞Ｖｆ×ｎなる
検査用電圧Ｅを上記太陽電池が発生する電流波形とは異なる波形で印加し、そのときに上
記太陽電池内を流れる電流を電流検出手段により検出し、上記電流検出手段にて検出され
た検出電流内に上記検査用電圧Ｅによる検査電流の一部または全部が含まれていれば上記
バイパスダイオードが正常であり、含まれていない場合にはオープン故障と判定すること
を特徴としている。
【００２１】
　また、第２発明としての太陽電池の検査装置は、直列に接続された複数の太陽電池セル
を備え、上記太陽電池セルの単体ごとまたは所定数の上記太陽電池セルを含むセル集合体
ごとに、その正極と負極との間にバイパスダイオードが接続されている太陽電池内の上記
バイパスダイオードがオープン故障を起こしているかどうかの検査に供される太陽電池の
検査装置であって、
　一対のリード配線を含む配線経路を介して上記太陽電池の正極端子と負極端子とに接続
される信号源と、上記配線経路に流れる電流を検出する電流検出手段とを含み、
　上記太陽電池に含まれている上記バイパスダイオードの順方向電圧をＶｆ、その個数を
ｎ個として、上記信号源から上記太陽電池に対して、最大電圧ＥｍがＥｍ＞Ｖｆ×ｎなる
検査用電圧Ｅが上記太陽電池が発生する電流波形とは異なる波形で印加されることを特徴
としている。
【００２２】
　上記第２発明の好ましい態様においては、上記信号源として、上記太陽電池で発電され
た電流を流すことができる内部インピーダンスが低い電圧源を用いる。
【００２３】
　また、上記配線経路内には、上記太陽電池の正極端子と負極端子とを実質的に短絡し得
る抵抗値を有する電流制限抵抗が挿入されていることが好ましい。
【００２４】
　また、上記電流検出手段にて検出された検出電流内に上記検査用電圧Ｅによる検査電流
の一部または全部が含まれているかどうかを判定する判定手段を備え、上記判定手段は、
上記検出電流内に上記検査電流の一部または全部が含まれていれば上記バイパスダイオー
ドが正常であり、含まれていない場合にはオープン故障と判定するようにしてもよい。
【００２５】
　上記第２発明では、好ましくは上記信号源として一次側巻線と二次側巻線とを有するト
ランスが用いられ、上記一次側巻線の両端には、所定周波数ｆ０の信号を出力する交流電
源が接続され、上記二次側巻線の一端と他端とには、それぞれ上記太陽電池の正極端子側
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に接続される第１配線と、負極端子側に接続される第２配線とが接続され、
　上記第１配線と上記第２配線との間には、共振周波数を上記交流電源の周波数と同じｆ
０とするＬＣ並列共振回路が接続され、上記第１配線と上記第２配線の少なくとも一方の
配線には、交流カップリングコンデンサが挿入されている。
【００２６】
　また、第３発明としての信号源は、直列に接続された複数の太陽電池セルを備え、上記
太陽電池の単体ごとまたは所定数の上記太陽電池セルを含むセル集合体ごとに、その正極
と負極との間にバイパスダイオードが接続されている太陽電池内の上記バイパスダイオー
ドがオープン故障を起こしているかどうかの検査に用いられる信号源であって、
　一次側巻線と二次側巻線とを有するトランスを備え、上記一次側巻線の両端には、所定
周波数ｆ０の信号を出力する交流電源が接続され、上記二次側巻線の一端と他端とには、
それぞれ上記太陽電池の正極端子側に接続される第１配線と、負極端子側に接続される第
２配線とが接続されており、上記第１配線と上記第２配線との間には、共振周波数を上記
交流電源の周波数と同じｆ０とするＬＣ並列共振回路が接続され、上記第１配線と上記第
２配線の少なくとも一方の配線には、交流カップリングコンデンサが挿入されていること
を特徴としている。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、太陽電池に含まれているバイパスダイオードの順方向電圧をＶｆ、そ
の個数をｎ個として、信号源から太陽電池に対して、最大電圧ＥｍがＥｍ＞Ｖｆ×ｎなる
検査用電圧Ｅを太陽電池が発生する電流波形とは異なる波形で印加するようにしたことに
より、電流検出手段にて検出された電流波形内に信号源による検査電流の一部もしくは全
部が含まれていれば、バイパスダイオードは正常、これに対して、電流検出手段にて検出
された電流波形内に信号源による検査電流の一部もしくは全部が含まれていない場合には
、バイパスダイオードはオープン故障であると判定することができる。
【００２８】
　また、本発明の信号源はトランスよりなるが、バイパスダイオードの検査時に、太陽電
池にて発電された電流が流れ込まず磁気飽和を起こすことがないため、小型・軽量化する
ことができ、携帯性のよい太陽電池モジュールの検査装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の一実施形態に係る太陽電池の検査装置を示す模式図。
【図２】上記太陽電池の検査装置にて観測されるバイパスダイオードの正常時、故障時に
おける電流波形を示す波形図。
【図３】上記太陽電池の検査装置に適用される信号源の好ましい態様を示す回路構成図。
【図４】通常の太陽電池の構成例を示す模式図。
【図５】従来の太陽電池の検査装置を示す模式図。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　次に、図１ないし図３により、本発明の実施形態について説明するが、本発明はこれに
限定されるものではない。
【００３１】
　この実施形態での検査対象は、先の図４で説明した太陽電池モジュール１００の複数個
を直列に接続してなるストリング（符号をＳとする）で、ストリング内に含まれているバ
イパスダイオードＤがオープン故障を起こしているかどうかを検査するが、検査対象は、
個々の太陽電池モジュールであってもよい。したがって、特許請求の範囲に記載されてい
る太陽電池は、太陽電池モジュールもしくはストリングのいずれかである。なお、バイパ
スダイオードの検査時、ストリング（もしくは太陽電池モジュール）は、ブレーカを介し
てパワーコンディショナー（ともに図示しない）から切り離される。
【００３２】
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　図１に示すように、この実施形態に係る太陽電池の検査装置１０は、基本的な構成とし
て少なくとも、一対のリード配線１１ａ，１１ａを介してストリングＳの正極端子Ｓａと
負極端子Ｓｂとに接続される信号源１１と、リード配線１１ａに流れる電流を検出する電
流検出手段１２と、電流検出手段１２にて検出された電流波形を表示する表示手段１３と
を備えている。
【００３３】
　信号源１１からストリングＳに至るリード配線１１ａによる配線路内には電流制限抵抗
Ｒが挿入されている。電流検出手段１２には、クランプ式電流計が用いられることが好ま
しい。この実施形態において、表示手段１３には、制御手段（ＣＰＵ）１４により表示が
制御される液晶表示パネルが用いられているが、表示手段１３は、オシロスコープであっ
てもよい。
【００３４】
　信号源１１は、ストリングＳに含まれているバイパスダイオードＤのすべてをＯＮにで
き、電流制限抵抗Ｒを含む回路中にバイパスダイオードＤがオープンでないと判断できる
程度の電流を流すことができるとともに、内部インピーダンスが可能な限り低く、ストリ
ングＳの発電による電流を流すことができる低インピーダンスの電圧源であることが好ま
しい。
【００３５】
　バイパスダイオードＤがオープンでないと判断できる程度の電流とは、図１のストリン
グＳ、信号源１１および電流制限抵抗Ｒを含む回路において、信号源１１を短絡したとき
に流れる電流（ストリングＳが発生している直流電流）に加算されたとき、例えばオシロ
スコープ等で視覚で観測する際、明らかに加算されたと分かるようなレベルの電流のこと
で、数１００ｍＡ～数Ａ程度であることが好ましい。
【００３６】
　ここで、信号源１１の出力電圧（ストリングＳに印加される検査用電圧）Ｅについて説
明すると、ストリングＳに含まれているバイパスダイオードＤの順方向電圧をＶｆ、その
個数をｎ個として、信号源１１の出力電圧Ｅには、Ｖｆ×ｎを超える電圧が含まれること
が必要、換言すれば、出力電圧Ｅは、その最大電圧をＥｍとしてＥｍ＞Ｖｆ×ｎであるこ
とが必要であるが、この他に、電流制限抵抗Ｒの抵抗値やバイパスダイオードＤがオープ
ンでないと判断できる程度の電流値等を勘案して信号源１１の出力電圧Ｅが決められると
よい。
【００３７】
　出力電圧（検査用電圧）Ｅの波形形態について、信号源１１よりストリングＳに対して
印加する出力電圧Ｅの波形は、ストリングＳが発生する電流電圧波形（直流）とは明らか
に違った波形とする。この種の出力信号波形は、正弦波が代表的であるが、三角波や鋸歯
状、その他パルス等の瞬時波形であってもよい。
【００３８】
　次に、電流制限抵抗について、電流制限抵抗Ｒの抵抗値が大きいとストリングＳから流
される電流が小さくなり、ストリング両端の電圧が大きくなる。そうすると、バイパスダ
イオードＤに逆バイアスがかけられるため、その分、信号源１１の出力電圧Ｅを大きくす
る必要がある。そこで、電流制限抵抗Ｒの抵抗値を数Ω～数１０Ω程度とし、ストリング
電圧をほぼ０にすることが好ましい。
【００３９】
　上記したように、信号源１１より、ストリングＳが発生する直流の電流電圧波形とは明
らかに異なる電圧波形が出力されるが、すべてのバイパスダイオードＤが正常であれば、
負極端子ＳｂにＶｆ×ｎを超える＋（正）の出力電圧Ｅが印加されたとき、すべてのバイ
パスダイオードＤがＯＮとなり、その期間だけ信号源１１による電流がストリング１００
が発生している直流電流に加算（重畳）される。これに対して、バイパスダイオードＤが
一つでもオープン故障していれば、図１の回路にはストリングＳが発生している直流電流
しか流れないことになる。
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【００４０】
　図２に、信号源１１を正弦波の交流電圧源とし、表示手段１３としてオシロスコープを
用い、電流検出手段１２により検出された電流波形の観測例を示す。
【００４１】
　ストリングＳに含まれているすべてのバイパスダイオードＤが正常である場合には、図
２（ａ）に示すように、ストリングＳが発生している直流電流（ストリング電流Ｉｄｃ）
に、出力電圧ＥがＥ＞Ｖｆ×ｎを満たす期間だけ出力電圧Ｅによる電流波形が重畳された
状態で表示される。
【００４２】
　これに対して、ストリングＳに含まれているバイパスダイオードＤのいずれか一つでも
オープン故障を起こしていれば、上記したような出力電圧Ｅによる電流波形は表れず、図
２（ｂ）に示すように、ストリング電流Ｉｄｃのみが表示される。
【００４３】
　なお、電流検出手段１２にＡＣカップリングコンデンサを介してオシロスコープを接続
した場合、ストリングＳに含まれているすべてのバイパスダイオードＤが正常であれば、
図２（ｃ）に示すように、出力電圧Ｅによる電流波形がオフセットを持ったように表示さ
れ、これに対して、ストリングＳに含まれているバイパスダイオードＤのいずれか一つで
もオープン故障を起こしていれば、図２（ｄ）に示すように、なにも表示されない。
【００４４】
　このように、バイパスダイオードＤのオープン故障の判定に使用する電流波形を、スト
リング電流とは異なる波形（例えば正弦波）とすることにより、ストリングＳが発電して
いる例えば日中で、しかも日射量が変動していても、バイパスダイオードＤのオープン故
障の有無を確実に検査することができる。
【００４５】
　また、電流検出手段１２および／または制御手段１４に、交流と直流とを分離する機能
を持たせ、交流を検出した場合には、表示手段１３にバイパスダイオードがオープン故障
であることを表示させるようにしてもよい。
【００４６】
　また、信号源１１の出力電圧の上限を、電流制限抵抗Ｒの抵抗値、すべてのバイパスダ
イオードをＯＮにし得る順方向電圧およびバイパスダイオードＤがオープンでないと判断
できる程度の電流値から求められる値とすることにより、ストリングＳに対して短絡過電
流によるダメージを与えることはない。
【００４７】
　ところで、信号源１１にトランスを用いると、その二次側にストリング電流として８～
１０Ａ程度の直流が流れるため、このストリング電流によって磁気飽和しないようにする
には、トランスのコアの断面積を大きくしなければならず、トランスが大型かつ重くなっ
てしまい、検査装置の携帯性が損なわれる。
【００４８】
　そこで、信号源１１に好ましくは図３に示すトランス２０を用いる。このトランス２０
の一次側巻線２１の両端には、所定周波数ｆ０の交流信号を出力する交流電源２１１が接
続されている。
【００４９】
　二次側巻線２２の一端からは、ストリングＳの正極端子Ｓａ側に接続される第１配線２
２１が引き出されている。また、二次側巻線２２の他端からは、ストリングＳの負極端子
Ｓｂ側に接続される第２配線２２２が引き出されている。この実施形態において、電流制
限抵抗Ｒは第２配線２２２側に挿入されている。
【００５０】
　そして、第１配線２２１と第２配線２２２との間には、共振周波数を上記交流電源２１
１の周波数と同じｆ０とするＬＣ並列共振回路２３０が接続されている。
【００５１】
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　また、この実施形態において、第１配線２２１とＬＣ並列共振回路２３０との接続点と
二次側巻線２２の一端側との間、第２配線２２２とＬＣ並列共振回路２３０との接続点と
二次側巻線２２の他端側との間のそれぞれに、交流カップリングコンデンサ２３１が接続
されているが、交流カップリングコンデンサ２３１はいずれか一方のみあればよい。
【００５２】
　このトランス２０において、ストリングＳによるストリング電流は、交流カップリング
コンデンサ２３１によって二次巻線２２には流れず、図３の太鎖線で示すように、正極端
子１１０ａ→ＬＣ並列共振回路２３０内のコイルＬ→負極端子１１０ｂへと流れ、ストリ
ングＳは、コイルＬによって直流的に短絡される。
【００５３】
　一方、交流電源２１１による交流信号は、一次巻線２１および二次巻線２２を介してス
トリングＳに供給されるが、第１配線２２１，第２配線２２２とＬＣ並列共振回路２３０
との間は、共振周波数ｆ０によりそれぞれ高インピーダンスとなっているため、交流電源
２１１による交流信号は、ＬＣ並列共振回路２３０には流れず、図３の一点鎖線で示すよ
うに、ストリング電流に重畳するようにしてストリングＳに流れる。
【００５４】
　このように、このトランス２０によれば、二次巻線２２側にストリング電流が流れない
ため磁気飽和は考えなくてよく、ストリングＳ内のすべてのバイパスダイオードＤをオン
にでき、バイパスダイオードＤがオープン不良を起こしていないことを判断できる最低限
の電流をストリングＳに供給できればよい。
【００５５】
　したがって、トランスを小型、軽量化することができ、携帯性のよい太陽電池の検査装
置を提供することができる。
【符号の説明】
【００５６】
　１１　信号源
　１２　電流検出手段
　１３　表示手段
　１４　制御部
　１００　太陽電池モジュール
　１００ａ　正極端子
　１００ｂ　負極端子
　２０　トランス
　２１１　交流電圧源
　２２１　第１配線
　２２２　第２配線
　２３０　ＬＣ並列共振回路
　２３１　交流カップリングコンデンサ
　Ｄ　バイパスダイオード
　Ｒ　電流制限抵抗
　Ｓ　ストリング
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