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iPV自動追尾システムの発明は既
に多くの国際特許を取得。他にも
多数の国際特許を取得中。
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フォトニクス

2015

イノベーション賞

2013

簡易な部品及び設置手順に
より人件費とメンテナンス費
用を減少。

シンプルな構造

シンプルかつ堅固な構造設計

iPV自動追尾システムはワイヤーとモータで駆動しており、他

社追尾型とは全く異なり、バネによる耐風効果だけでなく避

震効果もあります。またシンプルな構造設計による大幅な設

置コストの低減に成功し、メンテナンス及びランニングコスト

の低減も実現したコストパフォーマンスに優れた付加価値性

の高いシステムです。

経済効果
発電コストを最低限に抑える。

発電効率を最大限に高める。

設置、運転、メンテナンス及び其の他のコストを極限まで抑える。

独自の基礎構造

簡易な基礎工事

精密に設計された基礎構造は発電量向上に

大きく寄与。バランスの取れた形状は強風時

でも安定した耐久性を保持します。

国際特許

製品規格

モデル T6012 T6024M

パネル搭載後面積
(全面積)

20.50m2

(L)4.10m x (W)5.0m

TS-P250 Module x 12

40.92m2

(L)6.60m x (W)6.20m

TS-P250 Module x 24

追尾技術

設置場所

軸の可動範
方 位 角

仰角稼動

調整
使用モーター

回転速度

温度

駆動方式 (方位角/仰角稼動)

耐風速

年間消耗電力

主な構造の成分

設計根拠
高度

重さ(太陽光発電のモジュールを除く)

多方位十字軸

屋根上型/地面設置型

360o

0o
∼40o

角度センサー
(25W / AC220V) x2

1o/ 5min

-40oC∼80oC

ワイヤー(溶融亜鉛メッキ)

作動モード：～時速33.0m/s
安全モード：～時速61.0m/s

1.8kWh/年

鋼鉄 (溶融亜鉛メッキ)

ASCE07-10

2.46m

430kg

多方位十字軸

屋根上型/地面設置型

角度センサー
(25W / AC220V) x2

ワイヤー(溶融亜鉛メッキ)

作動モード：～時速29.0m/s
安全モード：～時速61.0m/s

1.8kWh/年

鋼鉄 (溶融亜鉛メッキ)

ASCE07-10

3.6m

730kg

モジュール

太陽電池モジュールの
プラットホーム

多方位軸構造

軸受けの基底

コントロールパネル

支柱

モーター

主な構造
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多方位十字軸の特許

ワイヤー駆動原理

360o

0o
∼40o

1o/ 5min

-40oC∼80oC

自動追尾システム

BOX

Number of devices

CPU

SDRAM

Flash

Reset to Default

Real Time Clock

OS

USB 2.0 Port

Micro-SD socket

Buzzer
Ethernet 10/100MB

RS485 Port

DIO Input

Remote Switch

VGA

L / W / H

Category Item Model :  iPVBOX-2101

Temperature

Power

Network

Status

DC input

consumption

Integrate

Core

I/O

Dimension

Operation

Status lights

Power

50

S5PV210 / 1G Hz (ARM Cortex-A8)

512MB

512MB NAND

Hardware/Software

Yes

Linux kernel 2.6.35

2 Port

1 Slot upto 16GB

Yes
1 Port

2 Port

1 Port

1 Port

1024*768 Display

100 x 110 x 21mm

- 20 ~ + 70 °C

Red

Green

Green

5V

250mA@5VDC

YearsWarranty 1

風速計

Category Item NRG #40C

Anemometer

3-cup anemometer

wind resource assessment

meteorological studies

environmental monitoring

1 m/s to 96 m/s (2.2 mph to 214 mph) (highest recorded)

all NRG loggers

low level AC sine wave, frequency linearly 
proportional to windspeed

m/s = (Hz x 0.765) + 0.35
[miles per hour = (Hz x 1.711) + 0.78]

within 0.1 m/s (0.2 mph) for the range 
5 m/s to 25 m/s (11 mph to 55mph)

each anemometer individually calibrated, 
calibration  reports provided via electronic download

0 Hz to 125 Hz (highest recorded)

0.78 m/s (1.75 miles per hour)

3.0m (10 feet)

68 x 10-6 S-ft2

190mm (7.5 inches)

onto a 13mm (0.5 inch) diameter mast 

with cotter pin and set screw

0.25 inch nut driver, petroleum jelly, electrical tape

-55 °C to 60 °C (-67 °F to 140 °F)

0 to 100% RH

4-40 brass hex nut/post terminals

0.14 kg (0.3 pounds)

3 cups of conical cross-section, 51 mm (2 inches) dia.
81 mm (3.2 inches) overall assembly height

one piece injection-molded black polycarbonate

housing is black ABS plastic

modi�ed Te�on, self-lubricating

beryllium copper, fully hardened

Indox 1, 25mm (1inch) diameter, 13mm (0.5inch) long, 4 poles

single coil, bobbin wound, 4100 turns of #40 wire, 
shielded for ESD protection

brass

protective PVC sensor terminal boot included

Sensor type

Applications

Sensor range

Instrument compatibility

Signal type

Transfer function

Accuracy

Calibration

Output signal range

Threshold

Distance constant (63% recovery)

Moment of inertia

Swept diameter of rotor

Mounting

Tools required

Operating temperature range

Operating humidity range

Connections

Weight

Dimensions

Cups

Body

Shaft

Bearing

Magnet

Coil

Boot

Terminals

Description

Output signal

Response
characteristics

Installation

Environmental

Physical

Materials

※ 効能に影響ない場合、細部の規格変更の掲示をご容赦させて頂きます。

地
下

地
下

H型鋼基礎工事（実証実験中）

十字基墩

( *各メーカー60セルモジュールに対応 /十分な日射量に地域により異なる )

自動追尾
システム

5年製品保證

台灣總公司

No. 458-9, Sinsing Rd., Hukou Township,
Hsinchu City 303, Taiwan TEL. 886-3-598-0288

FAX. 886-3-598-0299

〒651-0085神戸市中央区八幡通3-2-5　
IN東洋ビル8階 TEL. 078-855-5879

www.toppersun-energy.comwww.bigsun-energy.com

日本分公司

固定式に比べ実質
最大発電量 *50%



風速<61m/s*

国際特許　独自の多方位十字軸設計
iPV自動追尾システムはモジュールと自動可動式架台との一体化により太陽
を正確に追尾し、効率的に集光することで1日当たりの発電量を大幅に向上
させます。

固定式に比べ実質最大
発電量50%

精密な追尾機能

プログラムにより太陽軌道を追跡する
誤差が生じやすい太陽光照射角分離分析センサー追尾

式より、iPV自動追尾システムは暦象年表が内蔵された計

算プログラムにより、自動的に太陽の運行軌道を追跡す

ることが出来る。

多方位十字軸
仰角稼動域0~40度、多方位360度に旋回可能で、常に正

面から太陽光を捉える事で、ソーラーパネルの最大発電

量を得ることが出来る。

最大耐風能力：

61 m/s

安定性信頼性

iPV自動追尾システムは構造が多方位の十字軸、

バネ及びワイヤーを使っているため、強風時に

は強化バネの伸縮により耐風圧性能が向上。台

風時でも耐えるよう設計されています。

安
全
モ
ー
ド

作
動
モ
ー
ド

実証実験テストビデオ
安全モードで47.51m/sの風速条件

QRcode

あらゆる環境に対応。常に最大限の効果を発揮します。

日陰防止 ホコリ防止 積雪防止
日陰防止モードは設置環境での最適な傾斜
角度を自動計算することで可能な限り日陰
を避け、常にベストポジションを取ります。土
地の有効活用にもなります。

日の入に季節風に合わせてモジュール方向
を調整して、モジュールの上に付いた埃を
落とさせます。

太陽光モジュールが最大の傾斜角度を設
定しながら回転させて、モジュール上の積
雪がうまく滑り落ちます。

遠隔監視システム いつでも、どこでも

「iPVita」はインターネットを通じて発電量だけでなくシステムの動作状況までも正確に監視でき、発電所の運用、監

視、管理が可能となります。

クラウドサーバでデータの一括管理
1.  最先端のデータセンターを採用

2.  遠隔地分散バックアップにリスク回避

3.  30年間のデータを長期保存

設置は簡単
1.  省スペースの設計

2.  多種類のパワコンに対応済み

遠隔支援サービス
1. セットアップの変更を遠隔操作可能

2. 各機能を遠隔操作可能（EMS、積雪防止モード等）

見えて見守れる
1. 自社のウェブサイトに合わせるオリジナルの背景

を設定可能

2.  異常情報の自動発報

3.  日射量、風速、温度の表示（オプション）

4.  各サイトの発電量ランキング

5.  データを分析してシステムの性能を評価（PR値）

6.  日報・月報・年報のデータ一覧表示

24時間管理 携帯でも

iPVBOX

HUB

実例
iPV自動追尾システムは住宅/ 産業/ 農家温室及び地面に設置可能であり、様々な土地への対応が可能。 5年

製品保証その他の営業内容：iPV自動追尾システムの設置及びサービスを提供するほか、住宅用の屋根置
き型、メガソーラーの設計等の構築に対してもお客様のご要望にお応えし、太陽光発電システムの
トータルソリューションをご提供致します。

地上設置・産業用

台湾台南/設備容量:274.5kW

台湾屏東/設備容量:840kW

台湾雲林/設備容量:390kW

屋根式

ソーラー　シェアリング

日本岡山/設備容量:498.96kW

日本小野/設備容量:524kW

日本千葉/設備容量:67.2kW

中国しんきょう/設備容量:131.76kW

ワイヤー
駆動原理

仰角稼動域0°- 40°

全方位360°

W

NN

風速<34m/s*

風

風

方位角360度回転
季節風

阻擋

台湾雲林/設備容量:390kW

*

*設計根拠:ASCE-10(3-mins wind gust)*十分な日射量に地域により異なる

*


