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鉄鋼，一般産業，店舗流通，水処理，地域コミュニティなど，さまざまな分野におけるエネルギーの見える化や省エネル
ギー（省エネ）制御処理を統合し，エネルギーマネジメント機能を迅速かつ廉価に提供するための統合エネルギーマネジメ
ントシステムプラットフォームを開発した。電力，ガス，水，熱などのさまざまなエネルギーモデルを扱うことができ，自
然エネルギーも含めた省エネ最適制御が可能である。各種 Web 画面において各国の言語をサポートし，サーバ 1 台の小規
模システムから数十台にも及ぶ大規模システムまでを同じエンジニアリングツールで簡単に構築できる。
Fuji Electric developed an integrated energy management system (EMS) platform that can visualize energy consumption and integrate
energy-saving controls for the steel industry, general industry, stores, distribution, water treatment, regional communities, and so on to
provide energy management functions expeditiously and at low cost. The platform can treat various energy models such as electric power,
gas, water and heat energies and can realize optimal energy-saving control including renewable energies. In the platform, various web screens
support local languages, and systems ranging in size from a small single-server system to a system consisting of several tens of servers can be
developed easily using the same engineering tools.
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まえがき

ギー最適化・制御機能を選択し実装できること。
⒝

ユーザのエネルギー設備規模に応じて，サーバ単独

日本政府の温室効果ガス削減の中期目標設定（2020 年

から複数サーバの大規模分散システムまでが簡単かつ
同じエンジニアリング操作で短期間に構築できること。

までに 1990 年比で 25 % 排出を削減）をはじめ，
「エネル
ギーの使用の合理化に関する法律」
（省エネ法）の改正，

⒞

オンライン運転中においても，システム増強やシ

さらには今年に発行を予定しているエネルギーマネジメン

ミュレーションによるエネルギー設備拡張・更新時の

トに関する国際規格（ISO 50001）など，地球温暖化防止

評価が行えること。

への対応が急務とされている。また，世界的にも持続可能
な社会を目指したスマートコミュニティが数多く推進され，

₂.₂ ソフトウェア構成

新エネルギーの導入や省エネルギー（省エネ）への取組み

図₁ に，統合 EMS プラットフォームとその周辺のソフ

が進んでいる。これらを実現するには，エネルギーの需給

トウェア構成を示す。ソフトウェア構成は，各種 Web 画

全体を統合した管理・運転が必要であり，エネルギーマネ

面，実績データ管理，最適化・制御プログラム群と，現場

ジメントシステム（EMS）が今まで以上に大きな役割を

センサや制御装置との通信を管理するドライバ管理など，

担うことになる。

一般的な EMS の構成と同じである。本プラットフォーム

富士電機は，電力，鉄鋼，水，産業，店舗流通などの各

の最大の特徴は，それらを結び付ける高速プログラム連携

分野においてエネルギーサプライチェーンに着目した各

サービス ｢Fuji Service Bus｣，高速データ共有サービス

種 EMS を開発してきた。これら地域 EMS（CEMS）
，工

｢Field Connector｣，統一エネルギーネットワークモデル

場 EMS（FEMS）
， ビ ル EMS（BEMS）
， 店 舗 流 通 EMS

にある。ニーズに応じてサーバ 1 台から複数台の大規模分

⑴

（REMS）の各機能を一つのプラットフォーム上に統合化

散サーバ構成の EMS を，同じプラットフォーム上に同じ

し，さまざまな現場ニーズに合った EMS 機能を迅速かつ

エンジニアリング操作で短期間に構築することができるよ

廉価に提供するための統合 EMS プラットフォームを開発

うになっている。
統合 EMS プラットフォームの中心となるこれらの機能

した。

およびその周辺の機能について説明する。

2

構成と機能
₂.₃ 高速プログラム連携サービス ｢Fuji Service Bus｣

₂.₁ 開発コンセプト

統合 EMS プラットフォームは，EMS を構築する上で

EMS を構築するには，制御対象の規模，要求されるソ
フトウェアの機能数，監視制御の周期や必要なサーバの冗

の核となる重要なミドルウェアである。その開発コンセプ

長性に応じて，シングルサーバ構成から，CEMS などの

トは次のとおりである。

サーバが十数台に及ぶ大規模分散サーバ構成となる場合も

⒜

さまざまなエネルギー（電力，ガス，水，熱など）

設備に対して，分野を問わず目的に応じた各種エネル
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ある。
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通信ドライバ

図₁

通信ドライバ

通信ドライバ

通信ドライバ

統合 EMS プラットフォームとその周辺のソフトウェア構成

を意識することなく，各サーバに分散配置する最適化・制

Bus とも連携させ，グローバルスタンダードな基幹系ソフ

御プログラム間や Web 画面と最適化・制御プログラム間

トウェアとの標準的な連携を実現する。

での処理を連携させるための仕組みである。
従来，分散環境におけるプログラムの呼出しは“X プロ
グラムは Y サーバ上に存在する”というように，各プロ

₂.₄ 高速データ共有サービス ｢Field Connector｣

各プログラムは Fuji Service Bus により，どのサーバ

グラムのサーバ配置情報を事前に定義していた。そのため，

上に配置しても相互に連携することができる。しかし，各

制御対象量の増加に伴うサーバ増強作業やサーバ構成変更

プログラムが実際に演算や制御するためには，各プログラ

作業時には，システムエンジニアによってシステムを停止

ムがどのサーバ上にあってもオンラインデータの参照や制

させ，各プログラムのサーバ配置情報を再定義する必要が

御指示が行える環境が必要である。
「Field Connector」は，

あった。

これを実現する仕組みである。

これに対して Fuji Service Bus では，事前のプログラ

Field Connector は，TAG 管 理（
“TAG0001” な ど の

ムのサーバ配置情報定義を必要とせず，サービス名（プロ

TAG 名 と そ の TAG 値 で デ ー タ 管 理 す る 方 式 ） に よ っ

グラムの持つ機能名）だけでいずれかのサーバ上に存在す

てオンラインデータを管理する。一般的な TAG 値は整

る該当プログラムを呼び出すことができる。これは，Fuji

数 値 や 浮 動 小 数 点 値 を 1 個 の み 扱 う の に 対 し て，Field

Service Bus が各サーバに存在するサービス名リストを動

Connector の TAG 値 は 可 変 長 の 文 字 列 で あ る。 こ れ に

的かつリアルタイムに情報交換しているためである。
これにより，ユーザが後述する統合エンジニアリング

より 30 分ごとの発電計画値など，連続する複数個の数値
データもカンマ区切りの文字列データとして扱うことで

ツールの簡単な操作によって，最適化・制御プログラムを

TAG 値に記憶できるようになっている。例えば，次に示

新規に追加したり，既に搭載している最適化・制御プログ

す順にプログラム間でデータ連携（30 分単位で 24 時間分

ラムを CPU 負荷に合わせてサーバ間を移動させたりして

の連続データ）する場合にも TAG 管理が有効利用できる。

も，Fuji Service Bus が瞬時に各プログラムのサーバ配置

⒜

電力需要予測プログラム

情報を把握する。このため，システム運転を継続したまま

⒝

電力需要予測値に合わせた発電機ごとの最適発電計
画プログラム

での作業が可能となっている。
また，これまでに開発してきた各分野の最適化・制御

⒞

最適発電機計画に沿った発電機制御プログラム

プログラム群は，さまざまな言語（C，C++，Java）を使

さらに，全サーバ上の Field Connector は相互に連携

用しているため，容易に相互連携することができなかっ

しており，各サーバ上の Field Connector が全サーバの

た。これに対して Fuji Service Bus は，開発言語に依存

TAG 値を管理するため，TAG 値を参照・更新する各プロ

せず相互に連携できる。このため，富士電機の EMS ソフ

グラムがどのサーバ上に存在していても問題なく動作する。

トウェア資産を統合的に提供できるようになっている。
今後，Fuji Service Bus は汎用的な Enterprise Service

次に，Field Connector はプログラム間のデータ連携に
利用するだけでなく，通信ドライバ管理を経由して現場機
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統合 EMS プラット
フォームの範囲
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器と接続する機能を持っている。現場センサや制御機器と

最適化・制御プログラムで利用するモデル表現形式へとそ

通信して得られるオンラインデータを TAG 値として管理

れぞれ変換して使用する。

特 集

し，また逆に TAG 値への設定をそのままフィールド機器

電 力 系 統 モ デ ル の 作 成 に お い て は IEC 61968 お よ び
IEC 61970 の CIM（Common Information Model：共通情

に制御出力することも行う。
このように，Field Connector により，どのサーバ上か

報モデル）と統一エネルギーネットワークモデルとの相互

らも各種プログラム間のデータ共有，システム全体のオン

変換機能を開発中であり，既設の系統設備データがより簡

ラインデータ参照，制御出力が可能となっており，ニーズ

単に取り込めるようになる。

に応じたシステム構成が簡単に構築できる。
Field Connector は，システム全体で 50 万個の TAG を
管理することができる。

₂.₆ 実績データ管理サービス

実績データ管理サービスは，Field Connector から定周
期に TAG 値を抽出し実績データとして蓄積管理する機能

₂.₅ 統一エネルギーネットワークモデル

であり，標準装備するエネルギー分析機能を利用すること

エネルギーネットワークモデルは，電力，ガス，水，熱
などのエネルギーが各機器においてどのように変換・伝達

により，エネルギー使用状況を分かりやすく分析すること
ができる。
実績データ管理サービスでは，各実績データを事業所・

されるかを定義したものである。
エネルギーの最適化や需給バランス制御を行うためには，

工場，建屋，ライン，機器のような設備階層上にひも付け

その制御対象のエネルギーの伝達関係を各種最適化・制御

ておくことにより，企業全体や任意の設備階層配下でのエ

プログラム群が共通に認識する必要がある。従来の各分野

ネルギー集計が瞬時に行える。表示方法として，エネル

の最適化・制御プログラム群では，最も効率良く計算する

ギー種類構成グラフ（ガス，重油，石炭，電力など）や

ためにそれぞれ異なるモデル表現方式を適用してきた。こ

エネルギー用途構成グラフ（動力，空調，照明など）を

のため，適用する最適化・制御プログラムごとに異なるエ

t-CO2（二酸化炭素換算トン）や原油量換算で表示するこ

⑵〜 ⑷

ンジニアリングツールでモデル定義を行う必要があった。

とができる。また，任意の計測データを組み合わせてグラ

これに対して，ユーザでも簡単にエンジニアリングがで

フ化し表示することや，表計算ソフトウェアに出力して独

きるようにするため，直感的に理解しやすく，適用する最

自の分析を行うことも可能である。

適化・制御プログラムに依存しない共通の統一エネルギー

実際のエネルギー分析においては，生産量や稼動時間な

ネットワークモデルとなるように，表現方法やデータ構造

ども考慮した分析も重要である。実績データ管理サービス

を規定した。これにより，適用する最適化・制御プログラ

は，設備階層上にエネルギー以外のさまざまなデータを関

ムの種類に関係なく，同一エンジニアリング操作によるエ

連付けて管理することができ，設備階層位置を横串にした

ネルギーネットワークモデルの定義ができるようになった。

エネルギー分析が行えるようになっている（図₃）
。

図₂ に，統一エネルギーネットワークモデルの表現例を

示す。

実績データ管理サービスは，マルチテナント管理機能を
持っている。これは，SaaS（Software as a Service）環境

本モデル表現方式ではノードに設備を置き，設備間の接

に本機能を搭載すると，1 台のサーバでも同時に複数企業

続関係をブランチで結ぶノード－ブランチモデルで表現す

（複数テナント）に対して実績データ管理サービスを提供

る。さらには，ノードにはエネルギーの変換特性（効率な

できるものである。

ど）の定義や最大出力，現場機器のリアルタイム状態を入

本サービスは，スマートコミュニティなどにおいて各家

手する TAG 名や制御出力先の TAG 名なども機器のプロ

庭やビル，企業から収集したエネルギーデータを見える化

パティとして定義する。ノード機器の種類によってどのよ

サービスとして提供し，省エネへの意識を高めるための有

うなプロパティが必要であるかは事前に統一管理している。

効な手段となる。

このモデル定義は xml データとして出力され，各分野の

ノード
購入電力
購入燃料

ノード

ブランチ
電力量
燃料量

設備階層管理

電力負荷
ボイラ

蒸気量

発電機

電力量
蒸気量

ボイラ
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図₂
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＋
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統一エネルギーネットワークモデルの表現例
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設備階層管理を中心にしたエネルギー分析
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モデルを配置し，そのモデルに対して動作させる各種業務
₂.₇ 統合エンジニアリングツール

機能（最適化・制御プログラムとその業務画面プログラム
がセットになったもの）をニーズに合わせて配置する。次

テムを構築できるように開発したもので，エクスプロー

に，画面右側で各業務機能に対する機能設定と最適化・制

ラー風にユーザ画面や業務機能を配置することにより，各

御プログラムを配置するサーバの指定を行うだけでエンジ

サーバへの画面プログラムや最適化・制御プログラムの配

ニアリングは完了する。

置作業を自動的に行う。統合エンジニアリングツールの画
面例を図₄ に示す。

統合エンジニアリングツールは，機能設定の内容に合わ
せて，画面プログラムや最適化・制御プログラムを各サー

まず，画面左側の機能階層欄にエネルギーネットワーク

バに自動的に配置する。
₂.₈ シミュレーション環境
図₄ の画面例では，
“ONLINE”配下にモデルと各種業

務機能を配置したが，このモデルとその配下の各種業務機
能を“SIMULATION”配下に貼り付けるだけでオンライ
ンとは別のシミュレーション環境での動作検証を行うこと
ができる。
このシミュレーションでの検証目的は，モデルに新しい
エネルギー設備を追加した場合の導入効果を評価する，あ
るいは制御パラメータの変更による省エネ制御出力の妥当
性を評価するなどである。
シミュレーションを実現するために，Fuji Service Bus
や Field Connector，実績データ管理サービスはそれぞれ
図₄

統合エンジニアリングツール画面例
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Fuji Service Bus

Field Connector

Field Connector

実績データ管理

Fuji Service Bus

Fuji Service Bus

通信ドライバ管理
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統合 EMS プラットフォームによる CEMS 構成例
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統合エンジニアリングツールは，ユーザでも簡単にシス
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ている。これによりオンライン運転を継続したまま，シ
ミュレーションでの各種検証が可能となっている。

4

あとがき

特 集

特に Field Connector のシミュレーション環境では，
TAG への制御出力を実際の制御機器には連携させず，

富士電機の総合エネルギーマネジメントシステム

TAG 値の設定までにとどめ，シミュレーション環境の制

（EMS）プラットフォームについて紹介した。EMS は個

御実績データとして記録し，グラフ表示により制御指令の

別最適化から全体最適化へと進化しつつある。どのサーバ

妥当性を確認できる。

からでも EMS 全体の把握・制御が可能となる本 EMS プ
ラットフォームは，さらに高度な全体最適化の実現に有効

3

地域エネルギーマネジメントシステムへの適用

である。今後，エンジニアリングツールのさらなる充実
も含め，使いやすさ，性能，価格面でインパクトのある

本 EMS プラットフォームを地域エネルギーマネジメン
トシステム（CEMS）へ適用する場合のシステム構成例を

EMS を提供し，持続可能な社会の実現に向けて貢献して
いく所存である。

図₅ に示す。

CEMS における各サーバは，信頼性を高めるため，全
て 二 重 化 構 成 を 採 用 し て い る。 監 視・ 制 御 サ ー バ が 全
Web画面のサーバ機能を持ち，実績データサーバがデー
タベースを管理している。その他の各種サーバは，CPU
負荷分散のためにそれぞれ独立したサーバの構成としてい
る。今後，現場と通信を行うフロント通信サーバならびに
各家庭やビル管理者にエネルギーの見える化サービスを提
供する情報提供 SOA サーバは，接続する通信対象の数量
や同時アクセス数の増加に応じてサーバを増設できる。
各サーバに Field Connector を実装することで，フロン
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ト通信サーバが受信した現場 TAG 値は各サーバで参照す
ることができる。また，監視・制御サーバや需給・高速制
御サーバ，需要家管理サーバは，現場 TAG へのデータ書
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込みによって，フロント通信サーバ内の通信ドライバ経由

監視 ･ 制御システム分野におけるソフトウェア技

で制御できる。また，計画系サーバで計算した発電機最適
運転計画値なども TAG 値として需給・高速制御サーバに
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通知され，バランス制御の目標値として使用する。
各種最適化・制御プログラムは，負荷分散のために各
サーバへ分散配置している。Fuji Service Bus を経由して
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どのサーバからも呼出し可能であり，システム運用負荷に

監視 ･ 制御システム分野におけるソフトウェア技

応じて配置変更できる。
こ の よ う に，Field Connector，Fuji Service Bus の 強
力な分散対応プラットフォームによって，容易かつ短期間
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に大規模 EMS の構築が可能となっている。
今回開発した EMS プラットフォームは，経済産業省が
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