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省エネと計測の「見える化」をリードする問題解決企業
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年々「節電」や「省エネ」への取組みが盛んになっています。
2013年度はこれまで以上に注目される見込みです。

それは各電力会社の料金大幅値上げなどにより、需要家の皆様に
かかる負担が大きくなるとされているからです。

本誌はそんな電力需要家の皆様に少しでもお役に立てるよう、
電力コストを削減するための対策をまとめたものです。

本誌を通し、少しでも皆様の省エネ活動に貢献できれば幸いです。
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１．電気料金の値上げについて

＜値上げの背景＞

原子力エネルギーの見直しに伴い、今後は火力発電や水力発電、または太陽光などの
自然エネルギーによる発電が増加する見込みとなっています。その中で発電にかかる
燃料費は、電気の安定供給に必要な費用の約6割を占めることとなり、平成22年度と
比べると電力会社側の負担は大幅に増加すると見込まれています。

電力会社も人件費の削減や資産等の売却など、経営合理化に取り組み、コスト削減が
進められていますが、それでも従来の電気料金収入では必要な費用を賄いきれていま
せん。安定した電力供給のための費用を賄うため、各電力会社より電力料金の値上げ
要求が出されているという状況です。

＜値上げの状況＞

2012年度以降、電力料金の値上げを申請･発表･実施している電力会社は、東北電
力、東京電力、関西電力、四国電力、九州電力の５社となっています。
それぞれの電力会社ごとに値上げ幅は違っておりますが、従来単価と比較して約110
～130%と大幅なコストアップに繋がる内容です。
５社以外の電力会社においても、値上げについては「検討中」としていますので、近
いうちに実施する可能性もあります。 （2013年３月1日現在）

（関西電力HPより抜粋）

時期 値上げ幅

東北電力 2013年7月 2円57銭～68銭/kWh

東京電力 2012年9月 2円36銭/kWh

関西電力 2013年4月 2円68銭～72銭/kWh

四国電力 2013年7月 2円36銭～44銭/kWh

九州電力 2013年4月 1円62銭～65銭/kWh

各電力会社の値上げ状況 ※2013年3月1日現在
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値
上
げ
後

区分 契約電力 用途 基本料金
電力量料金

夏季 その他季

高圧（6kV）

500kW未満
高圧A（ビル） 1685.25円 14.80円 13.78円

高圧B（工場） 1323.00円 15.31円 14.25円

500kW以上
高圧A（ビル） 1685.25円 14.80円 13.78円

高圧B（工場） 1811.25円 13.46円 12.56円

特高（70kV）
特高A（ビル） 1601.25円 13.38円 12.48円

特高B（工場） 1727.25円 12.46円 11.65円

各電力会社の値上げ内容について、以下、関西電力の料金体系の変更を記載していま
す。契約プランは様々ありますが、本冊子では標準的なプランでまとめております。

（例）関西電力 値上げ前後比較 ※値上げは2013年4月より実施

各電力会社においても値上げ幅は各社違っていますが、関西電力の例と同様、基本料
金は変更せず、電力量料金のみが対象です。

値
上
げ
前

区分 契約電力 用途 基本料金
電力量料金

夏季 その他季

高圧（6kV）

500kW未満
高圧A（ビル） 1685.25円 12.08円 11.06円

高圧B（工場） 1323.00円 12.59円 11.53円

500kW以上
高圧A（ビル） 1685.25円 12.08円 11.06円

高圧B（工場） 1811.25円 10.74円 9.84円

特高（70kV）
特高A（ビル） 1601.25円 10.70円 9.80円

特高B（工場） 1727.25円 9.78円 8.97円

それでは具体的に1ヵ月でどのくらいのコストアップになるのでしょうか？
以下の条件で試算してみます。

地域：関西電力管内
区分：高圧500kW未満

業種：工場
季節：夏季

契約 ：450kW
使用量：4500kWh/日

○値上げ前 基本料金 1,323円×450 kW= 595,350
電力量料金 12.59円×135,000kWh = 1,699,650円

○値上げ後 基本料金 1,323円×450 kW= 595,350
電力量料金 15.31円×135,000kWh = 2,066,850円

●値上げ額 2,066,850円 – 1,699,650円 = 367,200円

従来と全く同じ電力使用でも月間で40万円近くコストアップになってしまいます。
これは何らかの対策を打たなくてはなりませんね。
対策を検討する上で、まずは電気料金がどのような仕組みになっているかを把握して
いきましょう。
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２．電気料金の仕組みについて

電気代の削減では、電気料金の仕組みを知ることが第一歩です。仕組みをしっかりと
理解することで、「コストダウンには何が効果的か？」が見えてきます。

■ 電気料金 = 基本料金 + 電力量料金
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1日の使用電力量推移

□ 電力量料金 = 使用電力量{kWh} × 料金単価 ± 燃料調整費等

＜電力量料金について＞

＜電力量料金＞
グラフの面積

電力量料金は、高圧受電の需要家も家庭等の電気料金と同様に、電気を使用した分だ
け加算されてるため、基本的には使用電力量グラフの面積の大きさと電力量料金は比
例の関係にあります。しかし、料金単価は夏季＞冬季、日中＞夜間、平日＞休日とい
うように状況によって変動したり、電力会社のプランで更に細かく単価が変化するこ
ともあります。電力コスト削減には、使用電力量を減らすことが必要不可欠ですが、
料金単価が高い時間帯を避けて電力を使用するなどの工夫により、使用した電力量は
同じでも、請求される電気料金がまったく違うなんていうことがあるのです。夜間電
力を活用したエコキュートや蓄電池などは、料金単価の安い時間帯に電気を使用する
代表的な例でもありますね。

上記のように電気料金は「基本料金」と「電力量料金」から算出されます。
2料金を合算する料金体系は一般的ですが、電気料金ならではの特殊な算出方式が含ま
れるため、しっかりと理解することが必要になります。

前章で記載したように、各電力会社の電力量料金が大幅に値上がりします。
できるだけ使用電力の面積が増えないよう、不要な電気を切るなどの日常的な対策が
基本です。
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たった30分でも直近1年間の
ピークを上回ると、契約電力
が更新され、今後1年間はそ
の値が適用されてしまう！！

この1年間はどれだけ節電しても
契約電力は330kWとなる！！

□ 基本料金 = 契約電力{kW} × 料金単価 × (1.85 – 力率)

＜契約電力＞
グラフの高さ

月ごとの 大デマンド値推移

＜基本料金について＞

基本料金は、電力会社との契約プランに従って毎月一定額の金額になっていると考えら
れがちですが、高圧受電のお客様は、契約電力によって基本料金が変動します。家庭な
どの低圧受電の場合、一定以上の負荷がかかるとブレーカが落ちますが、高圧受電の事
業所などで突然停電になったら大事なので、電力の供給は継続します。
その代わり、30分間ごとの平均使用電力（デマンド電力）の値で契約電力を導き出し
ています。直近1年間における 大デマンド電力が契約電力となりますので、これまで
の契約電力を一度越えてしまうと、向こう1年間はそのデマンド電力が契約電力として
電気料金が請求されるのです。

ある時間帯だけ突出したピーク値が出ないような運用を続けることが、基本料金を下
げることに繋がります。また、ピークカットをすることにより、電力使用量の削減に
もつながります。
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実は、省エネも同じことが言えます。
省エネというと、インバーター化や 新設備の導入など、即効性を
狙った設備投資から始める事が多く、計測というものは意外と軽視さ
れているように感じます。病気に例えれば、病名や病状がよく分から
ないけど、とりあえず風邪薬を飲んでみるのと同じことです。設備投
資から始める省エネは、1回目の効果は確実に上がるのですが、2回
目、3回目と継続をしていくことが非常に困難になります。また、本当
に効果があったのか分からなくなっていきます。
省エネは病気を直すことと同じで、まず状況を把握すること、つまり
「計測」こそが、本当は非常に重要な事なのです！

ところで、皆さんは病気になった時、どうしますか？
病院に行かれますか？十分に休息をとりますか？
それとも、とりあえず何かの薬を飲みますか？
たいていの方は、まず病院に行かれると思います。
では、病院では何をしますか？
まず、医者の問診があって、その後さまざまな検査を行うはずです。
血液検査や尿検査、レントゲン、時にはCTスキャンをとる場合もあると思います。
検査には、それなりのお金がかかるのに、検査しないということは、ほとんどありま
せん。それは、なぜでしょうか？それは、医者が病気の診断をするために、検査結果
を必要としているから、ですね

それでは需要家の皆様は、これから具体的に何をすべきなのでしょうか？
前章までの電気料金の値上げ状況、仕組みなどは理解したけれど、電気料金を削減す
るために、何をすればいいかわからない。または色々試しているが、なかなか思うよ
うにいかない。そんな方が多いのではないでしょうか。

３．電気代削減、省エネに必要なこと

そこで注目していただきたいのが「計測」です。
具体的な省エネ機器や高効率装置などが注目されがちですが、省エ
ネの第一歩は使用しているエネルギー、電力を「計測」して正確な
状況を「把握」することです。
値上げ状況や電力料金の仕組みを「把握」するのと同じです。自分
たちがどのように電力を使用しているかをきちんと「知る」ことな
くして、電気代の削減や省エネの実現は難しいのです。

＜これから何をすればいいの？＞

＜計測の大切さ＞

電力会社からの請求書で使用電力量や料金を管理してます。というお
客様もいますが、これはあくまで1ヵ月単位で全体の使用量を事後管理
するだけです。例えば使用量が増えた場合、その事実がわかるだけで
「なぜ？」「いつ？」「どこで？」が全くわからず、省エネにはほと
んど結びつきません。 細かい単位で電力使用状況を把握し、電気の使
用量や変動、ピークを把握、分析できるような「計測・監視システ
ム」が省エネ推進には不可欠なのです。
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４．電力監視の効果について

＜基本料金の削減 -デマンド監視- ＞

電力の見える化よって得られる効果は様々ですが、代表的なものとして、デマンド監
視による基本料金（契約電力）削減や、電力使用状況の見える化による電力量料金
（ムダな電力使用）の削減などが挙げられます。
それでは、電力をどのように監視し、何を把握すればよいのか、具体的な計測の例か
ら見ていきます。

基本料金は直近1年の 大デマンド電力より算出されるため、デマンド電力を見えるよ
うにしなければなりません。1日を48分割し、その電力推移を見ることで、どの時間
帯に電力使用のピークがあるかを把握することができます。
しかし、ピーク状況がわかっても、 大値が更新されてしまったら1年間はそのピーク
値が適用されてしまいますので、リアルタイムでデマンド状況を管理し、ピークを未
然に防ぐ対応も同時に必要となります。
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① デマンドピークの把握

② デマンドピークの予防

電力の使用方法や地域等によってデマン
ドピークの発生時期や時間帯が違いま
す。使用状況を振り返ってピークを把握
し、その時間帯は何に電気を使っている
か、負荷を平準化してピークを抑えられ
ないか、などを検討し、対策を打つこと
が重要です。
※夏場の13:00頃のピーク発生が多い。 0
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空調と生産設備が
フル稼働！！

デマンドがあらかじめ設定した目標値を
越えないように監視します。デマンドが
超えそうな予測が出た場合、一時的に空
調機を停止させるなどの処置を行うこと
で、デマンドピークの予防ができます。
※デマンド警報時には空調機を一時的にカッ

トするお客様が多い。

目標オーバーの予測！
対策が必要！！

①②を実践し、仮に契約電力（デマンドピーク）を30kW削減できた場合、どのくら
いのコスト削減になるのでしょうか。

試算条件を関西電力管内の高圧500kW以下の商業ビルとすると、
1,685.25円（料金単価）× 30kW（削減電力）= 50,557.5円（削減コスト）

毎月約50,000円、年間約600,000円の契約電力削減につながります。
デマンドのピーク値を抑えることで、大きなメリットが得られるのです！！

８



＜No.1の即効性!?＞

直近1年間の 大デマンド電力が基本料金となるため、「デマンド監視を導入してもす
ぐには基本料金が下がらないよね。」であるとか、「一番使用する夏が過ぎたから当分
はデマンド監視の効果はないよ。」といった声を聞くことがあります。
当然、何もしなければその通りなのですが、すぐに契約電力を下げる方法があります！
それは、「電力会社に申請の手続きをする」ことです。
各電力会社は、デマンドコントロールなどの設置により、協議のうえ契約電力を変更す
るという仕組みを取っているため、 短でデマンド監視の機器設置の翌月から、新たな
契約電力を適用させることができます。

9

0

100

200

300

400

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

▼305kW

▼330kWx

▼290kW
▼305kW

上記は、7月にデマンドのピークを更新し、9月にデマンド監視を導入した例です。
通常であれば、7月のピーク電力の330kWが6月まで適用となりますが、電力会社へ
の申請により、10月から契約電力が変更となっています。デマンド監視の導入と申請
により、 の分だけ契約電力、すなわち基本料金をコストダウンできるのです！

上記内容で、関西電力管内の需要家に当てはめてみます。
1,685.25円（料金単価）× 40kW（削減電力）= 67,410円（削減コスト）
新たなピークを迎えるまでの9か月間で、606,690円もの削減になります。

契約電力の見直しは、需要家の目標デマンド値とそれを実現するための行動計画書をも
とに検討されます。書類等の準備が必要になりますが、申請後はほぼ確実にコストダウ
ンの効果を出すことができます。
そして、当然翌年以降もデマンド監視システムの運用により、ピークカット＆契約電力
削減につなげることができ、大きな効果が返ってくるのです。
デマンド監視によって夏場のピークカットを検討している皆様、早めの設置・申請で更
なるコストダウンが可能ですね。また、冬場にピークを迎える皆様、来年のピークカッ
トを見越して、先行して設置・更新することでかなりのコストダウンができますね。



＜電力量料金の削減 –使用電力の見える化- ＞

電力量料金はその名の通り使用した電力量で算出されるため、電力を使わないのが一
番ですが、それは現実的に不可能です。できる限り負担をかけずに電力を削減するた
めには、｢いつ｣｢どこで｢｣どれだけ｣の電力が使われているかを把握し、そこから無駄
に使われている箇所を見つけることが必要です。
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上記グラフは、ある工場で計測した複数日の電力使用量を比較したグラフです。
このグラフからも様々な省エネの可能性が見えてきます。

①電力の立ち上がりが早すぎる。工場始業時間から見て無駄な消費では？
②昼休みの時間帯も使用電力に変化がない。省エネ意識の徹底が必要だ。
③昼間に突出したピークを検知。デマンド超過を注意しなくては。
④終業後も一定の消費が継続。設備や空調の切り忘れか？
⑤休日の昼間に電力使用の減り方が足りない。何か自動で稼働してるものはないか？

一般的に、使用している電力が見えるようになると、社員･従業員の省エネ意識が向上
すると言われています。特に目立った対策を打たなくても、全体の約15%も使用電力
が削減できたという例も報告されています。

例えば週に1回のペースで①～⑤の問題（上記グラフ）が発生しており、それらを解決
できたとしたら、どれだけのコストダウンになるのでしょうか？

①約150kWh ②約100kWh ③約50kWh ④約150kWh ⑤約200kWh
試算条件を関西電力管内の高圧500kW以下（2013年夏）の工場とすると、
13.51円（料金単価）× 650kWh（削減電力）× 4 = 35,126円（削減コスト）

毎月約35,000円、年間約420,000円の電力量料金の削減につながります。
まだまだ大きなムダな消費があるかもしれません。また、ムダの削減から一歩進ん
で、｢設備運用の改善｣による電力削減の期待もできます。
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計測した電力データ･エネルギーデータは、電気料金の削減だけでなく、省エネ法など
の管理･対策にも活用したいですよね。省エネ法では、電気･水･ガスはもちろん、あら
ゆるエネルギーデータ（例えば省エネ法対象は燃料･熱･電気）の管理が可能です。
エネルギーの使用量が年間1,500kℓ以上の企
業は省エネ法の対象となり、毎年エネルギーの
使用量や省エネ対策などの報告、年間1%以
上の原単位削減が義務付けられてしまいます。
省エネ法で管理するエネルギー量は、燃料･熱･
電気のエネルギーを全て「kℓ」として原油換
算しなければなりません。これには、計測デー
タに指定の係数を掛けて、単位換算したり、原
単位を自動算出する機能が必要になります。
ビルや営業所などの面積から原単位を算出する
ことはもちろん、工場の変動する生産量からの
原単位計算が必須になることもあります。
単位換算も原単位も、算出するための係数は変
動しますので、ユーザ側でその調整を簡単に行
えるシステムであることが、導入後の満足度が高いシステムだとも言えます。

電力データの管理を始めると、様々な括りでの分析が必要になってきます。お客様の
要望では、用途別(空調･照明、工場･事務所など)、部署別(生産部･管理部･設計部など)
といった括り方が多く見られます。分電盤の子ブレーカ単位で計測していれば正確な

＜設定の容易さ＞

分類は可能ですが、膨大な計測機器が必要となるため、簡単に
導入することはできません。よくある事例は、1つの分電盤の
負荷が複数部署に分かれている場合です。
このような場合、計測したデータの按分や加減算により、1つ
のデータを生産部50%、管理部30%、設計部20%などの任
意の比率で分割できれば、お客様の要望を実現させることがで
きます。また、案分したデータ同士の加減算も可能なので、
データ集約にも役立ちます。

また、用途別、部署別などの任意の括りでグラフや帳票を作りたいというニーズも多
く見られます。「当然必要な機能でしょ！？」と思うお客様が多いのですが、運用途
中での変更や、ひとつの計測データを用途別にも部署別にも見たい。という要望に対
応できるシステムが一般的かというと、そうでもないというのが現実です。メーカに
よっては設定変更はメーカのエンジニアが出張対応(有償)する場合もあり、多額の費用
が発生してしまいます。工場ラインの配置替えや部署編成の変更などにより、エネル
ギー管理の方法が変わる可能性がある場合は、設定変更の容易さをポイントに採用シ
ステムを選ぶことも、ひとつの手段になりますね。

＜省エネ法への対策＞

工場 事業場 営業所

1,100kℓ   +   600kℓ   +   100kℓ

省エネ法対象企業の例

企業合計で1,500kℓを上回るため
「エネルギー管理指定事業者」となる

11

５．使いやすい監視システムとは？
エネルギー監視がメジャーとなった現在、数多くのシステムが存在しています。
使いやすい、わかりやすいシステムには何が必要なのでしょうか？

エネルギーの管理方法は、ユーザによって全て違ってきます。ユーザごとにカスタマ
イズした専用ツールがあればベストですが、多額の導入費用がかかります。安価な
パッケージングソフトで様々な管理方法に合わせられる。またユーザ側で自由な設定
ができるソフトウェアの満足度が高いという傾向になっているようです。



６．EMSシステム「EcoRiAL」について

デマンドピークや無駄な電力消費のポイントを、電力会社の請求書から見つけること
はほとんど不可能です。
素早く正確に状況を把握するためには、電力監視システムによるきめ細やかな計測と
分析が必要で、そこから真の省エネ活動がスタートするのです。

渡辺電機工業㈱のEMS(Energy Management System)の『EcoRiAL』は、省エネや
コスト削減に効果的な機能を持ち、皆様の省エネ活動に貢献するシステムです。
もちろん、前章に記載した使いやすさのポイントには対応OKです。
EcoRiALで表現できる項目、何ができるのかを少し説明をしたいと思います。

＜TOP画面＞ ＜トレンドグラフ＞

現在の使用状況が一目でわかる構成です。
予め設定した目標との対比や、これまでの省
エネ実績などもTOP画面で確認できます。

大16項目まで同時に表示でき、使用量の変
化が一目瞭然。分単位から月単位表示まで、
用途に合わせて見ることができます。

＜リアルタイムモニタ＞

1分ごとの表示更新で、使用量の変化を即座に
把握できます。装置や空調のON/OFFによる
変化の分析や状況確認に 適です。上下限の4
段階アラーム機能も備えています。

各負荷の消費状況が全体から見てどのくらい
の割合なのかがわかります。EcoRiALのグ
ループ機能により、企業内の部署ごとや工場
の生産ラインごとの割合表示も可能です。

＜円グラフ＞
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＜デマンド監視＞

＜帳票出力＞

契約電力の削減には必須機能。PC画面で常に
デマンド状況の把握が可能。警報メールの送
信や空調制御出力など、目標デマンドを超過
させない仕様を搭載。

渡辺電機工業㈱のEMS(Energy

＜比較グラフ＞

日にちや月ごとはもちろん、グループ別の比
較にも対応。折線グラフでの比較もでき、
様々な分析に活用できます。

渡辺電機工業㈱のEMS(Energy

＜積上げ棒グラフ＞

合計使用量を把握しつつ、それぞれの負荷の
動きや割合の確認が可能。16ポイントの計測
データ積上げに対応します。

設定したグループごとに日月年報を作成しま
す。電力量をCO2や原油換算した値で表示す
ることも可能です。Excel出力により、ユーザ
が自由に加工することもできます。

EcoRiALは「Web対応ソフトウェア」となっています。Web対応ソフトなので、ソフ
トのインストールは代表のPC1台のみ、それ以外のPCからはWebブラウザを使って
代表のPCにアクセスすることで、EcoRiALの画面を見ることができます。
社内ネットワークは拠点内ではもちろん、点在する複数拠点も全て繋がっているとい
う企業が一般的になっていますが、EcoRiALはその環境を 大限に活かし、会社全体
で現状の確認ができる、省エネのサポートができるソフトウェアなのです。また、
ASPサービスによる管理と違い、セキュリティの関係で外部へのインターネットに制
限をかけている企業でも、EcoRiALは社内ネットワーク上のPCにアクセスするだけな
ので、問題なく電力データの情報を見ることができます。
省エネ活動は｢自分たちが主役｣という意識が大切なので、自分のPCで現在の状況がわ
かることは、省エネ推進に大きな効果をもたらしますね。

＜Web対応で複数PC管理＞
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７．電力計測について

電力の計測には電圧信号、電流信号をもとに演算して算出するため、それぞれの信号
を計測器に入力しなければなりません。電圧計測は並列に配線するため該当するブ
レーカを落として配線すればOKです。電流計測においては、直列に配線することは難
しいので、分割CTを使用して計測するのが一般的になっています。

単相3線や三相3線の場合、CTをブレーカの2次側に2個取
付け、CTからの出力を計測機器に入力します。
渡辺電機工業では計測する電流レンジや線の太さに合わせ
て、たくさんのCTをご用意しております。

豊富な分割CTラインアップ （5A～2000Aまで）

分割タイプのCTは現状の設備への取付も簡単！！
計測したい箇所へのワンタッチ取付けが可能だね。

＜システム構築＞

エネルギー監視システムは、計測したデータをPC(サーバ)に伝送し、サーバ側でデー
タの集約を行います。渡辺電機工業の計測機器は、LANまたはローカル通信に対応し
ているため、環境に合った通信を選択して使用することができます。
例えば、計測エリアにLANネットワークがある場合、新たに通信ラインを構築する必
要がなく、付近のHUBと計測器を配線すれば計測データの送信が可能です。また、倉
庫などでLANネットワークがない場合、新たに通信線を配線しますが、各機器間をツ
イストペアのケーブルで繋いでいけばOKです。2013年度は、ローカルネットワーク
の無線機器もラインアップされる予定で、さらにシステム構築が簡単になります。

デマンドコントローラ 電力計測器 LANインターフェース

通信機能付き計測機器

電力計測器

LANネットワーク

ローカルネットワーク（920MHz無線対応予定）

無線LAN
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ON/OFF制御 警報通知
デマンド監視

制御出力

警報出力

LAN

WTM‐DMD

●デマンド予測から、警報・制御信号を出力！

・パルスピックと直接接続が可能。（50000p/kWh入力、パルスピックへDC12V供給）

・Webサーバ内蔵でWebブラウザでの監視が可能。（スマートフォンやタブレットで監視OK）

・機器制御用リレー信号を3点出力可能。（空調機の段階制御等に使用）

・警報通知用信号を3点出力可能。（パトランプ等の注意・遮断・警報通知に使用）

Webブラウザでデマンド監視
（10秒更新のリアルタイムグラフ表示）

1台で監視、管理、制御に対応

８．電力計測機器について

＜Web対応デマンドコントローラ –WTM-DMD-＞

＜RS-485スレーブモジュール –WMS-PE6シリーズ-＞

・通信ラインの無線化にも対応予定。（920MHz帯でRS‐485通信を無線伝送）

渡辺電機工業は様々な電力計測機器をラインアップしています。全製品分割CTに対応
し、既存設備にも簡単に設置できること、±1%fsの高精度計測により、省エネ活動の
効果や状況を正確に把握できることなど、計測機器メーカとして多くの特徴を持たせ
た機器をご用意しております。

15

●2系統6回路の電力計測が可能！

・異なるトランス系統の電力計測を1台で計測。（電灯・動力回路を同時に計測OK）

・協約ブレーカサイズ、DIN取付に対応。（約75[W]×120[H]×66[D]mmで小型盤に収納可能）

・分割CT配線は全てコネクタ接続のためワンタッチでＯＫ。

●電力1回路計測を安価に実現！

・小型筐体、DIN取付に対応。（約65[W]×80[H]×50[D]mmで小型盤にも収納可能）

・通信ラインの無線化にも対応予定。（920MHz帯でRS‐485通信を無線伝送）

×6

＜RS-485スレーブモジュール –WMS-PE1シリーズ-＞
×1



９．おわりに

最後までお読みいただきありがとうございます。
電力料金の値上げと合わせて、計測の重要性やその効果について、
ご説明させていただきました。
渡辺電機工業株式会社は、エネルギーの見える化を行うための、計測
機器および管理分析ツールを製造･販売しているメーカーです。
計測のスペシャリストとして、また、省エネを推進する一企業として、皆様のお役に
たてるよう、ホームページ上でもエネルギー監視導入事例の掲載や、無料小冊子（電
力監視Q&A、改正省エネ法の対策、デマンド監視で節電対策など）により、情報を分
かりやすくご紹介しています。

・エネルギーの見える化に興味がある
・様々なエネルギーを計測して一元管理したい
・遠隔地のデータを管理したい
・デマンド監視でピークカットしたい
・太陽光発電の計測や異常監視をしたい など、

エネルギーの計測･監視や見える化などの疑問やご相談などありましたら、お気軽にお
問合せください。

省エネと計測の「見える化」をリードする問題解決企業

mail : support@watanabe-electric.co.jp URL : http://www.watanabe-electric.co.jp

本社・システム営業部

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6-16-19
TEL : 03-3400-6141
FAX : 03-3409-3156

調布工場

〒182-0006
東京都調布市西つつじヶ丘1-1-10
TEL : 042-490-8655
FAX : 042-490-8656
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