高圧
（6.6kV）、50,000 パルス /kWh の電力需給用複合計器

デマンド監視装置

ピークカット対策＆節電対策支援パッケージ
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「デマンド監視装置」
でピークカットをしましょう！
今後も電力の需給バランスは、電力会社からの電力供給に一定の回復が見込まれるものの、以前に比べて非
常に厳しい状況が続くと思われます。
特に、電気事業法第 27 条による電気の使用制限の対象事業者は、使用電力の上限値が一定期間制限されま
した。そこで、お客様自身が使用電力をコントロールする節電対策の継続が求められています。

「デマンド監視装置」は、電気の使い過ぎを事前にお知らせする仕組みです。
電力需給用メータ（取引用メータ）の計量パルスを受信し、電力量を常時監視します。30 分間の使用電力量を予測し、設定
した値（管理デマンド値）を超過する前に警報を出力します。警報はパソコンの画面および音源に出力するほか、警告灯（オ
プション）、E メールで通知することができます。

装置イメージ

警報

使い方の
見える化

取引用メータ
※対象メータ：6.6kV, 50,000 パルス /kWh

パソコン

ブザー音で
警告

測定器

高機能版ソフト
基本版ソフト

オプション品

ブザー内蔵警告灯
USB

高機能版ソフト

光と音で
警告

監視用 PC
LAN

メール
通報

LAN

携帯電話
高機能版ソフト
基本版ソフト

▼

警報が発生したら

空調機の温度設定や不要な電源を切りましょう。

監視用パソコンの動作環境
CPU：動作クロック 1GHz 以上 , OS：Windows
7・Vista（32bit 版のみ）/ XP/ 2000, メモリ
：512MB 以上 , ハードディスク：空き容量
500MB 以上（1GB 以上を推奨）, 画面表示：解
像度 1024×768 ドット , 65535 色以上 , イン
タフェース：USB1.1 以上 / LAN, スピーカー

警報通知

高機能版ソフト

温度設定を
変更

不要な電気
OFF

基本版ソフト

予測デマンドが管理デマンドを超過しそうになると、時間帯に
応じて 4 段階の警報画面を表示し、同時にパソコンの警報音で
お知らせします。

警報機能一覧
高機能版ソフト 分析機能付デマンド監視装置用ソフト 9688-30
基本版ソフト デマンド監視装置用ソフト 9688

警告灯
警告灯
電子
（USB） （LAN） メール

パソコン
画面

高機能版ソフト

△

◎

◎

△

基本版ソフト

×

×

△

△

◎：パソコンに依存しない警報出力

△：パソコンソフトの起動に連動
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ピークカットを効果的に実施するには…
負荷テスト機能

高機能版ソフト

負荷ごとの節電効果を確認できます

負荷（電気機器）の電源を落としたら、どの程度使用
電力を削減できるのか？グラフと数値で確認できます。
電源 OFF による
効果の検証
例えば、
・電気機器の使用電力量の把握
・警報通知時、電源を OFF した効果をシミュレーション
・空調機の温度設定見直しによる効果をシミュレーション

1 分更新で使用電力を確認できます。

などに有効活用できます。

分析できるから対策を施せます！
データ分析機能

高機能版ソフト

「見える化」により無駄・ムラが発見できます

日報／週報／月報／年報形式でデータを閲覧し、過去のデータと比較することができます。
「見える化」することで無駄・ムラが発見できます。
省エネ施策後の、結果確認や解析などに有効活用できます。

曜日によって待機電力が違う
（消し忘れ？）

朝 8：00 に
点けた人がいる

▲ 日報比較表示

省エネ施策後の日報データと施策前のデータ
を比較し効果を検証できます。

参考

▲ 時間指定表示

週報・月報では、時間を特定して比較するこ
とができます。時間を特定することで、同条
件で稼働しているかなどを確認できます。

使用電力量を抑える

▲ 重ね合わせ表示

1 週間分の日報グラフを重ねて表示します。
まとめて表示することで、バラつきを確認で
きます。

「省エネ PDCA」

使用電力量を抑えるためには、省エネ PDCA を実践する必要があります。

省エネ PDCA とは

Plan：計画

Do：実施

Check：検証

Act：改善

見直しから実際
の省エネ施策を
立案します。

計画を実施
します。

計測データを分析し、
電気のムダを見つけ
ます。（施策の効果を
検証します）

電気機器管理の
見直しを検討し
ます。

D

設定温度
見直し
不要な電気
OFF

C
電気の
使用状況を
分析→検証
分析画面▶

価格

分析機能付デマンド監視装置

￥355,500 （税抜き）

高機能版ソフト

＜セット内容＞
※
クランプオンセンサ 9658-81（3m）
…………… ￥21,000 （税抜き）
AC 電源モジュール 2361………………………… ￥30,000 （税抜き）
メモリモジュール 2354 ………………………… ￥85,000 （税抜き）
PC カード 9728（512MB）……………………… ￥9,500 （税抜き）
パルスモジュール 2304 ………………………… ￥35,000 （税抜き）
モジュールベース 2392-01（電源用）………… ￥5,000 （税抜き）
モジュールベース 2392-02（計測用・2 枚）… ￥10,000 （税抜き）
スマートサイトユーティリティプロ 9768…… ￥60,000 （税抜き）
デマンド監視ソフト 9688-30 ………………… ￥100,000（税抜き）

デマンド監視装置

￥231,000 （税抜き）

＜別売オプション＞
警告灯（USB タイプ）
1 灯・3 色（赤・黄・緑）
電源：USB バスパワー

警告灯（LAN タイプ）
1 灯・3 色（赤・黄・緑）
電源：AC アダプタ

基本版ソフト

＜セット内容＞
※
クランプオンセンサ 9658-81（3m）
…………… ￥21,000
AC 電源モジュール 2361………………………… ￥30,000
LAN モジュール 2353 …………………………… ￥45,000
パルスモジュール 2304 ………………………… ￥35,000
モジュールベース 2392-01（電源用）………… ￥5,000
モジュールベース 2392-02（計測用）………… ￥5,000
スマートサイトユーティリティプロ 9768…… ￥60,000
デマンド監視ソフト 9688……………………… ￥30,000

（税抜き）
（税抜き）
（税抜き）
（税抜き）
（税抜き）
（税抜き）
（税抜き）
（税抜き）

デマンド監視ソフトは分析機能がない基本版となります。

基本版ソフトの表示画面例
※クランプオンセンサ 9658-81（3m）は
50,000 パルス /kWh 専用のため 2,000
パルス /kWh では使用できません。

※ 上記全ての製品には取り付け工事・立ち上げの費用は価格に含まれておりません。取り付け工事が必要な場合は、ご相談ください。
※ 上記全ての製品は、デマンド値の超過抑制を保証するものではありません。
※ 設置工事および機器（警告灯 LAN タイプを含む）の設定資料はホームページ上にあります。事前に「設置参考資料」と「設定マニュアル」をご確認ください。
資料はこちら

HIOKI

デマンド監視装置

検索
■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■ご購入時に成績表および校正証明書を希望されるお客さまは、別途ご発注をお願いいたします。

本

社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559
〒386-1192 長野県上田市小泉 81

北関東
（営）TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842
〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

お問い合わせは…

東 北（ 営 ）TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934 静 岡
（ 営 ）TEL 054-280-2220 FAX 054-280-2221
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1

〒422-8041 静岡市駿河区中田 3-1-9

長 野（ 営 ）TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569 名古屋
（営）TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083
〒386-1192 長野県上田市小泉 81

〒 450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F

首都圏
（営）TEL 03-5835-2851 FAX 03-5835-2852 大 阪
（ 営 ）TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010
〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-3-3

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26

横浜オフィス TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420 広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-7-4

〒 731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13

厚木オフィス TEL 046-223-6211 FAX 046-223-6212 福 岡
（ 営 ）TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275
〒 243-0018 神奈川県厚木市中町3-13-8

〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19

※このカタログの記載内容は 2015 年 3 月 18 日現在のものです。  ※ 本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※ お問い合わせは最寄りの営業所または本社コールセンター        0120-72-0560（9:00 〜 12:00,13:00 〜 17:00, 土日祝日除く）TEL 0268-28-0560  E-mail : info@hioki.co.jp まで。
※ 輸出に関するお問い合わせは外国営業部（TEL 0268-28-0562  FAX 0268-28-0568  E-mail : os-com@hioki.co.jp）までお願いいたします。
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