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エネルギー管理パッケージEnemapと省エネ自動制御事例
"Enemap" Energy Management Package and an Example of

Energy-Saving Automatic Control

地球環境温暖化対策のための省エネルギー，環境負荷低減への要求は益々厳しくなっており，産業および民生，

運輸の部門でもエネルギーの有効利用技術が導入されてきている。エネルギー管理パッケージEnemapは，蓄積

された過去の運転実績データや気象予報データなどを基にエネルギー需要を予測し，電力／ガス／重油などのエ

ネルギーを最も有効に使う組み合わせと，設備の最適な運転方法を導出することを主目的としたソフトウエアで

ある。これにより，省エネルギー，環境負荷低減の要求を満たすと共に，日常行う設備保全業務の支援，運転管

理の効率化にも寄与することを狙っている。本報告では，Enemapの機能説明と適用事例について述べる。
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Demand for measures to prevent global warming and promote energy saving and environmental load

reduction are increasing exponentially, with the result that technology for the efficient use of energy has

been introduced into the varied fields of industry, public welfare, and transportation. "Enemap", an energy

management package developed by Yokogawa, is a software package that predicts energy demand using

archived operational data, weather forecast data and so on, and then can direct the development of an

optimal operation plan for plant equipment and of the most effective combination of energy type, such as

from among electric power, gas, and heavy oil. Enemap not only achieves energy saving and the reduction

of environmental load, but also supports daily plant maintenance operation and the enhancement of operation

management efficiency. This paper describes Enemap's functions and gives an example of its application.

1. は じ め に

温室効果ガス濃度の増加が原因と考えられる異常気象

や生態系への影響例は，枚挙にいとまが無い。環境省によ

る地球温暖化に伴う様々な影響の予測では，2100年まで

に平均気温が5.8℃，平均海面水位が88 cm上昇する可能

性があり，洪水や干ばつの増大，人体，生態系，農業，水

資源などへの深刻な影響が懸念されている（1）。この対策と

して，日本は2005年2月に発効された京都議定書におい

て，2008年～2012年の平均CO2排出量を1990年比で6%

削減することを約束しており，産業界だけでなくあらゆ

る分野における徹底した省エネルギーおよびCO2排出量

削減が求められている。昨今の原油価格の高騰もあって，

企業では製品生産や空調のための一次エネルギー使用を

見直す動きが活発になっており，高効率機器への転換や

運転最適化などによる省コスト／省エネルギー／環境負

荷低減といったニーズが一層高まってきている。

当社が開発したエネルギー管理パッケージEnemapは，

エネルギー供給設備を監視・制御する制御システム（DCS

やPLC等）の上位に位置するExaquantum（プラント情報

システム）（2）（3）をプラットフォームとして稼動する省エネ／

省コストを目指したソフトウエアであり，下記の機能を

有している（図1参照）。

①生産，空調などで消費されるエネルギーの未来の需要

量を予測する機能　

②燃料のコストや環境負荷の最小化を目的として，予測

した需要量を満たすために必要な設備の最適な運転計

画を導出する機能

③データベースに蓄積した長期間の運転データを基に設

備状態などの傾向を分析し，レポートを作成する機能

④電子帳票機能　　

外部から取り込む気象予報とExaquantumサーバ上の

実績データを用いて，未来のエネルギー需要負荷（電力，

蒸気，熱など）を予測し，これを満たしつつ設備能力やエ

ネルギー単価などを考慮して，エネルギー供給設備（コ

ジェネ，ボイラ，熱源など）を最も有効に使う組み合わせ

を導き出し，これらの運転台数や発停時期まで自動計画
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することができる（①，②）。このようにして作成された運

転計画は，コスト削減や環境負荷低減を実現する運転の

支援に役立つが，求められた運転計画をサーバに書き込

むことにより，自動台数制御運転まで可能である。また蓄

積データを有効に活用し，任意期間の運転効率や経年劣

化の状態を可視化して予防保全や業務効率化にも貢献で

き，プラントの効率的な運転を強力に支援する機能もあ

る（③，④）。すなわち，Enemapはエネルギーを賢く使う

ナビゲーションシステムである。

本報告では，2章でEnemapの主機能について説明する。

次に，3章にてEnemapを用いて省エネ自動制御を行った

JOB事例とその効果について述べる。

2.  Enemap機能説明

Enemapの主要機能である需要負荷予測と最適運転計画

の各機能について述べる。

2.1 需要負荷予測

Exaquantumサーバに蓄積した過去の実績値，操業カ

レンダー，および外部から取り込む気象予報値を基に，翌

日24時（最長48時間先）までの電力，熱需要量などを予測

する機能である。気象予報値としては，インターネットの

有料配信サービスから48時間先までの気象予報データを

受信するが，任意のタイミング（例えば3時間置き）で自動

受信して更新することにより，予測精度を向上させてい

る。予測方法は，起動のタイミング，予測期間の違いから

長期予測（翌日24時まで）と短期予測（1時間先まで）の2種

類があり，短期予測では直近までのデータを用いて，長期

予測値の1時間先の予測値のみを修正する。

予測演算のアルゴリズムは PCR（主成分回帰手法），

MLR（重回帰手法）の2種類を用意しており，時刻別の回

帰予測モデルを生成して，予測値を導出する。ここでは，

長期予測値導出までの流れを，図2のフロー図を用いて

示す。

・長期予測値導出処理（PCR）の流れ

①予測に必要となるパラメータ，カレンダー情報等を取

得する。

②予測対象時刻Tの学習データ（実績値）および気象予報

データを，データベースより収集する。

③予測対象時刻Tの負荷データと時刻T－τ（τ＝0，1，

2）の気温および湿度データとの相関係数をそれぞれ求

め，最も相関の深い気温／湿度データを抽出し，気象

の学習データとして用いる。

④③により抽出した気象データと時刻Tの負荷データか

ら回帰直線を求め，各データセットとの残差Zdを求め

る。Zdが指定値以上ならば，異常値として学習データ

から除外する。

⑤上記選別後のデータに対して，主成分分析を行い，実

測値を特徴量（＝主成分）に変換する。

⑥寄与率の高い特徴量を抽出して，目的変数への回帰パ

ラメータを導出する。

⑦⑥から求めた予測モデルと気象予報値を用いて，時刻

Tの予測値を導出する。

イベント要因により決定される需要負荷に対応する目

的で，予測因子に基づく類似日検索や，過去の需要パター

ンを検索採用することもできる。

図3に，ある工場の実績データを用いて，空調用冷熱負

荷の長期予測を行った例を示す（1週間分の予測で，測間

隔は1時間である）。

図1　Enemapシステム構成図

図2　長期予測演算（PCR）処理の流れ
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2.2 最適運転計画

2.1 章の機能にて導出された需要負荷予測値を満足し，

かつ運転コスト，あるいはCO2排出量などの指標を最小

とする運転計画を導出して，プラント運転の支援または

自動台数制御を行う機能である。プラントを構成する機

器，機器間の運転制約などをモデル記述言語を用いて数

式モデルとして表現し，数理計画法により最適化問題を

解いて，最適な運転パターンを求めている。以下に，機器，

エネルギーバランス，目的関数のモデル基本形を示す。

・機器モデル

機器の特性を以下に示す線形折れ線関数で近似する。

y j＝∑ ai xi＋ bjδ j

x＝∑ x
i                       

xmin･δ j � x � xmax･δ j

i ：区間番号

j ：機器番号

x
i
：入力エネルギー

a
i
，b

j
：特性パラメータ

xmin ：入力エネルギー下限値

xmax ：入力エネルギー上限値

y
j
：出力エネルギー

δ ：起動（1），停止（0）状態を示す整数変数

・エネルギーバランス

プロセスで使用するエネルギー（電力，蒸気，熱など）の

需給バランスを下式のように置く。

Egen＋ Ebuy＝∑ E j＋ Edemand

Egen ：機器発生エネルギー

Ebuy ：外部購入エネルギー（例：買電など）

E j ：機器消費エネルギー

Edemand ：需要エネルギー

・目的関数

運転コスト最小モードの場合，目的関数は下式のよう

になる。

Minimize     J＝ Jen＋ Jop＋ Jpn

J en＝∑Ecost, j：エネルギーコスト

J op＝∑（cj×｜δj（k－1）－δj（k）｜）

：機器起動・停止にかかる損失エネルギーコスト

J
pn
＝∑ p   ･E

rest
：供給過剰量に対するペナルティ

c j，p：パラメータ　k：時刻 図5　プラントモデル構築例

これらのモデルを多数組み合わせて，対象となるプラ

ント毎にモデルを構築するが，機器特性や制約条件，配管

構成などがそれぞれ異なるため，プラントモデルを構築

するには熟練者が必要であり，かつ相当の工数をかける

必要があった。この問題点を解消し，多様なプラントに対

応でき，かつモデル構築工数を削減することを目指して，

グラフィックユーザインターフェイス（GUI）を有するプラ

ントモデル構築支援ツールを開発した。本ツールの内部

構成を，図4に示す。ユーザI/FとしてMS-Visio，Excel

を用い，これまでに開発してきた機器モデル，制約条件な

どがVisio上のステンシルにオブジェクトとして予め登録

されている。ユーザは，ステンシルに登録されている機器

オブジェクトを，マウス操作により図面上にドラッグアン

ドドロップしてプラント構成を記述し（①），これにより自

動的に用意されるExcel入力シート上で必要なパラメータ

を入力（②）し，実行指示（③）を行う。内部処理によりモデ

ルプログラムとパラメータファイルが生成され（⑥，⑦），

これらを最適化エンジンに引き渡して最適化計算が行われ

る（⑧）。計算終了後，計算結果は再びユーザI/Fである

Excelへ送信される（⑨，⑩）という流れになっている。

（x軸は月曜0:00から日曜23:00までの1時間毎のポイント数を示す） 

G
J/
h

（hour） 

図 3　PCRによる空調冷熱負荷の長期予測例

図4　プラントモデル構築支援ツール内部構成
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図7　Enemap導入効果

図6　原動力設備概略フロー

本ツールの利用により，最適運転計画を導出するため

のプラントモデルが，短時間で効率的に開発できる。本

ツールを用いて作成した横河新本館原動力プラントの構

築例を，図5に示す。

2.3 設備傾向分析

需要負荷予測，最適運転計画とは独立した別の機能とし

て，Exaquantumサーバに自動的に蓄えられる長期間のヒ

ストリーデータを有効利用して，生産設備の長期／短期的

傾向を視覚的および数値的に捉え，メンテナンス業務や予

防保全を支援する設備傾向分析がある。この機能を使用す

ることで，監視下にある設備の状態をグラフ化して視覚的

に提示すると共に，その診断結果をレポート等へ自動的に

添付でき，設備のコンディションを診断書として作成する

ことができる。データの相関監視機能を始めとする，領域

判定，理想特性比較，傾向予測，統計解析，フィルタリン

グなどの多彩な機能を持つ。これらを用いて実データを解

析した事例についての報告もある（4）。

3. 省エネ自動制御の事例

図6は，ある工場の原動力設備の概略フローである。こ

の工場では，生産および空調の目的で電力，冷水／温水，

蒸気などのエネルギーが使用されており，そのエネル

ギー源として都市ガス，重油等の燃料と電力（自家発，買

電）が使用され，複雑な運用形態となっている。

エネルギーを集中管理・制御する計装システムを導入

しているが，エネルギー源費用を含め年間多大な運用費

がかかっており，原動力設備の最適運用および自動化が

大きな課題となっていた。

そこで，翌日のエネルギー需要負荷を予測しながら，運

用コスト最小を目的として，熱源機器，搬送ポンプなどの

発停を最適に自動制御するEnemapを導入した。

Enemapにより，これら設備に必要かつ十分な台数制御

を施した結果，対前年同期と比較して，

・熱源設備のシステムCOP（Coefficient of Performance）

が1.28から1.48に上昇した。その結果，熱源設備の原

単位は18.3%改善した（図7参照）。

・燃料コストの削減のみで，プラント全体での省エネ率

（コスト削減幅／プラント総エネルギー源費用）1.3%を

実現した。

・冷凍機，送水ポンプの手動発停回数（数百回／月）が，ほ

ぼ0となった。

などの導入効果を確認することができた。

4. お わ り に

エネルギー管理パッケージEnemapの機能紹介と，こ

れを用いて省エネ自動制御を実現したJOBにて効果測定

を行った結果について報告した。省エネルギーや環境負

荷低減といった問題への取り組みは，どの企業にとって

も不可避であり，省エネ技術の導入，新エネルギーへの転

換，高効率機器への設備更新は，今後も益々進むであろ

う。Enemapは，大きな設備投資をすることなく，プラン

トデータの見える化や運用面にまで踏み込んだ省エネ・

省コスト検討が可能であり，また省エネ自動制御にまで

応用することができ，上記問題に貢献できる一つのソ

リューションであると考えている。今後は，より付加価値

の高いシステムを目指して，プラントモデル構築支援

ツールなどの機能拡充を図っていくと共に，数の多い中

小／民生といった小規模設備へ適用できるよう，より安

価な遠隔監視アプリケーションサービスへ機能展開を図

り，顧客数を増やしたいと考えている。
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＜熱源設備のシステムCOP*比較＞ ＜熱源原単位（GJ）当たりのコスト比較＞ 
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*COP（Coefficient of Performance）： 値が大きいほど高効率／省エネであることを示します。 
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前年度コストを100とすると 
18.3％削減 
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