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（フレーム付きモジュール寸法と設置穴の標準化対応仕様書）



改定番号 承認 作成
1 橋本 東
2 高山 出羽
3 高山 出羽
4 高山 ヨソナラ
5 高山 出羽
6 高山 出羽
7 高山 出羽
8 高山 出羽
9 高山 出羽
10 高山 出羽

改定履歴

日付 改定内容
2016/1/18 　新規作成

2016/11/22 　新ロゴラベル更新
2016/12/13 　275W追加、265W削除
2017/1/16 　フレーム色記載追加、背面図更新

2016/8/3 　W数更新、端子ボックス更新
2016/10/28 　5BB写真変更
2016/11/4 　ラベル変更

2017/3/15 　280W追加、TUV certificate更新
2017/4/5 　コネクタ仕様更新
2017/4/21 　背面図更新（標準化対応）



1. 総則

2. 適用規格

性能認証規格

安全認証規格（構造に対する要求事項）

安全認証規格（試験に対する要求事項）

3．適用等級及び火災等級

適用等級

火災等級

4．モジュール最大定格

単位
℃
℃
%RH
Pa
VDC
Pa

V

5．モジュールの納入仕様

5.1 モジュールに使用する材料
本モジュールに使用する材料は、下記の内容と規定し、特に規定がないものについては
この仕様書の性能を十分に満たす材料を選定し使用する

部材仕様

　セル枚数

　コネクタ

トリナソーラー結晶系太陽電池モジュール

本仕様書は　トリナソーラー社製の太陽電池モジュール（以下「本モジュール」とい
う）の納入仕様について規定する

本モジュールは　以下の国際規格を満たし、第三者認証機関より認証を取得している

IEC 61215:2005
IEC 61730-1:2004
IEC 61730-2:2004

動作温度 －40～＋85
保管温度 －20～＋50

本モジュールはIEC61730 3.2項に規定される等級Aに適合する

本モジュールはIEC61730 10.8項に規定される火災等級Cに適合する

項目 最大定格値 備考

最大システム電圧 1000
風圧荷重 2400

動作湿度 85
静荷重 5400

　セル 　多結晶 (156±1)×(156±1)mm（6インチ）
　60セル

　モジュール寸法 　(1650±2)×(992±2)×(35±1)mm
　重量 　18.6kg

降雹 直径35mmの雹 落下速度97km/h

耐電圧 DC3600

　端子ボックス 　IP68定格
　ケーブル 　PVケーブル4.0m㎡、1000mm

  MC4/UTX

　ガラス 　高透過・反射防止強化ガラス3.2mm
　バックシート 　ホワイト
　フレーム 　シルバー／アルマイト処理アルミ合金



5.2 モジュールの出力特性
モジュールの出力特性は、標準試験条件（STC）で測定したものとする
（モジュール温度25℃、AM1.5、日射強度：1000w/㎡）

TSM-270PD05

TSM-275PD05

TSM-280PD05

5.3 耐電圧
モジュールの端子間を短絡し、同端子間と枠、または接地端子間に3600Ｖの直流電圧
を印加し、絶縁破壊不具合が発生しないこと（試験時間1秒）

5.4 絶縁抵抗
モジュールにDC1000Vを印加し、絶縁抵抗は100MΩ以上にあること

5.5 出荷検査
出荷検査は非破壊検査とし、検査に提出された資料は出荷品に含むものとする

5.5.1 フラッシュテスト
全てのモジュールをフラッシュテストの対象とし、電気特性に合格したもの
を出荷する。またはフラッシュテスト成績書を別紙で提出するものとする

5.5.2 ELカメラ検査
全品の検査を実施する。

　型 式 TSM-270PD05

　開放電圧(Voc) 38.4V
　短絡電流(Isc) 9.18A
　モジュール変換効率 16.5%

　最大出力(Pmax) 270W
　最大動作電圧(Vmax) 30.9V
　最大動作電流(Impp) 8.73A

　最大動作電流(Impp) 8.84A
　開放電圧(Voc) 38.5V
　短絡電流(Isc) 9.25A

　型 式 TSM-275PD05
　最大出力(Pmax) 275W
　最大動作電圧(Vmax) 31.1V

　最大動作電圧(Vmax) 31.4V
　最大動作電流(Impp) 8.92A
　開放電圧(Voc) 38.7V

　モジュール変換効率 16.8%

　型 式 TSM-280PD05
　最大出力(Pmax) 280W

　短絡電流(Isc) 9.34A
　モジュール変換効率 17.1%

温度係数（%/℃）
最大出力(Pmax) -0.41
開放電圧(Voc) -0.32
短絡電流(Isc) 0.05

出力許容公差
上限値 下限値 単位

5 公称値 W



5.6 梱包構成 

集合梱包
30枚/パレット
840枚/40FTコンテナ

6．設置上の注意

別途、設置マニュアルを参照のこと



7．各部寸法 



８．変換効率　TSM-PD05

【単セル面積】

　辺1　 a 156mm

　辺2　 b 156mm

　156mm × 156mm =  24336m㎡　

【全セル面積/モジュール】

【モジュール面積】

 

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　1．セル実効変換効率　　

　セル全面積 1.46016㎡

　計算式（変換効率） 270/1460.16  (18.49%) 280/1460.16  (19.17%)

275/1460.16  (18.83%)

　　　　2．モジュール変換効率　

　モジュール面積 1.636800㎡

　計算式（変換効率） 270/1636.800  (16.50%) 280/1636.800  (17.10%)

275/1636.800  (16.80%)

　少数第二位切捨て 　　　四捨五入

（ 0.024336㎡ )

　60 × 0.024336㎡　= 1.46016㎡

　1650mm × 992mm　=　1.636800㎡

変換効率種類 出力

セル実効変換効率

270W 18.4% 18.5%

275W 18.8% 18.8%

280W 19.1% 19.2%

モジュール変換効率

270W 16.5% 16.5%

275W 16.8% 16.8%

280W 17.1% 17.1%

正方形セル b

a



９．TSM-PD05製品ラベル

TSM-270PD05 TSM-275PD05

TSM-280PD05

注）製品ラベルの貼付位置は、パネル裏面になります。






