
株式会社　中央物産	
1	  

2013年4月度版�

　　　　　　リチウムイオン蓄電地搭載	  

ｅnenova蓄電システム	  
実証実験データについて	

株式会社　中央物産	  
専務取締役　三尾　泰一郎	



株式会社　中央物産	
2	  

５工場　従業員数：330名	

７工場　従業員数：1,000名	

会社概要	

社名：	

所在地：	

設立：	

資本金：	

株式会社中央物産	

岐阜県中津川市	

1954年	

４億１千８百万円 　　	

国内／中津川市：	

海外／中国：	
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・空調分野	

・建材分野	  

・自動車分野	  

・家電分野	  

・産業機器分野	  

・自転車分野	  

・環境関連分野 	  	

断熱・難燃被覆銅管、防振ゴム、ウレタン加工、電子基板ASSY等	

給湯給水用管工機材、ステンレスケース、アルマイト加工等	

内装材、消音材、トランクボード等	

組立加工、ウレタン加工、金属プレス加工、アルマイト加工等	

シーケンサー系コントロール機器用電子基板ASSY	

電動アシスト自転車、モーター、リチウムイオンバッテリーPACK	

リチウムイオンバッテリーPACK　　リチウムイオン蓄電システム、	

太陽光・パワーコンディショナー用電子基板ASSY	

太陽光発電システム（商社機能）	

電動アシスト自転車モーター	配管材	 太陽光発電システム	

分野/主要製品	
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電動アシスト自転車分野に参入。→リチウムイオンバッテリーに興味。	
	
米国のリチウムイオンバッテリーPACKメーカー訪問。	
太陽光発電＋蓄電池で生活する実験住宅を見学。	
	
開発チーム発足。PACK生産ライン、研究室を設置。	
	
リチウムイオン蓄電システム保護システムを開発。	
	
岐阜県補助金事業に応募・採用。	
蓄電池・太陽光部門のブランドとして『enenova』を立ち上げ。	
	
3月、産業用蓄電システムの実証実験開始。	
（提携先：（株）正興電機製作所）	
（岐阜県グリーンビジネス事業化等総合支援補助金交付）	
	
住宅・小規模用蓄電システムの研究・開発開始。	

蓄電池事業の沿革	

2006年	
	
2008年	
	
	
2009年	
	
2010年	
	
2011年	
	
	
	
	
	
	
2012年	
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中央物産テスト実施　蓄電システム概要図	
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項　目 	 仕　　様 	 備　考 	

電
源 	

電気方式 	 三相３線 	 　 	

電圧変動範囲 	 200V（±10％） 	 　 	

定格周波数 	 60Hz（士2％） 	 　 	

叻
呉
吧ー

吖 	

容量 	 20kVA 	 　 	

力率 	
放電時：95％以上 
充電時：90％以上 	

　 	

変換方式 	 自励式ＰＷＭ制御 	 　 	

電圧制御 	 商用追従方式 	 　 	

周波数制御 	 商用追従方式 	 　 	

電圧歪率 	
総合歪率5％ 
各調波3％以内 	

放電時 	

吧
吚
吝
呁 	

定格容量 	 0.75kWh，28Ah 	 　	

電圧変動範囲 	 22.0～28.7V	 　 	

最大放電電流 	 28A	 　 	

ACライン 	

構成 	 10直列×４並列 	 　 	

容量 	 30kWh 	
0.75kWh	
×40pcs	

DCライン 	

構成 	 ２直列×５並列 	 　 	

容量 	 7.5kWh 	
0.75kWh	
×10pcs	

項　　　目 	 仕　　　様 	

逆潮流 	 RPRにて検出 	

自立運転 	 あり 	

保
護
機
能 	

過電圧 	 定格電圧×115％ 	

不足電圧 	 定格電圧×80％ 	

出力過周波数 	 定格周波数102％ 	

出力不足周波数 	 定格周波数98％ 	

能動的方式 	 周波数シフト方式 	

受動的方式 	 電圧位相跳躍検出方式 	

ピークカット、ピークシフトに使用。	

蓄電システム　仕様	

実験用に直流給電ラインを併設	  
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No.	 モード	 詳　細	

１	 停止	
装置の運転をしないモード。 
運転操作待ちの状態。	

２	
待機	

(再閉路待)	
装置は運転中だが、充電も放電も行わないモード。	

３	 商用充電	
商用電源からバッテリに充電するモード。 
太陽光発電の電力が得られれば、同時にバッテリヘ充電します。	

４	 太陽光充電	 太陽光発電の電力のみをバッテリヘ充電するモード。	

５	 放電	

太陽光発電の電力やバッテリの電力を負荷（系統側）へ放電するモード。 
デマンドコントローラからの信号で、太陽光発電の電力とバッテリの電力を合わせ
たピークカット放電（一定出力運転）を行います。 
バッテリが満充電の場合に、太陽光発電の電力を系統側へ放電します。（MPPT
運転） 
夕方、バッテリ残量があれば、太陽光発電の電力とバッテリの電力を合わせて一
定電力を放電します。	

６	 自立	
商用停電を検出した時のモード。 
太陽光発電とバッテリの電力を特定負荷へ供給します。	

７	 異常	
何らかの異常が発生し、運転継続に支障がある場合に移行するモード。全ての動
作を停止します。	

主な動き（仕様作成協力：（株）正興電機製作所）	
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開発のねらい	

再生可能エネルギーの更なる活用	

太陽光で発電された電気を蓄電池に充電し、自由にコントロールすることで再生可能
エネルギーの更なる有効活用化を探る。	  

『“晴れ→発電　雨→発電しない”という弱点を克服する。』	

電気代のコストダウン	

デマンドコントローラー、ピークカット機能、ピークシフト機能を駆使し、	  
固定契約電力、使用電力量を下げる事で	  

電気代のコストダウンを図る。	

 
バックアップ電源として		  

緊急時のバックアップ電源として機能させる。	

契約電力：475kW→段階的に385kWへ（-90kW) 	
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本社工場の拡大と共に契約量増加	

（契約電力)	
500kVA　　　	
400kVA　	
300kVA	

　	 　	 　	 　	 　	
　	 1990	 1995	 2000	 2005	 2010	

（年）	

 　　	
	  	

	  
	  
	  
	  
	

導入前 契約電力	  
本社工場：475kW	  	

年間使用量の推移 → 夏のピークに併せて電力会社と契約	

契約電力	

4 月 5 月 6月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月

蓄電池システム導入前　中央物産の電力状況	

9	  
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ピークカットのイメージ	

ある一日の電気使用量	  

ピークカット指令	
↓	

PV バッテリーから放電	

デマンドコントローラ	  
ピークカット設定ライン	
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ピークカットによる低減（年間）	

契約変更リミット部分	

契約電力	

新契約電力	

最大需要電力	  
（最大デマンド）	

制御イメージ	

吞
吵
呉
吠
値	

K	

契約電力と使用電力量の両方の低減を狙う	  

契約電力：475kW→段階的に385kWへ（-90kW) 	
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ピークカット時の実際の動き	
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-‐2.0	  

-‐1.0	  

0.0	  

1.0	  

2.0	  

3.0	  

4.0	  

5.0	  

8.75 9.25 9.75 10.25 10.75 11.25 11.75 12.25 12.75 13.25 13.75 14.25 14.75 15.25 15.75 16.25 16.75

‐
充
電

＋
放
電
（
kw
h
）

時刻

ピークカット動作（太陽光パネルと蓄電池）

ピークカット蓄電池出力 ピークカット太陽光パネル出力 太陽光パネルの充電分

6分 5分

22分

15分

13分

22分

15分

21分 21分 21分
22分

23分

5分

8分

30分 30分

30分

15分

8分

15分
25分 17分

8分 9分 9分 9分 8分 25分7分 22分

9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:3014:00 15:30 16:0015:00 16:308:30 17:00

ピークカット　太陽光と蓄電池のバランス	

算出期間
期間中間
(グラフ用)

ピークカット電力
（ライン放電
kwh）
（INV効率=90%）

ピークカット
ＩＮＶ入力電
力
（kwh）

ピークカッ
ト動作時間
（分）

ピークカッ
ト
ＰＶ出力
(kwh)

ピークカット
蓄電池出
力
(kwh)

PV→
Battery充
電時間
（分）

PV→
Battery充
電
(kwh)

備考

8:30-9:00 8.75 0.867 0.963 6 0.258 0.705 0 0.000
9:00-9:30 9.25 0.788 0.875 5 0.315 0.560 25 -0.844
9:30-10:00 9.75 3.386 3.762 22 1.180 2.582 8 -0.277
10:00-10:30 10.25 2.127 2.363 15 0.740 1.623 15 -0.615
10:30-11:00 10.75 0.000 0.000 0 0.000 0.000 30 -1.318
11:00-11:30 11.25 1.890 2.100 13 0.757 1.343 17 -0.744
11:30-12:00 11.75 3.386 3.762 22 1.323 2.439 8 -0.301
12:00-12:30 12.25 2.363 2.625 15 0.911 1.714 15 -0.634
12:30-13:00 12.75 0.000 0.000 0 0.000 0.000 30 -1.362
13:00-13:30 13.25 3.387 3.763 21 1.201 2.562 9 -0.313
13:30-14:00 13.75 3.387 3.763 21 1.171 2.592 9 -0.308
14:00-14:30 14.25 3.387 3.763 21 1.070 2.693 9 -0.284
14:30-15:00 14.75 3.465 3.850 22 0.971 2.879 8 -0.243
15:00-15:30 15.25 0.000 0.000 0 0.000 0.000 30 -0.793
15:30-16:00 15.75 3.704 4.115 23 0.645 3.470 7 -0.121
16:00-16:30 16.25 0.708 0.787 5 0.125 0.662 25 -0.191
16:30-17:00 16.75 1.339 1.488 8 0.133 1.355 22 -0.026
合計 34.18 37.98 219 10.80 27.18 267 -8.37
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タイマー放電を活用し、	
ピーク時間に合わせて	

蓄電池から放電を行う。	  

※ピークで使用する	

　 相当量の電池が必要	

蓄電池からのタイマー放電	

ピークカットとピークシフトの違い	

一般家庭におけるピークシフトのイメージ	

※太陽光発電協会のデータ一部改良	

工場等におけるピークカットのイメージ	

蓄電池に充電	
蓄電池に充電	

産業用ではコストの問題
で相当量の蓄電池を	  
用意するのが難しい。	  

※ピークカットが	

　 有効な手段となる	

ピーク時に合わせて放電	

蓄電池に充電	
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導入により実証できた経済効果	

年間契約電力量の低減	

ピークカット効果による電力量低減により、	
電力会社との年間契約料金が削減できた。	

	
（1,040円 x 90kWh x 12ヵ月＝112万円/年）	  

より効果的な電気料金の削減	

太陽光システムと蓄電池システムを両軸で放電することにより、	
より効果的な電気料金の削減が可能に。	

	
（18円 x 6,000kWh = 10万円/年)  	
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導入により実証できたその他効果	

電力供給の安定化	

天候によりばらつく太陽光エネルギーと	
蓄電池を組み合わせる事により、	

より安定的な電力供給ソースとなった。	

長寿命化に向けてのデータ取り	

バッテリーのライフサイクル試験を実験と同時に行う事で、	
BMS側の設定状況を確認することができた。	

（より長寿命化に向けてのデータ取り）	

電力供給機能の保全	

停電時のバックアップ電源として確保することで	  
サーバー、事務所等への電力供給機能が保全された。	
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導入後の改善点	

コントロール方法の改善	

実験のため、バッテリーの強制放電を行っていた時に偶然落雷による停電が発生し
た。残量２０％程度だった事、すぐに一般電力が回復したのでトラブルにならなかった

が緊急時のバックアップ電源に使用することは事前に想定できない。	
コントロール方法の改善が必要。	

導入コストの増大	

DCライン（直流給電）はDCで受けられるLED照明、	
専用コントローラーなどが必要なため、導入コストが増大した。	
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• 2020年　世界の蓄電池市場規模（２０兆円）　→　50%をMade	  in	  Japan
（大型35%	  定置用25%	  	  車載用40%）	

市場	  
規模	

• 安心な社会をつくるため、住宅やビル、病院、学校、庁舎等への地域
の拠点となる公共施設への蓄電池設置を進め、集権型から分散型の
エネルギーシステムへの移行を図る。	

目的	

• 発電が不安定な風力・太陽光発電には蓄電池の変動抑制が有効。	
• 再生可能エネルギーの普及により電力系統への逆潮流量が増加し、
不安定化することを想定　→　蓄電池で調整することが必要。	

活用	  
イメージ	

経済産業省 蓄電池への期待	
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参考資料：平成２５年度　経済産業省　補助金　	
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enenova蓄電システム 基本仕様	

仕様	
バッテリー 
容量	

ＩＮＶタイプ	 INV出力	 太陽光 
推奨kW	

16kWh蓄電システム	 16kWh	

単相３線 
200～100V	 10kW	

30kW	
三相３線 
200V	 10kW	

24kWh蓄電システム	 24kWh	

単相３線 
200～100V	 10kW	

50kW	三相３線 
200V	 10kW	

三相３線 
200V	 20kW	

32kWh蓄電システム	 32kWh	 三相３線 
200V	 20kW	 50kW	

48kWh蓄電システム	 48kWh	 三相３線 
200V	 20kW	 50kW	
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enenova蓄電システム 基本仕様	
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お客様要望打合せ（場所・規模・狙い・方法等）�

↓�

設置場所確認・電気工事内容打合せ �

↓�

仮設計内容・ご予算提示・導入効果提示・補助金関連事項提示 �

↓�

ご契約・納期設定・工事設定�

↓�

設置工事（貴社御指定電気工事会社様） �

↓�

設置完了�
↓�

導入後、貴社御指定電気工事会社と共にアフター対応�

設置予算	  
	  

弊社スタッフまでお声掛けください。	  

enenova蓄電システム	
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ご連絡はこちらまでお願い致します。 �

本資料は自社実証によるデータに基づくものであり、公的機関・外部機関にて立証されたデータではありません。	
	
無断での引用はご遠慮ください。	

	

enenova営業部	  
	  
〒460-‐0003 
愛知県名古屋市中区錦1-‐17-‐26-‐1F  
TEL：052-‐231-‐5100 
FAX：052-‐231-‐9006	  
	  
担当：山口、二里、浦野	  

商品ご用命・お取引希望	

ECO事業部	  
	  
〒508-‐0011 
岐阜県中津川市駒場1666-‐3437 
TEL：0573-‐66-‐2808 
FAX：0573-‐66-‐2809	  
	  
担当：長谷川・片田・清水	  

試験内容確認・見学依頼	
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