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シミュレーションのながれ❶

Googleマップから検索し、設置サイト
の緯度経度情報と航空写真イメージを
取得します。

加えて、設置サイトに最も近い地点の気
象データを選択します。

設置サイトのロケーション設定Step.1

使用するPVモジュールとPCS候補の選択Step.2
使用するPVモジュールとPCSの候補を
データベースから選択します。
（複数候補の選択可）

また、新しいPVモジュールやPCSなど
を登録することも可能です。

•Energy Plus      2126 stations

•TMY3                1020 stations  

•METPV-3/11        837 stations

•METPV-ASIA         49 stations

•METEONORM   (Importable)

METEOROLOGICAL DATABASE

全国数千地点の気象データを収録
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設置サイトのロケーション設定Step.1

使用するPVモジュールとPCS候補の選択Step.2
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3Dモデル空間に、ロケーション設定で
取得した航空写真イメージが、自動ス
ケーリングされて配置されます。
このイメージや地形モデルをベースに、
PVアレイやPVモジュール、建築物など
のオブジェクトを作成します。

3Dモデル空間内のオブジェクトは自由
に位置変更が可能で、寸法がわからな
い場合でも、直接モデルをピックして距
離や平面角度、斜面の勾配角度などが
確認できます。

さらに、3Dモデル空間内で設定対象を
領域で指定するだけの簡単な操作で
PVストリング設定が行えます。

選択した気象データ・PVモジュール・
PCS情報に加え、

•最低気温時のPVストリング電圧上昇
•最高気温時のPVストリング電圧下降
•PVストリング短絡電流許容値
•過積載率 etc…

これらの項目を考慮し、PVストリング
の直列数・並列数を列挙します。

運用に適したストリング列数が
瞬時に判断できます。
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PVストリング検討Step.3

3Dモデル空間に、ロケーション設定で
取得した航空写真イメージが、自動ス
ケーリングされて配置されます。
このイメージや地形モデルをベースに、
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離や平面角度、斜面の勾配角度などが
確認できます。

さらに、3Dモデル空間内で設定対象を
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PVストリング設定が行えます。

3Dモデルの構築Step.4

選択した気象データ・PVモジュール・
PCS情報に加え、

•最低気温時のPVストリング電圧上昇
•最高気温時のPVストリング電圧下降
•PVストリング短絡電流許容値
•過積載率 etc…

これらの項目を考慮し、PVストリング
の直列数・並列数を列挙します。

運用に適したストリング列数が
瞬時に判断できます。
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シミュレーションのながれ❷

発電システムの電気的な構成を「構成
ツリー」に設定します。

まず構成ツリーの設定ノードにPCSを
追加し、次にその下層にPVストリング
を追加します。

このツリーでは複数の異なったPCS群
からなる構成も自在に設定でき、変圧
器やDC/ACケーブル、負荷機器などの
追加も可能です。

HelioBase®の構成ツリーは、小規模な
システムから大規模なシステムまで柔
軟に表現することができます。

発電電力量計算は下位ノードから上位
ノードに向かって計算します。
1つのノードの処理は、全ての下位ノー
ドからの電力を入力とし、ノードの損失
計算を行い、残りの電力が上位ノード
に出力されます。

HelioBase®はこの構成ツリーを利用
し、送電経路に沿ってノードタイプ毎に
電圧や電流などの制限チェックを行い
ながら、発電電力や損失電力を計算し
ています。

電気的な構成を「構成ツリー」に設定Step.5

機器構成を柔軟に再現できる「構成ツリー」特許取得 特許第4643759、4666538号

3

シミュレーションのながれ❷

電気的な構成を「構成ツリー」に設定Step.5

機器構成を柔軟に再現できる「構成ツリー」特許取得
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構成ツリーの計算単位を指定して、シ
ミュレーション計算を実行します。

HelioBase®の発電シミュレーション計
算は、構成ツリーの電気的な構成と3D
モデル空間の幾何学的な位相表現に基
づいて行われます。

計算結果は、構成ツリーに結果ノードと
して保持されます。

結果サマリーテーブルには総合出力電
力量をはじめ、影の影響による出力減
少率、PCSピークカット損失率などが出
力され、影の影響や過積載の度合いを
定量的に把握することができます。

シミュレーション計算・結果確認

シミュレーション結果はExcel形式のレ
ポートとして出力可能です。

レポートテンプレートはカスタマイズに
対応しており、ユーザー独自のテンプ
レートを設定できます。

また、計算結果の詳細データも全て
Excelファイルに出力されるため、独自
の指標を表示することも可能です。

0
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レポート作成Step.7
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例えば72セルの結晶系PVモジュールには、24のセルが直列
に接続された「クラスタ」という単位が存在しています。

各クラスタにはセルの不具合によって起こる発電効率の低下
を回避するために「バイパスダイオード」と呼ばれる迂回用の
素子が組み込まれています。

クラスタを流れる電流は、最も日射強度の弱いセルに制限さ
れるため、セルレベルでの計算が必要です。

HelioBase®は前述のIVカーブ合成方式の計算ロジックとは別に、「JIS C8907」のパラメータ方式の計算ロジックを持っており、用途に応じて
選択することができます。

JIS C8907のパラメータ計算方式は、JIS C8907の発電電力量推定方法を1時間単位に細分化してシミュレーション計算を行います。
PVモジュールの温度特性、影の影響が反映され、PCSのピークカットなどの機器ごとの制限チェックが行われます。

セルレベルでのIVカーブ合成方式の計算ロジック

JIS C8907のパラメータ方式の計算ロジック

クラスタモジュール

計算手順

2つのシミュレーション計算エンジン

合成されたPCSのIVカーブ（イメージ）

セル

P（＋）

N（－）

クラスタに含まれる各セルの傾斜面日射量、セル温度や影の
状態を算出し、それをもとにクラスタ全体のIVカーブを算出

3つのクラスタとバイパスダイオードを合成し、
PVモジュールのIVカーブを算出

PVストリングに含まれるPVモジュールのIVカーブを直列に
合成した場合のIVカーブを算出

PCSのMPPT（最大電力点）に繋がっているPVストリング全体
を並列に合成したIVカーブを算出

最大出力を発生する制御電圧を算出

各PVモジュールのIVカーブに対し、❺の制御電圧を適用した
場合の全ての電流値を合算

❶

❷

❸

❹

❺

❻

IVカーブからPCSへの入力電力量が得られる。 PVモジュールの
横置き・縦置きの違いによる出力差まで忠実に計算される。
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一部のセルに影がかかるとクラスタ全体の
発電能力に影響が及ぶため、セルレベルの計算が必要!
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屋根面へのPVモジュール配置

PVアレイの自動配置
定義した境界線内に、PVアレイを自動配置
することが可能です。

PVアレイの位置の高さは、配置位置に建物
があればその建物の屋上の高さが、また配置
位置が傾斜や勾配を含む地形であれば、実
際にその地形モデルへ投影した際の高さが
反映されます。

PV配置平面として設定した屋根面内に、PV
モジュールを自動配置することが可能です。

PVモジュールの移動や削除も直接オブジェ
クトを選択する直感的操作で行えます。

3Dモデルのインポート・エクスポート対応

座標系設定機能

傾いた敷地や建物がある場合でも、ローカル座標系を設定すること
で全てのオブジェクトを直交座標で扱うことができます。

STL形式
インポート

DXF形式
エクスポート

3Dモデル空間でできること

動画・静止画出力

PVモジュールや建物の影、反射光の変化の様子を動画・静止画形式
で出力することが可能です。
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地形モデル生成機能

地形モデルの生成
デジタル標高モデル（DEM）から3Dモデル
空間に地形モデルの生成が可能です。

Googleマップで表示された範囲の地形モデ
ルが生成され、航空写真イメージがマッピン
グされます。

地形モデルには等高線が表示されます。
測定コマンドによって斜面の傾斜角などを
求めることができます。

「勾配」を確認すると、斜面上部（P002）では
約30度に対し、下部（P006）は約13度と、
標高が下がるにつれ角度がなだらかに変化
していることがわかります。

地形モデル上に定義した境界線内に、PVア
レイを自動配置することが可能です。

PVアレイは配置位置の地形に沿って列方向・
段方向ともに適切な設置角度が計算されて
配置されます。（指定した許容角度を超える位
置には配置されません。）

デジタル標高モデル

国土地理院

アメリカ地質調査所

DEM5（5mメッシュ）
DEM10（10mメッシュ）

SRTM1（30mメッシュ）
SRTM3（90mメッシュ）

地形モデルへのPVアレイの面なり配置

オプション
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地形モデル生成機能

地形モデルの生成

地形モデルへのPVアレイの面なり配置
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産業用の太陽光発電では、固定価格買取制度（FIT）を利用した、売電
で利益を出す「全量買取型」が一般的です。

一方「自家消費型」とは、発電した電力を消費に充てることで、電力会
社から購入する電力を減らす仕組みです。

産業用のFIT買取価格が電気料金を下回ることから、今後は自家消
費型太陽光発電の需要増加が予想されます。
HelioBaseⓇはこの自家消費型のシミュレーションにも対応してお
り、導入や運用をサポートします。

時間・日間・月間単位それぞれのシミュレーション値をグラフとテーブル形式で表示します。
最大需要電力量（デマンド電力量）がどの程度少なくなるかの値も算出可能です。
また通常のシミュレーション結果同様、Excelレポート出力に対応しています。

年

電気料金（産業用）

自家消費シミュレーション オプション

HelioBaseⓇのシミュレーションなら、
自家消費率まで詳細に数値化。
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HelioBase®の特徴

数多くの“業界初”を備えたシミュレーションソフト。

正確なロケーション設定と気象データ
Googleマップとの連携で設置サイトの緯度経度情報を瞬時に取得。
マップの航空写真イメージは、そのまま自動スケーリングされて3Dモデル空
間に配置されます。

加えて、発電量計算に用いる数千地点の気象データを提供します。
気象データは時間単位の変化を収録しており、設置サイトに最も近い地点の
データを用いることで、現地の気象条件を精細に再現します。

表現豊かな3Dモデル空間
HelioBase®では3Dモデル空間で全ての幾何学的な操作を直感的に行うこと
ができます。

PVアレイや建物などの3Dモデルを3次元空間内に自由に配置したり、他のモ
デリングソフトで作成したSTLファイルのインポートや、作成した3Dモデルの
エクスポートにも対応しています。

また地形モデル生成機能※を利用することで、地形の凹凸や高低差に至るま
で詳細に再現が可能です。
※オプション機能

レポート作成機能
シミュレーション結果は、Microsoft Excel形式でレポート出力が可能です。
Excel上で編集でき、様々な用途にご利用いただけます。

また自家消費型太陽光発電システムのシミュレーションにも対応※しており、
同様にレポート出力・編集が可能です。
※オプション機能

柔軟な機器構成表現＋確かな計算エンジン
HelioBase®の発電シミュレーション計算は、構成ツリーの電気的な構成と
3Dモデル空間の幾何学的な位相表現に基づいて行われます。

3Dモデル空間で影の状態が地形モデルを含めて正確に計算されます。
構成ツリーに表現された送電経路に沿ってノードタイプ毎に電圧や電流など
の制限チェックを行いながら、発電電力や損失電力を計算します。 ※

※特許第4643759号、第4666538号

またシミュレーションに用いる計算エンジンは2種類から選択が可能です。
❶クラスタ単位のIVカーブ計算を行う発電量計算エンジン
❷JIS C8907規定の計算を時間単位に分解した発電量計算エンジン

Power

Power
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PV
string1

Inverter

Transformer

PV
string2

Cable1

Cable2
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選べるご利用形態＋オプション機能

シミュレーション代行
お客様からご提供いただいた案件情報を基に、弊社スタッフがシミュレーションを代行いたします。

出張講習
弊社スタッフがお客様のもとを訪問し、HelioBaseⓇの使い方をレクチャーいたします。

関東圏：150,000円
関西圏：100,000円

③シミュレーション結果

①案件情報のご提供

弊社スタッフ弊社スタッフお客様お客様

②シミュレーション代行

❶通常コース

❷テクニカルコース

❸オプションコース

ロケーション・機器選択→PVストリング検討→3Dモデル構築→
シミュレーションまでの標準的な使い方について解説

各ツールの使い方をより詳細に解説
（※事前にご質問・リクエストを受付いたします）

「地形モデルオプション」、「自家消費検討オプション」の使い方
について解説

※その他の地域については応相談

•ライセンス  ：USBキーに対して付与

•利用可能PC：どのPCでも可
　※リムーバブルキーを接続しているPCが対象
　※複数台の同時利用は不可

License

•ライセンス  ：特定のPCに対して付与

•利用可能PC：1台のみ
　※ライセンス登録したPCが対象

License

基本ライセンス

標準版

•3次元空間でのモデル構築・編集

•3次元モデル空間でのシミュレーション計算

•3次元モデル空間内の地形モデルを含む全ての
　オブジェクトによる影を考慮した発電量計算

•発電量計算エンジンはJIS C8907方式と
　IVカーブ合成方式から選択可

•2次元空間でのPVアレイの配置・編集

•3次元モデル空間でのシミュレーション計算

•PVアレイ間の影を考慮した発電量計算

•発電量計算エンジンはJIS C8907方式のみ

•地形モデルオプション

•自家消費検討オプション

簡易版

オプションライセンス

ライセンスタイプ

ノードロックライセンス リムーバブルライセンス

---

コース（全て半日を予定） 料金内容

お客様に合わせたサービス提供

10

選べるご利用形態＋オプション機能

お客様からご提供いただいた案件情報を基に、弊社スタッフがシミュレーションを代行いたします。

弊社スタッフがお客様のもとを訪問し、HelioBaseⓇの使い方をレクチャーいたします。

関東圏：150,000円
関西圏：100,000円

③シミュレーション結果

①案件情報のご提供

弊社スタッフ弊社スタッフ

②シミュレーション代行

ロケーション・機器選択→PVストリング検討→3Dモデル構築→
シミュレーションまでの標準的な使い方について解説

各ツールの使い方をより詳細に解説
（※事前にご質問・リクエストを受付いたします）

「地形モデルオプション」、「自家消費検討オプション」の使い方
について解説

※その他の地域については応相談

•ライセンス  ：USBキーに対して付与

•利用可能PC：どのPCでも可
　※リムーバブルキーを接続しているPCが対象
　※複数台の同時利用は不可

License

•ライセンス  ：特定のPCに対して付与

•利用可能PC：1台のみ
　※ライセンス登録したPCが対象

License

•3次元空間でのモデル構築・編集

•3次元モデル空間でのシミュレーション計算

•3次元モデル空間内の地形モデルを含む全ての
　オブジェクトによる影を考慮した発電量計算

•発電量計算エンジンはJIS C8907方式と
　IVカーブ合成方式から選択可

•2次元空間でのPVアレイの配置・編集

•3次元モデル空間でのシミュレーション計算

•PVアレイ間の影を考慮した発電量計算

•発電量計算エンジンはJIS C8907方式のみ

•地形モデルオプション

•自家消費検討オプション

簡易版

ノードロックライセンス リムーバブルライセンス

---

料金内容

お客様に合わせたサービス提供



【本社】

株式会社フィールドロジック （無料体験お申込みや、製品に関するご質問は下記までご連絡ください。）

Microsoft .net Framework

Microsoft Office

メモリ

空きディスク容量

グラフィック性能

OS

.net Framework 3.5 以上

Excel 2003 以上

1.0GB 以上

2.5GB 以上

OpenGL3.0互換グラフィックアクセラレーター 

Windows 7 SP1(32bits, 64bits) 

Windows 8.1(32bits, 64bits)

Windows 10(32bits, 64bits)

変圧器、ケーブル、パワーコンディショナー、

接続箱、昇圧器、太陽電池モジュール、

ユーザー定義の負荷機器

動作PC仕様

動作要件

3次元空間表示のアングル調整

太陽電池モジュールの配置

太陽電池アレイの配置（台数指定）

太陽電池アレイの配置（領域内敷詰め）

PVストリング設定

3次元モデルの位置調整

3次元モデルのインポート

地形モデル取り込み※

背景画像

影の表示

反射光表示

3次元モデルイメージの静止画出力

3次元モデルイメージの動画出力

系統連系システム

独立システム

パン／チルト／ズーム

○

○

○

○

移動／コピー／回転

STL 形式

○

JPEG / BMP / PNG / TIFF / PDF 形式

○

○

PDF / GIF / JPEG / BMP / PNG / TIFF 形式

AVI / アニメーションGIF 形式

○

○

機能3次元表現

Microsoft Excel形式

固定フォーマット形式
レポート

サマリー表示

自家消費率シミュレーション※

詳細な結果表

○

○

○

○

○

オンスクリーン
結果データの表現

水平面全天日射

水平面直達日射

散乱日射

気温

時間単位

時間単位

時間単位

時間単位

2,126地点

1,020地点

837地点

836地点

49地点

インポート可能

EnergyPlus

TMY3

METPV-11

METPV-3

METPV-ASIA

METEONORM

使用データ

データベース

気象データ

サポートする機器機器構成

対応可能なシステム

機器構成の設定

06-6446-2301
【東京営業所】

050-3507-3550

30日間 無料体験受付中！！

〒530-6126  大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル26F 〒140-0001  東京都品川区北品川3-6-9  北品川369ビル3F

※オプション機能となります。

HelioBaseⓇを試してみませんか？

製品ページにて紹介動画公開中！　http://f-logic.jp/heliobase/


