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　１．適用範囲

　本仕様書は住宅用の太陽光発電システムに使用する「屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）５．５ｋＷ」に

　ついて適用する。

　２．準拠規格

・ JIS C 8980 「小出力太陽光発電用パワーコンディショナ」（日本工業規格）

・ JIS C 8961 「太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法」（日本工業規格）

・ 系統連系規程（JEAC　日本電気協会）

・ 電気事業法施行規則　

　３．一般条件

　　３－１.周囲条件

・ 設置場所 ：屋外・屋側・屋内（屋側とは軒下など直接雨のかからない建物の屋外側面）

・ ：－２０℃～＋５０℃（直射日光が当たらないこと）

　但し、入力電流条件によっては３０℃を超える周囲温度では、内部温度により発電電力を

　絞ることがあります。

・ ：－２５℃～＋６０℃

・ 湿度 ：９０％以下（ただし、結露なきこと）

　　３－２．設置条件

　　　次のような場所への設置および接続はしないでください。

・ 周囲温度範囲（－20℃～＋50℃）の範囲外の場所、日中に直射日光の当たる場所
・ 換気・風通しの悪い場所や夏場温度が著しく上昇する場所（屋根裏、納戸、押入れ・床下など）、

設置に必要なスペースが確保できない場所
・ 野立て設置をする場合、架台取付板またはそれに相当する板を取り付けない設置方法
・ 温度変化の激しい場所（結露のある場所）
・ 著しく湿度の高い場所（湿度90％を超える場所）
・ 水上および常時水を浴びる場所、住宅の屋側から離れるなどして風雨の影響を著しく受ける場所、

冠水のおそれのある場所、水はけの悪い場所
・ 塩害地域（沖縄と離島の全域、外海の海岸から1km以内、瀬戸内海の海岸から500m以内または

潮風が直接あたる場所）の屋外
海岸からの距離にかかわらず、周囲の状況により潮風の影響があると思われる場合は、塩害地域とみなしてください。

・ 積雪地域（本製品が雪に埋もれるおそれや、落雷の衝撃を受けるおそれのある場所）
・ 標高2000mを超える場所
・ 上下さかさまや横倒しの設置
・ 人の往来の妨げになる場所
・ メンテナンスが容易に行えない場所
・ 上下設置する場合において、３台以上を上下に設置
・ ボールなどが当たるおそれのある場所（野球場・サッカー場など）
・ ガス機器などと並列設置する場合において、燃焼ガスや排気が直接または間接的に当たる場所
・ 過度の水蒸気・油蒸気・煙・塵埃・砂ボコリや塩分・腐食性物質・爆発性／可燃性ガス・化学薬品・火気、

燃焼ガスにさらされる場所およびさらされるおそれのある場所
・ 高周波ノイズを発生する機器のある場所
・ 壁の変色や排熱・機器特性上の電磁音が気になる場所
・ 騒音について厳しい制約を受ける場所（寝室の壁への設置は避けることをおすすめします。）
・ テレビ、ラジオなどのアンテナ、アンテナ線より3m以上間隔をとれない場所
・ 電気的雑音の影響を受けると困る電気製品の近く

PLC、LANなど通信を利用する機器については、相互に干渉し正常な動作が出来なくなる場合があります。

・ アマチュア無線のアンテナが近隣にある場所
近隣にアマチュア無線のアンテナがあるところに太陽光発電システムを設置すると、太陽光発電システムの機器や配線から

発生する電気的雑音（ノイズ）を感度の高いアマチュア無線機が受信することで通信の障害となる場合があります。

・ 信号線は動力線と並走させたり、同一電線管におさめない
・ 商用電源の電圧を制御する機器（調光器などの省エネ機など）との併用
・ その他特殊な機器（医療機器・通信機器・発電機）への接続
・ その他特殊な条件下（自動車・船舶など）

（感電・火災・故障・電磁波雑音の原因になります）

・ 一括制御リモコンをパワーコンディショナ内に設置しない

故障・動作障害のおそれがあります。また、運転状態が確認できなくなります。
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　　３－３.補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後９年とします。

尚、性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

　４．定格仕様

４－１.共通

・ 定格入力電圧　 ：ＤＣ３３０Ｖ

・ ：ＤＣ５０～４５０Ｖ

※電気設備技術基準の対地電圧は４５０Ｖ以下であることと規定されています。

　従って、太陽電池の組み合わせにおいて、いかなる条件（環境、太陽電池特性を含めて）においても

　４５０Ｖ以下となるようなシステム設計をしてください。

　４５０Ｖを超えた場合には直流過電圧を検出し、太陽電池過電圧（Ｆ３エラー）が表示され、

　パワーコンディショナは停止します。

・ 入力回路数 ：４回路

・ 消費電力 ：待機時消費電力　１Ｗ未満（一括制御リモコン消費電力０.１Ｗ含む）

５０Ｈｚ：２５ＶＡ未満　６０Ｈｚ：３０ＶＡ未満

運転時　０Ｗ／０ＶＡ

※運転時に関しては、パワーコンディショナ自体の消費電力をすべて太陽電池側でまかないます。

４－２.系統連系運転時

品番

定格出力

定格容量

最大入力電力

動作電圧範囲

定格出力電圧

定格出力周波数

最大入力動作電流

短絡電流

定格出力電流

定格電力変換効率

定格力率

高調波電流含有率

連系運転範囲

突入電流

冷却方式

騒音

４－３.表示部

連系ランプ ：緑色ＬＥＤ（連系運転中点灯、待機中点滅）

抑制ランプ ：黄色ＬＥＤ（電圧上昇抑制制御中点灯）

４－４.外部停止入力端子搭載（１入力/無電圧Ａ接点）

OVGRなどの異常停止信号でパワコンの運転を

緊急停止する場合の接点入力端子

５．７９ｋVA　（力率０.９５時）、５．５ｋVA（力率１．０時）

入力運転電圧範囲　
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なし

自然空冷（内部拡散ファン有り）

定格運転時　３３ｄＢ以下 　　※測定方法はJIS C8980 11.9騒音測定による

ＶＣＣＩ クラスＢ雑音端子電圧(準尖頭値)

ＤＣ５５～４５０Ｖ

ＡＣ２０２Ｖ（単相２線式、ただし連系は単相３線式）

屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ
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系統周波数　ＯＦＲ、ＵＦＲ設定値による

５０Ｈｚまたは６０Ｈｚ

最大１５Ａ／１入力　

９５．０％（JIS　C8961による）（入力電圧ＤＣ３３０Ｖ時、力率０．９５時）
（参考）９５．５％（JIS　C8961による）（入力電圧ＤＣ３３０Ｖ時、力率１．００時）

０．８０～０．９５　　　０.０１刻みで可変（出荷時０．９５）

総合５％以下、各次３％以下

連系点電圧　ＯＶＲ、ＵＶＲ設定値による

Ｎｏ．２
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５．５ｋＷ　（力率０.９５時）、５．５ｋＷ（力率１．０時）

４０Ａ（最大１４.５Ａ／１入力）　

２８．７Ａｒｍｓ （力率０.９５時）

０．９５

最大入力電圧、最大入力電流の範囲内／１入力

指定力率（JET認証範囲）
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４－５.主回路方式
・ 変換方式 ：連系運転時　電圧型電流制御方式
・ 絶縁方式 ：トランスレス方式
・ スイッチング方式 ：正弦波ＰＷＭ方式
・ 接地方式 ：直流回路側は非接地方式、交流出力の中性線が配電線の柱上変圧器側で

  接地される方式とする。（但し、自立運転時は非接地）

４－６.制御方式
・ 電力制御方式 ：最大電力追尾制御
・ 補助制御機能 ：自動電圧調整（有効電力制御：１０７Ｖ以上）
・ 運転制御方式 ：自動起動･停止（起動時ソフトスタート）
・ 起動電圧 ：ＤＣ９０Ｖ±３Ｖ以上１５０秒以上継続または、ＤＣ１５０Ｖ±３Ｖ以上１０秒以上継続
・ 停止電圧 ：ＤＣ５０Ｖ±２Ｖ

４－７.電気的特性
・ 絶縁抵抗 ：１ＭΩ以上
・ 耐電圧　　　 ：ＡＣ１５００Ｖ　１分間

４－８.直流開閉器
・ 定格入力電圧 ：ＤＣ３３０Ｖ
・ 最大入力電圧 ：ＤＣ５００Ｖ
・ 最大入力電流 ：ＤＣ１５Ａ

４－９.寸法・質量・色
品番 ＶＢＰＣ２５５ＧＣ１
製品寸法 Ｗ７０６×Ｈ４０７×Ｄ２１４（ｍｍ）
梱包寸法 Ｗ７８５×Ｈ３５３×Ｄ５００（ｍｍ）
製品質量 ２６ｋｇ（壁取付板、ガード含む３０ｋｇ）
梱包質量 ３３ｋｇ
塗装色 前面パネル ：ＭＥ－Ｋ０４（ウォームシルバー） 溶融亜鉛メッキ鋼板

本体 ：ＮＷ－Ｋ１９（ウォームグレー）マンセル値９.４Ｙ５.６／０.５ 溶融亜鉛メッキ鋼板
ガード ：ＮＷ－Ｋ１９（ウォームグレー）マンセル値９.４Ｙ５.６／０.５ カラー鋼板

４－１０.接続可能機器（別売品）
・ 一括制御リモコン ：VBPR201M
・ 電力検出ユニット　：VBPW372/372A、VBPW274/274A、VBPW275、VBPW203K
・ 出力制御ユニット ：VBPW274R
・ モニター ：VBPM372C、VBPM274C、VBPM275C、VBPM203C

尚、VBPM203C、VBPW203Kは出力制御対応機器ではありません。出力制御を行う場合は、VBPW274Rを増設してください。

・ ネットアダプタ ：LJ-NA01、MKN7761
・ 状態表示基板 ：VBPC259B-B1

※パナソニックエコソリューションズ　テクノサービス㈱扱い

４－１１.通信方式
・ RS485（独自通信）またはMODBUS（出荷時設定はRS485（独自通信））の選択式
・ パワーコンディショナ接続台数：RS485(独自通信)、MODBUSとも最大10台

（但し、接続する機器によって接続上限台数は異なる）
４－１２.その他

・ 多数台連系対応型単独運転防止機能（ステップ注入付周波数フィードバック方式）搭載
・ 新ＦＲＴ要件対応　　フリッカ対策仕様（STEP3.0対応）
・ 力率一定制御：０.８０～１．００(０.０１毎) ※力率０．９６～１．００は、JET認証仕様外となります。
・ 復電時の連系復帰：手動/自動　選択可能
・ 電圧上昇抑制制御：無効電力制御及び有効電力制御搭載
・ 防塵防水性能：ＩＰ５５（配線部および水抜き孔除く）
・ 運転停止スイッチ：本体搭載（リモコン無しで動作可能）
・ 直流側/交流側ケーブル配線：直流側も交流側も露出配線
・ 復電時の連系復帰：手動/自動　選択可能
・ 運転停止スイッチカバー部　南京錠用穴あり

全２１
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　 ５．遠隔出力制御について
本製品は、2015 年1 月22 日公布の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の

一部を改正する省令と関連告示に対応した機器です。遠隔出力制御を行うためには、対応した以下の機器が必要です。

遠隔出力制御を行うためには、対応した以下の機器が必要です。

・パワーコンディショナ（制御対応）

・出力制御ユニット（電力検出ユニット、モニター等）

また、電力会社によっては、原則インターネット接続が必要です。

なお、インターネット回線をご準備いただく場合は、下記の費用はお客様のご負担となります。

・ インターネット回線契約・利用に伴う費用 など

遠隔出力制御の内容につきましては、各電力会社のホームページをご覧ください。

遠隔出力制御の対応のため、出力制御ユニットのファームウェア（ソフトウェア）の更新や設置場所での作業（有償）が

必要となる場合もあります。製品の対応詳細については、遠隔出力制御に関して各電力会社から発表された後に、

当社ホームページにてお知らせする予定です。

　６．保護機能

屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ

系統不足電圧（ＵＶＲ）
Ｕ，Ｗ相個別設定

１０９Ｖ（整定値範囲  １０７Ｖ～１１３Ｖ：設定ステップ０．５Ｖ）

検出時間 １．０秒（整定値範囲  ０．５～２秒：設定ステップ０．５秒）

１１５Ｖ（整定値範囲 １１０～１２０Ｖ：設定ステップ２．５Ｖ）

解列箇所
検出相数
検出レベル

商　品　仕　様　書

検出相数

５０Ｈｚ地区 ５１．０Ｈｚ（整定値範囲 ５０．５～５２．５Ｈｚ：設定ステップ０．５Ｈｚ）
６０Ｈｚ地区 ６１．２Ｈｚ（整定値範囲 ６０．６～６３．０Ｈｚ：設定ステップ０．６Ｈｚ）

検出時間

解列箇所

能動的単独運転検出

直流分検出

６０Ｈｚ地区 ５８．８Ｈｚ（整定値範囲 ５７．０～５９．４Ｈｚ：設定ステップ０．６Ｈｚ）

解列箇所
１相（単相３線式の中性線と片側電圧間）

検出時間

２相（単相３線式の中性線と両側電圧間）
８０Ｖ（整定値範囲 ８０～９０Ｖ：設定ステップ２．５Ｖ）
１．０秒（整定値範囲  ０．５～２秒：設定ステップ０．５秒）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
１相（単相３線式の中性線と片側電圧間）

０．４秒（整定値固定）

０．４秒（整定値固定）

検出時間
検出レベル ４５０Ｖ（整定値固定）

０．３秒（整定値固定）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック

解列箇所

系統過周波数（ＯＦＲ）

系統不足周波数（ＵＦＲ）

直流不足電圧

直流過電圧

周波数１．２Ｈｚ
０．２秒以内（整定値固定）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック

方式
検出レベル

有効電力制御（０に制御）

受動的単独運転検出
位相変化８度（整定値範囲  ６～１２度：設定ステップ２度）
０．５秒以内（整定値固定）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック解列箇所

検出レベル
ステップ注入付周波数フィードバック方式

解列時限
解列箇所
検出レベル
検出時間

２３０ｍＡ（整定値固定）

Ｎｏ．４
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検出相数 ２相（単相３線式の中性線と両側電圧間）

系統連系保護機能

系統過電圧（ＯＶＲ）
Ｕ，Ｗ相個別設定

整定値

保護リレー復帰時間

電圧上昇抑制レベル

５０Ｈｚ地区 ４７．５Ｈｚ（整定値範囲 ４７．５～４９．５Ｈｚ：設定ステップ０．５Ｈｚ）

整定値

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

３００秒（整定値範囲  １０，１５０，３００秒、手動復帰）

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

制御方法

検出相数

１．０秒（整定値範囲  ０．５～２秒：設定ステップ０．５秒）検出時間

検出レベル

検出レベル

１．０秒（整定値範囲  ０．５～２秒：設定ステップ０．５秒）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出レベル

ゲートブロック

検出レベル ５０Ｖ（整定値固定）
検出時間
解列個所

品
番

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ1

電圧位相跳躍検出方式

交流過電流

検出レベル
検出時間

方式

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

機械的開閉箇所＋ゲートブロック解列個所

解列個所

検出時間
３２.０Ａ（整定値固定）
０．４秒（整定値固定）

検出レベル
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　７．設置スペース

・ 床面・地面などとの放熱スペースは500mm以上を確保してください。

・ 作業スペースのためパワーコンディショナ本体前面から、手前に800mm以上の空間を確保することを推奨します。

また、上下左右は放熱、点検のために、下図に示すスペースが必要です。

・ 800mm（推奨）の確保が難しい場所への設置は、あらかじめ施工やメンテナンスが可能であることをご確認のうえ、

設置してください。

・ 取付高さ（Ａ寸法）は下記寸法を確保してください。

　８．付属品（同梱物）

4

6

11

Ｎｏ．５

絶縁チューブ（TCM-53）

取扱説明書（保証書付き）

施工チェックシート

開閉器用端子カバー

1

1

開閉器用圧着端子（5.5-AF4A-S）

各1

1

品
番

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ1

全２１
商　品　仕　様　書

屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ

VBPC255ＧＣ１

4／4（赤／青）

8

個数

工事用型紙

廃棄防止チラシ

施工説明書

1

検査成績書

施工業者連絡先記入ラベル

1

1

1

1

壁取付板（塗装なし）

部品名

保護ガード固定ネジM4×12

壁取付板固定ネジ5×60(High-Lowネジ)

保護ガード（上・下）
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　９．本体外形寸法図

品
番

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ1屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ

Ｎｏ．６

全２１
商　品　仕　様　書

VBPC255GC1 
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　１０．壁取付板外形寸法図

質量 約３kg

－２０℃～＋５０℃

湿度 ９０％以下

材質 SGCC-NFZ12

塗装 無し

　□外形寸法図

仕
様

屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ
品
番

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ1

商　品　仕　様　書
Ｎｏ．７

全２１

使用温度範囲

t＝2.0mm 
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　１１．保護シート印刷図

屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ

Ｎｏ．８

全２１
商　品　仕　様　書

品
番

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ1
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　１２．定格ラベル

Ｎｏ．９

全２１

屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ

商　品　仕　様　書

品
番

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ1
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　１３．別売品

１３－１．別売品

３０ｍ ＶＢＰＫ２Ｃ３００Ｃ

電力検出ユニット(VBPW203K/274/274A/275)、または
出力制御ユニット(VBPW274R)を設置した場合に
一括制御リモコンやパワーコンディショナと接続する際
必要

リモコン・電力検出Ｕ間ケーブル
３ｍ

１５ｍ ＶＢＰＫ２Ｃ１５０Ｆ

塗装
仕様

ＶＢ８ＴＰ５５ＳＴ

野立など、壁面がないところに設置する場合

屋外パワコン用平地置台セット ＶＢ８ＢＰ５５ＵＤ２Ｇ 壁掛け以外で設置する場合

屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ

屋外マルチパワコン用壁取付板

５ｍ

１５ｍ

３０ｍ

ＶＢＰＫ２Ｃ０５０Ｂ

ＶＢＰＫ２Ｃ１５０Ｂ

ＶＢＰＫ２Ｃ３００Ｂ

商品名

一括制御リモコン

品番 用途

パワーコンディショナの運転・停止を一括制御リモコン１台で
パワーコンディショナ最大１０台まで制御します。

ＶＢＰＲ２０１Ｍ

パワーコンディショナ本体と一括制御リモコンを
接続する際必要。適した長さのものを左記より
選んでください。

品
番

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ1

パワコン・電力検出Ｕ間ケーブル
１５ｍ ＶＢＰＫ２Ｃ１５０Ｃ

屋外パワコン野立用架台取付板 ＶＢ８ＴＰ０１ＳＴ

Ｎｏ．１０

全２１

パワコン・リモコン間ケーブル

商　品　仕　様　書

ＶＢＰＫ２Ｃ３００Ｐ

ＶＢＰＫ２Ｃ０３０Ｆ

パワーコンディショナを複数台設置する場合に、
パワーコンディショナ本体を相互にわたり接続する際必要

パワコン間ケーブル
３０ｍ

ＶＢＰＫ２Ｃ０５０Ｐ５ｍ

パワーコンディショナ本体を壁に取付ける際必要
（塗装あり：パワーコンディショナ本体と色を統一させる場合）



パナソニック株式会社

通信ケーブル配線図

・VBPM372CとVBPW372およびVBPW372Aを接続した場合の例（PCS接続最大10台）

接続可能台数

　VBPW372はパワーコンディショナ4台まで接続可能です。

　尚、創蓄PS1台接続時は、パワーコンディショナの接続可能台数は3台までとなります。※１

　VBPW372AはMODBUSまたはRS485（独自通信）を選択した場合、ＰＣＳの接続はともに最大１０台までです。

※1 創蓄PS(5.5kW)との接続は、合計20kWまで可能です。

屋外マルチ4.4/4.6kWは３台までの接続、屋外集中5.5kW/屋外マルチ5.5/5.9kWは２台までの接続となります。

(例) 創蓄PS(5.5kW)：１台＋屋外マルチ4.4kW：３台＝合計18.7kW

VBPM203CとVBPW203K…パワコン接続最大５台

VBPM274C/275CとVBPW274/274R/275(余剰対応モード)…パワコン接続最大５台

VBPM274C/275CとVBPW274A/274R/275(全量対応モード)…パワコン接続最大１０台

全２１

屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ

Ｎｏ．１１

品
番

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ1

商　品　仕　様　書
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・VBPM274C/275CとVBPW274A/275を接続した場合の例（PCS接続最大10台）

※VBPC244B*,VBPC255B*,VBPC255C*,VBPC246B3,VBPC259B3、VBPC255GC*は

  パワコン及びリモコンのスイッチ設定により 一括制御リモコンにて10台まで制御することが可能です。

・VBPM203CとVBPW203KをVBPW274Rに接続した場合の例（PCS接続最大5台）

※VBPW203Kの場合、出力制御に対応させるには、出力制御ユニット(VBPW274R)を接続してください。

※VBPW274RとVBPM203Cは通信致しません。

全２１
商　品　仕　様　書

Ｎｏ．１２

屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ
品
番

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ1
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■リモコン

　

　□外形寸法図

屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ
品
番

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ1

商　品　仕　様　書
Ｎｏ．１３

全２１

商品名 一括制御リモコン

品番 ＶＢＰＲ２０１Ｍ

設置場所 屋内

製品寸法 Ｗ７０×Ｈ１２０×Ｄ１８(mm)　※突起物を除く

液晶表示部寸法 Ｗ５０×Ｈ２３(mm)、６桁表示（出荷時）/７桁表示（拡張設定時）

電源電圧 定格ＤＣ８Ｖ（パワーコンディショナより受電）

最大消費電力 ０.１Ｗ 未満

動作温度範囲(推奨)

－２０℃～＋５０℃

直接日光の当たるところ、－２０℃以下、＋５０℃以上の環境になるところには

設置しないでください。故障の原因になります。

保存温度範囲 －２０℃～＋６０℃

使用湿度条件 ９０％ＲＨ以下（結露なきこと）

質量 ０.０９kg（取付金具を除く）

通信方式 有線（ＲＳ－４８５）

接続条件
一括制御リモコン１台でパワーコンディショナ最大１０台まで接続可能：出荷時５台/

拡張設定時１０台（通信ケーブルはオプション設定）

ＬＥＤ 連系時…緑、自立時…橙

ブザー 有り（キー操作時または異常発生時）

運転・停止 スライドスイッチ

ボタン 総積算ボタン、パワコン切換ボタン

表示

瞬間発電量[kW]/積算発電量[kWh]/抑制積算時間[分]/抑制表示/

自立時消費電力[kW]/点検コード/待機

アドレス 出荷時 ：(１.２.３.４.５)

拡張設定時 ：(１.２.３.４.５.６.７.８.９.１０)

点検コード 最新の点検コードから順番に最大１６個表示する

付属品
リモコン用木ネジ２本、かんたん操作ガイド、パワコン番号識別ラベル、

静電気注意チラシ（本体貼り付け）

表示範囲

発電電力 ０～１２７.５ｋＷ

総積算電力量 ０～９９９９９９ｋＷｈ(出荷時)

０～１９９９９９９ｋＷｈ(拡張設定時)

個別積算電力量 ０～１９９９９９ｋＷｈ

累積抑制時間 ０～９９９９９９分
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■商品名：パワコン・リモコン間ケーブル

□外形図

⑥ ④

商　品　仕　様　書

ケーブル
仕様

-

３０ｍ

１.２ｋｇ

５ｍ １５ｍ

-

4

1

4

ﾗﾍﾞﾙ  パワコン

ｽﾐﾁｭｰﾌﾞ F2(Z)ｸﾛ

用途

番号

SH-VCTF 4×0.3sq

全２１

W300×H340(mm)

約２５ｋｇ

W455×D455×H270(mm)

２０個入数

０.６２ｋｇ

W280×H300(mm)

W255×D255×H260(mm)

３０個

パワコンとリモコンを接続する際に必要

－２０℃～＋７５℃

５.２mm±０.４mm

白

W90×H300(mm)

０.２ｋｇ

約１９ｋｇ

品番

梱包仕様

耐熱温度

品名

ＶＢＰＫ２Ｃ０５０Ｂ

Ｎｏ．１４

外径（４芯）

色

個装梱包質量

個装梱包寸法

集合梱包質量

ＶＢＰＫ２Ｃ１５０Ｂ

屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ

数量

1

1

1

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

1

40mm×6mm

6×t0.25=40mm

備考

ﾌﾟﾗｸﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ XAP-04V-1

品
番

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ1

約７ｋｇ

ｺﾝﾀｸﾄ SEH-001T-P0.6

ﾌﾟﾗｸﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ EHR-4

ｺﾝﾀｸﾄ SXA-001T-P0.6

長さ

ＶＢＰＫ２Ｃ３００Ｂ

W405×D405×H390(mm)

３０個

-

-

-

集合梱包寸法
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■商品名：パワコン間ケーブル

□外形図

　

　

　

④

商　品　仕　様　書

⑤

梱包仕様

個装梱包質量

個装梱包寸法

集合梱包質量

集合梱包寸法

入数

W90×H300(mm)

約１２ｋｇ

-

-

40mm×6mm

6×t0.25=40mm

④

耐熱温度

外径（４芯）

色

ﾗﾍﾞﾙ  パワコン

ｽﾐﾁｭｰﾌﾞ F2(Z)ｸﾛ

SH-VCTF 4×0.3sq

W455×D235×H270(mm)

５.２mm±０.４mm

白

０.２ｋｇ １.２４ｋｇ

2

2

2

8ｺﾝﾀｸﾄ SXA-001T-P0.6

ﾌﾟﾗｸﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ XAP-04-1

②

③

品名

-

番号

①

備考

ＶＢＰＫ２Ｃ０５０Ｐ

Ｎｏ．１５

全２１

屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ

約７ｋｇ

W255×D255×H260(mm)

W300×H340(mm)

数量

1

ケーブル
仕様

長さ

用途

品番

３０ｍ５ｍ

品
番

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ1

３０個

ＶＢＰＫ２Ｃ３００Ｐ

１０個

パワコン本体を複数台接続する際に必要

－２０℃～＋７５℃
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■商品名：リモコン・電力検出Ｕ間ケーブル

□外形図

⑥ ④

40mm×8mm

1

4

1

1

ﾌﾟﾗｸﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ EHR-4

ｺﾝﾀｸﾄ SPHD-001T-P0.5

-

ﾌﾟﾗｸﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ PAP-04V-S

ﾗﾍﾞﾙ  電力検出

4

-

商　品　仕　様　書

用途

③

④

⑤

⑥

⑦ ｺﾝﾀｸﾄ SHE-001T-P0.6

耐熱温度

外径（４芯）

電力検出ユニットを接続する際に必要

一括制御リモコン（ＶＢＰＲ２０１Ｍ）を介して

番号

①

②

長さ

ＶＢＰＫ２Ｃ０３０Ｆ

３ｍ

品番

-

-

備考

ｽﾐﾁｭｰﾌﾞ F2(Z)ｸﾛ

SH-VCTF 4×0.3sq

色

梱包仕様

個装梱包質量

個装梱包寸法

集合梱包質量

集合梱包寸法

入数

ケーブル
仕様

－２０℃～＋７５℃

５.２mm±０.４mm

白

１０個

W255×D145×H160(mm)

約１ｋｇ

W405×D205×H240(mm)

０.６２ｋｇ０.１３ｋｇ

W90×H300(mm) W280×H300(mm)

約６ｋｇ

１０個

2

品名 数量

Ｎｏ．１６

全２１

ＶＢＰＫ２Ｃ１５０Ｆ

１５ｍ

1

6×t0.25=40mm

-

品
番

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ1屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ
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■商品名：屋外パワコン用平地置台セット

　□品番：VB8BP55UD2G

　□用途：壁掛け以外で設置する場合

　□仕様

・ 質量 ：約１２ｋｇ（梱包質量：約１５ｋｇ）

・ 梱包寸法 ：Ｗ７３９×Ｈ１１５×Ｄ８４５（ｍｍ）

・ 構成　

・ 設置 ：屋外設置（屋側）、アンカー固定

・ 設置スペース：左右３００mm以上、上２００mm以上、前面８００㎜以上、

　スタンド背面より１００mm以上（スタンド側面寸法４０mm含まず）

・ ：－２０℃～＋５０℃

・ 湿度 ：９０％以下

・ 材質 ：ＺＡＭ鋼板（ＳＧＣＣ）

・ 塗装 ：粉体塗装（塗装色：ウォームグレー マンセル9.4Y5.6/0.5）

・ 保証期間 ：１年間

　□信頼性

・ 塩水噴霧 ：ＮａＣｌ ５％、５００ｈ

　判定基準：スクラッチ(十字)剥離幅片側２ｍｍ以内

・ 促進耐候性 ：サンシャインウェザーメーター

　４００ｈ（２００サイクル※）　　※１サイクル：降雨１８分、光源照射１０２分

　判定基準：光沢保持率７０％以上

・ 耐震性 ：水平震度１Ｇ、鉛直震度０.５Ｇ

　判定基準：ボルト抜け、セン断無きこと

・ 荷重 ：垂直　１,５６８Ｎ（１６０ｋｇｆ）

　風圧　５１０Ｎ（５２ｋｇｆ）

　判定基準：塑性変形無きこと（弾性変形可）

　皿型座金ナット(Ｍ５)

　㊉六角セムスボルト(Ｍ５×１５)

屋外パワコン取付ネジ袋詰め

トメカナグ

　㊉六角セムスボルト(Ｍ８×３０)

　絶縁ナット

絶縁ネジ袋詰め

品
番

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ1

Ｎｏ．１７

4

1

4

8

各1

1

員数

屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ

　アシカバー

　アシ

4

4

-

施工説明書

-

1

�使用温度範囲

　キャク

　フレーム組

フレームセット（組み立て済み）

　皿型座金ナット(Ｍ８)

　㊉六角セムスボルト(Ｍ８×２０)

スタンド・フレーム取付ネジ袋詰め

ステー（Ｌ）/（Ｒ）

スタンド

部品名

ベース

部品名

全２１
商　品　仕　様　書

11

11

2

4

4

2

員数



パナソニック株式会社

　□外形寸法図

商　品　仕　様　書
Ｎｏ．１８

全２１

屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ
品
番

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ1

パワーコンディショナ取付時 



パナソニック株式会社

■商品名：屋外パワコン野立用架台取付板

　□品番 ：ＶＢ８ＴＰ０１ＳＴ

　□用途 ：屋外用マルチストリング型パワーコンディショナ及び屋外用集中型パワーコンディショナを野立など

　壁面がないところに設置する場合に使用。

　□仕様

・ 質量 ：７ｋｇ

・ 梱包寸法 ：Ｗ８１８×Ｈ３０×Ｄ５３０（mm）

・ 構成

・ 設置 ：屋外設置（屋側）

・ 使用温度範囲 ：－２０℃～＋５０℃（屋外パワコン仕様温度範囲内）

・ 湿度 ：９０％以下

・ 材質 ：溶融亜鉛メッキ鋼板（SGCC) 

・ 塗装 ：粉体塗装（塗装色：ウォームグレー  マンセル 9.4Y5.6/0.5）／耐塩害仕様

・ 保証期間 ：１年間

　□信頼性

・ 塩水噴霧　ＮａＣｌ 5％、500h　　　　判定基準：著しい錆のなきこと

耐震性 水平震度１Ｇ、鉛直震度０．５Ｇ　

判定基準：ボルト抜け、剪断無き事

・ 荷重 垂直　１，５６８Ｎ（１６０ｋｇｆ）

風圧　５１０Ｎ（５２ｋｇｆ）

判定基準：塑性変形無き事（弾性変形可）

　□外形寸法図

屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ
品
番

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ1

1

員数

壁取付板固定ネジ位置チラシ

壁取付板固定ボルト・ナット

Ｎｏ．１９

全２１

固定用ボルト・ナット(M12×20)/平座金(M12)

部品名

施工説明書

４セット

商　品　仕　様　書

部品名 員数

1

11

ｔ＝2.0  単位：mm 



パナソニック株式会社

　１４．主回路構成図

屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ

Ｎｏ．２０
商　品　仕　様　書

品
番

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ1

全２１



パナソニック株式会社

　１５．系統連系保護協調チェックリスト

　１６．添付資料

・ 小型分散型発電システム用系統連系装置認証証明書 以上

全２１

屋外用集中型パワーコンディショナ（接続箱一体型）5.5kWタイプ

商　品　仕　様　書
Ｎｏ．２１

品
番

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ1

適

変圧器の設置   なし

 

①直流回路   非接地

②直流検出器設置

直流レベル230mA以下

　　            検出時限   0.4秒以内

適

解列用遮断装置は、系統が停止中及び復電後の一定時間に

は、安全確保のため投入を阻止するように施設し、発電設備

が系統へ連系できない機構とする。

系統停止中の遮断装置投入阻止機能   あり

復電後一定時間の遮断装置投入阻止機能   あり

遮断装置投入阻止時間   300秒

                                   （整定値 10,150,300秒,手動復帰）

適

（１）電気方式に関わらず、周波数上昇継電器、周波数低下継

電器は一相設置とする。

（２）電気方式が単相3線式の場合、過電圧継電器、不足電圧

継電器は二相(中性線と両電圧線間)設置とする。

（１）周波数上昇継電器、周波数低下継電器：一相設置

 

（２）過電圧継電器、不足電圧継電器：二相設置

                                                    (中性線と両電圧線間)

適

解列個所Ａ点、Ｂ点

解列用遮断装置：Panasonic製

                    　 AHES4291

　                     定格電流値35A（ａ接点）、定格電圧AC277V

逆変換装置：自励式

自動同期機能   あり

適

10．電圧変動 逆変換装置を用いた発電設備を用いる場合であって、発電設

備からの逆潮流により低圧需要家電圧が適正値 (101±6V，

202±20V)を逸脱するおそれがあるときは 、発電設備の設置

者において、進相無効電力制御機能又は出力制御機能により

自動的に電圧を調整する対策を行うものとする。

電圧自動調整機能：あり

方式：無効電力制御（電圧上昇抑制制御機能）

適

７．解列用遮断装置の

    インターロック

６．解列用遮断装置の

     種類

11．電圧同期 自励式の逆変換装置を用いる場合には、自動的に同期がとれ

る機能を有するものを用いる。

９．変圧器 逆変換装置から直流が系統へ流出することを防止するため

に、変圧器を設置するものとする。

ただし、次の条件を共に満たす場合には変圧器の設置を省略

すること ができる。

①直流回路が非接地である場合又は高周波変圧器を用いる

場合。

②交流出力側に直流検出器を備え、直流検出時に交流出力

を停止する機能を持たせる場合

８．保護継電器の

     設置相数

解列用遮断装置は、電路を機械的に切離し、電気的にも完全

な絶縁状態を維持する 。

適

ＶＢＰＣ２５５ＧＣ１

系統連系保護装置として以下の保護継電器を設置する。

（１）発電設備の故障

　　①過電圧継電器（ＯＶＲ）

　　②不足電圧継電器（ＵＶＲ）

（２）電力系統短絡事故

　　①不足電圧継電器（ＵＶＲ）

（３）単独運転防止

　　①周波数上昇継電器（ＯＦＲ）

　　②周波数低下継電器（ＵＦＲ）

　　③単独運転検出機能

　　　　受動的方式及び能動的方式のそれぞれ

　　　　一方式以上を含む。

５．解列箇所 （１）連系運転

　解列は機械的な開閉箇所2箇所又は機械的な開閉

　箇所 1箇所及び逆変換装置のゲートブロック等により

　行うこととする。

　ただし、単独運転検出機能の受動的方式動作時は、

 不要動作防止のため逆変換装置のゲートブロック

 のみとすることができる。

 （２）自立運転

　解列は次のいずれかにより行うこととする。

　ア．機械的な開閉箇所２箇所、又は、機械的な開閉

　　　箇所1箇所及び手動操作による開閉箇所１箇所

　イ．機械的な開閉箇所１箇所とともに、次の全ての機構

　　　　(ア)系統停止時に誤投入防止機構

　　　　(イ)機械的開閉箇所故障時の自立運転移行

            阻止機能

　　　　(ウ)連系復帰時の非同期投入防止機構

（１）連系運転

　Ａ点、Ｂ点で解列（ゲートブロック併用）

 

（２）自立運転

　Ａ点、Ｂ点で解列（ア．の機械的開閉箇所２箇所）

　

２．力率

４．保護継電器の

     設置場所

保護継電器は受電端又は故障の検出が可能な場所（発電設

備の出力端）に設置する 。

３．保護装置の設置

適否

連系側電気方式：単相３線式

出力側電気方式：単相２線式２０２Ｖ

但し、２相のＯＶＲ（出荷時整定値１１５Ｖ）を系統連系保護機能として内蔵。

適

発電設備に内蔵（認証品）

発電設備の出力端にて検出。

項目 ガ イ ド ラ イ ンの基本的な考え方

１．電気方式 原則として連系する系統の電気方式と同一とする。

但し、単相３線式の系統に単相２線式２００Ｖの発電設備を連

系する場合は、中性線に対する両側の電圧を監視する２相の

ＯＶＲを設置する。

原則として、受電点における力率は８５％以上とする。

ただし、低圧配電線との連系の場合には、無効電力を制御す

るときには、発電設備の力率を８５％以上とすればよい。

適

定格出力：５.５ｋＷ  （力率０．９５時）

力率：標準力率９５％に対応

無効電力制御：あり

適

発電設備自体の保護装置により検出･保護を行う。

（１）発電設備の故障

　　①過電圧継電器（ＯＶＲ）   あり

　　②不足電圧継電器（ＵＶＲ）   あり

（２）電力系統短絡事故

　　①不足電圧継電器（ＵＶＲ）   （１）の②と兼用

（３）単独運転防止

　　①周波数上昇継電器（ＯＦＲ）   あり

　　②周波数低下継電器（ＵＦＲ）   あり

　　③単独運転検出機能

      　受動的方式   電圧位相跳躍

      　能動的方式   ステップ注入付周波数フィードバック方式

適

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ

Ａ点受電点
太陽

電池
ｲﾝﾊﾞｰﾀ

自立運転負荷定常負荷

系統

Ｂ点
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