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おことわり  
 

１．本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。  

２．本製品及び取扱説明書を運用した結果の影響については、一切の責任を負いかねますのでご

了承ください。  

３．本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。 

４．機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項と、お客様の機械とが一部異なる場合

がありますのでご了承ください。 

５．本装置は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）より委託された 

「新エネルギーベンチャー技術革新事業（太陽光発電）」の成果を（一部）活用して 

います。 

 

安全のために 
装置取扱いにおける注意事項及び安全管理  

装置を使用するにあたり、装置使用中の安全管理が非常に重要です。  

装置使用前には下記の項目を必ず一読してください。  
 

 

警告 
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、感電等の怪我による重傷または死亡

を負う可能性があることを示しています。 
 

高電圧注意 
高電圧が加わる部分です。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、感電等の

怪我による重傷または死亡を負う可能性があることを示しています。 
 

警 告  
 

・ 本装置を分解、改造などしないでください。 

・ 本説明書に記載している使用方法以外の使い方をすると、保護機能が損なわれます。 

・ 煙がでる、異臭がするなど異常状態のままで使用すると、火災・感電の原因となりま

す。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、弊社までご連絡ください。 

・ 爆発の危険性がある粉塵、ガス、蒸気、水分のある環境では使用しないでください。 

・ 異物や水などの液体が装置内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。火

災、感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り､弊社までご連絡く

ださい。 

・ 電池の(+)と(-)を逆に挿入しないでください。発熱、液漏れ、破裂、機器破損の恐れ

があります。 

・ 新しい電池と使用した電池、古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しない

でください。発熱、液漏れ、破裂、機器破損の恐れがあります。 

・ 使い切った電池はすぐに取り出してください。使い切った電池を接続したまま長期間

放置しますと、発熱、液漏れ、破裂、機器破損の恐れがあります。 

・ 長期間使用しない場合、電池を取り出してください。液漏れ、機器破損の恐れがあり

ます。 
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・ 本装置は、日本国内での使用のみを想定しておりますため、日本国外への持ち出し及

び日本国外での使用はご遠慮ください。なお、日本国外に持ち出された場合や、日本

国外で使用された場合には、当社は一切の責任を免れるものとし、故障修理、不具合

箇所の点検を含め、アフターサービス等を受けることはできません。なお、本製品の

ローカライズ等についても、一切お引き受けできませんので、ご了承ください。 

 

高電圧注意  
 

・ 開放電圧が1000Vを上回るストリングにSOKODESを接続しないでください。SOKODES自体

の機器故障や使用者の感電を引き起こす恐れがあります。 

・ 付属の測定ケーブル、プローブ、クリップ以外は使用しないでください。 

・ 測定ケーブル、プローブ、クリップを別途ご購入の際は、ご購入頂いた代理店へご連

絡ください。 

・ 測定ケーブル、プローブ、クリップが正しく接続されていることを必ず確認して、測

定してください。 

・ プローブを使用する場合は、プローブの指ガードより先に指が出ないようにしてくだ

さい。 

・ クリップを使用する場合、クリップの金属部に指が触れないように注意してください。 

・ 本装置を使用する場合、感電防止のため絶縁用防護具(絶縁手袋、絶縁靴)を着用して

作業してください。 

・ 本装置や太陽電池は濡れた手で触れないでください。感電や漏電事故の原因になる可

能性があります。 

・ 本装置への太陽電池の接続時は、必ず接続する箇所を感電の恐れがないか確認のうえ、

作業を行って下さい。 

・ 濡れた場所や水分のあるところで使用しないでください。 

・ 測定時はパワーコンディショナーを切り離して下さい。 

・ USBキャップをした状態で、測定ケーブルを接続してください。 

・ USBキャップを本装置から測定ケーブルを取り外してください。 

・ 本装置に損傷がある場合は、使用しないでください。ご使用前に、本装置を検査して

ください。ひびや欠けがないことを確認してください。測定端子周辺は特に注意して

確認してください。 

・ 測定ケーブル、プローブ、クリップの損傷、金属の露出がないことを確認してくださ

い。損傷があった場合は、使用する前に必ず交換してください。 

・ 電池ケース保護カバーをあける前には、本装置から測定ケーブルを取り外してくださ

い。 

・ 電池ケース保護カバー、内蓋をあけた状態または、正しく装着されていない状態で、

本装置の操作をしないでください。 
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注 意  
 

・落下などの強い衝撃を加えないでください。 

・測定中は、電極からプローブを外さないでください。はずれた場合は、測定完了後ま

でプローブを電極に接触させないでください。故障する可能性があります。 

・装置の保管場所は、ほこりや粉塵の多い場所、直射日光のあたる場所、温度湿度の変

化が激しい場所、火気のある場所、水に濡れやすい場所、振動のある場所は避けてくだ

さい。  

・装置は、温度0～35℃、湿度70％RH以下（非結露）の範囲でご使用ください。  

・ベンジンやシンナー、アルコールなど使用しないでください。 

・ノイズが多い環境下でUSBケーブルを接続すると、影響を受ける可能性があります。ノ

イズが少ない環境でご使用ください。 

 

断線検出機能に関する注意事項 
１．本機能は太陽電池ストリング中の断線の有無を検知する装置です。 

 

２．不具合箇所の表示は、推定位置でありダイオードの種類、ケーブルの長さ、アースケーブル

施工、気温等の諸条件により誤差が生じることがあります。 

 

３．不具合箇所は推定されますが、上記測定条件により不具合箇所を特定できない場合がありま

す。４項に示す補助作業を用いて推定箇所を特定してください。 

 

４．SOKODES の表示障害位置で故障個所が推定されます。不具合箇所を特定するには、ＩＶ測定

器、サーモカメラ及びラインチェカー等の検査測定機器の使用が必要になることがあります。 

 

５．不具合箇所が 1 ケ所の場合は表示した推定位置に基づき、その付近のパネル及びケーブルの

接続を検査します。ただし、実際の測定条件等により不具合箇所と表示障害位置が異なる場

合もあります。 

 

６．不具合箇所が 2 箇所以上生じている場合は、表示されている推定位置と不具合箇所に大きな

隔たりを生じる可能性があります。従って、断線の有無を判断することは出来ますが、不具

合箇所が、単一であるのか複数であるのかの判断は出来ません。 

 

７．測定可能な太陽電池ストリングの基本条件は、セル数が 60 セル以下の結晶系のモジュールで、

直列 20 枚以下、かつ、開放電圧が 1000V 以下の構成となっているストリングです。 

60 セル以上のモジュール、1 ストリング 20 枚以上の構成、接続箱からのケーブルの長さが

30 メートル以上の場合など、そのような測定においては正しく判定されない可能性がありま

す。 
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第１章 S☀KODESについて 

１－１  概要 

本製品は、太陽電池アレイの障害位置検出装置であって、施工業者やメンテナンス業者が、取

り付け時の確認作業時、定期点検時など、あらゆる場面で使用し、作業効率の向上に貢献するこ

とを目的とした装置です。対象とする太陽光発電システムは、住宅用発電システム及び中小規模

の産業用発電システム、メガソーラを対象とします。 
 
１－２  機能・特長 

 SOKODES は、断線の検出と断線箇所をすばやく推定する機能を有しております。 
 
１－２－１  断線故障検出機能 

複数のモジュールの電気抵抗を同時計測し、配線の接続不良などを即座に検知、断線故障個所

を推定し、表示します。 
 

 ①PV ストリングの断線チェック 
断線チェック機能により、モジュール間等のケーブルの断線、モジュール内部の半田はがれ

等による断線を検出することができます。 
 

②モジュール単体のチェック 
断線チェック機能により、断線が検出された場合、モジュール単体でのチェックを行うこと

を推奨します。モジュールをストリングからとりはずしていただき、モジュールのケーブル

へSOKODES GFを接続し測定していただくことにより、モジュールの正常／異常を判定す

ることが可能です。ただし、モジュール内部の故障箇所を特定することはできません。 
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（１） チェックフロー 

 ①PV ストリングの断線チェックフロー 
事前作業を行った後、ストリングのモジュール枚数を入力し、設定内容とケーブルの接続状

況を確認し、測定を実行します。 
 

②モジュール単体のチェックフロー 
事前作業を行った後、モジュール枚数に１を入力し、設定内容とケーブルの接続状況を確認

し、測定を実行します。 
※ 本測定で異常が出た場合、測定モジュールが異常であることを示します。表示される故障

位置は、モジュール内のセル位置を示すものでは、ありません。 
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第２章  装置構成 

２－１  付属品について 

 ① S☀KODES 本体 
 ② 測定用ケーブル （赤・黒・緑） 
 ③ 測定用クリップ （赤・黒・緑） 
 ④ 測定用プローブ （赤・黒） 
 ⑤ 取扱説明書(CD-ROM) 
 ⑥ キャリングケース 
 

ドルフィンクリップ（左）  と  テストプローブ（右） 

 
 
 

プローブ仕様 
項目 説明 
色 赤（＋）、黒（－）、緑（ＧＮＤ） 
定格 DC 1000V
測定カテゴリ CATⅢ 
プローブ形状 両刃クリップ（ドルフィンクリップ）とテストプローブ 
 
 
２－２  各部の名称と機能 

 

① 測定端子 
② ディスプレイ 
③ 操作部 
④ 電池カバー 
⑤ USB コネクタ 

(開発用のため USB 接続はで

きません) 
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２－３  操作部詳細 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２－４  電池の交換方法 

 ・電源を切って測定リードを本体から外してから電池交換を行ってください。 
 ・裏面の電池ケースカバーをはずして電池を交換してください。 
 ・電池は単三乾電池を 4 本使用します。 
  新しい電池と、使用済みの電池・種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。 
 ・（＋）と（－）の極性を正しく入れてください。 
 ・電池挿入後電池ケース内蓋、電池ケース保護カバーを必ず装着してください。 
 ・電池寿命は使用状況・環境によって異なります。 
  （マンガン乾電池を使用した場合は電池残量が正しく表示されない可能性があります。） 
 ・長期間装置を使用しない場合は装置から電池をはずして保管してください。 
 ・使い切った電池はすぐに装置から取り外してください。 
・測定中およびファイル管理作業中に、電池をはずすと、正常に動作しなくなるので、 
絶対に行わないでください。 
 

 

①② ③ ④ 

⑨ 

⑦ 

⑥ 

⑤

⑧

⑩⑬ ⑫ ⑪ 

①電源 
②設定メニュー 
③ファイル管理メニュー 
④測定メニュー 
⑤選択ボタン 上キー 
⑥選択ボタン 下キー 
⑦選択ボタン 左キー 
⑧選択ボタン 右キー 
⑨OK 
⑩キャンセル 
⑪戻る（F1 キー） 
⑫進む（F2 キー） 
⑬印刷 



－10－ 

第３章   取扱い方法 

３－１  電源を入れる／切る 

 
 電源 OFF 時に、  ボタン長押しで電源が ON になります。電源投入後にメニュー画面

が表示されます。 
 

 
 
 
 電源 ON 時に、 ボタン長押しで電源が OFF になります。 
 （注）各種設定にて決定ボタンを押す前、測定画面で測定を開始する前に電源を OFF した場合

は、設定は保存されません。 
 
 
３－２  S☀KODES の操作 

 
 ・S☀KODES の操作は、右図の選択ボタンキーにより 

フォーカスの移動や数値の変更を行い、OK ボタンで 
選択を決定します。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 各画面でのキー操作 
 
       ：障害位置検出画面に移行します。 
 
       ：ファイル管理画面に移行します。 
 
       ：各種設定画面に移行します。 
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第４章   各種設定 

 メニュー画面から「各種設定」を選択します。 
 

 
 
 各種設定画面には、以下の設定項目があります。 
  ・異常判定条件設定：測定時の判定閾値を設定します。                     → ４－１ 
  ・時刻設定                 ：現在時刻を設定します。                                      → ４－２ 
  ・画面の明るさ         ：バックライトの明るさを設定します。             → ４－３ 
  ・自動電源オフ設定：無操作時の電源 OFF 時間を設定します。      → ４－４ 
  ・プリンター登録    ：印刷先のモバイルプリンターを登録します。→ ４－５ 
 
４－１  異常判定設定 

 
 断線検知レベル：断線を検知する際の判定レベルを設定します。（工場出荷時：200Ω） 
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４－２  時刻設定 

 
 「各種設定」画面の「時刻設定」を選択します。 
 

 
 
  左右キーでフォーカスの移動を行い、上下キーで数値の変更を行います。 
  設定は 「年／月／日 時：分」となっています。（時刻入力は 24 時間表記） 
 
４－３  画面の明るさ 

 
 「各種設定」画面の「画面の明るさ」を選択します。 
 

 
 
  画面の明るさは、5 段階に設定できます。 
  左右キーでフォーカスの移動を行い、OK ボタンで決定してください。 
  屋外などの使用で画面が見にくい場合に明るさを調整してください。 
  （工場出荷時：４） 
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４－４  自動電源オフ設定 

 
 ・「各種設定」画面の「自動電源オフ設定」を選択します。 
 

 
 
  無操作時に電源が自動的に切れるまでの時間を設定します。 
  左右キーでフォーカスの移動を行い、OK ボタンで決定してください。 
  （工場出荷時：１０分後） 
 
４－５  プリンター登録 

 
 ・「各種設定」画面の「プリンター登録」を選択します。 
 

 
 
 

・モバイルプリンターを登録し、 
 印刷できる状態とします。 
・登録するプリンターを上下キーで 
 選択し、OK キーを押してください。
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第５章   測定 

５－１  断線検出測定 

・測定開始 
メニュー画面から「測定」を選択します。 

 

 
 
 測定条件設定画面に切り替わります。この画面モードで、プローブを PV モジュールや PV ス

トリングに接続することで、PV モジュールの電圧を測定することができます。測定に際し、アー

スのプローブ（緑）は、フローティング（どこにも接続しない）としてください。 
 
 正極（＋、赤）のプローブと負極（－、黒）のプローブの間の電圧を、リアルタイムに表示し

ます。CANCEL キーで、メニュー画面に戻ることもできます。 
 
・モジュール枚数設定 
測定を行うストリングのモジュール枚数を上下キーで設定してください。 
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・測定条件確認 

左右キーで測定モードを選択してください。 

 Mode1： 通常は本モードで測定してください。 

 Mode2: 日射が少ないなどの理由により、正常ストリングであってもインピーダンスが高くなる場合、 

本モードを選択してください。 

測定条件に問題がない場合、ケーブルの接続を確認し問題なければ、OK ボタンを押して下さい。測

定が開始されます。 

 

 
 
・測定結果 
測定が完了すると測定結果が表示されます。 
測定結果は、下記のディレクトリ、ファイル名で保存されます。 

  ディレクトリ：年月日(YYYYMMDD) 
  ファイル名 ：正常時  時分秒(hhmmss.TDR) 
        ：異常時  時分秒(hhmmss_.TDR) 
 
  ＜正常＞ ：ストリングに断線箇所は検出されませんでした。 
 
  ＜異常＞ ：ストリング内に断線箇所があると推測されます。異常指摘箇所付近の調査を行

ってください。 
 

 
 結果表示画面でのキー操作 
 

    ：測定条件はそのままで再測定を行います。 
 

    ：測定結果ファイルを削除します。 
 

    ：測定結果（画面内容）を印刷します。 
       ※モバイルプリンターの登録を事前に済ませておいてください。 

        （４－５ プリンター登録 参照） 
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※ 断線チェック時の注意事項 

1.S☀KODES は、断線チェック時の位置推定時にモジュール又は架台との GND 接続が必要と

なります。接続箱のアース端子と架台が確実に接続されていることを確認してください。 
接続されていない場合は、別途ケーブルを延長して GND を接続する必要があります。 

2.パネル間の配線や、接続箱への配線で極端に長い中継線を使用している場合は 
測定結果に誤差が生じる可能性があります。 

3.ストリング内に複数の断線箇所がある場合、推定位置にずれが生じる可能性があります。 
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第６章   ファイル管理 

 「ファイル管理」では、以前測定したデータの再確認、必要でないファイルや、テストで取得

したファイルを削除することができます。２５，０００件程度保存できます。 
 別売りのデータ管理ソフトを用いることで、PC での測定結果管理が可能です。PC での測定結

果管理に関しては、データ管理ソフトの取扱説明書を参照してください。 
 
 メニュー画面から「ファイル管理」を選択すると、ファイル管理画面に移行します。 
 

 
 
６－１  測定結果の確認 

 選択ボタンキーで目的のファイルを選択し、OK ボタンを押してください。選択されたファイ

ルの測定結果が表示されます。CANCEL ボタンでファイル選択画面へ戻ります。 
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６－２  測定結果の削除 

ファイルまたはディレクトリを選択し、F1 ボタンを押すことで、選択したファイルまたはディ

レクトリを削除できます。 
 

「選択したファイルを削除しますか？」という、確認メッセー

ジが表示されます。OK ボタンでファイルの削除ができます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ディレクトリを選択すると、ファイル選択時と同様にディレク

トリの削除が行えます。 
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第７章   断線チェック手順 

S☀KODESでの断線チェックを行う前に、事前作業を行う必要があります。 
下記の手順で事前作業、測定を行ってください。 
 
 
 

 
 
１．接続箱の出力開閉器を OFF にしてください。 
 
２．接続箱の全ての断路器を OFF にし(+/-両側を断路)各ストリングを独立にしてください。 

断路器とパネル間にサージアブソーバー、昇圧トランス等がある場合は、これらを切り離し

てください。 
 
３．下記接続で PV ストリング断線チェックを行います。 
    SOKODES の緑ケーブルは接続せずに、PV ストリング断線チェックを実施してください。 

正常判定⇒問題なし。次のストリングへ。 
異常判定⇒下記 4 を実施。【注意】ここで表示される故障位置は無効です。 

  ・緑 ： 接続しない 
  ・黒 ： 断路器の負極側 （端子はパネル側に接続） 
  ・赤 ： 断路器の正極側 （端子はパネル側に接続） 
 
４．下記接続で PV ストリング断線チェックを行い故障パネルの位置を推定します。 

緑ケーブルを接地端子に接続して PV ストリング断線チェックを実施してください。本チェ

ックで表示される故障位置を参考にモジュール単体チェックを実施してください。 
設置状況や故障の状態により故障位置が±１枚以上ずれることがあります。 
 

  ・緑 ： 接地端子（PV のフレームアースと接続） 
  ・黒 ： 断路器の負極側 （端子はパネル側に接続） 
  ・赤 ： 断路器の正極側 （端子はパネル側に接続） 
 
    設置状況により、3 の工程で異常判定、4 の工程で正常判定となるケースが発生することがあ

ります。このようなケースが発生した場合は、下記いずれかの方法で工程 4 を実施してくだ

さい。 
(1) 異常検知レベルを 4 の工程で表示された抵抗値よりも低く設定して実施。モジュール

単体チェックを実施時には、判定基準を元に戻して実施してください。 
(2) 当該ストリングの延長ケーブルなしの状態で実施。 
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（＊１）接続箱の操作は、ご使用のパワーコンディショナー・接続箱等のマニュアルに従って操

作を行ってください。 
（＊２）出力開閉器を切らずに断路器の開閉を行った場合、接点が溶着又は焼損する恐れがあり

ます。 
 

太陽電池ストリング

接続箱 太陽電池アレイ

断路器 出力開閉器 
＋

＋

＋

－

－

－ 接地端子 

＋ －
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第８章   仕様 

８－１  本体仕様 

 

装置仕様 

測定対象 開放電圧 1000V以下 

寸法 116mm(W)×51.5mm(D)×226mm(H) 

質量 690グラム程度（本体＋電池）  

電源 単三乾電池×4 

PC／プリンター 
インタフェース 

Bluetooth(オプション) 

 
８－２  電圧測定仕様 

 

電圧測定仕様 

レンジ  オートレンジ（100,400,600,1000V） 

表示 ～100V：0.1V単位、100V～ ：1V単位 

測定精度 ±（5.0％rdg+4dig） 

 
８－３  断線検出仕様 

 

断線検出仕様 

測定対象 結晶系太陽電池 

測定単位 単一直列ストリング 

ストリング長 24枚以下 (72セルモジュール相当)※ 

検出可能抵抗値 直列抵抗10Ω相当以上 

測定抵抗表示 < 10Ω(10Ω未満)、10Ω～1000Ω、> 1000Ω(1001Ω以上) 

測定時間 20秒以下  

※本仕様は、昼間の断線の有無についての判定が可能。夜間の測定や故障位置推定に対して一定

の精度を保証するものではありません。 
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第９章   メンテナンス 

本書で説明していない修理やサービスは、メーカーまたはメーカー指定の業者のみが実施して

ください。 
 
９－１  日常点検 

端子に汚れや湿気があると、正しい測定ができないおそれがあります。また、表示部にほこり

や汚れが付着したままご利用になりますと、傷や、視認性が低下する原因となります。以下の手

順に従って清掃を行ってください。 
1.電源を切って、測定リードを取り外してください。 
2.端子内にたまったほこりを取り除いてください。 
3.湿らせた布を固く絞ってケースを拭いてください。研磨剤や溶剤は使用しないでください。 
4.表示部は湿らせた柔らかい布を固く絞って拭いてください。研磨剤や溶剤は使用しないでく

ださい。 
4.測定端子には何も接続せずに、断線チェックを実施して測定結果の抵抗値が1000Ω以上であ

ることを確認してください。 
5.測定リードで測定端子の＋と－をショートした状態で、断線チェックを実施し測定結果の抵

抗値が10Ω以下であることを確認してください。 
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９－２  トラブルシューティング 

項目 現象 対処 

電源に関するトラブル 

電源が入らない 新しい電池に入れ替えてください。 

測定開始すると電源が切れる 新しい電池に入れ替えてください。 

－ 
電池を入れ替えても電源が入らないまたは、電源が

切れる場合は、メーカーに連絡してください。 

電池がすぐになくなる 電池は正しく挿入されていますか。 

測定に関するトラブル 

断線異常判定ばかりでる 

プローブは、正しくあたっていますか。 

断線異常検知レベルが、低く設定されていませんか。

【自己診断方法】 

本体に＋／－のケーブルを接続して、＋と－のケーブ

ルをショートして測定を実施してください。 

抵抗値 10Ω以上：故障です。 

            メーカーサポートに 

            連絡してください。 

抵抗値＜10Ω：機器は正常です。 

            測定の事前準備は正しく 

            実施できていますか。 

            測定時にプローブは、 

            正しく接続できていますか。 

断線があるのに正常判定がで

る 

断線異常検知レベルが、高く設定されていませんか。

【自己診断方法】 

+/-のケーブルをはずした状態で、測定を実施してくだ

さい。 

    正常判定：故障です。 

             メーカーサポートに 

             連絡してください。 

    異常判定：機器は正常です。 

             測定の事前準備は正しく 

             実施できていますか。 

測定した結果が保存されない 
内蔵メモリ容量以上に結果を保存しようとしています。

過去の測定データを削除してください。 

電圧測定結果がおかしい 測定時にプローブが正しくあたっていますか。 
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第１０章   お問い合わせ 

１０－１  お問い合わせ先 

株式会社システム・ジェイディー 
〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜 3-8-33 
福岡システム LSI 総合開発センター6F 

TEL：092-832-5276     FAX：092-832-5277 
URL   ：http://www.system-jd.co.jp  
E-Mail ：sokodes@system-jd.co.jp 

 
 
１０－２  保証範囲 

  本製品の保証は、原則として購入後１年以内とします。 
  ただし、以下の場合については、保証期間内でも有償修理となります。 
 
  ・誤った取扱いで発生した故障および破損 
  ・当社社員及び指定者以外の者が整備および、電気的・機械的な改造を施した場合 
  ・火災・塩害・ガス害・異常電圧・天変地異などによる故障および破損 
  ・落下、あるいは輸送による故障および破損 
 
 
１０－３  校正およびメンテナンス 

  本製品の校正およびメンテナンスは、別途有償となります。 
  メンテナンス時に発生した修理交換部品は、別途有償となります。 
 
 
 


