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⚫ このたびは蓄電池一体型システムをお買上げいただき、誠にありがとうございます。 

⚫ 本書では蓄電池一体型システムの使用方法について説明をしています。「はじめに/安

全上の注意」を必ずお読みになり、十分にご理解の上、ご使用ください。 

⚫ この商品は日本国内専用です。 
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  はじめに/安全上のご注意 

システム構成図 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

●蓄電池一体型システム（MPR01S4023MR、MPR01S5535MR） 

発電された電気を家庭内で使える電気に変換する機能と、発電された電気または電力会社（商用

系統）から蓄電池に充電する機能を兼ね備えたシステムです。 

 

●屋内用リモコン（MPR0003） 

本製品の運転コースの切替え操作や、様々な電力情報の表示ができるリモコンです。また通信機器

や表示端末と通信をして様々な設定をおこないます。 

 

●蓄電池ユニット（オプション品: MPR01H2035MR） 

蓄電池容量を増やすことができ、発電した電力や夜間電力をより多く蓄えることができます。より多く電

気をためて使いたい方にオススメです。 

 

●インターネット回線 

インターネットへ接続してのご利用を強く推奨しております。インターネットに接続しておくことで、自動

運転コースや気象警報連動機能が利用可能です。また、本製品の異常を早い段階で検知できる可能

性が上がる他、本製品のファームウェアを適切な状態に保持できます。 

 

●太陽電池 

接続可能な最大出力は、MPR01S4023MRの場合は6.0kWまで、MPR01S5535MRの場合は

8.8kWまでで設置済みの太陽電池にも接続可能です。最大電力点追従機能（MPPT）を内蔵して

いるため、多様なレイアウトでも対応可能です。 

 

●特定負荷用切替開閉器／切替盤（非常時兼用コンセント）<別売品> 

非常時等の停電発生時に優先して電気を供給する場所(特定負荷)に設けて、メンテナンス等に使

用します。  



 

 

  

5 

安全上のご注意 

本書には、お客様に正しく安全にご使用していただくための取扱い上の注意を記載しています。よくお

読みになり内容を十分に理解の上、ご使用ください。また、本書には誤った使い方をした場合に発生す

る危害や損害の程度を次のとおりに区分しています。 

 

 

 

 

 

  

 絶対に行わないでください  必ず実行していただく内容です 

 感電危険  分解禁止 

 必ず接地工事を行ってください 

 

本製品内部は高電圧になっています。絶対に分解、改造、修理、塗装をしないでください。 

火災・感電・やけど・けが・故障のおそれがあります。 

 周辺に火気・ガス・水蒸気・液体・油煙・殺虫剤・引火性溶剤等を近づけないでください。 

火災・感電・やけどのおそれがあります。 

本製品の清掃には、有機溶剤（シンナー、ベンジン等）、強アルカリ性物質、および強酸性

物質を使用しないでください。 

高圧洗浄の水をかけないでください。 

火災・感電・やけど・けが・故障のおそれがあります。 

湿気が多い場所や湯気が当たる場所には設置しないでください。 

火災・感電・やけど・故障のおそれがあります。 

本製品の上に乗ったり、寄り掛かったり、物を置かないでください。 

本製品の上部および背面に触れないでください。 

火災・やけど・けが・故障のおそれがあります。 

高温部分に触れるおそれのある場所には設置しないでください。 

本製品の性能を十分に発揮できなくなるとともに、火災・やけど・故障の原因となります。 

揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有毒ガス・液体に触れる場所に設置しないでくださ

い。 

火災・感電・やけどのおそれがあります。 

他社の蓄電池や屋内用リモコンと接続しないでください。 

火災・故障のおそれがあります。 

警告 

本文中に使用される“図記号”の意味は以下のとおりです。 

注 意  

警 告  
正しい取扱いをしなければ、死亡や重傷などに結びつく 

可能性があります。 

正しい取扱いをしなければ、けがをしたり物的損害を受けたりする 

可能性があります。 
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本製品内部に物を入れないでください。 

火災・感電・やけど・けが・故障のおそれがあります。 

安全ピン、クリップ等、金属類を端子部に接触させないでください。 

火災・感電・やけど・けが・故障のおそれがあります。 

本製品に物をぶつけたり、衝撃を与えたりしないでください。 

液漏れがある場合は、液体には触れないでください。 

火災・感電・やけど・けが・故障のおそれがあります。 

心臓ペースメーカ等の医療機器を動作中の本製品に近づけないでください。 

生命に危険を及ぼすおそれがあります。 

子供を本製品周囲で遊ばせたり、触らせたり、操作させたりしないでください。 

感電・やけど・けがのおそれがあります。 

本製品（ケーブルを含む）を外したり、引いたり、曲げたり、切断しないでください。 

ケーブル類が破損するような状況で使用しないでください。 

火災・感電・やけど・けが・故障のおそれがあります。 

非常時兼用コンセントに以下の機器をつながないでください。 

・供給電力が一瞬でもなくなると、生命や財産に損害を与えるおそれのある電気機器 

・供給電力が一瞬でもなくなると、設定がリセットされる電気機器 

・供給電力が一瞬でもなくなると、出力が安定しない電気機器 

・自動的に電力が供給された場合に、異常な状態になる電気機器 

・バックアップ電源がないPCおよび情報機器 

・全ての医療機器、防犯機器 

・灯油やガスを用いた暖房機器 

・モーターやポンプなど突入電流の大きい機器 

蓄電池残量や発電状況など、供給電力の停止により、生命や財産に損害を与えるおそれがあ

ります。 

 

 

雨天時や手、身体がぬれた状態で触れないでください。 

火災・感電・やけど・けが・故障のおそれがあります。 

 必ずアース線の接続を行ってください。ガス管には接続しないでください。 

火災・感電・やけど・けが・故障のおそれがあります。 

 異常（異臭、異音、発熱、発煙など）が起きた場合は、使用を中止してください。 

火災・感電・やけど・けが・故障のおそれがあります。 

陸送以外の輸送の場合は、販売店にお問合せください。 
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本製品の運転中、または運転停止後しばらくは、本製品に触れないでください。 

やけどのおそれがあります。 

ソフトウェア更新中に屋内用リモコンの電源を切らないでください。 

故障のおそれがあります。 

廃棄する際は必ず販売店にお問合せください。 

本製品は住宅用太陽光発電以外には使用しないでください。 

故障のおそれがあります。 

 

本製品の周囲にラジオ/テレビ/アマチュア無線機/防災無線機など電波を使用する機器が

ないことを確認してください。 

放送局送信アンテナと家庭用受信アンテナとの間に本製品を設置しないでください。 

受信障害が発生するおそれがあります。 

本製品を長期間(１か月以上)運転停止状態とする場合は、本製品のシャットダウン手順

に従いシャットダウンしてください。 

故障のおそれがあります。 

注意 
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本製品使用環境に関する注意事項 

以下の環境下には設置しないでください。 

本製品の性能を十分に発揮できなくなるとともに、火災・やけど・故障の原因となります。 

 

・ 周囲温度が-20℃以下となる場所（凍結のおそれのある場所） 

・ 周囲温度が高温（50℃以上）になる場所（締切った狭い場所） 

・ 周囲湿度が高い（95％RH 以上）場所（水上や、湯気などが当たる場所） 

・ 常に直射日光が当たる場所 

・ 塵埃が著しい所（砂漠地域、工場内多塵環境） 

・ 腐食ガスや可燃性ガス、油煙にさらされる場所 

・ 冠水や雪に埋もれるおそれがある場所 

・ 風通しが悪い場所 

・ 洗濯物や衣類に近い場所 

・ 壁紙や変色し易い物の付近 

・ 重塩害地域（沿岸から 500m 以内の地域、潮風や海水に直接さらされる場所） 

・ 標高 1000m 以上の場所 

・ ラジオ、通信用のアンテナやケーブルに近接した送受信に影響する場所 

（本製品から十分に離すことで影響がない範囲でご使用ください） 

・ 繰返し振動を受ける場所や強衝撃を受ける場所 

・ 日本国外 
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 本製品の説明 

使い方 

・ 太陽電池で発電した電力を家庭内で使用できます。 

・ 太陽電池で発電した電力を蓄電池にためて家庭内で使用できます。 

・ 太陽電池で発電した電力を電力会社に売ることができます。 

・ 停電時のバックアップ電源として利用できます。 

・ 平常時に蓄電池の電力を使用して、購入電力を抑えることもできます。 

 

３つの特長 

■ 「最適」な蓄電池容量かつ必要な機能をコンパクトサイズに集約 

パワーコンディショナ出力5.5kW、定格蓄電池容量は3.5kWh 最適な蓄電池容量で「非常時の

電力供給」に対応します。この容量で家庭内の電化製品、冷蔵庫約24時間、照明約12時間、

スマートフォン充電3回×4台、扇風機約12時間に加え、ノートPC約7.5時間、WiFiルータ約24

時間、エアコン約2時間 の同時使用が可能です。（MPR01S5535MRの場合） 

 

■ 「安全」に徹底的にこだわった蓄電池セル FORTELION搭載 

多くのリチウムイオン電池方式の中から、特に安全性の高い「オリビン型リン酸鉄リチウムイオン電池 

FORTELION※」を採用しました。 

さらに、超長寿命を実現するため、「高純度材料の採用」、「日本国内での蓄電池セル製造」を行

うとともに、品質の安定化を図るため、「日本国内での製品組み立て」を行っています。 

※FORTELIONは株式会社村田製作所の商標です。 

 

■ 「安心」の業界トップクラス保証  

All-in-One蓄電池システム、HVDC蓄電池ユニットは、起算日より15年間を保証条件としていま

す。業界トップクラスの保証内容で安心をお届けします。 
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連系運転（通常時）の動作イメージ 

本製品を電力会社の商用系統(電源)に接続して運転することを連系運転といいます。家庭内の消

費電力よりも太陽電池が発電した電力が上回っている場合は、電力会社に発電電力を売る（売電）

ことができます。一方、家庭内の消費電力よりも太陽電池が発電した電力が下回っているときは足りない

電力を電力会社から買う（買電）または蓄電池から放電することになります。 

※太陽光発電の電力は家庭内で消費し、余剰分を売電します。売電をしているときは蓄電池からの

放電は行うことはできません。 

 

【売電】 

  

【買電】 

  

※MPR01S5535MRを例に示しています。 

 

4つの運転コースから、お客様のご契約の電気料金プランおよびご家庭の使用状況に応じた運転コー

スを選ぶことができます。次ページ以降の4つの運転コースの説明は、ご購入時の設定における動作を中

心に説明しております。運転コースの詳細設定によって充放電の時間帯を変更することも可能です。詳し

い設定方法は後述の運転コースの設定方法および詳細設定をご参照ください。 

※ご購入時の運転コースは、備蓄優先コース（STORE）となります。 
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自動運転コース（AUTO） 

★本製品を経済的に効率よく運用されたいお客様にオススメのコースです。 

 

自動運転コースは天気によって、夜間充電優先コースや自家消費優先コースを自動的に選択してく

れるコースです。料金プラン・天気予報を総合的に分析し、充電時間を自動的に変更いたします。 

※ユーザ情報登録済みで電気料金プランが時間帯により異なる場合に選択が可能です。 

※従量電灯契約など料金単価がフラットなプランでは選択できません。 

※インターネットへの常時接続が必要です。 
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夜間充電優先コース(ECO) 

＜1日2サイクル＞ 

★売電価格が買電価格を下回るなど、太陽電池で発電した電力を賢く運用されたいお客様にオス

スメのコースです。 

  

電気料金の安い夜間に電力を買って蓄電池を満充電にし、太陽電池の発電が少ない朝に、蓄電池

より放電します。太陽電池で発電した電力は家庭内の電化製品で優先的に消費され、蓄電池が満充

電でない場合は蓄電池へ充電されます。余剰電力は電力会社へ売電します。夕方日没後の電気料金

が高くなる時間帯に、再び蓄電池より放電を行います。 

※ご契約の電気料金プランにより時間帯料金設定が異なるため、必要に応じてお客様にて充放電時

間帯を設定ください。設定方法は後述の運転コースの設定方法および詳細設定をご参照ください。 

 

 

 

【生活イメージ】 
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＜1日1サイクル＞ 

★太陽電池で発電した電力をより多く売電されたいお客様にオススメのコースです。 

 

電気料金の安い夜間に電力を買って蓄電池を満充電にします。太陽電池で発電した電力は家庭内

の電化製品で優先的に消費され、余剰電力は電力会社へ売電します。夕方日没後の電気料金が高く

なる時間帯に、蓄電池より放電を行います。 

※ご契約の電気料金プランにより時間帯料金設定が異なるため、必要に応じてお客様にて充放電時

間帯を設定ください。設定方法は後述の運転コースの設定方法および詳細設定をご参照ください。 

 

 

 

【生活イメージ】 
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自家消費優先コース(GREEN)  

★発電した電気を家庭内負荷に優先されたいお客様にオススメのコースです。 

 

太陽電池で発電した電力は家庭内の電化製品で優先的に消費され、余剰電力を蓄電池に充電し、

更に余った電力は電力会社へ売電します。夕方日没後から夜間にかけて放電します。商用系統から蓄

電池に充電しません。 

※設定した放電時間帯において充放電動作を行います。放電時間帯以外は蓄電池の充放電は行

いません。 

 

 

【生活イメージ】 

 

※積雪等で長期間充電がない場合、蓄電池の自然放電による過放電保護のため、一時的に充電 

動作に切替わる場合があります。 
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備蓄優先コース(STORE) 

★非常時に備えることを優先されたいお客様にオススメのコースです。 

 

太陽電池で発電した電力は優先的に蓄電池に充電し、満充電に達し、余剰電力が発生した場合は

家庭内の電化製品で消費します。家庭内で消費しきれない場合は電力会社へ売電します。太陽電池

の発電が少ない場合、電力会社から買電します。蓄電池が満充電になり、太陽電池からの発電がなく

なると、本製品は待機状態となります。蓄電池の電力は非常時の自立運転時にのみ放電されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生活イメージ】 
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自立運転（停電時）の動作イメージ 

本製品を電力会社の商用系統(電源)に接続しないで独立して運転することを自立運転といいます。

非常時等の停電時に電力会社から電力が正常に供給されない場合、本製品は自動的に系統から切

離され、手動または自動で自立運転できます。自立運転の開始方法は、自立運転の開始と停止に記

載してあります。 

※特定負荷として選定しておいた場所（回路）、もしくは非常時兼用コンセントへ蓄電池から電気を

供給します。 

※使用する電気機器の出力や電池残量により、停電時に使える電気機器は制限されます。夜間な

ど太陽電池での発電がない、かつ電池残量がない場合は出力を停止します。 

 

【太陽光発電あり】 

  

 

【太陽光発電なし】 

  
※MPR01S5535MRを例に示しています。  
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■ 電池残量により使用できる電気機器の目安（例） 

※電気機器の消費電力などによって異なります。また低温時や高温時は蓄電池の寿命を保護する

ために充放電電流を制限する場合があります。 

以下の時間は年数経過による蓄電池容量の劣化（低下）は考慮しておりません。 

 

 
※上記は、おおよその時間です。 

※◎は、十分にご利用いただけることを示しています。 

 

自立運転をご利用時の注意点 

蓄電池残量や発電状況などにより供給電力が止まることがあるため、以下のような電気機器は

自立運転中には、接続しないでください。 

・ 医療機器などの生命に関わる全ての機器 

・ 途中で電源が切れるとデータなどに不具合を生じる可能性のある機器 

・ 灯油やガスなどを用いて熱を発する暖房機器 

・ 電源が入ると自動的に運転を開始する機器 

・ モーターやポンプなど突入電流の大きい機器 

・ その他、生命や財産に損害を受けるおそれのある機器 

【電気機器（例）】 

デスクトップ型パソコンなどの情報機器、灯油ストーブ、ガスストーブ、電気ストーブ、 

遠赤外線ヒーター、掃除機、エアコン、洗濯機、乾燥機、電子レンジ 

 

特定負荷回路または非常時兼用コンセントに接続する電気機器の消費電力の合計は2000W 

/20A以下でご使用ください。 

   ※電気機器の種類にもよりますが、おおよそ1500W～2000W程度の機器がご使用になれます。 
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気象警報連動機能 

■停電時に備えて自動的に備蓄優先コースへ 

大雨・洪水などの気象警報の感知により本製品の運転コースを備蓄優先コースへ自動で変更します。

万が一の停電等に備え、蓄電池を満充電状態にするため充電を開始し、停電が発生した際は、蓄電

池より電力を供給します。気象警報連動機能の設定方法は、ユーザ情報登録(気象警報連動機能、

自動運転コース)に記載してあります。 

警報解除後は備蓄優先コースから元の設定されたコースへ復帰します。 

※復帰のタイミングは解除後の翌朝3:55～4:35の間です。 

 

  
 

【連動となる気象警報】（気象庁HPより引用） 

 
※地震は気象警報には含まれません。 
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蓄電池ユニット増設の利点 

 

【昼間】 

 

 
【夜間】 

 

 
※MPR01S5535MRを例に示しています。 

 

蓄電池ユニット(オプション品：MPR01H2035MR)を導入することで、蓄電池容量を増加し、太陽

電池で発電した電力や夜間電力をより多く蓄えることができるようになります。自家消費率を上げたり、非

常時に利用できる電力量が増加します。 

※尚、蓄電池ユニットを増設しても、最大出力は増設前と同じく2000W(100V/20A)となります。 

 

●MPR01S4023MRの場合  

本製品(2.3kWh)＋蓄電池ユニット(3.5kWh)⇒蓄電池容量5.8kWh 

●MPR01S5535MRの場合  

本製品(3.5kWh)＋蓄電池ユニット(3.5kWh)⇒蓄電池容量7.0kWh  
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製品の部位名称 

蓄電池一体型システム （MPR01S4023MR） 

  

 

① フロントカバー 

② サイドカバー 

③ 蓄電池ユニット用サイドカバー 

（蓄電池ユニット MPR01H2035MRを設置/配線を行う場合に使用します） 

④ 放熱部カバー 

⑤ 固定用スタンド 

 

蓄電池一体型システム （MPR01S5535MR） 

  

  

① フロントカバー 

② サイドカバー  

（太陽電池及び蓄電池ユニット MPR01H2035MRを設置/配線を行う場合に使用します） 

③ 放熱部カバー 

④ 固定用スタンド 

  

② ③ ④ 

⑤ 

② 

① 
③ 

④ 

① 
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屋内用リモコン（MPR0003） 

※以下、リモコンと記載します。 

 

屋内専用 非防水性 

W116×H120×D22 （mm） 

①  売買表示(売電・買電) ⑧  状態表示LED 

②  表示部(7セグメント+小数点、5桁) ⑨  サブボタン(運転/停止、自立運転、設定、 

メール通知、警告解除) 

③  単位表示(kW , kWh , ％) ⑩  microSD差込口 

④  通信状態 ⑪  無線モードセレクト(AP/STA) 

⑤  メインボタン選択表示 ⑫  主電源スイッチ 

⑥  メインボタン ⑬  本体底面（銘板ラベル） 

⑦  メニューボタン  

 

リモコンへ表示される７セグメントは次のようになります。 

 

  

O
N

/O
F
F

S
T
A
　

 A
P

m
ic

ro
S
D

① ② ③ ④

⑤

⑥

⑦ ⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬
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＜メインボタン説明＞ 

名 称 ボタン 説明 

太陽ボタン 

 

太陽電池の発電量の表示 

※ボタンを押す毎に表示が切替わります。 

   発電電力（kW）         今日の発電電力量（kWh）   

 

 コース選択設定時：上ボタンとなります。（△） 

系統ボタン 

 

売買電力の表示 

※ボタンを押す毎に表示が切替わります。 

  系統電力（kW）          今日の買電量（kWh）        

            今日の売電量(kWh) 

コース選択設定時：下ボタンとなります。（▽） 

電池ボタン 

 

電池の充放電電力や残量を表示 

※ボタンを押す毎に表示が切替わります。 

 

 

  充放電電力(kW)          蓄電池残量（％） 

(※電池の使用可能残時間(分)) 

※充放電電力について、充電時は(－)になります。 

※電池の使用可能残時間は自立運転時のみ表示します。 

※2台併設時は各々の電池の使用可能残時間を表示します。 

コース選択設定時：決定ボタンとなります。（〇） 

 

※出力制御が働いている場合、電力表示の左側に以下が表示されます。 

表示 制    御 

L1 電圧上昇抑制（電力会社の電圧が上限を上回るために発電ができない状況） 

L2 遠隔出力制御（電力会社からの指示に従って売電ができない状況） 

L3 電圧上昇抑制 ＋ 遠隔出力制御 

L4 温度垂下（高温になり、発電を抑える状況） 

L5 電圧上昇抑制 ＋ 温度垂下 

L6 遠隔出力制御 ＋ 温度垂下 

L7 電圧上昇抑制 ＋ 遠隔出力制御 ＋ 温度垂下 

表示（例） 
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＜サブボタン説明＞ 

名 称 ボタン 説明 参照 

メニューボタン 

 

サブボタンを表示させます。 

約2秒間長押しすることで以下5つのサブボタン

を表示可能です。 

消灯させる際は軽く押してください。 

運転を開始/停止する方法 

運転/停止ボタン 

 

本製品の運転を開始/停止することができます。 

※日常での操作は不要です。 

 

自立運転ボタン 

 

 

 自立運転を開始/停止することができます。 

自立運転の開始と停止 

設定ボタン 

 

お好みの運転コースへ設定ができます。 

また、見える化画面アクセス用のIPアドレス/製

造番号の確認、WPSのセットアップを行うことが

できます。 

●運転コース設定 

運転コースの設定方法およ

び詳細設定 

●見える化画面アクセス用の

IPアドレスの確認 

見える化画面 アクセス用IP

アドレスの確認 

●製造番号の確認 

リモコンから製造番号を確認

するとき 

●WPS設定 

WPS機能を用いた接続で設

定する 

メール通知ボタン 

 

見える化画面アクセス用のIPアドレスや電力情

報を設定したメールアドレスへ通知することができ

ます。 

 

短押し：設定が有効になっている場合、異常 

通知、実績積算（毎日、毎月）が 

発報されます。 

長押し：子機（STA）モード時の見える化画 

面アクセス用のIPアドレスが通知され 

ます。 

異常/実績情報のメール受

信先を設定する 

警告解除ボタン  エラー発生時に約2秒間押すことで解除すること

ができます。 

 

●エラー発生時の対処方法

／エラーコード確認方法 

エラーコードを解除したいとき 
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＜設定ボタン説明＞ 

設定ボタンでは、運転コースおよびWPSの設定、見える化画面アクセス用IPアドレスと屋内用リモコン

の製造番号の確認を行うことができます。 

 

 

 

＜操作ボタン説明＞ 

運転コースの設定や見える化画面アクセス用IPアドレスの確認を行う際、メインボタンで下記の操作を

行います。 
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 準備 

設定をはじめる前に 

屋内用リモコン（MPR0003）を介して、表示端末（スマートフォンやパソコンなど）により本製品の

詳細な運転状況の確認や設定を行うことができます。本製品をインターネットに接続することで、製品の

設置状態の確認を行っています。インターネットに接続するための通信機器をご準備いただき、接続確認

をお願いします。 

 

★インターネットへの接続方法は、表示端末(スマートフォン等)との接続方法をご確認ください。 

 

 
【表示できる端末やブラウザ】 

表示ブラウザ 
Google Chrome 

Safari 

標準ブラウザサイズ 縦1024×横768以上 

表示向き 縦向き 

表示端末 

パソコン 

Android タブレット/スマートフォン 

iPad/iPhone7以降 

対応デバイス（OS） iOS12、Android OS 8.0以降 

同時接続端末 
最大5台程まで 

※接続数の上限に達すると接続できません。 

 

  

表示端末 

（スマートフォンなど） 
ルータ 屋内用リモコン 
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 運転を開始/停止する方法 

本製品を異常時などに運転/停止する場合には、以下の手順を行ってください。ご不明な場合は、お買

い上げの販売店または施工店へお問合せください。 

運転の開始 

※日常操作は不要です。 

① リモコン本体側面の主電源スイッチを「ON」にしてください。 

 

② 待機後に表示部が全点灯した後、「LoAd（LOAD）」が点滅して、消灯します。（約90秒） 

※連系接続用ブレーカ(太陽光発電用)を「OFF」から「ON」にして運転を開始した場合は、約

300 秒間の待機時間があります。停電からの復電時も同様に 300 秒の待機時間があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ メニューボタン を約2秒間長押しして、サブボタンを表示させます。 

 

④ 運転/停止ボタン を押すと、運転/停止ボタン上の状態表示LEDが緑色に点灯し、運転が開

始されます。太陽ボタンを 押して発電量(kW)が表示されていることをご確認ください。 

太陽電池を設置していない場合は電池ボタン を押して、充放電量(kW)をご確認ください。 
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運転の停止 

お手入れをされる時や障害が発生した時は、運転を停止させてください。 

お手入れが終われば、運転を再開させてください。 

 

① メニューボタン を約2秒間長押しして、サブボタンを表示させます。 

※7セグメント表示が消灯している場合は、メニューボタン を押すことで表示されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 運転/停止ボタン を約5秒間長押しして、運転を停止します。 

※運転停止状態でも家庭内の電力使用量は系統ボタン を押すことで確認できます。 

                   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

28 

停電時の運転（自立運転）について 

停電時、運転開始方法(自動/手動)の切替えを設定できます。 

※ご購入時の初期設定では、手動(自動切替は「OFF」)になっています。 

表示端末から詳細設定を行います。(自立運転の自動/手動切替設定に記載しています。) 

※運転開始方法が自動もしくは手動であっても停電/復電の切替時に使用していた電気機器は一旦

停止します。本製品は無停電電源装置（UPS）ではありません。 

※停電時使用できる場所は、特定負荷として選定した回路もしくは非常時兼用コンセントのみです。 

 

自立運転の開始と停止 

◼ 手動設定の場合 ※ご購入時の設定 

① 本製品は停電が発生すると自動的にサブボタンが表示され、自立運転ボタン 上の状態表示

LEDが緑点滅します。※電池の残量(％)が表示されます。 

② 自立運転ボタン を押すと、自立運転を開始し、予め決めておいた特定負荷回路もしくは非

常時兼用コンセントに電力を供給します。※再度自立運転ボタンを押すと自立運転が停止しま

す。自立運転を停止しても太陽電池からの充電は行います。 

③ 停電が解消すると自動的に通常運転(連系運転)に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 自動設定の場合 

① 停電が発生すると自動的にサブボタンを表示し、自立運転を開始します。 

※電池の残量(％)が表示されます。 

② 停電が解消すると自動的に通常運転(連系運転)に戻ります。 

※特定負荷用切替開閉器/切替盤を切替えた瞬間、配線が接続されている機器が一瞬停止しま

すが、本製品の故障ではありません。停電時の自動切替や停電解消時の自動切替時間は10秒

以内です。 
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 見える化画面の接続 

見える化画面 アクセス用IPアドレスの確認 

見える化画面アクセス用の IP アドレスを、表示端末の対応ブラウザ上で入力することにより見える化

画面を表示します。 

iPhone をご利用の場合、IP アドレスの代わりに「enemo01.local」でも見える化画面にアクセスでき

ます。 

 

■ リモコンの表示部による IP アドレス確認 

① サブボタンを表示して「設定」を押します。 

「CourS（コース）」と表示されます。 

 

② 「太陽電池（△）」または「系統（▽）」を押して、

「InFo（インフォ）」を表示させます。 

「InFo（インフォ）」表示中に「電池（〇）」を 

押してください。 

 

③ 「urL（URL）」が表示されたら、もう一度「電池

（〇）」を押して選択してください。 

  

④ 表示部に現在の IP アドレスを順にスクロール表示します。 

表示例「１９２．１６８．１．２１０」等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ メモを取るなどして表示内容を控え、「設定（戻る）」を押してください。 

電力表示画面まで戻ったら確認は完了となります。 
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見える化画面 ログイン 

本製品の運転状況や実績、設定確認を「見える化画面」を表示して行います。 

 

① リモコンと通信している通信機器を介して、表示端末をインターネットへ接続してください。 

インターネットへの接続が完了している場合、リモコンの画面右上に通信状態ランプ が点灯して

います。点灯していない場合は、表示端末（スマートフォン等）との接続方法をご参照ください。 

 

 

② http://の後にリモコンから確認した IP アドレスを対応ブラウザ(Google Chrome/Safari)へ入力

するとログイン画面が表示されます。 

     
 

③ ログイン画面が表示されたら、以下のユーザ ID とパスワードよりログインを行ってください。 

ユーザID：user、パスワード：pass 

     
 

④ ログイン後、トップ画面が表示されます。 
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見える化画面 表示項目 

★接続したURLはお気に入り登録などブックマークしていただくことをオススメします。 

見える化画面に表示されている電力量と実際の電力会社の明細書等に記載されてある電力量が異な

る場合があります。これは計測上の誤差、端数（小数点）の切捨てが行われているためです。 

 

【天気予報】 

ユーザ情報登録をすることで、天気情報をご確認いただけます。 

自動運転コースをご利用の場合、天気に応じて最適なコースへの変更を自動で行うため、より効果的に 

ご利用いただけます。 

※インターネットへの常時接続が必須です。 

 

 

【現在の状態】 

現在の発電電力・系統電力・蓄電電力・これまでの経済効果を表示します。 
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【今日の実績】 

表示時点でのその日の発電・買電・売電の電力量を表しています。また、電気料金および経済効果も

確認可能です。 

 

 

 

【過去のデータ】 

過去の実績データを日間・月間・年間単位で確認可能です。また、表示時点までの売電・買電・蓄電

池の電池残量・発電自己消費量や経済効果などを表示します。 
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見える化画面の表示項目詳細 

No. 項目名 説明 

1 発電電力 

【数値】太陽光発電の瞬間発電量を表示します。(複数台のときは合計値) 

【表示】発電電力の値が0.1以上の場合は緑色で「発電」と表示します。 

それ以外の発電なしの場合は、灰色で「発電なし」と表示します。 

2 系統電力 

【数値】系統から供給または系統へ出力する電力量を表示します。 

値を取得できない場合、自立運転の場合は、「-.-kW」と表示します。 

【表示】系統電力の値が0.1以上で買電の場合は灰色で「買電」、売電の場合

は緑色で「売電」を表示します。自立時や系統なしの場合、表示はされません。 

3 蓄電電力 

【数値】蓄電池への充放電量(複数台のときは合計値)を表示します。 

【表示】蓄電電力の値が0.1以上で充電の場合は緑色で「充電」、放電の場合は 

灰色で「放電」を表示して、それ以外は表示しません。 

【充電量表示】 

取得する蓄電池残量(SOC)で画像の表示を変更します。 

以下の5段階で表示します。 

 0％ 

 1％～25％(赤色) 

26％～50％(緑色) 

51％～75％(緑色) 

76％～100％(緑色) 

4 
これまでの 

経済効果 

システム導入から現時点までの経済効果を全て積算した値を表示します。 

※但し、最小単位は100円とし、100円未満は切り捨てとする。 

5 契約プラン 「ユーザ情報登録」画面で登録した電気料金プラン名が表示されます。 

6 発電電力量 当日の積算発電電力量（kWh）を表示します。 

7 買電電力量 当日の積算買電電力量（kWh）を表示します。 

8 売電電力量 当日の積算売電電力量（kWh）を表示します。 

9 電気料金 当日の買電電力料金（円）を表示します。 

10 経済効果 

表示時までの当日の経済効果（円）を表示します。 

(①＋②＋③+④) 

①売電収入（円） 

②太陽光発電で得した電気代（自家消費による購入電力の削減） 

③蓄電池で得した電気代（蓄電池放電による購入電力の削減） 

④電気料金プラン変更で得した電気代 

11 過去のデータ 過去のデータのプルダウンを切替えることで、表示したい期間や日付を切替えられます。 
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No. 項目名 説明 

12 グラフ 

以下の項目を棒グラフ（積上げ）および折れ線グラフで表示します。 

・消費電力量：買電/蓄電池放電/発電自己消費（棒グラフ） 

・売電/発電/電池残量（折れ線グラフ） 

※折れ線グラフの内容は、グラフ上のボタンを押すことで売電/発電/電池残量に

表示を切替えられます。 

13 電波アイコン 電波強度を表示します。 

14 
データ 

ダウンロード 

実績データまたは遠隔出力制御スケジュールをパソコンまたはmicroSD 

カードにダウンロードすることができます。 

15 エラー 

異常が発生中は、トップ画面上の鈴のアイコンにエクスクラメーションマーク  を表

示します。クリックすることで異常内容を表示します。発生している異常の日時、エ

ラーコード、異常内容を最新10件分まで表示します。異常が発生していないとき

は操作できません。以下に表示例を示します。 

"・2018-01-10 02:10 **-** パワコン異常発生" 

"・2018-01-14 06:10 **-** パワコン時刻設定失敗" 

"・2018-11-20 13:10 **-** パワコン通信異常発生" 

"・2018-12-30 15:10 **-** 外部メモリアクセス異常発生" 

16 設定 プルダウンで「設定画面」、「ログアウト」を表示します。 

17 運転コース 

設定画面で選択した、以下のコース名を表示します。 

●自動運転コース（AUTO）：「ユーザ情報登録」画面で登録、時間帯により 

料金単価の異なる電気料金プランをご契約されている場合に選択可能です。 

登録した電気料金プランに最適な運転をします。 

●夜間充電優先コース（ECO）：設定した充電時間帯に商用系統から蓄電

池へ充電し、設定した放電時間帯に放電します。 

●自家消費優先コース（GREEN）：発電した電力は、家庭内の電化製品で

優先的に消費され、余剰電力を蓄電池に充電し、更に余った電力は電力会社

へ売電します。夕方日没後から夜間にかけて放電します。商用系統からは蓄電

池に充電しません。 

●備蓄優先コース（STORE）：非常時に備えて蓄電池を満充電にするコース

です。満充電の場合は、余剰電力を売電します。 

18 消費電力 

家庭内全体の消費電力を表示します。値を取得できない場合は「-.-kWh」と表

示します。 

・電力表示 ※1 

・運転ステータス 

・補助表示(蓄電池使用可能時間) ※2 

※1 並列運転時は#1,#2を先頭に付与 

※2 自立運転時のみ表示 
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 各種設定方法 

リモコンの日時設定 

正しい時刻が表示されない場合は、以下の設定をしてください。 

 

① 設定画面から「初期設定」を選択し、「時刻設定」を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

② 変更する場合は、手動入力または自動設定「時刻取得」をしてください。 

※更新されると、「設定を更新しました」と表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 更新後に画面上部に正しい時刻が表示されていることを確認してください。 
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リモコンの基本設定(製造番号確認/消灯時間/明るさ調整) 

リモコンの基本設定画面では、リモコンの製造番号確認や消灯時間、表示の明るさを変更できます。

また、ECHONET-Lite 機能や電気料金の設定が行えます。お客様の使用環境に設定後、更新の作

業を以下の手順で実施ください。 

 

① 見える化画面の右上の「設定」を押してください。 

② 下図のメニューより「リモコン」を選択してください。 

③ 「リモコン」を選択後に、「基本設定」を押してください。 

 
 

 

④ お客様のご使用環境に設定変更を行われたら、「更新」を押してください。 

※後ほどユーザ情報設定をされる場合、料金設定は変更不要です。 
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ユーザ情報登録(気象警報連動機能、自動運転コース) 

インターネットに接続された屋内用リモコンの見える化画面を表示して、ユーザ情報を登録することで以

下の機能が使えます。 

 

1. 見える化画面のトップ画面に天気予報を表示 

2. 気象警報連動機能（※自立運転中は除きます） 

3. 自動運転コース(AUTO) 

4. 電気料金、経済効果の表示 

 

■ 設定には子機(STA)モードで運転中の屋内用リモコンの見える化画面より設定をおこなう必要

があります。 

 
① 表示端末で STA モードの見える化画面を表示して、「設定」を押してください。 

② 下図のメニューより「リモコン」を選択してください。 

③ 「リモコン」を選択後に、「基本設定」を押してください。 

※見える化画面のトップにある「ユーザ情報を設定」からでも表示出来ます。 

 
 

④ ページ内にあるユーザ情報の「設定」を押してください。 
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⑤ 以下のような確認ページが表示されます。説明内容をご確認頂いて「同意して利用する」を選択し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※確認ページが表示されない場合、Google Chrome又はSafariの設定より、以下の項目の設定状

況も確認してください。 

 

●Safariの場合                  ●Google Chromeの場合 

・ポップアップブロック                   ・ポップアップとリダイレクト 

・サイト越えトラッキングを防ぐ 

 

ユーザー情報登録画面が表示されない場合 

 お使いの端末に合わせて、以下設定を変更して画面表示の確認お願いします。 

 ・Safari の場合 

  「設定」⇒「Safari」⇒「ポップアップブロック」⇒ 無効（   ）に設定 

  「設定」⇒「Safari」⇒「サイト越えトラッキングを防ぐ」⇒ 無効（   ）に設定 

 

 ・Google Chrome の場合 

  ブラウザ（Chrome）を開きます ⇒ 右上の（  ）を押す ⇒「設定」⇒「サイトの設定」 

   ⇒「ポップアップとリダイレクト」⇒ 許可（   ）に設定 

 

 ※ユーザー情報登録完了後に、元の設定に戻してください。 

 

 

【サンプル画像】 
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⑥ 「同意して利用する」を押すと以下のような「ユーザ情報登録」画面へ移動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 登録に必要な次の情報を入力して、「登録」を押してください。 

●郵便番号 

●現在契約している電気事業者名（電力会社名） 

●現在契約している電気料金プラン 

●現在契約している電気容量（kVA）  

※アンペア（A）表記の場合は、kVA にして入力してください。例：60A⇒6kVA 

●売電単価（太陽光発電の余剰電力の売電単価） 

 

⑧ 「ユーザ登録が完了しました」を確認後、「ユーザ情報登録」画面を閉じてください。 
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⑨ 「登録」完了後に、見える化画面内のユーザ情報「読込」を押してください。更新日時が表示されま

す。 

 

 

 

 

 

 

⑩ トップ画面へ戻って天気予報など登録した情報が正しく反映されていることを確認してください。 

（ページ上段の ENERGY MONITOR を押すとトップ画面へ戻れます。） 

以上の設定が完了すると自動運転コース(AUTO)の設定が可能になります。 

設定方法は運転コースの設定方法および詳細設定を参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【登録完了後の画面表示例】 

 

 

⑪ トップ画面の右上より「設定」⇒「リモコン」⇒「基本設定」のページを表示してください。 

「気象警報連動機能」を利用される場合は、「有効」にして画面最下部の「更新」を押してください。 
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異常/実績情報のメール受信先の設定 

① 「リモコン」メニューの「メール設定」を押してください。 

 
 

② 項目を「有効」に設定しておくことで、以下の情報が登録されているメールアドレスに通知されます。 

 
 

• 異常通知メール配信：異常発生時にメール通知します。 

• 実績積算メール配信 毎日 ： 毎日の電力情報の積算量をメール通知します。 

• 実績積算メール配信 毎月 ： 毎月の電力情報の積算量をメール通知します。 

 

※「有効」に設定すると以下の日時で通知されます。 

実績積算メール配信 毎日 ： 前日の電力情報については翌日の10時頃。 

実績積算メール配信 毎月 ： 先月の電力情報については翌月1日の10時頃。 

 

③ エラー情報や電力情報を受信したいメールアドレスの追加や変更、削除を行えます。メールアドレスは

最大 10 件登録可能です。 

設定変更の入力が完了したら「更新」を押し、「更新されました」のメッセージが出たらメール設定完了

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※リモコンのメール通知ボタン を押すと、登録されているメールアドレスに見える化画面のアクセ

ス用IPアドレスが届きます。 
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運転コースの設定方法および詳細設定 

① 設定画面の｢PCS1｣メニューの「基本設定｣を選択してください。 

② 項目の設定を変更し、反映させる場合は「更新」を押し、「更新されました」のメッセージが表示され

たら完了です。 

※充電・放電時間については、お客様で設定していただけます。 

 

   

 

  

 
コース選択を 

行ってください。 

 

コース選択を行う

と自動的に入力

されます。 

必要に応じて個

別で設定してくだ

さい。 
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■ コース 

運転するコースの設定・変更を行えます。※コースの説明は本製品の説明参照 

 

■ 充電開始/終了時間（時/分） 

設定された時間帯で、商用系統（電源）から蓄電池へ充電されます。 

夜間などの安い電気料金時間帯に充電時間を設定することで電気料金の削減に繋がります。 

次ページの充電時間帯における動作イメージをご参照ください。 

 

■ 放電開始/終了時間（時/分） 

設定された時間帯で、蓄電池から放電、および太陽電池から蓄電池へ充電が行われます。 

次ページの放電時間帯における動作イメージをご参照ください。 

 

■ 放電終止SOC 

蓄電池から電力の供給（放電）を停止する残量を設定できます。 

 

■ ご購入時の設定時間（運転コース別） 

   
※上記の時間は、ご購入時に設定されている時間になります。 

※GREENコースにおいては商用系統からの充電時間帯は設定できません。 

※太陽電池の発電電力を蓄電池に充電したい場合は、太陽電池が発電する時間帯を放電時間

帯に含めるように設定してください。 
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■ 充電時間帯（充電開始時間～充電終了時間）における動作イメージ 

※全区間が充電時間帯であると仮定して記載しています。 

太陽電池の発電電力が大きい場合は、系統からは充電しません。 

蓄電池からの放電は実施しません。 

 

 

■ 放電時間帯（充電開始時間～充電終了時間）における動作イメージ 

※全区間が放電時間帯であると仮定して記載しています。 

消費電力が太陽電池の発電電力より大きい場合、蓄電池から放電します。 

 

 

■ 充電時間帯、放電時間帯以外の動作イメージ 

※全区間が充電時間帯でも放電時間帯でもないと仮定して記載しています。 

蓄電池への充電、放電は実施しません。 
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自立運転の自動/手動切替設定 

① ｢PCS1｣メニューの「PCS設定」を押してください。 

※2台設置の場合は、「PCS2」も同様に作業を実施ください。 

② 自立運転自動切替の「自動/手動」を選択してください。 

③ 反映させる場合は「更新」を押します。「更新されました」のメッセージが出たら設定完了です。 

 

※ご購入時は、「手動」に設定されています。 

 

 

主幹ブレーカ容量の設定 

本製品が夜間充電を行う電力によって、アンペアブレーカ・主幹ブレーカが落ちることを防ぎます。アンペ

アブレーカ容量・主幹ブレーカ容量・自立出力バイパス機能は施工時に初期設定しています。アンペアブ

レーカ容量を変更された場合のみ、項目の設定を変更してください。 

※オール電化工事やリフォーム工事をされた場合に容量が変わる場合があります。 

 

自立出力バイパス機能についてのおねがい 

自立運転（特定負荷）と選定している回路へ、平常時にも電力供給を「有効/無効」とするかを設

定できます。初期設定では、「有効」に設定されています。無効に設定した場合、平常時に特定負荷側

へ電力が流れなくなるため、「無効」にしないようにしてください。 
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 データをダウンロードしたいとき 

実績データをPCまたはmicroSDカードにダウンロードすることができます。 

実績データの内容 

■ 保存内容 

項目 説明 

売電電力量(sell) 電力会社へ売電した電力量[Wh] 

発電電力量(pv) 太陽光で発電した電力量[Wh] 

蓄電池残量(soc) その日の最後の残量値[％]※日間データのみ 

買電電力量(purchase) 電力会社から購入した電力量[Wh] 

蓄電池放電量

(batt_discharge) 

蓄電池から放電した電力量[Wh] 

発電自己消費量(pv_use) 太陽光で発電した電力の内、自宅で消費した電力量[Wh] 

蓄電池充放電量(battery) 蓄電池で充放電した電力量(正：放電、負：充電) [Wh] 

消費電力量(load) 自宅で消費した電力量[Wh] 

※電力量は目安になります。電力会社による計測値が正式な値となります。 

 

■ 保存期間 

項目 期間 説明 

日間データ 3ヶ月分 30分毎の上記電力量と蓄電池残量 

月間データ 15年分 １日毎の上記電力量 

年間データ 15年分 月単位の上記電力量 
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実績データの保存 

① トップ画面の「データダウンロード」より、「実績ダウンロード」を押してください。 

② 設定のメニューリストから保存したい対象期間を選択してください。 

③ 「ダウンロード」を押すと、リモコンに接続中の表示端末へ実績データがダウンロードされます。 

「SD保存」を押すと、microSDカードに保存されます。「SD保存」はmicroSDカードをリモコンに挿

入している必要があります。 

※ファイルはCSVファイル形式となっています。 
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 表示端末(スマートフォン等)との接続方法 

表示端末への接続概要 

ご自宅で表示端末から詳細な運転状況の確認や設定を行うことができます。 

 

 
※ご自宅の外から表示端末より見える化画面を見ることはできません。 

※ご利用には無線で通信を行うことのできる以下のような表示端末が必要になります。 

・ スマートフォン 

・ パソコン（無線LAN通信を行えること） 

・ その他、タブレット端末 

※一部の表示端末からは見える化画面を見ることができない場合があります。 

 

ご利用時の注意・おねがい 

■ 電波使用について 

無線LANでは、表示端末と無線で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に通信

の接続が可能になります。セキュリティ設定を行っていない場合に以下のような問題が発生する可能性が

あるため、お客様自身でセキュリティの設定を必ず行ってください。 

・ 通信内容を盗み見られる可能性があります。 

・ 不正に侵入される可能性があります。 

 

■ 電波使用時の通信料について 

インターネットに接続する場合、通信料はお客様負担になります。 
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リモコンと表示端末のインターネット接続(ルータ変更の際にもご確認) 

インターネット接続方法を選択する 

  本製品のインターネットへの接続設定方法は、以下３つのいずれかで行えます。設置環境に最も適し

ている手順でインターネットへの接続設定を行ってください。また本製品への無線接続は 2.4GHz 帯（G）

のみ対応をしています。必ず 2.4GHz 帯（G）の SSID をご選択ください。SSID の詳細はお使いの

通信機器の取扱説明書をご確認ください。 

 

① 有線 LAN モードによる接続設定 

有線の場合は、リモコン背面に LAN ケーブルを接続します。無線の電波が弱い場合や WPS 機能に

よる接続設定を行わない場合の手順となります。有線接続後もしくは既に接続済の場合は、見える化

画面 アクセス用 IP アドレスの確認をご確認ください。 

 

【接続イメージ】 

 

②  WPS 機能を用いた接続設定 

WPS 機能を有した通信機器（ルータ、モバイル Wi-Fi）のボタン操作による接続をします。WPS 機

能を用いて設定を行う場合は、 WPS 機能を用いた接続で設定するにお進みください。 

 

③ 親機（AP）モードによる手動設定 

通信機器が WPS 機能を有していない場合の接続方法となります。手動で設定を行う場合は、親機

（AP）モードによる手動設定にお進みください。 
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WPS機能を用いた接続で設定する 

通信機器が WPS 機能を有している場合に、接続するお互いの機器の WPS ボタンを押すことにより

簡易に無線インターネットの接続設定が行える機能です。WPS ボタンの名称は機器メーカーによって異

なっている場合があります。※「無線設定ボタン」や「AOSS」や「らくらくスタートボタン」等を含みます。詳し

くはお使いの通信機器の取扱説明書を参照してご確認ください。（本書ではその他の名称含む総称とし

て「WPS」と表記します。） 

 

 

⚫ 準備 

・ WPS 機能を有した通信機器（ルータまたはモバイル Wi-Fi 等） 

・ リモコン 

※それぞれ主電源が入っていることを確認してください。 

本機能による接続を行う場合はリモコンへは LAN ケーブルが接続されていないこと。 

LAN ケーブル接続時は無線 LAN 機能を停止するため、WPS 機能は動作しません。 

 

⚫ 接続手順 

① 無線モードセレクトが「子機（STA）モード」で主電源スイッチ「ON」、「LoAd」点滅、電力表示後

にリモコンの左下のメニューボタン を 2 秒間長押して、サブボタンを表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【無線モードセレクト（AP/STA）】       【長押しでサブボタン表示】 
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② 表示されたサブボタンの「設定」を約 8 秒間長押して、リモコ

ンの表示部に「      （P WPS）」が点滅したら離してく

ださい。 

 

 

③ WPS 接続処理を開始します。120 秒以内に接続する通信

機器の WPS ボタンを押してください。 

※通信機器の取扱説明書を参照して WPS ボタンを押してくだ 

さい。また「P WPS」点滅中に「設定」を押して中断も行えます。 

 

 

④ WPS 接続が正常に完了すると、リモコン右上の「通信状態」

ランプが点灯します。 

※接続に失敗した場合は表示部に「    （NG）」と表示 

します。以下の見直しをおこなってください。 

・通信機器とリモコンとの距離が遠すぎる。 

・通信機器とリモコンの間に遮蔽物がある。 

・120 秒以内に WPS ボタンを押していない。 

 

 

⑤ 「通信状態」ランプの点灯後、設定された見える化画面アクセス用の IP アドレスが表示部にスクロー

ル表示されます。後ほど見える化画面の接続に使用しますので、メモを取るなどして控えてください。 

（例：192.168.1.210 等が左へスクロールします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※見える化画面アクセス用の IP アドレスを確認できた場合は、対応したブラウザ上で入力を行い、見

える化画面 ログインにお進みください。 
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親機（AP）モードによる手動設定 

  表示端末で見える化画面の表示、メール通知、ファームウェア自動ダウンロードをさせるためには 

 【ステップ１】親機（AP）モード → 【ステップ２】子機（STA）モード の順に設定する必要が 

あります。 

 

【ステップ１】親機（AP）モード 

 表示端末と直接リモコンを無線通信(Wi-Fi)で接続します。 

 

 

【ステップ２】子機（STA）モード 

表示端末とリモコンとの間に通信機器(ルータ、モバイル Wi-Fi 等)を介して無線通信(Wi-Fi)で

接続します。インターネットへの接続も可能となります。 

 

●利用可能機能 

 親機(AP)モード 子機(STA)モード 

見える化画面表示 可能 可能 

メール通知 不可能 可能 

ファームウェア 

自動ダウンロード 

不可能 可能 

 

  



 

 

  

55 

【ステップ１-１】親機（AP）モード （Wi-Fi への接続） 

① リモコン側面のカバー内にある無線モードセレクトが「子機（STA）モード」の場合は「親機(AP)モー

ド」に切替え、リモコン本体側面の主電源スイッチを入れ直してください。 

 

 

 

 

② 表示部が「全点灯」→「LoAd」点滅して「正常表示」となり、電力が表示された状態になります。 

起動には約 90 秒程度かかります。 

※①を行い、   が表示されている場合は、有線 LAN で接続されています。見える化画面 アク

セス用 IP アドレスの確認にお進みください。 

 

③ 表示端末の Wi-Fi を「ON」にし、リモコン本体底面の銘板ラベル記載の SSID（例．

ENEMO01_XXXX）を選択します。※ENEMO01_XXXX の XXXX は機器ごとに異なります。 

 

Android OS の場合           iOSの場合              パソコンの場合 

 

  

【全点灯】                    【LoAd 中】                     【電力表示】 
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④ KEY（パスワード）を表示端末のパスワードまたはKEYに入力します。 

 

 

 

  Android OS の場合           iOSの場合             パソコンの場合 

   

 

※SSID/KEY(簡易取扱説明書「施工店記入欄・リモコン特記事項」参照)を確認してください。 

 

⑤ Wi-Fiの接続を確認してください。 

Android OS の場合           iOSの場合            パソコンの場合 

     

 

⑥ 以下、銘板ラベル（例）の ACCESS URL AP MODE に記載の IP アドレスを、対応ブラウザの

アドレスバーに http://に続けて入力して検索してください。
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対応ブラウザ  ：   Google Chrome        Safari 

                               
※上記以外のブラウザでは表示や操作ができないことがあります。 

 

⑦ 表示端末でログイン 

ログイン画面が表示されるので、ユーザ ID：user とパスワード：pass を入力してください。 

 

 

 トップ画面が表示されたら「設定」より、「設定画面」を選択してください。 

 

 

※通信の設定がうまく行えない場合は、リモコン本体側面の主電源スイッチを入れ直してください。 

※見える化画面共通操作 

①各種設定を行う際は、トップ画面の「設定」より行ってください。 

②メニュー(リモコン・PCS1・PCS2)を選択することによって各種設定ページに移動します。 

下図は各種設定の共通操作になります。設置環境によっては、PCS2は表示されません。 
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【ステップ１-２】親機（AP）モード （ネットワーク設定） 

通信機器(ルータ、モバイルWi-Fi等)をご準備の上、以下の手順で操作を行ってください。 

 

① 設定画面内のメニューの「リモコン」を選択してください。 

 

 

② 「ネットワーク設定」を選択してください。 

 

 

 

③ 子機（STA）モード設定の「SSID」、「KEY(パスワード)」にお使いの通信機器(ルータ、モバイル

Wi-Fi等)のSSIDとKEY(パスワード)を入力して、「更新」を押してください。 

※リモコンにLANケーブルを接続する場合は、子機（STA）モード設定の入力は不要です。 

※リモコンが使用する周波数帯は、2.4GHz帯です。 

  2.4GHz帯と5GHz帯でSSIDが分かれている場合は、2.4GHz帯用のSSIDを入力してください。 

 
 

④ リモコン本体側面の主電源スイッチを「OFF」にしてください。 

 

親機（AP）モード （メール設定） 

親機（AP）モードでは、メールの設定が出来ません。子機（STA）モードにて設定をお願いします。 
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【ステップ２】子機（STA）モード （モード切替え） 

インターネット回線（無線LAN）で接続する場合は、リモコン本体側面の無線モードセレクトを「子

機（STA）モード」に切替え、リモコン本体側面の主電源スイッチを「ON」にしてください。 

         

 

リモコン起動後、数秒後にリモコン右上の通信状態 が点灯することを確認してください。 

※通信状態が点灯していない場合はネットワーク設定からご確認ください。 
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 こんなときは 

点検のしかた 

本製品を長く安全にご使用していただくために定期的に点検を行ってください。 

以下点検の結果、気になる点やその他の異常などを発見された場合は、お買上げの販売店または施

工店へお問合せください。 

 

■ 点検時期 

本製品の点検は定期的（1ヶ月毎を目途）に行ってください。 

■ 点検項目 

本製品の外観 ：汚れや大きなキズがないこと 

本製品の背面、放熱部カバーに異物などがないこと 

塗装の剥がれやサビなどがないこと 

本製品の音   ：聞きなれない音がしていないこと 

明らかな異音がしていないこと 

本製品の臭い ：異臭がしていないこと 

こげたような臭いなどがしないこと 

本製品の周囲 ：ほこりっぽくないこと 

高温になっていないこと 

湿気がひどくないこと 

本製品に物が当たっていないこと 

本製品へ悪影響を及ぼす環境になっていないこと 

※はじめに/安全上のご注意に詳細を記載してあります。 

本製品の表示 ：リモコンまたは見える化画面にエラーコードの表示がないこと 

[サブボタンを非表示のときに表示されるエラー] 

エラーコードが表示されたときを参照してください。 

[サブボタンを表示のときに表示されるエラー] 

お知らせや一時的に軽微な異常が発生しています。自然に解消されます。 

 

＜日常のお手入れ＞ 

・ 軽微な汚れの場合は、水を染みこませた布をよく絞って拭いてください。 

・ 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を染みこませた布をよく絞って拭いてください。 

・ 拭き終わった後は水を染みこませた布で洗剤を拭き取ってください。 

・ 放熱部カバー上部にほこりなどたまっている場合は乾いた布などで掃除してください。 
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お手入れの際、本製品のサイドカバーやネジ類を外さないでください。 

本製品本体に直接、水などをかけての掃除はしないでください。 

     本製品の清掃には、有機溶剤（シンナー、ベンジン等）、強アルカリ性物質、および強酸性物   

質を使用しないでください。高圧洗浄の水をかけないでください。 

 

お手入れについてご不明な点は、お買上げの販売店または施工店へお問合せください。 

 

本製品は設置後15年を超えると、蓄電性能が低下することがあるため、新しいものに交換することを 

ご検討願います。 

 

故障かなと思ったら 

■ リモコンのメニューボタンを約2秒間長押ししてもサブボタンが表示されない場合  

 リモコン本体側面の主電源スイッチを入れ直し、メニューボタン を約2秒間長押ししてもサブボ

タンが表示されない場合はお買上げの販売店または施工店へお問合せください。 

 

■ エラーコードを確認する場合 

 リモコンのメニューボタン を約2秒間長押しして、サブボタンを表示させて、警告解除ボタン

の上の状態表示LEDが赤色に点滅していないかご確認ください。もし点滅していた場合は警告解

除ボタン を押すとエラーコードが表示されます。エラーコードをご確認のうえエラーコードが表示さ

れたときを参照してください。 

 

■ 見える化画面が表示できないとき 

 親機(AP)モードの場合：表示端末のWi-FiをONにし、「！接続先ネットワークがインターネット

に接続されていません」と表示された場合は、モバイルデータ通信をOFFもしくは機内モードにして端

末データ通信をOFFにし、リモコンのWi-Fiに再接続してください。見える化画面アクセス用のIPアド

レスのAP MODEを表示端末のブラウザに入力してください。もしログイン画面が表示されない場合

はお買上げの販売店または施工店へお問合せください。 

子機(STA)モードの場合：通信機器の電源が入っていることを確認してください。見える化画面

アクセス用のIPアドレスに検索する前にリモコンに登録したネットワークに表示端末を接続してくださ

い。その後、見える化画面アクセス用のIPアドレスに接続してください。 
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■ 発電電力/系統電力/蓄電電力/消費電力の表示が、頻繁に「-.-kW」と表示される場合 

電力値を取得できない場合に「-.-kW」と表示します。リモコンと本体の通信が正しく実施されて

いない可能性があります。頻繁に起こる場合は、ご相談窓口までご連絡ください。 

 

■ 通知ボタンを押してもメールが届かない場合 

 通信機器の電源が入っていることと、リモコン右上の通信状態 が点灯していることを確認し

てください。また入力したメールアドレスに間違えがないか確認してください。その他にもお客様のメー

ル受信設定の迷惑メール設定をご確認ください。 

 

■ 運転が開始・再開をしない場合 

＜運転/停止ボタン上部の状態表示LED が点灯していない場合＞ 

日中は太陽ボタン を押して発電量(kW)を見てください。 

また、電池ボタン を押して充放電量(kW)を見てください。 

＜リモコンが全消灯して、反応もしない場合＞ 

メニューボタン を約2秒間長押ししてください。表示されない場合は、リモコン本体側面の主電

源スイッチが「ON」になっているか確認してください。主電源スイッチが「ON」になっている場合は、主

分電盤の連系接続用ブレーカ（太陽光発電用）、特定負荷用切替開閉器のブレーカが「ON」に

なっているか確認してください。ブレーカが「ON」になっている場合は、お買上げの販売店または施工

店へお問合せください。 

＜蓄電池残量がない場合＞ 

リモコンの電池ボタン を押して電池残量を確認してください。運転コースを備蓄優先コース

(STORE)に変更して、充電動作を行っても電池残量が上がらないまたは充電を行えない場合は、 

   販売/施工店へ連絡して発報されているエラーコードに従って解除操作を実施し、運転の再開と充

電をしてください。 

 

■ 充電に時間がかかる場合 

製品内部が１０℃を下回ると蓄電池保護のため、充電電力を抑えて動作します。また０℃以

下では、蓄電池保護のため蓄電池残量が１００％以下で止まる場合がありますが、異常ではあり

ません。 

 

■ 発電していない、または蓄電池から充電や放電がされないとき 

メニューボタン を約2秒間長押しして、サブボタンを表示させ、運転/停止ボタン の上にあ

る状態表示LEDが緑色に点灯をしているか確認してください。点灯していない場合は運転の開始を

参照ください。また、外気温が本製品の動作範囲（-20℃～50℃）を超えると充電または放電が

一時的に停止します。 

※自家消費優先コース（GREEN）の場合、日中の発電量が少ない場合は、蓄電池に十分に

充電されない場合があります。備蓄優先コース（STORE）に切替えて、充電が開始するか確

認してください。 

※充電が開始した場合、本製品に問題はありませんので、しばらく様子を見てください。 
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■ 気になる音が聞こえる、または異臭がするとき 

明らかな異音/異臭がする場合は、運転を開始/停止する方法をご確認いただき、本製品の運

転を直ちに停止してください。停止後、お買上げの販売店または施工店へお問合せください。 

※次のような音は故障ではありません。 

 本製品内から「カッチャカッチャ」という音がする 

 本製品内から「ジーッ」、「キーン」という音がする 

⇒本製品の動作音（運転の開始時、電力の変換時）になります。 

  



 

 

  

64 

 エラーコードが表示されたとき 

【エラーコード表示例】 

 

       

 

エラーコードは次のルールよって表記されます。 

○ｘ．*** 

○：アルファベット、エラーコード種別、もしくは系統連系保護表示 

x ：1桁の数字、0はリモコン、1・２はPCS番号 

．：ピリオド 

***：3桁の数字、異常の種類 

 

運転中に以下のエラーコード（お知らせ含む）が、リモコンや表示端末の見える化画面に表示される

ことがあります。お知らせとしてご確認頂きたい内容、手動操作により解除できる内容、メンテナンスや交

換・修理が必要になる場合がありますので、まずは表示されるエラーコードをご確認お願い致します。 

 

■ G1.***が表示された場合 

系統の一時的な異常が発生しましたが、本製品の異常ではありません。 

系統の異常が正常に戻ると約300秒間の待機時間の後、自動的に運転を再開します。 

 

■ N1.***が表示された場合 

製品の異常ではありません。一部機能の制限をしている状態です。制限がなくなれば解消されます。 

「警告解除」ボタン を押した時、発生していれば確認できますが、解除はできません。 

 

■ A1.***が表示された場合 

お知らせまたは一時的に軽微な異常が発生しています。自然に解消されます。 

本エラーコードは、サブボタン表示中のみ「警告解除」ボタン の上に赤点滅表示されます。 

※サブボタンを非表示中は、赤点滅は見えません。 

 

■ E1. ***が表示された場合 

一時的な異常を検知して本製品の運転が止まっています。 

エラーコード一覧表の内容を参考にして、原因を解消後、エラーコードを解除したいときに従い、エラ

ーコードを解除させたのち、「運転/停止」ボタン を押して運転を開始させてください。また、一時

的な軽微な異常を検知して、本製品が停止している場合がありますので、エラーコードの解除及び

運転の再開をお願い致します。繰返し同じエラーコードが表示される場合や解消されない場合は、

お買上げの販売店または施工店へお問合せください。 

 

正常時 エラー時 
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■ 「F*.*** 」、「H*.*** 」が表示された場合 

メンテナンスやサービスマンによる修理が必要になります。お買上げの販売店または施工店へお問合 

せください。 
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エラーコードを解除したいとき 

エラーコードの内容をご確認の上、必要に応じてエラー発生の原因を解消後、以下の手順で解除をお

願いします。 

※解消されない／本製品が動作しない場合は、お買上げの販売店または施工店へお問合せください。 

※エラー検出直後は解除できません。警告解除ボタンが点灯中は解除しないでください。3分程度待って

から解除してください。 

① サブボタンが表示されていない場合は、メニューボタン を約2秒間長押しして、表示させます。

（Aコードは自然解消されるため、サブボタンの非表示時には赤点滅が見えません。） 

 

② 警告解除ボタン を一度押して「Error」と表示されるのを確認してください。 

この状態で太陽ボタン または、系統ボタン を押すことで発生しているエラーコードが表

示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

③ その後に警告解除ボタン を約2秒間長押しすると、「CLEAr」が表示されます。 

                   

④ 正常に解除を行えた場合、運転/停止ボタン の上に緑のLEDが点灯していることを確認してく

ださい。 

 

⑤ メニューボタン を押すと通常の画面に戻ります。 
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エラーコード一覧表 

※製品のファームウェアバージョンにより、一部表示されるエラーコードが異なります。 

名称 
エラー 
コード   対応内容 

交流過電圧異常 Gx.001 

系統に異常が発生しました。 

自然に復帰しますが、頻繁に発生する場合は当社コールセンターま

でご連絡ください。 

交流不足電圧異常 Gx.002 

周波数上昇異常 Gx.003 

周波数低下異常 Gx.004 

受動的単独運転異常 Gx.005 

能動的単独運転異常 Gx.006 

交流過電圧異常 Gx.007 

温度制限動作 Nx.011 
本製品の温度が高くなっています。周囲にほかの熱源や直射日光が

常時あたっていないか確認してください。温度が下がると自動的に解

消されます。また発報中は出力を制限します。 

蓄電池ユニット 

充放電温度制限中 

Nx.933 

電圧上昇抑制 Nx.102 系統電圧が一時的に高くなっている可能性があります。頻発する場

合は、当社コールセンターまでご連絡ください。 

直流不足電圧状態（HVDC） Nx.104 当社コールセンターまでご連絡ください。 

PV発電不足状態（PV1） Nx.121 
日没時など太陽光発電がない時に表示されます。運転動作に異常

はありません。日中に発報されている場合は、太陽電池の接続およ

び太陽電池ストリング数（S2-03）、または太陽光発電用直流開

閉器が「OFF」になっていないことを確認してください。 

PV発電不足状態（PV2） Nx.127 

PV発電不足状態（PV3） Nx.146 

PV発電不足状態（PV4） Nx.152 

充放電温度制限中 Nx.225 

製品の温度が高温または低温になっています。制御中は充放電電

流を制御しますが、運転動作に異常はありません。 
蓄電池ユニット 

充放電温度制限中 

Nx.937 

ネットワーク接続異常 Ax.301 通信機器（ルータやモバイルWi-Fi）とリモコンの通信が出来ていま

せん。通信機器の電源が入っていること、設定したネットワーク情報

が正しいことを確認してください。リモコンは2.4GHz（G）帯にのみ

対応をしています。またリモコンと通信機器との距離が遠すぎないか、

電波が届いているかご確認ください。 

microSDカード異常 Ax.302 挿入したmicroSDカードの向きやmicroSDカードにロックがかかって

いないか確認してください。 

時刻設定異常 Ax.303 見える化画面より本体に現在の正しい時刻を設定してください。 

履歴データ異常 Ax.305 リモコンの主電源スイッチを再起動してください。症状が改善されない

場合は、当社コールセンターまでご連絡ください。 

遠隔出力制御サーバ通信 

異常 

Ax.306 遠隔出力制御の設定が「有効」になっている場合は、「無効」に変

更してください。出力制御要請がある場合は、正しい情報を確認し

て入力・設定してください。 

クラウドサーバー通信異常 Ax.307 初回設置時の通信確認（テストメール受信）以降に本製品とシス

テムとの通信が途絶している場合やメールアドレスを一つも登録して

いないと発報されます。また通信機器（ルータやモバイルWi-Fi）の

電源が切れていないこと、電波が届いていることを確認してください。 

サーバ証明書異常 Ax.311 サーバ証明書検証に失敗しました。しばらく経っても症状が改善され

ない場合は、当社コールセンターにご連絡ください。 
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名称 
エラー 
コード   対応内容 

内部通信異常 Ax.002 本製品内部の通信に一時的な異常が発生しました。繰返し発生す

る際は当社コールセンターまでご連絡ください。 

メモリ異常 Ax.004 リモコンの主電源スイッチを再起動してください。症状が改善されない

場合は、当社コールセンターまでご連絡ください。 

リモコン通信異常 Ax.006 リモコンの主電源スイッチを再起動してください。症状が改善されない

場合は、当社コールセンターまでご連絡ください。 

逆電力保護（RPR）異常 Ax.014 同時に発生しているエラーコードとともに、当社コールセンターにご連

絡ください。 

内部通信異常 Ax.018 リモコンの主電源スイッチを再起動してください。症状が改善されない

場合は、当社コールセンターまでご連絡ください。 

設定値異常 Ax.019 リモコンの主電源スイッチを再起動してください。症状が改善されない

場合は、当社コールセンターまでご連絡ください。 

ソフトウェアアップデート異常 Ax.020 リモコンの主電源スイッチを再起動してください。症状が改善されない

場合は、当社コールセンターまでご連絡ください。 

発電積算電力表示異常 Ax.030 サブボタン表示して「運転/停止」上が緑点灯しているかご確認くださ

い。点灯していない場合は、「運転/停止」を押して運転を開始させ

てください。点灯（運転）中の夜間や天候が悪い場合に発生する

場合があります。日中に発電電力を確認してください。 

本体主電源スイッチOFF Ax.032 本体サイドカバー内の主電源スイッチが「OFF」になっています。

「ON」になっていることを確認してください。 

直流過電圧異常 Ax.103 一時的に内部の直流電圧が低下しています。 

当社コールセンターまでご連絡ください。 

UO間過電圧異常 Ax.106 当社コールセンターまでご連絡ください。 

WO間過電圧異常 Ax.107 当社コールセンターまでご連絡ください。 

PV過電圧状態(PV1) Ax.120 

一時的に太陽光発電用開閉器に入力されている電圧が過電圧状

態となりました。症状が改善されない場合は、当社コールセンターま

でご連絡ください。 

PV過電圧状態(PV2) Ax.126 

PV過電圧状態(PV3) Ax.145 

PV過電圧状態(PV4) Ax.151 

直流過電圧異常 Ax.157 一時的に内部の直流電圧が上昇しています。 

当社コールセンターまでご連絡ください。 

直流過電流異常 Ax.284 一時的に過電流状態となりました。症状が改善されない場合は、当

社コールセンターまでご連絡ください。 

過充電状態 Ax.290 過充電状態です。継続して発報されている場合は、当社コールセン

ターにご連絡ください。 

蓄電池寿命警告 Ax.293 本製品の内蔵蓄電池容量が低下しています。蓄電池以外の機能

は変わらず使用可能です。 

蓄電池ユニット 

直流過電流異常 

Ax.984 蓄電池ユニット（MPR01H2035MR）が一時的に過電流状態と

なりました。症状が改善されない場合は、当社コールセンターまでご

連絡ください。 

蓄電池ユニット 過充電状態 Ax.990 蓄電池ユニット（MPR01H2035MR）が過充電状態です。継続

して発報されている場合は、当社コールセンターにご連絡ください。 

蓄電池ユニット 

蓄電池寿命警告 

Ax.993 蓄電池ユニット（MPR01H2035MR）の蓄電池容量が低下して

います。 

系統電圧センサ異常 Ex.001 エラーコードの解除後、症状が改善されない場合は当社コールセンタ

ーまでご連絡ください。 

時刻異常 Ex.003 エラーコードの解除後、症状が改善されない場合は当社コールセンタ

ーまでご連絡ください。正常に動作した場合は、コース設定をご確認

ください。 

内部温度異常 Ex.005 本製品の設置状況の確認してください。本体に直射日光が当たり

高温になっていたり、放熱カバーに埃などが詰まっていたりいないか確
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名称 
エラー 
コード   対応内容 

認してください。エラーコードの解除後、症状が改善されない場合は

当社コールセンターまでご連絡ください。 

停電時過負荷異常 Ex.012 エラーコードの解除後、症状が改善されない場合は当社コールセンタ

ーまでご連絡ください。 

特定負荷過負荷異常 Ex.013 本製品の自立運転出力を超えた負荷（2.0kW以上）が接続さ

れています。接続されている電気機器の見直しをお願いします。見

直し後、エラーコードの解除を行い、運転の再開をしてください。症状

が改善されない場合は、当社コールセンターまでご連絡ください。 

内部通信異常 Ex.015 エラーコードの解除後、症状が改善されない場合は当社コールセンタ

ーまでご連絡ください。 

蓄電池ユニットの接続異常 Ex.016 エラーコードの解除後、症状が改善されない場合は当社コールセンタ

ーまでご連絡ください。 

発電異常 Ex.017 エラーコードの解除後、「運転/停止」上の緑LEDが点灯していること

を確認してください。点灯していない場合は、「運転/停止」を押してく

ださい。症状が改善されない場合は当社コールセンターまでご連絡く

ださい。 

時刻異常 Ex.027 エラーコードの解除後、症状が改善されない場合は当社コールセンタ

ーまでご連絡ください。正常に動作した場合は、コース設定をご確認

ください。 

内部通信異常 Ex.028 

Ex.033 

エラーコードの解除後、症状が改善されない場合は当社コールセンタ

ーまでご連絡ください。 
初期化異常 Ex.031 

交流過電流異常 Ex.100 

直流分異常 Ex.101 

UW間過電圧異常 Ex.105 停電や太陽光ブレーカが「OFF」になっていないかご確認ください。

「ON」にした後にエラーコードの解除を行い、症状が改善されない場

合は当社コールセンターまでご連絡ください。 

非常用出力不足電圧異常 Ex.109 特定負荷用切替開閉器がある場合は、一度「商用系統」側に切

替えてください。エラーコードの解除後、症状が改善されない場合は

当社コールセンターまでご連絡ください。 

交流過電流異常 Ex.110 エラーコードの解除後、症状が改善されない場合は当社コールセンタ

ーまでご連絡ください。 

内部温度異常 Ex.112 
エラーコード発生中は本体が高温のため注意して、放熱部カバーに

埃などが詰まっていないか確認してください。 Ex.113 

内部通信異常 Ex.114 

エラーコードの解除後、症状が改善されない場合は当社コールセンタ

ーまでご連絡ください。 

周波数異常 Ex.115 

リレー異常 Ex.118 

周波数同期異常 Ex.119 

PV接続異常(PV1) Ex.123 

PV接続異常(PV2) Ex.129 

PV接続異常(PV3) Ex.148 

PV接続異常(PV4) Ex.154 

温度異常 Ex.124 
エラーコード発生中は本体が高温のため注意して、放熱部カバーに

埃などが詰まっていないか確認してください。エラーコードの解除後、

症状が改善されない場合は当社コールセンターまでご連絡ください。 

Ex.125 

Ex.130 



 

 

  

70 

名称 
エラー 
コード   対応内容 

温度異常 Ex.131 

エラーコード発生中は本体が高温のため注意して、放熱部カバーに

埃などが詰まっていないか確認してください。エラーコードの解除後、

症状が改善されない場合は当社コールセンターまでご連絡ください。 

Ex.149 

Ex.150 

Ex.155 

Ex.156 

負荷異常 Ex.134 

エラーコードの解除後、症状が改善されない場合は当社コールセンタ

ーまでご連絡ください。 

センサ異常 Ex.137 

～140 

周波数同期異常 Ex.141 

センサ異常 Ex.142 

直流過電圧異常 Ex.143 

Ex.158 

直流瞬時電圧低下異常 Ex.144 

内部通信異常 Ex.159 製品内でエラーを検出したため、製品を停止させています。屋内用リ

モコンの主電源スイッチを入れ直して、再起動してください。症状が改

善されない場合は当社コールセンターまでご連絡ください。 

センサ異常 Ex.160 エラーコードの解除後、症状が改善されない場合は当社コールセンタ

ーまでご連絡ください。 

非常用出力過電流異常 Ex.165 特定負荷回路に選定・接続した電気製品の出力が2.0kWを超え

ている、または20Aに達している可能性があります。特定負荷の見

直し、エラーコードの解除後、症状が改善されない場合は当社コー

ルセンターまでご連絡ください。 

蓄電池過電圧異常 Ex.200 

エラーコードの解除後、症状が改善されない場合は当社コールセンタ

ーまでご連絡ください。 

蓄電池不足電圧異常 Ex.201 

直流過電圧異常 Ex.202 

直流不足電圧異常 Ex.203 

内部温度異常 

 

Ex.205 エラーコード発生中は本体が高温のため注意して、放熱部カバーに

埃などが詰まっていないか確認してください。エラーコードの解除後、

症状が改善されない場合は当社コールセンターまでご連絡ください。 ～208 

内部通信異常 

 

Ex.209 

エラーコードの解除後、症状が改善されない場合は当社コールセンタ

ーまでご連絡ください。 

Ex.210 

センサ異常 

 

Ex.217 

～220 

直流過電流異常 Ex.280 

蓄電池通信異常 Ex.283 

直流過電流異常 Ex.285 

過放電状態 Ex.288 

低温過充電 Ex.289 

蓄電池ユニット 

蓄電池過電圧異常 

Ex.900 
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名称 
エラー 
コード   対応内容 

蓄電池ユニット 

直流不足電圧異常 

Ex.901 

エラーコードの解除後、症状が改善されない場合は当社コールセンタ

ーまでご連絡ください。 

蓄電池ユニット 

直流過電圧異常 

Ex.902 

蓄電池ユニット 

直流不足電圧異常 

Ex.903 

蓄電池ユニット 内部温度異常 Ex.906 

エラーコード発生中は本体が高温のため注意して、放熱部カバーに

埃などが詰まっていないか確認してください。エラーコードの解除後、

症状が改善されない場合は当社コールセンターまでご連絡ください。 

Ex.907 

Ex.908 

Ex.909 

Ex.910 

蓄電池ユニット 内部温度異常 Ex.911 

蓄電池ユニット 内部通信異常 Ex.912 

エラーコードの解除後、症状が改善されない場合は当社コールセンタ

ーまでご連絡ください。 

Ex.913 

漏電電流保護 Ex.922  

蓄電池ユニット センサ異常 

 

Ex.923 

～930 

蓄電池ユニット  

直流過電流異常 

Fx.980 

蓄電池ユニット 内部通信異常 Ex.983 

蓄電池ユニット 

直流過電流異常 

Ex.985 

蓄電池ユニット 過放電状態 Ex.988 

蓄電池ユニット 低温過充電 Ex.989 

メモリ異常 Fx.004 

お買上げの販売店または施工店へお問合せください。 

制御電源過電圧異常 Fx.008 

CTエラー（U相） Fx.009 

CTエラー（W相） Fx.010 

逆電力保護（RPR）異常 Fx.014 

ソフトウェアアップデート異常 Fx.022 

～ 026 

メモリ異常 Fx.029 

非常用出力過電圧異常 Fx.108 

漏電地絡検出 Fx.111 

ハードウェア異常 Fx.116 

Fx.117 
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名称 
エラー 
コード   対応内容 

PV過電流異常(PV1) Fx.122 

お買上げの販売店または施工店へお問合せください。 

PV過電流異常(PV2) Fx.128 

PV過電流異常(PV3) Fx.147 

PV過電流異常(PV4) Fx.153 

交流過電流異常 Fx.133 

ハードウェア異常 Fx.135 

Fx.136 

Fx.161 

Fx.162 

Fx.163 

直流過電流異常 Fx.204 

ハードウェア異常 Fx.211 

Fx.212 

直流過電流異常 Fx.215 

蓄電池リレー異常 Fx.221 

初期化異常 Fx.222 

ソフトウェアアップデート異常 Fx.223 

ハードウェア異常 Fx.224 

蓄電池通信異常 Fx.281 

内部温度異常 Fx.286 

Fx.287 

PCS通信異常 Fx.300 

ソフトウェアアップデート異常 Fx.304 

固定スケジュール異常 Fx.308 

複数台PCSパラメータ設定異常 Fx.309 

直流過電流異常 Fx.904 

蓄電池ユニット ハードウェア異常 Fx.914 

Fx.915 

Fx.918 

Fx.920 

Fx.921 

Fx.931 

蓄電池ユニット 

直流過電流異常 

Fx.932 

蓄電池ユニット 

蓄電池リレー異常 

Fx.934 
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名称 
エラー 
コード   対応内容 

蓄電池ユニット 初期化異常 Fx.935 

お買上げの販売店または施工店へお問合せください。 

蓄電池ユニット 

ソフトウェアアップデート異常 

Fx.936 

蓄電池ユニット 内部通信異常 Fx.981 

蓄電池ユニット 内部温度異常 Fx.986 

Fx.987 

端子台温度ヒューズ溶断 Hx.007 

お買上げの販売店または施工店へお問合せください。 

内部通信異常 Hx.291  

深放電 Hx.292  

蓄電池寿命警告 Hx.294 

充放電異常  Hx.295 

蓄電池異常 Hx.296 

Hx.297 

Hx.298 

Hx.299 

内蔵フラッシュメモリ異常 Hx.310 

内部通信異常 Hx.991 

蓄電池ユニット 深放電  Hx.992 

蓄電池ユニット 

蓄電池寿命警告 

Hx.994 

蓄電池ユニット 

充放電動作異常 

Hx.995 

※一覧表に記載のない A*_***や E*_***が発生した場合 

本製品に一時的な異常が発生し運転が停止しています。エラーコードの解除を行い、本製品の再起

動をお願いします。解除しても頻繁に発生する場合は、お買上げの販売店または施工店へお問合せく

ださい。 
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リモコンから製造番号を確認するとき 

 お客様が本製品に関して、ご相談窓口よりお問合せいただく際に、リモコンの製造番号をご確認する場

合がございます。 

 

■ リモコンの表示部による確認 

① サブボタンを表示して「設定」を押します。はじめに、「CourS

（コース）」と表示されます。 

「太陽電池（△）」または「系統（▽）」を押す毎に、次のよ

うに表示が変わります。 

「          (CourS)」⇔「        (InFo) 」⇔

「          (SEtuP) 」⇔「          (CourS)」 

 

② 「InFo（インフォ）」を表示中に「電池（〇）」を押して選択

してください。 

 

③ 「UrL（URL）」表示されたら、「太陽電池（△）」または

「系統（▽）」を一度押します。「Sn（製造番号）」が表

示されたら「電池（〇）」を押して選択してください。 

  

④ 表示部に製造番号を順にスクロール表示します。 

表示例「I200000004XY」等 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ メモを取るなどして表示内容を控え、「設定（戻る）」を押して、 

電力表示画面まで戻って確認は完了となります。 

※リモコンへ表示される７セグメントは次のようになります。 
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アップデート中に注意すべきこと 

リモコン表示部に「      (UPDAT)」が表示されている際は、ファームウェアのアップデート中

のため、リモコン本体側面の主電源スイッチを「OFF」にしないでください。ファームウェアのアップ

デートは夜間(深夜1時頃)の運転停止中に自動的に行われますので、お客様の操作は不要で

す。 

     ※アップデートの時間などは変更となる場合があります。 

 

ECHONET-Lite対応HEMS機器と接続したいとき 

本製品に接続された太陽光発電の発電状況や蓄電池の充放電情報を ECHONET-Lite に対応し

た HEMS 機器の表示端末（モニター、スマホなど）に表示できます。 

※接続先の HEMS 機器により設定など必要になる場合があります。また事前に接続予定の HEMS 機

器が本製品と接続確認済みであることを確認してください。詳しくは接続する HEMS 機器メーカーへお問

合せください。確認済みの対応機器については当社ホームページ 

（https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/product/）で随時更

新します。 

 

■ 通信・表示設定の準備 

① 次のような構成の機器を準備してください。 

本製品（MPR01S4023MR、MPR01S5535MR）、リモコン(MPR0003) 

インターネット環境（ルータやモバイル Wi-Fi など）、スマホ・パソコンなどの表示端末 

ECHONET-Lite 対応 HEMS 機器 

 

⚫ 宅内のネットワークに接続して HEMS 機器の画面を表示する場合（宅内のみ画面閲覧可能） 

 
⚫ クラウドサーバーに接続して HEMS 機器の画面を表示する場合（宅外で画面閲覧可能） 

    

https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/product/


 

 

  

76 

② 見える化画面にユーザ ID とパスワードでログイン後、画面右上「設定」⇒「リモコン」を選択します。 

 

 
 

③ 「リモコン」画面内の「基本設定」内の ECHONET-Lite 機能の「有効/無効」を「有効」と選択を 

して画面下部の「更新」を押してください。 

※初期設定は「無効」になっています。本設定変更後、屋内用リモコンは再起動されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ECHONET-Lite 動作モード解除時間(時間)は指定がない場合は変更不要です。 

 

④ 設定は以上です。ECHONET-Lite 対応 HEMS 機器の表示画面などに本製品の電力情報等が

表示されていることを確認してください。表示されない場合や誤った値が表示される場合は接続して

いる HEMS 機器の取扱説明書や設定マニュアルをご確認ください。また、以下の設定を再度ご確

認ください。 
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■ 正しく表示されない、STA モードで接続出来ない場合 

リモコンと表示端末のインターネット接続(ルータ変更の際にもご確認)より設定を見直してください。 

屋内用リモコン右上の通信状態ランプ が点灯している事を確認してください。 
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本製品のシャットダウン手順 

長期間(1 か月以上)使用しない場合や異常が発生した場合は、必ず以下の手順のとおりシャットダウ

ンを行って販売店または施工店までご連絡ください。 

 

① 電池ボタン を押して、蓄電池残量（SOC）が 80%以上であることを確認してください。 

80%を下回っている場合は、備蓄優先コースへ変更して、80%以上になるまで充電を実施してくだ

さい。※コースの変更方法は、運転コースの設定方法および詳細設定をご参照ください。 

② 運転の停止の手順に従って運転を停止してください。 

③ リモコン本体側面の主電源スイッチを「OFF」にします。 

④ 主分電盤の連系接続用ブレーカ（太陽光発電用）を「OFF」にします。 

⑤ 特定負荷用切替開閉器がある場合は、開閉器（レバー）が商用系統(電源)側になっていることを

確認してください。 

※開閉器（レバー）の表記はメーカーによって異なります。 
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 遠隔出力制御機能について 

2015年4月1日より、経済産業省による出力制御ルールの施行に伴い、本製品は遠隔出力制御

(出力制限)ができる機能を搭載しています。本機能により、電力会社からの出力制御指令を、リモコンを

通じて本製品が受取り、制御指令値に応じた本製品のコントロールを行います。 

 

※遠隔出力制御は省令により定められたものであり、機能を無効化することはできません。 

 

遠隔出力制御が働いた場合は、見える化画面のホーム画面に「遠隔出力制御」と表示されます。 

またリモコンの発電電力値の数値の前に「L2 or L3 or L6 or L7」（表示例は屋内用リモコン＜メイン

ボタン説明＞参照）が追加で表示されます。 

 

本製品は、運転中にリモコンを経由して電力会社と双方向通信を行います。双方向通信ができない

状況が一定時間継続すると、本製品はエラーコード「遠隔出力制御サーバ通信異常Ax.306」をリモコ

ン、見える化画面に表示し、運転は継続します。ただし、電力会社と通信ができない状況が長期間継続

し、リモコンに保存されている制御スケジュール情報がなくなった場合、「固定スケジュール異常Fx.308」を

リモコン、見える化画面に表示し、運転が停止します。 

 

リモコンにエラーコード「Ax.306」、「Fx.308」が表示されたときは、以下の項目についてご確認ください。 

※通信が正常に戻れば自動的に運転を再開します。頻繁に発生する状態が続くようでしたら、お買上

げの販売店または施工店へお問合せください。 

 

・ インターネットの接続を確認してください。 

・ 通信機器(ルータ、モバイルWi-Fi等)が正常に動作しているか、またはルータの電源コンセント

が抜けていないか確認してください。 

 

停電時の自立運転中には出力制御機能は働きません。 

※最大出力 2000W (100V/20A)です。 
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 仕様一覧 

 

項 目 MPR01S4023MR MPR01S5535MR 

系
統
連
系
配
線
口 

系統の種類 単相3線100V/200V 

出力電気形式 単相2線式(単相3線結線) 

定格出力電圧 202V 

定格出力 
4.0kW(有効電力) 

/4.2kVA(皮相電力) 

5.5kW(有効電力) 

/5.8kVA(皮相電力) 

定格力率 0.95％ 

系統電圧制御方式 電流制御方式 

定格周波数 50Hz/60Hz 

逆潮流の有無 逆潮流あり(押し上げ効果なし) 

売電方式 余剰電力売電 

電力測定精度 
電力    ：3％以内(定格出力時) 

積算電力：3％以内(力率0.95/出力電力4kW,2kW,1kW) 

自
立
運
転
配
線
口 

定格電力 2.0kVA 

定格電流 20A 

定格周波数 50Hz/60Hz（連系時の周波数） 

定格電圧 単相2線式101V±6V 

その他 
停電時自動切替機能付き（切替時間10秒以内） 

非停電時バイパス機能付き 

太
陽
光
発
電
配
線
口 

定格電圧 DC 250V 

定格電流 8.4A 9.8A 

最大許容電圧 DC 450V 

動作電圧範囲 DC 65V ～ 440V 

定格入力電力 2.1kW/ストリング 2.2kW/ストリング 

最大入力電力 
3.0kW/ストリング 

（2回路、合計6.0kW） 

3.0kW/ストリング 

（2.2kW/ストリングで電力制限動

作、合計8.8kW以内） 

入力回路数 2入力（MPPT個別） 4入力（MPPT個別） 

絶縁方式 非絶縁方式 

最大電力追従 

制御範囲(MPPT) 
DC 65V～360V 



 

 

  

81 

項 目 MPR01S4023MR MPR01S5535MR 

太
陽
光
発
電

配
線
口 

 

定格動作運転範囲 
DC210V/10A～ 

340V/6.2A/ストリング 

DC145V/10A～ 

340V/6.4A/ストリング 

最大入力電流 15.0A/ストリング 

電力測定精度 3％以内（定格運転時） 

蓄
電
池 

蓄電容量 
2.3kWh/ 

5.8kWh（蓄電池ユニット増設時） 

3.5kWh/ 

7.0kWh（蓄電池ユニット増設時） 

初期実効容量 

（JEM1511による) 

2.08kWh 

5.2kWh（増設時） 

3.11kWh 

6.23kWh（増設時） 

定格充放電電力 

（最大入出力） 
2.0kW 

定格放電可能時間 
約65分 

約170分（増設時） 

約93分 

約198分（増設時） 

そ
の
他 

耐用年数 15年 

設置環境 屋外/屋内 

製品重量 約75kg 約88kg 

外形寸法 
W711×H735×D324(mm)  

(サイドカバー・取付脚含む) 

W697.5×H792×D325.5mm 

(サイドカバー・取付脚含む) 

塗装色 アイボリー シルバー 

使用温度 

-20～50 ℃ 

※+40℃～+50℃:太陽光温度上昇抑制運転・蓄電池充放電抑制運転 

  -20℃～+10℃：蓄電池充電抑制運転 

※連続した充放電を行うような使用をした場合、本製品内部の保護機能に

より充放電レートの抑制・50%で充電停止をする場合があります 

保管温度 -20～60 ℃ 

湿 度 20％～95％RH（結露なきこと） 

冷却方式 自然空冷方式 

待機電力 10W以下 

運転効率 

太陽電池配線口～系統配線口 96％ 

蓄電池配線口～系統配線口 96％ 

※JISC8961による 

外部通信 

屋内用リモコン用通信コネクタ 

増設通信用コネクタ 

電池増設用通信コネクタ 

RPR用CTコネクタ 

外部発電機用CTコネクタ 

接地 D種接地またはC種接地 
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項 目 MPR01S4023MR MPR01S5535MR 

そ
の
他 

絶縁耐圧 AC 1,500Ｖ 1分間（主回路・制御回路一括対アース間） 

絶縁抵抗 
1MΩ以上 (DC500Vメガーにて) 

（主回路一括対アース間） 

ECHONET Lite仕

様 

蓄電池クラス、住宅用太陽光発電クラス、 

住宅用分電盤クラス、必須プロパティ搭載 

規格 Version 1.13 Release J 
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 本製品の保証について 

■ 保証期間  

１５年 

 

■ 保証対象機器 

・ 蓄電池一体型システム（MPR01S4023MR / MPR01S5535MR） 

・ 【別売品】蓄電池ユニット（MPR01H2035MR） 

以下、上記製品との同時使用を条件とする。 

・ 屋内用リモコン（MPR0003） 

・ RPR用CT（φ16/MPR0004・φ24/MPR0009） 

 

■ 保証適用条件 

・当社施工ID保有の施工者が施工説明書に従って設置をしていること。 

・系統連系開始後３ヶ月以内のWeb保証登録を行っていただく必要があります。保証登録を行って

いただいた後、保証登録書発行・発送となります。保証書は大切に保管をお願い致します。保証書

の提示を求める場合がございます。 

※インターネットを接続した状態でのご利用を強く推奨します。 

 

■ 保証内容 

取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意に従った使用状態で、かつ保証期間中に、当社の責任に

よる対象機器の故障及び不具合が発生した場合に、無償で交換または修理対応を致します。 

また正常なご使用状態で、蓄電池の蓄電容量が初期定格容量の60%を下回っている場合には、当

社規定に基づき機器交換等の対応を致します。 

※詳細は保証約款をご参照ください。 

 

＜本製品の移動・移設について＞ 

引っ越しや、住宅のリフォーム工事などに伴う太陽電池や本製品の移設や撤去・廃止の際は、お買上

げの販売店または施工店へお問合せください。 

 

＜本製品の廃棄について＞ 

蓄電池の廃棄について、本製品にはリサイクル可能なリチウムイオン電池が搭載されております。本製

品を廃棄される際は、当社（ess-resi-info@murata.com）までお問合せください。 

  

mailto:ess-resi-info@murata.com
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 補助金申請関連情報 

 

本製品は一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)へ製品登録をしております。登録内容は以下

URL 先の弊社 HP より「蓄電池システムに関する補助金関連情報」をご確認ください。 

https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/product/ 

パッケージ型番と構成機器については下表を参照ください。 

パッケージ型番 MPR-P001 MPR-P002 MPR-P003 MPR-P004 MPR-P005 

蓄電池定格容量 2.3kWh 5.8kWh 4.6kWh 8.1kWh 11.6kWh 

構成機器 

× 数量 

蓄電池一体型システム 

MPR01S4023MR 
1 台 1 台 2 台 2 台 2 台 

蓄電池ユニット 

MPR01H2035MR 
- 1 台 - 1 台 2 台 

屋内用リモコン 

MPR0003 
1 台 

 

パッケージ型番 MPR-P011 MPR-P013 MPR-P020 MPR-P021 MPR-P026 

蓄電池定格容量 3.5kWh 7.0kWh 6.9kWh 13.9kWh 10.4kWh 

構成機器 

× 数量 

蓄電池一体型システム 

MPR01S5535MR 
1 台 2 台 1 台 2 台 2 台 

蓄電池ユニット 

MPR01H2035MR 
- - 1 台 2 台 1 台 

屋内用リモコン 

MPR0003 
1 台 

 

パッケージ型番 MPR-P022 MPR-P023 MPR-P024 MPR-P025 

蓄電池定格容量 5.8kWh 9.2kWh 9.2kWh 12.7kWh 

構成機器 

× 数量 

蓄電池一体型システム 

MPR01S5535MR 
1 台 1 台 1 台 1 台 

蓄電池一体型システム 

MPR01S4023MR 
1 台 1 台 1 台 1 台 

蓄電池ユニット 

MPR01H2035MR 
 1 台 1 台 2 台 

屋内用リモコン 

MPR0003 
1 台 

※MPR-P023：HVDC 蓄電池ユニットは MPR01S5535MR と接続 

※MPR-P024：HVDC 蓄電池ユニットは MPR01S4023MR と接続 

※補助金を受けて、本製品を購入いただいた場合、所有者は法定耐用年数（6 年間）の期間、取

扱説明書等に従い、適切な管理・運用を図らなければなりません。  

https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/product/
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 問合せ先 

 

本製品の取扱い方法及び異常などを発見された場合は、お買上げの販売店または施工店へお問合

せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●お問合せ・ご相談窓口 

フリーダイヤル 

0120–890-990 

 携帯電話・PHSからもご利用になれます。 

 【受付時間】 月～土 / 9:00～17:00 （但し、年末年始、夏季休暇、祝祭日は除く） 

※音声ガイダンスに従ってお問い合わせをお願いします。 

※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 

 販売店 

 施工店 




