
三菱集中自動検針システムB-AMシリーズ
検針コントローラ（モデルL）
B-AM500LN ／ B-AM1000LN 平成25年6月 No.A117

新製品
ニュース

電気、水道、ガスの検針を通信ネットワークによって自動化する検針
コントローラが、多様化する料金メニューや節電ニーズにお応えして
新発売。使用エネルギー量をWebブラウザ上で「見える化」します。
さらに三菱スマートメーターM5CMシリーズにも対応し、豊かなス
マートライフの実現に貢献します。

製品概要

【時間帯別月次グラフ機能】
1日を任意の時間帯（最大20パターン）に区切り、時間帯別の使用量推移を1ヶ月分表示します。過去（最大6ヶ月前）にさかのぼって
時間帯別の使用量を確認したり、途中での時間帯区分の変更も可能です。

時間帯別の使用状況把握により、生活パターン変更による電気料金削減をサポートします。

特長

外観

使用パターン改善による電気代削減提案やピークシフトによる契約電力削減が可能です。

入居者
メリット

■ 従来製品の総使用量のみの月次グラフ画面

■ 時間帯別の使用量表示

管理者
メリット

入居者
メリット

管理者
メリット

【10分データグラフ機能】
日々の運用改善、電気料金削減等省エネ支援活動に対応
するため、スマートメーターなどの計測端末から10分毎に計
測データを収集し、Webブラウザ上でグラフ表示します。

リアルタイムに使用量を把握し、節電アクション
につなげることができます。

【スマートメーター対応】
三菱スマートメーターから30分毎に30分タイムデータを収集するた
め、時間帯別料金メニューサービスに活用できます。遠隔から負荷
開閉制御や電流制限（リミッタ容量）設定も可能です。

①入退去時等の電気の供給・停止や電流制限（リミッタ
容量）の設定・変更が遠隔で行えるので、人件費削減
が可能です。
②30分タイムデータを活用することで、入居者に時間帯
別料金メニューを提供できます。

総使用量
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時間帯2
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10分データグラフ

Ethernet B/NET

クライアント
パソコン

検針
コントローラ

・ 30分タイムデータ
（当日含め45日分）を内部に保存
・ 開閉機能
・ 電流制限機能

遠隔で
開閉制御や
設定が可能！

スマート
メーター

負荷開閉制御
電流制限設定

管理者本部

設定・制御画面

B-AM500LN   B-AM1000LN



システム構成例（B-AM500LNの場合）

画面例

Ethernet

クライアントパソコン

検針コントローラ
（モデルL）
B-AM500LN

接続端末機器
62台/系統（アドレス拡張ユニットを含む） 

B/NET伝送シス
テムによるネット
ワークを構築。今後、
MODBUS®RTU
通信、無線通信シ
ステムにも対応する
予定です。

検針チェッカ
B-DSM02B

（検針カウンタ・パルス入力用
伝送ターミナルに指示値

を設定します）

アドレス拡張ユニット
B-EXP3A

（B/NET伝送の距離・接続
機器台数を拡張します）

端末機器

電力量計・各種メータ

周辺機器

入居者向けトップ画面

上位装置
※自由なフォーマットの帳票作成や
　演算集計が可能です。

検針カウンタ
B-MPX24B
（24点入力）

パルス入力用伝送ターミナル
B-PX4A

（電力量計のみに使用します）
（4点入力）

発信装置付電力量計
発信装置付
水道メータ

発信装置付
ガスメータ

B/NET伝送付電力量計スマートメーター

B/NET伝送付電力量計スマートメーター

伝送専用電源B-PS3A
（モデルLと組み合わせ
B/NET伝送1系統に
1台使用します）

使用量パルス

ユーザ権限でログインした場合に表示される画面
です。

検針結果表示画面 検針結果をメータ毎にリスト表示します。

管理者向けトップ画面 管理者権限でログインした場合に表示される画面です。

日次グラフ（30分データ）表示画面

日次データファイル取得画面 日次データファイルを検針コントローラ
からダウンロードする画面です。設定・制御画面 スマートメーターに対する設定や制御を行う画面です。

30分毎の使用量を棒グラフ
で表示します。

B/NET

通信仕様（B/NET 伝送）
項　目 仕　様

信 号 電 源 伝送専用電源（B-PS3A）による
伝 送 方 式 CSMA/CD方式
伝 送 速 度 9,600bps

伝 送 路 構 成 バス接続、T分岐可能
（T分岐する場合、別途端子台を用意して行ってください。）

符 号 形 式 NRZ
同 期 方 式 調歩同期
伝 送 距 離 最遠配線長：1km、総配線長：2km
設定可能アドレス 1～ 255
使 用 線 種 CPEV-S φ 1.2（ツイストペアケーブル）相当品

最 大 接 続 台 数 63台／ 1系統
検針システム（B-AMシリーズ）の場合 62台 /系統



仕様

ソフトウェア仕様
項　　　　　　目 内　　　　　　　　容

接続機器

接続台数 B-AM500LN：500 台／ B-AM1000LN：1000 台 (B/NET アドレスは 1～ 254)

機種名・形名

スマートメーター ・M5CM-RAL/M5CM-RL
表面形電子式電力量計 ・M7UM-SN1R/M8UM-SN1R
検針カウンタ ・B-MPX24B
パルス入力用伝送ターミナル ・B-PX4A

検針対象
検針点数 B-AM500LN：500点／B-AM1000LN：1000点 （B/NET伝送端末器からの検針点数）

収集データ スマートメーター：30分タイムデータ
その他：電力量（指示値）/パルスカウント値

ロギング機能

10分データ：10分毎の収集
・各接続機器から電力量（指示値）/パルスカウント値を収集
日次データ：60分毎または 30分毎の収集
月次データ：毎日１回、指定時（00分）毎の収集
年次データ：毎月１回、指定日時（00分）毎の収集
・スマートメーターからは 30分タイムデータを収集
・その他からは電力量（指示値）/パルスカウント値を収集

表示機能

使用量グラフ表示

10分、日次、月次、時間帯別月次と年次のメータ毎の使用量データをパソコ
ン上でグラフ表示
管理者権限では全メータのグラフ表示が可能
ユーザ権限では自メータのみのグラフ表示が可能

検針結果リスト表示
検針結果データをパソコン上で表示
管理者権限では全メータのリスト表示が可能
ユーザ権限では自メータのみのリスト表示が可能

検針機能

全点検針 全メータの検針を一括して実行
種別検針 指定したメータ種別毎のメータ検針を実行
個別検針 指定したメータの検針を実行
テナント検針 指定したテナントの検針を実行
自動検針 登録された日時、処理手順にて自動検針 ( 検針時刻は 00分固定 )
オフラインメータ検針 オフラインメータの指示数の入力

演算機能

メータ毎使用量 メータ毎に使用量を算出
使用量異常の判定 今回使用量と上下限の設定値との比較結果により、使用量異常を検出

前回比異常の判定 今回使用量と前回使用量の比から前回比を算出
上下限設定値から異常を検出

保存機能

10分データファイル 62日分（固定）　 　保存周期：毎正時

コンパクトフラッシュ
メモリカードに保存

日次データファイル 186日分（固定） 　保存周期：60分毎 /30 分毎
月次データファイル 60ヶ月分（固定） 　保存周期：指定時刻　             
年次データファイル 5年分（固定） 保存周期：指定日指定時刻        　
検針結果ファイル 1ファイル（固定） 保存周期：検針毎
検針バックアップ
ファイル 60回分（固定）　保存周期：台帳更新毎

転送機能

10分データファイル 毎時 1回、当日分を転送

指定した 1 つの FTP
サーバへ自動転送

日次ファイル 毎時 1回、当日分を転送
月次ファイル 毎月 1回、当月分を転送
年次ファイル 毎年 1回、当年分を転送
検針結果ファイル 予約検針実行時、初回検針実行時に転送
検針バックアップ
ファイル 予約台帳更新実行時に転送

サーバ
機能

Web サーバ 同時に最大 5台のクライアントと通信
市販のWeb ブラウザを使用した操作

FTPサーバ 2つのクライアントと通信
クライアントからのコマンド要求で、FTPによるファイル転送

クライアント
機能

FTPクライアント 1つのサーバと通信
FTPサーバへデータファイルの自動転送

SMTPクライアント※1 1 つの SMTPサーバと通信
メモリカードエラー、上下限異常等をメール通知

時計クライアント 1台の SNTPサーバまたは 1台のスマートメーターと通信
毎日時刻情報を取得・設定

スマートメーター
設定・制御
機能

開閉器ON/OFF 制御 スマートメーターの開閉器ON/OFF 制御
リミッタ容量設定 スマートメーターにリミッタ容量設定
時計設定 スマートメーターに時計設定
現在値読み出し スマートメーターから現在値読み出し

Excel ファイル出力機能 検針結果をExcel 形式で設定用パソコンへファイル出力が可能

接点出力機能 システム異常、メータ異常や使用量異常などの各種警報を接点出力信号に
より出力（接点出力：16点）

シーケンサ出力機能 1時間に 1回シーケンサに対し、メータ指示数などをデータ出力
※1　認証の必要なメールサーバはサポートしていません。



仕様

外形寸法図

関連製品

接続図
■B-AM500LN ■B-AM500LNの場合

※B-AM1000LNの場合、B/NET伝送ラインが2系統になります。
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単位 mm

■B-AM1000LN

詳しくはこちらのカタログで。

＜カタログ番号＞Y-0595D
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〈検針サーバ〉＋〈壁掛盤〉によるかんたん操作タイプです。

●テナントビルや寮・社宅などでの運用に適しています。
●操作はタッチパネル式で簡単に、印字もミニプリンタへ自動で行います。
●検針サーバ機能を活用してテナント様でのWebデータ表示が行えます。
（オプション）

モデル
S

〈検針サーバ〉＋〈パソコン〉による高機能コントローラです。

●メータ点数500点から最大4,000点までのシステム構築が可能です。
●使用量の分析機能など今までの検針にない機能満載です。
●検針サーバを多箇所に分散して設置の運用も可能です。

モデル
P

壁掛盤タイプの小規模向け直引き検針装置です。

●パルス信号を直接接続する検針装置です。
●メータ点数は最大70点、検針結果はレシート出力されます。
●按分やメータ交換・テナント入退去にも対応しています。

直引き
タイプ

詳しくはこちらのカタログで。

スマートメーター
M5CMシリーズ

電子式電力量計
M8UMシリーズ

＜カタログ番号＞Y-0727

通信機能付き電力量計

福山製作所 〒720-8647 広島県福山市緑町1-8

2013年6月作成

・Excelは、米国Microsoft Corporationの国における登録商標です。　・MODBUSは、シュナイダーオートメーションインコーポレイテッドの登録商標です。　・その他、本文中における会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

検針コントローラ（中央装置）
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●本製品を、原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
●当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、
　事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する補償については、当社は責任を負いかねます。

ご採用に際してのご注意

ハードウェア仕様
項　　　目 仕　　　様

形名 B-AM500LN B-AM1000LN
入力電源 AC100 ～ 240V（－ 15％，＋ 10％）
入力周波数 50/60Hz（± 5％）
入力電圧歪率 5％以内
消費VA 19VA （AC110V 時）　26VA （AC220V 時） 23VA （AC110V 時）　31VA （AC220V 時）
許容瞬停時間 20ms 以内
外形寸法 114mm（W）× 104mm（H）× 122.5mm（D） （DIN レール取付けアダプタを除く） 142mm（W）× 104mm（H）× 122.5mm（D） （DIN レール取付けアダプタを除く）
質量 0.9kg 1.0kg
使用環境温度 /湿度 0～ 55℃ / 30 ～ 80％RH
保存環境温度 /湿度 － 20～＋ 60℃ / 30 ～ 80％RH
標準価格（税別） 750,000 円 1,300,000 円


