パワコンとは
太陽光パネルで発電した電力は、その

パワコン

ままでは商用電源や家庭用電源として
昇圧 DC/DC
コンバータ部

使えません。パワコンとは太陽光パネル
から発電した直流を交流に変換し、電力
太陽光パネル

会社の系統電源に供給したり、一般家庭
の電気機器で使用できる高品質の電力
を作り出す装置です。

出力制御
インバータ部

太陽光パネルで
発電した直流電力
を昇圧します。

直流を交流に
変換します。

解列部

系統
電源

系統電源停電
時にシステムを
系 統 電 源 から
切り離します。

電気
機器

産業用も住宅用も、太陽光発電を支える安川パワコン

Enewell-SOL の出荷容量の推移 ( 産業用）

太陽光発電市場では、10kW を境に住宅用と産業用に分けられます。また、産業用では
発電量 1MW 以上の太陽光発電システムをメガソーラーと呼びます。固定価格買取制度

出荷容量（MW）

をきっかけに、太陽光発電へ新規参入する事業者が相次ぎ、ソーラー市場が加熱して
います。それに伴い、日本国内のパワーコンディショナ（以下、パワコンと略す）の需要も

当社はインバータの「グローバル市場シェア

急増し、特に産業用途では品薄気味の状態です。

No.1」で培った量産技術を駆使し、太陽光
発電市場におけるパワコンの需要増に迅速に

当社は 3 年前からパワコンを開発し、4.5kW〜100kW まで産業用と住宅用の両方に機種

対応しています。

展開を行っています。
後発でありながら、産業界で様々な機械装置の高効率運転を支えて

2012 年 度 には、特 に主 力 10 kW 機 種 は

きたパワー変換技術と、確かな生産・サービス体制で、市場から厚い信頼を獲得ています。

生産能力を半期で 10 倍に拡大しました。
現在 100kWも受注が増え、13 年度も生産・

「Enewell」は安川電機の環境エネルギー機器に付けられた名前で、たえまなく湧き出るエネルギー（ENERGY）の泉（WELL）を意味します。

×
太陽光発電量

産業用

パワコンの変換効率

・ 変換効率：94%（単相）

・ 入力電圧：DC250V〜600V
「使える電力」

太陽光パネルによって「発電された電力」を商用電源など「使える
電力」に変換する際に、パワコンの変換効率が大事です。

Enewell-SOL は、産業界で培った電力変換技術を活かし、業界最高

産業用（公共施設）・住宅用

産業用

・ 変換効率：95% 以上

＝

主力 10kW 機種は
生産能力を半期で
10 倍に拡大。

12年/4-6

7-9

10-12

13年/1-3

月度

■ お問い合せ先：インバータ事業部 環境エネルギー機器事業統括部 推進部 TEL 0930-23-5079

Enewell-SOL のここに注目
1 高い変換効率

サービス体制をさらに強化していきます。

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

・ シリコン薄膜を含むあらゆる
タイプの太陽光パネルに対応
・ 内部モジュール化による容易

93.5％（三相）
・ 入力電圧：DC100V〜600V
（DC250V 以上で定格出力が可能）

・ 自立運転機能

住宅用（屋外用）

新製品

FAX 0930-23-3010

住宅用（屋内用）

・ 変換効率：94%

・ 変換効率：96%

・ 変換効率：96%

・ 入力電圧：DC100V〜600V

・ 入力電圧：DC60V〜400V

・ 入力電圧：DC60V〜400V

（DC250V 以上で定格出力が可能）

（DC250V 以上で定格出力が可能）

（DC250V 以上で定格出力が可能）

・ 耳障りな高周波音を低減

・ 新・単独運転防止機能（P6 参照）

・ 新・単独運転防止機能（P6 参照）

・ 自立運転機能

・ 防じん・防水仕様 (IP65 対応）

・ 静音性設計（P6 参照）

なメンテナンスと長寿命設計

＊ 詳細は本誌 P7 をご参照ください。

レベルの変換効率を実現しました。

2 幅広い入力電圧
Enewell-SOL は、広範囲な入力電圧に対応し、太陽光パネルの
設計自由度を拡げ、モジュール接続を多彩にアレンジできます。
また、商用トランスによる絶縁方式としたことで、シリコン形薄膜
タイプなどにも対応が可能です (100 kW のみ )。

3 様々な用途に対応

200 V級 単相／三相 10 kW*

200 V級 単相 10 kW* (高周波音低減タイプ)

200 V級 単相 4.5/5.8 kW (屋外用)

200 V級 単相 4.5/5.8 kW (屋内用)

Enewell-SOL は、30dB の静音化で住宅や公共施設でも快適に
使用可能な機種や屋外設置用に防じん・防水を強化した機種など、
設置場所や使用条件によって、幅広いラインアップを用意しています。

2

YASKAWA NEWS No. 303

＊ Enewell-SOL 10kW 機種は「PV1000」とも呼ばれていますが、今後はブランド名を「Enewell-SOL」に統一していく予定です。

400 V級 三相 100 kW
YASKAWA NEWS No. 303
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Solution 1

分散設置の事例

産業用大規模メガソーラーへのご提案

（株）ダイニ様は、宮崎市で最初に経済産業省
「再生可能エネルギー発電設備設置」認定を
受け、2012 年 11 月 27 日に「広原太陽光発電
一方、パネルで発電した電力は直流電力です。
日照時に断線、

産業用の大規模ソーラー発電設備では、いかにトラブルを

所」を完成しました。
また、第二弾として今年

回避し長期にわたって最大発電量をキープするかが、運営上の

短絡などが発生すると、その回路接触部分で発生した直流アーク

4 月 13 日に「西都発電所」が竣工し、発電事業

大きな課題となっています。通常、発電規模の大形化に伴い、

が消滅しにくく周囲に燃え移る可能性があります。
また、直流に

を着々と拡大しています。

太陽光発電システム用パワコンも大容量のものを採用します。

よる感電時の回路遮断が難しく、作業者を危険に晒す可能性も

この場合、いざという時にパネル損傷箇所の特定が難しく、故障

あります。

分散設置を採用し、多彩な異常検出機能や

こうした現場への配慮から、当社は DC 送電距離を短くする

による発電ロスは無視できません。

この二つの発電所とも、当社パワコンの

当社は、発電システムにおける生涯発電量の最大化に着目し、

ことを推奨します。大容量パワコンを採用する場合、専用施設を

10kWの比較的小容量パワコンの「分散設置」を提案しています。

設ける必要があり、太陽光パネルからパワコンまでの DC 送電

よりきめ細やかな監視・管理体制が可能で、早期検出、迅速

距離が長くなりがちですが、10kW 小容量パワコンなら、パネル

対応により発電ロスを最小限に抑えることができます。

の下に設置できるので、DC 送電距離の最短化を実現します。

遠隔監視により、
「発電所の無人化」をサポート
しています。完成以来毎月発電量は予測より

10% 上回り、順調のスタートを切りました。
◆ 広原発電所（860kW）発電実績
広原発電所

1月
2月

分散設置とは

分散設置のメリット

75,490 kWh (2,435kWh/ 日）
83,110 kWh (2,968kWh/ 日）

地産地消をコンセプト

Enewell-SOL(10kW）

に宮崎産「おび杉」を

パネルの下に設置。

採用した架台を使用。

パネルからパワコンまで

3 月 105,630 kWh (3,407kWh/ 日）

の DC 送電を最短化

メガソーラーシステムにおいて、太陽光パネルごとにパワコンを

・リスク分散により、

それぞれ設置し、リスク分散を図る設置方法です。

生涯発電量最大化に貢献。
◆ メガソーラーに10kWのパワコンを分散設置する例
設置条件例 ・10kWブロックサイズ：5m×15m
（190Wパネルを9直列

・パワコン専用施設が不要で、

10kWブロック

省スペース・省エネに貢献。

× 6並列で10.26kW）

・パネル角度：20〜30度程度

・DC 送電距離の最短化により、

・架台高さ：2〜3m程度。

作業現場の安全性に貢献。
（詳細は、本誌 301 号 P11 参照）

発電低下警報

フィルタ目詰まり警報

西都発電所（発電規模：1.8MW）

監視装置の表示画面例

AC200V

お客様の声
集電箱

受電盤

発電事業者と設計監理の方々にパワコン分散設置への思いについてお話を伺いました。

系統連系

発電事業者
株式会社 ダイニ 代表取締役社長
Internet
システム監視装置

Q&A

「パワコンの分散設置」に対して、初めての試みで不安の声も寄せられています。それを解消するために・・・。

1．10kW パワコンの最大接続台数はどれくらい？
Enewell-SOL（10kW）は現段階で 200 台です。

2．大容量パワコンと比べ、初期費用は高くなってしまうのでは？
太陽光発電は 20 年以上という長い期間で稼働しなければ
いけません。初期費用は若干高くなりますが、生涯電力量と
いう視点で投資効果を判断することが大切です。

10kWごとの分散監視で、太陽光パネルの部分的な汚れや損傷
等による出力低下を早期検出し、発電ロスを減らします。万一

1 台のパワコンが停止しても発電停止は最大 10kW です。
4
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3. 台数が増え、メンテナンスが大変そう・・・
分散設置は、信頼性の高いパワコンを選ぶことが前提です。
壊れやすいものはお勧めできません。

栗原 譲二 様

ソーラー発電事業は、20 年間というとても

設計事務所から 10ｋＷ分散方式の提案は、

長い期間の事業であり、パワコンの故障による

まさにタイムリーでした。
このリスクを最小限に

発電量の低下が一番気になっていました。当初

することができると思い、土壇場で計画内容を

は 500kＷの大容量パワコンで計画しており

変更しました。系統連系運転開始から約 5 ケ月

ましたが、パワコンが故障停止した場合の発電

が経過し、発電量は予測を 1 割程度上回り、

ロスを考えると、不安がありました。

満足の行く発電実績となっております。

設計監理
メディオ総合設計 所長

徳永 多知男 様

システム設計上一番重要なのは、ほとんど

技術的な面で、安川電機は迅速な開発対応

デバイスの信頼性特性値を設計時に定量的に見積もるために

の発電所が「無人」状態での運転を想定し対応

でクリアしてくれました。
また、初期投資の増大

Fit(Failure in Time) という指標が用いられています。1000

することです。つまり機器類の故障、事故など

もリスクヘッジとのバランスを鑑み、発電事業者

時間あたりに 0.0001％の確率で故障が生じることを示します。

のリスクを最小限に留めることが肝要と考え、 様の深いご理解を得ることができました。
ここに

当社のパワコンは 250Fit（設計値）です。つまり、200 台が

その手段の一つに小容量パワコンの分散設置

メガクラス最初の小容量分散設置形の発電所

20 年間稼働し続けて故障は 10 台以下ということになります。
分散設置には、10kW の Enewell-SOL が最適です。

を提案しました。が、これは同時に初期投資の

が誕生しました。

増大と、系統連系における力率一定制御など
の機能追加が必要となります。

実際の発電は予測を超え、とても順調なので
安心しております。
YASKAWA NEWS No. 303
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Solution 2
住宅用ソーラー発電システムへのご提案

「単独運転防止機能」とは

図 1： 単独運転のイメージ

ソーラー発電システムを設置する場合、パワコンに「単独運転

×

防止機能」が必要です。
これは発電中に系統が停電した場合、確実

停電

に停電を検出してパワコンの出力を停止する機能です。例えば

事故

送電を続ける

地域に事故などにより停電が起きた場合、各ソーラー発電システム
感電！

が単独で送電を続けると、本来無電圧のはずの工事現場で作業
者が感電したり、火災が起きたりなど二次災害が発生する恐れが
あります。それを防ぐために、系統が停電中に送電しない「単独
運転防止機能」がパワコンに求められています。

従来方式の「単独運転防止機能」

停電中に単独で送電を続けると、作業者が感電してしまう恐れがある。

従来の単独運転検出では、異なるメーカーの複数パワコンを
同一の柱状トランスに連系すると、
「単独運転防止機能」の相互

図 2： 従来方式の単独運転防止方式

干渉により、単独運転の検出感度に影響を与える恐れがあります。
そのため、後から設置するメーカーは、既に設置されているパワ
コンの「単独運転防止機能」と相互干渉しない試験報告書を、電力
会社に提出し連系協議を行わなければいけません。
その連系協議

メーカー A

( 既設）

メーカー A
メーカー C

( 新設）

は 1〜2 ヶ月を要し、納期に影響することがあります。

メーカー B

さらに、電力会社は地域全体の系統の安定性を維持するため
に、相互干渉による影響が起きないように、一定地域内でのソー
ラーパネルの設置可能量を昼間の最低消費電力の 7 割に制限

メーカー B

×

メーカー C

( 既設）

停電発生

しています。
これは「7 割ルール」と言います。
これにより、地域
単独運転検出によりすべてのパワコンが停止。

全体のソーラーパネルの設置は設置可能戸数の約 1 割程度しか

新設するパワコンメーカーは、他メーカーと相互干渉しない
実機による試験報告書を提出する必要がある。

できず、太陽光発電の普及を阻害しています。

「新・単独運転防止機能」
当社の「新・単独運転防止方式」では、従来問題となっていた

図 3：新・単独運転防止方式

相互干渉を解消します。そのため、実機による相互干渉試験が
不要になり、系統連系協議の簡素化も可能で、太陽光発電普及を
大きく推進し、ソーラータウンの実現も夢ではありません。

そのまま設置可能。
メーカー A

( 既設）
メーカー C

屋外設置形

メーカー B

( 新設）

( 既設）
昇圧機能付き接続箱

相互干渉がないため、実機試験が不要で、連系協議がスムーズに。
屋内設置形

表示ユニット

コラム：静音性設計について
Enewell-SOL住宅用パワコンは、高効率・幅広い入力電圧・
多機能のほか、30dB という低騒音性にも優れています。
特に、高周波音低減（聴覚感度が高い人にとって耳障りに
なるようなモスキート音のカット）に力を入れています。
＊ 音に関して個人差があります。
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◆ コラム：音（デシベル：dB）のレベルに関して

70dB

ステレオ（正面 1m、夜間）、騒がしい事務所の中

60dB

普通の会話

50dB

静かな事務所、クーラー（屋外機、始動時）

40dB

市内の深夜、図書館、静かな住宅の昼

30dB

郊外の深夜・ささやき声

20dB

木の葉のふれあう音、置き時計の秒針の音（正面 1m）

