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まえがき

各種ビル施設においては，その施設の目的に応じた最適

な管理運営を行うためにさまざまなシステム化が行われて

おり，富士電機も統合的な施設管理システム
（1）（2）

を供給してき

ている。

本稿では，これまでの事業活動を通じて得られた今後の

ビル施設の動向と，それに対応した富士電機のシステム体

系を紹介する。また，個別のシステム化技術については最

新の納入例を中心として，本特集号の別稿にて紹介する。

今後のビル施設管理のあり方

ビル施設の長寿命化

ビル施設の耐用年数は30～40年とされているが，省資源，

環境保護，産業構造の変革などの世論の影響もあって，今

後は60～70年と従来の 2倍の期間の使用に耐えうることが

求められるようになった。このことは，ビル施設のライフ

サイクルコストにおける維持管理費の比重が増大し，また

ビル設備の中途更新の重要性が注目されることを意味して

いる。

利便性の向上

特に民間のビル施設では，ベンチャービジネスの興隆や

社内カンパニー制の導入，プロジェクトチーム体制の普及

など，流動的で合目的的な組織による企業活動に対応して

自由なオフィスのレイアウトができるビル設備と情報イン

フラストラクチャ（インフラ）が求められるようになった。

また，オープンなビジネス環境を保持しつつセキュリティ

を確保するためのハードウェアやソフトウェアの重要性も

高まりつつある。

資産価値の配慮

使いやすく管理しやすい施設は，時間がたってもその利

用価値が劣化せず，資産として有用であるということがで

きる。換言すれば，資産価値を保持しやすいビルの建設と

管理が重要といえる。

ビル施設管理の現状と問題点

３.１ 維持管理経費の実態

耐用年数60～70年のビル施設のライフサイクルコストは

図１のような構成と想定され，初期建設費の約 7倍となる。

そのため，維持管理経費を削減することがビル施設の経営

改善に直結する。

しかしながら，さまざまな理由によりその実態は正確に

把握できていない。

エネルギー消費の詳細内容が把握できない

従来の電力の計量は，施設全体の電力消費量を計測して

電力会社との契約を確認するために行われており，電力メー

タの設置もごく限られている。このため，設備ごと，部屋

ごと，部署ごとなどの詳細な電力消費量の内訳が把握され

ていない。今後省エネルギーを推進するためには，夜間や

昼休みなどの不要な電力消費を抑えたり，効率の悪い設備

機器を特定して改善を行うなどの対策が必要となり，詳細

な電力使用の把握ときめ細かい電力供給操作が不可欠であ

る。また，施設の設計段階から設備間の連携制御による省

エネルギーの仕組みを作り込んでいくことも有効と考えら

れる。

設備の改修・更新費用が高い

各種ビル設備の耐用年数は躯体（くたい）寿命に比較し

て短いため，施設の長寿命化とも相まって数回の更新は必
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清掃費 
8％ 

警備費 
10％ 

保全費 
14％ 

エネルギー費 
34％ 

初期建設費 
14％ 

設備改修・更新費 
20％ 

図１　ビル施設のライフサイクルコスト（60～70年耐用）
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須（ひっす）である。最近のビル設備の高機能化と設置工

事の複雑化に伴い，ビルオーナーにとっては予期せぬ更新

費用や改修費用が発生する傾向があり，これを軽減するこ

とが求められている。

保全・保守経費が高い

施設設備は常に安全で正確に動作するよう，法令その他

による保守点検が行われる。この結果は書類として保存さ

れているだけで，データとして集計しようとすると作業量

が膨大になる。今後は保全・保守業務の合理化や改善をめ

ざした費用対効果の評価が重要である。

清掃経費や警備経費が高い

上記の保全・保守業務と並んで，費用対効果の評価が難

しい業務であり，改善の余地があると思われる。

３.２ オーナー業務の効率化

上記のように直接外部に支出される経費のほかに，間接

的に経費が発生するさまざまな業務がある。

躯体や設備に何か問題が起こったときに，早く正確に

事態を把握して対策するため，関連する情報（図面や図

書類）の検索や関係者への連絡・依頼。

規模の大小を問わずレイアウトの変更を行うときに，

最小の手間と経費で実施するため，現状を正確に反映し

た図面による計画ともろもろの手配。

財産番号を取得するべき機器や備品を購入するときに，

その必要性を判断したり重複の有無を確認したりするた

め，現状を正確に示した台帳類の管理。

これらはごく典型的な例示であって，施設の用途目的に

よって他にもさまざまな業務が行われており，この効率化

も看過できない課題である。

３.３ 解決するべき課題

上記のような問題の原因として次のような状況の存在が

挙げられる。

各設備システムは，おのおの個別に設計・施工され，

管理も個別に行われている。また，機器の状態・故障信

号や計測信号の取込みは，主に経済的な事情により限定

的であり，詳細なデータを入手する手段がない。

各種の間接業務は，さまざまな部門でまったく個別に

行われていて，組織にまたがった施設管理業務として認

識されておらず，全容を把握する手段がない。

これらの課題を解決するキーワードは「施設管理の統合

的なデータベース化」ということになろう。

FMSとその機能

４.１ FMSとは

このような課題を解決するコンセプトとして，いわゆる

FMS（Facility Management System）の必要性が提唱さ

れ，さまざまな場で議論されている。文献によれば，FM

（Facility Management）とは「企業・団体などの全施設

および環境を経営的視点から総合的に企画・管理・活用す

る経営管理活動」とされている
（3）

。しかしながら前述の技術

的な課題のほか，対象業務の幅の広さや日本的な組織運営

風土になじみにくいという実状から，実践的な施設の運営

手法として広く普及しているとは言い難い。

そこで富士電機は，前述の技術的な課題を解決し，目に

見える維持管理経費の削減や，間接業務の支援に有用な，

「データを活用した施設管理」を FMSのコンセプトとし

て提唱する。

FMSの対象業務として考えられる項目を図２に示す。

４.２ FMSの機能

FMSに必要な機能として富士電機が体系化した内容を

以下に述べる。

４.２.１ 施設の現況データベースの検索・参照

現況の図面や各種施設・設備の台帳を電子データベース

化し，パーソナルコンピュータ（パソコン）のネットワー

クシステムなどで検索・表示する。図３に端末表示画面例

を示す。建築施設平面図と同等の精緻（せいち）な図面に

着色表示するなどして一目で直感的に理解できる表現力が

特徴である。従来のビル監視システム（BAS）にも適用

することが可能であり，設備の運用を大幅に効率化するこ

とができた。

これらのもとになる情報は，近年 CADソフトウェアや

ワードプロセッサソフトウェアなどで電子化されることが

多くなってきているため，従来に比較すると容易にシステ

ム化することができるようになった。これを発展させて，

施設の竣工（しゅんこう）時に竣工図書の情報から抽出で
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図２　FMSの対象業務
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きるようになればさらに効果的なシステム構築が可能にな

る。

CADデータについては CADデータ交換標準開発コン

ソーシアムで具体的な検討が始まっており，その成果にも

期待しているところである。

４.２.２ 維持管理実績データの評価・分析

多種多様な維持管理にまつわるデータベースに対して，

経費削減や経営的な観点から評価・分析を行う。

設備機器の累計運転時間や累計入切動作回数と故障発

生頻度を比較対照し，機器の相違による故障の傾向を詳

細に把握して，より経済的な保守・保全計画を立案する。

分電盤のフィーダごとに電力消費量を計量し，実働ベー

スで部門ごとに経費を配分する。また，長期間の計測値

のトレンドから，電気事故の前兆を察知して予防保全を

行う。

熱源機器の出力や電力消費量を詳細に計測し，長期間

のトレンドから機械の効率劣化を把握してタイムリーな

保全を行う。

間接的な業務経費を部門ごとに把握し，部門の成果に

基づいた経費効率を経営指標として計算する。

４.２.３ 維持管理データの収集

このようなデータベースを蓄積するために，各種設備機

器のデータと間接業務のデスクワークによるデータを，そ

れぞれ収集する仕組みが必要になる。

間接業務のデスクワークによるデータについては，富士

電機のグループウェア「Exchange USE」のワークフロー

機能を活用し，ペーパーレスシステムを実現することで業

務内容や経費の実績などが自動的にデータベース（ORA

CLE
〈注1〉

）に生成されるようにした。

設備機器のデータは，以下のようなオープンなネットワー

クで対応する。

オープンなネットワークによる設備システム

設備機器のデータについては，富士電機が早くから取り

組んできたオープンなネットワークによるマルチベンダシ

ステムをさらに発展させた形で対応する。

５.１ 設備ネットワーク LONWORKSの採用

LONWORKS
〈注 2〉

とその応用製品については，本特集号の

別稿（LONWORKS の施設管理への適用）にて詳述する

が，期待できる効果として下記のような項目が挙げられる。

配線配管工事の単一化

分散形のノードを多数設置することによる詳細な設備

データの経済的な収集

マルチベンダによる設備機器の構成

例えば，エネルギー効率のよい空調機械を製造業者を問

わずに採用するなど。

ユーザー固有ニーズに基づいた設備制御の実装

例えば，並列している機械群に対する意図的に不均等な

運転指令による経済性の追求など。

省エネルギーや自動化を指向した精緻な設備間連携制

御の実装

例えば，空調機械の連続制御による柔軟な電力デマンド

制御の実現など。

オープンでフリーなトポロジーの利点を生かした，容

易で制約の少ない設備更新

富士電機は LONWORKS 応用製品の供給はもとより，

これらビル設備全体の総合的なエンジニアリングを指向し

てシステム構築を行っていく。

５.２ 管理ネットワークBACnet の採用

BACnet
〈注3〉

の内容については各種参考文献などに譲るが，

LONWORKS と並んで今後急速な普及が見込まれており，

富士電機としてもいち早く対応したものである。BACnet

の効果としては以下のような項目が挙げられる。

各種設備システムの管理コントローラ同士の相互接続

による連携的な運転管理の実現

統一的な運転管理データの収集

統一的な運転管理データの分析・評価

５.３ クライアント・サーバ形システムの構成

富士電機の施設管理システムは従来からオープンなネッ

トワーク Ethernet
〈注 4〉

の上に，パソコン機器と汎用的なプロ

グラマブルコントローラ（PLC）を主体としたクライアン

ト・サーバ形の構成を採っており，今回の BACnet の採

用に伴って一層のレベルアップを図っている。

ネットワーク上へ必要に応じて自由に監視管理端末が

〈注 1〉ORACLE：米国Oracle Corp. の登録商標

〈注 2〉LONWORKS ：米国 Echelon 社の登録商標

〈注 3〉BACnet ： 1995年に ANSI/ASHRAE135 として規約化された

通信プロトコル。ANSI：米国標準仕様（the American Nation-

al Standards Institute），ASHRAE：米国冷暖房空調工業会

（the American Society of Heating, Refrigerating and Air-

conditioning Engineers, Inc.）

〈注 4〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標
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図３　施設の現状データベース表示画面例
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配置できるので，ユーザーの管理体制に即応したシステ

ム構成が可能である。

オープンなネットワークを各設備サブシステムとも共

有できるため，システムを構成する機器の設置や将来の

増強にもきわめて柔軟に対応できる。

インターネットのブラウザ機能を用いた施設設備情報

の提供や，空調照明設備の残業・休出時運転予約など，

情報インフラをフルに活用した快適な施設環境が容易に

構築できる。

ここまで述べたシステム体系について，システム構成の

概念を図４に，ソフトウェアの構造を図５に示す。

あとがき

施設のFMを「データを活用した施設管理」と考え，オー

プンで汎用的な素材によるシステムとして体系化した。こ

こに至るまでにご指導いただいた関係各位に謝意を表する

ものである。今後とも施設の付加価値を向上させるシステ

ムを供給すべく努力していく所存である。
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図４　オープンネットワークによる施設管理システムの構成
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図５　FMSのソフトウェア構造の概念
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