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風力/水力発電機用充電コントローラ
SKY-GB302
4.1.2

株式会社 スカイ電子
〒786-0027
高知県高岡郡四万十町東大奈路1380-56
TEL：0880-22-3993 FAX：0880-22-2332
承認

検印

作成

１．概要
SKY-GB302(充電コントローラ)は風力発電、水力発電、ソーラー発電、そして商用電源から蓄電池に充電を行う万能充電装置で
本来は弊社交流発電機を風力発電又は水力発電で運用する場合の、充電装置ですので発電機とのマッチングに優れています。
多種ＭＰＰＴ（最大電力追従）
特許出願中の技術に基ずき設定スイッチの切替で多様なＭＰＰＴ特性にマッチングします、特に変動の激しい風力発電システム
にも迅速にマッチングし好評を得ています。激しい風力発電システムにも迅速にマッチングし好評を得ています。
広範囲の入力電圧で安定した充電（独自技術）
入力電圧が低い時は昇圧動作、目標電圧近辺では昇降圧動作、目標電圧以上では降圧動作となり安定した充電をします。
バッテリー電圧は、138V～172V(12Vタイプ×使用数12pcs)に対応しています。

２．定格事項、特性
適合発電機
DIP SW 0
下の桁 1
DIP SW 0
設定
上の桁 1
設定電圧
設定電力
満充電電圧設定値
過放電電圧設定値
運転開始
ＭＰＰＴ（目標充電電力計算）
動作状況
ﾗﾝﾌﾟ表示
RS232C出力
動作温度範囲
動作湿度範囲
待機電力
充電動作

寸法
重量
絶縁抵抗試験
絶縁耐圧試験

株式会社スカイ電子指定発電機（ＨＲ300/HG350/ＨＧ350Ｗ／HG450/HG450W)
風力発電用に動作
発電電圧の3乗に比例した充電電力制御
水力発電用に動作
発電電圧の2乗に比例した充電電力制御
40極マグネット発電機
48極マグネット発電機
DC200V～DC400V
パネルボリューム（左側で設定）
0～3000W
パネルボリューム（右側で設定）
172V
138V
発電電圧DC18V以上になると自動的に運転開始（運転LED（緑）点灯）
風力発電用
水力発電用
発電機回転数の3乗に比例制御します 発電機回転数の2乗に比例制御します
過放電(800Ｗ以上の充電禁止）
通常動作
満充電動作
充電LED（緑）点滅
充電LED（緑）フラッシュ点滅 充電LED（緑）点と灯
シリアルデータを出力します
-10～50℃（結露なきこと）
80％以下
0.5Ｗ以下
SKY-GB302
D230 x W340 x H143
DC500V、100MΩ以上
AC1500V、リーク1mA以下、1分

３．キャラクターディスプレイの表示（実際の表示とは異なります）
回転数

最大設定電圧

最大設定電力

発電電圧

コントラスト

充電電力

最大設定電圧
バッテリー電圧

DIPＳＷ

最大設定電力

C 210.9(180.9)

A 230.5(200.5)
B 216.5(186.5)

４，外形図
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５，参考（使用方法及び動作説明）
（１）蓄電池接続
リセットＳＷを必ずオフにして下さい(蓄電池接続後にリセットＳＷをONにします）
注意 ＧＢシリーズの蓄電池端子と蓄電池ユニットを接続する場合、大きな突入電流で端子部を焼損してしまいます
（2）発電機接続
発電機端子に接続する場合発電機が停止している状態で突入電流が無いよう接続します。
（3）指定の高圧保護装置を接続します
（４）運転開始
DIP SW はあらかじめ設定します（風力又は水力の切替 及び発電機の極数切替
リセットＳＷをオンにすると運転を開始します
（5）運転停止
リセットＳＷを必ずオフにして下さい
最大定格電圧(V_max)
最大定格電圧の設定ボリュームを調整して、最大出力電圧を設定できます

最大定格電力(W_max)
使用発電機に応じて合わせてください
起動特性

発電機電圧の上昇速度は50V/0.1秒以下の、スローアップでお願いします、直入は保障していません

目標電力

特許出願中の制御です（水力発電装置用）目標電力（W_obj)は以下の計算式で設定されます
現在の発電電圧がVxの場合
水力（W_obj = W_max x （Vx / V_max）^2 ） 風力(W_obj = W_max x （Vx / V_max）^3)
これにより、最大電力点追従(MPPT)が出来ない装置を負荷に接続しても常に最大電力が取り出せます
Ｖｘ＞Ｖ_ｍａｘの場合の目標電力については 定格最大電力又は別途定める計算式によります

６、参考（充電の原理）

A、通常充電制御

（１） ＧＢシリーズは効率よく充電を行うため発電電力に応じた充電電流を蓄電池に供給します
ただし急速充電電流を流すと蓄電池を痛めますから、最大電流を規定しています
（２） このような充電を行うと大きな充電電流を無理に流しますから、蓄電池は満充電に達していないのに
蓄電池の端子電圧が上昇します、しかし電解液の比重は未だ低い状態です
これは表層充電と言ってバッテリーの基盤の表面が活性化して電圧が高くなる現象です
表層充電状態を増長させると、蓄電池を痛めますから定電圧充電に切り替えて充電電流
を減らすします

Ｂ、満充電制御

（３） 充電電圧を満充電電圧に維持した状態で、充電電流減らした状態で
充電を維持しその後時間をかけて満充電に持っていきます
これで蓄電池を痛めることなく、満充電まで充電できるよう考慮しています

Ｃ、過放電制御

（4） 蓄電池から負荷を取ると蓄電電力が減少し端子電圧が下がります
これ以上電圧が下がると蓄電池を痛めますから 負荷を取らないようにしてください
蓄電池保護のため、トリクル充電以下の充電電流で充電するよう制御します

７、参考 ＭＰＰＴ制御
右図は300Ｖの時3000Ｗを発電する、風力発電と水力発電の
最大電力点を結んだ包絡線曲線です
SKY-GBシリーズはこの包絡線上の一か所のみの電圧値と
電力値を設定値として設定するのみで、発電電圧に応じた
最大電力点を自動計算します。
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上記の原理で風力発電と水力発電の最大電力点を自動計算
で求めて制御いたします
この方式は弊社独自の公開特許に基ずく手法です
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8．通信出力（ＲＳ232Ｃ）
例えば他機種の例です 仕様に合わせた表示装置となります
動作表示ディスプレイ
調整用で出荷品には付属しません（通信表示プログラム）
（接続ケーブルはストレートのものを使用してください）
コマンド説明
1文字目 @ ヘッダー
2,3文字目 DT(無線器に対するデータフラグ）
4,5文字目 コマンド
6,7,8文字 DATA
9,10文字 終端信号 "CR"+"LF"
@DTDP０００"CR+LF"
風力発電 40極発電機
@DTDP００１"CR+LF"
水力発電 40極発電機
@DTDP００２"CR+LF"
風力発電 48極発電機
@DTDP００３"CR+LF"
水力発電 48極発電機
@ＤＴＳＶXXX+"CR+LF"
@ＤＴＳＷXXX+"CR+LF"
@DTGＲXXX+"CR+LF"
@DTGVXXX+"CR+LF"
@DTGWXXX+"CR+LF"
@DTOWXXX+"CR+LF"
@DTOIXXX+"CR+LF"
@DTOVXXX+"CR+LF"

設定電圧
設定電力
発電機回転数
発電電圧
目標電力
発電電力
発電電流
出力電圧

XXX(V)
XXX(W)
XX.X(rpm)
XX.X(V)
XXXX(W)
XXX(W)
X.XX(A)
XX.X(V)

パソコンの画面の表示の様子

注意：パソコンのRS232C端子に直接接続したら怖いです
詳しくは1３項の安全上の注意をお読みください
無線ＬＡＮによるモニター装置
SKY-WIFI-Infrastructure(インフラストラクチャー）
アクセス・ポイントを介して通信する方式で、複数のマイコンにローカル接続が可能で、更にルーターを介してインターネットに接続
が可能です。
SKY-WIFI-AdHoc Joiner（アドホック．ジョイナー）及びSKY-WI-AdHoc Creator（アドホック．クリエーター）
アドホック．モードの設定は１対１の通信を行うモードで、ジョイナーを機器側に接続し、クリエーターを端末側に使用します
詳細はSKY-WIFI 無線ＬＡＮの取説をお読みください。

９．安全上の注意
A、当装置及び接続される機器は完全シールドされたケースに収納されることを条件にしています。
接続機器（交流発電機及び配線ケーブル類）が屋外に露出する場合は、誘導雷、直撃雷で事故が予想されます。
Ｂ，ケースカバーの分解はしないでください。
Ｃ、機器間の接続は充分注意して下さい、極性の逆接続は故障になります。
Ｄ、コードが焼損事故等で断線したら故障の原因となりますので確実な接続と余裕のある電線を使って下さい。
以下発電機を有する装置の場合の一般注意事項です
Ｅ、指定発電機以外の発電機は使用出来ません。
Ｆ、機器間の接続は発電機を停止させた状態で行ってください。高電圧は危険であり故障の原因となります。
G、発電機の電圧上昇速度は規定の速度以下のスローアップ特性でおねがいします、直入は禁止です
H、充電装置搭載の場合、満充電になると無負荷運転となり発電機の回転数が上昇して高電圧が発生し過電圧で機器故障になります。
適切な疑似ロード又は機械的ブレーキが必要となります、その都度アドバイスさせて頂きます。
Ｉ、風力発電装置の場合、暴風で羽根の分解や機器の破壊事故が発生します、装置に応じその都度アドバイスさせて頂きます。
Ｊ、メンテナンスは必ず発電機を停止させ、発電していない状態でお願いします。

９、使用、接続例（水力又は風力）
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