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「積載量の最適化」とは
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X-treme pack

15,277,247件。この数字は売電するために必要な設備の申請を、経済産業省が2014年度
に認可した太陽光発電システムの新規認定設備件数です。住宅用と呼ばれる10kW
未満が全体の54.9％と半数以上を占める一方で、10kW以上の産業用と呼ばれるシステム
の認定件数では、特徴的な数字が表れました。50kW以上の大規模発電所（高圧）は
わずか1.9％に過ぎず、“低圧”と呼ばれる10kW以上50kW未満のシステムが43.3％と
人気を集めています。その理由は、コストや事業開始時期、用地といった面で低圧
太陽光発電システムならではのメリットがあるためです。

なぜ50kW未満の低圧太陽光発電システムは
魅力的なのか？ 初期費用・ランニングコストが抑えられる

キュービクル（変圧器）の設置といった法律上必要な保安体制や安全維持義務が
求められる50kW以上の大規模発電所は、高圧連系に区分されます。一方、
50kW未満の太陽光発電システムは、住宅用と同じ低圧連系の範囲で設置でき
ます。保安や維持管理の届け出等が不要で、設置工事の必要資格も第二種電気
工事士以上と幅広くなっています。電気主任技術者の選任義務もありませんので、
年間契約料等を支払うコストを抑えることができます。

高圧連系の太陽光発電システムと比べると、50kW未満の低圧連系の太陽光
発電システムは、電力会社との接続協議、管轄の消防署に提出する保安規定の
届け出等が不要です。そのため、事業検討から受給契約までの過程が短くなります。
また、設計、積算、工事期間も短くなり、事業を早く開始できるメリットがあります。

50kW未満の太陽光発電システムは、モジュールの設置枚数、必要となる周辺機
器数を抑えることができるため、広大な用地がなくても、遊休地をはじめ、工場・
倉庫の屋根などにも設置することができます。

このように、低圧システムにはコスト削減をはじめとした様々なメリットがありますが、高圧システムにも、発電量が多いこ
とにより売電による収入が大きくなるため採算性が高い、といったメリットがあります。そこで、近年は低圧システムのメ
リットを得ながら、高圧システムのメリットも最大限受けようとする考え方が着目されています。

それが「積載量の最適化」です。

早期の事業開始が可能

用地面積を抑えられる

FEATURE

大規模発電所（高圧）

低圧太陽光発電
システム

住宅用太陽光発電
システム

【10kW未満】

【10kW以上50kW未満】

【50kW以上】

8,384,468件

6,609,337件

283,442件

2014年度新規認定設備件数概要

1.9%
大規模

「積載量の最適化」の詳しい説明は次頁に！

低圧システムの魅力１

低圧システムの魅力2

低圧システムの魅力3

低圧のメリット を最大限に活かす

事業開始

!

※経済産業省公表資料を基に作成
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低圧の魅力を高める
「積載量の最適化」

MANGA



STUDY

「積載量の最適化」とは

「パワーコンディショナの合計出力」よりも「太陽電池モジュールの合計出力」を大きくする、発電量を最大化することに重点を置いた設計に
より、高圧システムと同程度まで発電量を増やしながら、低圧システムのメリットも受けられます。50kW未満という上限値が定められている
低圧システムで着目されています。
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最適化した場合、太陽電池モジュールの出力がパワーコンディショナの出力を上回るため、
日照条件が大変良い時間帯に太陽電池モジュール出力のピークカットが起きる可能性が
あります。しかし、ピークカットを想定した場合でも、下図のように、その他の時間帯で発電
量が増える効果が大きいため、年間を通じての総発電量は増えます。ピークカットによる発
電量の切り捨てはもったいないと思われがちですが、設備利用率が上昇し発電量が増加
するので、採算性が高まることになります。

再生可能エネルギーの買取価格や買取期間を検討する、経済産業省の有識者会議「調達価格等
算定委員会」が2015年2月24日に公表した「平成27年度調達価格及び調達期間に関する
意見」に、積載量の最適化に関連した記述があります。「パネルの設置容量をパワーコンディショナ
の容量よりも大きくすることで、設備利用率を上げるケースが常態化しつつある」（原文）と、
太陽光発電システムの設備利用率が上昇している理由の一つとして述べられています。さらに補足
説明では「最適容量までは、ア）発電量の増加の効果が、イ）パネル費用の増加によるシステム
費用の増加分よりも大きいため、発電事業者は、最適容量までパネル容量を積み増すことに
よって、kWh当たりの投資コストを最小化している」（原文）と、採算性を高める手法であると説明さ
れています。

「積載量の最適化」による発電量の変化

太陽光発電システムの発電量が最も多くなるピークの時間帯に、太陽
電池モジュールの出力をパワーコンディショナの出力に合わせ、契約以
上の電力を電力会社に流さないように、電力をカットすることをピークカッ
トと言います。パワーコンディショナに搭載されている機能で、低圧システ
ムで最適化を行う際のポイントとなります。太陽電池モジュールの合計
出力が50kW以上でも、ピークカットによって50kW未満の出力に抑え
られるため、低圧システムとしての運用が可能になります。

ピークカットとは経産省も認知する「積載量の最適化」

49kW低圧 49kW低圧 73.5kW高圧

太陽電池モジュール合計出力 太陽電池モジュール合計出力 太陽電池モジュール合計出力

＋ ＋ ＋

パワーコンディショナ合計出力 パワーコンディショナ合計出力 パワーコンディショナ合計出力

49kW 49kW 73.5kW

49kW 73.5kW 73.5kW

モジュールの合計出力とパワコンの合計出力のうち、
小さい方が発電所の出力とされるので

モジュールの合計出力50kW以上でも低圧システムとなります。

一般的な日射条件の場合 極めて良い日射条件の場合

一般的な低圧システムの発電量

積載量の最適化をした低圧システムの発電量

朝 昼 夕方 朝 昼 夕方

ピークカットラインピークカットライン

パワーコンディショナの
上限を超えて、切り捨
てられる発電量

積載量の最適化により
増加する発電量

出力kW出力kW

ピークカットが起こっても
その他の時間帯で発電量が増えるため、
年間を通じた発電量も増えます。

契約以上の
電気は
電力会社に
流しません

一般的な低圧システムの例 積載量の最適化をした
低圧システムの例 一般的な高圧システムの例

パワーコンディショナの合計出力に対して
太陽電池モジュールの合計出力の最大化を図り、投資効率を高める手法。

一般的な
低圧システムの発電量

積載量の最適化をした
低圧システムの発電量

＋<

経済産業省 パワーコンディショナ



「積載量の最適化」を実現するパッケージをP08～09で紹介しています。

「設備利用率」
今号の気になる

PV
vol. 6
ワード

　発電設備が年間どの程度発電したかを示す数値

0706

KEYW
ORD

発電設備が定格出力で発電し続けた場合の発電量に対する、
実際の発電量の比率のことです。一定期間内で、どの程度発
電設備が動いたかを示す指標になります。
年間の設備利用率を求める方法を数式で表すと、上記となりま
す。この数式のとおり、発電設備が24時間365日、定格出力
で休まず発電したと仮定すると、設備利用率は100％になりま
す。同じように休まず運転したとしても、設備利用率が50%の
場合、何らかの原因により出力が50％まで落ちた状態で運転
を続けていたということになります。
設備利用率は発電設備が年間どの程度発電したかを示す数
値であり、設備利用率が高まるということは、発電量が増えたこ
とを意味します。

経済産業省によると一般的な太陽光発電システムの設備利
用率は、10kW未満が12%、10kW以上が13%と、他の再
生可能エネルギーと比較すると低い数値になっています。
これは、天候に左右されるという他の再生可能エネルギーにも
共通する要因だけではなく、夜間はほぼ発電できないということ
が大きな要因となっています。
それでも太陽光発電が、再生可能エネルギーの中で最も普及
が進んでいる理由は、システム価格が安価であり、設置場所が
限定されないため、建物の屋根や遊休地といった様々な場所を
有効活用できるというメリットがあるからです。

年間設備利用率（％）＝
 定格出力（kW）×24（時間）×365（日）

年間発電電力量（kWh）

※2015年2月24日時点で、洋上風力の認定を受けた設備のデータは収集されていません

再生可能エネルギーの設備利用率とシステム価格

太陽光発電 風力発電 地熱発電

10kW未満 10kW以上 陸上洋上

12% 13% 30% 20%
80%設備

利用率

システム
価格 万円/kW

36.4 ※
万円/kW
29.0

万円/kW
31.8

万円/kW
147

参考資料：調達価格等算定委員会「平成27年度調達価格及び調達機関に関する意見」（2015年2月24日）
　　　　　資源エネルギー庁「再生可能エネルギー導入量等に関する検討」（2014年9月10日）
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X SOLUTION エクソルが提案するソリューション

発電量を最大化する低圧太陽光発電システムパッケージ

太陽電池モジュール積載量を最適化

初期投資費用の増加を上回る高い採算性

X-treme packはパワーコンディショナの合計出
力47.2kWに対して、太陽電池モジュールの積
載量を通常時の101％から162％に最適化し、
太陽電池モジュールの合計出力を76.8kWとし
ています※。これは、当社の全国各地を想定した
シミュレーションにより導いた、システムの能力を
最大限活用できる値です。パワーコンディショナ
の出力上限を超えた場合に切り捨てられる電気
のピークカット率は発電量の約３％となり、最小
限にとどまります。

※FS-4100を使用した場合の値です。XLMA-271VKを使用
　する場合、積載量165％、合計出力78.05kWとなります。

積載量の最適化をした場合、太陽
電池モジュールの設置枚数の増加
によって、初期投資額は通常時と
比べて高額になります。しかし、20
年間の収支シミュレーションでは、
X-treme packは初期投資費用が
７年目でほぼ回収でき、20年後に
は通常時より約70%多い売電収
入が見込めます。初期投資額の増
加分より売電金額が上回るため、
高い採算性を実現できます。

※シミュレーション結果は実際の発電量、
　売電金額を保証するものではありません。

X-treme pack

X-treme pack（エクストリームパック）は太陽電池モジュール、パワーコンディショナ、架台に10年間のシステム
保証が付いたパッケージ製品です。朝や夕方、曇りの日、秋～冬季でも発電量を最大化できるよう太陽電池
モジュールの積載量を最適化することで、従来の低圧太陽光発電システムを上回る、高い採算性を実現します。
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太陽電池モジュール

高温多湿環境でも優れた実発電性能を発揮し、影の影響も受けに
くい薄膜系太陽電池モジュールです。雨水等による土埃が表面に
堆積しにくいフレームレスを採用しています。世界各地の第三者研
究機関や専門技術者が検証し、国際的な性能・安全基準の認証を
受けています。

「ハーフカットセル」「４本バスバー」「３層構造バックフィルム」「防汚
フレーム」を採用するなど、16.4％の高い変換効率と高耐久性を実現
した単結晶太陽電池モジュールです。純国産の確かな技術力により、
セルやフレームの細部に至るまで高品質を追求しています。

FS-4100
（ファースト・ソーラー社製）

XLMA-271VK
（当社製）

or

セル種類：化合物系薄膜
モジュール変換効率：13.9%
公称最大出力：100W
外形寸法（W×D×H）：1200×600×6.8mm 
質量：12kg

セル種類：単結晶
モジュール変換効率：16.4%
公称最大出力：271W
外形寸法（W×D×H）：1625×1019×46mm
質量：19±1kg

※画像はイメージです。実際の製品とは異なります。

杭基礎架台、布基礎架台などを使用します。

投資
回収年

投資
回収年

発電量
の差

X-treme pack 通常積載

［シミュレーション条件］使用モジュール：FS-4100、地域：愛知県、設置角度：10度、設置方位：真南、設置方法：野立て

［シミュレーション条件］使用モジュール：FS-4100、地域：兵庫県、設置角度：10度、設置方位：真南、設置方法：野立て

パワーコンディショナ

アルミ筐体設計により軽量化を実現した変換効率96.0%のパワーコンディショナ
です。防塵・防水対応により、住宅屋外、野立設置、塩害地域にも対応してい
ます。

RPI-H6J（P）
（デルタ電子株式会社製）
使用環境条件：屋外/屋内
電力変換効率：96.0%
出力制御機能：対応
外形寸法（W×D×H）：510×177×448mm
質量：25kg

X-treme pack 売電金額 事業費・維持費

売電金額 事業費・維持費通常積載

売電金額の差

初期投資費用の差

※画像はイメージです。

※X-treme packのパッケージ内容は発行日現在のものであり、変更になる場合があります。



私たちエクソルは、太陽光発電の普及を通じた
環境貢献を使命と考え、その取り組みの一環と
して、2015年6月に千葉県八街市に自社大規模
太陽光発電所を稼働させました。2014年7月か
らすでに京都府福知山市で稼働している発電
所に続いて、国内では2件目となります。
発 電 所は、太 陽 電 池 容 量1.79MWで、「ワン
タッチ設置」で工期短縮を実現する当社独自の
ソーラーシステム「XSOL RACK」を一部で使
用しています。
年間発電量は約1,890 , 000kWhを見込んでい

ます。4人家族の一般家庭約370世帯の年間消
費電力をまかなうことができ、CO２削減量に換
算すると約955t、杉の木約68 ,243本が１年間
に吸収する量に相当します。
稼働して5ヶ月が経ち、シミュレーションを上回る
順調な発電を実現しております。
今後も時代をリードする技術力により、太陽の力
を最大限に引き出すソリューションを市場に提供
し続けることで、積極的に環境貢献へ取り組ん
でまいります。

INFORMATION
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CASE INTRODUCTION

XSOL Photovoltaic power plant

導入事例

power plant data

設 置 場 所：千葉県八街市
太陽電池容量： 1,792.5kW（1.79MW）
運 用 開 始： 2015年６月２日
面　　　積：26,659.1m²（8,078坪）  
連 系 先：東京電力
ソーラーシステム：XSOL RACK（一部）
太陽電池モジュール： カナディアン・ソーラー 
 ファースト・ソーラー 
パワーコンディショナ：KACO

発電所情報
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EVENT

太陽光発電で奏でる
「中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2015」

に協賛

2015年９月26、27日に岐阜県中津川市で行われた野外コンサート
「中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2015」に協賛。イベント当日は、事前
に蓄電した太陽光発電の電力と、会場に設置された大量の太陽電池
モジュールの電力を組み合わせて全てのコンサート演出が行われた。

NEWS

読売新聞社主催の
「読売広告大賞」へ協賛

今回で32回目を迎える読売広告大賞に協賛。協賛社からの課題に基づくオ
リジナルの新聞広告作品を募集する「クリエイターの部」と、読売新聞に掲載
された広告をネットモニターによる読者審査と選考委員による選考を行う「アド
バタイザーの部」がある。クリエイターの部への応募締切は2016年３月４日
（金）必着。受賞作品は2016年６月上旬の読売新聞朝刊にて発表される。

NEWS

宅地建物取引業の
業務を開始

当社は、2015年９月15日に宅地建物取引業法の規定に基づき国土交通
大臣の免許を取得。同年10月17日に公益社団法人京都府宅地建物取引
業協会に入会し、宅地建物取引業の業務を開始した。

NEWS

新ラジオCM
「1931年のある会話」篇 

放送開始

TOKYO FM をはじめとするJFN38 局ネットで放送中の、当社が冠協賛
するラジオ番組「XSOL presents EARTH LOVERS」内の当社CMが、
2015年10月17日から新CM「1931年のある会話」篇となって放送中。
新CM「1931年のある会話」篇は、発明王トーマス・エジソンが自動車王
ヘンリー・フォードに語った太陽光エネルギーに関する言葉を情緒豊かに紹
介している。前回CM「新製品～ソーラーパネルに音をつけてみた～」篇では、
新入社員の女性と上司の会話を、ナレーターの平田裕香さんと大海吾郎さん
がユニークに演じ、「JFN 賞2015・CM部門」において奨励賞を獲得した。
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