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要　　旨

1996年に設置された太陽電池容量3.1kWの住宅用
太陽光発電システムについて，1996年10月から1997
年９月までの発電データを収集した結果，12ヶ月間に
3152kWhの発電電力が得られた。またこの期間中の
家庭の総消費電力に対する太陽電池発電電力の割合で
ある発電自給率は年間平均62.9％であった。電気代の
削減効果は年間91,000円であり，CO2削減効果は年間
約２トンと算出した。

A 3kW photovoltaic (PV) system for residential use
installed on a house roof as a test case had generated 3,152
kWh, 62.9% of load consumption for the residence, from
October 1996 to September 1997.
Our estimation show that in that one-year period this

system saved the electricity cost by ¥91,000 and also
reduced CO2 emission by 2t compared with thermo electric
power generation.

まえがき

太陽光発電はクリーンで無公害なエネルギーとして，
地球環境問題への対応の観点から大きな期待が寄せら
れている。

しかし，その導入をすすめるにあたり商用電源と比
べた場合，大幅なコスト差が存在するために，現在
もっとも需要の期待が大きい個人住宅への設置を促進
し，初期需要を形成する目的で国の補助施策として
1994年度からモニター事業が開始されている。
本稿は1996年に奈良県斑鳩町にモニター事業として

設置された３kW住宅用太陽光発電システム（写真１）

について，システムの構成と，１年間の運転データに
ついて記したものである。ただし，以下に説明する構
成機器の性能については年々向上しており，現時点
の商品は更にデータが良くなっていることを了解願
いたい。

１．システム構成

住宅用太陽光発電システムは，太陽電池モジュール
とそれらを取り付ける架台により構成された太陽電池
アレイとそこで発電した電力を集めてパワーコンディ
ショナ部に供給する接続箱，発電した直流電力を交流
電力に変換するパワーコンディショナ部と，変換され
た電力を住宅内の電源ラインに供給する分電盤等から
構成されている。

本システムの電気回路構成を図１に示した。また，
構成機器について概略仕様を表１に記した。

写真１　住宅用太陽光発電システムの外観

Photo 1    Outside view of PV system.
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２．構成機器

２・１　太陽電池アレイ

太陽電池アレイはシリコン単結晶素子54枚を直列
に接続した最大出力 129Wの太陽電池モジュールを
24台屋根上に配列し，公称出力3.1kWのアレイを構
成した。

図１　住宅用太陽光発電システムの電気回路構成

Fig. 1    Block diagram of PV system for residential use.

表１　システム概要

Table 1    System description.

太陽電池モジュール�

架台�

ケーブル�

接続箱�

パワーコンディショナ�

NT51EL9�

SZ08MC�

SZ20CC�

SZ31JC�

JH31C

24�

3�

3�

1�

1

最大出力　129W�

横置き標準架台�

CV線２sq�

屋内用，３回路�

最大出力　3.1kW

仕　様�台数�形名�機器名�

表２　太陽電池アレイの仕様

Table 2    Specifications of PV array.

太陽電池アレイ容量�

開放電圧�

短絡電流�

最大出力動作電圧�

最大出力動作電流�

太陽電池設置台数�

太陽電池総面積�

太陽電池モジュール総質量�

架台総質量�

�

3.1kW�

264.0V�

16.5A�

209.6V�

14.7A�

24台�

23.1m2�

300kg�

60kg

測定条件：放射照度1000W／m2， モジュール温度25℃�

太陽電池モジュールの外形寸法は 1200mm×
802mm×46mmで，アレイ全体の面積は架台部分を含
めて25.6m2となる。
太陽電池アレイの仕様は表２に記した。

２・２　配線材料
ケーブルはCV（架橋ポリエチレン絶縁ビニルシー

スケーブル）線を使用し，専用のコネクタにより配線
する構成とした。

２・３　接続箱
太陽電池モジュールは８台直列にしたものを３系統

設置し，各系統の出力を接続箱に導いた。ここで並列
に接続してアレイ出力を得る。接続箱には図２に示す
ように太陽電池アレイ側の各系統に開閉器，逆流防止
ダイオード，サージアブソーバが接続され，各系統を
並列接続して遮断器を経てパワーコンディショナへの
入力端子につながれる。
なお，最近のモデルでは，接続箱はパワーコンディ

ショナに内蔵されている。

２・４　パワーコンディショナ
パワーコンディショナは太陽電池が発電する直流電

力を交流電力に変換するもので，系統との連系運転に
必要な保護機能が組み込まれている。
インバータの主回路方式は，商用周波絶縁型，高周

波絶縁型，トランスレス型に大別される。前の２者は
太陽電池側と系統側をトランスにより分離したもの
で，商用周波絶縁型はトランスが非常に大きくなるた
め採用していない。トランスレス型は直流･交流回路
間が電気的につながっているため，太陽電池側への交
流漏洩の保護が必要である（交流漏洩の場合，雨天等
で太陽電池が濡れていると地絡する可能性がある）。
本システムでは長期間にわたる安全性への配慮から

絶縁トランスを内蔵した高周波絶縁型を採用してお
り，変換効率向上のために回路及びリレーなどでの電
気ロスを押さえ，変換効率を向上させた。
仕様の詳細を表３に記す。

図２　接続箱の回路構成

Fig. 2    Circuit for junction box.
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３．太陽電池アレイの施工

本システムを設置する住宅は新築であり，屋根構造
を設計するにあたり，以下の検討を事前に行った。

・南面屋根を太陽電池モジュール24台３ kW相当
の設置面積を有するサイズとする。
・ 太陽電池アレイ面以外の屋根は和瓦葺きとする。
・ 太陽電池モジュール受光面と屋根の瓦面の高さを
揃えて，屋根と見かけ一体型構造とする。
・ 太陽電池アレイの周囲に施工，メンテナンスのた
めの屋根空間を設ける。
・太陽電池モジュールの温度上昇を抑さえるため
に，太陽電池と屋根の間に通風冷却の空間を設
ける。
・架台の支持金具は垂木に固定する。
・太陽電池アレイ下の屋根はステンレス鋼板で葺
き，防火対応とする。

以上の要求を満たすために，屋根の太陽電池モ
ジュール設置面は金属板瓦棒葺きと呼ばれる工法を採
用した。
太陽電池アレイ架台は図３に示す当社の標準部材を

使った工法により組み立てとモジュールの固定を行った。
・屋根上に瓦棒と呼ばれる心木を垂木ピッチで取
り付け，野地板を通して垂木に固定する。
・その上に金属板（ステンレス）を葺く。
・ 瓦棒上にゴム板を貼付け，その上に架台部材であ

表３　パワーコンディショナの仕様

Table 3    Specifications of power conditioner.

形名�

�

定格入力電圧�

入力電圧範囲�

定格出力電圧�

最大出力�

出力基本波力率�

高調波歪率�

外形寸法�

設計質量�

�

インバータ方式�

スイッチング方式�

絶縁方式�

電気方式�

�

連系保護�

�

単独運転検出機能�

JH31C�

�

DC180V�

DC140V～300V�

AC202V，50／60Hz�

3.1kW�

0.95以上�

総合５％以下，各次３％以下�

幅322mm×高さ280mm×奥行215mm�

16kg�

�

電圧型電流制御方式�

PWM方式�

高周波絶縁トランス内蔵方式�

単相２線式（単相３線式配電線に連系）�

�

系統不足電圧，系統過電圧�

系統周波数低下，系統周波数上昇�

受動的検出，能動的検出�

定　格�

主回路方式�

保護方式�

るアルミ押し出し成型品のＣチャンネルを木ネジ
にて固定する。
　木ネジの頭にはゴムワッシャが取り付けられ，
ネジ穴からの水の侵入を防ぐ。
・ Ｃチャンネルの上に太陽電池モジュールを乗せる。
・Ｃチャンネル内部の空間でモジュール間の配線
作業を行う。モジュールの配線は出力ケーブル
両端のコネクタを互いに差し込み，接続部分を
テーピングする。
・太陽電池モジュールアルミ枠に設けられた溝に
カバー材を差し込み，専用の金具でモジュール
を受光面側から押さえて固定する。

アレイ架台と太陽電池アルミ枠はすべて電気的に接
続し，アース線IV5.5mm2を取り付けて，第３種接地
工事を行った。パワーコンディショナについても同様
のアース工事を行なう。

４．　システムの運転データ

図４は晴天日である1997年７月21日の運転状況を
測定した例であり，日射量，気温，太陽電池温度（PV
温度），太陽電池アレイの出力（PV出力），パワーコ
ンディショナの出力（PC出力）の１時間平均値を表
わしたものである。日射強度は屋根面にて測定された
斜面日射である。太陽電池温度はモジュール受光部の
ガラス面で計測した値であり，正確には素子温度では
ない。風速，風向が一定の条件では「太陽電池温度
（Tc）－気温（Ta）」は日射強度（I）と１次の相関が
あり，この日のデータからは

Tc－Ta＝ 0.28･I
の関係式が得られる。
太陽電池温度の上昇は気温に対して最大25℃上昇

し，夏季には60℃近くになることが判る。
本システムについては毎月の発電量，売電量，買電

図３　アレイ架台の構造

Fig. 3    Structure of PV array.
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量等のデータが収集されており，1996年 10月から
1997年９月までの１年間のデータを表４，図５に示
した。本表の１ヶ月は，電力メータの検針日（毎月10
日前後）から検針日までの値である。PV発電量はパ
ワーコンディショナから得られる交流出力であり，表
示パネルから瞬時値と積算値を随時読み取ることがで
きる。PV売電量とAC買電量は積算電力量計の検針値
であり，PV発電量からPV売電量を引いた値がPV使
用量，またPV使用量とAC買電量の和が住宅内の総
消費電力である。
12ヶ月間の発電量は3152ｋWhであり，設計時の推

定発電量どおりの値が得られた。
発電自給率は総消費電力に対するPV発電量の比率

を％で表わしたものである。年間平均は62.9％である
が，春季は冷暖房機器の利用率が少ないために消費電
力量が少なく，また日射量が比較的多いために自給率
は80％以上に達する。
図６は太陽電池の発電電力を家庭内にて使用する量

（PV使用量）と系統に逆潮流する量（PV売電量）に

図４　発電量の実測結果

Fig. 4    Measured results on a fine day.

表４　毎月の発電実績表

Table 4    Monthly data of the system.

  年　月�

96／10月�

96／11月�

96／12月�

97／１月�

97／２月�

97／３月�

97／４月�

97／５月�

97／６月�

97／７月�

97／８月�

97／９月�

  合　計�

PV発電量�PV売電量�PV使用量�AC買電量�総消費電力�発電自給率�

256�

202�

221�

227�

247�

267�

316�

292�

271�

264�

353�

236�

3152

135�

126�

150�

139�

162�

177�

226�

149�

159�

147�

205�

142�

1917

121�

76�

71�

88�

85�

90�

90�

143�

112�

117�

148�

94�

1235

359�

328�

368�

386�

309�

302�

296�

232�

268�

319�

325�

287�

3779

480�

404�

439�

474�

394�

392�

386�

375�

380�

436�

473�

381�

5014

53.3％�

50.0％�

50.3％�

47.9％�

62.7％�

68.1％�

81.9％�

77.9％�

71.3％�

60.6％�

74.6％�

61.9％�

62.9％�

単位：kWh

分けた各月の値であり，年間平均61％の発電電力を
売電し，39％を家庭内で使用したことになる。

５．システムの設置効果について

５・１　電気代の削減効果

本システム設置者宅における従来の年間消費電力量
は5750kWh／年で電気料金は約142,000円／年，設置
後は5014kWh／年で約51,000円となり年間91,000円
の削減効果が得られた。
なお，太陽電池から得られた電力量は3152kWh／年

であり，77,800円の電気料金に相当するが，実質削減
できる節電コストも含めるべきであり，発電料＋節電
量の値が削減効果として評価すべきであると考える。

５・２環境貢献度
太陽光発電システムによるCO2削減効果は表５の

ETPとの関連による炭素量換算から
179.24g－C／kWh× 3152kWh／年＝565kg／年
の削減効果がある。但し，対石油火力発電削減量は

多結晶の値を適用した。
また元素量からCO2=2071kg／年，すなわち年間約

２トンの削減効果が算出される。

図５　毎月の運転状況

Fig. 5    Monthly performance of the system.

図６　毎月の発電量

Fig. 6    Monthly output power of the system.
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むすび

太陽光発電システムの性能評価項目の１つは年間発
電量である。発電量向上のためにアレイ設置方位，角
度，太陽電池の冷却構造など架台設計上の工夫，アレ
イ出力ロスを低くするための配線上の工夫とともに，
機器性能として太陽電池，パワーコンディショナの高

表５　発電プラントからの二酸化炭素削減量２）３）

Table 5    CO2 reduction coefficients.

太陽光発電�

　　多結晶�

　　薄膜�

石油（火力発電）�

石炭（火力発電）�

LNG

17.2  �

10.9  �

196.44�

256.94�

162.18

179.24�

185.54

太陽光発電のシステム規模は３kW，生産規模は10MW／年を
想定�

発電プラントの種類�
CO2排出原単位�
（g-C／kWh）�

対石油火力発電削減量�
（g-C／kWh）�

効率化，さらにこれらの機器の低照度，中照度領域に
おける電力変換効率の向上を進めなければならない。
また，当該システムの導入は設置者にとって家計で

の電気代の削減，CO2削減効果に加えて日常生活での
発電することの大切さを実感することになり，消灯の
励行などによる総消費電力の節電を楽しむとともに日
照度合いと発電量の観測や発電データ分析などの趣味
化する満足感も味わっておりこれが今後の普及の要因
の１つにつながるとも考えられる。
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