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⽇本領域対象のSolargisモデルの⽅法と性能検証を紹介します。
このモデルでは、
ハイレベルの空間詳細

評価や太陽光発電所の運営に利益を得られます。
このモデルのアウトプットは、
リアルタイムで更新されて
おり、太陽光発電所の幅広い製品や、単⼀の敷地レベルで太陽光電⼒の定期モニタリングや予測などの
⽤途に使⽤されています。

We present methods and performance validation of Solargis model for the territory of Japan.
The model provides 10-minute time series of solar radiation at high level of spatial detail.
The validation shows the prevailing uncertainty of yearly estimates within ±4% for global
horizontal irradiance and ±8% for direct normal irradiance. High accuracy of the model data
allows for its use in bankable evaluation of technical design and ﬁnancing of solar power plants.
The model outputs are updated in real time and they are also used in regular monitoring and
forecasting of solar power at the level of a single site or for large portfolios of solar power plants.

Solargisモデル

Solargis model

⽇射は、⼤気や地形条件の状況を基に、雲の透過率を考慮して、
マス数字モデルによって計算されます。

Solar radiation is calculated by grid-based numerical models, parameterized by a set of inputs
characterising cloud transmittance, state of the atmosphere and terrain conditions.

で10分時系列の⽇射を提供します。
検証によると、年間推定の不確実性は、全天⽇射量に関しては±4％以
内、直達⽇射量に関しては±8％となっています。
正確性の⾼いモデルデータを使⽤することで、技術設計の

快晴時全天⽇射量(GHI)
簡易版SOLISモデルで計算され、
いかなる種類の気候に対しても、迅速で精度の⾼い算出ができます。
地
理的変異また経年変化を左右する要因：
Ÿ ⼤気の光学的深さ(AOD)、
MACC-II/CAMSプロジェクト(ECMWF)で計算され、空間分解能はおおよそ
75ｋｍと125ｋｍ、1⽇当たりでまとめられた値
Ÿ ⽔蒸気の1⽇当たりの値、
GFSとCFSRのデータベース(NOAANCEP)からのもの、GHI及びDNIの正確性
に影響はあまりない
Ÿ オゾンは定数とされ、
変異性の影響は僅かにすぎない
Cloudindex(雲の透過率)
Ÿ 雲の影響は、
地表⾯アルベドがある複数のスペクトルチャンネルに衛星によって記録された⽇射に関す
る衛星データから計算される
Ÿ れ⽇本に関しては、
2個の衛星からのデータが使⽤される：MTSAT（30分データ、2007年から2016年に
かけてのもの）及びひまわりー8（10分データ、2017年から現在に⾄るまでのもの）。
双⽅、JMAによる操

Clear-sky Global Horizontal Irradiance (GHI)
Calculated by the simpliﬁed SOLIS model, which allows fast calculation with good precision for any
type of climate. Factors determining temporal and geographical variability:
Ÿ Atmospheric Optical Depth (AOD), calculated by MACC-II/CAMS project (ECMWF) and delivered
at a spatial resolution of approx. 75 km and 125 km, daily aggregated values
Ÿ Daily values of water vapour, derived from GFS and CFSR databases (NOAA NCEP), it has lower
impact on accuracy of GHI and DNI
Ÿ Ozone is implemented as a constant, its variability has negligible inﬂuence.
Cloud index (cloud transmittance)
Ÿ Effect of clouds is calculated from the satellite data, relating radiance recorded by the satellite in
several spectral channels with surface albedo
Ÿ For Japan, data from two satellites is used: MTSAT (30-minute data, period 2007-2016) and
HIMAWARI-8 (10-minute data, period 2017-present); both satellites are operated by JMA

作。
ています。
いずれもJMA
All-sky照射
Ÿ 各時間ステップの全天⽇射量(GHI)は、
快晴時GHIとcloudindex（雲の透過率）を併わせて算出される
Ÿ 直達⽇射量(DNI)は、
Dirindexモデルによるall-skyGHIから計算される

All-sky irradiance
Ÿ Global Horizontal Irradiance (GHI) in each time step is calculated by coupling the clear-sky GHI
with cloud index
Ÿ Direct Normal Irradiance (DNI) is calculated from all-sky GHI by Dirindex model

衛星ひまわりデータのスナップショット • Snapshots of Himawari satellite data

⻑期年間平均可降⽔量 • Long-term yearly average of precipitable water

⻑期年間平均AOD • Long-term yearly average of AOD
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モデル検証

Model validation

Solargisモデルは、世界中の精度の⾼い公共気象観測所250か所以上からの太陽光計測により検証

Solargis model is validated by solar measurements available at more than 250 public,
high accuracy meteorological stations, worldwide. There are two sources of uncertainty
in the validation statistics:
Ÿ Uncertainty of the model algorithms and of the input atmospheric and satellite data
Ÿ Accuracy of the sensors, reliability of maintenance and the level of data quality control

されています。
検証の統計によると、不確実性の原因が2つあります。
Ÿ モデルアルゴリズムの不確実性、

⼤気と衛星データのインプットの不確実性
Ÿ センサーの正確性、
保全の信頼性、
ならびにデータ品質管理のレベル

⻑期年間平均GHI • Long-term yearly average of GHI

選定された検証⽤地の直達⽇射量と全天⽇射量の検証統計

•

Validation statistics for DNI and GHI for selected validation sites

不確実性と結果

Uncertainty and results

検証の統計的測定は、不確実性になります。
それは、太陽光産業において、
より現実的でありまた深く理解

The statistical measures from validation are converted into uncertainty, which is more practical
and better understood by the solar industry. Simpliﬁed assumption of normal distribution of error
allows for calculating different probability scenarios. Conﬁdence intervals for estimating the
probabilistic nature are used, e.g.:
Ÿ P50 value represents the most expected value
Ÿ P90 represents a value that would be exceeded with 90% probability

されています。
エラーの正規分布の仮定は、異なった確率の筋書につながります。
確率論上の⾃然を推測す
る信頼区間は、例として以下のように使⽤されます。
Ÿ P50の値は、
最も期待される値を表す
Ÿ P90は、
90％の確率を超過すると考えられる値を⽰す
年間推定値の不確実性は、80％の確率でエラー発⽣として考えられます
（または90％の超過確率）。
Ÿ 約8割のケースで、
年間モデル推定の不確実性は、GHIでは±4％、DNIでは±8％
Ÿ ⾼⼭や降雪地⽅、
海岸地帯、都市化が特に進んだ地域や、⼯業地帯では不確実性が⾼まると予想される
初期のGHIとDNIデータは、
モデルによりさらに太陽光電⼒の計算や斜⾯⽇射量の計算に使⽤されます。

The uncertainty of the estimate of yearly values is considered as 80% probability of the occurrence
of error (or 90% probability of exceedance):
Ÿ In approx. 80% of cases, the uncertainty of yearly model estimates is within ±4% for GHI and ±8%
for DNI
Ÿ Higher uncertainty can be expected in high mountains and snow regions, coastal zones, and in
highly urbanized and industrial areas
The primary GHI and DNI data is further used by the models for computation of Global Tilted
Irradiance (GTI) and for calculating of photovoltaic power.
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