
Annual Report No. 24, June 2013, NTT Facilities Research Institute　29

１．はじめに

　世界の人口増，中国など新興国の経済発展から世界の
エネルギー消費が大幅に増大する一方，温暖化ガスの削
減に関する京都議定書が発効し，2008年の洞爺湖サミッ
トで「2050年までに温暖化ガスの排出を半減する」との
長期目標がグローバルに共有され，国内でも各種施策が
動き出している。
　この中で太陽光発電は重要な技術として注目され，
2020年頃までに現状の約20倍の太陽光発電システムを
導入する目標が掲げられた。2009年からは住宅向けの
導入補助が開始されるとともに，余剰電力の固定価格
買取制度が導入された。さらに，2012年7月から再生可
能エネルギーの全量買取制度が導入され，太陽光発電シ
ステムは工場やオフィス，住宅への構築が促進されてき
ている。
　一方，情報通信機器や各種設備のインバータ，LED

照明等から発生する不要電波が，AM 放送や重要無線通
信への混信等の一つの要因となっている。また，今後普
及が見込まれるスマートメーター等が，家電製品等の近
傍で使用された場合，それらの無線機能への影響も懸念
されている。
　家電製品等から放射される不要電波について，電波法
では高周波利用設備として規制を設けており，電子レン
ジ，電磁誘導加熱式（IH）調理器等が対象となっている。
　LED 照明およびインバータが組み込まれた電気機器
など他の無線通信に影響を与える恐れがある設備等につ
いては，国際無線障害特別委員会（CISPR）規格との整
合性等を図りながら，順次，具体的な規制の対象として
検討されている。
　また，国内外においてスマートグリッド（次世代送電
網），HEMS （ホーム・エネルギー・マネジメント・シ
ステム）等のエネルギー管理システムの導入ニーズが急
速に高まっているが，これらには太陽光発電系統連系イ
ンバータ（GCPC： Grid Connected Power Converters）
をはじめ，大電力のインバータ等が含まれる場合が多く，
不要電波の発射源となる恐れがある。
　GCPC 等からの不要電波の抑制については，すでに
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CISPR においても重要な課題として取り上げられており，
今後のエネルギー管理システム等の普及や国際動向を見
据えつつ，他の無線通信への影響を抑制するため，具体
的な規制の対象として検討されている。
　また，エネルギー管理システムからの不要電波等の取
扱いについて，他の分野の標準化と同様，国際標準化活
動の充実・強化が図られている。
　そこで本稿では，太陽光発電システム用パワーコンデ
ィショナ（PCS： Power Conditioning System）からの電
磁妨害波に関して，課題，問題点や規格化の動向等につ
いて記述する。

２．太陽光発電システムの動向

　本章では，太陽光発電システムの導入促進状況につい
て述べる１）。

２.１　導入促進の背景

　太陽光発電は古くから開発・導入されており，国や
市町村レベルでの補助金制度とともに，さらに導入が
促進されてきた（図１）。急激な導入増は，2008年６月
に「福田ビジョン」が発表され，今後20年間で太陽光発
電の普及率を当時の40倍に引き上げるなど，具体的な数
値目標が提示されたのがきっかけとなっている（図２）。
また，その後の「2030年に向けた太陽光発電ロードマッ
プ（PV2030）に関する見直し検討委員会」報告書では，
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図１　太陽光発電システムの導入容量
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コスト低減目標として３～５年後にシステム価格を現状
の半分とする目標が提示された（図３）。
　さらに，太陽光発電の固定価格買取制度導入，東日本
大震災後の再生可能エネルギー特別措置法による太陽光
発電価格の決定を受けて，太陽光発電設備の認定容量も
増加した（図４）。特に，10kW 以上の太陽光発電設備
の増加が特に大きいが，住宅用と見受けられる規模（数
kW）の太陽光発電設備も堅実な伸びを維持している。

　住宅用太陽光発電システムが家庭に導入されると，家
庭内の他電気機器との電磁気的な干渉が発生しやすくな
る。また，発電事業用に設置されたメガソーラーにして
も，他の産業機器との電磁気的な干渉が発生しやすくな
ってきている。
　以上のような状況を踏まえて，新たな電気機器として，
あるいは産業用機器として導入される太陽光発電システ
ムの規格化や認証の動向について，次節で述べる。
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出典：「2030年に向けた太陽光発電ロードマップ（PV2030）に関する見直し検討委員会」報告書
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２.２　太陽光発電の電磁妨害波の規制動向

　すべての電気・電子機器は，自ら電磁雑音を放出し
て周囲の機器に影響を与えるとともに，周囲の電磁環
境に影響されて誤動作や性能低下を起こす可能性があ
るが，そのような状態にならないようにするのが電磁両
立性（EMC： Electromagnetic Compatibility）規格であ
る。EMC 分野の国際規格は，図５に示すように，国際
電気標準化委員会規格とその特別委員会である CISPR

（IEC）規格が基本となっている。
　CISPR においては，製品群ごとに小委員会が組織さ
れており，情報通信装置では SC-I で測定法や規格値を
決定している。また，工業・科学機器に関しては SC-B

で議論されており，太陽光発電システムに関する機器に
おいては，この SC-B で測定法や許容値を議論している。
　住宅用太陽光発電システムは，図６に示すように屋根
に設置された太陽電池モジュール，電気エネルギーを直
流（DC）から交流（AC）へ変換するインバータ機能と，
太陽電池モジュールの最大出力を追従する機能を持つ
PCS，家庭内配線と接続する分電盤，交流側に設置され
た売電用の電力量計などで構成されている。
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図５　IEC における EMC 関連規格作成組織

図６　住宅用太陽光発電システムの構成例

図７　GCPC からの妨害波測定方法

　PCS の主要構成要素であるインバータは，高周波ス
イッチングにより DC-AC 変換するため，スイッチング
ノイズが発生する。そのノイズが太陽電池モジュール
側に伝導し，太陽電池がアンテナとして作用すること
により電磁妨害波を放射し，周囲の電気・電子機器に
影響を与える可能性がある。また，配電線に接続され
る AC 側出力端子に発生する電源ノイズは，電源線伝導
妨害波として規格が整備されている。ほとんどの電気・
電子機器やシステムから放射される電磁妨害波の発生
量は，CISPR によって規定され，世界中の大部分の国
で電磁妨害波の発生量が規制されている。しかし，太陽
光発電システムを対象とした電磁妨害波発生量に関する
CISPR 規格は現在のところ存在しておらず，比較的近
年になって規格化のための検討を開始したところであ
る３）。
　量産機器である GCPC を想定した規格化であるので，
妨害波の測定は設置場所でなく，測定室での測定が適
切である。CISPR 11の規定では，グループ1機器におけ
る電源線からの150kHz ～30MHz での妨害波については，
擬似電源回路網（Artificial Mains Network）を使用して
シールドルームで伝導妨害波端子電圧として許容値を設
定している。直流回路に対しても同様な考え方をするこ
とができる。すなわち，GCPC の直流回路のインピーダ
ンスに整合した擬似回路網（DC-L ISN）を新たに設計
して伝導妨害波を測定する。GCPC を動作させる直流電
源は，太陽電池の代替として直流安定化電源を使用する
ことができる（図７）。
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に20kVA 以内の GCPC 容量，20kVA 以上75kVA 未満の
GCPC に関して決定する方向で検討している。
　75kVA 以上に関しては大型機器に相当するので，設
置場所による測定での UPS 等の許容値に準ずる許容値
を参照している。
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　国内および国際標準化機関である CISPR 11の AC 側，
DC 側妨害波電圧の規制状況を図８に，その許容値を図
９，10に示している２，３）。
　国内では他の電気機器等に及ぼす可能性があるた
め，いち早く工業会規格として運用しているが，国際的
には CISPR 11で規格値を議論しており，2014年を目標

図８　PCS の規制状況

地域・国 規制 規格名 対象機器

電源端子妨害波電圧

放射電界強度適用規格AC 側 DC 側

適用規格 適用規格

日本１ JET 認証 JETGR002-1-30 出力10kW 未満

① CISPR 14-1
    QP 限度値を引用
②伝導障害試験
    ５kHz ～10kHz 帯の独自規制

① CISPR 14-1
　負荷端子の QP 限度値を引用
　（平均値なし）

なし

日本2 JIS C 8980
出力10kW 以下 526.5k ー 30MHz:73dBμV 以下 526.5k ー 30MHz:73dBμV 以下 なし

出力10kWを超え，
20kW 未満 526.5k ー 30MHz:83dBμV 以下 526.5k ー 30MHz:83dBμV 以下 なし

国際規格 IEC CISPR 11

・kW の制限なし
・2014年を目標に
　CISPR 11へ盛
　り込む計画

CISPR 11 Class A
①入力電力：20kVA 以下
　⇒ Class A
②入力電力：20kVA ～75kVA
　⇒ Class A の緩和限度値
③入力電力75kVA 以上
　⇒グループ2 Class A の限度値

①入力電力20kVA 以下
　限度値案の段階
②入力電力20kVAを超える電力
　⇒未定

CISPR 11 Class A
①入力電力20kVA 以下
　⇒ Class A
②入力電力20kVA ～75kVA
　⇒ Class A の緩和限度値
③入力電力75kVA 以上
　⇒グループ2 Class A の限度値

欧州 CE
マーキング

EN 61000-6-2
（住宅環境のエミッ
ション規格）

出力20kW 未満 CISPR 11 Class B CISPR 11 Class B

EN 61000-6-2
（工業環境のエミッ
ション規格）

出力20kW 以上 CISPR 11 Class A CISPR 11 Class A
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３．大規模太陽光発電システムからの
　　電磁妨害波

　太陽光発電システムの導入量は，年々増加しているが，
その実現には，大規模太陽光発電システム（メガソーラ
ー）の導入が有効であり，NTT ファシリティーズが北
杜市と受託した，NEDO（新エネルギー・産業技術総合
開発機構）「大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等
実証研究」のメガソーラーにて，電磁環境を測定・評価
しているので，その概要について述べる４）。
　図12に示すように，この北杜サイトには10kW  PCS と，
400kW  PCS の両方を配備しており，それぞれの妨害波
を評価している。

３.１　10kW  PCS

１）放射妨害波
　本来放射妨害波の測定は，シールドルームや電波暗室
内等で測定するべきであるが，システムが大規模であ
るため，設置場所で，かつ当該の PCS からの直接妨害
波を測定できるよう，10kW  PCS から距離： 1m，地上
高： 1.5m で周波数帯域に対応したアンテナにより測定
している（図13）。その結果を図14に示す。

【PVシステム評価エリア：640kW】

【大容量PCS導入PVシステム評価エリア：1,200kW】
2009年12月完成（第２期システム）

2008年３月完成（第１期システム）

10kWシステム
（59機）

210V/6.6kV

400kW PCS×3台

420V/6.6kW 6.6kV/66kW

切替
（2009年12月）

高圧連系
6.6kV

特高連系
66kV

3kWシステム
（3機）

10kWシステム
（4機）

PCS

PCS

PCS

PCS

PCS

2010年３月完成（第３期システム）

バッテリー スペクトラム
アナライザ

カメラ用三脚

PCS
装置距離：1m

地上高：1.5m

測定用アンテナ
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図11　北杜市大規模太陽光発電システムの全景
出典：NTT ファシリティーズジャーナル Vol.50，No.295

図12　北杜市大規模太陽光発電システムの構成

図13　北杜サイトにおける放射妨害波の測定系４）

図14　10kW  PCS の放射妨害波の測定結果４）

図15　10kW  PCS の伝導妨害波の測定結果４）

　この結果から，設置場所での測定であっても放射妨害
波については，CISPR 11クラス A 相当の妨害波レベル
を下回っていることがわかる。
２）伝導妨害波
　図７に示したように，本来はシールドルーム内に設置
して擬似電源回路網にて測定するべきであるが，システ
ムが稼働中であり，配線も切断できないため，代替測定
方法として認められている容量性電圧プローブ５）を使
用して測定した。その結果を図15に示す。
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４．まとめ

　省エネやエネルギー資源の安定供給の観点から，再生
可能エネルギーへの期待が高まる状況下で，太陽光発電
システムの大量導入が進められている。
　太陽光発電システムが，住宅内に敷設された場合，他
の家電機器との EMC 的影響，大規模太陽光発電システ
ムをエネルギー発生源とした場合のエネルギー管理シス
テムへの EMC 的影響の可能性から，国際標準化機関で
の太陽光発電システムからの放射，および伝導妨害波許
容値の状況について述べ，住宅用の場合には，AC 出力
側，DC 出力側の伝導妨害波レベルを，75kVA 以下の場
合，75kVA 以上の場合について記述した。
　国際標準化機関で検討中の許容値について，NEDO

による「大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証
研究」である北杜市メガソーラーにて，電磁環境を測
定・評価した結果，ほぼ許容値を満足していることを記
述した。
　今後も，新たな太陽光発電システムが大量に導入され
る見込みであるが，これら太陽光発電システムが他の家
電製品や無線通信装置へ影響を及ぼさないよう，妨害波
低減に必要な対策を施すことが肝要になってくると思わ
れる。
　最後に，本資料をまとめるに当たりご協力頂いた
NTT ファシリティーズ関係者各位に深謝する。

〔参考文献〕
１）小西博雄：日本における大規模太陽光発電の現状と

NEDO 実証実験の主な結果，次世代のスイッチング電
源システム第173委員会　第3期第8回研究会資料，pp.1
～29, 2013

２）IEC CISPR 11 Ed.5.1： Industrial, scientific and medical 

equipment -Radio- frequency disturbance characteristics 

- Limits and methods of measurement，2010. ５

図18　大容量 PCS の放射妨害波特性４）

　同図より CISPR 11で検討している AC 電源側の伝導
妨害波レベルを下回っていることがわかる。

３.２　大容量PCS

１）放射妨害波
　30MHz ～1GHz 帯域での放射妨害波は，ほとんど
10kW  PCS の放射妨害波と同等であったので，500kHz

～30MHz までの放射妨害波特性を図16に示している。
２）伝導妨害波
　この測定についても，10kW  GCPC と同様に稼働中で
あることから，容量性電圧プローブで測定した。
　その結果を図17に示す。
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図17　大容量 PCS の伝導妨害波の測定結果４）
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図16　大容量 PCS の放射妨害波の測定結果４）

　周波数が500kHz から２MHz の帯域が周波数の対数に
対して，ともに緩やかに10dB 降下しており，周波数特
性が類似している。
　また，伝導妨害波のレベルは PCS 容量75kVA 以上の
妨害波許容値以下であることがわかる。
　図18に大容量 PCS 設備から150m 離れた敷地境界線
での放射電磁妨害波測定値を示す。AM ラジオ放送波の
765kHz が約80dBμV/m であるので，S/N 比は25dB と
なり，ほぼ影響は感じられないレベルだと思われる。
　GCPC からの放射妨害波がある程度抑制されているのは，
PCS をキュービクル内に収容し，かつ AC 電源線を地下に
埋設した管路内に敷設し，太陽光モジュールからの DC 電
源線も埋設管路内に敷設しているためと考えられる。
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Synopsis

Technical Trends in Requirements Pertaining to Interference by Electromagnetic Disturbances from 

Photovoltaic Power Generation Systems   

Hiroshi YAMANE

As expectations for reusable energy grow from perspectives such as energy conservation and the stable supply of natural energy resources, 

the large-scale introduction of photovoltaic power generation systems is advancing at an ever accelerating pace. As well as discussing subjects 

such as the background to and status of such large-scale introduction, this paper presents EMC-related effects on other household appliances 

in homes where such systems are installed, the potential for EMC-related effects on energy-management systems in cases where large-scale 

photovoltaic power generation systems are adopted as energy-generating sources, and the status of radiation and conduction disturbances 

requirements reviewed by international standardization organizations. The paper goes on to look at requirements under study by international 

standardization organizations and describes the results of measurements and evaluation of electromagnetic environment constracted as the 

Hokuto mega-solar project, which is a part of the “Project for Verification of Grid Stabilization with Large-scale Photovoltaic System.
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