
Food Solution Guide Map (Milk Factory) Customer Issues
清浄・調整

<本社>

KPI管理

原価管理

生産・購買

品質管理

<品証>

原乳受入時に流量を測
る時、気泡などに影響さ
れず、高精度に計量した
いんだよなあ ROT006

受入・受乳

品質保証の視点で、生産に
関わったモノ、人、設備の関
わりを直ぐに知りたいなあ

YJP007

工程管理室

リアルタイムの生産状況
（進捗）を加味した製造計
画を立てて、作り過ぎの無駄
を削減できないかな YJP004

イオン交換水
製造ラインで
の洗浄時に
おける、流量
測定のメンテ
ナンスコスト
を小さくした
いな

ADM004

純水設備 CIP

CIPラインにおいて洗浄液
量削減や洗浄時間低減
などのランニングコストを
下げたいな FLX001

多品種少量生産のため、品
種切り替えが大変。最適な
制御システムはないか

悪意をもった侵入者を
阻止したいなあ

YJP008

製造原価を正確に把握
してロスや無駄の所在
を見つけ、業務改善施
策を具体化したいな

YJP009

本社・工場

分散配置された乳製品
貯蔵タンクレベルの、
遠隔監視、自動記録、
集中管理ができないかなあ

WIR010

工場の各工程でのエネルギー
使用量を把握して、エネル
ギーコストの削減対策ができ
ないかな

エンジニアリング

日々の点検情報や保全計画・
履歴を活用して設備の稼働率
を高めたいけど、情報の管理・
閲覧が煩雑なんだよな

YJP012

品質管理

法令順守のため規
格で決められた方法
で検査し、記録しな
いといけないけど、管
理が大変だ

YJP002

充填・出荷

タンクのレベルや圧力測定用の
センサのシリコンオイルが漏れて、
製品ロスが出たら多額の損失
が出て困るんだよね EJA001

貯蔵や加熱殺菌工程で、
確実に温度監視、記録と
その実績管理をしたい

DAQ008

品質管理

純水設備 排水処理 Engineeringユーティリティ CIP

工程管理室

<工場>

温水

冷水
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受入・受乳 清浄・調整 充填・出荷

貯乳急速冷却受乳受入検査

HACCP ISO22000 FSSC22000

排水の中和薬注入作業が手間。
安価に自動で制御できないかな

UTA002

排水処理

バクテリア量をコントロールするた
めに、ばっ気槽の活性汚泥濃
度（MLSS）を測定しなきゃ
いけないんだよね

SS001

YJP013

HACCP ISO22000 FSSC22000

熱交換器内で原乳に熱媒
が混入しないか心配だなあ

EJA003

しっかりと洗浄・殺菌が行
われたエビデンスを残した
い。過去のデータに素早く
アクセスしたいな

CIPプロセスの作業ミスを
減らして確実に行いたい。
作業実績も残したいがコ
ストが高いなあ PLT013 DAQ009

Food-SGM-1704J-003_002

ENE001

高さの低い開放タンクでは、
差圧が小さく正確な液位
測定が難しいんだよね

EJA004

ボイラの燃焼効率を向上させて燃料
や電力を節減したい

クーリングタワーの水質管理が手付
かず。水質悪化が原因で水漏れや
熱交換率の低下が起きている

蒸気量を把握して省エネを進めたいが、
蒸気流量を正確に測れてない

Ox001

YFL001

pH001

ユーティリティ
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Food Solution Guide Map （Milk Factory） Solutions

中小規模バッチプラントのトータル
マネージメント
VizBatchは、多品種生産のため、品種
ごとに製造手順あるいは原料投入量など
の切り替えが頻繁に必要となるバッチプラ
ントや、原料や製造仕掛品を設備間で
移送するラインをマルチパス運用するバッ
チプラントに最適です。

YJP013

CIP

食品・飲料工場のCIPシステムの運用コスト削減

導電率計FLXA21を使用する事で、洗浄液と洗浄水の入れ替えの識別精度が向上し、

洗浄液の有効利用と洗浄時間の削減でランニングコストを削減。

FLX001

Food-SGM-1704J-003_002

純水設備

2線式電磁流量計で
メンテナンスコストの削減
横河の電磁流量計は、既設
容積式流量計の2線式配線を
そのまま生かしたリプレースが可
能。容積式流量計のような可
動部がないためメンテナンスコス
トを削減。

ADM004

食品工場のトータルフードディフェンス
何かが起こる前に防ぐ仕組み、何かが起こっ
てしまった後に追跡できる仕組み、これらの仕
組みをトータル的な視点からご提案いたします。

YJP008

正確な製造・原価管理で
ロスの把握、業務を改善
CIMVisionPMS（mcframe）は、変化に
強く柔軟なカスタマイズ指向の生産・販売・原
価統合ソリューションです。製造・原価管理に
て正確な原価を把握し、ロスを把握できます。

YJP009

本社・工場

原乳受け入れ工程における質量流量測定
横河のコリオリ式流量計ROTAMASSは、気泡が混入し
た原乳の状態を自己診断し、駆動ゲインを上げて測定を
継続します。安定的かつ出荷量に対してより近い測定を
実現します。

ROT006

分散配置された貯蔵タンクの遠隔監視・集中管理
横河のフィールド無線システムで、貯蔵タンクのレベル測定
を無線化して遠隔監視を実現。またPV値および診断情
報を制御室へ無線出力し、自動記録および集中管理が
可能になります。

生乳処理プロセスにおける温度監視・記録、実績管理
横河のペーパーレスレコーダーSMARTDAC+は、F値演算
機能や帳票の自動生成機能によって、簡単に殺菌実績
記録の管理が行えます。

DAQ008

清浄・調整受入・受乳 充填・出荷

WIR010

食品工場向け製造管理ソリューション
CIMVisionLIBRAは、より安全で高い品質の
提供、および情報の統合化と業務の効率化を
可能とし、人と設備が協調した高付加価値生
産システムを実現します。

YJP007

工程管理室

効率的な生産計画の立案、急な計画変更時の
対応を手助け
ASTPLANNERは、精度の高い生産計画を状況
に応じて素早く立案することで、生産活動全般の
変化に適応していくためのツールです。

YJP004

HACCP ISO22000 FSSC22000

HACCP ISO22000 FSSC22000 HACCP ISO22000 FSSC22000

HACCP ISO22000 FSSC22000

簡単に出来る薬注制御
UTAdvancedで、排水中和な
ど薬注制御において、比率設定
と注入量性制御を1台で実現。

排水処理設備の曝気槽の活性汚泥濃度
（MLSS）の測定
横河のMLSS計SS400Gは、低レンジから高レ
ンジまでの広範囲なMLSS測定を実現します。
外乱光や汚れの影響を受けにくい設計なので、
精度良く測定が行えます。

SS001

UTA002

排水処理

ユーティリティ

蒸気の流量測定
dijitalYEWFLOは蒸気表を用いて温度
補正演算の他、流量変動やボイラー振動
からの影響を抑える処理を行い高精度な
測定を実現。

ボイラーの燃焼効率向上
ジルコニア式酸素濃度計ZR22/ZR402
は、ダストが多く含まれた排ガスでも長寿命、
メンテナンス性に優れています。

クーリングタワー水殺菌のために
塩素濃度測定
水の腐食を防止するために、横河のpH計、導電
率計で水のアルカリ度を制御・管理します。

pH001

Ox001

YFL001

品質管理

品質管理業務の標準化、
コスト低減、サービスレベル向上
Lab-Aidは、検査工程のワークフ
ローを実装。試験データの自動収
集、計算の自動化、規格の自動
判定、帳票の自動作成など業務
の効率化と試験データの品質向
上を実現。更にデータの一元管理
で、試験項目毎の進捗・実績結
果の確認が容易になります。

YJP002

エキレス

封入液レス圧力センサで生産の安定化
EJAC60Jは封入液を使用しない液レス
タイプの伝送器。飲料、食品、原薬、
CIPラインで安心して使用できます。

EJA001

飲料製造工場における熱交換器の熱媒混入防止制御
飲料に熱媒（温水・冷水・スチーム）が混入しないように、
飲料側が必ず陽圧となるように圧力制御を行います。

EJA003

CIPプロセスにおける温度・流量の監視・記録
GX10/20で温度、流量、濃度を記録。GA10でPCからも過去のデータに素早くアクセスできます。

CIPプロセスの作業ミス防止と作業実績の記録
Astpilotによる工程見える化・作業支援ソリュー
ションで作業手順をフローチャート化し、人による作
業ミスを低減、作業実績を記録します。

エキレス

PLT013

エネルギー使用量見える化による
エネルギーコストの削減
予算に合わせたエネルギー管理シ
ステムをご提案。

ENE001

エンジニアリング

設備保全の強化によるライン稼働率と製品品質の向上
eServなら、予備品や図面、対応履歴など必要な情報
を活用することで、設備の故障やトラブルの発生を未然に
防ぎ、稼働率を高めることが出来ます。

YJP012

開放式のCIP薬液タンクの液位測定
最小20kPaから測定が可能な横河のエキレス型
サニタリ圧力伝送器「エキレスEJA」で、高さの低
い開放タンクでも精度良く液位測定が行えます。

EJA004
エキレス

DAQ009

SLF/YJP013-SLF-1706J-BU45C01B10-01JA_001.pdf
SLF/FLX001-SLF-1611J_001.pdf
SLF/ADM004-SLF-1611J_001.pdf
SLF/YJP008-SLF-1706J_000.pdf
SLF/YJP009-SLF-1706J_000.pdf
SLF/ROT006-SLF-1702J_001.pdf
SLF/DAQ008-SLF-1706J_000.pdf
SLF/WIR010-SLF-1706J_000.pdf
SLF/YJP007-SLF-1706J_000.pdf
SLF/YJP004-SLF-1706J_000.pdf
SLF/SS001-SLF-1706J_000.pdf
SLF/UTA002-SLF-1610J_001.pdf
SLF/pH001-SLF-1611J_001.pdf
SLF/Ox001-SLF-1611J_001.pdf
SLF/YFL001-SLF-1611J_001.pdf
SLF/YJP002-SLF-1706J_000.pdf
SLF/EJA001-SLF-1706J_000.pdf
SLF/EJA003-SLF-1706J_000.pdf
SLF/PLT013-SLF-1706J_000.pdf
SLF/ENE001-SLF-1611J_001.pdf
SLF/YJP012-SLF-1706J_000.pdf
SLF/EJA004-SLF-1706J_000.pdf
SLF/DAQ009-SLF-1706J_000.pdf

