
 ■  改訂・追加・変更点　対象：JH-RWL6 からバージョンアップされた方 
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補足説明書
（2018 年 6 月）

シャープサポートページ：http://www.sharp.co.jp/support/index.html

• JH-RWL7Yからバージョンアップされた方は、７ページからお読みください。
• JH-RWL6W または JH-RWL7W からバージョンアップされた方は、４ページからお読みください。
• JH-RWL6V または JH-RWL7 からバージョンアップされた方は、３ページからお読みください。
• JH-RWL6 からバージョンアップされた方は、本ページからお読みください。

項目 追加・変更内容
安全にお使いいただくために
（☞取扱説明書

JH-RWL6：5～ 9ページ）

注意

 屋内設置用蓄電池は、液体が触れる場所や、湿気が多く風通しが
悪い場所には置かない。

運転状態表示ランプ
（☞取扱説明書

JH-RWL6：20 ページ）

一体型パワーコンディショナを接続した場合、運転状態表示ランプは以
下のように変わりました。
緑色点灯 ・・・ 連系運転中（発電しているとき）
赤色点灯 ・・・ 連系運転中（発電していないとき）、自立運転中
赤色点滅 ・・・ 自立準備中、自立手動停止中、点検
消灯 ・・・ 連系準備中、連系手動停止中、自動停止中

ホームボタン
（☞取扱説明書

JH-RWL6：20 ページ）

ホームボタン周辺の LEDは、売電中の「青色点灯」と買電中の「橙色点灯」
は、一体化パワーコンディショナの場合、発電しているときのみ点灯す
るように変更になりました。

運転状態表示
（☞取扱説明書

JH-RWL6：30 ページ）

パワーコンディショナ１台を接続している場合のみ、運転状態を表示し
ます。複数台接続している場合は非表示になります。
一体型パワーコンディショナの運転状態は、以下のように定義されます。
連系運転中 ：  発電しているか、商用電源と連系して蓄電池の充放

電または待機をしている状態です。
連系準備中 ：  運転の開始または停止を準備している状態です。
連系手動停止中 ： 連系運転を手動で停止した状態です。
自立運転中 ：  発電電力や蓄電池に蓄えた電力を専用コンセントに

のみ供給している状態です。
自立準備中 ：  自立運転の開始または停止を準備している状態です。
自立手動停止中 ： 自立運転を手動で停止した状態です。
自動停止中 ： パワーコンディショナと通信できない状態です。
点検 ：  パワーコンディショナの異常を検出し、エラーコー

ドが出ているときに表示される状態です。
おしらせの内容を見る
（☞取扱説明書

JH-RWL6：33～34ページ）

「モニタリングセンターからのおしらせ」のボタン名や画面タイトルが、
「おしらせ」に変更になりました。

対象：  マルチエネルギーモニタ JH-RWL6/JH-RWL6V/JH-RWL6W/JH-RWL7/JH-RWL7W/JH-RWL7Y
を、Ver.13.00以降にバージョンアップされたお客様 
（［設定］→［現在の設定］画面に型名とバージョンが表示されます。バージョンアップ後は、
　13.00 以降の数字が表示されます。）

バージョンアップにより、新しい機能が追加されました。また、表示画面に一部変更があります。本書では JH-
RWL6/JH-RWL6V/JH-RWL6W/JH-RWL7/JH-RWL7W/JH-RWL7Y からの改訂・追加・変更点について記載
しています。 JH-RWL6/JH-RWL6V/JH-RWL6W/JH-RWL7/JH-RWL7W/JH-RWL7Y の取扱説明書と合わ
せてご確認のうえ、ご利用ください。
本書での参照ページは、お持ちの取扱説明書のページを参照してください。
本書の画像はすべて JH-RWL6 系を使用しています。

取扱説明書は、シャープサポートページからダウンロードできます。

太陽光発電システム／蓄電池システム
JH-RWL6/JH-RWL6V/JH-RWL6W/
JH-RWL7/JH-RWL7W/JH-RWL7Y

マルチエネルギーモニタ
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項目 追加・変更内容

蓄電池残量の履歴を見る
（☞取扱説明書

JH-RWL6：88ページ）

蓄電池残量のグラフの目盛補助線が、左側縦軸の蓄電池残量に基づいて
引かれるようになりました。

各種の設定をする
（☞取扱説明書

JH-RWL6：91～110ページ）

設定項目の追加により、ボタンの配置が変わりました。

ECHONET Lite の設定をする
（☞取扱説明書

JH-RWL6：102ページ）

ECHONETLite 設定に「蓄電池」の設定が追加されました。
設定することで、当社製クラウドHEMS（JH-RTP4/RTP5）等の
ECHONETLite 対応機器からの制御を有効にします。
・  蓄電池運転モードを「ECHONET Lite 機器専用モード」にした場合も、
本 ECHONETLite 設定の蓄電池の項目が有効になります。
・  蓄電池の ECHONETLite 設定を［設定する］から［設定しない］に変
更すると、蓄電池運転モードが「経済性モード（自動）」に移行します。
・  ECHONETLite 設定を有効にすると、本システムで設定した情報が変更
される場合があります。本システムの動作として矛盾する指示や、本シ
ステムが非対応の制御指示などは指示通りに動かない場合があります。
・  ECHONETLite 対応機器からエコキュートを操作した場合に「お湯張
りします」などと突然音声が鳴ることがあります。

蓄電池運転モードを設定する
（☞取扱説明書

JH-RWL6：103ページ）

「クリーンモード（夜間充電あり）」が追加されました。それに伴い、「ク
リーンモード」が「クリーンモード（夜間充電なし）」に変更になりました。
クリーンモード（夜間充電あり）：
太陽光発電の余剰電力または夜間時間帯に充電をおこない、夜間時間
帯以外の買電中に放電をおこないます。
※  クリーンモード（夜間充電なし）の場合に、蓄電池残量が少ない状
態が続くと、蓄電池保護のため、自動的に電力会社からの電力で充
電することがあります。

自立運転自動切り替えを設定する 一体型パワーコンディショナと蓄電池を接続している場合に、停電時に
連系運転と自立運転を自動で切り替える設定ができます。初期設定では
設定されていません。本書 4ページの「◇自立運転自動切り替えを設
定する」をよくお読みになって設定してください。

蓄電池の実容量を診断する 一体型パワーコンディショナと蓄電池を接続している場合に、蓄電池の
容量が減っている可能性がないか確認できます。本書 5ページの「◇
蓄電池の実容量を診断する」をよくお読みになってご利用ください。

故障かな？と思ったら
（☞取扱説明書

JH-RWL6：143～154ページ）

電圧アイコン が表示されたら（☞取扱説明書 143ページ）
 一体型パワーコンディショナをお使いの場合、電圧アイコンが表示さ
れると、蓄電池の充電が始まることがあります。これは、売電するこ
とができない発電電力を蓄電池に充電することで、電力を有効活用し
ています。

専用コンセントが使えない
 専用コンセントで使用できる電力は最大 1500Wまでです。接続して
いる機器を減らしてください。さらに、連系運転時は専用コンセント
につながる回路ブレーカーが下りていないか確認してください。
※  専用コンセントは、モーターで作動する機器、運転開始時に大き
な電流が流れる機器、アースを必要とする電気機器は使用できな
い場合があります。

追加のエラーコードは、本書 6～ 7ページを参照ください。
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お持ちの取扱説明書のページを参照してください。

項目 追加・変更内容

一体型パワーコンディショナ対応 一体型パワーコンディショナ（JH-42EM2P/JH-42FM2P/JH-42GM2P/
JH-42HM2P/JH-55FM3P/JH-55GM3P/JH-55HM3P）に対応しました。
一体型パワーコンディショナの仕様については追補版を参照ください。

マルチエネルギーモニタの使い方
（☞取扱説明書

JH-RWL6：29 ページ、 
JH-RWL6V：31ページ、 
JH-RWL7：21ページ）

自立運転中は、蓄電池運転モードは非表示になり、残量が少なくなると
蓄電池のアイコンが点滅します。

蓄電池が放電しているときの表示が追加になりました。
下図のように表示します。

放電し、電力も買って
いるとき

放電し、電力をほとんど
買っていないとき

画面設定をする
（☞取扱説明書

JH-RWL6：97ページ
JH-RWL6V：101ページ
JH-RWL7：47ページ）

エネファーム、エコウィルが接続されている場合は、各表示にそのロゴ
マークを表示することができます。
例）エネファームが接続されている場合のトータル表示（外部発電含まず）

エネファームロゴ

発電などの実績や履歴を見る
（☞取扱説明書

JH-RWL6：77ページ
JH-RWL6V：81ページ
JH-RWL7：27ページ）

• 蓄電池システムを使用されていない方は、蓄電池残量の履歴が非表示
になります。
• エコキュートを使用されていない方は、お湯の使用の履歴が非表示に
なります。
• 売買センサーを取り付けていない場合、消費量・売電量・買電量に関す
る値（自給率・電気料金換算・省エネナビ等を含む）が表示されません。

蓄電池運転モードを設定する
（☞取扱説明書

JH-RWL6：103ページ
JH-RWL6V：107ページ
JH-RWL7：53ページ）

一体型パワーコンディショナをお使いの場合、蓄電池運転モードを切り
替えると、一時的に発電電力が0kWになり、蓄電池が待機中になります。

登録商標、商標 • ENE・FARMおよび、ENE・FARMロゴは JX 日鉱日石エネルギー
株式会社、東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社の登録商標です。
• ECOWILLおよびECOWILLロゴは大阪ガス株式会社の登録商標です。
• 「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒
CO2 ヒートポンプ給湯機の愛称として使用しているものです。

故障かな？と思ったら エラーコード R-14が追加になりました。本書7ページを参照してください。

蓄電池 
アイコン

■  改訂・追加・変更点　対象：JH-RWL6/JH-RWL6V/JH-RWL7からバージョンアップされた方
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項目 追加・変更内容

出力制御対応 経済産業省より施行された省令に基づき、出力制御に対応しました。
出力制御スケジュールに従って、発電量が制御されます。

ソーラートップ画面 出力制御スケジュールアイコンと「出力制御中」の文字が表示され
るようになりました。

故障かな？と思ったら 出力制御対応に合わせて、出力制御に関連する記載を追記しました。

発電量が低下する
●気象条件や設置条件、出力制御等により、発電量が低下する場合
があります。

発電しない
●出力制御スケジュール（固定スケジュール）の有効期限が切れ
ると売電用の出力が停止します。「出力制御情報」から固定スケ
ジュールの有効期限が切れていないか確認してください。
●マルチエネルギーモニタが時刻同期に失敗した場合、出力が停止
します。インターネット回線を接続している方については、時刻
同期を行うサーバーとの通信に長期間失敗すると出力が停止しま
す。ネットワーク設定を確認してください。インターネット回線
を接続していない方については、長時間の停電などによってマル
チエネルギーモニタに電源が供給されない場合、設定時刻が消失
して出力が停止することがあります。

トップ画面に「出力制御中」の文字や出力制御スケジュールアイコ
ンが表示される
●出力制御の設定がされており、出力制御スケジュールにしたがっ
て発電量を制御しています。出力制御スケジュールアイコンは、
通常は青色で表示されます。
・ 「出力制御中」の文字
出力制御スケジュールにしたがって出力を抑制している状態
です。

・ 出力制御スケジュールアイコン
更新スケジュールの取得に失敗している状態では赤色で表示
されます。ネットワーク設定を確認してください。

日時の設定を修正する
（☞ 取扱説明書

JH-RWL6：92ページ
JH-RWL6V：96ページ
JH-RWL6W：96ページ
JH-RWL7：42ページ
JH-RWL7W：42ページ）

インターネットを利用して出力制御をおこなう場合は、スケジュー
ル情報配信システムと通信したときに、自動的にマルチエネルギー
モニタの日時が修正されるようになりました。
また、出力制御をおこなう場合は、時刻を 1日につき 10分以上変
更したり、日付をまたいで変更することはできなくなりました。

出力制御中表示
出力制御スケジュールに
従って出力が制御されたと
きに表示します。

出力制御スケジュールアイコン
出力制御スケジュールの取得状態を示したアイコンです。
インターネットに接続している場合のみ表示します。
スケジュールの取得に成功したときは青色で表示します。
スケジュールの取得に失敗したときは赤色で表示します。

■  改訂・追加・変更点
対象：JH-RWL6/JH-RWL6V/JH-RWL6W/JH-RWL7/JH-RWL7W からバージョンアップされた方
お持ちの取扱説明書のページを参照してください。  
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項目 追加・変更内容

現在の設定を見る
（☞ 取扱説明書

JH-RWL6：99 ページ
JH-RWL6V：103 ページ
JH-RWL6W：103ページ
JH-RWL7：49 ページ
JH-RWL7W：49 ページ）

設定している電力買取制度が表示されるようになりました。

設定画面 設定メニューに「出力制御情報」ボタンが表示されるようになりま
した。

全量買取制度 /余剰買取制度対応 設置時に「全量買取」または「余剰買取」を設定できるようになり、
選択した設定と売買センサーの有無によって、ホームボタンの点灯、
ソーラートップ画面の表示内容、今日の実績・各履歴画面の表示項
目が変更されるようになりました。

ホームボタンの点灯
（☞ 取扱説明書

JH-RWL6：20 ページ
JH-RWL6V：20 ページ
JH-RWL6W：20 ページ
JH-RWL7：14ページ
JH-RWL7W：14ページ）

売買センサーを取り付けていない場合 、かつ、設置時に「余剰買取」
の設定をしている場合は、橙色点灯します。

ソーラートップ画面
（☞ 取扱説明書

JH-RWL6：28～29 ページ
JH-RWL6V：30 ～31ページ
JH-RWL6W：30 ～31ページ
JH-RWL7：20 ～21ページ
JH-RWL7W：20 ～21ページ）

売買センサーを取り付けていない場合、かつ、設置時に「余剰買取」
の設定をしている場合は、消費電力、売電中 /買電中の値が表示さ
れません。設置時に「全量買取」の設定をしている場合は、売電中
のみ値が表示されます。

今日の実績
（☞ 取扱説明書

JH-RWL6：78ページ
JH-RWL6V：82ページ
JH-RWL6W：82ページ
JH-RWL7：28ページ
JH-RWL7W：28ページ）

売買センサーを取り付けていない場合、もしくは設置時に「全量買
取」の設定をしている場合、消費量グラフ、積算消費量、自給率は
表示されません。
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項目 追加・変更内容

発電量／消費量の履歴
（☞ 取扱説明書

JH-RWL6：80 ～ 81ページ
JH-RWL6V：84～ 85ページ
JH-RWL6W：84～ 85ページ
JH-RWL7：30 ～31ページ
JH-RWL7W：30 ～31ページ）

売買センサーを取り付けていない場合、もしくは設置時に「全量買
取」の設定をしている場合、グラフ表示においては消費量グラフ、
積算消費量、自給率、数値表示においては消費量、自家消費量、自
給率、比較表示においては発電量ボタン、消費量ボタンは表示され
ません。

売電量／買電量の履歴
（☞ 取扱説明書

JH-RWL6：83～ 84ページ
JH-RWL6V：87～ 88ページ
JH-RWL6W：87～ 88ページ
JH-RWL7：33～34ページ
JH-RWL7W：33～34ページ）

売買センサーを取り付けていない場合、かつ、設置時に「余剰買取」
の設定をしている場合、グラフ表示においては売電／買電グラフ、
積算売電量、積算買電量、数値表示においては売電量、買電量、比
較表示においては売電量ボタン、買電量ボタンは表示されません。
売買センサーを取り付けていない場合、比較表示においては、比較
グラフは表示されません。

電気料金換算値
（☞ 取扱説明書

JH-RWL6：85ページ
JH-RWL6V：89 ページ
JH-RWL6W：89 ページ
JH-RWL7：36ページ
JH-RWL7W：36ページ）

売買センサーを取り付けていない場合、もしくは設置時に「全量買
取」の設定をしている場合、自家消費量換算は表示されません。

売買センサーを取り付けていない場合、かつ、設置時に「余剰買取」
の設定をしている場合、グラフ表示においては売電量換算グラ
フ、買電量換算グラフ、数値表示においては売電量換算、買電量換
算は表示されません。
また、設置時に「全量買取」の設定をしている場合、積算ボタンで
は、売電換算値の積算値のみ表示します。

運用開始からの履歴
（☞ 取扱説明書

JH-RWL6：86ページ
JH-RWL6V：90 ページ
JH-RWL6W：90 ページ
JH-RWL7：39 ページ
JH-RWL7W：39 ページ）

売買センサーを取り付けていない場合、もしくは設置時に「全量買
取」の設定をしている場合、消費量、自給率は表示されません。売
買センサーを取り付けていない場合、かつ、設置時に「余剰買取」
の設定をしている場合、売電量、買電量は表示されません。

省エネナビの履歴
（☞ 取扱説明書

JH-RWL6：88ページ
JH-RWL6V：92ページ
JH-RWL6W：92ページ
JH-RWL7：37ページ
JH-RWL7W：37ページ）

売買センサーを取り付けていない場合、もしくは設置時に「全量買
取」の設定をしている場合、省エネナビは表示されません。

通信テストを行う
（☞ 取扱説明書

JH-RWL6：120 ページ
JH-RWL6V：126 ページ
JH-RWL6W：126ページ
JH-RWL7：68ページ
JH-RWL7W：68ページ）

※通信テストを行うと、リモコンの設定情報がシャープエネルギーソ
リューション（株）のソーラー Web モニタリングセンターへ送信
されます。 

ご利用前の確認
（☞取扱説明書

JH-RWL6：113ページ
JH-RWL6V：119 ページ
JH-RWL6W：119 ページ
JH-RWL7：61ページ
JH-RWL7W：61ページ）

動作確認済み機種一覧を記載している当社ホームページのURLを
下記に変更いたしました。

http://www.sharp.co.jp/sunvista/feature/monitoring/taiou_kishu_ichiran.html
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項目 追加・変更内容

通信に必要な設定をする
（☞ 取扱説明書

JH-RWL6：115 ～119 ページ
JH-RWL6V：121～125ページ
JH-RWL6W：121～125ページ
JH-RWL7：63～ 67ページ
JH-RWL7W：63～ 67ページ）

接続形態の選択画面、無線接続方法の選択画面、暗号化方式の選択
画面が改善されました。
改善に伴って、操作手順が変更になりました。

無線 LAN接続ができないときは
（☞ 取扱説明書

JH-RWL6：125ページ
JH-RWL6V：131ページ
JH-RWL6W：131ページ
JH-RWL7：73ページ
JH-RWL7W：73ページ）

「通信回線に接続できないときは」として統合し、チェック項目を
追加いたしました。

通信ができないときは
（☞ 取扱説明書

JH-RWL6：126 ～127ページ
JH-RWL6V：132～133ページ
JH-RWL6W：132～133ページ
JH-RWL7：74～ 75ページ
JH-RWL7W：74～ 75ページ）

お客様ご相談窓口
（☞ 取扱説明書

JH-RWL6：181ページ
JH-RWL6V：189 ページ
JH-RWL6W：189 ページ
JH-RWL7：108ページ
JH-RWL7W：108ページ）

裏表紙の記載と統合し、ご案内の内容を変更いたしました。

環境貢献度の履歴を見る
（☞取扱説明書

JH-RWL6：87ページ
JH-RWL6V：91ページ
JH-RWL6W：91ページ
JH-RWL7：35ページ
JH-RWL7W：35ページ）

CO2 削減量の計算における換算係数が「0.5335kg-CO2/kWh」に
変更になりました。再計算されて表示されます。
※  換算係数は、一般財団法人太陽光発電協会（JPEA）の定める「表
示に関する業界自主ルール（平成 28年度）」に準拠しています。

≪次ページ以降は、追加内容の詳細になります。≫

■  改訂・追加・変更点　対象：バージョンアップされた方すべて
お持ちの取扱説明書のページを参照してください。

項目 追加・変更内容

一体型パワーコンディショナ対応 一一体型パワーコンディショナ（JH-42JT2/JH-55JT3）に対応しました。
一体型パワーコンディショナの仕様については追補版を参照ください。

自立運転時の一体型パワーコン
ディショナの出力について

（☞取扱説明書

自立運転時の一体型パワーコンディショナの出力は、機種によって異な
ります。専用コンセントではパワーコンディショナの定格出力（※）
までの電気機器が使用できます。

（※）詳しくは追補版の一体型（ハイブリッド）パワーコンディショナ
　　　の定格出力（自立運転時）欄をご確認ください。

JH-RWL6：139～141ページ
JH-RWL6V：145～147ページ
JH-RWL6W：145～147ページ
JH-RWL7：89～91ページ
JH-RWL7W：89～91ページ
JH-RWL7Y：85～87ページ）
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◇自立運転の自動切り替えを設定する

1 設定のタブをタップし、設定のトップ画面で

を2回タップして設定画面3/3へ移動し、
をタップする

• ：設定画面 2/3 に戻ります。

2 自動切り替え設定をおこなう場合は 、 
おこなわない場合は  をタップする

自立運転の自動切り替えをおこなっている間は、［設定し
ない］を選択できません。
初期設定では、［設定しない］に設定されています。

： 設定画面 3/3 に戻ります。

3  をタップした場合は、自立運転の注意事
項をよくお読みになって、  をタップする

• ： 「設定されました」と音声でおしらせし、設
定内容を反映して、設定画面 3/3 に戻ります。

• ： 設定を反映せずに、前ページに戻ります。

お持ちの取扱説明書が JH-RWL6 の場合：139 ～ 141 ページ、JH-RWL6V の場合：145 ～ 147 ページ、JH-
RWL7 の場合：89 ～ 91 ページを参照してください。
停電時に、連系運転と自立運転を自動で切り替える設定をおこないます。
一体型パワーコンディショナと蓄電池を接続している場合のみ設定できます。

ご注意
◆専用コンセントには、自動で給電された場合に不安定になる可能性がある機器は接続しないでください。
◆蓄電池残量がなくなったときなど電力供給が停止した場合は、安全のため機器の電源をお切りください。
蓄電池より電力が供給されますが、蓄電池残量がなくなると電力供給が停止します。その後、停電が
復旧した場合や、翌朝日の出とともに太陽光発電がはじまると、自動的に電力が供給されます。

◆自立運転の注意事項をよくお読みになってご使用ください。
◆自立運転自動切り替えを設定した場合でも、運転モードの自動切り替えにより、一時的に専用コンセント
に電力が供給されない時間があります。

平常時 停電
発生 停電時 停電

復旧 平常時

数秒間、専用コンセントに
電力が供給されません

約５秒間、専用コンセントに電力が供給されません
機種によっては約20～30秒間かかります

※ 専用コンセント以外のコンセントは、停電時はお使いいただけません。

メモ
● 自立運転の自動切り替えを設定した後に、蓄電池を追加・交換した場合は、再度、自動切り替え設定をおこなっ
てください。

● 自立運転の自動切り替えを設定した場合、手動で自立運転に切り替えることはできません。
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◇蓄電池の実容量を診断する

1 設定のタブをタップし、設定のトップ画面で

を2回タップして設定画面3/3へ移動し、
をタップする

• ：設定画面 2/3 に戻ります。

2 診断したい蓄電池を選び、  をタップする

診断中の蓄電池には、「診断中」と表示されます。診断を
キャンセルする場合は、［停止］をタップしてください。
初期設定では、すべて［停止］に設定されています。
1台の蓄電池が「診断中」の場合、他の蓄電池は診断で
きません。蓄電池が 1台のみ接続されている場合は、「蓄
電池 2」は表示されません。
診断中の蓄電池がある場合は、ソーラートップ画面で「診
断中」と表示されます。

： 蓄電池の実容量診断をおこないます。
： 蓄電池の実容量診断を停止します。
： 診断結果を表示します。

： 設定画面 3/3 に戻ります。

3  をタップして、診断結果を確認する

診断をおこなった日にちと、結果が表示されます。
蓄電池が 1台のみ接続されている場合は、「蓄電池 2」は
表示されません。

◆診断結果
良好： 蓄電池の容量は正常範囲内です。
要点検：  蓄電池の容量が減っている可能性があります。 

修理相談窓口にご連絡ください。
診断中：診断をおこなっている途中です。
診断失敗／診断中止： 

 診断を失敗／中止しました。もう一度おこな
う場合は、前ページに戻り、実行してください。

： 前画面に戻ります。

お持ちの取扱説明書が JH-RWL6 の場合：103 ページ、JH-RWL6V の場合：107 ページ、JH-RWL7 の場合：
53 ページを参照してください。
蓄電池の容量が減っている可能性がないか確認できます。診断結果は目安です。
一体型パワーコンディショナと蓄電池を接続している場合のみ診断できます。

ご注意
◆診断をおこなうと、蓄電池運転モードの設定内容によらず、すべて放電したのち、満充電します。そのため、
電力会社の契約で昼間の割高な電力から充電することもあります。 
また、蓄電池キープ残量設定によらず、0％まで放電をおこないます。

◆診断中の蓄電池が接続されているパワーコンディショナを停止しないでください。診断が中止します。
◆ご家庭の電気使用量が少ない（多い）場合に、放電（充電）時間がそれぞれ 48 時間以上おこなわれると、
診断を中止します。
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経済産業省により、「再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度
の運用見直し等について」が示され、省令が施行されました（2015 年 1月 26 日）。
それに伴い、遠隔出力制御に対応したシステムの導入が義務づけられました（北海道、東
北、北陸、中国、四国、九州、沖縄電力管内）（2018年 4 月現在）。

出力制御システムについて
電力の安定供給のためには、電力の需要と供給が常に一致している必要があります（同時同量）。
再生可能エネルギーによる発電量は、気象条件によって需要を大きく上回る可能性があり、電力の安定供給に懸念
が生じるため、地域によっては新しく太陽光発電システムを設置することが難しくなっています。
こうした事態を受け、経済産業省は再生可能エネルギーを最大限導入するため、出力制御に関する省令を施行しま
した。この省令により、対象地域に新しく太陽光発電システムを設置する際には、出力制御システムの導入が義務
付けられています。
出力制御が行われる場合は、電力会社が作成した出力制御スケジュールに従って、パワーコンディショナの出力
を制御します（省令では「太陽光発電の出力制御に当たっては、10kW以上（主に非住宅用）の制御を先行させ、
10kW未満（主に住宅用）については、優先的な取扱いをする」とされています）。出力制御システムの導入によって、
電力需要が多いときには十分に発電をおこない、少ないときには出力を制御できるようになり、太陽光発電システ
ムをより多く設置することが可能になります。

◇出力制御とは

対象のお客様へ

マルチエネルギーモニタは、電力会社が配信する出力制御スケジュールをインターネットを通じて自動で取得し
ます。
●  直近の電力需給状況に応じた出力制御スケジュールを随時取得します。
●  きめ細やかなスケジュールの受信により、出力制御による発電機会の損失を最小限に抑えることが可能です。
●  インターネット回線はお客様でご準備ください。スケジュール情報配信システムと通信ができない場合は、出力が制限
されることがあります。スケジュール情報配信システムとの通信を確認する際には、スケジュールサーバ通信テスト（
本書 13 ページ）を行ってください。

インターネットに接続できない場合

出力制御スケジュールを手動でマルチエネルギーモニタに設定します。詳しくは、販売店にご確認ください。
●  長期的な電力の需給計画に応じた出力制御スケジュールで出力が制御されます。インターネットに接続している場合
と比べて、発電機会の損失が多くなると見込まれます。

●  １年に１回出力制御スケジュールの更新を行う必要があります。出力制御スケジュールには有効期限があり、失効す
ると売電用の出力を停止します。詳しくは、販売店にご連絡ください。

パワーコンディショナ

太陽電池
モジュール

マルチエネルギーモニタ

電力会社

インターネット

スケジュール情報
配信システム

出力制御スケジュールを
自動で設定

マルチエネルギーモニタ
パワーコンディショナ

太陽電池
モジュール

電力会社

インターネット

スケジュール情報
配信システム

販売店

出力制御スケジュールを
手動で設定
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トップ画面（出力制御対象のお客様）

出力制御中表示
出力制御スケジュールに
従って出力が制御された
ときに表示します。

出力制御スケジュールアイコン
出力制御スケジュールの取得状態を示したアイコンです。
インターネットに接続している場合のみ表示します。
スケジュールの取得に成功したときは青色で表示します。
スケジュールの取得に失敗したときは赤色で表示します。

●  出力制御をおこなう場合やインターネット回線を契約、解約する場合は販売店までご連絡ください。
●  出力制御をおこなう際に出力制御スケジュールを取得していない場合は、売電用の出力ができません。 
出力制御スケジュールには有効期限が設定されています。（最大 13 ヶ月） 
有効期限が切れると、売電用の出力が停止します。

●  マルチエネルギーモニタの時刻を設定していないときは、発電できません。
●  インターネットに接続して出力制御をおこなう場合、あらかじめネットワークの設定（ 本書 15 ～ 19 ページ）をおこ
なってください。

●   有効期限が近付くと、おしらせが表示されます。出力制御スケジュールの有効期限が切れる日付の２か月前からポップ
アップが表示されます。

●  出力制御スケジュールで指示されたパワーコンディショナの出力上限は、必ずしもその出力を保証するものではありま
せん。天候などによる発電低下や自家消費を考慮した制御によって、出力上限が示す出力と実際の出力が異なることが
あります。

メモ

◇出力制御とは（つづき）
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 出力制御スケジュールを確認する

出力制御スケジュールの確認と出力制御スケジュールの取得をおこないます。
また、スケジュールサーバーとの通信テストをすることができます。

◇出力制御情報を確認する

対象のお客様へ

3 日付をタップして、出力制御スケジュールを確
認する
30 分ごとの出力制御スケジュールを表示します。
※  当月から、最大 13 ヶ月分まで表示できます。
※出力制御が実施される日は赤字で表示されます。

：月単位のスケジュール画面に戻ります。

2 ［出力制御スケジュール］をタップする
取得しているスケジュールを表示します。
※  スケジュールを取得していない場合は選択できません。

1 設定のタブをタップし、設定のトップ画面で［出力制御情報］をタップする

●  インターネットを利用して出力制御をおこなう場合は、スケジュール情報配信システムと通信したときに、自動的にマ
ルチエネルギーモニタの日時が修正されます。

●  手動で時刻を変更する場合、時刻を 1日につき 10 分以上変更したり、日付をまたいで変更することはできません。

メモ
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スケジュールサーバーと通信テストをする

◇出力制御情報を確認する（つづき）

4 通信テスト結果が表示されるので確認する
「NG」が表示される場合は、項目に合わせて下記の指示
に従ってください。

「モニタ本体の通信準備」 
→  モニタのネットワーク設定が正しく行われているかご確
認ください（ 本書 15 ～ 19 ページ）。

「モニタ～ルータ間の通信」 
→  モニタとルーター間の接続および設定が正しく行われ
ているかご確認ください。

「ルータ～スケジュールサーバ間の通信」 
→  スケジュール情報配信システムのスケジュールサー
バーとの通信に失敗しました。修理相談窓口（ 本書
23 ページ）にご連絡ください。

「ルータ～NTPサーバ間の通信」 
→  スケジュール情報配信システムのNTPサーバーとの
通信に失敗しました。修理相談窓口（ 本書23ページ）
にご連絡ください。

：前画面に戻ります。

3 ［実行］をタップする
スケジュールサーバーとの通信テストを開始します。

1 設定のタブをタップし、設定のトップ画面で［出力制御情報］をタップする

2 ［スケジュールサーバ通信テスト］をタップする
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 出力制御スケジュールを取得する

◇出力制御情報を確認する（つづき）

4 取得結果が表示されるので確認する
「失敗しました。」と表示される場合は、スケジュール
サーバー通信テストを行ってください。

：前画面に戻ります。

3 ［実行］をタップする
出力制御スケジュールを取得します。

1 設定のタブをタップし、設定のトップ画面で［出力制御情報］をタップする

2 ［スケジュール取得］をタップする
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マルチエネルギーモニタを通信回線に接続したら、以下の操作で通信に必要な設定をしてください。
※お手持ちの無線 LAN対応ブロードバンドルーターの取扱説明書でWPSまたはAOSS接続方法を確認してください。
※「WPS」はらくらく無線スタートにも対応しています。

3 をタップする
ネットワーク設定の現在の状況が表示されます。設定状
態により表示される項目数は変わります。
電波強度は 5段階で 5/5 のように表示し、有線接続の場
合は非表示となります。
［変更］をタップすると、接続形態の選択画面になります。

：ネットワーク設定の画面に戻ります。

1 設定のタブをタップし、設定の 
トップ画面で をタップする
ネットワーク設定のメニュー画面が表示されます。

2 をタップする
設定状態によって選択できる項目数が変わります。

：設定のトップ画面に戻ります。

メモ

● 設置場所や電波干渉の影響により、通信が途切れることがあります。電波強度が 2以下の場合は、特に通信が
途切れやすくなります。 
電波干渉を起こしやすい機器の例：  電子レンジ、コードレス電話機、アマチュア無線、パソコン、スマートフォンなど

◇通信に必要な設定をする
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②その他の設定方法

メモ

● 接続形態を有線⇒無線、または無線⇒有線に変更する場合、確認画面「無線（有線）接続に変更すると設定が完了す
るまでは通信ができなくなります。よろしいですか？」が表示されるので［実行］をタップしてください。

● 「通信に失敗しました」というメッセージが表示されたら無線 LAN対応ブロードバンドルーターとの接続に失
敗しました。お手持ちの無線 LAN 対応ブロードバンドルーターがWPS または AOSS に対応しているかを確
認し、無線 LAN対応ブロードバンドルーターの電源を入れなおして［再試行］をタップしてください。何度も
失敗するようでしたら、別の接続方法をお試しください。

●WPSや AOSS で自動設定する場合は、マルチエネルギーモニタの [WPS] または [AOSS] ボタンをタップ後、60
秒以内にお手持ちの無線LAN対応ブロードバンドルーターの[WPS]または[AOSS]ボタンを押し始めてください。

1 をタップする

WPS PINコード設定がある場合、SSIDの
検索が可能な場合、SSIDを手動で入力する
場合は をタップする。

： 無線接続の画面に戻ります。

2 をタップした場合、無線接続方

法の選択画面が表示される

SSID の検索が可能な場合は、 をタッ
プする。
→手順 3へ進みます。

SSID を手動で入力する場合は、 を
タップする。
→手順 4へ進みます。
WPS PIN コード設定がある場合は、

をタップする。
→手順 5へ進みます。

： 無線接続の画面に戻ります。

①WPSまたはAOSS方式で接続する場合
マルチエネルギーモニタの または を
タップしてから、お手持ちの無線 LAN 対応ブロード
バンドルーターのWPS または AOSS ボタンをラン
プが点滅するまで押し続けます、ランプが点滅したら
ボタンから手をはなします。
通信を開始し、「設定されました」と表示されれば、
設定完了です。

をタップすると「設定されました」と音声で
おしらせし、ネットワーク設定（現在の状況）画面に
戻ります。

◇通信に必要な設定をする（つづき）
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3 お手持ちの無線 LAN対応ブロードバンドルー
ターのSSIDを選択する
→手順 6へ進みます。

：前の 5件が表示されます。

：次の 5件が表示されます。

：無線接続の画面に戻ります。

4

5

お手持ちの無線 LAN対応ブロードバンドルー
ターのSSIDを入力し、 をタップする

入力枠をタップし、キーボードで SSID を入力します。
→手順 6へ進みます。

：無線接続の画面に戻ります。

WPS PIN コードをお手持ちの無線 LAN 対応
ブロードバンドルーターに設定する

をタップします。通信が開始され、しばらくして、
「設定されました」が表示されれば、設定完了です。

をタップすると「設定されました」と音声でお
しらせし、ネットワーク設定（現在の状況）画面に戻り
ます。

6 お手持ちの無線 LAN対応ブロードバンドルー
ターの暗号化方式を選ぶ

[AES] または [WEP] をタップする
→手順 8へ進みます。
暗号化方式はAES の設定を推奨します。
機器の都合上その他の形式での設定が必要な場合は

をタップしてください。
→手順 7へ進みます。

：前画面に戻ります。

◇通信に必要な設定をする（つづき）
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8

9 アドレスの設定方法を選ぶ

［手動（アドレス設定）］をタップする
→手順 10 へ進みます。
［自動（DHCP）］をタップする
→ 通信を開始し、しばらくして「設定されま
した」が表示されると設定が完了します。 
［確認］をタップすると、ネットワーク設定（現
在の状況）画面に戻ります。

：前画面に戻ります。

暗号を入力して をタップする

左の画面は［AES］を選んだ場合の画面です。
ほかの項目でも操作は共通です。
入力枠をタップし、キーボードで値を入力し、

をタップすると「設定されました」と音声
でおしらせし、手順 9へ進みます。

[ 大文字 ] のキーをタップすると、[ 大文字 ]、[ 小
文字 ]、[ 記号 ] に順番に切り替わり、その他のキー
もそれに対応して変化します。
[ASCII] のキーにタップすると、[ASCII]、[hex]
に順番に切り替わり、その他のキーもそれに対応
して変化します。
ASCII では 10 進数とアルファベット 26 文字が入力
でき、hex では 16 進数が入力できます。

：暗号化設定に戻ります。

メモ

●  「通信に失敗しました」というメッセージが表示されたら、お手持ちのルーターの電源を入れなおして［再試行］
をタップしてください。何度も失敗するようでしたら、別の接続方法をお試しください。

●  暗号化方式の暗号強度は以下の順番になります。 
【強】［AES（WPA2）］＞［AES（WPA）］＞［TKIP（WPA2）］＞［TKIP（WPA）］＞［WEP（64bit）］＞ [ 暗号化なし ]【弱】
●  ルーター取扱説明書をご確認のうえ、できるだけ暗号強度の高い方式を選択することをおすすめします。

お手持ちの無線 LAN対応ブロードバンド
ルーターの暗号化方式（その他）を選ぶ
［AES（推奨）WPA］［TKIP（WPA2）］［TKIP（WPA）］
［WEP（64bit）］［暗号化なし］のいずれかをタップ
する
→手順 8へ進みます。
[ 暗号化なし ] をタップする
→手順 9へ進みます。

：暗号化設定に戻ります。

7

◇通信に必要な設定をする（つづき）
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メモ

●  お客様が普段利用されているメールアドレスを、Web モニタリングサービスに登録しておくと、通信エラー等
の発生をお知らせするメールが届きます。登録は、Web モニタリングサービスのマイページ「登録内容の紹介
／変更」より設定してください。

設定する項目を選ぶ

※アドレス設定（手動）の設定項目は、IP アドレ
ス→ネットマスク→ゲートウェイ→DNSの順に
遷移にします。 
一度設定項目を選択したら、DNSまで設定して
ください。

： 設定内容を反映してアドレス
設定に戻ります。

：アドレス設定に戻ります。

10

12 すべて設定したら、アドレス設定（手動）
画面で をタップする

「設定されました」と音声でおしらせし、ネットワー
ク設定（現在の状況）画面に戻ります。

をタップすると、初期設定に戻ります。
IP アドレス：192.168.0.100
ネットマスク：255.255.255.0
ゲートウェイ：0.0.0.0
DNS：0.0.0.0

※初期設定状態のままでは通信できません。

：アドレス設定に戻ります。

11 項目を入力して、 をタップする

左の画面は[IPアドレス]を選んだ場合の画面です。
入力枠をタップし、テンキーで値を入力し、

をタップします。
ネットマスク、ゲートウェイ、DNS も同様の方法
で入力します。

：前画面に戻ります。

◇通信に必要な設定をする（つづき）
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はい

いいえWeb モニタリング
サービスのご利用環
境は整っていますか？
（☞6：112～ 113 ペ ー ジ、
6V/6W：118～ 119 ページ、
7/7W：60～61ページ）

Webモニタリングサービスのご利用環境を
整えてください。
（☞ 6：112～113ページ、6V/6W：118
～119ページ、7/7W：60～61ページ）

モニタリングサービスの会
員登録がされていません。
新規加入のお申し込みや、
登録状況のお問い合わせ
は、お買い上げの販売店
にご連絡ください。

故障の可能性が
あります。
修理相談窓口（☞
本書 23 ページ）
にご連絡ください。

通信回線の接続設定
をおこないましたか？
（☞6：113～ 114
ページ、6V/6W：119～ 120
ページ、7/7W：61～ 62 ペー
ジ、および本書15～19ページ）

はい

同じ画面の「モニタ本体の
通信準備」に「OK」と表示
されますか？

いいえ同じ画面の「モニ
タ～ルータ間の通
信」に「OK」と
表示されますか？

いいえ会員登録確認（☞6：122ペー
ジ、6V/6W：128 ペ ージ、
7/7W：70 ページ）をすると
「登録済み」と表示されますか？

いいえ

（通信テストを実行できない場合は、
前に戻り、通信回線の接続・設定を
おこなってください。）いいえ

はい

はい

□通信回線の接続設定をおこなっている
（☞6：113～ 114 ページ、6V/6W：119～
120 ページ、7/7W：61～ 62 ページ、および
本書15～19ページ）

□接続機器（以下ブロードバンドルーターと記載しま
す）の電源が入っている

□ブロードバンドルーターのファームウェアのバージョ
ンは最新になっている
※ブロードバンドルーターの取扱説明書を参照してください。

<有線接続の場合>
□マルチエネルギーモニタとブロードバンドルーター
を接続している LAN ケーブルを、カチッと音がする
までしっかりと差し込んでいる
※ブロードバンドルーターに接続するＬＡＮケーブルは”ＬＡＮ”
の差込口に差し込んでください。

<無線接続の場合>
□無線LANの電波強度アイコンで、アンテナは十分
に立っている（☞6：29ページ、6V/6W：31ペー
ジ、7/7W：21ページ）
ブロードバンドルーターをマルチエネルギーモニタに
近付けるか、無線LAN中継器など（☞6：113ページ、
6V/6W：119 ページ、7/7W：61 ページ）を利
用してください。
※電波強度が２以下の場合は、特に通信が途切れやすくなります。

□ブロードバンドルーターをルーターモード（RT）に
設定してください。

□ブロードバンドルーターにプロバイダー情報を設定している
※プロバイダーによってはインターネットに接続する際、プ
ロバイダー情報の設定が必要な場合があります。ブロード
バンドルーターの取扱説明書に従って設定してください。

回線がつながらない場合、回線業者が設置した機器もし
くはブロードバンドルーターの再起動をお試しください。

故障の可能性があります。
修理相談窓口（☞本書 23
ページ）にご連絡ください。

通信は正常におこなわれ
ています。

はい

いいえ最新データの送信（☞6：
123 ページ、6V/6W：129
ページ、7/7W：71 ページ）
をすると「最新データを送信し
ました」と表示されますか？

はい

はい

いいえ

ブロードバンドルーターとマルチエネル
ギーモニタは無線接続されていますか？

へB

へA

はいいいえ

A
通信テスト（☞6：120 ページ、
6V/6W：126 ページ、7/7W：
68 ページ）をすると「通信テス
ト成功」と表示されますか？

通信テスト（☞6：120 ページ、
6V/6W：126 ページ、7/7W：
68 ページ）をすると「通信テス
ト成功」と表示されますか？
（通信テストを実行できない場合は、
前に戻り、通信回線の接続・設定を
おこなってください。）

☞本書21ページへ

☞本書21ページへ

（☞本書22ページ）

通信回線の接
続設定をおこ
なってくださ
い。
（☞6：113～114ページ、
6V/6W：119～120ページ、
7/7W：61～62ページ、
および本書15～19ページ）

通信回線に接続できないときは、以下の内容をご確認ください。

◇通信回線に接続できないときは

マルチエネルギーモニタを通信回線に接続できないときは、以下のチェック項目をご確認ください。
※参照ページの記載は、型名の「JH-RWL」を省略して記載しています。（例：「JH-RWL6」→「6」）
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はい

いいえブロードバンドルーターの
ルーター機能は有効になっ
ていますか？

はい

いいえマルチエネルギーモニタと接続
するブロードバンドルーターの
間は無線接続されていますか？

はい

いいえLAN ケーブルは、抜
けたりせず、正しく接
続されていますか？

設定を見直してください。
ブロードバンドルーターの操作につ
いてご不明な場合や故障の場合は、
接続機器のメーカーにお問い合わせ
ください。

ネットワークサービスに問題
があります。ご契約のインター
ネットサービスプロバイダー
にお問い合わせください。

常時（24 時間）、インター
ネットに接続できる環境を整
えてください。

メンテナンス
期間が終了し
てから操作し
てください。

モニタリング
センター※にご
連絡ください。

いいえパソコンでインターネット
接続やメール送受信はで
きますか？

いいえブロードバンドルー
ターは正しく設定され
ていますか？

お使いのインターネットサービス
プロバイダーのサーバー、または
モニタリングサーバーはメンテナ
ンス期間中ですか？
モニタリングサーバーのメンテナ
ンス期間はモニタリングセンタ―
からのおしらせ（☞6：34ページ、
6V/6W：37 ページ、7/7W：
26ページ）で通知します。

インターネットに正しく接続で
きるように設定してください。
プロバイダーから提供され
ている機器の電源を入れて
ください。当該機器の手順
書、設定マニュアルに従っ
て正しく設定してください。
ご不明な場合は、プロバイダー
にお問い合わせください。

はい

いいえ
ブロードバンドルーターの
電源は入っていますか？

ブロードバンドルーターの電源を入
れてください。
AC アダプターが確実に差し込まれ
ていることを確認してください。

ブロードバンドルーターのファーム
ウェアを最新に更新してください。
ご使用のブロードバンドルーターの
マニュアルを確認してください。

マルチエネルギーモニタの通信設定
（☞本書 15～ 19 ページ）をご確
認の上、「②その他の設定方法」で
通信設定をおこなってください。

LAN ケーブルを
正しく接続してく
ださい。

はい

いいえお手持ちのブロードバンド
ルーターのファームウェア
は最新になっていますか？

いいえ常時（24 時間）、イ
ンターネットに接続で
きる環境になっていま
すか？

へ
（☞本書20ページ）

へ（☞本書22ページ）

はい いいえ

はい はい

※ WEB モニタリングサービス加入済みのお客様へ
送付している「WEB モニタリングサービス登録
完了のご案内」に記載の電話番号にご連絡くだ
さい。未加入のお客様は、本サービスへの登録
が必要となりますので、販売店にご相談ください。

はい

A

へ
（☞本書20ページ）
A

へ
（☞本書20ページ）
AB

◇通信回線に接続できないときは（つづき）
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無線 LAN の電波強度アイコンで、ア
ンテナ は十分立っていますか。
（☞6：29 ペ ー ジ、6V/6W：
31ページ、7/7W：21ページ）
※電波強度が２以下の場合は、特に
通信が途切れやすくなります。

へ（☞本書20ページ）

下記のメモ欄をご参考に電波状態を改善
してください。

お手持ちの無線 LAN 対応ブロードバンド
ルーターはAOSSに対応していますか？

はい

いいえお手持ちの無線 LAN 対応ブロードバンドルーターの
SSID が、マルチエネルギーモニタに設定されてい
るSSIDと合っていますか？
マルチエネルギーモニタの設定内容は現在の設定よ
りご確認ください。（☞本書15ページ）

はい

いいえお手持ちの無線 LAN 対応ブロードバンドルーターと
同じ暗号化方式（AESなど）および、暗号がマルチ
エネルギーモニタに設定されていますか？
マルチエネルギーモニタの設定内容は現在の設定よ
りご確認ください。（☞本書15ページ）

お手持ちの無線 LAN 対応ブロードバンドルーターは
WPS（らくらく無線スタート）に対応していますか？
お手持ちの無線 LAN 対応ブロードバンドルーターは
WPS（らくらく無線スタート）に対応していますか？

お手持ちの無線 LAN 対応ブロードバンドルーターは
WPS PIN 方式に対応していますか？

はい
いいえ無線接続の手動設定により設定していますか？ マルチエネルギーモニタの通信設定（☞本書

15～ 19 ページ）をご確認の上、「②その他
の設定方法」で通信設定をおこなってください。

いいえお手持ちの無線
LAN 対応ブロード
バンドルーターは
DHCP 設定に対
応していますか？

再度、マルチエネルギーモニタのアドレス設定を自動（DHCP）に設
定（☞本書18ページ）してください。
IP アドレスを手動で設定している場合は、設定している IP アドレスを
メモ帳などにメモしてください。

自動または手動設定にて、お手持ちの無
線 LAN 対応ブロードバンドルーターの
SSIDを設定してください。
（☞本書17ページ）

お手持ちの無線 LAN 対応ブロードバン
ドルーターと同じ暗号化方式および、暗
号をマルチエネルギーモニタに設定して
ください。
（☞本書18ページ）

AOSSで接続設定をおこなってください。
（☞本書16ページ）

WPSで接続設定をおこなってください。
（☞本書16ページ）

WPS PIN 方式で接続設定をおこなって
ください。
（☞本書16ページ）

アドレスを手動で設定してください。（☞本書15～19ページ）

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい

B

A

● 接続しにくいときは、無線 LAN 対応ブロードバンドルーターをマルチエネルギーモニタに近付けるか、無線 LAN
中継器など（ 6：113ページ、6V/6W：119 ページ、7/7W：61ページ）を利用してください。

● 接続しにくいときは、無線 LAN 対応ブロードバンドルーターの再起動をお試しください。

メモ

◇通信回線に接続できないときは（つづき）
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製品登録の
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈COCORO MEMBERS〉で
ご愛用製品の登録をお願いいたします。（登録無料）

スマートフォンや
携帯電話はこちらから

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル ・ ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」を
お願いしています。　発信者番号を非通知にされている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

いつでも便利なWebサービス 【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

■ QRコードについて
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。
（読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください。）
誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

シャープ　お問い合わせ 検 索 スマートフォンや
携帯電話はこちらから

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

携帯電話からは、ナビダイヤル

■フリーダイヤル ・ ナビダイヤルがご利用いただけない場合は… 
 〒581-8585　大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

使用方法のご相談など 【お客様相談室】 おかけ間違いのないようにご注意ください。

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル ■フリーダイヤル ・ ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

〒581-8585　大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

持込修理、部品購入のご相談など 【修理相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

◇お客様ご相談窓口のご案内

 
携帯電話からは、ナビダイヤル

 
■Webサイトでは、修理のお申し込みを24時間受け付けております。
http://www.sharp.co.jp/support/index.html

所在地・電話番号・受付時間については、変更になることがあります。（2018年4月現在）
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エラーが発生した場合、マルチエネルギーモニタにエラーメッセージが表示されます。
エラーメッセージの最後に表示されるアルファベットと 2桁の数字はエラーコードです。
エラーメッセージは、お持ちの取扱説明書を参照してください。

修理相談窓口にご連絡いただくときは、マルチエネルギーモニタの［設定］→［現在の設定］画面に表示される
型名とバージョンをお知らせください。

JH-RWL6から JH-RWL6Vへバージョンアップして追加となったエラーコード
エラー
コード 意味 対処

d-11 パワーコンディショナの出力回路に異常がおきた可能性があ
ります（自立運転時に検知）。

パワーコンディショナを再起動してくだ
さい（ 取扱説明書JH-RWL6：138ペー
ジ）。それでも表示が消えない場合また
は再発する場合はエラーコードを控えて
修理相談窓口にご連絡ください。

E-11 パワーコンディショナの出力回路に異常がおきた可能性があ
ります（自立運転時に検知）。

しばらく（約 10 秒間）そのままの状
態でお待ちください。自動的に運転を
再開します。

E-32
自立運転で使用できる電力よりも、自立運転用コンセントま
たは専用コンセントに接続された機器の方が消費電力が大き
くなっています。

自立運転用コンセントまたは専用コンセン
トに接続された機器を減らしてください。
ただし、自立運転で使用できる電力が
少ない（発電電力が低下したなどの）
場合は、機器を減らしてもエラーが消
えない場合があります。

K-05 蓄電池コントローラが蓄電池モジュールを検出できません。

しばらく（約 10 秒間）そのままの状
態でお待ちください。
自動的に運転を再開します。

K-10 蓄電池コントローラに過電流が流れた可能性があります。

K-30 蓄電池コントローラ端子台の温度ヒューズが切れた可能性があります。

K-35 蓄電池コントローラのブレーカーが切れた可能性があります。

K-55 蓄電池モジュールが過電圧になっている可能性があります。

K-60 蓄電池モジュールが過放電になっている可能性があります。

K-65 蓄電池モジュールに過電流が流れた可能性があります。

K-70 蓄電池モジュールのセル電圧のアンバランスを検知しました。

K-80 蓄電池モジュールのアドレス設定が誤っています。

L-27 内部回路に異常がおきた可能性があります。

エラーコードを控えて修理相談窓口に
ご連絡ください。

L-60 内部回路の電流センサーに異常がおきた可能性があります。
L-97 パワーコンディショナによる蓄電池コントローラの自動復帰

に失敗しました。
P-16 蓄電池コントローラが充放電禁止状態です。

P-17 蓄電池コントローラが蓄電池モジュールを検出できません。

P-18 蓄電池コントローラに過電流が流れた可能性があります。

P-19 蓄電池コントローラが過放電になっている可能性があります。
P-20 蓄電池コントローラと蓄電池パワーコンディショナの間の通

信に異常がおきた可能性があります。
P-21 蓄電池コントローラ端子台の温度ヒューズが切れた可能性があります。

P-22 蓄電池コントローラのブレーカーが切れた可能性があります。
P-23 蓄電池コントローラと蓄電池モジュール間の通信に異常がお

きた可能性があります。
P-24 蓄電池モジュールが過電圧になっている可能性があります。

P-25 蓄電池モジュールが過放電になっている可能性があります。

◇エラーコード一覧
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エラー
コード 意味 対処

P-26 蓄電池モジュールに過電流が流れた可能性があります。

エラーコードを控えて修理相談窓口に
ご連絡ください。

P-27 蓄電池モジュールのセル電圧のアンバランスを検知しました。

P-28 蓄電池モジュールの温度異常の可能性があります。

P-29 蓄電池モジュールのアドレス設定が誤っています。

P-30 切替リレーに異常がおきた可能性があります。

P-31 切替リレーに異常がおきた可能性があります。
P-32 専用コンセントに接続された機器の消費電力が大きすぎます。

接続機器を減らしてください。
専用コンセントに接続された機器を減
らして、消費電力を下げてください。

P-34 内部回路が充放電停止信号を受信しました。
エラーコードを控えて修理相談窓口に
ご連絡ください。P-35 蓄電池の容量が減っている可能性があります

（蓄電池の運転は停止しません）。

U-15 内部回路の充電側に過電流が流れた可能性があります。

しばらく（約 10 秒）そのままの状態
でお待ちください。
自動的に運転を再開します。

U-20 内部回路の放電側に過電流が流れた可能性があります。

U-25 蓄電池が未接続です

U-27 内部回路に異常がおきた可能性があります。

U-30 内部回路が充放電停止信号を受信しました。

U-50 内部回路の地絡を検出しました。

U-60 内部回路の電流センサーに異常がおきた可能性があります。 しばらくお待ちください。自動的に運
転を再開します。U-80 RPRセンサーが未接続です。

U-95 内部回路の電圧が低下しています。 しばらく（約 10 秒）そのままの状態
でお待ちください。自動的に運転を再
開します。U-96 内部回路の電圧が上昇しています。

JH-RWL6Vから JH-RWL6W（または、JH-RWL7から JH-RWL7W) へバージョンアップ
して追加されたエラーコード
エラー
コード 意味 対処

R-14 パワーコンディショナの接続設定が完了していません。 エラーコードを控えてお買い上げの販
売店にご連絡ください。

K-52 蓄電池の容量が減っている可能性があります。
しばらく（約 10 秒間）そのままの状
態でお待ちください。
自動的に運転を再開します。

◇エラーコード一覧（つづき）
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エラー
コード 意味 対処

R-16 パワーコンディショナとの通信に失敗しました。 エラーコードを控えて修理相談窓口
にご連絡ください。

R-20 出力制御スケジュールの有効期限が切れています。

ネットワーク設定を確認して設定をやり
なおしてください。（ JH-RWL6W：
121 ～ 125 ページ、JH-RWL7W：63
～ 67ページ）
それでも表示が消えない場合は、イン
ターネット回線障害の可能性がありま
す。しばらく待っても表示が消えない
場合は、エラーコードを控えて修理相
談 窓 口にご連絡ください。

R-21 出力制御スケジュールの取得に失敗しました。

ネットワーク設定を確認して設定
をやりなおしてください。（ JH-
RWL6W：121 ～ 125 ペ ー ジ、JH-
RWL7W：63 ～ 67 ページ）
それでも表示が消えない場合は、出力
制御配信スケジュールサーバー障害
の可能性があります。しばらく待っ
ても表示が消えない場合は、エラー
コードを控えて修理相談窓口にご連絡
ください。

R-23 スケジュール情報配信システムとの通信が失敗している可能
性があります。

通信設定を確認、再設定してください。
（ JH-RWL6W：121 ～ 125 ページ、
JH-RWL7W：63 ～ 67 ページ）
それでも表示が消えない場合は、エラー

R-24 スケジュール情報配信システムとの通信が失敗している可能
性があります。

コードを控えて修理相談窓口にご連絡
ください。

エラーコードを控えて修理相談窓口
にご連絡ください。

JH-RWL7Y（またはJH-RWL6Y）からバージョンアップして追加されたエラーコード

JH-RWL7WからJH-RWL7Y（または、JH-RWL6WからJH-RWL6Y）へバージョンアップ
して追加されたエラーコード

エラー
コード 意味 対処

d-15
～17 パワーコンディショナ内部にあるDC/DCコンバータ過電流

が流れた可能性があります。

パワーコンディショナを再起動してくださ
い。それでも表示が消えない場合や再発す
る場合はエラーコードを控えて修理相談窓
口にご連絡ください。

パワーコンディショナ内部にあるDC/DCコンバータのスイッ
チング素子に異常が起きた可能性があります。

d-61
太陽電池の絶縁抵抗が劣化している可能性があります。

エラーコードを控えて修理相談窓口に
ご連絡ください。d-62

E-15
～17

しばらく(約10秒間)そのままの状態でお待
ちください。自動的に運転を再開します。

d-51
～53

E-51
～53

エラーコードを控えて修理相談窓口に
ご連絡ください。

蓄電池コントローラとモジュールの組み合わせ、または組み
方に誤りがあります。

E-60

P-33 エラーコードを控えて修理相談窓口に
ご連絡ください。

◇エラーコード一覧（つづき）




