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COM ID（通信モジュール用）と、MODULE ID（計測
モジュール用）を設計します。

１．基本設計

１ 「ＣＯＭ ＩＤ」と「ＭＯＤＵＬＥ ＩＤ」の設計

COM
I D： 01

MODULE
I D： 01

COM
I D： 02

MODULE
I D： 01

COM
I D： N

MODULE
I D： 01

ネットワーク

COM
I D： 01

MODULE
I D： 01

１対１の接続 １対Nの接続

ＩＤの設定方法

2304（-01）
パルスモジュール

2354　メモリモジュール
2353　LANモジュール　

設置場所Ｂ 設置場所Ｎ

COM IDは、01～89まで設定可能です。
設置場所ごとに異なるよう、設計します。
MODULE IDは、パルスモジュール1台のみの
場合、01で構いません。

COM IDは01、
MODULE IDは01
と設定します。

　
パソコンと1対1で接続する場合と、既設のネットワ
ークを利用する場合では、ネットワークの設定が
異なります。

２ 「ＩＰアドレス」などのネットワーク設計

ＩＤ管理表の作成

１対Nの接続において、下表のような管理表をあらかじめ作成してか
ら設定すると便利です。
この項目は、デマンド監視ソフトで必要となります。（p.8の　　　項）

パソコンと1対1で接続する場合

下図のように、IPアドレスを「192.168.10.X」（末尾が重複しない
ように）、サブネットマスクを「255.255.255.0」と設定します。
デフォルトゲートウェイは設定しません。

ＩＰアドレス： 192．168．10．2
ｻﾌ゙ﾈｯﾄﾏｽｸ： 255．255．255．0
ﾃﾌ゙ｫﾙﾄｹﾞー ﾄｳｪｲ： （設定なし）

ＩＰアドレス： 192．168．10．3
ｻﾌ゙ﾈｯﾄﾏｽｸ： 255．255．255．0
ﾃﾌ゙ｫﾙﾄｹﾞー ﾄｳｪｲ： （設定なし）

既設ネットワーク（社内LAN等）に接続する場合

ネットワーク管理者へ、ネットワークに接続する台数分の
「IPアドレス」を申請します。「IPアドレス」、「サブネットマスク」および
「デフォルトゲートウェイ」の情報を発行してもらいます。
ネットワーク対応型警告灯を使用する場合も同様です。

Ａ工場

Ｂ工場

ネットワーク
対応型警告灯

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

デマンド
監視用
ＰＣ

設置場所名称 アドレス

ＩＰアドレス

サブネットマスクＡ工場受電

192.168.10.51

255.255.255.0

項　目

デフォルトゲートウェイ 192.168.10.254

アドレス管理表の作成

１対Nの接続では、下表のようなアドレス管理表をあらかじめ作成
しておくと便利です。（p.24参照）

ＩＰアドレス

サブネットマスク監視ＰＣ

192.168.10.15

255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ 192.168.10.254

ＩＰアドレス

サブネットマスクＢ工場受電

192.168.10.52

255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ 192.168.10.254

一つの通信モジュールで、複数の計測モジュールを使用する
場合、MODULE IDは、01～63の中で、重ならないように設定
します。

デマンド
監視用
ＰＣ

※：一系統のみの場合は、
　　「COM ID：01、MODULE ID：01」と設定します。

設置場所Ａ

p.2

グリモニを追記

精密マイナスドライバで
２桁のIDを設定します

２

ＩＰアドレス

サブネットマスク
ネットワーク
対応型警告灯

192.168.10.53

255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ 192.168.10.254

パソコンのIPアドレスの設定は、p.4を参照してください

POINT!!

設置場所名称 COM ID

メモリモジュール

パルスモジュール

MOD. ID

Ａ工場受電
01 -

- 01

モジュール種類

メモリモジュール

パルスモジュール1
Ｂ工場受電

02 -

- 01

（例）



　
デマンド警報時、登録したアドレスに電子メールを送信することが可能です。
事前に下記設定項目を、ネットーワーク管理者等にご確認ください。

３ メール設定の基本情報

p.3

タイトル 内容

通信モジュールのメールアドレス
（出来るだけ専用のアドレスを）

メールの題名

認証設定

項目

認証

SMTPサーバ名

送信設定
（SMTP設定）

SMTPサーバ/ポート番号

ユーザ名

パスワード

POPメールサーバ名
（POP Before SMTP認証）

メール送信先
（最大20件）

（基本版ソフトは
3件まで）

POPサーバポート番号
（POP Before SMTP認証）

（例：mail.hioki.co.jp）

（25/587が一般的）

（例：demand@hioki.co.jp）

（初期設定：Mail From HIOKI 2354）

認証なし　／　SMTP認証　／　POP Before SMTP認証

（例：demand）

（110が一般的）

（警報レベル：全／1／2／3／4）

（警報レベル：全／1／2／3／4）

（警報レベル：全／1／2／3／4）

（警報レベル：全／1／2／3／4）

　　　　　．　　　　　　．　　　　　．　　　　　（例192.168.100.100）

基本版ソフト高機能版ソフト

　　　　　．　　　　　　．　　　　　．　　　　　（例192.168.100.100）

サーバ名が名称の場合
IPアドレス
または

DNSサーバアドレス

SMTP

DNS



　

9768 Smart Site Utility Proと、デマンド監視ソフト
（高機能版は9688-30、基本版は9688）をインストール
します。インストール方法は、付属の取扱説明書を
参照してください。

２．デマンド監視用パソコンのセットアップ

３ インストール

３．9768 Smart Site Utility Proの設定

１ 通信モジュールの設定（2354メモリモジュールの場合）

　
(１)「スタート」－「すべてのプログラム」－「HIOKI」－
「Smart Site Utility」のアイコンをクリックします。
メニューバーの「MAPエディタ」ボタンをクリックします。

　
(２)「2354メモリモジュール」のアイコンをマウスでドラッ
クし、パソコンのアイコンへ、ドロップします。

(３)「通信モジュールの設定」画面で、
　　　①COM　ID
　　　②IPアドレス/サブネットマスク（必須）
　　　③デフォルトゲートウエイ／DNSサーバ
　　　　（使用しない場合は空白）
　　を入力し、「OK」をクリックします。

　※「2353LANモジュール」の設定も、ほぼ同様です。

１ 時計の設定

　パソコンの現在時刻を、補正してください。

p.4

２ パソコンのIPアドレスの確認

(１）「コントロールパネル」内の「ネットワークの状態と
タスクの表示」を開きます。

(２)「ローカルエリア接続」をクリックします。

(３)「ローカルエリア接続の状態」の「プロパティ」を
クリックします。

(４)「ローカルエリア接続のプロパティ」画面で、
「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPｖ4)」
を選択し、「プロパティ」をクリックします。

(５)「インターネットプロトコルバージョン4のプロパティ」
画面で、「IPアドレス」、「サブネットマスク」、
「デフォルトゲートウエイ」を確認します。

(６)設定確認後、「ローカルエリア接続のプロパティ」
画面で「閉じる」をクリックし、「ローカルエリア接続の
状態」画面も「閉じる」をクリックします。



p.5

(６)送信完了後、ツールバーの「MAPエディタ」－「MAP
エディタの終了」をクリックします。

もしエラーが出てしまったら

POINT!!

モジュールベースの
TERMINATIONスイッチ
は、終端を「ON」に、
それ以外を「OFF」に
します。

上記画面が表示された場合、2354を認識できず、
設定が送信できていません。
　①2361の電源は入っていますか？
　②LANケーブルの種類（クロス・ストレート）
　③2354の「COM ID」
　④モジュールのLED表示色
　⑤モジュールベースのTERMINATIONスイッチ
を、確認してください。
詳しくは設置参考資料のp.4/5を参照してください。

上記画面が表示された場合、2354の設定は完了し
ましたが、パソコン－2354間の通信がエラーです。
　①デマンド監視用パソコンのIPアドレス
　②2354用のIPアドレス
①と②のネットワーク上のグループが異なることが
考えられます。特にパソコンと１対１で接続している
場合、IPアドレスが重複していないか、①を確認
してください。（p.4 　　 を参照）２

ON
にする

OFF
にする

ON
にする

2392-012392-022392-02

(１)登録した「2354メモリモジュール」を選択し、右クリッ
クでポップアップメニューを開き、「モジュールに設定を
送信」をクリックします。

２ 通信モジュールに設定を送信

(２)下記画面で、「はい」をクリックします。

(４)パソコンのセキュリティ環境により、「Windows
セキュリティの重要な警告」画面が表示されることが
あります。この場合、「アクセスを許可する」をクリック
してください。

(５)送信終了後、「OK」をクリックします。

設定条件とともに、
パソコンの時刻情報が
送信されます。

POINT!!

(３)「モジュールに設定を送信」画面で、「送信」ボタン
をクリックし、設定を送信します。



３ 計測モジュールの設定

(１)メニューバーの「通信確認」ボタンをクリックします。

(４)登録された「2304 パルスモジュール」を選択し、
右クリックでポップアップメニューを開き、「2304 パルス
モジュールの設定」をクリックします。

(７)「記録設定」のタブで、「記録間隔」を1分、「記録モ
ード」を「瞬時値記録」とします。

(８)「送信」ボタンをクリックし、設定を送信します。
送信確認後、「OK」ボタンを押し、「閉じる」をクリック
します。

p.6

(６)ID番号の確認
タイトルバーに表示された、パルスモジュールの
COM　ID、MODULE　ID番号を控えます。
（p.8の　　（３）の設定で使用します）

COM ID MOD. ID

２

(５)「基本設定」のタブで、パルス検出として9658-81
クランプオンセンサを使用する場合、
　・CH1：使用する、のチェックを外す
　・CH2：使用する
　・フィルタ：OFF
　・入力端子：＋Loを使用
と設定します。 ※ 他社製のパルス検出器を使用する場合は、

　　　・CH1：使用する（CH2のチェックを外します）
　　　・フィルタ：OFF
　　　・入力端子：+HIを使用　、と設定します。

(２)「通信・モジュールリストの確認」画面で、「リストに
ない計測モジュールが存在していたら、リストに追加
する」にチェックを入れ、「確認を実行」をクリックします。

もしエラーが出てしまったら
①通信モジュールの設定は済んでいますか？
②通信モジュールを複数台使用している場合、
　IPアドレスは重複していませんか？
③通信モジュールの再起動中に、通信確認
　していませんか？

POINT!!

(３)通信確認後、2304パルスモジュールが認識され、
モジュールリストに登録されます。
（2304-01も2304と表示されます）



４ 記録の開始

(１)メニューバーの「記録設定」ボタンをクリックします。

(２)「記録の開始と停止」画面で、「記録ファイル名」を
入力し、「保存先フォルダ」を設定します。
「基本設定」のタブで、「すぐに記録を開始する」をチェ
ックします。

(３)「記録開始」ボタンをクリックし、記録を開始します。
　確認のメッセージと、メニューバーに「記録動作中」
　と表示されます。

５ 定期データ収集の設定

(１)ツールバーの「記録」－「定期データ収集の設定」
をクリックします。

(２)「定期収集設定」画面で、データ収集の項目は、
「収集する(短時間のデータ向け。1時刻ずつの収集)」
を選択します。
また、「記録データを定期的に収集する」にもチェックを
入れ、「30秒」ごとに設定し、「設定」ボタンををクリック
します。

６ 時計補正の設定

(１)ツールバーの「記録」－「時計補正」をクリックします。

(２)「時計補正」画面で、「時刻補正を指定した時刻に
行う」にチェックを入れます。時刻補正の時間を指定
し、「追加」ボタンで指定時刻を登録し、「設定」ボタン
をクリックします。

(３)ツールバーの「定期収集」ボタンが押されます。

p.7

デフォルトでは、
・記録ファイル名：REC・年・月・日・時・分
・保存先フォルダ：「C:\Users\ログイン名\Documents」
となります。
記録ファイル名は、「デマンド監視.hrp」など分かりやす
い名称に変更することも可能です。

POINT!!

補正時刻は、パソコンが稼働
している時刻としてください。
また、「05分」など、警報が
出力されない時間帯に設定
してください。

POINT!!



　
(２)ツールバーの「デマンド監視」－「デマンド監視開始・
停止」または、　　　のアイコンをクリックします。

４．デマンド監視ソフトの設定

１ デマンド監視の設定

(３)「デマンド監視開始・停止」画面で、「監視中」と表示
されている場合は、「停止」ボタンをクリックします。

(３)「モジュールID選択」は、「通信モジュールID」には、
p.6の　　 （６）で控えたCOM IDを、「計測モジュール
ID」は、MODULE IDを設定します。

　
(４)「確認」画面で、「ＯＫ」をクリックします。
「監視中」の表示が、「停止中」に変わったことを確認
します。

２ データ取得設定

　
(１)「デマンド監視開始・停止」画面で、「データ取得設
定」ボタンをクリックします。

(２)「データ取得設定」画面で、記録ファイルを指定し
ます。「参照」ボタンを押し、p.7の　　 (２)で設定した
保存先フォルダの中の、記録ファイル名（hrpファイ
ル）を選択します。

４

(４)CT比を入力し、「OK」ボタンを押します。

３ デマンド監視の開始

　

(１)「デマンド監視インターバル」は「1分」とします。
管理デマンドの「デマンド値」を設定します。
ご契約電力よりも、小さい値を入力します。
（例：契約電力310kW　→　管理デマンド300kW）

　

(２)警報時、パソコンで音を鳴らす場合は、「警報音」に
チェックを入れます。
（9688で電子メールを利用する場合は、「電子メール通
知」にチェックを入れます）

　
(３)「次回からこの設定で監視を自動開始する」にチェ
ックを入れ、「適用」ボタンをクリックし、「開始」ボタンを
クリックします。

　(４)「監視中」の表示を確認し、「閉じる」ボタンをクリック
します。

p.8

３

CT比は、取引用メータに表示されている数
値から計算します。
100/5Aの場合、CT比は100÷5＝20です。
詳しくは、設置参考資料のp.9を参照して
ください。

POINT!!

COM ID MODULE ID

　
(１)「スタート」－「すべてのプログラム」－「HIOKI」－
「デマンド監視」－「9688-30デマンド監視ソフト」のアイ
コンをクリックします。



p.9

５．9688-30　デマンド監視ソフトメイン画面

２ デマンド監視画面（分析モード）

　
(１)　　　  アイコンで、管理デマンドの変更や、監視の
「開始・停止」の設定ができます。

　
(２)目標データ（緑折れ線）は、日付など、６種類の
中から選択可能です。

　分析モードでは、「日報」などの４種類の表示形態、「デマンド値」などの表示項目、「推移」などの表示手法を選択し、
記録データの分析ができます。

【赤線】　管理デマンド
【青線】　目標デマンド

【棒グラフ】
　本日のデマンド値

１ デマンド監視画面（監視モード）

高機能版ソフト

【緑折れ線】
　目標データ



p.10
6．9688　デマンド監視ソフトメイン画面

３ 警報出力について

　
　　  アイコンで、管理デマンドの変更や、監視の
「開始・停止」を設定できます。

　予測デマンド値が、管理デマンド値を超えると警報を
出力します。発生するタイミングは下記の通りです。

１ デマンド監視画面（監視モード）

基本版ソフト

　
ツールバーの「表示」をクリックし、表示したい項目を
選択します。

２ 過去データの閲覧

警報レベル 警報発生のタイミング

レベル１

レベル２

レベル３

レベル４

残り20～16分の間（1分間隔）

残り15～11分の間（1分間隔）

残り10～6分の間（1分間隔）

残り5～1分の間（1分間隔）

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４



p.11

７．2354　デマンド監視オプションの設定

２ デマンド監視の基本設定

(１)モジュールリストの「2354メモリモジュール」を選択
し、右クリックでポップアップメニューを開き、「デマンド
監視の設定」をクリックします。

(２)「デマンド監視設定」のタブで、
　・「デマンド機能を使用する」にチェックを
　・デマンド値設定では、「デマンド値１」に管理デマンドを入力
　・2304を設定するでは、「測定項目」（2304をプルダウンメニューから選択）、CT比
を設定します。「デマンド値1」・「CT比」は、p.8で設定した数値と同じ値を入力します。

高機能版ソフト

１ デマンド監視オプション

(１)高機能版ソフトでは、2354メモリモジュールから
直接デマンド警報を出力することができます。
（パソコンの動作に依存しません）
Smart Site Utilityのツールバーの「ヘルプ」－「バージ
ョン情報」をクリックし、「バージョン情報」画面で、
「2354デマンド監視オプション」が使用できることを
確認します。

(２)下記デマンド警報が出力可能です。
　・ 2354からメールを発報し、デマンド警報の発生
　　/解除を通知
　・ 2354が警告灯を制御し、デマンド警報の発生/
　　解除を通知
　・ 2354が2342出力モジュールの出力を制御
詳しくは、ツールバーの「ヘルプ」－「2354デマンドオプ
ション取扱説明書を開く」をクリックし、取扱説明書を
参照してください。

(３)「送信」ボタンをクリックし、設定を送信します。



p.12

３ メールの設定

(１)「メール基本設定」のタブで、メール送信
の設定をします。P.3で控えた情報を元に、
設定項目を入力します。
入力後、「送信」ボタンをクリックし、設定を
送信します。

(２)「デマンドメールの設定」タブで、メール
送信先を設定をします。
　・「追加」ボタンをクリックし、メールアドレス
　　を登録します。
　・登録したメールアドレスを、マウスでドラッ
　　クし、メール送信先へドロップします。
　・発生／解除／警報レベルを設定します。
入力後、「送信」ボタンをクリックし、2354へ
設定を送信します。

（３）「メール送信のテスト」ボタンをクリックすると、メールの送信テストができます。

SMTPサーバの、IPアドレスがわからない場合は？

「スタート」－「すべてのプログラム」－「アクセサリ」
－「コマンドプロンプト」を起動し、pingコマンドを
送信します。

例：
ping　mai.hioki.co.jp
と入力し、Enterキーを押します。
［192.168.100.100］のように、IPアドレスが表示されます。

POINT!!

３

メール送信のエラーについて４

　

送信設定（SMTP設定）の設定項目を確認して
ください。SMTPサーバ名が名称の場合は、
IPアドレスを入力するか、DNSサーバアドレスが
入力されているか、を確認してください。

　

SMTPサーバのIPアドレス、
ポート番号、認証設定の項目
を確認してください。

　
送信先のメールアドレスを
確認してください。

　
設定を変更後、「送信」ボタンをクリックしていますか。
「送信」ボタンをクリックし、設定を更新してからテストしてください。



p.13

５ ネットワーク対応型警告灯の設定1　（アイエスエイ社製DN-1500GXの場合）

(１)「警告灯の設定」のタブで、ネットワーク対応型警告灯の設定をします。
送信コマンド（RSHコマンド）の詳細につきましては、製品の取扱説明書を参照してください。
以下（株）アイエスエイ社製、DN-1500GX型の設定例です。

(２)ネットワーク対応型警告灯とパソコンを、LANケーブルで接続します。
設定送信用のパソコンと、１対１での接続をお勧めします。

クロスケーブル

(３)インターネットエクスプローラーなどのブラウザソフトで、アドレスバーにネットワーク対応型警告灯のIPアドレスを
入力します。
　http://192.168.1.1/　　（初期設定）
ログイン画面が表示され、パスワードを入力します。（初期設定：ユーザ名・パスワードともDN1500）
「ログイン」ボタンをクリックすると、セットアップ画面が表示されます。

設定送信用パソコン
ＩＰアドレス： 192．168．1．3
（末尾は「1」以外の数値で）
ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ： 255．255．255．0
ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞー ﾄｳｪｲ： （設定なし）

ネットワーク対応型警告灯
ＩＰアドレス： 192．168．1．1（初期値）
ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ： 255．255．255．0
ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞー ﾄｳｪｲ： （設定なし）

パソコンのIPアドレスを設定するには？
p.4の　　　を参照してください。

POINT!!

２

ストレートケーブル



(４)「基本設定」の「時刻設定」ボタンをクリックします。
　　・「手動」または、「NTPサーバによる時計設定」
　を入力し、「設定」ボタンをクリックします。

(５)「基本設定」の「LAN設定」ボタンをクリックします。
　　・IPv4アドレス　：アドレス/ネットマスク
　　・IPv4ゲートウエイアドレス　：アドレス（必要に応じて）
　を入力し、「設定」ボタンをクリックします。
　再起動後、新しい設定内容が反映されます。

(６)LANケーブルを取り外し、ネットワーク対応型警告灯を設置箇所に取付けます。

p.14

IPアドレスを変更後、再度パソコンと接続するときは、
パソコンのIPアドレスも変更する必要があります。

POINT!!



ACOP　0202000
（黄点滅　ブザー音1）

(７)「警告灯の設定」タブで、ネットワーク対応型警告灯の設定をします。

警告灯IPアドレス 復旧時コマンド

ACOP　1001000
（赤・黄・緑点滅　ブザー音1）

発生時コマンド

ACOP　0022000
（緑点滅　ブザー音1）

p.14で設定した
ネットワーク対応型
警告灯のIPアドレス
を入力します

ACOP　2002000
（赤点滅　ブザー音1）

ALOF
（全クリア）

ALOF
（全クリア）

ALOF
（全クリア）

ALOF
（全クリア）

警報レベル

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

(８)「送信」ボタンをクリックし、設定を送信します。

①動作テストするには？
　p.11の　　 （２）のデマンド値1を、実際にデマン
　ド警報が出力されるような値に変更し、警告灯
　の動作を確認します。

②警報時、音のみ停止させたい
　クリアスイッチを、２段階に設定できます。
　p.14で、「アクション設定」－「アラーム解除
　設定」の項目で設定することができます。
　（初期設定：二段階クリアのモード1）

POINT!!

p.15

２
RSHコマンド　ACOP_(d1)(d2)(d3)(d4)(d5)(d6)(d7)(d8)
_：半角スペース
(d1)：赤、(d2)：黄、(d3)：緑
「0」=消灯、「1」=点灯、「2」=点滅1（2秒周期）、
「3」=点滅2（1秒周期）、「X」=状態保持

(d4)：ブザー連続音、(d5)：ブザー断続音
「0」=消音、「1」=ON

(d6)、(d7)、(d8)：未使用（0またはX）



p.16

６ ネットワーク対応型警告灯の設定2　（パトライト社製NH型の場合）

(１)「警告灯の設定」のタブで、ネットワーク対応型警告灯の設定をします。
送信コマンド（RSHコマンド）の詳細につきましては、製品の取扱説明書を参照してください。
以下（株）パトライト社製、NH型の設定例です。

(２)ネットワーク対応型警告灯とパソコンを、LANケーブルで接続します。
設定送信用のパソコンと、１対１での接続をお勧めします。

クロスケーブル

(３)インターネットエクスプローラーなどのブラウザソフトで、アドレスバーにネットワーク対応型警告灯のIPアドレスを
入力します。
　http://192.168.10.1/　　（初期設定）
ログイン画面が表示され、パスワードを入力します。（初期設定：patlite）
「ログイン」ボタンをクリックすると、セットアップ画面が表示されます。

設定送信用パソコン
ＩＰアドレス： 192．168．10．3
（末尾は「1」以外の数値で）
ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ： 255．255．255．0
ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞー ﾄｳｪｲ： （設定なし）

ネットワーク対応型警告灯
ＩＰアドレス： 192．168．10．1（初期値）
ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ： 255．255．255．0
ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞー ﾄｳｪｲ： （設定なし）

パソコンのIPアドレスを設定するには？
p.4の　　　を参照してください。

POINT!!

２

ストレートケーブル

(４）「セットアップ項目」の「時刻設定」ボタンをクリックします。
　　・「手動時刻設定」または、NTPサーバ」を入力し、「設定」ボタンをクリックします。



(６)「セットアップ項目」の「システム設定」ボタンをクリックします。
　　・本体IPアドレス/ネットマスク（必須）
　　・デフォルトゲートウエイ／DNSサーバアドレス（使用しない場合は空白）
　を入力し、「設定」ボタンをクリックします。
　再起動後、新しい設定内容が反映されます。

(７)LANケーブルを取り外し、ネットワーク対応型警告灯を設置箇所に取付けます。

p.17

root

(５)「セットアップ項目」の「コマンド受信設定」ボタンをクリックします。「接続許可設定」欄の
　　・「送信元IPアドレス」の項目に、p.4の３．　　（３）で設定した、2354のIPアドレスを入力します。（例：192.168.10.10）
　　　（複数台の2354の登録が可能です）
　　・「ログイン名」は、「root」
　と入力し、「設定」ボタンをクリックします。

１

IPアドレスを変更後、再度パソコンと接続するときは、
パソコンのIPアドレスも変更する必要があります。

POINT!!



alert　020001
（黄点滅　ブザー音1）

(７)「警告灯の設定」タブで、ネットワーク対応型警告灯の設定をします。

警告灯IPアドレス 復旧時コマンド

alert　222001
（赤・黄・緑点滅　ブザー音1）

発生時コマンド

alert　002001
（緑点滅　ブザー音1）

p.17で設定した
ネットワーク対応型
警告灯のIPアドレス
を入力します

alert　200001
（赤点滅　ブザー音1）

clear
（全クリア）

clear
（全クリア）

clear
（全クリア）

clear
（全クリア）

警報レベル

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

(８)「送信」ボタンをクリックし、設定を送信します。

①動作テストするには？
　p.11の　　 （２）のデマンド値1を、実際にデマン
　ド警報が出力されるような値に変更し、警告灯
　の動作を確認します。

②警報時、音のみ停止させたい
　クリアスイッチを、２段階に設定できます。
　p.17で、「動作設定」－「クリア動作設定」の
　項目で設定することができます。
　（初期設定：一括クリア）

POINT!!

p.18

２
RSHコマンド　alert_rygbcz
_：半角スペース
ｒ：赤、ｙ：黄、ｇ：緑、ｂ：青、ｃ：白
消灯「0」、点灯「1」、点滅１「2」、点滅2「3」、変化なし「9」

ｚ：ブザー動作の値を入力
消音「0」、パターン1「1」、パターン2「2」、パターン3「3」、
パターン4「4」、変化なし「9」



１ USBドライバのインストール

(１)CD-R内にある、「usbux」フォルダ内の「setup.exe」
をクリックします。

(１)DN-1500に付属のCD-Rを、パソコンのCD-ROM
ドライブにセットします。
ドライバをインストールする前に、警告灯とパソコンは、
接続しないでください。

p.19

８．警告灯（USBタイプ）の設定　（アイエスエイ社製DN-1500UXの場合） 高機能版ソフト

(２)インストーラーが起動しますので、「次へ」をクリック
します。（コピー先のフォルダは変更しないでください）

(６)「完了」ボタンをクリックし、インストールウィザードを
終了します。

(７)警告灯とパソコンとを、USBケーブルで接続します。

(５)パソコンのセキュリティの環境により、「Windows
セキュリティ」画面が表示されることがあります。
この場合、「このドライバーソフトウェアをインストール
します」をクリックしてください。

(２)「自動再生」画面で、「cmd.exe」をクリックします。

(３)「ユーザアカウント制御」画面が表示された場合、
「続行」をクリックします。

(４)「次へ」をクリックし、デバイスドライバのインストール
ウィザードを開始します。

(８)タスクバーにインストールメッセージが表示される
のでしばらく待ち、インストールが完了したことを確認
します。
（COMポート番号はパソコンの環境により変わります）

２ コマンドツールのインストール



(３)下記画面で、「完了」ボタンをクリックし、インストー
ルを終了します。

p.20

(１)「スタート」－「すべてのプログラム」－「アクセサリ」
－「コマンドプロンプト」で右クリックし、「管理者として
実行」をクリックします。
「C:\usbux\usbux.exe HWSC」と入力し、エンターキー
を押します。

(１)9688-30のCD-R内にある、「警告灯USB設定」フォ
ルダを、監視用パソコンのハードディスク内にコピー
します。
例：コピー先
　　C:\Program Files\HIOKI\Demand Checker3　（32bit版の場合）
　　C:\Program Files（x86）\HIOKI\Demand Checker3
　　　（64bit版の場合）

３ ＣＯＭポートの確認

４ 警報時の実行コマンドの作成

(２)パソコン内にコピーした、「警告灯USB設定」の
フォルダを開き、利用する警報設定のどちらかの
フォルダを開きます。
通常は、警報設定（スタンダード）を使用します。

(２)表示されたCOMポートの番号を控えます。
　（ＣＯＭ：　　　）

(３)「level(1).bat」を選択し、右クリックでポップアップ
メニューを開き、「編集」をクリックします。

(４)「メモ帳」にて、コマンドが編集できるようになります。

(５)下記のようにコマンドを編集し、上書き保存します。
C:\usbux\usbux.exe_-c_xx_ACOP_0022
　（_：半角スペース）　　　 ↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ここに　　　で確認したCOMポートの番号を入力します３

(６)同様に、level(2)～(4)のファイルも編集し、上書き保
存します。
　・level(1)　：緑点滅・断続音
　・level(2)　：黄点滅・断続音
　・level(3)　：赤点滅・断続音
　・level(4)　：緑点灯・連続音

　(１)9688-30デマンド監視ソフトを起動します。

　
(３)「外部アプリの設定」画面で、「警報発生時に外部
アプリを実行する」にチェックを入れます。

５ 外部アプリの設定

　
(２)ツールバーの「ツール」－「外部アプリの設定」を
クリックします。

警報設定（スタンダード）

　level（1）.bat　緑点滅、断続音
　level（2）.bat　黄点滅、断続音
　level（3）.bat　赤点滅、断続音
　level（4）.bat　赤点灯、連続音

警報設定（サービスカウンタ）（赤を使用しない）

　level（1）.bat　緑点滅、断続音
　level（2）.bat　黄点滅、断続音
　level（3）.bat　緑点灯、連続音
　level（4）.bat　黄点灯、連続音

POINT!!



　(９)レベル２～４も同様に動作を確認し、「OK」をクリック
します。

p.21

　(６)「テスト」ボタンをクリックし、動作確認します。

　(７)確認画面で、「はい」をクリックします。

　

(８)外部アプリが実行され警告灯が動作することを確
認し、「OK」ボタンをクリックします。
警告灯の「ALARM STOP」ボタンを押し、動作を停止
させます。

(４)警報レベル１の「参照」ボタンを押します。
警報レベル１に、　　で編集した「警告灯USB」フォルダ
中の、「警報設定(スタンダード)」フォルダを開き、
level(1).batを選択し、「開く」ボタンをクリックします。

４

　(５)同様に警報レベル２～４を設定します。



１ メールの設定

　
(２)「メールの設定」画面で、p.3で控えた情報を元に、
設定を入力します。

p.22

９．メールの設定 基本版ソフト

　
(１)9688デマンド監視ソフトで、ツールバーの「ツール」
－「メールの設定」をクリックします。

　
(３)「通知テスト」ボタンをクリックし、「送信先1」に登録し
たメールアドレスにテストメールが届くことを確認します。
確認後「OK」ボタンをクリックします。

メールが送信できないときは？

①メールアドレスの確認
　以下の文字が、メールアドレスに使用されて
　いる場合、送信できません。
　　, \ " ( ) @ [ ; : ] < >
　また、abc.@mail.serverのように「.」が@の直前
　にある場合も送信できません。
②ファイアウォールの設定
　DemandChecker.exeとConsoleMail.exeの通信
　が許可されているか、を確認ください。

POINT!!

　
(４)p.8の　　 (２)の「警報通知方法」の「電子メール通知」
にチェックを入れます。

３

１０．ソフト自動立ち上げの設定

１ ショートカットの作成　（デスクトップ）

　
(１)「スタート」－「すべてのプログラム」－「HIOKI」－
「Smart Site Utility」のアイコンをマウスで右クリック
し、ドラックしながらデスクトップ上にドロップします。

　
(２)ポップアップメニューから、「ショートカットをここに作
成」をクリックします。

　(３)デスクトップ上に、ショートカットが作成されます。

　

(４)同様に、「スタート」－「すべてのプログラム」－
「HIOKI」－「9688-30デマンド監視ソフト」のアイコンを
マウスで右クリックし、ドラックしながらデスクトップ上に
ドロップします。

　
(５)ポップアップメニューから、「ショートカットをここに作
成」をクリックします。デスクトップ上に、ショートカット
のアイコンが作成されます。



p.23

　

２ スタートアップへの登録

　
(１)「スタート」－「すべてのプログラム」－「スタートアッ
プ」のアイコンを右クリックし、ポップアップメニューから
「開く」をクリックします。

　
(２)フォルダ中に、デスクトップ上に作成した２つのショ
ートカットをドラッグアンドドロップし、コピーします。

１１．パソコンの設定

１ 電源オプション

　(２)「電源オプション」をクリックします。

　
(４)「ディスプレイの電源を切る」：なし
「コンピュータをスリープ状態にする」：なし
に設定し、「変更の保存」をクリックします。

　(５)「コントロールパネル」画面を閉じます。

(１)「スタート」－「コントロールパネル」を開き、「システ
ムとセキュリティ」をクリックします。

　
(３)「お気に入りのプラン」で「バランス（推奨）」を選択し、
「プランの変更」をクリックします。



　

p.24
１２．付録

Smart Site Utilityの場合、「Settings」フォルダと「SSUtil.xml」を
バックアップしてください。
（表示されない場合、「互換性ファイル」ボタンをクリックします）

記録データは、「hrpファイル」と「同名のフォルダ」をバック
アップしてください。

１ 各種設定の控え　（p.4・p.6参照）

２ フォルダ構成と設定のバックアップ

　
アプリケーションフォルダ

C:\Program Files\SmartSiteUtility

　
設定フォルダ

Settings

　
ファイル

SSUtil.xml

　
記録フォルダ

XXXXXX

　
記録ファイル名

XXXXXX.hrp

設置場所/管理デマンド COM ID

2354／2353

パルスモジュール

MOD. ID

設置場所
［　　　　　　　　　　　　　　］

管理デマンド
［　　　　　　　　　　　kW　］

-

-

モジュール種類
2304

CH番号

-

取引用メータCT比

-

ネットワーク対応型警告灯

ゲートウェイ：　　　　　　　　　　　　　  ．　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　．

サブネットマスク：　　　　　　　　　　　 　．　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　．

ＩＰアドレス：　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　．

2354／2353

パルスモジュール
設置場所

［　　　　　　　　　　　　　　］

管理デマンド
［　　　　　　　　　　　kW　］

-

-

- -

ゲートウェイ：　　　　　　　　　　　　　  ．　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　．

サブネットマスク：　　　　　　　　　　　 　．　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　．

ＩＰアドレス：　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　．

ゲートウェイ：　　　　　　　　　　　　　  ．　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　．

サブネットマスク：　　　　　　　　　　　 　．　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　．

ＩＰアドレス：　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　．

　
データフォルダ

C:\Users\ユーザ名\Documemts

　
アプリケーションフォルダ

C:\Program Files\HIOKI\Demand Checker3 　
デマンド監視ソフトの場合、「config.txt」と「smtp.ini」（メール
の設定ファイル）をバックアップしてください。
（表示されない場合、「互換性ファイル」ボタンをクリックします）

保存先は、p.7の　　（２）を参照４

（１）9768 Smart Site Utility Proの場合

（２）9688-30 デマンド監視ソフトの場合



p.25

２

管理デマンドの変更方法３

　

（１）デマンド監視ソフトの場合
  　　アイコンをクリックし、「デマンド監視の開始と
　停止」画面で、「停止」をクリックします。
　管理デマンドを変更し、「開始」ボタンをクリックします。
　（p.8参照）

１

　

(２)2354デマンド監視オプションの場合
　モジュールリストの「2354メモリモジュール」を選択し、
　右クリックでポップアップメニューを開き、「デマンド
　監視の設定」をクリックし、設定を変更します。
　（p.11参照）

運用上の注意４

　
(１)ソフトウェアの常駐
　「Smart Site Utility」と、「デマンド監視ソフト」を必ず
　セットで立ち上げてください。

　

（２）ソフトウェアの終了方法
　「Smart Site Utility」は、メッセージが表示されますが、
　「はい」をクリックし、終了します。
　「デマンド監視ソフト」は、エラーメッセージが表示され
　ますので、　　 アイコンをクリックし、「デマンド監視」
　を停止してから、ソフトウェアを終了します。
　（p.8参照）

　

(３)データが更新されないときは
　「Smart Site Utility」にて、
　　・「定期収集」のボタンは押されていますか？
　　・「記録動作中」の文字は表示されていますか？
　を、確認してください。

【MEMO】

　
(４)パソコンの時計
　定期的に時刻を補正してください。（重要）
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