


世界をリードする
太陽光発電カンパニー

トリナ・ソーラーは1997年に設立され、生産、販売、サービスをカバーするグローバルネットワーク
を確立しました。世界中の100を超える国と地域に40の支社を持ち、事業の上流から下流までの
プロセス全体を担い、30を超える国と地域で現地従業員を擁しています。

バンカビリティ

組織のあらゆる側面における卓越性や、確かなバランスシートを
備えた強い企業、実証された製品品質と信頼性は、銀行に信頼
されるブランドの重要な特性でもあります。

2019年、BNEF（ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス）
のバンカビリティ調査に参加している専門家の100％が、トリナ・
ソーラーを完全にバンカブル（＝融資的確性が高い）と評価しま
した。弊社がBNEFから認められたのはこれで4度目です。

トリナ・ソーラーの累計モジュール出荷量は、
2019年の第1四半期時点で40GWに達し、業
界をリードしています。lHS（米大手調査会社）
の年次報告書によると、2016年、2017年、
2018年の世界のモジュール出荷量でトップ3
に入っています。さらに、トリナ・ソーラーは、
ブルームバーグ、IHSなどにより、何年も連続
してティア1企業と評価されており、高い財務
力で業界をリードしています。2018年の負債
比率は約58％で、売上高は250億元を超えま
した。
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技術革新

過去20年間、トリナ・ソーラーは太陽光発電の技術革新の最前線にあり、国家レベルの2つの革新的プラットフォーム、太陽光発電科学技術国家重点研究室（SKL）と国家企業
技術センターを有しており、10か国以上からトップレベルの国際的科学者が集まっています。2019年11月までに、トリナ・ソーラーの研究開発チームは、太陽電池セルの変換効
率とモジュール出力の分野で20の世界記録を樹立しました。

特許出願件数

特許取得件数

政府が資金提供するプロジェクト
（2件の中国国家973計画/５件の中国国家863計画を含む）

太陽電池セルの変換効率とモジュール出力において20の世界記録を樹立
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多結晶シリコン
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多結晶シリコン
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アパーチャー
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IBCセル

156mm
IBCセル
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i-TOPConセル
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信頼性

高出力 高信頼性 LCOE
（均等化発電
原価）の低減

幅広い適用分野

PERC両面発電技術

従来のPERC構造はAl 裏面電極（Aｌ-BSF）を採用しています。PERC両面発電は従来のPERCとは
異なり、Al裏面電極から散乱光を受光できるAl グリッドに変わるため、裏面の発電効率は80％以
上になります。

トリナ・ソーラーのDUOMAX両面発電モジュールは、トリナ・ソーラーが最も洗練された研究開発お
よび工業化の技術を誇るPERC両面発電をコアテクノロジーとして採用しています。両面ガラス、マ
ルチバスバー、およびハーフカットセル技術の統合により、DUOMAX両面発電モジュールはより高
い発電効率を実現できます 。

トリナ・ソーラーの製品は、品質第一という当社
の方針にのっとり、常に高い信頼性と堅実なパフ
ォーマンスを維持しています。

トリナ・ソーラーは最先端の研究開発室を持ち、
200以上におよぶ社内テストを実施しており、お
客様の要求を超えた最高品質の製品を提供して
います。当社はPV Evolution Lab（PVEL）とDNV 
GLにより、5年連続で世界のPVモジュールメーカ
ーの「トップパフォーマー」と認定されました。「トッ
プパフォーマー」の認定は、PVELとDNV GLのPV
モジュールの信頼性試験結果報告書「PVモジュ
ール信頼性スコアカード」に基づいて行われてい
ます。

第3者機関に認められた信頼性

中国品質認証センター（
CQC)製造業者試験認証を
PV業界で最初に取得

トリナ・ソーラーの国家
重点研究室PV製品試
験所が、PV業界で最初
にULの立ち合い試験プ
ログラムの認定を取得

ULのクライアント・テスト・
データ・プログラム（CTDP）
認証をPV業界で最初に取得

PID試験

結露凍結
（HF)試験

機械的
荷重試験

ダンプヒート
(DH）試験

　　UV
照射試験

　　温度
　サイクル
（TC）試験

片面発電PERC
　　日射（表面）

両面発電PERC
　　日射（表面）

Al層により
日射が遮られていた 

Alバスバー構造は
散乱光を裏面受光できる

表面出力 100%

裏面出力 5～30％
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両面ガラス技術

両面ガラス技術は、従来のガラスとバックシートの構造を倍強度の両面ガラス構造に置き換えるものです。
2012年にトリナ・ソーラーの技術チームは徹底的に両面ガラス技術の研究開発を行ない、2013年には両面
ガラスモジュールを量産化しました。従ってトリナソーラーは、効率の良い両面ガラスモジュールを最初に市
場に投入した企業の1つです。トリナ・ソーラーは、これまでに他のどのメーカーより多くの両面ガラスモジュ
ールを出荷しており、出荷した両面ガラスモジュールの総出力は3GWを超えています。

トリナ・ソーラーの新世代の両面ガラスモジュールは、ハーフカットセルやマルチバスバー技術を組み込ん
でシステムの信頼性と出力を強化し、さらにLCOE（均等化発電原価）を低減させます。

高い信頼性

マルチバスバー技術

マルチバスバー（MBB）技術は従来の5バスバー技術と比較して、より細く間隔を狭くしたバスバ
ーにより、太陽電池モジュールの出力を2％向上させることができます。

トリナ・ソーラーはMBB技術のパイオニアとして、MBBの研究開発および量産化において常に業
界をリードしてきました。トリナ・ソーラーは、早くも2015年にはMBBの研究を開始し、他社とも協
力して中国で第1世代の丸型接合ストリップと第1世代のMBBセルシリーズ接合装置を開発しま
した。さらに、トリナソーラーはMBB技術の難しい技術的課題を解決した最初の企業でもありま
す。

アルカリ　　　　酸　　　　　　高湿　　　　高温度　　　紫外線

浸食
高い耐性

従来のモジュール 両面ガラスモジュール

ガラス

EVA

セル

EVA

ガラス

バックシート

EVA

セル

EVA

ガラス

出力低下を低減

最
大
出
力
の
低
下
（％）

最
大
出
力
の
低
下
（％）

最
大
出
力
の
低
下
（％）

両面ガラス（POE)
両面ガラス(High VA EVA)
従来(High VA EVA)

両面ガラスモジュール
従来のモジュール

両面ガラスモジュール
従来のモジュール

ワイヤー

フラットリボン

ガラス

セル

ガラス

セル

電流伝導距離の
　　　　短縮

直列抵抗を
最大15%削減
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MBB

5BB

光吸収率の向上 マイクロクラックによる発電ロスの抑制

電流伝導距離を50％以上短縮して、抵抗損失を低減



より低い動作温度
影に対する抵抗を強化し、出力低下
のリスクを低減

内部抵抗損失を抑えてより高出力に ホットスポットに対する強い耐性
を備えた高い信頼性

1% 未満の
光誘起劣化
     (LID)

低い温度係数 N型両面発電セルの対称構造
により内部ストレスがなく

マイクロクラックのリスクを低減

ハーフカット技術

ハーフカット技術は１つのセルを2つにカットすることで電気リボン抵抗を低減させ、最終的にモジュ
ール全体の発電効率を2％以上向上させます。 またこの技術により、モジュールは低い動作温度で
動作するため、ワットあたりの発電効率も改善されます。

トリナ・ソーラーはハーフカット技術を新世代モジュールの製品シリーズに統合しており、特にマルチ
バスバーや両面発電セル技術といった他の優れた技術との組み合わせで、発電効率が大幅に改善
されています。

N型i -TOPCon技術 

2015年、トリナソーラーの太陽光発電科学技術国家重点研究所室（SKL PVST）は、量生化を目的と
した大面積のTOPCon両面受光セルの研究を開始し、i-TOPConセルと名付けました。i-TOPConセ
ルには表面にボロンエミッタ、裏面全面にパッシベーションコンタクトがあり、2019年トリナ・ソーラー
はi-TOPConセルで23％を超える表面変換効率を達成しました。

トリナ・ソーラーのDuomax Nモジュールはi-TOPCon技術を搭載し、業界をリードする430Wの最高出
力を実現しています。

24.58％のセル変換効率で世界記録　
　単結晶N型（c-Si）i-TOPCon太陽電池セル
23.22％のセル変換効率で世界記録　　
　キャストモノN型（c-Si）i-TOPCon太陽電池セル

独自のi-TOPConセル技術

Aℊ 表面電極

Aℊ 裏面電極

パッシベーション層

P+エミッタ

N型Czシリコンウェーハ
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従来のセル ハーフカットセル ハーフカットセル従来のセル

従来のセル従来のセル ハーフカットセル ハーフカットセル



DUOMAX

製品ラインナップ

製品シリーズ

住宅用/商業用
モジュール

住宅用
高性能モジュール 商業ビル用/発電事業用

モジュール

より大きな出力を求める
発電事業用
両面ガラス
両面発電モジュール

最も耐久性に優れ、
塩害地域や酸、アルカリなど
の影響を受けやすい地域など
にも設置可能な
両面ガラスモジュール

反射光を活用した
発電事業用
両面ガラス
両面発電モジュール

Honey M
355～375W
DE08M(ll)

Honey M
325～340W
DE06M(ll)

Honey
285～300W

PE06H

HoneyBlack M

310～335W
DD06M.05(ll)

TALLMAX M
430～450W
DE17M(ll)

TALLMAX M

380～415W
DE15M(ll)

TALLMAX
340～355W

PE15H

DUOMAX N
410～430W

NEG16MC.20(ll)

DUOMAX
340～355W
PEG15H.20

DUOMAX M
390～415W

DEG15M.20(ll)

DUOMAX M

325～345W
DEG6M.20(ll)

DUOMAX
285～300W
PEG6H.20

DUOMAX twin

DUOMAX twin

DUOMAX twin

DUOMAX twin

430～445W
DEG17MC.20(ll)

390～410W
DEG15MC.20(ll)

350～370W
DEG8MC.20(ll)

315～340W
DEG6MC.20(ll)

11
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HONEYシリーズ 住宅用/商業用
モジュール

Honey120ハーフカットセルシリーズは、限られたスペースでも非常に多くのエネルギーを生
成できるため、業界で最も信頼性の高いモジュールの1つで、住宅用および商業用として最も
人気があります。Honeyシリーズは、信頼性が高く、美しい外観を持ち、すべての主要なシス
テムコンポーネントやモジュールエレクトロニクスとも互換性があります。

HoneyBlackMは、Honeyシリーズのプレミアムモジュールで、艶消しの黒のフレーム、全面黒
のバックシート、黒のマルチバスバーセルを備えており、住宅の屋根に最適です。

ハーフカットと
マルチバスバー技術

最高の生産技術に基づく
高い信頼性

初年度性能劣化は2.5%以下

セル製造技術とモジュール材料
の最適化によりPID（電圧誘起
出力劣化）耐性を確保

多様な気候条件に適合する
多様なBOMを提供することにより、
耐用年数に渡る発電を保証

35㎜フレーム表面/裏面
最大静荷重5400Pa/2400Pa

Honey

Honey M

Honey M

HoneyBlack M

艶消しの黒のフレーム 黒のシリコンシーラント 黒のラベル

黒で覆われたリボン配線 艶消しの黒のバックシート マルチバスバー技術の
黒いセル

出力範囲 セル数 サイズ/重量 
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PE06H

DE06M(ll)

DE08M(ll)

DD06M.05(ll)

285-300 W

325-340 W

355-375 W

310-335 W

120セル　(6 x 20）

120セル　(6 x 20）

120セル　(6 x 20）

120セル　(6 x 20）

1690 x 996 x 35 mm / 18 kg

1690 x 996 x 35 mm / 18 kg

1763 x 1040 x 35 mm / 20 kg

1690 x 996 x 35 mm / 18 kg

HoneyBlack M



TALLMAXシリーズ
商業ビル用/発電事業用
モジュール

TALLMAXシリーズは、商業用および発電事業用太陽光発電プロジェクト向けに設計されており、
システムコストの大幅な低減を実現します。TALLMAXモジュールの性能はその分野で実績があ
り、業界の専門家に認められています。TALLMAX 144セルモジュールの出力は415Wに達し、
370Wから415Wに出力が増加したことで、BOS（システムのバランスコスト）を4.5％から8.5％低減
させ、LCOE（均等化発電原価）を最大で4.6％低減させます。

出力範囲 セル数 サイズ/重量

TALLMAX

TALLMAX M

TALLMAX M

ハーフカットと
マルチバスバー技術

1500Vシステム用として
完全認定

100カ国以上で
広く採用されています

35mmフレーム、表面/裏面
最大静荷重:5400Pa/2400Pa

最高の生産技術による
高い信頼性

多様な気候条件に適合する多
様なBOMを提供することにより、

耐用年数に渡る出力を保証
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PE15H

DE15M(ll)

DE17M(ll)

340-355 W

390-415 W

430-450 W

144セル　（6 x 24)

144セル　（6 x 24)

144セル　（6 x 24)

2015 x 996 x 35 mm / 22 kg

2102 x 1040 x 35 mm / 24 kg

2015 x 996 x 35 mm / 22 kg



DUOMAX N

DUOMAX N両面発電モジュールは、N型i-TOPCon両面受光セルを使用しており、最先端のTOPCon
技術により性能が向上しています。DUOMAX Nモジュールは、温度係数が低く光誘起劣化も抑制され
るため出力が大幅に改善されます。また、裏面から5％～30％の追加の出力が供給され、30年にわ
たる長期出力保証を提供しています。

出力範囲 セル数 サイズ/重量

DUOMAX N

N型i-TOPConセルの量産時
変換効率は23％以上

モジュール変換効率は
最大20.5%

追尾式システム用に
400mm間隔の取付穴を
追加

第三者機関によって認定された
優れたIAM(入射角変更因子）と
低照射特性

高い静荷重でソーラー・トラッ
カー（太陽光追尾式架台）との
組み合わせが最適

セル製造技術とモジュール材料
の最適化によりPID（電圧誘起
出力劣化）耐性を確保

表面の80％の裏面変換効率（バ
イフェイシャリティ）を実現し、裏面
から5～30％の追加出力を供給

LID（光誘起劣化）が小さいた
め、初年度の出力低下を1.5%
未満まで抑制
30 年にわたる長期出力を保障

裏面に影を作らない超薄型スプ
リット・ジャンクションボックス

より大きな出力を求める
発電事業用
両面ガラス/両面発電モジュール
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NEG16MC.20（ｌｌ） 410-430 W 144セル　(6 x 24） 2060 x 1020 x 30 / 27.2kg



出力範囲 セル数 サイズサイズ/重量
DUOMAXシリーズ 最も耐久性に優れ、塩害地域や酸、アルカリなど

の影響を受けやすい地域などにも設置可能な
両面ガラスモジュｰル

DUOMAX 

DUOMAX 

DUOMAX M 

DUOMAX M 

トリナ・ソーラーの両面ガラスシリーズにはハーフカットや両面ガラス、マルチバスバー技術が統合され、より高
い出力を特長とし、過酷な環境下における高い信頼性と30年にわたる長期出力保証が提供されています。

DUOMAXモジュールは世界中で累計3GW以上設置されているため、実務経験も豊富に蓄積されています。
DUOMAXは浸水ゼロという優れた機能を備え、最も信頼性の高いモジュールです。ガラス-ガラス構造では、
EVAの加水分解がおきないので自然に発生する裏面からの劣化要因や水蒸気の影響を受けずにすみます。
新世代の両面ガラスモジュールは、軽量な2mm + 2 mmのガラスとフレームを採用しており、輸送や設置も容
易で安全に行なえます。

両面ガラスモジュールの
世界累積出荷量3GW超

両面ガラス技術に関する
TUV（第三者認証機関）の認証を
業界で最初に取得し、
量産を実現

量産レベルで
４１５Wを達成

2.0+2.0mmの 
ガラス-ガラス構造により
軽量で設置が容易

ハーフカットと
マルチバスバー技術

対称構造により
マイクロクラックとスネイルトレイルを
最小限に抑制

30年にわたる長期出力を保証
出力低下は年平均0.5%以下

火災テストクラスAに認定
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285-300W

390-415W

340-355W

325-345W

PEG6H.20

DEG15M.20(ll)

DEG6M.20(ll)

PEG15H.20

120セル　(6 x 20)

144セル  (6 x 24)

120セル  (6 x 20)

144セル　(6 x 24)

1700 x 1002 x 30 mm / 22 kg

2024 x 1002 x 30 mm / 26 kg

1700 x 1002 x 30 mm / 22 kg

2024 x 1002 x 30 mm / 26 kg



DUOMAX twin

DUOMAX TWIN 反射光を活用した発電事業用
両面ガラス/両面発電モジュール

DUOMAX twinモジュールは、高効率の両面受光セルと両面ガラス構造が組み合わされています。
モジュールの表面のみならず、裏面に入射する光も電気に変換します。また、劣化が少なく、30年
の長期出力保証を提供しているため、結果的に高い製品生涯出力を保証しています。

両面ガラスモジュールの
世界累計出荷量3GW超

両面ガラス技術に関するTUV（第
三者認証機関）の認証を業界で
最初に取得し、量産を実現

両面ガラス技術に関する
18の特許を取得

2.0+2.0mmの
ガラス‐ガラス構造により
軽量で設置が容易

砂、酸、塩水噴霧、アルカリなど
による環境浸食に強い

ソーラートラッカー（太陽光追
尾式架台）との組み合わせ
が最適

技術、安全などに関するドイツの
認証機関、TUV Rheinland（テュフ
・ラインランド）による温度上昇に
よる出力低下の検査、LeTID （高
温光誘起劣化）テストで出力低下
1%未満

表面の70%以上の裏面変換効率
（バイフェイシャリティ）を実現し、
裏面から5%～30%の追加出力を
供給

30年間にわたる長期出力を保証

21
22

DEG6MC.20(ｌｌ）

出力範囲 セル数 サイズ/重量

DEG17MC.20(ｌｌ）

DEG15MC.20(ｌｌ）

DEG8MC.20(ｌｌ）

315-340W

430-445W

390-410W

350-370W

120セル　(6 x 20）

144セル　(6 x 24）

144セル　(6 x 24）

120セル　(6 x 20）

  1700 x 1002 x 30 mm / 22 kg

1773 x 1046 x 30 mm / 25 kg

2024 x 1002 x 30 mm / 26 kg

2111 x 1046 x 30 mm / 28.6 kg



参考プロジェクト

宮崎県宮崎市

北海道日高郡

中国雲南省建水県

中国山西省長治250MW/陝西省銅川250MW

イギリス
ノーフォーク州フェイクナム

オーストラリアクレア

23 24

96.2MW / TALLMAX / 2018

21MW / Honey / 2018

300MW / DUOMAX & TALLMAX / 2015 

DUOMAX N / 2018

49.99MW / Honey / 2015

129MW / DUOMAX / 2018
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お問い合わせ先

中国

日本

ヨーロッパ

アジア太平洋

北アメリカ

中東・アフリカ

ラテンアメリカ、カリブ

400 988 0000（中国本土専用） +8651985176109（海外専用）

北京上海
グローバル本社
常州

東京 地域本部
シンガポール

インド オーストラリア

イタリア

イギリス

スペイン

ルクセンブルグ

地域本部
スイス

ドイツ

フランス トルコ

地域本部
アメリカ

カナダ

アラブ首長国連邦

ラテンアメリカ

メキシコ

チリ

ブラジル

参考プロジェクト

岡山県笠岡市 中国安徽省淮北

中国青海省格爾木 静岡県御殿場市

広西チワン族自治区百色市 インドタミル·ナードゥ州

25 26

2.64MW / DUOMAX / 2018

20MW / DUOMAX twin/ 2018

18MW / TALLMAX & Honey / 2017

4.4MW / TALLMAX / 2018

40MW / DUOMAX / 2018

30MW / TALLMAX / 2017




