
エネルギーコストが上昇を続ける中で、食品飲料製造メーカはこれらの費用を適切に管理す
ることにより、重要な競争上の優位性を実現しています。エネルギー関連費用の削減の鍵と
なるのは、エネルギーがいつどこでどれだけ消費されているかを理解することです。この情
報を使用することにより、企業は負荷要件の積極的管理、システムパフォーマンスの向上、お
よびコスト削減を実現することができます。

この白書では、食品飲料生産におけるエネルギー消費の主なエリアを説明し、より効率的な
運用へと移行するために製造メーカが取ることのできる措置について詳しく説明します。

良く計画された戦略が食品飲料産業による
エネルギー関連コストの効果的な管理を 
どのように支援するか
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はじめに
食品飲料産業は、米国の製造業部門におけるエネルギー使用のカテゴリで絶え
ず上位にランクされています。意外にも、エネルギーの消費量は、食品飲料プラ
ントで最も見落とされてきたコストの1つです。昔のエネルギー管理は単純でし
た。つまり、製造メーカは、単に請求書を受取って、それを支払うだけでした。

しかし、今日ではさまざまなシナリオがあります。競争圧力の増大、粗利益の縮
小、およびエネルギーコストの上昇により、製造メーカは運用方法を変更する
ことを余儀なくされています。エネルギーのすべての要素（WAGES：水/廃水、空
気、ガス、電気、蒸気）を含むエネルギーコストが食品飲料プラントの売上原価
に占める割合は、20%に及ぶこともあります。これらの圧力に対応するために、製 
造メーカは包括的なエネルギープログラムを適用しています。包括的プログラム
では、5つの重要コンポーネント間のバランスが必要です。

1. エネルギー管理組織とリーダシップ（目標、目的を確立し、協力企業を選択 
する）。

2. エネルギー管理トレーニングと教育（機会を評価して改善を推進する方法を社
員に習得させる。）

3. エネルギープロジェクト管理（効果的なプロジェクトの範囲決定、実行、およ
びエネルギーソリューション）

4. エネルギー視認性の向上（エネルギーモニタリングとベースライン、メトリクス
を確立し、エネルギーをプラントの活動に関連付ける。）

5. エネルギーパフォーマンス評価（分析、制御、継続的改善）

高度なモニタリングツールによってエネルギー消費と品質を管理するための新
しい方法が出現し、エネルギーを生産の原材料および変動費と見なす一方で、
企業がエネルギー使用量削減のために必要とする情報を提供します。要するに、
効果的なエネルギー管理はもはやオプションではなく、戦略上かつ業務上不可
欠です。

効果的なエネルギー管理の鍵となるのは、現状に関する情報と、それに対応す
るための知識です。さらに具体的には、エネルギーがどこで、いつ、どれだけ消
費されているかについての理解と、それに対応する能力です。隠されたエネルギ
ーコストを見つけることは、食品飲料製造メーカにとって大きなコスト節約につ
ながります。そのためには、隠されたエネルギーコストを探す場所を知っている
ことと、それをリアルタイムでモニタする能力が必要です。多くの企業はエネル 
ギーデータの収集とプロファイリングの手段を備えていますが、それらの大半は
信頼性のない時間のかかる手作業のプロセスで、プラントのリアルタイムの活動
や生産高に関連することはほとんどありません。

電力が流れる場所、特に電力が機械的エネルギーに変換される位置に設置され
たよりスマートで自動化されたデバイスは、ユーザにより良いデータを提供する
ことができ、その結果、より効果的な電力管理を実現できます。

正確な消費パターンと需要プロファイルに基づく統合エネルギー管理プログラム
を策定することにより、企業は、エネルギーベース負荷とさまざまな電力供給装
置、生産ライン、または特定の製品の製造との間の電力消費コストを計算できる
ようになります。実際の生産コストをより正確に特定することにより、マネージャ
はより賢明な経営判断を下すことができます。
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エネルギーのリーダシップと経験豊富なリーダの価値
効果的なエネルギー管理戦略の重要な要素の1つは、産業プロセスを理解してお
り、類似業界からのベストプラクティスの移転を実現できるだけではなく、エネル 
ギー節約の機会を見出す方法を知っているエネルギー管理リーダとの協力です。選
択と導入プロセスを通してガイダンスを提供するオートメーションおよび電力管理
の分野における有能なアドバイザなしでは、企業は間違ったタイプ、または不十分な
数量のモニタ装置を購入しかねません。これは、エネルギー管理ソリューションが
提供するはずの節約を帳消しにする可能性があります。経験豊富なオートメーショ
ンリーダと協力することにより、製造メーカは産業プロセスに関する数十年分の知
識と技術知見を利用して、選択、計画から設置、導入まで、プロセスを通してより良
い判断を下すことができます。運用上の小さな変更、遮断またはシャットダウン、あ
るいは停電後のスタートアップの優先順位付けにより、エネルギー需要料金が大幅
に削減されることがあります。

このオートメーションリーダは、食品飲料製造メーカが料金体系、および光熱費の
計算方法を理解するうえで主要な役割を果たす可能性もあります。例えば、電力会
社が4～5つの異なる料金を提示している場合、特定のプロセスに最も適しているの
はどれでしょうか。料金分析により、費用節約の代替方法を特定し、新しいサプライ
ヤおよび料金オプションを評価することができます。この分析は、光熱費を詳細に
調査します。これには、内訳、およびすべての料金の説明、現行の契約の下でのエネ
ルギーコスト削減の最善の方法、および新しいサプライヤまたは契約に求める最善
の特性などが含まれます。

方向付け
必要なエネルギー管理技術および基となるインフラ基盤を実装する前に、企業は
まず事業全体の目標を特定してから、それらの目標の達成のためのエネルギー戦略
を策定する必要があります。この定義段階では、目標は、対処が必要なエネルギー
コストのエリア固有のものである必要があり、コスト削減、品質、生産性向上のター 
ゲットなどのその他の企業戦略と統合される必要があります（プラントまたは施設
の技術者だけではなく、プラント内の全員がエネルギー効率の一端を担う必要があ
ります）。加えて、詳細なベース負荷エネルギーのメトリクスを確立することが重要
です。変動要素が多すぎると、エネルギー費用に関するトップラインデータ（プラン
トの生産量の増大、料金体系の変更、プロセスの変更、気候変化など）が不透明に
なる可能性がありまます。これらの詳細を知らなければ、成果を上げ、省エネの取り
組みがどのように運用と財務上の利益に貢献したか実証することは困難です。

例えば、電気コストは一番の関心事ですか。それとも、戦略では水、空気、ガス、お
よび蒸気に関連する消費パターンも考慮する必要がありますか。貴社は具体的なコ
スト削減目標を意識していますか。ほとんどの場合、プラントの最初のステップは、
単にプラントのベース負荷（製品がほとんどまたはまったく生産されていないとき
にどこでどれだけのエネルギーが消費されているか）を定義して理解することであ
る可能性があります。

多くの場合、プラントでは、エネルギーの60～70%は生産時間外に消費されていることに驚
きます。まず、真のベース負荷、すなわちエネルギー消費の固定部分を把握することから始
めましょう。プロセスがアイドル状態のときに、何をオフにしたりダウンすべきでしょうか。
プラントが停止している週末にも、時間当たり数万ポンドの蒸気が消費されている場合が
あります。すべてのエアコンプレッサがシャットダウンし、停止している日に何百万という
SCFMの圧縮空気が消費されている可能性があります。メインの圧縮空気貯蔵レシーバが
ブリードダウンするのに何時間かかるか考えてみてください。（つまり圧力0になるまでの
時間は、システム内の空気漏れの量を示します）。ベース負荷に関するこれらの質問に答え
ることができたら、企業はより具体的なコスト削減の策定、またはエネルギー消費の変動
要素に関連する効率目標を立てるためにより有利な立場に立つことができます（例：生産
量1ポンドにつきMMポンドの蒸気消費、生産量1ポンドにつきMM CFMの圧縮空気消費）。
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通常、エネルギー管理の目標は、2つのセグメントに分けることができます。1つ目
は消費です。プロセスを可能な限り効率的に実行していますか。需要は高いです
か。負荷はどれだけ一貫していますか。負荷は均等に分散していますか。それと
も負荷が過剰に高いピークがありますか。エネルギーは、再生、リサイクル、再使
用が可能ですか。（例：温廃水または熱気源から廃熱を取り込み、補給水の加熱
に使用できますか。冷却装置などからワンス・スルー・プロセス水（家庭雑排水）を
取り込み、造園での散水などの非プロセス非クリティカル用途に利用できますか。）

2つ目のセグメントは品質です。エネルギー（電力）の健全性はどの程度ですか。
電力品質に関する問題が生産設備に影響して寿命を縮小していますか。主に誘
導モータ負荷による電力供給のペナルティは、力率補正によって軽減されます
か。高価値の生産資産における問題の特定に調和解析を使用できますか。プロ
セス冷媒は、正しい温度、正しいフローで熱交換器に運搬されていますか。それ
とも、冷却レベルの低下のために生産速度が低下していますか。

目標を特定し、エネルギー戦略を決定したら、次のステップは希望の目標を達成
するために、技術とインフラ基盤を配備することです。電気はほとんどの食品飲
料プラントにおける最大のエネルギーコストですが、嬉しいことに、節約機会が
大きいのも電気です。さらに、他のコスト節約取り組みに比べ、エネルギー管理
の取り組みでは、最も早く効果が見られます。

インフラ基盤の作成
食品飲料産業では、すべてのエネルギー消費量の約半分は原料を製品に変える
ために使用されています。一方、残りの半分は冷凍、乾燥、冷蔵、包装など製品の
保存と安全に必要なプロセスに使用されています。エネルギーの配分先を知る
ということは、混合、ブレンド、デポジット（沈殿）、ベーキング、フライ、パッキン
グ、冷蔵、および倉庫保管など、プラント内のさまざまなプロセスを知るという
ことです。プロセスにおいてエネルギー消費量が最も多いものは何かを見極め
ることが重要です。

これらのプロセスの基となるのは、モータ、ファン、ヒータ、およびコンプレッサ
です。それらの効率はどの程度ですか。モータとポンプは、用途に適したサイズ
とスタイルですか。それらは正しく保守され操作されていますか。いつ稼働して
いますか。同時に稼働していますか。それとも需要に基づき、時間をずらしたり、
制御したりしていますか。モータ、ポンプ、およびエアノズルは、プロセスがアイ
ドル中にも稼働していますか。多くの場合、正しいモータ制御技術を適用するだ
けで、プロセス効率に大きな影響が見られます（「モータの管理」を参照）。空気
または蒸気分配システムに大きな漏れがありますか。蒸気トラップ監査はどれぐ
らいの頻度で実施されていますか。圧縮空気分配圧力が高すぎますか。一般的
に、圧縮空気は食品飲料プラントの最も高価で非効率なエネルギーコストの構
成要素です（圧縮空気分配圧力を 2psi 削減することにより、圧縮空気の電気コ
ストを1%下げることができます）。包装設備全体が85psiではなく95psiで稼動して
いる原因となっている制限要因または特定の装置がありますか。

重要なエネルギーを消費するものの設計または目標消費レベルを定義したら、
それらを測定することができなければなりません。エネルギーがどこでどのよう
に消費されているかを把握するための基盤となるインフラが配備されると、エ
ネルギー管理の3つのコアステップ（モニタ、分析、および制御）に移行するため
の戦略の策定が容易になります。

多くの場合、将来、分析と制御の機能も含めるようにシステムを拡張することを
想定し、モニタリング機能を備えたシステムが設置されます。したがって、1つの
ステップから次のステップへのスムーズでコスト効率の高い移行を確実に行なう
ためには、インフラができるだけ柔軟でスケーラブルであることが重要です。
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例えば、ユーザは負荷プロファイリングシステムを設置して、高需要期間を特定す
ることができます。次のステップに移動するには、最も安価なときに電力を購入し
て、エネルギー使用率の急増時に発生する需要ペナルティを避けることができる自
動需要管理システムを含めるようにシステムを拡張する能力が必要になります。

ステップ1：モニタ
効果的なモニタリングプログラムの中核となっているのは、エネルギー消費情報
を捕捉して伝達するデジタル電力モニタ装置のネットワークです。これらの装置
は、特定のシステムに関連付けられたエネルギーパラメータの測定に使用されま
す。電気の場合、これは施設の電気配電システムのバスであることもあります。こ
れにより、プラントマネージャは、プラントのさまざまなエリア、特定のマシン（冷
蔵コンプレッサなど）、さらに個々の製品ラインにおける電力消費に関する詳細
情報を収集することができます。使用状況データに加え、マネージャは、生産性の
向上、装置の寿命の延長、利益の増大につながる電力品質の情報にもアクセスで
きます。

例：さまざまな食品飲料プラント（WAGES）モニタリング 
システム：
電力モニタリングシステム：電力モニタリングシステムの主要なメリットは、高速
制御または情報ネットワークを介して長期にわたりリアルタイムデータとイベント
を捕捉して記録できることです。同じ部門、異なるシフト間、同じ製品ラインのあ
るプラント間で、エネルギー使用に一貫して違いが検出される場合、マネージャは
運用を分析して、低エネルギーがどのように達成されているかを確認し、その結
果を他の運用に適用できます。収益を正確に示す電力モニタは、電力会社が発行
した請求書を確認するためのバックアップシステムとしても役立ちます。

一般的なモニタリングシステムの機能には、負荷プロファイリングが含まれます。
代表的な負荷プロファイリングシステムでは、希望の電力パラメータおよびエネ

モータの管理
モータシステムは、製造メーカにとってエネルギー消費が圧倒的に大きく、米国エネルギー省
によると、米国産業部門におけるすべての電力の約75%を消費しています。そのため、どのエネ
ルギー管理プログラムにおいても、モータは焦点となる主要エリアである必要があります。

幸い、今日の高度なモータ管理ソリューションは、大きな成果を達成することができます。例
えば、可変周波数ドライブ、エネルギー効率の高いモータとギア、モータコントローラ、および
ソフトウェアなどの電力最適化ツールは、すべて即時の測定可能なボトムライン節約を実現で
きます。

可変周波数ドライブは、製造プロセス(特に流動率が変化するファンやポンプを使用するプロ
セス)でエネルギー量を大幅に削減することができます。例えば高馬力の遠心負荷は、大きな
エネルギー節約をもたらします。エネルギー使用の最大の削減は、速度または流動率をわず
か20%下げるだけで達成されます。流量を少し減らしても製造プロセスに影響せず、プラントが
それによって半量のエネルギーを使用するだけで済むならば、ユーザは大幅なコスト削減を
達成することができます。

設計速度の100%未満を必要とする製造プロセスでは、ユーザは低圧と高圧の両方アプリケー
ションで可変周波数ドライブを組み込むことを検討する必要があります。それにより、エネル
ギーコストを大幅に削減できるだけではなく、適切に対処すると、バルブの必要性をなくし、ポ
ンプのシール寿命の延長、スタートアップ時の電力サージの低減につながり、より柔軟な運用
に役立ちます。
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ルギーデータは、プラント全体に設置された電力モニタによって測定され、情報
ネットワークを介してエネルギー管理ソフトウェアに送信されます。負荷プロフ
ァイリングシステムでは、大量のデータが非常に迅速に生成されます。生データ
ではなく、情報によって電力消費プロファイルとパターンについての洞察と理解
が得られます。したがって、電力関連の問題の予測、防止、および対処のために
は、この多量のデータを分析して関連付けて、利用可能な情報にまとめる必要
があります。プラントのリアルタイム生産高に関連する電力メトリクスを策定す
ることは、システム内の混乱をトラッキングおよび特定するために有効な方法で
す。例えば、シフト当たり消費された数百万kWhをプラントの同じシフトでの数百
万ポンドの生産高（kWh/百万ポンド）で割って算出した割合のトラッキングなど
があります。または、エアコンプレッサの場合、生産高（kWh/百万ポンド）は、空
気漏れや、ヘッド圧力が高すぎるラインを検出するために効果的な方法です。

天然ガス・モニタリング・システム：フローメータは、各プロセスの乾燥機または
オーブンで消費されたMM-BTUを記録することができます。オーブン1台当たりで
生成されたポンドに相関させると、管理者は目標レベルに対して、生産された製
品1ポンド当たり消費されたMM-BTUをトラッキングできます。これにより、管理者
はガスバルブの固着、バーナーの保守関連問題、またはベーキング手順の変化な
どについて注意を喚起されます。

水モニタリングシステム：フローメータはプラントの主要な流入水炭素フィルタ
で処理された流入水のMMガロンを記録することができます。同じ期間で、生産
されたポンドに相関させると、MMガロン/生産量MMポンドの管理図を作成する
ことができます。これにより、管理者は気付いていない水漏れ、開いたままの弁、
クリーニング手順の変更などへの注意を喚起されます。食品飲料プラントでの水
の消費は、生産された完成品1ガロン当たり7～10ガロンに及ぶ場合があります。
水不足と水のコストの急騰を考えると、この種のモニタリングは、多くの食品飲
料生産者にとって必要不可欠になっています。

廃水モニタリングシステム：デジタルモニタは、廃水中和容器に追加したMMガロ
ンの腐食剤と酸のほか、プラント排出点での廃水を記録できます。同じ期間につ
いて相対させると、処理薬品MMガロン/排出されたMMガロンが示される可能性
があります。目標値からの偏差は、過剰なプロセス廃水がプロセス排水管に廃
棄される運用上の問題や、クリーニング手順における何らかの変更を示します。
この種のモニタリングは、排出許可の違反防止に加え、化学的処理のコストの削
減のためにも役立ちます。

企業の負荷とトレンドのエネルギーモデルを特定して、図表を作成したら、製造メ
ーカがエネルギー節約を最大化する可能性は無限です。時間をかけてエネルギー
消費パターンをトラッキングすることにより、施設は履歴データを使用して光熱
費を確認し、より有利な料金体系を交渉して、需要管理の機会を特定できます。

 事例：ある大手食品飲料製造メーカは、最低の電気料金を交渉するには、ピ
ーク時電力需要やその時間帯、さまざまなプラントで電力を最大料金で使用
している頻度など、その電力使用パターンに関する正確な情報が必要である
ことをすばやく認識しました。電力モニタリングシステムからコンパイルした
負荷プロファイルデータを用意することにより、この企業は電力会社と契約
を再交渉することができ、年間のエネルギーコストの10%もの節約が実現さ
れました。

エネルギー・モニタリング・システムの第2のメリットは、コストを特定の生産分
野または生産単位により正確に配分することができることです。コスト配分は、
負荷プロファイリングと同様ですが、エネルギーコストを部門、プロセッサ施設
に配分できる機能が追加されています。さらに、システムは光熱費と料金を分析
および確認するために必要なレポートも生成できます。電力使用において重要
ではない小さな調整を加えることにより、ROIが短期間で達成され、大きな成功
を収めることができます。

電力モニタリングシ
ステムからコンパイ
ルした負荷プロファ
イルデータを用意
することにより、あ
る企業は電力会社
と契約を再交渉す
ることができ、年間
のエネルギーコスト
の10%もの節約が
実現されました。
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例えば電力には、コストの配分と削減に役立つモニタリングのさまざまな局面が
あります。

•	 サブ計測とは、電力計を配備して個々の負荷またはワークセルをモニタする
活動のことです。サブ計測戦略により、ユーザはシフト間またはライン間の電
力消費の差を計測して、内部コスト配分を提供することができます。これによ
り、企業はプラント内で効果的な省エネへの取り組みを実行する特定のグル
ープまたは部門に報酬を与えることができます。

•	 配電システムモニタリング：配電システムモニタリングでは、オペレータとエン
ジニアは、トレンド、アラーム、ターゲットの情報を含め、施設全体の配電シ
ステムを一元的に表示できます。施設の配電システムをモニタすることによ
り、エンジニアは故障が発生しつつある装置を特定して、電力システムトポロ
ジを再構成し、負荷遮断（部分的送電停止）を行なったり、発電機出力を増大
することにより、手動で需要を制限することができます。

•	 電力品質モニタリング：電力品質データは、モータや精密機器の故障を特定
して、電力会社からのより良いサービスを交渉し、力率補正と高周波フィルタ
の必要性を特定するために使用できます。電力品質モニタリングシステムで
は、配電モニタからの電力品質データを一元管理します。システムは、電圧逸
脱、一時的な電力損失、位相反転、および高周波を感知し、この情報をすぐに
表示、トレンド、レポート、およびアラームの形式で表します。

ステップ2：分析
モニタリングシステムは、エネルギーデータの正確な収集とレポートの基礎を提
供しますが、この情報を分析することにより、プラントはコスト管理に関するより
良い決定を下すことができます。

ただし、この情報が運用において変化をもたらすためには、プラントフロアからト
ップフロアへ情報がスムーズに流れることが必要です。したがって、エネルギー管
理プログラムのメリットを最大化するための鍵となるのは、電力モニタリング、制
御装置、通信ネットワーク、および可視化技術の組み合わせを調整して、エネルギ
ー消費をプラントの活動に関連付ける統合システムとすることです。

この配置の中心は、オープンな規格に基づいた統合アーキテクチャです。このアー
キテクチャによって、ユーザは企業内でエネルギー情報をを必要としている場所
へそれを届けることができます。このアーキテクチャの重要な要件の1つは、既存
のネットワークとデバイスを利用できることです。

イーサネットやDeviceNet™などのさまざまなオープンネットワークを使用して有線
またはワイヤレスのデバイスを介して通信できることにより、高速データ転送、お
よび既存のネットワークの簡単な統合が可能になります。例えば、ほとんどの施
設にはイーサネットのインフラがすでに準備されているため、設置のコストを削
減できます。また、共通の通信インターフェイスも、応答速度、データのサポート、
およびシステム全体のパフォーマンスの効率を確認するために重要です。

高性能プログラマブル・オートメーション・コントローラおよび高度なエネルギー
管理ソフトウェアも、ソリューションの分析および制御コンポーネントを提供する
うえで重要です。コントローラは、ブレーカ、スイッチ、および保護リレーからの個
別入力を電力管理システムに取り込む共通の手段を提供します。さらに、コント
ローラは、ヒューマン・マシン・インターフェイス（HMI）とロギングソフトウェアを
実行しているパーソナルコンピータと連携して動作し、データ収集を自動化してデ
ータを集結します。

ロックウェル・オートメーションのIntegrated Architecture®（統合アーキテクチャ）シ
ステムの主なメリットは、リアルタイム制御、通信、および視覚化が可能なアーキ
テクチャ、および下位互換性があるとともに移行が可能な統合された制御および
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情報データベースなどのオープンテクノロジをユーザが選択できることです。汎用
プログラミングツール、共通データ構造、および実行モデルにより、外部データへ
のアクセスが簡単になります。制御システムが変更されても、データ取得システム
を再度プログラミングする必要はありません。このアーキテクチャ上の戦略には、
迅速で低コストな設計とスタートアップのために、他のロックウェル・オートメー
ション製品とのシームレスな統合が含まれています。

エネルギー管理ソフトウェアは、すべてのエネルギーパラメータの一元管理され
たデータベースとして機能します。このデータベースへは、標準のWebブラウザを
使用して、施設内、またはさまざまな場所にあるすべての施設からアクセスできま
す。問題を「見る」ことができることにより、生データから派生した情報に新たな
意味が加わり、その結果、適切な是正措置につながります。

この同じソフトウェアにより、企業はピーク需要と電力品質パラメータを計測し
て需要パターンを判断し、エネルギー消費を天候パターンに相関させ、負荷を集
積することにより、ビジネスグループ、部門、またはサイトごとにエネルギーコスト
を計算することでエネルギープロファイルをモデリングすることもできます。この
モデリングアプローチでは、新しいシステムまたは装置を設置するために資本支
出を投じる前にソリューションを検証できるので、費用を大幅に節約できます。

ステップ3：制御
データを分析したら、プラントマネージャはアクションプランを策定して、オート
メーションシステムを設置することにより、複数の制御システムオプションを使用
してエネルギーの節約を捕捉できます。

例えば、需要管理システムは、ピーク時制限を超えないように、将来の需要を自
動的に予想します。負荷管理システムは、選択した装置の電力消費をモニタして、
オペレータが選択したシーケンスでそれらのオン/オフを切換えることで、ピーク
需要を最低限に抑えることができます。負荷は優先順位付けできるため、負荷の
電力平均分配と回復の順序をユーザが設定できます。負荷シフトにより、より一
貫した経時的エネルギー使用レベルが保持されるため、電力の需要を軽減し、追
加料金を回避できます。

事例：中西部の大手の牛肉豚肉加工プラントでは、食肉は、政府指定の厳しい
温度制限内に保たれた冷蔵施設で加工されます。200,000平方フィートのプラン
トでの冷蔵は、接続された電力負荷の大部分を構成し、プラントの運用コスト
の大きな割合を占めます。

この企業はキロワット/時の特定の消費に対して電力会社に「基本料金」を支
払います。プラントが制限を超えた場合、電力会社は基本料金の最大50%の 
「需要ペナルティ」を請求します。

シフトのスタートアップ時、ピーク生産時、および暑い夏の日には、電力消費が
「需要」のスレッショルド（閾値）を上回ることが何度もあり、プラントは費用
のかかるピーク需要範囲に入ってしまいました。この企業は、電力会社からの高
額の需要料金請求を最小限に抑えて、プラントの冷蔵要件を損なうことなく、全
体のエネルギーコストを削減する方法を見つける必要がありました。

この企業の冷蔵システムは、保守が難しく、エネルギーの節約とコスト管理のオ
プションがほとんどない、リレーベースの「オン/オフ」システムで制御されてい
ました。

ピーク需要のスレッショルドを超えないために、この企業は、負荷優先順位付
けおよび負荷遮断（部分的送電停止）という需要側のエネルギー管理戦略を実
装し、より一貫した電力使用レベルを維持しました。プラントの電力使用の約

ある企業の電力モ
ニタリングシステ
ムにより、長期に
わたりエネルギー
消費を削減したこ
とを実証するため
に必要なハードデ
ータが提供されま
した。この情報に
より、現地の電力
会社から80,000ド
ルの割戻金を受け
取る資格を得るこ
ともできました。
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50%は、プラント全体の冷却を行なう12機のコンプレッサで構成される一元管理
された冷蔵施設によるものです。新しい戦略は、冷蔵領域の電気的負荷を遮断
し（部分的送電停止を行ない）、ピーク需要をセットポイント以下に保つことに
より、ピーク需要料金を削減することでした。

この企業は、冷蔵装置の運用を管理するプログラマブルコントローラをベース
にした制御および情報システムに電力モニタリング機能を統合しました。電力
モニタリングモジュールのデータに基づき、このコントローラは冷蔵システムを
モニタして、コンピュータと通信します。

電力消費が上限セットポイントに近づき始めると、コントローラによって冷蔵シ
ステムの負荷が制限されます。消費が上昇を続けると、コントローラは冷蔵装置
を選択的にシャットダウンし、プラントが「熱質量」を使用してピーク生産期間
を難なく切り抜けること、および電力消費を制限することができるようにするこ
とにより、部分的送電停止を開始します。需要が減少したら、装置は自動的に復
旧されます。

その結果、需要料金が月に2,000ドルも節約できました。電力モニタリングシス
テムは、この企業が長期に渡りエネルギー消費を削減したことを実証するために
必要としていたデータも提供しました。この情報により、現地の電力会社から
80,000ドルの割戻金を受け取る資格を得ることもできました。節約およびこの割
戻金のおかげで、このプラントは1年目にして設備投資を回収することができま
した。

緊急時部分的送電停止システムは、電力供給または発電機の損失が発生したとき
に、プラントの総負荷を自動的に削減し、残りの処理能力でプラントの主要なプ
ロセスの実行を維持します。これらのシステムは、電気システムトポロジを絶えず
観察し、電源が切れたときにどの負荷が遮断されるか評価しています。電源が切
れたとき、システムはブレーカを素早くトリップして、電力システムの安定性を維
持します。部分的送電停止（負荷遮断）機能は、電源のバランスを取り、停電時に
施設内の電力発電機から電力を使用します。電気的負荷の自動遮断機能により、
必須ではない機械はシャットダウンされ、プラントで不可欠な機械は、発電機とト
ランスの破損のリスクなしに、稼働を続けることができます。

今日の電力モニタの多くは、指定されたフィールド負荷、電源をモニタして、定常
状態条件、瞬間電気システムトポロジ、およびユーザが指定した優先順位テーブル
に基づき、「部分的送電停止テーブル」を構築することができます。さらにそれら
のモニタでは、生産要件に基づき、部分的送電停止の優先順位を設定することも
できます。

圧縮空気制御および最適化システムでは、エアコンプレッサのシステムの起動、
停止、ステージング、およびブローオフ機能を制御することにより、プラントの空
気システムのパフォーマンスが向上します。多くの場合、これは大規模プラントの
空気監査の一部として行なわれます。その場合、ピーク時の空気需要の要件を低
減するために、単一の高圧力ユーザをメインのプラント空気システムから分離す
ることなどの他の操作も考慮されます。小型の高圧力コンプレッサを設置するこ
とにより、残りのプラントの空気システムを10～15psi削減することができるため、 
メインのプラント空気システムの電力消費を5～7%削減することができます。もう
1つの措置として、製品が生産されていないときは空気供給ラインをオフにするよ
うに装置をプログラムすることにより、食品飲料加工および充填装置を「エネル
ギー意識」の高いものにすることです。装置はアイドル状態であったり一時的にダ
ウンしていたりするときも、製品がないのに、圧縮空気が引き続き消費され、コ
ンベアに吹出され続けることがよくあります。

ポンプ最適化ソリューションでは、並列の複数の遠心ポンプによって共通ヘッダ
にフィードされているクローズド・ループ・システムを備えた産業施設に対してリ
アルタイムのポンプディスパッチを採用することにより、エネルギー使用量を大幅
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に削減できます。代表的なアプリケーション例には、プライマリおよびセカンダリ
の冷却水ループおよび温水ループが含まれます。

事例：中西部の大手養鶏業者は、複数の延伸ポンプによって制御される産業用
共通プロトコル（CIP）システムを複数備えていました。これらのポンプは、総接
続馬力475HPで、すべて年中無休で24時間稼働していました。

ポンプ最適化ソリューションを配備することにより、お客様は単一のポンプバ
ンクで年間の消費を57%削減することができただけではなく、ソリューションは 
9か月未満で投資回収を実現しました。

食品飲料プラントで見落とされることの多いもう1つのエリアは、流入水道用水ブ
ースタポンプの制御または井戸水ポンプのシーケンス処理です。多くの場合、こ
れらのタイプの超大型モータとポンプは、一定の速度で稼働し、プラントの需要
に基づきスロットルバルブによって制御されています。それよりもエネルギー効率
がはるかに高い方法は、可変周波数ドライブ（VFD）を使用して、プラントの需要に
基づいてポンプ容量とシーケンス処理を調節する方法です。

蒸気/ガス消費の削減には、水の加熱にボイラーの蒸気を使用する必要性を軽減
することなど、複数の方法の組み合わせが含まれることもあります。これは、温廃
水ストリームに温水熱交換器を設置して流入水道用水を事前加熱すること、およ
び熱排気装置スタック（ボイラースタック、プロセス・クッカ・スタック、オーブンス
タックなど）に熱交換器を設置することによって行ないます。この場合も、取り込
まれた廃熱を使用して、プロセス用に流入水を予熱しました。

ステップ4：利益の持続
エネルギーの利益を持続することは、定義が難しい取り組みです。プラント運用
には多くの変動要素があるため、プラントのエネルギープロファイルが変わり、よ
く練ったプログラムによってもたらされた真の利益が隠されていることがありま
す。プラントの設備能力の追加、生産スケジュールへのシフトの追加、料金体系
の変更が行なわれる場合があります。十分な詳細とメトリクスが継続的にトラッ
キングされず、プラント生産高に関連付けられていないと、エネルギー節約の目
的で行なった投資が、回収されていないように思われる場合（つまり、総光熱費
が去年よりも多い場合）があります。エネルギープログラムを持続して目標を維
持するために、以下の取り組みが有効であることがわかっています。

•	 運営上の意思決定における優先事項としてのエネルギーの強化を続ける

•	 プログラムの成功と同時にそれを伝える

 - 社員に情報を常時提供する

 - お客様に知らせる

•	 電力およびエネルギー・モニタリング・ソリューションを拡張して、継続的な改善
の取り組みを支援する

•	 クリティカルエネルギーKPIの月次レビューを実施する

•	 年次エネルギー管理システム評価を実施して、管理者が設定した現行の計画に
プログラムが従っていることを確認する

 - クリティカルシステム、ポリシー、および手順に関するプラント間監査とベン
チマークを実施する

 - エネルギー管理スコアカードを公開する

ポ ン プ 最 適 化 ソ 
リューションを配備
することにより、お
客様は単一のポン
プバンクで年間の
消費を57%削減す
ることができただ
けではなく、ソリュ
ーションは9か月未
満で投資回収を実
現しました。
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結論
今日の規制緩和電力供給市場では、製造メーカが複数のプロバイダと電力および
天然ガスの購入を交渉する能力がますます拡大しています。しかし、企業が電力
の使用を制御することができなかったり、エネルギー消費プロファイルを理解し
ていなかったりする場合は、より有利な料金を探すことは困難です。ここで、正し
い情報を把握していることが利益を生みます。

食品飲料製造メーカには大きなエネルギー需要がありますが、大きな節約の機
会もあります。製造メーカがエネルギーコストを制御し、エネルギー市場の変動
から事業を保護するための技術と専門知識を利用できます。結論：エネルギーコ
ストは制御可能です。鍵となるのは、エネルギー管理の目標の特定、対応する戦
略の策定、およびエネルギー消費と品質を正確にモニタ、分析、および制御するた
めのテクノロジの導入です。


