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太陽光発電用パワーコンディショナ 
「PIS-50/500（DC1,100V/50kVA）」

“PIS-50/500” (1,100 V DC/50 kVA) Power Conditioning System for Photovoltaic Power Generation

太陽光発電で用いられるパワーコンディショナ（PCS：
Power Conditioning System）は，その発電規模によ
り大きく二つのタイプに分けられる。MW（メガワット）
以上の大規模発電には，大型の PCSで電力を集中変換す
るセントラル式が，小規模発電には，設置工事や管理が
容易な小型の PCSを分散配置したストリング

〈注 1〉
式が用いら

れてきた。しかし，近年，ストリング式 PCSを複数台接
続した大規模発電が増加している。その理由として，ス
トリング式 PCSは，セントラル式より，小容量 PCSの
分散配置で故障時の発電量の低下リスクが低減できる。
さらに，個別の昇圧回路による最大電力点追従（MPPT：
Maximum Power Point Tracking）制御で発電量が多く
得られるなどの利点がある。また，基礎工事や搬入道路，
重機を不要とする容易な施工に加え，PCSの容量増加に
より一台当たりのW（ワット）単価が低下した。これに
よりシステム全体の導入コストが抑制されたことが挙げ
られる。
富士電機は，これらの市場変化に合わせ，セントラル

式 PCSシリーズに加え，DC1,100V/50 kVAクラスのス
トリング式 PCS「PIS-50/500」をラインアップに加え
た（図1）。

1　「PIS-50/500」の概要

1 . 1 　特　徴
図2に PIS-50/500のシステム構成を示す。電力変換
器は，主に太陽電池（PV：Photovoltaic）から得られる
電圧を昇圧する昇圧回路（図2-①）と，直流から交流変
換し系統電源へ回生する DC/AC 変換回路（図2-②）で
構成している。
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図 2 　ストリング式 PCS のシステム構成

図 1　「PIS-50/500」
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や取付けができる必要がある。そこで，本 PCSは質量
を抑制しつつ，屋外に設置できるように完全防水の筐体
（きょうたい）（IP65）と，電力変換用のパワー半導体の
発熱を放熱するための冷却ファンを不要にし，10 年間の 
メンテナンスフリーを実現した。また，周囲温度が最高
60℃まで運転できるので，真夏の屋上でも停止すること
なく運転可能である（図4，図5）。
RS-485 通信による遠隔監視装置との通信機能を備え

ている。また，Android
〈注 2〉
端末を PCSに直接接続し，設置

工事時の試運転やメンテナンス時の運転操作および状態
確認を，屋外で容易に行えるモニタリング機能を搭載し
ている。

2　背景となる技術

2 . 1 　高効率化
パワー半導体が電力変換時に発生する損失を低減する
ため，電力変換器の昇圧回路には SiC-SBD（Schottky 
Barrier Diode）を，DC/AC 変換回路には，3レベル変

二つのストリングごとに標準装備した昇圧回路で，朝・
夕や曇り空でも PVが発電したわずかなエネルギーを高
効率に変換する。さらに，MPPT 制御でストリングごと
の発電量を最大限発揮するよう構成されている。
本 PCSには，PVから直接接続できる配線コネクタと，
開閉スイッチ（図2-③）を標準で搭載している。これに
より，PVの配線の集約と配線の開閉を行う集電箱が不要
になった。

1 . 2 　仕　様
主な仕様を表1に示す。
PCSは，電力変換時の損失の低減，すなわち高い変換
効率が最も重要な仕様である。本 PCSは，昇圧回路を標
準搭載しつつも最適な PV 制御と，パワー半導体の選定
により，効率 99%（最大），98.5%（Euro 基準）を達成
している。変換効率特性を図3に示す。
通常，ストリング式 PCSは，工場などの屋上や，山間
部・湖上などへの設置が多いことから，重機なしで搬送

表 1 　「PIS-50/500」の仕様

項　目 仕　様

概　要
定格出力 50 kVA

絶縁方式 トランスレス方式

電気仕様
（DC入力）

最大直流入力電圧 DC1,100 V

直流入力電圧
（MPPT範囲） DC200 ～ 1,000 V

直流入力分岐数 8

電気仕様
（AC出力）

出力電圧範囲 AC500V　−10 ～ +10%

周波数範囲 50/60 Hz　±6%

出力相数 三相３線，非接地系

装置効率
99%（最大）

98.5%（EURO効率）

構　造

適合IP IP65

冷却方式 自然空冷

外形寸法 W930×D260×H540 (mm)

質　量 58 kg

動作温度 −25 ～ +60 ℃
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図 3 　変換効率特性
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図 4 　動作周囲温度特性

〈注 2〉  Android：Google LLC.の商標または登録商標。

設置場所：無錫富士電機社（中国）
想定電力：92万 kWh/ 年（PIS-50/500  24 台）

図 5 　適用事例
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けないようにしているものの，定期メンテナンスが必要
である。前述したように，パワー半導体の損失低減と，
パワー半導体をフィン上に最適になるように分散して配
置することにより，ファンを使用しない自然空冷式での
冷却ができるようにした。

発売時期
日本，中国，タイ，フィリピン：2019 年 11 月販売済
み

お問い合わせ先
富士電機株式会社
発電プラント事業本部営業統括部営業第五部
電話（03）5435-7048

換回路を採用している。また，3レベル変換回路では，半
導体がスイッチング時に発生するノイズを抑制している
ほか，出力電流の波形ひずみを低減している。さらにス
イッチングノイズは，内蔵した EMCフィルタで抑制し，
IECおよび各国の EMC基準を満たしている。  

2 . 2 　軽量化
一般的な屋外盤は，安価である鉄筐体に防さび剤や強

化塗装を施している。一方，本 PCSを軽量化するために
筐体・構造にアルミニウムを多用し 58 kgを実現し，重
機による設置を不要とした。

2 . 3 　長期メンテナンスフリー
パワー半導体の放熱には，通常ファンによる強制風冷

式が採用される。しかしこの方式では，メッシュフィル
タなど機構的な工夫を行って，風雨や粉じんの影響を受

（2020年 1月 15日Web公開）
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