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実技編Ⅰ 
※基本的な取り扱いは 別紙の「EZA11K-320240 取扱説明書」「通信説明

書」をご参照ください。 
 
本製品をご使用にあたって 
ご使用前に本取扱説明書を必ずお読み下さい。 
注意事項を＋分に留意の上、製品をご使用下さい。 
ご使用方法を誤ると感電、損傷、発火などの恐れがあります。 
△危険 
引火性のあるガスや発火性の物質がある場所で使用しないで下さい。 
△警告 
通電中や電源遮断直後は、製品本体表面及び内部では、高電圧及び高温の箇所があり、感電や火傷の恐れがありますので製

品に触れないで下さい。 
通電中は、顔や手を近づけないで下さい。不測の事態により、怪我をする恐れがあります。製品の改造・分解・カバーの取

外しは、行わないで下さい。感電や故障の恐れがあります。尚、加工・改造後の責任は負いません。 
発煙、異臭や異音がするなどの異常状態の場合、直ちに入力を遮断して下さい。感電・火災の発生原因となる事があります。 
このような場合、弊社にご相談下さい。お客様が修理する事は、危険ですから絶対に行わないで下さい。結露した状態で使

用しないで下さい。感電、火災の発生原因となる事があります。 
開口部から製品内部に物を差し込んだり、落としたりしないで下さい。このような状態で使用された場合、故障や火災の 
発生原因となる事があります。又、落下した製品は使用しないで下さい。 
本製品の出力部は、SELV を越える電圧が印加されております。従いまして、ご使用となられる際には、サービスエンジニ

アが不意に出力部に触る又は工具などが出力部に接触する事を防ぐ為に出力部に対し、充分な保護をして下さい。 
又、本出力部は SELV 回路に接続しないで下さい。 
△注意 
本製品は、電子機器組込み用に設計・製造されたものです。 
入出力端子及び信号端子への結線が、本取扱説明書に示されるように、正しく行われている事をお確かめ下さい。 
入力電圧・出力電流・出力電力及び周囲温度・湿度は、仕様規格内でご使用下さい。仕様規格外でのご使用は、製品の破損

を招きます。 
水分や湿気による結露の生じる環境での使用及び保管はしないで下さい。このような環境での使用は、防水処置を施して下

さい。 
強電磁界・腐食性ガス等の特殊な環境や導電性異物が入るような環境では使用しないで下さい。 
製品は偶発的または予期せぬ状況により故障する場合がありますので、非常に高度な信頼性が必要な応用機器（原子力関連

機 
器・交通制御機器・医療機器など）にお使いになる場合は機器側にてフェイルセーフ機能を確保して下さい。 
本取扱説明書の内容は予告なしに変更される場合があります。 
ご使用の際は、最新のデータシート等をご参照下さい。 
本取扱説明書の一部または全部を弊社の許可なく複製または転載する事を禁じます。 
出力端子及び信号端子には、外部からの異常電圧が加わらない様にご注意下さい。特に出力端子間に逆電圧または 
定格電圧以上の過電圧を印加すると、電源内部に破損を招きますのでご注意下さい。 
本製品の出力電圧は危険エネルギーレベル（電圧が 2V 以上で電力が 240 VA 以上）と見なされますので、使用者が接触す

ることのないようにして下さい。本製品を組み込んだ装置は、誤ってサービス技術者自身や修理時に落下した工具類が、本

製品の出力端子に接触する事がないように保護されていなければなりません。修理時には必ず入力側電源を遮断し本製品の

入出力端子電圧が安全な電圧まで低下していることを確認して下さい。 
本製品は、空冷用フアンを内蔵しています。電源の吸入口及び排気口をふさがないようにして下さい。稼動中に出力短絡を

しないで下さい。電源内部に破損を招きますのでご注意下さい。 
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目次 
実技編Ⅰ RS-485、外部接点コネクタ CN について 
はじめに 
1） EZA の用語説明 
2） EZA11K のパネル、端子の図 
3） RS485 経由でできること、外部接点 CN でできること 
4） RS485 経由で使用する場合 
5） 外部接点 CN で使用する場合 
6） 外部接点 CN のピンアサイン 
7） 緊急停止 
8） EZA の動作モード 
9） バッテリの保護 
10） 動作電圧範囲の制約(HVDC、LVDC) 
11） 設定パラメータ一覧 
12） EZA の消費電力 
 

実技編Ⅱ CNVCommCC・外部接続端子 CN の操作説明 
  別紙 
実技編Ⅲ CNVCommCC を使ったアラーム確認、動作状態確認 他 
  別紙 
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はじめに 

 

クイックマニュアル 実技編Ⅰでは、EZA11K を使用するにあたり、基本的な

説明と EZA11K を起動するための一連の手順を RS485 経由の起動方法、外

部接続コネクタ CN 経由の起動方法のそれぞれ概要を説明します。 
具体的に起動する場合の手順は、実技編Ⅱで説明しますので、そちらを参照

ください。 
 
EZA をお使いいただく場合は、EZA の動作モードとパラメータを理解して

いただくことが必要で、実技編Ⅰでは、それらについても解説いたします。 
 
EZA11K をお使いいただく上では、使用範囲であっても 低圧側と高圧側の

電圧で組み合わせることができる範囲の制限、EZA11K 自体の消費電力など留

意していただきたいことにつきましても説明いたします。 
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実技編Ⅰ 

 

1)EZA の用語説明 
 EZA では、他の電源ではなじみのない用語が取扱い説明書などで使われます。以下主なも

のを説明します。 

①CV ：定電圧（Constant Voltage）のこと。EZA の場合は、EZA の高圧側、あるいは低

圧側の電圧を一定にするような制御を CV 制御と呼びます。 
 
②CC ：定電流（Constant Current）のこと。EZA の場合は、あらかじめ設定した電流

に達したような場合、その電流以上にならないように電圧を制御することを CC 制御と呼び

ます。この電流未満では、EZA は CV 制御を行います。 
 
③自律 ：あらかじめ設定した目標電圧（パラメータ）と実際の電圧を比較して、EZA 自

身が判断して充放電の方向を切り替える動作を自律制御と呼びます。 
 
④他律 ：上記に対して、パソコンや PLC などから指令を受けて、EZA が充放電の方向を

切り替えることを他律制御と呼びます。 
 
⑤力行（りっこう、りきこう）：もともとはモーターに電力を供給して回転させること。

双方向 DCDC コンバータは鉄道などで実用化されたので、双方向 DCDC コンバータの変換

方向を示すのに使われます。 EZA の場合はグリッド側（320V 高圧側、HVDC 側）からバ

ッテリ側（240V 低圧側、LVDC 側）に充電することをこう呼びます。 
 
⑥回生（かいせい）：力行の逆方向に電力変換することをこう呼びます。EZA の場合は

放電することをこう呼びます。 
 
⑦ドループ制御 ：出力電流の大きさに比例して出力電圧を下げるように制御することを

ドループ制御と EZA では呼びます。このような特性をもたせると、並列運転を行った時に、

それぞれの EZA のあいだの出力電流を揃える効果が期待できます。EZA では、電流に対す

る電圧の下げる割合をドループ率と呼び、パラメータとして設定が可能です。 
 
⑧出力遮断 ：EZA では、重アラーム信号を出力し、メイン回路を停止させ出力を止め、

待機状態になることを出力遮断と呼びます。 
 
⑨重アラーム ：EZA 自身、あるいは周辺機器を保護するため機能を EZA はもっていま

す。 保護機能が働いた場合、EZA はアラーム信号を出力し、メイン回路を停止させ、待機

状態になります。保護機能のうち、復帰させる前に作業者の確認作業が必要と思われる場合

は、EZA は、重アラーム信号出力します。 EZA は、重アラームでは、フロントパネルの赤

色 LED が点灯し、本マニュアルの p6 の図中⑤の CN の装置異常信号 ALM（ピン１）が SG
に対してオープンになり、待機状態になります。また CN の装置運転信号 PG（ピン３）は、

SG に対してオープンになります。 
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重アラーム信号が出力されて停止した EZA11K を、再起動させるには、アラームが発生し

た原因をとりのぞき、さらに外部からリセット信号を入力して重アラーム信号をクリアした

上で、EZA11K では起動信号を再入力することが必要です。 
 
⑩軽アラーム ：保護機能が働いた場合でも、原因が取り除かれれば、ただちに運転を再

開してもかまわないと判断されるものは、軽アラーム信号を出力します。 軽アラーム信号

が出力された場合は、アラームが発生した原因が取り除かれれば、自動的に待機状態からメ

イン回路を再起動して稼働状態になります。軽アラームでは、フロントパネルの赤色 LED
は点灯しません。 また、本マニュアルの p6 の図中⑤の CN の装置異常信号 ALM（ピン

１）も SG に対してショートのままになります。CN の装置運転信号 PG（ピン３）は、軽ア

ラーム発生中は SG に対してオープンになります。 
 
⑪待機モード ：制御基板は起動しているが、メインコンバータが停止している状態を

EZA では、待機モードと呼びます。 待機モードでは、電力消費が制御基板のみとなります。

待機モードでは、パラメータの設定、読み出しと EZA の状態情報の読み出し、メインコン

バータの起動指令の受付が可能です。
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2)EZA11K のパネル、端子の図 
 以下に EZA11K のパネル上の端子、LED、スイッチの図と説明を示します。クイックマニ

ュアル基本編の p5、p6、取扱説明書の各項目で確認してください。 

 
①動作状態表示 LED 
②RESET：タクトスイッチ 
③ADRESS：ロータリースイッチ 
④グリッド側接続端子（DC320V HVDC 端子：ネジ径 M5） 
 直流電源入出力端子：向かって左から-V、NC（内部接続なし）、+V（内部にヒューズが

接続されています） 
⑤CN：外部信号コネクタ 
⑥SW：DIP スイッチ 
⑦RS-485：シリアル通信コネクタ 
⑧バッテリ側接続端子（DC240V LVDC 端子：ネジ径 M5） 
 直流電源入出力端子：向かって左から-V、NC（内部接続なし）、+V（内部にヒューズが

接続されています） 
⑨アース（GND）端子（ネジ径 M5） 

 

 
RS-485 で通信するには⑦コネクタ、接点を使った制御は⑤

CN：外部信号コネクタを使います。 

⑥の DIP スイッチで、RS-485 で制御するのか、CN コネク

タで接点を使った制御をするのかを選びます。 
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3)RS485 経由でできること、外部接点 CN でできること 
EZA シリーズは、以下のすべての機能の制御、パラメータの設定は RS-485 経由で行

えます。（以下のうち、青太字のものは CN 経由でも可能） 
 
① 各動作モードでのメインコンバータの起動と停止 
② 他律 CV モードでの充放電の切り替え 
③ メインコンバータの動作中、停止中の確認 
④ 各動作モードに必要なパラメータの書き込み（上書き変更）と設定されているパラメ

ータ値の確認 
⑤ アラームの発生の有無 
⑥ と発生したアラームの種類の確認 
⑦ 重アラームのリセット 
⑧ 高圧側、低圧側の電圧と電流値、EZA 内部温度の確認 
⑨ 空冷ファンの回転数の確認 
 
外部接点 CN では、青太字で示した、①、②、③、⑤、⑦の操作が可能ですが、①、②

を CN 経由で操作するためには 事前に DIP スイッチで、RS485 ではなく CN 経由での

操作に設定をする必要があります。（RS485 からの制御と CN からの制御の排他）詳細

は、本マニュアルの p8～12、取扱説明書 p11 の概当項目で確認してください。 
 
外部接点 CN の装置停止指令信号（ピン 5）を、SG とショートさせることで EZA は重

アラームを出力して停止します。この停止指令信号は緊急停止用で、すべての EZA の指

令に優先され、後述する RS485 経由の操作モードに DIP スイッチを設定していても有効

です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

EZA11K は、RS-485 で制御すれば、特に CN を使わなくて

も よいように設計されています。 

CN のピン端子から、EZA の起動・停止、充電方向の切り替

えを行うには、DIP スイッチの変更が必要です。変更すると 

RS485 経由で同じ操作はできません。（制御の排他） 

EZA11K は、グリッド他律 CV バッテリ CC モードは CN を

使う場合は選択できません。 
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4)RS485 経由で使用する場合 
RS-485 経由で EZA を操作する場合は、クイックマニュアル基本編 p7,8、取扱説明書の各項

目に従い、高圧側に電源および負荷、低圧側にバッテリを接続した上で以下の手順で行いま

す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 制御基板を再起動する。 

① EZA を RS-485 の経由の操作に設定する。 

EZA を RS-485 経由の操作、RS-485 上のアドレスを“0”に設定、通信速度は 19.2kbps に設定

します。 

フロントパネルのロータリースイッチ以下の写真のように設定します。 

※工場出荷時には 上記の設定になっています。 

詳細は取扱説明書の p11、通信

説明書の p6 を参照ください。 

EZA のグリッド側とバッテリ側の端子に 120V 以上の電圧を印加します。この時に仕様書の

上限以上の電圧は印加しないでください。グリッド側とバッテリ側に電圧を印加してない場

合、CN のピン 16 から制御基板の電源を供給し、パラメータの設定ができますが、その場合

は、ピン 16 の電圧を一度 0V にして DIP スイッチとロータリースイッチの変更をして再度電

圧を印加します。DIP スイッチ、ロータリースイッチの設定を工場出荷時、あるいは前回起

動時から変更してなければこの操作は不要です。 

制御基板がリセットされ再起動時に DIP スイッチ

とロータリースイッチの値を読み込みます。 

制御基板は、バッテリ側、あるいはグリッド側に

電圧を印加するだけでも起動します。 

EZA のグリッド側とバッテリ側の両方の端子電圧を 0V にしてから、裏面の DIP
スイッチの下の写真のように設定します。 
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RS-485 経由でパラメータの設定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 
グリッド側とバッテリ側に仕様の電圧が印加されていることと、放電する

場合はインバータ等の負荷が繋がっていること確認して、ご希望する動作

モードの起動コマンドを RS-485 経由で EZA に送信してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ファンが回転し、メイン回路が動きだし電力変換を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RS-485 経由で停止(待機)コマンドを送信すると EZA は停止し待機モードに

なります。 

 

 

 

 

⑥停止する。 

⑤起動の確認。 

④希望する動作モードで起動する。 

③パラメータの設定を行う。 

パラメータの設定方法は、通信説明書を参照してください。 

GUI ソフト CNVCommCC を使ったパラメータ設定方法は 

クイックマニュアル実技編Ⅱを参照ください。 

起動コマンドの送信方法は、通信説明書を参照してください。 

GUI ソフト CNVCommCC を使った起動コマンドの送信方法は 

クイックマニュアル実技編Ⅱを参照ください。 

起動すると、前面パネルの緑色 LED が点灯、点滅します。 

起動後の設定パラメータの上書き（変更）が可能です。 

RS485 は、EZA からの受信終了後、2 ミリ秒以上の間隔をあけ

て送信を開始してください。またブロードキャストアドレスを使

っての通信では発行コマンド間隔は 200 ミリ秒以上の間隔をあ

けてください。なおブロードキャストアドレスを使ったコマンド

には EZA は返信をしません。 
 

起動コマンドの送信後に、電流・電圧が設定値になるのに 9～16
秒程が必要です。 

停止コマンド受信後、EZA の直ちに停止しますが、ファンは冷

却のため約 3 分間回転継続後、停止します。 



 

- 10 -  

TDK-Lambdaa 
EZA11K シリーズ 

クイックマニュアル 実技編Ⅰ 
 

5)外部接点 CN を使用する場合 
RS-485 をつかわずに外部信号コネクタ CN を使って制御する方法を以下説明します。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※工場出荷時には 上記の設定になっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 制御基板を再起動する。 

① EZA を CN 経由の操作に設定する。 

ここでは EZA を CN 経由で、他律 CV モードで操作する場合の説明をします。 
また RS-485 上のアドレスを“0”に設定、通信速度は 19.2kbps に設定します。 

EZA のグリッド側とバッテリ側の両方の端子電圧を 0V にしてから、下

の写真のように裏面の DIP スイッチの３のみを ON に設定します。 

フロントパネルのロータリースイッチ

を右の写真のように設定します。 

CN 経由の操作設定にすると、RS-
485 経由の起動コマンドを EZA は

受け付けなくなります。 

他のモードで操作する場合やアドレ

スの変更は、取扱説明書の p11、通

信説明書の p6 を参照ください。 

EZA のグリッド側とバッテリ側の端子に 120V 以上の電圧を印加します。この

時に仕様書の上限以上の電圧は印加しないでください。グリッド側とバッテリ

側に電圧を印加してない場合、CN のピン 16 から制御基板の電源を供給し、パ

ラメータの設定ができますが、その場合は、ピン 16 の電圧を一度 0V にして

DIP スイッチとロータリースイッチの変更をして再度電圧を印加します。DIP
スイッチ、ロータリースイッチの設定を工場出荷時、あるいは前回起動時から

変更してなければこの操作は不要です。 

制御基板がリセットされ再起動時に DIP スイッチ

とロータリースイッチの値を読み込みます。 

制御基板は、バッテリ側、あるいはグリッド側に

電圧を印加するだけでも起動します。 
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①グリッド側とバッテリ側に仕様の電圧が印加されていることと、放電す

る場合はインバータ等の負荷が繋がっていること確認します。 
②充電する場合は、CN のピン 9 を SG 電位（たとえばピン８）とショート

します。放電する場合は、ピン 9 をオープンにします。EZA が起動中でも

この切り替え可能です。 

 
CN のピン７を SG 電位（たとえばピン８）とショートさせると EZA は起

動します。 
 

 

 

 

 
ファンが回転し、メイン回路が動きだし EZA は電力変換を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CN のピン７をオープンにすると EZA は停止し、待機モードになります 

 
 

⑦停止する。 

④充電、放電をのいずれかを指定する。 

⑥起動の確認。 

⑤起動する。 

③パラメータの設定を行う。 

RS-485 経由でパラメータの設定を行います。 

パラメータの設定方法は、通信説明書を参照してください。 

GUI ソフト CNVCommCC を使ったパラメータ設定方法は クイ

ックマニュアル実技編Ⅱを参照ください。 

起動すると、前面パネルの緑色 LED が点灯、点滅し、CN のピン３が

SG 電位に対してショート状態になります。 

待機モードになると、EZA の子インバータ回路は直ちに停止します

が、ファンは冷却のため約 3 分間回転継続後、停止します。 

起動中に RS-485 からの設定パラメータの上書き（変更）は可能です。 

RS485 は、EZA からの受信終了後、2 ミリ秒以上の間隔をあけて送信

を開始してください。またブロードキャストアドレスを使っての通信

では発行コマンド間隔は 200 ミリ秒以上の間隔をあけてください。な

おブロードキャストアドレスを使ったコマンドには EZA は返信をしま

せん。 
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6)外部信号コネクタ CN のピンアサイン 
 

外部信号コネクタ CN のピンアサインを以下に示します。 
 

 
 
 
 
 
 

7)緊急停止 
EZA をなんらトラブルで直ちに停止したい場合、RS-485 経由、CN 経由の操作中にかか

わらず、CN のピン５を SG 電位にショートさせます。 これにより EZA は停止し、重アラ

ームを出して待機モードになります。 再起動するには、ピン５をオープンにしてアラーム

クリアを行い、再度起動信号を入力します。 
 
 
 
 

 

重アラームのクリアは、①CN のピン 11 を SG 電位にショートする。②

フロントパネルのリセットスイッチを押す。③RS-485 経由でリセット

コマンドを送信する。のいずれかで行えます。 

電気的仕様など、詳細は取扱説明書の p12、13 を参照してください。 
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8)EZA の動作モード 
 EZA は、充放電の方向を切り替える方法を動作モードと呼び以下の 6 種類があります。 
ここではその概要をのべます。具体的な操作方法は クイックマニュアル 実技編Ⅱ で説

明しますのでそちらをご覧ください。 
 

①バッテリ他律 CV モード 
 PLC やパソコンなどを使い、EZA の充電を制御したい場合はこのモードを使います。 
ただし、充放電の切り替えには EZA との通信の時間がかかりますので、PLC、パソコンよ

り EZA に指令を行っても、実際に EZA が充放電の切り替えをおこなうのに 通信環境にも

よりますが 100 ミリ秒以上必要です。 この時間は前述の 外部端子 CN のピン 9  を使った

切り替えでも同じですのでご注意ください。 
 
 
 
 
 
このモードでは EZA は、バッテリ側の目標電圧と上限電流の設定値（パラメータ）で、

充電し、目標電圧に到達するとそれ以上電圧があがらないように電流を下げその電圧を維持

します。 

 
 
 

②グリッド他律 CV モード 
PLC やパソコンなどを使い、EZA の放電を制御したい場合は、このモードを使います。 
このモードでは EZA は、グリッド側の目標電圧とグリッド側の上限電流の設定値（パラ

メータ）で放電し、目標電圧に到達するとそれ以上電圧があがらないように電流を下げその

電圧を維持します。ただし、充放電の切り替えには EZA との通信などの時間がかかるのは

バッテリ他律 CV モードと同じですのでご注意ください。 

充放電の切り替えを、なるべく高速で行いたい場合は、グリッド

自律 CV モード、バッテリ自律 CV モードがお奨めです。 



 

- 14 -  

TDK-Lambdaa 
EZA11K シリーズ 

クイックマニュアル 実技編Ⅰ 
 

 
 

③グリッド他律 CV バッテリ CC モード 
 このモードは、上述のグリッド他律 CV モードと基本動作は同じですが、グリッド側では

なくバッテリ側の上限電流設定値を超えないように動作します。 
たとえば、燃料電池をバッテリ側に接続した場合など、このモードであれば、燃料電池の

出力電流を制御しながら、240V 以上の目標電圧に昇圧することが可能です。 
 
 
 

バッテリ CC モードでは放電時も充電時もバッテリの上限電流で

EZA は実質的に定電流動作をします。 
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④グリッド自律 CV モード 
 このモードではグリッド側電圧が目標電圧を上回れば充電、下回れば放電を行いグリッド

側の目標電圧を維持するように充放電を EZA は行います。 
 グリッド側に接続した他の電源の状態にかかわらず、グリッド側の電圧を維持できますの

で、たとえば 太陽電池からの電力で充電中に、雲などに太陽が遮られて太陽電池の出力が

消失しても、EZA が自動的にバッテリからの放電に切り替えて負荷に電力を供給し、運転を

継続することが可能です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

このモードでは EZA 以外にグリッド側の電圧を制御する電源を接続すると、

EZA と干渉して、意図通りの制御ができなくなる場合がありますのでご注意

ください。 

小型風力発電、小水力発電などとの組み合わせでもお奨めのモードです。 

EZA11K では、グリッド上限電流は、充電、放電時にそれぞれ別の値を設定

できます。 
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⑤グリッド自律 CV バッテリ CC モード 
 このモードは基本的な動作は、上述のグリッド自律 CV モードと同じですが、充放電時に、

グリッド側ではなく、バッテリ側の上限電流設定値を超えないように動作します。グリッド

自律 CV モードで、充放電電流をバッテリの電流値で制限したい場合に使います。 

 
 
 
 
 
⑥バッテリ自律 CV モード 
 このモードは、バッテリ側の電圧を維持するように充放電を行います。具体的には、バッ

テリ側電圧が設定した目標電圧を上回れば放電し、下回れば充電します。グリッド自律 CV
モードとほぼ同じ動作を、バッテリ側で行います。 
 
 EZA11K の低圧側（バッテリ側）の電圧を維持したい場合などにこのモードを使います。 

 
 

バッテリ CC モードでは充電時も放電時もバッテリの上限電流で

実質的に定電流動作をします。 
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9)バッテリ保護機能 
 
 EZA のバッテリ側には、バッテリの過充電、過放電を防止する機能があります。過充電保

護と過放電保護は別々に設定が可能です。 
 この機能は工場出荷時には無効になっていますので、RS-485 を使って、コンバータ設定

（CCF パラメータ）を変更して有効にしてください。 
 

 
 

 
 

 
予告電圧設定値は、満充電、残容量空が近づいたことを外部からの問

い合わせに対して返信するのに使います。 

グリッド自律 CV モードでは、バッテリの残容量により グリッド側

電圧の維持ができなくなる場合があるので注意が必要です。 
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10)動作電圧範囲の制約(HVDC、LVDC) 
 
 EZA はバッテリ側（LVDC）とグリッド側（HVDC）の電圧の組み合わせに制限がありま

す。 
EZA11K では下図に示した実線の内部から、外にでないようにシステムを制御することが必

要です。 電流制限領域では出力電流を半減し警告を発報します。停止領域では動作を停止

し、動作範囲外として重アラームを発報します。 

 
 
電流制限領域で発報される警告を確認するには、RS485 経由で EZA11K にコンバータス

テータス（CST）を問い合わせる必要があります。詳細は通信説明書の p19 を参照ください。 
電流制限中は EZA11K が返信してきたコンバータステータス（CST）の bit12 が ”1” に

なり、バッテリ側の出力電流の最大値は 25A、グリッド側の出力電流の最大値は 20A に自動

的に制限されます。
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11)設定パラメータ 
 EZA の設定パラメータは、各動作モードにおいて、EZA の挙動を決める大切なものです。

必ず正確にご理解いただき、EZA を使用するシステムに最適な値を入力してください。 
 また、ドループ率など適切なパラメータがわからない場合、実際にシステムで試験を行い

ながら最適な値を決めてください。 
 パラメータは、動作モードにより必要なものが異なります。通信説明書 P.15～16 に一覧

表がありますが、本書でも以下に一覧を示します。EZA2500 と EZA11K ではパラメータの

表記（アルファベット 3 文字）が一部異なりますのでご注意ください。 
パラメータ 名称 機能 動作モード名 
TBV バッテリ目標電圧 

（バッテリ充電上限電

圧） 

バッテリ側電圧の目標電圧 ・バッテリ他律 CV 
・バッテリ自律 CV 
・グリッド自律 CV 
・同バッテリ CC 

DRB バッテリドループ率 並列運転時のバッテリ側の

充電電流バランスをとるた

めのドループ率を設定 

・バッテリ他律 CV 
・バッテリ自律 CV 

LBC バッテリ充電上限電流 バッテリ側の充電上限電流

（定電流）値を設定 
・バッテリ他律 CV 
・バッテリ自律 CV 
・グリッド自律 CV 
バッテリ CC 

LBD バッテリ放電上限電流 バッテリ側の放電上限電流

（定電流）値を設定 
・バッテリ自律 CV 
・グリッド他律 CV
バッテリ CC 
・グリッド自律 CV 
バッテリ CC 

OBV バッテリ過電圧闘値 バッテリ側の過電圧保護機

能の闘値を設定 
すべてのモード 

UBV バッテリ低電圧闘値 バッテリ側の低電圧保護機

能の闘値を設定 
すべてのモード 

TGV グリッド目標電圧 グリッド側の電圧の目標電

圧を設定 
・グリッド他律 CV 
・同バッテリ CC 
・グリッド自律 CV 
・同バッテリ CC 

DRG グリッドドル一ブ率 並列運転時のグリッド側の

放電電流のバランスをとる

為にドル一プ率を設定 

・グリッド他律 CV 
・同バッテリ CC 
・グリッド自律 CV 
・同バッテリ CC 

UDZ グリッド自律用上側不感

帯電圧 
グリッド目標電圧に対し不

感帯電圧の上限を設定。 
グリッド目標電圧：380V、
不感帯上限電圧：383.8V の

場合、電圧幅：3.8V を指定 

・グリッド自律 CV 
・同バッテリ CC 
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パラメータ 名称 機能 動作モード 
LDZ グリッド自律用下側不感

帯電圧 
グリッド目標電圧に対し不

感帯電圧の下限を設定。 
グリッド目標電圧：380V、
不感帯下限電圧：376.2 V の

場合、電圧幅：3.8V を指定 

・グリッド自律 CV 
・同バッテリ CC 

LGC グリッド充電上限電流 グリッド側の上限電流（定

電流）値を設定 
・グリッド自律 CV 

LGD グリッド放電上限電流 グリッド側の放電上限電流

（定電流）値を設定 
・グリッド他律 CV 
・グリッド自律 CV 

OGV グリッド過電圧闘値 グリッド側電圧の過電圧保

護機能の闘値を設定 
すべてのモード 

UGV グリッド低電圧闘値 グリッド側電圧の低電圧保

護機能の闘値を設定 
すべてのモード 
 

CCF コンバータ設定 ・バッテリ過充電保護 
・バッテリ過放電保護 
・バッテリバスランプアッ

プ機能 
・グリッドバスランプアッ

プ機能 
以上の各機能の有効、無

効の設定 

すべてのモード 

CUD バッテリ充電上限予告電

圧偏差 
バッテリ満充電が近いこと

を告げる予告電圧を設定 
・バッテリ他律 CV 
・グリッド自律 CV 
・同バッテリ CC 

CCD バッテリ充電上限予告解

除偏差 
バッテリ充電上限予告が解

除される電圧を設定 
・バッテリ他律 CV 
・グリッド自律 CV 
・同バッテリ CC 

LBV バッテリ放電終止電圧 バッテリの過放電保護機能

で動作が有効になるバッテ

リ放電終止電圧を設定 

・グリッド他律 CV 
・同バッテリ CC 
・グリッド自律 CV 
・同バッテリ CC 

DLD バッテリ放電終止予告電

圧偏差 
バッテリ過放電が近いこと

を告げる予告電圧を設定 
・グリッド他律 CV 
・同バッテリ CC 
・グリッド自律 CV 
・同バッテリ CC 

DCD バッテリ放電終止予告解

除偏差 
バッテリ放電終止予告が解

除される電圧を設定 
・グリッド他律 CV 
・同バッテリ CC 
・グリッド自律 CV 
・同バッテリ CC 
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12)EZA の消費電力 
 EZA11K は、充放電動作をしていない場合も一定の電力を消費します。 
 
・制御基板の消費電力 
 EZA11K の高圧側、あるいは低圧側に、120V 以上の電圧を印加すると内部の補助電源が

起動し、制御基板（CPU、通信機能）が起動し、外部コントローラと RS-485、CN 経由で

通信が行えるようになります。この状態では、印加される電圧によりおよそ 7～10W の電力

を消費します。 
 
この状態を EZA では特に 待機(Standby)、または待機モードと呼びます。詳細は別紙の

EZA11K 型式データの 14 ページを参照ください。 
 
・メイン回路（メインコンバータ）起動後の消費電力 
 EZA11K は、高圧側と低圧側に仕様の電圧を印加しメイン回路を起動した場合、冷却ファ

ンの電力、メイン回路の動作電力などを自己消費します。 
このためメイン回路を起動した状態では、EZA11K はグリッド側とバッテリ側に印加され

る電圧により、出力電流が 0A でもおよそ 100～400W の電力を消費します。 
 
詳細は EZA11K の別紙の型式データの p12～13 を参照ください。なお、メインコンバー

タが停止し待機状態になっても、3 分程度は内部回路を冷却するために空冷ファンが作動し

続けます。 
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