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TSC/codesTSC/codes の役割の役割

計測
制御

監視
分析

診断
評価

「計測ポイント」に「計測ポイント」に TSCTSC//codescodes 情報を付加し情報を付加し
ローカルの「計測」から「評価」までのローカルの「計測」から「評価」までの
すべてを透過的につなぐすべてを透過的につなぐ

・業者間で監視ポイントの・業者間で監視ポイントの
意味情報を共有を共有

・間違いの低減・間違いの低減
・データへの素早いアクセス・データへの素早いアクセス
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「エネルギー管理」「エネルギー管理」 とと 「計測データ」「計測データ」 についてについて

エネルギー管理において、計測の重要性は認知され、エネルギー管理において、計測の重要性は認知され、
膨大な計測データが蓄積されてきている。膨大な計測データが蓄積されてきている。

数十点～数十万点！数十点～数十万点！

運転データから、エネルギー分析や運転状態の把握を運転データから、エネルギー分析や運転状態の把握を
おこなって、運用改善や更新計画を検討。おこなって、運用改善や更新計画を検討。

計測なくして計測なくして 管理なし！管理なし！ 管理なくして管理なくして 省エネなし！省エネなし！
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日々の運転管理日々の運転管理

運用改善計画運用改善計画

更新計画更新計画

運転実績・知見運転実績・知見

効果効果検証検証 ⇔⇔ 改善改善

ヒントヒント

似た事例似た事例
新新

・故障の検知・故障の検知
・異常値の検知・異常値の検知
・状態監視・状態監視
・運転管理値・運転管理値

正常でなかった場合正常でなかった場合

・費用対効果・費用対効果
・省エネ性・省エネ性
・メンテ性・メンテ性

設計技術設計技術

数値シミュレーション数値シミュレーション

安定供給・運転安定供給・運転

・機械室・機械室
・監視室・監視室
・遠隔監視ｾﾝﾀ・遠隔監視ｾﾝﾀ
・デスク・デスク

運転運転((計測計測))データの用途データの用途

経営判断経営判断

制御システム制御システム
施工・試運転調整施工・試運転調整

運転運転((計測計測))データデータ

メンテナンスメンテナンス
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「データ」を活用するためには「データ」を活用するためには

データが揃っていることデータが揃っていること

揃っていないデータが判っていること揃っていないデータが判っていること

欲しいデータがすぐに取り出せること欲しいデータがすぐに取り出せること

欲しいデータをすぐに見つけられること欲しいデータをすぐに見つけられること

データはあってもデータはあってもDBDBには入っていないには入っていない
（使える状態にない）（使える状態にない）

欠損したデータが明確でない（理由も）欠損したデータが明確でない（理由も）

膨大なポイントリストに埋もれる膨大なポイントリストに埋もれる

データの抽出に時間がかかるデータの抽出に時間がかかる
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「「膨大なポイントリストに埋もれる膨大なポイントリストに埋もれる」？」？

診断する前に計測ﾎﾟｲﾝﾄの意味を理解することに診断する前に計測ﾎﾟｲﾝﾄの意味を理解することに
時間と労力を費やしていないか？時間と労力を費やしていないか？

「「計測計測IDID（数字の羅列）（数字の羅列）」と「」と「日本語名称（ﾎﾟｲﾝﾄﾘｽﾄ）日本語名称（ﾎﾟｲﾝﾄﾘｽﾄ）」」
だけが頼りだけが頼り

「冷却水往き温度」・・・冷凍機？冷却塔？出口？入口？

「TR-1 冷凍機入口冷却水温度」・・・長い！

「TR3_冷却水入口温度」・・・1号機と違うルール！

・・・人に分かりづらい，見つからない，冗長

「データは蓄積されているけど使えない！」「データは蓄積されているけど使えない！」
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なぜそうなってしまうのか？なぜそうなってしまうのか？

・計装工事に必要な情報は、・計装工事に必要な情報は、
計測ポイントの「意味情報」ではない計測ポイントの「意味情報」ではない

・同様に「日本語名称」もあまり重要でない・同様に「日本語名称」もあまり重要でない

・重要なのは図面どおり接続され、確認できること・重要なのは図面どおり接続され、確認できること

・監視図の設定場所に間違いなく表示されること・監視図の設定場所に間違いなく表示されること

・計測ポイントに重要な情報は、・計測ポイントに重要な情報は、
建物建物No. No. ＋＋ グループ（ユニット）グループ（ユニット）No. No. ＋＋ ユニット内ユニット内No.No.
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膨大なポイントリストに埋もれ膨大なポイントリストに埋もれないためには？ないためには？

①日本語ﾎﾟｲﾝﾄ名称のルール化：①日本語ﾎﾟｲﾝﾄ名称のルール化：
BEMS BEMS ポイント名称標準化小委員会ポイント名称標準化小委員会
（空気調和･衛生工学会）（空気調和･衛生工学会）

②② TSCTSC/codes /codes をうまく使うをうまく使う
本日紹介します本日紹介します

ヒント：「うまくまとめられた日本語ポイントリストは、ヒント：「うまくまとめられた日本語ポイントリストは、
他の情報が無くても系統図が頭に浮かぶ」他の情報が無くても系統図が頭に浮かぶ」

（東京電機大（東京電機大 百田先生より）百田先生より）
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TSC/codes TSC/codes のの導入導入

••ある法則に従って記号を組み合わせるある法則に従って記号を組み合わせる

••計測ポイントの意味を分かりやすく表現計測ポイントの意味を分かりやすく表現するする

基本は、基本は、 「「機器機器__コアデータコアデータ」」 で作るで作る

たとえば、たとえば、

「「TRTR--1 1 ターボ冷凍機入口冷却水温度」ターボ冷凍機入口冷却水温度」

・・・・・・ WCRc[TRWCRc[TR--1]_TWcd_in1]_TWcd_in

用途によっては、用途によっては、 TR1_TWcd_inTR1_TWcd_in
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機器の機器の 大分類大分類 とと 中分類中分類

冷凍機・ﾁﾗｰ冷凍機・ﾁﾗｰ RR
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ HPHP
ﾎﾞｲﾗﾎﾞｲﾗ BB
冷却塔冷却塔 CTCT
加熱塔加熱塔 HTHT
冷却加熱塔冷却加熱塔 CHTCHT
ﾀﾝｸﾀﾝｸ TKTK
蓄熱槽蓄熱槽 STST
ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟ PP
熱交換器熱交換器 HEXHEX
ﾍｯﾀﾞﾍｯﾀﾞ HDHD
配管配管 PPPP
ﾊﾞﾙﾌﾞﾊﾞﾙﾌﾞ VV
空調機空調機 AHUAHU
電気ﾋｰﾀｰ電気ﾋｰﾀｰ HH
ﾌｧﾝﾌｧﾝ FF
室室 RMRM

大分類機器大分類機器 中分類機器中分類機器

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ HPHP
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ((ﾀｰﾎﾞﾀｰﾎﾞ)) HPcHPc
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ((ｽｸﾘｭｰｽｸﾘｭｰ)) HPsHPs
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ((ﾚｼﾌﾟﾛﾚｼﾌﾟﾛ)) HPrHPr
ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ HPbHPb
熱回収ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ熱回収ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ HPhrHPhr
熱回収ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ熱回収ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ HPb_hrHPb_hr
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ AHPAHP
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ((ﾀｰﾎﾞﾀｰﾎﾞ)) AHPcAHPc
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ((ｽｸﾘｭｰｽｸﾘｭｰ)) AHPsAHPs
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ((ﾚｼﾌﾟﾛﾚｼﾌﾟﾛ)) AHPrAHPr
空気熱源ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ空気熱源ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ AHPbAHPb
熱回収空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ熱回収空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ AHPhrAHPhr
熱回収空気熱源ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ熱回収空気熱源ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ AHPb_hrAHPb_hr
水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ WHPWHP
水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ((ﾀｰﾎﾞﾀｰﾎﾞ)) WHPcWHPc
水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ((ｽｸﾘｭｰｽｸﾘｭｰ)) WHPsWHPs
水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ((ﾚｼﾌﾟﾛﾚｼﾌﾟﾛ)) WHPrWHPr
水熱源ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ水熱源ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ WHPbWHPb
熱回収水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ熱回収水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ WHPhrWHPhr
熱回収水熱源ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ熱回収水熱源ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ WHPb_hrWHPb_hr
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ GHPGHP
灯油ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ灯油ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ KHPKHP
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コアデータコアデータ ＝＝ 物理量＋媒体物理量＋媒体

１）水温、水量、水圧１）水温、水量、水圧、熱量、積算熱量、熱量、積算熱量TWTW、、FWFW、、PWPW、、QWQW、、QQWQQW、、dTWdTW

２）空気温度、風量、熱量２）空気温度、風量、熱量、積算熱量、積算熱量 DBDB、、RHRH、、FAFA、、QAQA、、QQAQQA、、dPAdPA

３）電圧、電流、３）電圧、電流、有効有効電力、電力量電力、電力量 VEVE、、IEIE、、PEPE、、PPEPPE

４）蒸気温度、圧力４）蒸気温度、圧力 TSTS、、PSPS

５）冷媒温度、圧力、流量，熱量５）冷媒温度、圧力、流量，熱量 TRTR、、PRPR、、FRFR、、QRQR

６６）ブライン温度）ブライン温度 TBTB

モード・位置（媒体の修飾）モード・位置（媒体の修飾）

①冷水①冷水、、温水、冷温水、冷却水温水、冷温水、冷却水 cc、、hh、、chch、、cdcd
②給気給気、、還気還気、、外気、排気外気、排気 sasa、、rara、、oaoa、、eaea
③③入口入口、、出口出口 inin、、outout
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その他のルールその他のルール

１）１）小文字の連続は，小文字の連続は，アンダーバー（アンダーバー（ ＿＿ ））で区切るで区切る

TWcinTWcin ⇒⇒ TWc_inTWc_in

２）積算を意味する物理量（２）積算を意味する物理量（kWhkWh、、MJMJ、、Nm3Nm3）は）は重ねる重ねる（ｺｱﾃﾞｰﾀ）（ｺｱﾃﾞｰﾀ）

PPEPPE、、QQWQQW、、FFGFFG

３）機器３）機器番号を配列番号を配列で表すで表す

RR--11 ⇒⇒ R[1] R[1] もしくはもしくは R[RR[R--1]1]

４）省略可能な「部品情報」は４）省略可能な「部品情報」は、、なるべく省略するなるべく省略する

AHU[ACAHU[AC--22]_Cc_TW_out]_Cc_TW_out ⇒⇒ AHU[ACAHU[AC--22]_TWc_out]_TWc_out

R[RR[R--1]_1]_CD_TWinCD_TWin ⇒⇒ R[RR[R--1]_1]_TWcd_inTWcd_in
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TSCTSCネーミングツール：ネーミングツール：
初心者向け初心者向け TSCTSC//codescodes 導入支援導入支援

冷凍機・ﾁﾗｰ冷凍機・ﾁﾗｰ RR
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ HPHP
ﾎﾞｲﾗﾎﾞｲﾗ BB
冷却塔冷却塔 CTCT
加熱塔加熱塔 HTHT
冷却加熱塔冷却加熱塔 CHTCHT
ﾀﾝｸﾀﾝｸ TKTK
蓄熱槽蓄熱槽 STST
ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟ PP
熱交換器熱交換器 HEXHEX
ﾍｯﾀﾞﾍｯﾀﾞ HDHD

配管配管 PPPP
ﾊﾞﾙﾌﾞﾊﾞﾙﾌﾞ VV
空調機空調機 AHUAHU
電気ﾋｰﾀｰ電気ﾋｰﾀｰ HH
ﾌｧﾝﾌｧﾝ FF
ﾀﾞｸﾄﾀﾞｸﾄ DTDT
ﾀﾞﾝﾊﾟｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ DPDP
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾁｬﾝﾊﾞｰ CBCB
室室 RMRM
その他必須グループその他必須グループ ----

大分類大分類 大分類大分類

機器表から、中分類を設定する。
（大）ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ⇒ （中）空気熱源ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ

中分類中分類

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ HPHP
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ((ﾀｰﾎﾞﾀｰﾎﾞ)) HPcHPc
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ((ｽｸﾘｭｰｽｸﾘｭｰ)) HPsHPs
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ((ﾚｼﾌﾟﾛﾚｼﾌﾟﾛ)) HPrHPr
ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ HPbHPb
熱回収ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ熱回収ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ HPhrHPhr
熱回収ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ熱回収ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ HPb_hrHPb_hr
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ AHPAHP
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ((ﾀｰﾎﾞﾀｰﾎﾞ)) AHPcAHPc
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ((ｽｸﾘｭｰｽｸﾘｭｰ)) AHPsAHPs
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ((ﾚｼﾌﾟﾛﾚｼﾌﾟﾛ)) AHPrAHPr
空気熱源ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ空気熱源ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ AHPbAHPb
熱回収空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ熱回収空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ AHPhrAHPhr
熱回収空気熱源ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ熱回収空気熱源ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ AHPb_hrAHPb_hr
水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ WHPWHP
水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ((ﾀｰﾎﾞﾀｰﾎﾞ)) WHPcWHPc
水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ((ｽｸﾘｭｰｽｸﾘｭｰ)) WHPsWHPs
水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ((ﾚｼﾌﾟﾛﾚｼﾌﾟﾛ)) WHPrWHPr
水熱源ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ水熱源ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ WHPbWHPb
熱回収水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ熱回収水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ WHPhrWHPhr
熱回収水熱源ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ熱回収水熱源ﾌﾞﾗｲﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ WHPb_hrWHPb_hr
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ GHPGHP
灯油ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ灯油ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ KHPKHP

台数台数
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中分類機器毎のコアデータを選択中分類機器毎のコアデータを選択

中分類機器に関連した中分類機器に関連した
コアデータの例が表示コアデータの例が表示

例えば、空冷機器に例えば、空冷機器に
冷却水まわりの冷却水まわりの

コアデータはコアデータは
表示されない表示されない
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ポイントリストに「意味情報」をポイントリストに「意味情報」を
持たせるしくみ持たせるしくみ

データベースに必要な項目データベースに必要な項目
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「「TRTR--2i 2i 冷凍機入口冷水温度冷凍機入口冷水温度」には、」には、
どんなどんな意味情報が含まれているのかが含まれているのか

日本語名称：日本語名称：

建物建物IDID：：

計測ポイント計測ポイントIDID：：

計測ポイントの情報計測ポイントの情報

分類分類：熱源：熱源

単位：℃単位：℃

コア：コア：冷水冷水入口温度入口温度

関連機器：関連機器：TRTR--2i2i

機器の情報機器の情報

2i2i
TRTR

TRTR--2i 2i 

供給先：事務室系統供給先：事務室系統

設置：設置：B1FB1F機械室機械室

TSCTSC分類：分類：WCRcWCRc

機種：ターボ機種：ターボ冷凍機冷凍機

接続情報接続情報

CDPCDP--22

TRTR--2i 2i 
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ポイントリストテーブルポイントリストテーブルに付加したい情報に付加したい情報

TR2_TWc_inTR2_TWc_in監視図用監視図用TAGTAGナンバーナンバー

WCWCRRc[TRc[TR--2i]_TWc_in2i]_TWc_inTSCTSCオブジェクト名オブジェクト名

1200112001建物建物ID [PK]ID [PK]

TWc_inTWc_inTSCTSCコアデータコアデータ [FK][FK]

℃℃単位単位

熱源熱源__冷凍機冷凍機系統系統((分類分類))

その他付属情報その他付属情報

TRTR--2i2i対象機器名（機器表名）対象機器名（機器表名）[FK][FK]
TRTR--2i 2i 冷凍機入口冷水温度冷凍機入口冷水温度日本語ポイント名称日本語ポイント名称
200153200153計測ポイント計測ポイントIDID [PK][PK]

データの例データの例項目名称項目名称

※※[PK][PK]：主キー、：主キー、[FK][FK]：外微参照キー：外微参照キー
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機器情報テーブル機器情報テーブルに付加したい情報に付加したい情報

TR2TR2監視図用監視図用TAGTAGナンバーナンバー((機器機器))

1313機器機器No (No (並べ替え用並べ替え用))

TRTR--2i2i対象機器名（機器表名）対象機器名（機器表名）[PK][PK]

事務所系統事務所系統関連する系統（供給先等）関連する系統（供給先等）

WCRcWCRcTSCTSC機器中分類機器中分類 [FK][FK]

B1FB1F機械室機械室機器設置場所機器設置場所

2i2i機器表機番（機器表の機番部）機器表機番（機器表の機番部）

TRTR機器表記号（機器表の記号部）機器表記号（機器表の記号部）

データの例データの例項目名称項目名称

・エクセルベースでまとめる場合は・エクセルベースでまとめる場合は
「「ポイントリストテーブルポイントリストテーブル」」 とと 「「機器情報テーブル機器情報テーブル」は」は
合体していたほうが並べ替えもできて便利合体していたほうが並べ替えもできて便利
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機器接続情報テーブル機器接続情報テーブル付加したい情報付加したい情報

CDPCDP--22従機従機 [FK][FK]
TRTR--2i2i主機主機 [FK][FK]
1515接続情報接続情報IDID [PK][PK]

データの例データの例項目名称項目名称

TRTR--2i 2i ﾀｰﾎﾞ冷凍機冷水入口温度ﾀｰﾎﾞ冷凍機冷水入口温度
⇒⇒WCRc[TRWCRc[TR--2i]_TWc_in2i]_TWc_in

TRTR--2i 2i ﾀｰﾎﾞ冷凍機の冷却水ポンプﾀｰﾎﾞ冷凍機の冷却水ポンプCDPCDP--22の消費電力の消費電力
⇒日本語名称：⇒日本語名称：CDPCDP--2 2 冷却水ポンプ消費電力冷却水ポンプ消費電力
⇒⇒Pcd[CDPPcd[CDP--2]_PE2]_PE

TRTR--2i 2i とと CDPCDP--2 2 は機器接続情報で繋がっているのでは機器接続情報で繋がっているので
RDBRDBのの検索機能検索機能を利用してを利用して抽出できる抽出できる
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TSCTSC推進協議会で用意しているﾃｰﾌﾞﾙ情報：推進協議会で用意しているﾃｰﾌﾞﾙ情報：
TSCTSC機器中分類テーブル機器中分類テーブル

ターボ冷凍機ターボ冷凍機機器中分類名称機器中分類名称

RRTSCTSC機器大分類機器大分類

88中分類機器中分類機器No (No (並べ替え用並べ替え用))

WCRcWCRcTSCTSC機器中分類機器中分類 [PK][PK]
データの例データの例項目名称項目名称

TSCTSCコアデータテーブルコアデータテーブル

冷却水出口温度冷却水出口温度コアデータ名称コアデータ名称
TWcd_outTWcd_outTSCTSCコアデータコアデータ [PK][PK]

200200コアデータコアデータNo (No (並べ替え用並べ替え用))

データの例データの例項目名称項目名称
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目次目次

・・TSC/codesTSC/codes の役割、データの重要性の役割、データの重要性

・・TSC/codesTSC/codes の導入の導入

・東熱で・東熱で TSC/codes TSC/codes を活用した事例を活用した事例

・・BEMSBEMSにおけるにおける TSC/codes TSC/codes の役割の役割
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TSCTSC//codescodes をを DB DB に活用に活用

東熱で東熱で TSC/codes TSC/codes を活用した事例を活用した事例
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簡単に見つかるしくみの一例簡単に見つかるしくみの一例
東熱で東熱で TSC/codes TSC/codes を活用した事例を活用した事例
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TSCTSC//codescodes によるメリットによるメリット

「データ」に「意味情報」がひも付けられる「データ」に「意味情報」がひも付けられる

検索の効率化検索の効率化

自動診断への期待自動診断への期待

東熱で東熱で TSC/codes TSC/codes を活用した事例を活用した事例
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TSCTSC//codescodes をを

東熱製熱源トータル 適制御システム東熱製熱源トータル 適制御システム
「「EE--SCATSCAT」」 のの 制御演算用変数名制御演算用変数名

に活用した事例に活用した事例

東熱で東熱で TSC/codes TSC/codes を活用した事例を活用した事例
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「「EE--SCATSCAT」の制御演算用変数名」の制御演算用変数名

AA[1230]=  12.0; [1230]=  12.0; ((実際はﾎﾟｲﾝﾄﾘｽﾄを活用実際はﾎﾟｲﾝﾄﾘｽﾄを活用))
AA[1231]=   7.0;[1231]=   7.0;
AA[1232]= 200.0;[1232]= 200.0;
AA[1233]= [1233]= 22330.00.0;;
AA[1234]=([1234]=(AA[1230][1230]--AA[1231])*[1231])*AA[1232]/0.86;[1232]/0.86;
A[1235]= A[1234]/A[1233]A[1235]= A[1234]/A[1233];;

// // 冷水入口温度冷水入口温度[[℃℃] ] 
// // 冷水出口温度冷水出口温度[[℃℃] ] 
// // 冷水流量冷水流量[m3/h][m3/h]
// // 本体消費電力本体消費電力[kW][kW]
// // 冷水冷水生産生産熱量熱量[kW][kW]
// // 本体本体COPCOP

TSC/codes TSC/codes をを 活用しない例活用しない例

vf[TWc_in_R][i] =  12.0; vf[TWc_in_R][i] =  12.0; 
vf[TWc_out_R][i]=   7.0;vf[TWc_out_R][i]=   7.0;
vf[FWc_R][i]    = 200.0;vf[FWc_R][i]    = 200.0;
vf[PE_R][i]     = 230.0;vf[PE_R][i]     = 230.0;
vf[dTWc_R][i]   = vf[TWc_in_R][i] vf[dTWc_R][i]   = vf[TWc_in_R][i] -- vf[TWc_out_R][i];vf[TWc_out_R][i];
vf[QWc_R][i]    = vf[dTWc_R][i] * vf[FWc_R][i] / 0.86;vf[QWc_R][i]    = vf[dTWc_R][i] * vf[FWc_R][i] / 0.86;

vf[COP_R][i]    = vf[QWc_R][i] * vf[PE_R][i];vf[COP_R][i]    = vf[QWc_R][i] * vf[PE_R][i];

// // 冷水入口温度冷水入口温度[[℃℃] ] 
// // 冷水出口温度冷水出口温度[[℃℃] ] 
// // 冷水流量冷水流量[m3/h][m3/h]
// // 本体消費電力本体消費電力[kW][kW]

// // 冷水生産熱量冷水生産熱量[kW][kW]
// // 本体本体COPCOP

TSC/codes TSC/codes をを 活用した例活用した例

東熱で東熱で TSC/codes TSC/codes を活用した事例を活用した事例
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・バグが圧倒的に低減される・バグが圧倒的に低減される
・ループ構造を活用できる・ループ構造を活用できる

TSCTSC//codescodes によるメリットによるメリット

信頼性向上信頼性向上

東熱で東熱で TSC/codes TSC/codes を活用した事例を活用した事例
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TSCTSC//codescodes をを

監視監視図作成図作成 におけるにおける
計測ポイント計測ポイント のの ひも付けひも付け

に活用に活用

東熱で東熱で TSC/codes TSC/codes を活用した事例を活用した事例
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TR1_PE
CP1_PE

CDP1_PE

CT1_TWcd_out

TR1_TWc_in

CT1_sTWcd_out

TR1_TWc_out

TR1_TWcd_outTR1_TWcd_in

TR1_FWc

TR1_FWcd

TR1_sTWc_out
TR1_asTWc_out

CT1_PE

TR1_QWc

監視図作成監視図作成 と計測ポイントのひも付けの例と計測ポイントのひも付けの例

TR2_PE
CP2_PE

CDP2_PE

CT2_TWcd_out

TR2_TWc_in

CT2_sTWcd_out

TR2_TWc_out

TR2_TWcd_outTR2_TWcd_in

TR2_FWc

TR2_FWcd

TR2_sTWc_out
TR2_asTWc_out

CT2_PE

TR2_QWc

東熱で東熱で TSC/codes TSC/codes を活用した事例を活用した事例
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TSCTSC//codescodes によるメリットによるメリット

「コピペ」と「一括置換」で気持ちイイ「コピペ」と「一括置換」で気持ちイイ

作業効率化作業効率化 とと 間違いの低減間違いの低減

東熱で東熱で TSC/codes TSC/codes を活用した事例を活用した事例
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継続的運用改善継続的運用改善（（PDCAPDCAサイクル）サイクル）

PDCAPDCA
システムシステム

導入導入

予測検討予測検討
立案立案

分析分析
評価評価

改善改善

お客様お客様設計・施工業者設計・施工業者

設計時点と異なる運用時の負荷形態設計時点と異なる運用時の負荷形態 ・・ 変化する負荷形態変化する負荷形態

運用時診断運用時診断 ・・ 運用運用改善／改善／ 適な熱源システムの見直し適な熱源システムの見直し

・エネルギー管理の定期報告・エネルギー管理の定期報告

・運用改善・運用改善((設定変更設定変更))

・改善提案・改善提案

東熱で東熱で TSC/codes TSC/codes を活用した事例を活用した事例
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目次目次

・・TSC/codesTSC/codes の役割、データの重要性の役割、データの重要性

・・TSC/codesTSC/codes の導入の導入

・東熱で・東熱で TSC/codes TSC/codes を活用した事例を活用した事例

・・BEMSBEMSにおけるにおける TSC/codes TSC/codes の役割の役割
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BEMSBEMSにおけるにおける TSC/codes TSC/codes の役割の役割

データを活用したデータを活用した分析・改善へ分析・改善へのスムーズな接続のスムーズな接続

分析のレベルアップ分析のレベルアップ 見えなかったことが見えてくる見えなかったことが見えてくる

計測ポイントの管理の効率化計測ポイントの管理の効率化
間違いが大幅に無くなる間違いが大幅に無くなる

設計意図の確実な伝達設計意図の確実な伝達
ソフトウェア構築、設計、コミッショニングソフトウェア構築、設計、コミッショニングなどなど

数式を伝える際の間違いの防止数式を伝える際の間違いの防止

新しいサービスの創出新しいサービスの創出
コミッショニング、ソリューション、ライフサイクルサービスコミッショニング、ソリューション、ライフサイクルサービス

単一ビル→多くのビルを串刺した扱いが容易単一ビル→多くのビルを串刺した扱いが容易
広域監視・管理・評価、ビルの「格付け」広域監視・管理・評価、ビルの「格付け」によるによる

不動産価値の向上不動産価値の向上



36

TSCTSC推進協議会のフォロー推進協議会のフォロー

tbTSC機器大分類_2010121617
tbTSC機器中分類_2010121617
tbTSCコアデータ_2011100313

・・TSC/codesTSC/codes に関する質問の受付に関する質問の受付

・ドキュメント類・ツールの配布・ドキュメント類・ツールの配布
WEBWEBサイトからのサイトからの ダウンロードサービスダウンロードサービス

・用意しているテーブルのバージョン管理・用意しているテーブルのバージョン管理
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まとめまとめ

••エネルギーを有効活用するためには、エネルギーを有効活用するためには、
今後ますますデータの重要性は高まる今後ますますデータの重要性は高まる

••「計測ポイント」に「計測ポイント」に TSC/codes TSC/codes 情報を付加すれば情報を付加すれば
ローカルの「計測」から「評価」までのローカルの「計測」から「評価」までの
すべてを透過的につなぐことができるすべてを透過的につなぐことができる

••「データ」に「意味情報」がひも付けられることにより、「データ」に「意味情報」がひも付けられることにより、
新しい可能性が広がる新しい可能性が広がる

••質問あれば、お気軽に事務局にご連絡ください質問あれば、お気軽に事務局にご連絡ください
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ご清聴ありがとうございました


