
  

WINAICOはWin Win Precision Technology Co., Ltd.の登録商標です 
www.winaico.com 

 

SIM2203-01(JP) 

  

 

 

導入マニュアル  

結晶系モジュール 

   

http://www.winaico.com/
http://www.winaico.com/


 

 
 

SIM2203-01(JP) WINAICOはWin Win Precision Technology Co., Ltd.の登録商標です 
www.winaico.com 

 

1. はじめに ...................................................................................................................................................................... 1 

2. 製品の説明 ................................................................................................................................................................ 2 

3. 警告表示および取扱い上の指示 ................................................................................................................................ 5 

製品の保護 ............................................................................................................................................................................................ 6 

4. モジュールの取扱い ..................................................................................................................................................... 6 

安全 ....................................................................................................................................................................................................... 6 
一般 ....................................................................................................................................................................................................... 7 
輸送 ....................................................................................................................................................................................................... 7 
保管 ....................................................................................................................................................................................................... 7 
開梱 ....................................................................................................................................................................................................... 7 

5. 適用エリアと設置場所 ................................................................................................................................................ 8 

適用エリア ............................................................................................................................................................................................... 8 
設置場所 ............................................................................................................................................................................................... 8 

6. 設置と導入 ................................................................................................................................................................. 9 

安全上の注意 ........................................................................................................................................................................................ 9 
防火 ....................................................................................................................................................................................................... 9 

6.1 モジュールの機械的設置 ............................................................................................................................................ 10 
最大機械荷重 ..................................................................................................................................................................................... 13 
注意 ..................................................................................................................................................................................................... 13 
ケーブルの配置...................................................................................................................................................................................... 13 

6.2 電気工事 ................................................................................................................................................................ 13 
モジュールの選定 ................................................................................................................................................................................... 13 
ダイオードとヒューズ ................................................................................................................................................................................ 13 
ケーブルとコネクター................................................................................................................................................................................ 14 
安全上の注意 ...................................................................................................................................................................................... 15 

6.3 接地 ....................................................................................................................................................................... 15 

7. クリーニングとメンテナンス ...........................................................................................................................................17 

8. 免責事項 ..................................................................................................................................................................17 

9. 連絡先 ......................................................................................................................................................................18 
Win Win Precision Technology Co., Ltd. .............................................................................................................................................. 18 
WINAICO Deutschland GmbH .............................................................................................................................................................. 18 
WINAICO Australia Pty Ltd ................................................................................................................................................................... 18 
WINAICO USA ....................................................................................................................................................................................... 18 
ウィンアイコ・ジャパン株式会社............................................................................................................................................................... 18 
 
この文書はWINAICO WSPおよびWSTシリーズに適用され、これらのモジュールの導入・設置指示書のすべての旧バージ
ョンに取って代わるものです。 
弊社は情報の正確性については責任を負いません。弊社は技術的変更を行う権利を有します。モジュールが製造された時
点で存在した文書が、導入、設置及びメンテナンス作業の実施の際に適用されます。

             

http://www.winaico.com/
http://www.winaico.com/


 

 
 

SIM2203-01(JP) WINAICOはWin Win Precision Technology Co., Ltd.の登録商標です 
www.winaico.com 

 

1. はじめに 

このマニュアルは太陽光発電システムに関する資格を持った設計者および導入者が、WINAICO太陽電池モジュールWSP
およびWSTシリーズの導入、運用および保守を正しく行うことを支援する目的で作られています。WINAICO太陽電池モジ
ュールは、各地域において認められた関連資格を持つ専門家によってのみ導入されるべきです。資格のない方は安全のため
にご遠慮願います。 

全ての関連する標準規定と各地域の規制は遵守しなければなりません。このマニュアルの指示および各地域の要請に従わ
ない場合、製品保証が無効になる可能性があります。太陽電池モジュールの不適切な導入は、安全を阻害する恐れがあ
り、発電量の低下に繋がります。 

WINAICO太陽電池モジュールは、弊社のウエブサイトから、また弊社の各地域のオフィスを通じて提供される製品保証に
よってカバーされます。弊社はお客様の太陽光発電システムが自然災害など（例えば、直雷や破壊行為）から守られるよ
う保険をかけることを推奨します。 

もしご不明な点などございましたら、WINAICOは導入の前に書面にて提案された設計の確認をされることをお薦めします。
さらなる情報や明確化を希望される場合は、詳細な連絡先を当マニュアルの最終ページに記載していますのでご利用くださ
い。当マニュアルに行き届かない部分がありましたらご遠慮なくお知らせください。 

 
免責条項 

この指示書はWINAICO製品にのみ適用されます。WINAICOは本書に記載の要件を守らなかったことにより生じるいかな
る損害についても責任を負いません。システムを設置する人は、システムの接続や規模設定に責任を持つとともに、システム
構成と導入に適用のあるすべての安全仕様に準拠することにも責任を持つということに留意してください。WINAICOは適
正な機能とモジュールの安全性の範囲を超える部分については責任を負いません。全体システムの一部を構成するその他
のシステムコンポーネントについての導入指示書もご参照ください。プロジェクト全体について構造分析が必要となる場合があ
ります。 

詳しくは、弊社ウェブサイト( www.winaico.com ）を参照ください。 
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2. 製品の説明 

 
モジュールシリーズ WST-MGX-P1 6X18 WST-MGX-E1 6X18 WST-MGL 6X20 

寸法 (mm) 1,726 x 1,135 x 35 1,722 x 1,134 x 30 1,767 x 1,050 x 35 

面積 (m2) 1.96 1.95 1.86 

重量 (kg) 21.5 21.6 20.3 

最大システム電圧 (VDC) 1500 1500 1000 

コネクタータイプ QC4.10 IP68; MC4互換 IP68 

J-ボックス IP68 IP68 IP68 

火災安全等級 C C C 

モジュール 耐火性能 Type 4 Type 4 Type 4 

最大荷重(設計)(プッシュ／プル)* 
3,600 Pa 
1,600 Pa 

3,600 Pa 
1,600 Pa 

3,600 Pa 
1,600 Pa 

最大荷重(試験)(プッシュ／プル)* 
5,400 Pa 
2,400 Pa 

5,400 Pa 
2,400 Pa 

5,400 Pa 
2,400 Pa 

 
モジュールシリーズ WST-MG 6X20 WST-MG 6X18 

寸法 (mm) 1,759 x 1,034 x 35 1,589 x 1,034 x 35 

面積 (m2) 1.82 1.64 

重量 (kg) 20.6 18.6 

最大システム電圧 (VDC) 1000 1000 

コネクタータイプ MC4互換 IP68 
J-ボックス IP68 IP68 

火災安全等級 C C 

モジュール 耐火性能 Type 4 Type 4 

最大荷重(設計)(プッシュ／プル)* 
3,600 Pa 
1,600 Pa 

3,600 Pa 
1,600 Pa 

最大荷重(試験)(プッシュ／プル)* 
5,400 Pa 
2,400 Pa 

5,400 Pa 
2,400 Pa 

 

 試験荷重および設計荷重は IEC 61215:2016バージョンに準拠し、設置オプションに依存します (セクション6.1を参照
ください)。 
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3. 警告表示および取扱い上の指示 

警告表示 

注意： 

感電して死亡する危険があります！ 

太陽電池モジュールは光に曝されるとすぐに発電しはじめます。太陽電池モジュールは、特に直列につなぐと命の危険につな
がる高電圧！を生む可能性があります。充分に絶縁されたプラグイン接合により絶縁保護が提供されます。しかしながら、そ
れでも太陽電池モジュールを取り扱う際は、以下のことを必ず守ってください： 

• プラグやソケットに導電性の部品を挿入しないでください。 

• 湿ったプラグやソケットで太陽電池モジュールを導入し配線しないでください。作業環境とツールは乾燥状態になければ
なりません。 

• 配線に関わる作業はすべて資格を持った専門家が、必ず安全器具を使って細心の注意を払って行ってください。 

• 配線、モジュールおよびインバーターはスイッチオフの状態でも高電圧になっている場合があります。すべての作業は適切
な注意水準を保って行ってください。–感電死の危険があります！ 

• インバーターのスイッチをオフにしたら、次の作業にとりかかる前に、高圧コンポーネントの電圧が下がるのを待つため、メー
カーが指定する休止時間をとることが重要です。 

• 必ずインバーターメーカーの導入指示書に従ってください！ 

 

WINAICOモジュールは温帯気候での運用に対し、IEC 61215、IEC 61730およびUL 1703 規格要件を満たすよう
に設計されています（モジュールの動作温度は-40 °C から +85 °Cの間です）。一般的に無制限なアクセスが予期され
る場所では、危険な電圧（IEC 61730では DC 50V 以上、EN61730ではDC 120V 以上）、危険な電力利用（
240W以上）が定義されています。この適用等級の中では、EN IEC 61730-1 および  61730-2を通じて安全と認定
されたモジュールが、安全等級IIの要件を満たしているとみなされます。 

 
注意:  

アーク放電により死亡する危険があります！ 

モジュールは光の照射を受けると直流電流（DC）を生じ、閉じた回路を開けた時に（たとえば負荷のある状態でDCケー
ブルをインバータから外す時など）死に至る危険なアーク放電が起きる可能性があります。 

 
  

            5 

http://www.winaico.com/
http://www.winaico.com/


 

 
 

SIM2203-01(JP) WINAICOはWin Win Precision Technology Co., Ltd.の登録商標です 
www.winaico.com 

 

製品の保護 

モジュールを不適切な取扱いから守ってください。 

 

• モジュールの上に物を置いたりモジュールの上を歩いたり、モジュールを落としたりしないようにしてください。 

• モジュールに変更を加える場合は、WINAICOから書面で確認を得た場合にのみ行ってください。 

• 尖った物を持ってモジュールの上で作業をしないでください。 

• 電気的接続部分はすべてクリーンかつ乾燥状態に保ってください。 

• システム文書にシリアル番号を控えておくことをおすすめします。 

• 太陽電池モジュールに塩水耐性はありませんので、塩水が直接触れることのないようにしてください。 

• モジュールに通常の範囲を超える化学的負荷を与えないでください（たとえば製造プラントから放出されるものなど）。 

• レンズや鏡を使って集光しないでください（加熱する危険があります）。 

• 太陽電池モジュールを蓄電池に接続する場合は、畜電池メーカーの安全注意事項を守ってください。 

• 太陽電池モジュールの上に立ったり踏んだりしないでください。これは禁止事項です。モジュールの発電性能を大きく低
下させる可能性のあるマイクロクラックを生じるリスクがあります。；更には、あなたの安全の脅威になりかねません。 

• ガラスやバックシートを叩いたり、過剰な負荷をかけないでください。モジュールの発電性能を急激に低下させる可能性
のあるマイクロクラックのリスクが生じます；更には、あなたの安全の脅威になりかねません。 

 

条件によっては、太陽電池モジュールは標準試験条件における定格よりも大きな電流および／または電圧を生む可能性が
あります。コンポーネントの電圧定格、導電体の電流定格、ヒューズのサイズおよび太陽電池モジュールの出力部に接続さ
れたコントローラーの定格は、モジュールの短絡電流と開放電圧の少なくとも1.25倍としてください。北米に設置されるシステ
ムでは、更なる1.25倍という係数の妥当性について米国電気工事基準のセクション690-8を参照してください。過電流保
護（逆電流の強度）の最大定格値は20Aです。 

 

 
4. モジュールの取扱い 

安全 

• 太陽電池モジュールのパレットは600㎏以上の重さがあります。 

• 太陽電池モジュールは20kg前後の重さがあり、1.5ｍ以上の長さになると扱いにくくなります。怪我をしないよう注意が
必要です。 

• 強風下での太陽電池モジュールの導入は危険です。 

• 雨天など湿った状況下での太陽電池モジュールの導入は危険です。 

•  

•  
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こちら側が上  

取扱い注意  

われもの注意  

乾燥を保ってください 

踏んではいけません 

積み重ね禁止 

一般 

• 太陽電池モジュールの輸送や取扱いには注意を要します。粗雑な取扱いによる多くの問題が導入後何年もしてから生
じます。少しの注意で、サービスコールや太陽電池モジュールの取り替えによる時間や費用の多くを節約できます。 

 お届けまでの間に問題がなかったかどうか確認するため、納品後ただちに全ての配送物を確認されるべきです。もし何
らかの問題がありましたら、すぐWINAICOにご連絡ください。 

 太陽電池モジュールの上を歩いたり、その上に重いものを載せたり落としたりしないでください。 

 改造や修理をされる場合は、書面でのWINAICOによる確認が必要です。 

 全ての電気的な接点をクリーンかつ乾燥した状態に保ってください。 

 鋭利な器具を持ったまま太陽電池モジュールを取り扱わないでください。 

 システム文書として太陽電池モジュールのシリアル番号を控えておいてください。 
 

 
輸送 

• 輸送車両および器具は、目的に合致し良く整備さ
れたものであるべきです。 

• 輸送中の衝突や衝撃は避けてください。 

• 梱包およびパレットは注意して取扱い、落としたり衝
撃が加わらないようにしてください。 

• 太陽電池モジュールと一緒に輸送される荷物がある場合、太陽電池モジュールに衝撃が加わらないようにしてください。 

• 梱包から出した太陽電池モジュールを運ぶ際は、荷崩れしないよう適切に固定してうださい。 

•  
保管 

• 涼しく乾燥した場所に保管してください。梱包は丈
夫ですが、防水ではありません。 

• WINAICOのパレットは2段積みで保管できます。
2段以上の段積みはしないでください。 

 導入を始めるまでは太陽電池モジュールは梱包に
入れたままにしておいてください。 

 
開梱 

• 開梱作業は2人で行ってください。 

• 1つ目のモジュールをフレームが擦れないように両手で垂直に引き上げてください。 

• モジュールを引き上げるとき、水平には動かさないでください。 

• モジュールは両手で運び、取り外しや移動時は安全手袋をはめるかガラス吸引カップを
使ってください。 
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• いかなる場合もジャンクションボックスや接続ケーブルを把手代わりに持たないでください。 
 
 

5. 適用エリアと設置場所 

適用エリア 

• モジュールは温帯気候条件下での使用を意図して作られています。極端な気候や気温は太陽電池モジュールの出力
と変換効率に影響を与える可能性があります。 

• モジュールを集光した光にさらしてはなりません。水に浸ったり、定常的に水がかかったり（たとえば噴水など）してはなり
ません。 

• 塩分や硫黄分（硫黄泉、火山）にさらされると腐食あうる危険があります。従って、モジュールを、塩、塩水および硫
黄に近接して導入してはなりません。 

• モジュールの許容温度は -40 °C から +85 °C の間です。 

• モジュールの温度上昇を避けるため、モジュールの背面には十分な通気を確保してください。 

• モジュールを強い化学物質にさらさないでください。 

• モジュールやモジュールコンポーネントが水に浸かることが決してないようにしてください。 

• モジュールは火が燃える場所や可燃物の近くに導入できません。太陽電池モジュールは爆発耐性機器ではありません。 

 
設置場所 

• 方位 

WINAICOモジュールのパフォーマンスは日照条件に依存すると同時に、太陽との位置関係に依存します。太陽電池モジュ
ールの最適な傾斜角は、導入場所、各地域での設置規則、および負荷の形態やご希望の発電形態により決まります。お
客様の地域のWINAICOオフィスが最適なシステム設計の支援をおこないます。埃が雨水と一緒に流れるよう最低でも15
度の傾斜角を推奨します。これ以下の傾斜角の場合、太陽電池モジュールのクリーニングが計画され、適切な設計が行な
われている必要があります。 

• 場所 

設置場所は可能な限り陰の影響がないようにすべきです（家屋、樹木、枝、葉、電線、アンテナなど）。なぜなら、陰がで
きると太陽電池モジュールの出力が大きく落ちるためです。設置場所は可能な限り日陰（建物、木、枝、葉、ケーブル、ア
ンテナなどによる）を避けてください。部分的に陰ができる場合でも発電量の低下につながります。モジュールは、1年を通し
てその全表面に陰ができず、年間で最も条件の悪い日でも、1日のうち数時間はしっかりと日光があたって初めて、陰の影
響がないものとみなされます。 

• 背面の通気 

太陽電池モジュールは、それ自体の温度が上がると発電量が低下します。 

背面の通気が空気の対流を促し太陽電池モジュールを冷却します。そして背面の隙間が大きいほど、冷却率は上がります
。これは黒いバックシートの太陽電池モジュールの場合や埋め込み型設置の場合に特に重要です。WINAICOは太陽電
池モジュールが接地面から最低でも120㎜以上空けて設置されることを推奨します。 
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• 冬期 

モジュールを設置するときは、着霜によるダメージを避けるため、フレームの裏側にある排水穴が塞がれないようにすることが重
要です。太陽光発電システムはモジュール表面に極力雪が残らないように設置しなければなりません。WINAICO太陽電
池モジュールは、5400Paまでの積雪荷重に耐える認証を受けています。 

 
6. 設置と導入 

注意: 

モジュールコンポーネントが損傷すると火災の危険が生じます！ 

 

• 損傷を受けていない太陽電池モジュールのみを導入してください。 

• 導入前に、ジャンクションボックス、ケーブルおよびコネクタに損傷がないことを確認してください。 

• ジャンクションボックス本体は決して開けないでください。 

 
安全上の注意 

• モジュールは涼しく乾燥した部屋に安全に保管してください。梱包は防水ではありません！ 

• 発電システムは各地域の要請に従って既存の被雷システムに接続してください。 

• WINAICOは乾燥した条件下でのみ、システム設置・導入の作業をされることを推奨します。 

• 関連する事故防止規則を遵守してください。 

• 強風時に導入作業を行ってはいけません。 

• あなた自身および他の作業者が落下しないよう安全策をとってください。 

• ものが落下しないように防止策をとってください。 

• 周囲の人がケガをすることのないよう、作業エリアの安全策をとってください。導入サイトには子どもが近づかないようにし
てください。 

• 輸送中および導入中は、すべてのモジュール部品を機械的負荷（例えば、圧力、張力、歪みストレスなど）から守る
べきです。導入中もシステム運用中も、ジャンクションボックス端子では、ケーブル曲げ半径が最小許容値を下回る半
径60mm以下にならないようにしてください。 

• ケーブルを傷めたり、引っ張ったり、曲げたり、その上に重いものを置いたりしてはなりません。 

 
防火 

屋根上へのシステムの導入は建物の耐火安全性に影響を与える可能性があります。不適切な導入は火災の危険につな
がります。屋根上に設置する場合は、WINAICOモジュールを耐火性のある屋根面に設置しなければなりません。 

モジュールは「爆発保護対策がされていない機器」です。不適切な導入方法および／または欠陥部品の使用は、稼働中
の予期せぬアーク放電の発生につながる可能性があります。従って、可燃性の高いガスや蒸気（たとえばガソリンスタンド、
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ガスタンクまたは塗料噴霧システムなど）の近くに導入することはできません。モジュールは火が燃える場所や可燃物の近くに
は導入できません。 

 

6.1 モジュールの機械的設置 

WINAICOモジュールは、その高い安定性により、縦置きおよび横置きのどちらの導入方法にも向いています。モジュールは
少なくとも４点でクランプ固定しなければなりません。 

 

   
正しい設置方法の例：クランプ留めおよびねじを使った設置 

 

モジュールは、下部構造体に対し、クランプを使った表側からの設置またはねじを使った裏側からの設置が可能です。各固
定ポイントのクランプエリア（以下参照）には少なくとも 135mm2の面積が必要です。組付けにはトルクレンチを使わなけ
ればなりません。表示の例では、締め付けトルク（V2A製M8ボルトを使用）は 20Nmです。モジュールの固定には、事前
に開けてあるねじ止め穴を使わなければなりません。新たな穴は開けないでください（開けた場合は、製品保証が無効とな
ります）。適切な耐腐食性固定部材とワッシャーを使い、太陽電池モジュールを固定しなければなりません。 

アルミフレームを異なる金属材料でできたブラケットに設置する場合、特に湿潤地域や海浜地域では、電蝕が生じないよう
2種類の金属部分を分離すべきです。 

何らかの理由でモジュールが撓んだとしても、ジャンクションボックスが架台などの下部構造物に接触しないようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

架台レール 
 

ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙﾅｯﾄ 

ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙねじ 

ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙﾜｯｼｬｰ＆ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ 

ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙねじ 

架台レール 

ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙﾅｯﾄ 

ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙﾜｯｼｬｰ＆ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ 

クランプ 
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WST-MGX-P1 6X18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験荷重 
前面(プッシュ) 5400Pa 

試験荷重 
前面(プッシュ) 2400Pa 

背面(プル) 2400Pa 背面(プル) 2400Pa 
設計荷重 
(=試験荷重/1.5) 

前面(プッシュ) 3600Pa 設計荷重 
(=試験荷重/1.5) 

前面(プッシュ) 1600Pa 
背面(プル) 1600Pa 背面(プル) 1600Pa 

WST-MGX-E1 6X18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験荷重 
前面(プッシュ) 5400Pa 

試験荷重 
前面(プッシュ) 2400Pa 

背面(プル) 2400Pa 背面(プル) 2400Pa 
設計荷重 
(=試験荷重/1.5) 

前面(プッシュ) 3600Pa 設計荷重 
(=試験荷重/1.5) 

前面(プッシュ) 1600Pa 
背面(プル) 1600Pa 背面(プル) 1600Pa 
正しい設置方式の例: クランプは指定されたクランプエリア(          )でのみ使用可能です。 

 

 

a=195 mm 
b=445 mm 

4 fastening points 

a 
b 

a=110 mm 
b=325 mm 

4 fastening points 

a 
b 

a=195 mm 
b=445 mm 

4 fastening points 

a 
b 

a=110 mm 
b=325 mm 

4 fastening points 

a 
b 
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WST-MGL/WST-MG 6X20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

試験荷重 
前面(プッシュ) 5400Pa 

試験荷重 
前面(プッシュ) 2400Pa 

背面(プル) 2400Pa 背面(プル) 2400Pa 
設計荷重 
(=試験荷重/1.5) 

前面(プッシュ) 3600Pa 設計荷重 
(=試験荷重/1.5) 

前面(プッシュ) 1600Pa 
背面(プル) 1600Pa 背面(プル) 1600Pa 

WST-MG 6X18 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

試験荷重 
前面(プッシュ) 5400Pa 

試験荷重 
前面(プッシュ) 2400Pa 

背面(プル) 2400Pa 背面(プル) 2400Pa 
設計荷重 
(=試験荷重/1.5) 

前面(プッシュ) 3600Pa 設計荷重 
(=試験荷重/1.5) 

前面(プッシュ) 1600Pa 
背面(プル) 1600Pa 背面(プル) 1600Pa 
正しい設置方式の例: クランプは指定されたクランプエリア(          )でのみ使用可能です。 

 
 

a=200 mm 
b=455 mm 
4 fastening points 

a 
b 

a=100 mm 
b=300 mm 
4 fastening points 

a 
b 

a b 

a=100 mm 
b=300 mm 
4 fastening points 

a 
b 

a=180 mm 
b=410 mm 
4 fastening points 
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最大機械荷重 

最大機械荷重を超えないようにするとともに、現場依存の荷重も考慮してください（「2.製品の説明」参照）。モジュール
は大きな負荷がかかると曲がる可能性があることに注意してください。不均一な構造物はモジュールを痛める可能性があるた
め、モジュールの裏面ではケーブルを結んだり、その他の結線部材を使わないでください。 

 
注意 

中間クランプはモジュール設置時のモジュール列間のスペーサーとして使うことができます。ストレスがかかったり寸法が合わな
いということを避けるため、モジュール列間に一定のギャップを確保すべきです。ギャップとしては、およそ10 mmとることを推奨
します。美観上の理由から、黒色の陽極酸化フレームと黒色バックシートのモジュールシリーズの設置には、黒いクランプを使
うことを推奨します。通電している端子には素手で触れてはいけません。また、電気部品の接続には常に絶縁ツールを使用
しなければなりません。 

 
ケーブルの配置 

導電体がループしないよう、ストリング（+ と –）はまとめておくべきです。必要に応じ、ケーブルトレーを使うことができます。
屋根への穴あけは可能な限り１ヶ所だけにすべきです。PVCケーブルはおすすめできません。銅線は時間の経過とともに酸
化し、圧着部の接触抵抗が許容値を超えてしまう可能性があるので、裸銅線H07RNケーブルはおすすめできません。
WINAICOは導入者に対して、太陽光発電システムにおける直流（DC）配線用の認証済みケーブル（EN 50618: 
2014）を使用するよう推奨しています。最小のケーブルサイズは12AWGとすべきです。 

注意:  

落雷の可能性が高い地域に導入する太陽光発電システムには被雷対策を講じることをおすすめします。 

 

6.2 電気工事 

モジュールの選定 

モジュールがシステム全体の技術的要件を満たしていることを確認してください。また、他のシステムコンポーネントが、モジュー
ルにあＮ対し損傷につながるような機械的ストレスまたは電気的ストレスを与えないことを確認してください。直列に接続する
時は、すべてのモジュールが同じ電流定格になっていなければなりません。並列に接続する時は、すべてのモジュールが同じ
電圧定格になっていなければなりません。モジュールは、許容システム電圧より高い電圧を発生させるように接続してはなりま
せん。モジュールは頭上に取り付けたり縦に取り付けたり（建物の正面）してはなりません。架台が、想定される負荷、たと
えば風や雪の荷重に耐えうることも確認しなければなりません。降雨時に排水できるよう、モジュールフレームの基部には開
口穴があります。モジュール導入によりこの開口穴の機能が制約されないことを確認しなければなりません。 
 

ダイオードとヒューズ 

個々の太陽電池セルや太陽電池モジュールに日陰ができると、その部分の温度上昇につながる可能性があります。これは、
日陰になっていない部分ではエネルギーを生産するのに対して、日陰部分は電気エネルギーを消費し始めるためです。バイ
パスダイオードやその他の技術要素を使って日陰部分をブリッジすると温度上昇を抑えることができ、太陽光発電システムの
性能ロスを緩和できます。WINAICO 太陽電池モジュールは、バイパスダイオードまたはその他の設計要素を組み込んで生
産されており、太陽電池セルを効率的に保護します。 なお、バイパスダイオードは過電流保護装置ではありません。 
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IEC 62446-1 によれば、追加のブロッキングダイオードまたはヒューズが、太陽電池モジュールストリングが並列に接続され
る場合に必要です。その理由は、一体型バイパスダイオードは太陽電池モジュールの内部保護専用であり、個々のモジュー
ルストリングが陰になった場合や不具合になった場合に並列回路を流れる電流を調整するものではないからです。これに準
拠しない場合、対応する太陽電池モジュール（その中に内蔵される電気部品を含む）が損傷する可能性があります。 

WINAICOは、システムの不具合時（たとえばインバーター故障など）に太陽電池モジュールを保護するため、各太陽電
池モジュールストリングにおいてDCヒューズを使用することを推奨します。ヒューズは、各モジュールのデータシートに記載された
最大直列ヒューズ定格に従って構成しなければなりません。 

 
ケーブルとコネクター 

太陽電池モジュールには雄と雌の一対の防水コネクタがあります。 

 システムの他の機器に対し、出力ケーブルを正しく接続してください。 

 太陽光発電システムで使われる他の機器の電圧仕様に合うように必要な数の太陽電池モジュールを接続してく
ださい。 

 出力ケーブルコネクタは太陽電池モジュールのジャンクションボックスに力や圧力がかからないように配線してくださ
い。認証済の留め具を使って架台フレームにケーブルを取り付けてください。コネクタは直接、太陽光、風および雨
にさらされないように架台フレームの背後に配置する必要があります。 

 ケーブルを延長する場合は、長期間の屋外での使用に耐える適切な太陽光発電用ケーブルおよびコネクタを使
用してください。電圧低下を防ぐため、その長さに応じた適切なケーブルサイズを選定してください。 

 異なるブランドや型式のコネクターは合わない可能性があります。 

 
注意: WINAICO 製品のコネクターの保護レベルは IP68です。長時間水中に置くことはできません。コネクタ
ーを太陽光にさらすことおよび水に浸すことは避けなければなりません。導入された太陽電池コネクターとケーブ
ルが屋根の表面や地面に接触したままにしてはなりません。 

 
注意: 不完全な接続はアーク放電や電気ショックにつながるおそれがあります。すべての電気的接続部分がしっかり
と固定されていることを確認してください。ロックするコネクタはすべてしっかり嵌合しロックされていることを確認してくだ
さい。 

 

 
 

 

 

注意: 

 
 

 間違った接続方法                        正しい接続方法 

Gap 
隙間  
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電気ショックを避けるため、太陽電池コネクターを導入するときは電源をオフにしてください。電気的負荷がかかっている状態
で太陽電池コネクターを引き抜かないでください。太陽電池コネクターを外すには、DC/ACインバーターをオフにするか、また
はDCサーキットブレーカをオンにしてください。そうすれば、電圧下でのコネクターの抜き差しができます。 

注意: 

ケーブルはコネクターおよびジャンクションボックスとの接続部分で曲げたりつぶしたりしてはなりません。最小曲げ半径
R≥5×ケーブル直径に維持しなければなりません。ケーブルは、導体または接続部で張力が生じないように配線し
なければなりません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

安全上の注意 

 
注意: 

ソケットとスリーブが正しく接続されていることを確認してください。 

モジュールのケーブルコネクターを切断しないでください。ストリング（+ケーブルと-ケーブル）はDC入力部からインバーターに
入ります。モジュールコネクターの極性は指定されています。モジュールの+コネクターに付いているケーブルはインバーターの+
入力に接続しなければなりません。同じ手順が-コネクタと-インバータ入力にも適用されます。ケーブルはケーブルトレーに置く
ことも可能です。ケーブルトレーに水が溜まらないようにすることが重要です。排水を促すためにトレーにドリルで穴をあけておく
ことは可能です。モジュールのケーブルとインバーターの接続には、認証のあるソケットコネクターのみ使用可能です。インバー
ターは、そのメーカーの指示書に従って接続しなければなりません。 

 
注意: 設計要件と使用されるインバーターにより、異なるストリング長が可能です。インバーターの組み立て指
示書に従うことが大事です！インバーターへの接続に先立ち、個々のストリングに電気エネルギーが残っていな
いことを確認してください。勿論、資格を持った専門家が、インバーターを電力系統に接続することは必須です。 

 
注意: 低レベルの放射であっても、高電圧の直流電流が生じる可能性があります。通電しているケーブルには
決して触ってはいけません。 

 

6.3 接地 

モジュールフレームにおいて適切な接地を行うことは太陽電池を導入する者の責任です。接地は、システムの安全と保守の
ために、国、州および地域の電気工事規程、規制および標準に従って、資格のある導入者が行わなければなりません。 

正しい接地は、適切な「接地導電体」を使ってモジュールフレームと構造部材を近接して接続することで達成されます。接
地に使う部品を注意深く選定することは、当然ながら異なる部材同士を接続する際の相互電蝕の回避につながります。従

間違ったケーブリング 

曲げ角度が鋭い 
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って、銅製のハードウェアを使用するときは、アルミニウムフレームとの接触を避けなければなりません。北米のお客様の場合は
、接地導電体あるいはストラップは銅、銅合金または米国電気工事基準指定の導電体として使用可能なその他の部材が
よいでしょう。そして、接地導電体は適切なアース接地電極を使って地面に接続しなければなりません。 

外部に被雷システムが既にあるか、または建物への導入の計画がある場合は、太陽光発電システムをそのシステムに組み
入れて直雷から保護しなければなりません。接地穴はモジュールフレームに表示されています。 

   

 

接地目的では、M4ステンレスねじ、ナットおよびワッシャーが使用されます。太陽電池モジュールは腐食耐性を持たせるため
、アルミフレームに陽極酸化コーティングが施されています。モジュールフレームを適切に接地するには、コーティングを貫通させ
る必要があります。接地する際は国内標準を遵守してください。国内基準が接地を要求していない場合であっても、
WINAICOは、露出した金属部分（例えばフレーム）と地面との間の電圧がいかなる状況でも確実にゼロになるよう、すべ
ての太陽電池モジュールフレームを接地することを推奨します。 

 

 

 

 

 

 

 
北米で導入する場合は、露出する導電部品を有するモジュールは、上記の指示および米国電気基準の要件に従って電気的に接地される場
合にのみ、UL1703に適合しているとみなされます。一般的な接地ハードウェア（ナット、ボルト、星形ワッシャー、分割リングロックワッシャー、フラッ
トワッシャーなど）を接地／結合機器の取り付けに使う場合は、それら接地機器メーカーの指示書に従って取り付けなければなりません。 ナット、
ボルト、星形ワッシャー、ロックワッシャーなどの一般的なハードウエアは、導電性について、また接地用部品として評価されておらず、機械的な接
続維持のためおよび電気接地機器が適切な導電状態を保つような適切な位置に固定するためにのみ使用されるべきです。モジュールとともに
供給されUL1703の評価を受けた機器は、モジュールに付属の指示書に準拠した接地のために使用することができます。  

接地穴 
接地部材 

接地導体 

ステンレススチールワッシャー＆スプリングワッシャー 

ステンレススチールナット 

ステンレススチールねじ 

接地マーク 接地穴 
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7. クリーニングとメンテナンス 

運用者は、定期的にモジュールから汚れを除去し、すべてのシステムコンポーネントが適正に作動しているかを確認すべきで
す。以下の点に留意してください： 

 決してモジュール表面に乗らないでください。モジュールにはいかなる機械的荷重もかけないでください。 

 着霜や、モジュール、水、大気との間の温度差が大きい恐れのある場合、水によるクリーニングはしてはなりません。 

 硬水はカルシウム除去することを推奨します。これにより、水垢が残りにくくなります。モジュールにたまった水は除去し
てください。 

 研磨剤や洗浄剤は使用してはなりません。モジュールの表面を傷つけるおそれがあるため、汚れを削り取ってはいけ
ません。 

 すべてのケーブルとコネクターアクセサリーに損傷がなく適切に取り付けられているかどうか確認してください。 

 太陽電池モジュールに、障害物や何らかの異物によって陰ができていないこと。 

 架台部材および接地部材は腐食することなくしっかりと固定されていること。 

 
注意: 

アース接地の接続が中途半端になっていたり、壊れていないことを確認してください！ 
 

注意:  

WINAICOは、導入者または他の資格者が太陽光発電システムを定期的に検査することを推奨します。 

 
 

8. 免責事項 

これらの導入および組み立ての指示は標準的なシステム全般に適用されるものです。この情報の正確性については責任を
負いかねます。WINAICOは、ユーザーがこのユーザー情報に準拠しなかった場合には、モジュールのユーザビリティおよびサ
ービサビリティについていかなる保証もしません。このユーザー情報およびWINAICOが提供するモジュールの導入、運用、使
用及びメンテナンスの条件と方法に準拠しているかどうかを確認または監視することは不可能なため、不適切な使用、間違
った導入、運用、使用またはメンテナンスにより生じた損傷には、WINAICOは一切責任を負わないものとします。加えて、
法により要請される場合を除き、モジュールの使用から生じる特許法上の侵害やその他第三者の権利侵害には一切責任
を負わないものとします。 
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9. 連絡先 

ご質問がある場合、いつでもWINAICOチームがサポートさせて頂きます：   
 
台湾本社 
Win Win Precision Technology Co., Ltd. 

4F., No.180, Sec. 2, Gongdao 5th Rd., East, Dist. 
Hsinchu City 300, Taiwan  
 info@w-win.com.tw 
 
WINAICO Deutschland GmbH   

Industriestraße 68,  
97993 Creglingen 
Germany 
Phone: +49 7933 700 300 
germany@winaico.com 
 
WINAICO Australia Pty Ltd 

3/393 George Street,  
Sydney NSW 2000 
Australia 
電話: +61 2 8091 2771 
australia@winaico.com 
 
WINAICO USA 

960 Rand Road, Suite 200 E, Des Plaines, 
IL 60016 
USA  
電話: +1 844 946 2426 
usa@winaico.com 
 
ウィンアイコ・ジャパン株式会社 

150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-1-1  
ヒューマックス恵比寿ビル7階 
電話: 03-5456-5798 
japan@winaico.com 

 
 
 

WINAICO はWin Win Precision Technology Co., Ltd.の登録商標です。 
バージョン 31/MAR/2022 
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