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FusionSolarアプリのクイック設定操作手順

FusionSolarアプリをダウンロードして
インストール

インストーラーアカウントを登録
（アカウントのない設置者向けのオプション）

ログインしてセットアップウィザードを開始

デバイスのステータスを確認

よくあるご質問

デバイスの試運転を使用したPVモジュールの
物理配置設計（オプティマイザを使用した場合

向けのオプション）

SmartPVMS WebUIを使用したPVモジュール
の物理配置設計（オプティマイザを使用した場

合向けのオプション）
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•図は参照用です。
•インバータのWLANを接続する初期パスワードは、Changemeです。
•システムにログインします。初期パスワードを使用します。スマートUSB-WLANアダプター
を接続する初期パスワードは、Changemeです。

•上級ユーザー/設置業者の初期パスワードは、00000aです。パスワードの設定を求める
メッセージが表示された場合は、最初に電源を投入するときにパスワードを設定してログイ
ンし、ログイン後直ちにパスワードを変更してください。

•アカウントの安全性を確保するために、パスワードを定期的に変更し、新しいパスワードを
忘れないようにしてください。初期パスワードを変更しないと、パスワードが漏洩するおそれ
があります。パスワードを長期間変更しないと、盗まれたり、解読されたりする場合がありま
す。パスワードを失念してしまうと、設備にアクセスできなくなります。このような場合、ユー
ザーはPVプラントに生じたあらゆる損失に対して責任を負います。

本書は、以下のシナリオに適用されます。
•WLANを内蔵したインバータのローカル試
運転
•スマートUSB-WLANアダプターを装着した
インバータのローカル試運転
•RS485カスケードネットワーク接続
•SmartLogger搭載インバータのローカル試
運転



1.FusionSolarアプリをダウンロードしてインストール

方法1：

HUAWEI AppGalleryでFusionSolarを検索し、ダウンロードしてインストールします。

方法2：

モバイル端末のブラウザを使用して、https://solar.huawei.comにアクセスし、最新の
インストールパッケージをダウンロードします。

方法3：QRコードをスキャンし、アプリをダウンロードしてインストールします。

FusionSolar
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https://solar.huawei.com/


2．インストーラーアカウントを登録（アカウントのない設置者向けのオプション）

初期インストーラーアカウントを登録し、会社のアカウントを作成します。

同一の会社に複数のインストーラーアカウントを作成するには、FusionSolarアプリにログインして、
新規追加のユーザーをタップします。

注：
メールアドレスとユーザー名のどちらもFusionSolarアプリへの
ログインに使用できます。
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3．ログインしてセットアップウィザードを開始

インストーラーユーザーでアプ
リにログインします。上級ユー
ザーの初期パスワードは、
00000aです。パスワードの設
定を求めるメッセージが表示
された場合は、最初に電源を
投入するときにパスワードを
設定してログインし、ログイン
後直ちにパスワードを変更し
てください。

初めてログインすると、
クイック設定画面がデフォル
トで表示されます。

•インバータの内蔵WLANを使用したローカル試運転

Smart Dongleに接
続されたインバータ
のQRコードをスキャ
ンします。

地域の電力系統識
別コードを設定しま
す。

端末の時刻で同期を有効化
すると、インバータの時刻とタ
イムゾーンがモバイル端末と
同期します。
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カスケード接続でない場合は、カスケードインバータの検索の手順は不要です。
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イーサネットが無効になってい
る場合、ネットワークケーブルが
接続されていません。ネットワー
クケーブルを再接続します。

FE通信

ネットワークパラメータとドメイン名を設定。

注：
管理システムを通じて発電所を
監視を有効化します。
ドメイン名を
intl.fusionsolar.huawei.com

に設定します。

4G通信

APNモードはデフォルトで自
動に設定されています。この
モードを使用してインターネッ
トにアクセスできない場合は、
パラメータを手動に設定します。
その場合、SIMカード関連の
パラメータは通信事業者から
取得した情報に基づいて設定
してください。

インターネットに接続可
能なルーターを選択し、
ルーターのパスワード
を入力します。

WLAN通信
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発電所を追加。
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所有者アカウントを作成。
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インジケータのステータスを確認します。インジケータが
2秒間隔で緑色に点滅（0.1秒点灯後、1.9秒消灯）したら、
4G Smart Dongleを取り外してください。

WLANモジュール

•スマートUSB-WLANアダプターを使用したローカル試運転

注：
商用インバータを試運転する前に、4G Smart Dongleを接続してパラメー
タを確認します。インジケータのステータスが正常な場合、Smart Dongle

を取り外してから、USB-WLANアダプターを接続して試運転を開始します。

Smart Dongleに接
続されたインバータ
のQRコードをスキャ
ンします。
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インストーラーユーザーでア
プリにログインします。上級
ユーザーの初期パスワード
は、00000aです。パスワード
の設定を求めるメッセージが
表示された場合は、最初に電
源を投入するときにパスワー
ドを設定してログインし、ログ
イン後直ちにパスワードを変
更してください。

初めてログインすると、
クイック設定画面がデフォル
トで表示されます。

地域の電力系統識
別コードを設定しま
す。

端末の時刻で同期を有効化
すると、インバータの時刻とタ
イムゾーンがモバイル端末と
同期します。

カスケード接続でない場合は、カスケードインバータの検索の手順は不要です。
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ネットワークパラメータとドメイン名を設定。

管理システムを通じて発電所
を監視 を有効化します。
ドメイン名を
intl.fusionsolar.huawei.co
mに設定します。

4G通信

APNモードはデフォルトで自
動に設定されています。この
モードを使用してインターネッ
トにアクセスできない場合は、
パラメータを手動に設定します。
その場合、SIMカード関連の
パラメータは通信事業者から
取得した情報に基づいて設定
してください。
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管理システムに接続。

LED

試運転が完了したら、USB-WLAN

モジュールを取り外し、4Gモジュー
ルを取り付けます。インジケータの
ステータスを確認します。インジ
ケータが緑色で点灯するか、短い
間隔（0.2秒点灯後、0.2秒消灯）で
点滅したら、PV発電所を追加しま
す。

Smart Dongleまたは
Smart Dongleに接続され
たインバータのQRコード
をスキャンします。

発電所を追加。
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所有者アカウントを作成。

LED 注 説明

色 ステータス

N/A
消灯

正常 ドングルがしっかり固定されていないか、電源がオン
になっていません。

黄（緑と赤が同時
に点滅） 点灯

ドングルがしっかり固定されて電源がオンになってい
ます。

緑 2秒周期で点滅
（0.1秒点灯後、
1.9秒消灯）

正常 ダイヤル中（時間は1分未満）

異常 時間が1分を超える場合、4Gパラメータの設定が正し
くありません。パラメータをリセットしてください。

長い間隔で点滅
（1秒点灯後、
1秒消灯）

正常 ダイアルアップ接続の確立に成功しました（時間は30

秒未満）。
異常 時間が30秒を超える場合、管理システムパラメータの

設定が正しくありません。パラメータをリセットしてくだ
さい。

点灯 正常 管理システムに正常に接続しました。

短い間隔で点滅
（0.2秒点灯後、
0.2秒消灯）

インバータがドングルを使用して管理システムと通信
中です。

Smart Dongleのインジケータ
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LED 注 説明

色 ステータス

赤
点灯

異常 ドングルが故障しています。ドングルを交換してくださ
い。

短い間隔で点滅
（0.2秒点灯後、
0.2秒消灯）

ドングルにSIMカードが挿入されていないかSIMカード
が接触不良です。SIMカードが挿入されているか、接
触が良好かを確認してください。SIMカードが挿入され
ていない場合は挿入し、接触不良の場合はSIMカード
を抜き差ししてください。

長い間隔で点滅
（1秒点灯後、
1秒消灯）

圏外か、電波が弱いか、通信残容量がないため、ドン
グルが管理システムに接続できません。ドングルが
しっかり接続されている場合は、アプリを使用してSIM

カードの電波をご確認ください。電波を受信できないか、
電波強度が弱い場合は、通信事業者にお問い合わせ
ください。SIMカードの残高および通信残容量がある
か確認します。ない場合は、SIMカードを再チャージす
るか、通信容量を購入します。

赤と緑が交互に
点滅

長い間隔で点滅
（赤1秒、緑1秒）

インバータと通信できません
• ドングルを抜き差しします。
• インバータがドングルに対応しているか確認します。
• ドングルを他のインバータに接続します。ドングル
またはインバータのUSBポートが故障していないか
確認します。

短い間隔で点滅
（赤0.2秒、緑0.2秒）

正常 ドングルをローカルで更新中です。

Smart Dongleのインジケータ
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•インバータのSmartLoggerを使用したローカル試運転

設置業者でログインします。
初期パスワードは00000aで
す。

SmartLoggerの
QRコードをスキャ
ンします。

初めてログインすると、
クイック設定画面がデフォル
トで表示されます。
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をタップすると動作モード
の詳細情報を取得できます。

地域の電力系統識別
コードを設定します。
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APNモードはデフォルトで自動
に設定されています。このモード
を使用してインターネットにアク
セスできない場合は、パラメータ
を手動に設定します。その場合、
SIMカード関連のパラメータは通
信事業者から取得した情報に基
づいて設定してください。

intl.fusionsolar.huawei.com

注：

イーサネットを自動に設定します。
このモードを使用してインターネット
にアクセスできない場合は、パラ
メータを手動に設定します。

ネットワークパラメータとドメイン名を設定。

イーサネットワイヤレスネットワーク
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発電所を追加。
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所有者アカウントを作成。
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4．デバイスのステータスを確認

•デバイスのステータスをリモートで確認。

•デバイスの試運転を使用してデバイスのステータスを確認

インターネットに接続された
モバイル端末
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4．デバイスのステータスを確認

インターネットに接続されて
いないモバイル端末
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よくある質問1.デバイスの試運転を使用したPVモジュールの物理配置設計
（オプティマイザを使用した場合向けのオプション）

手順1.Smart PVオプティマイザのSNラベルがHuawei物理レイアウトテンプレートに貼付されているこ
とを確認します。

テンプレートの撮影

ストリング
番号 オフセット

PVモジュールとオプティマイザの
設置位置

Huawei物理レイアウトテンプレート

ストリング1 ストリング2

ストリング1 ストリング2
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手順3.オプティマイザの物理レイアウトを設定します

空白のエリアをタップします。
選択ボタンが表示されます。

1. FusionSolarアプリを
開き、インストーラーア
カウントで
intl.fusionsolar.huawei

.comにログインし、
自分 > デバイスの試運
転を選択して、ソーラー
インバータのWLANホッ
トスポットに接続します。

2. installerを選択し、ログ
インパスワードを入力し
ます。

手順2.Smart PVオプティマイザの検索が成功したことを確認します。
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方法1：画像の識別をタップして自動的にレイアウトします。

画像の識別をタップします。

写真を撮影またはアルバム
から選択を選んで物理レイア
ウトテンプレートをアップロー
ドします。

テンプレートをアップロードし
て識別します。

送信をタップします。（テンプ
レートを識別できない場合は、
手順4を参照してオプティマイ
ザをバインドします）。

写真がすべて識別されたら、
次へをタップしてレイアウトを
生成します。

+ をタップしてテンプレートの
アップロードを続けます。
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方法2：PVモジュールを追加をタップして手動でレイアウトします。

PVモジュールを追加 をタップ
します。

追加したPVモジュールの
行数と列数を選択します。

+ または – をタップして行数
と列数を変更します。

PVモジュールの角度を調整
して、確認をタップします。
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手順4.Smart PVオプティマイザをバインドします

オプティマイザにバインドす
るPVモジュールを選択しま
す。

対応するオプティマイザを
選択します。

レイアウトが完了したら、送信
をタップします。

手順5.Smart PVオプティマイザのステータスを確認します。

オプティマイザのバインドを
解除します。

対応するPVストリングを
タップしてオプティマイザの
ステータスを確認します。
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手順6.オプティマイザの切断を検出します。

検出結果に基づいて不具合を
解消します。
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よくある質問2.FusionSolar WebUIを使用したPVモジュールの物理配置設計
（オプティマイザを使用した場合向けのオプション）

installerユーザーでhttps://intl.fusionsolar.huawei.comにログインします。

1.ホームページでPV発電所をクリックして、
個別の発電所ページを表示します。

2．レイアウトをクリックします。

3．物理的な配置をアップロードします。

方法1：WebUIを使用。
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方法2：アプリを使用。
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4．レイアウトを生成をクリックして物理的な配置図を生成します。

5．保存をクリックして生成された物理的な配置図を保存します。

よくある質問2.FusionSolar WebUIを使用したPVモジュールの物理配置設計
（オプティマイザを使用した場合向けのオプション）
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6．認識できないQRコードがある場合は、手動でオプティマイザをバインドします。

a. 保存された配置図をクリックします。

b.左側の設備リストエリアのオプティマイザをうまくバイ
ンドできなかったPVモジュールまでドラッグします。

c. ツールバーの をクリックして設定を保存
します。
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（オプション）物理配置図の手動構成。

1．PVモジュールを物理的な配置エリアにドラッグしてウィジェットの数を増やし、設置要件に従って角度
を調整します。
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2．設備リストでデバイスを選択し、対応するアイコンの位置までドラッグしてアイコンにバインドします。

3．ツールバーの をクリックして設定を保存します。

左側の設備リストエリアのオプティマイザ
をうまくバインドできなかったPVモジュール
までドラッグします。
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