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今を「見える化」しないと、将来は見えない。 

2008 年 7 月の調査によると、日本国民の 87％が地球温暖化に関心を寄せ、具体的な行動を行っ

ている人が約 60％、何かしたいと思っている人も含めると 98％に達するという。しかし、理科大

の井上教授のグループの研究調査によると、東京や大阪の地区に住む人たちが家庭でもっともエ

ネルギーを使っている用途と考えているのは、暖房需要および冷房需要がそれぞれ約 40％だが、

実際の年間のエネルギー使用量のうち給湯と照明・家電がそれぞれ 40％近くで、暖房は 10％弱、

冷房に至っては 2％程度に過ぎなかった。おそらく、冷房や暖房の設定温度については、コマー

シャル等による対策の呼びかけがあるが、給湯や照明・家電については、あまり情報がないため

意識がなく、具体的な対策に結びついていないのだろう。つまり、地球温暖化への関心がいくら

高くても、身の回りの「見える化」が行われていなければ、労多くして実りが少ない対策しかで

きないのである。 

小生は、2007年度 JEITA第 2回産業社会制御システムフォーラムで基調講演をする機会を頂き、

2050 年までに日本の CO2 排出量を 70％削減する低炭素社会のビジョンとそれを実現する対策を

ご紹介した。それ以降のお付き合いで、低炭素社会を支える「見える化」を制御技術の観点から

勉強させて頂き、日本の技術の確かさ、技術者の真摯な姿勢を目の当たりにしてきた。そうした

中で、既存設備を有効に使える連携制御技術は今がまさにビジネスチャンスだと確信している。 

「連携制御」とは、個別に動いていた装置の稼働状況を計測し、お互いに関連の強い要素を連

携して制御できるようにすることで、より効率的な稼動を実現させるシステムである。モノの流

れ、エネルギーの流れ、CO2 の流れ、お金の流れ、ヒトの流れなどを「見える化」することで、

部分最適だったシステムを、全体で最適になるように改善することができる。小生のように環境・

エネルギーシミュレーションモデルを開発し、地球温暖化を防ぐための最適なエネルギーシステ

ムをコンピューター上で求めてきた者にとって、具体的な制御技術をうまく使うことで現実の世

界の最適化が図られていく様子を見るのはとても嬉しいことだ。 

実践例だけ聞いているといいこと尽くめの連携制御だが、まだビジネスとしては大輪を咲かせ

ていない。導入コストの高さ、必ずしも使いやすくないシステム、企業のエネルギー・環境マネ

ジメントへの関心の低さ、などに問題があると聞く。最後の点については、より厳しい温室効果

参議院 国際・地球温暖化問題に関す

る調査会（2009 年 4 月 8 日）で「見える化」

をキーワードに答弁する筆者 



 

ガス排出量の目標が決まり（例えば英国では 2050 年までに 80％削減する法案を可決した）、エネ

ルギーの価格が高騰するにつれて関心が高まるが、最初の 2 点については、技術者自身が、お客

様がどのようなサービスを欲しているか良く思い浮かべて、お客様のためになる連携制御技術を

日々切磋琢磨することが欠かせない。 

連携制御でどんな付加価値を提供できるのか、技術者自身が「見える化」させる時代になって

いる。 
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１．はじめに 
 

地球温暖化による社会生活への影響と安全・安心への対応は、少子高齢化を迎える日本の産業

社会にとって、ますます真剣に取り組んで行かねばならない重要な課題となっています。JEITA

制御システム専門委員会では、この課題に取り組むため、以下の三つの調査研究テーマを最優先

課題として 2006 年に 3 つのワーキンググループを発足させ、現状の技術課題とこれからの解決技

術について調査・検討を進めてきました。 

(1) 省エネルギー制御技術   

(2) 予知保全技術   

(3) セキュリティ技術 

また、「これからの産業社会における環境と安全・安心」のテーマのもと、「産業社会制御シス

テムフォーラム」を開催し、その調査結果の発表と識者を招いての公開討論にも取り組んできま

した。 

「省エネルギー制御技術」ワーキンググループ（以下、「WG1」）では、気候変動と経済性にお

ける省エネルギーの実現へ、今日の技術を駆使した制御技術について調査・検討をしてまいりま

した。その結果、日本が誇るエネルギー消費効率の高い事業所で、更に省エネルギーを追求する

には、エネルギー供給側の設備群やエネルギー需要側の設備群を、生産活動にあわせて最適に稼

動させることを可能にする「連携制御」技術が 21 世紀に相応しい省エネルギー手法であることが

わかりました。WG1 ではこの「連携制御」について 2006 年度より 3 年間、メンバー企業の制御

技術 know-how を基盤に調査・検討を重ねてまいりました。「連携制御」技術を省エネルギー実践

の要に、市場におけるその技術の普及がメンバーの願いであることを背景に、市場における動向

や他の団体の調査結果などを参考に、本報告書は、「連携制御」技術の考え方、事業性および今後

の展望について紹介しています。 

この場を借りて、調査のご協力および本報告書のためにアドバイス、情報や資料をご提供いた

だきました方々に深く感謝申し上げます。 

社団法人 電子情報技術産業協会 

制御システム専門委員会 

省エネルギー制御技術ワーキンググループ（WG1）  主査  山之内 登 

 副主査 井上 賢一 

■ JEITA について 

社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA: Japan Electronics and Information Technology Industries 

Association）は、電子機器、電子部品の健全な生産、貿易及び消費の増進を図ることにより、電

子情報技術産業の総合的な発展に資し、我が国経済の発展と文化の興隆に寄与することを目的と

した業界団体です。世界中がインターネットで結ばれ、エレクトロニクス技術と IT（情報技術）

が、様々な形でグローバルに浸透しています。このエレクトロニクスの進化と IT の進展により、

情報・通信・映像・音声等の技術が融合して新しいシステムや製品が生み出され、経済社会のみ

ならず、人々の生活や文化に至るまで、従来の枠組みを超えた大きな変化がもたらされています。 



 
 

－2－ 

JEITA は、まさに 21 世紀のデジタル・ネットワーク時代を切り拓いていくことを使命としており、

電子情報技術の発展によって、人々が夢を実現し、豊かな生活を享受できるようになることを願

っています。 

このため、政策提言や技術開発の支援、新分野の製品普及等の各種事業を精力的に展開すると

ともに、地球温暖化防止等の環境対策にも積極的に取り組んでいます。 
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２．省エネルギー制御技術が求められる社会的背景 
 

1992 年に採択され、1994 年に発効した地球温暖化問題に対する国際的な枠組みを設定した条

約：気候変動枠組条約を機に、その加盟国が物事を決定するための最高決定機関として締約国会

議（Conference of the Parties、通称「COP」）が設置された。第 3 回目の COP3 において、数値目標

を織り込んだ京都議定書が採択された。さらに、2005 年 2 月 16 日には、法的拘束力を持つ国際

法として批准された。 

今や COP は地球温暖化対策の場として受け止められ、その地球温暖化の深刻な状況に対する決

定事項や発表内容はグローバルな影響を持つ。その間、2006 年には英国政府よりスターン・レビ

ュー：「気候変動と経済」が発表された。また 2008 年にアカデミー賞を受賞し、ノーベル平和賞

受賞のはずみとなったアル・ゴア元アメリカ副大統領によるドキュメンタリー映画「不都合な真

実」など、地球温暖化への問題意識が高まってきた。我々日常生活においても、温度上昇や異常

気象などの地球温暖化の脅威が身近に感じられるようになってきた。 

地球温暖化問題の重要性が世界的に認知されることにより、省エネルギー技術の普及は、その

重要かつ即効的な対策手法として脚光をあびてきている。国内でも、省エネ法の段階的強化が進

んでおり、多くの事業所で省エネ活動が活発に行われてきている。特に、工場（含むプラント）

や業務ビル（商業・住居を含めた）等の二酸化炭素（以下、「CO2」）排出量（2006 年度の CO2排

出量 12 億 7,400 万 t の 71％を占める）の削減は産業界にとって大きな課題になっている。 

 

2.1. 省エネ法の段階的強化 
オイルショックを契機に 1979 年に制定された省エネ法は、エネルギー資源のほとんどを輸入に

頼る我が国の省エネ技術促進と普及に多大な貢献を果たした。その後、地球環境問題の認識が高

まり、特に二酸化炭素の排出による地球温暖化への対応が求められるようになった。1997 年には

京都議定書が採択されたため、1998 年に大幅な改正が行われ、輸送分野への新規適用、オフィス

ビルへの適用拡大などの改正が行われ、トップランナー方式の導入なども行われた。また、地球

温暖化対策の切り札として、近年も工場単位の規制から事業者別の規制への変更など段階的に強

化されてきている。京都議定書の約束（90 年比 6％削減）の達成が危ぶまれる1なか、今後もさら

に規制の強化などが行われると考えられる。 

 

2.2. 地球温暖化対策への動き 
地球温暖化へ、温室効果ガス削減のために以下の主な対策が展開されている。 

- 新・代替・再生エネルギー 

- 自然エネルギーの活用 

- 省エネルギー 

- 自然の再生（森林移植など） 

- 原子力の活用 

                                                        
1 基準年（1990 年）CO2排出量 11 億 4,400 万 t に対し、2006 年度は同 12 億 7,400 万 t（11％増加）となっており、

2008-2012 年の約定期間内にマイナス 6％を達成するためには、6％＋11％＝17％の削減が必要である。 
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本報告書の巻頭言にある、2050 年までに日本の CO2 排出量を 70％削減する低炭素社会のビジョ

ンを実現するためには、これらの対策を並行して進めていくことが必要不可欠となる。 

20 世紀の省エネルギーは「できるだけエネルギーを使わない設備・装置およびそれを可能にす

る製品」すなわち高効率化装置・設備の開発＆導入が主体であった。これに対して、温暖化対策

が求められる 21 世紀の省エネルギーは「無駄なエネルギーは使わない」の進化が期待され、シス

テム全体としてのエネルギー最適運転が課題となる。 

事業所のエネルギー供給源を担う動力・熱源設備側はそれ自身の省エネルギーが実現しても、

エネルギー・ユーザ側（需要側）におけるダイナミックなエネルギー消費変動に見合ったもので

ないと、事業所全体としての省エネ効果は実現できない。事業所における環境対策およびエネル

ギー・コスト削減においての最優先項目は、供給設備側の省エネの実施、そこから供給するエネ

ルギーの搬送、そしてその貴重なエネルギーを生産側がどう効率よく消費するかの事業所全体の

省エネルギー対策を持続的に実施し、最適の状態を維持する体制の確立と運用である。また、温

暖化対策における企業社会責任（以下、「CSR」）により 21 世紀の省エネルギーは、コスト削減に

よる事業利益の改善だけでなく、企業コンプライアンスの面でも大きな動機付けとなっている。 

 

2.3. 省エネルギー制御技術への期待 
これまでの省エネルギー対策は、設備や装置の更新の際に、省エネタイプの設備や装置に置き

換えを行うという対策が主流であった。ところが、高額な投資のわりに成果が出にくい場合が多

くあった。制御技術を活用した省エネルギー手法は、既存設備を有効活用でき比較的安価な投資

で大きな削減効果を期待できる省エネ手法として着目されつつある。既存設備を活かしながら無

駄なエネルギー利用を削減することができる「省エネルギー制御技術」は、エネルギー利用の「見

える化」によるエネルギー管理の高度化と共に、今後必要性が大きく拡大すると考えられている。 
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３．省エネルギービジネスを取り巻く状況 
 

本章では、省エネルギービジネスを取り巻く周囲状況について、顧客側、ベンダー側、さらに

これらの背景となる国の政策などについて解説する。 

 

3.1. 省エネルギー技術と省エネルギービジネス 
省エネルギー技術は、素材、生産、燃焼、電気、機械、建築、制御など技術的に大変広い分野

にわたる総合技術である。また、省エネルギー技術の適用にあたっては、経済環境、エネルギー

需給事情、地球温暖化対策などを背景とした、国の法律や補助金制度などの政策をよく理解して、

顧客のニーズに最適な手法を選択する必要がある。 

省エネルギービジネスは、これらの技術や政策を活用した省エネ対策製品やソリューションを、

顧客（省エネルギー事業受益者2）のニーズに合わせてベンダー（省エネルギー事業推進者3）が提

供するのが基本である。下図にこれらの影響要因を示す。 

 

省エネ事業受益者のモチベーション 経済性、法規制対応、地球環境保全、達成感等

　　ビジネス　　製品、ソリューション

影響要因

国の政策 エネルギー官吏等の法律、補助金制度、トップランナー方式等

経済環境 エネルギー需給事情 グローバル化 地球環境問題 NEW

技術 素材、生産、焼却、電機、機械、建築、制御等

省エネ事業推進者のモチベーション 顧客満足、省エネ成果、地球環境保全、達成感等

 

図 3.1：省エネルギービジネスを取り巻く状況 

 

近年、より高い省エネルギー効果を得ることを目的に、エネルギーの需要側（特に生産設備側）

までを対象範囲に含めた省エネルギー手法が展開されてきている。このような場面では、従来以

上に顧客のモチベーション、特にエネルギー利用者の省エネルギーに対する動機付けや、社内組

織間の連携が必要になってきている。今後は、ベンダーと顧客の各組織の方々を交えた、「チーム

で取り組むスタイル」の省エネルギー対策が増加するものと思われる。 

                                                        
2省エネルギー事業受益者：省エネルギーにより、コスト削減と低炭素社会への貢献を目指す事業者 
3省エネルギー事業推進者：省エネルギー技術を用いた商品・サービスを省エネルギー事業受益者に提供する事業者 
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3.2. 21 世紀の省エネニーズとビジネス環境 
21 世紀を迎え、顧客のニーズは、従来のコストダウン主体の考え方から発展し、下記のように、

より多くの条件が加わった高度なものになってきている。 

- 地球温暖化対策目標（ISO14000 など）の達成 

- 高い省コスト性能と省エネ法適合 

- 低コスト、低リスクでの導入＆運用 

従来は、エネルギーを多用する設備・機器を省エネルギー対策型に置き換えることで目的を達

することができたが、現在では、設備・機器の置き換えに頼るだけでは十分な効果が得られない

ことがわかってきた。設備使用者のエネルギー・コストへの認識を高め、無駄なエネルギー使用

を明らかにするためのエネルギー管理システムの導入をはじめ、原動力設備（ユーティリティ設

備）と生産設備を連動させて無駄の発生を抑制するなどの高度な対策手法が取られるようになっ

てきている。このような場合、ベンダー側だけでは課題解決ができず、顧客側の関連組織を含め

た省エネルギーチームのような形で組織横断的な対応を行うと、高い効果を得られることが知ら

れている。 

 

3.3. 国の政策の重要性 
我が国では、1970 年代の石油危機にスタートした省エネ法や、関連する政令、補助金制度、報

奨制度、省エネルギーセンターをはじめとする支援機能が充実している。この結果、世界一のエ

ネルギー使用効率（GDP あたり）を実現している。また近年、温暖化対策のための法律や政策も

これらとリンクして施行されている。 

国の政策はエネルギー需給構造によって大きく異なるため、英国の政策事情について調査した。

これを Appendix 2 に示す。英国の政策の特長は、省エネルギーが温暖化対策のなかの一要素とし

て位置づけられていること、また補助金を排出権取引の加速要素として活用することで、経済発

展と CO2削減の両立を図っているところにある。今後の結果に注目したい。 

 

3.4. 国際規格の重要性 
ISO ではエネルギー・マネジメントの国際規格（ISO50001）の開発を始めている。この規格は

ISO9001や ISO14001と同様のマネジメント規格で、エネルギー利用の効率化に目的を絞っている。

本規格が普及することにより、省エネルギーの管理手法が標準化され、先進国のみならず、途上

国の省エネルギーが進むことが期待されている。 
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４．省エネルギー技術の転換 
 

省エネルギー対策は、主に省エネルギータイプへの機器・設備の買い替えによる個別対策の手

法からスタートし、次第にエネルギー管理による見える化に進んでいく。さらにエネルギーの需

要側と供給側の連携による全体最適に至る。本章ではこの流れと、それぞれのステップの課題に

ついて解説する。 

 

4.1. 個別対策 
民生部門の省エネルギーは、省エネルギータイプへの買い替えが主体である。下図に示すように、

民生部門では省エネルギータイプの商品への買い替えにより省エネルギー対策が進んできている。 

 

 

図 4.1：省エネルギータイプへの買い替え 

 

しかし、ビルや工場の場合、「買い替え」だけでは対策が不十分である。「単体」として優秀な

省エネルギー性能を持つ設備や装置の導入が進んでいるが、期待した効果が出ない場合も多い。

これは、ビルや工場が、これらの設備や装置を組み合わせて運用されるため、最高の省エネルギ

ー性能が得られる条件では運転できないことに起因する。後述するように、さらに効果を高める

ためには、これらを組み合わせ、実際の負荷条件で最適になるようにする必要がある。 

 

図 4.2：ビルや工場の動力設備 

 

4.2. 見える化 
単体での個別対策が行き詰ると、つぎのステップは「見える化」によるエネルギー管理である。

エネルギーは有効に使われてこそ意義がある。このためエネルギーの使用量だけ見ていても管理は

できない。有効に使われたか否かを知り、無駄なエネルギーを抑制するように施策を回すことが、

エネルギー管理、すなわち「見える化」による PDCA 活動である。このためには、エネルギーとエ
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ネルギーを利用した結果の指標（例；生産量など）を同時に計量し、エネルギーの利用効率を分析

する「原単位の解析」が必要である。各社から様々なエネルギー管理ツール（システム）が提供さ

れているが、これらを活用して原単位の解析から無駄を見つけ対策を行うことが最も重要である。 
 

下図にエネルギー管理ツールによる原単位の解析事例を示す。 
 

 

 

図 4.3：原単位解析事例 

 

顕著なエネルギー利用設備に着目し、その原単位（Specific Energy Use）の変動から、無駄の発

生を発見し、許容値に抑える対策を行う。この例は短期間の無駄（設備の使用スケジュールなど

に起因）を「見える化」した事例であるが、長期間の変動を移動平均などの手法で「見える化」

すると、設備の劣化などに起因するエネルギー効率の悪化を捉えることもできる。原単位の変動

に着目したこの手法は、設備やラインの単位から、工場全体までの各種の規模で実施効果がある

ことが実証されている。 

また、この「見える化」されたデータを組織内で公開することにより、競争原理による省エネ

ルギー意識向上、特に無駄な設備の停止などに大きな効果がある。 

一般的に、エネルギー管理システムの導入により、2 割程度のエネルギーの無駄を削減する効

果があるといわれている。 

 

4.3. 省エネルギー対策のステップ 
省エネルギー対策は、買い替え、見える化（計測）とステップを踏んで進められる。 

このステップを下図に示す。「見える化」のステップには個別対策が含まれる。見える化により、

無駄なエネルギー使用が特定でき、対策効果の予測精度が高まることにも注目する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4：省エネルギー対策のステップ 
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ステップを進めることで、大きな省エネルギー効果も得られるが、投資の観点から考えると、

次第に手間がかかるようになり、投資額も大きくなりやすい。このため、特に「見える化」のス

テップでは、段階的な投資・効果確認が求められている。 

実際の省エネルギービジネスでは、改善効果を「定量的」に把握する必要がある。この定量的

な評価には、導入前の投資決定の段階と、導入後の実施評価の段階で、別々の指標が必要になる。

Appendix に両者についての調査検討結果を示す。 

 

4.4. 省エネルギー技術の課題 
世界で最も優れた省エネルギー技術と実績を持つ日本には、すでに省エネルギーができるとこ

ろはやりつくしたという感がある。しかしながら、以下のような課題があることは意外に知られ

ていない。以下は省エネルギー対策の各ステップにおける課題をまとめたものである。これらの

課題を解決していくことが、省エネルギー技術の普及を助け、我が国の誇る省エネルギー実績を

さらに高めていくことになる。 

1. 見えない無駄 【最初の第一歩の課題】 

省エネルギーは当該設備の無駄を発見するところから現場での改善活動が始まる。ところ

が、無駄の発見のための初期投資に踏み切れない場合が多い。無駄の存在と発生条件さえ

見つかれば、比較的簡単な手法での対策が可能で、しかも大きな効果が出る場合が多い。

高級な省エネルギー手法を導入する前に、まず無駄の「見える化」の普及、すなわち生産

活動と、生産活動に必要なエネルギーの関連を計測・比較する計測インフラの普及が必要

である。 

2. 省エネルギー改修の難しさ 【実際の改修時の課題】 

新しい建物や工場に最新の省エネルギー技術を適用することは行われてきているが、既設

の建物や工場の省エネルギー改修は、設備を運用しながら行うことになるため、リスクや

費用など多くの制約があり大変難しく、結果として多くの無駄が放置されている。 

3. 部分最適の無駄 【さらなる省エネルギーのための課題】 

各種の装置や設備の単位での、個々の省エネルギー技術は進んできたものの、これらを組

み合わせて用いる場面では、特に部分負荷の状態で無駄が発生する場合が多いことが認知

されてきた。最大負荷条件などを元にした、設備単位での部分最適から、系全体の全体最

適を追求する試みが始まっている。 

4. クロスオーバー技術の課題 【共通した課題】 

省エネルギー技術は、すでに知られている物理的な原理や理論を組み合わせることにより

発達したクロスオーバー技術である。また、省エネルギーソリューションビジネスの場合

には、理論だけでなく、事前に対象設備の稼働状況を調査し、調査結果から効果を試算し、

導入後に効果を計測・検証する必要があるため、設備技術やモデル化技術、統計解析技術

なども必要になる。このように、異分野の技術を組み合わせることから、広い範囲の技術

力が必要になり、さらに数値解析などのエンジニアリングが煩雑になるという課題がある。 
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5. 各種の省エネルギー手法の比較に関する課題 【共通した課題】 

一般的に顧客は施設の省エネルギー計画を立てる際に、各種の省エネルギー手法から導入

効果や投資可能金額、導入時の各種の制約、導入後の維持管理などの観点から検討を行い、

最適な手法を選択する。この際に、各種の省エネルギー手法の相互比較をするための性能

指標が無く、適切な手法を選択しにくいという課題がある。 

 

4.5. 革新的省エネルギー手法 
前節で述べた省エネルギー技術の課題の解決は容易ではないが、「見える化」の次のステップと

して、「部分最適の無駄」を省く「省エネルギー制御技術」が実用化され、導入が進んできている。

制御技術の応用は、既存の設備を活用するため、比較的低コストで導入できること、無駄に使わ

れているエネルギーを省くため、大きな削減効果が期待できることから、費用対効果が高い。次

章では、この革新的省エネルギー手法である「連携制御」について詳しく解説していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5：個別対策／見える化／連携制御の関係 
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５．連携制御 
 

ビルや工場などでは、電気やガスや燃料などの一次エネルギーだけでなく、これらを用いて蒸

気や冷温水、圧縮空気などの二次エネルギーを作り、冷暖房や製造設備の運転に使っている。供

給側には、受配電システム、配電設備、コンプレッサ、コジェネシステム、熱源システム（ボイ

ラー、冷凍機、ポンプ、冷却塔など）などの設備群が配置され、これらから電気配線、圧縮空気

配管、冷水や温水、蒸気などの配管群が需要側設備群に複雑に接続されている。 

 

供給設備 需要設備

電気

ガス・燃料

受配電システム

コジェネシステム

コンプレッサ

配電設備

熱源システム

電気

圧縮空気

蒸気

冷水・温水

照明設備

空調機器

生産システム

オフィス

 
 

図 5.1：事業所における供給と需要の関係 

 

近年は性能の優れた個々の設備や装置の導入による省エネルギー対策（個別対策）が進んでい

る。また見える化によりエネルギー使用量の実態把握を行い、省エネルギー活動を推進すること

も行われている。しかしエネルギーは貯蔵や移動が難しいため、需要と供給のミスマッチによる

無駄が発生しやすく、またビルや工場などでは最大需要に合わせて供給設備を設計しているため

需要が少ないときに単純に供給を絞るだけでは全体の効率が悪化するなど改善の余地がある。 

連携制御は、このような需要と供給のミスマッチによる無駄や、複数の供給設備間で生じる無駄を

削減するため、需要側、供給側の設備同士を互いに連携させ、全体を最適に制御するシステムである。 
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5.1. 連携制御とは 
連携制御とは、需要側、供給側の設備同士を互いに連携動作させ、これらを組み合わせた系の

エネルギー使用効率を最適に保つシステムである。連携制御にはさまざまな形態があり、需要に

合わせた供給設備の運転を行うことで需給のミスマッチによる無駄を省く「需給連携」、供給設備

内の組み合わせ最適化を行うことで供給側の無駄を省く「供給連携」の 2 種に大別される。 

供給設備 需要設備

電気

ガス・燃料

受配電システム

コジェネシステム

コンプレッサ

配電設備

熱源システム

電気

圧縮空気

蒸気

冷水・温水

照明設備

空調機器

生産システム

オフィス

需給連携

供給連携

 

図 5.2：需給連携と供給連携 

 

需給連携には需要量の現在値を用いる方式だけでなく、生産計画や気象データなどを用いた需

要予測に基づく方式がある。また通常の需給連携に加え、供給設備の能力を超える需要があった

場合に操業調整や生産計画変更を行う需給双方向の連携を行う高度な方式もある。 

連携制御は、従来独立して動作していたシステム同士を接続し、最適な動作をさせるものであ

る。このため、高額な材料や大掛かりな装置が不要で、物理的にはコントローラやパソコンなど

で実現され、ソフトウェア作成やエンジニアリングなどが主体である。このため、供給設備、需

要設備を段階的に連携させることにより、一歩一歩省エネルギーを進めることが可能である。 

連携制御は、後述するように、潜在する無駄を省くように動作するため、無駄の絶対量が大き

な施設では、コストパフォーマンス（投資対効果）が非常に高い。このように、連携制御は、既

存の供給設備、需要設備を有効に使い、高い省エネルギー効果を実現する革新的な技術である。 
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5.2. 連携制御のポテンシャル 
図 5.3 に連携制御による国内の省エネルギーの期待貢献度を示す。 

産業部門

7,232 

業務部門

2,810 

家庭部門

2,139

運輸部門

3,674 連携制御の
ポテンシャル

約500PJ*

* 産業部門、業務部門のそれぞれ5％と推定
* PJ:ペタ（１０１５）ジュール

資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」
エネルギーバランス表（2007年度）より

連携制御による期待貢献度

PJ

PJ
PJ

PJ

 

図 5.3：連携制御の期待貢献度 

 

資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」エネルギーバランス表（2007 年度）に基づき作成し

たもので、日本の総エネルギー需要の 62％を占める産業部門と業務部門のそれぞれ 5％が連携制

御により削減可能と考えられる。そのポテンシャルは約 500PJ（ペタジュール）と、100 万 kW の

発電所 5～6 箇所分の年間発電能力に相当するものと試算される。 

 

5.3. 連携制御の効果 
図 5.4 は、各種の省エネルギー機器や省エネルギーソリューションについて、炭酸ガス削減単

価という指標を用いて投資効果を比較したものである。 

縦軸の「炭酸ガス削減単価」とは、炭酸ガスを１t 削減するために、いくら投資すれば良いかを

示したもの、小さいほど優秀な省エネルギー手段ということになる。横軸は「炭酸ガス削減量」

を示す。右側に行くほど、絶対値として大きな削減量を得ることができる。 

青いマーカーは、変圧器や熱源装置など機器単体で省エネルギー効果を高めたものの事例であ

る。赤いマーカーは、連携制御の事例である。 

平均的な省エネルギー改修の「炭酸ガス削減単価」は約 11 万円程度である。連携制御はこれに

比べて大幅に安価なソリューションであることがわかる。また、青いマーカーの機器単体の導入

時に比べても大幅に安価であることがわかる。 
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図 5.4：連携制御の効果 

 

注 1： 炭酸ガス削減単価は炭酸ガス 1t を削減するために必要な投資金額 

注 2： 機器単体の場合は省エネルギータイプと標準タイプの差額で計算。工事費を含まない。 

「BE 建築設備」2005 年 12 月号、2006 年 1 月号記事などより作成 

注 3： 連携制御は工事費込み。年間保守費含まず。 

注 4： 平均的な省エネルギー改修の単価は、日経産業新聞 2006 年 12 月 25 日より引用 

 

5.4. カテゴリー 
「連携制御」は以下の 4 つのカテゴリーに分けられる。 

 

5.4.1. 供給機器連携 

供給設備内での各機器の特性を考慮した運転を供給機器連携と分類した。図 5.5 に示すように、

供給設備内の機器の組み合わせや設定を最適配分してコストあるいは CO2排出量を最小化するも

のである。電気冷凍機とガス冷凍機など電気を使う熱源と燃料・ガスを使う熱源の最適配分や、

複数台の同一ボイラーなど機器個々の特性を考慮した最適配分を行う事例が挙げられる。 
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図 5.5：供給機器連携 
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5.4.2. 供給設備連携 

近隣の供給設備間の連携による運転を供給設備連携と分類した。図 5.6 に示すように、複数の

供給設備が供給する二次エネルギーを需要設備が共有するものである。工場内の複数供給設備を

一つの供給設備とみなした最適配分や、隣接工場の供給設備を一つの供給設備とみなした最適配

分を行う事例が挙げられる。 
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図 5.6：供給設備連携 

 

5.4.3. 需給連携 

需要設備の需要量に応じた供給設備の運転を需給連携と分類した（図 5.7）。需要量の実際値に

基づいた供給機器の最適配分や、需要量の予測値に基づいた供給機器の最適配分を行う事例が挙

げられる。 
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図 5.7：需給連携 

 

5.4.4. 需給双方連携 

供給設備の能力を超える需要がある場合需要側の調整を行うような、需要設備の需要量に応じ

た供給設備の運転を需給双方向連携と分類した（図 5.8）。供給能力を超える場合操業調整を行う

場合や、供給能力を超える場合生産計画変更を行う場合が考えられる。 
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図 5.8：需給双方向連携 

 

5.5. 導入事例（供給連携の代表事例） 
連携制御の代表事例として、地域冷暖房供給設備の熱源制御がある。地域冷暖房供給設備は、

その地域のオフィスや病院、商業施設、住居等の冷暖房用空調設備を中心とした冷水・温水・蒸

気といった温冷熱需要に対してそれらを一括製造し、地下に埋設された配管を経由して供給する

設備である。設備は図 5.9 に示すように蒸気を生成するボイラー群、電気を生成し廃熱から蒸気

を生成するコジェネレーション、蒸気や電力から冷水を生成する冷凍機群、蒸気から温水を製造

する熱交換器群等、容量やタイプの違う複数の熱源機器から構成されている。また、冷熱や温熱

を蓄える蓄熱槽を備えている設備もある。蒸気、冷水、温水の需要は、春夏秋冬の季節や平日、

休日といった曜日、時間帯などによって、刻々と変化する。連携制御を導入することにより、こ

の需要変化に合わせてボイラー・冷凍機といった構成機器を連携させて効率良く運転させ、CO2

発生量あるいは電力・燃料コストを最小にしようとするものである。 

 

 

 

図 5.9：地域冷暖房供給設備 
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ユーティリティ設備 制御システム

需要予測システム 最適化運用計画 
システム

運転実績データ 

機器効率

運用制約条件予測値 

連携制御の系 

連携制御（中核部）

 

図 5.10：連携制御の系 

 

連携制御のカテゴリーとしては、需要予測を行い、それに従い供給側設備の負荷配分を行う「需

給連携」と複数の多様な原動力機器を連携させて、効率の良い運転を実現する「供給連携」の機

能を持つことになる。 

従来の地域冷暖房供給設備では、運転員の経験と勘に頼った運転で、需要側の蒸気や冷温水の

需要を満足するのを第一とし、どうしても余裕の大きい運転となりがちであった。また、いろい

ろなタイプのまた容量の違う複数の熱源機器を扱い、蓄熱槽といた熱のバッファをいかに運用す

れば設備全体の効率を最大に高められるかを判断するのは、その複雑さのため運転員が判断する

のは困難であった。 

連携制御を導入することにより、「需要予測システム」で需要側の蒸気・温冷熱需要を高い精度

で予測することができ、その需要予測に応じた最適な熱源機器・蓄熱槽の運用を「最適運用計画

システム」で計算し、運転員に対してガイダンスとして与える。効率の良い機器の優先使用、需

要予測に合わせた蓄熱槽の有効利用により、１次エネルギー・コストの約 3.1％を削減することが

でき、金額にして約 9.2 百万円／年の削減ができた。単純回収年として、約 5 年となる。 

ここでは、「地域冷暖房供給設備」を実施例としてあげているが、同様な適用は自動車組み立

て工場のようなエネルギー使用量の大きな生産工場の原動力設備などにも多くの実施例が報告さ

れている。 
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６．連携制御：中小規模施設への普及をめざして 
 

前章では、連携制御による炭酸ガス削減重量あたりの投資金額が最も経済的であること（CO2

削減量あたりの投資金額が最も安価である）が説明された反面、現状では、削減量が大きなとこ

ろ、すなわちエネルギー消費量が大きな施設（大規模施設）への導入に偏っている。これは、連

携制御を導入するために、対象設備へのカスタマイズのためのエンジニアリングの費用が主とな

り、この費用（工数）は大規模・小規模にかかわらず設備構成の複雑さに比例して必要になるこ

とにある。このため、エネルギー消費量の大きな大規模施設には経済性効果が出ても、中小規模

施設では、採算面で足踏みをすることになる。 

省エネルギーを実践する上で、中小規模施設が連携制御についてどのように考え、どのような

位置づけでとらえられているか、2007 年度に調査を行った。その調査に協力をいただいた以下の

2 社より、2008 年 3 月に開催された、第 2 回「産業社会制御システムフォーラム」において、連

携制御への取組みをテーマとした事例発表がされた。 

- 宮崎県農協果汁株式会社（宮崎県） 

- 濵田酒造株式会社（鹿児島県） 

本章では、中小規模事業者が連携制御技術からなにを期待しているのか、発表内容の概略を紹

介しながら、説明する。 

 

6.1. 宮崎県農協果汁：省エネルギー意識が連携制御技術を生む 
宮崎農協果汁は、2003 年より、制御システム・メーカーとパートナーシップを組み、省エネル

ギーを実践したことが連携制御の取組みのはじまりである。パートナーシップの中で、本工場は、

まず工場内でどのような省エネルギー機会が存在するのかを、専門家による工場内調査を実施し、

改善実施計画を立て、「見える化」システムを段階的に導入しながら、省エネルギー対策を実施し

た。その結果、当初 25,000 t- CO2を排出していた本工場は、2006 年にはその排出量を 19,000 t- CO2 

台まで改善した。この省エネルギー効果の「見える化」により、経営層は次段階の投資を決断し、

2007 年に重油から天然ガス転換を完成させた。2008 年度には CO2排出量を 15,000 t- CO2 まで削減

すること見通しである。 
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本工場の主な省エネルギー実施項目を以下の表に示す。 

表 6.1：省エネルギー実施項目 

1. 見える化によるデータベースの説得による削減活動 

 - エアコンの温度設定変更 

- 冷却水の使用量 

- 照明 

2. 圧縮空気コンプレッサの必要な台数強制停止（ライン洗浄・型変え時に停止）

3. 圧縮空気コンプレッサの順次省エネルギータイプへリニューアル 

4. 蒸気配管の順次整備 

5. 基本電力契約の変更 

6. 冷却水ポンプのインバーター化 

7. 製品仕様による冷却水温度管理運用 

8. LNG 転換による省エネルギータイプ・ガス・ボイラーのリニューアル

（エコノマイザー、台数制御など） 

 

CO2 排出量を 5,000 t-CO2下げた割には、実施項目はそれほど投資をかけていない。また投資が

かかる項目も、年度ごとの設備投資予算を賢く利用した。 

連携制御を検討するにあたり、「見える化」の浸透が必要不可欠である。それは、中小規模で技

術を導入する際、投資を分散するための段階的導入を進める上で、その効果をリアルタイムに評

価することが経営層から求められていることに背景がある。「見える化」の意義として、以下の表

に示す。 

表 6.2：「見える化」の意義 

1. 工場内を自在に動き回るエネルギーを追いかけることができる 

2. 定量化によるエネルギーの現状の把握 

3. 無駄な投資の防止（「見える化」により冷凍機を増設しなくてすんだなど） 

4. 総量/原単位、双方の省エネルギー目標が容易に設定できる 

5. 日毎の原単位評価実施で、成果をタイムリーに次の行動へ移すことができる 

6. 成果を金額などでタイムリーに経営層へ報告でき、次への指示が受けられる 

7. とった行動の成果が評価される達成感が得られる 

8. 設備改造等も踏まえた、省エネルギー化の計画的活動への展開ができる 

9. 省エネルギー効果を維持、またはさらに進化する上でのエネルギー管理運用に

おける改善ポイントの洗い出しができる 

10. WEB 化で幅広い『見える化』により従業員の意識向上が図られた 
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発表者が特に強調したのは、「『見える化』により経営層へ具体的な数字を即報告でき、即判断

を仰ぐことができた」ことで、連携制御をすすめる上で、顧客の経営層とコミュニケーションが

いかに重要で、また「見える化」がそのコミュニケーションを促進することがわかる。 

今後の連携制御技術の応用について、製造現場の生産性向上と品質改善による省エネルギーを

目指すことが説明され、それを可能にするには、制御機器システム・メーカーとの幅広いパート

ナーシップが中小規模事業所が連携制御技術を導入することに不可欠である。連携制御技術は今

までの情報処理や制御という、ソフトウェアやエンジニアリング工数にとらわれることなく、連

携制御技術を担う制御機器システム・メーカーが中小規模事業所ユーザとのパートナーシップを

組み、コストダウンと CO2 排出量削減へ目標を共有したときにその技術が中小規模施設へ受け入

れられると考える。宮崎県農協果汁が連携制御に期待することは以下の問題提議項目で表れてお

り、連携制御への要件定義へ貴重な項目である。 

表 6.3：連携制御導入への要件 

1. 消費者の好みの多様化により、少量多品種で臨む中小規模食品・清涼飲料工場

にとって、連携制御は全自動制御でないほうが好ましい 

2. 各々の現場の状況変化に柔軟に対応する連携制御技術であること 

3. 各々の現場の働く人の意欲を向上し、工場の生産効率を上げ、達成感をもたら

す、人を中心とした連携制御技術であること 

4. 人が現場の安全・安心を担保し、最高品質の商品を最小のエネルギー量でつく

りあげることのできる管理手順を支援する連携制御技術であること 
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6.2. 濵田酒造：エネルギー供給における連携制御の適用 
明治元年に創業し、数々の銘酒を提供してきた濵田酒造は、2000 年にいちき串木野市西薩中核

工業団地内に工場（壱の蔵）を設立した。焼酎需要を反映し、2005 年に工業団地内の市道をはさ

んで、第二工場（弐の蔵）を新設、傅藏院蔵としてエネルギー管理の運用を開始した結果、無指

定からいっきに第一種エネルギー管理指定工場へ昇格した。（以下、図 6.4 参照） 
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20002000年第一工場新設年第一工場新設

 

 

図 6.4：濵田酒造傅藏院蔵エネルギー境界線 

 

指定工場として義務付けられるエネルギー管理者を有していなかった濵田酒造は、エネルギー

管理運用の資格を有する制御機器システム・メーカーとパートナーシップを組んで、第一種エネ

ルギー管理指定工場へ昇格を法令順守だけではなく、事業機会ととらえ、積極的な省エネルギー

を展開した。 

パートナーシップの下、濵田酒造は以下の基本的なアクションをとった。 

- トップによる省エネルギー実施の宣言 

- エネルギー管理運用の導入（管理標準策定と運用） 

- 工場内調査の実施による省エネルギー機会項目の抽出と実施項目の中長期実施計画への反映 

専門家によるエネルギー実態調査をした結果、傅藏院蔵では以下の二つの供給連携に関わる省

エネルギー実施項目が抽出され、経済性効果の検討の下、実施した。 

 壱の蔵・弐の蔵それぞれの受電系統と契約の傅藏院蔵としての一本化 

 壱の蔵・弐の蔵それぞれの蒸気系統を傅藏院蔵としての一体化 
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6.2.1. 壱の蔵・弐の蔵それぞれの受電系統と契約の傅藏院蔵としての一本化（以下、図 6.5 参照） 

 

 
 

図 6.5：受電系統と契約の一本化 

 

壱の蔵・弐の蔵それぞれの蒸気系統を傅藏院蔵としての一体化（以下、図 6.6 参照） 

 

 

 

図 6.6：蒸気系統の一体化 

 

工事は 2008年 6月から 7月に計画されており、8月から供給連携の運転を開始する予定である。 

投資効果については、年間 900 万円コスト削減の見通しの中で、2,100 万円の投資が見込まれ、
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投資回収年数 2.3 年という経営判断があり、その成果の定量化についての取り決めがこの工事の

重要な項目であった。 

省エネルギー成果の定量化については、原単位によるパフォーマンス比較を実施することとな

った。焼酎製造には主に表 6.7 に示す工程があり、その焼酎の種類により、エネルギー、特に蒸

気の消費パターンが違う。 

表 6.7：蒸気の消費パターンを左右する焼酎製造工程 

払出し 

（製麹） 

 
一次仕込 

 
二次仕込 

 
蒸留 

 商品化 

（ボトリング）

  黄麹 

黒麹 

白麹 

 麦 

芋 

米 

蕎麦 

 常圧 

減圧 

試作 

 ビン洗浄 

 

 

 

蒸気の消費に影響する工程パターンを分析した結果、焼酎の仕込や蒸留方法によって、年間約

110 パターンが存在することが判明した。供給連携による省エネルギー工事完了予定している

2008 年 8 月の 14 ヶ月前より、各パターンの一日のエネルギー消費データを記録し、そのデータ

を省エネルギー成果比較の基準（ベースライン）とし、2008 年 8 月以前と以後の同一パターンの

一日エネルギー消費量原単位を比較して、毎日の省エネルギー成否を出し、その累計により 1 年

の省エネルギー量の定量化を量る計画であることが示された。 

濵田酒造では、供給連携で結果を出した次のステップとして、「見える化」の充実をすすめ、以

下の図に見られるような需給連携に取り組む意向を示した。 

 

 

 

図 6.8：需給連携への期待 
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特記事項（2008 年 3 月以降の状況）： 

フォーラムにおける事例発表の後、本工場では、供給連携による省エネルギー実施をはじめた

2008 年 8 月より 2009 年 3 月末までの 8 ヶ月の間、省エネルギー・コスト削減目標 900 万円に対

して、すでに 700 万円の成果が出ていることが判明し、経営層に報告した。 

 

6.3. 普及への提案 
事例でわかるように、制御機器システム・メーカーとのパートナーシップを組み、エネルギー･

データを共有し、その事業所の事業方針の優先順位に合わせた段階的導入を計画したとき、連携

制御は低価格で実現可能な優れた技術であることがわかる。パートナーシップの中で、設備の保

守保全、設備更新やエネルギー管理運用の情報共有化をすることにより、複雑な既設設備を調査

したり効果試算をしたり検証をしたりするエンジニアリング費の削減が可能になり、事前の現場

状況認識が深くなれば、既設設備の改造費用や基本的な計測システムの導入などにかかる工事費

の削減が可能となる。これらの民間における連携制御技術への動向および自主的な努力を国が認

識したとき、省エネルギーを推進する政策も生きてくると考えられる。 
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７．連携制御：導入のすすめ方 
 

本章では、連携制御技術が導入されるまで、どのような要因をクリアし、またどのようなこと

を考慮すべきかを説明する。 

連携制御技術を応用する省エネルギーとは、まず既設の設備を有効利用する前提が背景にある。

従って、「どのような省エネルギー効果がでるのか」という必然的な問合せの答えは、連携制御技

術を応用する前と後のエネルギー消費形態、設備使用率の変化によるエネルギー消費量の差が直

接的な省エネルギー効果である。そのためには前述したように単体での省エネルギーではなく、

各々の連携によって最適な運用を見出し、最大な省エネルギー効果を探ることが基本のため、連

携制御技術を導入する前のエネルギーの運用方法および設備のエネルギー消費実態を理解するこ

とが、連携制御技術の提供者には必要不可欠となる。 

 

7.1. 更なる省エネルギー努力への動機付け 
多くの事業所はあらゆる省エネルギー施策を経て、現在に至っているが経済状況、経営方針に

合わせて操業が変改していくため、いくらエネルギー効率の高い装置・設備を導入しても状況は

常に変化する。 

既存設備における省エネルギーを実施する上で、まず経営者がその省エネルギーをすることで

会社がどのくらいのメリットを得、どのくらいのコストダウンを計りたいかの目標（またはビジ

ョン）を立てる必要がある。その目標（またはビジョン）を可能にするためのアクションは何で

あるか、実態調査をする。それには、まず事業者のエネルギー消費および CO2排出量の実態を理

解する必要があり、そのデータによって何が求められるかを認識することも必要である。 

通常、エネルギー消費および CO2排出量の実態調査では数年前までのデータを分析し、その分

析の中から、その事業所は過去どの程度省エネルギー成果を出しているかを判断する。また生産

データとの相関により、原単位による省エネルギー成果を評価する。その実態を認識した時に、

経営層は更なる省エネルギー努力の必要性を認識し、さらなる省エネルギーを実施するにはどの

ような技術を必要とするかを検討する。 

更なる省エネルギーを実施する意向がでてきたとき、既存設備を有効利用する上で、手動でも

自動でも、エネルギー管理を進めている中で、最適にどのようにエネルギーを運転すればよいか

の検討に入っていく。その時、複数の設備・装置の運用方法についての課題が抽出される。 

その課題が抽出された時点で、連携制御の有効性が検討される。検討の大きなポイントは、何を連

携制御することにより、何が改善され、どの位の省エネルギーの成果を出すかを見極めることである。 

省エネルギーの成果を定めるには、改善前と後を比較する、省エネルギー実施者は、改善前の

ある期間のエネルギー消費と効率あるいは生産状況の実態を定量化した基準（エネルギー・パフ

ォーマンス指標）を決める必要がある。その基準を一般的にベースラインと呼ぶ。そのベースラ

インを決めることが、連携制御の経済性評価をする上で重要であり、プロジェクト化への動機付

けとなる。エネルギー・パフォーマンス指標は、使った燃料に対してどの位の蒸気を発生させる

ことができたかという効率を見極めることや生産量に対してどの位のエネルギーを消費したかを

見極める原単位による指標が一般的に使われる。その詳細については、Appendix 3「原単位エネ

ルギー・パフォーマンス評価について」で解説する。 
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7.2. 連携制御導入への調査・検討・プロジェクト化 
本書の Appendix 1「『連携制御』パンフレット」にあるように、本調査チームは成果物の一つ

として、「連携制御」パンフレットを作成した。その裏表紙に連携制御の「導入ステップ」が紹介

されている。ステップ 1 である、更なる省エネルギーへの動機付けのあと、どのような省エネル

ギーをすすめてよいか、省エネルギーの調査に入る。 

省エネルギーの調査・検討・プロジェクト化へは、以下の表に示す四つのステップが存在する。 

 

 ステップ 1.  
エネルギー管理 

と 
エネルギー影響項目の抽出 

効果・投資の粗見積 

 

   

 ステップ 2.  
マネジメントレビュー 

 

   

 ステップ 3.  
省エネルギー実施候補 

フィージビリティ・スタディ 
と 

経済性効果の分析 

 

   

 ステップ 4.  
省エネルギー工事 

の 
プロジェクト化と手配 

 

 

図 7.1：省エネルギーの調査・検討・プロジェクト化の四つのステップ 

 

ステップ 1. エネルギー管理とエネルギー影響項目の抽出と効果・投資の粗見積 

更なる省エネルギーを進める上で、現行のエネルギー管理運用の実態と現場調査により省エ

ネルギー要因の抽出をすすめる。その実態調査をすすめる上で、複数の装置・設備間での連携

効果や生産部門の作業によるエネルギー消費最適化の可能性を抽出する。それらの入手データ

を利用して連携制御技術の機能および特長を活用して得られる省エネルギー効果と導入の投資

額の粗見積を算出する。 

- エネルギー管理および設備・操業の現況調査 

- 省エネルギー改善の着眼点または可能性のディスカッション予想される改善工事（作業）

案の作成 

- メリット略算定 

- 改修費想定 ＆ 単純投資回収年数 

- 精密診断に向けての必要資料・必要情報 
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ステップ 2. マネジメントレビューによる経営層の判断を仰ぐ 

連携制御技術を用いた省エネルギー要因項目の抽出と効果・投資の粗見積内容を経営層に説

明し、マネージメントレベルの判断を仰ぎ、経営層と合意された実施項目について、導入を前

提とした詳細なシステムの詳細仕様、スケジュールなどの検討を行う。 

 

ステップ 3. 省エネルギー実施候補フィージビリティ・スタディと経済性効果の分析 

マネジメントレビューにより、実施候補とした連携制御技術による省エネルギー実施項目に

ついて、最終要件定義および工事に必要な図面策定を目的としたフィージビリティ・スタディ

を実施し、経済性効果の分析を実施し、結果報告をすることにより、経営層の最終判断を受け

てプロジェクト化とし、仕事を進める。 

 

ステップ 4. 省エネルギー工事のプロジェクト化と手配 

以下のアイテムについて顧客とベンダーの役割分担など決定する 

- 保守保全方針 

- 手配と工事準備 

- 工事に必要な関連書類の準備と提出 

- 対象連携制御システム開発関連ベンダーおよび工事業者手配 

- 連携制御システムテストと受入 
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7.3. 連携制御導入後のエネルギー管理運用フェーズ 
連携制御導入後は以下の表 7.2 に示す、改善運動を継続し、導入した連携制御技術の進化を図

る。 

表 7.2：連携制御導入後のエネルギー管理運用フェーズ 

 マネジメントレビュー  

 
- 連携制御運用改善内容確認 

- 運用フェーズ承認 

- 省エネルギー目標の確認 

- 中長期計画の改訂 

- 管理標準の改定承認 

 

運用フェーズ 運用フェーズ 

- 運用面・技術面改善内容の詳細

調査 

- 改善内容経済性評価の実施 

- 改善内容実施への要件定義 

- 既存運用へ改善内容導入への

計画立案 

 

- 連携制御運用 

- エネルギーデータ回収と解析 

- パフォーマンス/目標成果検証 

- 保守・保全運用 

- 運用面・技術面課題検討 

- 運用面・技術面改善項目の抽出

と内容調査 

 マネジメントレビュー  

 

- 連携制御運用経過報告 

- 省エネルギー成果報告 

- 問題点の報告 

- 運用面・技術面改善内容提案 

- 次回レビューまでのアクショ

ン項目の承認 
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８．結び 
 

今まで連携制御の開発の背景、連携制御の機能・分類を含む、敵応事例などについて説明を行

ってきたが徐々に多種多様な産業で連携制御の導入例が増加してきており、連携制御を導入する

ことで投資コストに十分見合う省エネルギー効果が得られることと、職場一体となったエネルギ

ー管理体制の構築に役立つことを理解されたユーザが増えている結果と評価し、連携制御を推進

するメンバーとしては大きな励みになっている。 

しかしながら連携制御をより広い産業の規模の異なる多くにユーザに使用いただき、地球規模

の省エネルギーおよび低炭素社会の実現に貢献するために今後さらに次のような 3 つのテーマに

取り組んで行きたい。 

まずは、今後広範な使用が期待される燃料電池・太陽光発電などの新エネルギー供給源や二次

電池などのエネルギー貯蔵機器との連携制御の調査・検討が挙げられる。発電コスト、発電条件

など従来のエネルギー源と比較してその特長が大きく異なるためその特性を十分に発揮できる機

能を持った連携制御にブラシアップすることである。 

2 番目として現状のエネルギー管理状況がよく理解できるような「見える化」の普及ツールの

拡充を図って行きたい。実際の導入事例や事前調査から抽出したエッセンスより、どのポイント

をどのように管理するか、また具体的にどれだけの効果が得られたかなど連携制御導入の一助と

なるようなカイドブックを始めとする各種のツール、技術資料の拡充を行って行きたい。 

最後に連携制御をより多くのユーザに導入していただくために、導入を検討中のユーザにとっ

て高いハードルになると予想される障壁を少しでも低くするための活動を技術面に限らず行って

いく。そのひとつに、実際のユーザフィールドを診断できる専門家の充実があげられる。 

導入ステップで紹介した第 1 ステップの初期検討を容易にかつ安価に行えることが重要なポイ

ントになるため、連携制御の導入を検討されるユーザが気楽にコンタクトできる診断専門家の支

援システム構築も本活動の重要な部分と考え各種団体との情報交換を行いながら検討していきた

い。 

省エネルギーを含む地球環境の問題への取組みには終わりなく、継続的な努力が必要である。

我々は連携制御によるユーザとビジネス win-win の関係を構築し、持続可能な地球環境問題への

貢献を行って行きたい。 
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Appendix 1. 「連携制御」パンフレット 
 

 

「個別対策」、「見える化」を進化させる省エネルギー手法
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産業部門

7,232 

業務部門

2,810 

家庭部門

2,139

運輸部門

3,674

PJPJ

個別対策・見える化

ビルや工場などでは、電気やガスや燃料などの
一次エネルギーだけでなく、これらを用いて蒸気
や冷温水、圧縮空気などの二次エネルギーを作
り、冷暖房や製造設備の運転に使っています。

近年は性能の優れた個々の設備や装置の導入
による省エネ対策が進んでいます（個別対策）。
また見える化によりエネルギー使用量の実態把
握を行い、省エネ活動を推進することも行われ
ています。 しかしエネルギーは貯蔵や移動が
難しいため需要と供給のミスマッチによる無駄が
発生しやすく、またビルや工場などでは最大需
要に合わせて供給設備を設計しているため需要
が少ないときに単純に供給を絞るだけでは効率
が悪化するなど改善の余地があります。

供給設備 需要設備

電気

ガス・燃料

受配電システム

コジェネシステム

コンプレッサ

配電設備

熱源システム

電気

圧縮空気

蒸気

冷水・温水

照明設備

空調機器

生産システム

オフィス

連携制御

連携制御は、需要と供給のミスマッチによる無
駄や、複数の供給設備間で生じる無駄を削減す
るため、需要側、供給側の設備同士を互いに連
携させ、全体を最適に制御するシステムです。

連携制御にはさまざまな形態があり、需要に合
わせた供給設備の運転を行うことで無駄を省く
需給連携、供給設備内の組合せ最適化を行うこ
とで無駄を省く供給連携などが実施されていま
す。また生産計画などに基づいた需要予測に基
づく供給設備の運転、供給設備の能力を超える
需要があった場合の操業調整や生産計画変更
を行うこともあります。供給設備、需要設備を段
階的に連携させることにより、一歩一歩省エネ
ルギーを進めることが可能です。

連携制御は既存の供給設備、需要設備を有効
に使って省エネルギーを実現する革新的な制御
技術です。

連携制御の
ポテンシャル

約500PJ*

* 産業部門、業務部門のそれぞれ5％と推定
* PJ:ペタ（１０１５）ジュール

資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」
エネルギーバランス表（2007年度）より

連携制御による期待貢献度

供給設備 需要設備

電気

ガス・燃料

受配電システム

コジェネシステム

コンプレッサ

配電設備

熱源システム

電気

圧縮空気

蒸気

冷水・温水

照明設備

空調機器

生産システム

オフィス

需給連携

供給連携

PJ

PJ
PJ

PJ
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供給設備内での各機器の特性を考慮した運転。機器の組合せや設
定を最適配分してコストあるいはCO2排出量を最小化する。

(1)電気冷凍機とガス冷凍機など、電気を使う熱源と燃料・ガスを

使う熱源の最適配分。

(2)複数台の同一ボイラなど、機器個々の特性を考慮した最適配
分。

供給機器連携

近隣の供給設備間の連携。供給設備が供給する二次エネルギーを

共有する。

(1)工場内の複数供給設備を一つの供給設備とみなした最適配分。

(2)隣接工場の供給設備を一つの供給設備とみなした最適配分。

需要設備の需要量に応じた供給設備の運転。

(1) 需要量の実際値に基づいた供給機器の最適配分。

(2) 需要量の予測値に基づいた供給機器の最適配分。

需
要
設
備

生産システム1

オフィス

生産システム2

受配電

コジェネ

熱源

エ
ネ
ル
ギ
ー

供
給
設
備

生産システム1

オフィス

オフィス

受配電
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需要設備の需要量に応じた供給設備の運転。なお供給設備の能力

を超える需要がある場合、需要側の調整を行う。

(1)供給能力を超える場合、操業調整を行う。

(2)供給能力を超える場合、生産計画変更を行う。

生産システム1
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生産システム2

受配電

コジェネ

熱源

エ
ネ
ル
ギ
ー

需要量

需要の調整

需
要
設
備

供
給
設
備
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需給双方向連携

•地域冷暖房プラントや工場供給設備の
需給連携
今から翌日にかけての熱源需要を気象予測情
報から予測し、それを満足するように蓄熱槽を含

めた供給設備の最適運用スケジュールを算出、
供給設備のエネルギー使用量の削減を行う。

•圧縮空気系の需給連携
圧縮空気の需要に合わせて、各供給ヘッダー圧
調整や供給停止を行い、供給側の圧縮機の台
数制御・インバータ制御と協調させることで圧縮
機動力の削減を行う。

•生産装置とその冷却装置の需給連携
生産装置の稼働状況に合わせて最適な送水圧
力となるようにポンプの回転数制御を行いポンプ
動力の削減を行う。

•大型電動機冷却設備の需給連携
大型電動機の負荷に応じて、冷却水の供給を調
整することにより必要以上の冷却水供給を抑制
し、動力の削減を行う。

•電力大量消費プラントでの生産量調整
電力契約等を考慮してユーティリティコストを最
小化するために生産側の生産量調整を行う。

•複数の原動力設備の連携
複数の生産設備の個々の原動力設備を共通
ヘッダを設けることにより供給連携を行い、全体
として効率の良い運転を実現し、動力削減を行
う。

実施具体例

実施具体例

実施具体例
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事業主 提供者

省エネ効果の見通し

省エネ効果試算

システム構築・テスト

見直し改善

現状説明資料・データのご提供
工場見学・ヒアリングのご設定

評価

各種実績データのご提供
使用機器の特性データのご提供

評価

システム詳細仕様の確認

各種実績データのご提供
使用機器の特性データの提供

運用開始

引渡

ステップ
1

ステップ
2

ステップ
3

ステップ
4

JEITA

連携制御の効果

各種省エネ機器／ソリューションの炭酸ガス削減単価
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平均的な省エネ改修単価

注1：炭酸ガス削減単価は炭酸ガス1tを削減するために必要な投資金額
注2：機器単体の場合は省エネタイプと標準タイプの差額で計算。 「BE建築設備」2005年12月号、2006年1月号記事などより作成

注3：平均的な省エネ改修単価は、日経産業新聞2006年12月25日より

この図は、各種の省エネ機器や省エネソリュー
ションについて、炭酸ガス削減単価という指標
を用いて投資効果を比較したものです。

縦軸の炭酸ガス削減単価とは、炭酸ガスを１ｔ
削減するために、いくら投資すれば良いかを計
算したものです。小さいほど、優秀な省エネ手
段ということになります。

横軸は炭酸ガス削減量を示します。右側に行く
ほど大きな削減量を得ることができます。

青いマーカーは、変圧器や熱源装置など機器
単体で省エネ効果を高めたものの事例です。
赤いマーカーは、連携制御の事例です。
これらの炭酸ガス削減単価を平均すると11万
円程度になります。連携制御は11万円に比べ

て安価なソリューションであることがわかりま
す。また、青いマーカーの機器単体の導入時に
比べても大幅に安価であることがわかります。

社団法人 電子情報技術産業協会 （連絡先）
〒 101-0065 東京都千代田区西神田3-2-1千代田ファーストビル南館

インダストリ・システム部 TEL 03–5275-7261

導入ステップ
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Appendix 2. 英国におけるエネルギー管理動向 

WG1 は 2006 年度の活動の中で、「主要国におけるエネルギー管理への取組みについて調査・検

討」を行った。調査の結果、「気候変動とエネルギー利用効率化、それによる経済効果を上げよう

とする」英国の取組みが、グローバルにおける 21 世紀のエネルギー効率化および省エネルギー推

進事業者の事業姿勢として、非常に重要であることが判明した。 

このため、2007 年度に英国における取組みのメキャニズムについてヒアリング調査を実施し、

CO2 排出権取引など、経済を成長させながら CO2 削減効果を評価する評価指標などの取り扱いな

ど、英国の「エネルギー管理」運用の事業性を検証した。 

その結果、「環境 ⇒ 地球温暖化 ⇒ 気候変動 ⇒ エネルギー需要削減 ⇒ エネルギー

利用効率化」という構図において、エネルギー政策および供給面を管轄する英国ビジネス・企業・

規制改革省（Department for Business Enterprise & Regulatory Reform 通称「BERR」）が推進者なり、

エネルギー需要削減によるエネルギー効率化を担う環境・食糧・農村地域省（Department for 

Environment Food and Rural Affairs 通称「DEFRA」）が受益者として、英国政府の運用において、

エネルギー管理運用の仕組みが成り立っていることがわかった。 

さらに、財務省の指揮により、2006 年 10 月 30 日にスターン・レビュー：「気候変動と経済」

を発表した。これをもって、気候変動への取組みへ財務面からグローバルにおける経済効果を追

求する指導的な立場をとる体制を敷き、英国は「財務省 - DEFRA - BERR」という三位一体の強

固なエネルギー管理運営を展開し、国が率先してインフラストラクチャーを整備し、国策として

省エネルギーを推進する意気込みがわかった。 

その構図を以下に示す。 

 

図 8.1：省エネルギー対策の推移 



－36－ 

本調査を行う上で、以下の個人および組織より多大な支援をいただけたその事実が、英国の温

暖化対策への意気込みそのものであったことが裏付けられる。 

(1) 本書の巻頭言をいただいた、国立環境研究所・藤野 純一氏 

- 英国関連部署とのコンタクトをするにあたり、その支援をお願いした英国大使館担当

官への紹介とイニシャル・コンタクト 

(2) 駐日英国大使館 

- 出張計画に基づき、英国 BERR／DEFRA へ紹介とコンタクト先の選定 

- 英国 BERR／DEFRA による、コンタクト内容のチェックと確認 

- UKTI との新たな展開 

(3) BERR 

- WG1 調査内容に基づき、BERR および DEFRA 関連部署担当者との面談のアレンジお

よび情報交換の促進 

- BERR／DEFRA 合同面談の実施 
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Appendix 3. 原単位エネルギー・パフォーマンス評価について 
 

1. エネルギー・パフォーマンス指標の考え方 

 

連携制御導入等省エネルギー対策を実施した時に、その効果を判断するのにエネルギー・パフ

ォーマンス指標の適用がある。エネルギー使用量の絶対値では、負荷によって左右され、省エネ

ルギー改善を行っても負荷が増大したためエネルギー使用量が結果的に増えてしまうということ

も起きてしまう。 

そういったことを避け、省エネルギー改善の効果を適正に評価するためにいくつかのエネルギ

ー・パフォーマンス指標が考えられている。その例として表 8.2 に省エネルギー改善投資評価の

ためのエネルギー・パフォーマンス指標として雑誌「BE 建築設備」で紹介されている CRC（Carbon 

gas reduction cost）および NEDO の評価に使用されている ERC（Energy reduction cost）を示す。ま

た、運用評価に一般的に使用されるエネルギー・パフォーマンス指標（EPI：Energy Performance 

Index）として二次元および多次元の EPI についてその特徴を図 8.4 に示す。 

表 8.2：投資評価エネルギー・パフォーマンス指標 

名称 炭酸ガス削減単価 エネルギー削減単価 

略称 CRC（Carbon gas reduction cost） ERC（Energy reduction cost） 

単位 円/t-CO2・年 円/GJ・年 

用途 導入検討、運用 導入検討、運用 

概要 雑誌「BE 建築設備」(建築設備総合協会）

にて 2005 年秋に企画。2005/12、06/1 号に

掲載。 

1 トンの炭酸ガスを削減するために必要な

コストという意味 

R=追加投資(円)／年間炭酸ガス削減量

（t-CO2・年） 

=C／(E×K/1000) 

C：省エネルギー機能導入コストアップ分

E：対象機器の省エネルギー量（KWh/年）

K：一次エネルギー原単位換算値 

（Kg-CO2/kWh またはエネルギーの各

単位） 

NEDO の補助金投入時の評価に使用してい

る尺度。エネルギー削減量（GJ）に必要な事

業費（円）を示す。 

 

R=事業費(円)／削減効果(GJ・年） 

 

補足： 

補助金＝事業費×1/3 

従来は原油換算（KL）あたりの費用対効果

を発表していたが、2006 年頃よりエネルギ

ー（GJ）に単位統一された。 

長所 同一次元での比較が可能 同一次元での比較が可能 

課題 モデルケースの条件設定（負荷率など） NEDO の補助金対象プロジェクトと同様の

計算基準が必要 
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表 8.3：運用評価エネルギー・パフォーマンス指標について 

名称 二次元エネルギー・パフォーマンス指標 多次元エネルギー・パフォーマンス指標 

略称 二次元 EPI 多次元 EPI 

単位 エネルギー使用量／生産量 エネルギー消費量 

用途 運用 運用 

概要 生産量（X）とエネルギー消費量（Y）の散

布図に月毎の実績をプロットし、回帰線

を抽出しベースライン・パフォーマン

ス・インディケーター（PI-b）とする。

（PI-b）より下の月を省エネルギー月とし

省エネルギー月のバラツキ平均線（PI-s）

を省エネルギー目標として管理を行う。 

（省エネルギー管理手法） 

- ベースライン方程式の Y 切片「b」を下げ

る 

- ベースライン方程式を（PI-s）に近づける 

- ベースライン方程式の傾き「a」を下げる 

 

理想的に、エネルギー消費量と考えられる

影響因子の重回帰分析を行い、エネルギー

消費量の予測式を作成する。省エネルギー

改善後、その予測値よりもエネルギー消費

量が削減できていれば省エネルギー効果あ

りと判定することができる。 

長所 - 表現が簡素であり、分かりやすい。 

- 生産量とエネルギーデータがあれば、ベ

ースラインを設定することにより、省エ

ネルギー実施へ向けて、目標値として設

定できる。 

- ベースラインを定めることによって、省

エネルギー効果がリアルタイムにとれる

ことができる。 

- 運転計画、気象予測からその日の操業目

標エネルギー消費量値を設定できる。 

- 影響因子の係数の変化を見ることにより

省エネルギー改善効果を明確にフィード

バックできる。 

課題 さまざまな影響因子がバラツキとなって表

現され、精度を高めるためには、その影響

因子を解析する必要がある。従って、生産

量の定義や他の要因の影響があるため、必

ずしも省エネルギー効果を正確に表現して

いない場合が多々ある。 

- 回帰式だと線形の範囲 → ニューロの

適用 

- 影響因子の洗い出しが困難 

- 影響因子とわかっていても測定データが

無い。 

- 解析が容易でない。工数がかかる。 
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理想的には多次元 EPI であるが、表で指摘してあるように、実際の運用となると計測値の有無

の問題、モデル化の困難さ等があり、実際の運用では増産・減産、多品種少量生産時の省エネル

ギー効果を評価する原単位パフォーマンスをわかりやすく表現できる二次元 EPI が有効であり、

実用的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.4：原単位パフォーマンス指標：二次元 EPI モデル 

 

2. EPI による評価 

 

(1) 2.2.1 装置・設備単位のエネルギー効率監視のための二次元 EPI による評価 

二次元 EPI を使って、設備・装置個別のエネルギー効率化の評価例を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.5：二次元 EPI による 7 台運転の各ボイラー効率評価例 

【壱の蔵】ボイラー：A重油/水パフォーマンス【8月度】
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(2) 単位生産量あたりエネルギー消費量評価のための二次元 EPI による評価 

生産量を横軸に電力消費量を縦軸にとった省エネルギー評価例を以下に示す。 

平成15/16/17/18年度パフォーマンス比較

y = 0.6441095004 x + 270008.3914154010（平成15年度）

y = 0.4577707293 x + 430534.3992860570（平成16年度）

y = 0.3990334208 x + 419932.723560842（平成17年度）

y = 0.4062387107 x + 356779.8513145980（平成18年度）
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図 8.6：二次元 EPI による電力量／生産量原単位省エネルギー評価例 

 

第 3. 章 3.4. 節で記述したように、ISO ではエネルギー・マネジメントの国際規格（ISO50001）

の開発をすすめており、JEITA からも代表が出され、その検討に加わっている。そこでも EPI

の重要性が認識され、積極的な議論が展開されている。 



－41－ 

Appendix 4. 略語・用語定義 
 

本書で用いられる略語・用語の定義を以下に示す。 

表 8.7：略語・用語定義 

略語・用語 定義 

エコノマイザー ボイラーの煙道中に設ける熱交換器で、排熱回収によってボイラー給水

を余熱し、機器効率を向上させる装置。 

エネルギー管理 

（2006 年度） 

エネルギー効率化を実施する受益者がエネルギー消費の観点からエネ

ルギー消費計画をたて、行動をとり、定期的な見直し・修正を行い、エ

ネルギー効率化による利益向上・維持を確保する事業管理運用 

エネルギー削減単価

（ERC） 

エネルギー削減量（GJ）に必要な事業費（円）を示す。NEDO の補助金

投入時の評価に使用している尺度。（Energy reduction cost） 

エネルギー消費原単位 生産のために要したエネルギーの使用量を生産数量で除して得た値（下

記指定業種）、業務のために要したエネルギーの使用量を建物延床面積

その他の当該業務に供した施設の規模等エネルギーの使用量と密接な

関係を持つ値で除した値（その他の業種） 

指定業種；製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業  

改正省エネ法 2006 年 4 月 1 日に施行された、省エネ法の一部を改正する法律（平成

17 年 8 月 10 日法律第 93 号） 

間接制御 人の判断と操作によりエネルギー消費を制御する 

気候変動と経済効果 温暖化対策を市場機会と捉え、生産活動の活発化においてもエネルギー

効率化を通して温暖化ガス（主に炭酸ガス）排出削減を確保する経済成

長への取組み 

気候変動プログラム 英国が経済的繁栄と環境保護の両立を図りつつ、2000 年 11 月に発表し、

2006年 3月に見直しが行われた温暖化対策の長期展望や温室効果ガス削

減の政策をまとめたプログラム（Climate Change Programme） 

クロスオーバー技術 すでに知られている物理的な原理や理論を組み合わせることにより発

達した省エネルギー技術。 

原単位 「エネルギー消費原単位」参照 

最適制御技術 装置・設備単位で確立した省エネルギー技術を全体エネルギー効率化の

観点から複数の省エネルギー技術を結びつける制御技術 

産業部門 生産工場と関連する事業所 

自動制御 稼動開始後、人の介在なくして最大の省エネルギー成果を引き出す制御

システム 

省エネ法 エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号） 

省エネルギー事業推

進者 

省エネルギー技術を用いた商品・サービスを省エネルギー事業受益者に

提供する事業者 

省エネルギー事業受益者 省エネルギーにより、コスト削減と低炭素社会への貢献を目指す事業者
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略語・用語 定義 

スターン・レビュー 2006 年 10 月 30 日に発表された、気候変動と経済に関する包括的なレビ

ュー。世界銀行の元チーフ・エコノミストで、現在は英国政府気候変動・

開発における経済担当政府特別顧問であるニコラス・スターン卿が、

2005 年度に財務大臣から委託されてまとめたもの。 

多次元エネルギー・パ

フォーマンス指標 

理想的に、エネルギー消費量と考えられる影響因子の重回帰分析を行

い、エネルギー消費量の予測式を作成する。省エネルギー改善後、その

予測値よりもエネルギー消費量が削減できていれば省エネルギー効果

ありと判定することができる。 

炭酸ガス削減単価

（CRC） 

炭酸ガスを 1 ㌧削減するために、いくら投資すれば良いかを計算した指

標（Carbon gas reduction cost） 

直接制御 稼動開始後、自動制御や自働制御の機能を組み込み、エネルギー消費を

制御する機器またはシステム 

トップランナー方式 快適さの中にも、できるだけエネルギー消費を少なくした賢い生活へ、

より効率の良い省エネルギー機器を普及させるために、その目的に十分

沿った優秀な機器を「トップランナー」として、そのトップランナーを

ターゲットとしてさらに効率向上を促進する省エネ法（エネルギーの使

用の合理化に関する法律）で導入された制度。トップランナー方式によ

る省エネルギー基準に達しているかどうかの表示「省エネルギーラベリ

ング制度」により、エネルギー消費者はその機器の省エネルギー貢献度

を認識することができる。 

二次元エネルギー・ 

パフォーマンス指標 

生産量（x）とエネルギー消費量（y）の散布図に月毎の実績をプロット

し、回帰線を抽出しベースライン・パフォーマンス・インディケーター

（PI-b）とする。（PI-b）より下の月を省エネルギー月とし省エネルギー

月のバラツキ平均線（PI-s）を省エネルギー目標として管理を行う。 

パフォーマンス指標 生産出力単一ユニットあたり、エネルギー消費をどの位抑えられるかの

パフォーマンス（性能）を定量化する数値 

部分最適 各種の装置や設備の単位での、個々の最適を確保した省エネルギー技術。

ベースライン 省エネルギーの成果を定めるための、省エネルギー実施者が決めた改善

前のある期間のエネルギー消費と効率あるいは生産状況の実態を定量

化した基準 

見える化 「可視化」によりエネルギーがいつ、どこで、どの位使用されることが

見え、エネルギー管理運用へ、その内容からエネルギー効率化への改善

機会を把握、認識すること 

民生部門 住宅、集合住宅および商用・業務用ビル 

連携制御 CO2 あるいはコスト削減を目的として、従来は独立して動作していた、

異なる目的の設備あるいはシステムを、連携／協調させることにより、

需要の変動に対応したエネルギーが使用されるように動作する制御シ

ステム 

BERR 英国政府ビジネス・企業・規制改革省（Department for Business Enterprise 

& Regulatory Reform）の通称 
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CER Certified Emissions Reduction（認証排出削減量） 

CDM Clean Development Mechanism（クリーン開発メカニズム） 

【京都メカニズムの一つ】 

CSR Corporate Social Responsibility （企業社会責任） 

Defra 英国政府環境・食糧・農村地域省（Department for Environment Food and 

Rural Affairs）の通称 

ECCJ Energy Conservation Center, Japan（財団法人 省エネルギーセンター） 

EMS Energy Management System（エネルギー管理システム） 

EPI Energy Performance Indicator（エネルギー・パフォーマンス指標） 

ESCO Energy Service Company（省エネルギーのための設備工事から維持管理ま

で民間業者が担当し、ユーザは削減された光熱費の一部を業者に支払う

仕組み） 

ET Emissions Trading（排出量取引）【京都メカニズムの一つ】 

FS Feasibility Study（フィージビリティ・スタディ） 

GDP Gross Domestic Production（国内総生産） 

HFC ハイドロフルオロカーボン 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change（気候変動に関する政府間パネル）

IPCC TAR IPCC Third Assessment Report（IPCC 第 3 次評価報告書） 

JEITA Japan Electronics and Information Technology Industries Association

（社団法人電子情報技術産業協会） 

JI Joint Implementation（共同実施）【京都メカニズムの一つ】 

NEDO New Energy and Industrial Technology Development Organization 

（独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

PFC パーフルオロカーボン 

3R Reduce, Recycle, Re-use 

RPS 法 Renewable Portfolio Standard（2003 年 4 月 1 日に施行された電気事業者に

よる新エネルギー等の利用に関する特別措置法） 

SEU Specific Energy Use Conservation Evaluation Method 

（工場向け原単位省エネルギー効果評価方法ガイドライン） 

UNEP United Nations Environmental Plan（国連環境計画） 
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