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1. はじめに
本研究グループでは、静止画像衛星ひまわり 8
号による高頻度、高解像度の観測されデータを
もとに日射量を高速に推定するシステム[1]を開
発している。このデータを再生可能エネルギー
が導入されたエネルギーシステムのマネージメ
ントに応用する取り組みの 1 つとして,2017 年
10 月 8 日からオーストラリアで開催されたソー
ラ ー カ ー レ ー ス 、 WORLD SOLAR CHALLENGE
2017(WSC2017)に参戦した東海大学チームへ気象
情報を提供する支援を行った。この支援は、
2015 年に開催された WSC2015 でも行った。本報
告では、WSC2015 で支援した際に構築した気象情
報可視化・配信システム[3]との差分などについ
て報告する。

2. 提供した気象データ
WSC2015 では、準リアルタイムで生成される日
射推定量、気温、風向、風速などの気象情報を
提供した。準リアルタイムデータは、10 分毎に
生成される。本支援では、更に全天日射量の予
測データの提供も行った。予測データは、毎時 1
回算出され 10 分間隔で 6 時間先まで予測される。
全時間帯の予測データを提供すると処理時間が
かかるため、30 分後、1 時間後、1 時間 30 分後、
2 時間後、3 時間後、4 時間後、5 時間後の 7 つ
の時間帯のみを提供した。また、レース 3 日目
からは、1 時間 30 分後までの 10 分間隔のデータ
も提供した。
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3. 予測データの可視化
日射量の予測データは、各時間の予測値をヒ
ートマップの形で可視化した。可視化する地理
的範囲を固定し、時系列順に見たときに雲の動
きを把握できるようにした。本支援では、オー
ストラリア全体(図 1)、コース周辺(図 2)、その
日のスタート地点から 1000km 先まで(図 3)の 3
種類の範囲の可視化画像を作成した。それぞれ
の画像にコースと GPS からのソーラーカーの位
置座標を追加した。その日のスタート地点から
1000km 先までの画像には、その日のスタート地
点から 100km 毎に印を付けて、その日の走行距
離や 1 時間後のソーラーカーの位置などを把握
しやすくした。また、その画像のデータが予測
された日時を判断できるように図のタイトルに
予測をした日時と予測された日時を追加した。
タイトルの最初の日時が予測をした日時、最後
の日時が予測された日時とした。つまり図 1 は、
10 時 30 分の 1 時間後(11 時 30 分)の予測データ
である。

図 2. オーストラリア全体の日射量の推定値の画
像
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図 4. システムの処理工程
ードと可視化のプログラムをデータごとに分け
た。そして、それぞれのデータが生成される時
間に合わせて cron を用いて各プログラムを定時
実行した。また、ソーラーカーチームが画像デ
ータのダウンロードと画像を切り替える作業を
省くことができるように画像を時系列順に動画
として表示する Web ページも作成した。

図 3. コース周辺の射量の推定値の画像

5. おわりに
本研究では、ソーラーカーレースを支援する
ための気象情報を配信するシステムを構築した。
本システムは、生成されるサーバ及び時間が異
なる準リアルタイムデータと予測データを別々
に処理することで両データの可視化した画像を
配信した。

図 4. その日のスタート地点から 1000km 先まで
の画像

4. システムの概要
本システムの処理工程の概要が図 4 である。
本システムは、気象データをダウンロードし、
気象データを可視化した画像データを作成し、
ダウンロードする Web ページを更新するシステ
ムと GPS サービスからソーラーカーの位置座標
の取得するシステムからなる。ソーラーカーチ
ームは、主にインマルサット車載用衛星電話を
使用して通信するため、画像サイズを考慮する
必要がある。本支援では、WSC2015 での支援の経
験をもとに 1 つの画像ファイルを 100KB 程度に
した。本システムは、LinuxOS で構築されたサー
バ上で、Python 言語で実装した。準リアルタイ
ムデータと予測データが生成される時間及び公
開されるサーバも異なるためデータのダウンロ
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