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　まえがき

　「地球温暖化対策の推進に関する法律」（地球温暖化対
策推進法）の施行，「エネルギーの使用の合理化に関する

法律」（省エネルギー法）の改正に続いて，2005年 2月に

は京都議定書が発効した。これにより，新たに多くの工場
やオフィスがエネルギー管理義務づけ対象となり，エネル

ギー消費量や温室効果ガス排出量の削減を目的として使用
電力量などを管理・記録し，対策を行うことが求められる。

また，近年，インターネットや携帯電話で普及したWeb
ブラウザや電子メールを使って，オフィスだけでなく工場
の広域監視・制御を簡単に行えるようになってきている。

　このような ITベースのリモート監視技術を使って，従
来のような集中監視形のシステムではなく，Webサーバ

機能を搭載したコントローラを分散設置し，Web上での

情報発信によって，いつでもどこからでもリモート監視を 
行えるようにしたWeb監視システム「PF-Eye Web監
視」を開発した。

　本稿では，Web監視システムを最も一般的な省エネル

ギー対象である既存の空調設備に導入した事例について紹
介する。

　空調省エネルギー監視の現状と考え方

　従来の一般的な電力監視システムは，電力会社との契約
電力量に対する電力使用量把握が主目的であり，受電点や

幹線で監視を行っている場合が多い。しかし，受電点や幹
線における電力監視では，使用電力量の絶対量や増減値は

把握できても，省エネルギー対策を実施する対象となる設
備ごとの絶対量や増減値は把握できない。統計によれば夏
場および冬場の空調機使用による電力使用量は，他の季節
と比べ 20〜 30％増加するといわれており，また工場全体
の電力使用量に対する空調機での使用量の割合は非常に大
きく，空調機の省エネルギーが重要な要素であることが分
かる。

　現状の工場などにおける空調管理システムは，温度や湿

度の監視による自動発停制御などを行っていても，空調機
ごとの電力使用量までを監視していることは多くない。ま

た，工場などは，エリアごとの作業内容や環境によって，

空調機の運用方法や温度設定がばらばらに行われており，

現場優先で運用されているのが実情といえる。このような

状況下で，省エネルギーの施策として一方的に空調機を停
止するなどの制御を行った場合，作業環境が悪化するばか

りでなく，社員の不満や不公平感をもたらす原因となって

しまう。

　空調機本体での省エネルギーは重要であるが，空調機の

更新には多大な費用が発生する。投資対効果を考えると，

各部屋の温度・湿度の管理によって過冷房・過暖房の抑止
を行ったり，スケジュール運転などによる非操業時間にお

ける待機電力量の削減などを図ることは省エネルギー施策
にとって大きな効果があり，ますます重要になると考えら

れる。特に，既設の空調機における省エネルギーには，空
調機本体での取組みよりも，スケジュール制御などによる

運用管理に頼らざるを得ないことも重要な視点である。

　こうしたことから，本例では既存空調機の中でも特に大
容量の空調機が設置されているエリアを優先して温度・湿
度の計測を行い，その測定結果の開示により過冷房・過暖
房の抑止，および空調機ごとにスケジュール運転などを行
うとともに，電力使用状態の計測・管理を行うこととした。

　省エネルギー監視システムの構成と特徴

　図 1に，適用事例の概略システム構成を示す。工場建屋
内には，多くのメーカーの空調機が納入されており，入出
力信号インタフェースはメーカーごとにばらばらであった。

そのため，多くのメーカーの多種多様な機器が使用される

ビル管理分野で標準となっている LONWORKS
〈注〉

通信によっ

て信号授受を行うこととした。

　建屋ごとに，Webサーバ機能を搭載する統合コントロー

ラ「MICREX-SX」を収納したリモートボックスを 1面，

〈注〉LONWORKS：米国 Echelon Corp. の登録商標
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また空調機ごとに，使用電力量を計測する機器を収納した

ターミナルボックスを 1面設置した。これらのボックス間
を LONWORKSで接続し，電力量や温度など，各種データ

収集や空調機の発停を行えるようにした。また，工場内の

ほとんどのエリアに敷設されている構内 LANを利用して

建屋ごとの接続工事を削減し，さらに既設のパソコンを利
用したWeb監視端末から，Webサーバアクセスによる監
視を可能として既存設備へ短期間に導入できた。

　計測・収集した電力量データなどはコントローラ内に保
存しているので監視用パソコンは常時接続しておく必要は

なく，また構内 LANのトラフィックへの影響もほとんど

ない。

3.1　監視内容

　以下に，今回行った監視内容の主なものを紹介する。

（1）　設備平面図を示した画面上に，設置されている各空調
機の運転状態や各エリア内の温度・湿度を表示し，過冷
房・過暖房状態の監視を行った（図 2）。

（2）　各空調機の積算電力量を 1時間ごとに 24時間分（1
日分）グラフィカル表示するとともに，現在メータ値や

本日積算値をディジタル表示した。これらにより各空調
機における時間ごとの使用電力量の監視を行った（図 3）。

（3）　温度や湿度の上限値・下限値設定を可能とし，現在入
力値を表示させることで，設定範囲を超えた場合の警報
を出力するようにした（図 4）。

（4）　計測・収集した各種データは日々，監視サーバに転送
するとともに，MICREX-SX内部にもバックアップデー

タを保存している。これは，近年，コンピュータウイル

スによる被害が多発していることから，サーバや監視用
パソコンが，長期間にわたってダウンした場合であって
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〈注〉Ethernet：米国Xerox Corp.の登録商標

図１　省エネルギー監視システムの概略構成

図2　設備平面の表示画面例

図3　積算電力量の表示画面例
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も，その期間内のデータを消失させないために用意した

機能である。

　前述したように誰でもどこででも任意にブラウザによる

監視が可能なことから，設備管理担当者のみでなく一般
従業員も，どこの部屋（エリア）が過冷房・過暖房運転を

行っているのかを即座に把握できる。これにより社員の不
公平感を取り除くばかりでなく，省エネルギー意識の向上
にも役立つことが期待できる。

3.2　省エネルギー施策

　主な省エネルギー施策を以下に紹介する。

（1）　スケジュール運転制御
　スケジュール運転制御によって上位から各空調機の自動
発停を可能とし，夜間や休日などの非操業時間帯でのむだ

運転の防止が可能となった。また，複数の空調機を同一時
間帯で発停できるようにグルーピング登録を可能としたほ

か，運転パターンは 1年間分をカレンダー登録することが

できる。

（2）　遠方からの空調機発停操作
　構内 LANのある所ならどこからでも空調機の運転状態
が判別可能なことから，遠方からも各空調機の個別発停操
作を可能とした。仮にスケジュール設定漏れなどで空調機
の切り忘れがあった場合でも，工場内のどこからでも停止
させることができる。図 5にスケジュール運転の設定画面
例を示す。また，空調機へのターミナルボックス据付け状
況を図 6に，ターミナルボックス内機器の収納状態を図 7

に，リモートボックス内の収納状況を図 8に示す。

3.3　PF-Eye Web 監視システムの特徴
　PF-Eye Web監視システムの特徴を以下に述べる。

（1）　専用ソフトウェア不要のパソコン監視システム

　各種監視画面などは，Webサーバ機能を搭載した

MICREX-SXに，Webコンテンツとして格納している。

そのため特別なソフトウェアを必要とせず，パソコン上の

汎用ブラウザだけで監視が可能である。

（2）　異常通知メールの発信

　異常発生時には，登録されたアドレスに電子メールを発
信する。このとき，関連するデータも添付可能なため，事
故の原因解析や迅速な対応に威力を発揮する。
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図4　温度・湿度計測値の表示画面例 図5　スケジュール運転の設定画面例
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図6　空調機へのターミナルボックス据付け例
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図7　ターミナルボックスの内部例

リモートボックス

図8　リモートボックスの内部例
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（3）　データサンプリング機能
　省エネルギーのための監視には時系列のデータサンプリ

ングが必要であることから，一定時間ごとに計測データを

あらかじめ登録したパソコンなどへ自動転送を行う。

（4）　リモートメンテナンス機能
　ブラウザからの監視ポイント変更やコンテンツそのもの

をダウンロードすることが可能である。さらに，インター

ネットやイントラネット経由でコントローラ内プログラム

のメンテナンスを行うことができる。

　主要構成機器

　以下に，今回適用したシステムの主な機器を紹介する。

（1）　統合コントローラ MICREX-SX
　MICREX-SXシリーズでは，ビル管理システムで多く

の使用実績を持つ LONWORKSインタフェースモジュール

（図 9）や，Webサーバ機能を搭載したWebモジュール

（図 ）をはじめ，多くのモジュールが用意されている。

これらのモジュールを使用することによって容易に

LONWORKSシステムとWebシステムの融合が可能と

なる。LONWORKSインタフェースモジュール（NP1L-

LW1）は，1台で標準ネットワーク変数（SNVT）を約
300個使用可能（1コンフィグレーションあたり最大約

600個使用可能）なことから，計測データなどを送信する

他の多くのノードを接続することが可能となっている。

　また，Webモジュールは，あらかじめ作成された標準
コンテンツによって容易に監視設定やモニタが可能であり，

さらに，ユーザーが作成したコンテンツの組込みが可能な

ことから，操作性やメンテナンス性を向上させることがで

きる。さらに，電子メール通報機能もサポートしているの

で，異常発生時などには，あらかじめ登録されたアドレス

に電子メールの発信が可能である。

（2）　電力計測ユニット F-MPC04
　F-MPC04は，電気エネルギー計測や漏れ電流監視など

が可能な 1回路用電力計測ユニットで，計測値は RS-485
通信出力のほかにパルス出力が可能である。

　空調機で特に消費電力量の大きいものは，コンプレッサ

とヒータであり，これらによる使用電力量がほぼ，空調
機の消費電力量と考えてよい。したがって，空調機 1台あ

たり 1〜 2回路の電力量計測が必要となるため，1回路用
電力計測ユニットはむだのない設置が可能となる。このユ

ニットの外観を図 に示す。

　今回，導入したシステムは，既存空調機に対する使用電
力量監視を行ったものであり，電流要素の計測には既存空
調機への電源ケーブルを取り外すことなく容易に取付けが

可能な分割形 CTを使用した。

（3）　I/Oターミナル NR1シリーズ

　LONWORKS通信に対応したパルス計数が可能なコンパ

クトサイズの入出力機器である（図 ）。

　前述した電力計測ユニットからの電力量計測値の入力，
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図9　LONWORKS モジュールの外観

AF00-197

図10　Webモジュールの外観

KD02-041A

図11　1回路用電力計測ユニットの外観

図12　LONWORKS 対応 I/Oターミナルの外観
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空調機の運転状態入力や空調機への発停信号出力用に使用
した。

（4）　温湿度センサ

　この機器は東光電気株式会社製で，1台で温度と湿度計

測が可能な LONWORKS対応形センサである（図 参照）。

　監視対象エリア（室内）に 1台ずつ設置し，温度・湿度
の計測用に使用した。

　あとがき

　今回導入した省エネルギー監視システムは，LONWORKS 
の特徴であるシステムを停止することなく設備や機器の増
設，撤去が可能なこと，およびWeb監視と既設 LANの

利用によって建屋ごとにWebサーバの設置が可能なこと

により，建屋単位で工事が行えるという，設置の容易さと

拡張性に優れたシステムとなっている。

　このシステムの導入によって，夜間や休日における待機
電力量が大きいことが確認され，現在，スケジュール運転
による省エネルギー効果の実証を推進中である。今後も関
係各位のご指導をいただきながら有効な省エネルギー提案
を行っていく所存である。本稿が空調設備における省エネ

ルギー推進の参考になれば幸いである。
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図13　LONWORKS 対応温湿度センサの外観



＊ 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。




