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I0R対応漏電監視装置　LM-100-3G
www.oss.omron.co.jp/monitoring/オムロンソーシアルソリューションズ（株）
新事業推進統括部　TEL 03-6718-3717

　遠隔監視装置の選定と活用について、監視装
置と合わせて提供されるクラウド型サービスの
重要性と Ior 方式での検知について紹介する。
■クラウド型サービスによる監視装置の選定
　漏電などを遠隔監視する装置は、Web やメ
ール機能を持つクラウド型サービスと組み合わ
せた提供が一般的である。監視装置の利用者は、
端末の購入とともにサービス申込みや回線契約
を行うことでクラウド型サービスを利用する。
これにより利用者は、監視装置のための特別な
仕組みを自ら用意することなく、少しの設定だ
けで警報メールなどを受け取ることができる。
　このサービスには、メール通報だけを行うも
のから各種の機能を提供するものまで様々なも
のがある。これらの機能はカタログ上でも詳細
が紹介されることが少ないため、実際に当該監
視装置を利用しないと、どのような機能が提供
されるかがわからないことが多い。
　もっとも漏電の監視なら、メール通知機能だ
けでそれ以上の機能は不要にも思える。しかし
実際はメール通知だけでも、同時に幾つの通知
先へ送信できるか、送信時間帯を設定できるか、
再送できるか、漏電状態が継続し続けていない
かなどの機能があり、機能が豊富であれば活用
範囲が広がるのである。
　また、クラウド型サービスの特徴として、新
たな機能の提供によって、同一料金のままサー
ビスが向上する点が挙げられる。ここでも利用

するサービスによって差が生じ、新たな機能が
提供される度合いに応じて利用者のメリットは
変わる。
　オムロンソーシアルソリューションズ株式会
社では、上述の考えのもと、クラウド型サービ
スである「ALLwatch® センタサービス」の機能
拡張を継続的に続けており、活用範囲の広いサ
ービスの形成に努めている。
■「ベクトル理論 Igr方式」での検出
　昨今のインバータや省エネ技術が多用されて
いるインテリジェントビル、工場、エコシステ
ムでは、ノイズや高調波、静電容量の増加によ
り従来の Io 方式では大量の漏電が発生してい
るように見受けられる状況にあり、検出方式と
して Ior 方式が注目されていることは既知の通
りである。
　オムロンソーシアルソリューションズ株式
会社では、Ior 方式において測定精度に非常
に定評のある「ベクトル理論 Igr 方式（特許第
4159590 号（株式会社 So Brain が専用特許
実施権を有する技術）、以下 TrueR® 方式）」を
採用した Ior 対応遠隔監視装置「LM-100-3G」
を昨夏より提供している。本端末は TrueR®

方式による安定的な測定だけでなく、メモリ機
能による過去測定結果の保存や読み出しがで
き、漏電発生時の探索に活用できる。
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遠隔監視制御システム　コルソス CSDJ
https://www.necplatforms.co.jp/product/enkaku/NECプラットフォームズ（株）

アクセスデバイス事業部 ITターミナル企画グループ　TEL 03-5282-5842

　遠隔監視制御システム「コルソス」シリーズ
は、販売開始から 45 年、上下水道をはじめと
するポンプ設備の監視やプラントの電気設備の
監視など、採用分野は多岐に渡る。11 世代目
となる CSDJ は、入力検知機能・通報機能・
データロガー機能・Web 画面機能をワンパッ
ケージ化し、エンジニアリング不要で遠隔監視
できる点が評価されている。
■主な特長
•汎用的な入力インターフェース（無電圧接点、

電圧 0-5/1-5V、電流 0-20/4-20mA）
•多様な通報方式（音声、メール、FAX、データ）
•複数の回線インフラに対応（アナログ、

Ethernet、FOMA）
•規模に合わせて 96 入力まで拡張が可能
•帳票（日報・月報・年報）自動作成機能
•充実のWeb機能（現在状態、日報・月報・年報、

グラフ、履歴など）
■スタンドアロン型／クラウド型／オンプレミ
ス型

　コルソス CSDJ は、監視の規模や運用に合
わせてシステムの選択、変更が可能。例えば、

スタンドアロン型で運用を開始し、監視施設数
が多くなった段階でクラウド型やオンプレミス
型に容易に移行できる。端末（CSDJ）を継続利
用できるため、システム変更にかかるコストを
最小限に抑えられるのもメリットである。
■簡易集中監視ツール
　スタンドアロン型で集中監視を行うことがで
きるツールを無償提供している。従来、集中監
視はクラウド型かオンプレミス型を導入する必
要があったが、汎用 PC で動作する本ツールに
より手軽に集中監視ができるようになった。複
数の監視先における異常発生の有無を一覧表示
でき、具体的な異常内容は、Web ブラウザで
確認することが可能だ。
■低ランニングコスト
　NEC グループの MVNO サービス（コルソ
ス用プラン）を利用することで、ランニング
コストを抑えられる。メール送信だけの場合
は 440 円 / 月から、簡易集中監視ツールを使
う場合でも 540 円 / 月から運用可能で、構内
LAN や PBX 内線の利用により、ランニング
コストゼロも実現できる。

電工特別企画_NECプラットフォームズ.indd   4 2017/09/28   14:52

https://www.necplatforms.co.jp/product/enkaku/


資料請求 No.082



Remote Observation System

　2017年11月号6

Remote Observation System遠隔監視システム
特別
企画

省エネ・保守管理に効果的な

■少ない初期投資で無理なく導入を
　2016年４月、電力小売りの全面自由化が実
施された。電気料金の負担軽減がより意識さ
れ、電気をはじめとした消費エネルギー削減へ
の社会的な要請も、ますます高まっている。
　このうち高圧の需要家においては、従来より
デマンドコントロール装置の活用による遠隔監
視・制御での電力コスト削減が実現されている
が、実際に導入する際は、装置本体や設置工事
などの初期投資に、相応の負担を要求されるこ
ととなる。このため、比較的小口の需要家にお
いては、その効果は理解されていても導入には
慎重とならざるを得ないケースが散見された。
　また導入してからも、効果的な運用のために
必要とされる人員の確保が、課題となることも
多かった。

　デマンドコントロール装置の新製品「スーパ
ーマックスＥ１」は、主に高圧需要家のうち、
比較的小規模な層をターゲットに、従来ネック
となっていた機器導入時の初期コスト負担の問
題と、導入後に必要となる運用管理の省力化に
重点をおき開発された。
　取引用計器からのＢルート情報の取得や、同
時発売のパルス検出器「OCK-B1」との組み合
わせで利用可能となるHD-PLC（高速電力線
通信）や無線通信の利用など、先進機能を盛り
込みつつ搭載機能を絞り込むことで、低価格化
と高機能化を両立している。
　初期投資を大幅に削減し、さらにＢルート情報
の活用等により、簡単設定と運用の省力化を実
現する本製品は、導入してからも無理なく効果を
実感できる。

OCK-B1

システム構成図

スーパーマックスＥ１

定格電圧 AC100/200V±10％（50/60Hz）
消費電力 20VA以下
使用環境 －10～ 50℃、90％ RH以下（非結露時）
取付方法 壁掛形

外形寸法 【スーパーマックスE1】110mm（W）×190mm（H）×60mm（D）
【OCK-B1】100mm（W）×100mm（H）×71mm（D）

質    　量 【スーパーマックスE1】約500g　【OCK-B1】約270g
本体入力 パルス１点
本体出力 【スーパーマックスE1】警報２点　【OCK-B1】パルス１点

インター
フェイス

Ethernet（Ｂルート、PC通信用）
PLC（パルス・Ｂルート情報用）
無線（パルス・Ｂルート情報用）
【スーパーマックスE1】RS-485（下位端末器接続用）
【スーパーマックスE1】USB2.0（USBメモリ用）

製品仕様（製品名の無いものは共通）

「デマンドコントロール装置　スーパーマックスＥ１」
www.osaki.co.jp/大崎電気工業（株）

営業本部　システム・機器部　TEL 03-3443-7177
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　事業用太陽光発電設備の売電額は高額となる
為、不具合を即座に発見することが求められる
ので、遠隔監視システムは必須である。「発モ
ニ」は、電力の遠隔監視や遠隔監視カメラシス
テム等の開発実績から生まれた製品である。こ
の「発モニ」は太陽光発電所を管理運営する上
で欲しい情報を網羅。「発モニ」は各パワコンの
通信ポートからデータを収集し正確な発電デー
タ、パワコンの運転状況を取得して表示・蓄積。
◎パワコン毎の比較・グラフにより発電所の「機
能診断」が可能
◎主要データは20年間蓄積・過去データとの
比較や他の発電所データとの比較が可能
◎メール機能：重故障は管理者へメール通知・
毎日、定時に発電量・売電額をメールで通知
◎管理している発電所の全てを一括表示
◎問題の発生している発電所を発見し易い、赤
色表示
◎経産省への年度報告に役立つ集計機能等が盛
り沢山
◎１契約でエンドユーザー様画面（機能制限あ
り）と管理会社様画面（機能制限なし）エンド
ユーザー提供画面では所有する複数の発電所
を一括表示
◎カメラ接続が可能：映像をリアル表示（静止
画）現地の様子を発電データと同一画面に表示

◎別注：三相電源タイプも対応　三相電源のみ
の発電所にお薦め
≪低圧の太陽光発電所に「魔物」が潜む≫
「発モニ」は「魔物」を発見できる！
　パワコンは系統電圧を常時監視し、系統電圧
が上昇すると自動的に出力を抑えた運転を行
う。これにより晴天にも拘わらず、発電が抑制
されてしまい、本来の売電が行えない＝損とな
る。特に晴天の休日に発生しやすい。
　「発モニ」は１分ごとのデータを監視している
為、この「系統電圧上昇による抑制」が動作した
ことがグラフで発見できる。頻発する場合は電
力会社に申し出て、柱上トランスの調整等で対
応してもらう
＊ FIT 制度開始、約５ヶ月後には本製品「発モ
ニ」の原型を構築。
　弊社は自社で施工した150箇所の発電所を「発
モニ」で常時監視し、現地でのメンテナンスの省
力化を行い、必要な時に現地対応としている。

付近の発電所との発電量の比較

「系統電圧の上昇による抑制」例

管理会社用の各パワコングラフ青のラインが
低いこのパワコンに繋がっているストリング
不良例メイン画面（スクロール） データ・グラフ・売電額・カメラ映像

太陽光発電遠隔監視システム　「発モニ」
www.takeden.com　www.82moni.com （株）たけのうち電器

「発モニ」担当者　TEL 027-252-7272
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■絶縁監視の概要
　電路、設備は、長期間使用することで経年劣
化により絶縁不良を引き起す。絶縁不良を引き
起すと、漏電現象を引き起こして火災や感電
へと発展するケースがある。こういったケース
が発生しないよう、設備管理者は電気設備の日
常・定期点検、および予防保全を行っている。
また、保安規定で定める所定の期間、各種測定
により電気設備の保全業務が行われ、電気設備
の信頼性と安全を保っている。低圧回路の絶縁
劣化では、稼働中は漏電リレー、漏電遮断器な
どで絶縁劣化を監視し、計画的な保全として定
期的に絶縁抵抗測定を行っている。
　稼働中は絶縁劣化により大きな漏えい電流が
流れれば漏電リレー、漏電遮断器で回路の安全
性を保つことができるが、小さな漏えい電流で
は動作しない。100mAの漏えい電流で火災が
発生しないとは言い切れないため、漏電リレー
や漏電遮断器のみでの絶縁劣化の監視では、安
全性を十分に保っているとはいえない。また、
計画的な保全である絶縁抵抗試験では、実施時
期の状態が健全であるか確認できるが、絶縁劣
化の兆候を把握することができないため、突発
的な漏えい電流による停電を引き起す可能性が
ある。安全性を保ち、安定的に設備を稼働させ
るには、稼働中の絶縁劣化の兆候を監視するこ
とが重要である。
■日立低圧絶縁監視システム
　i-moni：アイモニⓇとは
　日立絶縁監視システムは、
この絶縁劣化の兆候を監視す
ることができる。絶縁劣化の
兆候を監視するには漏れ電流
を計測する。漏れ電流には、
インバータ等の高周波を発す
る電子機器の影響による『高
調波成分』と、大地間浮遊容
量により流れる『コンデンサ
成分』と、絶縁劣化により流

れる『抵抗分』の３つの成分が含まれる。この成
分のうち、『高調波成分』『コンデンサ成分』は、
漏電事故へ影響のない成分であるため、『抵抗
分』の漏れ電流を監視することが重要である。
■ Ior 方式（基本波有効分方式）を確立
　日立絶縁監視システムでは、この『抵抗分』
の漏れ電流を監視する方式として Ior 方式（基
本波有効分方式）を確立した。Ior 方式（基本波
有効分方式）は、計測機器と零相変流器（ZCT）
のみのシステム構成であるため設置面積が小さ
く、機器費用を抑えて導入が可能である。
　絶縁監視は、需要家にとって安定生産および
電気設備の信頼性と安全を保つためには必要な
監視である。配電設備の上位から末端設備まで
監視することで、絶縁劣化の早期発見、事故を
未然に防止することができる。突発的な停電を
防ぎ、生産を安定的に続けるという事はエネル
ギーを無駄にしない事につながり、省エネの観
点からも重要な監視といえる。予防保全だけで
なく予兆診断にも使用できるデータであり、今
後 IoT が進む産業で重要なデータの一つであ
る。

日立低圧絶縁監視システム　i-moni：アイモニⓇ

www.hitachi-ies.co.jp（株）日立産機システム
受配電・環境システム事業部　企画部　TEL 03-4345-6076

図：漏えい電流の成分

図：機器構成

調波成分・コンデンサ成分・抵抗分の３つの成分が含まれた Ior 方式（基本波有効分方式）を確立

零相変流器（ZCT）

成分

電工特別企画_日立産機システム.indd   10 2017/09/28   14:46

http://www.hitachi-ies.co.jp


資料請求 No.085



Remote Observation System

　2017年11月号12

Remote Observation System遠隔監視システム
特別
企画

省エネ・保守管理に効果的な

デマンド監視装置MDR-300P/MDT-300
www.midori-em.comミドリ安全（株）

電気計測事業部　TEL 03-5742-7211

■装置概要
　デマンド監視装置MDR-300P/MDT-300
は電気料金のうちの基本料金を決定するデマン
ド値を監視する装置である。デマンド値は 30
分毎の使用した電力量の平均により決まり、一
ヶ月のうちの最大値がその月のデマンド値とし
て採用される。このデマンド値が契約電力量以
上になると、当月からの基本料金に反映され
る。本装置は検出器と通報器から構成されてお
り、検出器は電力会社からのサービスパルスを
検出し、デマンド値を監視する。警報は２段階
警報となっており、注意警報は設定値の 70％
～ 100％（１％ステップ）から任意に選択、警
戒警報は設定値の 100％で警報を発報し、接
点、LED、ブザーで知らせる。通報器は警報発
生時に対地帰路搬送方式により、検出器から遠
隔地に警報を知らせることが可能で、
予測デマンド値の確認もできる。対地
帰路搬送方式とは電灯回路のＢ種接地
線に重畳用の変成器を設置し信号を乗
せることにより、遠隔地のコンセント
に通報器を接続するだけで警報器と通
信を行うことができる。また、検出器
のUSBポートを使用しパソコンをつ
なぐことにより最大 120 日分のデー
タを取得することが可能で、日報、月
報、年報などを表やグラフで管理する
ことが可能である。サービスパルス検
出用CT、搬送重畳トランスは分割型
なので停電等の必要はなく、取り付け
が容易である。

■特徴
•タッチパネルによる簡単設定
•7.5 インチの大画面にデマンド値、過去デ
ータをグラフ表示可能
•通報器はコンセントに差し込むだけの簡単接
続
•注意、警戒の２段階警報による計画的な管理
が可能
■一般仕様
設 定 電 力…1～ 999kW
パルス定数…50000パルス/kWh
　　　　　　用電力量計
Ｃ　Ｔ　比…20：5/50：5/200：5/5000：5
Ｖ　Ｔ　比…6600：110
電 源 電 圧…AC100Ｖ

デマンド値

MDT-300MDR-300P

各月の契約電力は、過去1年間の最大需要電力（デマンド値）のうちで最
大値を適用。一ヶ月のうちで一度大きなデマンド値をだすと、以降1年
間の電気料金に大きな影響がでる。
電気料金削減のためには、このデマンド値を下げることが必要である。
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Remote Observation System

　2017年11月号14

Remote Observation System遠隔監視システム
特別
企画

省エネ・保守管理に効果的な

インターフェースコンバータ・LAN接続型 IOユニット
www.lineeye.co.jp（株）ラインアイ

営業部　TEL 075-693-0161

■ SIシリーズ
　SI シリーズは、仕様の異なる通信ポートを
もつ機器間でのデータ通信を可能にするインタ
ーフェース変換器で、RS-232C、RS-422、
RS-485、カレントループ、有線 LAN、無線
LAN、USB、セントロ準拠パラレルなどの組
み合わせで30モデルがラインナップされてい
る。RS-485 仕様の電力量計のネットワーク
化や地震計の遠隔監視、RS-232C仕様の病院
内機器のデータ統合、工作機械のデータ収集や
FA機器の IoT 化などに広く利用されている。
特長は、

●発売から20年の実績と長期安定供給
●ノイズに強く堅牢で小型の金属筐体
●RS-485部には断線短絡フェールセーフ回路
● LAN変換部はLantronix 社デバイスを採用
●USB変換部は FTDI 社デバイスを採用
●DC/AC入力、PoEなど豊富な電源仕様
●導入やテストに役立つPCソフトを提供
●一部モデルは海外向け品番（－Ｅ）を用意

■ LANIOシリーズ
　LANIO シリーズは、少点数の信号監視や機
器制御に最適な小型、低価格の LAN接続型 IO
ユニットである。PLCを使うほどの制御点数
がなく離散した対象を制御する用途や監視信号
を既設の LAN配線を利用して遠隔伝送する際
に利用されている。複数の電気錠の集中制御や
非常停止ボタンの接点状態を工場内の LANケ
ーブルで警報灯の接点入力に伝えるなどが具体
的な使用例である。特長は、

●場所を取らない手のひらサイズの小型筐体
●２系統電源端子で隣接２台目に分岐給電
●監視信号の変化をＥメールでアラート
●500Wを制御できるリレー出力モデル
●高確度V/I 入出力対応のアナログモデル
●Windows7/8/10 用の制御ソフトを付属
●簡単なコマンドで独自制御も可能
●入出力ライブラリやサンプルソフトを提供

付属の制御ソフトの使用例
LA-2R3A（アナログ入力３点　リレー出力２点）
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Remote Observation System

　2017年11月号16

Remote Observation System遠隔監視システム
特別
企画

省エネ・保守管理に効果的な

PAL-Plus
www.cew.co.jp/（株）中央製作所

営業開発本部　TEL 03-3293-1061

■PAL-Plus：省スペースでModbus通信の
遠隔監視が容易に実現できる計測機能内蔵の交
流電流センサ。
　特長：汎用プロトコルであるModbus（RTU）
を採用。センサは１台から通電状態で取付可能。
センサに計測・通信機能を内蔵することで分電
盤内の狭いスペースでも設置可能。
　開発の背景：従来、電気設備に後から計測機
能を追加したい場合、センサ以外の機器を設置
するスペース確保は困難。電流センサのみで通
信・計測・状態表示が可能なもの開発すること
で通電状態を確保したまま、電気設備に計測機
能を追加できることをご提案。
　用途：配線用遮断器の二次側配線に取り付け
ることで通電電流を計測し、上位装置にて値を
監視可能。閾値を設定する事で、閾値超過時セ
ンサ本体のLEDを点滅させ、メンテナンス時

該当センサ発見までの時間を効率化。
　仕様：定格電流：60A（～ 600A開発中）、
適用ケーブル径：14mm2（φ10.0）、緑：
POWER（通電時）、通信中：緑点滅、赤：
ALM（警報時）、プレアラーム発生中：赤点滅、
入力電源電圧：AC100 ～ 240V、センサ最
大接続台数：99台、上位側：標準仕様はLAN
（ModbusTCP）
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