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日本企業を取り巻くエネルギー環境は，エネルギー消費の低減などの要求がいっそう厳しさを増している。日常的・継続
的なエネルギー管理が可能な環境整備が必要になってきている。富士電機は，現状のエネルギー管理の仕組みに内在するさ
まざまな課題を解決するために，供給側と需要側の双方を考慮したエネルギーマネジメントソリューションに取り組んでい
る。製造実績分析パッケージ「MainGATE/PPA」に基づく“エネルギー分析テンプレート”と“省エネナビ機能”は，運
用の仕組みを改善する。
“省エネ運用フレームワーク”は，顧客の省エネルギー業務プロセスの改善に貢献する。
The energy environment that surrounds Japanese businesses is becoming increasingly severe with demands for reductions in energy
consumption. Environmental improvements that make day-to-day and continuous energy management possible have become necessary. In
order to resolve the many issues that reside in the current state of energy management systems, Fuji Electric is working on energy management solutions that take into consideration both the supply side and the demand side. Energy analysis templates and the energy conservation
navigation function based on the MainGATE/PPA process performance analysis package improve operation systems. The energy conservation operation framework contributes to improvements in the customer energy conservation work process.
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まえがき

を占める。
最近の“エネルギー管理”の取組みでは，エネルギー供

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」
（省エネ法）

給・消費データの収集および収集データを用いた省エネ分

の改正や 2011 年 6 月に発効されたエネルギーマネジメン

析のための，情報インフラの整備に関心が集まっている。

トに関する国際規格（ISO 50001）などの規制・規格強化

しかし，必要なエネルギーデータの収集ができていな

に加え，東日本大震災の影響による国のエネルギー政策の

かったり，エネルギーデータを収集したものの，計測値が

見直しなどによる中期的な需給逼迫（ひっぱく）の懸念か

集めてきたさまざまな情報のままとなっていたりして，実

ら，日本企業を取り巻くエネルギー環境は，エネルギー消

際の省エネ管理，省エネ分析に十分に活用されないケース

費の低減およびピークシフトへの要求が厳しさを増してい

がよく見られる。

る。

このような状況を改善していくためには，主に次の三つ

企業のエネルギー消費の低減およびピークシフトへの取
組みには，個別・局所的な対策にはもはや限界が見えてお

の課題に対するソリューションが必要である。
⑴

部門を越えたエネルギー管理の一体化（課題 1）

り，企業の経営課題と位置付けた，全社レベルでの日常

エネルギー管理業務は，一般的にエネルギー供給側に携

的・継続的なエネルギー管理・改善環境の整備が必要とい

わる施設原動部門が担当である場合が多く，エネルギー需

える。

要側の製造部門，業務部門などと一体となったエネルギー

本稿では，さまざまな省エネルギー（省エネ）活動・手

管理に至っていない。エネルギー需要側がエネルギー供給

法において，エネルギー管理および省エネ分析に焦点を当

側を意識した運用，逆にエネルギー供給側が負荷変動を意

て，現状の課題を整理する。これらの課題を解決するため

識した最適供給などといった需給一体の双方向のエネル

の，富士電機が提供するエネルギーマネジメントソリュー

ギー管理，省エネ活動が求められる。エネルギーデータの

ションのフレームワークおよび新規に開発したプッシュ型

みの管理では，課題の解決は難しく，エネルギー負荷側の

情報発信の“省エネナビ機能”を紹介する。

設備稼動状態や製造条件と合わせて管理することにより，
省エネ活動の改善に向けた効果的なエネルギー管理が可能

2

省エネルギー活動における課題

になる。
部門間の情報共有や全体最適化が行われていない段階で

省エネ活動のキーワードの一つとして，
“エネルギー管

は，部門を越えて，エネルギー負荷側を意識したエネル

理”に注目が集まっている。表₁ は，各企業が 1997 年か

ギー管理・改善活動が行えるようにすることが，まず必要

ら 2005 年の工場省エネ診断について，財団法人省エネル

である。

ギーセンターに提出した改善提案の件数をまとめたもので

⑵

改善に直結した運用・評価の仕組みづくり（課題 2）

ある。
“一般管理”
（主にエネルギー管理）が最も多く，全

エネルギーデータの管理は日常的になされるが，各階層

体の 3 分の 1 を占めている。また，設備の運用管理，基準

でデータ整理に多くの時間を費やし，改善に向けた省エネ

値の管理などを含めると，改善提案項目が全体の 8 割以上

分析や管理データの有効活用に至っていない段階では，改
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工場の省エネルギー診断による改善提案項目
改善提案項目

7.0%

計測記録の実施状況

6.1%

エネルギー使用量管理

5.8%

主要製品の原単位管理

5.2%

機器の保守管理

4.4%

負荷平準化対策

3.2%

プロセスの改善

1.9%

エネルギー供給設備
熱源
ボイラ

コンプレッサ
発電設備
受電設備

要因

油

1 次エネルギーの消費実績

動作・条件

エネルギー利用設備

熱
蒸気
エアー
電気

搬送
配管・
配線

生産ライン
倉庫
事務所

生産計画 製造条件
製造設備
稼動実績 製造実績
作業実績
空調

給排気

照明

給排水

活動・条件

（13.7%）

省エネルギー対策

5.2%

空調・冷凍設備の運転管理

5.0%

冷却設備の運転管理

1.6%

補機の運転管理

1.4%

保冷・冷凍設備

0.5%

ポンプ・ファン等（2,249件）

電気
ガス

（14.0%）

図₁

3

富士電機が勧める“課題が見えるエネルギー管理”

富士電機のエネルギーマネジメント

最適なエネルギー管理を実現するためには，エネルギー

空圧設備の運転管理

8.1%

の需給が一体となった課題（結果に対する要因分析）が見

ポンプ・ファンの運転管理

4.1%

えるエネルギー管理（図₁）と，省エネ改善活動プロセス

コ・ジェネ等の導入計画

1.8%

の PDCA が重要である。最適なエネルギー管理基盤を構

（17.6%）

築することにより，
“打ち手が読める仕組み”
“活動できる

ボイラ・工業炉の燃焼管理

3.4%

仕組み”を提供することが可能になる。最適なエネルギー

断熱・保温及び放熱防止

2.4%

管理の仕組みづくりにより，省エネ課題および対策着眼点

ボイラ・工業炉の運転，効率管理

2.4%

の“課題の見える化”につながり，課題に応じたエネル

排ガス温度管理，廃熱回収

2.3%

ギー運用改善や省エネにつながる生産活動の是正，省エネ

蒸気ドレン回収利用

1.9%

機器・制御技術の導入など，効果的で有効な評価・是正が

蒸気漏れ・保温の管理

1.8%

可能となり，日常的・定常的に回る省エネ活動に結び付け

蒸気の運転管理

1.1%

ることができる。

廃熱・廃水利用

1.0%

富士電機は，
“課題が見えるエネルギー管理”を実現す

蒸気配管系統の適正化

0.6%

るために，製造実績分析支援パッケージ「MainGATE/

熱交換器の運転管理

0.5%

PPA」を用いたエネルギーマネジメントシステム（EMS）

蒸気系統の負荷平準化

0.2%

を提供している。

ボイラ・工業炉・蒸気系統等（2,830件）

照明・電気設備等（3,380件）

（21.1%）

製造業の場合は，エネルギー計測データだけでなく，

照明設備の運用管理

6.8%

ユーティリティ設備・生産設備の稼動情報，生産出来高な

受電設備管理

5.5%

どの製造情報を有機的に結合してエネルギー分析が行える

変電設備管理

4.2%

のが，このシステムの大きな特長の一つである。

電動機容量・運転管理

3.0%

また，事務所・オフィスビルのエネルギー管理システム

電気加熱設備の運転管理

1.6%

（BEMS）についても，熱源，搬送動力，照明・コンセン

（出典：工場の省エネルギーガイドブック. 財団法人省エネルギーセンター）

トおよび空調などのエネルギー分析に適用可能なシステム
となっている。

善に直結した運用・評価の仕組みを作ることが必要である。
⑶

省エネ活動の業務プロセスの確立（課題 3）

計測技術の進歩により，エネルギーデータが容易に集め
られるようになってきた。データを集める情報系のシステ
ムを構築することは，エネルギー管理の手段であり，最終

さらに，富士電機が長年の EMS の構築経験から得た知
見を基にし，さまざまな分野に適用可能な“エネルギー分
析テンプレート”を活用することで，容易にシステム構築
ができる。
富士電機では， 2章 で述べた課題 1 に対して“エネル

的な目的は，日常業務の中に目標設定（Plan）
，改善（Do）
，

ギー分析テンプレート”と MainGATE の活用により，需

評価（Check）
，見直し（Action）の PDCA のサイクルを

給一体のエネルギー管理・省エネ改善課題の見える化を実

回すことである。収集したデータを解析する方法や省エネ

現した。課題 2 に対して MainGATE アドオン機能“省エ

活動の業務プロセスを確立することが，ますます重要と

ネナビ機能”を開発し，課題に直結した改善運用の仕組み

なってきている。

を構築した。また，課題 3 に対して顧客の省エネ業務プロ
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特 集

（33.6%）

エネルギー管理体制

空調・冷凍設備（2,200件）

結果
結果に対する要因を分析

一般管理（5,393件）

提案項目総数に
対する比率
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セス改善を狙った“省エネ運用フレームワーク”の整備を
実施した。

消費エネルギー分析

特 集

₃.₁ エネルギー分析テンプレート

エネルギー分析テンプレートは，省エネ活動をスパイラ

1 次消費エネルギー
積上げ

ルアップしていくための三つの観点，すなわち“消費エネ
ルギー分析”
“設備システム制御分析”
“設備システム性能

熱量降順ソート積上げ

エネルギー占有率

設備システム制御分析

分析”をサポートするものである。管理する上での作業手
順や見るべきポイントを体系化し，エネルギー管理業務の
プロセスを見える化した。
⑴

冷却塔制御検証

消費エネルギー分析
各種階層でのエネルギー集計，用途（エリア，工程，設

ポンプ・熱源台数制御検証

圧力ヒストグラム

設備システム性能分析

備）別集計など，さまざまな切り口でエネルギー管理フ
ロー図を整理し，各負荷パターンや各負荷時間でのエネル
ギー占有率を分析し，改善効果が大きいと見込まれる重点

原単位管理

搬送効率検証

空気線図

ターゲットを見いだすことができる。このためのテンプ
レートを提供している。
⑵

図₂

エネルギー分析テンプレート例

設備システム制御分析
重点ターゲットのエネルギー状況と個々の運転状態を比

し，顧客の省エネ活動サイクルの改善にソリューションを

較分析することで，重点ターゲットの改善につなげること

提供してきた。一方で，顧客が分析業務に充当できる人

ができる。個別最適化から全体最適を実現するための負荷

的・時間的リソースには限りがあり，近年，さらなる省エ

に応じた運転制御の見直しや，最適な運用方式などの検討

ネアイテムを発掘するために，より効率的な省エネ分析の

を行うことが可能なテンプレートを提供している。

支援環境が求められている。

⑶

設備システム性能分析

エネルギー供給設備の単体運転効率，群制御設備などの

このような顧客ニーズに応え，熟練したエネルギー管理
者の省エネに関する知見を共有化し，効率化により分析作

システム効率などの各種 KPI（Key Performance Indica-

業の負荷を低減できるように MainGATE/PPA のアドオ

tor）の見える化を実施し，負荷状況に応じて単体運転効率

ン機能である分析支援環境“省エネナビ機能”を開発した。

の高い設備を優先的に動かすことで全体システム効率の向

⑴

コンセプト
省エネナビ機能は，₃.₁節で述べた三つの観点からエネ

上につなげることが可能になる。また，エネルギー利用側
の原単位（287 ページ「解説 2」参照）管理による生産出

ルギー需給状況を周期的に監視し，省エネ課題の“気づ

来高の変動とエネルギー消費量の連続性分析を行うことが

き”に至り，かつ省エネ課題を自動的に発掘する手順“シ

可能なテンプレートを提供している。

ナリオ”を核に構成している。

これらの三つの観点によるエネルギー分析テンプレート

リアルタイムにシナリオ監視を行うことで，設備の劣化

は，相互に関連付けており，エネルギーマネジメントシス

や異常，負荷変動要因，制御要因，外部要因などの省エネ

テム「MainGATE/PPA」に取り入れている。
“消費エネ

“要因”をタイムリーに検出し，適正なエネルギー利用状

ルギー分析”では課題箇所の絞込みを行い，
“設備システ

態へ改善していくことができる。
いくつかあるシナリオの中で原単位管理を例にとれば，

ム制御分析”では課題となる要因を見つけ，
“設備システ
ム性能分析”にて改善に直結した運用の評価が可能である。

生産出来高の変動に連動しないエネルギー使用量特性を示

これらの観点に基づく活動を通じて，省エネ活動をスパ

す消費設備の稼動，ならびに人が介在する作業の変動が原

イラルアップしていくことができる。図₂ に，エネルギー

単位に影響を及ぼす場合がある。省エネナビ機能で原単位

分析テンプレートの例を示す。

の改善に関連するシナリオを登録することで，原単位と設

ま た，MainGATE/PPA は，EUC（End User Comput-

備の稼動状態の相関を監視することができる。平均値以上

ing）の思想に基づいて開発したパッケージであり，導入

の原単位となった時点を自動的に特定し，同じ時間帯の設

後は，
“エネルギー分析テンプレート”をベースにエンド

備稼動状態を抽出することで，原単位悪化の要因となって

ユーザ自身によるコンテンツの追加やメンテナンスが容易

いる，生産に寄与していない設備を見つけることができる。

で，継続的な省エネ活動を強力にサポートする。

省エネ分析の知見に基づいて自動監視が可能なシナリオを
整理・登録することで，製造現場における適正なエネル

₃.₂ 省エネナビ機能

富士電機はこれまで，
“消費エネルギー分析”
“設備シス
テムの制御分析”
“設備システムの性能分析”の三つの観
点によるエネルギー分析手法と MainGATE/PPA を活用
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ギー利用を意識した設備運用の示唆が可能になる。
⑵

機

能

省エネナビ機能は，MainGATE/PPA のアドオンであり，
主に次の二つから構成されている。図₃ に，省エネナビ機
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EMS

設備・運用分類
定周期監視

シナリオ

選択・登録

省エネルギーアドバイス一覧

図₅

省エネノウハウ DB（分析評価仕様書）

省エネナビ機能の機能相関

の特定
原単位

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

09:00

07:00

06:00

05:00

04:00

03:00

02:00

時刻（時）

23:00

シナリオ

D ライン原単位

01:00

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

00:00

原単位（Wh/ 個）

原単位

08:00

図₃

省エネルギー
分析評価
9. 蒸気，エアー，
エネルギー
水，配管
仕様書
10. 照明設備
11. 給湯設備
分類別
分析評価仕様書
12. 熱搬送設備
DB 化
13. 換気設備
14. 昇降設備
15. 事務用機器
16. 生産設備
その他

1. 受配電設備
2. 工業炉
3. コージェネ
レーション
4. 空気圧縮機
5. 冷温水機
6. 冷却塔
7. 空調機
8. ボイラ

特 集

シナリオ

メール送信
（省エネルギーアドバイス通知）

設備稼動時間
B 設備運転状態

C 設備運転状態

変動
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D 設備運転状態

E 設備運転状態
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H 設備運転状態
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A 設備運転状態

時刻（時）

図₄

省エネナビ機能による自動監視の例

能の機能相関を示す。
⒜

シナリオ選択・登録機能

リオと実績を対比することで，省エネ要因（気づき）を
与え，日々の改善に結び付ける機能である。

シナリオの選択・登録機能では，シナリオ化された判

省エネナビ機能における各種シナリオも省エネノウハ

断ロジック（原単位評価，効率評価，系統ロス，比較判

ウとともにテンプレート化されており，顧客の省エネ活

断，管理カーブなど）の一覧からシナリオ選択を行い，

動に容易に導入できる。

シナリオに応じた定周期監視の条件設定・管理データ登
録が可能である。2 段階の判断レベル設定や，レベルに
応じた注意喚起メッセージおよびメール送信先の登録が

₃.₃ 省エネ運用フレームワーク

富士電機は，省エネ事例，EMS の構築経験から得た知

可能である。

見を基に，エネルギー分析テンプレートと省エネ活動の切

⒝

り口，管理標準，着眼点などを体系化し，分析評価仕様書

定周期シナリオ監視・省エネアドバイス通知機能
登録されたシナリオを適正周期でリアルタイムに監

視し，シナリオの判断条件を満たした場合，注意喚起

を省エネノウハウ DB としてデータベース化している（図
₅）
。

メッセージを送信する。さらに，省エネアドバイス一覧

ま た，EMS の 国 際 規 格 で あ る ISO 50001 の ワ ー ク フ

に表示し，シナリオに応じたエネルギー変動要因が特定

ロ ー を ベ ー ス に， シ ス テ ム 導 入・ 分 析・ 是 正 な ど の 各

できる省エネ分析テンプレートグラフを出力する。図₄

フェーズにおいて，顧客の省エネ活動やシステム運用支援

に，原単位突出値の抽出，および原単位に影響した変動

ワークフローを省エネ活動 PDCA サイクルとして体系化

設備の稼動時間（変動要因）を特定している。

している。

省エネナビ機能は，各種 KPI や原単位，運用制御条

“省エネ運用フレームワーク”は，フレームワークの全

件をリアルタイムに監視し，正常なエネルギー需給シナ

体像から始まり，運用前の事前準備資料，省エネ活動項目

237（ 11 ）

富士時報

Vol.84 No.4 2011

の切り口，効果的な計測箇所を抽出した分析評価仕様書，

省エネルギー活動を支援するエネルギーマネジメントソリューション

ン. クリーンエネルギー . 2011-6, p.26-29.

省エネ事例を，図₅ に示す設備・運用分類に従って，分

特 集

類・整備するものである。
顧客の省エネ活動サイクルに省エネ運用フレームワーク
を適用することにより，エネルギーのムダを容易に検出で
き，効率的なエネルギー管理の運用標準を提供できる。

4

あとがき

本稿では，省エネルギー活動を支援するエネルギーマネ

東谷

直紀

産業分野向け製造管理ソリューション商品，エネ
ルギーマネジメント商品の企画，設計 ･ 開発，顧
客導入プロジェクトの技術に従事。現在，富士電
機株式会社社会システム事業本部社会情報システ
ム事業部第二システム技術部長。

項

東輝

ジメントソリューションについて紹介した。今後は，これ

製造管理 ･ エネルギー管理システムの企画 ･ 開発

をベースに，需要拡大が見込まれる再生可能エネルギーや

･ 技術に従事。現在，富士電機株式会社社会シス

蓄電設備，蓄熱設備，ユーティリティ設備を有機的に結合

ム技術部マネージャー。工学博士。計測自動制御

し，
“エネルギー供給の全体最適化”および“エネルギー

テム事業本部社会情報システム事業部第二システ
学会会員，電気学会会員，IT コーディネータ。

消費の全体最適化”を実現する次世代 EMS の構築を目指
していく所存である。

竜田

尚登
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