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スマートメーター(低圧・高圧)の
ECHONET Lite認証 AIF認証取得

出典：富士経済 FIT・再生可能エネルギー発電関連システム・サービス市場/
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大切な資産をしっかり守る、安心の  遠隔監視システム＆サービス L・eye

遠隔監視の必要性

詳細はP.3L・eye 3つの安心

重要な遠隔監視。値段だけでなく「安心」で選びませんか？

遠隔監視システム&サービス エル・アイ

31年の実績と信頼1 3

2

高機能

充実のサポート 異常時
メール発報

過去データの
ダウンロード

PCS毎の
発電量

出力制御への
標準対応

発電診断で
異常を発見

コールセンターによる
アフターサポート

改正FIT 法によって義務化された保守点検・維持管理に最適
な L・eye。
また、L・eyeに含まれる計測機Solar Link ZEROが出力制
御ユニットの機能も担うため、追加機器不要で手間をかけず
に出力制御に標準対応します。
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改正FIT法に対応

売電収入の確保
経年劣化や自然の影響を受けた太陽光発電システムをそのまま
放置していると、発電性能が著しく低下することがあります。
L・eyeは精緻な監視と詳細な発電診断で発電設備のトラブルを
見落としません。
また、異常時は迅速な通知により、発電低下や発電停止による
損失を最小限に抑えます。

資産価値の維持

PCS5台（容量100kW/台）のうち、1台が故障したまま半年間気付かなかった場合

(100,000kWh/12ヵ月 ) ×6ヵ月× 24円 ≒ 約120万円の損失
※PCS1台あたりの年間発電電力量を100,000kWh、税抜き固定価格を24円で計算

蓄積データをグラフで確認 各種データはCSV形式でダウンロード可能異常時はメールでお知らせ PC・スマートフォン等から確認

1

保守点検に必要な情報を一括管理出力制御スケジュールをカレンダーで管理

1
ポイント

2
ポイント

3
ポイント

太陽光発電のセカンダリー市場における資産価値の維持には、
メンテナンスデータの確保が不可欠です。
L・eye なら査定に大きく影響する「売電実績」「保守点検」※

について詳細なデータを残すことができ、資産価値の証明に
役立ちます。
※L・eye の関連システムO&M Assist で保守点検のデータを残すことができます。



12GW

パッケージ

遠隔監視に必要な機器や通信回線などを分野・容量ごとにパッケージ化
することで、導入の手軽さと低価格を実現。

L・eye 太陽光発電パッケージ L・eye 小形風力発電パッケージ

L・eye match は目的に合わせて
最適な遠隔監視システムを実現します。

このような多様なニーズにお応えします

省スペースで設置したい

計測項目多数の複雑な設備を監視したい

お客様側で手配された機器を使いたい2
PCSを遠隔制御したい3

Webカメラを使って監視したい

フレキシブルなL・eye matchは、上記の他さまざまなニーズに
お応えします。まずはお気軽にお問い合わせください。

6

4

1

現地表示でエコPRしたい5
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2014 年 主要監視システムメーカーの各社シェア

当社16,841件
総計58%

出典：Solvisto Vol.41（ 2014年8月 20日号）

高圧監視シェア

※2020年12月末現在

NO.1
出典：
富士経済 FIT・再生可能エネルギー発電関連システム・サービス市場 /
参入企業実態調査 2019 太陽光発電遠隔監視サービス（2018年度見込み）

52,000件導入件数

モニタリングシステム導入容量

モニタリング分野における31年間のあゆみ

当社はこれまで、太陽光発電モニタリングのパイオニアかつフロントランナーとして精力的に「見える化」
に取り組んできました。創業 31年を迎え、他社を圧倒する確かな歴史と実績を積み重ね、多くのお客様
より信頼を獲得し続けています。

長年培ってきた高い技術とノウハウを活かし、太陽光発電システムの遠隔監視におけるあらゆる
ニーズに対応。目的や条件にマッチする、最適なシステムをご提案します。

詳細はP.5

例えば
...

設立

計測ソフト
Solar Link 販売開始

小型計測・表示端末
Solar Link ZERO販売開始

遠隔監視システム &サービス
L・eye 販売開始

PCベースの計測・表示システム
Solar Link Viewer 販売開始

遠隔監視画面
Solar Link ARCH販売開始

1990 2002 2012

1997 2009 2016 2020
自家消費型太陽光発電向け
自動出力制御システム
Solar Legato 販売開始

2018

遠隔監視システム&サービス L・eye ラインアップ

カスタマイズ

L・eye match (エル・アイマッチ)

複雑な構成や特殊な条件の設備などへの導入におすすめです。

複数設備への一括導入など手間なく始めたい場合におすすめです。
詳細はお問い合わせください。

詳細はP.6

詳細はP.6

詳細はP.7

詳細はP.7

詳細はP.8

31年の実績と信頼
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面倒
だなぁ

電力会社

明日
停止を

予期せぬ PCSの停止…出力制御旧ルール
適用の場合…

電源OFF!

電源ON!

計測項目多数の複雑な設備を監視したい お客様側で手配された機器を使いたい

PCSを遠隔制御したい

L・eye matchソリューション例

1 2

3

国内外の多数のメーカー・型式の PCSに対応しており、異なるメーカーの PCSが混在していても
まとめて計測できます。また、さまざまな通信プロトコルに対応し、発電電力だけでなく
中央監視装置システムとの連携も可能です。

受変電設備

ストリング監視
手動制御

予約制御

計測機器や通信回線を自由に組み合わせられるので、お客様側で手配された機器や回線があれば、
それに合わせた最適なシステム構成をフレキシブルにご提案します。

PCSのON/OFFを遠隔で切り替え可能。
事前に制御予約もできるので、出力制御の旧ルール適用の
場合も面倒な現地訪問は不要です。

ストリング毎の発電状況・故障状況等の詳細情報の確認やダウン
ロードができます。発電診断もストリング毎に診断を行うことがで
きます。

一括監視画面トップに受変電設備の項目を一覧で表示して異常時
にはメール通知も行い、キュービクル情報を見える化します。 L・eye 監視画面トップ

OFF

L・eye match なら

L・eye match なら

L・eye match なら

遠隔制御機能紹介
機能紹介

売電
買電

パネル
裏面温度

ストリング
直流電流・電圧

基盤
温度

天気
日射

故障

交流電力
電流・電圧

気温

複雑なシステムや
膨大な計測項目…

様々なメーカーの
PCSが混在…

あらゆる
構成に

回線だけ
こちらのものを
使いたい

ストリング計測
ユニットはもう
持っています

※PCS毎の対応可否について詳細はお問い合わせください。
※PCSを遠隔制御する場合は、操作の目的によらず管轄の電力会社に事前にご相談ください。
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5

当社の
発電所の
状況です

全国に
あるんですね！

リアルタイムで
分かるのね

本社工場

メガソーラー①

メガソーラー②

工場見学にて…

設置場所に見合った
 サイズの収納ボックス

キュービクル内に     
               直接設置

Webカメラを使って監視したい省スペースで設置したい

現地表示でエコPRしたい

L・eye matchソリューション例

4 6

計測器と端子台の一体型という発想から生まれた、小型でシンプルな端子台型のリモートI /O。
計測端末Solar Link ZEROとUSBケーブルで通信し収納盤の構成をコンパクトにまとめます。

オリジナルデザインへのカスタマイズにも対応します（有償）。デザインカスタマイズ例

チルト (上下 ) パン ( 左右 )

ズームアウトズームイン

目的に合わせて選択可能なWebカメラ  

L・eye 監視画面にWebカメラを連携させることで現場の状況確認が可能に。
数値だけでは気づけない異常を把握でき、より安心の遠隔監視をサポートします。

L・eye match なら

現場スペースに合わせて最適な
サイズの収納ボックスを手配。
さらにスマート端子台FLIPLINK 
をご利用いただくことで配線作
業を省略化し、収納盤のサイズを
コンパクトにできます。

L・eye match なら

リアルタイムの計測値を表示す
るコンテンツを標準搭載。
また、ラプラス IDの取得でデザ
イン性の高いPR画面をWeb
上で設定できるMieruka Web
フリーの利用が可能に。

L・eye match なら

Webカメラセット 操作自在・リアルタイム確認

過去の現場状況を確認カメラ画像オプション

積雪
汚れ

破損 盗難

※ラプラスID：Webサービスをはじめとした
　当社提供サービスにおける共通ID。

※Solar Link ZEROの詳細はP.9

現地の様子をリアルタイムで確認でき、ズーム・チルト（上下）・
パン（左右）機能でカメラを自由に操作可能。
Webカメラセットでのオプション導入、またはWebカメラとルーター
のみの購入からお選びいただけます。

L・eyeに構成される計測機１台で計測と画像取得を両立。取得した
画像を31日分保存することで、過去にさかのぼって現場の状況を確
認できます。
※導入をご希望の場合はお問い合わせください。

1

2

4

3

カレンダーから撮影日の日付を選択1

2 選択した日付のカメラ画像を表示

3 スクロールバーで画像を選択

4 矢印ボタンで前後の画像を表示
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高度な遠隔監視を実現！ 幅広い用途に対応！ コンパクト　な高機能計測制御端末Solar Link ZERO

計測・制御・遠隔監視まで
カバーする機能が満載

I/Oカード機能による一端末での
接点・アナログ・パルス信号の計測も可能

Solar Link ZERO T4 Solar Link ZERO T3

70社以上のシステムに対応！

迅速で柔軟な出力制御への対応

業界一のシステム対応力

業界一のシステム対応力

ラインアップ

70 社以上ものメーカーの多数の型式のシステムに柔軟に対応し、
さらに 30社以上の出力制御機能付 PCSもカバー。
PCSは最大 30台※まで接続でき、複数のストリング監視にも最適。

※PCSによっては計測間隔の変更や接続台数を制限する場合があります。

スマートメーター（低圧・高圧）対応
スマートメーター（低圧・高圧）の計測に対応。低圧スマートメーターでは、
お客様側でBルートの接続申し込みをして頂くことで導入いただけます※。

スマートメーター (低圧・高圧 )の
ECHONET Lite認証AIF認証取得

出力制御ユニットとして、電力サーバからスケジュー
ルを取得。PCSへ制御命令を行い、遠隔監視サーバ
へデータをアップロードします。

遠隔監視
サーバ

制御命令

制御結果

制御結果

出力制御スケジュール

取得

出力制御スケジュール

電力サーバ

インターネット

アップロード

※Bルートの設定には、電力会社から取得するIDとパスワードが必要になります。また、計測のために別途Wi-SUNドングルが必要となります。
※高圧スマートメーターでは買電電力（瞬時値）は取得できません（買電電力量は取得可）。

幅広い用途に活用
計測したデータはサーバにアップされ、遠隔監視画面やWebブラウザ上のPR画面への表示が可能。
また、現地表示PCセット（有償オプション）を導入いただくと、現地でのディスプレイ表示にも対応します。

通信で計測可能なメーカー 一覧

出力制御が可能なメーカー 一覧 (予定を含む ) 

※上記以外のメーカー等につきましてはお問い合わせください。 　※太陽光発電の設備容量によって、対応可能なメーカー・機種が異なります。

※上記以外のメーカー等につきましてはお問い合わせください。　※太陽光発電の設備容量によって、対応可能なメーカー・機種が異なります。

MARICI Japan
（旧：ABB）

明電舎

SMAジャパンエクソルインリー・グリーン
エナジージャパンIDEC

安川電機

ネクストエナジー・
アンド・リソース

日立製作所

ノーリツ

東芝 IT コントロール
システム

ネミー日本エネルギー
ホールディングス

日立産機システム 藤崎電機 三菱電機

日新電機

デルタ電子ダイヘン ダイヤモンド電機 DMM.com

Sungrow Japanクリーンベンチャー21 サンテックパワー
ジャパン三社電機製作所

カナディアン・ソーラー・
ジャパン

サンケン電気

Qセルズ

パナソニック
三洋電機

トリナ・ソーラー・
ジャパン

JAソーラー・ジャパン

ソーラーエッジ
テクノロジージャパン

NEP JAPAN

京セラ

IDEC アンプトジャパンアドバンテック

SMAジャパン NEC エネゲート

MARICI Japan
（旧：ABB）

エマソン・エレクトリック

エリーパワー オムロン KACO

Sungrow Japanクリーンベンチャー21 三社電機製作所

住友電気工業

山洋電気

GSユアサ シャープ

インリー・グリーン
エナジージャパン

新電元工業

Qセルズ

サンテックパワージャパン

シュナイダーエレクトリック

ダイヘン

太陽誘電

ソーラーフロンティア

日立グローバルライフ
ソリューションズ

藤崎電機

ネクストエナジー・
アンド・リソース

ファーウェイジャパン
華為技術日本

パナソニック
三洋電機

DMM.com 東光東芝メーター
システムズ

東芝 トリナ・ソーラー・ジャパン ニチコン

日立産機システム

富士電機

長州産業

第一エレクトロニクス

ノーリツ

東芝三菱電機産業システム

日東工業

三菱電機 安川電機

愛知電機 エクソル

荏原電産

サンケン電気

ソーラーエッジ
テクノロジージャパン

JAソーラー・ジャパン

カナディアン・ソーラー・
ジャパン

ダイヤモンド電機

東洋計器

ハカルプラス

日本エネルギー
ホールディングス

デルタ電子

日立製作所 富士電機機器制御

YAMABISHI

日本ワイドミュラー

ソニービジネス
ソリューション

田淵電機

ネミー日新電機

Power Electronics

東芝 IT コントロール
システム

フエニックス・コンタクト

明電舎

低圧スマートメーターの
ECHONET Lite 認証 AIF 認証取得

スマートメーター（低圧・高圧）の
ECHONET Lite 認証 AIF 認証取得
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