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別冊の設定編をお読みください。設定を変更する場合
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２ｎｄデータ画面

エリア別使用量

年月日グラフ

電力収支グラフ

蓄電池収支グラフ

月対比

困ったとき    

仕様 

■使い方

■困ったとき



LAN

AEMモニター
分岐計測機能付
AKB分電盤

風呂湯はり

給湯器

パルスカウンターBOX
（床下点検口付近設置）

太陽光、エネファーム用ブレーカー

専用ケーブル15m
計測
ユニット

パワーコンディショナ

ブレーカーボックス

FCPEV0.9-2Pr 現調

FCPEV0.9-2Pr 現調

リード線3芯10m×2本

リード線3芯10m

リード線3芯1m

AC100V直結

AC100V直結

※延長が必要な場合は FCPEV0.9-2pr
　ケーブルを使用

床下アクアセンサー（分岐）
注）ヘッダー工法に対応

PFφ16（先行配管）

量水器
BOX

メーター
BOX

アクアセンサー
（主幹）

アクアセンサー
（給湯）

太陽光パネル

ガスメーター

B B

P.B

P.B

リード線3芯1.5m

太陽光発電（全量買取含む）、ガス発電、蓄電池などに対応可能
太陽光発電システムなどの機器や、メーカーを問わずに計測できます。

太陽光発電システム、エコキュート、エネファーム、
蓄電池などの機器や、メーカーを問わずに計測でき
ます。
太陽光システム、ガス発電システム、蓄電池システ
ムがない場合でも、計測可能です。

ガス、水道の使用量を計測する環境にない場合、
ガス、水道は表示されません。詳しくは別冊の
設定編「エリア設定」をご参照ください。



電気、ガス、水道の使用状況を数値や
グラフで過去のデータと比較、確認
できます。
・エリア別使用量
・年月日グラフ
・電力収支グラフ
・月対比
・総積算
・蓄電池収支グラフ

を押し、メニューの中から上
6つのデータ画面を選択します。



太陽光発電、ガス発電、蓄電池が設定されていな
い場合発電モニターは表示されません。詳しく
は別冊の設定編P3の「システムNo設定」 をご
参照ください。
「今月のＣＯ２排出量」と「今月の電気料金」は
（買電電力量--売電電力量）をもとに計算されて
います。　

発電状況を％表示します。

待機中 発電中

イエローグリーン ブルーグリーン

売電中

「全体」表示の場合には、太陽光発電、ガ
ス発電、蓄電池放電を全て含めたデー
タで発電状態を表示します（設定編・シ
ステムNo設定の設定内容によりデータ
は異なります）。ただし、太陽光発電全
量買取で他の発電がある場合は、太陽
光発電は除きます。
「個別」表示の場合には、選択された発
電や蓄電池の個別データで発電状態を
表示します。

発電データが「０」の場合は「待機中」。
太陽光発電全量買取で、太陽光発電しか
ない場合もしくは個別の太陽光発電選
択の場合は、発電データが「０」以外の時
（発電中の時）は「売電中」を表示します。
また、「個別」の蓄電池で、放電中の場合
は％表示を、充電中の場合は「充電中」
を表示します。

今日の電気料金
→１０マスまでは　＝２０円
　片方が１０マス表示されたら１０マスになった方を１００として、
比率で表示します。
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６

:

切替ボタンで電気、ガス、水道の切替が
可能です。詳しくは本書P12をご参照くだ
さい。

目標値ライン
詳しくは別冊の設定編「目標設定」をご
参照ください。

「エリア設定」が設定されていない場合、「エリアモニター」は表示
 されません。詳しくは別冊の設定編をご参照ください。 各エリアの内訳及び分岐の詳細を確認す

る場合は、本書P13をご参照ください。分岐の詳細を確認する場合は、
本書P15をご参照ください。



切替ボタンで電気、ガス、水道
の切替が可能です。詳しくは
本書P16をご参照ください。

各エリアの詳細を確認するこ
とも可能です。詳しくは本書
P16をご参照ください。

今月のエリア別使用量をグラフ
と数値で表示します。
左に全体の使用量と発電機器
の発電量および蓄電池発電、
右に各エリアの使用量を表示
し、使用量の大小を比較でき
ます。

日間、月間、年間の使用量（電気の場
合は発電量も）を棒グラフと折れ線グ
ラフで表示します。

日間、月間、年間の買電量、売電量
（電気料金）を棒グラフと折れ線グラ
フで表示します。

切替ボタンで電気、ガス、水道の切替が可能で
す。詳しくは本書P17をご参照ください。

今月、前月、前年同月の月対比を３つ
の大きさの球体で表示します。

前月の使用量を基準として、＋５％なら大球、
－５％なら小球で表示。
前月と前年同月を比較表示します。

切替ボタンで電気、ガス、水道の切替が可能で
す。詳しくは本書P21をご参照ください。6.蓄電池収支グラフ 5.総積算

3.電力収支グラフ

4.月対比

で日間、月間、年間の切替が
可能です（本書P17）

で日間、月間、年間の切替が
可能です（本書P19）

日間(日間の時間対比グラフ）▲

年間(年間の月対比グラフ）▲

月間(月間の日対比グラフ）▲

日間(日間の時間対比グラフ）▲

年間(年間の月対比グラフ）▲

月間(月間の日対比グラフ）▲

電気▲

水道▲

ガス▲

太陽光発電、ガス発電、蓄電池が設
定されていない場合、それらに関す
る数値は表示されません。
詳しくは別冊の設定編P3の「システ
ムNo設定」をご参照ください。

太陽光発電、ガス発電、蓄電池が設定されて
いない場合、それらに関する数値は表示さ
れません。
詳しくは別冊の設定編P3の「システムNo設
定」をご参照ください。

システム導入後の総積算値を表示します。



太陽光発電、ガス発電、蓄電池充電の切替の仕方

太陽光発電、ガス発電、蓄電池充電の切替の際に　　　　を押すと、上記と逆の順番で表
示されます。
（表示される発電機器はシステムNo設定により異なります）

　　発電モニター

全 体

個 別

を押します

全体表示

個別表示

発電モニターの
個別が表示されます

発電状態を表示します

発電モニターを表示させたら、下記の手順で全体と個別を確認できます。

を表示して、
発電モニター

を表示して、
発電モニター

で　 を合わせます
確認したい発電機器に、





（目標達成モニターと同様　本書P12）
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　　蓄電池収支グラフ

! 日間、月間、年間グラフの切替の仕方

日間、月間、年間の切替えの際に　　　　を押すと、上記と逆の順番でグラフが表示
されます。　
日間から始まると、日間→年間→月間の順番で表示されます。

日 間

月 間

年 間

を押します

日間表示

月間表示

年間表示

蓄電池収支グラフ（月間）
が表示されます

を押します
蓄電池収支グラフ（年間）
が表示されます

を表示した状態で、
蓄電池収支グラフの

を表示した状態で、
電力収支グラフの

　　電力収支グラフ

! 日間、月間、年間グラフの切替の仕方

日間、月間、年間の切替えの際に　　　　を押すと、上記と逆の順番でグラフが表示
されます。　
日間から始まると、日間→年間→月間の順番で表示されます。

日 間

月 間

年 間

を押します

日間表示

月間表示

年間表示

電力収支グラフ（月間）
が表示されます

を押します
電力収支グラフ（年間）
が表示されます

を表示した状態で、
電力収支グラフの

を表示した状態で、
電力収支グラフの

を表示した状態で、
電力収支グラフの

電力収支グラフを表示させたら、下記の手順で年月日の切替ができます。

最後に見ていた１ｓｔイベント画面に戻ります。

を表示した状態で、
蓄電池収支グラフの

蓄電池収支グラフを表示させたら、下記の手順で年月日の切替ができます。

最後に見ていた１ｓｔイベント画面に戻ります。



　　月対比

22

ボタンや十字キーなどを押して、エラーを解除してく
ださい。それでも通信エラーが表示される場合は、エ
ラーコードを控えて販売店までご連絡してください。
なお、エラーコードの下 2 桁が 00 以外で、かつパル
スカウンターが未使用の場合は、別冊・設定編の「基
本設定２」「パルスカウンター BOX 接続台数」を「な
し（表示器直接続）」に設定してください。

21

・発電されていないメッ
セージが生じた場合
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■エネルギー表示器仕様
形式

表示内容

表示
LEDランプ
キー（シート一体型）

仕 様

ブザー
通信インターフェイス

電源
USBポート

消費電力

時計精度

使用環境
外形寸法

質量
エネルギー表示器用ケーブル

24

停電補償時間

４．３インチＴＦＴカラー液晶　４８０×２７２ ドット

１点　緑色

９点

１点

ＲＳ４８５（エネルギー検出機能付分電盤との通信端子）
ＲＳ４８５（パルスカウンターとの通信端子）
Ethernet 10BASE-T/ 100BASE-TX

ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ共用

ＵＳＢ１．１（ＦｕｌｌＳｐeeｄ：１２Ｍｂｐｓ）

５Ｗ以下

通電時電源同期時計：電源同期周波数精度による
停電時クォーツ同期時計：月差±３０秒（２５℃）

０～４０℃、４０～８５％（非結露のこと）　一般住宅内

約５００ｇ

１５ｍ　４心

１９０（Ｗ） × １２０（Ｈ） × ５８（Ｄ）ｍｍ
壁からのとび出し７ｍｍ

時計及び計測データと設定値を約２日間バックアップ

使用電力／発電電力／売電電力
電気使用量（現在／今日／前日／今月／前月／前年同月／今年／前年／総積算）
発電電力量（現在／今日／前日／今月／前月／前年同月／今年／前年／総積算）
売電電力量（総積算）
電力自給率（今日／今月／今年）
発電率
ガス使用量（今日／前日／今月／前月／前年同月／今年／前年／総積算）
水道使用量（今日／前日／今月／前月／前年同月／今年／前年／総積算）
分岐別電力／使用量（現在／今月／前月／前年同月／今年）
エリア別電力
電気・ガス・水道使用量（現在／今月／前月／前年同月／今年）
外部機器電力／電気使用量（現在／今月／前月／前年同月／今年）
買電・売電の料金（今日）
電気・ガス・水道の料金（今日／今月／前年同月／今年）
分岐電気料金（今月／前月／前年同月／今年）
電気・ガス・水道の今月使用量予測
電気・ガス・水道の今月使用料金予測
電気・ガス・水道の使用率（今月／前月／前年同月／今年）
電気・ガス・水道のＣＯ２排出量（今月／総積算）
蓄電池充電／放電（現在／今日／前日／今月／前月／前年同月／今年／前年／総積算）
時刻／年月日表示（西暦）
運転状態表示（通信エラー／ 24 時間以上の未発電）

AE-ＭＨＺ０１－Ｄ4





大阪営業所・営業企画課／〒550-0012 大阪市西区立売堀4-11-14　電話（06）4391-1911
東京営業所／〒108-0075 東京都港区港南4-1-8 リバージュ品川6F　電話（03）5783-1738
名古屋営業所／〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル5F　電話（052）541-1785
                                  ホームページアドレス  http://www.abaniact.com/aem/

お願い
●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは固くお断りします。

●本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

●本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、

　記載漏れなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。

●運用した結果の影響については、前項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

●本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、または、

販売店以外の第三者により修理・変更されたことなどに起因して生じた障害などにつきまし

ては、責任を負いかねますのでご了承ください。

●本製品を廃棄する場合には、廃棄時点における関係法令に従って廃棄してください。

平成26年3月作成　P130320（D）E6V  001

販売元

環境システム事業部 アバニアクト営業部

営業本部　システム・機器部 営業課
〒141- 8646 東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スク工ア　電話（03）3443 -7177

製造元


