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実技編Ⅲ 
※基本的な取り扱いは 別紙の「EZA2500-32048 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。 
注意事項を十分に留意の上、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 
   別紙 
 

実技編Ⅱ CNVCommCC・外部接続端子 CN の操作説明 
  別紙 
 

実技編Ⅲ CNVCommCC アラーム確認、動作状態確認 他 
はじめに 
1) RS-485 での通信環境の構築 
2) CNVCommCC を使ったアラームの確認 
3) CNVCommCC を使った動作状態の確認 
4) グリッドランプアップを使ったグリッド側 0V からの起動 
5) バッテリランプアップを使ったバッテリ側 0V からの起動 
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はじめに 

 

クイックマニュアル 実技編Ⅲ では、EZA2500 の高圧（グリッド）側、低圧

（バッテリ）側の入出力電流と電圧の確認と、EZA2500 が動作中に発生したア

ラームの内容を確認する方法について説明します。  
 

また EZA2500 は、高圧側、低圧側に所定の電圧が印加されないと原則として起

動しない回路を採用しています。 
しかし使用条件を整えて、高圧側、あるいは低圧側に電圧を印加して、低圧側、

あるいは高圧側が 0V でも、起動することが、グリッドランプアップ、バッテリ

ランプアップ機能を有効にすることで可能です。本マニュアルではその方法につ

いても説明いたします。 
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実技編Ⅲ 
 

1)RS-485 での通信環境の構築 
 EZA2500 を RS-485 で制御する場合の接続図を下図に示します。基本編でも述べていますの

で、そちらを参照済みの場合は次の章にすすんでください。 

 

 
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 M4） 
 直流電源入出力端子：向かって左からアース（GND 筐体につながっています）、-V、+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（DC48V LVDC 端子：ネジ径 M5） 
 直流電源入出力端子：向かって左から-V、+V（内部にヒューズが接続されています） 

 

DC/AC インバータは EZA が停止中でもグリッド側に仕様の電圧が印加で

きる、DC⇒AC と AC⇒DC が可能な回生機能付きを選んでください。 

パワコンのような DC 入力電源をグリッド側に接続する場合は、EZA の”グ
リッドランプアップ”を有効にします。”グリッドランプアップ”の詳細は本マ

ニュアルの４）章を参照してください。 
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以下 設定の手順を示します。 

 
 

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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EZA のグリッド側とバッテリ側の端子に、仕様の電圧を印加します。 

 

 

 

 

 

 

 
CNVCommCC がインストールされているパソコンを起動し、一緒に配布している操作説

明書に従って、EZA と通信できることを確認します 
 

③ RS-485 で通信ができることを確認する。 

② 制御基板を再起動する 

① DIP スイッチと RS-485 の通信条件の設定。 

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 p10、通信

説明書の p6 を参照ください。 

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仕

様の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全て OFF(押し上げた状態）

に設定します。 
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2) CNVCommCC を使ったアラームの確認 
EZA が起動時、稼働中にアラームが発生した場合、発生したアラームの内容は RS485 経由

で確認することが可能です。 
 
以下に、GUI ソフトの CNVCommCC を使ってアラームの内容を確認する方法を説明します。 
 

 
CNVCommCC を起動して、EZA と通信できることを確認します。 

 
 

 
 

① "メインタブ"をクリックして、"[02]装置状態"の“READ”をクリックすると、EZA

の現在状態が表示されます。 

② "[09]アラーム"の“READ”をクリックすると発生しているアラームの種類が表示さ

れます。“▼”をクリックすると 2 行目以下が表示されます。 

② アラームを確認する。 

① CNVCommCC を起動する。 

① 

② 



 

- 7 - 

TDK-Lambda 
EZA2500 シリーズ 

クイックマニュアル 実技編Ⅲ 

 

 
① "メイン"タブをクリックして、"[02]装置状態"の"READ”をクリックすると、EZA の

現在状態、アラームが発生していれば重アラームか軽アラームかが、表示さますので、

発生しているアラームが何かを、"[09]アラーム"で確認します。 

② EZA2500 取扱説明書の p14－16 を参照して発生しているアラームの原因を取り除

きます。 

③ 重アラームの場合は"[09]アラーム"の"CLEAR"をクリックしアラームを解除します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ アラームを解除する。 

① 

③ 

軽アラームの場合は、アラームの原因が取り除かれれば、クリア操作は不要

で、自動的に再起動します。 

外部信号コネクタ CN からの制御時は、ピン 7 番がショートしたままの場合、

クリア操作後ただちに再起動します。 

アラームのクリアは、重アラーム（フロントパネルの動作状態の赤 LED が点

灯）の場合に必要で、上記操作以外にも、フロントパネルの RESET スイッチ

を押す、CN のピン 11 を SG にショートしオープンにすることでも可能です。 
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3) CNVCommCC を使った動作状態の確認 
 EZA の待機中（停止中）、稼働中の動作状況は RS485 経由で確認することが可能です。 
以下に、CNVCommCC を使ってアラームの内容を確認する方法を説明します。 
 

 
CNVCommCC を起動して、EZA と通信できることを確認します。 

 
 

 
① "メイン"タブをクリックして、"[02]装置状態"の“READ”をクリックすると、EZA
の現在状態が表示されます。 
② "[10]内部センサー計測値"の“READ”をクリックするとクリックした時点のバッテ

リ側、グリッド側のそれぞれの電圧と電流と電力と内部温度が表示されます。 

③ 画面左下の“READ ALL”をクリックすると、画面内のすべてのパラメータの表示が

更新されます。 

 

② 動作状態を確認する。 

① CNVCommCC を起動する。 

① 

② 

③ 
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① コンバータ情報タブをクリックして、"[11]内部センサー計測値２"の“READ”をクリ

ックすると、クリック時の EZA の現在の各空冷ファンの回転数と、5VS 電圧（EZA 内

部の 5V ラインの電圧）が表示されます。 

② "[14]定格値情報"の“READ”をクリックすると、この EZA2500 のグリッド側、バッテ

リ側の電流と電圧の定格値が表示されます。 

③ [15] [16]ファームウェアバージョン のそれぞれの“READ”をクリックすることで

EZA2500 の通信ボード、制御ボードのファームウェアバージョンが表示されます。 

④ 画面 左下の“READ ALL”をクリックすることにより すべての値がクリック時点で

更新され表示されます。 

 

 
 
 
 

③ コンバータ情報を確認する。 

① 

② 

③ 

④ 
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4)グリッドランプアップを使ったグリッド側 0V からの起動 
 EZA2500 は、グリッド側（高圧側）とバッテリ側（低圧側）の両方に、それぞれ“グリッド

低電圧閾値（UGV）”、“バッテリ低電圧閾値（UBV）”以上の電圧が印加されていないと、メイ

ンコンバータを起動することができず、起動指令を入力してもアラームを出力して起動をしま

せん。 

 しかし、グリッド側（高圧側）が 30V 未満で、バッテリ側（低圧側）に“バッテリ低電圧閾

値（UBV）”以上の電圧が印加されている場合、起動指令を受けると EZA は 2 分ほどかけて、

高圧側の EZA の出力コンデンサに充電を行い、“グリッド低電圧閾値（UGV）”以上になった時

点で、メインコンバータを起動することが可能です。 

 
 この機能を グリッドランプアップと呼びます。 

  

グリッドランプアップは、工場出荷時は無効に設定されており、有効にするためには、別途配

布している専用の GUI ソフト CNV_0VSET  を用いる必要があります。 

 

 グリッドランプアップを使う場合は以下の条件を整えてください。 

① グリッドランプアップを CNV_0VSET で有効にする。一度有効にすれば、設定は保存され

ます。 

② “バッテリ低電圧閾値（UBV）”以上の電圧のバッテリをバッテリ側（低圧側）につなぐ。 

③ グリッド側（高圧側）には、総容量を 30,000μF 以下とし、かつ 50mA 以上の電流が流れ

る負荷を、グリッドランプアップ中には つながない。 

④ グリッド側の電圧は 30V 未満にする。 30V ～ “グリッド低電圧閾値（UGV）”の電圧 の

場合、起動指令を受け取っても EZA2500 はグリッドランプアップを行わず、“グリッド電圧低”

の重アラームを出力し、待機状態になります。 

 

 上記条件が整っていれば、EZA2500 は起動信号を受け取って 約 2 分後にメインコンバータ

を起動させますが、3 分以上かけても “グリッド低電圧閾値（UGV）”に達しない場合は、“グ

リッド電圧低”の重アラームを出力し、待機状態になります。 

 
 

表示される、電圧、電流の値は誤差が含まれます。 

表示される、電圧、電流の値の精度は、仕様書の p1 にあ

ります “外部指示特性（RS485）”を参照してください。 
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 以下に、CNV_0VSET を使って グリッドランプアップ を有効にする方法を説明します。 

 

 
 ①本マニュアルの第 1 章を参照して、お使いの Windows パソコンと EZA2500 が

RS485 で通信できる環境を整えます。 

 ②CNV_0VSET.exe を実行します。下図のような表示が出た場合は、OK をクリッ

クします。 

 

 
 

 ③下図のようなウィンドウが表示されますので、“設定（C）” をクリックします。 

 
 
 
 

① CNV_0VSET を起動する。 

② 

③ 
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 ④下図のようなウィンドウが開いた場合、USB/RS485 のコンバータが正常にイン

ストールされていません。OK をクリックしてウィンドウを閉じ、USB/RS485 のコン

バータの取扱説明書を参照して、正しくパソコンにインストールしてください。 

 
  

⑤ 設定→通信ポートをクリックします。 

 
 

⑥ 通信ポートのウィンドウが開きますので、USB/RS485 が接続されたお使いのパ

ソコンの COM ポートと EZA2500 の RS485 の通信速度のラジオボタンをクリックし

ます。 EZA2500 は工場出荷時は、通信速度は 19200 に設定されています。 デー

タビットは 8、パリティビットは NON、ストップビットは 1.0 で、これらは固定です。 

 

④ 

⑤ 

⑥ 
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⑦ 設定→アドレス設定 をクリックすると、以下のウインドウが開きます。“治具”
はお使いのパソコンのアドレスになります。EZA2500 のアドレスを、コンバータ 1～
6 のいずれかに設定します。EZA2500 は工場出荷時は、“０”に設定されています。 

設定したら OK をクリックしてウィンドウを閉じます。 

 
 

 
下図のウィンドウから以下の順番で操作をします。 
① ロック解除の“発行”をクリックします。 
→“Communication Status”はエラー表示を出示しますがこれを無視してください。 
→コマンド発行後、HVDC 0V 起動 の読み出しボタンが操作可能になります。 
② HVDC 0V 起動 の読み出しボタンをクリックして０Ｖ起動の現在の設定を読み

出します。 
→結果は上部のラジオボタンに表示されます。 
→読み出し実行後、HVDC 0V 起動 の書き込みボタンが操作可能になります。 
③ HVDC 0V 起動 の“有効”のラジオボタンをクリックして“書き込み” ボタンを

クリックします。 
④ HVDC 0V 起動 の 読み出しボタン をクリックして０Ｖ起動の現在の設定が

有効になっていることを確認します。 
 
以上で、グリッドランプアップは有効になりました。 
 

  

②グリッドランプアップを有効にする 

① 

② ③ 
④ 

⑦ 
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 EZA2500 のグリッドランプアップを使って起動をするのは、以下の場合です。 

 
① グリッド自律 CV モードで起動する場合。 
② グリッド自律 CV バッテリ CC モードで起動する場合。 
③ 他律 CV モードで、放電で起動する場合。 
④ 他律 CV バッテリ CC モードで起動する場合。 
 
 上記モードで起動指令を EZA2500 に入力すると、グリッドランプアップのシーケ

ンスに入り、およそ 2 分未満でメインコンバータが起動します。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③グリッドランプアップで起動する 

メインコンバータが起動するとファンが回転します。 

CN のピン 3 装置運転信号 PG は、起動指令を EZA2500 が受

け取るとグリッドランプアップのシーケンスに入ると同時に出

力（SG 端子とショート状態）します。 

グリッドランプアップで正常にメインコンバータが起動できた

ことは、①グリッド側の電圧をモニタする ②起動指令送信

後、3 分以上たってもアラームが出力されない。③CN のピン

3 装置運転信号 PG が 3 分以上たっても SG とショート状

態。 のいずれかで確認ができます。 

グリッドランプアップは、オフグリッドの太陽光＋蓄電池システ

ムや、自動搬送車など、バッテリの電圧のみでシステムを起動す

る時には必要だな... 
 
でも、パワコンとかインバータをつないだままだと、そちらに電

流が吸われてしまい、グリッドランプアップが失敗することがあ

るから、注意が必要だ。 
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5）バッテリランプアップを使ったバッテリ側 0V からの起動 
EZA2500 は、グリッド側（高圧側）とバッテリ側（低圧側）の両方に、それぞれ“グリッド

低電圧閾値（UGV）”、“バッテリ低電圧閾値（UBV）”以上の電圧が印加されていないと、メイ

ンコンバータを起動することができず、起動指令を入力してもアラームを出力して起動をしま

せん。 

 しかし、グリッド側（高圧側）が “グリッド低電圧閾値（UGV）”以上であれば、バッテリ

側（低圧側）が 0V～“バッテリ低電圧閾値（UBV）”未満 であっても起動させることが可能で

す。 

 

 この機能を バッテリランプアップ と呼びます。 

  

バッテリランプアップは、BCF パラメータで有効にすることができます。工場出荷時は有効

設定されています。 

 

 “バッテリランプアップ”では、 

①  “グリッド低電圧閾値（UGV）”まで充電を行います。 

② 上記充電動作が 24V/s の傾きで達しない場合、2 秒ごとの電圧上昇値を見て、電圧が変化

していないか、逆に低下していれば“バッテリ低電圧” のアラームを出力して EZA2500 は停止

します。 

 
 
 
 

 バッテリランプアップを CNVCommCC を使って設定する方法を以下に説明します。 

 

 
CNVCommCC を起動して、EZA と通信できることを確認します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① CNVCommCC を起動する。 
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①その他の設定 タブをクリックします。 

②"【07】バッテリ設定パラメータ１" の“バッテリランプアップ”の四角のチェックボッ

クスにチェックを入れ、“WRITE”をクリックします 

③"【07】バッテリ設定パラメータ１" の"READ”をクリックして、"バッテリランプアッ

プ”の四角のチェックボックスの中にチェックが入っていれば、設定が保存されています。

以降、バッテリランプアップの機能が有効になります。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② “バッテリランプアップ”を設定する。 

① 

② 
③ 

バッテリランプアップは、コンデンサのように、初期は

0V の蓄電デバイスを使う場合に必要な機能なのだな。 

でも EZA は、放電は 0V まではできないので注意が必要

だ。 
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