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１．概要

１．概要１．概要

１．概要

　　本書は、風力/水力発電機用充電コントローラ　SKY-GB501 に適用します。

　　本製品は、風力/水力用途に提供するスカイ電子製発電機特性にマッチング制御可能である蓄電池充電コントローラです。

　  発電電圧変動に対し、最大電力を確保するため迅速に降圧制御を実施します。また、充電時の過充電、過電流等の異常を

  　防止し、適正な充電制御を行います。

　　バッテリー電圧は、23.0V～28.8V(12Vタイプ×使用数2pcs)に対応しています。

２．製品仕様

２．製品仕様２．製品仕様

２．製品仕様

0 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

1 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

0 32極マグネット発電機

1 40極マグネット発電機

株式会社スカイ電子指定発電機

発電機回転数を表示します（発電周波数とマグネット極数から計算）

発電電圧70V以上において表示します。

DC0V～DC350V　(印加電圧DC350V以下にてご使用ください。)

パネルボリューム（左側で設定） 設定範囲　DC50V～DC350V

設定範囲　0W～500W(上限値：設定電圧×5)

満充電電圧設定値 28.8V

過放電電圧設定値 23.0V

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）

運転LED(緑)表示

風車失速ブレーキとして動作します。

設定電圧以上(設定電圧100V以下は発電電圧100V以上)にて

発電電圧を40Vに維持するよう失速制御を開始します。

ブレーキLED(赤)が点灯し回転数を低減させます。

3min毎にブレーキ電力を確認し、ブレーキ解除を判断します。

ブレーキ解除中は、ブレーキLED(赤)が点滅点灯します。

過電圧保護装置として動作し、過電圧を抑制します

設定電圧以上で過電圧ブレーキになり過電圧を抑制します。

設定電圧以上でブレーキLED(赤)が点灯します。

設定電圧以下でブレーキLED(赤)が消灯します。

-10℃～50℃（ただし結露しないこと）

80％RH以下

0.5Ｗ以下

199ｍｍ×204ｍｍ×95ｍｍ

2.9ｋｇ

DC500V、100MΩ以上

絶縁耐圧試験 AC1500V、リーク1mA以下、1分

注記

※1　 設定電圧[ブレーキ動作開始電圧)に関して、風車/水車及び発電機の特性を考慮して設定をお願いします。

※2   使用用途(風力/水力)、発電機(定格電流)及び設定電圧(ブレーキ開始電圧)を考慮した抵抗値の選定が必要となります。

　　   抵抗値選定の際には、弊社にご相談下さい。

※3　 改良のため本製品の仕様などを予告無く変更する場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

動作温度範囲

過放電ﾄﾘｸﾙ充電 満充電動作

仕様値

保護機能 バッテリー逆接、充電電線の断線保護

絶縁抵抗試験

設定電圧

風力発電装置

保護ブレーキ

水力発電装置

運転開始

点灯

下の桁

適合発電機

D

I

P

 

S

W

パネルボリューム（右側で設定）

動作電圧範囲 

設定電力

充電動作

通常動作

点滅

回転数表示

適合蓄電池

フラッシュ点滅

重量

寸法

待機電力

動作湿度範囲

上の桁

項目
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３. 各部名称

３. 各部名称３. 各部名称

３. 各部名称

■各部名称及び説明

No. 位置

① 上面

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

名称

運転LED(緑)

運転状況を表示します。

(起動：5回点滅、開始：点灯、過放電：フラッシュ点灯、満充電：点滅)

発電電圧が設定電圧以上において点灯します。

発電電力接続端子

出力電力接続端子

ブレーキ抵抗の接続用端子となります。

ブレーキLED(赤)

ブレーキ抵抗接続端子

シリアル通信データを出力します。

スイッチを押すことにより、動作リセットします。

通信出力(RS-232C)

説明

発電設定及び発電状況を表示します。

発電電力の入力用端子となります。

蓄電池への出力用端子となります。

正面

背面

モニタ

リセットスイッチ

①

⑦

⑧

⑥

⑤

②

③

④

SKY　ELECTRONICS



４. モニタ表示

４. モニタ表示４. モニタ表示

４. モニタ表示

■各部名称及び説明(モニタ)

No.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

発電機切替

発電電力を設定します。

発電機極数を切り替えします。極数切替により、発電機回転数が変化します。

(SW下：32極発電機、SW上：40極発電機)

発電機回転数を表示しています。

発電電圧(ブレーキ動作開始電圧)の設定値を表示しています。

発電電力の設定値を表示しています。

発電電圧を表示しています。

(表示電圧：3相交流ブリッジ整流後の電圧値)

LCDのコントラストを調整します。

名称

発電機回転数

発電電圧(ブレーキ動作開始電圧)を設定します。

風力/水力の発電制御モードを切り替えします。

(SW下：風力モード、SW上：水力モード)

モード切替

説明

設定電圧

設定電力

電力設定調整

発電電力

LCDコントラスト

電圧設定調整

蓄電池電圧を表示しています。

発電電力を表示しています。

発電電圧

蓄電池電圧

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧

⑩ ⑪

⑨
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５．電力制御特性

５．電力制御特性５．電力制御特性

５．電力制御特性

風力発電モードは風速の３乗に比例し、水力発電モードでは流量に比例する電力を出力します。

実環境において、起動時の機械的摩擦があると風車や水車が増速しずらいという問題があります。

（例：水力発電装置の増速機のグリスの硬さの問題）

GB501シリーズはこの問題を克服するため、起動特性に工夫をしております。

風力モード

発電電圧30V以下を

補正しています

設定例

最大設定電圧　165Ｖ

最大設定電力　300W

水力モード

発電電圧30V以下を

補正しています

設定例

最大設定電圧　165Ｖ

最大設定電力　300W

電力制御特性(風力モード)
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電力制御特性(水力モード)
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６．通信出力（ＲＳ232Ｃ）

６．通信出力（ＲＳ232Ｃ）６．通信出力（ＲＳ232Ｃ）

６．通信出力（ＲＳ232Ｃ）

■通信設定値

■DATA コマンド説明

1文字目　　 @　

2,3文字目 　DT

4,5文字目 　DP=DIP SW　SV=定格電圧　 SW=定格電力

　　 　　　　　GV=発電電圧　 GW=目標電力

　　 　　　　　OV=充電電圧　OI=充電電流 OW=充電電力

6,7,8文字　DATA

9,10文字 終端信号　<CR><LF>

■送信コマンド

@DTDPXXX<CR><LF>       DIP SW

@ＤＴＳＶXXX<CR><LF> 　 　設定電圧XXX[V]

@ＤＴＳＷXXX<CR><LF>     設定電力XXX[W]

@DTGVXXX<CR><LF>       発電電圧XXX[V]

@DTGWXXX<CR><LF>  目標電力XXX[W]

@DTOVXXX<CR><LF>       蓄電池電圧XX.X[V]

@DTOIXXX<CR><LF>        充電電流XX.X[A]

@DTOWXXX<CR><LF>       充電電力XXX[W]

パソコンの画面の表示の様子

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。

データ長 8bit

項目 設定値

ストップビット 1bit

ボーレート 9600bps

パリティ なし

■通信インターフェース(RS-232C)

【 ピン配列及び機能説明 】

2ピン

5ピン

その他

・・・　送信データ(SD)

・・・　信号グランド(SG)

・・・　N.C.
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７．寸法図

７．寸法図７．寸法図

７．寸法図
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８. 参考（充電の原理）

８. 参考（充電の原理）８. 参考（充電の原理）

８. 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劣化させますので

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。これは表層充電状態で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。表層充電状態を継続させると、蓄電池

を劣化させますので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、充電電流を減らした状態で

充電を維持しその後時間をかけて満充電まで充電致します。

これにより蓄電池を劣化させる事これにより蓄電池を劣化させる事なく、満充電まで充電できるよう制御しています。

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劣化させますから　負荷を取らないように

して下さい。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。

９. ＭＰＰＴ制御(参考)

９. ＭＰＰＴ制御(参考)９. ＭＰＰＴ制御(参考)

９. ＭＰＰＴ制御(参考)

右図は300Ｖの時500Ｗ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。

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づく手法です。

１０．雷対策について

１０．雷対策について１０．雷対策について

１０．雷対策について

SKY-GB501に空電対策はなく、頻繁に発生する空電に対し影響のない配線にする必要があります。

配線が屋外に露出する場合は、厳重な対策が必要になります。

アレスタタイプの避雷器の使用頂くか、発電機からSKY-GB501の間の線を銅管の中に入れて地中に埋設

して頂くか、金属管の中に配線し金属管外壁を接地して使用する事を推奨致します。
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１1.接続方法

１1.接続方法１1.接続方法

１1.接続方法

必ず、バッテリーの（＋

＋＋

＋）端子、次に（－

－－

－）端子を接続して下さい。

外す時は、発電機からの端子を外して、バッテリーの（－

－－

－）端子、次に（＋

＋＋

＋）端子を外して下さい。

出力をとる場合は、バッテリーより直接取り出して下さい。

　ブレーキ抵抗端子

風車又は水車（発電機） バッテリー（24V）

ＧＢ501がフリーズ状態になった時の対処方法

急激な電圧の上昇や、落雷などによりＧＢ501内部のマイコンが停止する場合が御座います。

御使用中に、運転ランプが点灯したまま、ディスプレイの表示がフリーズした場合は、

風車や水車などは接続された発電機を停止させ、リセットＳＷを一旦オフにしてを30秒後に再起動

させてキャラクターディスプレイの表示が消えるを確認して下さい。

確認後、風車や水車を運転させて下さい。

　システムに応じて適合する抵抗値が変りま

す。

+

－

－－

－
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１2.ハイブリッド接続

１2.ハイブリッド接続１2.ハイブリッド接続

１2.ハイブリッド接続

弊社ＳＫＹ-ＳＯＬシリーズ（ソーラーコントローラ）を使用される場合に限って太陽発電とのハイブリッド使用

が可能です、弊社以外のソーラーコントローラとのハイブリッド使用は風車が回らなかったり、いたる所の

装置が破壊しますから、安易に接続しないで下さい。

ソーラーパネル24V用又は、12V×2枚

24V仕様LED照明（負荷）

必ず、バッテリーの（＋

＋＋

＋）端子、次に（－

－－

－）端子を接続して下さい。

外す時は、ソーラーと発電機と照明の端子を外して、バッテリーの（－

－－

－）端子、次に（＋

＋＋

＋）端子を

外して下さい。

出力をとる場合は、バッテリーより直接取り出して下さい。

・製品に水をかけないでください。

・製品の分解・改造は行わないでください。

・定格容量を越えて使用しないでください。

・可燃性ガスや引火物の近くで使用しないでください。

・各端子の逆接続及び短絡をしないでください。

・使用容量を満たすケーブルをご使用ください。

・機器停止状態にて機器接続又はメンテナンスを実施ください。

・異常がある場合は直ちに機器を停止させ、弊社まで御連絡ください。

13. 注意事項

13. 注意事項13. 注意事項

13. 注意事項

+

－

－－

－

+

－

－－

－
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－
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