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キーサイトの太陽電池／ソーラー・シミュレーション・ソリューションを使用すれば、最大
1500 Vのソーラーインバーターのデザインや製造において、インバーターの最大電力ポイントト
ラッキング(MPPT)のアルゴリズム／回路を容易に開発／検証して、性能を最大化することができ
ます。また、欧州のEN50530（2010年4月）規格に適合するテストを短時間で実行して、結果を他
社のインバーターと比較することができます。

太陽光発電業界の急激な成長は、ソーラーインバーターのテスト／測定ソリューションの必要性を
増大させています。さまざまな発電方法に対して太陽光発電がグリッドパリティーを維持するに
は、性能と電力変換効率がますます重要になります。発電量のわずかな増加が積み重なって、太陽
光発電の収益性に大きな効果をもたらします。

ソーラーアレイからインバーターが最大電力を引き出していることを確認することが必要です。イ
ンバーターMPPTのアルゴリズム／回路の性能の開発、検証は非常に困難です。MPPTアルゴリズ
ムは複雑で、あらゆる温度／照度条件における直射日光下でのテストは、実行可能な場合であって
も、極めて難しくコストと時間がかかります。インバーターのパワーが増えるにつれて、被試験ア
レイのサイズは管理しにくくなります。唯一の実用的なテスト手法は、実環境条件をシミュレート
できるラボ用テストソリューションを使用することです。

キーサイトのソリューションを用いれば、太陽電池のI-V曲線を短時間で 
作成、表示可能

キーサイトのPVシミュレーションソリューションは、N8900APVシリーズ PVシミュレータとSAS

制御／曲線作成ソフトウェアで構成されています。PVシミュレータは、さまざまな環境条件（温度、
照度、寿命、セルテクノロジーなど）でのソーラーアレイの出力特性をシミュレートできるオート
レンジプログラマブルDC電源で、インバーターのMPPTアルゴリズムと効率を迅速かつ包括的に
テストできます。SAS制御ソフトウェアを使用すれば、N8900APVシリーズ PVシミュレータと接
続できます。このソフトウェアは、N8900APVの出力を制御でき、また、Curve Workspaceを使
用して太陽電池のI-V曲線を作成／表示し、測定器にダウンロードすることができます。I-V曲線が
N8900APVにダウンロードされると、ユーザーは出力をオンにして、PVインバーターが最大電力
ポイントをサーチするのを表示して、MPPTアルゴリズムを解析できます。

効率を他社のインバーターと簡単に比較して顧客に最大限にアピールできるように、SAS制御ソ
フトウェアは静的および動的EN50530 MPPTテストを自動で実行できます。Pmp、Vmpなどのテ
ストパラメータを入力し、“Start Test”をクリックするだけです。後は、SAS Control Appが実行
します。テストが完了すれば、SAS Control Proは、EN50530規格のフォーマットのレポートと、
テストから得られた測定値をすべて含むログファイルを作成します。この機能は30日間無料です。
30日間の無料試用期間以降は、EN50530 MPPTテスト用永久ライセンスのDG8901Aを購入して
ご使用ください。

インバーターの最大電力ポイントトラッキングのアルゴリズム／ハードウェアの 
性能を最大化。EN50530規格に適合したテスト

N8957APV ソーラー・アレイ・シミュレータ

照度レベルの変化による最大電力ポイント 
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N8937APV（208 Vac入力）およびN8957APV（400 Vac入力）PVアレイシミュレータでは、インバー
ターの最大電力トラッキングアルゴリズムと効率の性能を開発／検証することができます。PVア
レイシミュレータは、1500 Vdc出力および1000 Vdcの絶縁電圧を備え、最新の太陽光発電プラ
ントテクノロジーにすぐに対応でき、これまでよりも高いソーラーインバーター入力電圧のテス
トが可能です。複数台の15 kW機器を並列に接続すれば、最大150 kWの電力を出力できるため、
最大規模のストリングインバーターをフル定格パワーでテストすることができます。

N8937/57APV PVアレイシミュ
レータは単にオートレンジ単出力
電源としても使用でき、ラボや製
造施設に柔軟な電源を提供します。
詳細については、以降のページを
参照してください。

図3.　N8937/57APVを並列接続して 
フルパワー（最大150 kW）でテスト 
できます

主な特長と利点

 – ControlタブからN8900APVシリーズ PVシミュレータを容易に表示／制御可能
 – 電圧／電流/OVP設定などのシンプルな機能の実行と、出力のオン／オフの切り替え
 – 測定器モードの設定：SASまたは電源
 – プログラムされたI-V曲線と電力曲線、最大電力ポイント、アクティブなI-Vおよび電力ポ
イント（SASモードのみ）の表示

 – Curve Workspaceタブから太陽電池のI-V曲線を短時間で作成してダウンロード可能
 – Sandia、EN50530、キーサイト独自の(N8900APV)モデルに準拠したPV曲線を作成可能
 – ベーシック曲線作成とアドバンスド曲線作成から選択可能
 – 測定器へ送信する前に曲線をグラフィック表示可能

 – MPPT Efficiencyタブから1クリックで静的および動的なEN50530テストレポートを作成可能
（30日間の無料試用版後はDG8901Aへのアップグレードが必要）

 – EN50530規格に準拠した自動テスト
 – EN50530規格に準拠したレポートの自動作成
 – テストから得られたすべての測定値を含む完全なログファイル

複数のシミュレーションモードを使用して、SAS特性を作成可能

N8937/57APVには2つのソーラー・アレイ・シミュレーション(SAS)動作モードがあります。1つは、
曲線モードで、PVアレイシミュレータが短時間で曲線を数学的に作成します。もう1つは、テーブ
ルモードで、ユーザーは最大1024個のポイントで厳密なI-V曲線を入力できます。

曲線モードでは、出力I-V特性はソーラーアレイ／モジュールの指数モデルを使用します。特性は4

つの入力パラメータで作成されます。

Imp  – 最大電力ポイントでの電流
Isc  – アレイのショート電流
Vmp  – 最大電力ポイントでの電圧
Voc  – アレイのオープン電圧

テーブルモードでは、特定のI-V曲線と一致するように、ユーザー指定の最大1024個の電圧／電流
ポイントからSAS特性曲線が作成されます。PCベースのソフトウェアアプリケーションにより、
SAS特性曲線の作成とダウンロードが容易に行えます。
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Keysight N8937/57APV PVアレイシミュレータは、オートレンジ機能を搭載した15 kW単出力プ
ログラマブルDC電源で、ATEアプリケーションに最適です。オートレンジ出力特性を備えている
ため、電圧と電流をさまざまに組み合わせてフルパワーを供給でき、柔軟性が非常に優れています。
従来の「長方形」の出力特性を備えた電源では、フルパワー出力時の電圧と電流の組み合わせは1

つですが、N8937/57APV PVアレイシミュレータでは1台で複数の電源に相当する性能が得られま
す。つまり、1台に複数の電源が搭載されているような電源です。

N8937/57APV PVアレイシミュレータは、安定した出力パワーと電圧／電流測定機能を内蔵し、
最大1,500Vおよび最大30 Aのオートレンジ出力電圧／電流を供給できます。各電源は、複数のI/O

インタフェースを標準装備し、テストシステムを容易に開発できます。また、3Uのコンパクトな
デザインによりラックスペースを節約できます。さらに高い出力パワーが必要な場合は、複数ユ
ニットを並列接続して「1台」の電源として簡単に構成し、最大90 kWの全出力パワーを実現でき
ます。また、マスター／スレーブ制御機能を内蔵しているので、各電源を個別にプログラム制御す
る必要はなく、1台の大容量電源を扱うのと同じようにプログラミングできます。

オートレンジ出力：複数の電源に相当する性能

N8937/57APV PVアレイシミュレータは、オートレンジ出力特性によってパワー曲線が拡張され
ているため、1台の電源で電圧と電流をさまざまに組み合わせて供給できます。これにより、従来
の長方形出力特性を備えた電源よりも柔軟性が非常に高くなっていて、1台で複数の電源に相当す
る性能を実現しています。例えば、1,500 V/30 Aの15 kWモデルでは、15 kWを500 V/30 Aの組
み合わせでも1,500 V/10 Aの組み合わせでも供給できます。長方形出力特性の場合は、15 kWを
1,500 V/10 Aの組み合わせでしか供給できません。例えば、500 Vを出力する際、オートレンジ出
力では15 kWを供給できますが、長方形出力では5 kWしか供給できません。図4および図5はこの
例をグラフで示しています。

必要な性能を手頃な 
価格で提供

 – 15 kWの最大出力パワー
 – 最大1,500 Vおよび最大30 A

 – 208 Vacと400 Vac入力を使用 

可能
 – 複数のユニットを並列接続して、
最大150 kWのパワーを「1台」
の電源で構成可能

 – 電圧／電流測定機能内蔵
 – 3U(13.34 cm)で15 kW供給でき
る高いパワー密度

 – 過電圧／過電流／加熱保護機能
 – LAN(LXI Core)、USB、GPIB、ア
ナログインタフェースをすべて
標準装備

オートレンジ出力：1台で複数の電源に相当する 
性能

オートレンジ機能搭載のシステムDC電源としても使用できる、PVアレイシミュレータ

図4.　オートレンジ出力特性
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図5.　長方形出力特性
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容易なフロントパネル操作

フロントパネル・コントロールを使用すれば、詳細なメニューにより、N8937/57APV PVアレイ
シミュレータのすべての機能にアクセスできます（注記：SASテーブルポイントはフロントパネル
からプログラムできません）。設定値は、電圧ノブ／電流ノブでもキーパッド入力でも設定できま
す。保護設定や電源投入時の状態など他の機能も設定できます。出力電圧、電流、パワーは同時に
表示でき、PVアレイシミュレータのステータスと動作モードはディスプレイ下部のインジケーター
で表示されます。また、パラメータが誤って変更されないように、フロント・パネル・コントロー
ルをロックすることもできます。

デバイス保護

デバイスを保護するために、N8937/57APV PVアレイシミュレータには、過熱／過電流／過電圧
保護機能が装備されています。これらの機能により、障害発生時に電源出力がシャットダウンされ
ます。

シンプルなシステム接続

N8937/57APV PVアレイシミュレータは、GPIB、イーサネット/LAN、USB 2.0、アナログイン
タフェースを標準装備し、必要に応じて最適なI/Oインタフェースを選択できます。この高い柔軟
性により、将来も考慮した確実なテストセットアップが可能です。すべてのインタフェースが標準
装備されているので、インタフェースの選択で悩む必要はありません。N8937/57APV PVアレイ
シミュレータは、LXI Core仕様に完全に準拠しています。

リモートアクセスとリモート制御

内蔵のウェブサーバーにより、標準ブラウザーから測定器へのリモートアクセス、制御が可能です。
この機能はLXI仕様の範囲に留まらず、あらゆる場所から測定器のモニターと制御ができ、ウェブ
ブラウザーを使用して、N8937/57APVの設定、モニター、操作をリモートで行えます。

容易なシステムインテグレーションとシステム構成

システム開発を容易にするために、N8937/57APV PVアレイシミュレータにはIVI-COMドライバー
が標準で付属しています。このPVアレイシミュレータは、使いやすいSCPI(Standard Commands 

for Programmable Instruments)コマンドをサポートしています。

より高いパワーにも対応可能

全出力パワーを上げるためにマスター／スレーブを簡単に設定できます。N8937/57APV PVアレ
イシミュレータは、最大10台まで、同一モデルのユニットを並列接続して出力電流およびパワー
を増やすことができ、「1台」の大容量電源としても構成可能です。（6ページの図7を参照。）直列動
作は推奨していません。

図6.　測定器のリモートアクセス／制御用のウェブ・グラフィカル・ユーザー・インタフェース。
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アナログプログラミングおよびモニター

0～ 5 Vまたは0～ 10 Vのアナログ電圧信号により、出力電圧／電流をゼロからフルスケールまで
プログラムできます。各アナログ信号はフルスケールの0～ 100 %に対応します。測定された出
力電圧／電流も同様の方法でモニターできます。

AC電源ライン入力

208 Vac入力用N8937APVまたは400 Vac入力用N8957APVのいずれかを選択できます。このた
め、このPVアレイシミュレータは世界中どこででも使用できます。北南米や日本などの地域では
208 Vacを、欧州やアジアなどの地域では400 Vacを選択してください。

性能仕様

定格電圧の＞2 %かつ定格電流の＞1 %の場合のすべての仕様

N8937APV/N8957APV

DC出力定格

電圧 1,500 V

電流 30 A

出力電力 15 kW

出力電圧リップル／ノイズ

CV p-p 1 2,400 mV

CV rms 2 400 mV

負荷変動（フル負荷の0 %から100 %への変化）

電圧 750 mV

電流 53 mA/45 mA

プログラミング確度（23 ℃±5 ℃）

電圧 ≦1.5 V

電流 ≦60 mA

測定確度（23 ℃±5 ℃）

電圧 ≦1.5 V

電流 ≦60 mA

負荷トランジェント回復時間（定格出力電流の10 %から90 %への負荷変動に対して、 
出力電圧が定格出力の1 %以内に回復するまでの時間）

時間 ≦1.5 ms

1. 20 Hz～ 20 MHz
2. 20 Hz～ 300 kHz

図7.　列動作による電力の拡大（ケーブルは付属して 
いません）



07 | Keysight | ソーラー・アレイ・シミュレーション・ソリューション - Brochure

補足特性（代表値）

1. フルレンジ出力電圧を設定し、その電圧で出力できる最大出力電流をフル負荷として、出力応答時間を求めています。

N8937APV/N8957APV

出力応答時間：全電圧が10 %から90 %に、または、90 %から10 %に変化するのに要する時間

アップ、フル負荷 1 ≦30 ms

ダウン、フル負荷 1 ≦80 ms

ダウン、負荷なし ≦10 s

コマンド応答時間

＜25 ms

リモートセンス補正

電圧／負荷リード 30 V

過電圧保護

レンジ 0～ 1,650 V

電源変動（AC入力定格の±10 %）

電圧 300 mV

電流 15 mA

出力電流リップル／ノイズ

CC rms 26 mA

プログラミング分解能

電圧 61 mV

電流 2 mA

測定分解能

電圧 61 mV

電流 2 mA

出力端子アイソレーション

正の端子 ＋1,500 V

負の端子 ±1,000 V

音響雑音宣言

アイドル時のファン速度 56 dBA/52 dBA

最大ファン速度 79 dBA/73 dBA

N8937APV（208 Vac入力）

公称AC電源ライン入力電圧 208 Vac

入力レンジ 公称値±10 %

周波数 45～ 65 Hz

位相 3相

入力電流 3×56 A

突入電流 97 A

効率 91 %

N8957APV（400 Vac入力）

公称AC電源ライン入力電圧 400 Vac

入力レンジ 公称値±10 %

周波数 45～ 65 Hz

位相 3相

入力電流 3×28 A

突入電流 49 A

力率 ＞0.99

効率 93 %
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補足特性（代表値）：全モデル

補足特性

アナログプログラミング

入力レンジ 選択可能：0～ 5 Vまたは0～ 10 V

確度 仕様確度＋定格の0.2 %

入力インピーダンス 150 kΩ

基準： グランド

温度係数：（30分間のウォームアップ後）

電圧 定格出力電圧の50 PPM/℃

電流 定格出力電流の50 PPM/℃

直列動作は推奨していません

並列動作

マスター -スレーブ動作 ○

不揮発性メモリへの保存可能なステート数 10個

インタフェース機能

GPIB、USB 2.0、10/100 LAN SCPI - 1993、IEEE 488.2準拠インタフェース

LXI規格 LXI Core 2011準拠

環境条件

環境 屋内用、設置カテゴリーⅡ（AC入力）、汚染度2

動作時温度 0 ℃～ 45 ℃

保管時温度 －20 ℃～ 70 ℃

動作時湿度 80 %

保管時湿度 80 %

高度 2,000 m

内蔵ウェブサーバー Internet Explorer 7+またはFirefoxのいずれかが必要。
さらにJavaプラグインとJRE（Javaランタイム環境）も必要。

規制適合

EMC  – 欧州EMC指令に準拠した電子計測器
 – オーストラリア規格に準拠、C-Tickマーク貼付
 – カナダのICES-001に準拠

安全規格  – 欧州低電圧指令に準拠、CEマーキング貼付
 – 米国およびカナダの安全規格に適合
 – ITの主電源システムとしては使用不可

本製品の適合宣言書は以下のウェブページからダウンロードできます。(www.keysight.
co.jp/go/conformity)に移動して、検索フィールドにご使用のユニットのモデル番号を 
入力してください。
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外形寸法

DC出力バスバーの詳細
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製品質量
N8937APV(208 Vac) 35.2 kg

N8957APV(400 Vac) 31.8 kg
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1. N8937/57APV PVアレイシミュレータは、オートレンジ電源として使用できます。供給できる電圧と電流の組み合わせ方を「電流(A)（最大電圧）」と「電
圧(V)（最大電流）」によって表しています。

図8.　PVモードのN8937APVシステムDC電源

N8900APVモデル

モデル番号 最大 
電圧(V)

電流(A) 
（最大電圧）1

電圧(V) 
（最大電流）1

最大 
電流(a)

最大 
パワー (W)

AC電源ライン入力
電圧(Vac)

N8937APV 1500 10.0 500.0 30 15000 208

N8957APV 1500 10.0 500.0 30 15000 400

SAS制御ソフトウェア

製品／モデル番号 概要

SAS制御 
ソフトウェア

www.keysight.co.jp/find/SasControlSoftware でダウンロードできます。

DG8901A SAS Control Proのライセンス。静的および動的EN50530テストを自動化できます。

図9.　動的EN50530 MPPTテスト実行中のSAS制御ソフトウェア
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オプション

なし

AC電源ライン入力電圧

この測定器を使用する場所のAC電源ライン入力電圧が
 – 208/220/230/240 Vac±10 %の場合は、N8937APVを選択してください
 – 400 Vac±10 %の場合は、N8957APVを選択してください

アクセサリ

N8937APVおよびN8957APVは、ハイパワーアプリケーション用のオプションのN8900シリーズ 

ラックシステムにインストールできます。
 – N89202A：208 Vac入力
 – N89402A：400 Vac入力

アプリケーションの電源要件に合わせて最大6台のN8937/57APV電源を選択できます。

電源コード／プラグ

世界各国でさまざまな電源コードが使用され規制が異なるため、N8937/57APV PVアレイシミュ
レータには電源コード／プラグが付属しません。PVアレイシミュレータをご使用になる国／地域
の法律や条例に従って、電源コード／プラグをご用意ください。
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進化
キーサイト独自のハードウェア、ソフトウェア、スペシャリストが、お客様の次の
ブレークスルーを実現します。キーサイトが未来のテクノロジーを解明します。

ヒューレット・パッカードからアジレント、そしてキーサイトへ

myKeysight

www.keysight.co.jp/find/mykeysight
ご使用製品の管理に必要な情報を即座に手に入れることができます。

Keysight Infoline

www.keysight.com/find/service
測定器を効率よく管理するためのオンラインサービスです。無料登録により、
保有製品リストや修理・校正の作業履歴、校正証明書などをオンラインで確認
できます。

Keysight Services
www.keysight.co.jp/find/service
私達は、計測器業界をリードする専門エンジニア、プロセス、ツールにて、設計、
試験、計測サービスにおける様々な提案をし、新しいテクノロジーの導入やプ
ロセス改善によるコスト削減をお手伝いします。

www.keysight.com/go/quality

DEKRA Certified
ISO9001 Quality Management System

Keysight Technologies, Inc.
DEKRA Certified ISO 9001:2015
Quality Management System

Keysight Assurance Plans

www.keysight.com/find/AssurancePlans
Up to ten years of protection and no budgetary surprises to ensure your 
instruments are operating to specification, so you can rely on accurate 
measurements.

契約販売店
www.keysight.co.jp/find/channelpartners
キーサイト契約販売店からもご購入頂けます。
お気軽にお問い合わせください。

www.keysight.co.jp/find/N8937APV
www.keysight.co.jp/find/N8957APV 


