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次世代ファシリティ・マネジメントシステムの技術展望
Technological Prospect of Next-Generation Facility Management System

これまで構造物として認識されていた施設を，経営的な視点から総合的に管理，運営しようとする活動が活発

である。次世代ファシリティ・マネジメントシステムは，この要求に応える機能が求められる。ここでは，当社

が開発したファシリティ・マネジメントシステムASTREAシリーズが提供する3つの新しいソリューション：

省エネルギー，安心，業務効率改善を通じて，次世代ファシリティ・マネジメントシステムを展望する。
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From the management perspective, there has been a trend to comprehensively control and manage

facilities which used to be recognized as structures. Next-generation facility management systems need

functions to match this trend. This paper examines next-generation facility management systems with

three new features: energy saving, security, and operational efficiency improvement, of fered by

Yokogawa's ASTREA Series of facility management systems.

1. は じ め に

これまで保有構造物として認識されていた施設を，人

材，資金，技術，情報に次ぐ「第5の経営資源」として，

経営的な視点から総合的に企画・管理・活用しようとい

う，新しい経営管理活動が活発である。これらはファシリ

ティ・マネジメントと呼ばれる。ここでは，このニーズに

応えるべく開発した，次世代ファシリティ・マネジメント

システムASTREAシリーズの設計思想と，効率，省エネ，

安全の3つの主要ソリューションを通じて，次世代ファシ

リティ・マネジメントシステムを展望する。

2. ファシリティ・マネジメントとは

これまで，施設への投資は必要に迫られて行われ，人

材，資金，技術，情報との関連が，大きく取り沙汰される

ことはあまりなかった。新たな生産スペースを確保する

ために工場を建設する，ビルが古くなったので改築，改装

する，物騒になったのでセキュリティシステムを導入す

る，などである。しかしながら，これらの投資額は年々増

大の一途を辿っている。デザイン性への認識の高まりも

さることながら，耐震性，環境性に対する規制強化が，投

資額増大の大きな要因になっている。

したがって，これらの投資を従来型の施設に使うので

はなく，この投資を経営的にもっと効果を発揮できる形

の施設建設に投下すべきだというのが，最近のファシリ

ティ・マネジメントである。当社はこれまで，石油，化学，

鉄鋼，食品などの，生産系顧客の生産最適化を追及して今

日に至り，国内外で多くの実績と共に高い信頼を得てき

たと確信している。しかしながら，これらの状況に鑑み，

従来の生産の支援だけでは，顧客の課題に十分なソ

リューションを提供できないとの結論に至った。

3. 次世代ファシリティ・マネジメントシステムとは

経営的にもっと効果を発揮できる形で施設投資を求め

るファシリティ・マネジメントに対応するには，システム

構成だけでなく，新しい概念と技術が必要である。これま

でのファシリティ・マネジメントシステムは，設備の物理

量を計測し，人に代わって機械が自動運転する省人化シ

ステムであった。しかし，このような省人化は今や限界に

達しつつあり，ファシリティ内で見かけるのは，時折来る

サービスマン程度である。これからは，そのファシリティ

を使う人をシステムが認識し，その効率を高めていく，新

しい概念の業務効率化が必須である。

その例を図1に示す。図1右上のオフィスでは，入室し

てきた人物を部屋が認識し，好みに合った温度・湿度・明

るさに環境を自動調整して，効率を最大化する。部屋の中

は一人とは限らないので，所在も考慮して環境を最適化す

る。工場や研究所など，人が機器を操作して仕事をする場

所（図1下）では，機器が操作を解析して，より良い結果が

得られるよう，機器が人にガイドすることも可能である。
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当社の花若らは，人の歩行動作に着目し，加速度やジャ

イロセンサーを利用して，場所を問わずその動きを正確

に測定する技術を開発している（1）。また，無線，超音波や

赤外線を使い，部屋の中の人の位置を測定する技術開発

も進んでいる。

このような個人の作業データが蓄積されていけば，業

務効率を定量的に把握できるようになるはずである（図1

左上）。これまで上昇傾向を辿っていた人物の能率が急に

低下傾向を示したりすれば，精神的・肉体的に何らかの変

化があるのではないかという認識を，機械が人間を補佐

しながら，より緻密に行うことができるであろう。

4. 新しいシステムアーキテクチャー

・クローズド・システムの黎明期

1970年頃から30年近く，日本のファシリティシステム

は各社独自の通信プロトコルを使用していた。他社シ

ステムとの接続には，プロトコル変換機器としての

ゲートウェイが必要であり，接続コストの高いシステ

ムであった。ローカルデバイスであるセンサー，バル

ブ，小型の分散型制御コントローラーや照明コント

ローラーの機能や通信の仕様も，同様に互換性のない

時代であった。防犯，防災システムにおいても同様で，

相互接続にはそれぞれのゲートウェイが必要であった。

・相互接続のための標準化活動

その後，ファシリティでのフィールド通信として，IA

（Industrial Automation）のフィールドバスに相当する

LonWorks（Local Operating Networks）が，ローカル通

信として事実上の国際標準となった。ファシリティ上

位側の標準通信としては，建築設備間を接続する標準

通信であるBACnet（A Data Communication Protocol

for Building Automation and Control Networks）通信

規格が，国際標準としての位置付けを得て，日本でも

導入された。日本で国際標準規格導入が5年ほど遅れた

のは，日本独自規格に固執した為であったが，現在は

最新規格への適合が主流となった。

・インターネット時代に相互接続可能なシステム

ファシリティ・マネジメントシステムの変遷を，図2に

示す。しかし現在では，インターネット環境下におい

ても，産業設備で要求されるレベルの高速，高信頼の

監視，操作が求められるようになった。ファシリティ

の範囲を超えて，インターネット上に分散したデータ

収集を可能にするWebサービスの取り込みなど，イン

ターネットテクノロジーと融合した新時代のファシリ

ティシステムの実現が必須となってきている。

5. ASTREAシリーズのアーキテクチャー

当社のファシリティ・マネジメントシステムASTREA

シリーズは，図3のように，制御機器を統括制御するコン

ピュータの上位に，中央監視用サーバーを置き，基幹ネッ

トワークにBACnetを採用している。BACnet は米国冷

暖房空調工業会ASHRAEにより作成されたネットワーク

システムで，1995年にANSI（米国規格局）／ASHRAE規

格 135-1995として規格化され，空気調和，電気照明，セ

図1　これからの業務効率化とは

図2　ファシリティ・マネジメントシステムの変遷

図3　ASTREAシリーズの構成
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キュリティ，防災，エレベーター等で，大量データの送受

信が行える。

また，制御ネットワークにも空調設備間通信では世界

標準となったLonWorksを採用した。LonWorksは米国

Echelon社が開発した制御用の分散型ネットワークシステ

ムで，LonWorks機器間のデータ交換が自由にできる。加

えて，中央監視サーバーには広域ネットワークへの接続

が可能な機能を搭載して，Webサービス等の取り込みを

可能にした。インターネット時代にも十分適合できるシ

ステムアーキテクチャーであると考えている。更に加え

て，ASTREAシリーズはエンジニアリングツールを公開

し，機能の設定をメーカー以外の人間が自由にできるよ

うにした。これは，システム構築や保守を効率化する上で

極めて重要である。

6. ASTREAシリーズが提供する3つのソリューション

次世代ファシリティシステムの中核ソリューションは，

省エネルギー，安全と業務効率改善である（図4）。空調設

備，照明設備では，新しいエネルギー効率管理による省エ

ネルギーを提供し，セキュリティでは新しい計測技術に

より安全な環境を提供する。そして両システムの統合に

より，業務効率改善を実現する。そしてこれが，これらシ

ステムを導入するお客様の安心，成長，延いては社会への

貢献を支援する結果につながると確信する。

6.1 省エネルギー管理

ファシリティ設備の中核は，空調設備，照明設備，防犯

設備，防火設備である。このうち，熱源機器・補機と照明・

コンセント経由の電力供給で，エネルギーの7割以上が消

費される（図5）。

地球温暖化を防止すべく制定された京都議定書の締結

以来，エネルギー環境管理への関心が急速に高まってい

る。最近では，2040年に夏の北極海の氷が消滅するとい

う研究報告さえある。温暖化による地球の破壊は，人類自

らが解決する以外に手立てがなく，かつ有効な手段が見

つからない現状である。この手段の提供は，まさしく次世

代ファシリティ・マネジメントである。

図 6 は，空気調和・衛生工学会が定義する BEMS

（Building Energy Management System）である。その中

核は，エネルギー環境を管理するEMS（Energy Manage-

ment System）である。

当社はExaquantum（3），Enemap（4），Enerizeといった

生産システム向け解析ツールを保有している。これらを，

新しいアーキテクチャーでASTREAシリーズと密結合す

ることにより，強力なEMSシステムを構築できる。

EMSシステムは，予め用意されている標準的なEMS用

Excelテンプレートに，データをドラッグ＆ドロップする

だけで，会話型形式で，グラフ作成，データ解析，帳票作

成が可能である（図7）。

図4　3つのソリューション

図6　BEMSの構成

図5　ファシリティのエネルギー消費分布（2）
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6.2 安全な環境の実現

ASTREAシリーズは，安全な環境を実現するためのセ

キュリティ管理機能を提供している。加えて，図8のよう

に，作業者の安全を計測することも可能である。腰に付け

た加速度センサーが，作業者の状態（停止，歩行，走行，転

倒）を検出し，情報を無線で管理サーバーに伝送する。受

信した基地局により凡その位置も把握できるので，もし

転倒を検出した場合は自動的かつ即座に警報を発呼し，

所在を含めて救援を求めることが可能である。

6.3 新しい業務効率管理

ASTREAシリーズは，加速度センサー，ジャイロセン

サーを併用して，作業者の動きを更に細かく，リアルタイ

ムに計測することができる。図9は，作業台の前を，4箇

所で止まりながら作業をした様子を自動で計測したもの

である。

作業軌跡だけでなく，経過時間なども正確に把握でき

ていることが分かる。このデータを一元管理することに

より，作業の無駄を分析し，更なる改善につなげることが

容易となる。

7. お わ り に

構造物として認識されていた施設を，人材，資金，技術，

情報に次ぐ「第5の経営資源」として，経営的な視点から

総合的に企画・管理・活用することの重要性と，その最新

システム技術・効能の概論を述べた。真の次世代ファシリ

ティ・マネジメントシステムは，新設の施設では導入され

つつあり，原単位管理の手法による業務効率化も，一部の

先進ユーザーでは始まっている。

本稿への関心に深謝すると共に，本特集号の他稿の購

読もお願いして筆を置きたい。
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図7　EMSシステムの表示例

図9　作業行動計測

図8　安全支援システム
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