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まえがき

1997 年 12 月の「気候変動枠組み条約第 3回締約国会議」

（COP3）で二酸化炭素（CO2）を含む６種類の温室効果ガ

スの削減量が決定し，明確な数値で環境保護が打ち出され

た。それを受けて，自主規制の ISO14001（環境 ISO）の

取得事業所も増えている。さらに 1999 年 4 月に「エネル

ギーの使用の合理化に関する法律」の一部を改正する法律

（改正省エネルギー法）が施行され，エネルギー管理指定

事業所では継続的な省エネルギーが課題となっている。ま

た，有効な省エネルギー施策に対する助成制度の充実も図

られてきている。

一方，2000 年 3 月の電力の小売部分自由化の実施に伴

い，各電気事業者では需要家の長期的な囲い込みのため，

ESCO（Energy Service Company）やメータリングサー

ビスなど需要家ニーズに対応したエネルギーサービスメ

ニューの充実が課題となっている。

図１に近年の省エネルギーサービスを取り巻く状況を示

す。

確実な省エネルギーサービスを行うためには，現状把握

と対策効果の把握が必須であり，そのためには各需要家ご

とにさまざまな使用エネルギーの計測をしなければならな

い。

本稿では富士電機のエネルギー計測ツールおよび 2002

年度から新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

の補助金対象となった BEMS（Building and Energy

Management System）など，エネルギー計測システムに

ついて紹介する。

省エネルギーソリューション

富士電機では，エネルギー利用状況の把握，分析，対策

エネルギー計測システム
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地球規模の環境問題 
　オゾン層破壊 
　地球温暖化 

企業イメージアップのため環境ISOの取得 

電気事業者 
需要家の囲い込みのための需要家ニーズに 
対応した，サービスメニューの拡大 

COP3

改正省エネルギー法 

規制緩和の推進政策 

エネルギー間競争の激化 

発電部門の競争の導入 電力の小売部分自由化 

さらなる省エネルギー法 
の改正 

継続的な省エネルギー活動 

自由化の見直し 

電気事業への規制緩和の要求が 
高まる。 

図１　近年の省エネルギーサービスを取り巻く状況
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の提案までを一連の省エネルギーソリューションとしてお

客様に提供している。これらのソリューションは「エネル

ギー計測ツールの供給」「エネルギー計測受託サービス」

「エネルギー管理受託サービス」「省エネルギーコンサル

ティングサービス」の四つに分類できる。これらのソ

リューションは図２に示すような関連性があり，詳細を以

下に述べる。

２.１ エネルギー計測ツールのラインアップ

環境エネルギー計測ツールとして SS（Spread Spec-

trum）無線ネットワークによる「EcoPASSION」（エコ

パッション）シリーズをはじめとし，簡易的なトレンド計

測から，より精密で恒久的な計測まで，その用途やニーズ

により，数多くの製品をラインアップしており，お客様の

状況に合わせ広く選択が可能である。主なエネルギー計測

ツールについては 章で述べる。

２.２ エネルギー計測受託サービス

豊富なエネルギー計測ツールを活用して，お客様のエネ

ルギー利用状況を収集する「エネルギー計測受託サービス」

を提供する。エネルギー計測を行うことにより効果的かつ

継続的な省エネルギー施策の立案が可能となり，対策の効

果を定量的に把握することが可能となる。

２.３ エネルギー管理受託サービス

「エネルギー管理受託サービス」はお客様のエネルギー

管理業務を受託するものである。さらに，富士電機の解析

技術を駆使し，管理収集データを基にエネルギー利用状況

を分析し，設備運用面の改善や設備投資の合理化をサポー

トする。

２.４ 省エネルギーコンサルティングサービス

高効率機器への置換えによる省エネルギーだけでなく，

各分野での豊富な設備納入実績に基づき，需要家の設備運

用面までを対象とした総合的な省エネルギー施策の提案を

行うことができる。エネルギー計測受託サービスと組み合

わせることで，計画的でコストパフォーマンスに優れた最

適な省エネルギー提案を行うことができる。

富士電機では直接お客様へのシステム・サービス提供を

行うほかに各エネルギー供給事業者の需要家サービスメ

ニューの一環として行う，エネルギー計測に関する業務の

委託や協力を行うことも視野に入れ活動を行っている。

エネルギー計測ツール

富士電機の主なエネルギー計測ツールを表１に示す。ま

た図３に各製品の計測対象規模，および用途別のおおまか

な分類を示す。表１に示された製品を活用し，省エネル

ギーソリューションを実施する。
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省エネルギーの計画 
（お客様） 

エネルギー計測 
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コンサルティング 
サービス 

エネルギー計測 
受託サービス 

対策効果 
の把握 

対策の立案 

図２　省エネルギーソリューション

表１　富士電機の主なエネルギー計測ツール 

計測器 

計測対象 

データ 
伝送方式 

現場表示 

備　　考 

EcoPASSIONシリーズ 

電力エネルギー 
熱エネルギー 
環境計測ほか 

™SS無線（EcoARROW） 

なし 

電流値のみを計測し，電圧・ 
力率はパソコン側で設定する 
簡易計測が可能 

EcoDOCTOR

電力エネルギー 
熱エネルギー 
環境計測ほか 

™SS無線（EcoARROW） 

なし 

画像処理技術により出力信号 
のないアナログ計器の計測が 
可能 

PowerSATELITE

電力エネルギー 
熱エネルギー 
環境計測ほか 

™RS-485（標準） 
™SS無線（EcoARROW） 
™TCP/IP（Web） 
™LONWORKS（開発予定） 
　など 

なし 

電力量計測に際しては瞬時 
波形の記録可能 

F-MPCシリーズ 

電力エネルギー 

™RS-485（標準） 
™SS無線（EcoARROW） 
™構内PHS 
　など 

あり（一部別売り） 

各種機能を搭載した機種を 
シリーズ化しているので， 
計測箇所により必要なもの 
を選択可能 

PPM

電力エネルギー 

™RS-485

あり（選択性） 

単独設置での長時間計測も 
可能（メモリカード使用） 

計測点数 
30点 200点 1,000点～ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
用
途 

ト
レ
ン
ド
把
握
用
途 

F-MPCシリーズ 

Power 
SATELITE

EcoDOCTOR

Eco 
PASSION 
シリーズ   

PPM

：電力エネルギー計測 
：熱・環境・ 
　　　エネルギー計測 

図３　各エネルギー計測ツールの適用
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３.１ EcoPASSIONシリーズ

SS 無線ネットワーク EcoARROW（エコアロー）を適

用したエネルギーモニタリングシステムである。

各種アナログ信号（DC1 ～ 5V，4 ～ 20mAなど）やパ

ルス信号を簡易な現地工事で計測可能である。

また電流値のみを計測し，電圧・力率はパソコン側で設

定する簡易計測が可能であり，計測箇所に合わせて選択で

きる。

３.２ EcoDOCTOR（エコドクター）

EcoARROWを適用したエネルギーモニタリングシステ

ムである。2001 年度，関西電力（株）との共同研究で開発

した。

１秒から 5 分までデータのサンプリング周期の任意設定

が可能である。さらに，オプションの画像処理装置は，従

来目視確認により指示値を読み取っていたアナログ計器の

自動読取りができる。

３.３ PowerSATELITE（パワーサテライト）

各種アナログ信号（DC1 ～ 5V，4 ～ 20mAなど）やパ

ルス信号を 1 種類の装置で取込み可能とした，低価格な多

用途複合型計測端末である。データ伝送は有線（RS-485）

を標準としており，オプションで EcoARROW，TCP/IP

（Web）の適用も可能である。また，LONWORKS
〈注〉

対応に

ついても開発予定である。電圧・電流計測に際しては瞬時

波形の記録ができる。

３.４ 電力監視ユニット F-MPCシリーズ

多回路の電気エネルギーの監視，計測を行う多機能端末

である。

各種機能を搭載した機種をシリーズ化しているので，計

測箇所により必要なものを選択可能である。

データ伝送は有線（RS-485）を標準としており，オプ

ションで EcoARROW，PHSなどの適用も可能である。

また，現場指示（一部機種は表示器別売り），メータと

しての使用ができる。

３.５ 交流１回路形電力監視ユニットPPM

電気エネルギーの測定・表示・記録をする１点用廉価型

電力モニタである。

メモリカード（スマートメディア）の使用により，長時

間のデータ記録が可能である。有線（RS-485）による

ネットワーク構築で集中監視もできる。

また，表示器付きも選択可能なので現場指示，メータと

して使用できる。

BEMS

BEMSの概念は広く，さまざまな定義もなされている

が，NEDOの BEMS 導入支援事業の概要によると，「一

般的に BEMSとは，建築物の管理者が合理的なエネル

ギー利用のもとに，快適で機能的な室内環境を維持管理し

ていくための制御・管理・経営システム全般を指す」とあ

る。運用段階における建築物の省エネルギーを推進するた

めには導入が不可欠となっている。

現在，民生部門（家庭用，業務用）のエネルギー消費量

は，産業部門と比較して高い伸びを示しており，民生部門

における省エネルギー対策の推進が課題となっている。ま

た，2003 年度にはさらなる省エネルギー法の改正が施行

予定であり，民生部門の建築物におけるエネルギー管理が

一層強化されることになる。このことから NEDOは BE

MSに対する導入支援事業（住宅・建築物高効率エネル

ギーシステム導入促進事業（BEMS 導入支援事業）を開

始している。ただしこの事業では室内環境の維持および省

エネルギーに関連した部分（計測・計量装置，制御装置，

監視装置，データ保存・分析・診断装置）を対象にしてい

る。

富士電機の BEMSの推進製品を図４に示す。

章で説明した「EcoPASSION」「EcoDOCTOR」

「PowerSATELITE」などを適用して BEMSを構築する

ことができる。このシステムでは計測および監視装置を主

に，データ解析には「EcoANALYST」（エコアナリスト）

というデータ分析・解析用ソフトウェアを用意している。

また，制御および監視装置を主にした場合には「FOCUS」

（フォーカス）や「SOINS」（ソインズ），「パートナー IT」

（アイティ）などが適用システムとなる。BEMSではビル
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〈注〉LONWORKS：米国Echelon Corp. の登録商標

ビル経営 
システム 

データ分析・解析 

制御 計測 

EcoANALYST

FOCUS 
SOINS 
 パートナーIT

EcoPASSION 
PowerSATELITE 
EcoDOCTOR

BEMS 
の機能 

監視 

最適運用 
システム 

EcoANALYST ：エネルギー管理・分析システム 
FOCUS ：オープン統合化制御システム 
SOINS ：社会分野向け情報管理システム 
パートナーIT ：監視制御システム 

図４　富士電機のBEMSの推進製品
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経営システムもその対象に含めてもよいことになっている

が，今回はその部分を除いて紹介している。

エネルギー管理は，必要なデータを収集・分析・評価し，

施設のエネルギーが効率的に運用されているかを判断する

業務である。エネルギーデータ分析として一般的に行われ

ているのが時間，日，月ごとの変化比較である。エネル

ギーを原単位や用途別に比較することによりマクロおよび

ミクロのエネルギー利用効率を把握することが可能となる。

富士電機の提案する BEMSもこれらの業務をすべてサ

ポートする。

エネルギー供給事業者向けエネルギー計測

システム

図５にエネルギー供給事業者と一体となった，省エネル

ギーソリューション例を示す。

需要家の状況，ニーズに応じて， 章に紹介したエネル

ギー計測ツールを需要家側に設置し，電話回線，エネル
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エネルギー管理受託サービス 
　継続的なエネルギー使用状況の管理，保存 
　計測データの解析 
省エネルギーコンサルティング 
　熱電変換の提案 
　ピークシフト，ピークカットの提案 
　省エネルギー機器の選定提案 

ソリューション提供 
　計測装置導入エンジニアリング 
　計測装置の納入 
　計測データの解析委託 
　省エネルギーコンサルティング 
　省エネルギー機器の導入 

エネルギー供給事業者 

富士電機 

エネルギー計測ツール 電力量計測 

需要家設備 

電話回線，インターネット， 
エネルギー供給事業者の通信インフラ 

温度計測 

流量計測 

エネルギー計測ツール 電力量計測 

需要家設備 

圧力計測 

エネルギー計測ツールからの 
情報を収集 

各需要家設備情報を収集 

省エネルギーに関するアドバイス 

図５　エネルギー計測システム（例）
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CATV放送 

アプリケーション 
サービスプロバイダ 

一般放送，CATVの視聴 
⇒チャンネル選択範囲の 
　拡大 

省エネルギーソリューション 
　①電気，ガス，水道の自動検針，エネルギー管理 
　　　料金課金受託　　契約電力と協調したデマンド制御 
　　　異動処理　　　　省エネルギー運転制御 
　②宅内機器の監視，制御 
　　⇒集中監視，制御による省力化，効率化 
　　　運転状態の遠隔モニタリング 
　　　遠隔操作 
　　　遠隔故障診断，保守，コンサルティング 
付加価値サービス 
　①セキュリティ対策 
　　⇒ホームヘルスケアや防火，防災，防犯のモバイル 
　　サービス 
　②インターネット接続 
　　⇒IT応用による広域ネットワークとの接続 

図６　FTTHを活用したエネルギー計測システム（例）
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ギー供給事業者の通信インフラストラクチャー（インフ

ラ），あるいはインターネット経由でエネルギーデータを

収集するシステムを構築する。

本システムの構築により，エネルギー供給事業者はエネ

ルギーデータを継続的に収集可能となる。また，収集デー

タおよび収集データの解析結果を配信し，日々の省エネル

ギー活動を喚起することもできる。富士電機はエネルギー

供給事業者に対し，システムの構築・納入だけでなく，計

測データの解析受託や省エネルギーコンサルティング，省

エネルギー機器の導入提案などの省エネルギーソリュー

ションを行う。

本システムの構築により需要家とエネルギー供給事業者

が直接ネットワーク接続するので，瞬時電圧低下時の生産

設備への影響解析などの電力品質問題への支援，機器の保

守運用支援サービス，メータリングサービスなど，省エネ

ルギーソリューションに加え多様な需要家ニーズにも対応

可能となる。

図６には電気事業者や通信事業者および地方自治体で整

備を進めている光ケーブルによる情報通信インフラ（FT

TH：Fiber To The Home）を活用し，各種サービスプロ

バイダをネットワーク化したエネルギー計測システムのイ

メージ図を示す。FTTHの活用にあたっては，需要家側

に設置する光端末装置（ゲートウェイ）の開発が課題とな

る。

富士電機では長年にわたり電力各社との自動検針システ

ムの開発に参画してきた経験を生かし，電力，ガス，水道

の共同検針機能や需要家の異動申請時の引込みスイッチ遠

隔操作機能，温水器などの負荷制御機能を実装したゲート

ウェイの開発を行っている。

本事例では，電力量計の自動検針用インタフェース機能

を持つゲートウェイを需要家に設置し，電力ユースとして

自動検針を行うとともに，FTTHを介して省エネルギー

ソリューションやセキュリティ対策，インターネット接続

などの付加価値サービスを提供するものである。

あとがき

本稿ではエネルギー計測ツール，エネルギー計測システ

ム事例およびその展開について記載した。

環境問題への社会的関心が高まるにつれ，省エネルギー

法もより規制が厳しくなる。また，2003 年には電力の部

分自由化の見直し，対象拡大が行われる予定であり，エネ

ルギー間競争も一層激化すると想定される。このような，

社会的要求から，エネルギー計測に関する需要は現在より

もさらに高まると予想される。

富士電機は今後とも環境問題の解決や安価で高品質なエ

ネルギー供給に貢献するための製品開発やソリューション

の提供に尽力していく所存である。引き続き関係各位のご

指導をお願いする次第である。
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