
施工・設定の流れは、下記の通りです。

本書は上記「① 計測ユニットの設置・配線」について説明をしています。
②、③の作業については、上記に記載されているマニュアルに従って、作業を行ってください。

∫本書では以下のように記載しています。
≥「ソーラーパワーコンディショナ」→「パワーコンディショナ」
≥ パワーコンディショナ「KP30K」、「KP40K」、「KP55K」→「KP□K」
≥ パワーコンディショナ「KP30K2」、「KP40K2」、「KP55K2」→「KP □ K2」
≥ パワーコンディショナ「KP40K2-P」、「KP55K2-P」→「KP□K2-P」
≥ パワーコンディショナ「KP44M」、「KP55M」→「KP □ M」
≥ パワーコンディショナ「KP44M-J4」、「KP55M-J4」→「KP □ M-J4」
≥ パワーコンディショナ「KP44M-PJ4」、「KP55M-PJ4」→「KP□M-PJ4」
≥ パワーコンディショナ「KP44M-SJ4」、「KP55M-SJ4」→「KP□M-SJ4」
≥ パワーコンディショナ「KP48R-J3」、「KP59R-J4」→「KP □ R」
≥「太陽光発電用漏電ブレーカ」→「太陽光発電用ブレーカ」
注：末尾に「-A」のつく形式を含みます。

∫本書では、次の機器を使った施工方法を説明しています。
計測ユニット：１台 / カラー表示ユニット：１台 / パワーコンディショナ：3台

本書で説明する設置・配線作業では、以下の同梱品を使用します。
そろっているか事前にご確認ください。
≥ カラー表示ユニットおよび関連部品については、カラー表示ユニット設置マニュアルをお読
みください。

≥ 使用しなかった同梱品は、施工チェックリスト、取扱説明書と併せてお客様に渡るように手
配してください。

※1. 壁取り付け用木ねじ、圧着端子、絶縁キャップはすべて1 袋に同梱されています。
※2. 予備が1 つ付属しています。
※3. 長さが足りない場合は別売品を準備してください。（ 施工マニュアル（設置・配線編））
※4. 露出配線時に使用します。露出配線については、施工マニュアル（設置・配線編）をお読みください。

∫電圧検知用ケーブル作成用部材
≥ VVF φ2mm×3 芯 ( 銅単線 )
≥ 圧着端子 [1式 ]（分電盤の計測ユニット用ブレーカへの配線用）
選定された計測ユニット用ブレーカに応じた圧着端子をご準備ください。

≥ 絶縁キャップ [1式 ]（分電盤の計測ユニット用ブレーカへの配線用）

∫工具・測定器具
≥ トルクドライバ
≥ 裸圧着端子用圧着工具（JIS 適合品）

∫その他
≥ 穴埋め用パテ（計測ユニットの配線口用）
≥ ボードアンカーなどの壁面補強材
（計測ユニットを薄い木材や木材ではない材質の壁に取り付ける場合に必要になります）
≥ 養生テープ（計測ユニットに施工チェックリストを貼り付ける場合に必要になります）
≥ 計測ユニット用ブレーカ
1φ3W AC100/200V ､定格 20A

上記以外に必要な部材・機器がある場合は、工事店様でご準備ください。

∫計測ユニット（単位：mm）

図のスペースが確保できる場所か確認する

1 計測ユニットのフロントカバー取り外しボタンをマイナスドライバなどの先
の細い工具で押しながら、フロントカバーを取り外す

2 図のように計測ユニットを壁取り付け用木
ねじ（同梱）で壁に固定する
≥3か所をねじ止めしてください。
≥フロントカバーは計測ユニットの施工が終わる
まで外したままにしておいてください。

パワーコンディショナを3台接続するシステムの配線図を示します。
（機器のイラストはイメージ図です）
≥パワーコンディショナと太陽電池間の配線はパワーコンディショナの形式によって異なり
ます。パワーコンディショナの施工マニュアルも併せてお読みください。

§ パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル
は、パワーコンディショナ側と計測ユニット側で端
子の形状が異なります。ケーブルの向きに注意して
配線してください。

計測ユニットにパワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル（同梱）をつなぐ
≥パワーコンディショナ接続用コネクタに接続してください。
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施工・設定の流れについて

① 計測ユニットの設置・配線
≥ システム構成が全量買取方式の場合、本書に従って、計測ユニットの設置・配線の
作業を行ってください。

≥ システム構成が余剰買取方式の場合、「簡易施工マニュアル（余剰買取方式）設
置・配線編」をお読みください。

② 初期設定
≥「簡易施工マニュアル 初期設定編」をお読みください。

③ カラー表示ユニットの設置
≥「カラー表示ユニット設置マニュアル」をお読みください。

≥ 本書では下記のシステム構成についての計測ユニットの初期施工の仕方について説明
しています。
全量買取方式　主幹計測　「なし」　外部発電　「なし」　分岐計測　「なし」の場合

≥ 余剰買取方式　主幹計測　「あり」　外部発電　「なし」　分岐計測　「なし」の場合の計
測ユニットの初期施工の仕方については、「簡易施工マニュアル（余剰買取方式）設置・
配線編」をお読みください。

≥ 上記以外のシステム構成の計測ユニットの初期施工の仕方については「施工マニュアル
（設置・配線編）」をお読みください。

本書について

≥ 本書では隠ぺい配線の説明のみを記載しています。露出配線については、施工マニュアル
（設置・配線編）をお読みください。

安全上のご注意
ここに示した注意事項は、安全な設置作業および安全にご使用いただくための重大な内容を
記載しています。必ずお守りください。
正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の
場合には重傷や死亡に至るおそれがあります。
詳細は施工マニュアル（設置・配線編）をお読みください。

≥ 計測ユニットに発火物を近づけたり、可燃性ガスを含むスプレーを吹き付けな
いでください。

≥ 計測ユニットを振動、衝撃の影響が大きいところや、落下するおそれのあると
ころに設置しないでください。

≥ 計測ユニットを次のような場所には設置しないでください。
j 雨水があたるところ
j 洗面所、脱衣所、作業場、調理場などで湯気の当たる場所、もしくは湿度が
25～ 95%RH以外のところ

≥ 計測ユニットの電圧検知用ケーブルは、φ2.0 銅単線（VVF） を準備してください。
≥ 計測ユニットの設置時には計測ユニット用の個別ブレーカ（計測ユニット用ブ
レーカ）を使用してください。

≥ 薄い木材や木材ではない材質の壁に計測ユニットを設置する場合は、市販の
ボードアンカーを使って、壁面にしっかりと固定してください。

≥ 端子ねじは、1.4 ± 0.2N・mで確実に締め付けてください。

≥ 計測ユニットを分解・改造しないでください。

≥ 計測ユニットは、幼児の手の届かないところに設置してください。
≥ 計測ユニットにぬれた手で触れないでください。
≥ 計測ユニットを配線する際は、計測ユニットの電源（計測ユニット用ブレーカ）
を必ずオフにしてください。

≥ 計測ユニットの設置は、電気設備技術基準、内線規程に従い、第1種または第2
種電気工事士が行ってください。

 

部材・機器の準備

同梱品を確認する

計測ユニットおよび関連部品
□計測ユニット [1 台 ]
（KP-MU1P-M） 

□壁取り付け用木ねじ(＋) [4本]
(φ4.1 × 25) ※ 1、※2

□圧着端子 [4 個 ]
（R5.5-4）※1、※2

□主幹用電流センサ
 [2 個 ](φ16)
（KP-CT-S16AC100）

≥ 本システム構成では、使用
しません。

□主幹用電流センサケーブル
[1本 ]（3m）
（KP-CHI-C4VG03N） 

≥ 本システム構成では、使用
しません。

□パワコン・計測ユニット間用
屋内外通信ケーブル [1本 ]
（5m）※3

（KP-CH-B8VG05S）

□絶縁キャップ（白） [3個]※1 □結束バンド [2 本 ]※ 4

工事店様で準備する部材・機器

外形寸法図
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1. 計測ユニットを設置する

1 計測ユニットの設置場所を確認する

2 計測ユニットを設置する

取り付け寸法図 （単位 ： mm）
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壁に開ける配線口
の加工範囲

(下)
200mm以上のスペース

(上)
100mm以上のスペース

(左)
100mm以上
のスペース

(右)
100mm以上
のスペース

≥計測ユニットの上面、左面、右面から
100mm 以内、下面から200mm 以内
には障害物等を置かないように取り付け
てください。周囲に障害物等があると、無
線到達距離が短くなります。
≥垂直な壁に取り付けてください。
≥横にしたり、傾けたりして取り付けない
でください。
≥薄い木材や木材ではない材質の壁に計測
ユニットを設置する場合は、市販のボー
ドアンカーを使って、壁面にしっかりと
固定してください。

フロントカバー取り外しボタン

壁取り付け用木ねじ

2. システムの配線図を確認する

3. 計測ユニットに通信ケーブルをつなぐ

分電盤

商用系統側

商用系統側
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パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル※

PCS間通信ケーブル
(屋内外共用 )

電圧検知用ケーブル

カラー表示ユニット

計測ユニット

計測ユニット用
ブレーカ
1φ3W
AC100/200V
定格 20A

主幹漏電ブレーカ

分岐ブレーカ

太陽光発電用
ブレーカ

計測ユニット側

パワーコンディショナ側

外部発電
電流センサ

主幹
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

パワーコンディショナ
接続

ロックがかかるように
「カチッ」と音がするまで
差し込む

パワコン・計測ユニット間用屋内外通信
ケーブル

パワーコンディショナへ
( 裏面 )

パワーコンディショナ
接続用コネクタ
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パワーコンディショナの形式によって、設定方法や通信ケーブルの配線方法が異なりますの
で、パワーコンディショナの形式を確認してから設定・配線してください。
≥ パワーコンディショナの施工マニュアルも併せてお読みください。

パワーコンディショナのユニットNo. の設定を行ってください。
パワーコンディショナ設定スイッチ（MOD キー、ENT キー、ESC キー）を操作して、設定
項目の「unit」（通信ユニットNo.）を変更してください。

≥計測ユニットとの接続が近い順に、「パワーコンディショナ1台目」、「パワーコンディショナ
2台目」、「パワーコンディショナ3台目」と表現しています。

終端抵抗の設定を行ってください。パワーコンディショナの施工マニュアルも併せてお読みく
ださい。

工場出荷時は、終端抵抗は「ON」に設定されています。

≥計測ユニットと接続されているパワーコンディショナおよび中間のパワーコンディショナ
の終端抵抗を「OFF」にしてください。

工場出荷時は、終端抵抗1/終端抵抗２ともに「ON」に設定されています。

※1.「計測ユニットと接続」のパワーコンディショナの終端抵抗１を「OFF」にしてください。
※2. パワーコンディショナを 3 台以上接続する場合に必要な設定です。「計測ユニットと接

続」のパワーコンディショナと「計測ユニットから最遠」のパワーコンディショナ以外
は、終端抵抗を「OFF」にしてください。

※3.「計測ユニットから最遠」のパワーコンディショナの終端抵抗は「ON」のままにしてく
ださい。

≥ システムの総発電量を計測するために、パワーコンディショナ間にPCS間通信ケーブル(屋
内外共用 ) をつないでください。

計測ユニットにつないだパワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブルを、
パワーコンディショナの通信コネクタ2に差し込む

≥ パワーコンディショナの通信ケーブルと電力ケーブルを一緒に結束しないでください。

1 計測ユニットにつないだパワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブルを、
パワーコンディショナに同梱のコアに巻きつける
≥パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブルは、結束バンド台座の反対側から通し
てください。

2 パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブルを、パワーコンディショナの通信
コネクタ2に差し込み、結束バンド台座の凸部を取り付け穴に押し込む

≥パワーコンディショナの通信ケーブルと電力ケーブルを一緒に結束しないでください。

計測ユニットにつないだパワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブルを、
パワーコンディショナの通信コネクタ2に差し込む

≥ パワーコンディショナの通信ケーブルと電力ケーブルを一緒に結束しないでください。

計測ユニットと分電盤の計測ユニット用ブレーカを電圧検知用ケーブルでつなぎます。

1 計測ユニットの端子台U、O、W 端子に電圧検知用ケーブルをつなぐ

2 配線先の計測ユニット用ブレーカをオフにする

3 計測ユニット用ブレーカの2次側に、電圧検知用ケーブルをつなぐ

計測ユニットの配線口にパテ埋めし、フロントカバーを取り付けてください。

ごみ、ほこり、虫などの侵入を防ぐために必ずパテ埋めしてください。

1 フロントカバーを計測ユニット上部のフックに引っ掛ける

2 フロントカバーを取り付ける

4. パワーコンディショナの配線・設定

1 ユニット No. を設定する

ユニット No. が正しく設定されていないと、カラー表示ユニットに発電量が正しく表示
されません。必ず下記の表のように設定してください。ユニット No. の設定方法につい
ては、パワーコンディショナの施工マニュアルをお読みください。

接続台数 ユニットNo. ユニットNo. の設定

パワーコンディショナ１台目 0 不要（工場出荷時は「0」に設定されています）

パワーコンディショナ2台目 1 変更する必要があります。（「0」→「1」）

パワーコンディショナ3台目 2 変更する必要があります。（「0」→「2」）

同梱の施工チェックリストにユニットNo、形式、製造番号を記入してください。

2 終端抵抗を設定する

KP□ K、KP □ K2、KP□ K2-P を使用する場合の設定

計測ユニット
パワーコンディショナ

計測ユニットと接続 中間 計測ユニットから最遠

終端抵抗 終端抵抗 終端抵抗

あり OFF OFF ON

KP □ M、KP □ M-J4、KP□M-PJ4、KP□M-SJ4、KP □ R を使用する場
合の設定

計測ユニット
パワーコンディショナ

計測ユニットと接続※1 中間※2 計測ユニットから最遠※3

終端抵抗1 終端抵抗2 終端抵抗1 終端抵抗2 終端抵抗1 終端抵抗2

あり OFF ON OFF OFF ON ON

3 パワーコンディショナに配線する

KP□ K、KP □ K2、KP□ K2-P への配線

KP □ M、KP □ M-J4、KP□M-PJ4、KP□M-SJ4への配線

通信コネクタ2
に接続

通信コネクタ2
に接続

通信コネクタ2
に接続

通信コネクタ1
に接続

通信コネクタ1
に接続

通信コネクタ2

通信コネクタ1 クランプ

計測ユニット パワーコンディショナ
1台目（側面部）

パワーコンディショナ
2台目（側面部）

パワーコンディショナ
3台目（側面部）

パワコン・計測ユニット間用
屋内外通信ケーブル（同梱）

PCS間通信ケーブル(屋内外
共用 )（別売）

通信ケーブルはクランプに
通して固定してください。

PCS間通信ケーブル(屋内外
共用 )（別売）







パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブルコア

結束バンド台座

凸部

通信コネクタ2




凸部

取り付け穴
たるませる

通信コネクタ1

通信コネクタ2
に接続

通信コネクタ1
に接続

通信コネクタ2
に接続

通信コネクタ1
に接続

通信コネクタ2
に接続

パワコン・計測ユニット間用屋内外通信
ケーブル（同梱）

計測ユニット
パワーコンディショナ1台目 パワーコンディショナ2台目 パワーコンディショナ3台目

PCS間通信ケーブル(屋内外共用)（別
売）

KP □ Rへの配線

5. 電圧検知用ケーブルの配線

通信コネクタ1
通信コネクタ2

結束バンドクランプ

通信コネクタ2
に接続

通信コネクタ1
に接続

通信コネクタ2
に接続

通信コネクタ1
に接続

通信コネクタ2
に接続

通信ケーブルは結束バンド
（パワーコンディショナに同
梱）でクランプに固定してく
ださい。

計測ユニット

パワコン・計測ユニット間用屋内外通信
ケーブル（同梱）

パワーコンディショナ1台目 パワーコンディショナ2台目 パワーコンディショナ3台目

PCS 間通信ケーブル ( 屋内外共用 )
（別売）

O

U

W

外部発電
電流センサ

主幹
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

パワーコンディショナ
接続

O WU

電圧検知用ケーブル

≥ 配線時の締め付けトルク：
1.4± 0.2N・m

≥ 電動ドライバやインパクトドライバ等の過剰トルクがかかる工具は使用しな
いでください。

分電盤

主幹漏電
ブレーカ

分岐ブレーカ

商用系統側

U O W

外部発電
電流センサ

主幹
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

パワーコンディショナ
接続

黒赤 白
O WU

13W
 AC100/200V

定格20A

O WU

O WU

計測ユニット
用ブレーカ

6. 設置後の作業

計測ユニットの配線口をパテ埋めする

計測ユニットにフロントカバーを取り付ける

以上で設置・配線は完了です。同梱の施工チェックリス
トに必要事項を記入してください。なお、別の工事店様
が本製品の初期設定を行う場合は、図のように同チェッ
クリストを計測ユニットに貼り付けて、引き継ぎ資料と
してお渡しください。 
≥ 施工チェックリストを計測ユニットに貼り付ける際
は、跡が残らないように、養生テープなど粘着性の低
いものをご使用ください。

引き続き、初期設定を行ってください。初期設定につい
ては、簡易施工マニュアル初期設定編をお読みください。

外部発電
電流センサ

主幹
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

パワーコンディショナ
接続

配線口配線口

フック

フロントカバー

ロックがかかるように
「カチッ」と音がする
まで押し込む

施工チェックリスト
設置・配線工事後の確認・記入事項
施工マニュアル（設置・配線編）に沿って設置・配線工事を行った後、以下の項目を確認・記入してください。

初期設定後の確認・記入事項
施工（初期設定編）/保守マニュアルに沿って初期設定を行った後、以下の項目を確認・記入してください。

上記内容を確認・記入後、本シートは、施工に使用しなかった同梱品と併せてお客様にお渡しください。 

施工日 年 月 日 工事担当

No. 確認項目 確認・記入内容
取買量全　□取買剰余　□式方取買１

しな　□りあ　□置設のサンセ流電用幹主2
しな　□りあ　□置設のサンセ流電用機電発部外3

4 電流センサの設置方向の確認
主幹用電流センサ、外部発電機用電流センサを設置した場合は、電流センサの設置方
向を確認してください。詳しくは施工マニュアル（設置・配線編）をお読みください。
□　確認済

5

パワーコンディショナ情報
台数複　□台1　□数台置設

複数台設置する場合のみ、各パワーコンディショナのユニットNo.、形式、製造番号をご記入ください。

ユニットNo.
形式
製造番号

終端抵抗の設定 □　設定済
設定方法について詳しくは施工マニュアル（設置・配線編）をお読みください。

6

分岐計測用電流センサ情報（分岐計測用電流センサを設置する場合のみご記入ください）

接続先コネクタ

黒 白 赤

分岐回路記号 分岐回路A 分岐回路B 分岐回路A 分岐回路B 分岐回路A 分岐回路B

接続先ブレーカ
の電圧区分

□　100V
 □　U相
 □　Ｗ相

□　200V

□　100V
 □　U相
 □　Ｗ相

□　200V

□　100V
 □　U相
 □　Ｗ相

□　200V

□　100V
 □　U相
 □　Ｗ相

□　200V

□　100V
 □　U相
 □　Ｗ相

□　200V

□　100V
 □　U相
 □　Ｗ相

□　200V
計測対象名
（「リビング」など）

別の工事店様が本製品の初期設定を行う場合は、図のように本チェックリストを計測ユニッ
トに貼り付けて、引き継ぎ資料としてお渡しください。
・施工チェックリストを計測ユニットに貼り付ける際は、跡が残らないように、養生テープ
など粘着性の低いものをご使用ください。

設定日 年 月 日 設定担当

No. 確認項目 確認・記入内容
１ 初期設定の完了 □　完了 詳しくは施工（初期設定編）/保守マニュアルを

お読みください。2 抑制履歴、異常履歴の消去 □　消去済み

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

施工チェックリスト
設置・配線工事後の確認・記入事項
施工マニュアル（設置・配線編）に沿って設置・配線工事を行った後、以下の項目を確認・記入してください。

施工日 年 月 日 工事担当

No. 確認項目 確認・記入内容
取買量全　□取買剰余　□式方取買１

しな　□りあ　□置設のサンセ流電用幹主2
しな　□りあ　□置設のサンセ流電用機電発部外3

4 電流センサの設置方向の確認
主幹用電流センサ、外部発電機用電流センサを設置した場合は、電流センサの設置方
向を確認してください。詳しくは施工マニュアル（設置・配線編）をお読みください。
□　確認済

パワーコンディショナ情報

品番 4067930-2 A

*4067930-2 A*

品番 4067930-2 A

*4067930-2 A*

C OMRON Corporation 2015 All Rights Reserved

05-02_KP-MU1P_ 簡易施工マニュアル（設置 _ 全量買取編）.fm  2 ページ  ２０１５年４月２２日　水曜日　午後１２時３４分


