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近年，省エネ・脱炭素化の実現とエネルギー効率の向上が求められている。工場はエネルギーの大消費者であ

るため，わずかな効率改善でもエネルギー消費量の大きな削減につながる。さらに，工場が，所有する自家発電

設備の稼働，生産計画，および電力網からの買電量を調整することにより，エネルギーコストの最適化も可能と

なる。このような工場の活動を支援するため，エネルギー需要量の把握，推定，最適化などを行う高度な工場エ

ネルギーマネジメントシステム（FEMS (Industrial Facility Energy Management System) ）の導入の必要性や国

際規格整備の要求が高まっている。そのため横河電機は，組織のエネルギーマネジメントの進捗度評価方法（ISO 

50011），および FEMS（IEC 63376）の国際規格について提案している。本稿では，関連する国際規格や開発し

ている国際規格案の概要を紹介する。

Organizations of all kinds are required to pursue energy conservation, decarbonization, 
and high energy efficiency. In particular, factories consume huge amounts of energy, and thus 
even a small improvement in their energy efficiency may greatly reduce energy consumption. 
Factories can also reduce energy costs by optimizing the operation of in-house power generation 
systems, production plans, and the amount of electricity purchased from the power grid. To 
help these efforts, the introduction and standardization of the Industrial Facility Energy 
Management System (FEMS) is eagerly awaited. Yokogawa is leading projects to develop 
international standards for FEMS such as IEC 63376 and other methods for measuring energy 
management status such as ISO 50011. This paper describes these international standards for 
energy management and FEMS and overviews Yokogawa’s activities on developing international 
standards. 

1. はじめに

近年，省エネ・脱炭素化の実現やエネルギー効率の
向上などを通じて，国連が定めた持続可能な開発目標

（SDGs）の達成を目標に定めている企業が増えている。
エネルギーの大消費者である工場は，生産性を維持しつ
つ，省エネやエネルギー効率向上のための改善活動を続
けている。1970 年に起きた石油危機以降，日本では高
効率な設備の導入などを通じ，20 年間で約 35% のエネ
ルギー効率が改善された (1)。しかし，その投資も一通り
終わった 1990 年以降は，新たな設備の導入でエネルギー
効率をさらに改善するのが難しくなってきており，エネ
ルギー効率の改善は 10% 程度にとどまっている。エネル
ギー効率をさらに向上するためには，設備更新に加え，
工場のエネルギー使用量の全体最適など新たな省エネ手

法が必要になっている。
SDGs の達成には，このような省エネに加えて再生可能

エネルギーの導入が不可欠である。再生可能エネルギー
は，天候の影響を受け，その出力が変動しやすいため，
電力の需給バランスを維持することが必要である。その
ため，生産計画や設備稼働計画の変更によりエネルギー
需要量を調整することで，電力グリッドの電力需給バラ
ンスの維持に貢献できる工場への期待は大きい。

これらの工場の全体最適や需給バランスを実現するた
めには，省エネ施策の検討と確実な運用，エネルギー使
用量の把握，生産計画に基づく予測，最適化のための生
産計画や設備稼働計画の調整などを行うエネルギーマネ
ジメントが不可欠である。このようなエネルギーマネジ
メントを行うためには，トップマネジメントを含む工場
全体で取り組むことや，工場内の MES（Manufacturing 
Execution System），各生産設備など多くのシステム間で
情報交換を行うことが必要となる。これらを実現するた
めに，エネルギーマネジメントの体制の構築や，各生産
設備から情報を収集し交換するシステムを効率的に開発
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し，機能させるための国際規格を整備するニーズが高まっ
てきている。

国際標準化機構（ISO）や国際電気標準会議（IEC）では，
様々な技術委員会（TC）で，組織のエネルギーマネジメ
ント活動に関する国際規格や，エネルギー効率の把握方
法などの国際規格を開発している。ISO TC 301（エネル
ギーマネジメントおよびエネルギー削減量の計量）では，
ISO 50001（エネルギーマネジメントシステム）や，そ
の関連規格が多数開発されている。また，IEC TC 65（工
業用プロセス制御）では，IEC TR 62837（オートメーショ
ンシステムによるエネルギー効率）や，IEC TS 62872-1

（スマートグリッドと工場の情報交換のユースケース）な
どの国際規格が開発され，発行されている。横河電機は，
これらの国際規格の開発に積極的に参画している。さら
に，ISO 50011（エネルギーマネジメントの進捗度評価），
および IEC 63376（工場用エネルギーマネジメントシス
テム）の国際規格の提案活動を行い，それぞれの規格開
発を牽引している。

本稿では，これら TC で開発されている国際規格につ
いて紹介し，横河電機が提案している国際規格の概要に
ついて述べる。

2. 省エネの取組みとエネルギーマネジメントの重要性

2.1 省エネ・脱炭素化への取り組み
近年，国連が定めた SDGs の達成と組織の活動を結び

付けている企業が増えている。SDGs の中には，「７. エネ
ルギーをみんなに そしてクリーンに」，「13. 気候変動に
具体的な対策を」など，省エネ・脱炭素化の実現に関連
する目標がある。これらを達成するため，省エネや再生
可能エネルギーの導入などを通じて，エネルギーマネジ
メントの重要性が高まっている。

欧米では，トップマネジメントを含めた組織のエネル
ギーマネジメントの体制を定め，エネルギー使用量を削
減する活動が，一方，日本では，現場での高効率な設備
への更新による省エネ活動が，積極的に行われてきた。
これらは，生産品質を維持しつつ，生産プロセスの無駄
の削減や効率化の期待のもとに改善活動を行うものであ
り，“KAIZEN” は世界的に通用する用語になった。

この改善活動では，設備ごと，および製品ごとのエネ
ルギー使用量や省エネ活動の効果などの把握が重要にな
り，扱う情報量が増えている。これらを計算するシステ
ム，すなわち，エネルギー情報の見える化を行うエネル
ギーマネジメントシステム（EMS）が重要な位置を占め
るようになっている。EMS には，個々の設備にレコーダ
を接続しエネルギー使用量を記録するものから，生産シ
ステムなどと緻密な連携を取るものまで多岐にわたって
いる。EMS と他システムとの連携の効率化も重要な課題
であり，そのための国際規格の重要性も増してきている。

EMS は，その対象ごとに国際規格が異なる。例えば，

家庭向け EMS の国際規格として，IEC TC 100（AV・マ
ルチメディア，システムおよび機器）にて，IEC 62394
が発行されている。この国際規格では，照明設備，エア
コン，蓄電池などが家庭向け EMS に接続され，制御さ
れる際に使用されるプロトコル，ECHONET-Lite および
HEMS によるデータ利活用が定義されている。また，ビ
ル向け EMS として，ISO TC 205（建築環境設計）にて，
ビル管理システムやビル向け EMS に関する国際規格 ISO 
16484 が開発されている。

一方，工場向けの EMS（FEMS）を対象とした国際規
格はまだ発行されていない。工場でのエネルギーの使わ
れ方は，製造している品種や製造設備によって変わるた
め，国際規格としてのとりまとめが難しく，提案が行わ
れてこなかった。

2.2 これまでの工場の省エネ活動
前述の通り，日本の省エネ活動は，高効率な機器の導入，

現場における生産プロセスや効率の向上による改善活動
が中心に行われてきた。また，「エネルギーの使用の合理
化等に関する法律」により，原油換算で 1,500 kl 以上の
エネルギーを消費する工場に対し，年一度のエネルギー
の利用に関する定期報告書の提出義務や，中長期的に見
て年 1% 以上のエネルギー消費原単位を改善する努力目
標が求められている。この定期報告書の提出や努力目標
により，1970 年から 20 年の間にエネルギー効率を大き
く改善できた。

しかし，そのような投資が一巡した 1990 年以降にな
ると，これまでのようなエネルギー効率の大きな改善が
難しくなっており，1970 年から 20 年間でエネルギー効
率が約 35% 改善されたのに対し，1990 年から 20 年間
では 10% 程度の改善にとどまっている。その理由として，
既存の設備と最新設備の効率との差が小さいことが挙げ
られる。つまり，設備更新だけでは大きな省エネ効果は
見込めないため，工場内で定められた投資回収の期間を
満たすことができず，その結果，投資が見送られること
が増えている。このように，更なる省エネの施策に悩む
工場が多い。

2.3 工場の省エネに対する期待
工場での省エネ施策には，これまでの設備更新による

ものと異なるアプローチが期待されている。日本政府は，
徹底した省エネによる更なるエネルギー効率の向上目標
として，経済成長を考慮しつつ，2030 年度までに原油
換算 5,030 万 kl 程度のエネルギー需要の削減を目指して
いる (2)。産業部門では，同 1,042 万 kl のエネルギー使用
量の削減が目標として掲げられており，この目標を達成
するために，以下の４つの施策が掲げられている。
①低炭素社会実行計画の推進
②製造ラインの見える化を通じたエネルギー効率の改善
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③革新的技術の開発・導入
④業種横断的な高効率設備の導入

このような施策の中で，エネルギー効率を算出する
対象設備の範囲を広げ，その範囲全体のエネルギー使用
量やエネルギー効率を最適化する施策がとられるように
なってきている。例えば，複数のコンプレッサーを使っ
て圧縮空気を供給している工場では，各コンプレッサー
のエネルギー効率を計算し，効率の良いコンプレッサー
の負荷を高くするように運転方法を見直すことで省エネ
を行っているところもある。

さらに，その対象の範囲を広げ，全体最適を行ってい
る事例もある。例えば，エネルギーの供給側と，生産設
備などのエネルギーの需要側でエネルギー需要量や生産
計画などの情報交換や連携を行い，エネルギー需給の無
駄を減らす取り組みが進んでいる。さらに，全体最適を
行う範囲を組織全体，または複数の組織に広げ，その中
で情報交換やエネルギーの融通も行われている。例えば，
都市部や工業団地では，開発した建物に高効率なコージェ
ネレーションシステムを導入し，電力や熱（冷温水，蒸気）
を供給している。

工場では，生産計画に基づいて生産を行い，製造実行
システムなどにより生産工程の把握や管理を行っている。
さらに，モノのインターネット（IoT）によりエネルギー
消費量，生産量，生産設備の環境（温度など）の情報を
得やすくなったこともあり，生産計画や周囲の状況と生
産に必要なエネルギー使用量の計算式を推定することが
容易になった。これを自動化することより，さらにエネ
ルギー効率が向上することが期待される。

2.4 再生可能エネルギーの調整力に対する期待
工場は，エネルギーの大消費者である。また，非常時

の対応として自家発電設備を持っている工場も多く，自
家発電した電力を自家消費することで工場の電力購入量
を減らすことも行われている。さらに，設備稼働計画を
調整し，電力需要量を下げている事例もある。

再生可能エネルギー起因の電力システムの導入が進む
につれ，需要と供給を一致させる調整力がさらに重要と
なることが予想される。例えば、電力網の電力需要量が
電力供給量に迫った場合に , 工場の生産計画の調整によ
り電力需要量を減らすことや ,　逆に電力受領量を増やす
ことが起きると予想される。夏場の快晴の日など，太陽
光発電の供給電力が増加し，電力需要量を上回る電力が
供給されることがあり，一部の太陽光発電を電力網から
遮断することが起きている。このような場合は，工場に
電力需要量の増加を依頼し，電力の需給バランスを保つ
ことになる。

今後，再生可能エネルギーの導入増加が予測される電
力網の需給バランスを保つ役割を担うことから，生産計
画や設備稼働契約を調整することで電力需要量を調整で

きる工場には，大きな期待が寄せられている。

3. 標準化の視点から見た ISO，IEC のエネルギー関連の取り組み

3.1 エネルギー関連の国際標準化の取り組み
前述の通り，電力需要量の調整や省エネなどのエネル

ギーマネジメントの重要性が増しており，ISO や IEC で
は様々な TC で国際規格が作られている。

ISO TC 301 では，エネルギーマネジメントの体制や省
エネ施策によるエネルギー消費の削減量の測定方法など
の国際規格が開発されており，2011 年から今までに 20
件の国際規格が発行されている。

また，IEC では，電気および電子技術分野の国際規格
を開発している。図 1 に示す通り，IEC TC 57（電力シ
ステム管理および関連する情報交換）や IEC TC 82（太
陽光発電システム），IEC TC 88（風力発電システム）な
どの様々な技術委員会が設置され，983 件の国際規格が
開発されている。また，省エネや脱炭素化については，
対象とするユーザが広いこともあり，複数の TC から構
成されるシステム・コミッティ（SyC）として，Smart 
Energy や Smart City を対象とした委員会が設置されるな
ど，国際規格開発の活動が活発になってきている。

横河電機は，エネルギーマネジメントの規格に関する
ISO TC 301，および工場の EMS やエネルギー使用量の
調整に関する IEC TC 65 傘下の作業グループ（WG）の
両方に参画している。次章以降では，横河電機が参加す
る TC や WG で開発している国際規格の概要を述べる。

図 1 IEC でのエネルギー分野の TC， 
SyC 構成と国際規格発行数

3.2 ISO で開発している国際規格
ISO TC 301 で開発された国際規格の中で，最も代表的

なものに，2011 年に初版が発行された ISO 50001（エ
ネルギーマネジメントシステム）がある。ISO 50001 に
は，トップマネジメントを含む組織のエネルギーマネジ
メントに関する体制の要求項目を定義した国際規格であ
る。この体制には，エネルギーマネジメントに関する組
織の構成および計画，実行，評価，改善からなる PDCA
サイクルに基づいたエネルギーパフォーマンスの改善活

消費配送エネルギー変換

TC 57
電力システム管理および
関連する情報交換：220件

TC 82
太陽光発電システム：169件

TC 88
風力タービン：42件

TC 65
工業プロセス計測制御：41件

SC 65A
システム一般：59件

SC 65B
計測および制御デバイス：105件

SC 65C
デジタルデータ伝送：165件

SC 65E
企業システムにおける装置および統合：59件

TC 21
蓄電池：49件

SyC
スマートシティ：2件 スマートマニュファクチュアリング：1件
スマートエナジー：12件

注：2021年7月現在
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動の導入が含まれている。この規格は，欧州，中国，イ
ンドなどで活用され，2017 年には，世界中の約 22,000
社が ISO 50001 の認証を取得した。その後，ISO 9001（品
質マネジメントシステム）および ISO 14001（環境マネ
ジメントシステム）と共通の文章構造である High Level 
Structure に変更した第２版が発行された。

また，図 2 に示すように，ISO TC 301 は，ISO 50001
で定められた要求項目の主要項目に関するガイダンス
規格を多数開発している。例えば，ISO 50001 の要求
項目を段階的に導入するためのガイドラインである ISO 
50005，複数組織で ISO 50001 を導入する際のガイドラ
インである ISO 50009 などが含まれる。また，組織のエ
ネルギーパフォーマンスの測定，改善量を実証するため
のエネルギーパフォーマンス指標（EnPI）の設定方法を
述べた ISO 50006，省エネ施策によるエネルギー削減量
を測定する ISO 17741，組織のエネルギー削減量を計算
する ISO 50047 などがある。横河電機は，図 2 の黄色い
四角で示したエネルギーマネジメントの状況測定手法の
ガイダンスである ISO 50011 の開発を牽引している。

図 2 ISO TC 301 で開発されている国際規格

3.3 IEC のエネルギー関連の取り組み
IEC TC 65 は，工業プロセス計測制御・オートメーショ

ンに使用されるシステムおよびその構成要素の国際規格
を開発している。その傘下においてエネルギー分野に関
する国際規格を開発している２つの WG として，工場内
部のエネルギー効率に関する国際規格を開発している共
同 WG（JWG）14（産業オートメーションでのエネルギー
効率）と，工場とスマートグリッド間の情報交換に関す
る国際規格を開発している JWG 17（工場とスマートグ
リッドのインタフェース）がある。

具体的には，JWG 14 が重油，電力，蒸気など，工場
で扱うエネルギー全体の効率の管理を対象にしているの
に対し，JWG 17 はスマートグリッドの電力網からの供
給と工場から電力網に供給される電力の調整を行うため
の情報を対象にしている。

JWG 14 で開発された国際規格には，工場内部のエネ
ルギー効率を管理する手法であるエネルギーマネージメ
ントユニット（EMU）について述べた IEC TR 62837，
および環境に影響する生産システムのエネルギー効率や
他の要因の評価に関する ISO/IEC 20140-5 がある。ISO/
IEC 20140-5 の規格開発には，ISO TC 184（オートメー
ションシステムおよびインテグレーション）も関与して
いるため JWG となっている。

一方，JWG 17 で開発された国際規格には，デマンド・
レスポンスに基づく工場とスマートグリッド間の情報交
換のユースケースをまとめた技術仕様書として，IEC TS 
62872-1 がある。この技術仕様書では，スマートグリッ
ドでの時間ごとの電力単価を工場に通知するユースケー
ス，電力供給がひっ迫した場合に工場の電力需要量を削
減するユースケース，快晴により太陽光発電から供給す
る電力が過多になり，工場に電力需要量の増加を依頼す
るユースケースなど，８個のユースケースが書かれてい
る。さらに，工場内設備の IoT アプリケーションとスマー
トグリッド間の情報交換をまとめた国際規格として，IEC 
62872-2 もある。この IEC 62872-2 の規格開発には，
ISO/IEC JTC 1/SC 41（IoT と関連技術）も関与している
ため JWG となっている。

両 JWG で開発されている国際規格は相互に関係する。
例えば，工場の電力需要量や工場から電力グリッドに供
給される電力供給量の変更は，デマンド・レスポンスと
して要請される。このデマンド・レスポンスの要請にお
いて，工場とスマートグリッドの情報交換には JWG 17
で開発された国際規格が活用される。また，スマートグ
リッドから得られた要請に対し，工場の生産計画や設
備稼働計画を変更し，対応できるかの検討については，
JWG14 で開発された国際規格が活用される。

4. 横河電機のエネルギーマネジメントへの取り組み

4.1 エネルギーマネジメント規格への取り組み 
横河電機は，ISO TC 301 で開発されているエネルギー

マネジメントに関連する国際規格の開発に参加し，規格
原案の審議や国際会議を通じて積極的な提案を行ってい
る。本活動の国内審議は ISO TC 301 国内委員会で行われ，
電子情報技術産業協会（JEITA）エネルギーマネジメント
標準化専門委員会が事務局を務める。さらに本委員会は，
ISO TC 301 で開発された国際規格の広報活動も行ってお
り，これらの国際規格のなかでも，設備のエネルギーパ
フォーマンスを評価する指標（EnPI）や，組織の省エネ
施策などの努力の結果であるエネルギー削減量の計量に
関する国際規格が重要であると考えている。例えば，昼
休みに電灯を消すなど，エネルギーの使い方を変更する
ことによる省エネ施策は，その施策による省エネ効果が
数値として周知されれば，より継続しやすくなるであろ
う。また，投資を伴う省エネ施策を導入する際にも，エ

エネルギーパフォーマンス・省エネ量の評価

ISO 50001 エネルギーマネジメントシステム

ISO 50046
省エネ量予測の定量化方法ISO 17742

地域・都市の省エネ計算
ISO 50047

組織の省エネ方法

ISO 50004
ISO 50001 の実装ガイダンス

ISO 50002
エネルギー診断

ISO 50003
EnMS 審査

ISO 50006
エネルギーパフォーマンス計測

ISO 50015
エネルギーパフォーマンスの計測と検証

内部監査と
マネジメントレビュー改善支援と運用

計画
エネルギーレビュー

エネルギー
方針 パフォーマンス評価

ISO 50049
省エネ計算方法

ISO 50009
複数組織による共通 EnMS 実施

ISO 50005
段階的な実装ガイダンス

新規提案
ISO 50011

EnMS マネジメント
の状況測定

ISO 17741
省エネ量の測定，計算，検証
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ネルギー削減量，コスト削減量を見積もり，その投資に
見合った効果を得られるかを把握することができるであ
ろう。さらに，施策導入後，見積もったエネルギー削減
量と実際に得られたエネルギー削減量を比較することに
より，施策が適切に運用されているかを確認することが
でき，もし，両者に大きな乖離がある場合は是正処置を
行うことができるであろう。

これらの国際規格の広報を目的に，EnPI の設定方法
について述べたガイドブック (3)(4) を作成し，同委員会の
Web ページにて公開をしている。これらのガイドブック
では，生産量，周囲温度，運転モードによって EnPI 値や
エネルギー使用量が変動することを踏まえ，変動要因を
揃えた同等条件下で EnPI 値やエネルギー使用量を比較す
る方法について述べている。

例えば，省エネ施策の導入前後でのエネルギー使用量
を比較する場合，省エネ施策導入後のエネルギーに対し，
同条件での省エネ施策導入前のエネルギー使用量を推定
し比較することでエネルギー削減量を算出する。省エネ
施策導入前のエネルギー使用量は，エネルギー使用量と
関連変数の関係を分析することで推定する。まず，省エ
ネ施策導入前のエネルギー使用量と関連変数の関係を分
析する。次に，省エネ施策導入後に関連変数を計測し，
その結果から省エネ施策を導入しなかった場合のエネル
ギー使用量を推定する。エネルギー削減量は，ここで推
定したエネルギー使用量の計算結果と，省エネ施策導入
後に実測したエネルギー使用量との差となる。

これらの EnPI の値やエネルギー削減量は，組織の省エ
ネルギーの活動の結果である。しかし，省エネの活動が
進むにつれ，EnPI の値の大きな改善や著しいエネルギー
削減量を得ることが難しくなる。近年の日本の製造業は
既にこのような状況であり，省エネが進んでいる欧州な
どにおいても，近い将来，このような状況になることが
予想される。そのため，組織のエネルギー削減量の結果
に加え，組織のエネルギーマネジメントの仕組み，省エ
ネ施策の導入を評価する国際規格を検討し，ISO TC 301
に提案を行った。2020 年 4 月～ 6 月に国際規格開発の
実施を問う投票が行われ，賛成多数で規格開発を行うこ
とが可決された。その後，国際規格を開発する体制の整
備が行われ，2021 年 3 月より WG １にて，「ISO 50011
エネルギーマネジメントの状況測定手法」として規格開
発が開始された。この国際規格では，組織の体制整備の
度合い，省エネ施策の導入度合い，およびそれらの結果
として組織が定める省エネ目標の達成度合いの３点から
評価を行うものである。筆者は，本規格開発の提案者と
してプロジェクト・リーダーに選出され，2023 年 4 月
の発行を目標に規格開発を牽引している。

4.2 FEMS 規格への取り組み 
横河電機は，IEC TC 65 傘下の JWG 14 で開発されて

いるエネルギー効率に関する規格，および JWG 17 の工
場とスマートグリッドの情報交換に関するユースケース
の規格開発に参画している。国内審議は，IEC TC65 国内
委員会配下の当該 WG で行われており，日本電気計測器
工業会が事務局を務める。

JWG 14 では，IEC TR 62837（産業オートメーション
でのエネルギー効率）で，エネルギーによって特定された，
設備や機能ごとのエネルギーマネジメントの管理である
EMU を定義している。この EMU は，設備単体や，生産
ライン，工場全体など，管理する対象は工場ごとに異な
る。この概念は，横河電機のエネルギーマネジメントに
関する製品にも適用されている。また，JWG 17 のユー
スケースでは，エネルギーの供給側であるスマートグリッ
ド，エネルギーの需要側である工場の情報交換により需
給調整を行うユースケースが述べられている。

これらの EMU や，スマートグリッドでのデマンド・
レスポンスの対応の検討などで，FEMS が大変重要な役
割を果たすことがわかってきた。しかし，前述の通り，
工場ごとに作っている製品が異なり，エネルギーの使わ
れ方も異なるため，国際規格の議論がなされておらず，
また，工場においても，各 EMS が様々なシステムと連携
してエネルギーの最適化が行われているにもかかわらず，
FEMS の議論さえもできていなかった。そのため，各工
場では，FEMS を構築するため，各機器の通信などで既
存通信規格の活用，カンマ “,” 区切りのデータファイル（csv
ファイル）などを介したデータ伝達の構築を行ってきた。

FEMS の構築を容易にすることを目的として，これま
での EMU やデマンド・レスポンスの対応での議論を基に
必要と思われる FEMS の機能や各機能の自動化を定義し，
工場内の他のシステムとの通信のユースケースを解説す
る国際規格を IEC TC 65/JWG 14 に提案した。FEMS の
国際規格の範囲を図 3 に示す。この FEMS の国際規格で
は，FEMS の機能の定義，FEMS の分類を定めている。ま
た，工場内の生産管理システムや自家発電設備や蓄電池
など工場内の他システム，スマートグリッドなど工場外
部システムとの情報交換を記載している。さらに，FEMS
を活用した省エネ事例のユースケースが記載されている。

図 3 FEMS の国際規格の範囲

エネルギーグリッド
・発電・送電・配電

・ガス / 熱共有ネットワーク他

エネルギー / ユーティリティ

動力　蓄電　発電 / コジェネ

FEMS

エネルギー / ユーティリティ
生産プロセス  ライン

工場

外部システムとのインタフェース定義
（工場とスマートグリッドのインタフェース）

FEMS 機能
FEMS 分類
FEMS ユースケース

他システムとの交換情報
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本 FEMS 規 格 開 発 の 提 案 は，2020 年 10 月 ～ 2021
年 1 月の期間に国際規格開発の実施を問う国際投票が行
われ，賛成多数で可決した。そして，IEC 63376「工場
エネルギーマネジメントシステム―機能および情報の流
れ」として，規格開発が開始された。筆者は，国際規格
開発の提案者としてプロジェクト・リーダーに選出され，
2023 年 4 月の規格発行を目標に開発を牽引している。

4.3 工場の全体最適化による省エネ普及の取り組み
前述の通り，複数の機器の全体最適化により省エネを

行う工場が増えている。横河電機が参加している JEITA
制御・エネルギー管理専門委員会 WG １（省エネルギー）
では，このような全体最適化を “ 連携制御 ” として提唱
している (5)。

この “ 連携制御 ” は，エネルギーの供給側と需要側と
の間で，生産計画，その生産計画を実施した場合に必要
なエネルギー需要量，および設備の稼働計画などの情報
を交換し，最適化する制御方法である。“ 連携制御 ” は，
その EMS のレベルに応じた様々な実施例がある。図 4 に，
その一例を示す。エネルギーの供給設備や需要設備は，
エネルギー使用量，生産情報，設定値などの情報を “ 連
携制御 ” に送る。“ 連携制御 ” は，これらの情報から生産
計画を実行した場合に必要なエネルギー使用量を計算し，
それに基づいてエネルギーを供給するように，エネルギ
ー供給設備に指示を送る。この結果，エネルギーの需要
側には生産に必要なエネルギーが供給されることになる。

図 4 連携制御の概要

このような情報交換がない場合，エネルギー需要側
では，本来必要なエネルギー量が分からないままにエネ
ルギーの供給を受けるため，実際のエネルギー使用との
ミスマッチにより無駄が発生する。“ 連携制御 ” は，こ
のミスマッチによる無駄を削除することにより省エネを
実現する。このコンセプトは，前述の IEC TR 62837 の
Annex にて，“RENKEI control” として紹介されている。

この “ 連携制御 ” のコンセプトは，日本だけではなく
海外にも展開が始まっている。2020 年には，日本政府
が提案した ASEAN のエネルギー転換と低炭素化を推進す
る官民協働イニシアティブである Cleaner Energy Future 
Initiative for ASEAM（CEFIA）に “ 連携制御 ” が採用され，
JEITA を通じて ASEAN に向けた普及活動が始まっている。

このような背景から，JEITA では “ 連携制御 ” の普及活

動について議論を行っている。“ 連携制御 ” の実施のため
の情報交換を行う設備が増えた場合，それぞれの設備間
同士で情報交換をするのではなく，FEMS のような情報
を集めてくるシステムを介して情報交換をすることによ
り，“ 連携制御 ” の導入が容易になるとの結論に至った。
つまり，“ 連携制御 ” は，FEMS を活用したユースケース
に該当する。そのため，横河電機が中心となって開発し
ている FEMS の国際規格では，図 5 に示すような各設備
の最適化，個別設備ごとの操業最適化のような個別最適
化，また，エネルギー供給設備，需要設備およびその双
方の最適化の事例も，FEMS を活用したユースケースと
して Annex A に記載をしている。

図 5 開発中の FEMS の国際規格のユースケース

5. おわりに

本稿では，日本における省エネ・脱炭素化への取り組
みを述べ，その取り組みにおける工場の活動，省エネ，
および再生可能エネルギーの調整力に対する期待を述べ
た。さらに，ISO や IEC での国際規格の状況と，横河電
機の国際標準化活動への取り組みを報告した。

工場には，よりいっそうの省エネ施策の実行や，再生
可能エネルギーに対する調整力として大きな期待が寄せ
られている。確実に省エネを達成するために，組織のエ
ネルギーマネジメントの体制や，再生可能エネルギーの
供給の変化に対して自動的に追従する FEMS の重要性が
高まっているとともに，国際規格開発のニーズや，その
実現に向けた活動が活発となってきている。

このような状況を受け，ISO や IEC では，エネルギー
マネジメントや FEMS を介したスマートグリッドと工場
の情報交換の国際規格などが多数作られている。

横河電機は，これらの規格開発に参画し，ISO TC 301
でのエネルギーマネジメントの進捗度評価，IEC TC 65
での FEMS の機能に関する国際規格開発を牽引している。
なお，両プロジェクトとも，経済産業省の「令和３年度
省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業」
に採択された事業活動として進めている。さらに，全体
最適によるエネルギー効率改善の手法としての “ 連携制
御 ” においても，JEITA の業界団体活動として参加企業
と連携し，海外での普及活動に取り組んでいる。
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SDGs の達成に向けて，省エネ・脱炭素化の実現とエネ
ルギー効率の向上に資する国際標準化活動と関連業界活
動に，継続して取り組んでいく所存である。
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