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■ SFKグループ紹介
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■ エネルギー管理システム（EMS)

HEMS：Home Energy Management

BEMS：Bilding Energy Managementg gy g

FEMS：FActory Energy Management

SEMS：Small office Energy Management

CEMS： Community Energy ManagementHEMS

BEMSFEMS

SEMS

CEMS
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■ エネルギー管理システム（EMS) －HEMS－

①スマート電源タップ
電源コンセント毎の消費電力の監視と電源のオン・オフ制御を行う。

②スマートライティング
照明の消費電力の監視と電源のオン・オフ・調光制御を行う。

③太陽光発電
太陽光発電機の発電量の監視と発電効率化の為の制御を行う。

④燃料発電
燃料発電機の発電量の監視と発電効率化の為の制御を行う。

⑤スマート蓄電
家庭用蓄電器（分散蓄電）の蓄電量の監視と充放電の制御を行う。

⑥スマート家電⑥スマ ト家電
家電のリモートコントロールや状態監視を行う。
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■ エネルギー管理システム（EMS) －BEMS－

①スマート配電盤
・配電盤毎の電力消費量の監視を行う。配電盤毎 電力消費量 監視を行う。
・ピーク電力の調整を行う。
・テナント別の電力使用量の測定をする。
・非常用電源の監視をする。

②スマート空調
・温湿度監視とボイラー、冷凍機、空調機の 制御を
行う。

③スマートライティング
照度の監視と照明のオ オ 調光制御を行う・照度の監視と照明のオン・オフ・調光制御を行う。

④デマンドレスポンス
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■ エネルギー管理システム（EMS) －FEMS－

①スマート配電盤
・配電盤毎の電力消費量の監視を行う・配電盤毎の電力消費量の監視を行う。
・ピーク電力の調整を行う。

②スマート空調②スマ ト空調
・温湿度監視とボイラー、冷凍機、空調機の制御を
行う。

③スマートライティング
・照度の監視と照明のオン・オフ・調光制御を行う。
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■ エネルギー管理システム（EMS) －CEMS－

①CEMSとは太陽光発電所や風力発電所を含む発電
所 電力供給量と地域内 電力需要 管理を行所での電力供給量と地域内での電力需要の管理を行
うエネルギー管理システム。

②CEMS（セムス）はスマ トグリ ドの要になるシステ②CEMS（セムス）はスマートグリッドの要になるシステ
ム。

③CEMS（セムス）はHEMS（ヘムス） BEMS（ベムス）③CEMS（セムス）はHEMS（ヘムス）, BEMS（ベムス）,
FEMS（フェムス）を含めた地域全体のエネルギーを
管理するシステム。

④スマートメーター「Aルート」
電力使用量の自動検針や遠隔からのブレー カー
制御を行う。制御を行う。
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■ エネルギー管理システム（EMS) ーSEMSー

• SEMSではOffice内の分電盤に電流測定センサー、クランプセンサを取り付けて電力監視
を致します。

• SEMSはSEMS PU(パワーユニット)とSEMS SV(サーバユニット)にて構成致します• SEMSはSEMS_PU(パワ ユニット)とSEMS_SV(サ バユニット)にて構成致します。

SEMS_PUとSEMS_SV間は無線(2.4GHz）で飛びます。

• SEMS_PUで10点の計測ができます。

• SEMS SVｘ1台でSEMS PUｘ3台のデータが入力できます• SEMS_SVｘ1台でSEMS_PUｘ3台のデータが入力できます。

• SEMSは低価格です。（SEMS＿PUｘ1台＋SEMS＿SVｘ1台で20万円）

SEMS
PW_U

Max10点分電盤

SEMS
PW_U

Max10点分電盤

SEMS
PW_U

Max10点分電盤

無線
(2.4GHz)
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■SEMS 最少構成

• SEMS最少構成（20万円）に以下が含まれます。

１）SEMS PU 1台１）SEMS_PU ｘ 1台
２）SEMS_SV ｘ 1台
３）クランプセンサー ｘ 10個

• 取付工事が必要な場合は別途見積させて頂きます取付工事が必要な場合は別途見積させて頂きます
。SEMS－スモールオフィス向けEMS－SEMS－スモールオフィス向けEMS－

Small Office Energy Management SystemSmall Office Energy Management System

SEMS
PW_U

・分電盤ブレーカー毎の
消費電力監視

・エネルギー消費量の

gy g ygy g y

無線
(2.4GHz)

前日との比較

・月間エネルギー
消費量の比較

分電盤 SEMS-
PowerUnit

価格：20万円
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■SEMSパワーユニット

• SEMSパワーユニットは組込み型の代表的項目 仕 様

SEMSパワーユニット

代表
製品を採用。

• 無線通信（Wifi）は2.4GHz帯ですので、一般
的なOfficeでの無線LANに同じです。

マイコン
ボード

・CPU：Microcontroller ATmega1280
・Analog Input ：16ch, 分解能10ビット
・フラッシュメモリ：256KB

• 電流測定用アナログ入力は16CHのうち
10CHを使用してます。分解能は１０ビット。

• クランプセンサーは分電盤内部に装着可能
な小型サイズを採用

Wifi通信
・規格：SDHC ・RAM:8GB
・スピードクラス：Class10（2.4GHz)

AMP チ ネ 数 10 な小型サイズを採用。AMP
基板

・チャンネル数：10
・電力演算更新周期：60秒

クランプセ

型式：CTF-6
・測定レンジ：AC 0.1～30A

ンサー ・精度：±1%／定格電流
・数量：１０

サイズ ２２０（Ｗ）ｘ１５５（Ｄ）ｘ６０（Ｈ）mm
ｸﾗﾝﾌﾟ
ｾﾝｻｰ

AMP
基板

ﾏｲｺﾝﾎﾞｰﾄ

電力計算電圧

電流

電圧

外観
電力計算電圧

測定
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■SEMSサーバユニット

• SEMSサーバユニットは2種。

Model1：Windows8.1型（標準） 、 Model2:Linux型（オプション）

M d l1 M d l2ともにHDMI １を有してますので 直接デ ジタルTV等に接続しエネルギ 表示できる• Model1,Model2ともにHDMIｘ１を有してますので、直接ディジタルTV等に接続しエネルギー表示できる。

• Model1は無線LAN（Wifi 2.4GHz）を内蔵してるので、Office内無線LANに組み込むことが出来る。

Model2は外付け無線LANにて同様の機能を提供します。

項目 (Model1)     仕 様 項目 (Model2)       仕 様

マイコ
ンボー
ド

・CPU:AtomZ3735F
・接続ポート：USBｘ1、HDMIｘ１
・ネットワーク：Wifi（2.4GHz帯）
・OS：Windows8.1
・Webサーバ

マイコ
ンボー
ド

・CPU:ARM1176JZF-S
・接続ポート：USBｘ２、HDMIｘ１
・ネットワーク：10/100Mbpsｘ１
・OS：Linux系
・WebサーバWebサ バ

サイズ １００（Ｗ）ｘ３８（Ｄ）ｘ９．８（Ｈ）mm

サ

Wifi通信
型式：MZK-UE150N （ちびファイ2）
・周波数帯：2.4GHz

サイズ ２２０（Ｗ）ｘ１５５（Ｄ）ｘ６０（Ｈ）mm

外観
外観
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■ＳＥＭＳのネットワーク環境

• SEMS-PUならびにSEMS-SVに固定のIPアドレスを割りつけます。

• SEMS-SVはエネルギーモニタTVのHDMIに接続します。

• ユーザ環境に無線LANが無い場合はオプションにて

無線LANを提供いたします。
無線LANルータ

ユーザPC

SEMS-PU01
分電盤１

SEMS-PU02
分電盤２ エネルギモニタTV

SEMS-PU03

分電盤２

分電盤３

エネルギモニタTV

分電盤３

SEMS-SVSEMS-PU
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■電力監視ーメイン画面ー
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■電力監視ーメイン画面ー

警報設定値によってアラーム表示

今日、昨日の積算電力及び料金表示

今日、明日の天気予報表示

今日、昨日の積算電力及び料金表示

ピーク電力の警報設定点

ピーク電力の昨日と今日の比較

積算電力の昨日と今日の比較

積算電力の警報設定点積算電力の警報設定点

ブレーカ毎の電力表示

ブレーカ毎の警報設定点
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■電力監視ー月間電力使用状況ー

積算データの帳票（CSV)出力

日毎の積算電力表示
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