
SiC パワー半導体により変換効率業界トップクラス 99％＊2 を実現

自家消費用太陽光発電システム

ストリング形PCS

ファンレス化により10 年間の長期メンテナンスフリー
自立運転モードを搭載＊3

ストリング形なので一部の発電パネルに影ができても発電可能
＊1 ：50kVAクラスにおいて、当社調べ
＊2 ：IEC61683 効率格度表示（50kVA クラス）
＊3 ：自立運転モードは 21kVA 機のみに対応

工場、ビル、小売店舗などの設置に最適な
世界最軽量＊1 の分散型太陽光発電システム。
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導入事例

世界最軽量を実現した分散型太陽光発電システム 。

軽量なため搬入・据付作業が容易で、工場、ビル、小売店舗などの屋根・屋上への設置に最適です。
太陽光発電電力を設置場所で使用する自家消費用途の場合、
電力会社と売電契約を結ばないため電力を逆潮流（PCS→電力系統）させることができません。
そのため自家消費用途のPCSは、逆潮流を防ぐために出力を抑制する必要があります。
富士電機のストリング形PCSであれば、2秒以内という短時間で出力の制御が可能です。

変換効率業界トップクラス 99％（50kVAクラス）
富士電機のSiCパワー半導体により、
業界トップクラスの変換効率99％
（50kVAクラス）を可能にしました。

自然空冷によるファンレス化によって、10年間の長期
メンテナンスフリーを実現しました。

MPPT（最大電力点追従制御）を行う回
路が4回路入っているので、一部のパネ
ルに影ができても、残りのパネルの発
電電力は低下しません。

防塵・防水性能に優れているため、重
塩害地域などでも設置が可能です。

スマートフォンで運転操作

スマートフォンの専用アプリで
PCSの運転操作や運転状態の
モニタリングが行えます。

AC 出力ケーブル
キャップ

制御線ケーブル
キャップ

Android/PC
ローダケーブルキャップ

DC 入力ケーブルコネクタ
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: PCS 制御電源 ON
: PV 電力あり
: 系統連系中
: PCS に異常あり
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10 年間の長期メンテナンスフリー 太陽電池ストリングごとに発電可能

高信頼の防塵・防水性能

装置変換効率

効
率
［
％
］

出力（％）

約58kg
DCスイッチ

・*1:  自立・系統連系切替ユニットは21kVA機のみ対応しております。
・*2:  21kVA機使用時は、既設の2次側200Vに接続可能です。
 50kVA機使用時は、2次側500Vの変圧器を新設してください。

会 社 名

発電出力
設置概要

：

：
：

上海電気富士電機
電気技術（無錫）社
1.2MW
ストリング形PCS 
24台

太陽光パネル
4608枚（約7540㎡）
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山間部に設置されたメガソーラーや屋根設置に適したストリング形PCS
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項目 形式 PIS-50/500-J PIS-21/210-J 備考
定格出力 50kVA 21kVA
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 1100V 600V

MPPT 電圧範囲 200 〜 1000V  200 〜 600V
250V 以上で起動
50kVA：1000 〜 1100V は待機

MPPT 電圧範囲（最大負荷） 625 〜 850V 270 〜 500V

最大短絡電流 35A × 4  
直流端⼦ 2 ⼊⼒に接続される
太陽光パネルの短絡電流は 35A 以下

直流入力分岐数 8
2 分岐ごとに MPPT を実施 
外部回路により 12 ⼊⼒まで増設可能 *1

電気仕様 
（AC 出力）

定格出力容量 50kVA 21kVA
出力電圧範囲 500V − 10 〜 +10% 210V − 10 〜 +10%
周波数範囲 50/60Hz ± 5%
出力相数 三相 3 線、非接地系対応 三相 3 線、V 相接地系対応
定格出力電流 57.7A
出力力率  進み⼒率 0.8 〜遅れ⼒率 0.8
出力電流歪率（総合） <5%（定格出⼒時）
出力電流歪率（各次） <3%（定格出⼒時）
装置最高効率 99% 97.7% IEC61638 裕度表示
装置効率（EURO 効率） 98.5% 96.8% IEC61638 裕度表示
過負荷耐量 52.5kVA（105%） 22kVA（105%） 周囲温度 20℃以下：105%
騒音 65dB 以下 A 特性

電気仕様 
（自立運転）

連系・自立切替ユニット

非対応

あり
ユニット外形（W × D × H） 400 × 250 × 500mm
ユニット質量 約 20kg
電気方式 単相 2 線式
定格電圧 AC105V
定格出力電力 3kVA
定格周波数 50/60Hz

系統連系

系統保護 OV，UV，OF，UF
単独運転検出方式（受動） 電圧位相跳躍検出 無効、10 [°]
単独運転検出方式（能動） ステップ注⼊付周波数フィードバック方式 無効、有効

電圧上昇抑制機能 無効電⼒出⼒、有効電⼒抑制
進相運転（遅れ 0.8 〜進み 0.8、設定刻み 0.01）
時は、系統電圧に関係なく無効電流を出⼒

FRT JEAC9701 に対応

保護
絶縁抵抗検出 対応

漏洩電流検出 対応 
RCD、タイプ B （IEC62109-1）

盤構造

設置方式 屋外、屋内
適合 IP IP65
ケーブル引き込み 下部
冷却方式 自然空 冷

寸法 PCS 単体（W × D × H） 930 × 260 × 540mm PCS 単体
質量 PCS 単体 約 58kg PCS 単体

環境条件

保存温度
− 25 〜 +70℃（輸送中） 急激な温度変化による

結露や氷結が生じない場所− 25 〜 +65℃（保管中）
動作温度 − 25 〜 +60℃ − 25 〜 +50℃ 30℃以上でパワーセーブ
相対湿度 0 〜 100% 盤内部は結露なきこと

標高 1000m 以下
1000 〜 4000m：出⼒レベルに応じた
許容周囲温度が 1000m ごとに約 10 度低下

準拠規格
電気安全

JIS，JEM，JEC 
IEC62109-1  
IEC62109-2

JIS，JEM，JEC

系統連系規定 JEAC9701
通信方式 RS–485（Modbus RTU）、USB（Android ローダ用）*2

*1 ： ⼊⼒回路を 8 回路より多く増設した場合は、最大直流⼊⼒電圧が変わります。詳しくは、ユーザーズマニュアルを参照ください。
*2：Android ローダがインストールされたモバイルフォンとの接続には USB データケーブルと USB Host 変換ケーブルが必要です。

詳しくは、ユーザーズマニュアルを参照ください。


