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まえがき

現代社会はエネルギー多消費型社会である。エネルギー

多消費型社会への対応として，わが国ではエネルギーの安

定供給（Energy Security），環境保全（Environmental

Protection），経済成長（Economy Growth）のいわゆる

3Eの同時達成を目指している。一方，地球環境問題は人

類最大の課題になると予測され，その歯止めとして「気候

変動枠組み条約第 3回締約国会議」（COP3）では，2010

年に二酸化炭素（CO2）レベルを 1990 年比 6 ％削減が宣

言された。わが国でも「経済大国」から「環境大国」への

転換を図っており，エネルギー対策は環境問題の解決の手

法として大きくクローズアップされてきた。産業界におい

ては生き残りをかけた企業リスクヘッジと環境会計の公表

などに見られるような環境経営へのシフトが加速しており，

以前のように経済面からのエネルギー対策でなく，環境面

に配慮したエネルギー対策の側面が大きくなっている。

本稿においては，エネルギー管理を環境経営に不可欠，

有用な新たなシステムとしてとらえ，企業が今後あるべき

エネルギーの管理手法についての問題を提起する。

エネルギー管理と環境マネジメントシステム

２.１ エネルギー管理システムの変遷

図１にエネルギー管理システムの動向を示す。

富士電機のエネルギー管理システムは鉄鋼プラントやビ

ル管理の計測管理システムとして発達してきた。例えば鉄

鋼プラントでは，石炭，石油，電力などの購入物と生産プ

ロセスで発生する各種ガス，蒸気，電力などの副生物をい

かに効率的に運用し，コストを抑えるかに力点がおかれた。

1990 年代に入り，企業の省エネルギー意識が高まり，各

事業所では電力やガス，水道などのエネルギーをきめ細か
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図１　エネルギー管理システムの動向
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く計測し，問題点を改善してエネルギー削減に努めてきた。

しかし，各事業所のエネルギー削減対策は費用対効果の漸

減，対策アイテムの枯渇，経済状況の低迷などにより，限

界に達している。近年，海外グローバル戦略を推進する企

業などでは，エネルギーを単に生産品のユーティリティと

考えるのでなく，環境保全のための主要アイテムとしてと

らえ，環境全般の保全対策，コスト，効果を担うものとし

て，関連会社を含めた全事業所で把握し，環境経営の主要

指標としている。

２.２ 環境マネジメントシステムとエネルギー管理システム

富士電機の環境保全活動の取組みを表１に示す。

環境経営においては，環境保全活動を積極的に実施する

過程で，企業は新たな利益を生むことを目的としている。

環境マネジメントシステム（EMS）は環境保全活動を推

進する仕組みである。富士電機は EMSを効果的に推進す

るツールとして，環境情報管理システム「Eco_MEIS

TER」（エコマイスター，登録商標）を各事業所に順次導

入中である。Eco_MEISTERは図２に示すように各事業

所のエネルギーを含む各種情報を効率よく収集，分析し，

企業の環境会計に反映させるものである。環境会計システ

ムにおいてはマテリアルフロー手法などを用いて企業の財

務会計と連動させ，効果を最大限に発揮させる。次章以後

に，エネルギー管理システムの概要，導入例，さらに収

集・分析機能を持つ環境データベースの機能を説明する。

富士電機のエネルギー管理システム

３.１ システムの概要

図３にシステム構成を示す。

富士電機のエネルギー管理システムの特徴は，Plan：

「管理計画の策定」，Do：「実施」，Check：「評価」，

Action：「方針見直し」の四つの局面に対応するさまざま

な機能を備え，環境保全活動への自主的な取組みを実現す

る支援環境を提供することである。計測システムから収集

されたデータ（電力量，温度，流量，圧力など）を一元管

理し，そのデータを多角的に分析・評価することで各種エ

ネルギーの使用状態（種類，場所，使用量）を把握し，省

エネルギー管理サイクル「計測，解析，対策，評価」に重
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図３　エネルギー管理システムの構成

表１　環境保全活動への取組み 

項目 

分類 
第1ステップ 

環境対応 

第2ステップ 
（今まで） 

環境保全 

第3ステップ 
（目標） 

環境経営 

概　　要 
™法規制への対応 
™顧客・競合への 
　対応 

™自主計画， 
　活動 

™環境保全と企業利益の 
　同軸での追求（共存） 

活動内容 
™法規制に追随し 
　た後追いの活動 

™省エネルギー， 
　省資源活動 

™QCDを追求した環境 
　保全活動 
™製品設計の改革 
™新環境機器，システム 
　の創造 
™顧客，地域住民との 
　新しい信頼関係 

支援 
システム 

™省エネルギー 
　機器，管理シ 
　ステム 

™環境情報管理システム 
　（Eco_MEISTER） 
™環境会計システム 
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点をおいたデータ解析により省エネルギーを支援する。

３.２ 飼料メーカーへの納入例

図４に納入例を示す。

本飼料工場は，熱および電気の第１種エネルギー管理指

定工場であり，主要設備におけるエネルギー使用量を把握

し，毎年の定期報告が義務づけられている。また，飼料工

場という特質から，管理場所が広範囲に分散するとともに，

全体で膨大なエネルギーを必要とする。しかし，現在は一

部を除いて工場全体の使用量しか把握できていなかった。

ここに，エネルギー管理システムを導入することで，主要

設備ごとにエネルギーの使用状況を把握することが可能に

なり，問題点の発見および改善後の効果の確認が可能と

なった。本システムは，現場からの計測データを無線ネッ

トワークを利用したモニタリングシステム「EcoPAS

SION」によりデータを収集している。無線ネットワーク

の採用により，配線ケーブルが大幅に削減でき，配線施工

工事に比し 40 ％の工事費の削減，施工期間の短縮が実現

できた。また，計測点の追加などには，無線局のみの増設

で対応可能なため柔軟性に富んだシステムとなった。

エネルギー管理システムでは，モニタリングで収集した

データを一元管理しグラフ，表などのデータ解析により，

各種エネルギーの使用状態（種類，場所，使用量）の把握

を行っている。また，工場の生産管理システムと連携し，

原単位換算などの省エネルギー効果を算出している。この

ように，工場では省エネルギー管理サイクル「計測，解析，

対策，評価」に重点をおいたデータ解析を行い，環境保全

活動を支援する環境を構築した。

エネルギー管理システムのデータベース

エネルギー管理システムの中核を担うのが環境データ

ベース（EcoBASE）である。図５にシステム構成，図６

にデータの流れを示す。環境データベースは，事業所や全

社のエネルギー使用量などの環境データをデータベースと

して一元管理し，その経年の実績評価や温暖化効果ガス

（CO2など）排出量換算などの分析と公開を目的とし，次

の特徴がある。

エネルギー使用量，廃棄物量などの各種計測システム

からのデータ自動収集

環境保全活動に即した組織や製造ラインごとのデータ

管理

環境保全対策とその効果，および原単位換算などさま

ざまな視点での分析

すなわち，収集と点検の一元管理とデータ分析により，

環境データ管理の PDCAサイクルのスパイラルアップを

支援するシステムである。また，効果として，収集の自動

化による収集作業や一元管理による管理作業を軽減すると

ともに，組織や製造ラインごとのデータ公開による従業員

の環境意識の向上，環境負荷リスクに対する経営判断の迅

速化などがある。

４.１ データ収集

計測システムからネットワークを介した自動収集では，

（3）

（2）

（1）
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図６　EcoBASEのデータの流れ
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インタフェースとして XML（eXtensible Markup Lan-

guage）を用い汎用化するとともに，計測システムとの自

動ネゴシエーション機能により計測情報などのシステム連

携を自動化することで，管理負荷の軽減を図っている。ま

た，計測システムから収集できないデータは，ブラウザを

介した手入力機能を用いて登録できるようにし，測定環境

に応じた柔軟なシステム構築が可能である。

４.２ データ管理

収集したデータは，あらかじめ設定した組織などの階層

ごとに自動換算して管理し，その公開は管理者の承認を必

要とする。さらに，温暖化効果ガス排出量などに換算する

データは環境負荷グループとして定義し，複数のデータを

同一指標として分析できる。図７に EcoBASEの画面例を

示す。

４.３ 分析と活用

分析では，主に下記グラフ機能をサポートし，ブラウザ

で参照可能である。

™環境負荷目標：計画設定した目標値に対する実績達成

度の表示（棒グラフ＋折れ線グラフ）

™環境負荷比率：事業所ごと・全社での環境負荷の比率

表示（円グラフ）

™原単位：環境負荷の利用効率の変化表示（棒グラフ＋

折れ線グラフ）

また，システムを階層化し，複数の事業所の環境データ

を本社で集計管理などができるとともに，環境会計システ

ムなど他環境情報システムと連携させ，環境データの多角

的な分析を可能とする。

エネルギー管理システム導入による効果

エネルギー削減実績および目標の明確化

実エネルギーの消費実態が電気，ガス，水道など種別，

時間別，使用先別に明確になるとともに，料金表とのマト

リックス計算によりコスト計算され総合的価格管理に反映

できる。また，改善目標値の明確化と裏付けデータの管理

が容易となる。

改善項目，施策の効果の明確化

改善項目の発掘が容易となり，シミュレーション手法な

どにより効果が可視化され，エネルギー改善の PDCAサ

イクルを効率よくまわすことができる。

環境パフォーマンスの向上

™環境 ISOの維持，管理が容易となる。

™地域住民へのアカウンタビリティを支援する。

™自社の環境意識向上，パフォーマンスを向上させる。

あとがき

環境経営に役立つ，新しいエネルギー管理システムの考

え方を述べた。環境経営という概念も，エネルギー管理シ

ステムの考え方もまだまだ定着したとはいえず，一見，環

境に関するコストと企業の利益は相反すると思われがちで

ある。しかし，環境をおろそかにする企業は将来，絶対に

生き残れないといわれており，富士電機は今後とも，環境

経営の確立に取り組むとともに，豊かでゆとりある生活を

実現するため，努力する所存である。
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図７　EcoBASEの画面例
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