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W152×H36.6×D102.4mm(突起を除く )

-20～60℃(湿度 85％RH以下 結露なきこと )

ARM Cortex-A53

1.2GMHz

CPU コア

Solar Link ZERO -T4型式

RAM

フラッシュメモリ

外形サイズ

使用温度範囲

動作周波数

シリアルポート

Ethernet

8Gbyte eMMC

有線 :10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)

RS-485 入出力ポート (5Pin 端子台 x 2)
絶縁分離仕様 (耐圧 500V 以上 )

Solar Link ZERO 

計測機ラインアップ

1Gbyte LPDDR2

●現地・遠隔監視サーバ間通信回線※1

●遠隔監視・表示システム ASPサービス※2

●計測機※3

共通

接続可能なPCS型式と台数には制限があります。

計測端末は契約年数分、その他機器は 1年の機器保証を行います。また、契約延長時も計測端末の機器保証は継続されます。

機器保証

代替回線保証

仕様

L・eye 監視画面の動作環境

●対応OS：Windows10
●インターネットへの接続

●対応Webブラウザ：Google Chrome/Mozilla Firefox/Microsoft Edge（いずれも最新版）
●画面解像度：1280×1024pixel以上を推奨（1024×768pixel でも使用可）

将来的にご契約時の通信回線サービスが終了した場合、別途代替の回線をご提供します。

設置条件

※1対応エリアについては事前確認が必要です。
※2 ASP サービス費用と通信回線費用は、一括でのお支払いをお願いいたします。
※3 端末リフレッシュのため、毎月1日に自動で再起動します。再起動中は数分間計測ができませんが、故障ではありません。 

※他環境下での閲覧につきまして、動作保証は行っておりません。

※1：ASP サービス、無線通信サービス、機器保証の提供期間は、サービス提供期間に準じます。
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サービス提供期間
10年

※1

出力制御

LEW-M-S
020K WS

LEW-M-S
020K DO

Type B Type B Type B

 プラン名

型式

収納盤

FLIPLINK DO(接点出力)

FLIPLINK AI(アナログ計測)

標準 接点出力

LEW-M-S
020K AIDO

通信回線

LEW-M-S
020K AI

アナログ計測 アナログ計測・
接点出力

遠隔制御（接点）

風速計
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小形風力発電パッケージ

Type B Type B

・Google ChromeはGoogle LLCの商標です。  
・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。

遠隔監視・表示

お客様PC遠隔監視サーバ

風車

3G

遠隔監視・表示

お客様PC遠隔監視サーバ

風車

LTE

模式図

PCS
その他必要な機器など

Solar Link ZERO T4

FLIPLINK（アナログ入力）

収納ボックス

風向・風速計
アナログ入力

風車 PCS 遠隔監視サーバ

LTE

お客様PC

遠隔監視・表示模式図

その他必要な機器など

Solar Link ZERO T4

FLIPLINK
（アナログ入力 /接点出力）

×2

収納ボックス

風向・風速計
アナログ入力

接点出力

出力制御
スケジュール取得

電力サーバ

複数の発電所で当社の遠隔監視システムを導入している場合、
それらをまとめたグループ監視画面での確認が可能です。
グループ全体の総発電量や発電所毎の発電状況を確認でき
ます。また、各発電所の計測データの一括ダウンロードも可
能になりました。

グループ監視

グループ化した各発電所をリスト形式で監視でき、マップ上の発電所の位置に
ピンを配置して位置情報を表示させることができます。

発電サイトマップ

発電所周辺の状況をリアルタイムで確認できます。Webカメラや必要機器をま
とめたWebカメラセットによって手軽に導入可能です。

Webカメラ

CLICKCLICK

各サイトの監視画面トップへ移動

CLICKCLICK

データダウンロード画面へ移動

オプション機能

パッケージ構成例

PCS 計測をメインとしたシンプルな構成で、通信機能内蔵の計測機等をボックスに組み込んでご提供。
風向・風速を計測する場合は、 FLIPLINKでアナログ入力を計測します。

出力制御なしの場合

出力制御ありの場合
出力制御に対応し、PCS計測を行いながら、接点出力による発電機のON・OFF制御も可能に。
計測機の他、接点出力を可能にするFLIPLINKもボックスに組み込んでご提供します。

※PCSメーカーは安川電機、且つ発電設備はNK認証済みの国内メーカーである場合のみ対応

出力制御高機能 低価格

10年一括提供

ASP
サービス計測機

通信回線 機器保証

風力発電遠隔監視を「まとめて10年一括提供」！
高精度かつ多彩な計測を実現し、安定稼働をサポート
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L・eye 監視画面 ＜風力発電＞

サイト状況、発電電力、天気、風向、風速、PCS毎の発電状況といった幅広い情報を取得。その情報をインターネットを
介してクラウドサーバへ送信し、監視画面にリアルタイムで表示します。 

PCS 毎の発電量や稼働状況をリアルタイムで確認できるL・eye 小形風力発
電パッケージ。計測機に加え、通信回線、ASP サービス、機器保証をそれぞ
れ 10年間分まとめてご提供します。また、接点出力での出力制御にも対応可
能に。風力発電の高い発電効率を最大限活かし、出力制御にも対応するL・
eye 小形風力発電パッケージをぜひご活用ください。

L・eye 小形風力発電パッケージ 3つの特長
PCS PCS PCS

計測

1台目の
信号

2台目の
信号

3台目の
信号

故障信号
を取得

!!

1 高機能
各PCSと通信して詳細情報を取得することで、高精度
計測を実現。1分毎のデータアップロードで、リアルタ
イムで発電量や稼働状況を確認できます。また、異常
発生時にはメールでお知らせします。

2 低価格

遠隔監視に必要な機器をコンパクトにまとめ、コストを
削減。通信回線、ASPサービス、機器保証は10年間
分を一括提供します。

3 出力制御

接点によるPCSまたは発電機の停止が必要となる小形
風力発電の出力制御に対応。

必要な機器などを
パッケージ化

※PCSメーカーは安川電機、且つ発電設備はNK認証済みの国内メーカーである場合のみ対応 FLIPLINKSolar Link ZERO

計測・制御 接点出力

接点に
よる制御

出力制御スケジュールに合わせて制御
OFF

FLIPLINKとは
端子台と計測器を一体化させた計測器。接点・アナログ入力の計測や接点出力に
対応し、各機種を異種混合で自由に組み合わせて構成することができます。

3 風向・風速 4 発電所の稼働状況 5 PCS毎の発電状況

表示項目

基本機能

発電所全体の発電電力量を表示します。1分毎に更新されるため、発電状況を
リアルタイムで確認できます。

風速と併せて、PCS単位の電力または合算電力を表示することが可能です。
また、トレンド、日毎、月毎、年毎でグラフを切替表示できます。 

計測データをCSV形式でダウンロードできます。

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、障害時にはメール通知も可能です。

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等に役立ちます。

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
きます。また、PCS故障時にメール通知も可能です。

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
きるエリアです。

発電所全体の稼働状況を表示しま
す。異常時はアイコンの色が変化
し、ひと目で認識できます。

PCS毎の現在の発電電力と稼働状況を表示します。異常時にはどのPCSが原
因かすぐに特定でき、迅速に対応できます。

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
できます。
※お客様側での設定が必要となります。　※一部サイトではご利用できない場合があります。

各PCSの電圧・電流・電力の現在値、発電電力の 1日の積算値、および運転
状況を確認できます。

フレックスエリア

グラフ

データダウンロード

システム障害履歴

PCS状況一覧

記録一覧

サイト異常時!

1 発電電力

PCS故障履歴

2 気象情報

発電所で計測している風向と風速を
表示します。 風速に見合った発電が
されているか確認できます。

※風向・風速を計測  
していない場合は
非表示となります。 

PCS異常時!
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・Google ChromeはGoogle LLCの商標です。  
・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。

遠隔監視・表示

お客様PC遠隔監視サーバ

風車

3G

遠隔監視・表示

お客様PC遠隔監視サーバ

風車

LTE

模式図

PCS
その他必要な機器など

Solar Link ZERO T4

FLIPLINK（アナログ入力）

収納ボックス

風向・風速計
アナログ入力

風車 PCS 遠隔監視サーバ

LTE

お客様PC

遠隔監視・表示模式図

その他必要な機器など

Solar Link ZERO T4

FLIPLINK
（アナログ入力 /接点出力）

×2

収納ボックス

風向・風速計
アナログ入力

接点出力

出力制御
スケジュール取得

電力サーバ

複数の発電所で当社の遠隔監視システムを導入している場合、
それらをまとめたグループ監視画面での確認が可能です。
グループ全体の総発電量や発電所毎の発電状況を確認でき
ます。また、各発電所の計測データの一括ダウンロードも可
能になりました。

グループ監視

グループ化した各発電所をリスト形式で監視でき、マップ上の発電所の位置に
ピンを配置して位置情報を表示させることができます。

発電サイトマップ

発電所周辺の状況をリアルタイムで確認できます。Webカメラや必要機器をま
とめたWebカメラセットによって手軽に導入可能です。

Webカメラ

CLICKCLICK

各サイトの監視画面トップへ移動

CLICKCLICK

データダウンロード画面へ移動

オプション機能

パッケージ構成例

PCS 計測をメインとしたシンプルな構成で、通信機能内蔵の計測機等をボックスに組み込んでご提供。
風向・風速を計測する場合は、 FLIPLINKでアナログ入力を計測します。

出力制御なしの場合

出力制御ありの場合
出力制御に対応し、PCS計測を行いながら、接点出力による発電機のON・OFF制御も可能に。
計測機の他、接点出力を可能にするFLIPLINKもボックスに組み込んでご提供します。

※PCSメーカーは安川電機、且つ発電設備はNK認証済みの国内メーカーである場合のみ対応

出力制御高機能 低価格


