
初めに - ご使用前に必ずお読み下さい - INTRODUCTION  - Read before use -

安全上の重要なお知らせ IMPORTANT SAFETY INFORMATION

使用上の注意 ATTENTION FOR USE

この取扱説明書は、ホシデン製PVコネクタの組立方法及び取
扱方法について説明しています。ご使用前にこの取扱説明書
を必ずお読み下さい。この取扱説明書に記載された内容を無
視した取扱をされた場合、安全性及び製品性能の保証を致し
かねます。

コネクタの接続時、ソケットとプラグの極性の組み合わ
せ（直列又は並列）については十分に注意し、モジュー
ルの仕様に従って正しく配線して下さい。

Do not disconnect under load: PV plug connections must
not be disconnected while under load. They can be placed
in a no load state by switching off the DC/AC converter or
breaking the AC circuit.
And they can be placed in a no load state by breaking the
DC circuit.

During assemble process, connector parts should be kept away
pollution such as dust and water to avoid the degradation to seal
or electric performance of PV connector.

This instruction manual explains the assembly method of Hosiden
photovoltaic connector, and the handling method. Read these
instruction manuals before use. We can not guarantee the safety
and product performance, if the contents written in these
instructions are disregarded.

Take care of polarity combinations (series or parallel) of a
socket and a plug at plugging connectors and connect them
correctly according to module specification.

通電中にコネクタを抜かないで下さい：PVコネクタの接
続は通電中に絶対に外さないで下さい。DC/AC変換器
をオフにした状態や、AC回路を切ることで、コネクタを非
通電の状態にすることができます。
またDC回路を切ることでも、コネクタを非通電の状態に
することができます。

コネクタの密閉性や電気的性能に影響が出ないよう、組立時
は部品が埃や水などで汚れないようにして下さい。
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感電防止の為、コネクタの組立又は解体時には必ず電
源から隔離した状態で行って下さい。

The connectors must be separated from power supply
while being assembled or disassembled to protect against
electric shock.

改訂履歴 / Revision Record

This connector is suitable for use with Class B and Class C
stranded copper conductors (See NFPA NEC 70 Chapter 9, Table
10).

本コネクタは、クラスB及びクラスCの撚銅線に適応していま
す。（NFPA NEC 70 9章 表10 を参照下さい。）

IP(International Protection) Rating of mated connectors is IP67.
They can not be used under water permanently. Do not lie
connectors on the place where they may go under water.

本コネクタの嵌合状態における保護等級はIP67です。水中で
の恒久的な使用は出来ませんので、コネクタが水没する恐れ
のある場所には置かないで下さい。

記載以外のケーブルを使用された場合、及び 記載以外のコネ
クタと嵌合された場合、安全性及び製品性能の保証を致しかね
ます。

We can not guarantee the safety and product performance
if the cables and connectors not described in this manual is used.

未嵌合状態のコネクタは、カバーをして埃や水が中に入らない
ようして下さい。

Disconnected connectors should be protected from dust or water
with cover.

The connector is considered to be in compliance with UL6703
only when assembled in the manner specified by these assembly
instructions.

取扱説明書に従った組み立てをされない場合はUL6703に準拠
しません。

Oct.23.2012

ケーブル外径範囲の拡大 / Expanded the cable diameter range.△

Jul.18.2012

1000V及び2000Vタイプのケーブルを追加 / Added the 1000V and 2000V cable.

Mar.23.2012 圧着工具の変更 / Changed the crimping tool.

△
△

P.2及びP.3の表を差し替え / Replaced the table of P.2 and P.3.

Nov.12.2013

ケーブル外径範囲の拡大 / Expanded the cable diameter range.

△ Aug.01.2012

△

改訂 / Rev. 改訂日 / Revision Date 改定内容・改定理由 / Contents and Reason for Revision

Sep.29.2010 初版 / First Edition

△ Jul.14.2015 USE-2のケーブル外径を改訂 / Changed the cable diameter range of USE-2.

△ Apr.28.2015

新規の端子を追加 / Added the new terminal.
連絡先を追加 / Added the contact information.
UL6703 アップデートに伴う定格電流の変更 / Changed the rated current with updating of UL.
クリンプハイトを追加 / Added the crimp height.

1

2

4

3

5
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7
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△ Jul.14.2015 USE-2のケーブル外径を改訂 / Changed the cable diameter range of USE-2.7
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仕様 / Specification

現場での組み立てについては、下表に示すケーブルを使用することができます。

　　　　　　　　　　　　　（※）定格電圧は下表の通りです。 / Rated voltage shall be shown in the table below.

/ You can use below cables in case of assembling on site.

85℃ <UL>

周囲温度範囲 / Ambient temperature range

上限温度 / Upper limiting temperature

大操作温度 / Maximum operating temperature

定格電流 / Rated current

定格電圧 / Rated voltage

保護等級 / International Protection rating

30A DC / 6.0mm
2
 (10 AWG) <EN/UL>

30A DC / 4.0mm
2 
(12 AWG) <EN>

20A DC / 4.0mm
2 
(12 AWG) <UL>

25A DC / 2.5mm
2 
(14 AWG) <EN>

15A DC / 2.5mm
2 
(14 AWG) <UL>

 1000V DC <EN> /  600V DC or 1000V DC <UL>（※）

-40℃ to +90℃ <EN>

IP67 (mated) / IP2X (unmated)

110℃ <EN>

USE-2 cable （600V cable）
PV wire cable （1000V or 2000V cable）

PV wire cable （600V cable）
Cable type Rated Voltage

600V DC
1000V DC
600V DC

Cable type

4.0mm2 (12AWG)

6.0mm2 (10AWG)

EN 2.5mm2 - 6.0mm2

(10AWG - 14AWG)
-

7 - 49

UL

4.0mm2 (12AWG)

PV1-F

適応規格 芯線の断面積 ストランド数

2.5mm2 (14AWG) 7 - 49

Applicable safety standard Conductor, str Cu # of strands

ケーブルタイプ 温度定格ケーブル外径

Temperature rating

2.5mm2 (14AWG)

6.0mm2 (10AWG)

Cable insulation diameter

Minimum 90℃

7 - 65

7 - 84

-40℃ to +90℃4.3mm - 7.8mm

7 - 84

5.75mm - 8.1mmUSE-2

PV wire7 - 65 5.74mm - 8.1mm

圧着に関して、クリンプハイトは下表の通りです。工場での組み立て、現場での組み立て共にクリンプハイトは同等です。

/ The below table shows the crimp height. The same value is applicable for assembled in the factory and in the field.

部品構成
　下図を参照し、仕様に合った品番を次頁の品番表より

　選択して下さい。

　　　　　　　　Component Composition

Select plugs and sockets from the part number list on page 3

with referring to the following figure.

フルロックカバー無しのコネクタは、嵌合を手で外すことができます。

/ The connector without full lock cover can be unplugged by hands.
フルロックカバー付きのコネクタは、嵌合を外すための工具（Fig.7）が必要です。

/ The connector with full lock cover required the tool Fig.7 to be unplugged.

2.5mm
2

(14AWG) 2.00±0.05 mm

ピン / Pin

導体サイズ / Wire size クリンプハイト / Crimp height

6.0mm2 (10AWG) 2.42±0.05 mm

4.0mm
2

(12AWG) 2.20±0.05 mm

導体サイズ / Wire size

6.0mm2 (10AWG)

4.0mm
2
 (12AWG)

2.5mm
2
 (14AWG)

クリンプハイト / Crimp height

2.48±0.05 mm

2.25±0.05 mm

2.03±0.05 mm

コンタクト / Contact

Fig.2 HSC2014 ソケット/Socket

Fig.4 HSC2014-030010 フルロックカバー/Full lock cover

Fig.1 HSC2013 プラグ/Plug

Fig.3 HSC2015 ソケット/Socket

4.0mm2 (12AWG)

6.0mm2 (10AWG)

7 - 65

7 - 84

5.75mm - 8.1mmUSE-2
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フルロックカバー付きのコネクタは、嵌合を外すための工具（Fig.7）が必要です。

/ The connector with full lock cover required the tool Fig.7 to be unplugged.
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品番表 / Part number list

・HSC2013 プラグ / Plug

プラグ半完成品（※1）

Pre-assembled plug EN UL （PV Wire 600V）

HSC2013-011*#0 7.1 - 7.8mm 7.0 - 8.1mm

HSC2013-012*#0 6.7 - 7.4mm 6.65 - 7.4mm

HSC2013-013*#0 6.1 - 7.0mm 6.1 - 7.0mm

HSC2013-014*#0 5.3 - 6.4mm 5.74 - 6.3mm

HSC2013-015*#0 4.7 - 5.6mm -

HSC2013-016*#0 4.3 - 5.0mm -

適用導体面積（※3）

単品/Single unit リール/Reel Conductor cross section

HSC2013-031030 HSC2013-031130 6.0mm
2
 (10AWG) 5mm

HSC2013-031030 HSC2013-031130 4.0mm
2
 (12AWG) 5mm

HSC2013-031040 HSC2013-031140 2.5mm2 (14AWG) 3.5mm

・HSC2014 ソケット（ハーフロックタイプ） / Socket (Half lock type)

ソケット半完成品（※1）

Pre-assembled socket EN UL （PV Wire 600V）

HSC2014-011*#0 7.1 - 7.8mm 7.0 - 8.1mm

HSC2014-012*#0 6.7 - 7.4mm 6.65 - 7.4mm

HSC2014-013*#0 6.1 - 7.0mm 6.1 - 7.0mm

HSC2014-014*#0 5.3 - 6.4mm 5.74 - 6.3mm

HSC2014-015*#0 4.7 - 5.6mm -

HSC2014-016*#0 4.3 - 5.0mm -

5.75 - 6.3mm

-

-

適用ケーブル径/Range of cable

UL （PV Wire 1000 or 2000V）

7.0 - 8.1mm

6.65 - 7.4mm

6.15 - 6.55mm

-

適用ケーブル径/Range of cable

UL （USE-2）

7.4 - 8.1mm

6.8 - 7.4mm

6.25 - 7.0mm

UL （USE-2）

7.4 - 8.1mm

6.8 - 7.4mm

6.25 - 7.0mm

5.75 - 6.3mm

-

5.74 - 6.14mm

-

-

-

コンタクト/Contact A
(※2)

-

UL （PV Wire 1000 or 2000V）

7.0 - 8.1mm

6.65 - 7.4mm

6.15 - 6.55mm

5.74 - 6.14mm

　　　

　　　　　

HSC2014 015*#0 4.7  5.6mm

HSC2014-016*#0 4.3 - 5.0mm -

適用導体面積（※3）

単品/Single unit リール/Reel Conductor cross section

HSC2010-0310x0 HSC2010-0311x0 6.0mm2 (10AWG) 5mm

HSC2010-0310x0 HSC2010-0311x0 4.0mm2 (12AWG) 5mm

HSC2010-0310y0 HSC2010-0311y0 2.5mm
2
 (14AWG) 3.5mm

・HSC2015 ソケット（フルロックタイプ） / Socket (Full lock type)

ソケット半完成品（※1）

Pre-assembled socket EN UL （PV Wire 600V）

HSC2015-011*#0 7.1 - 7.8mm 7.0 - 8.1mm

HSC2015-012*#0 6.7 - 7.4mm 6.65 - 7.4mm

HSC2015-013*#0 6.1 - 7.0mm 6.1 - 7.0mm

HSC2015-014*#0 5.3 - 6.4mm 5.74 - 6.3mm

HSC2015-015*#0 4.7 - 5.6mm -

HSC2015-016*#0 4.3 - 5.0mm -

適用導体面積（※3）

単品/Single unit リール/Reel Conductor cross section

HSC2010-0310x0 HSC2010-0311x0 6.0mm
2
 (10AWG) 5mm

HSC2010-0310x0 HSC2010-0311x0 4.0mm2 (12AWG) 5mm

HSC2010-0310y0 HSC2010-0311y0 2.5mm2 (14AWG) 3.5mm

6.8 - 7.4mm

6.25 - 7.0mm

5.75 - 6.3mm

-

-

適用ケーブル径/Range of cable

-

UL （USE-2）

7.4 - 8.1mm

-

-

UL （PV Wire 1000 or 2000V）

7.0 - 8.1mm

6.65 - 7.4mm

ピン/Pin（※4）

・フルロックカバー/Full lock cover
品番

Part No.
HSC2014-030010

ピン/Pin（※4）

B
(※2)

B
(※2)

6.15 - 6.55mm

5.74 - 6.14mm

-
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必要工具 Tools Required

ワイヤーストリッパ Stripping pliers

又は同等の工具 or equivalent tools

(Fig.5) (Fig.5)

Fig.5

（※1）　* = 0 or 1　：　TÜV/ULダブル認証 又は UL認証 / Approved by TÜV/UL or UL only.

          * = 2　：　TÜV認証のみ / Approved by TÜV only.

          「#」については、下表の通りです。  /  "#" shall be shown in the following table.

(※2)   P.2/8 のFig.1、2、3 に示す寸法となります。  /  A and B show the dimension shown in Fig.1, Fig.2 and Fig.3 on page 2.

(※3)   銅撚り線のみ適応可  /  For Copper Stranded Wire Only

(※4)   x = 1 or 3 or 7  ,  y = 2 or 4 or 8

# = 1 # = 2 # = 3 # = 4

極性表示

/ Polarity
＋ － ＋ －

Oリング

/ O-ring
無 / None 無 / None 赤 / Red 青 / Blue

極性表示

/ Polarity
－ ＋ － ＋

Oリング

/ O-ring
無 / None 無 / None 青 / Blue 赤 / Red

極性表示

/ Polarity
－ ＋ － ＋

Oリング

/ O-ring
無 / None 無 / None 青 / Blue 赤 / Red

HSC2013

プラグ / Plug

HSC2014

ソケット（ハーフロックタイプ）

 / Socket（Half lock type）

HSC2015

ソケット（フルロックタイプ）

 / Socket（Full lock type）

Fig.5

キャップ締付け工具（2個入り） Cap wrench (2 set)

品番：HSC2009-510010 Part No.：HSC2009-510010

(Fig.6) (Fig.6)

Fig.6

マルチ工具（2個入り） Multi tool (2 set)

品番：HSC2009-520010 Part No.：HSC2009-520010

(Fig.7) (Fig.7)

Fig.7

圧着工具 Crimping tool

品番：HSC2009-530030 Part No.：HSC2009-530030

Fig.8 (Fig.8) (Fig.8)

トルクドライバー Torque screwdriver

(Fig.9) (Fig.9)

注意 ! CAUTION !

Fig.9

圧着範囲：

　　6.0mm2 (10AWG)

　　4.0mm2 (12AWG)

　　2.5mm2 (14AWG)

HSC2013・2014・2015の組立には、上
記のホシデン指定工具を使用して下さ
い。

Please use only specified tools by
Hosiden about the assembly of
HSC2013, HSC2014 and HSC2015.

Crimping range：

　　6.0mm2 (10AWG)

　　4.0mm2 (12AWG)

　　2.5mm2 (14AWG)
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組立手順 Assembly Procedure

1. 1.

ケーブルストリップ Strip cable insulation.

L = 6.5-7.5mm L = 6.5-7.5mm

Fig.10 (Fig.10) (Fig.10)

2. 2.

The locator ''HSC2009'' is not used in
this product.

芯線を切断したり、シース表面に傷を付
けないように注意して下さい。

ピンはロケーターの ''HSC2010'' を使用
します。

The pin is used in the locator
''HSC2010''.

下記手順にてロケーターをセットしま
す。

　① ロケーターを引く。
　② ロケーターを±120°回転させ、
　　　適切な位置へセットする。

Do not cut conductor and scratch the
insulation.

''HSC2009'' は使用しません。

Set the locator

　① Lift the locator.
　② Turn it by ±120°into the
      desired position.

6.5-7.5mm

①

②

②ロケーター

/ Locator

(Fig.11) (Fig.11)

Fig.11
3. 3.

Fig.13

(Fig.12) (Fig.12)

Fig.12

コンタクトはロケーターの ''HSC2013'' を
使用します。

Insert the contact or pin in the correct
cross-section.

  6.0mm2 (10AWG) → 10

  4.0mm2 (12AWG) → 12

  2.5mm2 (14AWG) → 14

Place the open side of the crimping
barrel towards the ''CRIMPER'' and
insert the terminal completely.

The contact is used in the locator
''HSC2013''.

Insert the contact or pin in the correct
cross-section.

  6.0mm2 (10AWG) → 10

  4.0mm2 (12AWG) → 12

  2.5mm2 (14AWG) → 14

Place the open side of the crimping
barrel towards the ''CRIMPER'' and
insert the terminal completely.

コンタクト又はピンを対応したワイヤー
サイズの孔に挿入します。

  6.0mm2 (10AWG) → 10

  4.0mm2 (12AWG) → 12

  2.5mm2 (14AWG) → 14

バレルの空いている方が圧着工具のク
リンパー(CRIMPER)側を向くように向き
を合わせ、端子を確実に奥まで挿入し
て下さい。

コンタクト又はピンを対応したワイヤー
サイズの孔に挿入します。

  6.0mm2 (10AWG) → 10

  4.0mm2 (12AWG) → 12

  2.5mm2 (14AWG) → 14

バレルの空いている方が圧着工具のク
リンパー(CRIMPER)側を向くように向き
を合わせ、端子を確実に奥まで挿入し
て下さい。

クリンパー

/CRIMPER
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4. 4.

Fig.13 (Fig.13) (Fig.13)

5. 5.

(Fig.14) (Fig.14) 

Fig.14
6. 6.

(Fig.15) (Fig.15)

ハンドルを軽く閉じて、バレルが圧着歯
型に正常に入り、固定された状態で一
旦止めます。

誤挿入の場合は 7 項を参照してラ
チェットを解除して下さい。

Insert the stripped cable into the
crimping barrel until it stops.
Close the crimping tool completely until
ratchet releases while holding the cable
in place.

You can close the crimping tool with
your both hands after closing the tool
to prevent striped cable drop out from
crimp barrel, if it is impossible to close
the crimping tool completely with single
hand.

Check the cable core pointed C, after
crimping.

Do not close the crimping tool at one
time. Close the tool lightly and check
the crimping barrel is fixed securely
within the crimping die.

In case of incorrect insertion or
crimping, it is possible to release the
ratchet by referring to section 7.

ストリップされた芯線部全体をバレルに
挿入し、そのままの状態でラチェットが
開放されるまでハンドルを締め付けま
す。

片手で 後まで締め付け出来ない場合
は、ケーブルが抜けない状態まで締め
付けた後、両手に持ち替えて締め付け
ます。

圧着後、C部に芯線が出ていることを確
認して下さい。

C

Fig.15
7. 7.

(Fig.16) (Fig.16)

Fig.16
8. 8.

Fig.17 (Fig.17) (Fig.17)

誤挿入、誤圧着などの場合は、図16.に
示すラチェット解除孔のツメを矢印の方
向へ押して、ラチェットを解除することが
出来ます。

Do not insert the contact  to the pre-
assembled socket .

圧着したピンをソケット半完成品にカ
チッと音がしてロックされるまで差し込
みます。ケーブルを軽く引っ張ってピン
がロックされているか確認して下さい。
但し、ピンがロックされる前にケーブル
を引き抜かないで下さい。

Insert the crimped pin to pre-
assembled socket until it clicks and the
pin is locked in it. Pull the cable lightly
to check that the pin is locked. But do
not pull the cable before the pin is
locked in it.

Insert the crimped contact to pre-
assembled plug until it clicks and the
contact is locked in it. Pull the cable
lightly to check that the contact is
locked. But do not pull the cable before
the contact is locked in it.

圧着したコンタクトをプラグ半完成品に
カチッと音がしてロックされるまで差し込
みます。ケーブルを軽く引っ張ってコン
タクトがロックされているか確認して下さ
い。但し、コンタクトがロックされる前に
ケーブルを引き抜かないで下さい。

In case of incorrect insertion or
crimping, it is possible to release the
ratchet by pushing the tab as shown in
Fig.16.

Do not insert the pin  to the pre-
assembled plug .

ピン を プラグ 半完成品に差し込まない
で下さい。

コンタクト を ソケット 半完成品に差し込
まないで下さい。

Plug

Socket Pin

Contact
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9. 9.

(Fig.18) (Fig.18)

Fig.18
10. 10.

キャップ締付け工具を取り付けます。

下表に従い、トルクドライバーでキャップ
を締めます。

　　ソケット挿入孔　　･･･　孔A

　　プラグ挿入孔　･･･　孔B

Insert the pre-assembled plug or
socket into the specificated hole of the
multi tool until it stops.

プラグ又はソケットをマルチ工具の孔へ
コネクタが止まるまで差し込みます。

  Insertion hole for the socket
                                   ･･･ Hole A
  Insertion hole for the plug
                                   ･･･ Hole B

孔Cへプラグ半完成品やソケット半完成
品を差し込まないで下さい。

Attach the cap wrench to the pre-
assembled plug or socket.

Tighten the cap with the torque
screwdriver according to the table
below.

Do not insert the pre-assembled plug
or socket to the Hole C.

孔B  / Hole B

プラグ

Plug

孔C  / Hole C孔A  / Hole A

ソケット

Socket

ケ ブル外径 締付けトルク

Fig.19 (Fig.19) (Fig.19)

11. 11.

(Fig.20) (Fig.20)

Fig.20

フルロックカバー使用の場合 In case of full lock cover type

12. 12.

(Fig.21) (Fig.21)

Fig.21

Check if there is no gap between the
cap and the body after the cap is
tightened.
Tighten again with increasing the
torque strength if there is a gap.

NEC規格 (National Electric Code) が適
応される地域においては、NEC規格に
従ってフルロックカバーを取り付けて下
さい。

フルロックカバーをソケットに取り付けま
す。カチッと音がするまで挿入して下さ
い。

In the reigion where the NEC (National
Electric Code) is applied, the full lock
cover should be installed on the
connector complying with NEC.

キャップ締付け後、隙間が無いことを確
認して下さい。
隙間が発生した場合は、締付けトルクを
大きくし、再度締付けを行って下さい。

Insert the full lock cover to the socket
until it clicks.

No good

Good

ケーブル外径 締付けトルク
Cable Insulation Diameter Tightening torque

4.3mm to 7.8mm 170 Ncm

7.7mm to 8.1mm 220 Ncm
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コネクタの接続と取り外し Plugging and Unplugging

接続 Plugging

注意 ! CAUTION !

(Fig.22) (Fig.22)

Fig.22
取り外し Unplugging

HSC2013 - HSC2014（ハーフロックタイプ） HSC2013 - HSC2014(Half lock type)

注意 ! CAUTION !

(Fig.23) (Fig.23)

Insert the plug to the socket until it
engages. Check correct engagement by
pulling on the connectors each other.

プラグをソケットにしっかり嵌合するまで
差し込みます。コネクタを引っ張って正
しく嵌合しているか確認してください。

コネクタの接続時、ソケットとプラグの
極性の組み合わせ（直列又は並列）に
ついては十分に注意し、モジュールの
仕様に従って正しく配線して下さい。

Compress the two snap-in springs by
hand or multi tool and separate the
coupling and pull the connectors.

Do not pull the cables.

通電中にコネクタを外さないで下さい。
コネクタを外す際は、必ず非通電の状
態にして下さい。

Do not disconnect under load.
Disconnect circuit from load before
unplugging connectors.

Pay attention for polarity combinations
(series or parallel) of a socket and a
plug at plugging connectors and
connect them correctly according to
modular SPEC.

手あるいはマルチ工具でロック解除し、
コネクタを引き抜きます。

引き抜く際、ケーブルを引っ張らないで
下さい。

(Fig.23) (Fig.23)

Fig.23
HSC2013 - HSC2015 (フルロックタイプ） HSC2013 - HSC2015 (Full lock type)

注意 ! CAUTION !

Fig.24 (Fig.24) (Fig.24)
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第三技術部 技術一課 3rd Engineering Dept.

Technical Center

通電中にコネクタを外さないで下さい。
コネクタを外す際は、必ず非通電の状
態にして下さい。

Do not disconnect under load.
Disconnect circuit from load before
unplugging connectors.

The connector with full lock cover
required the multi tool to be unplugged.

フルロックカバー付きのコネクタは、嵌
合を外す際にマルチ工具が必要です。

Compress the two snap-in springs by
multi tool and separate the coupling
and pull the connectors.

Do not pull the cables.

マルチ工具でロック解除し、コネクタを
引き抜きます。

引き抜く際、ケーブルを引っ張らないで
下さい。
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