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ソーラーエッジ
2006年、ソーラーエッジは太陽光発電システムにおけるエネルギーを収集・管理する優れた方法を発明
し、太陽光発電業界に革命をもたらしました。今日、ソーラーエッジはスマートエネルギー・テクノロ
ジー分野における世界的なリーダーとしての地位を誇っています。世界トップクラスのエンジニアリング
能力および革新への絶え間ない努力により、スマートエネルギー製品とソリューションを継続して生み出
しています。

ソーラーエッジは太陽光発電システムにおける発電と管理方法を変えるDC最適化パワーコンディショナ
ソリューションを開発しました。発電量を最大化するとともに、太陽光発電システムの発電コストを低減
し、投資収益率（ROI）を向上、さらに、包括的で高度な安全機能、設計の柔軟性の向上、モジュールレ
ベルと遠隔監視による運用とメンテナンス(O&M)コストの削減などのメリットもあります。

一般的なソーラーエッジのDC最適化 パワーコンディショナシステムは、パワーコンディショナ、パワー
オプティマイザ、およびモニタリングプラットフォームへのアクセスを可能にする通信デバイスで構成さ
れています。ソーラーエッジソリューションに追加できるスマートエネルギー管理ソフトウェアとハード
ウェアには、エネルギー貯蔵用のバッテリーパックとソーラーエッジホームスマートエネルギー管理シス
テムが含まれており、システム所有者は、より大きな節約を実現することができます。

ソーラーエッジのソリューションは、住宅から産業用、特別高圧の発電所まで、幅広い太陽光発電市場セ
グメントに対応しています。

ソーラーエッジのソリューションには、以下のようなメリットがあります。

 安全性の向上

 高い信頼性

 太陽光発電モジュール出力の最大化 

 スケールメリットによる最適化された構成

 高度なシステム設計の柔軟性

 モジュールレベルのモニタリング制御と運用で、メンテナンスコストを削減

 効率的なエネルギー貯蔵とバックアップ
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太陽光発電システムにおける安全上
の課題と対策
太陽光発電システムの導入を選択する企業は年を追うごとに増加の一途を辿っています。その主な理由は、
自治体や国の補助金制度、従来の電力に代替する実行可能なソーラーエネルギーへの認識の向上、化石燃
料のコスト上昇、そして最後に、補助金なしでも太陽光発電のコストが比較的安価であることが挙げられ
ます。

太陽光発電システムに統合された複数の安全機構が備わっている場合、さらに安全性が高まります。障害
が検出されると、これらのメカニズムが連携して、従業員、システム所有者、技術者や消防士などの第一
対応者の身体的危害や危険から保護し、安全確保に貢献します。

商業ビルやインフラ設備は非常に高価値の資産です。火災から身を守る仕組みがあれば、火災から財産の
損失や事業の中断など、大きな損失を防ぐことができます。万が一、物的損害が発生した場合、屋上に設
置された太陽光発電設備に適切な安全対策、検知機能、保護対策が施されていれば、保険会社によっては
補償を行う場合があります。しかし、十分な安全対策が施されていない場合、太陽光発電設備が設置され
ている物件への保険加入を拒否する保険会社もあります。

安全対策の必要性 

従来の太陽光発電設備は、1,500VDCという高い電圧に達する可能性があるため、人や資産の安全を確保する 
ための予防策を講じる必要があります。ソーラーエッジの構成は、パワーコンディショナレベルで安全な
エネルギー生産を維持し、関連するモジュール/ストリングのみシャットダウン/バイパスを可能にします。
シャットダウンが必要な場合、ソーラーエッジ パワーコンディショナは、一連のイベントによって定義され
るように自動的にシャットダウンするか、または手動でシャットダウンすることもできます。

図 1：一般的な太陽光発電システムコンポーネント

一般的な太陽光発電システムの操作

太陽光発電システムは、主に太陽光発電モジュールと
パワーコンディショナで構成されています。

 太陽光発電モジュールは、太陽光を直流電力に変換
することでクリーンな電力を生み出します。

  その後、パワーコンディショナは直流電力を家庭、
建物、および事業に電力を供給するために使用され
る系統に適合した交流電力に変換します。

 電力は必要に応じて系統に供給されます。
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安全性の向上– 総合的なアプローチ
ソーラーエッジの太陽光発電システムは、強化された保護・検出メカニズムを組み合わせた統合安全ソ
リューションを提供することで、感電や火災に関連するリスクを低減する総合的なアプローチを採用して
います。
これらのメカニズムは、以下の機能により厳格な安全要件に準拠しています。
 システムのシャットダウン時に、太陽光発電システムのDC電圧が安全レベルまで低下することを確認
 早期障害検出を提供
 アクティブかつ継続的な保護メカニズムの適用
 実行可能な障害アラートでモジュールレベルでのモニタリングをサポート
 直流回路が電気的負荷を安全な電圧レベルまで迅速に放電

アーク障害回路遮断機能（AFCI） 

UL 1699B規定のアーク検出規格に遵守し、ソーラーエッジのパワーコンディショナには火災リスクがある
アーク障害の影響を保護するように設計された保護機能が搭載されています。さらに、ソーラーエッジは
IEC 63027 ワーキンググループのメンバーであり、他の太陽光発電システムベンダー、グリッドオペレー
ター、ステークホルダーと協働しています。IEC 63027規格はまだドラフト段階にありますが、ソーラー
エッジシステムは最新のドラフト仕様に準拠する態勢がすでに整っています。

リスク管理 - SafeDC™ 

SafeDC™は、高DC電圧による感電リスクを最小限に抑えるモ
ジュールレベルの内蔵安全機能です。パワーオプティマイザ
のデフォルト電圧は1VDCに設定されています。これにより、
触れても安全な電圧レベルが確保され、異なる業界標準に
従ってストリング電圧が30VDCまたは50VDC未満の維持を確
保します。パワーコンディショナが発電モードにあり、すべ
てのパラメーターが検証された場合にのみ、パワーオプティ
マイザの電圧は最適な動作レベルまで上昇します。

パワーオプティマイザは、交流電源がオフのときや安全関連のイベントが発生したときに、自動的に安全
電圧である1Vdcに自動的に戻します。また、以下のこのような場合もSafeDC™機能が作動します。
 パワーコンディショナ設置時、ストリングがパワーコンディショナから取り外されるか、電源が切られ
た場合

 パワーコンディショナがロックまたは無効になっている場合
 パワーコンディショナまたは交流系統が停止した場合

*ソーラーエッジのSafeDC™機能は、IEC/EN 60947-1およびIEC/ EN 60947-3、および安全規格VDE AR 
2100-712およびOVE R-11-1に準拠したDC切断としてヨーロッパで認定されています。

図 2：SafeDC™の触れても安全な電圧レベル 
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早期検出と防止 

ソーラーエッジは、次世代のSシリーズパワーオプティマイザに最新のソーラーエッジSense Connect*テ
クノロジーを搭載しています。この技術は、太陽光発電コネクタの異常な挙動を積極的に検出し、不適切
な設置、不適切な配線やコネクタに起因する事象を防止するよう設計されています。ソーラーエッジ パ
ワーコンディショナの温度検出により、交流および直流側のインターフェイスの設置を監視し、接続不良
がアークになる前に検出することができます。異常温度が検出されると、システムはパワーコンディショ
ナを自動的にシャットダウンします。 

ラピッドシャットダウン (RSD) 

ラピッドシャットダウン(RSD)は、直流回路を安全電圧に高速放電する安全機構です。北米では、米国電気
工事規程（NEC）690.12項により、屋上太陽光発電システムは建物内の入口から1m（3フィート）以上離
れた場所にある制御導体は、ラピッドシャットダウン開始から30秒以内に30ボルト以下に制限することを
義務付けています。境界内、または建物の内部に回路を引き込む際、表面の引込点から1m以内の制御導体
は、ラピッドシャットダウン開始から30秒以内に80ボルト以下に制限されるものと定義しています。
ソーラーエッジは、NEC規制に準拠した統合ラピッドシャットダウン機能を提供する数少ない太陽光発電
機器メーカーの一つです。他のメーカーが提供する機器は、コンタクタ、シャントトリップブレーカ、そ
の他のリモート制御スイッチなどの外部コンポーネントを介してこの機能を提供しているため、複雑さと
コストが増大する可能性があります。

システムのモニタリングと管理 

ソーラーエッジは、モジュール、ストリン
グ、システムレベルでリアルタイムの遠隔監
視を提供し、システムパフォーマンスの可視
性を高めます。 
 ソーラーエッジモニタリングプラット
フォームは、 詳細な分析追跡を行い、エネ
ルギー収量、性能比および財務実績に関す
るパフォーマンスに関するレポートを提供
します。

 自動アラート機能により、正確かつ迅速な
故障検出、リモートメンテナンスをサポートし、迅速な対応を可能にします。現場への訪問を最小限に
抑え、短縮することができます。

 イーサネット配線、Wi-Fi、またはセルラー接続は、ソーラーエッジ パワーコンディショナをモニタリン
グプラットフォームに接続するサポート通信オプションです。いつでも、どこでも、コンピュータやモ
バイルデバイスから簡単にアクセスできます。

最新機能でシステムを常時更新 

当社は、全世界で200万台を超える導入実績をもとに、常にデータを収集し、最先端のパフォーマンスでシ
ステムを稼働させるための取り組みを続けています。お客様は、弊社の監視と改善から利益を得ることがで
きます。お客様は、簡単に実行できるソフトウェア・アップデートを採用することで、最新の安全性と機能
性を備えることができます。

図 3：太陽光発電モジュールの設置とモニタリングシステム

* ファームウェアバージョン更新待ち
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アークの概要

近年、太陽光発電業界は急速な成長を辿り、それに伴いアーク障害による火災の発生件数も増加していま
す。これは、ホームオーナーや施設所有者を潜在的な危険から保護できるスマートなシステムの必要性を
立証しています。

図 5：太陽光発電設備での消火活動にあたる消防士

アークとは？ 

アークとは、小さな空隙を横切って発生する、意図しない自立し
たプラズマ放電のことです。アークは、発熱、発光（可視、紫外
線、赤外線）、RF放射、磁場、音響、化学反応（電離、再結合）
など、様々な特性によって特徴付けられる物理現象です。

電気アークは、ガラス、銅、アルミニウムを溶かすのに十分な高
温であり、周囲の物質を燃焼させる危険性があります。そのため 
太陽光発電システムには多くの接続点があるため、アーク障害が
発生する可能性があります。

このような故障は、太陽光発電システム、住宅、施設に大きな危険をもたらす可能性があります。さらに、 
そのような施設に住む人々の生命を危険にさらす可能性があります。

図 4：電気アーク
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太陽光発電システムのDCアーク 

アークは、太陽電池モジュールのモジュールコネクタ
とコンバイナーボックスの接続部など、2つの接続端子
の間の小さな隙間で発生することがあります。これは
通常、不良コネクタの使用、または不適切な配線や圧
着などの設置時における施工不良に起因します。アー
クを発生させる可能性のあるその他の条件 には、経年
劣化、風化、機械的な損傷、動物による物理的な損傷
などがあります。接合不良は、断面積を減少し、接続
抵抗が増加します。接続抵抗が増加すると発熱が大幅
に増加させ、最終的には接続部が緩んでしまいます。
そして、接続された端子間にわずかな隙間が生じ その
結果、2つの端子の間にわずかな隙間ができ、電流が流
れなくなります。

隙間の電界が約3V/μmを超えると（破壊強度の実際値は周囲の環境によって異なる）ギャップ内の空気が
イオン化し始め、アークプラズマが発生します。そのまま未検出で放置されるとアークが発生します。

図 6：アーク障害後のMC4コネクタ

アーク障害の検出における課題 

アークの検出には、主に2つの課題が挙げられます。
 各アークにはそれぞれ異なる特性があり、上述のようにアーク障害は電流、電圧、エネルギーレベル、 
持続時間などの異なる電気的特性を持つ太陽光発電システムのさまざまな場所で発生する可能性があり
ます。

 騒音レベル - 太陽光発電システムの設置環境は、様々な暗騒音にさらされます。

図 7：アーク障害有り/無しの周波数の振幅

非アーク障害 アーク障害

アーク特定の一般的なアプローチ 

アーク障害は、異なる周波数帯域と振幅で発生します。図7が示すように、アーク放電システムと非アーク
放電システム間にはスペクトル差異があり、アークモデルが経時変化する非線形モデルでスペクトルの変
更をモニタリングすることで検出できることを示しています。

振
幅

[d
B]

周波数 [kHz] 周波数 [kHz]

振
幅

[d
B]
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図 8：アーク発生シナリオにおける時間の関数としての電流

図8に示すように、アークはスパイクが最大1Aに達する可能性があり、対応可能な電流スペクトルで
モニタリングすることが可能です。

人工知能(AI)ベース方法
一部のシステムでは、直流アークフォルト検出のために「ブラックボックス」アプローチを使用し
ています。このアプローチでは、ディープ・ニューラル・ネットワーク（DNN）やサポート・ベク
トル・マシン（SVM）などのAIベースの手法を使用してディープニューラルネットワーク（DNN）
やサポートベクターマシン（SVM）など、AIを利用した手法で、電気的な状態を明確に検出するこ
となくアークの状態を推測するものです。しかし、この方法では、環境条件によって誤検知率が変
化します。

他のベンダーとは対照的に、ソーラーエッジは何百万台もの設置済みシステムのデータに基づいた
「ホワイトボックス」アルゴリズムを実装しています。詳細については、以下のセクションを参照し
てください。

時間（秒）

太陽光発電電流
HPF（ハイパスフィルタ/高域
通過濾波器）電圧

時間（秒）

電
流
（

A）
アーク

アークC

電
圧
（

V）
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ソーラーエッジアーク障害
回路遮断機能（AFCI）
ビッグデータ駆動型ハイブリッド AFCIアルゴリズム ソリューション 

ソーラーエッジは、太陽光発電システムのアークをより深く理解し、また特性を明確にするために広範な
研究に投資してきました。そして200万以上の設置拠点から得られたデータに基づき、最先端のアーク障
害検出アルゴリズムとAFCIメカニズムを開発しました。250万台以上のパワーコンディショナに実装され
たこれらのアルゴリズムは、認証機関およびサードパーティ企業による検査により、設定要件と期待性
能を満たすことが証明されています。

ソーラーエッジ AFCIソリューションは、弊社の長年の経験、広範な展開、すべてのサイトから収集した
ビッグデータを反映し、その結果、AFCIメカニズムはあらゆる電気条件および設置タイプにおいて有効で
ある可能性が確認されています。

ソーラーエッジのアーク検出アルゴリズムは、アーク障害イベントのあらゆる側面に対処する、アーク 
検出および防止への包括的かつ全体的なアプローチを提供します。
  アーク障害検出（AFD） – アークイベント検出機能。
  アーク障害防止(AFP) – モジュールレベルのアーク障害防止メカニズムを提供。

アーク障害検出（AFD） 

ソーラーエッジ パワーコンディショナには、ローカルでAFCIアルゴリズムを実行するDSPが搭載されてい
ます。正確で効果的なアーク検出のために、ソーラーエッジのソリューションは、モジュールレベル（パ
ワーオプティマイザ）およびストリングレベル（パワーコンディショナ）でのデータ収集と分析をベース
にしています。 

アクティブアーク障害防止メカニズムは、ソーラーエッジ パワーオプティマイザが提供するインサイトに
基づいています。次世代のSシリーズパワーオプティマイザには、AFPメカニズムをソーラーエッジSense 
Connectで拡張するため、異常イベントを検出してアーク障害を予防します。

機能概要（図9を参照）
それぞれのソーラーエッジ Sシリーズ パワーオプティマイザは、コネクタの温度を継続的に検知して異常
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な動作を積極的に検出し、コネクタと配線の健全性を継続的に監視します。温度が特定のしきい値を超え
ると、パワーオプティマイザがイベントを発生させます。これと並行してソーラーエッジ パワーコンディ
ショナは発電を停止し、標準安全ガイドラインに従って再開します。パワーコンディショナは、ソーラー
エッジモニタリングプラットフォームにシステムイベントを送信し、このプラットフォームがイベントを
処理し、設置業者に場所の識別を含め警告します。情報はSetAppモバイルアプリから設置中にも表示でき、 
現場にいる間に起こり得る問題を特定してトラックロールを減少することもできます。
また、一部のソーラーエッジ パワーコンディショナにはDC/AC端子ブロックにセンサーが内蔵されており、 
異常な温度を特定することで接続不良を検出します。異常温度が検出されるとシステムは自動的に設 
置業者に警告し、必要に応じてパワーコンディショナをシャットダウンします。

図 9：ソーラーエッジ Sense Connectの操作
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* ファームウェアバージョン更新待ち
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検査と検証 – 規格要件  

アークの検出と処理は、主に2つの基準を考慮する必要があります。
 UL 1699B：米国とカナダで採用。2011年に作成、その後2018年に実際の現場での経験を踏まえアップグ
レード。

 IEC 63027：欧州規格はまだドラフト状態。ソーラーエッジはこの規格の活動メンバーであり、また共同
起草メンバーの一社です。

表 1：アーク検出の主な違いのまとめ

トピック UL 1699B（2018） IEC 63027

アーク障害タイプ 直列 直列

アーク障害の場所 入力ケーブルとストリングケーブル 入力ケーブルとストリングケーブル

フルストリング インピー
ダンス

50 μH + 0.7 μH/m 80 m以上 50μH

アーク持続時間とエネル
ギーしきい値

アークイベントを2.5秒未満で中断、
エネルギーを750J以下に制限

アークイベントを2.5秒未満で中断、
エネルギーを750J以下に制限

運転再開 各アークのシャットダウン後、シス
テムは運転を再開する前に少なくと
も5分間遅延する。

手動リセット後は、5分間の遅延は 
不要。

24時間に5回のアークイベント発生
後、システムは回路を開放し、操作
に戻る前に手動リセットを要する。

アレイの操作続行前に最低5分間の 
中断時間が確保されている場合、 
手動プロセスは不要。

24時間以内に5回目を中断する場合、
手動でリセット。

AFCI 機能検出のネットワーク要件は、UL 1699B (2018) 標準文書、図 29.15 に記載されています。

上記の規格遵守に加え、ソーラーエッジの検査および性能は市場の最低要件を上回っているため、以下の
ように最大限の安全性が確保されます。

誤報率
ソーラーエッジ パワーコンディショナは、各アラームイベントに対応してロックし、発電を停止すること
ができます。これを考慮すると、システムの誤警報処理能力の測定が重要となります。
このニーズを思量し、ソーラーエッジのソリューションは誤報回数を最小限に抑えることが可能になりま
した。

電極分離率の速度
直流アークのシミュレーション方法の1つは、電極分離のシミュレーションに基づいています。アークは、
負荷電流が流れる電極分離時に発生します。
UL 1699Bで定義されている標準分離率は2.5～5 mm/秒です。
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ソーラーエッジ AFCI - 性能テスト検証結果 

ソーラーエッジ安全ソリューションは、ソーラーエッジ太陽光発電システムの継続的な保護を保証するた
めに設計された、さまざまなアクティブ安全メカニズムを採用しています。

これには、システムのシャットダウン時に直流電圧を触れても安全なレベルまで迅速に低減すること、早期
障害検出と防止、リアルタイムの実用的なモジュールレベルのアラートなどが含まれます。

ソーラーエッジの安全ソリューションは、以下の表2および図10に示すように、米国UL 1699B 2018および
欧州IEC 63027の安全規格に準拠しています。

表 2：ソーラーエッジ性能コンプライアンス基準（図10 参照）

検出可能なアークタイプ UL 1699B 2018で定義

1ストリング当たりの最大の長さ (往復):  
(L1 + L2 + L延長ケーブル + L3)

最大400mまで

パワーコンディショナ/ユニットに接続されるすべ
てのストリングの合計の長さ (往復): (L1 + L2 + L 
延長ケーブル + L3)

最大700mまで

アーク検出確度 99%

追加の技術要件 なし

=

~

図 10：ソーラーエッジ配線規格
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 パワーコンディショナユニットあたり最大3本のストリングをサポート
 表2のルールが適用される限り、すべての構成をサポート


