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横河電機㈱甲府事業所では，1990 年代より省エネ活動に取組んできた。2009 年 10 月には，生産管理システ
ムとの連携で品質，納期，安全を確保しつつ製品単位でエネルギー使用量が把握できる省エネ管理システムの導
入と同時に，地道な改善活動やライン工程ごとのエネルギー使用量の個別監視，日次の電力管理など工夫の積み
重ねを実施していることなどが評価され，グリーン IT 推進協議会のグリーン IT アワード 2009 において，経済
産業大臣賞を受賞した。本稿では，受賞までの省エネの経緯を，当事業所における CO2 排出量の推移，自社 IT
製品を活用した省エネ事例，受益者負担を明確にすることによる省エネ参加意識の向上事例などで紹介する。

The Kofu factory of Yokogawa Electric Corporation has been working on conserving energy
since the 1990s. In October 2009, it won the Minister of Economy, Trade and Industry Award in
the Green IT Award 2009, which was held by the Green IT Promotion Council. It was commended
for introducing an energy conservation management system which, combined with the production
management system, visualizes the amount of energy consumed per product while securing
quality, delivery time and safety; as well as for ongoing improvement activities, monitoring
energy consumption by each line, and everyday electricity control. This paper describes these
award-winning energy conservation activities, focusing on changes of CO2 emission, Yokogawa’s
energy-saving IT products, and introduction of the benefit principle which makes employees more
energy-aware.
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222今までの省エネ活動概要
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入と同時に，地道な改善活動やライン工程ごとのエネル
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図 2 甲府事業所における CO2 排出量・生産額・生産高原単位推移
甲府事業所の省エネ活動時期は，次の三つの時期に分
けられる。詳細については，以降の項で説明する。
111認知活動期（1990 ～ 1998 年）
生産額が微増する中，CO2 排出量増加を抑制したこと
から，生産高原単位を 90 年比で 23%削減した。
222自社製品による削減期（1999 ～ 2006 年）
生産額が大きく増加する中，自社 IT 製品を活用するこ

器の稼働率設定等により，省エネ効果試算値は大きく変
動した。

444自社製品による消費エネルギー削減期
この時期に，課題であった消費エネルギーの測定を開
始し，自社 IT 製品による計測と制御で生産高原単位削減
に取り組んだ。一方，環境管理体制を構築し，1997 年

とにより，生産高原単位を 90 年比で 56%削減できた。

には ISO14001 認証取得し，省エネ目標の達成に向け，

333モデル工場期（2007 年～）

PDCA を回し環境保全活動のスパイラルアップに取り組

自社工場群のモデル工場としての活動時期である。生

んだ。ここでは，自社 IT 製品導入事例を紹介する。

産額が伸び悩む中，新工場（第７工場）建設により，CO2
排出量が大きく増加し，生産高原単位は 90 年比で 41%

4444エコノパイロットの導入

削減と自社製品による削減期に比べて後退した。この事

“ 送水ポンプ省エネ制御システム「エコノパイロット」”

態に省エネ施策に対する考え方を見直し，自社の事業所

を採用し，第 5 工場の空調送水ポンプの流量制御を戻し

としては初めて工場原価に踏み込んだ活動を開始した。

弁制御からモータの回転数制御に変更した。例えば送水

333認知活動期
この時期は，省エネと言った概念が一般社会に認知さ
れた時期であり，社内でも意識が浸透した時期であった。

流量が 1/2 になった場合，理論上送水ポンプのモータの
電力量は 1/8 で済むため，大きな電力削減が実現できる。
図 3 に実施効果を示す。2005 年度には，導入前に比べ
て 75%削減することができた。

また，甲府事業所が立地する国母工業団地と共同で推進
したゼロエミッション活動もあり，紙ごみ・廃プラなど
が高まった。
不要電灯消灯活動など現場作業者が小まめに行う活動
や，工場棟屋根断熱塗装など建物附属設備に対する投資
を伴う活動も行った。しかしながら，省エネ施策を行っ
ても，消費エネルギーの計測がされていないことから，
省エネ効果を机上の計算で求めなければならず，対象機
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図 3「エコノパイロット」導入効果
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コンプレッサーは，圧縮空気の圧力を一定に保つため，

4444InfoEnergy の導入
“ エネルギー管理システム「InfoEnergy」” を導入し，

ロード（圧縮空気製造）運転とアンロード（待機）運転

エネルギー使用に関わる情報を可能な限り計測・収集し，

を切り替えて運転される。アンロード運転は，ロード運

エネルギー使用状況の見える化を実現した。

転への瞬時の切替えに備えた運転で，圧縮空気は製造し

「InfoEnergy」により，設備が消費する電力量やガスの

ていないが，ロード運転の約 1/3 に相当する電力を消費

使用量などの入力と設備によって生成される冷温水の温

している。省エネ施策としては，無駄なアンロード運転

度・流量や圧縮空気の圧力・流量などの出力の相関を見

をいかに抑制し，停止させるかが重要になる。「エコノパ

ることができ，エネルギー使用効率やムダなエネルギー

イロット -Comp」は，複数のコンプレッサーを系統連携し，

を把握することができる。「InfoEnergy」は，消費電力だ

台数制御運転及び圧縮空気圧力低下を予測制御運転する

けでなく，温度，圧力，流量などのデジタル・アナログ

ことにより，アンロード運転を抑制し，省エネを実現する。

信号の収集にも対応しており，データの手入力も行える。

図 5 に「エコノパイロット -Comp」導入の効果を示す。

また，グルーピング機能により，エリア毎や種別（空調・
照明など）毎の使用量の表示が可能で，警報出力機能に
より，異常時における早期対応を可能にしている。情報
の閲覧は，特定のソフトを必要とせず，社内 LAN に接続
された PC で誰もが閲覧し，確認する事ができる。図 4
に「InfoEnergy」の機能とその活用例を示す。
見える化：使うエネルギーと設備出力の相
関を見ることによりエネルギー
使用効率，ムダなエネルギーが
見えてくる。
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図 4「InfoEnergy」の機能とその活用

図 5「エコノパイロット -Comp」導入の効果
また，エアー漏れ対策として，エリア毎に流量計を設
置し，圧縮空気流量を「InfoEnergy」で測定すると共に，
生産停止時間帯の圧縮エアーを停止できるよう，エリア
ごとに圧縮空気供給弁を設置し，現場での供給停止を可
能とした。

555モデル工場期
生産額が伸び悩む中，新工場（床面積：約 12,000 m2）
が竣工した。新工場は，温度・湿度を一定に保つエリア
のために，非常に多くの空調エネルギーを消費し，工場
全体での生産高原単位を悪化させた。新工場への対策を

「InfoEnergy」導入により，実測値を元にして省エネ施

検討すると共に，製品数量原単位の測定や光熱費を部署

策前の省エネ効果試算が可能になったばかりか，省エネ

毎に配賦するなど，自社工場群のモデル工場として初め

施策後の省エネ効果検証が机上の計算ではなく，実測値

ての試みに挑戦した。

として確認できるようになった。後述する圧縮空気にお
いては，コンプレッサーの消費電力と圧縮空気発生量を
測定する事により，コンプレッサー毎の効率を確認し，
効率の劣るコンプレッサーの特定を行った。効率の劣る

5555トップダウン・ボトムアップ省エネ施策の融合
悪化した生産高原単位を改善するため，トップダウンと
ボトムアップの省エネ施策を融合させた活動を展開した。

コンプレッサーは，軽負荷時に停止したり，更新計画の

トップダウン施策として，「省エネ」を「品質」や「製

優先度を上げるなど，省エネ施策や投資計画への参考情

品原価」等と同等の事業所重点管理項目と位置づけ，全

報とした。

ての部署に数値目標を設定した。これと同期し，“ 工場
エネルギー操業支援システム「Enerize E3」” を利用して，

4444エコノパイロット -Comp の導入
甲府事業所では，生産活動に必要なエネルギーとして，

各部署の電力・ガスの使用量に応じた光熱費配賦制度と
電力使用量の日々管理の仕組みの構築と運用を開始した。

圧縮空気をコンプレッサーで製造している。そのスクリ

これにより生産現場の省エネ意識が格段に高まり，業

ュー型コンプレッサ 11 台に対して “ コンプレッサ省エ

務効率改善に伴う残業削減による空調や照明の運転時間

ネ制御システム「エコノパイロット -Comp」” を導入し，

短縮，作業終了時刻 30 分前の空調運転停止，空調機器

大幅な電力削減を実現した。

エネルギーと相関が強い湿度の設定最適化など，2008
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年度は現場が主体となった空調運転に関する省エネ改善

配賦も同様，事業所有効面積案分としていた。しかし，

活動が展開された。こうしたトップダウンとボトムアッ

この考え方では PC しか使用していない部署と大量の電

プの施策が融合し，省エネによる大きなコストダウン効

力を必要とするクリーンルームや工作機械を使用してい

果をもたらせた。

る部署で使用している m2 当たり光熱費が同一となって
しまう。受益者負担の観点から，不公平であるばかりで
なく，特定部署で省エネ活動をしても，省エネ効果が事

5555Enerize E3 の導入
生産高原単位ではなく数量原単位（製品１台を作るた
めに必要となるエネルギー）での管理，各部署の電力・

業所全体で薄められてしまい，部署が省エネ活動を進め
る動機付の阻害要因となっていた。

都市ガスの使用量に応じた光熱費配賦制度の構築等を目

今回，「Enerize E3」によって光熱費を実消費に基づき

的として，「Enerize E3」を導入した。甲府事業所の代表

負担するようにしたため，省エネを実施した部署が，省

的製品である圧力・差圧伝送器「EJA」の製造ラインを

エネ効果を光熱費の削減という見える形で享受できるよ

対象とした。図 6 に，その概要を示す。

うになった。生産部署の追求する本来業務は，品質・コ
スト・納期であり，省エネ活動と生産コストを連動させ

着工

ることにより，省エネ活動がより力強い活動となった。
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機械加工
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666おわりに
本稿では，横河電機㈱甲府事業所における今までの使
用エネルギー推移や省エネ活動を紹介した。

伝送器（EJA）の製造ラインで
使用される電力・都市ガスの
数量原単位管理
各部署への使用量に
応じた光熱費配賦

自社の事業所として初めて挑戦した数量原単位管理に
1分データ
時締データ
日締データ
月締データ

モニタリング データを基に
数量原単位管理
EJA Ａライン：0.404 KWh/台
EJA Ｂライン：1.068 KWh/台

図 6 EJA 製造ラインへの「Enerize E3」の導入

ついては，そこまでする必要があるのかと言った意見や，
そもそも原単位を重要視する必要があるのかと言った意
見もあったが，さらなる省エネルギーによって生産コス
トを削減し，地球温暖化を防止するためには必須と考え，
全員が協力して実現した。

生産台数は，生産システムとの連携により，各工程を

製品を製造するには，必ず適正な投入エネルギーがあ

通過した製品情報を取得する。照明・空調のための電力，

る。余分に電力が投入されると，その電力のコストが生

現場で使用する 100 V 電力，及び都市ガスは，使用して

産コストを増加させるだけでなく，その電力を生み出す

いるエリアの面積案分で各工程に配賦する。200 V 電力

ために使われた化石燃料はムダになり，余分な CO2 を排

は，生産装置台帳情報との連携により，定格電気容量に

出し地球温暖化を進めることになる。余分な都市ガスの

より案分し，各工程に配賦する。これらの情報を「Enerize

使用も同様である。さらに，余分に使われたエネルギー

E3」により取得・加工し，数量原単位の計測・表示を行

は霧散する訳ではなく，常に悪影響を伴う。例えば，電

っている。図 7 にその画面の例を示す。

力の余分な使用はドリルの刃やタップの磨耗とさらなる
電力の消費を加速し，モータの過負荷による故障や製品
の加工不良発生の要因となる。また，機器の発熱は，室
内温度の上昇や油煙発生につながる。このような，機器
故障，製品品質不良，環境破壊を復旧するためにはさら
なるエネルギーの投入を必要とする。我々は，このよう
に考え，ムダなエネルギーの消費を限りなく減らし，さ

(a) 工程別エネルギー使用量

(b) 製品単位エネルギー使用量

図 7 原単位使用エネルギー表示画面

らなる省エネルギーを進めていくつもりである。
なお，甲府事業所では，工場における省エネ活動の導
入／改善事例として，実際にご見学いただけるツアーを
用意しています。YOKOGAWA グループの省エネ活動の

さらに，
「Enerize E3」を活用し，各部署の電力・都市ガ

取り組みと技術が，少しでもお客様のお役に立ち，お客

スの使用量に応じた光熱費配賦制度を構築し，運用を開始

様の環境経営，事業活動に貢献できればと考えています。

した。各工程はいずれかの部署に属しており，電力・都市

多くのお客様のご見学をお待ちしています。

ガスの使用量は容易に部署ごとに集計することができる。
「Enerize E3」導入前の光熱費予算策定は，前年実績費
用から翌年費用を予測し，その費用を事業所有効面積で

* エコノパイロット，Enerize，InfoEnergy は横河電機㈱の登録商標
です。

案分し，m2 当たりの光熱費として計算した。光熱費実績
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