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まえがき

地球温暖化現象やオゾン層の破壊など，現在の環境問題

は地球規模の課題であり，国際的な環境保護活動の高まり

となっている。代表的な国際環境保護活動として，気候変

動枠組み条約締約国会議があり，1997年12月の京都会議

（COP3）において，二酸化炭素をはじめとする温室効果

ガスの排出量を1990年レベルより５％削減することを目標

とするとともに，各国の削減目標を規定し，日本は2008年

～2012年の間で1990年比で６％削減を国際公約としている。

大気中の二酸化炭素濃度は植物や海とのやりとりで一定

に保たれていたが，18世紀の産業革命ごろからの化石燃料

使用とその増加に伴い，過去 100 年で平均気温は 0.3 ～

0.6 ℃上昇したといわれている。さらに今後，現在の増加

が続いた場合，2100年には平均気温は 1.5 ～ 6.0 ℃，海面

水位は極地方の氷の融解により 50 ～ 80 cm，それぞれ上

昇するといわれている。これらの変化は，食料生産や居住

面積の減少，干ばつや洪水の増加など，さまざまな深刻な

影響を及ぼすことが予測され，早急な国際規模の歩調を合

わせた対策が必要となっている。

二酸化炭素濃度の抑制対策としては，①省エネルギーに

よる発生の抑制，②太陽光，風力などの自然エネルギーの

利用，③二酸化炭素発生量の少ないエネルギーへの転換，

④森林の保護，育成などが考えられるが，これらのうち，

省エネルギーは当面の最も有効かつ現実的な対策の一つと

考えられる。省エネルギー推進活動は，まさに二酸化炭素

排出削減活動であり，環境保護対策における重要な位置づ

けとなるとともに，国際的に最大限の努力の傾注と推進が

必要となっている。

次に国内の省エネルギーの進め方について考えると，

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネルギー

法）において，大口エネルギー需要家にあってはエネルギー

管理責任者の選任が義務づけられている。しかしエネルギー

は工場・事業所のあらゆる場所で使用されており，またエ

ネルギー管理責任者の第一の責務が必要エネルギーの安定

供給であることを考えると，エネルギー管理責任者だけで

省エネルギーを実現することは不可能に近い。効果的に省

エネルギーを推進するためには，消費側の意識高揚により

全員参加による無駄削減や問題点の抽出と改善推進が必要

となり，工場全体，部門，ライン，工程，設備ごとといっ

たきめ細かいエネルギー削減化目標推進と効果の確認・評

価により，PDCA（Plan-Do-Check-Action）サイクルを

適切にまわすことが重要となっている。

省エネルギー推進の第一ステップは，エネルギー使用の

実態把握であり，現状の把握により問題点が明らかになれ

ば，解決方法の検討，実現性，投資と効果の経済性などを

踏まえ，具体的計画を実施に移すステップとなる。エネル

ギー量の実態把握のためには，現場計量機器の設置，その

データ採取およびデータ整理・解析をより確実にかつ経済

的に行うことが必要である。このような背景から，本稿に

おいては現場設置機器，そのネットワーク，および統合監

視システムをシリーズ商品としてまとめた F-MPCシリー

ズについて紹介する。

近年のエネルギー消費と省エネルギー法運用

動向

1997年に開催された COP3の議論を背景に，日本にお

いては省エネルギー法が改定，施行されたが，その取組み

状況については必ずしも十分でなく，改善の余地があるこ

とが指摘されている。1990～1999年度の最終エネルギー消

費の推移を図１に示す。対前年度比で見ると，1998年度の

みは景気の停滞によりマイナスとなっているが，他年度は

すべてプラスであり，1999年度が過去最高となっている。

また，（財）省エネルギーセンターの資料によれば，第一

種エネルギー管理指定工場に対して 1997～2000年度に実

施した工場調査・総点検の結果として，最近５年間平均で

エネルギー原単位
〈注1〉

が悪化した工場は全体の半数以上となっ

ており，省エネルギー法で定める「判断基準
〈注2〉

」の遵守状況

が不十分，また「管理標準
〈注3〉

」は未整備の工場が多く，今後

の省エネルギー取組み改善余地が相当あることが確認，指

摘されている。

（1）

省エネルギー支援・エネルギー監視機器
「F-MPCシリーズ」

632（38）

鹿野　俊介（しかの　しゅんすけ） 木内　恒夫（きうち　つねお） 佐藤　　寛（さとう　ひろし）



省エネルギー支援・エネルギー監視機器「F-MPCシリーズ」

以上の調査・総点検結果を踏まえ2001年度以降，第一種

エネルギー管理指定工場の工場調査に際し，調査結果を客

観的基準により点数化し指示の要否を決めることにより，

一層のエネルギー使用合理化の徹底を図ることが示されて

いる。第一種エネルギー管理指定工場の点検新スキームの

概要を図２に，判定処置の概要を表１に示す。

図２の事前調査表については，総括表・個表で構成され，

工場内の全エネルギー使用量の８割程度をカバーする範囲

の設備とするとともに，工場全体というよりは設備単位，

作業工程単位でのきめ細かいエネルギー管理を徹底するこ

とが要求されている。このことは，従来のエネルギー管理

がグロスで行われていたことの弊害を踏まえ，「エネルギー

の使い方を，よく見て，よく調べて，よく検討して，必要

なエネルギーを，必要なときに，必要な量だけ消費するシ

ステム構築」により，組織としての改善意欲の向上と活動

の活性化を図る取組みを狙いとしたものと判断できる。

省エネルギー法におけるエネルギー使用の合理化指針と

してエネルギー原単位が用いられており，企業活動におい

て，エネルギー原単位コストの削減はそのまま利益に直結

するものであり，また原単位管理によるエネルギーコスト

の削減，生産にリンクしたプロセスの構築は，物量変動に

左右されにくい強い体質にも直結するものである。まさに，

省エネルギー法による改善活動は，企業体質改善に直結す

るものといえる。

F-MPCシリーズ現場設置機器

F-MPCシリーズの動作原理，機能，性能およびディジ

タル技術の特徴などについてはすでに別稿で述べているの

で割愛させていただく。本稿では，その後の改良や機種整

備の概要について述べる。

エネルギー管理を進める際，エネルギー使用量の実態把

握，無駄の把握と，それを踏まえた実施可能な目標値設定，

および対策実施後の効果把握を行うことが活動の活性化や

実効を上げるうえで重要となる。このためには現場計量器

の設置とできるだけ細かい区分・頻度での測定が必要とな

るが，従来機器で行った場合，導入コストの上昇や測定の

煩雑化，さらにその投資効果への疑問から導入に踏み切れ

ないケースが目立った。また，計測点の削減によるグロス

管理，案分は対策・効果の実態が薄れてしまい，組織ぐる

みの活動になりづらい問題があった。

このような背景を踏まえ，高圧から低圧までの受配電盤，

二次変電所盤，低圧分電盤を設備の盤単位ごとに１台で，

かつ既存設備への取付けも容易とすることにより，経済的

に計測可能な多機能・集合型 F-MPCシリーズの機種整備

を行ってきた。これらは共通通信インタフェースを装備し，

上位装置によるデータ記録の自動化も可能であること，ま

たエネルギー計測機能のほか，従来の電気設備保全機能も

複合化していることから，従来行っていた保全業務も含め

たデータ自動収集化により，省力化が可能となるものであ

る。

なお，これら機器の導入に際し，当然のことながら可能

投資コストや設備の老朽化状況，リプレース時期，対応の

効果などを考慮し，計画的にシステムを構築していくこと

が重要である。ミニマム投資コストから得られるデータで

も，そのデータ分析やビジュアル化，データ整理を的確に

行うことにより十分に役立つことが多い。表２にシリーズ

商品の概要を，図３に受配電系統図と F-MPCシリーズ機

器を示す。

F-MPC60 型は，特別高圧から高圧までの受配電設備に

（2）
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図２　工場点検新スキームの概要
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表１　工場調査結果の判定処置の概要�

エネルギー原単位�判断基準遵守状況（点数）�

良好　　（80点以上）�

不十分　（50～79点）�

劣悪　　（50点未満）�

良好　　（80点以上）�

不十分　（50～79点）�

劣悪　　（50点未満）�

書面指導�

書面指導→経過報告�

省エネルギー法25条に�
よる立入検査（約半年後）�

特になし�

書面指導→経過報告�

省エネルギー法25条に�
よる立入検査（約半年後）�

判定・処置�

過去5年平均で�
悪化している�

過去5年平均で�
悪化していない�

〈注１〉エネルギー原単位：エネルギー使用量を生産量で割った値

〈注２〉判断基準：省エネルギー実施を図るため省エネルギー法で

定めたもので，これに沿って行う義務がある。

〈注３〉管理標準：判断基準に沿った，管理，計測，記録，保守・

点検などを行うにあたり，事業者が自ら定めるマニュアル
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おける保護継電器のディジタルマルチ化を主眼とし，併せ

て電気エネルギー計測，電気設備監視も含めた１回路用多

機能リレーである。F-MPC04 型は，電気エネルギー計測，

漏れ電流監視，電気設備監視，電気品質監視などの機能を

複合するとともに，１台で10回路（三相３線回路時）の計

測を可能とした配電監視ユニットである。例えば，低圧配

電盤などに本器１台を組み合わせることで，10回路の計

測・監視が可能となる。F-MPC04P型は，電気エネルギー

計測に的をしぼり，一層の小型化を図ったもので，１台で

８回路（三相３線回路時）の計測が可能な電力監視ユニッ

トである。さらに 1 回路計測用として PPM型マルチメー

タユニットをシリーズに加えた。既設配電盤，分電盤など

への取付けも，小型化により空きスペースへ設置でき，測

定回路数に応じ，F-MPC04P 型と PPM型を組み合わせ

使用することにより，より経済的な機器構成が可能である。

データ自動収集による省エネルギー管理支援

機器

従来，電力監視システムといえば，大がかりなコンピュー

タネットワークシステムを連想するが，省エネルギー解析

支援と考えたとき，必ずしもオンラインによる常設専用設

備は必要でない。解析に必要な期間，必要なポイントを，

必要なデータ収集周期で自動記録できれば，より経済的に

現状把握，現状解析，および対策効果の確認は十分に実現

可能である。このような観点から商品化したものを以下に

紹介する。

４.１ 電力監視ポータブル

コンパクトなケースに，F-MPC04P 型と LCD（Liquid

Crystal Display）パネルを一体収納した可搬型電力監視装

置で，電力データ自動収集やロギングを経済的に実現する

ものである。外観を図４に，商品仕様を表３に示す。

組合せ分割型電流センサ，セーフティクリップ付き電圧

プローブを用いて，既存電気設備や装置へ容易に装着可能

であり，期間仮設設置で簡単・経済的に電力監視・記録を

可能としている。計測データは本器の LCD画面モニタの

ほか，メモリカードに保存し，その保存データを付属の

「パソコン帳票作成ソフトウェア」により Excel
〈注4〉

ファイル

で出力できるので，データのグラフ化など見やすい形への
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表２　F-MPCシリーズ商品の概要�
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ユニット�
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F-MPC�
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適用�
回路数�

計　測�

予防�
　保全�

保　　　護�

単相2線�
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三相4線�

V，A，W，Wh�
ほか�

Whパルス出力�
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○�

○�

○�

○�

○�

○�
（10回路）�

○�
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○�
（  8回路）�

○�
（  4回路）�

保　守�
高調波，�
履歴データ，�
デマンドほか�

制　　　御�

通　　　信�

○�
（1回路）�

○�
（  6回路）�

○�○� ○�

○� ○�

○� ○�

○� ○�

○�
○�

漏電リレー�

○�

○（シリーズ共通手順，RS-485）�

○：機能あり�

PPM

図４　電力監視ポータブルの外観
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図３　受配電系統図と F-MPCシリーズ機器
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加工も容易に実現できる。期間電力，電力消費パターン，

運転パターン，および省エネルギー対策効果確認のための

前後計測比較など，１台を繰り返し多目的に活用できる。

４.２ F-MPC用データ蓄積ユニット

本器は，F-MPCシリーズ現場機器（F-MPC60，04，

04P，PPM型）を最大30台接続し，その計測データ，監

視データを自動収集するとともに，事前設定された周期で

内部メモリに蓄積する，データ蓄積ユニットである。外観

を図５に，商品仕様を表４に示す。

蓄積データの上位インタフェースとしては RS-232Cを

装備し，本器のディップスイッチの選択設定で，①パソコ

ン直接接続，② PHS（Personal Handyphone System）通

信接続，③電話回線用モデム通信接続が可能となっている。

本器がデータ蓄積機能を有していることにより，上位パソ

コンの常時接続は必要とせず，定期的なアップロードで電

力監視データのパソコンへの取り込みが可能である。パソ

コン収集データは付属の設定ソフトウェアで CSV（Com-

ma Separated Value）ファイル形式で自動出力するので，

Excel 表計算ソフトウェアを用いて，データのグラフ化な

ど見やすい形への加工も容易に実現できる。また，耐環境

性能は制御用電子機器相当の性能を有しているので，オ

フィス内はもとより，盤内の空きスペースなどへの設置も

可能である。PHS，モデム通信においては，F-MPC機器

で検出した異常検知時における自動ダイヤル発報機能も有

しており，広域リモート監視用途としても適用可能となっ

ている。システム構成の概要を図６に示す。

電力監視システムソフトウェア「F-MPC Net」

５.１ F-MPC Net の概要

F-MPCシリーズ機器の計測データや状態データを，汎

用パソコンを用いてデータ収集，モニタ表示，トレンド表

示，デマンド監視，帳票（日報，月報，年報）の作成・印

字・保存などを自動的に行う電力監視システム標準パッ
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図５　データ蓄積ユニットの外観

AF01-90

表３　電力監視ポータブルの商品仕様�

項　目� 仕　様�

制御電源� AC85～132 V　50/60 Hz

計測回路� 三相3線，単相3線，単相2線�

測定回路数�
8回路（共通電圧回路）�
（F-MPC04P型が最大4台外付け可)

測定回路電圧�

線間電圧�
直接：最大AC264 V�
計器用変圧器（VT）併用：440，3,300，�
　　　　　　　　　　　　 6,600 V/110 V

計測サンプリング周期�0.5/1/10/30/60 分から選択�

サンプリング記録回数�最大4,000回�

記録データ項目�
月日時分，各相電流，有効電力，有効電力量，無�
効電力，力率，線間電圧，デマンド最大値，ほか�

記録媒体� メモリカード�

寸　法�
W460×H350×D140（mm）�
（ポータブルケース）�

表４　データ蓄積ユニットの商品仕様�

項　目� 仕　様�

制御電源�
DC12～30 V�
（ねじ端子またはACアダプタ接続）�

取付け方法�
DINレール（35 mm）または�
ねじ取付け（M4×2）�

上位インタフェース� RS-232C

上位通信制御�
PHS，モデム：ATコマンド（準拠），�
パソコン：独自手順�

下位インタフェース� RS-485　F-MPCシリーズ機器と接続�

保存サンプリング周期�
1秒/1/5/10/15/30/60分から選択�
（カレンダー付き）�

蓄積データ量と�
　　　　蓄積可能期間�

サンプリング周期とデータ量による。�
（例）250量30分周期で約40日分，60分周期�
　　　で約80日分�

寸　法� W49.3×H100×D105（mm）�

F-MPC

RS-232C

専用パソコン設定�
ソフトウェア�

データ蓄積ユニット�
（UM10-01）�

システム構成�

データ収集�

データ集計�

フ
ィ
ー
ル
ド
計
測�

R
S-

4
8
5

図６　データ蓄積ユニットを用いたシステム構成の概要

〈注４〉Excel ：米国Microsoft Corp. の商品名称
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ケージソフトウェアである。

従来，電気設備の監視・保全や電力エネルギー管理シス

テムは，多岐にわたる顧客要求機能や画面要求に対応する

ため，基本システムソフトウェアを利用しつつも，専用ソ

フトウェアの作成で対応していた。これに伴い，多大なソ

フトウェア費用が発生するとともに，複雑・多岐にわたり

作成された専用システムソフトウェアは保守性にも難があ

り，顧客側では容易には変更できないといった問題が指摘

されている。この点を踏まえ，F-MPC Net 標準パッケー

ジソフトウェアは省エネルギー推進支援機能に狙いを絞り，

標準ソフトウェアによるシステム構築により，ソフトウェ

ア開発費用を極力抑えた電力監視システムを実現するもの

である。収集データは Excelへ連携されており，標準装備

したソフトウェアフォーマットのほか，ユーザーフォーマッ

トでの日報，月報といった帳票やグラフ作成・印字・保存

も，顧客が容易に作成可能となっている。表５に適用パソ

コン仕様を，表６にデータ表示画面と管理点数を示す。

標準パッケージ化により，システム装備機能や画面メ

ニューの目視によるユーザー事前確認も容易となり，設備

導入時のエンジニアリングや現地調整の時間も大幅に短縮

され，経済的な電力エネルギー監視システムを短期間で実

現可能としている。なお，F-MPC Net 電力監視システム

は，パソコンインストールやシステム設定を含めたシステ

ム一括対応（個別見積り）と，F-MPC Netシステムソフ

トウェア（CD-ROM有償）での提供を行っている。

５.２ ネットワーク構成

電力監視システムの導入におけるコスト構成は，現場機

器の導入・取付けコスト，パソコンなどの管理システムお

よびソフトウェアコスト，ならびに情報通信系の布設コス

トに大別される。ここでは，上位 LAN（Local Area Net-

work）などの情報ネットワークは本論の対象外とし，現

場に分散設置された F-MPCシリーズのデータ収集ネット

ワークについて述べる。

F-MPC Netシステムでは，ツイストペアケーブルを用

いた専用線ネットワーク（RS-485またはＴリンク）を基

本とし，布設困難な場合の無線化〔SS（Spread Spectrum）

無線〕，市販モデムを併用した電話回線使用，および構内

PHS 使用などの方式が対応可能となっている。システム

構成例を図７に示す。
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RS-232C/485

RS-485

RS-485

RS-485

RS-232C

SSSS�
無線�SS�

無線�

変電所�

コンバータ�

オンライン�
アダプタ�モデム�モデム�

RS-485

オンライン�
アダプタ�

リピータ�

（a）RS-485専用線ネットワーク�

（b）SS無線ネットワーク�

（c）モデム公衆電話回線�

（d）PHS

図７　F-MPC Net のシステム構成例表５　F-MPC Net 適用パソコン仕様�

パソコン�

本体 CPU
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア�

DOS/V*
1

 機，PC/AT 互換機�

Pentium*
3

 233 MHz 以上�

本体 HDD

本体メモリ�

本体その他�

CRT

1 G バイト以上�

128 M バイト以上�

CD-ROM，MOドライブユニット付き�

解像度 1,024×768

OS

表計算ソフトウェア�

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア�

Windows NT 4.0*4

Microsoft Office97*5

電力監視�
システムソフトウェア�

*1　DOS/V：日本アイ・ビー・エム（株）の商品名称�

*2　PC/AT：米国 International Business Machines, Corp. の商品名称�

*3　Pentium：米国 Intel Corp. の登録商標�

*4　Windows NT：米国 Microsoft Corp. の登録商標�

*5　Microsoft：米国 Microsoft Corp. の登録商標�

F-MPC Net�
（富士電機製 CD-ROM）�

*2

表６　データ表示画面と管理点数�

画面名称� 最大表示/画面� 最大管理点数�

512点�

2,000点�

2,000点�

2点�

40点�

80点�

300点�

300点�

300点�

16点/画面�

16点/画面�

8点/画面�

1系統/画面�

8点/画面（任意2点選択）�

8点/画面（任意2点選択）�

10点/画面�

10点/画面�

10点/画面�

警報一覧画面�

状態表示画面�

計測表示画面�

�デマンド監視画面�

トレンド表示画面�

電力トレンド画面�

日報帳票画面�

月報帳票画面�

年報帳票画面�
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あとがき

「省エネルギー」機運が高まる中，電気設備の管理技術

者は電気にかかわる仕事の範囲に広がりを持つことが要求

され，従来の電気設備の保安確保，必要電力の確保に加え，

電力の高効率運用（エネルギーコストの削減）にかかわる

マネジメントも要求され，一方では固定費抑制の観点から，

保全コストの低減も求められているのが実態である。

エネルギーの高効率運用工場・事業所を目指して，「実

態把握→改善案の検討→具体的計画と効果目標の設定→実

施→効果確認」といった工程が繰り返されるわけであるが，

実態把握，効果確認といったデータ収集・帳票化・グラフ

化などはパソコンなどの電子機器が最も得意とする分野で

あり，また解析に要求される頻度での人手による巡回計測

は不可能である。このためのシステム投資と現有電気設備

での回収効果を考えたとき，例えば，

休憩時の照明の消灯徹底と消し忘れ防止（１日10時間

の業務時間中１時間分の消灯削減効果→ 10 ％）

空調の消し忘れ防止，きめ細かい運転による削減（同

上にて 10 ％）

生産設備の休憩時や段取り替え時の無駄抑制（仮に

3 ％）

大口設備負荷の運転パターン解析とピークの平準化に

よる契約電力の低減（仮に 5 ％）

などの電気料金削減効果を踏まえれば，大口電力需要家に

おいては十分な効果が期待されるものとなる。

今や「省エネルギー」はスローガンの時代から，まさに

実行の時代へと移行している。現場機器，簡易データ収集

機器，およびシステム商品の紹介を行ったが，今後とも顧

客各位のご指導をお願いするとともに，本稿が省エネル

ギーの推進に少しでも参考になれば幸いである。
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