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遠隔点検監視システム

～容易な取付 ・ 備えて安心 ・ エコノミ―&エコロジーへのW効果～
Remote Inspection Monitoring System

①蓄電池遠隔監視システム
蓄電池点検の省力化と設備信頼性向上
蓄電池総セル・セル毎の電圧・電流・内部抵抗・温度を自動収集
点検でしか把握出来なかった経年劣化をリアルタイムに把握
点検無人化による効率化と蓄電池機能の最大限利用
IoT向MQTTプロトコル採用によるスケーラビリティ

システム構成イメージ

センサ測定レンジと分解能 ユニットと取付イメージ

項目 レンジ
(Range)

分解能
(Resolution)

セル電圧 0～5.00[V] 1[mV]

電流 -999.99～
+999.99[A] 0.1[A]

内部抵抗 0.01～
1[mΩ] 0.01[mΩ]

温度 -40～
+85[℃] 0.01[℃]

マスタユニット センサユニット

様々な設置方法
への取付パターン
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遠隔点検監視システム

～容易な取付 ・ 備えて安心 ・ エコノミ―&エコロジーへのW効果～
Remote Inspection Monitoring System

シンプル＆多機能なステータスモニタ
PCやスマートデバイスからwebアクセス可能な利便性
複数時点の測定データと簡易グラフ・個別グラフのトレンド確認
各種測定データの閾値超過時のメール・SNMPアラート機能
放電と復電を即時に知らせる放電アラートと残容量予測機能

TOP画面(電圧・電流・内部抵抗・温度)

任意日時の内部抵抗・電圧を簡易グラフに表示
劣化トレンドが一目瞭然！

設定閾値を超えたらアラームを発出！Po
in

t!
!

！

保守精度向上
確認負荷低減

充放電履歴

グラフ及び放電履歴
電圧(全セル)

充放電電流

周辺温度

電圧(単セル)

内部抵抗(単セル)

表面温度(単セル)

①蓄電池遠隔監視システム
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遠隔点検監視システム

～容易な取付 ・ 備えて安心 ・ エコノミ―&エコロジーへのW効果～
Remote Inspection Monitoring System

多彩な保有機能・導入実績
最小1分から設定できる自動定期測定
ネットワークや送信不調時の再送信機能(約1000件まで)
設定閾値超過時のメール・SNMPアラート機能
放電時の短時間電流測定機能

関東エリア電力会社様20箇所に導入実績有り
その他３事業者様５箇所に試験導入実績有り

試験導入・検証利用も可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
社会インフラ統轄本部 営業第三部 03-5476-3916

総電圧(全セル)
電流(全セル) 
周辺温度(全セル)
電圧(単セル)
内部抵抗(単セル)
表面温度(単セル)

自動測定系
手動測定
デマンド測定
設定情報確認
再送信機能
CSV出力機能

制御系

アラームリスト
(閾値超過)

メールアラート
SNMPアラート
劣化通知(閾値超過)

警報系
個人認証機能

(ID・PASS)
アクセス権限

(設定・閲覧)
放電情報

(回数・時間)
全データのグラフ表示

認証・表示系

①蓄電池遠隔監視システム
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遠隔点検監視システム

～容易な取付 ・ 備えて安心 ・ エコノミ―&エコロジーへのW効果～
Remote Inspection Monitoring System

多種信号が監視可能な高機能システム
ファシリティ設備の稼働や給電状態をグラフィカルにモニタ
遠隔操作も可能なリモート監視・制御システム
設備障害の早急検知と復旧時間短縮を支援
“ZABBIX”に機能追加した高汎用性・高拡張性

システム構成イメージ

監視対象機器

非常用発電機

ダブルスロー

UPS

空調機

信号変換機器

※他に変圧器・整流器・分電盤・消防設備
センサーによる環境測定データなど

- 各種信号 -

接点変換

BACNET
MODBUS変換

現場・拠点

営業所

IPNW

- SNMP -

- HTTPS -

SNMP/WEB
サーバ

現場や拠点、営業所、外出先の端末
からZABBIX画面上の“系統図”平面
図”機器図”などから遠隔で状態確認
や一部機器の制御が可能です。接点、SNMP、MODBUS、

BACNETの様々信号に対応

②ファシリティ監視システム
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遠隔点検監視システム

～容易な取付 ・ 備えて安心 ・ エコノミ―&エコロジーへのW効果～
Remote Inspection Monitoring System

グラフィカルなユーザーインターフェース
電源系統図・平面図をマップ上にグラフィカルに表示
障害機器は色変移と警報ポップアップで音声で通知
ケーブルへの検流器設置により通電系統の監視が可能
温湿度・お客様システムデータ取込による環境監視が可能

ユーザーインターフェースイメージ

系統図

収集データの
グラフ表示

異常機器
イメージ

被監視・被制御機器をオブジェクト
登録して にて画面作成

お客様のシステムデータをcsvなどで取込み監視する事も可能です。

分かりやすい
警報表示画面

平面図

環境情報

②ファシリティ監視システム
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遠隔点検監視システム

～容易な取付 ・ 備えて安心 ・ エコノミ―&エコロジーへのW効果～
Remote Inspection Monitoring System

制御機能も有した多機能システム
系統図や平面図の機器オブジェクト上から制御が可能
機器のON/OFF制御の他、空調機の温度制御が可能
お客様の設備や運用に応じた柔軟なカスタマイズが可能
辰巳事務所のデモシステムにてご紹介可能

制御画面イメージ

対象機器上で右クリックで
制御を実行

制御データ管理

SNMP制御

接点等の制御

空調ON/OFF
温度変更

実行
ファイル

管理
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

※機器により、制御不可なケースもございます。

辰巳事務所デモシステム

②ファシリティ監視システム
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関電工 × ローカル５Ｇ
Local 5G sevice in all fields of KanDenKo

～企画から設備利用のトータルソリューション～

O
UT

LI
N

E ローカル5Gとは？
自社利用可能な第５世代の携帯電波方式
特長として超高速・低遅延・同時多接続可能

O
UT

LI
N

E ローカル5Gの概要
3つの特長を持つ5Gシステムを地域事業者が構築可能な仕組み
地域限定で利用可能（ビル、工場、病院、学校、自治体などが主体）
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関電工 × ローカル５Ｇ
Local 5G sevice in all fields of KanDenKo

～企画から設備利用のトータルソリューション～

O
UT

LI
N

E ローカル5Gのユースケース
スマートシティとして、屋内外の様々な施設での利用
(公共施設、病院、学校、ビル、観光地、防災・減災、モビリティなど)
工場におけるスマートファクトリーでの利用
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関電工 × ローカル５Ｇ
Local 5G sevice in all fields of KanDenKo

～企画から設備利用のトータルソリューション～

5G/4G無線基地局の実績
ショルダーフォンの1G時代から、携帯無線基地局の工事設計・各種申請支援・
施工・保守を実施
現在は業務領域を拡大し、国内全キャリア様の基地局構築に従事
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関電工 × ローカル５Ｇ
Local 5G sevice in all fields of KanDenKo

～企画から設備利用のトータルソリューション～

ローカル5Gの実績(FY2020～2022)
ローカル/パブリック5Gの政府系(総務省/内閣府)実証案件に多数参加
工事や保守の枠を超えて、各種設計、免許申請支援など広範囲で業務を実施
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関電工 × ローカル５Ｇ
Local 5G sevice in all fields of KanDenKo

～企画から設備利用のトータルソリューション～

トータルソリューションサービス
企画から設備利用の共創まで総合設備会社のトータルソリューションサービスを実施
設備を知り尽くしているからこそ出来るきめ細かなサービス
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関電工 × ローカル５Ｇ
Local 5G sevice in all fields of KanDenKo

～企画から設備利用のトータルソリューション～

ローカル5Gラボ開所(2022年4月)
Sub-6帯の屋内/屋外の無線システムを配備したローカル5Gラボを開設
無線技術や機器の機能確認、お客様の目的に応じた検証が可能
ローカル5G設備の利活用協創の他、他企業とのアライアンスサポートも実施In

fo
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関電工 × ローカル５Ｇ
Local 5G sevice in all fields of KanDenKo

～企画から設備利用のトータルソリューション～

ローカル5Gラボ開所(2022年4月)
屋内外の二つの無線エリアにてハンドオーバー接続試験も実施可能
電波測定器やエリアシミュレータも備えており無線技術を身近に確認可能

In
fo

rm
at

io
n
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