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品 名 パワーコンディショナ 

形 式 ＰＪ１Ａ－Ａ４２１ 

 

 

１. 適用規格 

EMS: IEC準拠  

安全規格:電気用品安全法 別表第八 1.共通の事項 準拠 

その他 準拠規格： 

小出力太陽光パワーコンディショナ JIS C 8980 

小出力太陽光パワーコンディショナの試験方法 JIS C 8962 

電気設備に関する技術基準を定める省令 

電気設備の技術基準の解釈 

系統連系規程 JEAC9701 

多数台連系対応型太陽光発電システム用系統連系保護装置等 

の個別試験方法JETGR003-4-1.0(2011) 

 認証： 電気安全環境研究所(JET)認証（太陽電池 多数台用） 

 

２. 標準使用状態 

(１) 使用周囲温度 -10～45℃（但し，氷結しないこと） 

(２) 保存周囲温度 -20～55℃（但し，氷結しないこと） 

(３) 使用相対湿度 25～85％RH（但し，結露しないこと） 

(４) 保存相対湿度 25～85％RH（但し，結露しないこと） 

(５) 使用雰囲気 腐食性ガスのないこと 

(６) 標高 1000m以下 (1km以上:-5℃/kmの周囲温度上限を低減する) 

 

３. 動作方式 

(１) 動作状態 連続(日照による自動運転) 

(２) 冷却方式 自然空冷 

(３) 主回路方式 自励 

(４) 絶縁方式 トランスレス方式(非絶縁) 

(５) 電力制御方式 最大電力追従方式 

(６) 出力制御方式 電流制御方式 

(７) 補助制御 無効電力制御(力率制御範囲 0.85～1.0) 

 ソフトスタート 

(８) 運転制御 自動起動 

 太陽電池出力監視による起動/停止 

 最低起動条件：50V 30W (学習機能にて変動) 
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４. 定  格 

４.１ 入力仕様 

(１) 最大入力電圧 DC 450V 

(２) 定格入力電圧 DC 288V 

(３) 運転可能電圧範囲 DC 50～420V 

(４) 最大入力電流 DC 26A 

４.２ 出力仕様 

(１) 定格出力 4.2 kW 

(２) 相数 単相二線式 (接続：単相三線式) 

(３) 定格出力電圧 AC 202V 

(４) 定格出力電流 AC 21A 

(５) 定格周波数 50/60Hz 

(６) 運転力率 0.95(遅れ)以上 (入出力定格時) 

(７) 電力変換効率 95% (入出力定格時) 

(８) 出力電流歪率 総合電流歪率 5%以下 (入出力定格時) 

 各次電流歪率 3%以下 (入出力定格時) 

４.３ その他 

(１) 待機電力 1W以下  

 

５. 構    造 

(１) 外形寸法 別紙  外形図  参照 

(２) 保護構造 ﾋｰﾄｼﾝｸﾌｨﾝ側排気口：IP20 他の箇所：IP30 

(３) 本体色 前面：ｸｰﾙﾎﾜｲﾄ、後部：ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ 

(４) 取付構造 専用取付金具による壁掛け式 

(５) ケース材質 鉄 

(６) 端子形状 M4 

(７) 質量 約 13kg (取付金具含む) 
 

６. 一般仕様 

(１) 耐電圧 AC1500V  1分間 破壊のないこと（回路一括と外郭間）  

(２) 絶縁抵抗 DC500Vﾒｶﾞにて5MΩ以上（回路一括と外郭間）  

(３) 耐振動(梱包状態) 垂直：加速度9.8m/s2  1.0G 5～200Hz 40min. 

 水平：加速度7.2m/s2  0.73G 5～200Hz 20min. 

(４) 落下(梱包状態) 自由落下 高さ35cm 

(５) ノイズ耐量 ±600V １μs 各1分 

(６) 雷インパルス ±5kV 1.2/50μs 各3回 (出力回路一括と対地間) 

(７) 騒音 35dB以下 (入出力定格時 JIS C 1509 A特性) 

 

７. 保護機能 

７.１系統保護 交流過電圧検出機能、各相電圧異常検出機能 

 交流不足電圧検出機能、周波数上昇検出機能 

 周波数低下検出機能、不要脱落防止機能(FRT要件) 

 直流分流出検出機能、出力電圧抑制機能 

７.２単独運転検出 電圧位相跳躍検出方式(受動的方式) 

 ステップ注入付周波数フィードバック方式(能動的方式) 

７.３インバータ保護 交流過電流検出機能、直流過電流検出機能 

 直流過電圧検出機能、直流低電圧検出機能 

 中間直流過電圧検出機能、温度異常検出(半導体、端子台) 

 ヒューズ溶断検出機能、直流地絡検出機能 

 



     

 

 

８. 自立運転機能 

８.１切換条件 スイッチで切り替え 及び 系統電源から分離 

８.２交流出力 AC 101V±6V (ｺﾝｾﾝﾄ出力および端子台出力)  15.0Amax 

８.３電圧波形歪率 3% 以内 (定格入出力時、線形負荷) 

８.４運転周波数 50/60Hz 

８.５周波数精度 ±0.1Hz以下 

 

９. 表  示 

(１)  LED表示 運転状態表示 

(２)  7seg表示 異常、故障内容表示と計測値表示 

 

１０.インタフェース仕様  

(１) 電気的特性 EIA RS-422 規格準拠 

(２) 伝送速度 19200bps 

(３) 同期方式 調歩同期 

(４) 通信方式 半2重 

(５) 交信制御手順 専用手順 

(６) 接続部 RJ45 

 

 以       上 


