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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末装置と、前記携帯端末装置と通信ネットワークを介して接続する点検管理装置
と、からなる点検支援システムであって、
　前記携帯端末装置は、
　発電所を示す名称である発電所名および点検種別の入力を受付ける点検受付手段と、
　前記携帯端末装置の位置情報を取得する位置情報取得手段と、
　前記発電所名、前記点検種別および前記位置情報を前記点検管理装置に送信する第１送
信手段と、
　前記点検管理装置は、
　前記発電所を識別する情報である発電所識別情報ごとに、点検箇所と、点検項目と、点
検種別ごとの点検対象か否かの別と、を対応付けた点検情報を記憶する点検情報記憶手段
と、
　前記発電所名と、前記発電所の敷地の位置を示すエリア情報と、前記発電所識別情報と
を対応付けて記憶する発電所情報記憶手段と、
　前記点検箇所と、前記点検項目と、前記点検箇所および前記点検項目に応じた点検結果
と、を対応付けて記憶する点検結果記憶手段と、
　前記携帯端末装置から受信した前記発電所名に対応付けられた前記エリア情報を前記発
電所情報記憶手段から取得し、取得した前記エリア情報に、前記携帯端末装置から受信し
た前記位置情報が含まれるか否かを判断する発電所判断手段と、
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　前記発電所判断手段によって前記位置情報が前記エリア情報に含まれると判断した場合
に、前記携帯端末装置から受信した前記発電所名に対応付けられた前記発電所識別情報、
および前記携帯端末装置から受信した前記点検種別に応じた点検対象である、前記点検箇
所および前記点検項目を前記点検情報記憶手段から取得する点検項目取得手段と、
　前記点検項目取得手段によって取得した前記点検箇所および前記点検項目を前記携帯端
末装置に送信する第２送信手段と、を備え、
　前記携帯端末装置は、
　前記点検管理装置から受信した前記点検箇所および前記点検項目を表示画面に表示する
第１表示手段と、
　前記第１表示手段によって表示した前記点検箇所および前記点検項目に応じた点検結果
の入力を受付ける結果受付手段と、を備え、
　前記第１送信手段が、前記結果受付手段によって受付けた前記点検結果を前記点検管理
装置に送信し、
　前記点検管理装置は、
　前記携帯端末装置から受信した前記点検結果を前記点検結果記憶手段に格納し、前記点
検結果記憶手段に記憶する前記点検結果のうちの、前記点検種別に応じた点検対象である
、前記点検箇所および前記点検項目のすべてに前記点検結果を格納したか否かによって点
検が終了したか否かを判断する終了判断手段と、
　前記第２送信手段が、前記終了判断手段によって点検が終了したと判断した場合は、点
検終了を前記携帯端末装置に送信し、
　前記携帯端末装置は、
　前記第１表示手段が、前記点検管理装置から受信した前記点検終了を表示すること、
　を特徴とする点検支援システム。
【請求項２】
　前記点検管理装置は、
　前記点検情報記憶手段に、さらに前記点検結果が異常か否かを判断する判断条件と、前
記点検箇所および前記点検項目を含む追加項目と、を前記点検箇所および前記点検項目に
対応付けて記憶し、
　前記点検情報記憶手段に記憶した前記判断条件に基づき、前記携帯端末装置から受信し
た前記点検結果が正常であるか否かを判断する結果判断手段、をさらに備え、
　前記点検項目取得手段が、前記結果判断手段によって前記点検結果が正常でないと判断
した場合に、前記点検情報記憶手段から前記追加項目を取得し、
　前記第２送信手段が、前記点検項目取得手段によって取得した前記追加項目を前記携帯
端末装置に送信すること、を特徴とする請求項１に記載の点検支援システム。
【請求項３】
　前記点検管理装置は、
　前記点検情報記憶手段に、さらに前記点検結果が異常か否かを判断する判断条件と、対
応策と、を前記点検箇所および前記点検項目に対応付けて記憶し、
　前記点検情報記憶手段に記憶した前記判断条件に基づき、前記携帯端末装置から受信し
た前記点検結果が正常であるか否かを判断する結果判断手段、をさらに備え、
　前記点検項目取得手段が、前記結果判断手段によって前記点検結果が正常でないと判断
した場合に、前記点検情報記憶手段に記憶した前記対応策を取得し、
　前記第２送信手段が、前記点検項目取得手段によって取得した前記対応策を前記携帯端
末装置に送信すること、を特徴とする請求項１に記載の点検支援システム。
【請求項４】
　前記点検管理装置は、
　前記点検情報記憶手段に、前記点検種別として警報種別を含み、
　前記点検項目取得手段が、前記発電所の設備から送信される計測値を監視する遠隔監視
装置から受信した前記発電所識別情報および前記警報種別に対応する前記点検箇所および
前記点検項目を取得し、
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　前記第２送信手段が、前記点検項目取得手段によって取得した前記点検箇所および前記
点検項目を前記携帯端末装置に送信すること、を特徴とする請求項１～３のいずれか１つ
に記載の点検支援システム。
【請求項５】
　前記点検管理装置は、
　前記携帯端末装置から受信した映像データを表示画面に表示する第２表示手段、を備え
ること、を特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載の点検支援システム。
【請求項６】
　前記点検管理装置は、
　点検作業に関するマニュアルを記憶するマニュアル記憶手段と、
　表示指示を受付けた前記マニュアル記憶手段に記憶する前記マニュアルを表示画面に表
示する第１マニュアル表示手段と、を備え、
　前記第２送信手段が、前記表示画面に表示した表示画像データを前記携帯端末装置に送
信し、
　前記携帯端末装置は、
　前記点検管理装置から受信した前記表示画像データを表示画面に表示する第２マニュア
ル表示手段と、を備えることを特徴とする請求項１～５のいずれか１つに記載の点検支援
システム。
【請求項７】
　前記点検管理装置は、
　前記表示画面に表示した前記表示画像データに対する描画データを受付ける描画受付手
段、を備え、
　前記第１マニュアル表示手段が、前記描画受付手段によって受付けた前記描画データを
表示画面に表示し、
　前記第２送信手段が、前記描画受付手段によって受付けた前記描画データを前記携帯端
末装置に送信し、
　前記携帯端末装置は、
　前記第２マニュアル表示手段が、前記点検管理装置から受信した前記描画データを表示
画面に表示すること、を特徴とする請求項６に記載の点検支援システム。
【請求項８】
　前記点検管理装置と通信ネットワークを介して接続するウェブカメラをさらに備え、
　前記ウェブカメラは、
　点検現場を撮像する撮像手段と、
　前記点検現場を撮像した映像データを前記点検管理装置に送信する第３送信手段と、を
備え、
　前記点検管理装置は、
　前記ウェブカメラから受信した前記映像データを表示画面に表示する第１映像表示手段
と、
　前記第１映像表示手段によって表示された前記映像データに対し、静止指示を受付ける
静止受付手段と、
　前記静止受付手段によって前記静止指示を受付けたときの前記映像データから静止画デ
ータを生成する画像生成手段と、
　前記第１映像表示手段が、前記画像生成手段によって生成した前記静止画データを表示
し、
　前記静止受付手段が、前記静止画データに対する描画データを受付け、
　前記第２送信手段が、前記静止画データおよび前記描画データを前記携帯端末装置に送
信し、
　前記携帯端末装置は、
　前記点検管理装置から受信した前記静止画データおよび前記描画データを表示画面に表
示する第２映像表示手段、を備えることを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載
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の点検支援システム。
【請求項９】
　前記点検管理装置と前記携帯端末装置は、互いに音声を送受信すること、を特徴とする
請求項１～８のいずれか１つに記載の点検支援システム。
【請求項１０】
　携帯端末装置と、前記携帯端末装置と通信ネットワークを介して接続する点検管理装置
と、からなる点検支援システムによって実行される点検支援方法であって、
　前記携帯端末装置は、
　発電所を示す名称である発電所名および点検種別の入力を受付ける点検受付ステップと
、
　前記携帯端末装置の位置情報を取得する位置情報取得ステップと、
　前記発電所名、前記点検種別および前記位置情報を前記点検管理装置に送信する第１送
信ステップと、を含み、
　前記点検管理装置は、
　前記発電所を識別する情報である発電所識別情報ごとに、点検箇所と、点検項目と、点
検種別ごとの点検対象か否かの別と、を対応付けた点検情報を記憶する点検情報記憶手段
と、
　前記発電所名と、前記発電所の敷地の位置を示すエリア情報と、前記発電所識別情報と
を対応付けて記憶する発電所情報記憶手段と、
　前記点検箇所と、前記点検項目と、前記点検箇所および前記点検項目に応じた点検結果
と、を対応付けて記憶する点検結果記憶手段と、を備え、
　前記携帯端末装置から受信した前記発電所名に対応付けられた前記エリア情報を前記発
電所情報記憶手段から取得し、取得した前記エリア情報に、前記携帯端末装置から受信し
た前記位置情報が含まれるか否かを判断する発電所判断ステップと、
　前記発電所判断ステップによって前記位置情報が前記エリア情報に含まれると判断した
場合に、前記携帯端末装置から受信した前記発電所名に対応付けられた前記発電所識別情
報、および前記携帯端末装置から受信した前記点検種別に応じた点検対象である、前記点
検箇所および前記点検項目を前記点検情報記憶手段から取得する点検項目取得ステップと
、
　前記点検項目取得ステップによって取得した前記点検箇所および前記点検項目を前記携
帯端末装置に送信する第２送信ステップと、を備え、
　前記携帯端末装置は、
　前記点検管理装置から受信した前記点検箇所および前記点検項目を表示画面に表示する
第１表示ステップと、
　前記第１表示ステップによって表示した前記点検箇所および前記点検項目に応じた点検
結果の入力を受付ける結果受付ステップと、を含み、
　前記第１送信ステップが、前記結果受付ステップによって受付けた前記点検結果を前記
点検管理装置に送信し、
　前記点検管理装置は、
　前記携帯端末装置から受信した前記点検結果を前記点検結果記憶手段に格納し、前記点
検結果記憶手段に記憶する前記点検結果のうちの、前記点検種別に応じた点検対象である
、前記点検箇所および前記点検項目のすべてに前記点検結果を格納したか否かによって点
検が終了したか否かを判断する終了判断ステップと、
　前記第２送信ステップが、前記終了判断ステップによって点検が終了したと判断した場
合は、点検終了を前記携帯端末装置に送信し、
　前記携帯端末装置は、
　前記第１表示ステップが、前記点検管理装置から受信した前記点検終了を表示すること
、
　を特徴とする点検支援方法。
【請求項１１】
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　携帯端末装置と、前記携帯端末装置と通信ネットワークを介して接続する点検管理装置
と、からなる点検支援システムであって、
　前記携帯端末装置に、
　発電所を示す名称である発電所名および点検種別の入力を受付ける点検受付ステップと
、
　前記携帯端末装置の位置情報を取得する位置情報取得ステップと、
　前記発電所名、前記点検種別および前記位置情報を前記点検管理装置に送信する第１送
信ステップと、を実行させ、
　前記発電所を識別する情報である発電所識別情報ごとに、点検箇所と、点検項目と、点
検種別ごとの点検対象か否かの別と、を対応付けた点検情報を記憶する点検情報記憶手段
と、
　前記発電所名と、前記発電所の敷地の位置を示すエリア情報と、前記発電所識別情報と
を対応付けて記憶する発電所情報記憶手段と、
　前記点検箇所と、前記点検項目と、前記点検箇所および前記点検項目に応じた点検結果
と、を対応付けて記憶する点検結果記憶手段と、を備える前記点検管理装置に、
　前記携帯端末装置から受信した前記発電所名に対応付けられた前記エリア情報を前記発
電所情報記憶手段から取得し、取得した前記エリア情報に、前記携帯端末装置から受信し
た前記位置情報が含まれるか否かを判断する発電所判断ステップと、
　前記発電所判断ステップによって前記位置情報が前記エリア情報に含まれると判断した
場合に、前記携帯端末装置から受信した前記発電所名に対応付けられた前記発電所識別情
報、および前記携帯端末装置から受信した前記点検種別に応じた点検対象である、前記点
検箇所および前記点検項目を前記点検情報記憶手段から取得する点検項目取得ステップと
、
　前記点検項目取得ステップによって取得した前記点検箇所および前記点検項目を前記携
帯端末装置に送信する第２送信ステップと、を実行させ、
　前記携帯端末装置に、
　前記点検管理装置から受信した前記点検箇所および前記点検項目を表示画面に表示する
第１表示ステップと、
　前記第１表示ステップによって表示した前記点検箇所および前記点検項目に応じた点検
結果の入力を受付ける結果受付ステップと、を実行させ、
　前記第１送信ステップが、前記結果受付ステップによって受付けた前記点検結果を前記
点検管理装置に送信し、
　前記点検管理装置に、
　前記携帯端末装置から受信した前記点検結果を前記点検結果記憶手段に格納し、前記点
検結果記憶手段に記憶する前記点検結果のうちの、前記点検種別に応じた点検対象である
、前記点検箇所および前記点検項目のすべてに前記点検結果を格納したか否かによって点
検が終了したか否かを判断する終了判断ステップ、を実行させ
　前記第２送信ステップが、前記終了判断ステップによって点検が終了したと判断した場
合は、点検終了を前記携帯端末装置に送信し、
　前記携帯端末装置に、
　前記第１表示ステップが、前記点検管理装置から受信した前記点検終了を表示すること
、
　を実行させることを特徴とする点検支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、点検支援システム、点検支援方法および点検支援プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、太陽光を利用する太陽光発電は再生可能なエネルギーとして注目を集めている。
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太陽光発電は、一般住宅向けのほか、広大な敷地に多くの太陽電池パネルを設置し、出力
１メガワット以上の大規模な発電を行うメガソーラーも各地で実用化されている。
【０００３】
　メガソーラーを含む太陽光発電所は、それぞれに立地条件、自然条件、太陽電池パネル
等の設備の種類およびメーカーが異なるため、太陽光発電所ごとに点検内容が異なる。こ
のような太陽光発電所は、１日の発電量が大きいため、故障や不具合等への対応が発電量
に大きな影響を与えてしまう。
【０００４】
　また、太陽光発電所は、「電気事業法」の適用を受け、「電気事業法」に基づき主任電
気技術者を選任し保安業務の運用管理体制等を定めた保安規程を作成したうえで、関係官
庁に届け出ることによって稼働が認められる。保安規程には、設備の点検頻度や点検項目
を定め、その規程に沿った点検が求められる。
【０００５】
　一般的な電力系統設備の点検作業を支援するものとして、実施作業条件と現在の電力系
統状態とを比較して点検実施の可否を判断する技術が開示されている（特許文献１参照）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平６－２４５３７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載されている技術は、現場作業者が作業管理者に現場の
状況や他の作業の状況を確認する煩雑な手順を改善するために、点検前に遠隔監視装置か
ら送信された系統状態に基づいて点検実施の可否を判断する技術であり、太陽光発電所か
ら遠隔監視装置に送信される計測値自体が正常であるか否かの点検や人の五感による確認
も含めた、発電現場での作業者の日常点検や定期点検作業を支援することはできなかった
。さらに、太陽光発電所の点検において点検項目を漏れなく点検することを支援すること
はできなかった。
【０００８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、太陽光発電所の点検作業を効率的で漏
れなく実施することができる点検管理装置、点検支援システム、点検管理方法、点検支援
方法、点検管理プログラムおよび点検支援プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決するために、本発明では、点検箇所と、点検項目と、点検種別ごと
の点検対象か否かの別と、を対応付けた点検情報を記憶し、点検箇所と、点検項目と、点
検箇所および点検項目に応じた点検結果と、を対応付けて記憶し、携帯端末装置から受信
した点検種別に応じた点検対象である、点検箇所および点検項目を点検情報記憶手段から
取得し、取得した点検箇所および点検項目を携帯端末装置に送信し、携帯端末装置から受
信した点検箇所および点検項目に応じた点検結果を点検結果記憶手段に格納し、点検結果
記憶手段に記憶する点検結果のうちの、点検種別に応じた点検対象である、点検箇所およ
び点検項目のすべてに点検結果を格納したか否かによって点検が終了したか否かを判断す
ることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の他の態様では、さらに点検結果が異常か否かを判断する判断条件と、点
検箇所および点検項目を含む追加項目と、を点検箇所および点検項目に対応付けて記憶し
、点検情報記憶手段に記憶した判断条件に基づき、前記携帯端末装置から受信した点検結
果が正常であるか否かを判断し、点検結果が正常でないと判断した場合に、点検情報記憶
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手段からさらに点検する追加項目を取得し、取得した追加項目を携帯端末装置に送信する
ことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の他の態様では、対応策を前記点検箇所および前記点検項目に対応付けて
記憶し、点検結果が正常でないと判断した場合に、点検情報記憶手段に記憶した対応策を
取得し、取得した対応策を携帯端末装置に送信することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の他の態様では、さらに対象設備を識別する対象設備識別情報ごとに点検
情報を記憶するとともに、点検種別として警報種別を含み、対象設備から送信される計測
値を監視する遠隔監視装置から受信した対象設備識別情報および警報種別に対応する点検
箇所および点検項目を取得し、取得した点検箇所および点検項目を携帯端末装置に送信す
ることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の他の態様では、情報端末装置から受信した映像データを表示画面に表示
することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の他の態様では、表示指示を受付けたマニュアル記憶手段に記憶するマニ
ュアルを表示画面に表示し、表示画面に表示した表示画像データを携帯端末装置に送信し
、携帯端末装置は、点検管理装置から受信した表示画像データを表示画面に表示すること
を特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の他の態様では、表示画面に表示した表示画像データに対する描画データ
を受付け、受付けた描画データを表示画面に表示し、受付けた描画データを携帯端末装置
に送信し、携帯端末装置は、点検管理装置から受信した描画データを表示画面に表示する
ことを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の他の態様では、ウェブカメラは、点検現場を撮像した映像データを点検
管理装置に送信し、点検管理装置は、ウェブカメラから受信した映像データを表示画面に
表示し、表示された映像データに対し、静止指示を受付け、静止指示を受付けたときの映
像データから静止画データを生成し、静止画データを表示し、静止画データに対する描画
データを受付け、静止画データおよび描画データを携帯端末装置に送信し、携帯端末装置
は、受信した静止画データおよび描画データを表示画面に表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　上記のように構成した本発明によれば、太陽光発電設備の点検作業を効率的で漏れなく
実施することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施例１にかかる点検支援システム１０の構成を示すブロック図である。
【図２】発電所情報記憶部１１０のデータ構成の一例を示す説明図である。
【図３】点検情報記憶部１２０のデータ構成の一例を示す説明図である。
【図４】点検結果記憶部１３０のデータ構成の一例を示す説明図である。
【図５】点検支援システム１０の点検管理装置１００および情報端末装置２００が実行す
る通常時の点検支援処理手順を示すフローチャートである。
【図６】点検支援システム１０の点検管理装置１００および情報端末装置２００が実行す
る通常時の点検支援処理手順を示すフローチャートである。
【図７】点検支援システム１０の点検管理装置１００および情報端末装置２００が実行す
る警報発報時の点検支援処理手順を示すフローチャートである。
【図８】点検支援システム１０の点検管理装置１００および情報端末装置２００が実行す
る警報発報時の点検支援処理手順を示すフローチャートである。
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【図９】実施例２にかかる点検支援システム２０の構成を示すブロック図である。
【図１０】点検支援システム２０の点検管理装置５００、情報端末装置２００、ウェブカ
メラ６００が実行するマニュアル表示処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】点検管理装置５００と情報端末装置２００の表示画面の一例を示す説明図であ
る。
【図１２】点検支援システム２０の点検管理装置５００、情報端末装置２００、ウェブカ
メラ６００が実行する映像表示処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】点検管理装置５００と情報端末装置２００の表示画面の一例を示す説明図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、添付図面を参照し、本発明の実施例を説明する。なお、以下の説明は、実施の形
態の一例であり、本発明は、これらの実施例に限定されるものではない。
【実施例１】
【００２０】
　図１は、実施例１にかかる点検支援システム１０の構成を示すブロック図である。図１
に示すように、太陽光発電所の点検支援システム１０は、点検管理装置１００と情報端末
装置２００を、インターネット、イントラネット、移動体通信網、専用回線等の通信ネッ
トワーク１を介して通信可能に接続する。図１では、説明を簡便にするために、情報端末
装置２００を１つの装置のみ記載しているが、複数の装置を通信ネットワーク１を介して
接続してもよい。
【００２１】
　点検管理装置１００は、作業者が太陽光発電所に携帯した情報端末装置２００に太陽光
発電所に応じた点検項目を送信するとともに、情報端末装置２００から受信した点検結果
に基づき太陽光発電所の設備の状態が正常か異常かを判断する。また、点検管理装置１０
０は、点検結果に応じてさらに追加して点検すべき点検項目または対応策を取得し、情報
端末装置２００に送信する。点検管理装置１００は、点検結果から点検の終了を判断する
。なお、点検管理装置１００は、１つの装置で構成する必要はなく、機能やデータを分割
し、複数の装置に分担させて実現してもよい。
【００２２】
　情報端末装置２００は、タブレット型コンピュータ、点検業務に特化した専用コンピュ
ータ、スマートフォン等の作業者が点検現場に携帯することができる情報端末装置である
。情報端末装置２００は、点検管理装置１００とデータを送受信する。情報端末装置２０
０は、発電所名の入力を受付け点検管理装置１００に送信し、点検管理装置１００から点
検箇所および点検項目を受信し表示する。情報端末装置２００は、点検項目に応じた点検
結果の入力を受付け点検管理装置１００に送信する。情報端末装置２００は、点検管理装
置１００から対応策、点検の終了を受信し表示する。
【００２３】
　遠隔監視装置３００は、太陽光発電所４００の発電設備および敷地内の状態を計測する
計測装置から送信された計測値を受信し、受信した計測値が異常であるか否かを判断する
。遠隔監視装置３００は、計測値が異常であると判断した場合は、警報情報を太陽光発電
所４００の管理者、作業者の携帯電話等にメール等として送信する。また、後述する警報
通報時の処理では、作業者の情報端末装置２００に警報情報を送信する。
【００２４】
　太陽光発電所４００は、太陽電池パネルを用いた発電を行い、発電した電力を電力会社
に売電する。太陽光発電設備の基本的な構成は、太陽の光エネルギーを直流電力に変換す
る太陽電池パネル、太陽電池パネルで発電した直流電力を交流電力に変換するパワーコン
ディショナー（以下、ＰＣＳと示す）、太陽電池パネルで発電した電力を集約してＰＣＳ
へ送電する接続箱、ＰＣＳで変換された交流電力を電力会社の系統電圧にまで昇圧し、電
力会社の高圧系統電力線に供給する受変電設備であり、それらの設備のすべてまたはいく



(9) JP 6058188 B2 2017.1.11

10

20

30

40

50

つかには設備の状態を計測する計測器が設置され各値を計測する。太陽光発電所４００は
、ＰＣＳ内の一部または独立した装置として制御装置を備え、各設備の計測値に基づき各
設備を制御するとともに、各設備の計測値を通信ネットワークを介して接続された遠隔監
視装置３００に送信する。
【００２５】
　太陽光発電設備の点検管理システム１０が備える点検管理装置１００の機能、構成につ
いてさらに詳しく説明する。
【００２６】
　点検管理装置１００は、発電所情報記憶部１１０、点検情報記憶部１２０、点検結果記
憶部１３０、送受信部１０１、発電所判断部１０２、点検項目取得部１０３、結果判断部
１０４、終了判断部１０５、表示部１０６、音声入出力部１０７を備える。
【００２７】
　図２は、発電所情報記憶部１１０のデータ構成の一例を示す説明図である。発電所情報
記憶部１１０は、点検対象である太陽光発電所に関する情報を記憶する。発電所情報記憶
部１１０は、発電所名と、エリア情報と、発電所識別情報とを対応付けて記憶する。
【００２８】
　ここで、発電所名は、発電所を示す名称であり、例えば図２に示す“Ａ発電所”である
。エリア情報は、発電所の敷地の位置を示す情報であり、例えば発電所の敷地の境界を緯
度経度で示した情報のほか、発電所の敷地の中心の緯度経度と敷地の境界までの距離、所
在地表記で示してもよい。発電所識別情報は、発電所を一意に識別する情報であり、例え
ば 図２に示す“ＳＩＤ００１５”である。
【００２９】
　図３は、点検情報記憶部１２０のデータ構成の一例を示す説明図である。点検情報記憶
部１２０は、点検対象である太陽光発電所ごとの点検に関する情報を記憶する。具体的に
は、点検情報記憶部１２０は、発電所識別情報それぞれにつき、点検箇所と、点検項目と
、判断条件と、追加項目と、対応策と、点検種別とを対応付けた点検情報を記憶する。
【００３０】
　点検箇所は、太陽光発電所現地で点検対象となる設備や場所を示す。点検箇所は、例え
ば‘ＰＣＳ１’、‘ＰＣＳ２’、・・・のように、点検箇所ごとに記憶することによって
点検箇所それぞれに応じた情報を格納することができ、漏れなく点検することができる。
点検項目は、点検箇所それぞれにおいて点検する内容を示す。判断条件は、点検項目に応
じて情報端末装置２００から送信される点検結果に基づき、点検対象の設備や場所の状態
が正常であるか異常であるかを判断する条件を示す。例えば、点検箇所‘ＰＣＳ１’３１
、点検項目‘直流入力の電力’３２、判断条件‘計測値＜定格出力＊天気気温補正値±α
’３３を記憶している場合は、後述する結果判断部１０４の処理において点検箇所および
点検項目に応じた判断条件に照らし計測値が正常か異常かを判断する。なお、点検項目お
よび判断条件は、計測器による計測値に限らず、例えば、異音、異臭、振動等の作業者が
現場において五感で判断する内容ほか、地盤の変化等他のシステムから得られた情報を用
いてもよい。
【００３１】
　追加項目は、点検結果が異常であると判断した場合に、さらに詳細な情報を得るために
追加して点検する項目を示す。追加項目には、点検箇所と点検項目を含む。追加項目の点
検項目の判断条件は、追加項目の点検箇所および点検項目と一致する点検箇所および点検
項目に対応する判断条件を用いる。例えば、点検箇所‘パネル１’３１と点検項目‘直流
入力の電力’３２の追加項目の１つは、点検箇所‘パネル１’３４と点検項目‘熱画像の
検査’３５である場合、その点検結果が正常か異常かの判断条件は、点検箇所‘パネル１
’３６と点検項目‘熱画像の検査’３７に対応する‘高温（５００℃以上）箇所の有無’
３８となる。このようなデータ構造にすることによって、１つの点検項目で異常と判断し
た点検結果に対し、対応策を取るために必要となる詳細な情報を次々に得ることができる
。
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【００３２】
　対応策は、点検結果として得られた情報が正常でないと判断した場合であって、点検結
果に対し作業者が対応策をとる必要がある場合の作業者が実施する作業を示す。対応策に
は、確認事項と作業内容とを含む。確認事項は、作業を実施する前に確認する必要がある
事項を示す。例えば、点検箇所‘ＰＣＳ１’３１、点検項目‘放射温度計’３９で判断条
件‘計測値＞××℃’４０の場合において、正常ではないと判断した場合の作業内容は‘
端子の増し締め’４１であるが、その作業の前に確認しなければならない事項があれば、
確認事項、例えば‘無電圧’４２を記憶する。確認事項が重大な事故に繋がる可能性のあ
る場合は、確認事項をポップアップ等で表示し、確認のボタンをタップ等しなければ次の
処理を実行しないようにしてもよい。
【００３３】
　点検種別は、標準点検、月次点検、年次点検等の予め定められている点検の種別を示し
、さらにそれぞれの点検で対象とする点検項目を示す。また、点検種別うちの警報Ｘは、
遠隔監視装置３００から送信された警報情報に応じて点検すべき点検項目を示す。これに
よって警報情報に応じた点検項目を点検情報記憶部１２０に記憶することができる。
【００３４】
　図４は、点検結果記憶部１３０のデータ構成の一例を示す説明図である。点検結果記憶
部１３０は、標準点検、月次点検、年次点検等のそれぞれの点検ごとに実施した点検結果
を記憶する。図４に示すように、点検結果として、点検種別、点検実施日、点検実施時間
、天気、気温等の基本的な情報と、点検項目ごとの計測値や報告事項等を記憶する。点検
項目ごとの点検結果には、計測値や報告事項等と、後述する結果判断部１０４において判
断条件に合致するか否かで判断された正常または異常の別に加え、計測または報告を記載
した日時、位置情報を記憶する。
【００３５】
　送受信部１０１は、情報端末装置２００との間でデータを送受信する。具体的には、送
受信部１０１は、情報端末装置２００から送信された発電所名と点検種別と情報端末装置
２００の位置情報とを受信し、発電所ごとの点検種別に応じた点検箇所、点検項目、追加
点検項目、対応策、点検の終了等を送信する。送受信部１０１は、情報端末装置２００か
ら送信された点検結果を受信する。
【００３６】
　発電所判断部１０２は、情報端末装置２００から発電所名を受信した場合に、発電所名
に対応する発電所識別情報を発電所情報記憶部１１０から取得する。また、発電所判断部
１０２は、情報端末装置２００から情報端末装置２００の位置情報を受信した場合に、発
電所情報記憶部１１０から発電所識別情報に対応付けられたエリア情報を取得し、情報端
末装置２００の位置情報が対象発電所のエリア内またはエリア付近に存在するか否かを判
断する。これにより、作業者が点検対象の発電所で点検作業を実施していることを確認す
ることができる。
【００３７】
　点検項目取得部１０３は、発電所識別情報および点検種別に対応する点検箇所および点
検項目を点検情報記憶部１２０から取得する。
【００３８】
　結果判断部１０４は、情報端末装置２００から送信された、点検箇所および点検項目に
応じた点検結果に基づいて点検箇所が正常であるか否かを判断し、判断結果を点検結果記
憶部１３０に格納する。
【００３９】
　終了判断部１０５は、点検種別に応じて点検情報記憶部１２０に記憶されている点検箇
所および点検項目のすべてにつき、点検結果記憶部１３０の点検結果を格納しているか否
かにより、点検種別に応じた点検作業が終了したか否かを判断する。
【００４０】
　表示部１０６は、情報端末装置２００から送信された映像データを表示画面に表示する
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。音声入出力部１０７は、情報端末装置２００から送信された音声データをスピーカから
出力するとともに、点検作業の映像データおよび音声データを確認している管理者や熟練
者等の音声をマイクロフォンで受付ける。
【００４１】
　次に、太陽光発電所の点検支援システム１０が備える情報端末装置２００の機能、構成
について説明する。
【００４２】
　情報端末装置２００は、送受信部２０１、操作表示部２０２、位置情報取得部２０３、
撮像部２０４、音声入出力部２０５を備える。
【００４３】
　送受信部２０１は、操作表示部２０２で入力を受付けた発電所名、点検種別を点検管理
装置１００に送信する。送受信部２０１は、点検管理装置１００から送信された点検箇所
および点検項目、対応策を受信する。送受信部２０１は、点検箇所および点検項目に応じ
て作業者が実施した点検結果と、点検結果の入力を受付けた日時と、点検結果の入力を受
付けた位置情報とを点検管理装置１００に送信する。
【００４４】
　操作表示部２０２は、点検管理装置１００から送信された、点検箇所および点検項目、
点検結果に対する判断結果、対応策を表示し、点検箇所および点検項目に応じた点検結果
の入力を受付ける。
【００４５】
　位置情報取得部２０３は、所定期間ごとに情報端末装置２００の位置情報を取得する。
位置情報取得部２０３は、ＧＰＳ（Global Positioning System）機能、ＲＦＩＤ（Radio
 Frequency IDentification）タグを利用した位置特定機能、その他の公知の位置特定機
能を用いて位置情報を取得する。
【００４６】
　撮像部２０４は、ＣＣＤ(Charge Coupled Device)やＣＭＯＳ(Complementary Metal Ox
ide Semiconductor)等の撮像素子を内蔵するカメラであり、撮像した被写体を映像データ
として出力する。撮像部２０４は、情報端末装置２００に組み込まれたカメラのほか、作
業者が目視している被写体を撮像できるようヘルメットや眼鏡、ゴーグル、帽子、作業服
の胸部または肩、ベルトに取付ける形のカメラであってもよい。なお、映像データは、動
画データであっても静止画データであってもよい。
【００４７】
　音声入出力部２０５は、点検管理装置１００から送信された音声データをスピーカから
出力するとともに、作業者が発する音声や点検現場で発生する音声をマイクロフォンで受
付け、音声データに変換する。
【００４８】
　上述のように構成された点検支援システム１０で実行する通常時の点検支援処理につい
て説明する。図５、図６は、点検支援システム１０の点検管理装置１００および情報端末
装置２００が実行する通常時の点検支援処理手順を示すフローチャートである。
【００４９】
　情報端末装置２００の操作表示部２０２は、発電所名と点検種別の入力を受付ける（ス
テップＳ５０１）。例えば、操作表示部２０２に点検対象である複数の発電所名をメニュ
ーとして表示し、そのうちの１つの発電所名の指示によって選択し、さらに点検種別もメ
ニューから選択してもよい。位置情報取得部２０３は、発電所名と点検種別の入力を受付
けた時の情報端末装置２００の位置情報を取得する（ステップＳ５０２）。送受信部２０
１は、発電所名と点検種別と位置情報を点検管理装置１００に送信する（ステップＳ５０
３）。
【００５０】
　点検管理装置１００の送受信部１０１は、情報端末装置２００から送信された発電所名
と点検種別と位置情報を受信する（ステップＳ５０４）。発電所判断部１０２は、発電所
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名と位置情報に基づき太陽光発電所識別情報を発電所情報記憶部１１０から取得する（ス
テップＳ５０５）。具体的には、発電所判断部１０２は、発電所情報記憶部１１０から発
電所名に対応するエリア情報を取得し、取得したエリア情報に情報端末装置１００から受
信した位置情報が含まれるか否かを判断する。エリア情報に位置情報が含まれると判断し
た場合、対応する発電所識別情報を発電所情報記憶部１１０から取得する。なお、位置情
報がエリア情報に含まれるか否かの判断は実行せず、発電所名のみから発電所識別情報を
取得してもよい。
【００５１】
　点検項目取得部１０３は、点検対象である発電所ごとの点検種別に応じた、点検箇所お
よび点検項目を取得する（ステップＳ５０６）。具体的には、点検項目取得部１０３は、
点検情報記憶部１２０に記憶する発電所識別情報に対応する点検情報のうち、点検種別の
点検対象に指定されている点検箇所および点検項目を取得する。送受信部１０１は、点検
箇所および点検項目を情報端末装置２００に送信する（ステップＳ５０７）。
【００５２】
　情報端末装置２００の送受信部２０１は、点検箇所と点検項目を点検管理装置１００か
ら受信する（ステップＳ５０８）。操作表示部２０２は、点検箇所と点検項目を表示画面
に表示する（ステップＳ５０９）。
【００５３】
　作業者は、表示画面に表示された点検箇所および点検項目を確認し、点検を実施する。
操作表示部２０２は、点検箇所および点検項目ごとに点検結果の入力を受付ける（ステッ
プＳ５１０）。図示しないタイマー部から点検結果の入力を受付けた日時を点検日時とし
て取得する。位置情報取得部２０３は、点検結果の入力を受付けた位置を位置情報として
取得する。送受信部２０１は、点検箇所および点検項目ごとの点検結果、点検日時、位置
情報を点検管理装置１００に送信する（ステップＳ５１１）。
【００５４】
　点検管理装置１００の送受信部１０１は、情報端末装置２００から送信された点検結果
、点検日時、位置情報を受信する（ステップＳ５１２）。送受信部１０１は、点検箇所お
よび点検項目ごとの点検結果、点検日時、位置情報を点検結果記憶部１３０に格納する（
ステップＳ５１３）。結果判断部１０４は、点検結果が正常か否かを判断する（ステップ
Ｓ５１４）。具体的には、結果判断部１０４は、点検箇所および点検項目に対応する判断
条件を点検情報記憶部１２０から取得し、取得した判断条件に照らして点検結果が正常か
異常かを判断する。例えば、点検箇所‘ＰＣＳ１’、点検項目‘直流入力の電力’に対応
する判断条件‘計測値＜定格出力量＊天気気温補正値±α’で直流入力の電力の計測値が
異常か否かを判断する。判断条件に必要な値、例えば定格出力量、天気気温補正値、αは
、図示しない記憶部または発電所情報記憶部１１０に記憶する。
【００５５】
　点検結果が正常と判断した場合（ステップＳ５１４：Ｙｅｓ）は、点検結果記憶部１３
０に判断結果‘正常’を格納し、ステップＳ５３６に進む。点検結果が正常でないと判断
した場合（ステップＳ５１４：Ｎｏ）は、点検結果記憶部１３０に判断結果‘異常’を格
納するとともに、追加項目が存在するか否かを判断する（ステップＳ５１５）。具体的に
は、結果判断部１０４は、点検箇所および点検項目に対応する追加項目が点検情報記憶部
１２０に記憶されているか否かを判断する。追加項目が存在しないと判断した場合（ステ
ップＳ５１５：Ｎｏ）、ステップＳ５２６に進む。追加項目が存在すると判断した場合（
ステップＳ５１５：Ｙｅｓ）、点検情報記憶部１２０から追加項目である点検箇所および
点検項目を取得する（ステップＳ５１６）。送受信部１０１は、追加項目である点検箇所
および点検項目を情報端末装置２００に送信する（ステップＳ５１７）。
【００５６】
　情報端末装置２００の送受信部２０１は、追加項目である点検箇所および点検項目を受
信する（ステップＳ５１８）。操作表示部２０２は、追加項目である点検箇所および点検
項目を表示画面に表示する（ステップＳ５１９）。
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【００５７】
　作業者は、表示画面に表示された追加項目である点検箇所および点検項目を確認し、点
検を実施する。操作表示部２０２は、点検箇所および点検項目に応じた点検結果の入力を
受付け（ステップＳ５２０）、点検日時、位置情報を取得する。送受信部２０１は、点検
結果、点検日時、位置情報を点検管理装置１００に送信する（ステップＳ５２１）。
【００５８】
　点検管理装置１００の送受信部１０１は、情報端末装置２００から送信された点検結果
、点検日時、位置情報を受信する（ステップＳ５２２）。送受信部１０１は、点検結果、
点検時刻、位置情報を点検結果記憶部１３０に格納する（ステップＳ５２３）。結果判断
部１０４は、点検結果が正常か否かを判断する（ステップＳ５２４）。
【００５９】
　点検結果が正常と判断した場合（ステップＳ５２４：Ｙｅｓ）は、点検結果記憶部１３
０に判断結果‘正常’を格納し、ステップＳ５３６に進む。点検結果が正常でないと判断
した場合（ステップＳ５２４：Ｎｏ）は、点検結果記憶部１３０に判断結果‘異常’を格
納するとともに、さらに追加項目が存在するか否かを判断する（ステップＳ５２５）。
【００６０】
　追加項目が存在すると判断した場合は（ステップＳ５２５：Ｙｅｓ）、ステップＳ５１
６に進み、追加項目を取得する。これにより、異常と判断された点検項目と関連する他の
点検項目を次々と点検することによって異常の原因を究明することができる。
【００６１】
　追加項目が存在しないと判断した場合は（ステップＳ５２５：Ｎｏ）、対応策が点検情
報記憶部１２０に格納されているか否かを判断する（ステップＳ５２６）。対応策が点検
情報記憶部１２０に格納されていないと判断した場合は（ステップＳ５２６：Ｎｏ）、ス
テップＳ５３６に進む。対応策が点検情報記憶部１２０に格納されていると判断した場合
は（ステップＳ５２６：Ｙｅｓ）、点検情報記憶部１２０から確認事項と作業内容を取得
する（ステップＳ５２７）。送受信部１０１は、確認事項と作業内容を情報端末装置２０
０に送信する（ステップＳ５２８）。
【００６２】
　情報端末装置２００の送受信部２０１は、確認事項と作業内容を受信する（ステップＳ
５２９）。操作表示部２０２は、確認事項を表示画面に表示する（ステップＳ５３０）。
操作表示部２０２は、作業内容を表示画面に表示する（ステップＳ５３１）。操作表示部
２０２は、作業結果の入力を受付ける（ステップＳ５３２）。送受信部２０１は、作業結
果を点検管理装置１００に送信する（ステップＳ５３３）。
【００６３】
　点検管理装置１００の送受信部１０１は、作業結果を受信する（ステップＳ５３４）。
送受信部１０１は、作業結果を点検結果記憶部１３０に格納する（ステップＳ５３５）。
終了判断部１０５は、点検項目がすべて終了したか否かを判断する（ステップＳ５３６）
。具体的には、終了判断部１０５は、点検情報記憶部１２０の点検種別ごとに点検対象と
なっている点検箇所および点検項目のすべてについて点検結果記憶部１３０に点検結果が
格納されているか否かで判断する。作業が終了したと判断した場合は（ステップＳ５３６
：Ｙｅｓ）、送受信部１０１は点検終了を情報端末装置２００に送信する（ステップＳ５
３７）。作業が終了していないと判断した場合は（ステップＳ５３６：Ｎｏ）、ステップ
Ｓ５０６に進む。
【００６４】
　情報端末装置２００の送受信部２０１は、点検終了を受信する（ステップＳ５３８）。
操作表示部２０２は、点検終了を表示画面に表示する（ステップＳ５３９）。
【００６５】
　このように、点検結果を点検結果記憶部１３０に格納し、点検種別での点検対象である
点検箇所および点検項目に応じた点検結果のすべてが点検結果記憶部１３０に格納されて
いるか否かを判断することによって、点検種別ごとに点検すべき点検箇所と点検項目を漏
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れなく点検することができる。また、点検結果が正常でないと判断した場合に、さらに追
加項目を表示し、点検結果の入力を受付けるため、原因を究明するためのより詳細な情報
を得ることができる。また、点検結果が正常でないと判断した場合に、状況に応じた対応
策を表示するため、迅速な対応作業を実施することができる。
【００６６】
　また、点検結果に加え、点検日時および位置情報を点検結果記憶部１３０に格納するこ
とによって点検作業を確実に実施している証拠とすることができ、容易に提示することが
できる。また、点検報告書についても、点検結果記憶部１３０に記憶した内容をそのまま
、または多少加工して印刷することによって時間をかけずに書面を作成することができる
。
【００６７】
　上述した点検情報記憶部１２０に記憶した判断条件には、定格出力のような設備本来の
設計値に基づいた条件を設定したが、そのような設計値に代えて、または設計値に加えて
、過去の点検での点検結果記憶部１３０に格納した計測値を用いた判断条件としてもよい
。このように、判断条件に計測値を用いることによって、設備の劣化による機能低下を織
り込んで異常を判断することができる。
【００６８】
　なお、上述した実施例では、情報端末装置２００で点検結果を入力する際に点検日時と
位置情報を取得し、点検管理装置１００に送信しているが、点検結果のみ、点検結果と、
点検日時または位置情報の一方を取り扱うようにしてもよい。
【００６９】
　上述した実施例では、点検項目の点検順序は特に記載していないが、前回の点検結果を
参照することによって異常と判断された点検項目を先に点検するよう点検順序を定めても
よい。また、点検順序は、点検箇所の位置情報と通路情報から移動距離が最短になるよう
点検順序を算出し、算出された点検順序に点検箇所および点検項目を表示してもよい。
【００７０】
　また、上述した実施例の点検情報記憶部１２０は、点検箇所それぞれを同レベルで格納
しているが、大規模な太陽光発電設備では、点検箇所はいくつかのまとまりをなして設置
する場合もあるため、点検箇所をいくつかのグループとし、グループごとに点検箇所およ
び点検項目を表示するとともに点検順序を算出し表示してもよい。
【００７１】
　また、点検箇所の太陽光発電所内の位置や点検項目の作業手順を地図、説明図、静止画
や動画を含め記述した作業マニュアルを点検管理装置１００のマニュアル記憶部に予め記
憶し、情報端末装置２００で点検箇所および点検項目を表示する際に送信し表示画面に表
示してもよい。作業マニュアルは、点検者が点検作業を実施するとき、または、点検作業
を実施しないときでもネットワーク１を介してマニュアル記憶部に対しアクセスすること
によって自由に参照することができる。また、点検作業の実施時に点検管理装置側での管
理者、熟練者とのやりとりのなかでの作業マニュアルを使用した点検支援処理の詳細につ
いては、後述する。
【００７２】
　また、点検項目の判断基準は１つに限る必要はなく、多段階の判断基準を設けて‘正常
’、‘経過観察’、‘異常’等と判断し、判断結果ごとに対応を変えてもよい。
【００７３】
　なお、上述した実施例は、遠隔監視装置３００および太陽光発電所４００が送信するデ
ータを受信したり利用したりしていないため、点検管理装置１００と情報端末装置２００
と通信ネットワーク１の構成で実施することができる。したがって、対象設備を太陽光発
電所に限る必要はなく、点検支援を必要とする風力発電所、水力発電所、その他の設備で
利用することができる。
【００７４】
　次に、点検支援システム１０で実行する警報発報時の点検支援処理について説明する。
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図７、図８は、点検支援システム１０の点検管理装置１００および情報端末装置２００が
実行する警報発報時の点検支援処理手順を示すフローチャートである。
【００７５】
　情報端末装置２００の操作表示部２０２は、警報情報を遠隔監視装置３００から受信す
る（ステップＳ７０１）。警報情報には、少なくとも発電所識別情報と警報種別を含む。
例えば、遠隔監視装置３００からメール、ＳＭＳ（short message service）、インスタ
ントメッセージまたはプッシュ通知等によって警報情報を受信する。送受信部２０１は、
警報情報を点検管理装置１００に送信する（ステップＳ７０２）。
【００７６】
　点検管理装置１００の送受信部１０１は、情報端末装置２００から送信された警報情報
を受信する（ステップＳ７０３）。点検項目取得部１０３は、警報情報、すなわち発電所
識別情報および警報種別に対応する点検箇所および点検項目を取得する（ステップＳ７０
４）。以下ステップＳ７０５～ステップＳ７３７の処理は、図５、図６のステップＳ５０
７～ステップＳ５３９の処理と同様であるため、ステップＳ５０７～ステップＳ５３９の
処理の説明を参照し、ここでの説明を省略する。
【００７７】
　なお、遠隔監視装置３００から受信する警報情報は、情報端末装置２００を介さず、点
検管理装置１００で直接受信し、受信した警報情報に応じた点検箇所と点検項目を、警報
を発報した太陽光発電所を担当する作業者の携帯する情報端末装置２００に送信してもよ
い。
【００７８】
　このように、遠隔監視装置３００から送信された警報情報に対しても点検箇所および点
検項目が情報端末装置２００に送信され、操作表示部２０２に点検箇所および点検項目を
表示するため、作業者による迅速な点検および対処を実施することができる。
【００７９】
　他の実施例として、情報端末装置２００が備える撮像部２０４で点検作業を撮像した映
像データおよび音声入出力部２０５から入力された音声を変換した音声データを、ネット
ワーク１を介して点検管理装置１００に送信し、点検管理装置１００の表示部１０６に表
示し、音声入出力部１０７から音声を出力するとともに、後述する点検映像記憶部に格納
してもよい。
【００８０】
　これにより、点検管理装置１００において点検の作業内容を作業時または事後に映像お
よび音声で管理者や熟練者が確認することができるとともに、点検作業時に確認している
場合は音声によって作業者にアドバイスすることができる。また、点検作業を撮像した映
像データを記憶部に蓄積しておくことによって、点検作業実施の証拠として活用すること
ができる。さらに、作業者一人で点検作業を実施することなく、他者の意見を参考にする
ことができるため、発電所に単身赴任している作業者の孤独感を解消したり、一人で発電
所の運用点検に対する責任を負うストレスを軽減することができる。なお、撮像の開始は
作業者が指示するほか、作業者による発電所名の入力を受付けた時点、または点検管理装
置１００から点検項目を受信した時点に開始してもよい。撮像の終了は、作業者が指示す
るほか、点検管理装置１００から作業終了を受信した時点で撮像を停止してもよい。
【実施例２】
【００８１】
　次に、点検者が情報端末装置２００を所持し点検を実施する際の、点検管理装置５００
情報端末装置２００との間での点検支援処理の詳細について説明する。
【００８２】
　図９は、実施例２にかかる点検支援システム２０の構成を示すブロック図である。図９
に示すように、点検支援システム２０は、上述した点検支援システム１０の構成に加え、
点検管理装置５００に、操作表示部５０６、画像生成部５０７、マニュアル記憶部５４０
、点検映像記憶部５５０、ウェブカメラ６００を備える。その他の構成要素は上述した構
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成要素と同一であるため、その説明は上述した説明を参照する。
【００８３】
　マニュアル記憶部５４０は、点検作業を補助する作業マニュアルや、太陽光発電所に設
置された設備・機器等の取扱説明書等（以下、マニュアルと総称する）の電子データを記
憶する。
【００８４】
　点検映像記憶部５５０は、ウェブカメラ６００または情報端末装置２００から送信され
る映像データを記憶する。また、点検映像記憶部５５０は、操作表示部５０６において生
成した静止画データ、または静止画データと描画データの対を記憶する。
【００８５】
　操作表示部５０６は、上述した表示部１０６に加え、利用者によって入力されるさまざ
まな情報を受付ける、キーボードやマウス等の入力装置を備え、データの入出力を制御す
る。操作表示部５０６は、マニュアル記憶部５４０に記憶するマニュアルの表示指示を受
付け、受付けた表示指示に応じたマニュアルを表示画面に表示する。
【００８６】
　また、操作表示部５０６は、情報端末装置２００から送信された映像データを表示し、
表示した映像データに対し静止画データの生成指示を受付ける。また、操作表示部５０６
は、静止画像データに対する線や円等の描画データの入力を受付け、受付けた描画データ
を静止画データに対応付けて点検映像記憶部５５０に記憶する。
【００８７】
　画像生成部５０７は、指示された映像データから静止画データを生成し、生成した静止
画データを点検映像記憶部５５０に記憶する。
【００８８】
　ウェブカメラ６００は、被写体である設備や現場風景等を撮像する撮像部と、音声を録
音する音声入力部と、点検管理装置５００（および情報端末装置２００）と通信する通信
部を備える。ウェブカメラ６００は、点検者のヘルメットや作業服、ベルト等に装着し、
被写体を撮像する。ウェブカメラ６００の送受信部は、点検現場の映像データ、音声デー
タを点検管理装置５００に送信する。なお、ウェブカメラ６００によって撮像した映像デ
ータ、入力した音声データは、情報端末装置２００に送信し、情報端末装置２００を介し
点検管理装置５００に送信してもよい。ウェブカメラ６００によって撮像した映像データ
、入力した音声データに代えて、情報端末装置２００で撮像した映像データ、録音された
音声データを点検管理装置５００に送信してもよい。
【００８９】
　上述のように構成された点検支援システム２０で実行する点検支援処理について説明す
る。図１０は、点検支援システム２０の点検管理装置５００、情報端末装置２００が実行
するマニュアル表示処理手順を示すフローチャートである。
【００９０】
　点検管理装置５００の操作表示部５０６は、マニュアルの表示指示を受付ける（ステッ
プＳ１００１）。操作表示部５０６は、表示指示を受付けたマニュアルのファイルをマニ
ュアル記憶部５４０から取得する（ステップＳ１００２）。操作表示部５０６は、マニュ
アル記憶部５４０から取得したマニュアルを表示する（ステップＳ１００３）。送受信部
１０１は、表示画面に表示しているマニュアルの表示画像データを情報端末装置２００に
送信する（ステップＳ１００４）。
【００９１】
　情報端末装置２００の送受信部２０１は、点検管理装置５００から送信されたマニュア
ルの表示画像データを受信する（ステップＳ１００５）。操作表示部２０２は、マニュア
ルの表示画像データを表示画面に表示する（ステップＳ１００６）。これにより、点検者
が操作することなく、情報端末装置２００の表示画面に点検作業のマニュアルの必要箇所
が表示され、手が塞がることが多い点検者は、点検作業のマニュアルの必要箇所を容易に
確認することができる。
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【００９２】
　点検管理装置５００の操作表示部５０６は、マニュアルに対する描画の入力を受付けた
か否かを判断する（ステップＳ１００７）。マニュアルに対する描画の入力を受付けたと
判断した場合（ステップＳ１００７：Ｙｅｓ）、操作表示部５０６は、受付けたマニュア
ルに対する描画データをマニュアルとともに表示する（ステップＳ１００８）。例えば、
点検者に注目してほしい箇所に下線や丸を付ける。送受信部１０１は、マニュアルに対す
る描画データを情報端末装置２００に送信する（ステップＳ１００９）。マニュアルに対
する描画の入力を受付けていないと判断した場合（ステップＳ１００７：Ｎｏ）、ステッ
プＳ１０１２に進む。
【００９３】
　情報端末装置２００の送受信部２０１は、マニュアルに対する描画データを受信する（
ステップＳ１０１０）。操作表示部２０２は、マニュアルの画像データに重畳しマニュア
ルに対する描画データを表示する（ステップＳ１０１１）。
【００９４】
　図１１は、点検管理装置５００と情報端末装置２００の表示画面の一例を示す説明図で
ある。点検管理装置５００の表示画面１１は、マニュアル領域１２にマニュアル記憶部５
４０から読込んだマニュアルを表示し、描画データの入力を受付けた場合は、描画データ
１３を重畳して表示する。情報端末装置２００の表示画面１４は、マニュアル領域１５に
点検管理装置５００から送信された表示画像データであるマニュアルと描画データ１６を
重畳して表示する。点検領域１７には、点検項目と、測定値と、点検結果に対し点検管理
装置５００で実施した判断結果とを表示する。なお、測定値の入力は、表示画面から文字
入力するほか、点検者の音声による音声認識入力でもよい。図１１で示す表示画面のレイ
アウトは、一例であり、表示画面の各領域の表示・非表示、位置、大きさ等に自由に設定
するとともに、各領域の変更や各領域に対する操作を行うことができる。
【００９５】
　点検管理装置５００の操作表示部５０６は、マニュアルの表示終了を受付けたか否かを
判断する（ステップＳ１０１２）。マニュアルの表示終了を受付けないと判断した場合（
ステップＳ１０１２：Ｎｏ）、ステップＳ１００１に進む。マニュアルの表示終了を受付
けたと判断した場合（ステップＳ１０１２：Ｙｅｓ）、操作表示部５０６は、マニュアル
の表示を終了する（ステップＳ１０１３）。送受信部１０１は、マニュアルの表示終了を
送信する（ステップＳ１０１４）。
【００９６】
　情報端末装置２００の送受信部２０１は、マニュアルの表示終了を受信する（ステップ
Ｓ１０１５）。操作表示部２０２は、マニュアルの表示を終了する（ステップＳ１０１６
）。
【００９７】
　このように、マニュアルの表示を点検管理装置５００で操作し、表示画面に表示した内
容を情報端末装置２００に送信することによって、点検作業で点検者による情報端末２０
０の操作が困難な場合であっても、点検作業に必要なマニュアルの箇所を、点検者自らが
操作することなく表示することができる。これにより、点検者は作業内容や作業手順を点
検作業に支障なく容易に確認することができ、点検作業の効率化を図ることができる。ま
た、太陽光発電所のような斜面や足場が悪い等自然環境が厳しい場所でも操作に手間がか
からず、両手を塞ぐことなく点検作業を実施することができる。また、点検管理装置５０
０側でマニュアルに描画することができるため、経験の浅い点検者でも重要なポイントを
理解し易く、短時間で効率よく点検することができる。
【００９８】
　図１２は、点検支援システム２０の点検管理装置５００、情報端末装置２００、ウェブ
カメラ６００が実行する映像表示処理手順を示すフローチャートである。
【００９９】
　点検管理装置５００の音声入出力部１０７と、情報端末装置２００の音声入出力部２０
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５は、各送受信部、ネットワークを介し音声データを送受信する（ステップＳ１２０１）
。ウェブカメラ６００は、被写体を撮像する（ステップＳ１２０２）。ウェブカメラ６０
０は、被写体を撮像した映像データを点検管理装置５００に送信する（ステップＳ１２０
３）。映像データは、通常動画データであるが、高い解像度で送信したい場合や通信負荷
を小さくしたい場合は、動画データでなく静止画データを連続して送信してもよい。
【０１００】
　点検管理装置５００の送受信部１０１は、映像データを受信する（ステップＳ１２０４
）。操作表示部５０６は、映像データを表示画面に表示する（ステップＳ１２０５）。操
作表示部５０６は、表示画面に表示された映像データに対し静止画データの生成指示がな
されたか否かを判断する（ステップＳ１２０６）。映像データに対し静止画データの生成
指示がなされたと判断した場合（ステップＳ１２０６：Ｙｅｓ）、画像生成部５０７は、
静止画データの生成指示されたときの映像データから静止画データを生成する（ステップ
Ｓ１２０７）。操作表示部５０６は、静止画データに対する描画データの入力を受付ける
（ステップＳ１２０８）。操作表示部５０６は、描画データを生成する（ステップＳ１２
０９）。送受信部１０１は、静止画データと描画データを情報端末装置２００に送信する
（ステップＳ１２１０）。
【０１０１】
　情報端末装置２００の送受信部２０１は、静止画データと描画データを受信する（ステ
ップＳ１２１１）。操作表示部２０２は、静止画データと描画データを表示画面に表示す
る（ステップＳ１２１２）。
【０１０２】
　図１３は、点検管理装置５００と情報端末装置２００の表示画面の一例を示す説明図で
ある。点検管理装置５００の表示画面２１は、マニュアル領域１２にマニュアルを表示し
、映像領域２３にウェブカメラ６００から送信された映像データを表示する。静止画領域
２４には、映像データから生成した静止画データを表示するとともに、描画の入力を受付
けた場合には描画データ２５を表示する。情報端末装置２００の表示画面２６には、マニ
ュアル領域２７に点検管理装置５００から送信されたマニュアルを表示し、静止画像領域
２４には、点検管理装置５００から送信された静止画データと描画データ２９を重畳して
表示する。点検領域３０には、点検項目と、測定値と、点検結果に対し点検管理装置５０
０で判断した判断結果とを表示する。なお、測定値の入力は、上述した図１１と同様に、
表示画面から文字入力するほか、点検者の音声による音声認識入力でもよい。図１３で示
す表示画面のレイアウトは一例であり、表示画面の各領域の表示・非表示、位置、大きさ
等に自由に設定するとともに、各領域の変更や各領域に対する操作を行うことができる。
【０１０３】
　このように、ウェブカメラ６００（または情報端末装置２００）で撮像した設備や現場
状況を点検管理装置５００の表示画面で表示し管理者や熟練者が確認することができ、点
検者と管理者や熟練者が音声でやり取りを行うことにより、点検経験の少ない点検者であ
っても、経験豊富な管理者や熟練者のアドバイスを受けることができるため、質の高い点
検を実施することができる。
【０１０４】
　また、点検現場から送信された映像データによって点検管理装置５００側の管理者や熟
練者が現場状況を把握したうえで、言葉だけでなく映像データから生成した静止画データ
に描画データを加えた画像によって、理解し易い指示やアドバイスを情報端末装置２００
に送信することができる。
【０１０５】
　上述した処理は、点検作業において独立して実施されるほか、図５、６のステップＳ５
０９～Ｓ５１０、Ｓ５１９～Ｓ５２０、Ｓ５３１～Ｓ５３２、図７、８のステップＳ７０
７～Ｓ７０８、Ｓ７１７～Ｓ７１８、Ｓ７２９～Ｓ７３０において実施してもよい。
【０１０６】
　上述した実施例２も、対象設備を太陽光発電所に限る必要はなく、点検管理装置５００
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る構成であれば実施することができる。したがって、太陽光発電所のほか、点検を必要と
する風力発電所、水力発電所、その他の設備で利用してもよい。
【０１０７】
　さらに、上述した実施例１および実施例２は、発電所に限ることなく、オフィスビルや
マンション、戸建住宅のような一般的な建物等に設置された電気設備その他の対象設備の
点検についても利用することができる。なお、建物内や地下など電波が届きにくい場所を
点検する場合には、近距離無線通信（例えば、ＷｉＦｉ（登録商標）やブルートゥース（
登録商標）等）を用い複数の機器を経由して通信してもよい。
【０１０８】
　点検管理装置１００、５００および情報端末装置２００のハードウェア構成について説
明する。点検管理装置１００、５００および情報端末装置２００は、ＣＰＵ（Central Pr
ocessing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）やＲＡＭ（Random Access Memory）等を
備えた通常のコンピュータであり、ＲＯＭやＲＡＭに記憶したプログラムを動作させ、Ｒ
ＯＭやＲＡＭのほか、ＨＤＤ、光ディスク、メモリカードなどの一般的に利用される記憶
媒体に記憶したデータを利用することによって、上述した構成や機能を実現する。
【０１０９】
　点検管理装置１００、５００および情報端末装置２００で動作するプログラムは、イン
ターネット等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納しておき、ネットワーク
経由でダウンロードさせることにより提供しても、インストール可能な形式又は実行可能
な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等のコンピュータで読取り可能な記録媒体に記
録して提供してもよい。また、ＡＳＰ（Application Service Provider）、ＳａａＳ（So
ftware as a Service）、クラウドコンピューティングとしてサービスを提供してもよい
。
【０１１０】
　なお、本発明は、上述した実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階で
はその要旨を逸脱しない範囲で構成を変形して具体化することができる。また、上述した
実施例に開示されている複数の機能、構成は適宜組み合わせてもよく、上述した実施例に
示される機能、構成からいくつかの機能、構成を削除して実施してもよい。
【符号の説明】
【０１１１】
１…ネットワーク、１０…点検支援システム、１００，５００…点検管理装置、１０１…
送受信部、１０２…発電所判断部、１０３…点検項目取得部、１０４…結果判断部、１０
５…終了判断部、１０６…表示部、１０７…音声入出力部、１１０…発電所情報記憶部、
１２０…点検情報記憶部、１３０…点検結果記憶部、５０６…操作表示部、５０７…画像
生成部、５４０…マニュアル記憶部、５５０…点検映像記憶部、２００…情報端末装置、
２０１…送受信部、２０２…操作表示部、２０３…位置情報取得部、２０４…撮像部、２
０５…音声入出力部、３００…遠隔監視装置、４００…太陽光発電所、６００…ウェブカ
メラ
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