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電力・ガス・水道などの
エネルギーインフラデータの検針に

IoT※を融合した
インテリジェント自動検針システム

検針作業に関する業務を
一元管理したい！

ネットワークを活用したスマートな
システムを構築したい！

人手による巡回検針や月間使用量・料金など

の検針・計算業務を自動検針化することで、

メーター値の同時性や読み・書き間違えによ

る誤計量のゼロ化が図れます。また、検定満

期のメーターを選別して抽出する保守管理

業務など、自動検針システムに必要な各種メ

ニューを専用アプリケーションソフトウェア

に標準搭載しました。

構内に敷設している有線LANや各拠点から

VPN等の通信を活用したデータ収集システ

ムに対応できるなど、お客さまのご利用環境

に沿った様々なシステムが構築できます。

検針やメンテナンスなどに必

要なメニューを標準搭載

センター装置と拠点毎に設置

したデータ収集装置間は、専

用LANでシステム構築

1 2

TOSCAM-B20は、専用パソコンに検針アプ

リケーションソフトウェアを組込み、弊社の端

末器と組合せたシステムの総称です。

※Internet of Thingsの略

TOSCAM-B20シリーズの主な特徴
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スマートメーターを利用した
システムで業務効率化を図りたい！

検針データをエネルギーの
効率的運用に役立てたい！

従来の計量パルスによる検針では、年一度程

度、数値照合点検などの保守業務を実施して

いましたが、SmaMeをご利用いただくこと

で、指針値のデータを通信で検針できるシス

テム構築ができ、保守業務の工数削減と計量

値の正確化を実現します。

30分データから、用途別・時間帯別・曜日別

など、さまざまな切り口でエネルギー利用状

況を分析します。エネルギー利用の実態を把

握し、エネルギーの合理的利用を実行する

ための、基礎データをご提供します。なお、

SmaMe-TypeHに対しては、開閉器制御や

制限電流値設定などメーターコントロール

機能もご利用いただけます。

SmaMe（弊社製スマートメーター）

によるシステム化によりメン

テナンスフリー化を実現

様々な切り口から

データ分析3 4

Introduction     02

TOSCAM-B20シリーズの主な特徴
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検針業務に必須である、定期検針・予備検針・中途検針・メーター交換

検針の各種検針機能やメータ情報をはじめとする各種情報の保守

機能などノウハウを詰め込んだアプリケーションソフトウェアです。

計測ポイントの多い“子メーター検針と管理”に威力を発揮します。

広域施設内に設置している料金取引用の各種メーター（子メーター）や、

全国でテナントが使用したエネルギー使用量データを一括検針することができます。

※お客さまのご要望に応じて、計測点数が2,000ポイントクラスの検針システ

ムや専用アプリケーションソフトウェア（専用帳票,共用部の配分計算処理や

架空メータの設定）にも対応できます。

検針業務に必要な各種機能を標準搭載した、
自動検針専用のアプリケーションソフト。

より広範囲に設置している子メーターを一括検針

TOSCAM-B20/S

こんなことが実現できます

例えば、ショッピングセンター
などの大規模施設

例えば、日本全国に点在する
テナントビル
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TOSCAM-B12を建屋やブ

ロックごとに設置し、コンセ

ントレーターとして利用する

ことで全ての対象メーター

に対し、検針から帳票作成ま

で一括処理が実施できます。

全国に点在するテナン

トビルを一か所で遠隔

検針することができま

す。事業所ごとのエネ

ルギー利用状況を管理

することができます。

毎月の
使用実績の
確認

のの
毎月の
検針表の
出力

30分毎の
データの
収集

当月の
使用量の
予測

標準
ソフトウェア



メニュー画面により、オペレーターの操作によって各種処理を実
行します。

検針データは、メーターごとに当月を含む過去2年分の使用量比
較グラフや使用者ごとの請求書として表示・印字します。

検針実行時には、『検針中』の表示をおこない、進捗状況が把握で
きます。また、『今回指針値』『前回指針値』『今回使用量』など自
動検針システムに必須である情報を検針結果として出力します。

メーター情報保守を始め、自動検針システムのノウハウを詰め込
んだ、コア機能を標準システムに搭載しています。

メインメニュー

帳票と実績確認

検針業務

保守業務

ソフトウェアメニュー

メニュー アイテム 詳細アイテム

検針

検針

定期検針 全メーター、メーター種別、現在値/定時検針値（TOSCAM-B12の機能による）

予備検針 全メーター、メーター種別、メーター番号、入居者番号,複数メーター、アドレス範囲

中途検針 転出時検針、転入時検針

メーター交換検針

帳票
定期検針台帳、予備検針台帳、中途検針台帳、メーター交換検針台帳、使用量異常チェックリスト、
不進行チェックリスト、検針エラーリスト、手入力メーターリスト

台帳 入居者別定期検針台帳、使用量一覧表（使用量の年報）、グラフ表示

請求 請求書,請求一覧表、種別集計表

保守
保守 メーター情報保守、入居者情報保守、システム情報保守、端末情報保守

帳票 メーター情報リスト、入居者情報リスト

補助 データバックアップ、バックアップデータ復元、上位データ渡し機能

インターフェイス
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TOSCAM-B20/H
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拡張
ソフトウェア

TOSCAM-B20/Hは、電力をはじめとするエネルギーインフラデー

タの30分データを収集し、いろいろな切り口で利用状況を分析する

ための専用アプリケーションソフトウェアです。また、弊社製スマート

メーター“SmaMeシリーズ”をコントロールできる機能を搭載しまし

たのでエネルギーマネジメントにもご活用いただけます。

需給状況に応じて価格を変動させるダイナミックプライシングを導入することで、

需要を抑制し効率の良いエネルギー利用を実現できます。

※TOSCAM-B20/Hのアプリケーションソフトウェアは、TOSCAM-B20/Sがインストール

されていることが必要です。

多様な切り口から収集データの分析。
SmaMeのコントロールも実現。

ダイナミックプライシング（時間帯別料金）導入のデータとして活用

こんなことが実現できます

時間帯、曜日、月別のエネルギーの
使用データを活用することにより
料金を詳細に設定することができます。

東日本大震災以後の省エネ意識の高まりや、電

力自由化に伴い、電力の利用にダイナミックプラ

イシングを導入する動きが活発化しております。

毎月の
使用実績の
確認

毎月の
検針表の
出力

30分毎の
データの
収集

の 当月の
使用量の
予測

0:00 6:00 12:00 6:00 JAN MAR MAY JUL SEP NOV

DAY

LOW MIDDLE HIGH

MONTH



用途別や時間帯別項目ごとに単価を設定し、
概算料金を算出します。

予め設定した、種別/入居者/時間帯/曜日ごとに分析結果
を表示します。

電力などがどのように消費されたのか収集データごとに
確認できます。

項目ごとに実績と予測値を算出し表示します。

請求書

種別分析

実績グラフ

当月使用量予測

ソフトウェアメニュー

メニュー アイテム 詳細アイテム

見える化

実績 日実績グラフ、月実績グラフ、年実績グラフ

帳票 日報、月報、年報

分析 種別分析、入居者分析、時間帯分析、曜日分析、当月メーター予測、当月種別予測、当月入居者予測

請求 時間帯別請求、時間帯別請求書、時間帯別請求明細書

保守
イベントログ表示、システム情報表示、データインポート,データ出力、30分値収集、時間帯設定・確認
データベースメンテナンス、バックアップ、SmaMe設定、メーター交換検針値設定

インターフェイス
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システム構成

自動検針システムのスタンダードタイプ

PLCを利用したシステム

PC(パソコン)は、弊社で手配しアプリケーションソフトウェアをインストールし動作確認を実施後、お客さまにご納入いたします。

TOSCAM-B20/Wのセンタ装置の更新に

構内に点在したTOSCAM-B12の一元管理

少点数の点在した計測ポイントの一元管理に！

※PLC：Power Line Communication の略で電力線搬送通信のこと。
※STiNC,PLC親機,PLC子機は、株式会社東光高岳の製品です。
※STiNC：standard intelligent network controllerの略でデータ収集器として利用しています。
※SmaMeⅡ-TypeHを除くSmaMeシリーズでは、外置きのPLC専用子機が別途必要になります。

メーターで計測したデータを、PLC子機から電力線を通じ通信

を行ないます。新たに通信線やパルス線を敷設する必要がないた

め、既存の建物等にシステムを導入する際に有効です。

お客さまのメーターリング状況に沿った形のシステムをご提案い

たします。

少点数の計測ポイントが構内に分散している場合、データ収集装

置を利用してシステムを構築することができます。

エリア毎、建屋毎などにデータ収集装置として設置した

TOSCAM-B12のデータを一括管理します。

端末側システムはそのまま活かし、センタPCを更新するだけで、

最新の自動検針ソフトウェアをご利用いただけます。

電文

端末伝送器
（RQ-TTEA）

RS485（最大4回線）
最大128点/回線

10点/台
パルス

回線分配器
（RQ-BR）

RS232CまたはEthernetRS232CまたはEthernet

TOSCAM-B20/HTOSCAM-B20/S

TOSCAM-B20/HTOSCAM-B20/S

ルーター

PLC親機

ST-iNCⅡ

トランス
単相3線式
100-200V

PLC子機T

T

T

T

TOSCAM-B20/W

TOSCAM-B20/S

TOSCAM-B11

TOSCAM-B12

B地区
TOSCAM-B12

C地区
TOSCAM-B12

A地区
TOSCAM-B12

端末伝送器
（RQ-TTEA）

10点/台
パルス

TOSCAM-B20/HTOSCAM-B20/S

ルーター

データ収集装置 データ収集装置

構内LAN
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詳しくは、『TOSCAM-B12』のカタログをご覧ください。

関連商品のご案内 ： 自動検針システム『TOSCAM-B12』

TOSCAM-B12は、ショッピングセンター・テナントビル・寮をはじめ、市場・空港な

どの各施設の電気・水道・ガスメーターなどの計量値を自動で収集し料金計算をお

こないます。またTOSCAM-B12本体で検針データを表示・印字できるほか、接続

したパソコンでも検針データの管理がおこなえます。さらに、これから主流になる

スマートメーター（電文出力付電子式メーター）を活用した電文方式の自動検針シ

ステムも構築できます。

スマートコミュニティ時代の
新自動検針システム

System/TOSCAM-B12     08

TOSCAM-B12の3つの特徴

TOSCAMシリーズの新機能

人手による巡回検針や月間使用量・料金計算など煩雑な作業がな

くなります。検針の同時性や読み・書き間違えなどの誤計算撲滅

による信頼性が確保できます。

1. 正確で迅速なデータの収集
【検針データの信頼性と同時性】

高所などの目視確認が困難な所や営業時間中は立ち入れないテ

ナントなどの難検針に威力を発揮します。また、検針員に“なりす

まし”ての立ち入り防止など、セキュリティー面でも貢献します。

2. 立ち入り困難な場所での検針や
なりすまし対策も
【難検針業務に最適】

オプションの専用バッテリをご利用いただくことで、受変電設備

の保守点検などで停電が発生した場合でも水道メーター、ガス

メーターの計量がおこなえます。
※「TOSCAM-B12」本体から端末伝送器に電源を供給しています。

3. 保守点検などによる停電時も安心
【停電時もパルス計量】

検針データ・
30分使用量を保持

ネットワーク
機能搭載

『SmaMe』にも
完全対応

検針したデータに加え、30分ごとの使

用量を3年分保存します。省エネルギー

推進のためのデータとして、またダイナ

ミックプライシング（時間帯別料金）など

のデータとしてご活用いただけます。な

お、検針データや30分使用量データは

「TOSCAM-B12」本体から直接USBメモ

リでも収集（CSV形式）できます。

LANなどのネットワークに接続すれば

パソコン（WEBブラウザ）で点在する

「TOSCAM-B12」本体のデータを遠隔で一

括検針でき、帳票作成やデータ管理がおこ

なえます。また、入居者の登録・変更もパソコ

ン（専用ソフトウェア※）でおこなえます。
※専用ソフトウェアは「TOSCAM-B12」からダウンロードで
きます。

電文出力付のスマートメーター「SmaMe」

シリーズを使用すれば、電文方式の自動

検針がおこなえますので、パルス方式の

メーターと比べ、初期コスト、運用コスト

の低減が図れます。
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自動検針システム

関連商品のご案内 ： データ収集装置

TOSCAM-B12
【RQ-B12】

TOSCAM-B12本体だけでも
検針・印字・表示・設定ができますが、
TOSCAM-B20では、データ収集器として
利用しています。

端末伝送器
【RQ-TTEA】
電力・ガス・水道メーターのパルスを
カウントする専用端末伝送器です。

回線分配器
【RQ-BR】
SmaMeの通信回線を増設・分岐する
専用回線分配器です。

RQ-TTEA RQ-BR

入力回路数 10回路

入力信号形式

無接点2線式パルス（オープンコレクタ）

無電圧2線式パルス（メーク接点）

無電圧3線式パルス（トランスファ接点）

電源 DC24V（TOSCAM-B12より供給）

動作環境 -10 ～ 55℃、20 ～ 80%RH（但し、結露なきこと）

設置場所 屋内

外形寸法図 247（W）×200（H）×59（D）mm

塗装色 クリーム色（C22-80C半ツヤ）

質量 約2kg

入力信号
（TOSCAM-B12より）

1回線
（RS485準拠）入力側でマルチドロップします。

出力信号
（SmaMe用）

1回線
（RS485準拠）

電源 DC24V（TOSCAM-B12より供給）

動作環境 -10 ～ 55℃、20 ～ 80%RH（但し、結露なきこと）

設置場所 屋内

外形寸法図 247（W）×200（H）×59（D）mm

塗装色 クリーム色（C22-80C半ツヤ）

質量 約2kg

ハードウェア

ソフトウェア

＊Webは、インターネットエクスプローラver.8以上でご利用ください。

〈オプション品〉 ・停電時対応バッテリ（質量 約6kg）　・取付アングル　・ラックマウント金具

計測点数 512点（SmaMe、回線分配器使用）、400点（端末伝送器使用）

通信回路 4回線（SmaMe、回線分配器、端末伝送器用）、1回線（上位伝送用）、1回線（LAN回線用）

端末伝送器接続台数 40台：10台/回線

SmaMe接続台数 回線分配器を利用して最大512台：128台/回線、回線直結で最大128台：32台/回線

停電補償時間 ［オプションのバッテリ使用時］ TTE40台  12時間

操作方法 カラー液晶タッチパネル操作

印刷方法 内蔵58mm幅プリンター

動作電源 AC100V　50/60Hz

消費電力 250VA以下

動作環境 温度0℃～45℃  湿度20 ～ 80％ RH（結露なきこと）

取付方法 屋内壁面取付又はラックマウント取付 （取付アングル、ラックマウント金具はオプション）

塗装色 クリーム色（マンセル2.5Y９/１）

外形寸法 400（W）×400（H）×160（D）mm

質量 約24kg

検針 全メーター、入居者別、メーター種別、個別

メータ値読取 全メーター、入居者別、メーター種別、個別

Web＊ 帳票（30分値日報、月報、日報グラフ、月報グラフ）、CSV出力

その他 各種保守、設定、USBメモリ出力（CSV出力）

外形寸法図

外形寸法図

※端末伝送器と回線分配器の筐体は同一です。
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インテリジェントネットワークコントローラ

データ収集ユニット

PLC※を利用したシステムに利用しています。

少数のメーターが点在するシステムを
構築する際に利用しています。

外形寸法 110mm (W) × 40mm (H) × 140mm (D)

CPU TI社製 (ARM Cortex　A8コア)

入出力 I/F ・1-Wire (MicroLAN)　・デジタルI/O　入力4点／出力4点　・RS-485　・USB (2.0)

動作温度範囲 -20 ～ 60℃

電源電圧 DC5V (AC/DC アダプター)

※STiNCは、株式会社東光高岳の製品です。
※PLC：Power Line Communicationの略で電力線搬送通信のことです。
※STiNCを利用したシステムを構築する際は、別途弊社または、東光高岳へご相談ください。

外形寸法図

外形寸法図

型式 RL-20A
電源電圧 AC85V～240V　50/60Hz
消費電力 10VA以下

データ記録

記録媒体 SDメモリカード
記録日数 最大7ヶ月
記録形式 1日単位のCSVファイル形式
記録データ 計量値（正方向、逆方向）、パルス計数
各種設定内容等 不揮発性メモリに記録

下位通信接続機器 SmaMeⅡ-TypeH、SmaMe-TypeM、SmaMe-TypeS、SmaMe-TypeV、SmaMe ‒TypeR

下位通信  I/F
通信方式 RS-485準拠
最大伝送距離 500m
最大接続台数 128台

パルス入力

回路数 2回路

入力信号

5V、10mA
オープンコレクタパルス/無電圧2線式
ON時間 40ms以上
OFF時間 40ms以上

上位通信  I/F

インターフェース 100BASE-TX/10BASE-T対応
伝送速度 100Mbps/10Mbps
ポート RJ-45×1ポート
対応プロトコル TCP/IP、UDP/IP、TLS1.2、SNTPクライアント、Webサーバー（TLS）

時計機能 日差約2秒（25℃）
停電補償 連続停電補償時間 ： 48時間、補償内容 ： RTC（現在時刻を保持）

動作温湿度範囲 SDメモリカード使用時 ：－10℃～50℃、25％～85％ RH（ただし氷結、結露なきこと）
FlashAirTM使用時 ：－10℃～50℃、30％～80％ RH（ただし氷結、結露なきこと）

外形寸法 80（W）×100（H）×56（D）mm
質量 約500g以下
取付 IECレール付け、またはネジ止めによる壁面取付け　

SDメモリカードはオプションです。
弊社指定品はパナソニック製RP-SDFC04SWです。
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関連商品のご案内 ： 電力量計『SmaMe』シリーズ

JC3038045（2）
2020-3（SB）

MEMS＊1の専有部でご利用いただけるHigh-Gradeモデル

SmaMeⅡ-TypeH

高圧受変電盤にご利用いただける精密級と無効のV型モデル

SPシリーズSmaMe-TypeV

電子式電力量計をスマートメーター化したStandardモデル

SNシリーズSmaMe-TypeS

BEMS＊2用としてご利用いただけるMiniモデル

SMシリーズSmaMe-TypeM

＊１：MEMSとはMansion Energy Management Systemの略で、マンションエネルギー管理システムのことです。
＊２：BEMSとはBuilding Energy Management Systemの略で、ビルエネルギー管理システムのことです。
※SmaMeは東光東芝メーターシステムズの登録商標です。（第5542012号）
※TOSCAMは東光東芝メーターシステムズの登録商標です。（第1154888号）

●記載内容は、お断りなく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
●当カタログに掲載の各社デバイスおよびソフトウェア関連の商標およびロゴは、
　日本およびその他の国における商標または登録商標です。

High-Grade

Mini

Standard

計器種別 変成器付計器

型名 SP3PS-RLNS17V SV3PS-RLNS17V

クラス 精密電力量計 無効電力量計

相線式 三相3線式

電圧（V） /110

電流（A） /5

計器種別 単独計器 変成器付計器

形名 S1NS-RNS22 S2NS-RNS22 S3NS-RNS22 S1NS-RNS22 S2NS-RNS22 S3NS-RNS22

相線式 単相2線式 単相3線式 三相3線式 単相2線式 単相3線式 三相3線式

電圧（V） 100 200 100 200 100 100 200 100 200 100 /110 200 100 100 /110 200

電流（A） 30 120 60 120 60 120 /5

※MiniモデルはSmaMeシリーズ以外に、パルス出力対応品もございます。パルス出力対応品のMiniモデルはSmaMeモデルと同じ定格をご用意してお
ります。また、電流が250A（単相3線100V、三相3線100V、三相3線200V）品もございます。

計器種別 単独計器 変成器付計器

形名 S1MS-RNS22 S2MS-RNS22 S3MS-RNS22 S1MS-RNS22 S2MS-RNS22 S3MS-RNS22

相線式 単相2線式 単相3線式 三相3線式 単相2線式 単相3線式 三相3線式

電圧（V） 100 200 100 200 100 100 200 100 200 100 /110 200 100 100 /110 200

電流（A） 30 120 60 120 60 120 /5

※形名の補助記号の（r）について：単方向計器の場合は、形名に（r）が付きます。双方向計器の場合は、形名に（r）は付きません。
※開閉器は、単相2線式30A計器、単相3線式60A計器に実装しています。

計器種別 単独計器

形名 S18WS-TAL（r） S43S-TAL（r） S43S-TL（r） S43S-TL（r）

相線式 単相2線式 単相3線式 三相3線式

電圧（V） 100 100 200

電流（A） 30 60 120 60 120

※VモデルはSmaMeシリーズ以外に、パルス出力対
応品もございます。パルス対応品は、上記に加え、
普通級の単相2線式、単相3線式、三相3線式、三
相4線式モデルもご用意しております。

東光東芝メーターシステムズ株式会社
http://www.t2ms.co.jp

営業推進部
〒104-0032  東京都中央区八丁堀2-14-4 ヤブ原ビル5階
TEL 03-6371-4359  FAX 03-6371-4332

製品に関するお問い合わせは、下記の弊社ホームページ
『お問合わせフォーム』をご利用ください。
http://www.t2ms.co.jp/contact.htm   安全上のご注意

●これらの製品は、一般産業機器のシステムに使用されることを意図して設計、製造されたもので
す。人命に直接かかわるような状況の下で使用される機器や、その機器の含まれているシステム
に使用されることを目的として設計、製造されたものではありません。これらの製品をそれらの用途
にご使用の場合には、事前に営業窓口にご相談ください。
●これらの製品は、厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、電子デバイスの故障などにより、
人命にかかわるような設備や重大な影響が予測される設備への適用に際しては、システムの運
用・維持・管理に関して、安全なシステムを構築するための特別な配慮を施してください。

●これらの製品は、電気工事・据付工事などが必要です。お買上げの販売店や専門業者、当社販
売担当にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災の原因になります。
●これらの製品をご使用の前には、関連の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。


