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ハードウェアおよびソフトウェア制限付き保証 
本 SolmetricソフトウェアおよびSolmetric SunEyeTM ハードウェア 
(以下「ハードウェア」)は、米国で購入した場合は1年間、米国外で購入した場合は2年間、材
料および仕上がりにおいて瑕疵がないことを保証するものとします。この保証期間中、Solme
tricはその自由裁量により、欠陥があることが確認された製品を修理するか、または交換いた
します。保証期間は出荷日から開始されます。   

保証サービスまたは修理を受けるためには、Solmetric SunEyeユーザーズガイドに記載 
されている正規の修理センターにこの製品を返品する必要があります。RMA（技術サポート
から入手）のない返品は受け付けられません。保証サービスを受けるために返品された製品

の送料は、修理センターに製品を送付する際には購入者が負担し、製品を購入者に送付する

際の送料は修理センターが負担するものとします。ただし、米国外の国から修理センターに

返品する際に生じるすべての送料、関税、各種税金は、購入者が負担します。 

上記の保証は、購入者による不適切または不適当な保守、不正な改変や誤用、製品の環境仕

様から外れた環境での操作に起因する欠陥には適用されません。不正な改変には、Solmetric 
SunEyeハードウェアの分解、Solmetric SunEyeハードウェアの部品の取り外し、Solmetric 
SunEyeのオペレーティングシステムまたはオペレーティングシステム設定への改変、または
Solmetric SunEyeソフトウェア以外のソフトウェアのデバイスへのインストールなどが含 
まれます。 

購入者によるシステムまたは建物の設計および建築は、購入者の責任となります。Solmetric
は、購入者のシステム、製品、または購入者のシステムまたは製品の誤動作について保証い

たしません。さらにSolmetricでは、購入者のシステム、製品、または購入者のSolmetric製品
を使用することに起因するいかなる損傷も保証しかねます。 

適用される法律が許す範囲で、上記の制限付き保証は、明示または黙示を問わず、他のすべ

ての保証または条件の代わりになるものであり、当社はお客様の特定のニーズを知らされて

いた、または知らされる理由があったかどうかにかかわらず、黙示の権原保証、権利侵害の

ないこと、市販性、特定目的との適合性を含む、あらゆる黙示の保証または条件を放棄しま

す。弊社のいかなる従業員、代理店、業者、ディストリビュータも、この制限付き保証を変

更したり、追加保証を加えたりすることはできません。 

黙示の保証の除外を認めていない州または国もあるため、上記の除外が適用されない場合も

あります。この保証はお客様に特定の法的権利を付与するものであり、お客様は州または国

ごとに異なる他の権利を有することもあります。 
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制限付き救済手段 
弊社の全責任および唯一の法的救済は、制限付きハードウェアおよびソフトウェア保証を満

たしていない、領収書のコピーを添えたSolmetricハードウェアまたはソフトウェアを正規の
修理センターに返送して、交換または修理することです。 

当社はいかなる場合も、お客様に対して、SOLMETRICソフトウェアまたはハードウェアを使
用したこと、または使用できないことによって生じる利益の損失、貯蓄の損失、または必然

または偶然の損害を含むいかなる損害、または相手方の当事者による請求について、（たと

え当社または認定業者またはディストリビュータがそのような損害の可能性について知らさ

れていても）一切責任を負いません。 

付随的または結果的な損害の責任に対する制限または除外を認めていない州または国もある

ため、上記の制限が適用されない場合もあります。 

製品を返送する前に、技術サポートにご連絡ください。 
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Solmetric PV Designerについて 
Solmetric PV Designer ソフトウェアは、光起電(PV)太陽エネルギーシステム 
によるエネルギー生産量を計算するPCソフトウェアアプリケーションです。この
ソフトウェアは、ソーラーPV設計者が高レベルの設計と見積もりを行うことを意
図したツールです。このソフトウェアには次の機能があります。 

PVモジュールのレイアウトとストリング定義  

Solmetric SunEye™ 影分析ツールで測定したデータを用いた影の 
視覚化と分析 

現地の気象の影響と現場の影データを使用した電気ACキロワット/時
の計算。 

データのエクスポートと概要レポート 

PVモジュールのレイアウトとストリング定義  
Solmetric PV Designer™ を使用すると、アレイ面へのPVモジュールの配置場所 
を特定することができます。次の機能があります。  

アレイ面のパラメータの定義。傾斜、方位角、寸法などが含 
まれます。 

モジュールの拡張内蔵データベースからのモジュール寸法の取得 

アレイ面へのモジュールの追加、移動、モジュールの削除 

アレイ面のモジュールの視覚化  

仕様を備えた大規模な内蔵機器データベースからモジュールとインバ

ータのタイプの選択が可能。データベースにない機器はカスタム仕様

の入力が可能 

最大10個のモジュールストリング、およびモジュール関連ストリン
グの定義   

章 
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所定の数のモジュールで、選択した水平・垂直間隔を用いて複数スト

リングを「自動レイアウト」し、すばやく定義することが可能 

最大4つのデザインまたはシナリオを作成して並列比較することが可
能 

SunEyeデータを使用した影の視覚化と分析  
Solmetric PV Designer はSolmetric SunEyeの測定データを使用して、時間ごと、 
モジュールレベルでアレイ面領域全体に影を提供することができます。これには

次の機能があります。 

Solmetric SunEye セッションおよび地平線の自動インポート 

「ドラッグアンドドロップ」式でアレイ面の地平線の場所を定義 

アレイの 1/3モジュールごとに時間単位で地平線データを補間 

アレイ面全体の年間日射量を示す影の等高線プロット 

AC キロワット時の計算  
Solmetric PV Designer は、現地の気象データと現場の影データを使用して、電気 
ACキロワット時を計算し、表示します。次の機能があります。 

拡張内蔵機器データベースからのモジュールおよびインバータの電気

的特性の自動取得 

アレイへの放射照度と温度入力を調べる時間ごとの気象データの自動

取得  

ストリング効果の影響を含む影補正計算(計算方法に関する詳細文書
は後日発行の予定) 

ユーザー指定の最低温度と最高温度でのインバータ入力とのストリン

グ出力電圧互換性のリミットチェック 

最大4つのデザインを並列比較  

ストリングごとの SolarMagic™ Power Optimizers の影響のシミュレ 
ーション  

年間、月間、日間平均のAC kWh 生産の表示 

データのエクスポートと概要レポート  
Solmetric PV Designer を使うと、データをエクスポートしたり 
レポートを作成して、太陽エネルギーの提案や詳細解析に使うことが

できます。次の出力が使用できます。 
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デザインのエクスポート。任意のデザインをエクスポートして、保管

したり共有したりすることができます。各デザインは、同一、または

別のユーザーが後でインポートすることが可能です。  

時間ごとの CSV ファイル (コンマ区切り値)。時間単位の AC kWh 
生産量を表示します。Microsoft Excel やその他のプログラムに 
インポートして、詳細データ解析を行うことができます。 

概要のPDF。デザインデータ、およびセッションの各デザインでシミ
ュレートした月間のAC kWh の結果の概要をまとめます。  

Solmetric PV Designer バージョン 4.40 
本ソフトウェアリリースの要素について以下に説明します。  

最新リリースの新機能  
バージョン4.40では、次の機能がバージョン4.3以下に追加されまし
た。 

• レイアウトの強化。レイアウトビューには、次の変更が含
まれています。 

o 選択したモジュールのアレイ面への整列と配分。 

o ルーラー、グリッド、カーソルX-Y 
場所のアレイ面への表示。 

o アレイ面にズームインし、ズームスライダコントロー
ルまたはマウスホイールでモジュールを詳細表示。 

o ズームイン時に右クリックして表示場所にドラッグす
ることで、アレイ面全体でのパンニング(回転)を実現。 

o アレイ面のエッジからの距離を指定して、「モジュー
ルなし」ゾーンを指定できる機能。モジュールをこの

ゾーンに移動すると、モジュールは網掛け表示になっ

て問題が表示されます。 

• オンラインデータベース。モジュールとインバータのデー
タベースがオンラインで利用できるようになりました。ア

ップデートが使用可能になると、ユーザーに通知が送られ

ます。アップデートはソフトウェアを完全更新することな

く、ダウンロードできます。 
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• シミュレーション速度の向上。日射量表と計算結果のシミ
ュレーションと表示速度が向上しました。 

参考までに、バージョン4.30では次の機能がバージョン4.2以下に追
加されました。 

• 複数インバータ。1つのデザインで複数のインバータを使
用できます。モジュールごとに1つずつ使用することも可
能です。  

• インバータ「ガスゲージ」。1つのディスプレイに、モジ
ュールのレイアウトとストリングが、電圧、電流、電力と

インバータの限界にどのような影響を与えるかを示 
します。 

• 新しいデザインガイド。新デザインプロセスを支援 
します。 

• 自動レイアウトガイド。レイアウトにガイダンスと拡張さ
れた新機能を提供します。 

ソフトウェア更新について。 

機器データベース。モジュールとインバータデータが更新され、オン

ラインアクセスできるようになりました(一部、提供されていない業
界機器もあります)。データが見つからない、または不完全な場合 
は、注記が表示されます。このことにより、エネルギー生産計算に大

きな影響が出る可能性があります。カスタム機器機能を使用すること

で、ユーザー仕様を入力できます。 

部分影モデルと SolarMagic™ 計算。AC kWh の計算は、影、気象、 
ストリングの効果に合わせて調整できます。使用されているアルゴリ

ズムによって、見積もりが提供されます。ただし、結果にばらつきが

でることもあり、計算は実際のエネルギー生産量を保証するものでは

ありません。 

デザインに対してはリミットチェックが行われます。 

• システムの動作電圧を調べて、電圧がインバータの動作範
囲内であることを確認します。最小電圧は最高温度で発生

し、最大電圧は最低温度で発生します。  

• 最大開路電圧を調べて、インバータの最大電圧を超えない
ことを確認します。最大電圧は、最低温度で発生します。 

• 最大システム電流を調べて、インバータの最大電流を超え
ないことを確認します。 
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• 最悪時の最大システム電力(ACおよびDC)を調べて、イン
バータの最大電力を超えないことを確認します。最悪時最

大システム電力は、日射量が最大で温度が最低の場合に発

生すると考えられています。   

• 最低/最高温度値は既定値として保存されますが、正確を
期すため、気象区域のユーザーがリセットする必要があり

ます。 

各デザインで、複数の値を複数のインバータに入力できます。デザイ

ンは展開可能な「ツリー」にまとめられ、インバータ、DC入力、ス
トリングが表示されます。複数のインバータの電力合計は、kWh 
エネルギー生産の推定に使用されます。 

各デザインは1つの面に限定されています。「連結」機能を使用する
と、最大4つのデザインのエネルギーが合計され、複数面をシミュレ
ーションできるようになります。ここでは、各インバータ入力 
(MPPT)が同じ面のモジュールに接続されていると見なされます。 

このソフトウェアを操作するには、Solmetric SunEyeのセッションが 
必要です。セッションのサンプルが例示目的でwww.solmetric.com 
から提供されていますが、影計算を行うには、Solmetric 
SunEyeの地平線を使用する必要があります。 

ディレーティング。ワイヤ損失やその他出力の低減につながるディレ

ーティング係数を各デザインに組み込みます。この値は既定値とな 
り、変更する場合は、デザインごとにユーザーが入力する必要があり

ます。ディレーティング係数はパーセントで表されます。 

言語サポート。Solmetric SunEyeおよびデスクトップコンパニオンソ 
フトウェアは5ヶ国語(英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ス
ペイン語)で提供されています。ただし、英語以外の言語への翻訳 
は、通常英語版と比べて1、2改訂バージョン分遅れるため、最新機
能は英語でのみ提供されていることがあります。英語以外のマニ 
ュアルも、英語版と比べて1、2改訂バージョン分遅れることがあり
ます。  

このPV Designer ユーザーズガイドは、現在英語でのみ提供 
されています。フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語版の

翻訳も提供されていますが、1バージョン遅れての提供となります。 
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Solmetric PV Designerの使用 
Solmetric PV Designer は、学習が簡単で使いやすい一方、さまざまな用途で正確 
なシミュレーションを提供できる実力も兼ね備えたソフトウェアとして設計され

ています。ここでは標準的なデザインの設計シーケンスを紹介しながら、ソフト

ウェアの基本的な機能について説明します。 

この章には次の項があります。 

• ソフトウェアのインストールと Solmetric SunEyeセッションの読み込み 

• デザインの作成 

• 結果の解釈 

• ファイルとレポートの管理 

ソフトウェアのインストールと Solmetric SunEyeセッション 
の読み込み 
Solmetric PV Designer ソフトウェアの技術プレビューは、Solmetric SunEye 
デスクトップコンパニオンソフトウェアのバージョン3.0以上に組み込まれていま
す。Solmetric SunEyeTM とデスクトップコンパニオンソフトウェアの一般的 
な使用方法の詳細は、『Solmetric SunEye ユーザーズガイド』を参照 
してください。 

システム最小要件: 
• オペレーティングシステム:Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP2 
以上(Professional、Home、Media Center) 

• プロセッサ速度:1 GHz 以上 
• RAM:1 GB 以上、2 GBを推奨 
• 使用可能なディスク領域:200 MB以上 
• MS Internet Explorer 7.0以降  

章 
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• ディスプレイ解像度:1280x1024 以上。このソフトウェアは 
1024x800などの低解像度でも機能しますが、すべてのデザイン情報を表示
するためには、操作が必要になることがあります。 

上記のシステム必要条件を満たさないシステムでは正しく動作しないことがあり

ます。 

インストール手順 
最新バージョンのSolmetric SunEyeソフトウェアがコンピュータにインス 
トールされていることを確認してください。ソフトウェアはwww.solmetric.comの
ソフトウェアダウンロードページからダウンロードできます。   

インターネットに接続した状態で、Solmetric Web サイト 
(www.solmetric.com/support-info.html)の「Software Download」 
(ソフトウェアのダウンロード)リンクをクリックします。「Download 
current software (例:version 4.40.xxxx)」(最新ソフトウェアの 
ダウンロード(例:バージョン4.40.xxxx))と言うリンクをクリックします。 
 
注: 2010 年8月2日以降に購入した最新版のSolmetric SunEyeをお持ちの 
方は、Solmetric SunEye に付属のDVDに最新版のソフトウェアが収録 
されています。DVDをWindowsデスクトップコンピュータのDVDドライブ
に挿入してください。「ようこそ」画面が自動的に表示されない場合は、 
[スタート]をクリックし、[マイコンピュータ]をクリックしてDVDドライブ
をダブルクリックします。続いて、setup.exeをダブルクリックします。必
ず最新版であることを確認してください。 

ソフトウェアを実行するか、保存するかを選択するように求められること
があります。以下の画像をご覧ください。[実行]を押すと、ソフトウェアの
インストールプロセスが開始されます。 
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「ようこそ」画面に表示される指示に従ってSolmetric SunEye™ 
デスクトップコンパニオンソフトウェアをインストールし、Solmetric 
SunEye TM デバイス上のソフトウェアを更新します。既にイン 
ストールされていない場合は、このインストール手順でMicrosoft 
ActiveSync (Windows の場合)またはWindows Mobile Device Center 
(Windows 7およびWindows Vistaの場合)がインストールされます。 
これらのアプリケーションは、Solmetric SunEyeTMデバイスと通信 
するために必要です。Solmetric SunEye デバイスへのインストールは、 
以下に示すインストールダイアログの「スキップ」を選択することで省略

できます。 
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今回初めてSolmetric SunEyeTMデスクトップコンパニオンを起動 
する場合や、今までにSunEye ハンドヘルドデバイスからデータを転送 
したことがない場合は、ユーザーズガイドを閲覧する以外にこの時点でデ

スクトップで行える操作はありません。次のような画面が表示されます。 
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PV Designerを使用するには、Solmetric SunEyeセッションをデスクト 
ップソフトウェアに読み込む必要があります。セッションを読み込むに 
は、[セッションの参照…]をクリックし、セッションが保存されているフ
ァイルの場所に移動します。通常は、[マイ ドキュメント]/ 
[Solmetric]/[SunEye]/[Sessions]/ に保存されています。必要なセッション 
を選択します。以下に示すように、[セッションのプロパティ]ダイアログ
が表示されます。 
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[セッション]メニューから[PV Designer]を選択して、PV Designerを起動 
します。ソフトウェアの初回実行時には、無料トライアルを開始する、ソ

フトウェアライセンスを注文する、など、以下の画面に示すようなオプシ

ョンが表示されます。無料トライアルを開始した場合、残り日数が表示さ 
れ、そのコンピュータでトライアルが終了すると、このオプションは表示

されなくなります。このトライアル、またはライセンスは、PV Designer 
関連ではないSunEyeデスクトップソフトウェアには必要ありません。 
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PV Designer を開始した場合、初回ソフトウェア起動には最大10秒か 
かることがあります。そのセッションで最初にPV Designerを起動した 
場合、既存のデザインがないため、最初は何も表示されません。下に示す

ように、デザインの作成プロセスを示すセッションガイドが表示されま 
す。注: 最適な表示結果を得るため、PV Designerウィンドウを最大化 
して全画面表示してください。これで新しいデザインを作成する準備が整

います。 
 

 
 

デザインが終わると、デザインはそのセッションに関連付けられ、そのセ

ッション内で PV Designerを再度起動すると、そのセッション用に 
以前に保存したデザインが起動時に表示されます。  
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セッションで最初にデザインを作成すると、下に示すようなPV Designer 
セッションガイドが表示されます。  
 

 
セッションごとに最大4つのデザインを作成できます。デザインを作成す
るには、セッションガイド左側の手順に従います。各手順が終わると、 
「キャンセル」、「前へ」、「次へ」、「完了」から次の操作を選択でき

ます。 

気象 – 最寄の適切な気象観測所を選択し、デザインのリミットチ 
ェックに使う最高温度と最低温度を入力します。気象データはセッション

内のすべてのデザインに適用されます。気象観測所を新しく選択した場 
合、DVDまたはインターネット接続が必要になります。最高/最低温度 
は、www.weather.com から参照できます。 

名前および機器 – デザイン名を選択し、使用するモジュールとイン 
バータのモデルを選択します。機器はオプションとして選択するか、自動

レイアウトウィザードで編集することができます。 

レイアウト面の面積を定義 – 面の方位と寸法を入力します。 

配列の作成– レイアウト面のモジュールのタイプと場所を指定します。 
モジュールのタイプと場所を指定します。モジュール数または  
kW ピーク、行数、および両端揃え(左右/上下) を選択します。 

インバータのプロパティ – インバータのタイプとデザイン内のインバ 
ータ数を指定します。 
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上記のデザインパラメータはすべてPV Designerガイドの外で、通常のPV 
Designerユーザーインターフェイスの「手動モード」を使用して変更す
ることが可能です。  

PV Designerには3つのタイプのガイドがあり、下のグラフィック 
に示すように重複しています。PV Designer セッションガイドは 
セッションの最初のデザインでのみ表示されます。新しいデザインガイド

は新しいデザインを作成するたびに、また自動レイアウトガイドはレイア

ウトを変更するたびに使用できます。 

注:自動レイアウトガイドには、既存のレイアウトパラメータを変更する
ためのオプションが表示されます。「完了」を押して自動レイアウトを完

了すると、既に定義済みのレイアウトは新しく定義したレイアウトで置き

換えられます。  
 

 
 
これらのガイドはデザインやレイアウトの定義に必要な機能に簡単にアク

セスするためのものです。代わりに手動モードでデザインやレイアウトを

入力することもできます。または最初にガイドを使用して暫定デザインを

作成し、手動モードで変更することもできます。PV Designerはこの2 
つを組み合わせることで、ガイドの使いやすさと手動モードの柔軟性をユ

ーザーに提供しています。 
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最初に、PV Designer 気象観測所と最高/最低温度を定義する必要があり 
ます。気象観測所を選択し、デザインを有効にします。[気象観測所の選
択]ダイアログが表示されます。 
 

 
PV Designer の気象観測所は、Solmetric SunEye および Solmetric 
SunEye デスクトップコンパニオンで使用されている気象モデルと異 
なっていても構いません。PV Designer ソフトウェアの気象観測所選択 
は、SunEyeソフトウェアの選択肢と関連がありません。PV Designer 
ソフトウェアでセッションデータを使用する場合、気象観測所データを選

択し直す必要があります。 
 
PV Designer 気象観測所ファイルには、さまざまな情報源から集めた 
世界中のデータが入っています。たとえば米国の場合、NRELのTMY 
3データが提供されています。この気象データはSolmetric SunEye 
デバイスからもご利用いただけます。ただしPV Designerは、日射量 
と温度データの両方を活用するため、異なる方法でデータを処理します。 
 
気象観測所データファイルは、PV Designerのプログラムメモリには 
自動的に保存されません。このデータはコンピュータがオンライン接続し

ているときはインターネットから、またはPV Designer DVDが 
使用可能な場合はDVDのいずれかから使用できます。インターネットに
接続できない場合は、気象観測所データファイルを使用できない場合があ
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ります。気象データにアクセスするには、DVDを挿入するか、インター
ネットに接続してください。 
 
 

PV Designerは既定の設定として、SunEye のセッションで定義された 
セッションの場所に地理的に最も近い場所を選択します。しかし、別の気

象観測所を選択することもできます。または、再度最寄の気象観測所に戻

るには、[最寄の観測所を選択]を押して、[OK]を押します。 
 
PV Designer 気象観測所が選択されると、その観測所のデータファ 
イルがコンピュータにダウンロードされ、ローカルハードドライブに保存

されて、これ以降使用できるようになります。これ以降はPV 
Designerからその気象観測所にアクセスするためにインターネットに接
続する必要はなくなります。 
 
[最寄の観測所を選択]ダイアログには、選択した気象観測所のデータサマ
リーが表示されます(以下参照)。 
 
 

 
次に、その場所の最低温度と最高温度の期待値を入力します。これはイン

バータ電圧、電流、電力仕様のリミットチェックの際に使用されます。通

常、30年分の日中最低・最高気温の平均値を使用します。データは 
www.weather.comなど、さまざまなインターネット情報源から入手でき
ます。 
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デザインの作成 
ここでは次の操作を含め、新しいデザインの作成方法について説明 
します。 

機器の選択 

アレイ(配列)面の指定 

モジュールレイアウトの作成  

アレイ面での地平線の特定 

 

新しいデザインを作成します。これはセッションガイド、または新しいデ

ザインガイドのいずれかで行うことができます。[新しいデザイン]、[名前
および機器]の順に選択します。次に[自動レイアウトガイドの実行]を選択
するか、[手動モード]を選択して機器を入力し、手動でレイアウトを作成
します。  
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手動モードを選択すると、次のような機器のリストが表示されます。 

 
製造元を選択し、ドロップダウンメニューからモデル番号を選択します。

データベースから使用可能な仕様が表示領域に表示されます。既定値は[
工場]機器で、事前に保存済みの仕様が表示されます。[カスタム]機器は以
下に説明する方法で設定できます。 
 
デザインに一意の名前を作成するには、既存の名前をクリックし、新しい

名前を入力します。必要な機器の指定が終わったら、[完了]を押して手動
モードに戻ります。 
 
機器の仕様が不完全だったり変更の必要がある場合は、[カスタムとして
保存]を押します。必要な製造元またはモデル番号が機器リストに表示さ
れない場合は、[カスタム]を選択し、新しいモジュール定義を作成するこ
とができます。カスタム機器ファイルを定義すると、仕様の既定値が次の

ダイアログに表示されます。名前、説明、仕様を入力し、[保存]をクリッ
クします。既定のディレクトリは[マイ ドキュメント]/[Solmetric]/ 
[SunEye]/[Custom Equipment] になります。  
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前の手順で[自動レイアウトガイドの実行]を選択すると、自動レイアウト
ガイドが開始され、アレイ(配列)面の定義が以下に示すように表示されま
す。 
 

 
面の方位角と勾配を設定し、続けて寸法を設定します。次に、[セットバ
ック距離]を入力します。これはアレイ面の各隅からの距離を表し、モジ
ュールの配置が許可されない場合(消防アクセスなど) に使用します。  



 

25 
 

[次へ]を押して、[配列の作成]またはモジュール配置手順に進みます。次
のような画面が表示されます。 

 
 

モジュールのタイプ (製造元とモデル)が設定されていない場合は選択し、 
[縦]か[横]、およびモジュール間の間隔を設定します。次の方法のいずれ
かを使用して、アレイ配列のサイズを設定します。 
 

- [面の面積の塗りつぶし]。できるだけ多くのモジュールを使用して、
面積を自動充填します。行数は自動計算されます。 

- [kWp の制限] (ピーク)。必要な kWp制限値を入力します。使用可能 
な行数が[行数]スライダに表示されます。必要な行数に調整します。 

- [モジュール数を制限]。必要なモジュール数を入力します。使用可能
な行数が[行数]スライダに表示されます。必要な行数に調整します。
行数はアレイ面に収まるように自動的に制限されます。 
 

行数: 行数を選択可能な値に設定します。注: [行数]スライダコント 
ロールを使用すると、セットバックによって変更された配列寸法内の行数

値を使用できます。追加の行数が必要な場合は、寸法/セットバックの調
整が必要になることがあります。  
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システム配置:必要な[垂直整列](上、中央、下)および[水平整列](右、 
中央、左)を設定します。モジュール配置は後で手動モードで変更 
できます。 

[次へ]を押して、下に示す[インバータのプロパティ]画面に移動します。 

 
 
インバータの製造元とモデル、およびインバータ数を入力または変更し 
ます。インバータ数は、1からモジュール数の間で指定する必要がありま
す。マイクロインバータの場合、インバータ数はモジュール数と同等にな

ります。  

 

[完了]を押してデザインとレイアウトを完了します。 

同じデザイン名で既に定義されている既存のデザインがあれば置き換えら

れます。別のデザインが必要な場合は、[新しいデザイン]を押します。PV 
Designer では1つのセッションで最大4つのデザインを比較できます。 
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セッションガイド、デザインガイド、レイアウトガイドの使用後、PV 
Designer は標準ディスプレイが以下のように表示される手動モード 
に戻ります。この表示領域には、ここに示すオーバーレイのラベルが付い

ています。 
 

 
各領域の簡単な説明は次のとおりです。 
 
- デザインタブ領域: 機器の指定、ストリング管理、デザインのイン 
ポート/エクスポートを行います。最大4つのデザインを指定すると、各デ
ザインは独自のタブを持つようになります。一度にアクティブにできるデ

ザインは1つだけで、アクティブなデザインは白で強調表示されます。 
 
- サイトビュー (アレイ面): アレイ面を角度付きの3Dビューで示します。 
ここで傾斜、方位角、長さ、幅を設定します。サイトビューは各デザイン

に固有です。3D 面ビューは折りたたむことができるので、折りたたんで 
デザインツリーとインバータのプロパティをより完全に表示することがで

きます。 
 
- サイトビュー (デザインツリー): インバータ、DC入力、ストリングの 
リストが表示されます。ツリーの項目を選択すると、そのプロパティが表

示されます。インバータまたはストリングを選択すると、その選択内容に

関連したモジュールがレイアウトビューで強調表示され、そのインバータ
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またはストリングのパラメータがデザインツリーに表示されます。たと 
えばストリングを選択すると、SolarMagic™ をそのストリングに追加す 
るチェックボックスが有効になり、システム出力がSolarMagicの影の緩
和、およびストリングバランスプロパティを使用して再計算されます。 
 
- レイアウトビュー: レイアウトビューは、アレイ面に対して垂直 
(垂線)です。これによって、モジュールレイアウトの2D描画と作業領域が
できます。現在アクティブなデザインのレイアウトビューが表示されま 
す。モジュールは、選択、移動、削除できるほか、ストリングに割り当て

ることができます。 
 
- 結果領域: 選択したデザインの計算結果が表示されます。エネルギー 
生産量の月間合計、または日間平均が表示されます。また、「サマリー 
PDF」レポートや時間ごとの生産量を示すCSVファイルにアクセスする
こともできます。 
 
- プロパティ領域: モジュールおよび地平線の場所など、デザインパ 
ラメータに関する状況依存情報が表示されます。 
 
ウィンドウの相対的なサイズ変更は、一部制限がありますが調整可能で 
す。サイズを変更するボックスの線と線の間にマウスを動かします。縦、

または横の矢印が表示されたら、マウスのボタンを押したまま必要な位 
置まで線をドラッグします。 
 
サイトビュー、レイアウトビュー、および結果ウィンドウは、[最大化]記

号 を押して全画面表示にすることができます。全画面表示を終了する

には、[復元]記号 を押します。 
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アレイ(配列)面を指定します。サイトビュー領域で、傾斜と方位を角度単
位で指定します。続けて、アレイ面の長さと幅を指定します。距離の単位

は[単位]メニューでメートルかフィートから選択できます。 
 

 
 
3D サイトビューを折りたたんで、デザインツリー、および選択した 
インバータとストリングのプロパティを最適表示することができます。 

デザインのディレーティング係数を指定します。ワイヤ損失やその他出力

の低減につながるディレーティング係数を各デザインに組み込みます。こ

の値は既定値となり、変更する場合は、デザインごとにユーザーが入力す

る必要があります。ディレーティング係数は小数で表され、これを掛け合

わせることで全体のディレーティング係数が算出されます。これをさらに

AC kWh の結果に掛け合わせます。 
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[デザイン]タブで[ディレーティング]を選択します。 
 
 

 
 
インバータと変圧器のディレーティング係数は選択したインバータの仕様

から取得されるため、編集できません。 
 
各デザインごとに個別のディレーティング係数を持つことができます。デ

ザイン内に複数のインバータがある場合、個々の効率がここに表示されま

す。 
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モジュールのレイアウトを作成または編集します。モジュールはアレイ面

の任意の場所に追加できます。[モジュールの追加]を選択すると、[モジュ
ールの追加]ボタンの縁が黄色で強調表示されます。注:[モジュールの追加] 
機能を有効にするには、ツリー領域でストリングを選択する必要がありま

す。面内でマウスを押してから離すと、1つのモジュールが追加されます
。または[モジュールの追加]を強調表示した状態で、マウスを押したまま
、アレイ面をドラッグします。モジュールが自動的に追加され、指定され

た領域が塗りつぶされます。間隔と方位は[モジュール]領域で定義されま
す。この場合、既定で追加されるすべてのモジュールが選択したストリン

グに配置されます。下に例を示します。各モジュールに関連したインバー

タ、DC入力、およびストリングのラベルが各モジュールに表示されます
。新しいモジュールを追加するには、ストリングを選択しなければならな

いことを忘れないで下さい。 
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モジュールを選択すると、その場所がプロパティ領域に指定されます。 
選択した場所の左上隅の位置が、アレイ面の左上隅に相対的に表示されま

す。たとえば下の図では、アレイ面の左上隅から左に4.61フィート、下に
4.33フィートの位置に選択したモジュールの左上隅の始点が配置 
されます。 
 
 

 
 
 
2つのストリングが指定され、ストリング2にラベルが付いているこ
とに注意してください。アクティブなモジュールは黄色で縁取りさ 
れ、選択したモジュールの場所の説明が、プロパティ領域に表示され

ます。また、結果は[結果]領域にも表示されます(次の図を参照してく
ださい)。 
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注:ストリング電圧と電力がインバータ仕様の範囲内であることを確
認するため、リミットチェックが実行されます。これらの値は、最低

温度と最高温度によって大きく変わります。最低温度と最高温度を設

定するには、[結果]領域の左にある[気象]領域に温度を入力します。 
 
インバータの電圧または電力仕様が入力された温度値を超えている 
と、黄色い警告記号 が[結果]領域の[年間AC電力]付近に表示されま
す。制限値を超えている値を確認するには、デザインツリーでインバ

ータを選択し、[インバータ限界値チェック]を選択します。下に示す
ような「ガスゲージ」が表示されます。 

 
制限値を超えていない場合は緑のバーのみが表示されます。各値の右

側の矢印は計算値を示します。制限値を超えている場合は、黄色の警

告三角形に加えて、上のDC電力とAC電力に示されているように、赤
いバーが表示されます。 
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配置 / 表示 

[整列 / 表示] では、モジュールを配置したり、ルーラーや罫線の表示 
を設定したりできます。配置するモジュールを選択し、左/中央/右/ 
上揃えのいずれかを選択します。等間隔で配置するモジュールを選択

し、モジュールに適用する間隔(水平または垂直)を入力します。罫線
を表示するボックス、1フットまたは1メートルでの間隔、または表
示するルーラーをフィートまたはメートルで選択します。[配置 / 
表示]画面を下に示します。 
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モジュール禁止ゾーン 

各端(左/上/右/下)のセットバックの影領域を示すセットバック距離を
フィートまたはメートルで入力します。[モジュール禁止ゾーン]画面
を下に示します。 
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シェーディング(影)の特定 

 
アレイ(配列)面でSunEye地平線を見つけます。レイアウトビューで 
[シェーディング]を選択します。セッションの各地平線を示すアイコ
ンが[シェーディング]に表示されます。 
 
各アイコンをSunEye地平線データが取得されたアレイ面の場所にド
ラッグします。たとえばこの場合では、アレイ面の4隅で地平線デー
タが取得されています(下を参照)。  

 

 
計算結果はすぐに更新され、アクティブな地平線の場所と年間ソーラ

ーアクセスが[プロパティ]領域および[地平線]のサムネールに表示さ
れます。 

 
ソフトウェアでは、すべての地平線データの補正値に基づく影の形状

が、その年の時間単位で計算されます。地平線の各データには、計算

対照の位置を基準とした相対位置が加重されます。 
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アレイ面から地平線アイコンを削除するには、アイコンを選択して 
[削除]を押します。アイコンは[シェーディング]フォルダ領域に戻り
ますが、後で再挿入することが可能です。 
 
アレイ面全体の年間日射量の差を示す日射量表を有効にするには、 
[日射量]タブを選択し、[日射量を表示]のチェックボックスをオンに
します。必要に応じて下にスクロールすると、ソーラーアクセスの割

合の色分け表が表示されます。パネルの視野のシェーディングの効果

も一緒に表示されます。 
 

 
次は結果について詳しく学びます。 
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結果の解釈 
Solmetric PV Designer TM の主要出力は AC kWh の推定結果です。1つまたは複数の 
デザインの結果を表示できます。ここでは少しだけ異なる2つ目のデザインを作成
して、結果を分析します。 

1. 最初のデザインと同じ2つ目のデザインを作成するには、左側の[デザイン]
領域で[このデザインのコピーを作成]を選択します。2つ目のデザインを表
示します。既定の名前は「デザイン1- コピー」となります。[デザイン] 
タブを下にスクロールしなければ表示されないこともあります。デザイン

のカスタム名を作成するには、既存の名前をクリックし、「Design 2」 
などの名前を入力します。これでパラメータを一部変更して、結果を比較

できるようになりました。  
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2. 結果を比較します。下の画面では、デザインの[結果]領域が最大化されてい
ます。結果は月間合計または日間平均で表示することができ、デルタ電力

には、年間合計の差が表示されます。 
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ファイルとレポートの管理 
ソフトウェアのレポート領域では、さまざまな出力が使用できます。 

1. グラフの右側の csv を押すと、時間ごとのCSVファイルが生成されます。 
レポートファイルの場所とファイル名を選択します。このコンマ区切値フ

ァイルは、Microsoft Excelやその他のプログラムで開いて詳しく分析 
することができます。Excelで開いたファイルは、次のように表示されます 
(実際は一年365日分のデータが含まれていますが、最初の3日分のデータだ
けが表示されています)。 
 
Hourly AC Output 1.0
Design Na Design 1
Latitude: 38.4
Longitude -122.8
Mag Dec: 14.7
Number o 6
Module: Sunpower Corp. SPR-300-WHT-I
Inverter: SMA Technologie AG Sunny Boy 7000US - 208VAC
Number o 2
Number of Modules per String:
String 1 7
String 2 7
Uses SolarMagic:
String 1 no
String 2 no

begin data 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
1-Jan 0 0.202631 0.736131 1.817392 1.202807 1.056113 0 0 0
2-Jan 0 0.29002 0.845918 1.705294 1.106186 0.891253 0 0 0
3-Jan 0 0.280603 0.836283 1.220556 0.86026 0.716366 0 0 0
4-Jan 0 0.201846 0.373022 0.802412 1.227593 1.083398 0 0 0
5-Jan 0 0.243901 0.858396 1.73839 1.193168 0 0 0 0  

2. サマリーPDFファイルを生成するには、レポート領域の最上部の[サマリー
PDF]を押します。このファイルには、セッション中で選択したすべてのデ
ザインのデザインのプロパティとAC kWhの結果が表示されます。 
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レポートには、システムのレイアウトビューを視覚表示したものも含まれ

ています。 
 
レポートは表示し、保存することができます。既定のディレクトリは[マイ 
ドキュメント]/[Solmetric]/[SunEye]/[PV Designer Exported Reports] 
になります。レポートは、タイトルページ、すべてのデザインのサマリー

と[結果]または[連結]結果、および選択したデザインごとの1ページのサマリ
ーで構成されています。レポート例のページのサムネールをここに示しま

す。 
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3. 結果の出力以外にも、デザインを保存して後で呼び出したり他のユーザー
と共有したりすることができます。[デザイン]タブで[このデザインのエク
スポート]を選択し、保存先(既定値は[マイ ドキュメント]/[Solmetric]/ 
[SunEye]/[PV Designer Exported Design])とファイル名を選択します。 
デザインをインポートする場合は、[新しいデザイン...]ボタンの右の矢印を
クリックし、[デザインのインポート...]を選択します。地平線の場所は、デ
ザインファイル、および地平線ファイルに保存されます。  
 

その他の情報は、Solmetric Web サイト（www.solmetric.com)を参照するか、電子 
メールまたはお電話にてSolmetricまでお問い合わせください。 
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本社連絡先: 
 

Solmetric Corporation 
117 Morris Street, Suite 100  
Sebastopol, CA 95472 USA  
電話: +1-(707) 823-4600  
FAX: +1-(707 823-4620  
米国内フリーダイヤル: +1-877-263-5026  
電子メール: info@Solmetric.com  
ホームページ: www.solmetric.com 
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