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工場における環境負荷管理システムの構築

－ メルシャン株式会社八代工場での “ エネルギー原単位管理システム「Enerize」” 導入事例 －
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メルシャン株式会社は，横河電機株式会社の工場向け “ エネルギー原単位管理システム「Enerize」” を活用し，
工場で使用されるエネルギーに関わる情報のみならず，製造用水に至るまで生産活動を取り巻く環境情報を管理
することを目的に環境負荷管理システムを八代工場に導入した。本稿はこの導入事例を紹介する。

Mercian Corporation has established an environmental load management system at its
Yatsushiro Factory by using Yokogawa's Enerize factory energy management system. The
system is intended to manage data not only on energy consumption but also on the environment
relating to production activities such as the amount of water consumed in the factory. This paper
describes the successful introduction of this system.

111はじめに
メルシャン株式会社は，自然と深く関わり自然の恵み
を商品として提供してきた企業として，自然に対して「感
謝」し，地球環境に配慮した企業活動を進めている。“ メ
ルシャンは，私たちの暮らしを支える自然の恵み，自然
の力に感謝し，その環境の保全と豊かな社会の両立を図

目標１：エネルギー起源の CO2 排出量削減
自社工場

2012 年に 2002 年度比 7％削減

物流由来

2004 年実績以下に抑制

目標２：製造用水の削減
2012 年に 2002 年度比 20％削減
目標３：廃棄物の削減
2004 年実績以下に抑制

ります。” を環境理念とし，持続可能な社会を実現するた

目標４：PRTR (Pollutant Release and Transfer

めに，省資源，省エネルギーの推進，環境にやさしい商

Register) 物質排出量の削減

品づくり，環境負荷などの情報公開，法令遵守の徹底に

2012 年に 2002 年度比 1/5 以下

取組んでいる。
本稿では，メルシャン株式会社，最大規模の生産拠点

目標５：酒類の容器包装における環境負荷の低減
容量あたりの包装容器重量 2002 年実績以下

である八代工場に横河電機の工場向け “ エネルギー原単
位管理システム「Enerize」” を活用して構築した “ 環境
負荷管理システム ” の構築事例を紹介する。

222中長期環境目標と本システムの支援対象

環境・エネルギー管理システムの構築に当たっては，
工場における上述の目標のうち，目標１，目標２に掲げ
る CO2 排出量と製造用水の管理と削減の業務を主たる支
援対象とした。

メルシャン株式会社では企業活動は不可避的に環境に

表 1 に，2008 年度の生産拠点別の CO2 排出量，製造

負荷を与えるという認識のもと，環境を保全し，持続的

用水使用量を示す。(1) 全社生産におけるエネルギー起源

な社会を形成する企業として責任を果たすため，環境理

の CO2 排出量，製造用水使用量は 2002 年比で，それぞ

念，環境経営方針に基づき，環境に関し，次に示すよう

れ +3.6％，+6.5％と増加傾向で問題視されている。また，

な中期目標を設定している。(1)

表に示すように，今回導入対象となった八代工場は，多
種多様な生産品目を抱え，CO2 排出量，製造用水使用量
は他工場よりはるかに凌ぐ値を示しており，他工場より

*1 メルシャン株式会社 生産 SCM 本部 生産統括部 エネルギー管理士

も優先して削減に取り組む必要があることがわかる。

*2 メルシャン株式会社 八代工場 設備施設課 エネルギー管理士
*3 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
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代のエネルギー管理士により，工場の設備改廃や更新の

表 1 生産拠点別 CO2 排出量，製造用水使用量
生産拠点

主生産品目

苫小牧工場
日光工場
藤沢工場
勝沼ワイナリー
磐田工場
宇和島工場

畜産飼料
みりん，調味料，製剤他
ワイン他
ワイン
医薬，化学品
水産飼料

八代工場

焼酎，医薬，化学品他

製造用水
CO2 排出量
使用量
[t]
[kt]
4,766
15
4,665
487
6,579
237
347
77
6,394
1227
1,087
10
92,292

6,789

都度，メンテナンスし運用してきた。残念ながら，ワー
クシートのメンテナンスについて何を理由に如何に手を
加えたのかの十分な記録は残っておらず，手を加えた当
時の担当者のみぞ知る属人的な情報となってしまってい
た。
3333問題解決に向けた課題
前項での問題点を解決し，さらなる改善を進めるため，
以下を新システムの課題として設定した。

333八代工場での問題点と課題

•• 業務負荷軽減
•• 現行の工場設備と整合の取れた集計ツールと今後想定

3333八代工場での問題点
111環境マネジメントに関わる業務の増大
2010 年施行の改正省エネ法対応を含め，会社全体に
おいても，各生産拠点である工場においても環境マネジ
メントに関わる業務は増える傾向にある。図 1 に従来の

される工場設備の改廃，更新に容易に追従できる仕組
みの構築
•• PDCA サイクル確立のための製品別，ライン別原単位
の把握

工場における環境関連データの収集から公開までの業務
フローを示す。省エネ・環境保全に関する施策の検討や
展開は従来の業務フローの中には組み込まれていない。

現場での問題点を解決し，PDCA サイクルを回すため
には，まず，工場の何処に無駄が存在しているのかを見
極める必要がある。その為には，タイムリーな現場の「見

業務ステップ
検針作業

データ入力と集計
Excel演算式変更
と再集計
報告帳票作成

工数
５人日/月

内容
・設備関連システムからの帳票によるデータ収集
・現場計器の検針によるデータ収集

５人日/月

５人日/月

・Excelワークシートに手入力集計

産ラインの実態を掴み，その状況の良し悪しの判断基準
となる指標（KPI: Key Performance Indicator）を設定し

・部署別集計（コスト，CO2換算）

て管理する必要がある。その指標（KPI）として，製品の

・組織変更，運用変更，設備更新への対応

製造単位あたりのエネルギー消費量を生産ライン別，生

・データ再集計，確認作業
５人日/月

える化」を実現すると同時に，評価対象となる製品，生

・手作業でのグラフ作成
・管理者確認，公開作業

産設備別に測定し，それらデータを活用し，新たな目標
を設定して，日々の改善サイクル（PDCA）を支える環境
を構築することとした。

図 1 従来の環境関連データの収集から公開までの業務フロー

444環境負荷管理システムの構築

図に示すように，毎月末時に電力，蒸気，エアなどの

上述の課題達成するために，横河電機製の “ エネルギ

ユーティリティ供給設備を制御するシステムから報告さ

ー原単位管理システム「Enerize」” をコアとして八代工

れる帳票データならびに人手による現場計器目視検針に

場の環境負荷管理システムを構築した。

よる検量データの収集を行った後，集計報告用の Excel
ワークシートへ転記手入力していた。また，設備更新や
組織管理体制の変更があった場合には，先述の Excel ワ

4444システム構築の手順
図 2 にシステム構築の流れの概要を示す。

ークシートに変更を加え再集計していた。その後，部署
毎のエネルギーコストの課金や，部署毎・ライン毎のエ
ネルギー，用水の集約，配賦に関する報告帳票を作成し

■ エネルギー収支の明確化

■ 運用に応じ可視化
全体

部署

ていた。これらの業務を遂行するのには，毎月約 20 人
日の工数を要し，省エネルギー施策など改善活動にまで
手が回っていなかった。結果，本来 PDCA サイクルに準
じ実施されるべき管理業務がデータ収集と報告のみで終
っていた。

図 2 システム構築の流れの概要

222 属人化された情報
八代工場は，1940 年台からの歴史ある生産拠点であ
りその生産設備の改廃，増設の情報は膨大である。先述
の業務の中で使用している報告集計用ワークシートも歴
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システム構築の詳細手順を以下に説明する。
111「計測点一覧」の作成
以下の手順で，「計測点一覧」を作成した。
32
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・・ 電力系統図，蒸気配管図などの既存システム仕様書及
び既存データ集計管理用ワークシート（Excel シート），

444ユーザー業務定義から HMI (Human Machine Interface) 定義
システム構築の際に一番重要な要件は，そのシステム

既存報告用管理帳票情報，工場現場を調査し，計測項

の運用要件である。いかに優れたシステム（道具）でも

目を抽出。

その使い方如何によって狙いとする成果の大小は大きく

・・ 計測項目を報告情報，管理情報と照合し過不足を評価。
・・ 計測項目ごとにエネルギー種別，所在情報（棟，フロア，

変わる。「Enerize」は，ユーザー業務の流れやユーザー
の持つ課題対策に沿った画面構成を定義できるため，ユ

ライン，工程，設備），用途などのカテゴリ情報を定

ーザーの業務の流れ，目的を整理すると同時に HMI の展

義し「計測点一覧」として整理。

開メニューを定義することができた。

222「エネルギーフロー」の作成
電力系統図，蒸気配管図，既存データ集計管理用ワー
クシート（Excel）の情報を基に「Enerize」のビジュア
ルビルダを用い「エネルギーフロー」を作成し，それぞ

4444全体システム構成
他のシステムも含め，今回構築したシステムの構成を
図 5 に示す。

れの計測項目と設備との関連を定義づけ整理した。
図 3 に本作業で作成されたエネルギーフローを示す。

原単位システム

クライアント PC

社内業務 PC

これにより，誰もが工場のエネルギー収支を理解するこ
とができる。本エネルギーフローは，約 500 点の計測ポ

社内LAN
Webサーバー

イント及び，エネルギー換算，CO2 換算，コスト換算に
関わる約 2,000 の演算ステップを 14 枚のシートで表現

社内LAN（アクセス制限付き）

している。

環境負荷
管理システム

計測点数
500点
計算量
約2000
Step相当

TriFellow

Enerize
情報システムLAN

広域データ
PLC1

Exaopc
VL-net(制御ﾊﾞｽ)

製造プラント

14シート

図 3 エネルギーフロー
333部署別配賦情報の整理と定義

広域データ
PLC2

ボイラー設備

CENTUM CS3000

図 5 全体システム構成
ボイラー制御，動力関連設備監視システムとしては，

既存データ集計管理用ワークシートの情報を基に部署

横河電機の「CENTUM CS3000」，「TriFellow」を導入し

別エネルギー使用量配賦（案分）ルールを定義した。本

た。また，工場内広域に設置されている電気関連設備，

情報は，図 4 に示すように，「Enerize」のビジュアルビ

生産設備の制御用，監視用に PLC が設置されている。こ

ルダを用い「組織」，「配賦・案分対象データ」，「配賦・

れらのシステムや PLC と「Enerize」間は，OPC (OLE for

案分比率」として定義した。

Process Control) インタフェースにより接続されており，
「Enerize」は定期的にデータを収集する。

① 組織（予算コード）定義

③ 配賦・案分比率定義

クライアントへのデータ公開は Web サーバー経由で
行う。セキュリテイの観点からは，クライアントと Web
サーバーの間と Web サーバーと「Enerize」等のデータ

② 配賦・案分対象データ定義

収集装置の間は，独立した LAN での構成が望ましい。し
かしながら，広域な LAN を新たに敷設するには，大き
な工事が発生する。これを避けるため，すでに敷設され

エアハン
冷温水ポンプ
コンプレッサ１号
コンプレッサ２号
コンプレッサ３号
コンプレッサ４号

ている社内 LAN を使用するも，セキュリテイの確保が
必要な部分にルータによるアクセス制限を設け，仮想ロ
ー カ ル エ リ ア ネ ッ ト ワ ー ク（VLAN: Virtual Local Area
Network）を構築することで対応した。社内情報サービ

図 4「組織」
，
「配賦・案分データ」
，
「配賦・案分比率」の定義
33

ス部門との連携を取ることにより，実現が可能となった。
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メルシャン㈱が独自に構築した「原単位システム」と
「Enerize」の間は，ファイル・インタフェースで接続さ
れている。「原単位システム」は，製造ロット毎の製造品
目，ライン，生産量，生産開始／終了時刻などの情報に
基づき「Enerize」で生成されたエネルギー原単位情報を

Transfer Protocol) 形式で画面イメージを作成する。
表示では，Internet Explorer の機能を利用する。

555本取り組みにおける成果ならびに期待される効果
今回のシステム構築における成果ならびに期待される
効果として以下のものが挙げられる。

蓄積管理している。

111管理業務効率の改善
改正省エネ法など法的遵守する上での業務負荷は増す

4444システム機能概要
図 6 に環境・エネルギー管理システムの機能構成とデ
ータの流れを示す。主な機能の概要を以下に説明する。

傾向にある。3.1 項で述べたように報告書作成だけでも
膨大な工数を要していた。本システムの導入によりデー
タの自動収集にはじまり，測定値から CO2 排出量，コスト，

＜クライアント＞
＜GUI ( Graphical User Interface ) アプリケーション＞

＜Web アプリケーション＞
HTTPイメージ表示

登録画面グラフ表示 データ推移グラフ表示 相関分析グラフ表示
予実管理グラフ表示

＊ Internet Explorer 利用

計量分析グラフ表示

円グラフ表示

帳票表示・修正
データ受信

データ更新要求

データ送信

データ更新

登録画面グラフ作成

＜ Enerize ＞

＜ 定周期処理 ＞

帳票作成
締め処理計算

エネルギーモデル計算

案分計算

カテゴリ集計

ことにより管理業務工数は従来の 1/5 にまで改善された。
削減された工数を予防保全，改善活動に振り当てること
により，生産性の改善が期待できる。

＜Webサーバー＞

HTTPイメージ作成

エネルギー換算などの演算処理が逐次自動で処理される

保存データ
データ収集
Exaopc
汎用OPC
（CENTUMデータ） （PLCデータ）

図 6 システム機能構成とデータの流れ

222全員がエネルギー管理士
従来は，エネルギー管理士のみが環境保全，省エネル
ギー業務のミッションで従事していた。今回のシステム
導入により，エネルギー，水に関わる明確な指標（原単位）
を提示できるようになり，生産に関わる全ての人員がエ
ネルギーに関する意識を持った活動を展開できるように
なった。
333属人化の排除
本システム構築を通して，管理対象設備周りの計測項
目，エネルギーの流れなどを工場の実態に則した正しい

⿎⿎データ収集：OPC インタフェース経由で，１分周期で
タイムスタンプ付きとしてデータを収集する。

情報として整理し成文化した。従来，特定の人員に依存

⿎⿎エネルギーモデル計算：ビジュアルビルダで定義され
たエネルギーの流れに従い，熱量換算された計量値

きる環境となった。特にデータ集計用のワークシートに

から各計量点の料金，供給原単位（1 単位エネルギー
供給に要するコスト），CO2 発生量を計算する。また，
各エネルギー変換装置の成績係数（COP: Coefficient
Of Performance），ロス熱量，ロス料金を計算する。
⿎⿎締め処理：計量あるいは計算したデータに対して，最
大，最小，平均，カウント数，合計の計算を行い，時締め・
日締め・月締め・年締め処理を行う。
⿎⿎案分計算：面積や設備定格などを用いて定義された案
分マスターテーブルをもとに，指定データを案分計算

していた情報が整理公開され共有度が上がり皆が活用で
ついては，作った人しか解らないといった状況から「エ
ネルギーフロー」により誰でも理解できるものとなった。

666おわりに
改正省エネ法，ISO14000，ISO50001 など企業に対す
る管理要件が増えてきている。また，流通系要件として
カーボンフットプリント制度への適応も求められている。
このように企業の環境経営を取り巻く環境は益々厳しく
なる様相を示している。
今回のような取組を八代工場のみならず，他生産拠点
へも水平展開を図り，全社レベルでの環境経営に役立つ

する。
⿎⿎カテゴリ集計：あらかじめ定義されたカテゴリ木構造
（組織や工程の階層構成）に基づいて，カテゴリごと
の集計計算を行う。
⿎⿎登録画面グラフ作成・表示：管理基準と同時に表示す
る各種グラフを設定し表示する。これらのグラフは，
名称を付けて個別に呼び出し表示することもできる。
⿎⿎HTTP イメージ作成・表示：社内 LAN に接続された
任意の PC で，あらかじめ登録された Web 閲覧用に

ものに発展することを期待している。
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