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設置アドバイス 遠隔監視システム
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発電予測

技術検証

設置段階 オペレーション

安心の太陽光発電システムを提供するメテオコントロール

メテオコントロールが提供するサービス

全工程をサポートする総合力で世界の発電所管理を牽引

世界中で支持される実績がさらなる革新を生む
再生可能エネルギーの分野で40年の実績を誇るメテオコントロール（本社：ドイツ・アウクスブルク）は、発電システムの
計画から設置、オペレーションに至るまで、すべてのプロセスにおいて世界各地の太陽光発電事業をサポートしてきました。
計画段階では、メーカーへの監査にはじまり、設置コンサルティングや発電量レポート、さらにテクニカル・デューデリジェ
ンス（対象案件の調査活動）までカバーします。
設置段階においても、技術的な検証を含めたアドバイスを行い、不測の事態に備えます。
オペレーションに際して特に高く評価されているのが、実際の発電状況をタイムリーに「見える化」する遠隔監視システム。
世界トップクラスの詳細なデータ解析能力により、単に発電量を確認するにとどまらず、システム効率を常時モニタリング。
万一の障害に際しても万全の管理体制を提供し、安定的な電力供給を可能にします。

メテオコントロールは、太陽光発電の遠隔監視システムにおけるリーディングカンパニーとして、全世界で４万1000カ所以上、計12.4GW以上にのぼる
発電状況を常時モニタリングしています。
複数の発電所を容易に一括管理できる監視システムにより、国や地域をまたいだ広範囲においてメガソーラーを運営する大規模な発電事業にも威力を
発揮。世界中の顧客から寄せられるリクエストに答え、そのシステムは日々進化し続けています。

一括管理が容易なインテリジェンスシステム

第三者機関としての信頼も厚い
日本ではまだ、太陽光発電モジュール単体ではなく、発電所全体を評価・
認証する制度が根付いていませんが、欧州では発電設備の性能や安全性
を総合的に認証する動きが活発です。
メテオコントロールは、発電事業者ばかりでなく、第三者機関としてさまざま
なステークホルダーとの確かな信頼関係を築いてきました。大手金融機関
や保険会社は、発電事業者との契約締結に際して、当社のデューデリジェン
スを活用。送配電事業者にとっては、気象データに基づく正確な発電予測

が欠かせません。また、建設事業者が発電事業者と交わすEPC（設計、調達、
建設）契約に際しても、当社の経験豊富なコンサルティングや遠隔監視の
技術が生きています。
日本国内においても、プロジェクト・ファイナンスなどに際して、発電所の市場
価値を客観的に評価・アピールする必要性が高まることは間違いありませ
ん。その際、公的機関に匹敵するほどの信頼ある当社の実績が説得力を
発揮します。
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タイムリーに届く情報を『見える化』する分析機能でロスを削減、事業を効率化

ユーザビリティの高いインターフェース

太陽光発電の『見える化』だけで十分ですか？
メテオコントロールは『見えた』データを自動で『分析』する
画期的な発電所管理ソリューションです。

クラウド型監視分析アプリはネットワーク経由で収集したログおよび分析
データをシンプルにわかりやすく表示できるのが大きな特徴。
発電所が１カ所か複数カ所かにかかわらず、必要な情報はすべてクラウド
上で管理されるため、パソコンモニターがバーチャルな「管制室」の役目
を果たします。簡易な情報であればスマートフォンからでも確認できます。
当社のシステムで監視分析できる機能は実に多種多様。数ある項目の中
から事業所によって最も必要な情報を選択し、一覧画面にわかりやすく
表示させることができます。各項目のウィンドウの大きさや配置も感覚的
な作業で自由自在にレイアウト可能（＊）。柔軟性のあるカスタマイズの
高さも、欧州で圧倒的な高評価を得ている理由の１つです。
既存の類似サービスの多くは、日々の発電量を確認するだけで、システム

に異常があってもわかりません。その点、当社の遠隔監視システムでは、
15 分ごとのタイムリーな集計に加え、精密な分析機能も充実。従来は手
動で行っていた高度な分析を自動化でき、管理者の手間を大幅に削減で
きます。
さらに、少しでも発電量に異常が見られた場合、タイムリーにメールでア
ラート情報を送信します。一時的にパソコンモニターを離れていても、携
帯でアラートが確認できるため、直ちに適切な対応ができ、発電のロス
を最小限に食い止めることができます。

＊画面のカスタマイズはVCOMのみの機能。
＊上図はVCOMの画面イメージ。

クラウド型監視分析アプリ「バーチャル管制室 VCOM」

「バーチャル管制室 VCOM」は複数の発電所を一括管理する“管制室”

複数の発電所を一括管理するのに最適化された「バーチャル管制室 VCOM」。従来にも増して発電システムの「見える化」
が進化している中、適切な情報の分析と管理が発電所運営の成否を分けます。

PRODUCT OUTLINE

気象データに基づく日射量と実際の発電状況をタイムリーにグラフで
視覚的に対比表示します。日々の発電量を発電が終わった時点で
振り返るのではなく、タイムリーに『分析』し、『見える化』することで、
発電量が低下したときにも直ちに検出できます。
さらに、日次表示のほか、週次、月次、年次表示へも、クリック１つで簡
単に切り換え可能。エクセル形式でのエクスポートも１クリックででき
るため、過去の傾向を踏まえた上での現状分析にも役立ちます。

システムの発電量と予測値を比較します。予測値は、詳細なシステム
データと現在の気象データに基づいて、より正確に算出。棒グラフの
上端が緑の折れ線グラフ領域内にある場合は、システムが良好に作
動しています（シミュレーションに対する発電量が90～115％）。黄色
の領域内にある場合はシステムが問題なく作動中（同70～90％）、
赤の領域内にある場合（同70％以下）はシステム点検の必要性を
示唆しています。

　  分散分析　  日射量・発電量

１kW当たりの実発電量から予測される年間発電量を月ごとにグラフ
で示します。モジュールとまったく同じ条件を備えた日射計で、刻一刻
と移り変わる発電状況を評価するため、精度の高い発電量予測・売電
予測が可能です。

 発電量予測・売電予測
発電システムの平均効率を算定した上で、実際のシステム効率との差
をモニタリングできます。赤い点は選択した日のシステム効率を、黒い点
は選択した月の効率を示しています。システムの平均効率（上図では
15％前後）と大きく乖離した赤い点があれば、日射があるにもかかわら
ず発電に問題がある証拠。現場を点検するなど、迅速な対応が可能と
なり、太陽光発電所の運営で重要なシステム効率の維持に貢献します。

　  システム効率

全国の発電所の状況を一画面で把握！
発電所のレイアウト図やパワーコンディ
ショナの発電状況図をユーザー自身で簡
単に作成可能。外注と比べて大幅な経費
削減に。

◆図面作成

すべてのデータはクラウド上に保存。各種
データを確認するため、書類の山に埋もれ
る心配はありません。現場での点検作業の
際も、端末から素早くアクセスできます。

◆データの保存
発電レポートの自動作成機能も標
準装備。投資家や金融機関の要請
に応じて迅速なレポーティングが
可能で、信頼性向上に寄与します。

◆レポーティング
各チケット情報（障害履歴）をクリックすると詳
細画面にジャンプ。問題のあるパワーコンディ
ショナやモジュールが画面上で特定できるた
め、現場での点検作業を大幅に効率化できる。

◆障害履歴
複数の発電所の稼働状態が一覧表示され
るため、発電状況がひと目で確認ができる。
問題のある発電所の詳細画面にワンクリッ
クで移動可能。発電所ごとの比較も簡単。

◆発電所の比較

日射量対発電量、パワーコンディ
ショナ各種データ比較など、分析
機能が充実しているのが大きな
特徴。

◆分析機能
気象データや現場に設置した日
射計データから、日々の発電量を
シミュレーションして自動診断。

◆シミュレーション
パワーコンディショナごと
の発電比較により、発電
低下時にはアラートを
発信。

◆アラート発信
ユーザーで表示画面内容
のカスタマイズが可能。

◆画面カスタマイズ
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発電所管理システムの仕組み

一括管理が容易なインテリジェンスシステム

障害発生時の対応

迅速なトラブル処理に向けて威力を発揮する高度な分析能力

監視すべき発電所が１ヵ所のみであ
れば、「safer’ Sun Professional」
もご用意しています。
VCOM に搭載された発電所間の比
較機能はないものの、メテオコント
ロール独自の高度な分析機能は
VCOMと同様。
まずは１ヵ所で VCOM の実力を試
したい事業所での導入に最適（両者
の仕様の違いは右表を参照）。

PRODUCT OUTLINE

１カ所の発電所に最適化したsafer’Sun Professional
製品名
アクセス保護
スマホ・タブレット対応 (iOS, Android)
測定情報の見える化
遠隔操作
シミュレーション（目標 /実測値比較）
アラート機能
発電所管理
ユーザーグループ管理
分析
レポート
インタフェースのカスタマイズ
障害情報チケット
カレンダー機能
インタラクティブ・システムプラン
文書管理

オプション機能

VCOM
○
○
◎
○
○
○
○

カスタマイズ可
カスタマイズ可

カスタマイズ可 (Word, PDF, CSV)
○
○
○
○
○

発電量ロスの計算
インバーター・レベル
PRモニタリング

センサーモニタリング

safer’Sun Professional
○
○
○
○
○
○
○

カスタマイズ不可
カスタマイズ不可

標準レポート(Word, PDF, CSV)
×
×
×
×
×

×

メテオコントロールの強みは、順調な発電状況をわかりやすく「見える化」するだけではありません。遠隔監視システムの性能の
違いが現れるのは、実は障害発生時。国内では類を見ない高度な分析能力を備えていながら、見やすさにこだわったモニター
画面が威力を発揮します。

1

日射量や発電量の監視中、天候に変化はないのに発電量が急落する
ようなことがあれば、現場で何かしらトラブルが起こっている証拠。こ
うした際は、発電量のグラフの変化からも明らかな上、発電効率や発
電量が数字でも一目でわかるように表示されるため、まず見逃すこと
はありません。モニター画面がシンプルで見やすいため、障害の発生
を即座に知ることができます。

障害を見逃さない
シンプルな画面

2

障害情報の把握は、第一にオーバービューのページですべての発電所
における「障害情報チケット」を確認することから始まります。メテオコ
ントロールの優れた分析能力により、常に一覧表示が可能だからこそ、
複数の発電所を安心して監視できます。
さらに、特定の障害について詳しい分析を知りたい場合は、１クリック
で詳細ページにジャンプ。その情報から、いますぐ取るべき対処法が明
らかになります。

障害情報を概観、
次に詳細に把握

3

障害発生時に発電所のレイアウト図を見ると、問題のある箇所に色
が付いているため、どこを点検すべきか一目瞭然です。駆けつけた現
場で右往左往することなく、問題のあるモジュールやパワーコンディ
ショナに急行できるため、復旧までの時間を最小限にすることができ、
発電ロスも最小限にとどめます。

障害箇所をマップ上で特定 O&Mサービスの
現場対応も迅速

4

とくに外部のO&Mサービスを利用する際、障害時のコミュニケーション
にも通常は一定の時間がかかるものです。メテオコントロールのシステム
では、すべての情報がクラウド上に保存され、どこからでも閲覧できるた
め、そうしたコミュニケーションの手間による一切の無駄を排除できます。
さらに、障害の処理情報もクラウドで共有可能。障害の発見から対応まで
の全プロセスを記録に残し、次の不測の事態に備えることができます。

プロダクツ

SI-420-TC-T-K（日射計）
実際の日射量を常時測定し、
発電量と照らしてシステム効率
を分析。高温になると発電量が
下がるモジュールの特性を正し
く反映するため、本機にもモ
ジュールと同タイプの太陽電池
を搭載。気温と風向計からモ
ジュール温度を算出する機種と
比べ、より精度の高いモニタリ
ングと発電予測が可能。

MX-Module RS485/422, 
MX-Module Multi I/O（アドオン）
様々な発電所の規模に対応できる
ように、blue’Log®を拡張すること
ができます。

blue’Log®は太陽光発電システムからのあらゆるデータを集約し、
継続的に記録します。各種センサーや CPU などを含めた「オール
インワン」システムのため、設営・管理の煩わしさが大幅に軽減さ
れます。配線上のトラブルによる機器の不具合や誤作動を回避し、
安定的かつ継続的なモニタリングを可能にします。

blue’Log® 　-SERIES
X-1000, X-3000, X-6000（ログデータ収集装置）

● 消費電力：5W （拡張モジュール装着時最大80W） ● 動作温度：-20℃～+70℃、耐性 IP20
● サイズ(WHD)：146mmx110mmx63mm ● 重量：385g

太陽光パネル太陽光パネル

接続ボックス接続ボックス

太陽光パネル太陽光パネル 太陽光パネル太陽光パネル 日射計日射計

データステーションデータステーション InternetInternet サーバーサーバー

バーチャル管制室VCOMバーチャル管制室VCOM

ログデータ収集装置ログデータ収集装置

ローカルデータ管理ローカルデータ管理

出力制御出力制御

系統系統

パワコンパワコン

blue’Log®blue’Log®

各モジュールの発電量はblue’Log®を介して
サーバーに送られ、手元のパソコンで一括監
視・分析できる仕組みを構築。遠く離れた発
電所であっても、パソコン画面を確認するだ
けで、現場の状況がつぶさに観測できる。

気温計気温計
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発電量が「見える」だけで十分ですか？　

世界では既に「見える化」だけでなく、測定データを「分析」し、売電ロスを極小化することが主流となっています。

あなたの太陽光発電所を守り、20年間の売電収益を確実にするために

世界中で支持されるメテオコントロールが、新しい「世界基準」をお届けします。

ポストFIT時代を先取り
太陽光発電所管理の新提案

メテオコントロール社製 遠隔監視システム日本正規販売代理店

サンテックパワージャパン株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-6-11 西新宿 KSビル 6F TEL 03-3342-3838 ／ FAX 03-3342-6534
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