
自家消費型太陽光発電向け監視パック



Measurem
ent

太陽光発電の各種データ計測・表示に加えて
PCSの出力制御機能を備えた小型計測機器。

selco device

Setting-tool

selco manage
selco deviceの設定変更を、Webブラウザから

簡単な操作で行うことができます。

例)各系統ごとのPCSのメーカーや型式を
　 変更し、selco deviceを更新。

セルコマネージ

セルコデバイス

M
on

ito
ring selco monitor

太陽光発電設備の監視に必要な機能を搭載した
Webアプリケーションです。ディスプレイに表示することで

PRツールとしてもご利用いただけます。

self-consumption

自家消費型太陽光発電システムの監視に必要な機能を
一つにパッケージングしました。

機器交換保証サービス
※有償オプションサービス

計測・PCS出力制御用
デバイスセット

デバイス設定用
アプリケーション

マルチデバイス対応
表示アプリケーション

-セルコ-

セルコモニター
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ng
selco monitor

太陽光発電設備の監視に必要な機能を搭載した
Webアプリケーションです。ディスプレイに表示することで

PRツールとしてもご利用いただけます。

self-consumption

自家消費型太陽光発電システムの監視に必要な機能を
一つにパッケージングしました。

機器交換保証サービス
※有償オプションサービス

計測・PCS出力制御用
デバイスセット

デバイス設定用
アプリケーション

マルチデバイス対応
表示アプリケーション

-セ
ル
コ
-

セルコモニター

※JPEA太陽光発電協会 表示ガイドライン(平成28年度)をもとに算出

当日の電力自給率や各計測値、推移グラフなど、日々の運用に必要な情報が一目で確認できます。
大型ディスプレイに表示することでPRツールとしてもご利用いただけます。

発電・消費、出力制御を見える化

当日の発電量を、一般家庭が使用する電力量の何軒分に
相当するか換算して表示します。

TOP

3段階の表示

POINT

自給率メーター 自給率に応じて3段階の表示パターン
が用意されています。自給率が上がるほ
ど賑やかな表示になります。

出力制御時間帯

RPR動作警報

RPR動作警報

発電・消費電力グラフ 逆潮流によるRPR動作の疑いを検知す
ると警告アイコンを表示。発電停止によ
る損失の軽減をサポートします。

当日の発電・消費電力の1時間値をグラフ化します。
日射・気温計測時はグラフが追加されます。

発電・消費電力グラフ

機器に異常が発生した場合に
アイコンが表示されます。

異常発生通知 一般家庭換算率

発電電力や消費電力、発電上限指令、受電電力の
当日積算値や瞬時値を確認できます。

当日計測数値

当日の電力自給率を表示します。自給率の
数値に応じて、表示が変化します。

自給率メーター

ログイン中のユーザー名を表示します。
説明書など資料のダウンロードもできます。

ユーザー名

50%未満 50%以上～
75%未満

75%以上

本日の自給率

85.4%68.5%

本日の自給率本日の自給率

9.7%

監視機能とPR性の両立1Features

簡単でロスの少ない出力制御設定スケジュール

手軽に発電状況を確認全画面

マルチデバイス対応3Features

PC、タブレット、スマートフォンでの表示に対応。

DVI-Dで画像出力し、大型ディスプレイと併用すれば、PR用途にも活用可能です。

デフォルト

2020/5/14(木)

出力制御パターン

水月 火 日土金木

デフォルト デフォルト デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト デフォルト

デフォルト デフォルト デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト デフォルト

デフォルト デフォルト デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト デフォルト

デフォルト デフォルト デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト デフォルト

デフォルト デフォルト デフォルト

8 9 106 74 5

29 30 3127 2825 26

22 23 2420 2118 19

16 1713 1411 12

1 2 3

15

2020/05 選択日を に平日 保存に設定デフォルト
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- 5 kW ※PCS定格100kWの場合

遠隔でPCSを出力制御2Features

POINT

Webブラウザ上でPCSの出力制御スケジュール
設定が可能です。毎月のスケジュールの確認や、
編集作業が容易に行えます。

カレンダー形式で表示

PCS出力制御スケジュール

PCS定格PCS定格

-10 kW-10 kW

-7.5 kW

-5 kW発電電力
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消費電力／PCS定格 消費電力… 制御目標値
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図の場合（PCS定格100kW）では、消費電力が
PCS定格の80%未満～40％以上の間は、発電電
力を消費電力の-7.5kW以下に制御します。
消費電力とPCSの定格に基づく荷重等差制御を
採用しており、季節や時間変化に捉われない制御
が可能です。複数の出力制御スケジュールを用意
する手間を省くことにも繋がります。※

季節・時間変化の考慮不要

独自の制御ロジックで設定を簡略化

※40パターンまで出力制御スケジュールの登録が可能

現地での表示にも現地での表示にも



システム構成例

売らずに自家消費

発電電力

買電電力

selco web（Webサービス）

selco monitor
（モニタリング）

-セルコ-

PCS

発電電力

太陽電池

selco device
(計測・制御機器)
※収納BOXに内蔵

制御設定

設定・変更・更新

受変電設備

%

マルチメーター
（買電電力計測）

売電しない

オフィスや工場など

買電電力計測

電力会社

※受変電設備からの買電電力計測にはマルチメーター（RS485通信機能付き）の設置が必要です。

selco web（Webサービス）でモニタリングやPCSの出力制御設定を行い、
selco device（計測・制御機器）を経由して出力制御命令を送信します。

selco care -セルコ ケア- (有償オプションサービス)
制御機器(selco device)が故障した際、発電ロスを最小限に抑えることができる機器交換保証サービスです。
制御機器に故障が発生すると、PCSとの通信が途絶え発電がストップしてしまいます。
本サービスにご加入いただいた場合、最短日数で代替機器（リフレッシュ品）をご提供するため、発電ロスを最小限に抑えることができます。

推奨動作環境（selco monitor/manage）

製品・サービスに関するお問い合わせはこちら

050-3507-3550 (営業窓口)

http://www.f-logic.jp/support/contact.htmlWebから
202２04

【 　本　社　 】 〒530-6126  大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル26F

【 東京営業所 】 〒140-0001  東京都品川区北品川3-6-9 Ubiz品川3F

株式会社フィールドロジック

主要メーカーのPCSに順次対応中です。
詳しくは製品ページの対応表をご覧
ください。

PC

iPhone、iPad

デバイス

Windows

iOS14.3

OS ブラウザ

・Microsoft Edge 最新版

・Google Chrome 最新版

Safari14.0.x
http://www.f-logic.jp/service/measurement/selco.html

対応PCSについて

発電電力計測

selco manage
(デバイス設定ツール)

出力制御命令

…現地

（自家消費型太陽光発電向け監視パック）

保証期間 サービスのポイント

安心
保証

•selco device設定完了日の翌月1日よりサービス開始。

•selco web（webサービス）のご契約期間に合わせて、1年毎に自動更新。
　（契約更新回数の制限なし）

•本サービスの適用期間中は、機器故障の申告を受けると翌営業日以内に
　代替機器（リフレッシュ品）を発送する先出センドバック方式を採用。
　これにより、発電ロスを最小限に抑えます。

受注
selco device
設定完了日※1出荷日

通常保証（後出センドバック）
適用※2

selco care（先出センドバック）
にて保証

selco web（webサービス）

※1 デバイス設定ツール「selco manage」にて設定
※2 機器交換は初期不良があった場合のみ

本サービス期間中
機器交換回数上限なし

サービス開始日
（設定完了日の翌月1日）


