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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
に主眼を置き，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，製品・ソリューションを通し
てお客様の省エネルギー・環境保全に貢献してきた。本稿では，省エネルギー生産・環境保全のためのソリュー
ションの基盤となり，多くの実績を持ち，かつ進化を続ける制御・生産システム，及びそれらに関連するソフト
ウェア製品を紹介する。

Yokogawa has been focusing on technologies for energy conservation and environmental
preservation since even before the oil crises in the 1970s, and providing excellent products and
solutions for industrial or social infrastructures. Thus, Yokogawa has been contributing to energy
conservation and environmental preservation by customers through its products and solutions.
This paper introduces ever-evolving control/production systems and their effective results, which
form the basis of solutions for energy conservation and environmental preservation. Related
software products are also described.

111はじめに

プラントやネットワークを活用した広域・遠隔にわたる
監視制御で使用される “ ネットワークベース生産システ

横河電機は常に産業や社会の基盤となるインフラに関

ム STARDOM”，及びそれらに関連するシステム，ソリュ

わる分野で優れた製品・ソリューションを提供すること

ーションパッケージを，省エネルギー・環境保全の視点

に主眼を置き，石油ショック以前から，省エネルギー・

から紹介する。

環境保全の技術に注力し，製品・ソリューションを通し
てお客様の省エネルギー・環境保全に貢献してきた。生
産活動における CO2 排出は主に工場のエネルギー消費に
よるものであり，地球温暖化対策のためには，いかに省
エネルギーで生産活動を行うかが重要となる。

222世界のエネルギー効率改善に貢献する1
     制御システム CENTUM VP
CENTUM シ リ ー ズ 8 世 代 目 に あ た る CENTUM VP
は，お客様にとっての理想のプラント，操業を可能とす

本稿で説明する制御・生産システムは，その省エネル

る『VigilantPlant ～理想の工場』(1) 実現のための DCS で

ギー生産・環境保全のためのソリューションの基盤とな

ある。VigilantPlant は，市場の状況と工場の生産状況を

る製品である。比較的規模の大きなプラントで使われる

きめ細かく監視，予測し，変化を先取りすることで，俊

分散型制御システム（Distributed Control System: DCS）

敏，かつ信頼性の高い最適操業を実現することを目指す。

“ 統合生産制御システム CENTUM VP”，比較的小規模な

CENTUM VP は，そのための核となる生産制御システム
である。近年，省エネルギー・環境保全は，お客様にと

*1 IA 事業部 システム事業センター
*2 グローバル営業本部
プロダクションエクセレンスソリューション・センター
*3 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
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っての大きな課題であり，CENTUM VP は，それらを実
現する操業を可能とする。
工場における省エネルギー生産では，制御特性を向上
して生産効率を上げて省エネルギーを実現するだけでな
く，生産設備の稼働状況を適切に把握し，“ 様々な外乱や
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生産活動に伴う負荷変動に対していかに安定安全に運転

切り換えと豊富な情報量の両立を可能とした。また，ワ

を行うか ” が重要である。また，プラント操業では，完

イドモニタ対応，グラフィック画面のズーム，複数表示

全全自動は難しく，どうしても手動介入が必要になる。

画面を組み合わせたウインドウ表示など，操作しやすさ，

そこで，いかに手動介入を減らし，オペレーションミス

画面の見やすさ，情報の視認性の向上などに工夫を凝ら

を防ぎ，運転員の負荷軽減ができるかも重要な要素とな

した。図 2 に操作監視画面の例を示す。

る。そのことはロスを出さない運転に結び付く。これら

グ ラ フ ィ ッ ク だ け で な く，CENTUM VP で は DCS の

の視点から，CENTUM VP が提供する機能について紹介

マンマシン機能の基本機能であるトレンド表示について

する。

も刷新した。トレンドデータを様々なスタイルで表示す

CENTUM VP は，最新の IT，PC 技術を導入するだけで

ることにより直感的な状況判断が行なえるように工夫さ

なく，75 年の初代 CENTUM 発売以来，2 万システム以

れている。また，見えているトレンド画面のビットマッ

上の納入実績から得た “ プラント操業をいかに効率よく

プへの変換やトレンドデータの CSV (Comma Separated

確実に行うか ” に関わる膨大なノウハウに基づく DCS と

Values) 形式への変換など，レポート作成や表計算ソフト

しての機能が搭載されている。その代表的なものが高信

でのデータ解析を支援する機能を標準実装した。

頼設計であり，もう 1 つがマンマシン機能である。

さらに，CENTUM CS 3000 ではオプション機能であ
った統合アラーム管理機能を標準とし，フィールドバス
などアラーム・イベント発生源の増加に対応し，必要な

2222CENTUM VP の高信頼化設計
高信頼設計は，単にハードウエアの高信頼設計だけで

アラームやイベントだけを必要なオペレータに最適なタ

なく，ソフトウェアの安定性・堅牢性やオンラインでの

イミングで伝達することができる仕組みを取り入れた。

保守性・サービス性も合わせた総合性能であり，その総

図 3 に統合アラーム管理画面の例を示す。

合性能を持ってして初めて CENTUM の誇る 99.99999%
（セブンナイン）の稼働率実績が実現できる。(2)
生産における最大の外乱は制御システムの予期せぬ停
止であり，その心配を極小化することで効率操業に貢献
できる。高信頼化設計の例として，最も高信頼性が要求
される制御ステーションでの４個の CPU を使用したペア
＆スペア方式の CPU モジュールを図 1 に示す。
Vnet

図 2 CENTUM VP 操作監視画面例

図 1 ハードウエアの高信頼設計例1
（制御ステーションのペア & スペア CPU モジュール）
2222CENTUM VP の操作監視機能
もう１つの代表機能である，マンマシン機能は同じ
Windows 環境を持つ 7 世代目の CENTUM CS 3000 から
大きく変わり，人間工学設計を大幅に取り入れた新世代
の操作監視機能になっている。

図 3 CENTUM VP 統合アラーム管理画面例

333DCS と連携するソリューションベース・ソフトウェア

従来からのマルチウインドウスタイルに加え，より表

ここでは，DCS と連携し，省エネルギー・環境保全の

示面積の広いフルスクリーンを Web ブラウザのような

ために活用できるソリューションベース・ソフトウェア

タブで画面を切り替えるスタイルも取り入れ，早い画面

である高度運転支援パッケージ，プラント情報管理シス
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テムパッケージ，高度制御パッケージを紹介をする。

Exapilot” は，それらに対応すべく，DCS 標準機能で自動
化できない手動操作の自動化とナビゲーション機能を提

3333高度運転支援パッケージ1
   （AOA: Advanced Operation Assistance）

供する。(3)
操作頻度の低い非定常時の手動操作のガイダンス，ベ

2 項で説明したように，工場に於ける省エネルギー生

テラン運転員の操業ノウハウのシステムへの取り込みな

産では，いかに安定安全に運転を行うかが重要で，その

どを簡単なフローチャート形式のエンジニアリングで実

ためには，いかに手動介入を減らし，オペレーションミ

現する。単に自動化するだけでなく，電子的な運転手順

スを防ぎ，運転員の負荷軽減ができるかが重要な要素と

書としても活用できる。また，オペレータと双方向のや

なる。高度運転支援パッケージは，それらへのソリュー

りとりを組み込むことや音声ガイド，メール発信など多

ションを提供する。

彩な支援機能を備え，オペレータの負荷軽減，うっかり
ミス防止に貢献する。
図 5 に Exapilot の画面例を示す。上部には，スタート

⿎⿎“ イベント解析パッケージ Exaplog” による運転解析
DCS ではプロセスの状況をリアルタイムに把握し，操

アップ時のメイン工程が表示されており，下部にはその

作監視を行うための様々な機能を搭載している。その一

工程の１つである準備工程のサブ工程が表示されている。

方，運転業務を改善し，一層ロスのない効率運転を行う

オペレータはこの画面を見ながら，ミスのない効率的な

ためには，不要なアラームやイベントの発生を抑える必

運転を行うことができる。

要がある。その不要なアラームやイベントの発生原因を
突き止め，発生要因を取り除くための解析を支援するソ
リューションを提供するのが “ イベント解析パッケージ
Exaplog” である。
Exaplog は，アラームやイベントの発生量（プロセス
操作要求量）とオペレータの対処（操作量）のバランス
に着目し，そのバランスの崩れを手がかりに運転を解析
する。プロセス操作要求量を視覚的に分類するグラフ表
示や発生量順のリスト表示など解析支援ツールを備えて
おり，特別なトレーニングもほとんど不要な簡単操作で
解析が行える。
図 4 に，Exaplog の画面例を示す。左上には，プロセ
ス操作要求量のトレンドが，右側には，選択した範囲で

図 5 Exapilot 画面例

の発生したイベントの分類とその割合が表示されている。
3333プラント情報管理システムパッケージ Exaquantum
Exaquantum はプロセスデータを蓄積し，様々な加工
を 施 す こ と で MES (Manufacturing Execution System)
領域の業務アプリケーションに情報を提供するプラ
ン ト 情 報 管 理 シ ス テ ム（PIMS: Process Information
Management System）である。(4)
一般的な PIMS と異なり，DCS，特に CENTUM との親
和性を重視して設計されている。機能ブロックに関する
情報の等値化（イコライズ）機能などはその代表的な機
能である。データの締め切り処理やグラフィック機能，
表計算ソフトとの連携機能など，データ解析，帳票作成，
リアルタイムプラント操業状況の監視など，様々な機能
図 4 Exaplog 画面例

を提供する。また，プロセスデータだけでなく，アラー
ムやイベントも収集することで，多角的な操業解析が可

⿎⿎“ 運転効率向上支援パッケージ Exapilot” による運転業
務支援

能となる。Web ブラウザ機能により，場所の制約からも
開放されている。

プラント操業において手動介入は不可避であり，オ

当然のことであるが，エネルギーの消費・変換に関す

ペレータの負荷軽減が効率運転，操作ミス防止に重要で

る情報や温室効果ガスの排出量などのデータの蓄積・加

あることは先に触れた。“ 運転効率向上支援パッケージ

工にも適用することができ，省エネルギー・環境保全の

45

横河技報 Vol.53 No.1 (2010)

45

世界のエネルギー効率改善・環境保全に貢献する横河電機の制御・生産システム

のような手法の１つである。

ために活用することができる。
例えば，Exaquantum を利用して，設備の傾向分析を

例えば，石油・化学業界では，引火点，リード蒸気圧，

行うことができる。表示画面の例として，図 6 に横河電

オクタン価，メルトインデックス（樹脂の流動性），密度

機のコジェネ設備の傾向分析の様子を示す。コジェネ・

の推定などに使用できる。これにより，分析計が持つ分

トータル電力量及び合計廃熱利用料と合計ガス消費量の

析時間遅れを除去することができ，制御性を改善するこ

間の相関が示されている。この画面により，エネルギー

とができる。結果として，製品品質の変動を少なくし，

の利用効率を把握することができ，効率改善のための施

運転損失を削減できる。
Exarqe は，性状を高精度かつロバストに推定するため，

策立案に役立てることができる。

推定モデルを内蔵しており，推定ロジックとして，主成
分 回 帰（PCR: Principal Component Regression）， 部 分
最小二乗法回帰（PLS: Partial Least Square Regression），
ニューラルネットを利用したルールベース推論（RBR:
Rule-Based Reasoning）を採用している。また，Exarqe
では，オンライン分析計，分析結果などの値で推定値の
補正（アップデート）を行う機能を持つため，長期間メ
ンテナンスが不要となる。

444地球環境問題の解決に貢献する1
     ネットワークベース生産システム STARDOM
STARDOM は，自律し分散した制御コンポーネントを
ネットワークで協調動作させるシステムであり，オープ

図 6 Exaquantum 表示画面例

ンな拡張性と柔軟性が要求される市場向けの製品である。
3333高度制御パッケージ（APC: Advanced Process Control）
当社は，1999 年から高度制御において Shell Global

新エネや省エネなど，分散と遠隔がキーワードとなる市
場で省エネルギー・環境保全に貢献している。

Solutions International B.V. とアライアンスを提携し，共
同で製品開発を行ってきた。(5) 高度制御を利用すること
により，各種制約条件の下，最小エネルギー，最小 CO2

4444STARDOM を用いた省エネソリューション
STARDOM のコンポーネント自律型コントローラ FCN/

排出量での運転が可能になり，直接的に省エネルギー，

FCJ (Field Control Node / Field Control Junction) が，自

環境保全につながる。

律しているという特徴，容易に既存のシステムに追加で

ここでは，代表的な製品を簡単に紹介する。詳細及び

きるという特徴を生かし，表 1 に示すような省エネルギ

適用例については，本特集号の “ 高度制御技術による省

ー・環境保全に関連するアプリケーションで適用されて

エネルギーソリューション ” を参照されたい。

いる。また，STARDOM ベースの省エネに特化したパッ
ケージも多く取り揃えられており，オフィスビル，工場，

⿎⿎多変数モデル予測制御パッケージ Exasmoc
Exasmoc では，制御対象プロセスを多入力多出力のモ
(5), (6)

商業施設などの動力関連の省エネルギーの数多くの実績
がある。それらについては，5 項で説明する。

デルとみなして，数制御サイクル先のプロセスの挙動を
予測して制御する。与えられた製品仕様，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・時間で製品を生産することを可能とする。
特に，外乱，むだ時間，逆応答，相互干渉のあるプロセ
スにおいて安定したすぐれた制御特性を得ることができ
る。Exasmoc の核となる Exasmoc コントローラは，プロ
セス応答モデル，予測機能，及び最適化演算機能から構
成される。
⿎⿎性状推定パッケージ Exarqe(5), (6)
近年，プロセスの温度，圧力，流量等から原材料や製品・
半製品の組成を推定する，ソフトセンサやバーチャルア
ナライザと呼ばれる手法が使われている。Exarqe は，そ
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表 1 STARDOM 適用アプリケーションの例
目的

適用例
ユーティリティ設備監視・制御，
制御特性を改善し，省エネルギ
バッチ反応釜制御，蒸留設備制御，
ーに貢献
加熱炉制御
温室効果ガスや有害物質を監視 排水設備監視，工場内環境監視，
し，環境保全に貢献
廃棄物処理装置監視
風力発電遠隔監視，
DME (Di-Methyl Ether) 燃料電池試験，
水素スタンド制御監視，
再生可能エネルギーの活用，
小規模水力発電監視・制御，
エネルギーの有効活用に貢献
地熱発電監視，
発電所で発生した廃熱と二酸化炭素の
温室への供給の監視・制御

4444辺地の石油・ガス採掘設備における省エネ事例
FCN/FCJ は，DCS ゆずりの高信頼な制御機能に，情報
46
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処理と情報発信の IT 機能を併せもつ自律型コントローラ
である。ここでは，情報処理と情報発信を活用した事例
を紹介する。

よび CO2 の大幅な削減（ほぼ半減）が可能となった。

555エネルギー管理・制御システム

石油・ガス採掘設備は電力や通信網など社会インフラ

横河電機は，エネルギーの管理や省エネルギーの実現

が未整備な場所に点在している場合がある。このような

を目的とした様々なシステム，ソフトウェアパッケージ

石油・ガス採掘設備における地球環境への課題のひとつ

をお客様に提供している。主な目的を以下に示す。

として，設備の定期保守・点検のために巡回車が消費す

•• 設備，機器の省エネルギー運転を直接的に実現
•• エネルギーの使用状況や排出するガスの成分・量を監

るガソリンおよび CO2 の排出があげられる。
FCN/FCJ は，高信頼な PLC 機能に，各種無線通信へ
の対応，遠隔地を結ぶ狭帯域・不安定な通信インフラに
対応した現場でのロギング機能等を組み込み，インテ
リジェント PLC/RTU (Programmable Logic Controller /

視し，省エネルギー・環境保全施策立案のために活用
•• 需要負荷を充たす最適な設備・機器の運転計画を作成
•• エネルギー情報と生産情報を統合して，生産工程での
省エネルギーを支援

Remote Terminal Unit) として，採掘現場の制御・情報発
信を担当している。FCN/FCJ には，耐環境性を強化し，
酷暑・酷寒，高地などの厳しい環境下でも，太陽電池を

5555省エネ制御システム「エコノパイロット」シリーズ
省エネ制御システム「エコノパイロット」シリーズは，

動力として制御・監視が行える低消費電力型コントロー

表 2 に示すように制御対象ごとに，ラインナップされて

ラ（FCN-RTU）もラインアップされており，アプリケー

いる。既存システムへの追加が容易で，低コストで省エ

ションに応じて採用されている。

ネルギーを実現することができる。工場，病院，商業施

FCN/FCJ は制御・情報発信を行いながら，制御弁や差

設等での導入による省エネ効果を表 2 に合わせて示す。

圧計などのフィールド機器の情報を FOUNDATION fieldbus
経由で指令センターにある当社のソフトウェア製品 “ 統
合機器管理ソフトウェアパッケージ PRM (Plant Resource

表 2 エコノパイロットの導入による省エネルギー効果
名称

Manager)” に送る。PRM 上でリアルタイムに機器情報を

エコノパイロット

一元管理することにより，以下に示すようなことが可能

エコノパイロット HSP

になり，大幅に巡回点検回数を削減できる。効率化の様
子を図 7 に示す。
•• 機器情報のリアルタイム監視により，性能低下などの
状況をモニタでき，日常点検や，悪天候後の緊急点検
の回数を削減できる。

エコノパイロット Comp

制御対象
省エネルギー効果
空調用冷温水の送水２次ポ 最大 90%の省電力
ンプ動力
熱搬送システムの冷温水ポ 最大 70%の省電力
ンプ，冷却水ポンプ動力
コンプレッサ（圧縮空気） 最大 30%の省電力

“ 熱源送水ポンプ省エネシステム「エコノパイロット
HSP」” については，本特集号の “ 熱源送水ポンプ省エネ
システム「エコノパイロット HSP」” を参照されたい。

•• 設備の操作・点検記録などが一元管理され，効率的な
巡回計画が立案可能となる。
•• 機器診断機能により，予知保全が可能となる。

5555分散型エネルギー管理システム InfoEnergy
InfoEnergy は，建物や設備で使用するエネルギー（電
力，ガス等）と，当該設備の稼動状態などのデータを収
集し，使用エネルギー削減のための管理・解析を行うソ

CO2

フトウェアパッケージである。STARDOM の自律型コン
トローラ FCN/FCJ をベースとしており，FCN/FCJ がもつ
情報処理と情報発信機能を活かすことで省エネの「見え
る化」を低コストで実現できる。図 8 にその構成例を示す。
現場情報を一元管理

••「見える化」を実現
エネルギー消費量を生産量や設備稼働状況と紐付け
て，月単位から時間単位までの原単位管理が行える。

図 7 PRM による石油・ガス採掘設備の管理効率化

Web ブラウザで監視ができるため，現場の省エネ活動
も活性化できる。

北米の事例では，100 km × 93 km に分散した数千
のガス採掘設備の日常点検に，月あたり約 150 万 km

•• 容易な導入・拡張
大規模な投資は不要で，コントローラ 1 台を現場に設

の移動が必要であった。これは CO2 年間排出量に換算

置するだけで，データロギングからレポート作成まで

すると約 4800 トンに相当する。遠隔監視による Asset

を専用の PC なしに実現できる。随時増設された複数

Excellent ( 資 産 の 最 大 活 用：VigilantPlant の ４ つ の

のコントローラの情報は Web ブラウザ上で一元管理

Excellence の内の１つ ) を実現することで，移動費用お

でき，全体から細部まで一望することが可能である。
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長を以下に示す。

分散データ統合表示

過去データ比較

原単位管理 デマンド監視

•• 製品別・ロット別エネルギー消費原単位の把握
生産情報とエネルギー情報を統合し，工場のエネルギ
ーに関する操業指標を明らかにすることで，工場全体

kW

のエネルギー最適化を支援する。

イントラネット
社内LAN

MWh
kWh
℃
M3/h

現場から情報発信

MPa

時間(h)

kL
MPa kWh
t-CO2

現場でデータ蓄積
空調機停止

•• 全員参加の省エネルギー活動を強力に支援
必要な人に必要な情報を必要な時に即提供すること
で，指標管理，無駄の発見，効果の確認が簡単にできる。

ON

•• 頻繁に変わる設備更新，ライン更新に柔軟に対応
強力なエンジニアリング支援環境（ビジュアルビルダ）

kW 設定変更 品種A(個) kWh

図 8 分散型エネルギー管理システム InfoEnergy

が整備されており，設備更新やライン更新に柔軟に対
応可能である。

適用例としては，ガス機器メーカーの工場内の製造ラ
インごとの電力使用量を「見える化」し，省電力を実現
した例，大学構内の建屋ごとの電力使用量を「見える化」
し，省電力を実現した例などがある。

詳細については，本特集号の “ 工場エネルギー操業支
援システム「Enerize E3」” で説明する。

666おわりに
以上，“ 統合生産制御システム CENTUM VP”，ネット

5555エネルギー予測最適化システム Enemap
Enemap は，過去の運転実績データと気象予報値をも

ワークベース生産システム STARDOM”，及びそれらに関

とにエネルギー需要負荷を予測し，電力，都市ガス，重

連するシステム，ソリューションパッケージが，安定安

油などのエネルギーを最も有効に使う組合せ（ベストミ

全な運転，制御特性の改善，消費エネルギー・温室効果

ックス）を導き出して，需要負荷を充たす最適な運転計

ガス排出量等の監視・制御，再生可能なエネルギーの活

画を作成するソフトウェアパッケージである。

用などを通して，いかに省エネルギー，環境保全に役立

•• 需要負荷予測
過去の実績値，操業カレンダー，外部から取り込んだ

っているかを紹介した。

(7)

地球という限られた星で人類が生き延びるためには，

気象予測情報を基に，最長 48 時間先までの電力，熱

省エネルギー・環境保全は永遠の課題である。横河電機

需要量を予測する。予測演算のアルゴリズムとしては，

は，今後もそのための製品・ソリューションを進化させ，

主 成 分 回 帰（PCR: Principal Component Regression）

世界の省エネルギー・環境保全に貢献していきたい。

法 ま た は 重 回 帰（MLR: Multiple Linear Regression）
法を用いる。
•• 最適運転計画
需要負荷予測を満足し，運転コストや CO2 排出量が最
小となる運転計画を導出して，プラント運転の支援ま
たは自動化を行う。最適運転計画の作成では，機器，
機器間の運転制約などをモデルとして表現し，数理計
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