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刊記

Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft
ミュンヘン、ドイツ
www.bmw.com
元のインストール手順の翻訳
Copyright ©2020 BMW AGミュンヘン

本書には著作権保護されている情報が含まれています。特に複製や皮膚に関わるすべての権利は留
保されています。本書のどの部分も形態を問わず（コピー、スキャン、その他のプロセス）BMW
による許可書なく複製や電子システムを使用した処理に掛けること、複製や配布は禁止されていま
す。

この条件に違反した場合賠償責任が発生します。

警告

除細動装置を装備していない心臓ペースメーカーインプラントや両室ペースメーカーイ
ンプラントを装着した方は、充電中にインプラントをBMW Wallboxと充電ケーブルから
遠位に維持してください。
充電中は除細動装置が装備されていない心臓ペースメーカーや両室ペースメーカーイン
プラント機能の制約につながる場合があります。 
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このマニュアルに関する注記

このマニュアルは製品の耐用期間中保管してください。

この文書の説明を装置をご覧になりながら丁寧にお読みになり、装置を熟知してから、設置、運用
またはメンテナンスを実施してください。以下の特殊メッセージは、可能なリスクについて警告す
るあるいは手順を説明したり容易にするヒントを示すため、この文書または装置上に表記されま
す。

Wallboxの運用とエラーに関する説明に関しては取扱説明書をご使用ください。

このマニュアルは後で使用するため注意して保管してください。最新マニュアルはウェブサイトか
ら https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/ ダウンロードしていただけます。

記号の凡例

このマニュアルの各所に可能な危険に対する注意事項と警告が記載されています。使用されている
記号の意味：

警告
適切な予防措置を講じない場合、死亡または重傷事故が発生する可能性があることを意味し
ます。 

警戒
適切な予防措置を講じない場合、物損や軽傷につながりうることを意味します。 

注意
適切な予防措置を講じない場合、物損につながりうることを意味します。 

ESD
この警告により静電気から損傷を受けやすい部品と接触した場合に可能な帰結について注意
されています。 

注意事項
負傷リスクを含まないプロセスを示します。 

この雷マークは感電の危険を表します。
有資格であり許可された電気技士のみアクセス可能です。
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装備と機能についての注意事項

このマニュアルには実際に提供されているすべてのシステムと機能が一覧されています。このため
装置バリエーションまたは特定の設置や較正に基づいて場合によってはお手元の装置には実装され
ていないようなシステムと機能も記載されています。従って、稀なケースでは説明内容とお使いの
装置の間に食い違いがあることも考えられます。

注意事項

BMWディーラーが提携先の有資格設置業者を喜んでご紹介します。 

日
本

語
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注意事項

安全注意事項

この文書の安全注意事項を装置をご覧になりながら丁寧にお読みになり、装置を熟知してから、設
置、運用またはメンテナンスを実施してください。

警告

電気による危険!
Wallboxの設置や初期稼働、メンテナンスは関連の教育を修了し資格認定され業務を許可
されている電気技士(1)のみ行うことができます。業務の際これらの電気技士は適用規格
と設置規定を守る責任を負います。
車両の追加的過電圧保護措置や国内規制の順守が要求されている場合もありますのでご
注意ください。
国別の接続規格と設置規格に従ってください。
右側接続領域（Ethernetや制御ケーブル用ターミナル）には、危険電圧から安全に遮断
できる（十分な絶縁等）電圧と電気回路のみ接続してください。
初期稼働前にすべてのネジやターミナル接続が確実に固定されていることを確認してく
ださい!
接続領域は監督者なく開くことはできません。Wallboxから離れるときは接続領域カバー
を取り付けてください。
Wallboxを独断で位置変更や改造しないでください!
Wallboxの修理作業は認められず、メーカーまたは専門資格を持つ技術要員しか行うこと
ができません（Wallboxの交換）!
安全記号、警告注意事項、出力銘板、型式銘板、ケーブルのマーキングなどの標識を取
外さないでください!
Wallboxには電源スイッチがありません! 建物側設備である漏電遮断器と回路遮断機がブ
レーカーとして機能します。
充電ケーブルを抜く時はプラグを握ってのみ外し、ケーブルをプラグブラケットから引
かないでください。
充電ケーブルが機械的に損傷（折れ曲り、挟まれや乗上）されず、接点範囲が熱源、
ダートや水と接触しないようにご注意ください。
ジョイントコネクターに指を入れないでください。
充電を行う前に損傷を必ず目視点検してください。このとき特にケースの損傷、充電
プラグの接点領域のダートや水分、充電ケーブルの切り傷や絶縁体の摩損、ならびに
Wallboxケーブル取り出し口の確実な固定を点検してください。 

(1) 専門教育、知識、経験ならびに関連規格の知識に基づいて、任された作業について判断し、可能
な危険を識別できる人員。
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注意

Wallboxは水を吹き付けて（ガーデニングホース、ウォータージェット等）決して洗浄し
ないでください!
Wallboxが不正な取扱により損傷しないよう（ケースカバー、内装部品等）にご注意くだ
さい。
降雨や降雪のときに屋外設置されたWallboxの電力接続領域カバーを開かないでくださ
い!
プラスチックケースが破損するリスクがあります!
- 皿ネジを取付けに使用することはできません!
- 取付けボルトを無理に締付けないでください。
- 取付け面は完全に平坦であること（支持面と固定点との最大格差1 mm）。ケースが折
れ曲がらないようにご注意ください。 

装置を開く権限を持つ技術要員に関する注意事項:

損傷する危険! 電子部品は接触により破損しやすいです!

アッセンブリーを取り扱う前に金属性の接地された物に触って放電させてください! 

安全注意事項を怠ると生命への危険、負傷や装置の損傷につながるおそれがあります! このことか
ら帰結した請求に対して装置メーカーは賠償責任を負いません!

日
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規定通りの使用

Wallboxは屋内外両用充電ステーションで、これで電気自動車やプラグインハイブリッド車に充電
することができます。電動ツール等他の装置との接続は認められません! このWallboxはウォールマ
ウントやコラムスタンドに取付けて使用します。Wallboxの設置と接続に関しては関連規則に従っ
てください。

装置の規定通りの使用には、いずれの場合にも本装置が開発された対象である環境条件を守ること
を含みます。

Wallboxは関連安全規格に準拠して開発、製造、検査、文書化されています。規定通りの使用のた
めに説明されている指示や安全技術的注意事項をお守りになっていれば、本製品からは通常の使用
による物損や健康への害悪といった危険は発生しません。

本装置は接地してご使用ください。故障したときには接地接続されていると感電リスクが軽減され
ます。

このマニュアルに記載の指図に正確に従ってください。これを怠るとリスク発生源が生じるあるい
は、安全装置が機能しなくなる可能性があります。このマニュアルに説明されている安全注意事項
とは関係なく、使用状況ごとに対応する安全規則や事故防止規定に従ってください。

技術的または法的制限があるため必ずしもすべての国ですべてのバリエーション/オプションをご利
用いただけるとは限りません。

このマニュアルについて

このマニュアルと説明されている機能の適用対象となる装置の型式:

BMW Wallbox Plus (BMW-E10-JC140621-E1R)

このマニュアルは有資格人員のみを対象にしています。有資格人員とは、専門教育、知識、経験な
らびに関連規格の知識に基づいて、任された作業について判断し、可能な危険を識別できる人員を
指します。

このマニュアルに記載の図解および説明は装置の平均的仕様に基づいています。お使いの装置の仕
様はこれと異なる場合があります。

注意事項と装置の取扱い説明は取扱説明書をご参照ください。
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納品内容

説明 個数

Wallbox 1台

設置説明書 1部

取扱説明書 1部

ドリル用型 1枚

RFIDカード 4枚

安全に保管するための設定情報を記載したラベル 1部

二段型ケーブルグランドM32または¾“ NPT（クランプ範囲14～21 mm） 1部

二段型ケーブルグランドM16 (クランプ範囲7～12 mm) 2部

ウォールマウント取付けセット

M8ダボ、Fischer UXR-10 4部

皿ネジ 4部

保証

材料または製造上の瑕疵については設置完了日から2年の保証期間以内に適用されます。次の場合
には保証は適用されません:

BMW Wallbox Plus設置説明書に従わない設置が原因で発生した瑕疵または損害。
BMW Wallbox Plus取扱説明書に従って使用されなかったことが原因で発生した瑕疵または損
害。
BMW販売店または許可を受けた認定整備ワークショップから委託された専門の電気技士によっ
て実施されなかった修理に関わる費用。BMW販売店または許可を受けた認定整備ワークショッ
プによって委託された専門の電気技士によって実施されなかった修理が原因となって発生した
瑕疵または損害。

日
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操作

ディスプレイと操作要素

BMW Wallbox Plus 

機能：
電気自動車やプラグインハイブリッド車の充
電
LANによるネットワーク接続
ローカルのスマフォApp
RFID機能
直結式Modbus-RTU (RS485)電力計を利用し
た住宅電気接続部監視（後置電力計ヒュー
ズ）

1 ステータスLED
2 RFIDステータスインジケーター
3 RFID検出可能範囲
4 充電ケーブルプラグ用ホルダー
5 充電ケーブルプラグ
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規定事項

設置場所の一般選択基準

Wallboxは屋内外両用に設計されています。従って据付場所の据付条件および装置保護に配慮して
ください。

使用値に適用されている電装規則、防火措置、事故防止規定、設置場所の救出経路にご配慮く
ださい。
Wallboxは原則的に以下のような場所には設置しないでください:

避難や救出経路
防爆区域（EX環境）
Wallboxがアンモニアまたはアンモニアガスに晒される場所（例えば家畜舎など）。
落下物（懸架はしごまたは自動車タイヤ）がWallboxに当たり得る場所。
Wallboxが人の行き来する場所に直接晒されており、人員が充電ケーブルにつまずくおそれ
がある場所。
直接放水がWallboxにかかりやすい場所（自動車の手洗い設備隣接場所、ウォータージェッ
ト、ガーデニングホース等）。
設置面が力学的負荷に耐えるだけ十分な剛性のない場所。

可能な限りWallboxは天候による劣化、凍結、雹による損傷や類似の被害を回避するため、直接
雨に当たらないように保護してください。
WallboxはWallboxのコンポーネント過熱による充電電流の低下や充電中断を防止するため、で
きる限り直射日光を遮って設置してください。
許容しうる環境条件にご注意ください（技術データ章を参照）。
国内および国際的設置規格や規則に従ってください。

注意事項

屋外駐車場などの天候から保護されていない設置を行った場合、温度の超過といったあって
はならない状況が発生し、それによって充電電流規定値が16 Aに下げられることになりま
す。 

日
本

語
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電気接続規定

Wallboxの納入状態は10 Aに設定されています。

最大電流がDIPスイッチによって、設備側の回路ブレーカーに適合して設定することにご注意くだ
さい（DIPスイッチの設定章を参照）。

漏電遮断器の選定

電源ケーブルは建物側の既設設備に固定して取付け、国内に適用されている法規に準拠しているこ
と。

どのWallboxも専用漏電遮断器と接続してください。他の電気回路と漏電遮断器の接続を併用し
ないでください。
漏電遮断器はタイプA（30 mA作動電流）以上のものであること。
装置内部にはDC迷走電流 (>6 mA DC)が発生したときのための追加保護措置が具備されていま
す。また、車両メーカーの規定にも従ってください。
定格電流INは回路ブレーカーに適合し、上流側安全器として選定してください。

回路ブレーカーの諸元

回路ブレーカー諸元の選定時にはコントロールキャビネット内が高温になる点にご注意ください!
こうした状況においては、装置の可用性を高めるために、充電電流規定値を下げる必要がある可能
性がります。

銘板諸元に準拠した定格電流は所望の充電出力（充電電流規定値用DIPスイッチの設定）と電源
ケーブルに適合させて選定してください。

電源ケーブル諸元

電源ケーブル諸元の選定時にはWallbox内部接続領域での降下要員や周囲温度上昇にご配慮くださ
い。電源ターミナルの定格温度をご参照ください。このような状況では電源ケーブルの断面積が大
きいものを選び耐温性適合が必要になる場合があります。

回路遮断機

Wallboxには電源スイッチがありません! 電源ラインの漏電遮断器と/または回路ブレーカーが回路遮
断機となっています。
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特殊電源形態における電気ポート

Wallboxはもともと異なる電源形態(TN、TT、ITシステム)と互換です。

Wallboxは前置されたトランスがない三角回路による電源に単相でのみ接続するほうが有利です。
三角回路のある電源に三相接続するのは前置トランス（「三角スターコンバータ」）を装備しての
み可能です。

3導体ITシステムとの接続

日
本

語
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外部電力計の接続

Wallboxの機能を最適化するため、ウォールボックの機能を外部電力計によって拡張することがで
きます。

 1 公共電力網  4 後置電力計ヒューズ
 2 電力計（鋼板ハウジングで保

護、SLS遮断機、...）
 5 電力計1（オプション、家屋側接続部の電

力計）
 3 電力会社の計器  6 電力計2（オプション、太陽電池電力計）

注意事項

例示的回路図にシステム概要を示しており、装置の安全稼働のために必要な全補助機器（回
路ブレーカー、漏電遮断器等）も含むわけではありません。ソーラー発電の取り込み部も別
途設計によるものも可能です。 

18



住宅電気接続部監視（後置電力計ヒューズ）

住宅電気接続部監視機能によって、車両の充電はその時利用可能な充電状態を住宅で使用している
他の電気機器に依存して動的に随時実施されます。このような構成によって住宅側接続部のヒュー
ズに過負荷がかからず、車両と設備によって可能な出力より低い充電出力を原則的に選択する必要
がなくなります。

Wallboxは電力計5からその時に利用可能な電力網からの電力を取り込みます。DIPスイッチで定義
済みの後置電力計ヒューズ4値と合わせて以上の情報によって、Wallboxが最大可能な電力でも後置
電力計ヒューズの値を超過することがないように充電電流を調節することができます。

設置複数の外部電力計

Wallbox Plusの場合、電力計の接続はRS485 (Modbus) を介して行うことができます。

設置した電力計はWallboxと同じ相シーケンスによる接続を行わなければならず、こうすることで
住宅側負荷の計算を正しく実行させることができます。また、これより改善された相負荷配分が必
要な場合、Wallboxは相2から接続を開始し、電力計も相2から始めて結線する必要があります。

注意事項

電力計の設置について詳しい情報は電力計メーカーの設置説明書をご参照ください。 

注意事項

Wallboxのウェブインターフェースによって接続後電力計の値を妥当性チェックできま
す。Wallboxウェブインターフェースに関する説明は、BMW Wallbox取扱説明書の「設定」
の章をご参照ください。 

日
本

語
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Modbus-RTU (RS485) インターフェース搭載電力計

このインターフェースによって、異なるメーカーの複数の電力計をバス一本に接続することができ
ます。この接続のためにはWallboxから住宅側設備へ別個のケーブル一本が必要になります。ネッ
トワーク機能を持つModbus-TCP電力計のメリットはルーター等追加基盤から独立していることで
す。このため配線を正しく行えば稼働の安全性が高くなります。

Modbus-RTU-電力計をRS485で接続する詳しい説明は、RS485ポート、X2の章をご参照くださ
い。

注意事項

ヒューズ許容値の設定はWallboxの接続領域にあるDIPスイッチで行います（DIPスイッチの
設定章を参照）。 

対応する電力計の最新リストは充電製品のBMWサービスページをご参照ください。
https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/。

DIPスイッチの設定

住宅RS485電力計を使用して電力負荷監視機能
をご利用の場合、DIPスイッチの設定によって選
択する必要があり、Wallboxの再起動後に選択が
適用されます。
Modbus機能がオンになっている場合
に電力計5が見つからないときは、充電電流
を10 Aに下げてください。

監視ない場合: DSW1.2 = OFF（標準設定）
監視機能使用: DSW1.2 = ON

充電電流を下げるとWallboxのステータスLEDに
も視覚化されます。詳しくはWallboxの取扱説明
書をご参照ください。
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取付け

注意事項

Wallboxの最大充電電流は納入時の標準設定が10 Aとなっています。 

設置の前提条件

使用値に適用されている設置ガイドラインに従ってください。
電気接続部（電源ケーブル）の準備が必要です。
周囲環境への適合：輸送中と設置場所の温度差が15℃を超える場合、Wallboxを二時間以上開梱
せずに周囲環境に平衡させてください。
Wallboxを直ぐに開梱すると内部に結露が発生し、装置をオンにしたとき損害につながります。
結露の発生による損害は場合によっては設置からしばらくたって発生する可能性もあります。
最適な条件はWallboxを設置場所に設置前に数時間保管しておくことです。この平衡を行うこと
ができない場合、Wallboxを低温(< 5 °C)下で夜間屋外にまたは車内に保管しないでください。

工具一覧

設置に必要な工具:

電源端子用マイナスドライバー 刃幅5.5 mm
端子X1/X2用マイナスドライバー 刃幅3.0 mm
プラスドライバー PH2
LSA+敷設ツール、ネットワークケーブルの接続用
トルクスドライバー T40

日
本

語
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推奨固定位置

固定位置を選ぶときは車両との充電接続位置と通常の駐車方向を考慮してください。例:

BMW i3 BMW/MINI PHEV

1 推奨固定位置
2 代替固定位置

22



必要な余裕空間

以下の空間を確保しておくと（網掛け領域）Wallboxの設置と操作が楽になります。隣り合わせて
複数のWallboxを設置する場合、Wallbox間の間隔を200 mm (8“)以上取ってください。

注意事項 
屋内屋外での使用別の要求事項を満たすために、固定高さを必ず守ってください。 

寸法mm（ｲﾝﾁ）

日
本

語
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ケースカバーの取外し

1. Wallbox底面にあるケースカバーのロック2
個1を押し上げます。
これによりケースカバーが下で一体となって
手前に出てくるかたちになります。

2. 底面でケースカバーをちょっと前へ2回しま
す。

3. 次にケースカバーを上へ向けて掛けます3。

注意事項
ケースカバーはパッケージに入れて保管
し、スクラッチその他の損傷を避けてく
ださい。 

24



接続領域カバーの取外し

1. 接続領域カバー1を固定している4本のネジを
取外します。

ESD

損傷する危険! 電子部品は接触により破損しやすいです!

アッセンブリーを取り扱う前に金属性の接地された物に触って放電させてください! 

2. 接続領域カバーを取外します。接続領域2に
アクセスできるようになりました。

3. 接続パネルから乾燥バッグを取り除き、正し
く廃棄してください。

警告

電源電圧用接続領域3のカバーは電気技術的研修を受けた技術要員のみが取外すことが認め
られています。 

日
本

語
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端子カバーの取外し

警告

電気による危険! 端子カバーは関連教育を受け資格認定を受け、作業許可を得た電気技士の
み開くことができます。 

1. 端子カバー 1から2本の取付けボルトを取外
します。

2. 端子カバーを電源端子から取外します。

凸部配線 - ケーブルを上から取り込む

接続ケーブルを上からケースの開口を通して外
シェルに導入します。
1. このためには内シェルのマークされた箇

所1を開けてください。

2. 電源ケーブルは巻いた形でケーブルネジ2ま
で敷設します。 
ケーブルの許容曲げ半径にご注意ください。
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凸部配線 - ケーブルを下から取り込む

1. 電源ケーブルは巻いた形でケーブルネジ2ま
で敷設します。 
ケーブルの許容曲げ半径にご注意ください。

ケーブルを背面から取り込む - 凹部配線

注意事項

ケーブルを壁から直接装置背面へ通して取り込みます。この場合、ケーブル開口がケーブ
ルの直ぐ上に来るようにWallboxを正しく位置決めしてください。曲げ半径にご注意くださ
い。壁取り出し口に対してWallboxを正しく揃えるため、ケーブルに対応したパンチ形の付
いたドリル用型をご利用ください。 

ケーブル開口
1 グロメット/二段型ケーブルグランドM32、電
源ケーブル
2、3 グロメット/二段型ケーブルグランド
M16、制御ケーブル/Ethernet用

凹部ジャンクション
ケーブルの取り込みは安全に分離するため分離
バーを具備したダブルジャンクションをご使用
ください。

A 電源ケーブル
B 制御ケーブル
C Ethernet

日
本

語
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ケーブル開口

ケーブル開口を抜く
1. ケースを安定した土台の上に置きます
2. ハンマーとマイナスドライバーを使って使用

するケーブル開口を慎重に打抜きます。
3. 次に対応するグロメット、ケーブルネジまた

は二段型ケーブルグランドを嵌めてくださ
い。

4. Wallboxに同梱のケーブルネジまたは、一個の
開口を使用しない場合のブラインドネジを取
付けます。
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Wallboxの取付け

同梱の取付け材料はコンクリート、レンガ、木材（ダボなし）に適します。これらとは異なる素地
の場合はそのために適合した取付け方法をご選択ください。

注意事項

以上とは異なる素地の場合取付け材料を建物側にご用意いただく必要があります。正しい取
付けは必ず行っていただかなくてはなりません。この点は装置メーカーの責任範囲外となっ
ています。 

取付け準備

ドリル穿孔
注意事項
固定高さにご注意ください。
ドリル型上縁高さ = 1500～1700 mm。 

1. 同梱のドリル型と気泡水準器を使用して4個
の穴1～4に印を付けます。

2. 固定用穴をドリルで穿孔します。
3. ダボを嵌めます。

上取付けボルト
1. 壁との残余間隔≥ 20 mmまで、2本の上皿ネ

ジをねじ込みます。

1 壁
2 だぼ
3 ドリル穴
4 皿ネジ

日
本

語
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木製壁への取付け
木製壁に取付ける場合は2本以上の取付けボル
ト1と2等を壁の支持要素に取付ける必要があり
ます。
他の取付けボルトについては木製壁用特殊ダボ
をご使用いただく必要があります。

注意事項
中空壁への取付けの場合、特に構造の十
分な荷重耐性にご注意ください。 

電源ケーブルの引き込み

基本的な注記

適切なケーブルシールド直径を持つ電源ケーブルをご使用いただくか、ケーブルシールドの直
径を適切なシールアダプターで増やします。
電源ケーブルをケーブルネジまたは二段型ケーブルグランドに十分通します。ケーブルシール
ドが接続領域で見えていること。
電源ケーブル用設置パイプまたは空の配管をケーブルネジで兼用してまたは二段型ケーブルグ
ランドを共用して通すことはお避け下さい。
電源ケーブルは曲げ半径の限界すぐ下あたりで（ケーブル直径の約10倍）ケーブルネジまたは
二段型ケーブルグランドに通します。
ケーブルネジまたは二段型ケーブルグランドは規定通りに取付けられており、十分締付けられ
ていること。
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上/下からの配線

1. 電源ケーブルをケーブルネジに通し、ケーブ
ルネジを締付けます。

ケーブルシールド1が接続領域で見えているこ
と。

背面からの配線(凹部)

1. 図示に従い電源ケーブルをグロメット/二段型
ケーブルグランド1に通します。

注意

二段型ケーブルグランドが整然とケー
ブルシールドに合っていることにご注
意ください。
電源ケーブルが二段型ケーブルグラン
ドの中心を真っ直ぐに押されずに通っ
ており、このため密閉性が確保されて
いることにご注意ください。 

追加ケーブルの取付け

1. 外部電力計またはEthernet用バスケーブル等の追加ケーブルをWallbox接続領域に取付けます。
2. シールのために同梱されている二段型ケーブルグランドM16をご使用下さい。

日
本

語
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Wallboxの固定

1. ケーブルを取り込んだら、Wallboxを上の皿ネ
ジ2本1と2に掛けます。

注意事項
背面の電源ケーブルが規定通りに配線さ
れ挟まれていないことにご注意くださ
い。 

2. 皿ネジ1と2を締付けてください。
3. 次にWallboxを下の皿ネジ2本3と4で固定しま

す。
4. 充電ケーブルは安全に保管するためWallboxに

巻き付けてください（取扱説明書参照）。

32



電装

接続領域カバーが開いた状態での接続概要

 L1 電源接続 外部導線 1  LED ステータスLED、内部
 L2 電源接続 外部導線 2  X1 許可入力
  電源接続PE導体  X2 RS485ポート

 F1 ヒューズホルダー  X3 診断ポート、RJ45
 DSW1 DIPスイッチ配置  X4 Ethernet1ポート、LSA+端子
 DSW2 DIPスイッチアドレス指定  X5 USBポート
 T1 サービススイッチ  Shd Ethernet1ポート端子用シールド接続

注意

診断ポートX3は故障解析専用であり、デバイス類のネットワーク接続に利用することはで
きません。 

注意事項

接続概要は装置の全オプションを示しますが、凡例には利用可能なオプションのみ掲載しま
した。場合によってはお使いの装置仕様の場合すべてのポートがあるとは限りません。 

日
本

語
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電源ケーブルの接続

1. 接続ケーブルを適切な長さに切断してくださ
い。接続ケーブルの長さは最短距離としま
す。

注意事項
保護接地導線は他の導線より長いこと!  

2. 接続ケーブルを約12 mm絶縁します。導線が
細い接続ケーブルの場合通電導線用のスリー
ブをご使用ください。

3. 電源ケーブル接続L1、L2、PEを実施してく
ださい。

ポート端子のテクニカルデータ

リジッド（最小-最大）: 0.2～16 mm²
ソフト(最小-最大): 0.2～16 mm²
AWG (最小-最大): 24～6
主導体スリーブ付きソフト(最小-最大) :
プラスチックスリーブなし/あり
0.25～10 / 0.25～10 mm²
絶縁長さ: 12 mm
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電源端子(スプリングタイプ端子)の使用

注意

この端子は差し込み方式ではなく、接続のためには操作が必要です!
ケーブルを接続する前に端子が完全に開いていないと、装置が初期稼働の際機能しても、初
回充電のとき高電流による過熱で損傷を受ける可能性があります。 

注意事項

端子が破損する危険!
スクリュードライバーで上下左右にてこ上げ動作をしないでください! 

注意事項

以下の各図は代表例であり、実際には異なる場合があります。 

電源端子を開く
1. 刃幅5.5 mmのマイナスドライバーを図示に

従い、電源端子に平らに挿入します。

2. スクリュードライバーを電源端子に挿入しま
す。

注意事項
端子に挿入している間にスクリュードラ
イバーの角度が変わります。 

結線
1. 絶縁した接続ケーブルを電源端子に挿入しま

す。

注意

端子が開いていないのにケーブルを押し
込もうとすると、接点不良による発火の
危険があります。 日

本
語
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電源端子を閉じる
1. スクリュードライバーを端子から引き抜くと

接点が閉じます。
2. 接続ケーブルが確実に固定されたことを確認

してください。
3. 他の接続ケーブルについても同様に接続して

ください。

端子X1/X2

X1/X2の接続諸元
スプリングタイプ端子
断面積(最小-最大): 0.08～4 mm²
AWG (最小-最大): 28～12
絶縁長さ: 8 mm
プラスドライバー: 3.0 mm
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許可入力X1

許可入力は無電荷接点を使用するためのものです。許可入力を使用するとWallboxを外部コンポー
ネント（外部キースイッチ、電気会社の全体受電装置、住宅側コントローラ、タイムゲージ、ナン
バーロック、太陽電池等）によって運用することができます。

回路図:

電気要件/接続:

装置外部にはこの制御ケーブル専用の危険電圧からの安全な分離を実装してください。

1. 回路図に従ってケーブルを許可入力X1と接続します。

論理機能:

許可接点 Wallboxの状態

開 ブロック状態

閉 スタンバイ

DIPスイッチの設定:

許可入力を使用するにはDIPスイッチの設定に
よって有効にする必要があります。
許可入力の使用:

はい: DSW1.1 = ON
いいえ：DSW1.1 = OFF（標準設定）

日
本

語
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RS485ポート、X2

注意事項

この機能を利用するについて詳しい説明は住宅電気接続部監視（後置電力計ヒューズ）章を
ご参照ください。 

概念図

 5 電力計1 (住宅側電力計)  7 Wallboxの接続端子台
 6 電力計2（オプション、太陽電池電力計）

RS485ポート X2はプロトコルを介して2台までのインテリジェント電力計との通信に使用でき
ます（対応タイプとそれに対応するパラメータならびに使用する電力計との端子配置に関して
はModbus-RTU (RS485) インターフェース搭載電力計章を参照）。端子X2.1とX2.2にRS485デー
タケーブルを接続できるほかにもケーブルシールド用 端子X1.2 (Gnd)にアース接続が可能です。
ツイスト型シールド接続ケーブル(>0.5 mm²)をご使用ください。

ケーブルシールドは反対側で保護接地導線の電荷（Shdポート等）と接続することはできませ
ん。Gndは電力計と利用できる場合には接続します。

注意事項

端子X1.2 (Gnd)、RS485-ケーブルのGndケーブルまたはそのシールドは、Ethernet1ポー
トX4のシールド支持面Shdに接続することはできません。 

注意事項

電力計の電気接続についての詳しい情報は電力計メーカーの設置説明書をご参照くださ
い。 
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電気要件/接続

1. 各ケーブルをRS485ポートX1とX2に回路図に従って接続してください。装置外部にはこの制
御ケーブル専用の危険電圧からの安全な分離を実装してください。

2. 使用する電力計を表に従って設定します
（Modbus-RTU (RS485) インターフェース搭載電力計を参照）。この際電力計メーカーの設置
説明書にご注意ください。

Ethernet1ポートX4

このEthernet1ポートはLSA+®デバイスに端子台として組み込まれています。Ethernet1ポートにつ
ないで固定的に配線した通信を確立することができます。

カラーコード

建物に使用されている配線規格に準拠して接点を100BaseT用のTIA-568A/Bに従い以下のように
配線してください:

ピン -568A
ペア

-568B
ペア

-568A
色

-568B
色

1 (Tx+) 3 2

白/緑ストライプ 白/オレンジスト
ライプ

2 (Tx−) 3 2

緑/白ストライプ
または緑

オレンジ/白スト
ライプまたはオレ
ンジ

3 (Rx+) 2 3

白/オレンジスト
ライプ

白/緑ストライプ

4 (Rx−) 2 3

オレンジ/白スト
ライプまたはオレ
ンジ

緑/白ストライプ
または緑 日

本
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結線諸元:

カテゴリ ケーブル直径 絶縁体直径

0.36 mm (AWG 27) 0.7～0.75 mmリジッドケーブル
Cat 5e / Cat 6 STP

0.4～0.64 mm
(AWG 26 – AWG 22)

0.7～1.4 mm

Cat 6 STP 0.51～0.81 mm
(AWG 24 – AWG 20)

1.0～1.4 mm

ソフトケーブル
Cat 5e / Cat 6 STP

7 x 0.2 mm
(AWG 24)

1.1～1.4 mm

使用工具:

KRONE LSA+ ®敷設ツール、はんだ、ネジ、絶縁が不要のケーブル接続と同時に残余長さを切断
できるツール。

接続ケーブルの段取り
1. 接続ケーブルを約6 cm絶縁します。
2. シールドの被覆材約1 cmを前週に渡って開い

て返し、電導性のテキスタイル粘着テープを
これに巻き付けます。

ケーブルの接続
1. シールド付きツイストペアケーブルを使用

する場合は接続ケーブルをケーブルクラン
プ1内部に巻き付けてあるシールド被覆材箇
所に固定してください。

ケーブルクランプはボードのシールド接続
部Shdにネジで固定します。

2. 各ケーブルをEthernet1端子台X4に敷設ツー
ルで接続してください。

注意

損傷する危険!

ケーブルの残余等の汚れがWallbox内部に入らないように、接続領域が整然としていること
にご注意ください。 
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設定

DIPスイッチの設定

注意事項

DIPスイッチの設定変更はWallboxを再起動すると適用されます! 1回目の信号音が鳴るまで
（約2秒）サービススイッチを押します。または、電源電圧を切ってまたオンにします。 

注意

サービススイッチを長く押しすぎると（約5秒）、RFIDカードが消去される可能性がありま
す。 

注意事項

ここに説明されていないスイッチはOFFのままにしてください。 

DIPスイッチ
接続領域カバー下にあるDIPスイッチでWallbox
のアドレス指定と設定を行います。
DSW1: 設定、DIPスイッチ上

DIPスイッチレイアウト例
わかりやすく説明する目的で図解にはDIPスイッ
チのONとOFFの状態を示してあります。

日
本
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制御機能

機能 DIPスイッチ 図

外部許可入力[X1]を使
用する。

DSW1.1 ON = はい

住宅側接続を監視する
（Modbus機能のある
RS485ポート[X2]）。

DSW1.2 ON = はい

SmartHomeとAppイン
ターフェースをUDPか
らオンにします。(1)

DSW1.3 ON = はい

(1)他人にWallboxに影響を与えさせないため、セキュリティの確立したネットワークからのみアクセ
スしてください。
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本体の後置電力計ヒューズ(DSW1とDSW 2)

DIPスイッチ電流値

DSW1.4 DSW1.5

図(DSW1)

25 A OFF OFF

35 A ON OFF

50 A OFF ON

63 A ON ON

日
本

語
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最大充電電流(DSW1)

以下のDIPスイッチで充電電流最大値を設定できます。この最大値は接続された各相ごと
に別個であって、全相の合計値として適用されません。電流規定値は車両へ転送されま
す(Control Pilot Duty Cycle)。銘板にある動作電流以下の最大値のみ設定可能です。

DIPスイッチ電流

DSW1.6 DSW1.7 DSW1.8

図

0 A ON ON ON

10 A OFF OFF OFF

13 A ON OFF OFF

16 A OFF ON OFF

20 A ON ON OFF

25 A OFF OFF ON

32 A ON OFF ON
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IPアドレス

IPアドレスをDHCPから取得する（アドレス指定なし）
DSW2.1～DSW2.4=OFF / DSW2.6=OFF

WallboxはIPアドレスをDHCPサーバから取得し
ようとトライします。これはネットワーク接続
がないときのWallbox基本設定にも対応します。

固定IPアドレスの使用
DSW2.1～DSW2.4 / DSW2.6=ON

DIPスイッチDSW2.1～DSW2.4でアドレスを
指定します。設定可能なEthernetアドレスは10
+ DIPスイッチの設定から始まります。
4ビットアドレスではアドレス11～25を使用す
ることができます[192.168.25.xx]。サブネッ
トマスク: [255.255.255.0]
DSW2.1 = アドレスビット20 (値=1)
DSW2.2 = アドレスビット21 (値=2)
DSW2.3 = アドレスビット22 (値=4)
DSW2.4 = アドレスビット23 (値=8)
注意事項: BMW WallboxとBMW Wallbox Plusの
みこの機能に対応します。

アドレス「17」での例：
DSW2.1 = ON (値=1)
DSW2.2 = ON (値=2)
DSW2.3 = ON (値=4)
DSW2.4 = OFF (値=0)
アドレス= 10 + 1 + 2 + 4 + 0 = 17

初期稼働モード(DSW2.8)

初期稼働モードを有効にする（初期稼働
モード/セルフテスト章を参照）。

DSW2.8 ON = はい
日

本
語
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初期稼働

初期稼働の基本手順

接続領域をきれいにしてください（材料の残骸やダートを除去）。
初期稼働前にすべてのネジやターミナル接続が確実に固定されていることを確認してください!
未使用のケーブルネジがすべてブラインドストッパーやブラインドネジで正しく封止されてい
ることを確認してください。
電源をオンにします。セルフテストが完了すると15～20秒後にステータスLED （LEDバー）が
青く点灯するはずです。
既定の初期チェックを適用される国内指令や法規に従って実施してください。
Wallboxの接続領域カバーを開けた場合は閉めてください（接続領域カバーの取付け章を参
照）。
ケースカバーを取付けます（ケースカバーの取付け章を参照）。

初期稼働モード/セルフテスト

Wallboxは装置の初期チェックをサポートするための初期稼働モードにすることができます。この
モードでは装置のセルフテストが実行され（ロック、保護制御、電流測定等）、エラーメッセージ
が出ます。

車両を接続していない状態でセルフテストが完了すると、初期チェックを可能にするために保護は
制限時間（10分まで）内のみオンになります。初期稼働モードで通常の充電を行うことはできませ
ん。

初期稼働モードのときWallboxを電源電圧からオンにすると、安全のためにエラー（白-赤-赤-赤）
が発生し、不慮にオンにされないようにしています。

初期稼働モードをオンにする

1. DIPスイッチDSW2.8をONにします。
2. Wallboxをリセットしてください。このためにはサービススイッチを1秒押します（信号音）。

初期稼働モードがオンになり、ステータスLEDがオレンジ色に点灯することで表されます。
3. ここで約10分間の間に測定テスターを使用して標準テストピック（BEHA製Astaco®テスト

ピック等）で接触させ、必要な安全性を確認することができます。この時間が経過すると保護
がオフになり、Wallboxがオフになります。

初期稼働モードをオフにする

1. DIPスイッチDSW2.8をOFFに戻します。
2. Wallboxをリセットしてください。そのためにはサービススイッチを1秒押す（信号音）か電源

をオフにしてまたオンにします。Wallboxは通常の稼働状態で起動し、スタンバイします。
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安全確認

初期稼働前に装置の保護措置が適用国内規制に準拠しており有効であることを確認してください。

電気設備や電気装置は初期稼働前に設備や装置のセットアップ担当者に確認させることが必要で
す。この点は既存の設備や電気機器の拡張や変更の場合にも適用されます。それでも保護措置に関
する全規制が守られていることを改めてご注意申し上げます。

特に次の各点にご配慮ください：

1. 検査: 保護導体接続部の通電性、絶縁抵抗、漏電遮断器、トリガ電流、トリガ時間は拡張または
変更された部分については実施してください。

2. 使用するテスターは国内規制に準拠したものであること。
3. 測定結果を文書に記録してください。検査に関しての記録書を作成して保管してください。

RFID認証

同梱のRFIDカードは全Wallboxに関して出荷前にすでにプログラムされており、Wallbox Plusの機能
はオンになっています。

RFID機能をオフにするまたは追加カードをプログラミングするには、取扱説明書のプログラミング
説明をご参照ください。

日
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端子カバーの取付け

取付けボルト
1. 端子カバー1を取外した場合は取付けボルト

で元通りに取付けます。
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接続領域カバーの取付け

注意事項

接続領域カバーを取付ける前に最新バージョンのソフトウェアが利用できることを確認して
ください。詳細情報はソフトウェア更新章を参照してください。 

注意事項

Wallboxは蓋無しでまたは蓋が破損していれば長時間稼働することはできません。代用カ
バーを使用することは認められません。 

取付けボルト
1. 接続領域カバー 1を元の位置に嵌めます。
2. 接続領域カバーを4本のネジで元通りに固定

してください。

ケースのマーキング
1. 4本のネジはケースの左右マーキングが接続

領域カバー上でケースと揃うまで締付けてく
ださい。

2. 接続領域カバーはケースを正しくシールする
こと。

セルフカットネジを使用すると余計な力が必
要になります: 3.5 Nm

日
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ケースカバーの取付け

注意事項

このカバーはWallboxの安全な稼働には関連していません。 

ケースカバーを掛ける
1. ケースカバーを上に掛けますが、このとき

ケースカバーのフックが正しく掛かっている
こと1にご注意ください。

2. カバーを押し下げ、ケースカバー2を後ろへ
返します。
ケースカバーがあまり抵抗なく下のガイドに
スライドするはずです。

注意
ケースカバーがどの側でもケースガイド
に正しく嵌っていることにご注意くださ
い。最小限の均等なギャップのみあるこ
とが必要です。 

ロック
1. Wallboxに固定されたケースカバーの下部を

ロック1が完全に嵌るまで押し付けます。
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その他

寸法

 寸法mm
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技術データ

電気データ

充電プロセス： IEC 61851-1準拠モード3

ケーブル引込: 凸部または凹部

接続断面積: 最小断面積（ケーブルと配線状況により異な
る）:
- 3 x 2.5 mm² (定格電流16 A)
- 3 x 6.0 mm² (定格電流32 A)

電源端子: 接続ケーブル：
- リジッド（最小-最大）: 0.2～16 mm²
- ソフト(最小-最大): 0.2～16 mm²
- AWG (最小-最大): 24～6
- 主導体スリーブ付きソフト(最小-最大)
プラスチックスリーブなし/あり:
0.25～10 / 0.25～10 mm²

電源端子の定格温度: 105 °C

定格電流（設定可能な接続諸元）: 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 Aまたは32 A
1相

電源電圧: 200 V

電源周波数: 50 Hz / 60 Hz

配電系統: TT / TN / IT

過電圧カテゴリ EN 60664のIII

定格短時間耐電流: < 10 kA 有効値 EN 61439-1準拠

保護（住宅設備側）: 保護はコンセント/ケーブル仕様（銘板参照）
に応じて国内適用指令に準拠して行ってくださ
い。

DC漏電監視: <6 mA DC （積分）

充電時の換気： 未対応
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電気データ

充電ケーブル:
（定格値は銘板参照）

タイプ1: 32 A / 200 VAC
EN 62196-1、EN 62196-2準拠

保護クラス： I

IP保護等級装置: IP54

機械的衝撃からの保護: IK08

インターフェース

許可入力[X1]: 外部許可用許可入力:
接続ケーブル：
- 断面積(最小-最大): 0.08～4 mm²
- AWG (最小-最大): 28～12

RS485ポート[X2]: 安全弱電流 <50 V
接続ケーブル：
- 断面積(最小-最大): 0.08～4 mm²
- AWG (最小-最大): 28～12

診断ポート[X3]: RJ45

Ethernet1ポート[X4]: LSA+端子

USBポート[X5]: USBプラグタイプA (最大500 mA)

RFID (オプション): ISO 14443またはISO 15693 Tag-It準拠MIFARE
カードまたはタグ
または、ISO 15693準拠Tag-Itカードまたはタ
グ

機械データ

寸法(幅ｘ高さｘ奥行): 399 x 652 x 202 mm （プラグ抜き）

重量： 約10 kg（バリエーションに依存）

取付け（定置）： ウォールマウントまたはピラー固定 日
本

語
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周囲の条件

使用方法： 屋内外両用

稼働温度範囲＠ 32 A: -25 °C～+50 °C
直射日光を避ける

温度動作: この項目は安全設備ではなく稼働上の機能のみ
です。固有の稼働温度範囲に収まること。
それぞれの場合に固有の稼働温度範囲において
装置は充電電流を連続的に出力します。
充電可用性を高めるため、認められていない温
度超過が発生すれば、充電電流規定値が16 Aに
低下されます。その後も影響があれば充電がオ
フになることも可能です。冷却後に充電が再開
するか、充電電流規定値が再び高くなります。

保管温度範囲: -30 °C～+80 °C (-22 °F～176 °F)

温度変化率: 最大0.5 °C/分(最大32.9 °F/分)

許容相対湿度: 5～95 %結露なきこと

使用高度: 海抜最大2000 m
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メンテナンス

ヒューズの交換

ヒューズ 電流/電圧 タイプ 寸法

F1 6.3 A / 250 V 切断性能が高い遅断
(>1500 A) (T) (H)

5 x 20 mm ヒューズ

警告

電気による危険!
端子カバーは関連教育を受け資格認定を受け、作業許可を得た電気技士のみ開くことができ
ます。 

ESD

損傷する危険! 電子部品は接触により破損しやすいです!

アッセンブリーを取り扱う前に金属性の接地された物に触って放電させてください! 

ヒューズの交換
1. Wallboxの電源ケーブルをオフにしてくださ

い。
2. ケースカバーを取外します（章を参照） ケー

スカバーの取外し。
3. 接続領域カバーと端子カバーを取外します

（接続領域カバーの取外し章と端子カバーの
取外し章を参照）。

4. スクリュードライバーをヒューズホルダーの
開口に差し込みます。

5. バネの作用で自動的に手前へ飛び出してくる
までヒューズホルダーを時計反対方向に回し
て緩めます。

6. ヒューズを交換します。
7. ヒューズホルダーを押し込んで、ドライバー

で時計方向に締付けます。
8. 組立は取り外しの逆順で行ってください。

日
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廃棄処分

装置を規則に従って使用廃止した後、装置をサービスに処分させるか、現行適用の
全廃棄処分規則に従って廃棄してください。

廃棄処分上の注意事項
バツ印で消されたごみ箱は、アクセサリを含め電気電子機器を一般家庭ごみから分
別して処分することを意味します。注意事項は製品内、取扱説明書または梱包に記
載されています。
製品の素材は各マーキングに応じた再利用が可能です。再利用、素材の換金、その
他の形態による使用済み装置の換価を通して、地球環境保護に重要な寄与をするこ
とができます。
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ソフトウェア更新

WallboxのフトウェアはUSBポートを介して装置内部で更新することができます。USBポートにア
クセスできるためケースカバーとポートブロックカバーを取り外す必要があります。

ソフトウェア更新説明書の指示に沿って進めてください。

最新ソフトウェアと説明書はウェブサイトから
https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/ ダウンロードしていただけます。新
規ソフトウェアでは例えば規格変更が反映されている、または新型電気自動車
やプラグインハイブリッド車との互換性が改善されています。

日
本
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