
※	 ASP サービスの性質上、予告なくアップデートが行われる場合がございます。	
予めご了承ください。

● お 客 様 へ

太陽光発電計測表示・遠隔監視システム

ご利用の前に必ずお読み頂き、
メールアドレスの登録など重要な設定を行ってください。

ASP サービス仕様
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Step 1　ログイン
◆ログイン方法
1.	 Web ブラウザを立ち上げて、一括監視画面

URLにアクセスします。

2.	 ログイン画面が表示されます。

3.	 マスター ID とマスターパスワードを入力し、
「ログイン状態を保持する。」に必ずチェック
を入れてから「ログイン」ボタンをクリック
します。	
	
ログインに成功すると、一括監視画面が表示
されます。

◆ログインできない場合には
IDまたはパスワードに誤りがあった場合は、「認証情
報に誤りがあります。」と表示されます。
IDとパスワードをご確認の上、再度ログインを行って
下さい。

◆「ログインできないとき」ボタン
任意に設定した IDとパスワードを忘れてしまった場合
など、任意に設定した IDとパスワードをリセットする
場合に使用します。
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Step 2　ID とパスワードの変更
別紙：「Solar	Link	ARCH	ログイン情報」に記載のマスター IDとマスターパスワードは、初回ログイン時だけで
なく、任意に設定した IDとパスワードをリセットする場合にも使用する大切な情報です。複数の方で一括監視
画面を閲覧される場合などは、以下の手順で、あらかじめ任意の IDとパスワードへ変更した上で、ご利用頂く
ことを推奨いたします。ご利用状況に合わせて、必要な場合に変更を行ってください。

◆ ID とパスワードの変更方法
1.	 Web ブラウザを立ち上げて、設定メニュー画

面 URLにアクセスし、ログインします。

設定メニュー画面

2.	「ID・パスワード変更」ボタンをクリックしま
す。

3.	 新しい ID を 1回、新しいパスワードを 2回入
力し、「設定を変更」ボタンをクリックします。

4.	 右上の確認画面が表示されますので、「実行」
ボタンをクリックします。	
	
認証情報の更新が完了すると右下の画面が表
示されます。「OK」をクリックして、新しい
IDとパスワードで再度ログインします。

【設定可能な文字と文字数】
•	 ID は半角英数字	5 文字以上 32 文字以内（記号は使用できません）
•	 パスワードは、半角英数字または記号	で 8文字以上 128 文字以内
※	 	ID はアルファベットで始まる必要があります。	数字だけを設定した場合、「不正な文字が含
まれています」等のメッセージが表示されます。
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Step 3　メールアドレスの登録
故障等の発生をお知らせするメールの送信先を登録します。必ず設定してください。

◆メールアドレスの登録方法
1.	 	設定メニュー画面 URLにアクセスして、「メー
ル送信先設定メニュー」ボタンをクリックし
ます。

2.	「メールアドレス設定」ボタンをクリックしま
す。

3.	 メールアドレスを入力（最大 20 件）します。
入力後、「テスト送信」ボタンをクリックして、
問題なくメールが届くことを確認します。

4.	「編集を保存」ボタンをクリックして、設定内
容を保存します。

【使用可能なメールアドレス】
RFC 準拠のメールアドレスに限り、登録と送信が行えます。「テスト送信」ボタンをクリックした際に、
「不正なメールアドレスです」と表示される場合は、『Solar	Link	ARCH 取扱説明書』をご確認ください。
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Step 4　メールアドレスのグループ化
【Step	3】で登録したメールアドレスをグループ登録します。通知項目ごとに通知先を変更したい場合には、
ここで登録したグループ単位で設定を行います。

◆メールアドレスのグループ作成方法
1.	「メール送信先設定へ戻る」ボタンをクリック
して上位画面に戻ってから、「メールグループ
設定」ボタンをクリックします。

　　

2.	「新規作成」ボタンをクリックして開いた画面
で、任意のグループ名称を入力し、「保存」を
クリックします。	
	
※初期設定では、【Step	3】で登録した全てのメールアドレス
　が『全員』というグループ名で登録されています。

3.	 手順 2. で作成したグループがグループ一覧に反映されることを確認して（下図では “グルー
プ A”）、クリックで選択すると、『メールアドレス一覧』に【Step	3】で登録したメールアド
レスが全て表示されます。	
グループ登録したいメールアドレスをクリックで選択し、「<<」ボタンのクリックで『選択
済みメールアドレス一覧』に移動させてグループ登録します。『メールアドレス一覧』に戻し
たい場合は「>>」ボタンのクリックで行います。

手順 2. で新規作成した “グループ A” を選択中の図

【Step	3】で登録した
メールアドレスグループ登録した

いメールアドレス
をここへ移動

手順 2. で作成した
グループ
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Step 5　故障項目の設定
通知項目毎に、メール送信のON／OFFやメールの送信先、メールを送信する時間帯などを設定します。
※ここでの設定内容は、ノード単位（Solar	Link	ZERO	Terminal、Solar	Link	Viewer、ストリング監視機器などの計測機器の単位）で　
　反映されます（詳細は『Solar	Link	ARCH取扱説明書』をご確認ください）。

◆メール通知項目と送信先・送信パターンの設定方法
1.	 画面左上の「メール送信先設定へ戻る」ボタンをクリックして上位画面に戻り、続いて「設
定メニューへ戻る」ボタンをクリックして設定メニュー画面へ戻ります。

2.	「故障項目設定」ボタンをクリックして、開い
た画面のプルダウンリストから、通知項目を
設定するノードを選択し、「編集」をクリック
します。

3.   以下①～④の設定を行います。	
① 通知項目毎のメール送信の ON ／ OFF 設定	
　	当該行の状態が発生／復帰した場合に、メールを送信するかどうかを設定することができます。	
　	ONに設定（チェック有）すると、当該行の状態が発生／復帰した場合にメールが送信され、	
　	OFF に設定（チェック無）するとメールは送信されません。初期設定では、「発生」は全てON、	
　	「復帰」は全てOFF になっています。	
	

② メール送信先の設定	
　	当該行の状態が発生／復帰した場合に、メールの送信先をグループ単位（【Step	4】で設定した	
　	グループをプルダウンリストから選択）で設定することができます。初期設定は「全員」です。	
	

③ メールを送信する時間帯の設定	
　	メールを送信する時間帯をプルダウンリストの中から選択して設定することができます。時間帯は　					
					「送信パターン設定」ボタン（⑤）をクリックして表示される画面で任意のパターンを設定することが	
　できます。	初期設定は「[A] 常時送信」です。	
	
④ 履歴画面への表示設定 
　当該行の状態が発生／復帰した場合に、履歴画面に表示するかどうかを設定することができます。	
　初期設定では全ての項目が「表示する（チェック有）」になっています。

② ③①

4.	「編集を保存」ボタンをクリックして、設定内
容を保存します。	
	
以上でご利用前に必要な設定は完了です。	
一括監視画面を表示するには、一括監視画面
URL にアクセスしてください。

※	メール通知できる項目はパ
ワーコンディショナによっ
て異なります。	
詳細はパワーコンディショ
ナに付属の取扱説明書をご
確認いただくか、直接パワー
コンディショナのメーカー
へお問い合わせください。

⑤

④
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Step 6　一括監視画面の見方

①サイト状況

全てのPCSおよび受変電設備が正常に稼動し、計測機器とサーバー間の通信
も正常な状態です。

・何れかのPCSから、故障・異常信号を受けた場合
・PCS～計測機器間または計測機器～サーバー間の通信が途絶えた場合
・設定メニューの「サイト状況異常判定設定」で、	
　「サイト状況に反映する」		にチェックを入れた接点項目が発生した場合

→ 「② PCS 情報」にて
　 詳細を確認してください。

② PCS 情報　計測機器に接続されている各 PCS 毎の、現在の発電電力と状況を確認することができます。

  PCS 毎の現在の発電電力が表示されます［最大 3桁＋小数1桁］。

  PCS 毎の状況が表示されます。状況に応じ、以下のように変化します。

正常（緑）：PCSが正常に稼動し、計測機器とサーバー間の通信も正常な状態です。

停止（青）：計測機器がPCSから停止信号を受信している状態です。
→ 該当番号の PCS の運転
　 状態を確認してください。異常（赤）：計測機器がPCSから故障・異常信号を受信している状態です。

無通信（黄）：計測機器がPCSと通信できていない状態です。

更新停止（灰）：計測機器からサーバーへデータがアップロードされていない状態です。→ ルーター等ネットワーク
　 機器を確認してください。

　※	PCS の機種により、日没時の発電停止にて、 「正常」が「停止」や「無通信」となる場合があります。

③

②

①

③受変電設備　計測している各受変電設備の接点項目と状況が表示されます。

緑：　受変電設備の通常の稼動状態です。

赤＋「発生」：　該当の故障・異常・状態項目の発生状態です。→ 該当する機器の状態を確認してください。
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