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工場エネルギー操業支援システム「Enerize E3」は，業界で初めてエネルギー KPI (Key Performance Indicator)
の「見える化」により，エネルギー管理の標準化と全員参加を可能にしたシステムである。本システムは，原動
力設備，消費部門，生産設備のモデル化によりシステム構築を実現している。本稿では，この開発内容および特
長を報告する。

The Enerize E3 factory energy management system is the first system in the industry to
succeed in visualizing the energy key performance indicator (KPI) of any operation. This
makes it possible to standardize energy management and encourage all members in a factory
to participate in energy -saving activities. The system is built by modeling power systems,
production facilities, and consumer sectors. This paper reports its development and features.

111はじめに
省エネルギー・再生可能エネルギー利用への投資が
世界的に増大している。日本では，国内クレジット制度

(Energy Realtime Optimize System Elucidate3)」” を開発
した。「Enerize E3」は，工場の生産活動におけるエネル
ギーの「見える化」を可能とする業界で初めての製品と
いえる。

やグリーン税制の創設，企業全体を対象とした省エネ法

「Enerize E3」は工場におけるエネルギーの供給側（原

の改正施行などにより，省エネルギー，温暖化効果ガ

動力設備）と消費側（生産部門，および生産設備）をモ

ス削減のための社会的な枠組みが整備されてきた。現

デル化し，以下を実現することを目的としている。

在，国際標準化機構（ISO: International Organization for
Standardization）にて議論が進められている「エネルギ
ーマネジメントシステム ISO50001」は，エネルギーの

•• 供給設備における無駄の発見と定量的な運用
•• 消費部門における省エネ意識の高揚

管理運用を標準化し，グローバルな評価基準を与えるで

•• 生産活動における無駄の発見と効率向上

あろう。
企業は，これらの動向に遅れないよう，継続的に全員
参加で省エネルギーや温暖化効果ガス削減を進めていく
ことができる仕組みを構築する必要がある。

222省エネ活動を継続的に行うためのエネルギー KPI
全員参加が可能な省エネ活動を継続的に行うためには，
その基準となる指標が必要となる。この指標群を横河電

エネルギー管理システムは，数多く各社で製品化され

機ではエネルギー KPI (Key Performance Indicator) と位

ており，特にビルディングオートメーションの市場では

置付け，省エネポイントの発見，その後の管理基準値と

BEMS (Building and Energy Management System) として

して使用することを提唱している。

定着してきている。しかしながら工場に適用できる製品

工場のエネルギー管理で重要なポイントは以下の 3 点

はまだ少ない。当社はそこに着目し，工場の生産活動に

であり，それぞれにおいて重要なエネルギー KPI が存在

おけるエネルギーの「見える化」に取り組み，それを実

する。

現する “ 工場エネルギー操業支援システム「Enerize E3

⿎⿎エネルギーの流れを把握する
図 1 に示すように，エネルギーは，すべてエネルギー

*1 IA 事業部 グリーンファクトリーソリューション本部
省エネソリューションセンター
*2 IA 事業部 グリーンファクトリーソリューション本部
マーケティングセンター

23

受入設備から消費側に流れていく。受入れたエネルギー
が原動力設備で利用できるエネルギー（電力，冷温水，
蒸気）に変換され，消費・生産設備に供給される。例え
ば，電力においては，買電，コジェネレーション，太陽
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光発電等，すべてのその流れを把握しないと，真のエ

タイプのシステムに対しては日報や月報のデータを CSV

ネルギーコスト，CO2 排出量は把握できない。また，エ

(Comma Separated Values) 形式に変換してファイルでの

ネルギーの流れを左右する機器効率（成績係数［COP:

データ交換を可能としている。

Coeﬃcient Of Performance］など），ロスは動作条件，経

一方，生産の実績情報の取り合いでは，相手はいわゆ

年により刻々と変化していく。これらをリアルタイムに

る生産管理システムであり，そのシステムのレベルはさ

把握しないと改善ポイントは見つからない。ここでの重

まざまである。これらとのデータの取り合いに関しては

要なエネルギー KPI は，真のエネルギーコスト，CO2 排

オープンなスタンダードが存在せず，システムごとの設

出量，リアルタイムな機器効率，ロス等である。

計，実装が避けられない。「Enerize E3」では CSV 形式の

エネルギー
受入設備
再生可能
エネルギー

センサ

エネルギー
供給設備
冷水

単純化したインタフェースを定義しており，最小限のフ
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B工程
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Enerize E3
製造ライン４
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ァイル変換で取り込めるようになっている。

消費・生産設備

製品

図 11工場におけるエネルギーの流れ
⿎ 消費部門の管理体系を明確にする
エネルギーコストを部署毎・設備毎に課金したり，部
署毎・設備毎に目標値を掲げるためには，消費部門の管

生産管理 Exaquantum Enerize E3 ストレージ 監視用
ビルダ
システム サーバー
サーバー
サーバー クライアント クライアント

CSVファイル転送

工場LAN

CSVファイル転送
Exaopc
サーバー

汎用OPC
サーバー

HIS

制御LAN

FCS/FCU

OPCで接続されるPLC群

V-net

CENTUM

InfoEnergy
サーバー

電力モニタ群

図 21Enerize1E4 システム構成

411
「Enerize1E4」のソフトウェア機能

理体系を明確にする必要がある。１フロアーで一つの計

図 4 にソフトウェア機能構成を示す。下段は，Enerize

測装置しかない場合は，人数比や使用面積比で案分演算

E3 サーバおよびストレージサーバでオンラインで動作す

を行う必要がある。それを部署別や設備体系別で集計し

るソフトウェアのデータ処理フローを示す。左側からフ

エネルギーコストや CO2 排出量を管理する必要がある。

ィールドデータの入力，前処理演算，エネルギーフロー

ここでのエネルギー KPI は，前述したエネルギーの流れ

演算，案分・構造集計演算，原単位演算を経てユーザイ

を考慮した，部署毎・設備毎のエネルギーコスト集計値，

ンタフェースである画面表示と帳票印字に至る。

CO2 排出量集計値である。

処理方法は上段で示されるエンジニアリングフローの

⿎ エネルギーの流れと生産の流れを統合する
生産設備のエネルギーは，その生産量及び品種により

中で定義され，ビルダと呼ばれる専用のソフトウェア群

変化するため，単にエネルギー量だけ把握しても実態を

たテータベース中のモデルに従って処理する。

で入力される。オンライン実行系は，ビルダで定義され

解析することはできない。そこで重要なエネルギー KPI

以降に，「Enerize E3」の本質かつ最大の特長となる機

となるのが，エネルギー量を各製品の生産量で割った原

能，“原動力設備のモデル化とエネルギーフロー演算 ”，“消

単位エネルギーである。同じラインで多品種を生産して

費部門のモデル化と案分・構造集計演算 ”，“ 生産設備の

いる場合は，その品種毎の製品原単位，ロット毎しかエ

モデル化と原単位演算 ”，およびユーザインタフェースに

ネルギーの使用状況が把握できない場合は，ロット原単

ついて説明する。

位が重要な指標となる。

411
「Enerize1E4」のシステム構成

4111原動力設備のモデル化とエネルギーフロー演算
工場に供給されるエネルギー，エネルギー源には電力，

図 2 に「Enerize E3」 の 典 型 的 な シ ス テ ム 構 成 を 示

重油，ガスなどさまざまな形態があるが，いずれの場合

す。「Enerize E3」は当社製品である “ 分散制御システム

も原動力設備により生産設備が要求する電圧に変圧した

CENTUM”，“ 操業情報管理システム Exaquantum”，“ 省

り，重油を燃焼してボイラーを経由して蒸気の媒体で生

エネ支援システム InfoEnergy” などで収集されたフィー

産設備に熱供給したり，電力，ガスなどにより冷凍機を

ルドのデータをエネルギー計測値として利用するととも

動作させて生産設備の冷却水を供給するなど必要な形態

に，汎用の OPC (OLE for Process Control) インタフェー

に変換している。また，同じ電力であっても電力会社か

スを備え，オープンなシステムとの接続を可能としてい

ら供給される場合もあればコジェネレーション設備で重

る。また，OPC などのインタフェースを有しない古い

油やガスによって発電する場合もあり，消費側で同じ

24
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図 3 ソフトウェア機能構成
1 kWh の電力であっても，原動力設備の運転状態によっ

4444消費部門のモデル化と案分・構造集計演算

てそのコストは変わってくる。特に電力では買電であっ

工場といえども建物内には，照明設備や空調設備があ

てもコストは時間帯によって異なり，最適な原動力設備

り，一般ビルと同様のエネルギー負荷がある。「Enerize

の運転状態は時々刻々と変化する。

E3」は，照明や空調などのエネルギー消費を部署の専有

目標としては，コストだけでなく，省エネ法で求めら

面積などにより案分し，部署の使用量を明らかにする機

れる原油換算値や，地球環境問題の最大のテーマである

能を有している。「Enerize E3」のビルダは，図 5 のよう

CO2 排出量の最小化も企業活動の社会的責任から求めら

に組織図と原動力設備からの供給エネルギーの案分表を

れる。「Enerize E3」は，複雑な原動力設備をエネルギー

定義できる。その定義情報は，オンライン実行系で各組

フローとしてモデル化し，原動力設備の中を移動するエ

織が使用しているエネルギー量とそのコスト，それに伴

ネルギーの単位エネルギーあたりのコスト，CO2 排出量，

う CO2 排出量，原油換算値などをリアルタイムに演算し

原油換算値などを動的に計算し，消費側に供給したエネ

て「見える化」する際に利用される。

ルギーのそれらの要素を明らかにすることができる。冷
凍機やボイラーなどのエネルギーを変換する設備の成績

これは各組織の省エネに対する努力を促進する効果が
高く，現場毎の改善活動に直結する。

係数などの効率を評価するための指標の演算も行ってお

事業部

り，運転の仕方によるエネルギーのロスや，設備の経年
変化によるロスの「見える化」を実現している。
「Enerize E3」では，マイクロソフト社の作図ツールで
ある Visio を組み込んでエネルギーフローを記述できる
ようにしている。「Enerize E3」のビルダは，Visio の図
の情報を，原動力設備内に流れるエネルギーのコスト，
CO2 排出量，原油換算値，成績係数，ロスなどの演算の
ための演算式に変換しており，オンライン実行系でそれ
らの演算式が実行される。図 4 に Visio で記述した吸収
式冷凍機設備のエネルギーフロー図の例を示す。
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図 5 組織図と案分表
4444生産設備のモデル化と原単位演算
工場の最大の目的である生産においては，その効率の
指標として，単位生産量を生産するのに必要な原単位の
エネルギー消費量，エネルギーコスト，CO2 排出量，原
油換算値等が重要である。
「Enerize E3」のビルダでは，その工場で生産される品

図 4 吸収式冷凍機設備のエネルギーフロー図例
25

種毎に，その品種を生産するための工程，その工程を構
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成する生産設備，その生産設備に投入される供給エネル
ギー（エネルギーフローのアウトプット）との関連を定
義する。これを生産モデルと呼んでいる。
オンラインでの演算の仕組みの模式図を図 6 に示す。
生産管理システムからの生産実績データ（どの品種が，
何時，どのくらい作られたか）と供給エネルギーが生産
モデルを介して結びつけられ，時間的に連続したエネル
ギー量データを生産実績の時刻で切り出して，ロット（バ
ッチ）や製品一個（製品単位量）当たりのエネルギー消
費量，エネルギーコスト，CO2 排出量，原油換算値等が
計算される。

図 7 ダッシュボード画面の構成例
エネルギー供給量トレンド

品種(銘柄)αの生産モデル
工程A

工程Aへの
エネルギー供給系統

工程B

工程Bへの
エネルギー供給系統

工程C

工程Cへの
エネルギー供給系統

13:00

生産実績データ（生産管理システムから）
品種（銘柄）：
α
ロット(バッチ)No.： 1234
ロット(バッチ)サイズ：100個（kg）
工程A：
13:00〜14:00
工程B：
13:30〜14:30
工程C：
14:00〜15:00

13:30

14:00

14:30

15:00

値によるフィルタ設定

ロット(バッチ)No.1234

ロット(バッチ)No.1234

ロット(バッチ)No.1234

Σ

曜日，時間帯，カレンダーによるフィルタ設定

ロット(バッチ)ごとの集計

ロット（バッチ）ごとの原単位計算
原単位エネルギー消費量： 集計エネルギー供給量／個(kg)
集計CO2排出量／個(kg)
原単位CO2排出量：
原単位エネルギーコスト： 集計エネルギーコスト／個(kg)

図 6 エネルギー消費原単位の演算方法

図 8 相関分析グラフの拡大画面とフィルター設定の例

555今後の課題
Enerize は今回のバージョンの E3 においてはじめて生

4444ユーザインタフェース
オンライン実行系で求められた工場におけるエネルギ

産設備のモデル化機能を実装し，生産エネルギー KPI の
「見える化」に取り組んだ。今後は「見える化」だけでは

ーに関する各種情報はユーザインタフェースを介してエ

なく，改善効果の予測・シミュレーションであるとか，

ンドユーザに提供される。エネルギーにかかわる関係者

省エネルギーポイントの自動診断，省エネルギーに直結

は近年の地球温暖化など影響により，工場のあらゆる組

するような制御機能の実装が期待されている。今後この

織のあらゆる階層へと広がっている。エネルギー管理シ

ような機能を具体化し，より付加価値の高いシステムを

ステムのアウトプットの利用者として，従来は原動力設

開発していきたい。

備の管理者を想定すれば十分であったが，「Enerize E3」
では，さらに生産管理に携わる方，生産技術に携わる方，
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部署のレイアウトにかかわる総務系の方，企業の社会的

横河電機では，省エネターゲットの発見と持続可能な

責任にかかわる CSR (Corporate Social Responsibility) 部

運用をご提案するため，工場を熟知した省エネ診断士に

門の方など，多方面のユーザを想定している。

よる工場調査およびエンジニアリングを実施している。

「Enerize E3」ではそのような利用を想定して，企業ワ
イドの OA-LAN の Web の仕組みを利用したユーザイン

計測，制御，情報の技術を融合し，成果が出るシステム
構築をご提供していければ幸いである。

タフェースを構築した。さらに，あらゆる部門のあらゆ
る階層のニーズにこたえられるように，ユーザが組み合
わせ自由なダッシュボード形式の画面を採用した。図 7
にダッシュボード画面の構成例を示す。

* Enerize，Exaquantum，Exaopc，CENTUM，InfoEnergy は， 横 河
電機㈱の登録商標です。
* Visio，Excel は，マイクロソフト社の登録商標です。

さらに，ダッシュボード内の各要素は拡大表示も可能
で，より詳細にデータを解析したいというニーズにも応
えられる。図 8 には相関分析グラフの拡大表示における
各種フィルターの例を示す。拡大表示を行うと隠れてい
た詳細な機能が現れ，表現に対する各種設定を行うこと
ができ，エネルギー解析業務をサポートできる。
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