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国連気候変動首脳会合において，2020 年までに温室効果

1. 省エネルギーを取り巻く環境変化

ガス排出量を 1990 年比で 25 % 削減するという鳩山首相

人類は豊かな暮らしを求め，便利な社会を実現してき

の中期目標発表につながっている。

た。その反面，現在の社会は大量のエネルギーを必要と

こうした地球社会に対する責任を明確にするため，富

し，地球温暖化，資源の枯渇，自然破壊などの問題を生

士電機は，
「富士電機グループ環境ビジョン 2020 」を策定

⑶

じさせている。人類が豊かな暮らしを営み続けていくに

している。この中で“地球温暖化防止への貢献”に向け

は，これらを人類共通の課題として解決していく必要が

た目標として，製品のエネルギー効率を向上させた省エ

ある。日本政府は，
「京都議定書」の削減目標である温室

ネルギー製品，また太陽光発電システムや燃料電池など

⑴

効果ガスの 1990 年比 6 % 削減の実現に向けて，達成計画

の“創エネルギー”製品を継続的に社会に提供することで，

を設定しているが，温室効果ガス総排出量は 2007 年度で

“2020 年までに社会の CO2 排出量を 240 万トン削減する”

逆に 9 % 増加している。一方 2007 年の IPCC（気候変動

ことを掲げている。同時に，富士電機は，図₁に示すよう

⑵

に関する政府間パネル）第 4 次報告の発表は，科学的根

な，工場や機械などの産業設備および小売店舗，遊技場

拠によって各国に“低炭素社会”実現の必要性を認識さ

などの業務設備の省エネルギー化に取り組んできた。

⑷，⑸

せる衝撃的なものとなった。このことが，2009 年 9 月の
図₁

社会の中の富士電機グループ

エネルギーの「供給」と「需要」を支える製品を通じて，
さまざまな産業や人びとの暮らしに貢献しています。
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場の調査・計測，多くの場合，エネルギー監視システム

2. 省エネルギーシステムへの要求変化

の導入による現状把握とポイントとなる設備の抽出，②

最近までの「エネルギーの使用の合理化に関する法律」

P：ポイント設備への省エネルギー施策導入による効果シ

（省エネ法）の改正は，事業者単位でのエネルギー管理を

ミュレーションと目標設定，③ D：設備への省エネルギー

要求し，活動の活性化によってより広範囲な設備で省エネ

施策導入，④ C：計測または監視システムによる導入後

ルギーの実効性を引き出そうとする方向へ向かっている。

の効果検証，⑤ A：データ蓄積・効果判断などの運用マ

このため，産業・業務設備の省エネルギーシステムは，

ニュアル作成と新たな課題の抽出，を進めることである。

小規模な設備範囲でのエネルギー状況の分析から，広範
な設備にまたがる省エネルギー効果抽出へ広げていく行

₃.₂ 設備省エネルギーのポイント

動強化を支援できるものが要求される。またむやみに省

産業・業務設備に限ってみても，その省エネルギーの

エネルギー機器の導入を図るのではなく，大きな効果が

ポイントはそれぞれの設備によって異なるのは言うまで

得られるポイントを把握し，計画を立て，時間をかけて

もない。したがって，設備のエネルギー利用状況の把握

対策活動を行っていく必要がある。

により，ポイントとなる設備の抽出が重要である。図₂に
エネルギー使用量が比較的大きい計算機センター設備の

3. 産業・業務設備の省エネルギーサービスとシステム・機器
富士電機は，顧客の産業・業務設備の省エネルギーを
支援する，①プレ設備診断・プレ設備計画提案，②省エ

省エネルギーポイントの例を示す。
₃.₃ エネルギー監視システム

省エネルギー活動全体をナビゲートするエネルギー監

ネルギーポイントの把握など活動全体をナビゲートする

視システムは，とりわけ重要である。富士電機が提供す

監視システムの導入サービス，③ポイントごとに省エネ

るエネルギー監視システムの構成を図₃に示す。

ルギーを実現するシステム導入サービス，および④顧客

Web 型 小 規 模 設 備 向 け 電 力 監 視 シ ス テ ム「F-MPC

への省エネルギーコンサルティングサービス，を提供す

Web」は，
“簡単”と“拡張性”をコンセプトとする。

る。また，顧客自身が省エネルギー化設備を計画するこ

Web 方式のため既存インフラを利用した導入の簡素化と，

とが必要な小規模な設備に対しては，簡単に導入できる

いつでも・どこからでも“エネルギー使用状態の見える

省エネルギー監視システムを提供する。

化”が図れるため，管理者だけでなく設備運用者全員で
省エネルギー活動の PDCA サイクルを支援できる。

₃.₁ 省エネルギー活動

監視機能としては，設備電力のエネルギー監視，契約

省 エ ネ ル ギ ー 活 動 は，PDCA ス テ ッ プ を サ イ ク ル と

電力抑制のためのデマンド電力監視機能に加えて，他設

して繰り返す必要がある。活動の基本は，① P：設備現

備のエネルギー使用量や設備運転状態量の監視が可能と

図₂

計算機センターにおける省エネルギーのポイント設備
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回転機器の台数制御の最適化
効果：小
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更に対応して，空調システムの更新やチューニングによ

エネルギー監視システムの構成

るエネルギー効率の改善が大きな課題である。前出の図₂
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全体の活性化につながりやすい。ある事例では，デマン
ド警報発生時の設備停止範囲の設定により，約 23 % の電
力量削減効果をあげることができた。さらにこの事例で
は，見える化したデータの解析により現場電気設備の消

なっている。これらの機能を使って，①使用量実績から

し忘れが多いことが浮き彫りになり，消し忘れ防止対策

のピーク電力の把握と負荷平準化案の策定による契約電

の実施だけでなく，人感センサによる照明制御の導入も

力の削減活動，②目標とした契約電力内運用のためのデ

行われた。

マンド管理活動，③設備停止時間帯のエネルギー使用の
把握によるムダの発見活動，④省エネルギー取組みの効
果の見える化による現状確認や成果の共有，などが可能

5. あとがき
本稿では，富士電機の省エネルギーへの貢献について，

となる。

ごく一部の代表的なものの紹介し，すべてを語りつくす
₃.₄ エネルギー監視・解析支援ソフトウェア

ことはできなかった。省エネルギーに関する要求はお客

より大規模なシステムが必要な場合には，同様に“簡

さまの設備ごとに異なることは言うまでもなく，お客さ

単 ” と“ 拡 張 性 ” を コ ン セ プ ト と し た「F-MPC-Net

まのパートナーとして相談をお受けしながら，ご要求に

Web」監視ソフトウェアを適用する。これらはシステム

柔軟に対応できる機器 ･ システム・サービスを提供する

としての相互接続性を持っているので，F-MPC Web を

ことを通して，広く産業・社会の省エネルギーへの貢献

導入後に F-MPC-Net Web を追加導入することができる。
また，収集したデータをさまざまな視点で分析したい

を目指していく所存である。今後ともご支援・ご鞭撻を
お願い申し上げる。

場合は，省エネルギー解析支援ソフトウェア「F-MPCEco Web」を提供しており，ユニット・ソフトウェアの

参考文献

組合せ・追加導入による顧客自身でのシステム計画変更

⑴

改定京都議定書目標達成計画. 環境省. 2008.

が可能である。

⑵

IPCC第4次評価報告書-政策決定者向け要約. 環境省・経済
産業省・気象庁・文部科学省, 2007.

4. 設備の省エネルギー効果の事例
エネルギー監視システムの導入とこれを使った省エネ
ルギー活動による省エネルギー効果の事例を紹介する。
⑴

計算機センター設備
計算機センター設備では，計算機の増強などの設備変

⑶

富士電機グループ CSRレポート2009. 富士電機ホールディ
ングス.

⑷

大橋一弘ほか. エネルギーソリューションの現状と展望.

富士時報. 2008, vol.81, no.3, p.190-193.
⑸

須藤晴彦ほか. 店舗向け省エネルギー制御システム, 富士

時報. 2007, vol.80, no.4, p.280-283.

21

＊本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する
商標または登録商標である場合があります。

