動作確認環境
L・eye 監視画面
PC

他環境下での閲覧や動作の確認は行っておりません。

対応OS

Windows 10

対応Webブラウザ

Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge（いずれも最新版）

※上記以外のブラウザではグラフ画面が正しく表示されない場合があります。

画面解像度

1280×1024pixel以上を推奨 (1024×768pixelでも使用可)

スマートフォン・タブレット

下記の条件において動作確認済みです。動作確認済の環境下であってもパソコンでの動作とは異なる場
合があります。また、遠隔制御機能以外のオプション機能においては動作未確認です。ご了承ください。

iPhone / iPad

iOS13：Safari 最新版（iPhone 7 / iPad（第 5世代）のみ動作確認）

Android

Android9：Google Chrome 最新版（Google社製 Pixel3のみ動作確認）

総合監視

L・eye 総合監視
PC

監視画面

他環境下での閲覧や動作の確認は行っておりません。

対応OS

Windows 10

対応Webブラウザ Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge（いずれも最新版）
※上記以外のブラウザではグラフ画面が正しく表示されない場合があります。

画面解像度

1920×1080pixel 以上を推奨 (1280×1024pixel、1024×768pixelでも使用可)

・iPhone、iPadおよびSafariは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の商標です。
・Google Chrome、AndroidおよびPixelはGoogle LLCの商標です。

モニタリングシステム容量
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・WindowsおよびMicrosoft Edgeは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの商標です。
・MozillaおよびFirefoxは、米国およびその他の国におけるMozilla Foundationの商標です。
・そのほか、記載されている会社名・商品名等の名称は、各社の登録商標または商標です。

【本社】〒612-8083 京都市伏見区京町 1-245 TEL:075-604-4731 FAX:075-621-3665
【 東 京 支 店 】 〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-3-10 新宿御苑ビル 4 階

【名古屋営業所】 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 1-22-16 ミナミ栄ビル 3 階

【仙台営業所】 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 2-1-7 本町奥田ビル 9 階

【福 岡 営 業 所 】 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-13-9 いちご博多駅東ビル 4 階

TEL:03-6457-8026

TEL:022-216-5060

FAX:03-6457-8027

FAX:022-216-5061

TEL:052-747-6114
TEL:092-477-2130

72,000

※2022年10月末現在

FAX:052-747-6115
FAX:092-477-2077

【高崎営業所】 〒370-0058 群馬県高崎市九蔵町 25-1 WESTINⅠ5 階
TEL:027-333-1851

FAX:027-333-1852

コールセンター TEL:075- 634-8073
受付時間:平日 9:00〜19:00/土曜 9:00〜17:30
日曜、
祝日、
年末年始は休業いたします。

このカタログの記載内容は2022年12月現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。

YouTube 公式チャンネル

Twitter 公式アカウント

Facebook 公式アカウント
© Laplace System

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＞

遠隔監視の可能性を広 げるふたつの監視画面
遠隔監視システム&サービス L・eye とは
太陽光発電の安定稼働には、発電状況の把握や不具合の早期 発見が重要となり、そのためには遠隔監視システムの導入が不可欠です。

遠隔監視システム & サービス L・eye は PCS と直接通信し、高精度な監視を実現。トラブルの早期発見・原因の特定をサポートし、
発電機会の損失を最小限に抑えます。

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＞

監視画面

総合監視

発電所ごとの表示で詳細な監視

全体、
グループ、発電所を総合的に監視

L・eye監視画面ではPCSごとの発電量を把握する詳細な監視で、

L・eye総合監視は全発電所の状況・情報をまとめて把握できる、

発電所ごとの発電状況やトラブルの早期発見をサポートします。

複数の発電所の管理に特化したソフトウェアです。

詳細は

1

詳細は P.10

P.3

2

L・eye 監視画面

サイト状況、現在の発電電力、本日の発電電力量、天気、日射強度、気温、
1 日のグラフ、PCS ごとの発電状況といった基本情報を確認できます。

監視画面トップ(基本機能)

その日の制御率をひと目で

複数項目のデータをまとめて確認

3 出力制御スケジュール

2 データ表示
サイト全体の運転状況が
分かります。

発電電力量、
日射量、
気温、
予定制御率のデータを、
グラフおよび
帳票で確認できます。

出力制御スケジュールを確認でき、カレンダー上の制御率をクリックすると、詳細
スケジュールが表示されます。また、出力制御に関する履歴も確認できます。
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※異常時

1

2

3

4

5

6

7

計測データを CSV 形式
でダウンロードできます。

電力会社提示の出力制御
スケジュールに基づいて、
各 PCS の出力制御状況を
表示します。

制御率

PCS の制御率

定格比率

最大1,000件まで表示可能

対応状況を登録

4 詳細な記録一覧

5 システム障害履歴

サイト管理に必要な情報を登録でき、メンテナンスの実施記録などに便利です。

計測機器とサーバ間での障害の発生・復帰の履歴を確認でき、CSV形式でダ
ウンロードもできます。また、障害時にメール通知することもできます。

PCS ごとの定格容量に
対する発電割合

8

各PCSの運転状況が
分かります。
※お客様側でのメールアドレスの設定が必要です。

※異常時

9

PCS別の詳細状況の確認

詳細な故障内容・履歴を表示

6 PCS状況一覧

7 PCS故障履歴

各PCSの電圧・電流・電力の現在値、発電電力の 1 日の積算値、出力制御

PCS 詳細故障の発生・復帰の履歴を確認でき、CSV 形式でダウンロードもで

の制御率、定格比率、および運転状況を確認できます。

きます。また、PCS 故障時にメール通知することもできます。

※お客様側でのメールアドレスの設定が必要です。

予報で天気の移り変わりを確認

ニーズに合わせた項目表示

着せ替え機能

1 グラフ 計測項目に合わせたグラフ表示

監視画面のデザインに 3 つのパターンを新たに追加。

計測項目に合わせて、PCS グラフ、ストリンググラフ、出力制御グラフ、売買電グ

お好きなデザインを選んで、自由に設定することができます。

ラフなどを表示できます。また、計量値で買電電力量、売電電力量の一方でも計

※ラプラス ID の取得が必要です。

測している場合、売買電（計量値）のグラフ表示も可能になりました。

8 フレックスエリア

9 気象情報

表示させたい計測値を任意で追加・削除したり、それらを自由にレイアウトで

設定した観測地点の現在の天気や、操作時刻から3時間ごとの予報情報を表示

きるエリアです。

できます。

例 モジュール配置エリアごとの合算発電電力を表示するアイテムを作成
計測項目 や 計測項目などを使って自分で作成した計算式 を選択
※お客様側での設定が必要です。※一部サイトではご利用できない場合があります。

区画 A 合計発電電力 (kW)

スマートフォン・タブレット専用画面

宇宙

確認できる基本情報

PCS1、2 の合計発電電力
PCS3、4 の合計発電電力
PCS1 の売電金額
PCS2 の売電金額

PCSごとのグラフ表示

シンプル
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売買電(計量値)グラフ表示

・気温

・本日の発電電力量

・PCS ごとの発電状況

・現在の発電電力

あらかじめ登録していたモジュール配
リーフ

・サイト状況

・日射強度

置エリア A（PCS1、2 配置エリア）
の合計電力の計算式を選択します。

・1日のグラフ

※全てのスマートフォン・タブレット、Webブラウザ、それぞれの
各バージョンで表示や動作を保証するものではありません。
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比較・集計

編集・設定

活用の幅を広げる多彩な機能

編集機能で監視を思いのままに

グループ作成や名称設定など、目的に合わせて自由な編集が可能です。

発電所ごとの比較や発電実績の保存など、幅広く活用できる機能が充実しています。

グラフ

レポート

発電所 / グループ編集

発電所の比較グラフを最大30件まで同時表示。また、

日ごと、月ごとの集計結果をレポート形式で表示。計測地点ごとのリスト

計測地点一覧に表示する発電所、グループの構成を編集することができます。

選択した発電所の発電電力量の合計グラフの確認が

表示では、
「グループ＋発電所」
「グループ」
「発電所」の3タイプで切替が

グループの新規作成や並び替え、名前の変更を行うことができます。

可能です。

行えます。また、PDF形式でのダウンロードが可能です。

名称

表示順

グループ

名称変更
発電所とグループの名称を変更す
ることができます。
※総合監視内でのみ適用

表示順変更
ドラッグ&ドロップの直感的な操作
で表示順を変更できます。
計測地点一覧に発電所を追加

発電所追加
計測地点一覧に表示したい発電所
を追加することができます。

グラフ画面

発電電力量

日射量

気温

売電金額

※レポート表示には３〜5分程度かかる場合があります。

レポート画面

編集画面

係数 / 表示項目設定
各種設定画面で計測地点一覧での表示項目変更、

PDFダウンロード

発電電力量と日射量

売電の収益表示のための係数設定などを行うことが可能です。

レポートをPDF形式でダウンロードする

係数設定

ことができ、情報の共有に役立ちます。

データダウンロード
計測データをCSV形式でダウンロードできます。

表示項目変更

係数設定で総収益を表示

表示項目の変更

売電価格を係数として発電所ごとに設定することで、

発電量表示に加えて、その他の計測項目を

総収益を表示することが可能です。

2 つまで選択・変更できます。
発電所毎に
売電価格を入力

データ単位・データ範囲・期間・計測対象の指定が可能です。

発電量の計測表示

その他の計測表示

- 計測地点一覧に表示する、発電量表示の項目を1つ選択 -

表示する項目を 2 つ選択

選択した発電所の

現在の発電電力

総収益を表示

本日の発電電力量
今月の発電電力量
今年の発電電力量

各種設定画面
（係数）

積算発電電力量

本日の収益

表示しない

日射
天気
気温
売電価格
本日の収益
今月の収益
今年の収益
総収益
表示しない

各種設定画面（表示項目）

全体の総収益を表示

総合監視トップ
データダウンロード画面
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※収益の表示は、発電量と係数（売電価格）をもとに算出した概算値です。

表示項目を変更し、発電量と収益を並べて表示することもできます。
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表示したい
項目を選択

