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製 品 仕 様 書製 品 仕 様 書製 品 仕 様 書製 品 仕 様 書     

 

            機種名機種名機種名機種名：：：：パワーコンディショナパワーコンディショナパワーコンディショナパワーコンディショナ    

ＣＳ－ＣＳ－ＣＳ－ＣＳ－５０００５０００５０００５０００ＪＪＪＪ    

 

 

 

    

    

1. 1. 1. 1. 適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲    

本仕様書は、太陽光発電システム用パワーコンディショナＣＳ－ＣＳ－ＣＳ－ＣＳ－５０００５０００５０００５０００ＪＪＪＪ(以下 パワーコンディショ

ナ又は製品)に適用する。 

 

 

 

2. 2. 2. 2. 使用用途使用用途使用用途使用用途    

本パワーコンディショナは、太陽光発電システムにおいて太陽電池により発電した直流電力を交流に変

換し、系統に連系するために使用する。 

 

 

 

3. 3. 3. 3. 使用環境使用環境使用環境使用環境    

3-1 設置雰囲気 

以下の雰囲気を満たす屋内への設置に限定する。詳細は取扱説明書及び取付工事説明書による。 

動作周囲温度 ：０～４０℃ 

動作周囲湿度 ：３０～９０％ＲＨの結露しない場所 

標    高 ：１５００ｍ以下 

腐食性物質  ：硫黄分の多い温泉地等の特殊地域には設置できない。 

 

3-2 設置場所 

・屋内設置に限定する。 

・設置に必要なスペースは別紙図面（ＮＲ５０９Ａ８５Ａ）の取付位置図による。 

・堅固な壁面に取付けることとし、天井裏の設置は禁止する。 

・雨水、直射日光、油煙、可燃ガス、腐食性ガス、蒸気、潮風、砂塵、著しい塵埃をうける場所への設

置は禁止する。 

 

3-3 保管雰囲気 

以下の条件を満たす場所での保管を原則とする。 

保 管 温 度 ：－２０℃～５０℃ 

保 管 湿 度 ：９０％ＲＨ以下の結露しない場所 

保 管 条 件 ：屋内保管 

 

 

制制制制                    定定定定                    時時時時    
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4.4.4.4.    機能性能機能性能機能性能機能性能    

4-1 仕様一覧 

4-1-1 インバータ 

項項項項        目目目目    仕仕仕仕                    様様様様    

インバータインバータインバータインバータ方式方式方式方式    電圧型電流制御方式 

電気方式電気方式電気方式電気方式    単相２線式（単相３線式配電線に接続） 

スイッチングスイッチングスイッチングスイッチング方式方式方式方式    正弦波ＰＷＭ方式 

定格入力電圧定格入力電圧定格入力電圧定格入力電圧    ＤＣ２５０Ｖ 

入力電圧範囲入力電圧範囲入力電圧範囲入力電圧範囲    ＤＣ１１５～３８０Ｖ 

入力回路入力回路入力回路入力回路    １回路 

定格出力電圧定格出力電圧定格出力電圧定格出力電圧    ＡＣ２０２Ｖ，５０－６０Ｈｚ 

連系運転範囲連系運転範囲連系運転範囲連系運転範囲    系統電圧、系統周波数ともに連系保護機能整定範囲内 

定格出力定格出力定格出力定格出力（（（（２５２５２５２５℃℃℃℃時時時時））））    ５．０ｋＷ 

最大出力電流最大出力電流最大出力電流最大出力電流    ２５Ａ 

電力変換効率電力変換効率電力変換効率電力変換効率    ９５．０％ （ＪＩＳ Ｃ８９６１で規定する定格負荷効率） 

出力基本波力率出力基本波力率出力基本波力率出力基本波力率    ０．９５以上（１／８～定格出力）進相運転時を除く 

電流歪電流歪電流歪電流歪みみみみ率率率率    総合５％以下、各次３％以下 

絶縁方式絶縁方式絶縁方式絶縁方式    トランスレス方式 

制御電源制御電源制御電源制御電源    太陽電池 

電力制御方式電力制御方式電力制御方式電力制御方式    太陽電池最大電力点追従制御、進相無効電力制御 

起動制御方式起動制御方式起動制御方式起動制御方式    ソフトスタート 

運転制御方式運転制御方式運転制御方式運転制御方式    自動起動／自動停止、手動による自立運転機能付き 

保護機能保護機能保護機能保護機能    
入力異常、出力異常、過電流、回路基板温度異常、直流出力検出 

線間電圧上昇検出、異常過熱検出 

表示機能表示機能表示機能表示機能    LED 表示、インバータ出力電力、インバータ出力積算電力量、異常、故障表示 

注）１．出力電力は入力電圧により下図のように制限される。 

 

 

 

 

 

 

 

２．出力電力は周囲温度により下図のように制限される。 

（実際の制限は基板に取り付けた温度センサーの温度による。） 

 

 

 

 

 

 

4-1-2 連系保護機能 

項項項項        目目目目    整定範囲整定範囲整定範囲整定範囲、、、、検出方式検出方式検出方式検出方式    

系統不足電圧系統不足電圧系統不足電圧系統不足電圧    ８０～９３Ｖ 

系統過電圧系統過電圧系統過電圧系統過電圧    １１０～１１９Ｖ 

系統周波数低下系統周波数低下系統周波数低下系統周波数低下    48.5～49.5Hz または 58.2～59.4Hz 

系統周波数上昇系統周波数上昇系統周波数上昇系統周波数上昇    50.5～51.5Hz または 60.6～61.8Hz 

動作時間動作時間動作時間動作時間    0.5～2.0 秒 

単独運転検出単独運転検出単独運転検出単独運転検出（（（（受動受動受動受動））））    電圧位相跳躍検出方式 

単独運転検出単独運転検出単独運転検出単独運転検出（（（（能動能動能動能動））））    周波数シフト方式 

 

出力電力 

周囲温度(℃) 

定格出力の 60% 

40 25 0 

定格出力 

380 188 115 

定格出力 

定格出力の 61% 

入力電圧(V) 

出力電力 
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4-1-3 入出力端子仕様 

端子名称端子名称端子名称端子名称    定格定格定格定格などなどなどなど    用途説明用途説明用途説明用途説明    

直流入力直流入力直流入力直流入力    

Ｐ（＋Ｐ（＋Ｐ（＋Ｐ（＋入力入力入力入力））））    

Ｎ（－Ｎ（－Ｎ（－Ｎ（－入力入力入力入力））））    

直流１１５～３８０Ｖ 

ねじ式端子台 

太陽電池モジュールからの直流出力を接

続する。 

系統電源系統電源系統電源系統電源    

Ｕ（ＵＵ（ＵＵ（ＵＵ（Ｕ相相相相））））    

Ｗ（ＷＷ（ＷＷ（ＷＷ（Ｗ相相相相））））    

００００（（（（中性点中性点中性点中性点））））    

交流２００Ｖ 

ねじ式端子台 

商用電源（単相３線式２００Ｖ）に接続

する。 

アースアースアースアース    

ＥＥＥＥ    
黄銅ねじ 

接地（Ｄ種、入力電圧が３００Ｖを超え

る場合はＣ種）に接続する。 

自立運転出力自立運転出力自立運転出力自立運転出力    

電源コンセント 

ＡＣ１００Ｖ 

１５Ａmax 

自立運転時にＡＣ１００Ｖを出力する。 

パワーモニターパワーモニターパワーモニターパワーモニター出力出力出力出力    速結端子台 パワーモニター（別売）を接続する。 

テストテストテストテスト出力出力出力出力    

ＲＵＮＲＵＮＲＵＮＲＵＮ    

ＥＲＲＥＲＲＥＲＲＥＲＲ    

コネクタ出力 
認証テスト、竣工試験時の動作確認に使

用する。 

 

4-2 認証試験要求性能 

下記、認証試験項目の要求性能を満足すること。 

試験方法、判定基準は「太陽電池発電システム用系統連系保護装置等の試験方法 平成 22 年 6 月（財団

法人 電気安全環境研究所発行）」による。 

 

試験試験試験試験ＮｏＮｏＮｏＮｏ    試験項目試験項目試験項目試験項目    試験試験試験試験ＮｏＮｏＮｏＮｏ    試験項目試験項目試験項目試験項目    

１１１１．．．．    構造試験 ５５５５．．．．    過渡応答特性試験 

２２２２．．．．    絶縁性能試験     ５５５５．．．．１１１１            入力電力急変 

    ２２２２．．．．１１１１            絶縁抵抗試験     ５５５５．．．．２２２２            系統電圧急変 

    ２２２２．．．．２２２２            商用周波耐電圧試験     ５５５５．．．．３３３３            系統電圧位相急変 

    ２２２２．．．．３３３３            雷インパルス耐電圧試験         ５５５５....３３３３....１１１１    系統電圧位相急変（位相差１０゜） 

３３３３．．．．    保護機能試験         ５５５５....３３３３....２２２２    系統電圧位相急変（位相差１２０゜） 

    ３３３３．．．．１１１１            模擬入力試験     ５５５５．．．．４４４４            系統電圧不平衡急変 

        ３３３３....１１１１....１１１１    交流過電流 ６６６６．．．．    外部事故試験 

        ３３３３....１１１１....２２２２    直流過電圧及び不足電圧     ６６６６．．．．１１１１            交流短絡試験 

        ３３３３....１１１１....３３３３    直流分検出     ６６６６．．．．２２２２            瞬時電圧低下 

    ３３３３．．．．２２２２            実運転試験     ６６６６．．．．３３３３            負荷遮断試験 

        ３３３３....２２２２....１１１１    交流過電圧及び不足電圧 ７７７７．．．．    環境適合性試験 

        ３３３３....２２２２....２２２２    周波数上昇及び低下     ７７７７．．．．１１１１            電波障害 

        ３３３３....２２２２....５５５５    単独運転防止     ７７７７．．．．２２２２            伝導障害 

        ３３３３....２２２２....６６６６    復電後の一定時間投入阻止 ８８８８．．．．    耐電気環境試験 

４４４４．．．．    定常特性試験     ８８８８．．．．１１１１            系統電圧歪耐量 

    ４４４４．．．．１１１１            交流電圧追従     ８８８８．．．．２２２２            系統電圧不平衡 

    ４４４４．．．．２２２２            周波数追従     ８８８８．．．．３３３３            サージ耐圧 

    ４４４４．．．．３３３３            運転力率     ８８８８．．．．４４４４            ノイズ耐量 

    ４４４４．．．．４４４４            出力高調波電流 ９９９９．．．．    耐周囲環境試験 

    ４４４４．．．．５５５５            漏洩電流     ９９９９．．．．１１１１            湿度試験 

    ４４４４．．．．６６６６            電圧上昇抑制機能 １０１０１０１０．．．．    耐久性試験 

    ４４４４．．．．７７７７            温度上昇 １１１１１１１１．．．．    部品故障試験 

    ４４４４．．．．８８８８            ソフトスタート機能 １２１２１２１２．．．．    自立運転試験 
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4-3 保護機能の整定値および許容差 

下記の表に示す通りであること。なお、この表に示す項目はすべて認証試験対象項目である。 

NONONONO    項目項目項目項目    機能機能機能機能    単位単位単位単位    規格値規格値規格値規格値、、、、整定値整定値整定値整定値    許容差許容差許容差許容差    

1111    交流過電流交流過電流交流過電流交流過電流レベルレベルレベルレベル    交流出力の過電流防止 ＡＡＡＡ    ２６．５ ±５％ 

2222    交流過電流時間交流過電流時間交流過電流時間交流過電流時間    交流出力の過電流防止 秒秒秒秒    ０．５ 以下 

3333    直流過電圧直流過電圧直流過電圧直流過電圧レベルレベルレベルレベル    直流入力の過電圧防止 ＶＶＶＶ    ３８０ ±５％ 

4444    直流過電圧時間直流過電圧時間直流過電圧時間直流過電圧時間    直流入力の過電圧防止 秒秒秒秒    ０．５ 以下 

5555    直流不足電圧直流不足電圧直流不足電圧直流不足電圧    直流入力の不足電圧防止 ＶＶＶＶ    １１５ ±５％ 

6666    直流不足電圧時間直流不足電圧時間直流不足電圧時間直流不足電圧時間    直流入力の不足電圧防止 秒秒秒秒    ０．５ 以下 

7777    直流分検出直流分検出直流分検出直流分検出レベルレベルレベルレベル    系統への直流分の流出防止 ＡＡＡＡ    ０．２５  以下 

8888    直流分検出時間直流分検出時間直流分検出時間直流分検出時間    系統への直流分の流出防止 秒秒秒秒    ０．５ 以下 

9999    交流過電圧交流過電圧交流過電圧交流過電圧レベルレベルレベルレベル    系統の過電圧防止 ＶＶＶＶ    

整定値 

110～119 ｽﾃｯﾌﾟ 1 

初期値 115 

±２％ 

10101010    交流過交流過交流過交流過電圧時間電圧時間電圧時間電圧時間    系統の過電圧防止 秒秒秒秒    

整定値 

0.5～2.0 ｽﾃｯﾌﾟ 0.1 

初期値 1.0 

±0.1 

11111111    
交流不足電圧交流不足電圧交流不足電圧交流不足電圧レベレベレベレベ

ルルルル    
系統の不足電圧検出 ＶＶＶＶ    

整定値 

80～93 ｽﾃｯﾌﾟ 1 

初期値 80 

±２％ 

12121212    交流不足電圧時間交流不足電圧時間交流不足電圧時間交流不足電圧時間    系統の不足電圧検出 秒秒秒秒    

整定値 

0.5～2.0 ｽﾃｯﾌﾟ 0.1 

初期値 1.0 

±0.1 

13131313    周波数上昇周波数上昇周波数上昇周波数上昇レベルレベルレベルレベル    系統の異常周波数検出 ＨｚＨｚＨｚＨｚ    

整定値 

50Hz:50.5,50.8,51.0,51.3,51.5 

60Hz:60.6,60.9,61.2,61.5,61.8 

初期値  50Hz:51.0  60Hz:61.2 

±0.1 

14141414    周波数上昇時間周波数上昇時間周波数上昇時間周波数上昇時間    系統の異常周波数検出 秒秒秒秒    

整定値 

0.5～2.0 ｽﾃｯﾌﾟ 0.1 

初期値 1.0 

±0.1 

15151515    周波数低下周波数低下周波数低下周波数低下レベルレベルレベルレベル    系統の異常周波数検出 ＨｚＨｚＨｚＨｚ    

整定値 

50Hz:48.5,48.7,49.0,49.2,49.5 

60Hz:58.2,58.5,58.8,59.1,59.4 

初期値  50Hz:49.0 60Hz:58.8 

±0.1 

16161616    周波数低下時間周波数低下時間周波数低下時間周波数低下時間    系統の異常周波数検出 秒秒秒秒    

整定値 

0.5～2.0 ｽﾃｯﾌﾟ 0.1 

初期値 1.0 

±0.1 

17171717    
単独運転検出単独運転検出単独運転検出単独運転検出    

受動的方式受動的方式受動的方式受動的方式    

単独運転の検出 

電圧位相跳躍検出 
秒秒秒秒    

0.5 

検出基準整定値 

2～10° ｽﾃｯﾌﾟ 1 ﾟ 

初期値 3 ﾟ 

保持時限整定値 10 秒 

以下 

18181818    
単独運転検出単独運転検出単独運転検出単独運転検出    

能動的方式能動的方式能動的方式能動的方式    

単独運転の検出 

周波数シフト方式 
秒秒秒秒    0.5～1.0 範囲内 

19191919    
復電後復電後復電後復電後のののの一定時間一定時間一定時間一定時間

投入阻止投入阻止投入阻止投入阻止    
復電後の投入待ち 秒秒秒秒    

整定値 

150～300 ｽﾃｯﾌﾟ 10 

初期値 300 

＋６ 

－０ 

20202020    電圧上昇抑制機能電圧上昇抑制機能電圧上昇抑制機能電圧上昇抑制機能    系統電圧の上昇の抑制 ＶＶＶＶ    

整定値 

107～112 ｽﾃｯﾌﾟ 0.5 

初期値 108 

-1.5V 以内 
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5. 5. 5. 5. 構造構造構造構造    

図面番号  : ＮＲ５０９Ａ８５Ａ 

外形寸法 ：横635 mm × 縦 250 mm × 厚さ 170 mm 

質量 ：24．0kg 

 

6. 6. 6. 6. 梱包梱包梱包梱包、、、、表示表示表示表示    

6-1梱包構造、表示 

図面番号  : ＮＲ５０９Ａ８６Ａ、ＮＲ５０９Ａ６５Ｃ 

6-2製品表示 

図面番号 : ＮＲ５０９Ａ５６Ａ、ＮＲ５０９Ａ６６ 

6-3ﾊﾟﾚﾀｲｽﾞ構造 

図面番号 : ＮＲ５１１Ａ６４ 

 

  

7777. . . . 包装内容包装内容包装内容包装内容 

部品名部品名部品名部品名    個数個数個数個数    

製品本体 1 台 

取付板 1 枚 

コードクリップ 1 個 

木ネジ 4.0-50 10 本 

圧着端子ＣＶ8mm2用 6 個 

圧着端子キャップCV8mm2用 6 個 

保護チューブ 2 個 

パテ 1 個 

取扱説明書 1 冊 

取付工事説明書 1 冊 

並列運転工事説明書 1 冊 

竣工検査成績書 1 冊 

定期検査点検表 1 冊 

パワーコンディショナ出荷検査 

成績書 
1 冊 

カナディアン・ソーラー住宅向太陽光

発電システム用機器10年保証申請書 
1 冊 

付

属

部

品 

太陽光発電用ブレーカラベル 1 枚 

 

    

8888....    安全上安全上安全上安全上のののの諸注意諸注意諸注意諸注意    

(1)本仕様書、取扱説明書および取付工事説明書等に記載された設置条件、使用条件、注意事項を厳守す

ること。 

(2)本製品は上記に記載された使用環境下において、住宅用太陽光発電システムとして使用することを目

的とする。当社の指定する製品以外と組み合わせて使用する事は原則としてできない。 

(3)製品内部には高電圧を発生している部分が多くあるため、内部には触れないこと。 

(4)運転時は製品取付面の温度が高くなる。（周囲環境にもよるが、最大で６０℃程度。） 

製品を取付ける壁面はこの温度に耐えられる材料とすること。（特に変色の恐れのある材料は使用し

ないこと。） 

 

9999. . . . そのそのそのその他他他他    

本仕様書の内容は第三者に一切公表しないことを原則とする。 
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改改改改                                        定定定定    

副番 内   容 作  成 検  認 

 

 

 

Ａ  

3-2 項 設置場所の取付位置図は元 NR509A85 

4-2 項 認証試験要求性能の判定基準は元「太陽電池発電ｼｽﾃﾑ用系統連系 

保護装置等の試験方法 平成 14 年 10 月（財団法人 電気安全環境 

   研究発行）」による 

5.構造の図面番号は元 NR509A85 

6-1 項 梱包構造、表示の図面番号は元 NR509A86、NR509A65 

6-2 項 製品表示の図面番号は元 NR509A56、 

6-3 項 ﾊﾟﾚﾀｲｽﾞ構造を追加 

7.包装内容の付属部品にｺｰﾄﾞｸﾘｯﾌﾟ追加、定期検査点検表（1 冊）を削除 

 

 

 

11-09-02 

神戸  

 

 

 

11-09-07 

パワ技一Ｋ 

西尾 

    

 

 
























	NR509A55
	NR509A56
	NR509A65
	NR509A66
	NR509A67
	NR509A75
	NR509A85
	NR509A86
	NR511A64
	CS-5000J製品仕様書.pdf

