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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】簡単な構成で太陽光発電パネルを監視すること
ができる高信頼性及び安価な防犯システムを提供する。
【解決手段】複数の太陽光発電パネル１の防犯及び監視
システム１０，１１では、パネル１は、接続配線Ｌを介
して分配局５に接続される。監視システム１０は、活性
化コード４を生成するように構成され、分配局５と連携
される第１ユニット１１と、プリセット期間に活性化コ
ード４が不在のとき、各パネル１の動作を中断するよう
に構成される。さらに、パネル１と連携される第２ユニ
ット１０は、第１ユニット１１により生成される固有の
活性化コード４により選択的に活性化可能であり、対応
する特有の活性化コード４を接続配線Ｌに出力し、活性
化している各パネル１の電圧及び電流特性を検出するこ
とにより、各パネル１を選択的に活性化するように構成
される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の太陽光発電パネル（１）の防犯及び監視システム（１０，１１）であって、
　前記パネル（１）は、接続配線（Ｌ）を介して分配局（５）と接続される、監視システ
ム（１０，１１）において、
　前記分配局（５）と連携され、活性化コード（４）を生成するように構成された第１ユ
ニット（１１）と、
　前記パネル（１）と連携された複数の第２ユニット（１０）であって、各第２ユニット
（１０）は、プリセット期間中に前記活性化コード（４）が不在のとき、前記各パネル（
１）の動作を不活性にするように構成され、かつ前記第１ユニット（１１）により生成さ
れた固有の前記活性化コード（４）により選択的に活性化可能である、前記複数の第２ユ
ニット（１０）と
を備える、防犯及び監視システム（１０，１１）。
【請求項２】
　前記第１ユニット（１１）は、
　複数の異なる前記活性化コード（４）を生成し、複数の異なる前記活性化コード（４）
にプリセット終止を付加して前記接続配線（Ｌ）に出力する活性化コードの生成器（４）
を含む、請求項１記載の防犯及び監視システム（１０，１１）。
【請求項３】
　前記各第２ユニット（１０）は、
　前記各パネル（１）の固有の前記活性化コード（４）を内部に記憶するように構成され
たメモリ素子（２ｂ）と、
　前記固有の活性化コード（４）の待ち時間をカウントするように構成されたカウンタ要
素（ａ）と、
　前記接続配線（Ｌ）上に存在する、前記活性化コード（４）を前記メモリ素子（２ｂ）
に記憶された前記活性化コード（４）を用いて処理するように構成され、デコード処理が
良好な結果の場合に、前記カウンタ要素（２ａ）をリセットするように構成されるロジッ
クユニット（２ｃ）と、
　前記ロジックユニット（２ｃ）により制御され、前記カウンタ要素（２ａ）がプリセッ
ト設定に達すると、前記パネル（１）の動作を不活性にするように構成されるスイッチ（
３）と
を含む、請求項２記載の防犯及び監視システム（１０，１１）。
【請求項４】
　前記第１ユニット（１１）の活性化コードの生成器（４）は、
　不活性化コードを生成するように構成され、
　前記各第２ユニット（１０）のロジックユニット（２ｃ）は、
　前記不活性化コードを受信すると、前記パネル（１）の動作を不活性にするために、対
応する前記スイッチ（３）を開放する制御を行うように構成される、請求項３記載の防犯
及び監視システム（１０，１１）。
【請求項５】
　活性化している前記各パネル（１）の電圧及び電流特性を検出する測定装置（２２）と
、
　前記測定装置（２２）により検出された前記各パネル（１）の特性から全体の特性を検
出し、前記全体の特性を前記分配局（５）に出力するように構成されたプロセッサモジュ
ール（２４）と
を含み、
　前記分配局（５）は、
　前記全体の特性に応じて、入力インピーダンスを変更する、請求項４記載の防犯及び監
視システム（１０，１１）。
【請求項６】
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　前記パネル（１）と同様に指向された太陽光発電センサであって、
　設置場所の天気状況に関する追加情報を供給するため、前記パネル（１）と同一の太陽
光発電素子を備える前記太陽光発電センサ（２６）を含む、請求項５記載の防犯及び監視
システム（１０，１１）。
【請求項７】
　前記メモリ素子（２ｂ）は、ＲＯＭであり、
　前記スイッチ（３）は、ＦＥＴであり、
　前記太陽光発電パネル（１）は、互いに直列接続された複数の太陽光発電セル（８）を
含み、
　前記第２ユニット（１０）は、２つの前記太陽光発電セル（８）の間に設置される、請
求項３～６の何れか１つに記載の防犯及び監視システム（１０，１１）。
【請求項８】
　前記各太陽光発電パネル（１）は、
　複数の前記太陽光発電セル（８）に対して並列接続された複数のバイパスダイオード（
９）を含み、
　前記各第２ユニット（１０）は、
　前記バイパスダイオード（９）によりバイパスされないように配置される、請求項７記
載の防犯及び監視システム（１０，１１）。
【請求項９】
　前記各第２ユニット（１０）は、
　各太陽光発電パネルの分だけ設けられる、請求項１～８の何れか１つに記載の防犯及び
監視システム（１０，１１）。
【請求項１０】
　前記活性化コード（４）は、
　反射現象を防止する固有のインピーダンス（Ｚ）状態に閉路された専用の配線（Ａ）に
供給されるか、
　高周波信号により供給されるか、
　又は、前記接続配線（Ｌ）に直接供給される、請求項１～９の何れか１つに記載の防犯
及び監視システム（１０，１１）。
【請求項１１】
　前記分配局（５）は、
　ＧＰＳ技術に基づく防犯装置を備えたインバータユニットを含む、請求項１～１０の何
れか１つに記載の防犯及び監視システム（１０，１１）。
【請求項１２】
　接続配線（Ｌ）を介して分配局（５）に接続される複数の太陽光発電パネル（１）を監
視する方法（１０，１１）であって、
　第１ユニット（１１）を前記分配局（５）と連携させるステップであって、前記第１ユ
ニットは、活性化コード（４）を生成するように構成されている、前記分配局（５）と連
携させるステップと、
　前記各パネル（１）を第２ユニット（１０）と連携させるステップであって、前記第２
ユニット（１０）は、プリセット期間にて活性化コードが不在のときに、各パネル（１）
の動作を禁止するように構成され、かつ、前記第１ユニット（１１）により生成された固
有の前記活性化コード（４）により選択的に活性化可能である前記各パネル（１）を前記
第２ユニット（１０）と連携させるステップと
を備える方法。
【請求項１３】
　不活性化コードを供給することにより全ての前記パネル（１）を不活性化するステップ
、又は、任意の期間に、前記活性化コード（４）の生成と供給とを中断するステップをさ
らに備える、請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
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　対応する固有の前記活性化コード（４）を前記接続配線（Ｌ）に出力することにより選
択的に前記各パネル（１）を活性化するステップと、
　活性化している前記各パネル（１）の電圧及び電流特性を検出（２２）するステップと
をさらに備える、請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記活性化している前記各パネル（１）の特性を測定するステップ後に、各活性化して
いる前記各パネル（１）を不活性化するための不活性化信号を供給するステップをさらに
備える、請求項１４記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光発電パネルの防犯及び監視システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、太陽光発電技術は、飛躍的に拡大している。特に、太陽光発電技術が、分散され
た電気エネルギーの生成の戦略的な役割を常に大部分占める遠隔地域では極めて利点があ
る。しかしながら、このような地域の大部分では管理されないため、太陽光発電パネルは
、盗難の高い危険にさらされる。
【０００３】
　従来、太陽光発電パネルが供給ラインから分離されると、太陽光発電パネルの動作を中
断する防犯システムが、例えば国際特許出願第９７／４２６６４号から知られている。
　この出願には、接続ラインを介して分配ラインに接続された太陽光発電パネルの防犯装
置が記載されている。特に、防犯装置は、分配ラインと連携される第１ユニットと、パネ
ルと連携される第２ユニットを含む。第１ユニットは、活性化コードを生成するように構
成され、第２ユニットは、活性化コードが供給されないと、パネルの動作を中断するよう
に構成される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　多数のパネルを有する太陽光発電プラントでは、パネルの清掃及び置換の両方又は一方
による中断を計画するために、異常動作を示すパネルを識別することができる監視機能を
利用する必要性が生じる。
【０００５】
　本発明の目的は、太陽光発電パネルを監視することができ、更に簡単な構成、高信頼性
及び安価な防犯システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、上記の目的は、請求項１の主題を形成する特徴を有する監視システム
により達成される。また、本発明は、監視システムに対応する方法に関する。
　本発明は、防犯装置の特徴を有効的に利用して、監視機能を提供する。この点から、す
なわち、すでに設置された装置を再利用し、専用のシステムの設置を必要とすることなく
、監視と診断の処理を実行することが可能性となる。
【０００７】
　防犯装置は、どのような太陽光発電パネルにも適用することができ、例えば、積層処理
工程を経ることで、太陽光発電パネルが修繕できないほど損傷を与えることなく、防犯装
置に対する不正使用や防犯装置の撤去などの可能性を排除する。
【０００８】
　活性化コードが供給されないパネルの動作を禁止する防犯システムを適当に管理するこ
とにより、太陽光発電領域の監視を実行可能にすることを、後述の説明から明確となるだ
ろう。本発明の主要な特徴の１つは、防犯装置と監視システムを組み合わせることにある
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。上記の機能は、パネル及び監視するための集中型ハードウェアと同じ装置を使用し、そ
して、その装置は、太陽光発電パネル領域と発電所とを接続するインバータを駆動するた
めに使用される。また、監視ハードウェアは、オンボードのＧＰＳシステムを有し、イン
バータと組み合わされたパネルの盗難を防止する。
【０００９】
　さらに、本発明の特徴と利点は、非限定例として単に提供された、添付図に関する後述
の説明から想像できるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、防犯装置を備えた太陽光発電プラントの例を示す。
【図２】図２は、太陽光発電パネル内の防犯装置の設置位置の例を示す。
【図３】図３は、太陽光発電パネルを構成するセル間の防犯装置の接続を詳細に示す。
【図４】図４は、パネル部分の断面図を示す。
【図５】図５は、監視システムの構成の例を示す。
【図６】図６は、図５のパネル領域の例を示す。
【図７】図７は、監視システムの実施形態を示す。
【図８】図８は、監視システムの実施形態を示す。
【図９】図９は、監視システムの実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　防犯装置の動作を、説明の第１部において詳細に説明する。太陽光発電プラントを構成
する太陽光発電パネルの診断目的のための前記防犯装置を使用する監視システムを、説明
の第２部において記述する。
【００１２】
　図１に関して、太陽光発電パネルの防犯装置は、配線Ｌを介して分配局５と接続され、
分配局５と連携される第１ユニット１１と、複数のパネル１と連携される複数の第２ユニ
ット１０とを含む。第１ユニット１１は、活性化コード４を生成するように構成され、各
第２ユニット１０は、活性化コード４が存在しないとき、各太陽光発電パネル１の動作を
それぞれ中断するように構成される。
【００１３】
　また、図１に関して、複数の太陽光発電パネル１は、Ｌにより全体が示される接続配線
である２本の導体と並列に接続され、太陽光発電プラントを構成する。
　太陽光発電パネル１により生成されるエネルギーは、直流電流ＣＣの形態である。直流
電流ＣＣから、交流電流ＡＣに変換するため、図１の符号５により示されるインバータ装
置をプラントに導入する必要がある。全ての場合において直流電流ＣＣが直接使用される
場合では、インバータは存在しない。しかしながら、本明細書の続きでは、インバータの
表現を継続して用いて、ユニット４が挿入された回路網を示すこととする。
【００１４】
　防犯装置は、プラント側に設置された分配局５と連携される第１ユニット１１、複数の
パネル１と連携される複数の第２ユニット１０を含む。
　第１ユニット１１は、活性化コードを生成し、生成した活性化コードをプリセット終止
とともに接続配線Ｌの導体に出力するコード生成器４と、コード生成器４により生成され
る高周波信号が下流のインバータ５や上流のパネル１へ伝搬することを防止するように作
用するインダクタンス６とを含む。
【００１５】
　また、図１に関して、第２ユニット１０の実施例は、カウンタ２ａ、メモリ素子２ｂ、
ロジックユニット２ｃ、及びスイッチ３を含む。さらに、コード生成器４により生成され
た信号が太陽光発電パネル１へ伝搬することを防止するように作用するインダクタンス６
と、コード生成器４により生成される高周波信号をロジックユニット２ｃに出力するよう
に作用するキャパシタ７とを含む。
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【００１６】
　メモリ素子２ｂは、接続配線Ｌに供給されたコードを使用したデコードのために、活性
化コードのコピーを内部に記憶する。メモリ素子２ｂは、好適にはＲＯＭ（Read-Only Me
mory）であり、活性化コードは、設置する間又は工場において、作業者により書き込まれ
、個別化することができ、この場合コードをユーザに通信する必要がある。
【００１７】
　カウンタ２ａは、各パネル１内に配置され、活性化コードの待ち時間を記録するように
作用する。
　コード生成器４は、周期的に、活性化コードを配線Ｌに供給する。ロジックユニット２
ｃは、接続配線Ｌに存在する活性化コードを使用して、記憶されたコードを処理し、スイ
ッチ３を活性化させる。ロジックユニット２ｃは、デコード処理の結果が良好な場合にカ
ウンタ２ａをリセットするように設定される。
【００１８】
　デコード処理の結果が良好でない場合、カウンタ２ａは、ロジックユニット２ｃにより
リセットされずに、プリセット設定となるまでカウントを続ける。このような状況は、例
えば、パネルがプラントから除去されたとき、又は、プリセット待ち時間以内に活性化コ
ードを受信しないときに起こる。このとき、ロジックユニット２ｃは、スイッチ３を開放
して各パネル１の動作を不活性化するコマンドを発行する。スイッチ３は、例えば、ＦＥ
Ｔ（Field-Effect Transistor：電界効果トランジスタ）である。
【００１９】
　それ故、各第２ユニット１０は、プリセット期間において、活性化コード（４）が存在
しない各パネル１の動作を禁止する。
　活性化コードは、特に複雑である必要がない、しかし、安全を保証してロジックユニッ
ト２ｃにより実行されるデコードの工程を短縮するとともに、コストを制限する必要があ
る。活性化コードは、常に接続配線Ｌに存在しない、しかし、プリセット終止が付加され
たうえでコード生成器４により出力される。コードは、デコードが困難となるように暗号
化してもよい。
【００２０】
　第１ユニット１１と共に防犯装置の機能を実行する第２ユニット１０は、パネルと連携
される。第２ユニット１０は、より安全のために外部又はその他に設置することができ、
太陽光発電パネル内に集積化することができる。
【００２１】
　図２に示すように、例えば、第２ユニット１０は、パネルに損傷を与えることなく、第
２ユニットの不正使用や撤去の可能性を排除するために、太陽光発電パネル１内に集積化
される。この特徴は、どのような場合でも、第２ユニット１０が不正使用される場合にパ
ネルが損傷するような場所に、第２ユニット１０が設置されることにより得ることができ
る。
【００２２】
　図２及び図３では、各太陽光発電パネル１が、符号８により示され、直列接続される複
数の太陽光発電セルをそれぞれ含む点に注意されたい。
　各太陽光発電セル８を得るには、円形状の断面を有する円柱状のシリコン棒から開始さ
れる。薄膜は、棒から得られ、角部分が欠落した四角形状に形成されるように切断される
。セルで覆われたパネルの表面ができるだけ大きくなるように、パネル内において互いに
並んだ各セルの配置を最適化するのに役立つ。
【００２３】
　特に図３に関して、太陽光発電パネル１全体の電気的な接続の継続性を保証するため、
直列接続されたセルのグループに並列接続されたバイパスダイオード９が設けられる。こ
のことは、開回路の影響をもたらす、太陽光発電セル８を妨害する、葉、昆虫又は対象の
存在に起因する妨害現象を防止する。
【００２４】
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　図２及び図３に示される例では、第２ユニット１０は、ダイオード９によりバイパスさ
れないように配置される。
　特に、第２ユニット１０は、スイッチ３が閉じる、すなわち、パネルがプラントに接続
され、プリセット終止が付加された活性化コードを受信するとき、全体として閉回路とし
て動作し、また、パネルがプラントに接続されないとき、全体として開回路として動作す
る。この動作は、設置者の安全を保証するため、パネルを設置する間、大きな利点となる
。それ故、防犯装置は、パネル１が設置されるとき、設置者の責任のある人を保護する装
置として機能する。
【００２５】
　防犯装置は、プラントを構成する太陽光発電パネルにより供給される。太陽光が存在し
ないとき、防犯装置は機能しない。パネルに太陽光が照射されるとき、スイッチ３がオン
し、カウンタ２ａがカウントを開始する。パネル１のロジックユニット２ｃは、接続配線
Ｌを介して活性化コードを受信するときに、活性化コードをデコードし、良好な結果の場
合、カウンタ２ａをリセットし、第１の活性化を生成する。
【００２６】
　特に、第２ユニット１０は、各太陽光発電パネル１を認可して電流を生成する許可スイ
ッチとして動作する。
　特に図４に関して、太陽光発電パネル１は、サンドイッチ構造を有し、金属板又はガラ
スで形成された最下層１４、各セル８間の接着を保証する機能とともにセル８を封止する
機能を有するＥＶＡ（ethyl vinyl acetate）樹脂で形成された中間層１５、ガラスで形
成された最上層１２を備える。第２ユニット１０は、例えばＥＶＡで形成された中間層に
埋め込むことができる。
【００２７】
　通常、組積構造内又は分配局内に設置されて良好に保護される、第１ユニット１１は、
パネル１とともに盗まれる可能性があるため、パネル１は、他のタイプの防犯装置により
保護される必要がある。
【００２８】
　前に説明した太陽光発電プラントにおいて、各パネルはユニット１０が備えられ、ユニ
ット１０は、各太陽光発電パネル１を認可にして電流を生成する許可スイッチとして動作
し、適切な管理により、各パネルのボルタンメトリー（Voltamperometric）特性を検出可
能である。絶縁と関連する各パネルの動作の特性は、インバータを駆動するために使用す
ることができる。このことは、各パネルの動作の監視と、太陽光発電プラント全体の効率
の最大化と、さらに、遠隔システムへの動作情報の提供を可能にする。
【００２９】
　特に、同じ防犯装置を使用して、各パネル１を選択的に活性化又は不活性化して、電圧
又は電流の特性を得ることができ、電圧又は電流の特性は、プラント内の低効率のパネル
を識別し、例えば清掃や置換等のために中断するための診断の目的に使用することができ
る。
【００３０】
　図５に関して、太陽光発電パネル領域は、全体として符号２０にて示される。領域２０
の各パネルは、セントラルユニットとともに前述の防犯装置を構成するローカルユニット
を備える。
【００３１】
　ここに説明された監視システムは、プラント２０内の各太陽光発電パネル１を選択的に
活性化及び不活性化のうち少なくとも一方を行うことができる。これにより、各パネル１
に対応する固有の活性化コードは、他のパネルの活性化コードと異なる。各パネル１の活
性化コードは、そのパネル１に連携された第２ユニット１０に存在するメモリ素子２ｂに
記憶される。
【００３２】
　分配局５に設定されたコード生成器４は、全てのパネル１を選択的に活性化又は不活性
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化にするため、周期的に異なる活性化コードを生成する。
　通常動作状態において、コード生成器４は、周期的に、全ての活性化コードを生成し、
任意の終止を付加した活性化コードを接続配線Ｌの導体に出力する。各活性化コードは、
１つのパネル１を活性化し、各カウンタ２ａがカウントを開始して、次の活性化コードの
出力の待ち時間を決定する。それ故、通常動作では、全てのパネル１は、活性化してエネ
ルギーを生成し、そのエネルギーは、インバータ５を介してネットワーク３０に供給され
る。インバータ５とネットワーク３０との間には、安全な方法でネットワーク３０に接続
する保護システム２８が配置される。
【００３３】
　保護システム２８は、分岐部分、ケーブル、接続部分、変換器又は計量装置等に起因す
る全てのロスを考慮したＢＯＳ（Balance of System　バランス・オブ・システム）パラ
メータを含む。仮に、例えば、ＢＯＳが８５％の場合（特に複雑な構造ではないプラント
で発生することの平均を示す）、交流電流量に変換された太陽エネルギー全体の損失は、
１５％に達することを意味する。
【００３４】
　このような状況では、パネル１がプラント２０から除去されると、短時間後に、ユニッ
ト１０が活性化コードを受信しない限り、上記パネルの動作が中断される。それ故、防犯
機能は維持される。
【００３５】
　監視セッションを開始する前、システムは、新たな活性化コードを出力せずに固有の不
活性化コードを出力するか又は、全てのカウンタ２ａのカウントがカウントアップするま
で待つことにより、プラント２０の全てのパネル１を不活性にする。
【００３６】
　また、全てのパネル１が不活性になると、コード生成器４は、１つの活性化コードを生
成し、その活性化コードを接続配線Ｌの導体に出力して、対応するパネル１を活性化し、
パネル１は、動作を開始してエネルギーを生成する。このようにして、このとき、１つの
パネル１だけがインバータ５に接続される。
【００３７】
　さらに、監視システムは、活性化したパネルの特性を検出する、すなわち、各パネル１
からインバータ５に供給される電圧及び電流を測定するための測定装置２２を備えること
ができる。
【００３８】
　各パネル１から集められた情報は、プロセッサ２４により処理され、プロセッサ２４は
、全ての電圧特性及び電流特性を検出することができる。例えば、全領域の全ての特性は
、各パネル１の特性の合計値によって表される。
【００３９】
　全体のプラントの監視のスキャン速度を向上させるため、監視システムは、対応するカ
ウンタ２ａにより設定された周期時間の経過を待たずに、装置２２により実行される測定
動作が完了するとすぐに、活性化しているパネルに不活性信号を出力することができる。
【００４０】
　プロセッサ２４は、上記特性をインバータ５に出力し、インバータ５は、システムの動
作点を制御することにより、すなわち、インバータ５が領域２０に提供する入力インピー
ダンスを変更することにより、太陽光発電領域２０の効率を最適化することができる。
【００４１】
　さらに、プロセッサ２４に接続され、作業者による監視システムの相互作用を可能にす
るための周辺装置３２が設けられる。
　好適な実施形態では、さらに、太陽光発電センサ２６が備えられ、太陽光発電センサ２
６は、パネル１と同様に指向され、また、パネル１で使用されたものと同様の光検出素子
を使用し、比較期間を供給することにより検出される情報を生成するように動作する。特
に、ある瞬間太陽が雲に覆われると、エネルギーの生成低下が予想されることは当然であ



(9) JP 2010-245532 A 2010.10.28

10

20

30

40

50

る。それ故、センサ２６は、これら状況を適切に認識するよう動作する。結果的に、この
ような状況では、パネルの低効率は、パネル自身の製造工程ではなく、天気が引き起こす
ものと考えられ、この問題では、物理的な介入がパネル１に必要とされない。
【００４２】
　システムの利用可能なものとしてはレイアウト又はリストがあり、レイアウト又はリス
トは、活性化コードの基礎となり、プラント内の各パネルの物質的な位置の判定を可能に
する。このように、任意のパネルに問題（例えば、低効率）があると確認されると、パネ
ル自身へ物質的な介入を行うことが可能となる。
【００４３】
　それ故、活性化コードは、防犯装置の活性化コードとしての役割を持つ限りにおいて、
１つ目には保護、２つ目には監視システムのためのパネルの固有の識別用の２つの異なる
機能を提供する。
【００４４】
　図６では、接続配線Ｌと並列に接続される２つの直列パネル１が示され、パネルは、接
続配線Ｌに関して並列に接続される。各直列パネルにおいて、パネルは、直列構成にて互
いに接続される。図６に示すように、各パネル１は、バイパスダイオード９と連携され、
バイパスダイオード９は、パネル自身と並列に接続され、パネルが不活性化又は破壊され
ると、パネルの上流で生成された電流がパネルをバイパスするようにする。
【００４５】
　既に上述したように、各パネル１は、内部にユニット１０を含み、ユニット１０は、接
続配線Ｌに出力された活性化コードに応答して周期的に活性化されないと、スイッチ３を
用いて、パネルの動作を遮断するように構成される。他の実施形態では、活性化コードは
、専用の配線Ａに出力することができる。
【００４６】
　分岐ブロック４０は、接続配線Ｌと各パネル１との間に配置され、ユニット１１により
供給されたコードが分岐ブロック４０を通過する。特に、図１に関して、分岐ブロック４
０は、コード生成器４により生成された信号が太陽光発電パネル１に伝搬することを防止
するように作用するインダクタ６と、コード生成器４により生成された高周波信号をロジ
ックユニット２ｃに出力することを目的とするキャパシタ７とを含む。
【００４７】
　図７～図９では、３つの異なる監視システムの実施形態が示される。
　図７～図９では、部材、素子、構成は、図１から図６において既に述べた部材、素子、
構成と同一又は同等であるため、同じ符号にて示し、対応する記載について繰り返し説明
しない。
【００４８】
　分岐ブロック４０は、活性化信号からユニット１０に供給されるエネルギーを抽出する
ことができる。
　さらにまた、分岐ブロック４０は、セル８により供給されるエネルギーを使用して、パ
ネル１内の配線１９を介してユニット１０に直接供給するように構成してもよい。この場
合、セル８は、太陽光により照射されるか、又は、活性化コードを伝搬するエネルギーを
信号から抽出する分岐ブロック４０からエネルギーを受信する必要がある。
【００４９】
　図７に関して、活性化信号は、専用の配線Ａに出力できる。配線Ａは、インピーダンス
Ｚ特性を有する閉回路であり、信号の反射現象を防止する。具体的な例では、分岐ブロッ
ク４０は、復調器１７を有し、復調器１７は、専用の配線Ａに伝搬した信号を復調するた
めのハイ－インピーダンスの入力端子を備える。
【００５０】
　あるいは、活性化信号は、符号８にて示されるように、高周波にして送信することがで
きる。この場合、復調器１７は、アンテナ２７を介してワイヤレス信号を受信し、ユニッ
ト１０の回路への供給は、配線１９を介してパネル１から必ず抽出する必要がある。
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【００５１】
　最後に、図９では、信号は、電源線に直接伝搬される。この場合、要素１７は、ＡＣ成
分を制限無く転送し、情報（すなわち、高周波信号）を取り込む送信器である。このタイ
プの構成では、高周波信号を伝搬するために、バイパスダイオードと並列に接続されるキ
ャパシタ２９を設けることが必要である。高周波信号の場合、キャパシタは、閉回路とし
て動作する。
【００５２】
　さらに、監視システムが、組み合わせた手段により機能し、すなわち、監視システムが
、１つのパネルを一度不活性化することにより監視機能を実行し、エネルギー生成の処理
を維持するように構成してもよい。
【００５３】
　本明細書の説明における「１つの実施形態」に関しては、少なくとも１つの実施形態を
含む実施形態に関して記述された特有の形状、構造、特徴を示すことを意図する。それ故
、本明細書の様々な箇所に存在する「１つの実施形態において」のような言い回しは、同
じ実施形態を必ずしも言及しない。さらに、少なくとも１つ以上の実施形態における特有
の形状、構造、特徴は、適宜組み合わせ可能である。
【００５４】
　本願明細書に使用された文献は、単に好適に適用され、それ故、保護の範囲又は実施形
態の範囲を定義しない。
【符号の説明】
【００５５】
　１…太陽光発電パネル、２ａ…カウンタ要素、２ｂ…メモリ素子、２ｃ…ロジックユニ
ット、３…スイッチ、４…活性化コード、５…分配局、８…太陽光発電セル、９…バイパ
スダイオード、１０…第２ユニット（防犯及び監視システム）、１１…第１ユニット（防
犯及び監視システム）、２２…測定装置、２６…太陽光発電センサ、Ａ…配線、Ｌ…接続
配線、Ｚ…インピーダンス
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