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地球温暖化による海面上昇や異常気象の発生は予想以上のスピードに進んでいる。化石燃料などの資源の枯渇へ

の対応，緑や水の保全，食料不足，人や自然環境に悪影響を及ぼす有害化学物質の使用の削減・排除等も直面する

大きな課題である。このように，持続的成長社会の実現のための「省エネルギー，環境保全」は，全世界の人々が

協力し，直ちに対策しなければならない課題となっている。本稿は，これらの課題に対しての世界の情勢を俯瞰し，

課題解決のために横河電機がどのように貢献しているのか，また，今後どのように貢献していくのかを説明する。

また，そのための当社が提供する製品やソリューションの概要も合わせて説明する。

Global warming is causing sea levels to rise and abnormal weather patterns. Humankind 
is also facing other serious problems including the depletion of fossil fuels, forests, water, and 
food, and must reduce the use of hazardous chemicals for the sake of humans and the natural 
environment. To solve these problems and achieve a sustainable society, people around the world 
must work together immediately to conserve energy and protect the environment. This paper 
describes the global situation relating to these difficulties, and Yokogawa's efforts to solve the 
problems. Yokogawa's products and solutions are also outlined.  

はじめに111

自動車，電化製品，パソコン，携帯電話，インターネ
ットなどにより，生活がより便利に，より豊かになる一
方，海面上昇や異常気象などの地球温暖化による被害は
いまや現実のものとなっている。また，化石燃料などの
資源の枯渇への対応，緑や水の保全，食料不足，人や自
然環境に悪影響を及ぼす有害化学物質の使用の削減・排
除等も直面している大きな課題である。すなわち，持続
的成長社会の実現のための「省エネルギー，環境保全」は，
全世界の人々が協力し，直ちに対策しなければならない
課題となっている。

本稿は，これらの課題に対しての世界の情勢を俯瞰し，
課題解決のために横河電機がどのように貢献しているの
か，また，今後どのように貢献していくのかを示す。具
体的なソリューションとその事例，およびそこで活用さ
れている当社の製品については，代表的なものを本特集
号の別の論文で紹介する。

持続的成長社会の実現のための世界の情勢と1211
11111横河電機の基本的な姿勢

持続的成長社会の実現のための世界の情勢2111
地 球 温 暖 化 は，IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change: 気候変動に関する政府間パネル ) の報
告書 (1) にあるように，人類の発展を脅かす地球規模の
脅威と認識されている。このような状況の下，世界各国
は，地球温暖化問題に取り組むべく， UNFCCC (United 
Nations Framework Convention on Climate Change: 気
候変動に関する国際連合枠組条約 ) を締結している。
UNFCCC は，気候変動がもたらすさまざまな悪影響を防
止するための取り組みの原則，措置などを定めている。
この条約の交渉会議は，最高意思決定機関である COP 
(Conference of Parties: 締約国会議 ) として毎年開催され
ている。1997 年 12 月に開催された COP3 ( 京都会議 ) 
においては，2000 年以降の取り組みについての規定が
不十分であるとして，法的拘束力のある数値目標を定め
る「京都議定書（Kyoto Protocol）」(2) が採択された。し
かしながら，温室効果ガスを大量に排出している米国が
批准していない，発展途上国は経済発展をおこなう以
上，多量の温室効果ガスを排出せねばならないと考え自
発的参加を見送った，等の理由により，世界的なレベル
での温室効果ガスの削減は進んでいないのが現状である。
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一方，地球温暖化による異常気象の発生，南極や北極の
氷の減少，氷河の後退，海面上昇等は予想以上のスピー
ドで進んでおり，もはや猶予のない状況である (3)。

こ の よ う な 状 況 の 下，IEA (International Energy 
Agency: 国際エネルギー機関 ) は，2009 年 12 月のデ
ンマークのコペンハーゲンでの COP15 に向けて，基礎
データを「世界エネルギー見通し 2009 (World Energy 
Outlook 2009)」 の 気 候 変 動 特 集 の 速 報 版 (4) と し て，
2009 年 10 月に発表した。

IEA の提案では，産業革命以前の水準から気温上昇を
2℃以下に抑えるための試算が 450 シナリオとして示さ
れている。最終的には，温室効果ガスの濃度が CO2 換算
で 450 ppm 以下で安定しなければならないという根拠に
基づく。この濃度は，現状計画されている対策のみの場
合の半分以下である。図 1に，現状の対策のみの場合の
予想と，450 シナリオでの CO2 排出量を示す。2010 年が，
2007 年に比べて排出量が減少しているのは，2008 年来
の金融経済危機の影響である。IEA は，この金融経済危
機を，「世界のエネルギーシステムを低炭素型へ軌道修正
するチャンス」と捉えている。

図 11世界の CO2 排出量

図 2に 450 シナリオで提案されている国・地域別の
CO2 削減量を，図 3に分野別の CO2 削減量を示す。図 1
の現状計画からの削減の部分が拡大され，その内訳が示
されている。再生可能エネルギーは，自然界に存在する
エネルギーで，人類のタイムスケールからみてほぼ永続
的に得られるもので，太陽光，太陽熱，風力，水力，バ
イオマス，雪氷熱，海洋温度差，塩分濃度差，地熱，潮
汐力等の利用が含まれる。国・地域別では，当然のこと
であるが，大量に CO2 を排出している米国と中国での大
幅な削減が求められている。また，分野別では，省エネ
ルギー分野での削減量が半分以上を占めている。
図 4に， 450 シナリオで想定されている追加設備投資

額を示す。省エネルギーの分野での投資額は莫大で，関
連する追加設備投資も加えると，年間の追加設備投資は
GDP (Gross Domestic Product: 国内総生産 ) 比で，2020
年の 0.5%から 2030 年の 1.1%へと増加する。この設備

投資により，2010 ～ 2030 年の間で，8.6 兆ドル相当の
エネルギー削減の効果があり，2020 年で 400 億ドル，
2030 年で 1000 億ドルの大気汚染対策費用が削減可能
であるとしている。

結 局，IEA の 提 案 や 各 国 の 努 力 に も か か わ ら ず，
COP15 では，「コペンハーゲン合意」の承認にとどまり，
各国は削減案を 2010 年 1 月 31 日までに条約事務局に
提出することになった。結果として，現行の京都議定書
では削減義務を負わない新興国や米国，中国なども含め，
世界の CO2 排出量の約８割を占める 55 カ国が賛同し，
削減案を 1 月 31 日までに提出した。地球温暖化対策の
新しい国際枠組み（ポスト京都議定書）をめぐる交渉が
再始動する。

図 21450 シナリオにおける国・地域別 CO2 削減量

図 31450 シナリオにおける分野別 CO2 削減量

図 41450 シナリオに基づく追加設備投資額

以上，省エネルギー，CO2 排出についての世界の情勢
を説明したが，EU ( 欧州 ) の特定有害物質の使用制限規
制「RoHS 指令（Restriction on Hazardous Substances）」，
化学物質の登録，安全性評価，使用制限，使用認可を
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生産者に義務付ける規制「REACH 規制（Registration, 
Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）」
や中国の「中国版 RoHS」（電子情報製品汚染制御管理方
法）など，多くの地域，国で，人や自然環境が有害物質，
化学物質によって悪影響を受けるのを防ぐための規制も
増えてきている。

横河電機の基本的な姿勢2121
企業理念「計測と制御と情報をテーマに，より豊か

な人間社会の実現に貢献する」に示す通り，横河電機は
常に産業や社会の基盤となるインフラに関わる分野で優
れた製品・ソリューションを提供することに主眼を置
いている。石油ショック以前から，省エネルギー・環
境保全の技術に注力しており，1997 年に本社・工場が
ISO14001 の認証を取得して以来，当社の製品・ソリュ
ーションを通してお客様の環境保全に貢献することを
YOKOGAWA グループ環境方針に掲げている。
図 5に示すように，多くの CO2 を排出するほとんどの

分野は，まさに産業や社会の基盤となるインフラである。
当社が得意とするエネルギー，産業の分野での排出量は
全体の半分以上を占めており，当社はすでに，地球温暖
化対策のための省エネルギーに長年にわたって貢献して
きたといえる。例えば，省エネルギー，生産性向上や品
質改善のための当社の制御システム「CENTUM シリーズ」
は，全世界で２万システム以上の実績があり，業界随一
の高い信頼性を誇っている。多くのシステムが現在稼働
中であり，全世界で省エネルギー・環境保全に大きく貢
献している。また，差圧・圧力伝送器「DPharp/EJA/EJX
シリーズ」は，世界中で 120 万台以上が稼動しており，
燃焼ガス，排ガス圧等を正確に測定し，省エネルギー・
環境保全に役立っている。

図 51全世界での分野ごとの CO2 排出量（2007 年）

日本の産業界は，石油ショック以来，高い生産性，優
れた品質などの強みをベースに国際競争力を伸ばす一
方で，エネルギー効率の向上に多大な力を注いできた。
1973 年から 2007 年までの 34 年間をみると，GDP が
2.4 倍となり，運輸や民生の分野でのエネルギー消費が
２倍以上に膨らむなかで，産業界はエネルギー消費をほ
ぼ横ばいに抑えてきた。(6) こうした努力により，図 6に
示すように，日本は GDP 当たりの CO2 排出量を非常に

低いレベルに抑えている。
この実績に大きく寄与し，制御分野で世界のリーディ

ングカンパニーである当社の製品を全世界で使用してい
ただくことにより，世界レベルでの CO2 排出量の削減が
可能となる。IEA の報告にある通り，今後の省エネルギ
ー関連の設備投資は莫大であり，当社は，省エネルギー・
環境保全に大きく貢献できるものと確信している。また，
人や自然環境が有害物質，化学物質によって悪影響を受
けるのを防ぐための各地域，各国の規制を遵守すること
は，企業の当然の義務と考え，推進している。

図 61GDP 当たり CO2 排出量（2007 年）

省エネルギー，環境保全に対しての1311
1111横河電機の取り組み

お客様にとっての理想のプラント，操業を実現するの
が，『VigilantPlant ― 理想の工場』である。当社は，省
エネルギー，環境保全を最も重要なテーマの１つと捉
え，図 7に示すように，VigilantPlant をビジョンとして，

『Energy on Demand』で，工場全体，地域全体でのエネ
ルギーの最適化に貢献し，地球にやさしい工場の実現を
目指す。

図 71地球にやさしい工場

VigilantPlant1―1理想の工場3111
VigilantPlant は，
プラント操業に携わる人々に必要な情報が行き渡っていて，・ 
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外部環境の変化にも俊敏にビジネス対応ができ，生産・ 
活動が滞ることなく回りつづけ，
設備も人も，将来に向けて着実に進化を続けていくこ・ 
とができる。

明日のための意思決定を行うことができる操業の全体最
適を実現しているプラントである。

VigilantPlant は，以下の３つのサイクルを回し，設備
も人も，将来に向け着実に進化し続ける環境の実現を支
援する。

SEE clearly ( 明確な見極め ) ⿎
…　プラントの隅々まで見渡せるようにする
省エネルギー・環境保全のためのすべての活動は，使
用されるエネルギーや原材料の量，製品の性状・量，
CO2 などの排出量，および生産過程における温度，圧
力，流量，性状などの物理量の正確な計測から始まる。
KNOW in advance ( 的確な予知 ) ⿎
…　収集した情報により将来を予見する
エネルギー，原材料の使用量が，生産される製品に対
して適切であるかどうか，CO2 などの排出量が計画通
りであるかどうかを予測あるいは分析する。
ACT with Agility ( 俊敏な行動 ) ⿎
…　俊敏な操業でビジネスの成長を支える
エネルギー，原材料の無駄を最低限に，CO2 などの排
出量を規定値以内に抑える。必要なところに，必要な
ときに，必要なだけのエネルギーを供給するのが究極
の省エネルギーである。

また，VigilantPlant は，以下に示す４つの Excellence で，
理想の操業（OE: Operational Excellence）を実現するト
ータルソリューションを提供する。

Safety Excellence ( SE：安全の確保 )   ⿎
「安全性と稼働率の両立」を実現する。
Asset Excellence ( AE：設備の最大活用 )   ⿎

「信頼性と保全コストの両立」を実現する。
Production Excellence ( PE：生産の改革 )  ⿎

「生産性の継続的改善」を実現する。
Lifecycle Excellence ( LE：ライフサイクルの最適化 ) ⿎  

「操業品質の向上」を実現する。

Energy1on1Demand3121
横河電機は，「必要なところに，必要なときに，必要な

だけのエネルギーを供給する」究極の省エネルギーを目
指し，「Energy on Demand」でお客様のコストダウンと
環境経営の両立を支援する。現状では，原動力から生産
工程へのエネルギーの供給は，安定して需給バランスが
取れているものの，生産工程での使用エネルギーのムダ
を前提とした需給バランスであり，これを図 8に示すよ
うに，生産工程でのムダを排除した，あるべき需給バラ
ンスとすることを目指している。

図 81Energy1on1Demandにおけるエネルギー需給バランス

図 9に示すように，省エネルギーの実現は，エネルギ
ーの使用量を下げることによるコストダウンとなるだけ
でなく，設備・建物の管理コストも下げることができ，

『経営改善』に直結する。合わせて，CO2 排出量を減らし，
地球温暖化の防止につながる。

図 91エネルギーコストの削減と CO2 排出量の削減

当社は，省エネルギー対策を始めたばかりのお客様か
ら，最先端の省エネルギー活動を行っているお客様まで，
図 10に示す VigilantPlant のサイクルに対応した「見え
る」（SEE clearly），「分析する」（KNOW in advance），「解
決する」（ACT with Agility），のサイクルに沿ったソリュ
ーションを提供する。省エネルギー対策では，このサイ
クルを絶え間なく回していく必要がある。対策の範囲も，
地道な消灯活動から，ボイラ，ポンプ，コンプレッサな
ど個別設備の省エネルギー対策，そして工場全体のエネ
ルギー管理へ，さらに将来的には，企業全体，コンビナ
ート全体，地域全体でのエネルギー最小化へと展開して
いくことで，持続可能な社会の形成につながる。

図 101省エネルギー対策のサイクル
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エネルギーコスト削減
設備・建物の管理コスト削減

CO2排出量削減
地球温暖化防止

経営改善
に直結

さらに

見える

分析する

解決する

地域全体の最適化工場全体の最適化個別設備の最適化

最適制御技術などを活
用し，地域全体での使
用エネルギー最小化を
実現する。

ムダを排除し，工場全
体の使用エネルギーの
最小化を実現する。

ムダを排除し，個別設
備の使用エネルギーの
最小化を実現する。

最新制御技術を用い，
工場間で融通し合える
エネルギーの種類と量
を解析する。

工場全体のエネルギー
の原単位管理により，
ムダを定量化する。

個別設備のエネルギー
の原単位管理により，
ムダを定量化する。

地域の各工場が使用し
ているエネルギーを見
える化する。

工場全体のエネルギー
をモニタリングし，見
える化する。

測定器を配置してモニ
タリングと記録を実施
し，個別設備のエネル
ギーを見える化する。

対象範囲の拡大
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省エネルギー・環境保全を実現する製品・ソリューション3131
横河電機は，省エネルギー・環境保全を実現するた

めの多くの製品・ソリューションをお客様に提供してい
る。ここでは，そのうちのいくつかの概要を紹介する。
付表 1に，お客様のプラントで省エネルギー・環境保全
を実現する当社の主な製品を VigilantPlant の各サイクル
に対応させて示す。付表 2には，主な業種と当社が提供
するソリューションの概要を示す。

フィールド機器，分析計，計測器 ⿎
生産現場における省エネルギー・環境保全のためのす

べての活動は，温度，圧力，流量などの物理量の正確な
計測から始まる。最適な制御のためには，使用されるエ
ネルギーや原材料の量，製品の性状・量，CO2 などの排
出量だけでなく，生産過程における温度，圧力，流量，
性状などをリアルタイムに測定することが必要となる。

当社が提供する，“ 差圧・圧力伝送器「DPharp/ EJA/
EJX」”，“ レーザガス分析計「TDLS200」”，“ 電力モニ
タ「POWERCERT」”，などの各種フィールド機器，分析
計，計測器は，燃焼ガス，排ガス，浄水，排水，電力など，
さまざまな物理量を測定することができ，省エネルギー・
環境保全を実現するソリューションのキーコンポーネン
トとして活用することができる。

制御システム，生産システム ⿎
“ 統合生産制御システム「CENTUM VP」”，“ ネットワ

ークベース生産システム「STARDOM」” などの IT 技術
を活用した DCS (Distributed Control System) は，個々の
設備だけでなく，工場全体，地域全体の省エネルギー，
環境保全のための基盤となる。多くの場合，DCS は，品
質の向上，生産性の向上を直接的な目的として利用され
ているが，その目的に関わらず常に省エネルギーが実現
されている。

DCS では，ハードウェアの変更や追加なしに，簡単に
PID チューニング・パラメータの変更や，制御方法・制
御ループ構成の変更ができ，継続的に，安定した効率の
よい運転に改善することができる。１つの制御ループの
改善だけでも大幅な省エネルギーを実現することがある。
負荷変動時のフィードフォワード制御の追加は，非常に
効果がある例の１つである。また，個々のループでの改
善は小さくても，数百，数千の制御ループでの合計では
大きな改善となる。

DCS は，さらなる改善のために必要となる広範囲の
データを保有・管理しており，それらへの一様なアク
セス手段を提供している。上位の MES (Manufacturing 
Execution System) 層，さらにその上位の SCM (Supply 
Chain Management) 層，ERP (Enterprise Resource 
Management) 層では，それらのデータにアクセスし，工
場全体，企業全体，地域全体での省エネルギー，環境保

全のために活用することができる。

高度制御パッケージ ⿎
 MES 層のパッケージに位置づけられる “ 多変数モデル

予測制御パッケージ「Exasmoc」”，“ 性状推定パッケー
ジ「Exarqe」” を活用して，石油，化学，電力，鉄鋼等
のプラントにおける高度制御による省エネルギーを実現
することができる。高度制御の基本は，与えられた装置
の制約，排出ガス制限，経済的制約等の下で，最も少な
いエネルギー・原材料・時間で製品仕様を満たす製品を
生産することである。

例えば石油精製プラントの蒸留塔では，製品仕様を満
たす範囲で，できるだけ低いリフラックスレシオ，すな
わちできるだけ低温度で蒸留することにより，使用燃料
を大幅に削減することができる。このような制御により，
使用燃料を 20%以上削減できた例がある。

また，分析計による性状測定を，モデルを用いた推定
に置き換えることにより，リアルタイムで性状値を用い
てフィードバック制御することができ，規格外品質の製
品の生産を防止し，運転損失を削減することができる。
１時間以上の測定遅延時間の削減も可能である。

エネルギー管理・制御システム ⿎
個別設備省エネ制御• 
エコノパイロットシリーズは，個別設備のエネルギー

制御を行うためのパッケージである。例えば，“ 送水ポン
プ省エネ制御システム「エコノパイロット」”，“ 熱源送
水ポンプ省エネシステム「エコノパイロット HSP」” は，
ビル，工場，商業施設の冷温水の送水システムにおいて，
大きな省エネルギーを実現する。多くの場合，ポンプの
流量制御は戻し弁制御で行われているが，戻し弁を操作
しても使用電力はわずかしか減少しない。しかしながら，
電力は回転数のほぼ 3 乗に比例するため，戻し弁制御を
モータの回転数制御に変更することによって使用電力を
大幅に削減することができる。例えば，回転数を 60%に
低減すれば (0.6)3 = 0.216 となり，約 80%の節約ができ
ることになる。最大許容流量に比較して，平均流量が少
ないほど，節約効果は大きくなる。

工場全体・地域全体でのエネルギー管理• 
エネルギー管理システム「InfoEnergy」や “ 工場エネ

ルギー操業支援システム「Enerize E3」” は，工場全体・
地域全体でのエネルギー管理を行うためのパッケージで
ある。新たに開発した「Enerize E3」は，エネルギー情
報と生産情報を統合して，生産工程上での省エネルギー
を支援することを目的としている。従来，生産工程では，
生産性を向上することによって，結果的に省エネルギー
を実現し，工場単位での結果としての原単位（製品１台
または製品単位量当たりの使用エネルギー）管理を行っ
てきた。ところが，さらなる省エネルギーのためには，
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生産工程のどこにエネルギー使用のムダがあるのかを知
ることが必要で，製品別，ロット別，工程ごとのリアル
タイムでのエネルギー管理が必要になる。「Enerize E3」
は，これらを可能とし，真の「Energy on Demand」を実
現するシステムである。

最適運転• 
“ エネルギー予測最適化システム「Enemap」” は，過

去の運転実績データと気象予報値をもとにエネルギー需
要負荷を予測し，需要負荷を充たす最適な運転計画を作
成するソフトウェアパッケージである。DCS や高度制御
パッケージ等と組み合わせて使用することにより，最適
運転が可能なシステムを構築することができる。自家発
電設備などでのソリューションとして活用でき，プロセ
ス制御分野の省エネルギー実現に貢献できる。

省エネルギー・環境保全を実現するソリューション ⿎
当社では，できるだけ多くの業種で利用できるソリュ

ーションを再利用できるようにあらかじめ用意し，低コ
ストで迅速にお客様に提供している。付表 2の「省エネ
ルギー工場診断ソリューション」は，上記の省エネルギ
ー対策のサイクルの手順に従ってお客様に省エネルギー
対策を提案するものである。

横河電機の製品自身の省エネルギー，環境保全対策3141
横河電機のハードウェア製品開発においては，消費電

力の削減，省資源のための軽量化，有害物質の削減・排
除などについて YOKOGAWA グループ全体としての設計
標準を定めて設計しており，製品自身の省エネルギー，
環境保全対策にも積極的に取り組んでいる。

横河電機の工場における取り組み3151
お客様の工場での省エネルギー，環境保全に貢献する

だけでなく，当社自身のすべての工場においても省エネ
ルギー，環境保全に積極的に取り組んでいる。2009 年
10 月には，グリーン IT 推進協議会が主催する「グリー
ン IT アワード 2009」において，甲府事業所で取り組ん
できた「生産ラインにおけるエネルギー無駄ゼロへ導く
IT 活用」が経済産業大臣賞を受賞した。設備の高効率化，
消灯活動等の対策を実施し，更なる省エネを進めるため，
エネルギー量の見える化を行い「生産ラインにおけるエ
ネルギーの無駄排除」活動に全員参加で取組み，大きな
成果を生み出したことによる。

今後の横河電機の取り組み411

横河電機は，省エネルギーの分野だけでなく，今後大
きな拡大が期待できるクリーンな再生可能エネルギー，
バイオ燃料の分野にも注力している。当社の制御システ
ム，フィールド機器は，すでに多くの太陽光発電，風力
発電，DME (di-methyl ether: ジメチルエーテル ) 生産，
DME 利用コジェネなどのプラントで活躍している。

今後，さらに省エネルギー・環境保全に注力し，継続
した製品・ソリューションの開発および機能増強を計画
しており，全世界で活用されることを期待している。特に，
新興国の経済発展に伴う温室効果ガス排出の抑制のため
の省エネルギー対策に期待している。また，環境保全と
しては，省エネルギーによる温室効果ガスの削減に加え，
緑と水の保全や食糧不足などにも積極的に取り組み，環
境衛生や貧困などの地球規模の社会問題の解決に貢献し
たい。

おわりに511

本稿では，持続的成長社会の実現のための「省エネル
ギー，環境保全」は，全世界の人々が協力し，直ちに対
策しなければならない課題であり，横河電機がこの課題
解決のためにどのように貢献しているのか，また，今後
どのように貢献していくのかを紹介した。

計測・制御・情報の分野で長年培ってきた技術を地球
規模での「省エネルギー，環境保全」に結びつけていく
ことは横河電機の使命と考え，お客様と共に持続的成長
社会の実現に貢献していきたい。

参考文献
IPCC, “IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007,” IPCC, (1) 
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付表 11省エネルギー・環境保全を実現する横河電機の主な製品
サイクル 製品名称 説明

SEE clearly
（明確な見極め）

レーザガス分析計「TDLS200」 波長可変半導体レーザを利用して，過酷な条件下で様々なガスの
濃度を高速，高精度で測定する分析計

ジルコニア式酸素濃度計「ZR402，ZR22」 ジルコニアセンサを利用して，加熱炉やボイラなどの設備で，酸
素濃度を測定する計測器

赤外線ガス分析計，
近赤外分光分析計「IR400，NR800」

赤外線，近赤外線を利用した，NO, SO2, CO2, CO 等のガス濃度を
測定する分光分析計

連続 VOC モニタ「VM500」
ベンゼン，トリクロロエチレンなどの有害な揮発性有機化合物

（VOC: Volatile Organic Compounds）を連続的・自動的に測定す
る測定装置

透過散乱形濁度計「TB700，TB750G」 浄水，排水等の濁度を測定する計測器
光ファイバ分布型

温度測定器「AQ8920」
光ファイバ，レーザ光を用いて 2 km までの温度分布を測定する
計測器

電力モニタ「POWERCERT」 工場や事業場の使用電力を連続的に計測する計測器
ディジタルパワーメータ

／パワーアナライザ「WT/PZ シリーズ」
家電製品，照明器具，産業用機器などの研究開発，生産ライン等で，
それらの電気機器の消費電力を測定する計測器

ガス熱量計「GD410」 ガスの密度と発熱量の相関式より，ガスの発熱量を連続的に高速・
高安定に測定する計測器

差圧・圧力伝送器「DPharp1EJA/EJX」 シリコン振動式センサを利用して，液体・気体・蒸気の流量と液位・
密度・圧力を測定する計器

電磁流量計「ADMAG1AXR/AXF」 電磁気を利用して，配管中に流れる流体の量を連続的に測定する
計器

渦流量計「digital1YEWFLO」 カルマン渦列を利用して，配管中に流れる流体・気体・蒸気の量
を連続的に測定する計器

KNOW in advance
（的確な予知）

プラント情報
管理システム「Exaquantum」

プラントのあらゆる情報を収集・解析し，安全かつ最適な操業を
支援する情報管理システム

分散型 SCADA システム「FAST/TOOLS」 オープンアーキテクチャに基づいたスケーラブルな分散型
SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition) システム

ペーパレス ビデオ
グラフィックレコーダ「DXAdvanced」

ネットワーク機能と高度な情報処理能力を備えた，ペーパーレス
のデータ収集ステーション

統合型アラーム管理
ソフトウェア「CAMS1for1HIS」

必要なアラームを最適なタイミングで，必要な人にのみ通知する
ことを基本とするアラーム管理システム

プラントシミュレータ「Visual1Modeler」 プラントレベルの詳細度を持つモデルを用いて，高速にプラント
の状態をシミュレートするシミュレータ

性状推定パッケージ「Exarqe」 温度，圧力，流量などのデータから製品・半製品の組成データを
オンラインで推定するパッケージ

エネルギー管理システム「InfoEnergy」 電力，機器の稼動状態，流量・熱量などのデータを収集し，使用
エネルギー削減のための管理・解析を行うシステム

エネルギー予測
最適化システム 「Enemap」

過去の運転実績データと気象予報値をもとにエネルギー需要負荷
を予測し，最適な運転計画を作成するシステム

工場エネルギー
操業支援システム「Enerize1E3」

エネルギー情報と生産情報を統合して，生産工程上での省エネル
ギーを支援するシステム

ACT with Agility
（俊敏な行動）

統合生産制御システム「CENTUM1VP」 信頼性が高く高効率なプラント最適操業を実現する核となる生産
制御システム

ネットワークベース
生産システム「STARDOM」

ネットワーク技術を利用した，柔軟かつスケーラブルにシステム
構築ができる生産システム

安全計装システム「Prosafe-RS」 プラント事故を未然に防ぎ，万一事故が起こった場合でも被害の
拡大を防ぐことを目的とする安全システム

フィルム・シート
厚さ計測・制御システム「WEBFREX3」

包装用フィルム，電気・電子用シート素材，紙パルプ等の品質と
その生産プラントの運転最適化を実現するシステム

多変数モデル予測
制御パッケージ「Exasmoc」

プラントの運転状態を最適に保つための高度制御を実現する制御
パッケージ

統合機器管理
ソフトウェアパッケージ

「PRM」(Plant1
Resource1Manager)

伝送器や制御バルブといったフィールド機器をはじめとする各種
プラントリソースを管理するパッケージ

運転効率向上
支援パッケージ「Exapilot」

熟練運転員の高い運転レベルで運転操作を標準化・自動化するこ
とにより，運転効率の向上を実現するパッケージ

リアルタイム
プラントオプティマイザ「Exaspot」

操業条件に応じて最適な運転条件を計算・設定するオンラインリ
アルタイムオプティマイザ

送水ポンプ
省エネ制御システム「エコノパイロット」

ビルや工場の空調用冷温水の送水を行う空調二次ポンプの省エネ
制御を実現するシステム

熱源送水ポンプ
省エネシステム「エコノパイロットESP」

工場や商業施設の熱搬送システムにおいて，熱源廻り冷温水１次
ポンプと冷却水ポンプの省エネ制御を実現するシステム
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付表 11省エネルギー・環境保全を実現する主なソリューション

　　　　　　　　　　業種

　ソリューション

石
油
化
学
鉄
鋼
紙
パ
ル
プ

エ
ネ
ル
ギ
ー

ソリューション概要

BTG 最適化
ソリューション ○ ○ ○ ○ ○

ボイラ，タービン，ジェネレータ（BTG: Boiler, Turbine, Generator）の運転の制御性
改善や負荷配分による台数制御によって，自動化された安定操業を行い，コスト削減・
省エネルギー・CO2 削減を実現する。

石油精製最適化
ソリューション ○ ○ モデル予測制御，性状予測，リアルタイム・シミュレーションなどを活用して石油精製

プラントの高度制御を行い，コスト削減・省エネルギー・CO2 削減を実現する。

最適燃焼制御
ソリューション ○ ○ ○ ○ ○

ボイラなどの燃焼において，炉内温度制御，空燃比制御，炉内圧力制御などによって
燃焼効率が良く，CO2 の排出量が少なく，供給する燃料を最小にするように制御し，
コスト削減・省エネルギー・CO2 削減を実現する。

熱搬送・送水ポンプ
省エネソリューション ○ ○ ○ ○ ○

工場や商業施設などの熱搬送・送水システムにおいて，１次ポンプ，２次ポンプ，冷
却水ポンプを横河独自の「管路抵抗予測制御方式」で制御し，コスト削減・省エネル
ギーを実現する。

圧縮エアー・コンプレッサ
省エネソリューション ○ ○ ○ ○ ○ 複数台のコンプレッサの無駄なエア圧力と運転台数を横河独自の「負荷予測制御」と「異

容量台数制御」によって制御し，コスト削減・省エネルギーを実現する。
最適チューニング

ソリューション ○ ○ ○ ○ ○ 装置・工場における制御状態を診断し，コスト削減，生産性向上，品質向上を実現す
る制御の最適化を提案する。

省エネルギー工場診断
ソリューション ○ ○ ○ ○ ○

工場の省エネルギーを実現するための診断サービス。当社の省エネ製品がお客様の省
エネ対策・見える化にお役に立てるかを提示する「初期診断」と，具体的に省エネを
推進するための「詳細診断」がある。
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* CENTUM，DPharp，VigilantPlant，Energy on Demand，TDLS，POWERCERT，STARDOM，Exasmoc，Exarqe，エコノパイロット，
InforEnergy，Enerize，Enemap，ADMAG，AXF，AXR，YEWFLO，Exaquantum，FAST/TOOLS，DXAdvanced，Prosafe-RS，WEBFREX， 
PRM，Exapilot，Exaspot は，横河電機㈱の登録商標または商標です。


