PVソリューションシステム

PV無線ストリング監視システム・PVマイクロコンバータ

既存設備にも簡単に後付け可能

「solmiv」、
「solhueru」は日本およびその他の国における太陽誘電株式会社の登録商標または商標です。

既存設備にも簡単・後付け。

太陽光発電の隠れた損失を見つけます。
現在の太陽光発電システムの大きな課題は、太陽電池パネル（太陽電池モジュール）の一部が故障・
不具合を起こしたり、日影になったりすると、同一ストリング内の太陽電池パネルすべての発電量が
低下してしまうことです。
しかも、ほとんどの監視システムでは、ストリングごとのモニタリングには対応していないため、故障・
不具合は定期点検まで見つけにくいことが現状のシステムの課題です。

影の影響／故障

ストリング全体の発電効率ダウン

無線方式により通信線不要！既設配線間にカプラーオンで後付け容易です。
1クラスタ単位で異常検出と診断ができるハイエンドモデル（solmiv™）と、
従来のストリング監視モデルに加え異常検出に特化したバリューモデル（solmiv™-L）
を新たにラインナップしました。

solmiv™（ハイエンドモデル）

solmiv™- L（バリューモデル）
NEW

無線方式の採用により通信線・追加電源不要で既設配線間にカ
プラーオンで後付け可能。
導入のしやすさに加え、異常検出と診断ができる高検出力を
併せ持つ優れた無線ストリング監視システム。

ハイエンドモデル同様にカプラーオンで後付け可能なバリュー
モデル。異常検出機能に特化したモデルのため、約1/3（当社比）
のコストでシステム導入が可能です。

PV無線ストリング監視システムsolmiv™とマイクロコンバータsolhueru™の設置イメージ
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マルチホップ方式

短 距 離 無 線 ネット ワ ー ク 規 格
IEEE802.15.1（2.4GHz）を採用し、親機・
子機間の無線通信だけではなく、子機間
同士でも通信を行える仕様。親機と子機
の距離が遠い場合でも、バケツリレー式
に無線通信が行われるため、距離を問わ
ず監視が可能です。
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子機（ストリングセンサユニット）
ストリングごとに子機（SSU：ストリングセンサユニット）を
1台、子機最大350台に対し、親機（MU：マネジメントユニ
ット）を1台設定します。

発電効率の低下の原因例

故障

影による発電量低下
PVマイクロコンバータsolhueru™
ソルフェルで電力低下を最小限に

PV無線ストリング監視システムsolmiv™で発電低下要因を発見

太陽電池パネルの故障

鳥

れています。

パネルの破損、糞による

電力損失に繋がります。

は特定の難しい発電量低

年1%の確率で故障すると言わ
1%のPV故障率が約3%／年の

送電線の影

害

鳥の投石による太陽電池

汚れ等。目視検査以外で
下要因です。

送電線が発電所の近くに

雑草・木の影

の面積は小さいのですが、

の近くの木が影を作り

あると、影ができます。影

発電量に大きな影響を及
ぼします。

夏場の雑草や、発電所
ます。

PV無線ストリング監視システムsolmiv™
さらに見やすく操作性がアップ
ユーザーインターフェースを一新し一目で異常箇所を発見可能に。
発電所のストリングレイアウトを忠実に再現した操作画面で、
異常箇所を直感的に把握することができるようになりました
。
もちろん従来の時間ごとに、各ストリングの電流およびパネル
電圧をグラフ表示することもでき、各時間帯における発電低下
を正確に把握し、発電所の保守メンテナンスに活用できる充実
の機能が備わってます。

太陽電池パネルの電圧のみで、異常判定が可能
ストリング電流とパネル電圧情報を活用し、独自の故障診断アルゴリズムを開発。影の影響を切り分けることができ、
正確な監視と故障診断を可能にしました。
特に電圧のみによる故障診断を可能にしたバリューモデルを追加したことで、より幅広いニーズに対応しています。

障害発生時のストリング電流グラフ

障害発生時のパネル電圧グラフ

・

安定した日射があれば、
電流乖離から判定可能

曇天では、
判定困難

日射によらず、電圧は異常値を
示すので判定が容易

問題が発生しても、
PVマイクロコンバータ"solhueru™"（ソルフェル）で電力低下を最小限に
損失を防ぎます。
太陽電池モジュールに影がかかったり、故障したりなどの要因により、同ス
トリング上で発電量がアンバランスになる場合があります。
PVマイクロコンバータ"solhueru™"を接続することで、該当ストリングの
電力低下を最小限におさえることができます。また、太陽電池パネル交換
によってパネル出力電力にアンバランスが発生しても発電量を最大にする
ことができます。
影なし

同一ストリング内で連動して電力低下

電柱影あり
電柱影あり（solhueru）

影による
発電低下
電力量

影のかかるストリングのみに絞って設置可能。
PCSを問わず、ホストコントローラを必要としないた
め、ピンポイントで設置することができ、コストを抑
えた導入が可能です。
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簡単設置
有線通信線の敷設や追加電源工事が
不要です。
MC4互換コネクタの採用で既存設備
への簡単な後付けが可能です。

高精度診断
ストリング電流及びセンサユニットを
取り付けた太陽電池パネル電圧の2つ
の情報により、正確で高精度の異常
診断が可能です。

リアルタイム一括管理
NTP同期方式の採用で、同時刻
に一斉センシング。

高精度のパネル状態監視を実現
します。

ユーザーフレンドリー
視認性の高いインターフェースにより、
システム全体を把握しながら異常箇所
を一目で確認することが可能です。

システム構成例

遠隔監視システムに関し、ご協力を得ています。
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弊社システムの施工に関し、ご協力を得ています。
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仕様
PV無線ストリング監視システムsolmiv™
ストリングセンサユニット（子機）

型式
最大システム電圧
接続可能な太陽電池パネルの電圧範囲
入力可能電力
出力電圧範囲
測定可能電圧・電流範囲
計測方式
通信規格（周波数帯）
コネクタインターフェース
寸法（L×W×H）[mm]（凸部・ケーブル含まず）
動作時温度範囲
耐水・防塵保護等級

solmiv™（ハイエンドモデル）
solmiv™-L（バリューモデル）
XJS SSU-12
XJS SSU-02
1500V DC
10V〜135V
10V〜60V
ー
ー
ー
ー
電圧：10V〜135V
10V〜60V
電流：0.12A〜12A

XJS UC101
1000V DC
12V〜55V
300W
12V〜44V
ー

電圧：抵抗分圧方式
電圧：抵抗分圧方式
電流：シャント抵抗方式
IEEE802.15.1（2.4GHz帯）
MC4互換コネクタ
50×99×16
131×111×41.7
-30℃〜70℃
-30℃〜60℃
IP65

ご注文・お問い合わせ

太陽誘電株式会社
上場証券取引所：東京証券取引所（市場第1部）／証券コード：6976
仙台営業所
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-13-24 錦ビル 5階
TEL：022-227-5901 FAX：022-227-5904
群馬営業所
〒370-8522 群馬県高崎市栄町8-1
TEL：027-323-9004 FAX：027-326-9194
首都圏営業所
〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル
TEL：03-6757-8330 FAX：03-6757-8361
名古屋営業所
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-38-2 オーキッドビル5階 B-2室
TEL：052-562-1911 FAX：052-583-8995
関西営業所
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-5 ニッセイ新大阪南口ビル4階
TEL：06-6303-3241 FAX：06-6304-3376

https://www.yuden.co.jp/jp/solutions/pv/

ー
ー
136×138×34
-20℃〜60℃

注意
当カタログには主に機種選定に必要な情報を掲載し、ご使用上の注意事項等は掲載しておりま
せん。
● ご使用上の注意事項等、
ご使用の際に必要な内容については、必ず本システムの設置マニュア
ルをお読みください。
● 製品改良のため、
仕様の一部を予告なく変更することがあります。製品の色調は印刷のため実
物と異 なる場合もありますのであらかじめご了承ください。
● 当カタログの記載内容につきましては、
弊社の営業所・販売子会社・販売代理店（いわゆる「正
規販売 チャンネル」）からご購入いただいた製品に適用します。上記以外からご購入いただい
た製品に関しては適用対象外とさせていただきますのでご了承ください。
● 本システムは、
日本国内での使用を前提としております。海外でのご使用を検討されている場
合は、弊社までお問い合わせください。
● 本システムの内、
「外国為替及び外国貿易法」に定める輸出許可、承認対象物（または技術）に該
当するものを輸出（または非居住者に提供）する場合は、同法に基づく輸出許可、承認（または役
務取引許可）が必要です。
● 当カタログの一部または全部を弊社に無断で転載または複製することは堅くお断りいたします。
● 当カタログ記載の一部製品には、
電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、
工事設計認証を受けた無線設備を内蔵しています。
電波に関する留意点は以下の弊社ホームページを参照下さい。
https://www.yuden.co.jp/jp/solutions/pv/system/index6.html
●

ご用命は

福岡営業所
〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町9-24 福岡クロスビル 2階
TEL：092-475-2790 FAX：092-475-2798
◉より詳しい情報はこちらから

PVマイクロコンバータ
solhueru™
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