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工場設備の中央監視制御システム導入事例
A Case of Introducing a Facility Management System at Plant Facilities

近年，工場における中央監視制御システムには，電力設備，空調設備，熱源設備，照明設備，衛生設備，セキュ

リティ設備などの，多量なデータを統合した設備監視制御と省エネルギー制御，エネルギー解析・管理が求めら

れている。その実現には，安全かつ高速な情報処理とオープンネットワークが必要である。本稿では，この要求

をASTREA FM1000とExaquantumを用いて実現した事例について述べる。
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In recent years, the facility management system used in plants requires equipment surveillance control,

energy-saving control, and energy analysis and management, which integrate large amounts of data

from equipment for electric power, air conditioning, heat sources, lighting, sanitation and security. Safety,

high-speed information processing, and an open network are thus required. This paper describes a case

of introducing the ASTREA FM1000 and Exaquantum, which satisfy these requirements.

1. は じ め に

地球温暖化防止をはじめとする環境負荷低減の観点か

ら，省エネルギー対策や，エネルギー消費，二酸化炭素

（CO2）排出量管理が求められている。改正省エネ法では，

エネルギーデータ保管，中長期計画の作成と，レビューの

定期報告が義務化された。

特に，大量のエネルギー消費施設では，環境負荷低減は

もちろんのこと，エネルギー消費は生産コスト改善に直

結することから，その削減は重要課題である。本稿では，

この要求に対応すべく，エネルギー消費量の大きい大型

クリーンルームに於ける当社の設備制御システム

ASTREA FM1000 と，プラント情報管理パッケージ

Exaquantumにより構築した事例について紹介する。

2. システム構成

今回構築したシステムは，図1に示すように，ASTREA

FM1000を中核に構築した。FM1000は，中央監視・制御

を行う中央監視サーバーと，制御系連動制御を行うエリ

アサーバーによって構成される。FM1000は，両制御機能

間のデータ通信（情報LAN）に，ファシリティオートメー

ションの世界標準BACnetを使用しているため，メーカー

の異なる照明やセキュリティ等のシステムと，ゲート

ウェイ無しで密統合可能である。

クリーンルームは複数の棟に分かれて制御・監視点が

1万点超の規模があり，将来拡張計画もあることから，棟

毎にエリアサーバーを配置する分散型アーキテクチャと

した。また，1万点超規模の情報伝送の信頼性を確保する

ため，BACnet を 2重化し，中央監視・制御には2重化

（FT）サーバーを使用した。

装置の個別制御や装置の周辺制御を行う制御機器間を

繋ぐネットワークは，LonWorksを使用した。LonWorks

は世界で数1000種類もの適合機器が供給され，互換性が

保証されているため，用途に最適な機器でシステム構築

できる。本システムでは，当社が提供しない熱源制御に他

社品を使用した。

エネルギーの管理と解析には，Exaquantumを使用し

た。Exaquantumを搭載した解析サーバーはBACnetに

直結し，中央監視サーバーと並列にデータを取り込み，高

速処理を実現した。解析サーバーは，エネルギーデータの

傾向を分析し，これを過去の実績と比較し，エネルギー消

費の予測値を計算する。この情報を受けてオペレーター

は，熱源の切り替え制御のタイミングを最適化し，クリー

ンルーム全体のエネルギー効率を改善する。

なお，操作・監視や解析結果表示用のPCやプリンター

は，独立したEthernetを介し，中央監視サーバーや解析

サーバーに接続した。
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3. 導入プロセス

図2は，解析サーバーと中央監視サーバー間のデータ連

携を示したものである。LonWorksとエリアサーバーを介

して収集されたフィールドからのデータは，中央監視サー

バーと並列に解析サーバーのリアルタイムデータベース

（DB）に収集される。これと同時に，予め設定された演算

式により，エネルギー消費の傾向分析結果が付加され，

図1　システム構成

図2　中央監視システムとエネルギー管理・解析システムの連携

毎時，毎日，毎月，毎年のデータとして，蓄積される。

蓄積データとの単純な比較は，予め設定された演算式

と判定式によって行い，自動的に中央監視サーバーに

送って制御に使用する。消費予測に基づく最適化などは，

クライアントPC上にグラフィック表示し，オペレーター

がエンジニアリング画面から制御パラメーターを変更す

ることで行う。
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4. お わ り に

消費エネルギー量に応

じて，最も効率の良い熱

源を使い分けることによ

り，この例ではクリーン

ルームを含む全消費エネ

ルギーを10%以上削減す

ることができた。今後も，

消費量解析による運転最

適化で，地球環境保護に

貢献していきたい。
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