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(57)【要約】
【課題】太陽光発電システムから収集した計測データを
メールで定期的に報告する。
【解決手段】パワーコンディショナーから計測データを
収集する計測データ収集部２０２と、収集した計測デー
タを集計するデータ集計部２０４と、集計した計測デー
タを送信するための送信条件を設定する送信条件設定部
２０６と、集計した計測データを送信条件に従って外部
端末に送信する計測データ送信部２０８と、を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽光発電システムから計測データを収集する計測データ収集部と、
　収集した計測データを集計するデータ集計部と、
　集計した計測データを送信するための送信条件を設定する送信条件設定部と、
　前記集計した計測データを前記送信条件に従って外部端末に送信する計測データ送信部
と、
　を有することを特徴とする太陽光発電システム監視装置。
【請求項２】
　前記送信条件設定部に設定する送信条件は、外部端末から送られることを特徴とする請
求項１に記載の太陽光発電システム監視装置。
【請求項３】
　前記送信条件は、
　送信元のメールアドレス、送信先のメールアドレス、前記計測データの集計時間、前記
報告メールの送信時刻、前記報告メールに含める計測データの内容、であることを特徴と
する請求項１または２に記載の太陽光発電システム監視装置。
【請求項４】
　前記計測データ収集部が収集する計測データは、
　日射強度、日射量、外気温度、直流電圧、直流電流、直流電力、交流電圧、交流電流、
交流電力、積算発電量、単位時間発電量、交流電力のピーク値、交流電力のピーク値に対
する付加情報（時刻、外気温度、日射強度）のうちの少なくとも１つ以上の組み合わせで
あることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の太陽光発電システム監視装置。
【請求項５】
　前記データ集計部は、
　前記計測データ収集部が収集した計測データを一定時間ごとに統計処理することを特徴
とする請求項１から４のいずれかに記載の太陽光発電システム監視装置。
【請求項６】
　前記計測データ収集部は、
　前記計測データを一定時間ごとに収集することを特徴とする請求項１から５のいずれか
に記載の太陽光発電システム監視装置。
【請求項７】
　前記外部端末は、前記太陽光発電システムを運用する事業者用ＰＣ（パーソナルコンピ
ュータ）または携帯端末であることを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の太陽
光発電システム監視装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光発電システムから収集した計測データをメールで定期的に報告する機
能を有する太陽光発電システム監視装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自然エネルギー利用の要請により、太陽光発電システムの設置が盛んになった。
太陽光発電システムは、一般家庭で設置するばかりではなく、たとえば、コンビニエンス
ストアなどの屋根に売電用として設置する場合もある。
【０００３】
　売電用として設置する場合、太陽光発電システムが効率的に発電しているか、メンテナ
ンスの必要がないか、などを発電状態の経時的な変化で監視する必要がある。
【０００４】
　太陽光発電システムを監視するためには、発電データを収集する監視装置を設置する必
要がある。発電データを収集する監視装置として、下記特許文献１には、瞬時最大発電電
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力、積算発電電力、逆潮流電力量などの発電データを、携帯電話にメールで送信する出力
モニタが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２５９５０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述の特許文献１に記載されている技術では、携帯電話からデータ要求
メールが送られてきたことを条件に、発電データを送信するようになっているため、発電
データを定期的に取得することが難しい。
【０００７】
　本発明は、以上のような従来の技術の問題点に鑑みて成されたものであり、太陽光発電
システムから収集した計測データをメールで定期的に報告する機能を有する太陽光発電シ
ステム監視装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための本発明に係る太陽光発電システム監視装置は、計測データ収
集部、データ集計部、送信条件設定部及び計測データ送信部を有する。
【０００９】
　計測データ収集部は、太陽光発電システムから計測データを収集する。データ集計部は
、収集した計測データを集計する。送信条件設定部は、集計した計測データを送信するた
めの送信条件を設定する。計測データ送信部は、集計した計測データを送信条件に従って
外部端末に定期的に送信する。
【発明の効果】
【００１０】
　以上のように構成された本発明に係る太陽光発電システム監視装置によれば、集計した
計測データを送信条件に従って外部端末に定期的に送信するので、外部端末からデータ要
求メールを送信する必要はなく、集計した計測データの内容を見ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態に係る太陽光発電システム監視装置周辺の通信システムを示す図であ
る。
【図２】本実施形態に係る太陽光発電システム監視装置のブロック図である。
【図３】本実施形態に係る太陽光発電システム監視装置に送信像件を設定する場合のフロ
ーチャートである。
【図４】本実施形態に係る太陽光発電システム監視装置が報告メールを送信する場合のフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本実施形態に係る太陽光発電システム監視装置を図面に基づいて詳細に説明す
る。
【００１３】
　〔太陽光発電システム監視装置周辺の通信システムの構成及び動作〕
　図１は、本実施形態に係る太陽光発電システム監視装置周辺の通信システムを示す図で
ある。通信システム１００は、メールサーバ１１０、ネットワーク１２０、事業者用ＰＣ
１３０、携帯電話通信装置１４０、携帯電話（またはスマートフォン）１５０、太陽光発
電システム監視装置２００によって構成される。
【００１４】
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　メールサーバ１１０、事業者用ＰＣ１３０、携帯電話通信装置１４０、太陽光発電シス
テム監視装置２００は、ネットワーク１２０を介して相互に接続される。メールサーバ１
１０は、太陽光発電システム監視装置２００から送信される計測データ（集計された計測
データ）をネットワーク１２０経由で受信する。また、メールサーバ１１０は、受信した
計測データを報告メールとして、ネットワーク１２０経由で事業者用ＰＣ１３０に送信し
、ネットワーク１２０及び携帯電話通信装置１４０経由で携帯電話１５０に送信する。
【００１５】
　事業者用ＰＣ１３０は、太陽光発電システム監視装置２００に後述する報告メール送信
条件及び報告メール送信時刻を指示する。また、受信した報告メールの内容を表示したり
、その内容を分析したりする。
【００１６】
　携帯電話通信装置１４０は、携帯電話事業者が所有する通信装置であり、メールサーバ
１１０が送信した報告メールを電波に乗せて携帯電話１５０に出力する。携帯電話１５０
は、一般的に用いられている携帯電話、スマートフォンなどの情報端末である。なお、事
業者用ＰＣ１３０、携帯電話１５０などの携帯端末は、外部端末を構成する。
【００１７】
　太陽光発電システム監視装置２００はパワーコンディショナー２１０に接続され、パワ
ーコンディショナー２１０は太陽電池パネル２２０を接続する。太陽電池パネル２２０は
、太陽光のエネルギーを直流電力に変換する。パワーコンディショナー２１０は、太陽電
池パネル２２０が出力する直流電力を効率的に交流電力に変換する。太陽電池パネル２２
０の発電状況は、パワーコンディショナー２１０を介し、太陽光発電システム監視装置２
００が収集する。なお、パワーコンディショナー２１０及び太陽電池パネル２２０で太陽
光発電システムを構成する。
【００１８】
　〔太陽光発電システム監視装置の構成〕
　図２は、本実施形態に係る太陽光発電システム監視装置のブロック図である。太陽光発
電システム監視装置２００は、計測データ収集部２０２、データ集計部２０４、送信条件
設定部２０６、計測データ送信部２０８を有する。
【００１９】
　計測データ収集部２０２は、太陽電池パネル２２０に接続されているパワーコンディシ
ョナーから発電状況に関する計測データを収集する。計測データ収取部２０２が収集する
計測データは、具体的には、日射強度、日射量、外気温度、太陽電池パネル２２０（図１
参照）が出力する直流電圧、直流電流、直流電力、パワーコンディショナー２１０（図１
参照）が出力する交流電圧、交流電流、交流電力、積算発電量、単位時間発電量、交流電
力のピーク値、交流電力のピーク値に対する付加情報（時刻、外気温度、日射強度）のう
ちの少なくとも１つ以上の組み合わせである。
【００２０】
　データ集計部２０４は、計測データ収集部２０２が一定の時間間隔で収集した計測デー
タを一定の時間ごとに集計する。
【００２１】
　送信条件設定部２０６は、データ集計部２０４が集計した計測データを送信するための
送信条件を設定する。送信条件設定部２０６に設定する送信条件は、事業者用ＰＣ１３０
、携帯電話１５０などの外部端末から送られる。送信条件は、具体的には、送信元（太陽
光発電システム監視装置２００）のメールアドレス、送信先（事業者用ＰＣ１３０、携帯
電話１５０などの外部端末）のメールアドレス、報告メールの送信時刻、報告メールに含
める計測データの内容である。
【００２２】
　計測データ送信部２０８は、集計した計測データを送信条件に従って事業者用ＰＣ１３
０、携帯電話１５０などの外部端末に送信する。
【００２３】
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　〔太陽光発電システム監視装置の動作〕
　図３及び図４は、本実施形態に係る太陽光発電システム監視装置２００の動作を示すフ
ローチャートである。図３は、太陽光発電システム監視装置２００に送信条件を設定する
場合のフローチャートであり、図４は、太陽光発電システム監視装置２００が報告メール
を送信する場合のフローチャートである。
【００２４】
　（送信条件の設定処理）
　報告メールの送信条件の設定は事業者用ＰＣ１３０（図１参照）などの外部端末から行
われる。送信条件設定部２０６は、事業者用ＰＣ１３０から報告メール送信に関する設定
のためのアクセスが有るか否かを判断する（ステップＳ１００）。
【００２５】
　事業者用ＰＣ１３０から報告メール送信に関する設定のためのアクセスがなければ（ス
テップＳ１００：ＮＯ）処理を終了する。事業者用ＰＣ１３０から報告メール送信に関す
る設定のためのアクセスが有れば（ステップＳ１００：ＹＥＳ）、報告メール送信条件設
定及び報告メール送信時刻設定の要求が有るか否かを判断する（ステップＳ１０１）
　報告メール送信条件設定及び報告メール送信時刻設定の要求がなければ（ステップＳ１
０１：ＮＯ）処理を終了する。報告メール送信条件設定及び報告メール送信時刻設定の要
求が有れば（ステップＳ１０１：ＹＥＳ）、送信条件設定部２０６は、事業者用ＰＣ１３
０から送られた、上述の、報告メール送信条件設定及び報告メール送信時刻設定を保存す
る。
【００２６】
　以上の送信条件の設定処理によって、送信元のメールアドレス（図１に示す太陽光発電
システム監視装置２００のメールアドレス）、送信先のメールアドレス（図１に示す事業
者用ＰＣ１３０、携帯電話１５０などの外部端末のメールアドレス）、報告メールの送信
時刻（たとえば８時、１２時、１５時、１８時など）、報告メールに含める計測データの
内容（たとえば、交流電力がピークとなった時刻など）が送信条件設定部２０６に保存さ
れる。
【００２７】
　（報告メールの送信処理）
　計測データ収集部２０２は、パワーコンディショナー２１０（図１参照）から、たとえ
ば１０秒ごとに、上述の計測データを収集する（ステップＳ２００）。
【００２８】
　データ集計部２０４は、たとえば、１０分ごとに設定された、計測データ集計時刻にな
ったら（ステップＳ２０１：ＹＥＳ）、計測データ収集部２０２が収集した計測データを
集計処理する（ステップＳ２０２）。計測データ集計時刻になっていなければ（ステップ
Ｓ２０１：ＮＯ）、次のステップＳ２０３の処理に進む。
【００２９】
　計測データ送信部２０８は、送信条件設定部２０６に設定されている、報告メール送信
条件が有効であるか否かを判断する（ステップＳ２０３）。報告メール送信条件が有効で
あれば（ステップＳ２０３：ＹＥＳ）、次に報告メール送信時刻になったか否かを判断す
る（ステップＳ２０４）。
【００３０】
　報告メール送信時刻になったら（ステップＳ２０４：ＹＥＳ）、計測データ送信部２０
８は、データ集計部２０４が集計した計測データを、送信条件設定部２０６に設定されて
いる送信先に送信する（ステップＳ２０５）。報告メール送信条件が有効でないか（ステ
ップＳ２０３：ＮＯ）、送信時刻になっていなければ（ステップＳ２０４：ＮＯ）、処理
を終了する。
【００３１】
　以上のように、本実施形態に係る太陽光発電システム監視装置２００は、あらかじめ設
定した内容の報告メールを指定した時刻に指定した外部端末に向けて送信するので、外部
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を見ることができる。
【００３２】
　なお、本実施形態では、送信条件と計測データの種類を例示したが、送信条件と計測デ
ータの種類は例示したものに限らない。
【００３３】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、これらは本発明の説明のための例示であ
り、本発明の範囲をこれらの実施形態にのみ限定する趣旨ではない。本発明は、その要旨
を逸脱しない範囲で、上記実施形態とは異なる種々の態様で実施することができる。
【符号の説明】
【００３４】
　１００　通信システム、
　１１０　メールサーバ、
　１２０　ネットワーク、
　１３０　事業者用ＰＣ、
　１４０　携帯電話通信装置、
　１５０　携帯電話
　２００　太陽光発電システム監視装置、
　２０２　計測データ収集部、
　２０４　データ集計部、
　２０６　送信条件設定部、
　２０８　計測データ送信部、
　２１０　パワーコンディショナー、
　２２０　太陽電池パネル。
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【図３】
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