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まえがき

情報化というキーワードが世の中に叫ばれて久しいが，

その流れは，昨今，ますます加速している。

また，一方で，地球レベルでの環境問題が深刻化してお

り，長引く日本経済の不況も相まって，効率的に自然環境

と共生していくべく情報技術の適用が期待されている。

ビル管理に始まる施設管理分野においていえば，施設設

備の効率的な管理，自然環境に対する配慮，経営資源とし

ての「ひと，もの，かね，情報」の効率運用（ランニング

コストの削減）などの観点からメンテナンスサイド，オー

ナーサイド両面から支援するシステム（FMS：Facility

Management System）が望まれている。

本稿では，上記需要を考慮し，新設「都道府県会館」向

けにFMSを開発，納入したのでその概要を紹介する。

システムの概要

本施設は，赤坂にあった旧来の都道府県会館の建屋およ

び設備の老朽化に伴い，その施設を取り壊し，新都道府県

会館として新設したものである。延床面積が 42,313m2，地

上14階，地下 4階，最高点 77.1mの大規模ビルであり，施

設内には全国各都道府県事務所，および銀行，コンビニエ

ンスストアなどの周辺テナントが入っている。

今回納入したシステムは，この施設内の電気，空調，照

明，防犯，防災，電話といったサブシステムを統合的に管

理し，これらサブシステムから収集したデータを統合的に

分析・提供するものである。保守業者に対しては効率的な

設備管理を，ビルを経営するオーナーに対しては戦略的な

ビル経営を支援するツールとして提供するのが目的である。

図１に本システムの構成を示す。

機能概要

本システムで提供する機能概要を以下に説明する。

３.１ 統合設備管理機能

本施設においては，電気，空調，防犯，防災，照明，電

話といった設備ごとに各サブシステムを設け監視している。

しかし，本施設のように大規模なビルでは管理する設備の

規模，種類も多岐にわたり，独立したサブシステムだけで

効率的に管理するのは容易なことではない。本システムは

これらサブシステムの上位に位置し，統合的に管理するこ

とによりビル全体をリアルタイムかつ効率的に管理するこ

とを目的としている。

また，異常事態が発生した場合に瞬時に全体を把握でき

るよう最適化を図るために，データの一元化を追求してお

り，スケジュールデータなどの各種設定データの管理は極

力サブシステム側で行うようにしている。

３.２ 各システム連携機能

本システムは，各サブシステムと以下のような連携機能

を有している。

３.２.１ 会議室予約連携機能

情報サブシステムとしてのグループウェアから入力され

た会議室予約情報と連携し，その予約時間にあわせて空調

設備の入切制御を行う。

３.２.２ 防犯システム連携機能

各事務所のセキュリティ情報〔鍵（かぎ）情報〕と連携

し，出勤時に照明，空調を連動して点灯し，最終退出時に

は，タイマ制御により消し忘れ制御を行う。

３.３ 請求管理機能

各事務所の事務所情報を管理し，その事務所で使用した

電気，水道，電話料金を請求管理する機能である。事務所

情報として事務所の契約情報，代表者，電話，ファクシミ

リ，内線番号などを一元管理する。事務所情報に基づき，

あらかじめ入力した固定費とサブシステムから収集したデー

タに基づく変動費を基に月 1回所定のフォーマットに従い

請求書を発行する。また，電気，水道などの使用量の変動

をグラフ化しビジュアルに管理できる。

「都道府県会館」への FMSの適用

657（29）

白井　英登（しらい　ひでと） 原　　義明（はら　よしあき） 渡辺　正幸（わたなべ　まさゆき）



「都道府県会館」への FMSの適用

３.４ 施設情報管理

３.４.１ 設備台帳管理

大規模施設になればなるほど，その設備機器を管理して

いくことは容易ではない。例えば，将来のメンテナンス，

改造および部品交換時にそのメーカー，仕様などを把握す

る必要があるが，従来のように納入図書から探していたの

では非効率であり，最悪の場合は，図書が散逸してしまっ

ていることもある。統一されたフォーマットに従って一元

的にデータ管理することは，設備メンテナンスの効率化を

図るうえで非常に重要である。

３.４.２ 故障・修繕履歴管理機能

設備の管理を効率化し，メンテナンスを効率的に行うこ

とは設備機器の延命，ランニングコストの削減両面にわた

り重要であるが，そのためには，現在の設備状況を的確に

把握する必要がある。設備の稼動状況とそのメンテナンス

履歴を把握し，故障の原因および妥当性を評価するため，

設備ごとに故障およびその修繕履歴を管理し，グラフ化し

て一目で状況が評価可能なようにしている。

３.４.３ 予防保全管理機能

設備のメンテナンスにおいては，前記のように故障・修

繕といった事後処理に基づく管理と同様に予防保全といっ

た事前処理も重要な要素である。予防保全の重要な一つに

設備診断などがあるが，本システムでは，それとは若干異

なり，機器ごとの機械的仕様と稼動実績値を基にメンテナ

ンス計画を支援するという観点から，その機器，部品ごと

の設備容量，仕様からメンテナンス目標値をビジュアル的

に管理し，機器ごとにオンラインで収集した稼動情報と連

携させることによりメンテナンススケジュール立案を支援

する。

３.４.４ 運営費管理機能

ビルオーナーの立場からビル管理業務にかかわる経理業

務を支援し，所定の勘定課目に対し，その予算と実績の比

較分析，グラフ表示を行う。当該年度の運営費用管理はも

ちろん，次年度の予算の立案を支援することもできる。

３.４.５ 業務支援管理機能

施設管理業務に伴う，業務日誌，月報，年報などの定期

報告書の作成について所定のひな型ファイルを用意し支援

するとともに，設備ごとに電子的に管理することにより，

過去の文書の検索，呼出しおよび編集，コピーを容易にし，

煩雑であった業務文書管理の効率化を支援する。

３.４.６ エネルギー管理機能

施設内事務所および各テナントで使用した電気，水道な

どの光熱費の基礎データを管理するとともに，その使用量

の推移のグラフ化などを行い，ビジュアル管理する。また，

日，月，年単位にその最大，平均，最小デマンドを管理す

るとともに，電力デマンドの時間，季節，年度変動を把握

することにより，現況の把握と将来の設備更新の一助とす

る（図２）。

３.５ 図面管理機能

図面の電子管理の必要性が叫ばれて久しいが，実際にう

まく適用できているケースは多くない。その原因としては，

™コンピュータ操作になれていない人が保守担当である
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図１　システム構成
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場合が多いこと。

™従来の紙での確認に慣れていること。

™うまく運用サイクルに組み込まれておらず，付随的な

作業になっていること。

™システム的にメンテナンスに労力がかかること。

などが考えられるが，管理業務の効率化，紙文書の削減が

重要視される時代背景からも，これらのハードルをクリア

して，運用サイクルのなかに組み込むことが設計上での重

要なファクタになる。

上記要件を踏まえ，本システムでは，設備の竣工（しゅ

んこう）図面の電子管理という従来からある機能に加え，

情報設備と低圧電源との配線管理および容量管理を行うと

いう機能を有している。

３.５.１ CAD図面管理機能

設備ごとに竣工図面をCAD（Computer Aided Design）

図面として管理する機能とともに，平面図，配線図などに

対しては，使用区分を色分けしたレイヤを重ねることによ

り，より使用しやすく表現の工夫を施した。

３.５.２ 配線管理機能

情報系 LAN，低圧電源系統に関し，配線管理，容量管

理および自動配線を行う。

配線管理機能

平面図において情報系，低圧電源系の配線系統とデータ

ベースをリンクさせ，系統，仕様，使用状況（空きの有無）

を表示することにより，新規に負荷を追加する場合，負荷

を変更する場合および系統を変更する場合の管理業務を容

易にすることができる（図３）。

容量管理機能

上記配線管理機能とリンクし，負荷の仕様（容量，需要

率など）を入力しておくことにより，負荷の追加，変更に

際し，どこからとればよいか，容量的に許容内か，などを

判断するための機能である。

以下に詳細を述べる。

各事務所レベルの部屋では，コンセントレベルの系統お

よび負荷状況の変更が多発するのが普通で，厳密に管理す

るには煩雑な作業を要する。そこで本機能は，分電盤以降

の電源系統に特化して，系統およびその負荷状況を CAD

図をベースにした平面図とデータベースをダイレクトにリ

ンクさせ，ビジュアルに管理する。平面図上で該当する系

統を選択すれば，現在の負荷率を集計表示し，負荷変更

（追加，削除，変更）の際の指標とする。この際，負荷と

してファクシミリやパーソナルコンピュータなどのレベル

で管理し，需要率をかけて算出している。

自動配線機能

情報系統，電話系統について，盤内および盤間の接続端

子を管理し新規に追加する場合，どこに接続するかを設計

支援するツールとなる。また，あらかじめ設定しておいた

法則に従い，自動的に盤間の布線表を作成する機能も有し，

納入後のメンテナンスだけでなく，導入前の電話系統など

の全体設計にも非常に有効な機能である。

以下に詳細を述べる。

従来，設備追加，系統変更などが発生して配線系統を変

更する場合に，そのメンテナンス作業は通常，図４のよう

な手順を踏んで行われる。

実際には，端子表の追加ないしその後の図面フォローが

なおざりになるケースも少なくなく，また，図面が散逸さ

（3）

（2）

（1）
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図２　デマンド管理画面例

＜従来のやり方＞ ＜今回のやり方＞ 

計画立案 計画立案 

外端表作成 

作業実施 作業実施 

作業報告 
図面フォロー 

自動配線 

作業指示書作成 

作業履歴管理 

手作業 

図４　配線作業フロー

図３　配線管理画面例
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れていることもあり，厳密に現場管理ができない事態にな

ることが少なからず発生する。本システムにおいては，特

に LAN系統管理においてこのような作業指示，作業実績，

作業履歴管理などといった業務作業を一元的にフロー管理

し，自動化することで，設備状況の把握，追加，撤去，変

更などに伴う業務を簡便化するものである。

さらに，アウトレットから基幹ハブまでの接続を行う際

に，あらかじめ設定しておいた条件に従い，空状況を検索

し，盤間の接続を自動的に決定して作業指示書を作成した

り，ラックや盤内の接続状況（ジャンパ接続など）をビジュ

アルに管理することで，視覚的に理解することを可能とし

ている。

あとがき

FMSの納入事例として「都道府県会館」を紹介した。

本施設は，1999年 4 月に竣工したものである。

一口に FMSといっても多岐にわたり，その適用範囲は

広い。従来の管理方法に情報ツールとしてメスを入れ，管

理業務の効率化の追求，経営資源の最適化を図る手段とし

てFMSは今後ますます有効なツールとなる。

富士電機としては，蓄積したビル管理のノウハウを基に，

FMSをさらに有効なツールとしてレベルアップを図るよ

う努めていく所存である。
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2950019 岩瀬　　広ペルトン水車ニードルの土砂排出装
置

2950027 青山　祐次冷気循環式オープンショーケースの
本体ケース

2950034 松崎　一夫可変抵抗器

2950044
稲毛　秋夫
針江　博史
辻村　　勲

車両用引戸の戸閉装置

2950048
森　　真司
藤原　富男バルブ水車のランナベーン組立方法

2950001 小田　孝一長尺材移送装置の負荷分担制御回路

2950068 木本　　裕ペルトン水車のデフレクタ制御装置

2951769 清水　　均気相成長装置

2951788
鎌田　　尚
若生　雅明
日下　　豊

光装飾用コンクリート製構造物およ
びその製造方法

2951798 清水　　均気相成長装置

2951874 藤田　　満放射能汚染金属の溶融除染方法

2951949 嶋津　和雄
大越日出男クリーンルームの局所空調システム

2953072

高松　英治
杉野　一彦
川崎　治夫
槙田　幸雄

自動販売機の制御装置

2953073
海老澤恒雄
朝日　信夫
尾崎正志朗

回路遮断器における開閉機構支持フ
レームの取付装置

2953114 古川　国幸回路遮断器の電圧引外し装置

2953253 児玉　健光粒状製品の分離装置

2953443
中村　彰吾
笹本　利治
蓑輪　義弘

トンネル集じん装置

2956227 倉　　　馨自動販売機

2956256 藤　　一彦閉鎖配電盤の電気機器駆動軸保持装
置

2956279 田沼　良平Qスイッチ制御レーザ装置

2956280 清水　一浩
平野　　博磁気記録媒体の熱処理治具

2956315 青木　　泉リアクトル装置

2956319 宮坂　忠志電圧駆動形スイッチング素子の逆バ
イアス制御回路

2951774 小林　和典超限流電力ヒューズ用検出装置
石川　

2956336
近藤　邦彦
山本　克己
植　　益伺

立形屋外全閉外扉形回転電機の防水
カバー

2956358 郡浜　英一カップ自動販売機の制御装置

2956359 郡浜　英一カップ式飲料自動販売機

2956363 征矢野　伸
鳥羽　　進パワー半導体装置



＊ 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。




