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安全
下記に記載されている安全に関する注意事項は、製
品 を安全かつ正確に使用することにより、予想外に
生じる リスクや損害を事前に防止するためのもので
す。

危険

手順に従わないことにより、即座に重傷・死亡事故
につ ながるおそれがあります。

警告

手順に従わないことにより、重傷・死亡事故につな
がる おそれがあります。

注意

手順に従わないことにより、負傷事故や物的損害に
つ ながるおそれがあります。

危険

太陽電池モジュールの接続の有
無に関わらず、端子のようなパ
ネルの通電部に触らないでくだ
さい。放電や致命的な感電につ
ながるおそれがあります。

モジュールが破損している場合
や背面がはがれている場合、太
陽電池モジュールを使用しない
でください。感電のおそれがあ
ります。

警告

作業は、乾燥した場所で実施
し、乾燥した工具のみお使い下
さい。保護装置のない状態で濡
れたパネルを取り扱えば、安全
を脅かす事故につながるおそれ
があります。

破損した太陽電池モジュール
は、安全保護装置を使用して取
り扱ってください。けがにつな
がるおそれがあります。

専門技師でない場合、破損また
は故障した太陽電池モジュール
に近づかないでください。重傷
を負うおそれがあります。

モジュールの設置後に、設置の
構造物とモジュールの間にはケ
ーブル類のような電気的部品を
置かないでください。

J/boxケーブルを任意に再組立
したり、修理しないでくださ
い。スパークや感電のおそれが
あります。

J/boxケーブルを曲げないでく
ださい。ストレスを受けると、
モジュールが破損することがあ
ります。ケーブル曲げ半径は、
少なくともケーブルの直径の4
倍以上である必要があります。

注意

パッケージ化されたモジュールは、
冷たくて乾燥した場所に保管す
る必要があります。
モジュール パッケージは防水
ではありません。
制御されていない環境で長時間保
管すると、太陽光モジュールの変
色問題を引き起こす可能性がある.

太陽電池モジュールのシステム
構成には、適切な装置、コネ
クタ、ワイヤ、控え壁を使用し
てください。製品の破損または
故障につながるおそれがありま
す。
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太陽電池モジュール設置後、ガ
ラス表面または太陽電池モジュ
ールのフレームに触らないでく
ださい。けがにつながるおそれ
があります。

太陽電池モジュールの上に重い
ものを置かないでください。
太陽電池モジュールの上に立っ
たり、乗ったりしないでくださ
い。太陽電池モジュールを落と
したり、急に倒したりしないで
ください。けがにつながるおそ
れがあります。

フレームの塗装面に傷をつけな
いでください。フレームの腐食
により強度が低下するおそれが
あります。

太陽電池モジュール表面に日光
を集中させないでください。製
品の破損につながるおそれがあ
ります。

太陽電池モジュールの接続箱に
衝撃を与えないでください。ま
たケーブルを引っ張らないでく
ださい。太陽電池モジュールに
貼付されているラベルをはがさ
ないでください。製品の破損に
つながるおそれがあります。

以下の図のように、太陽電池モジュールをシステム
に接続する際、アーチ型等、設置するシステムに曲
面がある場合、太陽電池モジュールを無理に変形さ
せないでください。特に設置するシステムに太陽電
池モジュールを組み立てた後にクレーン等を使い屋
外に設置する場合には、構造物に伴って製品に変形
が及ぼされることもありますので、構造物がセット
アップされた場所で太陽電池モジュールを設置して
下さい。製品の損傷の原因となります。

モジュール
設置するシステム
(曲線タイプ)

モジュール
設置するシステム
(直線タイプ)

製品の変形

太陽電池モジュールの部分陰影
は、そのモジュールに重大な損
傷を引き起こす可能性があるた
め、必ず影を除去する必要があ
ります。

雨、強風、雪の場合は、設置作
業を行わないでください。安全
性に関わる事故につながるおそ
れがあります。

太陽電池モジュールのフレーム
またはガラスに穴をあけないで
ください。フレームやガラスの
強度が低下するおそれがありま
す。



05

設置前と設置後
設置前の注意事項
製品を設置する前に、本取扱説明書をよくお読みく
ださい。
 • 太陽電池モジュールの設置およびメンテナンス
は、資格のある公認技術者のみが行ってくださ
い。
 • 製品を設置する前に、すべての設置方法および注
意事項を熟知してください。
 • 太陽電池モジュールは、素手で触らないでくださ
い。人体へ接触すると、火傷やけがをする恐れが
あります。
 • 太陽電池モジュールを任意に分解しないでくださ
い。
 • 太陽電池モジュールを設置または修理した後、正
常に動作することを確認してください。
 • 現在使用中の太陽電池モジュールまたはその部品
を交換する場合、新しいモジュールと部品には、
以前に設置されていた太陽電池モジュールと同じ
モデル名、部品を使用してください。
 • 太陽電池モジュールの知識や、または太陽モジュ
ール電池が破損した場合に負傷や感電の危険を避
けるための関連措置に関する知識が全くない非専
門家は、本太陽電池モジュールに接近できないよ
うにしてください。
 • 太陽電池モジュールを設置するために必要なすべ
ての許認可およびライセンスを必ず取得してくだ
さい。
 • 太陽電池モジュールを水平に置くと、埃または白
化現象（ガラス腐食）が発生することがあるた
め、水平に設置しないでください。
 • パネルは、室内で使用したり、あらゆる種類の移
動車両に取り付けることはしないでください。
 • 本製品は、業界標準の定格仕様である入射照度
1000W/m、太陽電池温度25℃（77°F）の環境で
生産されます。より低い温度で製造される場合、
電圧と電力が大幅に増加することがあります。
 • 太陽電池モジュールとシステムは、常に子供の手
の届かないところに保管してください。
 • 本モジュールは、設置するまではカートンに梱包
された状態で保管してください。
 • 可燃性ガスのある場所に製品を設置しないでくだ
さい。
 • 単独で作業を行わないでください。必ず2人以上の
チームを組んで作業してください。
 • 設置時には、安全ハーネスを使用されることを強
くお勧めします。
 • ナイフなどの道具を使用してジャンクションボッ
クスのケーブルを固定するケーブルタイを外す時
は、ケーブルに損傷を与えないように注意してく
ださい。

 • 部分陰影が発生すると、パネルおよびシステム出
力が大幅に減少する可能性があり、太陽電池モジ
ュールの損傷の原因になることがあります。
 • 傾斜角度5%未満の屋根上に水平設置しないように
注意する必要があります。 このような場合には定
期的なメンテナンスを行われないと 埃が溜まり発電
への悪影響の及ぼす可能性が高くなります。 

• パネルに埃がたまると、光活性化された太陽電池

• モジュールの下に防鳥ネットを設置する場合は、
モジュールの破損やセルに日陰が出来ないように注
意する必要があります。  防鳥ネットには非腐食性材
料のものをお勧めします。定期的なメンテナンスも必
要となります。

セルに陰影が発生して電気的性能が低下すること
があります。

設置後の注意事項
 • コネクタプラグをしっかりと接続して、ワイヤが
正常に動作していることを確認してください。
 • モジュールの定期点検を実施して前面ガラス、
バックシート、フレーム、端子ボックスおよびケー
ブル接続部、防鳥ネット（設置されてる場合のみ）
の損傷などをご確認下さい。

 • 電気接続装置の接続の緩みや腐食の有無を確認し
てください。
 • 太陽光パネルは、前面ガラスの埃を除去すると出
力を増加させることができますが、別途に洗浄し
なくでも効果的に動作することができます。
 • 極細繊維の布に水、エタノールまたは一般のガラ
スクリーナーをつけてフロントガラスを洗浄した
りリンスして、フロントガラスの埃やその他のた
まった汚れを掃除することができます。
 • ガラスの洗浄時には、炭酸カルシウム成分が含有
された地下水は使用しないでください。
 • モジュールの洗浄時には、アンモニアが含有され
たアルカリ性化学物質などの強力な、または研磨
性のある洗浄剤や化学薬品は使用しないでくださ
い。
 • パネルの背面には、機械的負荷がかかったパネル
と接触するおそれのある異物または構造物がない
ことを確認してください。
 • フレームの表面に異物がたまった場合は、湿らせ
たスポンジや布で洗浄し、空気中で、または清潔
なシャモア布を使用して乾燥させることができま
す。
 • 屋根または地面から離隔された支持台にコネクタ
とワイヤを接続して配線作業を行ってください。
 • 太陽電池モジュールのいかなる部分にもオイルや
潤滑剤を使用しないでください。太陽電池モジュ
ールの故障が発生する可能性があります。
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注意
 • すべてのパネルの設置、配線、動作、およびメン
テナンス時には、すべての種類の電気的危険を防
止してください。
 • 電気的特性や物理的環境が異なるパネルを同じシ
ステム内で接続しないでください。
 • 外部装置の接続時には、ケーブルや端子の極性を
正しく接続してください。誤って接続すると、パ
ネルが破損することがあります。
 • 逆電流が銘板に表示された値を超える場合、適切
な定格値を備えて公認された過電流装置（ヒュー
ズまたは回路ブレーカー）を各パネルまたはパネ
ルに対して直列に接続する必要があります。
 • 過電流装置の定格値は、銘板に表示されているよ
うに、直列に接続されたヒューズの最大定格値を
超えてはなりません。
 • 工場で設置されたバイパスダイオードは、パネル
のジャンクションボックス内部に配置されていま
す。
 • システムの設置時には、システムを保護するため
に避雷針を設置されることをお勧めします。
 • 誘導雷による過電圧はシステムに損傷を与えるこ
とがあるため、導体ループ接続は、可能な限り最
小限に抑える必要があります。
 • ジャンクションボックスは開封しないでくださ
い。ジャンクションボックスを開封すると、保証
が無効になります。
 • 電気的欠陥が疑われるパネルの場合、LGエレクト
ロニクスから提供された品質保証の条件に従って
製品をLGエレクトロニクスに返還し、検査および
修理、交換を行う必要があります。

電気的接続
 • 太陽電池モジュールに電気的に接続されている部
分は、近くで衝撃が発生するおそれがあります。
 • 製品仕様書の指針に規定された範囲を逸脱しない
限り、必要な電気的出力を得るために、太陽電池
モジュールを直列または並列に接続することがで
きます。
 • 複合回路の場合、同じ種類のモジュールのみを使
用してください。
 • モジュールが動作中である時は、プラグを抜かな
いでください。太陽電池モジュールの接続部の近
くで衝撃が発生するおそれがあります。
 • モジュールを直列または並列に設置する場合（延
長ケーブルを使用）は、各モジュールのコネクタ
は同じ製品を使用する必要があります。（同じ製
造業者から供給された本来の雌または雄コネクタ
に合わせてください。）

電気的設置
ダイオード
 • LGエレクトロニクスで生産されるすべてのモジュ
ールは、工場で設置されたバイパスダイオードを
備えています。工場で設置されたダイオードは、
突発的に陰影が発生した際に、モジュールの回路
を保護することができます。

ダイオード仕様および設定

直列接続
 • 太陽電池モジュールは、必要な電圧出力を得るた
めに、直列に接続することができます。
 • 直列に接続されたモジュールの電流値は、同じで
ある必要があります。
 • 直列に接続されたモジュールの最大個数は、本説
明書の「製品仕様」を参照して、システムの最大
電圧、125％安全係数、モジュールVocを基準にし
て決定します。
 • 太陽電池モジュールの最大設定値は、「製品仕
様」を参照してください。

より高い電圧が得られる直列接続

+-

1

D1 D2 D3

2 3 4IF (AV) 30A
VF (max) 0.8V
VRRM 45V
Tj (max) 200°C
RTH 0.8°C/W

並列接続
 • 太陽電池モジュールは、必要な電流出力を得るた
めに、並列に接続することができます。
 • モジュールが並列に接続されている場合、合計電
流値は、各モジュールの電流値を合計した値と同
じである必要があります。
 • 直列に接続されたモジュールの電圧値は同じであ
る必要があります。
 • 複数のモジュールを並列に接続する時、すべての
直列ストリングまたは太陽電池モジュールは、他
のストリングに接続する前に、ヒューズ処理する
必要があります。
 • 並列に接続された太陽電池モジュールの最大個数
に対する他のヒューズ関連の要件および制限事項
は、関連する連邦、州、現地の規制を遵守してく
ださい。
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 • 最大直列ヒューズの定格は、「製品仕様」11ペー
ジを参照してください。
 • 並列接続は、逆電流遮断のために適切な措置

• 逆流防止ダイオードのお勧めの仕様は下記となります。
1） VRRM(Repetitive Peak Reverse Voltage、ピーク繰り返し逆電圧) 
：最大システム電圧の1.5倍
2） IF (Average Forward Current、定格平均順電流)
： Isc値（モジュールの短絡電流）の2倍 　　
※ダイオードの熱特性を考慮して選定する必要があり、
IRRM（ピーク繰り返し逆電流、最大）には30mA以下での使用
をお勧めします。 

• ストリング内の逆電流は、モジュール短絡、
誤配線及び影などの原因で発生することがあります。

• ストリング間の電圧不均衡を防ぐために逆流防止ダ
イオードを適用することをお勧めします。

（例：アンバランスストリング電圧を防止するた
めのモジュールおよびケーブルを過電流から保護
するヒューズの設置）を行う限りにおいては、接
続に制限はありません。

 • 太陽電池モジュールの出力を増加させるには、倍
数（非対称）の係数が必要です。通常の環境で
は、太陽電池モジュールは、標準的な試験条件で
測定された電流または電圧よりも高い環境にさら
されることがあります。電気工事規定（NEC）第
690条の要件に従って増加した出力に対応する必要
があります。電気工事規定の要件に該当しない設
置の場合、部品定格電圧、導体容量、ヒューズの
サイズ、太陽光出力制御装置のサイズを決定する
際、本太陽電池モジュールに表示されるIscとVocの
値は125％の係数を乗算する必要があります。
 • 国内の指針に基づいて、過電流保護のために、別
の安全係数を適用する必要があります。

--

より高い電流が得られる並列接続

基本的な配線
 • LGエレクトロニクスは、すべてのワイヤに対し
て、少なくとも定格温度90°C（194°F）におけ

る二重絶縁処理をお勧めします。
 • すべてのワイヤは、柔軟な銅（Cu）導体を使用す
る必要があります。
 • 最小サイズは、該当する規定に従って決定する必
要があります。
 • LGエレクトロニクスは、4mm2以上のサイズをお
勧めします。

アース
 • すべての作業は、連邦、州、および現地の規制お
よび規格に準拠して実施する必要があります。
 • アース作業は、諸般の連邦、州、現地の電気規
制、法規・規格に準拠して、システムの安全性お
よびメンテナンスの分野で公認された設置の専門
家によって行われる必要があります。
 • 太陽電池モジュールの寸法とアースの穴の位置に
ついては、「製品仕様」に記載されています。
 • 設置穴1個あたりM4ステンレス鋼ボルト1本、ナッ
ト1個、スプリングワッシャー1個、フラットワッ
シャー2個、カップワッシャー1個、スターワッシ
ャー1個、AWG銅線12の使用をお勧めします。
 • 規定されたアース装置の取り付け時には、一般的
なアースのハードウェア（ナット、ボルト、ワッ
シャー）を使用しますが、接地装置の製造業者の
指示に従って取り付ける必要があります。
 • すべてのハードウェアは、ステンレス鋼などの耐
食性材料で構成する必要があります。
 • モジュールフレームの端には、アース穴が施され
ています。この穴を利用して、以下の図のように
アース導体と太陽電池モジュールのフレームを接
続し、アースすることを推奨します。
 • すべてのネジとナットは、トルク4～5N·mで締結
する必要があります。
 • 感電や火災を防止するために、LGエレクトロニク
スの太陽電池モジュールが安全性評価IIの条件を満
たしているとしても、太陽電池モジュールのフレ
ームとアレイに保安用のアースを行う必要があり
ます。国内の指針に従ってください。

モジュールフレーム
ボルト

フラットワッシャー

フラットワッシャー
スプリングワッシャー
ナット

スターワッシャー

カップワッシャー
アース線
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機械設置
モジュールの設置
 • LGエレクトロニクス（LGE）の太陽電池モジュー
ルの限定品質保証は、この章で規定された要件に
基づいて設置されるモジュールに適用されます。
 • 本太陽電池モジュールは申請等級Aに該当し、安全
等級IIを取得しました。したがって、120V DC以上
の電源を使用するシステムで使用することができ
ます。一般的なアクセスが制限されません。
 • ステンレス鋼をはじめ、耐食性材料で製造された
設置装置（ボルト、ナット、ワッシャー）の使用
をお勧めします。

現場での考慮事項
LGEで生産されている太陽電池モジュールは、次の要

現場での使用に適していると判断された場合、
これらのデバイスの動作環境温度は、
すべてのワイヤ サイズで 40℃ を超える可能性があ
ります.

求事項を満たしている場所に設置する必要がありま
す。

使用温度
 • 最高使用温度：+85°C（185°F）
 •

•

最低使用温度：-40°C（-40°F）

除外対象となる使用環境
 • LGエレクトロニクスで生産される太陽電池モジュ
ールは、塩水またはアンモニアと直接接触する可
能性のある場所では使用することができません。
モジュールの長さ（基本荷重）;IEC61215-2：2016

セルの個数 力の方向 設計荷重：A 試験荷重：B
(B = A x Ym )

66セル
前面 3600 パスカル 5400 パスカル
背面 2650 パスカル 4000 パスカル

 • Ymは1.5の安全係数です。
 • 設置距離の内容は次のとおりです。

①

①

①

①
66セル ① : 243mm

※ この設置方法は、フレームのボルト穴を利用します。
※   取付用レールは、モジュールの長辺に対して垂直に設け
なければならない。

陰影
 • LGエレクトロニクスで生産される太陽電池モジュ
ールは、建物、煙突、木、または周辺のモジュー
ルなどの陰影がない、適切な場所に設置する必要
があります。

取付用レール

 • 取付用レールおよびハードウェアは、耐食性材料
を使用してください。
 • 製造業者の指示に従って、適切にボルト締結され
た接続装置を使用してください。
 • 設置後、ラミネートおよび設置構造物の間には、
ケーブルなどの電気部品がないようにしてくださ
い。
 • LGエレクトロニクスの太陽電池モジュールは、高
度4000mまで動作可能です。

設置方法
基本事項
 • 日光露出を最大化することができる適切な方向を
選択してください。
 • モジュールの設置または保管時には、安全上リス
クをもたらすおそれのあるジャンクションボック
スの水分流入を防止するために、前面/上部のガ
ラスが下を向かないように注意する必要がありま
す。
 • 太陽電池モジュールのワイヤーの損傷を防止し
て、モジュールの背面に空気を循環させることが
できるように、モジュールフレームと屋根などの
構造物または地面との間の離隔距離を確保する必
要があります。推奨離隔高さは最小100mmです。
 • 太陽電池モジュールを屋根に設置する場合は、用
途に合わせて定格処理された耐火性屋のカバーリ
ングの上に設置する必要があります。太陽電池モ
ジュールの耐火性は、ANSI/UL790 Edition2004に
基づいて、C級である必要があります。
 • 太陽電池モジュールは、工場フレームが完全に維
持されている場合、IECによる用途でのみ使用しま
す。
 • 撤去または変更は、資格のある公認の専門家のみ
が行うようにしてください。
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 • 追加取り付け穴を設けた場合、太陽電池モジュー
ルに損傷が加えられ、フレームの強度が低下する
ことがあります。

 • 熱膨張による張力を防止するために、モジュール
フレームの間には6mmの離隔距離を置くことをお
勧めします。

 • 太陽電池モジュールは、次の方法を利用して設置
する必要があります：（*トーク：8～12N·m）

 • 大雪が降る地域でモジュールを設置する場合、滑
りやすい雪によって下部フレームが損傷しないよ
うに適切な措置を施してください。

 • これらの支持部には、耐食性材料を使用されること
をお勧めします。（製造業者の指示によっては、スノ
ーガードを設置する必要があります。）

太陽電池モジュール

屋根

支持部

フレームボルト穴を利用した設置方法
 • 工場取付け穴を利用して、太陽電池モジュールを

構造物に固定してください。
 • 太陽電池モジュール1個あたりM8ステンレス鋼ボ

ルト4本、ナット4個、スプリングワッシャー4個、
フラットワッシャー8個の使用をお勧めします。

 • フレームの外側と内側のボルト穴を利用して、モ
ジュールを支持台に締結することができます。

 • 各モジュールは、正反対である両側に設けられた
最小4つのポイントでしっかりと締結する必要があ
ります。

 • 太陽電池モジュールの寸法と取り付け穴の位置に
ついては、「製品仕様」に記載されています。

 • コンビネーションを利用してボルトをしっかりと
締め付けてください。フラットワッシャーとナッ
トの間にスプリングワッシャーを設置してくださ
い。

モジュールフレーム
ナット

スプリングワッシャー

フラットワッシャー

ボルト

フラットワッシャー

取付用レール

* 取付用レール材料：アルミニウム、ステンレス鋼など。
→ 取付用レールは40x40mm以上の製品をお勧めします。

クランプを利用した設置方法
 • 本モジュールは、モジュールの長辺と短辺に取り

付けられたクランプを利用して支持台に締結する
ことができます。

 • クランプの締結位置の詳細については、「機械的
な設置現場」（付録参照）に記載されています。 
→   特殊クランプを使用する場合は、LGEの適合性

評価を通過する必要があります。
 • 設置時に過酷な大雪の影響がある場合、下部パネ

ルには、より適切なパネル支持台を使用されるこ
とをお勧めします。



責任の排除
 • ユーザーは、設置プロセスを開始する前に、本設置ガイドを完全に理解してください。
 • 本設置ガイドへのお問い合わせがある場合は、LGに連絡して、質疑や提案を行うことができます。
 • LGの太陽電池モジュールを設置することにより、本人は、LGとその関係会社、後継人または譲受人および
その管理者、取締役、代理人、役員、従業員およびその他のLG太陽電池モジュールの設置、運転および保守
関連活動に関与したすべての関係者を、本人の帰責事由によるまたはLGとその関係会社、後継人または譲受
人、その管理者、取締役、代理人、役員、従業員等により全部または一部発生したとの主張が提起されたす
べての責任、請求、訴訟、損失または損害から免除し、保護します。

廃棄
古い家電製品の廃棄
1. X表示された車輪付きのゴミ箱の記号は、電気または電子製品廃棄物（WEEE）は他の都市のごみと分離して
処理しなければならないことを意味します。
2. 古い電気製品は、危険物質を含有している可能性があるため、古い家電製品を適切に廃棄し
て、環境と人体に与えるおそれのある有害な影響を防止する必要があります。古い家電製品
は、他の製品を修理する時に再利用することができる部品や限定資源を保存するために、リ
サイクル可能な材料を含むことがあります。
3. 古い家電製品は、製品を購入した店に戻したり、最寄りの正規WEEE収集業者に関する情報
を得るために、現地のゴミ処理に関連する政府機関に連絡することができます。限定資源
を節約するためにリサイクル可能な材料について、該当する国で適用される最新の情報は、www.LG.com/
global/recyclingを参照してください。
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免責 / 廃棄

 • モジュールをトラックや船などで運搬する時は、梱包バンドが緩まないように注意してください。 
バンドが緩い場合、モジュールの流動が発生し、製品が損傷することがあります。
 • パレットの上に別のパレットを積載しないでください。最大の高さはパレット2個です。あまりにも多くのパ
レットを積載すると、モジュールに応力が加わり、製品が損傷することがあります。
 • モジュールを運搬する際、モジュールが一方に傾いたまま運搬しないように注意してください。フレームや
ケーブルが損傷することがあります。

輸送と保管

改訂日 改訂版 変更内容 備考

2020.08.31 1.0 (初版) 設置使用説明書の発行

改訂履歴
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モジュールの寸法
66セルモジュール

単位: mm / in.

雌と雄のケーブルカプラ

モデル ケーブルの断面 Ø A（ケーブルの外径） 定格電流

MC4
4mm²

5.5 ~ 9.0mm 30A
12AWG

※ 詳細については以下を参照してください>>http://www.multi-contact.com/

雌のケーブルカプラ 

Ø
 A

Ø
 A

雄のケーブルカプラ 



0~300

962~1062

A

B

2400/2155

5400/4000

250 ~ 400 5400/4000

前面/背面(Pa) 前面/背面(Pa)

前面/背面(Pa) 前面/背面(Pa)

前面/背面(Pa) 前面/背面(Pa)

ウィッチ
(mm)

ウィッチ
(mm)

ウィッチ
(mm)

ウィッチ
(mm)

ウィッチ
(mm)

ウィッチ
(mm)

243 5400/4000 250 ~ 400 5400/4000

0 ~ 300 5400/1600

0~50

100~750
2400/2400

A

B
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付録
機械的設置：66セルモデル

図1ボルト締結型 図2クランプ締結型

図3クランプ締結型

図5クランプ締結型 図6クランプ締結型

図4クランプ締結型

注）  本付録に記載されているすべての機械的な取り付け方法（図1～図6）およびボルト締結方法は、VDEの検査を経ることはありま
せん。LGの内部検査として評価されました。



0~300

250~400
2155/2155

A

B

0~300

250~400
2400/2155

A

B

0~50

100~750
2400/2400

A

B
250 ~ 400 4000/4000

A IX
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前面/背面(Pa)
ウィッチ

(mm) 前面/背面(Pa)
ウィッチ

(mm)

前面/背面(Pa)
ウィッチ

(mm) 前面/背面(Pa)
ウィッチ

(mm)

図7クランプ締結型 図8クランプ締結型

図10クランプ締結型図9クランプ締結型

付録

注）  本付録に記載されているすべての機械的な取り付け方法（図7～図10）およびボルト締結方法は、VDEの検査を経ることはありま
せん。LGの内部検査として評価されました。

機械的設置：60セルモデル
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ボルト締結

クランプシステムの要件

モジュールフレーム

ボルト

フラットワッシャー

取付用レール
フラットワッシャー
スプリングワッシャー
ナット

 • 太陽電池モジュール1個あたりM8（5/16インチ）ステンレス鋼ボルト4個、ナット4個、スプリングワッシャー4
個、フラットワッシャー8個の使用をお勧めします。

注）  本付録に記載されているすべての機械的な取り付け方法 およびボルト締結方法は、
VDEの検査を経ることはありません。LGの内部検査として評価されました。

 • クランプがモジュールのガラスに接触しないようにします。

• クランプ幅 ≥ 40mm(1.57in).
• 40mmフレームの高さに準拠したクランプの高さ.
• クランプ深さ 8~10mm(0.31~0.39in).

 • 耐食性材料で作られたクランプとハードウェアを使用する必要があります。

 

→   特殊クランプを使用する場合、LGエレクトロニクスの適合性評価を通過する必要があ
ります。

 • クランプの製造業者の指示に従って、ボルトで締結された適切な接続装置を使用する必
要があります。
 • クランプの締結時、クランプの製造業者が推奨するトルクを使用してください。

<中間クランプ>

<エッジクランプ>

深さ

深さ

高さ

高さ

幅

幅
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荷揚げ時のフローガイド
クレーンなどの重機を使用して荷揚げする場合は、以下の手順に ってください。

[ ステップ1] [ ステップ2 ] [ ステップ3 ] [ ステップ4 ]

ステップ1.　梱包を平らな場所に置きます。

ステップ2.　 の に、梱包の上に安全角材を置き、ロープを締めます。[ステップ2]

- モジュールの破損を防ぐために梱包の長さよりも大きな安全角材を使用してください。

- ロープの位置の詳細 は以下のようになります。

ブロック① ブロック② ブロック② ブロック①

標準ライン
ロープ

- ロープをパレットに固定する時はロープの位置をブロック1とブロック2の間にする必要があります。

- 角材がない場合はモジュールのサイズより長いパレットを代わりに使用できます。

- クレーンフックは梱包の中央に配置する必要があります。

- 梱包のバランスのために梱包とクレーンとの間のロープは同じ長さでなければなりません。

ステップ3.　梱包を荷揚げします。

- 梱包を陸揚げすると同時に4つの隅をすべて確 に固定するためには、

  最低2人の作業者が必要です。
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ステップ4.　梱包を陸揚げします。

▶ お問い合わせは販 代理店までご連絡ください。



LG Electronics Japan（株）
〒104-8301
東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
代表番号：03-5299-4602,4699(営業時間平日午前9:00～午後5:30)
FAX番号：03-5299-4699
E-Mail： solar.jp@lge.com

http://www.lg-solar.com/jp

本文書は予告なく変更されることがあります。
LG、LGロゴは、世界のLG Electronics, Inc.の商標です。
LG Electronics, Inc.の商標と知的財産は世界の著作権法によって保護されています。
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