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(57)【要約】
【課題】簡易な検出回路によって直流回路の絶縁不良を
高感度かつ安全に検出すること。
【解決手段】この絶縁抵抗測定装置１は、直流電源回路
２の対地絶縁抵抗を測定する装置であって、直列電源４
の正極３Ａ及び負極３Ｂに接続するための接続端子６Ａ
，６Ｂと、接続端子６Ａ，６Ｂと接地電位との間に接続
され、接続端子６Ａ，６Ｂと接地電位との間の接続を切
り換えるスイッチ素子７Ａ，７Ｂと、接続端子６Ａ，６
Ｂのそれぞれと接地電位との間にスイッチ素子７Ａ，７
Ｂを介して接続された抵抗素子８Ａ，８Ｂと、抵抗素子
８Ａ，８Ｂにおける電圧降下を検出する電圧検出部９と
、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流回路の対地絶縁抵抗を測定する絶縁抵抗測定装置であって、
　前記直流回路の２つの測定点に接続するための第１及び第２の接続端子と、
　前記第１及び第２の接続端子と接地電位との間に接続され、前記第１及び第２の接続端
子と前記接地電位との間の接続を切り換える切換部と、
　前記第１及び第２の接続端子と前記接地電位との間に前記切換部を介して接続された少
なくとも１つの抵抗素子と、
　前記抵抗素子における電圧降下を検出する電圧検出部と、
を備えることを特徴とする絶縁抵抗測定装置。
【請求項２】
　前記切換部を前記第１の接続端子側に切り換えたときに前記電圧検出部が検出した前記
電圧降下の値と、前記切換部を前記第２の接続端子側に切り換えたときに前記電圧検出部
が検出した前記電圧降下の値とに基づいて、前記対地絶縁抵抗を演算する演算部をさらに
備える、
ことを特徴とする請求項１記載の絶縁抵抗測定装置。
【請求項３】
　前記切換部は、前記第１の接続端子と前記接地電位との間に接続された第１のスイッチ
素子と、前記第２の接続端子と前記接地電位との間に接続された第２のスイッチ素子とを
有し、
　前記抵抗素子は、前記第１の接続端子と前記第１のスイッチ素子との間に接続された第
１の抵抗素子と、前記第２の接続端子と前記第２のスイッチ素子との間に接続された第２
の抵抗素子とを有する、
ことを特徴とする請求項１又は２記載の絶縁抵抗測定装置。
【請求項４】
　第１の抵抗素子と前記第２の抵抗素子とは抵抗値が等しい、
ことを特徴とする請求項３に記載の絶縁抵抗測定装置。
【請求項５】
　前記直流回路は、太陽電池モジュールを含むものであることを特徴とする請求項１～４
のいずれか１項に記載の絶縁抵抗測定装置。
【請求項６】
　直流回路の対地絶縁抵抗を測定する絶縁抵抗測定方法であって、
　前記直流回路の第１の測定点と接地電位との間に抵抗素子を接続し、該抵抗素子に発生
する第１の電圧降下を検出するステップと、
　前記直流回路の第２の測定点と接地電位との間に前記第１の抵抗素子と同一又は異なる
抵抗素子を接続し、該抵抗素子に発生する第２の電圧降下を検出するステップと、
　前記第１及び第２の電圧降下の値に基づいて、前記対地絶縁抵抗を算出するステップと
、
を備えることを特徴とする絶縁抵抗測定方法。
【請求項７】
　前記第１の電圧降下に対応する抵抗素子と前記第２の電圧降下に対応する抵抗素子とは
抵抗値が等しい、
ことを特徴とする請求項６に記載の絶縁抵抗測定方法。
【請求項８】
　前記第１及び第２の測定点は、直流電源回路の正極又は負極のいずれかであることを特
徴とする請求項６又は７に記載の絶縁抵抗測定方法。
【請求項９】
　前記直流回路は、太陽電池モジュールを含むものであることを特徴とする請求項６～８
のいずれか１項に記載の絶縁抵抗測定方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、直流回路の対地絶縁抵抗を測定するための絶縁抵抗測定装置及び絶縁抵抗測
定方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、電源回路等の直流回路の安全対策として地絡を検出することが重要視されて
いる。直流回路に地絡箇所が存在すると、直流回路の絶縁不良箇所に触れることで感電事
故を誘発してしまうばかりか、２点の地絡箇所に起因する火災を発生させる場合もある。
このような地絡を検出する方法としては、下記特許文献１に記載のように、複数の直流ラ
インを流れる直流電流の電流量の差を検出用コアを介して検出することにより、測定対象
導線に生じた直流地絡を検出する方法が知られている。その他、直流回路の測定点に抵抗
素子を介して交流電源を接続して、この抵抗成分を流れる電流に印加電圧と同相成分が存
在するかどうかで地絡の有無を検出する方法や、直流回路の測定点と接地電位との間に直
流電源及び抵抗素子を接続して測定点に直流バイアスを印加し、抵抗素子を介した漏れ電
流を測定することにより地絡の有無を検出する方法も知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１５３９９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の検出方法においては、実際に地絡電流が発生す
ればそれを検出することが可能となるが、地絡に至る危険性が潜んだ絶縁不良を検出する
ことは困難である。また、直流回路に交流電源を接続する方法においては、抵抗素子を流
れる電流に関する位相差を検出する必要があるため、検出回路の構成が複雑化する傾向に
ある。さらに、直流回路に直流バイアスを印加する方法においては、地絡箇所によって検
出感度が大きく左右されることになるほか、不要な直流電圧を印加すること自体が地絡や
直流回路の故障を招くことになり好ましくない。
【０００５】
　そこで、本発明は、かかる課題に鑑みて為されたものであり、簡易な検出回路によって
直流回路の絶縁不良を高感度かつ安全に検出することが可能な絶縁抵抗測定装置及び絶縁
抵抗測定方法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】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明の絶縁抵抗測定装置は、直流回路の対地絶縁抵抗を測
定する絶縁抵抗測定装置であって、直流回路の２つの測定点に接続するための第１及び第
２の接続端子と、第１及び第２の接続端子と接地電位との間に接続され、第１及び第２の
接続端子と接地電位との間の接続を切り換える切換部と、第１及び第２の接続端子と接地
電位との間に切換部を介して接続された少なくとも１つの抵抗素子と、抵抗素子における
電圧降下を検出する電圧検出部と、を備える。
【０００７】
　このような絶縁抵抗測定装置によれば、直流回路の２つの測定点のそれぞれに第１及び
第２の接続端子を接続し、切換部を第１の接続端子側及び第２の接続端子側に排他的に切
り換えることにより、電圧検出部によって、一方の接続点と接地電位との間に接続された
抵抗素子における電圧降下と、他方の接続点と接地電位との間に接続された抵抗素子にお
ける電圧降下とを別々に検出することができる。その結果、２つの電圧降下の値に基づい
て直流回路の対地絶縁抵抗を導き出すことができる。従って、簡易な検出回路によって直
流回路の絶縁不良を絶縁不良の箇所に関係なく高感度に検出することができるとともに、
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不要な電圧を印加することも無いので検出時の安全性も確保することができる。
【０００８】
　切換部を第１の接続端子側に切り換えたときに電圧検出部が検出した電圧降下の値と、
切換部を第２の接続端子側に切り換えたときに電圧検出部が検出した電圧降下の値とに基
づいて、対地絶縁抵抗を演算する演算部をさらに備える、ことが好ましい。この場合、直
流回路の絶縁不良を高感度かつ瞬時に検出することができる。
【０００９】
　また、切換部は、第１の接続端子と接地電位との間に接続された第１のスイッチ素子と
、第２の接続端子と接地電位との間に接続された第２のスイッチ素子とを有し、抵抗素子
は、第１の接続端子と第１のスイッチ素子との間に接続された第１の抵抗素子と、第２の
接続端子と第２のスイッチ素子との間に接続された第２の抵抗素子とを有する、ことも好
ましい。
【００１０】
　かかる構成を採れば、第１のスイッチ素子と第２のスイッチ素子が誤って同時に閉じて
しまった場合の直流回路を流れる不要電流を最小限に減らすことができる。
【００１１】
　さらに、第１の抵抗素子と第２の抵抗素子とは抵抗値が等しい、ことも好ましい。こう
すれば、第１及び第２の抵抗素子の電圧降下の値と、直流回路の２つの測定点間の電位差
に基づいて容易に対地絶縁抵抗を算出することができる。
【００１２】
　またさらに、直流回路は、太陽電池モジュールを含むものであることも好ましい。この
ような太陽電池モジュールを含む直流回路は配線が長くなったり、設置面積が大きくなる
傾向にあるので、本発明の絶縁抵抗測定装置を使用するとより効果的である。
【００１３】
　或いは、本発明の絶縁抵抗測定方法は、直流回路の対地絶縁抵抗を測定する絶縁抵抗測
定方法であって、直流回路の第１の測定点と接地電位との間に抵抗素子を接続し、該抵抗
素子に発生する第１の電圧降下を検出するステップと、直流回路の第２の測定点と接地電
位との間にその抵抗素子と同一又は異なる抵抗素子を接続し、該抵抗素子に発生する第２
の電圧降下を検出するステップと、第１及び第２の電圧降下の値に基づいて、対地絶縁抵
抗を算出するステップと、を備える。
【００１４】
　このような絶縁抵抗測定方法によれば、直流回路の第１の測定点に第１の接続端子を接
続して、第１の接続点と接地電位との間に接続された抵抗素子における電圧降下を検出し
た後に、直流回路の第２の測定点に第２の接続端子を接続して、第２の接続点と接地電位
との間に接続された抵抗素子における電圧降下を検出する。そして、２つの電圧降下の値
に基づいて直流回路の対地絶縁抵抗を導き出す。これにより、簡易な検出回路によって直
流回路の絶縁不良を絶縁不良の箇所に関係なく高感度に検出することができるとともに、
不要な電圧を印加することも無いので検出時の安全性も確保することができる。
【００１５】
　第１の電圧降下に対応する抵抗素子と第２の電圧降下に対応する抵抗素子とは抵抗値が
等しい、ことが好ましい。この場合、２つの抵抗素子の電圧降下の値と、直流回路の２つ
の測定点間の電位差に基づいて容易に対地絶縁抵抗を算出することができる。
【００１６】
　また、第１及び第２の測定点は、直流電源回路の正極又は負極のいずれかであることも
好ましい。こうすれば、直流電源回路の絶縁不良箇所を回路全体に亘って効率的に検出す
ることができる。
【００１７】
　さらに、直流回路は、太陽電池モジュールを含むものであることも好ましい。このよう
な太陽電池モジュールを含む直流回路は配線が長くなったり、設置面積が大きくなる傾向
にあるので、本発明の絶縁抵抗測定方法を使用するとより効果的である。
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【発明の効果】
【００１８】
　本発明の絶縁抵抗測定装置によれば、簡易な検出回路によって直流回路の絶縁不良を高
感度かつ安全に検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の好適な一実施形態にかかる絶縁抵抗測定装置の構成を、測定対象である
直流電源回路と共に示す回路ブロック図である。
【図２】図１の絶縁抵抗測定装置による絶縁抵抗測定方法を示すフローチャートである。
【図３】本発明の変形例にかかる絶縁抵抗測定装置の構成を、測定対象である直流電源回
路と共に示す回路ブロック図である。
【図４】本発明の比較例にかかる絶縁抵抗測定方法を説明するための回路ブロック図であ
る。
【図５】本発明の比較例にかかる絶縁抵抗測定方法を説明するための回路ブロック図であ
る。
【図６】本発明の比較例にかかる絶縁抵抗測定方法を説明するための回路ブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照しつつ本発明に係る絶縁抵抗測定装置及び絶縁抵抗測定方法の好適な
実施形態について詳細に説明する。なお、図面の説明においては同一又は相当部分には同
一符号を付し、重複する説明を省略する。
【００２１】
　図１は、本発明の好適な一実施形態にかかる絶縁抵抗測定装置１の構成を、測定対象で
ある直流電源回路２と共に示す回路ブロック図である。同図に示すように、絶縁抵抗測定
装置１は、複数の太陽電池モジュール３が直列に接続された直列電源４とその直列電源４
の正極３Ａ及び負極３Ｂに接続されて直流電圧を三相の交流電圧に変換するインバータ回
路５とを含む直流電源回路２を対象にして、対地絶縁抵抗を測定するための装置である。
なお、直流電源回路２のインバータ回路５としては、直列電源４の１点の絶縁不良箇所へ
の接触による感電を防止するためにトランスを内蔵する絶縁型のインバータ回路が使用さ
れる。
【００２２】
　絶縁抵抗測定装置１は、直流電源回路２の２つの測定点に接続するための２つの接続端
子６Ａ，６Ｂを有している。この接続端子６Ａ，６Ｂの接続先としては、例えば、直列電
源４の正極３Ａ及び負極３Ｂが挙げられるが、直列電源４の他の接続点であってもよい。
【００２３】
　この接続端子６Ａと接地電位との間には、接続端子６Ａと接地電位との間の接続をオン
／オフするスイッチ素子（切換部）７Ａが接続され、接続端子６Ｂと接地電位との間には
、接続端子６Ｂと接地電位との間の接続をオン／オフするスイッチ素子（切換部）７Ｂが
接続されている。このようなスイッチ素子７Ａ，７Ｂとしては、ＦＥＴ等の半導体スイッ
チや機械式スイッチを用いることができる。
【００２４】
　さらに、接続端子６Ａと接地電位との間には、スイッチ素子７Ａを介して直列に抵抗値
Ｒｄの抵抗素子８Ａが接続され、接続端子６Ｂと接地電位との間には、スイッチ素子７Ｂ
を介して直列に抵抗素子８Ａと等しい抵抗値Ｒｄの抵抗素子８Ｂが接続されている。詳細
には、抵抗素子８Ａは、接続端子６Ａとスイッチ素子７Ａとの間に接続され、抵抗素子８
Ｂは、接続端子６Ｂとスイッチ素子７Ｂとの間に接続される。
【００２５】
　この抵抗素子８Ａ，８Ｂの抵抗値Ｒｄとしては、検出範囲の絶縁抵抗値と許容される検
出時間とに応じて適宜設定されうるが、直列電源４の対地容量がＣ０［F］の場合は、抵



(6) JP 2011-2417 A 2011.1.6

10

20

30

40

50

抗値Ｒｄが、検出範囲の絶縁抵抗値の１／２以上、検出時間［sec］／（３×Ｃ０［F］）
以下に設定されることが好ましい。これは、抵抗値Ｒｄが検出範囲の絶縁抵抗値よりも極
端に小さいと絶縁抵抗測定装置１自体で地絡状態を招いてしまい安全性に問題を生じ、絶
縁抵抗測定装置１による検出電圧が過渡状態から落ち着くためには対地容量Ｃ０と抵抗値
Ｒｄとで決まる時間の経過を要するためである。例えば、Ｃ０＝1μFの場合で絶縁抵抗10
0kΩを検出時間1secで検出したい場合には、50kΩ≦Ｒｄ≦300kΩに設定することが好ま
しい。
【００２６】
　加えて、抵抗素子８Ａ，８Ｂの両端には、抵抗素子８Ａ，８Ｂの両端の電圧降下を検出
する電圧検出部９が接続され、電圧検出部９の検出信号の出力には、検出信号をアナログ
デジタル変換するＡ／Ｄコンバータ１０が接続され、Ａ／Ｄコンバータ１０の出力には、
変換された検出信号に基づいて直流電源回路２の対地絶縁抵抗を演算する演算部１２が接
続されている。
【００２７】
　演算部１２は、対地絶縁抵抗を演算する機能と共に、スイッチ素子７Ａ，７Ｂのオン／
オフを切り換えるための制御信号を生成し、スイッチ素子７Ａ，７Ｂに送出する機能も有
している。このような演算部１２としては、パーソナルコンピュータに代表される汎用計
算機を用いてもよいし、アナログＩＣ回路やＰＬＤ（Programmable Logic Device）回路
を用いてもよい。
【００２８】
　具体的には、演算部１２は、スイッチ素子７Ａ，７Ｂのうちスイッチ素子７Ａをオンし
、スイッチ素子７Ｂをオフした場合、すなわち、接地電位との接続を接続端子６Ａ側に切
り換えた時に電圧検出部９によって生成された検出電圧値Ｖ１をＡ／Ｄコンバータ１０経
由でデジタル信号として受け取り内蔵メモリ（図示せず）に保持する。さらに、演算部１
２は、スイッチ素子７Ａ，７Ｂのうちスイッチ素子７Ａをオフし、スイッチ素子７Ｂをオ
ンした場合、すなわち、接地電位との接続を接続端子６Ｂ側に切り換えた時に電圧検出部
９によって生成された検出電圧値Ｖ２をＡ／Ｄコンバータ１０経由でデジタル信号として
受け取る。そして、演算部１２は、内蔵メモリに保持しておいた検出電圧値Ｖ１を読み出
し、２つの検出電圧値Ｖ１，Ｖ２に基づいて、下記式（１）；
Rleak = Rd×| V0 / (V1-V2) | - Rd …（１）
に基づいて、対地絶縁抵抗Ｒｌｅａｋを演算する。ここで、電圧値Ｖ０は、直列電源４の
２つの測定点である正極３Ａ及び負極３Ｂ間の電位差を表し、既知の値である。さらに、
演算部１２は、演算した対地絶縁抵抗Ｒｌｅａｋを、内蔵又は外付けのディスプレイ装置
等の各種出力装置に出力する。
【００２９】
　次に、図２を参照して、絶縁抵抗測定装置１の動作について説明するとともに、本実施
形態にかかる絶縁抵抗測定方法について詳述する。
【００３０】
　まず、接続端子６Ａ，６Ｂのそれぞれが直列電源４の正極３Ａ及び負極３Ｂに接続され
た後、演算部１２への所定の操作入力を契機として、演算部１２は、スイッチ素子７Ｂに
対してスイッチ素子７Ｂをオフするための制御信号を送出すると同時に、スイッチ素子７
Ａに対してスイッチ素子７Ａをオンするための制御信号を送出する。スイッチ素子７Ａと
スイッチ素子７Ｂが同時にオンとなる危険を回避するため、スイッチ素子７Ｂをオフにし
た後、所定の待ち時間後にスイッチ素子７Ａをオンにすることも可能である（ステップＳ
１０１）。これにより、直列電源４の正極３Ａと接地電位との間に抵抗素子８Ａが接続さ
れることになる。このとき、電圧検出部９によって抵抗素子８Ａにおける電圧降下が検出
され、検出電圧Ｖ１がＡ／Ｄコンバータ１０を経由して演算部１２に送られる（ステップ
Ｓ１０２）。これに対して、演算部１２において、抵抗素子８Ａの電圧降下の値Ｖ１が内
蔵メモリに記憶される（ステップＳ１０３）。なお、当該スイッチ素子７Ａがオンとなっ
てから、電圧降下値Ｖ１を取得する間には、後述するとおり、所定の待ち時間を挿入する
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ことが好ましい。
【００３１】
　その後、演算部１２は、スイッチ素子７Ａに対してスイッチ素子７Ａをオフに切り換え
るための制御信号を送出すると同時に、又は２個のスイッチが同時にオンとなる危険を回
避するための所定の待ち時間の経過後、スイッチ素子７Ｂに対してスイッチ素子７Ｂをオ
ンに切り換えるための制御信号を送出する（ステップＳ１０４）。これにより、直列電源
４の負極３Ｂと接地電位との間に抵抗素子８Ｂが接続されることになる。このとき、電圧
検出部９によって抵抗素子８Ｂにおける電圧降下が検出され、検出電圧Ｖ２がＡ／Ｄコン
バータ１０を経由して演算部１２に送られる（ステップＳ１０５）。なお、当該スイッチ
素子７Ｂがオンとなってから、電圧降下値Ｖ２を取得する間には、後述するとおり、所定
の待ち時間を挿入することが好ましい。これに対して、演算部１２において、内蔵メモリ
から電圧降下の値Ｖ１が読み出され、電圧降下の値Ｖ１，Ｖ２を上記式（１）に適用する
ことにより、直流電源回路２の対地絶縁抵抗値Ｒｌｅａｋが算出される（ステップＳ１０
６）。最後に、算出された対地絶縁抵抗値Ｒｌｅａｋが出力装置に出力される（ステップ
Ｓ１０７）。
【００３２】
　ここで、スイッチ素子７Ａ，７Ｂを切り替えた直後、当該状態での抵抗素子８Ａ，８Ｂ
には直流電源回路４の対地静電容量に起因する電流がながれるため、所定の待ち時間を挟
むことが好ましい。この待ち時間は、対地静電容量を、抵抗素子８Ａ，８Ｂの抵抗値で除
した値の２倍以上、好ましくは３倍以上であることが適切である。この待ち時間を置かな
いと、対地絶縁抵抗値の計測値に誤差が大きくなるおそれがある。
【００３３】
　以上説明した絶縁抵抗測定装置１及びそれを用いた絶縁抵抗測定方法によれば、直列電
源４の２つの測定点のそれぞれに接続端子６Ａ，６Ｂを接続し、スイッチ素子７Ａ，７Ｂ
接続端子６Ａ側及び接続端子６Ｂ側に排他的に切り換えることにより、電圧検出部９によ
って、一方の接続点と接地電位との間に接続された抵抗素子８Ａにおける電圧降下と、他
方の接続点と接地電位との間に接続された抵抗素子８Ｂにおける電圧降下とを別々に検出
することができる。その結果、２つの電圧降下の値に基づいて直流電源回路２の対地絶縁
抵抗を導き出すことができる。従って、スイッチ素子及び抵抗素子等から成る簡易な検出
回路によって直流回路の絶縁不良を絶縁不良の箇所に関係なく高感度に検出することがで
きるとともに、測定対象に不要な電圧を印加することも無いので検出時の安全性も確保す
ることができる。
【００３４】
　本実施形態における利点を比較例と対比しつつ具体的に説明する。まず、図４に示すよ
うに、直列電源４の正極３Ａ及び負極３Ｂと接地電位との間に抵抗素子９０１Ａ，９０１
Ｂを互いに並列となるように接続し、抵抗素子９０１Ａと抵抗素子９０１Ｂとの接続点９
０２から接地電位に向けた漏れ電流を監視することにより、直流電源回路２の地絡を検出
することも考えられる。しかしながら、このような検出方法では、直列電源４の電気的な
中点における地絡を検出することができない。これに対して、絶縁抵抗測定装置１によれ
ば、任意の箇所での絶縁抵抗を検出できる。
【００３５】
　一方、図５に示すように、直列電源４の正極３Ａ等の任意の測定点に、抵抗素子９０３
及び交流電源９０４を接続し、抵抗素子９０３における電圧降下において交流電圧と同相
成分（抵抗成分）が存在するかを判定することにより、直流電源回路２の地絡を検出こと
も考えられる。しかしながら、この検出方法では電圧降下の位相を検出する必要があるた
め検出回路の構成が複雑になる傾向がある。これに対して、絶縁抵抗測定装置１では、２
つの電圧降下の値を検出して演算する手法を取っているので検出回路が単純化され信頼性
も高い。
【００３６】
　さらに、図６に示すように、直列電源４の正極３Ａ等の任意の測定点に、直流電源９０
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れ電流を監視することにより、直流電源回路２の地絡を検出ことも考えられる。この場合
は、地絡箇所によって検出感度が大きく変化してしまうこと、直流電源回路２に不要な高
電圧が印加されてしまう等の問題が存在する。これに対して、絶縁抵抗測定装置１では、
直列電源４の任意の箇所における絶縁抵抗を検出することができるとともに、不要な電圧
を印加することもない。
【００３７】
　また、接地電位に対して、スイッチ素子７Ａ及び抵抗素子８Ａと、スイッチ素子７Ｂ及
び抵抗素子８Ｂとを分岐して接続しているので、スイッチ素子７Ａ，７Ｂが誤って同時に
閉じてショートしてしまった場合の直流電源回路２を流れる不要電流を最小限に減らすこ
とができる。
【００３８】
　さらに、抵抗素子８Ａと抵抗素子８Ｂとは抵抗値が等しいので、抵抗素子８Ａ，８Ｂの
電圧降下の値Ｖ１，Ｖ２と、直列電源４の正極３Ａと負極３Ｂ間の電位差Ｖ０とに基づい
て、容易に対地絶縁抵抗Ｒｌｅａｋを算出することができる。
【００３９】
　またさらに、配線が比較的長く設置面積も大きい太陽電池モジュール３を含む直流電源
回路２を測定対象にすることで、絶縁抵抗測定装置１による高感度な絶縁抵抗の検出が有
効に発揮される。
【００４０】
　なお、本発明は、前述した実施形態に限定されるものではない。例えば、図３に示す本
発明の変形例である絶縁抵抗測定装置１０１のように、抵抗素子は１つ以上備えていれば
よく、具体的には、２つのスイッチ素子７Ａ，７Ｂと接地電位との間に共通に接続された
抵抗素子１０８を備えていてもよい。この場合も、スイッチ素子７Ａ，７Ｂを交互に切り
換えながら抵抗素子１０８の電圧降下を電圧検出部９によって検出することで対地絶縁抵
抗Ｒｌｅａｋを算出することができる。このような構成にすれば、回路構成をより簡素化
できる。
【００４１】
　また、演算部１２は、内蔵メモリによって電圧降下値を記憶する機能を有するデジタル
回路のほか、アナログ信号のレベルを保持するホールド回路を内蔵するアナログ回路によ
って実現されてもよい。従って、Ａ／Ｄコンバータ１０は省略されていてもよい。この場
合、スイッチ素子７Ａ，７Ｂをオンにしてから、電圧降下値Ｖ１またはＶ２を取得するま
での間に挿入される待ち時間の間は、ホールド素子は電圧降下値を取得することがないよ
う、入力信号を取り込まないことが必要である。またこの場合、スイッチ素子動作のタイ
ミングおよびホールド回路動作のタイミングは、演算部１２自体で決定する必要はなく、
別途設けたタイマーの指示により決定することも可能である。
【符号の説明】
【００４２】
　１，１０１…絶縁抵抗測定装置、２…直流電源回路、３…太陽電池モジュール、３Ａ…
正極、３Ｂ…負極、６Ａ，６Ｂ…接続端子、７Ａ，７Ｂ…スイッチ素子、８Ａ，８Ｂ，１
０８…抵抗素子、９…電圧検出部、１２…演算部。　　　
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