
三菱太陽光発電システム 接続箱
形　名 PV-CN03L（3回路）・PV-CN04L（4回路）
据付工事説明書
●この製品の性能、機能を十分発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事
の前に、この説明書を必ずお読みください。
●接続箱は、太陽電池アレイからの複数のケーブルを1つにまとめて、パワーコンディショナに送ります。
●電気配線工事は、有資格者が実施してください。

販売店・工事店様用

1604871B286A10

別冊の取扱説明書はお客様用です。
据付工事が終わりましたら、この説明書と共にお客様にお渡しください。

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

安全のために必ず守ること

●施工する手や体、道具や場所がぬれた状態で作
業をしない。

　（感電の原因になります）

●据付けや配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従
って有資格者である電気工事士が安全・確実に行う。
　（接続不良・誤った配線工事は感電・火災の原因になります）

●端子は、指定された工具で正しく圧着し、端子台に
指定トルクで締付ける。
　（端子台ネジ締付トルク：1.4～2.0N･m）
　（火災の原因になります）

●電気配線工事及び運転開始までは、分電盤の太陽光
発電用ブレーカと接続箱の全ての太陽電池開閉器を    
「OFF」の状態にして行う。
　（感電の原因になります）

●電気配線工事は太陽電池アレイに遮光シートをかぶ
せてから行う。
　（感電の原因になります）

●据付工事説明書に記載がない設置や分解・改造
は行わない。

　（落下・感電・火災の原因になります）

●運転中、停止直後に接続箱の天面に触らない。
また点検は、パワーコンディショナが停止して
から15分経過後に実施する。

　（やけどの原因になります）

●接地線（アース）は確実に接続する。
　（感電・火災の原因になります）

●太陽電池アレイの（+）黒色ケーブルと（－）
白色ケーブルはショートさせない。

　（火災の原因になります）
●太陽光発電システム以外に使用しない。
　（感電・火災・けがの原因になります）

●接続箱に接続する太陽電池モジュールの直列枚
数および並列枚数は指定の範囲内にする。

　（感電・火災の原因になります）
●低電圧用ゴム手袋を使用して電気配線作業を行う。
　（感電の原因になります）

警告 作業を誤った場合、据付工事作業者または使用者が
死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

●製品質量に耐えるよう間柱または強固な垂直壁面に
水平かつ確実に取付ける。
（落下の原因になります）

●ケーブル引込口、壁穴は付属のパテで埋める。
（冷気侵入による結露や小動物、虫の侵入は、火災
の原因になります）

禁止

分解禁止

アース確認

指示に従う

指示に従う

●据付けの際は必ず手袋を着用する。
　（けがの原因になります）

注意 誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの
物的損害に結びつくもの

指示に従う禁止



■据付けできる場所（守られない場合、製品故障または不具合の原因になります）
●●日中（10：00～15：00）に直射日光の当たらない場所（北面への据付けをおすすめします）
●屋内壁面、または軒先など雨がかかりにくい屋外壁面
●垂直壁面に水平に据付けできる場所
●据付けおよび保守点検が可能で、周囲に必要な空間が確保できる場所
●製品質量に十分耐える据付け場所
●換気が良い、密閉されない場所
●日本国内で標高が2000ｍ以下の場所
●煙、可燃性ガス、腐食性ガス（温泉地など）、油蒸気、潮風、著しい砂塵、塵埃、水蒸気が存在しない場所
●下記の温度、湿度を満たしている場所

周囲温度

相対湿度 結露なきこと。冷気などが直接あたり結露しないこと。

●PV-CN04Lの場合：-25℃～+40℃
●PV-CN03Lの場合：-25℃～+60℃
　　ただし　・壁面温度が80℃に達することがあり、80℃に耐える壁面であること。
 　　・40℃～60℃の環境に据付ける場合は、人が容易に触れない場所とすること。

外形寸法図
付属部品名

木ネジ　4.5-30
コード保護材
圧着端子（棒形）　CV2.0mm2用

圧着端子キャップCV2.0mm2用

圧着端子（丸形）　CV5.5mm2用

圧着端子キャップ　CV5.5mm2用

圧着端子（丸形）　CV8.0mm2用

圧着端子キャップCV8.0mm2用

コードクリップ（平形）
コードクリップ（丸形）
コードクリップ取付用ネジ　M4×8
保護チューブ
端子カバー
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●製品質量：PV-CN03L…4.3kg
：PV-CN04L…4.4kg

パワーコンディショナを据付ける際に必要な部材は、パワーコンディショナの据付工事説明書をご覧ください。
電線管を使用する場合は、次ページの　　　　　　　に記載した呼び径の電線管を用意してください。

■付属部品

■現地調達部材（接続箱を据付ける際に必要なもの）

パワーコンディショナ接続用ケーブル
（接続箱とパワーコンディショナ間の電線）

接地棒（リード線付）

接地線（アース）

圧着工具

部材名 仕　　様
片道のケーブル長が15ｍ未満の場合、 PV-CN03LはCV5.5mm2のより線2芯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 PV-CN04LはCV8.0mm2のより線2芯
片道のケーブル長が15ｍ以上の場合、CV8.0mm2以上のより線2芯
ただし、電圧降下を考慮し配線長により線径の選定が必要です。8.0mm2を超えるケーブルを使用する場合
は、接続箱へ8.0mm2で接続し製品外部にプルボックスを設置して太いケーブルにつなぎ変えてください。

太陽光発電用ブレーカの容量が30A以下の場合、HIV2.0mm2（緑色）
　　　　　　　　　　　　　　50A以下の場合、HIV3.5mm2（緑色）
圧着端子2.0mm2用：ニチフ社製NH 12またはNH 32
圧着端子5.5mm2用：ニチフ社製NH 13
圧着端子8.0mm2用：ニチフ社製NH 1またはNH 9

太陽電池アレイの開放電圧が300V 以下の場合はD種接地工事（接地抵抗100Ω以下）、300V を超
える場合はC 種接地工事（接地抵抗10Ω以下）が必要です。
ただし、太陽光発電用ブレーカに高感度形高速形漏電ブレーカ（0.5秒以内に自動的に電路を遮
断）を使用する場合は、接地抵抗500Ωまで許容されます。

3×φ34ノックアウト穴

3×φ34ノックアウト穴
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4×φ5ヌキ（取付用）

φ42ノックアウト穴 ふた固定ネジ

水抜きキャップ40
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●塩害地域では屋内に設置すること。

沖縄
離島※1

瀬戸内海（紀伊水道、大阪湾除く）※2

北海道・東北日本海側※3

その他の地域

地　域
海岸からの距離

塩害地域

塩害地域
塩害地域

塩害地域 一般地域
一般地域

一般地域

～1ｋｍ

設置不可エリア

重塩害地域※4 1～2ｋｍ 2～7ｋｍ 7ｋｍ以上

※1：北海道・本州・四国・九州を除く、
すべての島。

※2：本州（兵庫県相生市～山口県下関市唐
戸町）／四国（香川県東かがわ市～愛
媛県南宇和郡愛南町）／九州（福岡県
北九州市門司区～大分県津久見市）。

※3：北海道（松前町～稚内市）／東北
（青森県下北郡東通村蒲野沢～山形
県鶴岡市）。

※4：海岸から50m以内の地域及び50m
を超えていても、海岸より飛散した
海水が直接かかる地域。

接続箱の据付け
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太陽電池
アレイ出力ケーブル

コードクリップ
（平形） 電線管

接続箱の据付け
●接続箱へのケーブル配線は下面または背面に設けたノックアウト穴を使用して行うことができます。
●電線が屋外に露出する場所には、PFD管（耐候性タイプ）を使用ください。

据付け後、接続箱と壁面が接する外周部（下部を除く外周および側
面）にシリコン系シーリング材（またはゴムアス系シーリング材）
を塗布し、防水処理を行い、背面に水が入らないようにする。

①ふたを取りはずす。
②製品本体は、仮止めネジ穴を用いて引っかける。
③製品本体は、固定用穴（4か所）にネジ止めして固定する。
④〈下面配線〉の場合、太陽電池アレイケーブルの配線状況に
あわせて電線管を接続する。
φ42ノックアウト穴には呼び径36の電線管が適合
φ34ノックアウト穴には呼び径28の電線管が適合

〈背面配線〉の場合、壁面のケーブル配線用の穴に電線管を
通す。
φ34ノックアウト穴には呼び径22の電線管（コネク
ター使用不可）が適合

①接続箱の周囲には、右図に示すスペースを確保する。　
また、下面はドライバーが作業できるスペースを確保する。
②壁の強度が不足する場合は、補強板などで壁を補強また
は、市販のアンカーを使用する。
③据付け位置を決め、配線状況にあわせて使用するノック
アウト穴をドライバーなどであける。
④〈背面配線〉の場合、接続箱を据付ける壁面にケーブル
線用の穴をあける

①電線管に太陽電池アレイ出力ケーブルを通す。
②太陽電池アレイ出力ケーブルの（＋）黒色ケーブルと（－）
白色ケーブルを端末処理し、付属の圧着端子（棒形）を指定
の工具で圧着する。

③絶縁キャップは（＋）黒色ケーブルに赤色、（－）白色ケー
ブルに青色を取付ける。
④太陽電池アレイ出力ケーブルは、ノックアウト穴から右図に
示す寸法程度を、接続箱本体内に引き込む。
⑤コードクリップ（平形）は、片側をネジで仮止め後、ケーブル
を通したあと、ネジ止めしケーブルを固定する。
（締付けトルク：1.4～1.6N・m）

⑥太陽電池アレイ出力ケーブルを太陽電池開閉器に指定トルク
で締付ける。
　（＋）黒色ケーブル→開閉器P端子
　（－）白色ケーブル→開閉器N端子
　（締付けトルク：1.4～2.0N・m）

⑦同様に残りの系統ごとに接続する。
⑧端子カバーを取付ける。
⑨本体内側の電線管とケーブルの隙間を付属のパテで埋める。

電気配線工事 図はPV-CN04L（4回路）に
〈下面配線〉により配線する例です。

〈下面配線〉 〈背面配線〉

据付け前の準備

接続箱の据付け

太陽電池アレイ出力ケーブルの接続

屋外へ据付ける場合

1

延長ケーブルPV-DW40H/60Hを使用する場合はケーブルに
付属された端子を使用する。

お願い



パワーコンディショナ
（屋内設置）

接続箱（屋外設置）

接続箱用
接地線（市販品）

太陽電池アレイ

接地棒（市販品）

パワーコンディショナ用
接地線（市販品）

太陽電池アレイ兼接続箱用
接地線（市販品）

接続箱が屋外にある場合

接続箱出力端子台

パワーコンディショナ
接続用ケーブル（CV線）

接地用アース線
コードクリップ
（丸形）

アース端子

太陽電池用アース線

電線管

パテ

パワーコンディショナ
（屋内設置）

接続箱（屋内設置）

接続箱用
接地線（市販品）太陽電池アレイ

接地棒（市販品）

パワーコンディショナ用
接地線（市販品）

太陽電池アレイ兼接続箱用
接地線（市販品）

接続箱が屋内にある場合

パテ

ケーブル

電線管
（呼び径22）

パテ

保護
チューブ
コード
保護材

この説明書は、
再生紙を使用
しています。中津川製作所　〒508-8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号

ラジオやテレビ、アマチュア無線などへの電波
障害を抑制するため、「太陽電池アレイ・接続
箱」と「パワーコンディショナ」の接地は別々
に独立させてください。
（電波障害が発生しない場合は接地を共用す
ることができます）

接地工事（アース線の接続）

3

本体ふたの裏面のラベルに太陽電池モジュールの形名、
仕様表、ケーブル配線図を油性ペンで記入する。
記入後、ふたを閉め固定ネジを締付ける。

ケーブル配線図の記入

4

①パワーコンデョショナ接続用ケーブル（CV線）の端末を処理し、付属の
絶縁キャップを通したあと、圧着端子（丸形）を指定の工具で圧着する。
　CV線（＋）黒色ケーブル：赤色キャップ
　CV線（－）白色ケーブル：青色キャップ
②電線管にCV線とアース線を通す。
③CV線をコードクリップ（丸形）で固定する。
　（締付けトルク：1.4～1.6N・m）

④パワーコンディショナ接続用ケーブルを接続箱出力端子台に指
定トルクで締付ける。
　CV線（＋）黒色ケーブル→端子台P端子
　CV線（－）白色ケーブル→端子台N端子
　（締付けトルク：1.4～2.0N・m）
⑤ケーブルの隙間を付属のパテで埋める。

①使用するアース線径に適合する端子を圧着し、
アース端子に締付ける。
　（締付けトルク：1.4～2.0N・m）
②接地線HIV（緑）により、太陽電池用アースと接地
用アースを、接続箱のアース端子に接続し、右図に
示すように接地棒を取付けて接地工事を行う。

〈下面配線〉で電線管を使用しない場合
　（屋内に据付ける場合のみ）
①コード保護材を切断し穴開けしたノックアウト穴に
取付ける。
②切断した保護チューブ（コード傷付保護）をケーブル
に通す。
③外部につながる隙間がないように、隙間をパテで埋める。

〈背面配線〉の場合
①背面穴に呼び径22の電線管（コネクター使用不可）
を設置し、ケーブルを通す。
②外部につながる隙間がないように、本体内側と電線
管、電線管とケーブルの隙間を付属のパテで埋める。

パワーコンディショナ接続用ケーブルの接続

2

その他の電線引込み方法について

お願い

屋外に据付ける場合は、防水処理を行ってください。
お願い
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