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めには，以下の課題を解決していかなければならない。
™社会規範，ルールを遵守した透明性の高い工場運営

近年，企業活動に対するコンプライアンスの要求が高

™ 地球環境に配慮した環境負荷の低減（CO2 の削減な

まっており，高品質で安全・安心な製品やサービスの提供

ど）および継続的な省エネルギーによる製品競争力の
維持

はもとより，環境問題への対応や地域への貢献などが社会

™顧客から信頼される高品質な製品，サービスの提供

的な使命としてより強くクローズアップされている。
一方で，情報ネットワークの進展やグローバル化，エネ
ルギー価格の高騰など企業を取り巻く環境が厳しさを増し

™地域社会への貢献
™安全で快適な作業環境への改善

ている。ものつくりの現場においても，よりいっそうの競

富士電機では“次世代ものつくり基盤”により，現場の

争環境のもと，市場や競合の動向や多様化する顧客ニーズ

情報を経営資源として生かす仕組みを構築し，工場経営の

を先取りした戦略的な工場経営が必要となっている。

高度化による競争力強化のためのフレームワークを導入す

さらに，高齢化社会における労働力の確保のための，い
わゆる“3K職場”の解消などの工場の作業環境改善など
これからの製造業が永続的に企業活動を維持していくた
次世代ものつくり基盤

迅速に反映させる仕組み（PLM：Product Lifecycle

の概念図

市場，競合，顧客ニーズを先取りした戦略的な工場経営

次世代工場
における
課題

バリュー
チェーン

とである。
（a） 製品原単位の継続的な改善を戦略的な製品仕様に

の施策も必要となっている。

図１

ることを提案している。具体的には以下を実現していくこ

よい製品を継続的に生み出すためのフレームワーク
地球環境問題への対応（コスト，環境，セキュリティのトリレンマ解消）

資材 / エネルギー /
ユーティリティ調達

製造

マーケティング

サービス

デリバリー

総合経営情報ネットワーク構築
強固なセキュリティ，ネットワーク連係による，全社大の総合経営情報ネットワークの構築
（工場経営改革）
サプライチェーン管理（ＳＣＭ）

生産・施設管理システムの導入
（継続的な製品原単位，良品率向上）
エネルギー
ソリューション
を中心とした
施策

顧客対応管理（ＣＲＭ）

ＰＬＭ
施設・エネルギー管理システム
（熱・電気の最適運用）
新エネルギー導入・未利用エネル
ギー活用（風力・太陽光・燃料電
池・電力安定化）

設備の高度化
受配電設備
トップランナー機器

融合と調和

ユーティリティ設備
中水・雨水利用促進
廃棄物減容化

ユーティリティインフラ構築
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白井

英登

項

東輝

エネルギー管理システムの開発，

省エネルギー・環境改善分野のエ

エンジニアリング業務に従事。現

ンジニアリング業務に従事。現在，

企業情報・制御システムの企画・
設計・開発に従事。現在，富士電

在，富士電機システムズ株式会社

富士電機システムズ株式会社制御

機システムズ株式会社制御システ

制御システム本部エネルギーソ

システム本部エネルギーソリュー

ム本部 PIA 統括部ソリューショ

リューション統括部系統ソリュー

ション統括部系統ソリューション

ン部担当課長。工学博士。計測自

ション部担当課長。電気学会会員。

部。電気学会会員。

動制御学会会員，電気学会会員。
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による省エネルギー

Management）の実現と，市場，競合，顧客ニーズの

に使用するほか，翌日負荷予測および最適運転計画のため

変化を先取りした戦略的で透明な工場経営を支援する

のデータとしても使用する。
翌日負荷予測では，翌日の曜日や気象条件あるいは操業

“総合経営情報ネットワーク”の構築
（b） 環境，低コスト，セキュリティに配慮したエネル

計画をもとに，電気，熱の使用量を予測する。最適運転計
画では，負荷予測結果を元にエネルギーコスト最小あるい

ギー・ユーティリティインフラの構築
（c） 省エネルギーと利便性，快適性を兼ね備えた高度な

工場施設の実現

は CO2 排出量最小などの条件により，各ユーティリティ
機器の運転台数，運転時間および出力を決定する。翌日は

PLM は，製品のライフサイクルにおける仕様（品質，
コスト，安全性，環境性）の管理を行うものである。生産

その運転計画をベースにして，オンラインでエネルギーの
使用量を予測しながら需給調整を行う。

設備における歩留まりの改善を行う品質トレーサビリティ

今後，太陽光発電などの自然エネルギーの導入が促進

と，生産のエネルギー原単位の改善を行うエネルギー統合

されると予想される。こうしたエネルギーは自然条件に左

管理を融合させ，省エネルギー生産計画の運用あるいはラ

右されるため，発生するエネルギーが変動する。そのため，

イフサイクルエネルギーマネジメントの実施などを総合的

変動を平滑化し安定したエネルギーとして利用するために

に行う。製品バリューチェーンにおける各ステップにおい

は，電力貯蔵装置が必要となる。エネルギー統合管理シス

て個々に仕様の管理を行うことで，製品のライフサイク

テムでは，自然エネルギーと電力貯蔵装置の組合せを考慮

ルにわたって要求仕様を満足する製品を生産するものであ

することもできる。

る。PLM の実現により製品に要求される品質や環境性な

エネルギー統合管理システムの概念図を図 2 に示す。こ

どの諸条件を満足し，競争優位な製品が生産できる。ま

のシステムの導入により効率的な運転を行うことで省エネ

た，PDCA サイクルにより改善を継続的に行うことがで

ルギーを実現するとともに，自然エネルギーを取り込むこ

き，製品のさらなる競争力の向上を図ることができる。こ

とで CO2 の排出削減に寄与することができる。

れらのエネルギーソリューションを活用し，総合経営情報

省エネルギーと工場作業環境改善

ネットワークを構築し現場サイドの情報を経営戦略に反映
。
させることで，経営基盤を強固にすることができる（図 1）
本稿では，エネルギー統合管理システムによるエネル
ギー・ユーティリティの統合管理，エネルギー計測による

.

エネルギー計測とローカル負荷制御

（ 1） エネルギー計測

省エネルギー，工場作業環境改善，製造実行管理システム

省エネルギー対策に取り組む基盤として，エネルギー計

など PLM を実現するための主要な技術と富士電機の熊本

測システムの導入が各方面で進められている。エネルギー

工場における PLM 実施例の紹介を通して富士電機におけ

が適切・有効な条件（量，質，時間，場所）で使用・消費

る“次世代ものつくり基盤”整備への取組みを紹介する。

されているかを的確に把握するために，まず，現場設備
ごとのエネルギー使用量を計測・記録し，エネルギーの使

エネルギー統合管理システム

用実態を把握することが必要である。現状を把握し，生産
量・環境状況との相関などを分析できれば，エネルギー使

エネルギー統合管理システムは基本的には監視制御サー

用量に大きな影響を与える因子は何であるか，また，そ

バ，ネットワークおよび現場に設置する計測・制御端末か

れぞれの機器を効率よく運転するための条件が何であるか

ら構成される。エネルギー統合管理システムでは，計測・
制御端末で収集されたデータを，通常 1 分周期でサーバに

図

計測から始める省エネルギー対策の PDCA

収集し，ユーティリティ設備の状態をオンラインで監視す
る。サーバに収集した計測情報は，エネルギーの需給調整
図

エネルギー統合管理システム概念図

顧客の要望
改正省エネ法でエネルギー管理指定工場の指定を受けているのだが…
ISO14001 取得に向け，環境マネジメントシステムの構築が必要である
排出 CO2 量を削減して「地球に優しい」事業所を目指している
とにかくエネルギーコストを削減したい
PowerSATELITE
（パワーサテライト）
マルチコンパクト計測ユニット

現状
計測

発電機

使用状況・効果の把握

実績収集
需給
調整制御

発電端末

実績データ管理
（データ収集・
帳票作成）

次段階の目標設定
電力安定化装置
（電力貯蔵装置）

エネルギー
管理システム

計画

データ整理と分析

継続的な改善

自然エネルギー

最適運転計画
「需要予測」
「最適運転計画」
「監視制御」
「実績収集」
を有機的に結び付け，各プロセスの連携をとることで、
プラントの効果的な運用を実現。
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解析

需要予測

監視制御

各種負荷
計測端末

対策（ケースによる）
低負荷運転ＴＲの統廃合
機器の集中化による台数制御
対策機器例
富士インバータシリーズ
太陽光採光装置

対策
効果的な実施

EcoSTAR-GETⅢ
１．解析支援機能
①グラフ表示（Web）
②ランキング表示
③CSV 出力
2．監視支援機能
①エネルギー使用
状況の監視
②E-mail にて管理者
に通知
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する機能を設けることで，多くの人が生きた情報として

などを知ることができる。その結果，設定条件などを変更

消費エネルギーを把握することができる。

することにより，どの程度の効果が期待できるかを予測す

（b） 多様化する計測対象への対応

電圧・電流から電力量を演算するだけでなく，流量計

る化”から改善策を抽出（P）して改善策を実施（D）し，
その効果を常時計測により定量評価（C）するとともに新

や温度計などからのアナログ信号（DC4-20 mA，DC1-

たな省エネルギー活動を推進（A）していくサイクルの構

5 V，パルスなど）を収集することができ，広範なエネル

築である。また，採取した各種記録データは，予防保全や
省エネルギー対策の評価にも活用できる。この概念図を図

ギーの計測に適用できる。
（c） 計測データの本体での長期記録・保存

計測データは外部記憶媒体を使用せず，機器本体内に

3 に示す。

一方，計測対象はフィーダ単位の電力量計測から設備単

内蔵したメモリに記録できる。5 分周期のデータの場合，

位へと細分化するとともに各種流量・温度・圧力・CO2 な
どの設備状態や環境の計測へと多様化している。また，現

1 年分の保存ができる。
）
（d） ネットワーク機能の搭載

を可能としている。

を得るための“対策”
“制御”への展開も視野に入れてい

単独計測から自動収集システムを使用した集合計測ま

かなければならない。計測システムを構築する際，その計
測・記録データをどのように活用するかを検討し，段階的
にシステムを構築していくことで，低コスト化を図ること

〈注 1〉

ネットワーク機能として Ethernet と RS-485 の選択

状把握・効果検証のための“計測”から，実際にメリット

で対応可能である。
（e） ローカル負荷制御機能の搭載

計測端末は当然ながら“計る”ということに主眼が置

ができる。
富士電機では，省エネルギーの計測システムツールの一

かれていた。省エネルギーの場合には“計る”ことは手

つとして，フレキシブル無線ネットワーク応用製品，多用

段の一つであり，目的は“減らす”ことであり，収集し

途複合型計測端末システム「PowerSATELITE」
，コンパ

たデータをどのように生かしていくのかが重要である。

クトマルチ計測ユニットなどを用意している。さらに，各

思考の切り口を変えて“省エネルギーを行う計測端末”

種計測端末で計測収集したデータ（日報・月報・年報）を

という発想で搭載したのがローカル負荷制御機能である。

加工して設備ごとのデータ合計の計算やコスト・原単位計

コンパクトマルチ計測ユニットには計測データを本体

算をした帳票やグラフを作成するエネルギー管理ソフト

内で設定した上限値もしくは下限値（しきい値）と照合し，

ウェア「EcoSTAR-GETⅢ」も用意している。

しきい値を超えた時にデジタル信号接点を出力する機能を

有線無線混在型エネルギー計測システムの応用事例を図

搭載している。例えば，設備の電力量が一定値以下になる

4 に示す。本システムは，前述の計測ツールおよび管理ソ

と稼動が停止したと判断し，自動的に照明の電源をオフす

フトウェアが混在して応用されたシステムである。

るシステムがローカルで構築でき，不要な照明の消忘れを

（ 2） コンパクトマルチ計測ユニットとローカル負荷制御

富士電機では，個々の設備の計測に対応した「コンパク

防止できる。オフする時間はオン/オフディレータイマで
設定する。いわば“計る”という従来の“受動的機器”の

トマルチ計測ユニット」を開発した。この端末は，表示機

概念に，接点出力という“能動的機能”を付加することで，

能を充実させたほか，ローカル負荷制御の機能を持ってい

実際に省エネルギーに寄与する計測端末への第一歩を踏み

る。主な特徴は以下のとおりである。

出したといえる。今回，紹介した省エネルギー計測システ

（a）“見える化”機能の搭載

ム関連のほか，省エネルギーの診断・対策・設備更新など，

今までの計測端末で多く見られた kWh 表示などだけ

さまざまな要望に応えられるものと考えている。

ではなく，コスト換算（円表示）や CO2 換算値を表示
.
図

空調技術を利用した環境改善への取組み

製造業における競争力の源泉は，いかに低コストで高

有線無線混在型エネルギー計測システム

品質な製品を作るか，ということに帰着する。加えて昨今
では，地球環境に配慮した製品作りや，特に 1980 年代後

Ethernet

半から言われてきた 3K 職場（危険，汚い，きつい）など

データ収集・
管理サーバ
EcoSTAR-GETⅢ
Ethernet

計測機器
EcoPASSION

の継続的な改善による働きやすく安全な職場作りも企業と

Ethernet

RS-485
SS 無線

計測機器
Power
SATELITE
RS-485

して必須の命題となってきている。富士電機でも省エネル
ギー・省コスト・CO2 削減に配慮した工場現場における環
境改善をテーマとしてさまざまな取組みを行っているので

計測機器
コンパクト
マルチ計測
ユニット

その一部を紹介する。
ここでいう環境改善とは大別して次の二つのことを目的

RS-485

としている。
電力量計測

流量計測

電力量計測

電力量計測

流量計測

〈注 1〉Ethernet：富士ゼロックス株式会社の登録商標
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職場の暑熱対策事例

図

外気導入

特
集
1

外へ排気

による省エネルギー

プレスラインにおける環境改善事例

給気
プレス機

工業炉

保全性の高い難燃性の素材
で囲うことで周囲への輻射
熱を防ぐ

ダウンフローを生成し浮遊
ダストを速やかに除去

熱再利用

炉の輻射熱により暖まった
空気を回収して熱再利用ま
たは外へ排気

（ 1） 作業者のための環境改善

地下コンベアを気密化する
ことで排気ダクトとして流用

フィルタリング後工場内循環

再利用することで省エネルギーを行いながら暑熱対策を行

工場などにおいて作業環境を悪化させる要因としては，

うこととした。なお，熱気を排気する際に炉周辺の空調機

有機溶剤・鉛およびその化合物・特定化学物質などの有害

による冷気を炉に吸い込まないように，外気の給気を行う

な化学物質，粉塵（ふんじん）
，電離放射線，電磁波，有

ことでエアバランスを確保した。

害光線，騒音，振動，高温・低温，高湿度などの多岐にわ

（ 2） 製品の品質向上を目的とした環境改善

たる要因がある。これらの有害要因が作業者に与える影響

作業環境を改善することは品質向上にも寄与する。特に

の程度を把握し，その要因を除去するか，あるいは，ある

温度や湿度，ミストやダストが製品の品質に少なからず影

一定レベルまで低減させるなど，影響の程度に応じた対策

響を及ぼすため，高精度の管理が必要となる温度や湿度の

を取る必要がある。

場合は恒温恒湿度室を設けたり，ミストやダストを管理す

また，その安全基準は労働安全衛生法の基準値が規定さ

る場合はクリーンルームを設けたりすることで目的を達成

れているため，各企業が業種や職場環境に応じた社内基準

できることが多い。品質，費用対効果の観点からそこまで

を設けているケースも多い。その場合にはその安全基準値

の精度が要求されないケースでは環境改善による手法で目

を下回るように継続して対策を行うことが必要となる。

的を達成できる場合が少なくない。

なかでも職場の暑熱対策については，熱中症などの予防

図 6 は自動車系のプレスラインにおける環境改善の事例

基準に使用される WBGT（湿球黒球温度）指数を利用し

である。このプレスラインにおいては，空気中を浮遊する

て管理するケースも多い。これは従来の 28 ℃以下といっ

ダスト（10 〜 20 µm 程度）が，製品または型に付着する

た単純な温度管理だけではなく，人体の熱収支に影響の大

ことにより製品の品質の悪化をもたらしている。その要因

きい湿度，輻射（ふくしゃ）熱，気温を取り入れた指標で

であるダストの外部からの進入を防ぐとともに，内部で発

あり，乾球温度，湿球温度，黒球温度の値を使用して下式

生したダストをすばやく除去することが必要である。そこ

から算出して使用する。

で，気流制御によりプレス機内のクリーン度を上げること

WBGTout＝0.7 Tw＋0.2 Tb＋0.1Td ………………………（ 1）
WBGTin＝0.7 Tw＋0.3 Tb …………………………………（ 2）

でプレスラインにおける品質向上を図った。
まず，一次フィルタにて処理したクリーン度の高い空

WBGTout：屋外における湿球黒球温度

気を給気ファンでプレス機内に給気を行うとともに，下部

WBGTin：屋内における湿球黒球温度

から排気ファンで排気することでダウンフローを生成する。

Tw：湿球温度

排気する際には，プレス機下部のスクラップを廃棄するコ

Tb：黒球温度

ンベアを密閉化し，ダクトとして流用することで効率向上

Td：乾球温度

を図った。排気した空気はフィルタで処理した後，場内に

ここで職場の暑熱対策の事例を図 5 に示す。この例はろ

戻すことで場内のエアバランスを確保した。

う付け炉周辺の暑熱対策であり，炉内の加熱温度が 600 ℃
になることからその輻射熱により常に高温環境にさらされ

製造実行管理システム

ている職場である。そのため炉付近の作業域では年間をと
おしてスポット的に冷房を効かせている。

富士電機では，生産・施設管理システムの一部である製

この改善のため，メンテナンスや作業性を考慮しながら

造 管 理（MES：Manufacturing Execution System） を 実

難燃性のアクリル樹脂を使用して炉自体を囲うことで作業

現するフレームワークとして「MainGATE シリーズ」を

域への輻射熱を遮断するとともに，炉周辺の暖まった熱気

用意している。MainGATE シリーズのコンセプトを 図 7

（約 40 〜 50 ℃）を夏季は外部へ排気し，冬季は暖房用に

に示す。工場の階層は製造業の原点である製造現場，それ
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MainGATE シリーズのコンセプト

図
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を管理する製造管理，および経営管理に大きく分けること
ができる。製造現場の情報を各階層で見たいときに，見た
い形で提供するというのがコンセプトのひとつ（垂直統
合）である。また工場の情報は製造設備，ユーティリティ
設備など広範囲に分散しており，それらの情報も統合して
提供するというのがもうひとつのコンセプト（水平統合）
である。
富士電機は，エネルギー管理を製造管理の重要な要素
として捉えている。製造実行管理システムにより，歩留ま

.

「MainGATE/PPA」によるエネルギー管理のアプロー
チ

（ 1） 消費エネルギー分析

エネルギー使用量をさまざまな切り口で分析し，ロスエ
ネルギーの発見，目標に対する達成度評価を実現する。
（ 2） 設備の動作検証

りの改善（生産のエネルギー原単位の改善）によるエネル

生産設備，ユーティリティ設備の稼働状況とエネルギー

ギー利用の効率化，実績データに基づく省エネルギー生産

使用量の分析，運転パターンのシミュレーションにより設

計画の実施およびライフサイクルエネルギー管理が可能と

備運転の改善指標を提示する。

なり，継続的な品質確保を行いながら同時に省エネルギー
を推進することが可能となる。
ここではプラント系製造実行管理システムである
「MainGATE/Process」 の 概 要 と， そ の 構 成 要 素 の 一 つ
である実績分析パッケージ「MainGATE/PPA（Process
Performance Analysis）
」
，そしてこれを用いたエネルギー
管理のアプローチを紹介する。

（ 3） 設備システムの性能検証

設備システムの性能を検証し，制御方式の決定，パラ
メータの調整のための指標を提示する。
（ 4） エネルギー原単位管理

生産出来高の情報と連携することにより，エネルギー原
単位管理を行う。
（ 5） 定例報告書作成支援

定例報告書の自動作成など，省エネルギー法対応業務の
.

「MainGATE/Process」および「MainGATE/PPA」

簡素化，効率化を支援する。

工場で製造される製品の顧客ニーズの多様化が進んで
おり，多品種小ロット生産に対応する自動化を進める必要

熊本工場における PLM 実施例

がある。この自動化を進めるうえで重要な役割を担うの
が MES である。MES は一般に生産時点情報管理（POP：

熊本工場は，2006 年 12 月に竣工したアモルファス太陽

Point of Production）機能とあわせて，工程管理，現物管

電池製造工場である。熊本県北部の南関町に位置し，敷地

理，品質管理，製造指示，進捗管理，工場内物流管理，生

面積は約 54,000 m2，延床面積は約 10,000 m2 である。外観

産設備管理，保守管理などの各種の生産活動支援・管理を

を図 9 に示す。

行う。図 8 に MainGATE/Process のシステム構成を示す。
MainGATE/Process システムは，計画系，実行系およ
び実績系の 3 つの機能ブロックより構成されている。
実績系を構成するパッケージが MainGATE/PPA であ

熊本工場は，
“PLM 導入によるミクロ経営革命”をテー
マに，下記の実現に取り組んでいる。
（ 1） エネルギー消費ポリシーの実践

™エネルギー統合管理による設備の高効率運用

り，現場から上がってくる情報をさまざまな切り口で参照

™高効率設備の導入

できる。トレンド/イベント情報の選択・組合せ・演算定

™新エネルギー比率の向上

義と，あらかじめ用意された表示・形式（表，各種グラフ，

™エネルギー統合管理システムと製造管理システムの連

専用画面）の中から適切な形式を選択，表示・指示できる
ので，分析目的に合わせたさまざまなパターンでのデータ

係による工場運営全体でのエネルギー原単位把握と継
続的な改善

閲覧ができる。また，製品方向へのトレースフォワード，

（ 2） 業界トップレベルの製造管理システムの導入

原料方向へのトレースバック機能を実現するトレーサビリ

™装置系と組立加工系の混合プロセス管理

ティの機能を持っている。

™原価管理とトレーサビリティの実現
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熊本工場外観

図

による省エネルギー

熊本工場における PLM 概念図
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工場経営
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環境性向上（CO2 削減）
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1
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製造設備
運用計画

生産計画＆原価計算
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データ収集

設備単位の電力量
（加工データ）
温湿度，粉塵などの
環境情報（生データ）
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（ 3） 業務効率化を IT で実現するオフィス

™オフィスセキュリティの確保

ギー原単位を把握するとともに，省エネルギーを考慮

™LAN 導入による情報一元管理の実現

した設備運用，生産計画作成を行い，製品エネルギー

現在，第一期工事が終了し，設備拡張と機能拡張を行う

原単位の継続的な低減を図る。

ため第二期工事を開始している。第一期工事では，エネル

（c） 製造管理システムで作成した製造設備運用計画を

ギー統合管理システムと，製造実行管理システムを導入し

元に，エネルギー統合管理システムにおいて，最適な

工場実稼動におけるシステム利便性，有効性の評価を並行
して実施している。

ユーティリティの運用計画を作成する。
このようにエネルギー統合管理システムと製造管理シス

に，熊本工場における PLM 概念図を示す。エネル

テムの連携を行い，PLM を実現することにより，工場経

ギー管理システムには，ソフトウェアパッケージ「Spec-

営レベルでは収益力向上，環境性向上（CO2 削減）を達成

図

〈 注 2〉

trum PowerCC」 を 導 入 し て お り，SCADA 機 能 に よ る

し，争力の強化を図るとともに，透明度の高い管理手法導

ユーティリティ設備，空調・照明などの施設管理を行い，

入によりコンプライアンス遵守を実現し，社会に継続的に

今後の工場拡張に伴い導入が予想される発電設備の最適運

受け入れられる工場を目指す。

用機能も具備している。製造管理システムには，前述の
MainGATE を導入している。

あとがき

今後は，エネルギー統合管理システムと製造管理システ
ムとの連携を図り，以下の取組みを行う。
（a） エネルギー統合管理システムで収集した温室度・粉

PLM は，高品質な製品の生産と，PDCA による継続的
な改善を実現し顧客満足度を高めるための手段である。そ

塵などの環境情報を元に，製造管理システムにおいて，

して，PLM を中心として“次世代ものつくり基盤”整備

製造プロセスごとの環境条件を把握し，歩留まり改善

を進めることは，社会の変化に迅速に対応できる生産体制

などの品質向上を図る。

を構築し，業務の効率化，コスト低減による収益力の拡大

（b） エネルギー統合管理システムで収集・加工した電力

量データを元に，製造管理システムにおいて，エネル

と，環境対策や省エネルギーなど製造業に要求される社会
的責任を果たすことにつながると考えている。富士電機は，
PLM の実現により“産業競争力強化”に貢献していく所

〈注 2〉Spectrum PowerCC：ドイツ Siemens AG の商標または登録
商標
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