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1.製品を安全にご使用いただくために 

安全上のご注意 

この「安全上のご注意」には太陽電池用充放電コントローラーを使用するお客様や他の人への危害

や財産への損害を未然に防止するために、守って頂きたい事項を記載しております。 

各事項は以下の区分に分けて記載しています。 

 

警告 
この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が

想定される」内容です。 

注意 
この表示は、取扱いを誤った場合、「損害を負う可能性が想定される場

合及び物的損害のみの発生が想定される」内容です。 

 

 

一般的な安全事項 

 ●取付けを始める前に、取扱説明書の全ての指示と注意事項を読んでください。 

 ●お客様ご自身で、本体の分解、改造、修理はしないでください。 

 ●本体の取付けや調整を行う前に、バッテリーやソーラーパネルを接続しないでください。 

 ●外部機器との接続は必要に応じて、外部にヒューズやブレーカーを取付けてください。 

 ●本体内部に水が入らないようにしてください。 

 ●接触不良による過熱を避けるため、すべての接続がきちんとされているか確認してください。 

 ●ソーラーパネル接続端子にソーラーパネル以外（直流電源、安定化電源装置など）を接続された

場合の動作保障は致しません。 
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2.はじめに 

2.1 ごあいさつ 

 この度は、ソーラーパネル充放電コントローラー「SPC-003R」をお買い上げいただき、誠に有り難うご

ざいます。 

「SPC-003R」は、独立型太陽電池システム用バッテリー充放電コントローラーです。本機は、太陽電

池の最大動作点追従(MPPT)制御アルゴリズムの搭載、負荷制御機能を備えています。 

 

 注：本取扱説明書は予告なく変更されることがあります。 

 

2.2 特長 

●充電方式に最大動作点追従（MPPT）機能を搭載、ソーラーパネル発電電力の最大動作点で効率

よく充電が可能。 

●12V / 24V バッテリーを自動認識。 

●鉛バッテリータイプ（ゲル型 / AGM型 / 密閉型 / 開放型）の設定で、最適な充電ステージ電圧を

自動設定。 

●ソーラーパネルの開放電圧 90Vmax まで接続可能。 

●ソーラーパネルは、240Wmax（12V システム時） / 480Wmax（24V システム時）まで接続可能。 

●バッテリーへの最大充電電流は 18Amax まで対応。 

●負荷端子は 15Amax まで放電可能。 

●各種保護機能（過電圧、電流、温度など）を装備。 

●夜間タイマー機能により日没・日出を自動判定、2 系統の負荷接続端子を日没で接続（ON）、遮断

（OFF）する時間又は、日出による遮断設定が可能。 

●付属の PC用モニター/コントローラーソフトやオプション（別売）のメーター/タイマーユニットの使用

で、任意の時間で負荷端子接続（ON）、遮断（OFF）をタイマー設定可能。 

●付属の「PC用モニター/コントローラーソフト」やオプション（別売）の「メーター/タイマーユニット」の

使用で、各種状態監視（本製品の動作状態、バッテリー状態、ソーラーパネルの発電電力値をモニ

タリング、ログデータ記録）が可能。 

●本機の RS232C通信ポートを介してコマンド通信制御が可能。多様な組込みシステムを構築するこ

とも可能。 
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2.3 システム構成 

システム構成例を以下に示します。 

 
 

注：本機には、ソーラーパネル、バッテリー、PC、MTU-003R、負荷は含まれていません。 

 



 

6/31 

2.4 各部機能説明 

本機の外観を図 1 に示します。また、各部分を以下に説明します。 

 

 

 

図 1.充放電コントローラーの外観(上面) 

 

①機能設定スイッチ 

バッテリーの種類、負荷制御、均等化充電の設定をします。 

②充電ステータス/警告表示ＬＥＤ 

充電の状態と誤動作の状態を表示します。またソーラーパネルの過電圧や各温度センサー異常を

警告表示します。 

③バッテリーステータス/警告表示ＬＥＤ  

大まかなバッテリー残状態を表示します。またバッテリーに関わる異常を警告表示します。 

④負荷ステータス/警告表示ＬＥＤ 

負荷への出力が ONのとき、緑色に点灯します。また過電流や短絡の際に警告表示します。 

⑤温度センサー 

本機の周囲温度を測定し、本機の温度異常を監視します。 

⑥タイマーステータスＬＥＤ 

夜間タイマー機能およびプリセットタイマー機能が動作中に点灯します。 

⑦タイマー1 設定スイッチ 

「負荷 1」のタイマー設定スイッチです。「負荷 1」への出力(ON)／遮断(OFF)のタイマーコントロール

を設定することができます。 

① 

② 

③ 

⑨ 

⑦ 

⑧ 

⑥ 

⑤ 

④ 

ソーラーパネル バッテリー 負荷 1 負荷 2 
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⑧タイマー2 設定スイッチ 

「負荷 2」のタイマー設定スイッチです。「負荷 2」への出力(ON)／遮断(OFF)のタイマーコントロール

を設定することができます。 

⑨接続端子 

ソーラーパネル、バッテリー、負荷 1、負荷 2 の接続端子です。 

 

図 2.充放電コントローラーの外観(前面) 

 

⑩通信ポート（9 ピン） 

PC接続用の通信ポートとオプション（別売）のタッチパネル式表示器「MTU-003R」専用の接続ポー

トです。（→「2.5」） 

PC接続用は、付属の PC用モニター/コントローラーソフトと通信する際に使用します。（「ソーラーシ

ステム・モニター／コントローラー_SPC003R 取扱説明書」を参照） 

 

ピン番号 名 称 用途 

1 TXD  (RS-232C)  

PC用 2 RXD  (RS-232C) 

3 GND  (RS-232C) 

4 SD+  (RS-422)  

 

オプション表示器用 

（MTU-003R） 

5 SD-  (RS-422) 

6 RD+  (RS-422) 

7 RD-  (RS-422) 

8 +5V 

9 GND 

 

⑪リモート温度センサコネクタ（2 ピン） 

オプション（別売り）のリモート温度センサー（型式：TS-1）を接続します。バッテリー周辺温度に適し

た充電電圧にしたい時の温度補償用として使用します。（→「2.5」） 

⑩ 

⑪ 
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2.5 オプション機器（別売）について 

 

リモート温度センサー（型式：ＴＳ-１） 

リモート温度センサーは、バッテリー周辺温度に適した充電電圧を補正する為のものです。取付け

は、バッテリー温度と本機の周辺温度の差が 5℃以上違う場合に推奨します。 

リモート温度センサーは、いつでも本機へ取付けることができます。（無極性） 

リモート温度センサーを取付けると、本機は自動的に温度補償した充電電圧で制御します。 

センサーケーブル長は、1m、1.5m、2mの 3種類から選べます。また、それ以外の長さで必要な場合は、

弊社までご相談ください。 

 

メーター/タイマーユニット(型式：ＭＴＵ-００３Ｒ) 

MTU-003R は、システムの運転状況（各種電圧、電流、電力、充電状態など）の表示と負荷制御の

プリセットタイマー設定や各種設定等を操作することができるタッチパネル式液晶ディスプレイです。 

本ユニットは、付属されている取付け金具やネジを使用することで、一般の制御盤のパネル等や制

御盤内部へ簡単に取付けることができます。 

本機とメーター間のケーブル長は 2m（標準）です。また、2.5m、3m も別途用意しております。 
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3.取付け 

3.1 一般的な注意事項 

●取付けを始める前に、この章をすべてお読みください。 

●バッテリーの取扱いには注意してください。保護メガネを着用してください。 

●バッテリーを取扱った後は、きれいな水で手を洗ってください。 

●絶縁された工具を使用してください。また、バッテリーの近くに金属物を置かないでください。 

●バッテリーの種類により、充電中は爆発性のあるガスが発生するおそれがあります。ガスを排出す

るための十分な換気が行われているか確認してください。 

●本機は、水のかかる場所へ設置しないでください。 

●端子接続が緩んだままの使用や腐蝕した電線を使用すると、火災の恐れがあり大変危険です。 

●鉛蓄電池だけを使用してください。 

●ソーラーパネルの開放電圧は、決して本機の最大入力電圧（90V）を超えないようにしてください。 

●本機のバッテリー接続端子は、一台のバッテリーかバッテリーバンクへ配線することができます。以

下の説明では、一台のバッテリー接続について言及していますが、バッテリー接続は数台のバッテ

リーバンクでも可能です。 
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3.2 設定 

本機には3箇所の設定スイッチ（「機能設定」、「負荷1タイマー設定」、「負荷2タイマー設定」）があり

ます。設置、配線前に設定すると作業がスムーズとなります。 

 

3.2.1機能設定スイッチ（ディップスイッチ） 

【バッテリータイプの設定】 BATTERY TYPE 

設定スイッチ1,2を使用して、バッテリータイプを設定します。以下の選択表内のバッテリータイプから

ご使用されるタイプを設定してください。 

 

機能設定スイッチ        バッテリータイプ選択表 

 

 

 

【負荷制御の低電圧遮断（LVD）／再接続（LVR）】 LOAD CONTROL 

設定スイッチ3を使用して、2種類の負荷制御(低電圧遮断／再接続の設定)を選択することができま

す。 

 

スイッチ３  

OFF：LVD = 11.5V (＊) , LVR = 12.6V (＊) 

ON ：LVD = 11.0V (＊) , LVR = 12.1V (＊) 

＊注：24Ｖシステムは 2 倍です。 

 

用語説明 

LVD：Low Voltage Disconnect 

LVR：Low Voltage Reconnect 

 

【自動均等過充電制御】 AUTO-EQUALIZE 

設定スイッチ4を使用して、自動均等化機能のON / OFFを選択することができます。自動均等化機

能は、28日毎に行われます。ゲルや密閉型バッテリーに対しての均等化充電はできません。 

 

スイッチ４  

OFF：自動均等化OFF 

ON ：自動均等化ON（AGM、非密閉型バッテリーのみ） 

 

 

 

バッテリータイプ スイッチ１ スイッチ２ 

ゲル型 ＯＦＦ ＯＦＦ 

AGM 型 ＯＦＦ ＯＮ 

密閉型 ＯN ＯＦＦ 

非密閉型 ＯＮ ＯＮ 
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3.2.2 タイマー設定スイッチ 

 負荷端子への出力(ON)／遮断(OFF)のタイマーコントロールを設定することができます。 

「LOAD 1」、「LOAD 2」それぞれ個別に設定することができます。 

 

 

 

スイッチ 

位置 

動 作 

0 メーター/タイマーユニットや PCから設定されたプリセットタイマーによるタイマーコン

トロールが有効になります。 

1 日没から 1 時間、負荷への出力（ON）を行った後、遮断（OFF）します。 

2 日没から 2 時間、負荷への出力（ON）を行った後、遮断（OFF）します。 

3 日没から 3 時間、負荷への出力（ON）を行った後、遮断（OFF）します。 

4 日没から 4 時間、負荷への出力（ON）を行った後、遮断（OFF）します。 

5 日没から 5 時間、負荷への出力（ON）を行った後、遮断（OFF）します。 

6 日没から 6 時間、負荷への出力（ON）を行った後、遮断（OFF）します。 

7 日没から 7 時間、負荷への出力（ON）を行った後、遮断（OFF）します。 

8 日没から 8 時間、負荷への出力（ON）を行った後、遮断（OFF）します。 

9 日没から 9 時間、負荷への出力（ON）を行った後、遮断（OFF）します。 

A 日没から 10 時間、負荷への出力（ON）を行った後、遮断（OFF）します。 

B 日没から 11 時間、負荷への出力（ON）を行った後、遮断（OFF）します。 

C 日没から 12 時間、負荷への出力（ON）を行った後、遮断（OFF）します。 

D 日没から負荷への出力（ON）を行い、日の出で遮断（OFF）します。 

E 負荷への出力は常時遮断（OFF）します。 

F 負荷への出力は常時有効（ON）になります。 

 

ご注意 

プリセットタイマーに関しての詳細は、「PC用モニター/コントローラーソフト」または「メーター／タイ

マーユニット（MTU-003R）」の取扱説明書をご覧ください。 

 

日没・日の出の判定 

「日没」はソーラーパネルの出力電圧が 5V以下で連続 3分以上経過した際に「日没」と判定し、「日

の出」はソーラーパネルの出力電圧が 9V 以上で連続 3 分以上経過した場合に「日の出」と判定しま

す。 
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3.3 設置 

●本機を設置する際は、ヒートシンクのフィンの部分を通気のよい状態にしてください。本機の上下の

隙間は、冷却のため150mm以上の間隔を空けてください。 

●周囲に囲まれた場所で設置する場合は、過温防止のため換気することをお勧めします。 

 

警告 
充放電コントローラーを非密閉型バッテリーと同じ筐体内へ設置しな

いでください。バッテリーガスが滞留する恐れのある密閉した場所へ設

置しないでください。 

 

 

ステップ１： 設置場所の選択 

直射日光、高温な場所や水を避け、垂直な面へ本機が設置可能な部分を確保してください。 

 

ステップ２： 隙間の確認  

設置場所に電線を通すための十分なスペースと、十分な隙間があるか確認してください。 

 

 

 

図 3.取付けと冷却 

 

 

 

ステップ３：取付け穴のマーク 

鉛筆かペンを使用して、4 つの取付け穴の位置を設置面上にマークしてださい。（→「6.8」） 
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ステップ４：取付け穴を開ける 

本機を一旦別の場所によせて、マークされた所へドリルで穴を空けてください。 

 

ステップ５：コントローラーの固定 

設置面に本機を置き、ステップ４で空けた穴と本機の取付け穴を合わせてください。取付けネジ、ナ

ット等（別途ご用意ください）を使用して、本機を固定してください。（M5相当を推奨） 
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3.4 配線 

●安全のため、設置の際は推奨される接続手順に関する指示を守ってください。 

●本機は、マイナス側をグラウンドにしているコントローラーです。 

●本機上部にフレームアース接地用のネジが設置してあります。端子台（マイナス側）の信号グラウン

ドとは接続されていません。フレームアース処理を施す必要がある場合はご利用ください。 

 

 

ステップ 1: オプション機器（別売）の配線 

必要に応じて、以下の追加オプションの取付けを行ってください。詳細な取付け手順については、各

付属機器に備わっている取扱説明書を参照してください。 

・リモート温度センサー（TS-1） 

・メーター/タイマーユニット(MTU-003R) 
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ステップ２: 負荷の配線 

本機の負荷出力端子「LOAD 1」、「LOAD 2」は、バッテリー電圧を供給します。接続されるバッテリ

ー電圧で動作可能な機器や負荷システムを接続することができます。 

尚、DC/ACインバーター、モータ類等のインダクタンスの大きい機器は、この端子に接続しないでく

ださい。直接バッテリーへ接続するようにしてください。 

 

注意 

充放電コントローラーの負荷端子に接続されるシステム負荷の電流値

が 15A以上のものは接続できません。最大負荷電流値 15Aを超えると

保護機能が働いて自動遮断します。 

 

 

 

図 4.負荷配線 

 

●本機の負荷出力端子「LOAD 1」または、「LOAD 2」へ図 4 に示すように、負荷側のプラス側とマイナ

ス側を接続してください。 

●負荷の消費電流は 1 系統辺り 15Amax までですが、「LOAD 1」と「LOAD 2」を合わせて、最大負荷

電流 15A を超えないようにしてください。 

●本機と負荷端子との間にブレーカー（定格電流 30A以上を推奨）を設置される場合は、ブレーカース

イッチを OFF 状態にして配線してください。 
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ステップ３: バッテリーの配線 

 

警告 
バッテリーの接続には細心の注意を払って下さい。バッテリーのショー

ト、極性間違え、別の端子に接続した場合、本体を破損する原因となり

ます。 

 

 

図 5.バッテリー配線 

 

●バッテリーを接続する前に、バッテリー電圧を測定してください。バッテリーの電圧範囲が以下の場

合であれば、本機と接続時にシステム電圧は自動検知されます。（それ以外の電圧は異常判定） 

10～16V → 12Vシステム 

20～32V → 24Vシステム 

●本機の「BATTERY」端子にバッテリーを接続してください。本機が起動し、バッテリーステータスLED

が点灯してスタンバイ状態になります。この端子にDC32V以上の電圧を与えないでください。 

●本機とバッテリーとの間にブレーカー（定格電流30A以上を推奨）を設置される場合は、ブレーカー

スイッチをOFF状態にして配線してください。 
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ステップ４: ソーラーパネルの配線 

 

警告 
感電の恐れがあります。太陽電池の配線を行う際は、十分注意してく

ださい。太陽電池アレイの高電圧出力は、電気ショックや負傷するおそ

れがあります。太陽電池の配線を行う前に、モジュールを太陽光から

遮断してください。 

 

●本機の「SOLAR」端子の最大入力電圧は、90Vです。使用するソーラーパネルの開放電圧（Ｖｏｃ）が

トータルで90V以下であるか必ず確認してください。この範囲内であれば、複数のソーラーパネルを

直列配線することができます。 

 

 

 

図 6.ソーラーパネル入力側の配線 

 

●「３．４ ステップ３」で本機が起動している状態で、ソーラーパネルを本機の「SOLAR」端子へ接続し

てください。この端子にDC90V以上の電圧を与えないでください。 

●「ソーラーパネル電圧 ＞ バッテリー電圧」であれば、充電制御を行います。 

「ソーラーパネル電圧 ＜ バッテリー電圧」の場合は、バッテリーへ充電することができません。 

●本機とソーラーパネルとの間にブレーカー（定格電流25A以上を推奨）を設置される場合は、ブレー

カースイッチをOFF状態にして配線してください。 
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ステップ５: 配線の確認 

ステップ1～4の配線を再確認してください。各接続部の極性が間違っていないか確認してください。

充放電コントローラーの8つの端子が、すべてきちんと締め付けられているか確認してください。 

 

●本機との間にブレーカーを設置された場合（「本機-バッテリー」間、「本機-ソーラーパネル」間、「本

機-負荷」間）は、以下の順番で通電/遮断するようにしてください。 

◇「入」手順（通電する場合）：バッテリー → ソーラーパネル → 負荷 

◇「切」手順（遮断する場合）：ソーラーパネル → 負荷 → バッテリー 

●本機を取外す場合は、「SOLAR」端子間電圧が「10V」以下になってからバッテリー側ブレーカーを

OFFにして外してください。「切」手順操作直後の「SOLAR」端子間は触れないでください。 

コントローラー内部に電荷が溜まっていて、高電圧を発生させている場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.システム配線 

 

 

ステップ６: 出力の確認 

●バッテリーステータスLEDが、バッテリー状態に応じた点灯であるか確認してください。（→「4.1」） 

「ソーラーパネル電圧 ＞ バッテリー電圧」時、充電ステータスLEDが表示しているか確認してくださ

い。（→「4.1」） 

●本機が作動しない、またはLEDエラー表示が点灯する場合、「5. トラブルシューティング」を参照して

ください。 
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4.動作表示 / 機能 

4.1 LED 表示 

4.1.1 充電ステータス LED （CHARGING STATUS） 

充電状態と各種異常時の状態を表示します。（→「2.4」） 

 

色 表示 状 況 充電動作 

なし 消灯 ・電源投入時 

・夜間時（ソーラーパネルが発電していない時） 

STOP 

Green 点滅 フロート充電 RUN 

Green 点灯 吸収充電 RUN 

Orange 点滅 バルク充電 RUN 

Orange 点灯 均等化充電 RUN 

Red 点灯 周囲、ヒートシンク温度異常 STOP 

Red 点滅 ソーラーパネル過電圧 STOP 

表 1 充電ステータス 
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4.1.2 バッテリーステータス LED （BATTERY STATUS） 

バッテリー容量の残状態と各種異常時の状態を表示します。（→「2.4」） 

 

色 表示 バッテリー状態 負荷出力 

緑色 点灯 ほぼ満充電  ＯＮ 

黄色 点灯 半分  ＯＮ 

赤色 点滅 低電圧(ＬＶＤ警告)  ＯＮ 

赤色 常時点灯 空(ＬＶＤ状態) ＯＦＦ 

表 2 バッテリーステータス LED 

 

表示 電圧低下時（V） 

 

緑色    →  黄色 

12.1＊ 

 

黄色    →  赤色点滅 

11.7＊ 

 

赤色点滅 →  赤色 

11.5＊ 

＊注：24Ｖシステムは 2 倍です。 

表 3 LED 切換わり目安の電圧 

 

色 表示 警告内容 負荷出力/充電動作 

緑/黄/赤色 同時点滅 バッテリー電圧が高い ＯＦＦ / STOP 

表 4 異常時の表示 

 

 

 

 

表示 電圧上昇時（V） 

 

緑色   ←  黄色 

13.1＊ 

 

黄色   ←  赤色 

12.6＊ 

--- 

 

--- 

注意 
充電ステータス LED、バッテリーステータス LEDが警告又は異常時の時

は、エラーが起きている状態です。詳細は、「5.1 エラー表示」をご覧くだ

さい。 
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4.1.3 負荷ステータス LED （LOAD 1、LOAD 2） 

 本機の負荷端子「LOAD 1」、「LOAD 2」への電力供給や異常時の状態を表示します。（→「2.4」） 

 

表示状態 内容 負荷端子出力動作 

消灯 負荷 OFF 状態 OFF 

緑色点灯 負荷 ON状態 ON 

緑色点滅 負荷過電流（異常時） OFF 

表 5 負荷 LED 

 

4.1.4 タイマーステータス LED （TIMER 1、TIMER 2） 

 タイマー1、2 機能が有効／無効の状態を表示します。（→「2.4」） 

 

表示状態 タイマー設定スイッチの位置 タイマー機能 

消灯 E, F  無効 

緑色点灯 0～D 有効 

表 6 タイマーLED 
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4.2 充電機能 

4.2.1 MPPT 制御 

本機はソーラーパネルの発電電力の最大ポイントを取り出すため、最適動作点追従制御（MPPT）

技術を利用しています。この追従アルゴリズムは全自動で行われます。MPPTの技術は、天候によっ

て変化するソーラーパネルの最大電力点を追尾し、ソーラーパネルから常に最大電力が得られるよう

に制御する技術です。 

つまり、MPPT 制御はソーラーパネルの電力変化を検出し、常にソーラーパネル出力が最大になる

点（最適動作点）を追従します。（図 8） 

ソーラーパネルを直接バッテリーへ接続するようなコントローラーの場合は、ソーラーパネルがバッ

テリー電圧付近まで下がってしまい、最大動作点電圧より下側の電力点範囲で動作してしまいます。 

これは、もっと電力を取ることができた最大動作点部分の電力を使えないことを意味しています。 

このことから MPPT 制御の方が、より多くの発電電力を取り出すことが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.ソーラーパネルの I-V及び P-V 特性 

 

最大電力動作点 

10V～15V 
V：電圧 

I：電流（実線） 

P：電力（点線） 

バッテリー電圧範囲 
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4.2.2バッテリー充電方法 

本機は、安全に効率よくバッテリーを充電するために 4 段階の充電ステージを設けています。 

図 9 は、各段階の順序を示しています。 

 

電圧 

 

                       １４．９V 

                           均等化充電 

                 １４．７V 

                                        １３．７Ｖ 

 

 

           

 

    夜間         バルク充電   吸収充電      フロート充電      夜間 

 

 

                                                            時間 

図 9.各充電ステージの流れ(例：12V 非密閉型蓄電池) 

 

【バルク充電】 

充電の初期段階で、MPPT制御によるソーラーパネル発電電力の100%が、バッテリー充電に使われ

ます。バッテリー電圧が、吸収充電の電圧に達するまでこの充電動作を行います。又、別ステージ上

で電圧低下が起こった際の再充電にも使われます。 

 

【吸収充電】 

バッテリー電圧が吸収充電の電圧値に達した時、過熱やガスの発生を抑えるために定電圧制御を

行います。ゆえに、充電電流を抑えていく制御が働くため、ソーラーパネル出力電力を絞っていきます。

この充電動作は一定時間続きます。 

 

【フロート充電】 

バッテリーは満充電状態です。本機はフロート充電（トリクル充電）までバッテリー電圧を低下させて、

満充電を維持するように定電圧制御を行います。ゆえに、充電電流を抑えていく制御が働くため、ソー

ラーパネル出力電力を絞っていきます。 

 

【自動均等化充電】(AGM、非密閉型バッテリーのみ) 

この機能が有効の場合、本機は28日毎に約3時間、均等化充電を行います。この充電では、通常

の吸収充電の電圧値よりもバッテリー電圧が高くなります。一時的に過充電させることによって、バッ

テリー内の各セルの電圧を均等化させます。 

 



 

24/31 

4.3 負荷制御 

「タイマー設定スイッチ」（夜間タイマー／プリセットタイマー）における「負荷端子」への通電／遮断

動作を行います。負荷端子は、1系統辺り最大負荷電流15Aまで使うことができます。但し、「LOAD 1」、

「LOAD 2」両方使用時は、総電流が15Amaxです。 

「タイマー設定スイッチ」にて、それぞれ接続/遮断の時間を夜間タイマー設定できます。（日没から

最大 12 時間 / 1 時間間隔と日没から日の出まで） 

また、付属の「PC用モニター/コントローラーソフト」またはオプション機器（別売）の「メーター／タイ

マーユニット（MTU-003R）」の通信機能を使用することで、負荷に対して任意の時間でタイマー設定す

ることができます。 

放電におけるバッテリー電圧低下時には負荷遮断（LVD）、バッテリーが十分に再充電された時の

負荷を再接続する動作（LVR）も備わっています。（→「3.2.1」） 

 

注意 
本機の負荷端子には、いかなる容量の DC/AC インバーターの配線は

しないでください。制御回路を損傷させる恐れがあります。インバーター

は直接バッテリーまたはバッテリーバンクへ配線してください。 

 

 

4.4 通信機能 

4.4.1 メーター / タイマーユニット（MTU-003R）通信機能 

「MTU-003R」（別売）を RS-422 接続し、各種計測値、設定操作することができます。（→「2.5」） 

 

4.4.2 PC 通信機能 

PC と RS-232C接続し、付属の「PC用モニター/コントローラーソフト」と通信することができます。 

又、本機は通信コマンド対応していますので、お客様独自のアプリケーション開発も可能です。通信

コマンド詳細は、付属 CD-ROM 内の「SPC-003 コマンドリスト」をご覧ください。 
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4.5 保護機能 

 

ソーラーパネルの過電力 

本機は、バッテリーへの充電電流を最大18Aまでに制限しています。容量の大きすぎるソーラーパ

ネルは最大電力で動作せず、本機の充電電力制限内の電力まで絞ります。LED表示はありません。 

 

ソーラーパネルの短絡 

充電できません。短絡状態が改善すると、再び自動で充電が始まります。LED 表示はありません。 

 

過負荷 

「負荷端子」電流が15A以上（約0.1s連続）になると、本機は負荷を遮断し、「負荷ステータスLED」が

点滅します。負荷遮断からの復帰は自動的には行いません。負荷の状態を確認の上、負荷容量を減

らしたりして原因を取り除いてから「タイマー設定スイッチ」を一旦他の位置に回してLED点滅を解除し

て再設定してください。 

 

過充電電圧 

バッテリー電圧が過電圧レベルを検出すると、本機は負荷を遮断します。電圧が正常範囲に戻って

も、負荷遮断からの自動復帰は行いません。（タイマー設定：0～D 位置） 

「タイマー設定」が常時 ON設定（F位置）であれば自動復帰します。 

 

過放電保護（LVD / LVR機能） 

バッテリー電圧を監視し、過放電電圧レベルを検出した場合は負荷を遮断します。 

「遮断/再接続電圧」は、「＊11.5V / 12.6V」と「＊11V / 12.1V」の 2 通りの選択が可能です。（→「3.2」） 

＊注：24Ｖシステムは 2 倍です。 

 

過温度 

ヒートシンク温度または、デバイス周囲温度が上昇した場合、充電電流の抑制制御を行います。安

全な範囲を超えた場合は充電を停止します。安全な温度まで冷えると充電を再開します。 

 

高電圧サージ保護 

「ソーラーパネル端子」は、高電圧サージに対して保護されています。雷が多い地域では、外部に避

雷器を取付ける事をお勧めします。 

 

バッテリー電流逆流防止 

「ソーラーパネル電圧 ＜ バッテリー電圧」の場合、バッテリーからソーラーパネルに電流が流れる

のを防止します。 
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4.6 点検とメンテナンス 

システムの性能を維持するため、以下の点検と保守の作業を年に数回行うことをお勧めします。 

 

●すべての端子接続部分に緩み、破損、腐食がないか点検してください。 

●すべての配線と本機取付けガタがないか確認してください。 

●すべての配線に亀裂、腐食がないか点検してください。 

●筐体の通風と通気孔に異物(埃、虫、巣)、障害物がないか確認してください。 

●LED表示が現在のシステム状態と整合性がとれているか確認してください。 

●リモート温度センサーを使用している場合、きちんと取付けられているか確認してください。 
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5.トラブルシューティング 

5.1 エラー表示 

 

エラー表示位置 表示 警告内容 負荷制御 / 充電動作 

充電状態 LED 赤点灯 ・ヒートシンク過温度（≧90℃） 

・周囲過温度（≧60℃） 

RUN / STOP (Auto) 

充電状態 LED 赤点灯 ・リモート温度センサー短絡 STOP (Manual) / STOP (Auto) 

充電状態 LED 赤点滅 ・ソーラーパネル過電圧(≧90V) RUN / STOP (Auto) 

バッテリー 

ステータス LED 

全色点滅 

（緑、黄、赤） 

・バッテリー過電圧 

（≧16V/32V） 

STOP (Manual) / STOP (Auto) 

負荷 

ステータス LED 

緑点滅 ・負荷過電流（≧15A 以上） STOP (Manual) / RUN 

なし なし ・リモート温度センサー過温度 

（≧50℃） 

STOP (Manual) / STOP (Auto) 

 

*1) (Auto)：自動復帰の為、何もする必要はありません。 

*2) (Manual)：手動復帰の為、「タイマー設定スイッチ」を一旦他の位置に回して所定位置に再設定す

る必要があります。 
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5.2 症状と原因 (FAQ) 

 

症 状 原因と対策 

LED が表示されない ●バッテリーをバッテリー端子へ接続していますか？ 

●テスターを用いて本機の「バッテリー端子」の電圧を確認して

ください。本機を正常動作するためには、10V以上必要で

す。 

バッテリー充電をしない。 

 

●「ソーラーパネル入力端子」の電圧を測定してください。 

「ソーラーパネル入力端子」＞「バッテリー電圧」 

の状態でないと充電はしません。ソーラーパネルの配線チェ

ックやパネルに影がかかっていないか確認してください。 

●LED表示がエラー状態であるか確認してください。エラーの

原因を取り除く必要があります。（→「4.1」、「5.1」） 

充電ステータスLEDは表示する

が、充電電流が流れない 

●バッテリーが満充電になっていませんか？ 

バッテリーが満充電の場合は、それ以上流すと過充電にな

りますので、パネル発電力がある環境でもそれ以上電流を

流すことはしません。（→「4.2.2」） 

過負荷でもないのに負荷端子が

いつのまにか遮断してしまう。 

 

●過温度検出で負荷遮断をすることがあります。（→「5.1」） 

●充電中に放電もしていると、稀にバッテリー過電圧を検出し

て負荷を遮断することがあります。急激なパネル発電の変動

や負荷変動、バッテリー容量の状態によるものが主な原因

です。パネル能力を落したり、負荷変動を小さくしたり、バッ

テリー容量を大きくしたりして環境を変えてみてください。 

充電動作が不安定、あるいは発

振状態になる。 

●負荷端子に接続している負荷変動が大きい場合、稀に充電

動作が不安定になることがあります。負荷変動を小さくする

か、負荷をOFFにして充電動作だけで確認してください。 

 

上述の対策をしても改善されない場合は、本書巻末の弊社ホームページの「お問合わせ」又は弊社

窓口までお気軽にご相談ください。 
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6.定格 

6.1 電気的仕様 

バッテリー公称入力電圧  12V（10～16V） / 24Ｖ（20～32V） 

バッテリー端子入力電圧範囲 8～32V 

バッテリー最大充電電流  18A 

ソーラーパネル端子最大入力電圧 90Ｖ 

ソーラーパネル公称最大入力電力 240W / 480W （開放電圧 90V 以下） 

日没検出電圧        5V 

日出検出電圧   9V 

 

6.2 バッテリー充電仕様 

充電方式               MPPT 機能付 4 段階（バルク、吸収、フロート、均等化） 

対応鉛バッテリー            ゲル型 / 密閉型 / AGM / 非密閉型 

吸収充電電圧   * 14.2V / 14.4V / 14.4V / 14.7V 

フロート充電電圧   * 13.7V 

均等化充電電圧   *  --- / --- / 14.6V / 14.9V 

均等化充電時間   3H 

均等過充電サイクルタイム       28 日 

温度補正係数   -30mV/℃ （リモート温度センサー取付時、25℃基準） 

*注：24V システムの場合は数値を 2 倍にしてください。 

 

6.3 負荷 

放電チャンネル数   2ch 

放電最大電流   15A（1ch 辺りの最大値又は、2ch 合計値） 

 

6.4 保護 

過充電電圧防止   * 16V 以下 

サージ電流保護   有 

過放電防止検出電圧 * 11.5V / 12.6V (切断電圧/復帰電圧) （→「3.2.1」） 

* 11.0V / 12.1V (切断電圧/復帰電圧) （→「3.2.1」） 

*注：24V システムの場合は数値を 2 倍にしてください。 

 

6.5 表示 

LED 表示   バッテリー状態、充電状態、負荷制御状態及び警告表示 
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6.6 通信インターフェース 

メーター/タイマーユニット用  RS-422 

PC用    RS-232C 

 

6.7 一般仕様 

使用温度   -20℃～50℃ (湿度 35～80%、結露なき事) 

保存温度   -30℃～90℃ 

防塵・防水   防水仕様ではありません 

寸法    D110mm × W184mm × H80mm (突起物含む) 

質量    1.3kg 以下 

材質    アルミニウム 

取付    垂直面に取付(室内) 

 

6.8 外形寸法図 

単位（mm） 
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企画・製造元 

福島電機株式会社 

〒２１１-００１４ 

神奈川県川崎市中原区田尻町６８-５ 

ＴＥＬ ０４４-５２２-４５１１（代表） 

http://www.fukushima-ele.co.jp/ 
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