
MPPT制御によるパワコンに統合された部分影対策機能

WHITEPAPER

SMA ShadeFix

本報告書は、University of Southern Denmarkが実施した、SMAの発電量最適化技術とモジュールレベルデバイス　　　
(オプティマイザー)を、様々な日影条件下で比較した研究結果について、検証したものです。本報告書の重要な　
研究成果は、発電量、システム信頼性、そして火災や設置作業員の安全に関する結論を導き出しました。

発電量最大化のための着目点

事業者にとって、太陽光発電システムは
予測可能な収益が期待できる重要な投資
です。

トータルの収益はシステム変換効率だけ
でなく、影対策性能やメンテナンス費用
といった要素で変化します。

太陽光発電のプロフェッショナルは、 
お客様へ優れたソリューションを提供 
するため、30年以上にわたりこれらの
要素に着目してきました。　

ほとんどの太陽光発電システムでは、 
パネルに届く光が遮られたり弱まったり
しないよう設計されていますが、状況に
よって影が掛かることがあります。

影がもたらす悪影響を軽減するため、 
長期間の研究が行われ、既に製品には 
その研究成果が注ぎ込まれています。

影を光に変えるようなソリューショ
ンはありませんが、影の掛からない太
陽光発電パネルの発電量を最大化した
り、影によるストリングへの悪影響を
軽減する方法はあります。

パネルレベルでの最適化について
影に対するアプローチは各国で異なり
ます。米国の住宅用太陽光発電市場で
一般的なアプローチの一つに、パネル
すべてに電子機器を設置して発電量を
最適化しようという試みがあります。

このモデルは古いストリングに対して
は効果があったものの、最新の技術で
はシステム全体の部品点数を増やすこ
となく発電量を改善することに成功し
ています。

システムの太陽光発電パネル全てに
小型の電子機器を設置することによ
り、発電量の最適化を目指すアプロー
チにおいて、これらのコンポーネント
は、一般にオプティマイザとして知ら
れており、モジュールレベルパワーエ
レクトロニクス(MLPE)とも呼ばれま
す。

 この機器は太陽光発電パネル1枚1枚
の電圧と電流の比率を調節する機能を
担っています。この細やかな調節によ
り、特に多くの影がアレイに掛かって
いる条件下において、出力を改善でき
ることがあります。しかしながら、こ
の手法は機器コストが重くなります。

また、このソリューションでは、常に
調節動作を行う必要性があるため、シ
ステムの複雑性が上がってしまいま
す。加えて電子機器の設置、操作、お
よびサービスを、屋根の上といった危
険性が高い環境で行わなければなりま
せん。
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より少ない部品構成でより多くの発電量

実施例: 50kWの例

S M A は 、 最 小 限 の 部 品 構 成
で 、 日 影 の 影 響 を 軽 減 し 発 電
量 を 増 加 さ せ る と い う 、 最 適
化 モ デ ル を 開 発 し ま し た 。　　
なぜシステム内の部品の数が重要　
なのでしょうか？

システムの複雑さと故障率との間に
相関関係が存在することは、よく知
られています。
システムの複雑さと部品の数を減ら
すことは、全体的な故障率の減少に
つながるのです。この考え方に基
づき、SMAはほとんどの条件下で従
来のオプティマイザを超える電力
を生み出しつつ、太陽光発電所がラ
イフサイクルを終えるまでのトー
タル発電量を増加させる最適化手法
を開発しました。

ルッサーの法則
ルッサーの法則はシステム工学の概念です。この法則は信頼性を予測
するもので、システムの信頼性は、各部品の信頼性の積に等しいとす
るものです。ルッサーの法則ではシステム全体の信頼性は、システム
の中の最も信頼性が低い部品よりも悪くなりえる。システム全体は
その最弱の部分よりも弱くなると説明されることが多いです。
これは、次の式で表されます:

（システムの信頼性 = コンポーネント１の信頼性×コンポーネント２
の信頼性・・・）

例１ ： 2つのコンポーネントを持つシステム 
Rs = 0.90 x 0.80 = 0.72

例２ ： 1個、2個、10個、100個のコンポーネントを含むシステム　
　すべてのコンポーネントが同じ信頼性(0.99)であると仮定すると、 
システム全体の信頼性が得られます: Rs = 0.99。

1個のコンポーネント: Rs = 0.99 
2個のコンポーネント: Rs = 0.99 x 0.99 = 0.98 
10個のコンポーネント: Rs = 0.99 ^10 = 0.90 
100個のコンポーネント: Rs = 0.99 ^100 = 0.37

50kW PCS 1台
約2,000の
部品で構成

オプティマイザー
だけで約60,000の
部品

PCS

パネル200枚
オプティマイザ1つあたり

300の部品で構成
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University of Southern Denmarkによる比較調査

3つの異なるシステムについてUniversity of Southern Denmarkがテストを行いました。そのうち2つは代表的な
モジュールレベルDCオプティマイザソリューションで構成され、3つ目はSMAが特許を取得した独自の
ストリングレベル最適化ソリューション、ShadeFixを備えたものです。その結果以下のような結論が得られました。

» 日影が掛からない場合、ShadeFix
による最適化はモジュールレベル
の最適化よりも発電量が多かった。

» 日影が少～中程度の場合も、
ShadeFixによる最適化がモジュール
レベルの最適化よりも発電量が多
かった。
日影の条件には、移動する雲や、
木の枝、煙突、通気口など、屋根
にある障害物が影を作り出してい
る状況が含まれる。この事例で
は、従来のDC オプィマイザは、
最適化による発電量の増加よりも
多くの電力を機器自身で消費して
いた。

» 障害物のない曇り空の日にも、
モジュールレベル機器は発電量の
増加よりも多くの電力を機器自身
で消費しており、ShadeFixによる
最適化がモジュールレベルの最適
化よりも優れた結果を残した。

» オプティマイザの方が多くの電力
を生産したのは、同一ストリング
内の太陽光パネルが一日にわたっ
て受ける日射量が大きく異なる
場合だけだった。このテストで
は、常に全体が影に覆われてい
る、同一のストリングで向きが異
なる、組み合わせが根本的に不適
正、というケースも含まれてい
る。

– システムの設計不良が発電量低下の
原因となることが多い状況であった。

» オプティマイザを使用した場合、
運転中の機器自身の消費電力によ
り、SMAのShadeFixソリューショ
ンと比較した場合よりも全体的な
発電量が低くなった。

» モジュールレベルオプティマイザ
は、部品数が非常に多いため、い
ずれのシステムでも、比較的高い
故障リスクがある。この研究では
将来想定される機器の故障による
電力損失を考慮していないが、シ
ステムの生涯発電量に影響がある
可能性が示された。

日影が少ない
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多数の太陽光発電所

日影が強い

オプティマイザー

少数の太陽光発電所

研究の結果、多くの太陽光発電システムでは、SMA ShadeFixによる最適化の方がオプティマイザソリューション
より優れており、年間発電量やシステム生涯発電量は、より多くなることが結論づけられました。

オプティマイザー SMA
ShadeFix
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上述の研究にて示された通り、
ShadeFixによる最適化は、モジュール
レベルでの最適化に対してより多くの
発電量を確保できるという利点があり
ますが、それに加えてシステム内の
部品数を大幅に削減できるという
メリットもあります。業務用アプリ
ケーションに多い50kWシステムの
場合、SMAのシステムはPCS1台で、
約2,000個の部品で構成されます。
電子部品はすべて外部環境から隔離さ
れた金属筐体内に内蔵されており、
容易に保守や交換が可能です。
これと比較して、オプティマイザーを
使用する50kWシステムは、6万個以上
の部品を使用することになります。

こうした電子機器の大部分は、太陽光
発電パネル背面のジャンクションボッ
クスに内蔵されており、湿気や熱にさ
らされています。過酷な気候や悪影響
を与える要因から電子機器を保護す
るには、さらなる措置を講じなければ
なりません。

1つのコンポーネントが故障した場
合、ほとんどの場合出張サービスとな
り、屋上設置の場合は作業員が安全に
屋根に上がれるような準備をしなくて
はならず、加えて半永久的に取り付
けたままにすべき接続器具や太陽光発
電パネル、固定具を交換時に取り外さ
なくてはなりません。

修理後も、屋根への再度の取付作業を行
う必要があります。さらに部材の追加や
接続コネクタ数の増加は、故障のリスク
をはね上げ、故障した部品からの火災の
危険性を増大させます。これについて
は、後程ご説明いたします。
また、修理は設置業者との予定を合わせ
たり、想定外の修理費が必要になること
もあります。

発電量、システム信頼性、サービスコストのバランス

SMA 
ShadeFix

オプティマイザー
ソリューション

１つのコンポーネントが故障 =

» 屋上へのアクセス

» コネクタの取り外し

» 固定器具の取り外し

» 太陽光発電パネル
の取り外し

» コネクタ/固定器具/
モジュールの再取り
付け

OSA
Highlight
先述

OSA
Highlight
PCS1台では約2000個のコンポーネントで構成されています。

OSA
Highlight
6万個以上のコンポーネントが必要になります。

OSA
Highlight
修理は設置業者との予定を合わせたり、想定外の修理費が必要になることもあります。



5

国や地域の連系規程によりモジュー
ルレベルの高速シャットダウンが　
必須な場合は、SMAはSunSpec認定
を受けた高速シャットダウン装置を
利用されることお勧めしています。
こうした機器では、電力変換機能を
省くことで、デバイス内部の部品　
点数をオプティマイザの50%以下に
まで削減しています。

ShadeFixによる最適化を採用したこ
れらのシステムでは、出力と発電量
の増加、およびメンテナンスコスト
の低減に成功しています。

ShadeFixモデルでは円滑な運用のた
めにサービス基準が設けられてお
り、それにより製品寿命までの生涯
発電量がさらに増加されています。
モジュールレベルでの最適化を選択
した発電所では長期的な故障頻度が
高くなってしまいます。またどんな
に軽微なレベルの故障であってもユ
ニット交換のためにサービス技術者
をその都度派遣するのは、非効率的
であり費用もかさみます。
設置作業員の作業は通常、オプティ
マイザーを交換することだけに制限
されています。

また、MLPE機器は現時点では開発
途上であり、製造業者が仕様の変更
を行うことが頻繁にありますが、シ
ステム所有者が仕様の変更に気付か
ず、互換性のない代替品を使い始め
る危険性があります。これが原因
で、古いモデルでは取付や動作の不
良がよく発生していました。

ShadeFixによる発電量最適化のアプ
ローチでは、追加の電子機器に頼ら
ず動作をするシンプルな構成のた
め、生涯発電量が最大化されていま
す。
ShadeFixでは、サービスの作業をさ
らに簡素化するため、SMA Smart 
Connect の自動通知機能を提供して
いきます。
Smart Connectは、パワーコンディ
ショナの状態をメーカーもモニタリ
ングし、障害発生時にはアラート
メールを自動送付し、復旧方法のガ
イダンスを提供するだけでなく、　
機器交換が必要場合には速やかに　
代替機発送手配をすることが可能で
す。この機能により、設置業者は　
原因調査のための現地訪問が減り、
トータルの出張回数を減らすことが
できます。

50%

SMA Smart 
Connectで
出張回数削減

SunSpecの安全性　
SunSpec Allianceは、　　
北米、欧州、アジアから
100社以上の太陽光発電
およびストレージ業界の
関係者が参加する事業者
連合です。
SunSpecの目標は、　
「プラグアンドプレイ」
システムの相互運用性を
確立するための基準を　
策定することです。
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