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株式会社カネカ高砂工業所では，いままで，エネルギー使用量削減に向けた様々な取り組みを実
施してきた。今回は，そのエネルギー消費の大半を占めている BTG 設備（BTG: Boiler，Turbine，
Generator）に，横河電機が提供する高度制御を適用し，複雑な運転パターンに対応した最適化制
御の実現に取り組んだ。高度制御と手動運転を自動化する運転効率向上支援パッケージ Exapilot を
組み合わせた最適制御を実現することで，燃料コスト削減，CO2 排出量削減が実現したのみならず，
オペレータの省力化も同時に達成できた。

The Takasago plant of Kaneka Corporation has been saving energy in various ways. Recently, 
it adopted Yokogawa’s advanced process control (APC) to achieve optimizing control of complex 
operation patterns in its boiler, steam turbine, and generator (BTG) facilities where most of the 
energy is consumed. Optimizing control by APC combined with Yokogawa’s Exapilot operation 
efficiency improvement software package which automates manual operations helped not only to 
reduce fuel cost and CO2 emissions but also to save labor.

1. はじめに

大規模工場における自家発電設備（以下 BTG 設備と呼
ぶ，BTG は Boiler，Turbine，Generator の略称）は，化
石燃料を大量に消費する設備であり，CO2 排出量削減が
最も重要な命題の一つである。同設備において，石炭が
主に使用される理由に発電量 1 kWh 当たりのコストが他
の化石燃料に比べて安いことがあげられる。しかし，最
近の中国やインドを中心としたアジアにおける新興国の
石炭大量消費により，石炭輸入価格は上昇傾向にある。
また，経済産業省は，2011 年度に導入が検討されてい
る地球温暖化対策税（環境税）では，現行の石油石炭税
の課税強化で対応する方針を明らかにしている。これら
社会的な背景からも，BTG 設備の燃料コスト削減と CO2

排出量削減を両立させる最適な運転の確立が課題となっ
ている。

一方，BTG 設備は工場生産プロセスの時々刻々と変化
する要求に従い，生成される電力や蒸気などのエネルギ
ー量を追従させなければならない。

BTG 設備は，事業用発電設備とは違い，蒸気配管ライ
ンは複雑で，ボイラーは燃料によって応答が異なり，タ
ービンは復水・背圧・抽気と方式が様々である。従って
オペレーションも複雑となり，オペレータは，昼夜の負
荷変更・生産プロセスの調整にともなう要求に追従すべ
く，注意深く運転せざるを得ないのが実情である。

本稿では，上記のような課題を，横河電機の分散制御
システム（DCS: Distributed Control System），高度制御，
運転効率向上支援パッケージ Exapilot を組み合わせて解
決した株式会社カネカにおけるソリューション事例を紹
介する。

2. 株式会社カネカにおける 
　　　コスト削減と CO2 排出量削減への取り組み

株式会社カネカ高砂工業所での BTG 最適化ソリューシ
ョン導入までの経緯を説明する。*1 IA 事業部グリーンファクトリーソリューションセンター

*2 IA 事業部ビジラントプラントサービスセンター
*3 株式会社カネカ生産技術本部 

技術部生産技術グループ（工場システム）
*4 株式会社カネカ高砂工業所生産技術グループ
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2.1 コスト削減，CO2 排出量削減活動
株式会社カネカ高砂工業所ではコストダウン活動

『ADVANCE17』を通して，徹底的にコスト削減を進めて
きた。この活動はコスト削減だけではなく，同時に省エ
ネルギーや CO2 排出量削減も視野に入れた環境経営の一
つとしての活動であった。

大量のエネルギーを消費している高砂工業所でも，そ
のほとんどのエネルギー供給は，BTG での燃料・購買電
力であり，原油価格の高騰もあり，この設備での省エネ
ルギー対策は急務であった。

2.2 BTG 最適化ソリューション導入を決定
株式会社カネカ高砂工業所では，省エネルギー対策と

して，既設 DCS に Exapilot と高度制御を組み合わせるこ
とで，あらゆる運転パターンに対応した最適制御を実現
しようとした。ボイラーとタービンの運転台数の異なる
運転パターンごとに多変数モデル予測制御の設定を自動
的に切替えるというモデル適合機能を加え，制御の安定
化とそれにともなう大幅なコスト削減と省エネルギーの
実現を見込んだ。

 � 横河電機の高度制御を採用
ハードウェア面での省エネルギー対策や既設 DCS と

Exapilot による改善活動を従来から実施している高砂工
業所では，省エネルギー対策をやりつくした感があった。
計装関係でできる更なる省エネルギー対策を模索してい
たところ，横河電機の提案もあり，他の製造プラントに
て採用実績のあった高度制御を組み合わせる事で，更な
る効果が期待できることが判明した。

机上の検討では，手動で行っていた運転操作を高度制
御機能で自動化することで経済効果を期待できるのでは
ないかと考えられたが，既に BTG の運転は非常に厳しく
負荷調整していたことや，現場に高度制御の知識が不足
していたこと等から，その実現には至らなかった。

しかし，更なるコスト改善と環境経営実現の活動は急務
であるという危機意識は高く，DCS を中心に現場を熟知し
た横河電機と協働してチャレンジすることを決定した。

 � 横河電機の運転効率向上支援パッケージExapilot を活用
本システムでは複数の運転パターンに対応する必要が

あったため，高度制御の導入によって運転パターン切替
時のオペレータ負荷が増加する懸念があった。そのため，
Exapilot を併用し，運転パターン切替時のモデルパラメ
ータ変更，PID ループ構成の変更，制御パラメータの変
更といった，通常はオペレータが手動で行う操作を自動
化することにした (3)。高度制御システムと Exapilot は
DCS 上のメモリ領域を共有することによって実行の同期
制御を行い，それぞれの機能を補完しあう形で実行する
ように設計した。図 1 に，高度制御と Exapilot が連携す

るシステム構成を示す。

図 1 システム構成

3. 横河電機の高度制御

図 2 に横河電機が提供する高度制御製品の構成例を示
す。薄青色の部分が，高度制御関連製品である。ここでは，
それらの製品のうち，多変数モデル予測制御パッケージ
Exasmoc の特徴・機能の概要を説明する。

図 2 横河電機の高度制御製品の構成例

Exasmoc は，高度制御を実現するための中核となる製
品である (1), (2)。 図 3 に示すように対象プロセスを多入力
多出力モデルで表現し，数ステップ先のプロセスの挙動
を予測して制御を行う。

図 3 予測モデル概念図
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Exasmoc のコントローラは制御変数を設定レンジ内に
維持すると共に，操作変数（MV: Manipulated Variable）
と制御変数（CV: Control Variable）との数の差の自由度
を用いて，各種制約条件の下，目標関数の最大最小化（最
適化機能）を行うことができる。制御アルゴリズムの中
に最適化機能を内蔵するため，制御性の向上と最適化の
両方を同時に実現できる。従って，現在では “ 高度制御
を導入すること ” は “ 多変数モデル予測制御を導入する
こと ” とほとんど同義といえる。

4. BTG 設備概要と高度制御導入の目的

BTG 設備の運転・制御を最適化することにより，コス
ト削減と CO2 排出量削減の両立を目的とする。昼間は自
家発を負荷最大で運転，夜間及び休日は図 4 のように，
負荷最小で運転することで安価な夜間電力との価格差で
利益を出すよう運転する。これまで各種制約条件（上 /
下限値）に対して余裕があったが，高度制御によりギリ
ギリまで追い込むことでボイラー運転負荷を最大化また
は最小化して利益を最大化する。

図 4 BTG 設備全体構成

5. 高度制御の導入

高度制御の導入には，約１年の期間を要した。実際の
導入作業は半年程度の内容であるが，複数の運転パター
ンに対応するため，プラントテスト（プラントの応答特
性確認のためのテスト）やコミッショニング（性能検証
試運転）の実施できる時期を待つなどの制約のため，こ
の期間が必要となった。

実際の高度制御導入の概要を以下で説明する。

5.1 フィージビリティスタディ
高度制御導入の判断のため，最初にフィージビリティ

スタディを実施し，導入効果を推定した。

 ● 夜間のボイラー負荷最小化 
夜間のボイラー負荷を最小にする際の運転を分析し，
制約条件を明確にすることで期待効果を算出した。

 ● 昼間のボイラー負荷最大化 
昼間のボイラー負荷を最大にする際の運転を分析し，
制約条件を明確にすることで期待効果を算出した。

5.2 基本設計
対象設備の範囲と運転の種類などを確定し，導入する

高度制御の基本機能を設計した。基本設計では以下を仮
決めした。

 • コントローラの構成，制御周期
 • 制御変数（CV）
 • 操作変数（MV）

なお，これらの設計にあたっては，昼夜の圧力制御ル
ープ構成の変更や，各ボイラーのメンテナンスによる停
止などを考慮して，数種類の運転パターンを検討対象に
含めた。通常，高度制御を BTG に導入する際には，プロ
セスモデルを複雑にしないため，ボイラー・タービンの
起動停止シーケンス制御や圧力制御のループ制御は変わ
らないものとして設計する。そうでないと，複数のプロ
セスモデルを切替えて運転することになり，設計が複雑
となるためである。

しかし，省エネルギーを追求するため，一部のボイラ
ーのメンテナンス中にも高度制御による最適運転が行え，
また必要に応じて圧力制御ループを変更できるよう，複
数の運転パターンでの高度制御の実現を目指した。

対象とする運転パターンの種類は，最終的には，後に
実施するプラントテスト，制御シミュレーションの結果
を考察して決定した。

5.3 PID チューニングの見直し
高度制御の導入に先立ち，高度制御システムに入力す

る信号に不要なノイズや振動はないか，高度制御の出力
する PID ループの設定値がスムーズに設備の状態に反映
されるかを確認，調整するため，対象の BTG 設備の DCS
において，PID 制御のパラメータの見直しを行った。

PID の見直しの前後で，測定値の振動を正規化して得
られる標準偏差で比較して，振動が定量的に減少してい
ることを確認した。

PID チューニングの見直しと同時に，既存の制御ルー
プ構成に対する改善提案，対象設備の不具合の確認など
も同時に行い，レギュラトリーレベル（DCS の機能ブロ
ックレベル）での制御性を確実なものにした。

5.4 プラントテスト
高度制御で最も重要な制御モデルを構築するため，実

際の BTG 設備に対してプラントテストを実施した。
BTG 設備では応答が速く，マスバランスが明確な部分

が多いため（BTG 設備の配管内を流れる水蒸気に着目す
ると，ある設備を出て行った水蒸気は，そのまま下流の
設備に流れていく関係が保たれているなど），それに関連
するモデルは比較的容易に正確に構築することができる。
従って，プラントテストは，温度などの応答が遅く，熱
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のバランスの確認が必要な部分を主体として行った。
制御モデル構築では，複数の運転パターンで動特性に

どの程度の差があるかの検証が最も重要であり，繰り返
しプラントテストを実施した。

複数の運転パターンに対応することで設計が複雑にな
ることを避けるため，運転条件が変わってもできる限り
同じ応答モデルで表現するように工夫して統一モデルを
構築した。その結果，運転パターンの変更に伴うプラン
トモデルの切替は不要となり，複雑な設計になることが
回避できた。図 5 に，制御モデルの一部を示す。

図 5 制御モデルの例

5.5 詳細設計：制御シミュレーション
プラントテストで得られたデータで作成された制御モ

デルを使うことで制御動作をシミュレーションすること
ができる。これによりオンラインで実装する前に制御動
作を PC 上で確認できるため，コミッショニング期間を
短くすることができた。

5.6 コミッショニング
コミッショニングでは，高度制御機能を実際に BTG 設

備に実装し，数パターンの制御動作の確認を行い，フィ
ージビリティスタディで推定した効果が得られているこ
とを確認した。

経済効果が設計どおりであることの確認に加えて，高
度制御の導入によって，運転員の DCS 操作頻度の 85%
削減，プロセスアラームの削減も確認できた。

6. 高度制御導入の効果

導入効果の一例として，夜間のボイラー負荷の最小化
について説明する。

ボイラー負荷を低下させる際，以下の制約がある。

 • ボイラー火炉差圧（下限制約）
 • ボイラー出口温度（上限制約）

これらの制約とボイラー負荷との関係を図 6 に示す。
これらの関係は，プラントテストによって得られたデー
タから制御モデルとして作成され内蔵されている。

これらの制約を守りながら，夜間，ボイラー負荷を最
小化する制御を実施した結果を図 7 に示す。高度制御導
入後はボイラー出口温度より先に制約に達したボイラー
火炉差圧を下限制約ぎりぎりで制御し続けることで，ボ
イラー最小負荷運転が達成されていることが分かる。

図 6 高度制御における制約

図 7 導入効果の例（トレンドデータ）

7. おわりに

多変数モデル予測制御パッケージ Exasmoc と運転効率
向上支援パッケージ Exapilot を BTG 設備に導入し BTG
運転を最適化した事例について報告した。この事例では
省エネルギー（年間 CO2 排出削減量 1000 t 以上）だけ
に止まらず，DCS，Exapilot，Exasmoc を連携させ，シス
テム全体を自動化することで，オペレータの操作負荷及
びプロセスアラームを減少させる効果にも繋がった。現
場社員の危機意識と横河電機の提案力が大きな推進力で
あった。今後はプロセスアラーム解析を行い，更なる制
御性の改善，ボイラー負荷切替時間短縮などを検討して
いきたい。
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