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(57)【要約】
【課題】　気象以外の要因によって一時的且つ過渡的に
発生する影に影響されることなく、日射を正確且つ的確
に計測できる日射計測装置を提供する。
【解決手段】　直列接続及び／又は並列接続した複数の
光電変換センサモジュールを用いることで、計測器の一
部を遮蔽する一時的且つ過渡的な影の影響を排除するこ
とを可能とする。これらの光電変換センサモジュールは
、少なくとも１個が影により遮蔽されないように分布配
置及び／又は集合配置されることにより光電変換センサ
モジュール群を形成する。この光電変換センサモジュー
ル群において、最大日射を計測する光電変換センサモジ
ュールからの日射測定値を、自動的に実際の日射量とし
て検出する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
日射を計測すべき対象区画内に２個以上の光電変換センサモジュールを接続したセンサモ
ジュール群を配置し、前記センサモジュール群に気象及び夜間以外の要因に起因した影が
発生した場合に少なくとも１個の光電変換センサモジュールに前記影が生じないように前
記センサモジュール群を構成したことを特徴とする日射計測装置。
【請求項２】
前記センサモジュール群を構成する光電変換センサモジュールは直列に接続されていて、
前記センサモジュール群の短絡電流により、又は前記短絡電流の変換量により前記日射を
計測する請求項１に記載の日射計測装置。
【請求項３】
前記光電変換センサモジュールが、１つ以上の光電変換センサから構成される請求項１又
は２に記載の日射計測装置。
【請求項４】
前記光電変換センサが太陽電池、フォトダイオード、フォトトランジスタ、焦電素子又は
光電セルの１種以上からなる請求項３に記載の日射計測装置。
【請求項５】
前記日射は、日射強度（W/m２）、照度（lux）、光量子束密度（μmol・m-2・s-1）、太
陽光依存性抵抗（Ω）、太陽光発電電力（kW/m2）又は太陽熱集熱量（kW/m2）の１つ以上
である請求項１～４のいずれかに記載の日射計測装置。
【請求項６】
前記センサモジュール群の配置形式が、分散配置型及び／又は集合配置型である請求項１
～５のいずれかに記載の日射計測装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光の日射計測技術に関し、更に詳細には、気象及び夜間以外の要因によ
って一時的に影が発生する環境下における日射計測装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　日射を集光して日射エネルギーを利用する例としては、日射を多数の鏡面により一点に
集光して、生じる高温により熱供給を行う太陽炉、広範囲に設置された多数の太陽電池に
より日射を集光して発電を行う太陽光発電装置、日射に照射された集熱器に水を導入して
加熱することにより温水を得る太陽熱温水器、並びにガラスなどの透明部材により形成さ
れた建築物内に日射を受光して、前記建築物内の環境を制御する温室等が挙げられる。
【０００３】
　これらの日射エネルギー利用手段を使用する際には、注意するべき点が存在する。それ
は、日射は年中において一定ではなく、時刻、季節及び気象により変化することである。
従って、常時に、日射強度を測定することにより、これらの日射エネルギー利用手段から
得られる発熱量、発電量及び光量などを確認しなければならない。発熱量及び／又は発電
量が必要量より低下した場合には、他のエネルギー供給手段を作動させてエネルギーを補
給するか、又は前記日射エネルギー利用手段に接続される装置類の使用を減少或いは停止
する必要が生じる。
【０００４】
　例えば、太陽炉においては、日射が減少する際に、予備加熱機構を作動させるか、又は
熱供給を停止しなければならない。又、太陽光発電装置においては、日射が減少する際に
は、電力を確保するために他の電力発生装置を併用するか、或いは前記太陽光発電装置に
接続された前記電気装置の作動出力を低減するか、前記電気装置を完全に停止することが
必要となる。更に、太陽熱温水器においては、日射が減少する際には、温水量を確保する
ために予備加熱機構を作動させるか、或いは温熱の供給を低減又は停止する必要がある。
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加えて、温室においては、日射が減少する際には、前記温室内において生育される植物が
日射低下時における温度及び光量の低下に耐性を有さないものである場合には、前記温室
内における温度及び照射量を確保するため、予備光源及び予備加熱機構を作動させる必要
がある。
【０００５】
　これらの日射エネルギー利用手段に接続された装置を、全て手動で制御を行うことは、
原理的には可能であるが、非工業的である。工業的有用性を付随させるためには、これら
の装置の制御の自動化が不可欠である。この自動化を実現させるためには、日射計測装置
により日射を測定し、測定された日射量を制御装置へ送信し、前記制御装置に予備装置類
の作動及び前記日射エネルギー利用手段に接続された装置の作動出力の低下或いは作動の
停止を行わせることが必要となる。換言すると、日射エネルギー利用手段の自動制御を行
うためには、日射計測装置が不可欠となる。
【０００６】
　日射を計測するための計測装置に関しては、多くの提案事例があり、多種のセンサ、演
算方法、および機器構成を採用することにより、多様な特徴を持たせている。
【０００７】
　たとえば、特開平８－３２７１４９号公報（特許文献１）においては、日射センサやタ
イマを組み合わせることで、自動的に夜を検出することを可能としている。又、特開２０
０４－０４５２５９号公報（特許文献２）においては、光検出器が検出する照射光の受光
強度を、所定の補正演算式を用いることにより、光検出器の受光面に垂直な方向の受光強
度に補正して日照・日射に関する気象量を測定することが記載されている。更に、特開平
０５－０６６１５３号公報（特許文献３）においては、魚眼レンズにより集光を行うこと
により、直射及び散乱日射光を測定することが記載されている。その他、非特許文献とし
ては、桶真一郎、松崎洋三、福重直行、見目喜重、滝川浩史、榊原建樹：「Ｓｉフォトダ
イオード型直達日射計の試作とその性能評価」、太陽エネルギー、Ｖｏｌ．３２，Ｎｏ．
３，ｐｐ．４９－５５（２００６）（非特許文献１）においては、センサとしてＳｉフォ
トダイオードを用いることにより、従来の熱電対を用いる場合よりも、日射変動に対して
高速に応答することが可能な日射計が提案されている。
【特許文献１】特開平８－３２７１４９号公報
【特許文献２】特開２００４－０４５２５９号公報
【特許文献３】特開平０５－０６６１５３号公報
【非特許文献１】桶真一郎、松崎洋三、福重直行、見目喜重、滝川浩史、榊原建樹：「Ｓ
ｉフォトダイオード型直達日射計の試作とその性能評価」、太陽エネルギー、Ｖｏｌ．３
２，Ｎｏ．３，ｐｐ．４９－５５（２００６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、これまでに提案された日射計測装置は、いずれも重大な欠点を有していた。そ
れは、なんらかの原因によって発生した一時的且つ過渡的な影が受光部の一部あるいは全
部を遮蔽すると、前記装置が曇天又は夜間と誤判断して、誤作動を生じる可能性が存在す
ることである。
【０００９】
　日射エネルギー利用手段の周辺に建材、建築物又は運搬車等が存在すると、これらに由
来する一時的且つ過渡的な影が、時間帯に応じてセンサを遮蔽してしまい、このセンサが
計測する日射量が実際の日射量よりも低くなる。この影によるセンサの遮蔽は、前記日射
エネルギー利用手段を建築物が周辺に全く存在しない土地に設置しない限り、回避が困難
である。この影によるセンサの遮蔽により、制御装置が誤作動を起こしてしまい、エネル
ギーの浪費及び前記利用手段及び接続装置類の破損等の損害をもたらす。
【００１０】
　本発明者は、従来技術において、一時的且つ過渡的な影による影響を排除できる日射計
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測装置が存在するかどうかを検索したが、このような日射計測装置は一切発見できなかっ
た。
【００１１】
　図２１は、前記日射エネルギー利用手段として温室を使用した例において、従来の日射
計測装置を使用した場合の、一時的且つ過渡的な影による影響を示す時間経過概要図であ
る。図２１に示されるように、もし電信柱１が温室２の付近にあれば、太陽３の相対的な
移動により、或る時間において、電信柱の影４が光電変換センサモジュール４を遮蔽する
可能性がある。この場合においては、実際に温室２内へ照射される日射と、光電変換セン
サモジュール５が計測する日射が相違することになる。影による光電変換センサモジュー
ル５への光量の低下を、光電変換センサモジュール５が日射の低下として誤認するので、
環境保持用の装置が誤作動してしまう。
【００１２】
　このような一時的且つ過渡的な影に由来する誤作動による重大な障害としては、エネル
ギーの浪費の他に、過度な照射及び温度上昇による栽培植物の商品価値の低下、果てには
栽培植物の枯死等の大損害がある。従って、温室環境制御に用いられる日射計測装置は、
雲の動きや時間経過に伴う太陽高度及び位置の変化による日射変動を検出すべきであり、
建築物、建築物の骨組み、及び外部の建築物などによって発生する一時的且つ過渡的な影
の影響による日射変動を検出すべきではない。
【００１３】
　日射計測装置を屋外に設置する場合には、上記のような一時的且つ過渡的な影が発生し
ない場所に設置することは可能である。しかし、温室など、屋内における日射状況の把握
が重要な場合には、日射計測装置を屋内に設置する必要がある。従って、日射計測装置を
設置できる場所が限定され、屋外の建築物などによる影を回避できなくなる可能性が生じ
る。更に温室の骨組み等の建材による影に遮蔽される可能性も生じる。
【００１４】
　図２２は、光電変換センサモジュール５を温室２内に設置した場合における斜視図であ
る。ここにおいては、温室２の屋内を、破断線２０により可視化している。図２２におい
ては、光電変換センサモジュール５は、温室２内に設置された支柱２１上に設置されてい
るが、この他にも光電変換センサモジュール５を梁２２上に設置する場合、及び光電変換
センサモジュール５を屋根から針金により吊す場合などもある。何れの場合においても、
温室内の建材に由来する影による遮蔽を回避するのは困難である。温室２においては、梁
２２、格子２３及び柱２４などの建材が必然的に存在する。これらの建材はガラスなどの
透明材質では構成できず、アルミ、木、鉄などの堅固な材質を必要とする。従って、建材
が影を発生することは必然である。又、これらの建材は丸形、角形、Ｈ型及びＬ型などの
数々の形状のものが混在されて使用されていて、更に前記建材上においてはネジ及びボル
トなどの突起物が存在するので、発生する影の形状は不規則なものとなり、前記影による
光電変換センサモジュール５の影の回避は一層困難なものとなる。
【００１５】
　上記においては温室を例として記述したが、他の日射エネルギー利用手段においても、
一時的且つ過渡的な影による周辺装置の誤作動は、無視できない障害及び損害をもたらす
。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、上記の課題を解決するために成されたものであり、本発明は、２つ以上の隔
離された光電変換センサモジュールからなる光電変換センサモジュール群を備える。従っ
て、1つ以上の光電変換センサモジュールが一時的且つ過渡的な影に遮蔽された場合にお
いても、前記影が前記光電変換センサモジュール群の範囲より小さい場合には、少なくと
も1つの光電変換センサモジュールが前記影を回避することができる。この前記影を回避
した光電変換センサモジュールの計測値を優先的に測定することにより、前記影が存在し
ない場合と同程度の計測値を得ることができるので。前記影による影響を排除することが
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できる。
【００１７】
　従って、本発明の第１の形態は、日射を計測すべき対象区画内に２個以上の光電変換セ
ンサモジュールを接続したセンサモジュール群を配置し、前記センサモジュール群に気象
及び夜間以外の要因に起因した影が発生した場合に少なくとも１個の光電変換センサモジ
ュールに前記影が生じないように前記センサモジュール群を構成した日射計測装置である
。
【００１８】
　本発明の第２の形態は、第１の形態において、前記センサモジュール群を構成する光電
変換センサモジュールは直列に接続されていて、前記センサモジュール群の短絡電流によ
り、又は前記短絡電流の変換量により前記日射を計測する日射計測装置である。
【００１９】
　本発明の第３の形態は、第１又は２の形態において、前記光電変換センサモジュールが
、１つ以上の光電変換センサから構成される日射計測装置である。
【００２０】
　本発明の第４の形態は、第３の形態において、前記光電変換センサが太陽電池、フォト
ダイオード、フォトトランジスタ、焦電素子又は光導電セルの１種以上からなる日射計測
装置である。
【００２１】
　本発明の第５の形態は、第１～４の形態のいずれかにおいて、前記日射は、日射強度（
W/m２）、照度（lux）、光量子束密度（μmol・m-2・s-1）、太陽光依存性抵抗（Ω）、
太陽光発電電力（kW/m2）又は太陽熱集熱量（kW/m2）の１つ以上である日射計測装置であ
る。
【００２２】
　本発明の第６の形態は、第１～５の形態のいずれかにおいて、前記センサモジュール群
の配置形式が、分散配置型及び／又は集合配置型である日射計測装置である。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の第１の形態によれば、２個以上の光電変換センサモジュールを使用するので、
気象及び夜間以外の要因に起因した影により１個の光電変換センサモジュールが遮蔽され
た場合においても、残る１個以上の光電変換センサモジュールにより日射を検知でき、従
って影の有無に依存されずに、実際の日射を探知できる。従って、影による誤作動を生じ
ることが無く、確実な日射エネルギー利用手段の自動制御を行うことができる。
【００２４】
　ここにおける光電変換センサとは、個々の光電変換素子を指し、例えば、太陽電池、フ
ォトダイオード、フォトトランジスタ、焦電素子又は光導電セルなどが具体例として列挙
される。
【００２５】
　光電変換センサモジュールは、１個の光電変換センサを用いるか、或いは複数の光電変
換センサを並列及び／又は直列接続することにより形成される。光電変換センサが複数存
在する場合は、これらの光電変換センサが相互に近接し、且つ電気接続されていることに
より光電変換センサモジュールとなる。光電変換モジュールは前記日射エネルギー利用手
段上の１点に存在すると見なされ、前記１点における日射を計測する。光電変換センサ１
個のみでも光電変換センサモジュールとして機能する。しかし、複数の光電変換センサを
近接させて電気接続することにより、日射測定の感度などが向上する利点が得られる。
【００２６】
　光電変換センサモジュール群を形成するには、上記光電変換センサモジュール２個又は
それ以上を電気接続することが必要である。この光電変換センサモジュール群においては
、センサモジュール１個が一時的且つ過渡的な影により遮蔽されても、残る１個以上のセ
ンサモジュールが前記影により遮蔽されない必要がある。従って、少なくとも１個のセン
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サモジュールが前記影を回避するためには、前記センサモジュールは相互に十分な間隔を
有する必要があり、１点に集中してはならない。
【００２７】
　気象及び夜間に起因した影は、前記日射エネルギー利用手段を全て遮蔽する。この影は
、前記センサモジュールも遮蔽するが、この遮蔽されたセンサモジュールが計測する日射
量は前記日射エネルギー利用手段に照射する日射量と同様である。従って、気象及び夜間
に起因した影は、測定される日射量の誤測を生じることはない。
【００２８】
　その反面、気象及び夜間に起因しない影とは、建築物及び運搬車などに由来する一時的
且つ過渡的な影であり、この影は前記日射エネルギー利用手段よりも小さいので、前記利
用手段の一部しか遮蔽しない。従って、前記影が前記センサモジュールを遮蔽しても、前
記利用手段を完全に遮蔽しないので、計測値が実際の日射量より低下する。従って、気象
及び夜間に起因しない影は、計測される日射量の誤測を生じる。この誤測を防止するため
に、複数の光電変換センサモジュールが必要となる。
【００２９】
　本発明の日射計測装置は、日射を計測するための計測装置であって、２つ以上の光電変
換センサモジュールで構成されており、計測装置の出力する計測値が、計測装置の一部分
に発生する一時的且つ過渡的な影の影響によって変動しないようにできる点が、従来装置
よりも優れている。
【００３０】
　本発明の第２の形態によれば、光電変換センサモジュールが直列に接続され、光電変換
センサモジュール群の短絡電流を利用して日射を計測するので、複雑な回路を使用せずに
、一時的且つ過渡的な影により遮蔽されていないセンサモジュールからの信号を実際の日
射を示すものとして検知できる。この特性は、光電変換センサとして太陽電池を使用する
際に、最も有用である。
【００３１】
　光電変換センサモジュールとして太陽電池を使用する際には，太陽電池を直列に接続し
て光電変換センサモジュール群である太陽電池群を形成し，それぞれの太陽電池と並列に
バイパスダイオードを接続する。太陽電池は定電流源であるので，太陽電池群全体に一様
に日射が照射されている場合，太陽電池群の短絡電流は個々の太陽電池の短絡電流と等し
い。影などによって太陽電池群を形成する一部の太陽電池が遮蔽された場合，遮蔽された
太陽電池の短絡電流は他の太陽電池の短絡電流よりも低下する。しかし，バイパスダイオ
ードが接続されているため，太陽電池群の短絡電流は，遮蔽された太陽電池の短絡電流低
下の影響を受けず，短絡電流が最大である太陽電池の短絡電流値をとる。従って、太陽電
池がそれぞれ一時的且つ過渡的な影により発電量が低下しても、太陽電池群によって得ら
れる短絡電流値は前記影に遮蔽されない太陽電池の短絡電流値となるので、一時的且つ過
渡的な影に影響されない日射計測装置を作成できる。
【００３２】
　短絡電流とは、並列に抵抗を接続して、太陽電池或いは太陽電池群の両極を短絡するこ
とにより得られる電流である。この短絡電流値は、前記抵抗の抵抗値が十分低ければ、前
記太陽電池或いは前記太陽電池群から得られる電流値と同様である。従って、前記太陽電
池群から短絡電流値を得ることにより、一時的且つ過渡的な影に影響されずに日射量を計
測することができる。
【００３３】
　太陽電池で構成されたセンサモジュール及びセンサモジュール群の出力は、その両端に
接続した抵抗の両端に発生する電圧を計測することにより、オームの法則に基づき、短絡
電流値を得る。このとき、用いられる抵抗値を、太陽電池で構成されたセンサモジュール
の動作点が短絡電流値近くになるように選定することが好ましい。
【００３４】
　前記太陽電池群から直接得られる物理量は、電流であり、即ち太陽電池発電電力である
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。しかし、日射などの光照射は、日射強度、照度、および光量子束密度などの物理量で表
示されることが慣例である。従って、前記電流を慣用性がより高い物理量に変換する必要
が生じる。この太陽電池群から直接得られる物理量を変換した物理量が変換量である。
【００３５】
　センサモジュール群から出力される電流値iscを日射Iに換算するためには、式（１）を
使用する。
　　Ｉ＝Ｋ・ｉｓｃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）
【００３６】
　上式における変換係数Kは、使用する太陽電池の種類および計測対象とする日射の種類
（日射強度、照度、および光量子束密度）に応じて、事前に定めておくことが好ましい。
【００３７】
　上式に基づいて電流値を計測値に変換する際には、日射計測装置内部に設置される変換
器を用いるか、あるいは、日射計測装置外部に接続される変換装置を用いることが好まし
い。
【００３８】
　本発明の第３の形態によれば、光電変換センサモジュールが、１つ以上の光電変換セン
サから構成されるので、１つの光電変換センサの特性が低すぎる場合において、１つ以上
のセンサを組み合わせて光電変換センサモジュールとすることにより、得られる特性を高
めることができる。
【００３９】
　ここにおける光電変換センサとは、個々の光電変換素子を指し、例えば、太陽電池、フ
ォトダイオード、フォトトランジスタ、焦電素子又は光導電セルなどを示す。
【００４０】
　光電変換センサモジュールは、１個の光電変換センサを用いるか、或いは複数の光電変
換センサを並列及び／又は直列接続することにより形成される。光電変換センサが複数存
在する場合は、これらの光電変換センサが相互に近接し、且つ電気接続されていることに
より光電変換センサモジュールとなる。光電変換モジュールは前記日射エネルギー利用手
段上の１点に存在すると見なされ、前記１点における日射を計測する。
【００４１】
　光電変換センサ１個のみでも光電変換センサモジュールとして機能する。しかし、複数
の光電変換センサを近接させて電気接続することにより、日射測定の感度などが向上する
利点が得られる。例えば、起電力の弱い太陽電池しか入手できず、各個の太陽電池から得
られる電流が実用に耐えられないほど低い場合、これらの太陽電池を並列に接続すること
により、実用に十分な電流を得ることができる。
【００４２】
　本発明の第４の形態によれば、光電変換センサとして、太陽電池、フォトダイオード、
フォトトランジスタ、焦電素子又は光導電セルの１種以上を使用できるので、センサの入
手の容易性及び使用時に要求される特性に応じて、光電変換センサを任意に選択し、光電
変換センサモジュール群の設計に柔軟性を与えることができる。
【００４３】
　前記太陽電池としては、単結晶シリコン型太陽電池、多結晶シリコン型太陽電池、微結
晶シリコン型太陽電池、アモルファスシリコン型太陽電池、薄膜シリコン型太陽電池、ハ
イブリッド型（HIT型）太陽電池、多接合型太陽電池、球状シリコン型太陽電池、GaAs系
太陽電池、CIS系太陽電池、CZTS太陽電池、CdTe-CdS系太陽電池、InP系太陽電池、SiGe系
太陽電池、Ge太陽電池、ZnO/CuAlO2太陽電池（透明太陽電池）、色素増感太陽電池、有機
薄膜太陽電池及び量子ドット型太陽電池等を使用できる。
【００４４】
　前記フォトダイオードとしては、シリコンフォトダイオード、ゲルマニウムフォトダイ
オード、InGaAr系フォトダイオード、InP系フォトダイオード、PbS系フォトダイオード、
ショットキーフォトダイオード及びアバランシェフォトダイオード等を使用できる。
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【００４５】
　前記フォトトランジスタとしては、シリコンフォトトランジスタ、ゲルマニウムフォト
トランジスタ、InGaAr系フォトトランジスタ及びInP系フォトトランジスタ等を使用でき
る。
【００４６】
　前記焦電素子としては、チタン酸ジルコン酸鉛焦電素子、直列内部接続型熱電堆及び並
列内部接続型熱電堆等を使用できる。
【００４７】
　前記光導電セルとしては、CdS系光導電セル、CdSe系光導電セル、PbS系光導電セル、Ge
Cu系光導電セル及びシリコン光導電セル等が使用できる。
【００４８】
　本発明の第５の形態によれば、日射を計測する手段として、日射強度、照度、光電子束
密度、太陽光依存性抵抗、太陽光発電電力又は太陽熱集熱量の１つ以上を使用できるので
、日射として測定できる物理量に柔軟性を持たせることができる。
【００４９】
　光電変換センサとして太陽電池を使用する場合は、太陽光発電電力が最適である。前記
センサとしてフォトダイオード及び／又はフォトトランジスタを使用する場合は、太陽光
発電電力或いは光電子束密度が最適である。前記センサとして焦電素子を使用する場合は
、太陽熱集熱量が最適である。前記センサとして光導電セルを使用する場合は、太陽光依
存性抵抗が最適である。日射強度及び照度は、これらのセンサにより直接に測定できない
が、日射量として広く認知されているので、前記測定量を換算して変換量を得ることによ
り、既に存在するデータとの比較を可能にする。
【００５０】
　本発明の第６の形態によれば、光電変換センサモジュール群の形態として、分散配置型
及び／又は集合配置型を使用できるので、装備する建物の形状における利用可能な面域及
び予想される影の形状等に応じて前記センサモジュール群の形状を設計できる。
【００５１】
　分散配置とは、光電変換センサモジュールが２ｍ以上の間隔を有する様に配置されるこ
とである。ここにおける間隔は、屋外における大きな建設物などによる影の影響を回避す
るために好適である。このような分散配置型は、一時的且つ過渡的な影の大小による影響
を受けにくいという長所を有する。
【００５２】
　集合配置とは、半径２ｍの範囲内に複数の光電変換センサモジュールが配置されること
である。ここにおける半径は、屋内に存在する建材及び照明具などによる影の影響を回避
するのに好適である。例としては、光電変換センサモジュールを碁盤目状に配置するマト
リックス配置が挙げられる。前記光電変換センサモジュールが形成する形状が１面であり
、１点ではないので、一時的且つ過渡的な影が十分小さい場合は、この影が光電変換セン
サモジュール群を全て遮蔽することはない。従って、前記センサモジュール群内の少なく
とも１個の光電変換センサモジュールから正確且つ的確な日射量が得られる。このような
集合配置型は、影が大きい場合には、センサモジュール群が完全に遮蔽されて使用できな
い反面、必要とする配線が短いので、建設費が低下し、且つ信頼性が向上する。
【００５３】
　温室の骨組み等によって発生する直線的な形状をした影を想定する場合，光電変換セン
サモジュール群にかかる影の最小幅をｄｓ１とすると，影の最小幅方向の延長線上に位置
する最も離れた２つの光電変換センサモジュールの最小間隔ｄが，上記ｄｓ１よりも大き
い場合には，前記センサモジュール群内の少なくとも１個の光電変換センサモジュールか
ら正確且つ的確な日射量が得られる。
【００５４】
　温室に使用される建材において最大の横幅を有する柱のｄｓ１が３０ｃｍとすると、上
記ｄを最小３０ｃｍとする必要がある。但し、柱による影の影響を回避することにより、
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格子による影のみを対象とする場合には、格子のｄｓ１が５ｃｍとすると、上記ｄが最小
５ｃｍとなる。即ち、格子による影の影響を回避するためには、光電変換センサモジュー
ル間の間隔を最小５ｃｍとすることが望ましい。また、集合配置型の例として、例えば、
縦５０ｍｍ×横５０ｍｍの大きさの光電変換センサモジュール９枚を、３０mmの間隔で縦
・横にそれぞれ３枚ずつ、同一平面上に配置する場合、センサモジュール群の大きさは縦
２１０ｍｍ×横２１０ｍｍとなり、縦方向・横方向ともに最大１１０ｍｍの幅の影の影響
を回避することができる。また，縦２０ｍｍ×横８０ｍｍの大きさの光電変換センサモジ
ュール２５枚を、縦は５０mmの間隔で、横は３０ｍｍの間隔で、それぞれ５枚ずつ、同一
平面上に配置する場合、センサモジュール群の大きさは縦３００ｍｍ×横５２０ｍｍとな
り、縦方向は最大２６０ｍｍの幅の影の影響を回避することができ、横方向は最大３６０
ｍｍの幅の影の影響を回避することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５５】
　本発明における日射計測装置は、一時的且つ過渡的な影による影響を受けることなく、
正確且つ的確な日射強度を測定することを目的にする。この目的を達成するため、直列及
び／又はは並列に接続された１つ以上の太陽電池で構成される光電変換センサモジュール
を使用し、２つ以上の前記光電変換センサジュールを直列に接続し、短絡電流を測定でき
るように配線を行い、光電変換センサモジュール群を編成する。
【００５６】
　図１は２個以上の光電変換センサモジュール５、６及び７が分散設置されて形成された
光電変換センサモジュール群の一時的且つ過渡的な影による影響を示す時間経過概要図で
あり、図２１との比較図でもある。電信柱１による影が太陽３に依存して移動し、或る時
間帯において電信柱１による影が光電変換センサモジュール５を遮蔽する。しかし、他の
光電変換センサモジュール６及び７が同時に影により遮蔽されないので、正確且つ的確な
日射を検知することができる。
【００５７】
　図１における光電変換センサモジュール群は、光電変換センサモジュール５、６及び７
が分散配置されることにより形成される。このような分散配置型は、一時的且つ過渡的な
影の大小による影響を受け難いという長所を有する。
【００５８】
　図２は、２個以上の光電変換センサモジュール５、６及び７が集合配置されて形成され
た光電変換センサモジュール群の一時的且つ過渡的な影による影響を示す時間経過概要図
である。このような集合配置型は、必要とする配線が短いので、建設費が低下し、且つ信
頼性が向上するという長所を有する。
【００５９】
　図３は、光電変換センサモジュール複数個が集合配置されて形成された光電変換センサ
モジュール群３０を温室屋内に設置した場合における斜視図である。ここにおいては、温
室２の屋内を、破断線２０により可視化している。設置場所を適切に選択することにより
、柱や梁などの極太な建材による影を回避することができるので、格子などの細身な建材
による影による影響のみを考慮すれば良いことになる。もし格子の幅が５ｃｍであれば、
光電変換センサモジュール群３０内の光電変換センサモジュールの間隔が最小５ｃｍであ
れば良いことになる。上記したとおり、前記光電変換センサモジュールの間隔ｄが対象と
する建設物の幅ｄｓ１よりも短ければ良い。
【００６０】
　図４は、光電変換センサモジュール８内における光電変換センサ９の接続方法を示すブ
ロック図である。複数の光電変換センサ９は、直列及び／又は並列に接続されて、光電変
換センサモジュール８を形成する。複数の光電変換センサ９をこのように接続することに
より、得られる感度などを向上させることができる。但し、光電変換センサ９が一個で充
分な特性を示す場合には、光電変換センサ９一個により光電変換センサモジュール８を形
成することもできる。
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【００６１】
　図５は、本発明の日射計測装置の全体構造を示すブロック図である。本発明の日射計測
装置１０は、２つ以上の光電変換センサモジュール８からなる光電変換センサモジュール
群１１とその両端に並列に接続された抵抗１２で構成され、抵抗の両端に発生する電圧を
、計測値として出力する。この電圧から、オームの法則に基づき、短絡電流値を得る。ま
た、電圧値を日射強度、照度、および光量子束密度に変換する変換器を内蔵あるいは外部
接続する。２つ以上の前記センサモジュールのうち、少なくとも２つは直列に接続される
。前記センサモジュールの両端に接続される抵抗の抵抗値は、全センサモジュールの短絡
電流値を読み取れるよう、充分に小さい値とする。
【００６２】
　図６は、光電変換センサモジュール群である太陽電池群において、直列接続された２個
の光電変換センサモジュールである太陽電池の内１個を影が遮蔽することにより、電流－
電圧特性曲線がどのように変化するかを示す概念図である。ここにおいては、太陽電池は
２個両方ともバイパスダイオードを装備しているものと仮定する。
【００６３】
　図６Ｃは、２個の太陽電池の内１個を影が完全に遮蔽する場合の電流－電圧特性曲線１
５である。この場合は、バイパスダイオードの抵抗による影響を除いて、１個の太陽電池
のみが存在する場合における電流－電圧特性曲線と差異はない。太陽電池は定電流電源と
して作動するので、電圧が或る数値まで上昇するまで、電流は殆ど変化しない。しかし、
電圧が一定以上になると、電流が急速に低下する。
【００６４】
　図６Ａは、２個の太陽電池が何れにも影により遮蔽されない場合の電流－電圧特性曲線
１３である。先に記述したように、太陽電池は定電流電源として作動するので、太陽電池
が２個直列に接続されても、電流は変化しない。しかし、電流が急速に低下するまでの電
圧が、太陽電池が１個の場合と比べて２倍になる。
【００６５】
　図６Ｂは、２個の太陽電池の内１個を影が半分遮蔽する場合の電流－電圧特性曲線１４
である。この場合においては、一定の電圧までは、電流は殆ど変化しない。しかし、或る
電圧まで上昇すると、電流は急速に半分に低下する。ここにおける電圧は、太陽電池が１
個しかない場合において、電流が急速に低下する電圧とほぼ同様である。この段階におけ
る電流は、影により遮蔽された太陽電池の起電力に依存する。更に電圧が一定以上まで上
昇すると、電流は急速に零に低下する。ここにおける電圧は、影により遮蔽されない太陽
電池２個が直列接続された場合において、電流が急速に低下する電圧とほぼ同様である。
【００６６】
　注目すべき点は、図６Ａ～Ｃの何れの場合も、短絡電流は変化しないことである。同一
の抵抗値を有する抵抗を図６Ａ～Ｃに示される回路に並列に接続すると、抵抗の電流－電
圧特性曲線１６が、図６Ａ～Ｃ上で、同一の電流値及び電圧値において、電流－電圧特性
曲線１３～１５と交差する。これらの交差点が、太陽電池群の動作点１７～１９である。
１個の太陽電池を遮蔽する影の状態に係わらず、影に遮蔽されていない太陽電池の起電力
に由来する電流値が得られるので、太陽電池群における日射の最高値を検出できることに
なる。このような特性を得るためには、抵抗の電流－電圧特性曲線１６の傾斜が十分に大
きいことが必要であり、この為には、前記抵抗の抵抗値が十分に低いことが要求される。
【００６７】
　ここにおいては、太陽電池即ち光電変換センサモジュールは、全て同じ光起電特性即ち
光応答特性を有するものと仮定している。しかし、光応答特性が異なる光電変換センサモ
ジュールにより光電変換センサモジュール群が形成された場合には、電流－電圧特性曲線
における予期が難い不規則性などの不都合が生じるので、できるだけ光電変換センサモジ
ュールの光応答特性を均一にすることが好ましい。
【００６８】
　光電変換センサモジュール群を形成する光電変換センサモジュールの光応答特性が相互
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に異なっている場合には，前記光電変換センサモジュール及び／または光電変換センサモ
ジュールを形成する光電変換センサのうち，光応答に対する応答が大きいものの一部を制
御することにより，前記光電変換センサモジュール群を形成する全ての光電変換センサモ
ジュールの光応答特性が同様になるようにする。
【００６９】
　前記制御の方法としては、例えば，紙，粘着テープ，金属板，プラスチック板，インク
，粘土などによる個々のモジュールの物理的遮断、及び電気回路による個々のモジュール
の電気的制御などが具体例として列挙される。
【００７０】
　［実施例１：影に一部遮蔽された光電変換センサモジュール群］
　単結晶シリコン型太陽電池１個を光電変換センサ且つ光電変換センサモジュールとし、
これらの太陽電池３個を直列に接続して光電変換センサモジュール群を作成した。これら
の太陽電池の内、１個は面積の１／４を遮蔽し、１個は面積の１／２を遮蔽し、残る１個
は未遮蔽とした。
【００７１】
　図７は、複数の単結晶シリコン型太陽電池が直列接続された太陽電池モジュールの一部
に影が発生している場合の電流－電圧特性である。このとき、短絡電流値は0.55Aであり
、変化しない。これは、太陽電池が等価的に定電流源で表されるからである。したがって
、電圧が十分に低い動作点において電流を測定すれば、一時的且つ過渡的な影が発生して
いても、あたかも前記影が発生していないかのような電流値が得られる。例えば、並列抵
抗を18Ωにした場合、作動電圧が10Vとなり、作動電流が短絡電流と同じ値の0.55Aとなる
ので、影により変動しない作動電流が得られる。
【００７２】
　又、日射強度の強弱の、光電変換センサモジュール群への影響について実験を行った。
本実験におけるそれぞれの日射強度において、起電力の異なる単結晶シリコン型太陽電池
群を使用したので、短絡電流と日射強度は、比例関係とはならなかった。本実験は、日射
強度の強弱にも係わらずに、本発明が有用であるかどうかを調査するために実行したもの
である。
【００７３】
　図８は、日射強度が0.73 kW/m2である場合における影の影響を示す電流－電圧特性図で
ある。上のプロットから順に、影無し（Ａ）、影有り（Ｂ）である。日射強度が0.73 kW/
m2の場合においては、短絡電流が3.3Aであり、電流が急激に低下する電圧が約4.2Vである
。従って、並列抵抗を1.3Ω以下にすることにより、一時的な影に影響されない作動電流
が得られる。
【００７４】
　図９は、日射強度が0.68 kW/m2である場合における影の影響を示す電流－電圧特性図で
ある。上のプロットから順に、影無し（Ａ）、影有り（Ｂ）である。日射強度が0.68 kW/
m2の場合においては、短絡電流が2.4Aであり、電流が急激に低下する電圧が約3.2Vである
。従って、並列抵抗を1.3Ω以下にすることにより、一時的な影に影響されない作動電流
が得られる。
【００７５】
　図１０は、日射強度が0.5 kW/m2の場合における影の影響を示す電流－電圧特性図であ
る。上のプロットから順に，影無し（Ａ），1/3影（Ｂ），2/3影（Ｃ）である。又、影無
しの場合の電流－電圧特性曲線（推定）（Ｄ）も含めている。日射強度が0.5 kW/m2の場
合においては、短絡電流が3.4Aであり、電流が急激に低下する電圧が約3Vである。従って
、並列抵抗を0.9Ω以下とすることにより、一時的な影に影響されない作動電流が得られ
る。
【００７６】
　このように、本発明は、日射強度の変動にも係わらず、一時的な影に影響されずに、測
定日射が最大である光電変換センサモジュールからの日射量を、正しい日射量として探知
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できる。従って、直列接続された太陽電池から短絡電流を得れば、常に太陽電池群の内の
最高値を得られるので、一時的且つ過渡的な影に影響されずに、常に的確な日射量を検知
できる。
【００７７】
　［実施例２：太陽電池の短絡電流と日射強度の線形関係］
　正確な日射を測定するためには、一時的且つ過渡的な影による短絡電流の無影響だけで
は不十分であり、前記短絡電流と日射強度が明確に対応することが必要である。より好ま
しくは、式（１）の使用が可能となるために、前記短絡電流と前記日射強度が線形関係を
有することである。
【００７８】
　本実施例においては、数種類の太陽電池による短絡電流を測定し、同時に熱電堆を使用
して日射強度を測定し、これらの数値の関連性を評価した。
【００７９】
　図１１は、日射強度の変動がゆるやかな晴天日における日射強度系列図である。午前５
時頃から正午に至るまでの日射強度の上昇及び正午から午後７時（１９時）頃に至るまで
の日射強度の下向が順調に進行することが理解できる。
【００８０】
　図１２～１５は、晴天日における太陽電池の短絡電流値と日射強度との関係を示す相関
グラフである。使用した太陽電池は、図１２においては単結晶シリコン型であり、図１３
においては多結晶シリコン型であり、図１４においてはアモルファスシリコン型であり、
図１５においては、ハイブリッド型（HIT型）である。
【００８１】
　これらの図から、太陽電池の短絡電流値と日射強度との間には、線形な関係があること
がわかる。したがって、太陽電池の短絡電流値を計測することにより、日射強度を算出す
ることが可能である。
【００８２】
　図１６は、日射強度が激しく変動した晴天・曇天日における日射強度系列図である。図
１１と比較して、日射強度の変化が急激且つ不規則であることが理解できる。
【００８３】
　図１７～２０は、晴天・曇天日における太陽電池の短絡電流値と日射強度との関係をに
示す相関グラフである。使用した太陽電池は、図１７においては単結晶シリコン型であり
、図１８においては多結晶シリコン型であり、図１９においてはアモルファスシリコン型
であり、図２０においては、ハイブリッド型（HIT型）である。
【００８４】
　これらの図から、日射強度が激しく変動した場合には、太陽電池の短絡電流値と日射強
度との線形性が低下することがわかる。しかしながら、これは、日射強度を計測した日射
計のセンサである熱電堆が熱電対で構成されているため、応答速度が遅く、実際の日射強
度の激しい変化に追従していなかったからである。したがって、太陽電池を用いた日射計
測は、日射強度が激しく変動した晴天・曇天日にも適用できる。
【００８５】
　本実施例におけるデータからも理解できるように、太陽電池の短絡電流と日射強度の関
係は、天候には関係なく、日中における全範囲内において線形であり、従って式（１）を
用いて短絡電流から日射強度を計算することは非常に容易である。この為、太陽電池を日
射強度の測定に容易に使用でき、測定から得られた数値を有用に温室管理などに応用でき
る。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　日射エネルギー利用手段における電力・熱需要の推測・予測のためには、日射計測が不
可欠である。よって、園芸農業など、温室を利用した農業においては、温室内の日射状況
を把握することが不可欠である。
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【００８７】
　本日射計測装置は、使用するセンサが太陽電池であるので安価であり、普及が期待でき
る。また、温室内の日射状況を把握する際に問題となる温室建材及び外部建築物の一時的
且つ過渡的な影の影響も受けない。
【００８８】
　また、本日射計測装置は気象・エネルギー分野において重要な指標である日射強度、環
境・建築分野において重要な指標である照度、農業分野において重要な指標である光量子
束密度を計測することができるので、これらの各分野における利用が期待される。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】２個以上の光電変換センサモジュール５、６及び７が分散設置されて形成された
光電変換センサモジュール群の影による影響を示す時間経過概要図である。
【図２】２個以上の光電変換センサモジュール５、６及び７が集合配置されて形成された
光電変換センサモジュール群の影による影響を示す時間経過概要図である。
【図３】光電変換センサモジュール複数個が集合配置されて形成された光電変換センサモ
ジュール群を温室屋内に設置した場合における斜視図である。
【図４】光電変換センサモジュール内における光電変換センサの接続方法を示すブロック
図である。
【図５】本発明の日射計測装置の全体構成を示すブロック図である。
【図６】光電変換センサモジュール群である太陽電池群において、直列接続された２個の
太陽電池の内１個に影が遮蔽することによる、電流－電圧特性曲線の変化を示す概念図で
ある。
【図７】実施例１において、３個の単結晶シリコン型太陽電池が直列接続された太陽電池
モジュールの電流－電圧特性図である。
【図８】実施例１において、日射強度が0.73 kW/m2である場合における影の影響を示す電
流－電圧特性図である。
【図９】実施例１において、日射強度が0.68 kW/m2である場合における影の影響を示す電
流－電圧特性図である。
【図１０】実施例１において、日射強度が0.5 kW/m2の場合における影の影響を示す電流
－電圧特性図である。
【図１１】実施例２における、日射強度の変動がゆるやかな晴天日の日射強度時系列例で
ある。
【図１２】実施例２における、日射強度の変動がゆるやかな晴天日の単結晶シリコン型太
陽電池の短絡電流値と日射強度との相関グラフである。
【図１３】実施例２における、日射強度の変動がゆるやかな晴天日の多結晶シリコン型太
陽電池の短絡電流値と日射強度との相関グラフである。
【図１４】実施例２における、日射強度の変動がゆるやかな晴天日のアモルファスシリコ
ン型太陽電池の短絡電流値と日射強度との相関グラフである。
【図１５】実施例２における、日射強度の変動がゆるやかな晴天日のハイブリッド型（HI
T型）太陽電池の短絡電流値と日射強度との相関グラフである。
【図１６】実施例２における、日射強度が激しく変動した晴天・曇天日の日射強度時系列
例である。
【図１７】実施例２における、日射強度が激しく変動した晴天・曇天日の単結晶シリコン
型太陽電池の短絡電流値と日射強度との相関グラフである。
【図１８】実施例２における、日射強度が激しく変動した晴天・曇天日の多結晶シリコン
型太陽電池の短絡電流値と日射強度との相関グラフである。
【図１９】実施例２における、日射強度が激しく変動した晴天・曇天日のアモルファスシ
リコン型太陽電池の短絡電流値と日射強度との相関グラフである。
【図２０】実施例２における、日射強度が激しく変動した晴天・曇天日のハイブリッド型
（HIT型）太陽電池の短絡電流値と日射強度との相関グラフである。
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【図２１】従来の日射計測装置において、影による影響を示す時間経過概要図である。
【図２２】光電変換センサモジュールを温室内に設置した場合における斜視図である。
【符号の説明】
【００９０】
　　１　　電信柱
　　２　　温室
　　３　　太陽
　　４　　電信柱の影
　　５　　光電変換センサモジュール
　　６　　光電変換センサモジュール
　　７　　光電変換センサモジュール
　　８　　光電変換センサモジュール
　　９　　光電変換センサ
　１０　　日射計測装置
　１１　　光電変換センサモジュール群
　１２　　抵抗
　１３　　直列接続された太陽電池の電流－電圧特性曲線
　１４　　１個の太陽電池が半分遮蔽された場合の電流－電圧特性曲線
　１５　　１個の太陽電池が完全に遮蔽された場合の電流－電圧特性曲線
　１６　　抵抗の電流－電圧特性曲線
　１７　　直列接続された太陽電池及び抵抗の動作点
　１８　　１個の太陽電池が半分遮蔽された場合の動作点
　１９　　１個の太陽電池が完全に遮蔽された場合の動作点
　２０　　破断線
　２１　　支柱
　２２　　梁
　２３　　格子
　２４　　柱
　３０　　集合配置型の光電変換センサモジュール群
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