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http://www.nipron.co.jp/21円/kWhでも驚きの利回り運用！ http://www.nipron.co.jp/PVシステムに最適なソリューションをご提案します

改正ＦＩＴ２１円時代に向けて　まだまだ高利回り売電が可能

平成２９年

売電価格２１円/ｋＷｈ

平成２９年

売電価格２１円/ｋＷｈ
　平成３０年

～売電価格１９円/ｋＷｈ？

　平成３０年

～売電価格１９円/ｋＷｈ？

アイデアと工夫の余地　がある太陽光発電事業

まだまだ

驚きの 利回りで

運用が 可能です

ニプロン

ＰＶソリューション

太陽光発電してるけど、

売電単価も２１円/kWhに下がったし、

もう潮時かな…

太陽光発電したいけど、

売電価格も２１円/kWhに下がったし、

今さら遅いかな？ 限られた土地を最大活用

造成費用の削減

連系までの時間短縮

Ｏ&Ｍ費用の削減

連系負担金の削減

発電効率の改善
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http://www.nipron.co.jp/発電不良に絶大な効果! http://www.nipron.co.jp/造成費用を抑え、土地の最大活用ができる

パネルの設置を見送っていた狭いスペースや、木や山の影がかかる場所にパネルを設置しても十分な発電が可能です。

同じ土地でもパネルの設置枚数が増やせるため、単位面積当たりの発電量がアップします。

アレイの前後間隔を狭めて、パネルを集積配置。影がアレイにかかったとしても、PVマキシマイザー（PVM）が発電量を引き上げる為、

設置が可能です。パネルの枚数を予定よりも多く設置し面積当たりの発電量を増加させることが出来ます。

ＰＶマキシマイザーで限られた土地へパネルを敷き詰め、
発電量を増加させることが可能です。

１.限られた土地を最大活用

ＰＶＭ有りのイメージ

スペースに応じた自由なレイアウトが

可能で、より多くのパネルが設置可能 ＰＶＭによって設置が
可能になるパネル

パネルの集積配置

通常配置 （イメージ）

集積配置 （イメージ）

広い＝広大な面積が必要

＝面積当たりの発電量アップ
　 影がかかっても PVM で効率改善

狭い

影・端数を気にせずパネルの設置

異種パネル（多結晶, 単結晶, アモルファス, CIS, 他のメーカー）を場所によって有効に使い分けることで、費用対効果を考えた最適な

発電が可能です。例えば、場所によって低価格のパネルを使用するなどの活用法も可能です。

異種パネルを混在させた設置が可能

電力の推移 -１ 電力の推移 -２

電
力[

W]

累
積
発
電
電
力
量[

Wh]

発
電
電
力/

日
射
量

発
電
電
力/

日
射
量
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PVM有 PVM無 PVM有 PVM無

増加した
発電量

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

5,654Wh

11,170Wh

+97.5%

アレイ間隔を狭める

右記の図は、上記と同様の条件

の発電所において発電量を計測

したデータで、PVMがあった場合

と、なかった場合では、

ない場合より2倍近く発電量が増

加していることが確認できます。

右の図は東面、北面へパネルを設置し、

PVM有りの場合と、無しの場合の発電量を

計測したデータです。

PVMがある場合、東面で12.6％、北面では

26％、発電量が増加していることが分かり

ます。

電力の推移 -１ 電力の推移 -２

影影

前列の架台による影がかかり、

ストリング④に電圧の低下が

発生している。

ストリング①

ストリング②ストリング②

ストリング③ストリング③

ストリング④ストリング④

0

1

2

3

4

PVM無 PVM有 PVM無 PVM有
0

1

2

3

4
北向きパネル東向きパネル

+12.6% +26.0%

ＰＶマキシマイザーはどうやって影の影響を抑えているのか

なぜ影がかかっても大丈夫？

アレイ間隔を狭めると、上記の様に時間帯によって影がかかり、ストリングの電圧が低下します。すると、他の正常なストリングの電圧にも影響を及ぼし電圧

を引き下げてしまうため、発電量が低下します。PVMは落ち込んだストリングの電圧を最大電力動作点を維持したまま他ストリングの電圧まで昇圧させる

ことでストリング間の電圧差を無くし、発電可能なパネルからは最大限電力を取り出すことができ、売電収入を増加させることが可能です。

パネルの集積配置 異種パネルの混在

影・端数を気にせず設置東西南北パネル設置

北面などの設置条件が悪い場所にパネルを設置すると既設部に発電ロスが発生するため、パネルの設置を行わないことが一般的で

す。PVMを接続すると既設部の発電ロスを抑え発電量を最大化できます。条件次第では従来設計の5割から2倍増しまでパネルを設

置することが可能になり、発電量を大幅に増やすことが可能です。

北面にもパネルを設置出来るの

で土地の有効活用が可能

東西南北の法面にパネル設置
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http://www.nipron.co.jp/蓄電システムで収入アップ、高額な連系負担金を削減 http://www.nipron.co.jp/最大24時間連続売電で売電量UP

PCS
太陽光パネル

PCS：

太陽光パネル：

蓄電池容量：

約49.5ｋＷ

約300ｋＷ（6倍過積載）

約400ｋＷｈ

300ｋＷ設置に必要な土地面積

約1,000坪

蓄電システム盤外形図

ＰＣＳ対比５～１０倍のパネル設置＋蓄電システムで
２４時間連続売電

21
20

1400 800

265

（屋外タイプ）

太陽光パネル

余剰蓄電システム

PVマキシマイザー
PVガードミャン

蓄電システム

PCS対比
５～１０倍発電

発電量を最大化
Ｏ＆Ｍ費用削減

状況に応じて
システム拡張可能

24 時間
連続売電

２.認定容量を抑制しコストを削減

拡張売電拡張売電

通常の売電通常の売電

余剰電力余剰電力

ピークカットライン
（PCS定格）

時間

出力

PCS定格を超えた
余剰電力

夜
間
売
電

夜
間
売
電

夜
明
売
電

夜
明
売
電

過積載による発電増加分（拡張売電）によるシス

テム稼働率アップだけでなく、ＰＣＳ容量を超える

余剰電力を蓄電池に貯め、貯めた電気も売電す

ることでシステム稼働率を100％に近づけます。

ＰＣＳに対して５～１０倍の過積載を行うことで設備費や連系負担金を抑え、余剰電力を蓄電池に貯めて連続売電を行うことで売電収入

を増加させます。また、ＰＶマキシマイザーにより設置条件の悪い土地にもパネルを敷き詰められるため造成費用も削減できます。

低圧連系太陽光発電所

特別高圧連系→高圧連系のメリット

24 時間
連続売電21 円

/ｋＷｈ

余剰電力も無駄なく蓄電、有効活用

ＰＶ ｅＸｐａｎｄｅｒを活用し、300kWのパネルを低圧連系

特別高圧連系から高圧連系への連系にも対応

50kW未満の低圧連系であれば、高圧連系に比べ、初期コスト・ランニングコストを低く抑えることが可能です。低圧連系の設置基準では、

太陽光パネルかPCSのどちらか少ない方の容量が50kW未満であれば低圧連系が可能です。PV eXpander（PVX）では例えば49.5kW

のPCSに対し、300ｋWのパネルを設置することで低圧連系を行います。しかし、このままではPCSの容量を上回る余剰電力が多すぎるた

め、大きなメリットが得られません。そこで余剰電力を蓄電池に貯め、夜間等に蓄電池から売電を行うことでシステムの稼働率を上げ売

電収入を増加させます。

PVXは高圧連系から低圧連系だけでなく、特別高圧規模のパネルを2MW未満の高圧連系させ余剰電力を蓄電する大規模なシステム

の構築にも対応しています。

蓄電システムは、コンテナ1基での対応も可能です。

コンテナ外形：4700（W）×2308（D）×2700（H）mm

連系負担金が削減できる
高圧連系に比べて高圧連系に比べて

申請が容易
初期コストの低減

高圧キュービクルが不要

入札制度へ移行した特別高圧連系を回避 連系負担金も特別高圧連系に比べて

ランニングコストの低減

主任電気技術者の専任が不要

高圧連系に比べて

比較的早く発電を開始できる

蓄電システム「PV eXpander」の採用で
高圧連系での高額な連系負担金や、
出力抑制などの問題を解決します。

蓄電システム盤

入札より有利な売電単価を確保 大幅に削減
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http://www.nipron.co.jp/AI活用でオート診断 http://www.nipron.co.jp/PV特性カーブを遠隔で毎日自動取得

簡易的な監視だと

一般的な監視システムでは電流のみの監視しかできません。そのため、Ｉ-Ｖ・Ｐ-Ｖカーブ（特性）の計測を行う際は専門業者に依頼し、現地にて1ストリングず

つ手作業で計測する必要があります。しかし、PVGは独自の監視方式を採用しており、遠隔地からＩ-Ｖカーブ、Ｐ-Ｖカーブを用いた高精度な監視が可能です。

計測したデータはクラウドにて蓄積されるので、過去の状態と現在の状況を比較し経年劣化による出力低下を判断することも可能です。

Ｉ-Ｖ

Ｐ-Ｖ
インターネットを通じて発電状況の把握が可能

発電電力や温度・日射量などの情報も確認可能

リモートでI -V・P-Vカーブの取得が可能な
ため監視精度は高く、異常の早期発見を実現

各ストリングの電流と電圧の監視により、I-Vカーブによる診断が可能です。

また、異常が発生したストリングを瞬時に特定することも可能です。

一般的な監視方式 ＰＶガードミャンによる監視

発電異常診断機能

PVパネルの性能を遠隔から多角定量的に計測し、クラウド上でAIによって発電システムの構成や環境に基づいた診断も可能とする予定です。

主な診断機能

→発電量比較による異常ストリングの特定など

→I-Vカーブ分析による異常ストリングの診断など

→クラウド上に蓄積されたデータを学習し、

　 システムに応じた診断を実行

発電量による診断【発電分析】

I-Vカーブデータからの診断【IV特性分析】

AIを活用した故障診断（開発中）

発電異常が発生したストリング

診断機能イメージ

Ｉ-Ｖカーブを分析し、正常範囲から外れた測定値が出た場合、

ストリングに異常が発生していると診断します。（開発中）

ストリング単位の発電量の監視を行っているため、

発電異常が発生したストリングが容易に判断できます。（開発中）

異常発生

①検知

②データ

⑤修理

④通知

③診断 ※イメージ

ユーザー

クラウドシステムA I

発電所(パネル)

ＡＩ

PVM

改正FIT法により求められるO&M（保守・運用）義務を
高精度遠隔ストリング監視でサポート

３.高精度監視によるＯ＆Ｍ費用の削減

安全なシステムの運転と売電収入を守るため遠隔監視は重要です

ニプロン独自の方式による高精度な監視

ＰＶガードミャンは

すべての問題を解決！発電所が遠方だと複数回のメンテナンスが難しい

小さいロスには気づかない

測定には時間がかかり、費用も高額

精度の悪さによる誤報が発生

異常がわかるだけで原因特定が困難

原因特定までに費用や時間がかかる

遠隔監視を未導入だと

ＡＩ活用でフルオート診断

遠隔自動特性カーブ診断で

手軽に精密検査

リモート検査で毎日診断

原因が分からず特定に費用も時間もかかり

大きな機会損失に

PCS

計測
どこで異常が発生しているか

分からない PCS
異常箇所の

特定が可能

Ｉ－Ｖカーブの測定でしか判断できない異常がある

Ｉ－Ｖカーブの測定は必要？

太陽光発電システムの診断は、システムを止めてストリングの開放電圧の測定を行います。しかし、パネルの半田不良や劣化などで電流が流れにくくな

った場合でもパネルが接続されていれば電圧は発生してしまうため、開放電圧に変化が起きず不具合の発見は不可能です。正確な診断を行うために

は、電流と電圧を測定するＩ-Ｖカーブの測定が不可欠です。PVGはシステムを止めることなく高精度な監視を行うため、毎日I-Vカーブによる診断が可

能です。

PCSによる一括制御のため、電流のみの監視となり、精度に不安があります。

また、対応出来るパネルやPCSのメーカーが限られている場合もあります。

メンテナンスフリーと言われていた太陽光発電ですが、改正FIT法によりO＆Mが義務付けられました。高精度遠隔ストリング監視システムPVガードミャン

（PVG)は、コストを抑えながらも他社にない、高精度な遠隔監視が可能です。PVGによりシステムの早期復旧や予防保全が容易になり売電損失の削減や

O&M費用の抑制に貢献します。

もしもの時の

自動発報メール機能搭載

高精度遠隔監視サービス 「ＰＶガードミャン」

下限値

実測値

上限値

正常範囲

ＮＧ判定

PVM

原因が分かっているので迅速に対応でき

機会損失を最小限に

計測
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http://www.nipron.co.jp/発電効率を高めるPVマキシマイザー http://www.nipron.co.jp/PVマキシマイザーで東西南北設置でもしっかり発電

納入事例
PVマキシマイザーをはじめ、グリーンベストミックス電源(GBM)、PVガードミャンは数多くの納入

実績があります。パネルの一部に影がかかる、パネルを敷き詰めたいけれどストリングの枚数が

揃わない、既存のものと違うパネルを使いたいなど、お客様のお悩みは様々です。当社の製品で、

そんなお客様の課題を解決してきたその一例をご紹介いたします。

PV マキシマイザー
PV ガードミャン

納入製品

PV マキシマイザー
グリーンベストミックス電源

納入製品

PV マキシマイザー
PV ガードミャン

納入製品

奈良県山辺郡

恒和株式会社 様

京都府宇治田原町

株式会社ヤマコー 様

三重県北部

奈良県にあるサーキット場名阪スポーツランドを

運営されている恒和株式会社様。

設置スペースの限られる第二期、第三期の発電所

建設において、PVマキシマイザーを活用した

新設・増設提案をご採用頂きました。

既存メガソーラー発電所の余った土地へ
１.４MWのシステムを新設。

ＰＶＭ1400kW

株式会社ヤマコー様では、環境資材を扱われる

メーカーとして環境に配慮した製品作りに取り組

んでおられ、太陽光発電の導入にも積極的に取り

組んでおられます。この度、第二工場建設におい

て弊社の提案するスーパー過積載をご採用頂きま

した。

PVマキシマイザーとグリーンベストミックス電源を

組み合わせ、パワコンの接続容量制限を超える

200％スーパー過積載を実現。

ＰＶＭ238kW

北面など設置条件が悪くパネルの設置を見送って

いた空きスペースへPVマキシマイザーを活用した

増設提案をご採用頂きました。また、既設パネル

に対してもPVマキシマイザーをご採用頂き、PVマ

キシマイザーを活用した高精度ストリング監視を

実施。

狭い斜面も有効活用、
東西南北の傾斜地へパネルを設置。

ＰＶＭ270kW ＰＶＧ

ＧＢＭ

ＰＶＧ

Ｍ社 様

PVマキシマイザー

PVマキシマイザー

PVマキシマイザー

発電所上空写真

電力コントロールGBM

PVガードミャン 無線通信装置
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http://www.nipron.co.jp/O&M革命をもたらすPVガードミャン http://www.nipron.co.jp/HVDC給電システムにも最適なPVマキシマイザー

茨城県龍ヶ崎市

THE・FARM株式会社 様

広島県三次市

Ａ社 様

北海道函館市

株式会社不動産管理センター 様

北海道石狩市

さくらインターネット株式会社 様

兵庫県淡路市

阪南産業株式会社 様

岡山県新見市 施工 : 株式会社マキテック様

株式会社ガット 様

PV マキシマイザー

納入製品

PV マキシマイザー
PV ガードミャン

納入製品

PV マキシマイザー

納入製品

PV マキシマイザー

納入製品

PV マキシマイザー

納入製品

PV マキシマイザー

納入製品

PVマキシマイザーはストリング毎に最適制御

(MPPT制御)を行うため、北向き斜面、影の影響な

ど設置条件の悪い土地へのパネル設置に大きな効

果を発揮します。

今回、PVマキシマイザーの効果を評価頂き、ご採

用頂きました。

PVマキシマイザーの活用で
設置条件の悪い土地にもパネルを設置。

ＰＶＭ283kW

太陽光発電による売電事業に取り組まれている阪

南産業株式会社様。

今回、既設の単結晶系パネルを使用した発電所に

対し、CIS系パネルを増設する異種パネル増設提案

をご採用頂きました。

異種パネルによる増設で
売電収益を拡大。

ＰＶＭ61.5kW

パネルに端数が生じるためパネルの設置を見送っ

ていた空きスペースへPVマキシマイザーを活用し

た増設提案をご採用頂きました。

僅かな空きスペースにも
ＰＶマキシマイザーを活用しパネル増設。

ＰＶＭ182.58kW

さくらインターネット様では、北海道石狩市にて大

規模なデータセンターを運営されています。データ

センターでは高電圧直流(HVDC)給電システムを採

用しており、太陽光発電所で得られた電力を直流の

まま供給するシステムに対し、昇圧・安定化させる

PVマキシマイザーをご採用頂きました。

HVDCを導入したシステムへ
安定した発電電力を供給。

ＰＶＭ200kW

PVマキシマイザーを活用し、低電圧600Vシステム

で高電圧1000Vシステムのメリットが得られる低圧

ソリューションシステムをご採用頂きました。

高圧システムのメリットを低圧工事で実現し、
設備費・電気工事費を低減する
低圧ソリューションシステム。

ＰＶＭ536kW

太陽光発電所の発電効率改善、高精度監視システ

ムによる機会損失、O&M費用の削減のため

PVマキシマイザー及びPVガードミャンをご採用頂

きました。

約1.9MWの新設太陽光発電所に
PVマキシマイザー、PVガードミャンを導入。

ＰＶＭ1874kW ＰＶＧ

発電所上空写真

増設部異種パネル

発電所別角度写真

PVマキシマイザー

PVマキシマイザー

PVマキシマイザー
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http://www.nipron.co.jp/多種多様の電源を取り揃えています！まずお電話を http://www.nipron.co.jp/「電源に困った時」 ニプロンにご相談下さい

12月13日～15日に東京ビッグサイトにて開催されます、SEMICON Japan 2017に出展致します。

本展示会は世界最大級の半導体製造装置・材料の総合展示会です。半導体製造、材料に関わ

る様々な製品・技術・サービスが網羅されています。

ニプロンは初出展となる本展示会において、瞬停・停電対策が可能な単出力電源をはじめ、ATX

電源など各種スイッチング電源を展示致します。

インターネットやモバイルデバイスの成長を背景とするクラウドアプリケーションから、人工知能/

機械学習、自動運転、IoTにいたるまで、エレクトロニクスの成長の可能性は、かつてない広がり

を見せています。そのエレクトロニクスの基軸として常に発展を続ける半導体ビジネスに対し、ニ

プロンは「電源」の視点から貢献したいと考えております。ご来場の際にはぜひ当社ブースまでお

越しください。

9月20日～9月22日にインテックス大阪にて開催されました、

「第4回 関西スマートグリッドEXPO」に出展致しました。

ブースでは、様々な要因で起こる太陽光発電量の低下を抑

え最大発電が可能な「PVマキシマイザー」、最大24時間連続

売電を可能にした余剰蓄電システムの「PV eXpander」、豊富

な測定項目の遠隔・自動チェック、毎日のフルオート診断に

より損失・ムダを省き、最適な発電所運用を可能にする遠隔

監視システム「PVガードミャン」のデモ等の展示を行いました。

また、1時間毎にそれぞれのプレゼンテーションもブースにて

行い、多くの方が足を止めてご覧頂き、非常に大盛況でした。

これまで納入させて頂いた事例をご紹介するパネルも展示し、

ご興味を持って頂いたお客様にはシミュレーションコーナー

にてシミュレーションを行いました。

展示会の終了直後から蓄電システムについてお問い合わせ

頂く等、蓄電システムに注目が集まっていることを再確認で

きた展示会でした。

ニプロン

生け花
営業本部＆中央夢研究所では、正面玄関に

生け花を飾っております。
この生け花は、ニプロン社員が心を込めて

生けておりますので、
弊社にお越しの際はぜひご覧ください。

展示会出展のご案内

社長が語る！TOPセールスコーナー展示会出展のご報告

株式会社ニプロン　代表取締役社長＆営業本部長
酒井　節雄

SEMICON Japan 2017出展のご案内

何故、これ程の発電が増えるのか疑問が出るかと思いますので、豊富な導入事例と取得データからの理論的な理由を説明させて頂きます。既設の多くの太陽光発

電所は、セントラル方式のパワコンを用いた形態になっています。最近では25～50kWの小型パワコンを用いる分散型パワコンシステムが、発電量が増えるなど

の理由で増えてきています。この事はPVマキシマイザー（PVM）をストリングごとに入れると、よりきめ細かくMPPT制御(最大電力点追従制御)が行え、各パネルの

発電量を最大に引き出す事と原理は似ています。分散型はこの理屈で最近増えて来ていますが、PVMはセントラルパワコンに対して個々のストリングに入ります

が、分散型はグループ別となる違いがあり、PVMよりも劣ります。もう少し詳しく説明すると、一般的にはセントラル方式のパワコンとは500～1000kWのものが多く、

この1台で30～50列のストリング(パネルを16～20枚直列接続)をパワコン1台による集中的なMPPT制御を行うため、各ストリングの発電量に対して平均化するよ

うにMPPT制御が行われる。従って発電量の多いストリングは、低いストリングに引っ張られ抑制されてしまう。これに対して、全ストリングにPVMを入れると色々な

事情で発電量にバラツキがあっても、個々のストリングの発電分を最大化するようにエネルギーを吸い上げる様な動作を行うため、全発電総量は抑制されること

が無く差が出てきます。この際、パワコンのMPPTとPVMのMPPTの相互干渉は無いかとの説明を求められますが、PVM側のMPPT制御方式に工夫を行い、多くの

セントラル方式のPCSメーカとの実証実績があり何ら問題はありません。

ストリング毎の発電量にバラツキが生じる原因と要因を簡単に述べると、先ずパネル自身の生産バラツキがあり、更に影がパネルにかかると大きな出力低下の影

響が出る。その他にメガソーラになると地形の形状によりが向きが変わる。又広い面積のため、風の流れが時々刻々と変わるためパネル温度に差が生じ、パネル

温度が下がる程、発電出力は増加するがPVMが無ければ熱い温度のパネルのストリングに足を引っ張られて出力は抑制される。

例え話で説明すると、セントラル方式のパワコンが小中学生のクラスの先生に相当し、教室の多くの生徒に対して授業(MPPT制御に相当)する関係とよく似ていま

す。先生はどのレベルの知的レベルの子に合わせて授業するかと言えば、頭の良い子に合わせると多くの生徒が付いて行けない不都合が生じ、逆に少し劣る子に

合わせると多くの生徒が退屈してしまう。そのため、中間的で平均的なレベルに合わせていると思います。この結果優秀な子供の才能を抑えてしまい国家的な損

失に繋がりかねません。次にPVMを使う効用は、生徒一人一人に家庭教師を付けることに相当し、全体の生徒の能力を引き出し良い指導が出来る事になります。

上記の説明で理解いただけるかと思いますが････高額FIT権(36円、40円等)をお持ちの施主様は、一日も早い決断でPVマキシマイザーのご採用でより高い収益

を上げられる事をご提案させて頂きます。どうぞ宜しくお願い致します。

第26回関西スマートグリッドEXPO　出展のご報告 PVマキシマイザーの効用(既設へ後付けで発電量が5～10％以上UP)

内定者BBQ懇親会

楽しいバーベキューでした

9月30日に服部緑地公園にて、来年の四月に入社予定の内定者8名（文系6名、理系2名）と社員の交流を兼ねてBBQ大会を行いました。これまでの暑さが嘘の

様に当日は風が涼しく、とても過ごしやすい一日でした。今年入社した新入社員達がBBQの準備を進め、お肉を焼いたり焼きそばを振る舞う等し、内定者の皆さ

んを歓迎しました。内定者の皆さんはこの日がお互い初めての顔合わせで、それぞれの学校の話や趣味等、会話に花を咲かせていました。先輩社員に仕事や

研修の内容を積極的に質問する方も居て、来年の四月の入社を楽しみにしているようでした。

UZP-220/CB03A HPCFX-350P/BS28A

会期：２０１７年１２月１３日（水）～１５日（金）
会場：東京ビッグサイト

ニプロンブースの様子 シミュレーションコーナー

ニプロンブースの様子プレゼンの様子

内定者の皆さん＆社員
談笑する様子

準備中の新入社員 全体の様子

先輩社員との会話が
弾んでいるようです。

先輩社員が場を盛り

上げています。

今年の新入社員が

準備しました！

火おこし器を持参した
社員もいました。

皆さん喜んでくれて

いました。



拡張売電 夜間売電～～夜明売電

http://www.nipron.co.jp
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