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(57)【要約】
【課題】太陽電池パネル本体の異常を検知することが可
能であり、かつ、バイパスダイオードの異常を容易に検
知することが可能な太陽電池パネルの異常検知装置を提
供する。
【解決手段】太陽電池パネル本体３の正極側または負極
側の一方に交流電源５を設けると共に、他方に測定手段
６を設け、異常判定部１１は、交流電源５を制御してバ
イパスダイオード４を逆方向バイアスし、そのときの入
力電圧または入力電流と、出力電圧または出力電流とを
基に太陽電池パネル本体３の異常を判定するパネル本体
異常判定部１２と、交流電源５を制御してバイパスダイ
オード４を順方向バイアスし、そのときの入力電圧また
は入力電流と、出力電圧または出力電流とを基にバイパ
スダイオード４の異常を判定するバイパスダイオード異
常判定部１３とを備えた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池パネルの異常を検知する太陽電池パネルの異常検知装置であって、
　前記太陽電池パネルは、太陽電池パネル本体と、該太陽電池パネル本体の正極にカソー
ドが電気的に接続され、前記太陽電池パネル本体の負極にアノードが電気的に接続された
バイパスダイオードと、を有し、
　前記太陽電池パネル本体の正極側または負極側のいずれか一方に設けられ、前記太陽電
池パネルに、直流電圧を重畳した交流電圧を印加可能な交流電源と、
　前記太陽電池パネル本体の正極側または負極側の他方に設けられ、前記太陽電池パネル
から出力される電圧または電流を測定する測定手段と、
　前記交流電源を制御して前記太陽電池パネルに入力する入力電圧または入力電流を制御
すると共に、その入力電圧または入力電流と、前記測定手段で測定した出力電圧または出
力電流とを比較して、前記太陽電池パネルの異常を判定する異常判定部を有する制御装置
と、
　を備え、
　前記異常判定部は、
　前記交流電源を制御して前記バイパスダイオードを逆方向バイアスし、そのときの入力
電圧または入力電流と、前記測定手段で測定した出力電圧または出力電流とを基に、前記
太陽電池パネル本体の異常を判定するパネル本体異常判定部と、
　前記交流電源を制御して前記バイパスダイオードを順方向バイアスし、そのときの入力
電圧または入力電流と、前記測定手段で測定した出力電圧または出力電流とを基に、前記
バイパスダイオードの異常を判定するバイパスダイオード異常判定部と、
　を備えたことを特徴とする太陽電池パネルの異常検知装置。
【請求項２】
　前記測定手段は、前記太陽電池パネル本体の正極側または負極側の他方に設けられ、前
記太陽電池パネルから出力される電圧を測定する電圧測定手段であり、
　前記異常判定部は、前記交流電源を制御して前記太陽電池パネルに印加する入力電圧を
制御すると共に、その入力電圧と前記電圧測定手段で測定した出力電圧の比を基に、前記
太陽電池パネルの異常を判定するように構成され、
　前記パネル本体異常判定部は、前記交流電源を制御し交流電圧に重畳する直流電圧の大
きさを制御して、前記交流電源から前記太陽電池パネルに、前記バイパスダイオードが逆
方向バイアスされるように入力電圧を印加すると共に、その入力電圧と前記電圧測定手段
で測定した出力電圧の比を基に、前記太陽電池パネル本体の異常を判定するように構成さ
れ、
　前記バイパスダイオード異常判定部は、前記交流電源を制御し交流電圧に重畳する直流
電圧の大きさを制御して、前記交流電源から前記太陽電池パネルに、前記バイパスダイオ
ードが順方向バイアスされるように入力電圧を印加すると共に、その入力電圧と前記電圧
測定手段で測定した出力電圧の比を基に、前記バイパスダイオードの異常を判定するよう
に構成される
　請求項１記載の太陽電池パネルの異常検知装置。
【請求項３】
　前記交流電源を前記太陽電池パネル本体の正極側に設けると共に、前記電圧測定手段を
前記太陽電池パネル本体の負極側に設け、
　前記パネル本体異常判定部は、前記太陽電池パネルが発電をしていないときに、前記交
流電源を制御し交流電圧に正の直流電圧を重畳した入力電圧を前記太陽電池パネルに印加
すると共に、その入力電圧と前記電圧測定手段で測定した出力電圧の比を基に、前記太陽
電池パネル本体の異常を判定するように構成され、
　前記バイパスダイオード異常判定部は、前記太陽電池パネルが発電をしていないときに
、前記交流電源を制御し交流電圧に負の直流電圧を重畳した入力電圧を前記太陽電池パネ
ルに印加すると共に、その入力電圧と前記電圧測定手段で測定した出力電圧の比を基に、
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前記バイパスダイオードの異常を判定するように構成される
　請求項２記載の太陽電池パネルの異常検知装置。
【請求項４】
　前記交流電源と前記太陽電池パネルとの間に、直流成分を除去するコンデンサを挿入す
るか否かを切り替え可能なスイッチング回路をさらに備え、
　前記異常判定部は、前記太陽電池パネルが発電をしているときに、前記コンデンサを挿
入し、前記太陽電池パネルが発電をしていないときに、前記コンデンサを挿入しないよう
に前記スイッチング回路を切り替えるように構成され、
　前記パネル本体異常判定部は、前記太陽電池パネルが発電をしているときに、前記交流
電源を制御し直流電圧を重畳しない交流電圧を入力電圧として前記太陽電池パネルに印加
すると共に、その入力電圧と前記電圧測定手段で測定した出力電圧の比を基に、前記太陽
電池パネル本体の異常を判定するように構成される
　請求項３記載の太陽電池パネルの異常検知装置。
【請求項５】
　前記パネル本体異常判定部または前記バイパスダイオード異常判定部が、前記太陽電池
パネル本体または前記バイパスダイオードの異常を検知したときに、警報を発する警報手
段をさらに備えた
　請求項１～４いずれかに記載の太陽電池パネルの異常検知装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池パネルの故障等の異常を検知する太陽電池パネルの異常検知装置に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、太陽電池パネルが出力する直流電流－電圧特性から太陽電池パネルの故障等
の異常を検知する太陽電池パネルの異常検知装置が知られている（例えば、特許文献１参
照）。
【０００３】
　図８（ａ）に示すように、太陽電池発電システムでは、一般に、複数の太陽電池パネル
８２を直列接続して太陽電池モジュール８１を形成している。各太陽電池パネル８２の太
陽電池パネル本体８３の端部から延びる正極と負極との間には、それぞれバイパスダイオ
ード８４が設けられている（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
　ここで、一例として、図示左から２番目の太陽電池パネル本体８３に影がかかるなどし
て出力が低下した場合を考える。太陽電池パネル本体８３での出力が低下すると、後段（
図示右側）の太陽電池パネル８２からみると、出力が低下した太陽電池パネル本体８３は
抵抗体となる。そのため、後段の太陽電池パネル８２からの電流は、図示破線矢印で示す
ように、出力が低下した太陽電池パネル本体８３をバイパスして、抵抗が略ゼロであるバ
イパスダイオード８４を流れるようになる。このように、バイパスダイオード８４は、後
段の太陽電池パネル８２からの電流をバイパスする役割を果たしている。
【０００５】
　しかし、図８（ｂ）に示すように、出力が低下した太陽電池パネル本体８３に対応する
バイパスダイオード８４が故障し開放状態となってしまうと、後段の太陽電池パネル８２
からの電流は、図示破線矢印で示すように、全て太陽電池パネル本体８３に流れ込んでし
まうことになる。上述のように、出力が低下した太陽電池パネル本体８３は抵抗体となる
ので、流れ込んだ電流により太陽電池パネル本体８３は発熱する。その結果、太陽電池パ
ネル本体８３が過熱して損傷してしまったり、過熱した太陽電池パネル本体８３が熱源と
なって火災が発生してしまうおそれが生じる。
【０００６】
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　このような問題を避けるために、太陽電池パネルの異常を検知する際には、太陽電池パ
ネル本体の異常を検知するだけでなく、バイパスダイオードの異常も検知する必要がある
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－２０１８２７号公報
【特許文献２】特開平１１－３３０５２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載の太陽電池パネルの異常検知装置では、バイパスダイ
オードの異常を検知することができないという問題があった。
【０００９】
　バイパスダイオードの異常を検知する方法としては、例えば、定期的にテスター等で検
査を行い、バイパスダイオードが故障していないかどうかを確認することが考えられるが
、非常に面倒であるという問題があった。
【００１０】
　そこで、本発明の目的は、上記課題を解決し、太陽電池パネル本体の異常を検知するこ
とが可能であり、かつ、バイパスダイオードの異常を容易に検知することが可能な太陽電
池パネルの異常検知装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は上記目的を達成するために創案されたものであり、太陽電池パネルの異常を検
知する太陽電池パネルの異常検知装置であって、前記太陽電池パネルは、太陽電池パネル
本体と、該太陽電池パネル本体の正極にカソードが電気的に接続され、前記太陽電池パネ
ル本体の負極にアノードが電気的に接続されたバイパスダイオードと、を有し、前記太陽
電池パネル本体の正極側または負極側のいずれか一方に設けられ、前記太陽電池パネルに
、直流電圧を重畳した交流電圧を印加可能な交流電源と、前記太陽電池パネル本体の正極
側または負極側の他方に設けられ、前記太陽電池パネルから出力される電圧または電流を
測定する測定手段と、前記交流電源を制御して前記太陽電池パネルに入力する入力電圧ま
たは入力電流を制御すると共に、その入力電圧または入力電流と、前記測定手段で測定し
た出力電圧または出力電流とを比較して、前記太陽電池パネルの異常を判定する異常判定
部を有する制御装置と、を備え、前記異常判定部は、前記交流電源を制御して前記バイパ
スダイオードを逆方向バイアスし、そのときの入力電圧または入力電流と、前記測定手段
で測定した出力電圧または出力電流とを基に、前記太陽電池パネル本体の異常を判定する
パネル本体異常判定部と、前記交流電源を制御して前記バイパスダイオードを順方向バイ
アスし、そのときの入力電圧または入力電流と、前記測定手段で測定した出力電圧または
出力電流とを基に、前記バイパスダイオードの異常を判定するバイパスダイオード異常判
定部と、を備えた太陽電池パネルの異常検知装置である。
【００１２】
　前記測定手段は、前記太陽電池パネル本体の正極側または負極側の他方に設けられ、前
記太陽電池パネルから出力される電圧を測定する電圧測定手段であり、前記異常判定部は
、前記交流電源を制御して前記太陽電池パネルに印加する入力電圧を制御すると共に、そ
の入力電圧と前記電圧測定手段で測定した出力電圧の比を基に、前記太陽電池パネルの異
常を判定するように構成され、前記パネル本体異常判定部は、前記交流電源を制御し交流
電圧に重畳する直流電圧の大きさを制御して、前記交流電源から前記太陽電池パネルに、
前記バイパスダイオードが逆方向バイアスされるように入力電圧を印加すると共に、その
入力電圧と前記電圧測定手段で測定した出力電圧の比を基に、前記太陽電池パネル本体の
異常を判定するように構成され、前記バイパスダイオード異常判定部は、前記交流電源を
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制御し交流電圧に重畳する直流電圧の大きさを制御して、前記交流電源から前記太陽電池
パネルに、前記バイパスダイオードが順方向バイアスされるように入力電圧を印加すると
共に、その入力電圧と前記電圧測定手段で測定した出力電圧の比を基に、前記バイパスダ
イオードの異常を判定するように構成されてもよい。
【００１３】
　前記交流電源を前記太陽電池パネル本体の正極側に設けると共に、前記電圧測定手段を
前記太陽電池パネル本体の負極側に設け、前記パネル本体異常判定部は、前記太陽電池パ
ネルが発電をしていないときに、前記交流電源を制御し交流電圧に正の直流電圧を重畳し
た入力電圧を前記太陽電池パネルに印加すると共に、その入力電圧と前記電圧測定手段で
測定した出力電圧の比を基に、前記太陽電池パネル本体の異常を判定するように構成され
、前記バイパスダイオード異常判定部は、前記太陽電池パネルが発電をしていないときに
、前記交流電源を制御し交流電圧に負の直流電圧を重畳した入力電圧を前記太陽電池パネ
ルに印加すると共に、その入力電圧と前記電圧測定手段で測定した出力電圧の比を基に、
前記バイパスダイオードの異常を判定するように構成されてもよい。
【００１４】
　前記交流電源と前記太陽電池パネルとの間に、直流成分を除去するコンデンサを挿入す
るか否かを切り替え可能なスイッチング回路をさらに備え、前記異常判定部は、前記太陽
電池パネルが発電をしているときに、前記コンデンサを挿入し、前記太陽電池パネルが発
電をしていないときに、前記コンデンサを挿入しないように前記スイッチング回路を切り
替えるように構成され、前記パネル本体異常判定部は、前記太陽電池パネルが発電をして
いるときに、前記交流電源を制御し直流電圧を重畳しない交流電圧を入力電圧として前記
太陽電池パネルに印加すると共に、その入力電圧と前記電圧測定手段で測定した出力電圧
の比を基に、前記太陽電池パネル本体の異常を判定するように構成されてもよい。
【００１５】
　前記パネル本体異常判定部または前記バイパスダイオード異常判定部が、前記太陽電池
パネル本体または前記バイパスダイオードの異常を検知したときに、警報を発する警報手
段をさらに備えてもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、太陽電池パネル本体の異常を検知することが可能であり、かつ、バイ
パスダイオードの異常を容易に検知することが可能な太陽電池パネルの異常検知装置を提
供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施の形態に係る太陽電池パネルの異常検知装置の概略構成図である
。
【図２】（ａ）は、図１の太陽電池パネルの異常検知装置において、太陽電池パネル本体
の異常を判定する際の入力電圧の波形を示す図であり、（ｂ）は、太陽電池パネル本体に
おける入力電圧の周波数と入出力比の関係を示すグラフ図である。
【図３】（ａ）は、図１の太陽電池パネルの異常検知装置において、バイパスダイオード
の異常を判定する際の入力電圧の波形を示す図であり、（ｂ）は、バイパスダイオードに
おける入力電圧の周波数と入出力比の関係を示すグラフ図である。
【図４】図１の太陽電池パネルの異常検知装置の異常判定部における異常判定処理の制御
フローを示すフローチャートである。
【図５】図４のフローチャートにおけるパネル本体異常判定処理の制御フローを示すフロ
ーチャートである。
【図６】図４のフローチャートにおけるバイパスダイオード異常判定処理の制御フローを
示すフローチャートである。
【図７】本発明の他の実施の形態に係る太陽電池パネルの異常検知装置の概略構成図であ
る。
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【図８】（ａ），（ｂ）は、バイパスダイオードが故障した際の問題点を説明する図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を添付図面にしたがって説明する。
【００１９】
　図１は、本実施の形態に係る太陽電池パネルの異常検知装置の概略構成図である。
【００２０】
　図１に示すように、太陽電池パネルの異常検知装置１は、太陽電池パネル２の異常を検
知するためのものであり、交流電源５と、測定手段としての電圧測定手段６と、制御装置
１０と、警報手段２０と、を主に備えている。
【００２１】
　太陽電池パネル２は、太陽電池パネル本体３と、太陽電池パネル本体３の正極にカソー
ドが電気的に接続され、太陽電池パネル本体３の負極にアノードが電気的に接続されたバ
イパスダイオード４と、を有している。図中、太陽電池パネル本体３の正極を＋、負極を
－として示している。
【００２２】
　太陽電池パネルの異常検知装置１では、太陽電池パネル本体３の正極側または負極側の
いずれか一方に交流電源５が設けられ、他方に電圧測定手段６が設けられる。ここでは、
交流電源５を太陽電池パネル本体３の正極側に設けると共に、電圧測定手段６を太陽電池
パネル本体３の負極側に設けた場合を説明する。
【００２３】
　交流電源５としては、太陽電池パネル２に対して、直流電圧を重畳した交流電圧を印加
可能なものを用いる。つまり、交流電源５としては、バイアス機能を有するものを用いる
とよい。また、交流電源５としては、出力する交流電圧の周波数が可変であるものを用い
ることが望ましい。
【００２４】
　電圧測定手段６は、太陽電池パネル２から出力される電圧（出力電圧）Ｖoutを測定す
るものであり、検出抵抗７と出力側交流電圧計８とから構成される。検出抵抗７は、一端
が太陽電池パネル本体３の負極に電気的に接続され、他端が接地される。出力側交流電圧
計８は、検出抵抗７に並列接続される。
【００２５】
　また、太陽電池パネルの異常検知装置１では、太陽電池パネル本体３の正極側には、交
流電源５から太陽電池パネル２に印加する入力電圧Ｖinを測定する入力側交流電圧計９が
設けられている。
【００２６】
　制御装置１０は、交流電源５を制御して太陽電池パネル２に印加する入力電圧Ｖinを制
御すると共に、その入力電圧Ｖinと電圧測定手段６（出力側交流電圧計８）で測定した出
力電圧Ｖoutの比（以下、入出力比という）を基に、太陽電池パネル２の異常を判定する
異常判定部１１を有している。異常判定部１１は、制御装置１０の制御基板１０ａ内の基
本回路１０ｂに実装され、メモリ（ＲＡＭ、ＲＯＭ）やＣＰＵ、Ｉ／Ｏインターフェイス
、ソフトウェア等を適宜組み合わせて実現される。
【００２７】
　制御装置１０の出力端１４と交流電源５とは、出力用制御信号線１６を介して接続され
ており、制御装置１０から交流電源５に、交流電源５が太陽電池パネル２に印加する電圧
（入力電圧Ｖin）を制御する信号（以下、Ｖin信号という）を送信できるようになってい
る。
【００２８】
　また、制御装置１０の入力端１５と、出力側交流電圧計８および入力側交流電圧計９と
は、それぞれ入力用制御信号線１７を介して接続されており、出力側交流電圧計８で測定
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した出力電圧Ｖoutと、入力側交流電圧計９で測定した入力電圧Ｖinとが、それぞれ制御
装置１０に入力されるようになっている。
【００２９】
　さて、異常判定部１１は、太陽電池パネル本体３の異常を判定するパネル本体異常判定
部１２と、バイパスダイオード４の異常を判定するバイパスダイオード異常判定部１３と
、を備えている。
【００３０】
　本実施の形態においては、パネル本体異常判定部１２とバイパスダイオード異常判定部
１３は、太陽電池パネル２が発電をしていない夜間などに、異常の判定を行うようになっ
ている。
【００３１】
　まず、パネル本体異常判定部１２について説明する。
【００３２】
　パネル本体異常判定部１２は、交流電源５を制御し交流電圧に重畳する直流電圧の大き
さを制御して、交流電源５から太陽電池パネル２に、バイパスダイオード４が逆方向バイ
アスされるように入力電圧Ｖinを印加すると共に、入力側交流電圧計９で測定した入力電
圧Ｖinと出力側交流電圧計８で測定した出力電圧Ｖoutの比から入出力比（Ｖout／Ｖin）
を演算し、その入出力比を基に、太陽電池パネル本体３の異常を判定するように構成され
ている。
【００３３】
　本実施の形態では、交流電源５が太陽電池パネル本体３の正極側に接続されているので
、パネル本体異常判定部１２は、図２（ａ）に示すような交流電圧に正の直流電圧を重畳
した入力電圧Ｖinを太陽電池パネル２に印加するようになっている。重畳する直流電圧は
、交流成分を含む入力電圧Ｖin全体の値が正となるように適宜設定すればよい。これによ
り、バイパスダイオード４は常に逆方向バイアスされることとなり、電流は全て太陽電池
パネル本体３側を通り、正極側から負極側に向かって流れることになる。
【００３４】
　ここで、交流電源５が出力する交流電圧の周波数を変化させたときの入出力比の関係（
すなわち太陽電池パネル本体３の交流通過特性）を図２（ｂ）に示す。図２（ｂ）に示す
ように、正常品（図示実線）に比べて、故障品（図示破線）は入出力比が全体的に小さく
なっていることが分かる。また、故障はしていないが劣化している劣化品（図示一点鎖線
）については、１００ｋＨｚ未満の周波数領域において、正常品に比べて入出力比が小さ
くなっていることが分かる。
【００３５】
　つまり、太陽電池パネル本体３が故障したり劣化したりして異常な状態となると、入出
力比が小さくなる。よって、本実施の形態では、入出力比が予め設定した閾値以下である
ときに、太陽電池パネル本体３に異常があると判定するようにパネル本体異常判定部１２
を構成した。なお、これに限らず、例えば、正常品の交流通過特性を予め取得しておき、
測定した入出力比と、正常品の交流通過特性における入出力比との乖離が大きくなったと
きに、太陽電池パネル本体３に異常があると判定するようにパネル本体異常判定部１２を
構成してもよい。パネル本体異常判定部１２は、太陽電池パネル本体３に異常があると判
定すると、後述する警報手段２０に異常信号を送信する。
【００３６】
　また、図２（ｂ）から分かるように、太陽電池パネル本体３の異常を判定する際に交流
電源５から出力する交流電圧の周波数としては、故障のみを判定する場合は１００ｋＨｚ
以上（好ましくは、１００ｋＨｚ以上１０００ｋＨｚ未満）とし、故障・劣化の両者を判
定する場合は、１００ｋＨｚ未満（好ましくは、１ｋＨｚ以上１０ｋＨｚ未満）とすれば
よい。なお、１００ｋＨｚ以上の周波数と、１００ｋＨｚ未満の周波数の両者でそれぞれ
異常の判定を行えば、故障であるか劣化であるかも判定することが可能となる。
【００３７】
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　次に、バイパスダイオード異常判定部１３について説明する。
【００３８】
　バイパスダイオード異常判定部１３は、交流電源５を制御し交流電圧に重畳する直流電
圧の大きさを制御して、交流電源５から太陽電池パネル２に、バイパスダイオード４が順
方向バイアスされるように入力電圧Ｖinを印加すると共に、入力側交流電圧計９で測定し
た入力電圧Ｖinと出力側交流電圧計８で測定した出力電圧Ｖoutの比から入出力比を演算
し、その入出力比を基に、バイパスダイオード４の異常を判定するように構成されている
。
【００３９】
　本実施の形態では、交流電源５が太陽電池パネル本体３の正極側に接続されているので
、バイパスダイオード異常判定部１３は、図３（ａ）に示すような交流電圧に負の直流電
圧を重畳した入力電圧Ｖinを太陽電池パネル２に印加するようになっている。重畳する直
流電圧は、交流成分を含む入力電圧Ｖin全体の値が負となるように、適宜設定すればよい
。これにより、バイパスダイオード４は常に順方向バイアスされることとなり、電流は全
て抵抗が略ゼロであるバイパスダイオード４側を通り、負極側から正極側に向かって流れ
ることになる。
【００４０】
　ここで、交流電源５が出力する交流電圧の周波数を変化させたときの入出力比の関係（
すなわちバイパスダイオード４の交流通過特性）を図３（ｂ）に示す。図３（ｂ）に示す
ように、正常品（図示実線）に比べて、故障品（図示破線）は入出力比が全体的に小さく
なっていることが分かる。
【００４１】
　つまり、上述の太陽電池パネル本体３と同様に、バイパスダイオード４が故障して異常
な状態となると、入出力比が小さくなる。よって、本実施の形態では、入出力比が予め設
定した閾値以下であるときに、バイパスダイオード４に異常があると判定するようにバイ
パスダイオード異常判定部１３を構成した。なお、これに限らず、例えば、正常品の交流
通過特性を予め取得しておき、測定した入出力比と、正常品の交流通過特性における入出
力比との乖離が大きくなったときに、バイパスダイオード４に異常があると判定するよう
にバイパスダイオード異常判定部１３を構成してもよい。バイパスダイオード異常判定部
１３は、バイパスダイオード４に異常があると判定すると、後述する警報手段２０に異常
信号を送信する。
【００４２】
　また、図３（ｂ）から分かるように、バイパスダイオード４の異常を判定する際に交流
電源５から出力する交流電圧の周波数は、１００００ｋＨｚ未満（好ましくは１ｋＨｚ以
上１０００ｋＨｚ未満）とすればよく、煩雑さを避けるために、太陽電池パネル本体３の
異常を判定する際に用いる周波数と同じ周波数を用いることが望ましい。
【００４３】
　なお、本実施の形態では、入力側交流電圧計９で測定した入力電圧Ｖinと、出力側交流
電圧計８で測定した出力電圧Ｖoutとを用いて入出力比を演算したが、これに限らず、交
流電源５へ送信する指示値（Ｖin信号の指示値）をそのまま入力電圧Ｖinとして用いて入
出力比を演算するように、パネル本体異常判定部１２とバイパスダイオード異常判定部１
３を構成してもよい。この場合、入力側交流電圧計９は省略可能である。
【００４４】
　警報手段２０は、パネル本体異常判定部１２またはバイパスダイオード異常判定部１３
が、太陽電池パネル本体３またはバイパスダイオード４の異常を検知したときに、警報を
発するものである。
【００４５】
　本実施の形態では、警報手段２０は、パネル本体異常判定部１２またはバイパスダイオ
ード異常判定部１３から異常信号を受信すると、警告灯２１を点灯して太陽電池パネル本
体３またはバイパスダイオード４の異常を検知したことを管理者に知らせると共に、モニ
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タ２２に太陽電池パネル本体３またはバイパスダイオード４の異常を検知したことを表示
し、これと同時期に、警報メール送信手段２３により、管理者の携帯電話等に警報メール
を送信して、太陽電池パネル本体３やバイパスダイオード４の異常を検知したことを通知
するよう構成されている。
【００４６】
　次に、太陽電池パネルの異常検知装置１の異常判定部１１における異常判定処理の制御
フローについて図４～６を用いて説明する。この異常判定処理は、太陽電池パネル２が発
電をしていない夜間などに実行される。
【００４７】
　異常判定処理を実行するトリガは特に限定するものではなく、管理者が所望するときに
実行するようにしてもよいし、夜間の設定した時間になると自動的に実行するようにして
もよい。また、夜間の設定した時間範囲において、所定の時間間隔で（たとえば１時間お
きに）実行するようにしてもよい。
【００４８】
　図４に示すように、異常判定処理では、パネル本体異常判定処理（ステップＳ１）とバ
イパスダイオード異常判定処理（ステップＳ２）を実行し、処理を終了するようになって
いる。
【００４９】
　まず、ステップＳ１のパネル本体異常判定処理について説明する。
【００５０】
　図５に示すように、パネル本体異常判定処理では、ステップＳ１１にて、パネル本体異
常判定部１２が、制御装置１０の出力端１４から交流電源５にＶin信号を送信し、交流電
源５から太陽電池パネル２に、正の直流電圧を重畳した交流電圧を印加する。
【００５１】
　その後、ステップＳ１２にて、入力側交流電圧計９で入力電圧Ｖinを検出すると共に、
ステップＳ１３にて、出力側交流電圧計８で出力電圧Ｖoutを検出する。ステップＳ１２
，Ｓ１３にて検出された入力電圧Ｖin、出力電圧Ｖoutは、入力端１５から制御装置１０
に入力される。
【００５２】
　入力電圧Ｖinと出力電圧Ｖoutを検出した後、ステップＳ１４にて、パネル本体異常判
定部１２が、入力電圧Ｖinと出力電圧Ｖoutの比である入出力比を演算し、ステップＳ１
５にて、演算した入出力比が予め設定した閾値以下か判定する。
【００５３】
　ステップＳ１５にてＮＯと判断された場合、ステップＳ１６にて、パネル本体異常判定
部１２が、太陽電池パネル本体３に異常がないと判定し、処理を終了する。
【００５４】
　ステップＳ１５にてＹＥＳと判断された場合、ステップＳ１７にて、パネル本体異常判
定部１２が、太陽電池パネル本体３に異常があると判定し、ステップＳ１８にて、警報手
段２０に異常信号を送信した後、処理を終了する。
【００５５】
　次に、ステップＳ２のバイパスダイオード異常判定処理について説明する。
【００５６】
　図６に示すように、バイパスダイオード異常判定処理では、ステップＳ２１にて、バイ
パスダイオード異常判定部１３が、制御装置１０の出力端１４から交流電源５にＶin信号
を送信し、交流電源５から太陽電池パネル２に、負の直流電圧を重畳した交流電圧を印加
する。
【００５７】
　その後、ステップＳ２２にて、入力側交流電圧計９で入力電圧Ｖinを検出すると共に、
ステップＳ２３にて、出力側交流電圧計８で出力電圧Ｖoutを検出する。ステップＳ２２
，Ｓ２３にて検出された入力電圧Ｖin、出力電圧Ｖoutは、入力端１５から制御装置１０
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に入力される。
【００５８】
　入力電圧Ｖinと出力電圧Ｖoutを検出した後、ステップＳ２４にて、バイパスダイオー
ド異常判定部１３が、入力電圧Ｖinと出力電圧Ｖoutの比である入出力比を演算し、ステ
ップＳ２５にて、演算した入出力比が予め設定した閾値以下か判定する。
【００５９】
　ステップＳ２５にてＮＯと判断された場合、ステップＳ２６にて、バイパスダイオード
異常判定部１３が、バイパスダイオード４に異常がないと判定し、処理を終了する。
【００６０】
　ステップＳ２５にてＹＥＳと判断された場合、ステップＳ２７にて、バイパスダイオー
ド異常判定部１３が、バイパスダイオード４に異常があると判定し、ステップＳ２８にて
、警報手段２０に異常信号を送信した後、処理を終了する。
【００６１】
　本実施の形態の作用を説明する。
【００６２】
　本実施の形態に係る太陽電池パネルの異常検知装置１では、交流電源５で重畳する直流
電圧の大きさを制御して、交流電源５から太陽電池パネル２に、バイパスダイオード４が
逆方向バイアスされるように入力電圧Ｖinを印加し、そのときの入出力比を基に太陽電池
パネル本体３の異常を判定し、さらに、交流電源５で重畳する直流電圧の大きさを制御し
て、交流電源５から太陽電池パネル２に、バイパスダイオード４が順方向バイアスされる
ように入力電圧Ｖinを印加し、そのときの入出力比を基に、バイパスダイオード４の異常
を判定している。
【００６３】
　これにより、太陽電池パネル本体３の異常を検知することができ、かつ、バイパスダイ
オード４の異常を検知することが可能な太陽電池パネルの異常検知装置１を実現できる。
バイパスダイオード４の異常を検知することにより、太陽電池パネル２の過熱による故障
や火災の発生を未然に防ぐことができる。
【００６４】
　また、太陽電池パネルの異常検知装置１は、交流電源５でのバイアスを切り替えるのみ
で太陽電池パネル本体３とバイパスダイオード４の両者の異常を検知できるので、システ
ム構成が簡易であり、テスター等を用いて手作業でバイパスダイオード４の検査を行う従
来技術と比較して、バイパスダイオード４の異常を容易に検知することが可能である。
【００６５】
　なお、本実施の形態では、交流電源５を太陽電池パネル本体３の正極側に、電圧測定手
段６を太陽電池パネル本体３の負極側に設けた場合を説明したが、交流電源５を太陽電池
パネル本体３の負極側に、電圧測定手段６を太陽電池パネル本体３の正極側に設けるよう
にしてもよい。この場合、太陽電池パネル本体３の異常を判定する際には、交流電源５で
交流電圧に負の直流電圧を重畳するようにし、バイパスダイオード４の異常を判定する際
には、交流電源５で交流電圧に正の直流電圧を重畳するように構成すればよい。
【００６６】
　また、本実施の形態では、入力電圧と出力電圧との比を用いてバイパスダイオード４の
異常を判定しているが、入力電流と出力電流との比を用いることや、入力交流値（電圧又
は電流）の位相と出力交流値（電圧又は電流）の位相との差を用いることも可能である。
【００６７】
　例えば、入力電流と出力電流との比を用いる場合には、入力側交流電圧計９に替えて入
力側交流電流計を用い、出力側交流電圧計８に替えて出力側交流電流計を測定手段として
用いるようにすればよい。また、入力交流値の位相と出力交流値の位相との差を用いる場
合には、入力電圧又は入力電流の位相を算出する手段を設け、出力電圧又は出力電流の位
相を算出する手段を設けるとよい。
【００６８】
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　つまり、測定手段は、電圧測定手段６に限らず、太陽電池パネル２から出力される電圧
または電流を測定する手段であればよい。また、異常判定部１１は、交流電源５を制御し
て太陽電池パネル２に入力する入力電圧または入力電流を制御すると共に、その入力電圧
または入力電流と、測定手段で測定した出力電圧または出力電流とを比較して、太陽電池
パネル２の異常を判定するよう構成されればよい。この場合、パネル本体異常判定部１２
は、交流電源５を制御してバイパスダイオード４を逆方向バイアスし、そのときの入力電
圧または入力電流と、測定手段で測定した出力電圧または出力電流とを基に、太陽電池パ
ネル本体３の異常を判定することになる。また、バイパスダイオード異常判定部１３は、
交流電源５を制御してバイパスダイオード４を順方向バイアスし、そのときの入力電圧ま
たは入力電流と、測定手段で測定した出力電圧または出力電流とを基に、バイパスダイオ
ード４の異常を判定することになる。
【００６９】
　次に、本発明の他の実施の形態を説明する。
【００７０】
　図７に示す太陽電池パネルの異常検知装置７１は、図１の太陽電池パネルの異常検知装
置１において、太陽電池パネル２で発電をしている最中にも、太陽電池パネル本体３の異
常を検知できるようにしたものである。
【００７１】
　太陽電池パネルの異常検知装置７１は、交流電源５と太陽電池パネル２との間に、直流
成分を除去するコンデンサ７２を挿入するか否かを切り替え可能なスイッチング回路７３
を備えている。
【００７２】
　また、太陽電池パネルの異常検知装置７１では、異常判定部１１は、太陽電池パネル２
が発電をしているときに、コンデンサ７２を挿入し、太陽電池パネル２が発電をしていな
いときに、コンデンサ７２を挿入しないようにスイッチング回路７３を切り替えるように
構成される。
【００７３】
　さらに、太陽電池パネルの異常検知装置７１では、パネル本体異常判定部１２は、太陽
電池パネル２が発電をしているときに、交流電源５を制御し直流電圧を重畳しない交流電
圧を入力電圧Ｖinとして太陽電池パネル２に印加すると共に、その入力電圧Ｖinと電圧測
定手段６で測定した出力電圧Ｖoutの比である入出力比を基に、太陽電池パネル本体３の
異常を判定するように構成される。なお、バイパスダイオード異常判定部１３は、太陽電
池パネル２が発電をしているときには動作しないよう構成される。
【００７４】
　太陽電池パネルの異常検知装置７１では、太陽電池パネル２が発電をしているときには
、交流電源５と太陽電池パネル２との間にコンデンサ７２が挿入されるので、太陽電池パ
ネル２で発電した直流電流が交流電源５側に流れ込むことが抑制される。また、交流電源
５で交流電圧のみを印加すると、印加した交流電圧に太陽電池パネル２自身で発電した直
流電圧が重畳されることとなり、上述の交流電源５にて交流電圧に正の直流電圧を重畳し
た場合と同様に、バイパスダイオード４が逆方向バイアスされた状態になる。よって、パ
ネル本体異常判定部１２にて入出力比を演算し、演算した入出力比が予め設定した閾値以
下となれば、太陽電池パネル本体３に異常があると判定することができる。
【００７５】
　このように、太陽電池パネルの異常検知装置７１によれば、太陽電池パネル２が発電し
ていないときのみならず、太陽電池パネル２が発電しているときにも、太陽電池パネル本
体３の異常を検知することが可能となる。
【００７６】
　本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で
種々の変更を加え得ることは勿論である。
【００７７】
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　例えば、上記実施の形態では、１つの太陽電池パネル２の異常を検知する場合を説明し
たが、複数の太陽電池パネル２を直列に接続した太陽電池モジュールの異常を検知するこ
とも可能である。この場合、太陽電池モジュール全体における正極側または負極側のいず
れか一方に交流電源５を設け、他方に電圧測定手段６を設けることになる。このように構
成することで、太陽電池モジュールを構成する太陽電池パネル２のうち、いずれかの太陽
電池パネル２で太陽電池パネル本体３やバイパスダイオード４に異常が発生したときに、
パネル本体異常判定部１２やバイパスダイオード異常判定部１３で異常と判定することが
可能になる。
【００７８】
　また、上記実施の形態では、入力電圧Ｖinと出力電圧Ｖoutを測定し、これらの比であ
る入出力比を基に、太陽電池パネル本体３やバイパスダイオード４の異常を判定する場合
を説明したが、太陽電池パネル２を流れる電流を測定し、その電流の値を基に（つまり電
流の値が予め設定した閾値以下であるか否かにより）、太陽電池パネル本体３やバイパス
ダイオード４の異常を判定するようにしてもよい。この場合、太陽電池パネル本体３の異
常を検知する際と、バイパスダイオード４の異常を検知する際とで電流の向きが変わるの
で、電流計とＣＴ（Current Transformer；変流器）を組み合わせるなどして、正極側か
ら負極側、負極側から正極側の両方向で電流を測定できるように構成するとよい。
【符号の説明】
【００７９】
１　太陽電池パネルの異常検知装置
２　太陽電池パネル
３　太陽電池パネル本体
４　バイパスダイオード
５　交流電源
６　電圧測定手段（測定手段）
７　検出抵抗
８　出力側交流電圧計
９　入力側交流電圧計
１０　制御装置
１１　異常判定部
１２　パネル本体異常判定部
１３　バイパスダイオード異常判定部
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