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エネルギー管理・解析システム
Rel.200
概

要

自事業所

従来、エネルギー管理システム導入の主な目的は、情報の共有
化と省エネの啓蒙でしたが、近年その目的は、CO2排出量削減
や電力使用量削減、ピークカットに向けての具体的な施策立案
や効果検証へと拡がってきています。工場では、非生産時のエ
ネルギー使用の見直しや設備効率監視によるエネルギー使用効
率の向上など、製品のエネルギー原単位を改善する好機と捉え
て省エネを推進することが望まれています。
EneSCOPE™（エネスコープ）は、工場向けにご提案してきた
省エネ診断や省エネシステム導入の経験をもとに、さまざまな
機能と使い勝手を組み込んだシステムになっており、情報の共
有化と省エネの啓蒙だけでなく、具体的な省エネの実行につな
がるシステムとなっています。本システムには次のような特長
があります。

■■特
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図1. システム構成図（関連システム含めた全体構成）

長

クライアント

●●情報の共有化と省エネの啓蒙

【サイネージ機能】
・社員等への見せる化
・エネルギー指標管理

• 見やすいWeb表示（エネルギー、CO2、コストの表示など）
• 先進の省エネ企業での採用実績をもとに開発した有用なグラ
フ表示
• 電気電子関連や自動車関連工場など、レイアウト変更が頻繁
に起きる工場や事務所でも、容易に追従できるエンドユーザ・
コンピューティング機能などがあります。

【Web閲覧機能】
・エネルギー使用量管理
・設備効率管理等

ENEOPTtopview

EneSCOPE

●●省エネ担当、施設部の方による解析と省エネ実施

ePREXION

• 解析用には、秒単位で収集したデータも使用できます。トレ
ンド解析や統計解析を用いて、設備の運転状態を解析し、よ
り効率の良い設備運転方法による省エネを検討したり、エア
ー漏れなどのエネルギーを無駄に使う事象発生時の速やかな
場所の特定化と対応および再発防止策を実行できます。
• 過去の情報分析や工場間の比較など、さまざまな省エネ対応
の施策検討と実施を行えます。通常は、導入後エネルギー情
報が見えるようになってから、「ああしたい」「こう見たい」
という要望が新たに生じてきますが（取り組みの進展）、こう
した要望に十分に対応できる機能を備えています。

追加で、
・ePREXION
・PREXION
・Harmonas-DEO
が接続できます
（最大8台）

サーバ

同一クライアントPCで
3種類の画面表示ができます
【データ管理／解析機能】
・リアルタイム設備稼働状況
・稼働履歴管理等

EneSCOPE

ePREXION

EneSCOPE

ePREXION

・ePREXION
・PREXION
・Harmonas-DEO
が接続できます
（最大9台）

サーバ

一体型

分離型

（EneSCOPE+ePREXIONのセット）

（EneSCOPEとePREXIONが別PC）

図2. システム構成図（一体型構成と分離型構成）

■■システム構成
本システムは、現場機器（電力量計、計測機器、PLCなど）
、制
御／データ収集機器（NX、
C7G、
ARFなど）
、
EneSCOPEサーバ、
EneSCOPEクライアントで構成されます。クライアントには一
般のオフィスで使われているPCやモバイル端末をそのまま使う
ことができます。
また、本システムに加えてそのままHarmonas-DEOを導入す
ることもできます（既設にHarmonas-DEOがある場合に本シス
テムを追加することもスムーズに行えます）。

●●システムの発展性
• 下位機器には各社機器（PLCや電力計など）が接続できます。
• スケジュール運転や関連設備統合運転のために、計装ネット
ワークモジュールNXなど省エネ実施機器も接続できます。
• 監視・制御システムHarmonas-DEO™（ハーモナスデオ）
、
建物管理システムsavic-net™（セービックネット）
、熱源設
備／動力プラント 全体最適化パッケージU-OPT（ユーオプ
ト）など、関連システムと密な連携ができるので、ユーティ
リティ統合監視や省エネ制御の導入など、さらなる展開を進
められます。
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機能概要

■■主な機能と目的
本システムの機能は、Web閲覧機能とデータ管理・解析機能に
大別されます。

■■サーバ機能
●●データベース機能
サーバは、収集したデータにタイムスタンプを付加して、ヒス
トリデータとして保存・管理します。
• このデータはデータ管理、解析機能（ePREXION機能）に
使用できます。ここまではePREXIONサーバの機能と同一
です。（詳細はePREXIONの資料をご参照ください。なお、
ePREXIONの機能のうち、イベント／ロット実績機能、高
速データ収集機能は使用できません）
• このデータをWeb閲覧機能であるエネルギー管理グラフ用
ヒストリ・データベースに送ります。
ここでは、建物共有部分などで必須のデータ按分演算処理機
能があり、ユーザによる演算設定もしやすくなっています。
• データの自動退避保持機能があります。古いデータから必要
なデータを抽出して回復表示することができます。

●●Web閲覧機能（エネルギー管理グラフ表示）
• エネルギー使用量、按分結果、集計結果をグラフ化し、Web
に公開します。
また、熱源設備の効率などを計算し、結果をグラフ表示する
こともできます。
• 表示単位の切り替え機能
電力だけでなく、CO2・コスト換算表示もできます。省エネ
法で要求される原油量換算にも対応しています。
• グラフで表示する単位は、ユーザで定義するので、Phなど
エネルギーとは直接関係ない単位も使用できます。
• 共有部分などで必須のデータ按分演算処理機能が充実してい
ます。
例えば、Step.1〜3までの処理を、定期的に自動実行し、組
織変更やレイアウト変更のときにも速やかに対応できます。
Step.1 電力など各種エネルギー使用量を収集
Step.2 共用施設面積比配分
Step.3 部署ごと、集計（占有施設＋共用施設配布分）

●●データ入力機能
EneSCOPEでは、お客様の状況に合わせて3つの方法からデー
タを入力できます。
• データ自動収集機能
制御システムHarmonas-DEOシステム、データ解析パッケ
ージePREXION、ビル制御システムsavic-net FXや、各社
の汎用PLCなどからイーサネット経由でデータを自動収集し
ます。またイーサネット通信機能（Modbus™-TCP）を持つ
センサや電力計から直接データを収集することもできます。

●●データ管理、解析機能（ePREXION機能）
• エネルギー使用量の統計、解析
各種エネルギーデータ、機器稼動状態を集計、解析すること
で、省エネ目標の設定や省エネ施策の検討、実証を行うこと
ができます。

注： Modbus™-TCPをサポートする機器であっても、通信コマン

本機能は、統合プラント情報マネジメントシステムePREXION
（イープレキシオン）により実現しており、さまざまな手法や多
面的角度からの分析や表示をすることが柔軟に行えます。
ePREXIONクライアント機能
管理
コンソール

ヒストリ
トレンド

EneSCOPEクライアント機能

ヒストリ
データ

ドによっては自動収集できない場合があります。

• ファイル入力機能
指定したフォーマットのファイルからデータを定周期で自動
入力することができます。ファイル出力機能を持つ機器やフ
ァイルで管理しているデータをEneSCOPE指定フォーマッ
トに変換することで、入力ができます。

ENEOPTtopview

エネルギー
管理グラフ

サイネージ

ザーバ機（一体型）

リアルタイム
ヒストリサーバ
演算処理

リアルタイム
キャッシュ

• 手入力機能
Web上のパスワード管理された専用画面からデータを入力
することができます。例えば、巡回点検時のデータや生産数
量など自動入力できないデータをEneSCOPEに入力するこ
とができます。ENEOPTtopviewの目標値設定もできます。

EneSCOPE
サーバ機能

ePREXIONサーバ機能

ヒストリ
データベース

エネルギー
管理グラフ用
ヒストリ
データベース
集計・昇格演算

■■エネルギー管理グラフ表示機能

デバイスI/Oサービス
デバイスI/0

デバイスI/0

デバイスI/0

OPCサーバ

OPCサーバ

OPCサーバ

メンテナンス機能

ヒストリデータベースよりデータを取得し、グラフおよびデー
タ一覧表を、Webブラウザに表示します。表示するグラフの種
類とデータの集計期間の関係は、次のようになっています。
グラフの種類

機器・システム

図3. サーバ、クライアント機能構成図

隣接相関

機器稼動

集計期間

棒

折れ線

積層棒

円

日報

○

○

○

○

○

○

週報

○

○

○

○

○

○

月報

○

○

○

○

○

×

年報

○

○

○

○

○

×

組み合わせ相関

注： 棒と円は集計グラフ用です。折れ線と積層棒は時系列グラフ用です。
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●●集計グラフ

また、便利な下記機能もあります。
• 前年と重ね合わせて比較する前年比較グラフ表示機能
• 任意の日時と重ね合わせて比較する比較グラフ表示機能
• グラフとデータを同時に表示（バルーン）
• グラフスケール変更機能
• グラフ表示データの数値表示機能
• グラフ表示データのCSV出力機能
• ユーザ認証（パスワード）セキュリティ機能
• 換算種別ごとのデータ計算機能（エネルギー・CO2・コスト
の簡易換算）
• 目標値・しきい値のデータ表示機能
• 季節ごとの単価、期ごとの部署配布係数などが設定できる、
演算パラメータ機能
• 前年度の実績値に係数を掛けた値をグラフで重ね合わせ表示
する目標値、しきい値機能
• 演算パラメータと時間単位別パラメータとしきい値を組み合
わせることで、平日、週末で目標値を変更するなど細かな目
標値管理が可能
• 年報 ⇒ 月報 ⇒ 日報へワンクリックでドリルダウン表示
• 簡単なメッセージを共有するためのコメント機能

集計グラフでは、部門別エネルギー使用量などの集計値を表示
します。集計期間は、集計表示選択メニューの選択に従って切
り替わります。棒グラフで集計結果の値を表示したり、円グラ
フで集計結果の比率を表示します。

図6. エネルギー管理グラフ表示2（集計棒グラフ）

図7. エネルギー管理グラフ表示3（集計円グラフ）

●●機器稼動グラフ
機器稼動グラフでは、機器や設備の発停信号を取り込み、機器
の稼動状態をグラフ表示します。機器稼動グラフは、日報で使
用できます。週報、月報、年報では使用できません。

図4. コメント機能の表示例

●●時系列グラフ
時系列グラフでは、1時間もしくは1日の合計値やその期間の最
大、最小、平均値を折れ線、積層棒グラフで表示します。
2軸表示もできるので、エネルギー使用量と生産量や外気温を
組み合わせて、時間による変化を表示するのに適しています。
集計期間選択
数値データ表示
比較グラフ表示
換算種別選択

図8. 機器稼動グラフ

●●相関グラフ
相関グラフでは、ボイラーの燃料と発生蒸気量、コンプレッサ
ーの消費電力と圧縮空気量、冷凍機の入口と出口の冷却水量な
ど2つのデータの関係を表示することで、機器の効率監視や異
常監視が行えます。

部署／設備・グラフ種別の選択

任意グラフデータを非表示

グラフスケール変更

図5. エネルギー管理グラフ表示1（時系列グラフ）

図9. 機器効率管理グラフ（相関グラフ）
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■■傾向・領域監視機能（オプションライセンス）

• 演算アイテム管理機能
演算アイテムメンテナンス画面では、設定された演算アイテ
ムを一覧表示し、演算アイテムの設定・編集を行います。
演算式では、1024文字以内で計算が定義でき、エネルギー
管理で必要な原単位での計算を選択することもできます。
また、演算処理の優先順序のための階層（レイヤ）の指定も
行えます。担当が替わっても支障なくメンテナンスを継続で
きるように、ディスクリプション（演算アイテム名の補足説
明用情報）も記載できます。

瞬時値（最速1分）、もしくは集計値（1時間または1日）に対して、
上昇／下降傾向、指定領域を監視し、警報条件に合致した場合は、
グラフ画面右上部でのアラーム発生表示、アラーム一覧画面へ
の表示、メール発信を行います。

■■ENEOPTtopview（オプションライセンス）
エネルギー重要指標の「見せる化」（サイネージ）を目的とした
機能です。
EneSCOPEおよびePREXIONのデータをアイコンマップ画面
上にレイアウトすることで、社員のみなさまに“気づき”をもっ
てもらい、あらかじめ計画したエネルギー削減と環境貢献活動
を運用することができます。
また、省エネご担当の方が、エネルギー使用量や設備状況を確
認することにも活用できます。
詳細はENEOPTtopviewの仕様書をご参照ください。

図12. 演算アイテム設定画面
• 演算パラメータ管理機能
グラフ表示をするための演算に使用する固定係数用演算パラ
メータ（配布率、固定換算値など）を設定します。
使用開始日付、使用終了日付を設定することにより、演算パ
ラメータの使用期間を管理できます。
また、設定変更は履歴管理されます。

図10. ENEOPTtopview画面例

■■メンテナンス機能
●●データ・メンテナンス機能

• 時間単位別パラメータ管理機能
カレンダー情報設定により、日ごとの時間単位別パラメータ
を割り当て、時間単位別パラメータに時間ごとに演算パラメ
ータを割り当てることで、任意の時間に演算パラメータの値
を日報データとして登録します。
演算アイテムの計算で昼間／夜間電力料金やCO2換算係数の
切り替えが行えます。
また、演算式と組み合わせると、Webグラフでしきい値を
平日／週末／祝祭日の時間別に切り替えて表示することがで
きます。

• 演算アイテム作成、画面構築（メンテナンス機能）
組織やレイアウトの変更に伴う修正、設定目標への達成度
をより分かりやすくするための改良など、頻度の高い改訂
をユーザが実施できる環境を用意しています。
この作業はサーバ機で行います。

• グラフ表示用換算係数管理機能（簡易）
グラフ表示で使用する電力、蒸気、エアー、水などのエネル
ギー種類ごとに換算係数（コスト換算、CO2排出量換算）と
スケール係数を設定します。
使用開始日を設定することにより、季節や年次変動のある換
算係数にも対応でき、また、過去・未来の有効換算係数情報
を追加、修正もできます。これにより換算したデータ履歴の
連続性が保てます。

図11. メンテナンスメニュー画面
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●●マスタ・メンテナンス機能
• 単位マスタ設定画面
グラフ表示で使用する単位（エネルギー、CO2、コスト）を
設定することができます。
表示単位に係数を掛けることにより、表示する桁数を調整で
きます。単位名「コンボ表示用」には電力量計などのセンサ
入力単位を入れ、単位名「基本」には係数を掛けた結果の単
位を入れます。
• 換算種別マスタ設定画面
グラフ表示で使用する電力、蒸気、エアー、水などのエネル
ギー種類ごとに換算種別（エネルギー、CO2、コスト）を設
定します。
また、グラフ作成時のグラフ種類選択時に設定が必要な、縦
軸、横軸のデフォルト表示単位を設定できます（日報、週報、
月報、年報ごとに設定）。
図14. Microsoft Excelアイテム出力画面

• メニューグループ権限設定画面
グラフ表示画面の左側に表示される表示画面選択メニューに
は、権限が無い場合、選択できない機能を付けられます。
この画面で権限設定を行います。

■■データ管理、解析機能（ePREXION機能）
ePREXION機能には次の機能があります。

●●連続データのトレンド表示機能（自由な重ね合わせ表示も

●●メニュー・グラフ設定画面

簡単）

グラフ表示画面全体の表示設定を行います。メニュー項目とグ
ラフの表示形式の設定ができます。
グラフ表示の設定は、メニューからの選択方式でプログラミン
グの知識がなくても簡単にグラフを作成できます。
タグの追加時には検索機能（種別、名称）により、タグの絞り込
みができます。

ヒストリデータをトレンドグラフ表示します。
温度、圧力、流量や消費電力のトレンドグラフから設備の運転
状態が分かります。

●●帳票、稼動グラフの作成、実行機能
• ヒストリ・リンク機能
グラフや表を作成するために、瞬時値のヒストリ・データを
Microsoft Excelなどで使用できるようにする機能です。
• 印刷ジョブ機能
Microsoft Excelで作成した帳票の印刷や帳票をファイルへ
保存する機能です。
• 直報、日月報などの帳票
• 定刻自動印字、手動印字
• 電子ファイル自動保存
この機能により、例えば、生産計画と実績の対比や、原単位予
算と実績の対比表を、ユーザにて容易に作成できます。予算と
実績、計画値と実績値を対比してマイナスの場合、一目で把握
できるように数値やセルを色変えすることもできます。
デ ー タ 管 理、 解 析 機 能（ePREXION機 能 ）に つ い て は、
ePREXIONの資料もご参照ください。
（EneSCOPEではePREXIONのイベント／ロット実績、高速
データ収集機能を使用できません。）

図13. メニュー・グラフ設定画面

●●Microsoft Excelデータ出力機能
日報、月報、年報データをMicrosoft Excelに出力します。
日付、曜日、時間、データ値などで検索できます。
月曜〜金曜までの昼間時間帯のエネルギー使用実績や外気温30
度以上のときの空調用エネルギー使用量といった検索結果を
Microsoft Excelに出力します。
• 検索条件をMicrosoft Excel上に保存できます。
• データ出力機能を用いて、Microsoft Excelで帳票が作成で
きます。
• スケジュール機能を使用すれば、帳票の自動実行が行えます。
• 退避データも同一Excel上に出力できます（別シート上にな
ります）。

5

No. SS1-ESP200-0010

仕

Azbil Corporation

様

■■サーバ・プラットフォーム仕様
サーバを動かすマシンは専用機として、他のアプリケーションとの共存はしないようお願いします。サーバマシンは、当社より標準
機をご提供させていただきます。
項

目

仕

様

CPU

Xeon 3.3 GHz/4Core

RAM

8 GB以上

ハードディスク

500 GB  RAID 1（ミラーリング）

OS

Windows Server 2016

データベース

SQL Server 2016（中大規模：Express Edition、大規模：Standard Edition）

■■クライアント動作環境
●●Webブラウザ閲覧機能（エネルギー管理グラフ表示）
機

能

動作環境

Webブラウザ閲覧機能
（エネルギー管理グラフ表示）

Excel（32 bit）

備

考

OSには依存しません。＊

Internet Explorer（IE11）またはGoogle Chrome
Windows 7 SP1（x86）

Excel 2010 SP2

Windows 7 SP1（x64）

Excel 2016

Windows 8.1 SP1（x86）

Excel 2013 SP1

Windows 8.1 SP1（x64）

Excel 2016

Windows 10（x64）デスクトップモード

Excel 2016/2019

＊

＊： 2019年7月現在の動作環境です。
Windows 10、Internet Explorer 11、Google Chromeでは、その更新プログラムによりアップデートしていくため、将来に亘って動作保証
するものではありません。

●●データ管理、解析機能（ePREXION機能）
ePREXION製品仕様書をご参照ください。

■■ネットワーク仕様
機

仕

能

プロトコル

イントラネット接続
Web表示

＊1

サーバ間連携

ポート番号

−

−

HTTP

80

SQL Server

1433

その他
ドメインへの参加は許可していません。

暗号化
傾向領域監視メール通知

＊2

SMTP

様

：非対応

セキュリティ設定 ：なし

25

ユーザ認証

：ユーザID + パスワード

イントラネット内に、利用可能なSMTPメールサーバが必要。
CSVファイル取り込み
Excelデータ出力

FTP

21

SQL Server

1433

イントラネット内に、利用可能なFTPサーバが必要。
ファイルフォーマットなど詳細は営業担当までご相談ください。

＊1：イントラネット上に固定のIPアドレスが必要です。
＊2：ENEOPTtopviewによるアラームメール通知も同じ仕様です。また、傾向領域監視機能はオプションライセンスが必要です。

■■外部ヒストリ・サーバとの接続先
外部接続対象

バージョン

ｅPREXION

R300

PREXION

R320以降

Harmonas-DEO（SS_H、DOHS）

R411以降

台数

台数

（一体型：EneSCOPE ＋ ｅPREXION）

（分離型：EneSCOPEのみ）

6

8

9

混在可

混在可

Azbil Corporation

No. SS1-ESP200-0010

■■最大設定項目数
使用目的と商品名

項

目

中大規模ライセンス

Web表示のクライアント数
Web表示の同時リクエスト処理数
全アイテム数

＊2、＊3

6000点（目安：入力4000点 ＋ 演算2000点）

（収集、手入力、演算の各アイテムの合計）
収集周期
Webブラウザ閲覧表示
EneSCOPE

1時間（全点30分収集も可。データ保持期間が短くなります）
全アイテム数 ＝ 6000点

4年強／1時間収集

退避データ保持期間の制限はHDD空容量によります。
1000

換算係数の設定数

1000
999個
メニュー部のフォルダ数とグラフアイコン数の合計

グラフ表示色

使用目的と商品名

特に制限なし

項

目

＊6

Standard Edition

同時接続クライアント数

10クライアント

収集アイテム数
＊5

10年（PC本体の保守期間は５年です）

演算パラメータ数

グラフの最大枚数

一体型 ePREXION

＊7

データ退避は自動／手動の選択可。自動退避は月1回実施。

データ退避保持／回復機能

データ管理・解析

＊1、＊2

100個

＊4

データ保持期間

大規模長期保持ライセンス

クライアント数に制限なし

（収集、手入力、計算、計算保存、計算関数の各アイテム合計）
収集周期（OPC）

＊1

最大40,000アイテム
1秒～10日

＊1：アクセス数分のWindows Server 2016 CAL（クライアント・アクセス・ライセンス）が必要です。
＊2：EneSCOPEのWeb画面へのアクセスが集中した場合、環境・条件により画面の応答に時間がかかることがあります。
＊3：リクエスト処理は、Web表示の呼び出し時、グラフ呼び出し時、グラフ表示更新時に発生します。
＊4：解析用にePREXIONで瞬時値のみを収集しているデータは収集アイテムには数えません。
アイテム数が多い場合はメンテナンス操作が遅くなることがあります。
なお、EneSCOPEとePREXIONの両方で「収集アイテム」「手入力アイテム」「演算／計算アイテム」の記載がありますが、両者は別物です。
＊5：一体型のePREXIONでは、高速データ収集機能は使用できません。
＊6：グラフ作成時、10アイテムまではデフォルト色を自動割当します。（デフォルト色は20色ごとにローテーション）
同一グラフに11アイテム以上登録する場合は、カラーパレットから選択するかパレット上で色を作成します。
＊7：30分収集（全点）も可能です。30分収集でのデータ保持期間は2800点で3年強、6000点で1年強です。

■■ライセンス体系
基礎形番

選択仕様

名

称

仕

様

FNV-ESP
20

EneSCOPEサーバ  R200
J

日本語
1

EneSCOPEサーバライセンス  中大規模一体型

2

EneSCOPEサーバライセンス  中大規模分離型

4

EneSCOPEサーバライセンス  大規模長期保持分離型

EneSCOPE ＋ ePREXION一体型。最大6000点
クライアント無制限（ePREXIONは別形番）
EneSCOPEのみの分離型。最大6000点。クライアント無制限
EneSCOPEのみの分離型。最大6000点。クライアント無制限
オンラインデータ長期保持

8

傾向・領域監視機能

オプションライセンス

9

ENEOPTtopview機能

オプションライセンス

7

•
•
•
•
•
•
•

EneSCOPE、Harmonas-DEO、ePREXION、savic-netはアズビル株式会社の商標です。
ETHRNETは、富士ゼロックス株式会社の商標です。
Google ChromeはGoogle LCCの登録商標です。
Modbus is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.
Windows、Windows Server、Internet Explorer、Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他本文中に記載している製品名、機種名、社名は各社の商標、または登録商標です。
ここに記載されている製品は特にお断りがない限り標準製品です。
ご注文・ご使用に際しては、見積・契約基本条件（下記URL）
を必ずお読みください。

https://www.azbil.com/jp/product/factory/estimate.html
あわせて「ご注文・ご使用に際してのご承諾事項」
（下記URL）
をお読みください。

https://www.azbil.com/jp/product/factory/order.html
お問い合わせは、当社事業所へお願いいたします。

本

社 〒100-6419 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル

北海道支店 ☎
（011）211-1136

中 部 支 社 ☎
（052）324-9772

東 北 支 店 ☎
（022）290-1400

関 西 支 社 ☎
（06）6881-3331

北関東支店 ☎
（048）621-5070

中 国 支 店 ☎
（082）554-0750

東 京 支 社 ☎
（03）6432-5142

九 州 支 社 ☎
（093）285-3530

〔ご注意〕
この資料の記載内容は、
予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。

2017年 8月
2019年 8月

初版発行
改訂2版

（31）
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〈アズビル株式会社〉 https://www.azbil.com/jp/
本資料からの無断転載、複製はご遠慮ください。

