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運用コスト削減のため，大量のエネルギーを消費する工場は，市販エネルギーや工場内で回収したエネル
ギーを使用して蒸気と電力を工場内に供給するための設備として BTG (Boiler: ボイラー，Turbine: タービン，
Generator: 発電機 ) 設備を保有している。BTG 設備は，最も多くのエネルギーを取り扱う設備の一つであり，こ
の設備における省エネポテンシャルは極めて高い。本報告では，BTG 多缶・多機設備における電力・蒸気バラン
スの最適化制御の適用例とその特長を紹介する。最適化制御には，横河電機が提供する “ 多変数モデル予測制御
パッケージ Exasmoc” を用いた。

In order to reduce operating costs, factories consuming large amounts of energy use boiler,
turbine, and generator (BTG) systems to generate and distribute electricity and steam powered
by commercial fuel and energy recovered in their premises. Because a BTG plant deals with
huge amounts of energy, there is much room for improving energy-saving efficiency. This
paper describes an application of optimal balance control for electric power and steam in BTG
plants and its features. This control was achieved with Yokogawa's Enemap energy predictive
optimization system and Exasmoc multivariable model forecast packages.

111はじめに
「地球温暖化対策」は，世界的な命題であり，低炭素社

品を精製した後に残る最終残滓物）等が，回収エネルギ
ーとして自家発電設備に戻され利用される。しかしなが
ら，エネルギーロスは大きく，効率改善の余地は大きい。

会実現へのアプローチとして，
・・ エネルギー使用量の削減（省エネ）
・・ 化石燃料や物の燃焼などから排出される CO2 の削減
・・ 森林などによる CO2 吸収量の増大
など，様々な試みが行われている。
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分野では DCS (Distributed Control System) の高性能化，
高信頼化，低価格化が進み，これにより数年前では実現
が難しかった最適運転制御が DCS との組合せで比較的容

大口自家発電施設懇話会 会員企業保有発電設備平均エネルギーバランス（2008年度実績）(1)

易に実現することができるようになった。これにより，
自家発電 BTG 設備における CO2 排出量削減・エネルギー

図 1 自家発電火力設備のエネルギーバランス

コストの削減，設備の高効率運転が可能になっている。
図 1 に自家発電火力設備のエネルギーバランスを示す。(1)

本稿では，工場で最も多くのエネルギーを取り扱う設

自家発電設備は工場内に電力を供給するだけでなく，蒸

備の一つで，エネルギー利用効率の改善の余地が大きい

気・温水の熱エネルギーも同時に供給している。また，

自家発電設備における BTG (Boiler, Turbine, Generator)

生産プロセスからは，黒液（製紙工場で，排出される廃

多缶・多機設備での電力・蒸気の最適負荷バランスを計

液），副生ガス（製鉄所で，高炉，コークス炉，転炉等で

算し導入前に効果検証を行うシミュレータ，高度制御技

発生するガス），残渣油（製油所で，原油から各種石油製

術を活用した最適運転制御に関するソリューションを紹
介する。

*1 IA 事業部グリーンファクトリーソリューション本部
省エネソリューションセンター
*2 SOL 営業本部営業技術統括部第４技術部
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222自家発電 BTG 設備への最適運転制御の適用
図 2 に典型的な自家発電 BTG 設備の構成例を示す。
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自家発電設備は，工場生産プロセスの刻々と変化するデ

エネルギー消費を抑えることができる。本稿では，こ

マンドにしたがって，生成される電力や蒸気などのエネ

のような運転を「限界運転」と呼ぶ。最適運転制御に

ルギーを追従させなければならない。また，回収エネル

より，エネルギーをセーブしながら操業の安定を図る

ギーを，石炭，重油などの市販エネルギーの不足分を補

ことで，コスト削減だけでなく，オペレータ負荷の軽

う調整用として最大限使用し，かつ CO2 発生を最小限に

減も実現できる。

するように運用する必要がある。
自家発電設備は，事業用発電設備でのユニット方式と

311効果検証シミュレータ

は違い，蒸気配管ラインは複雑で，ボイラーは燃料によ

効果検証シミュレータの概要を紹介する。設備能力，

って応答が異なり，タービンは復水・背圧・抽気と方式

エネルギー単価などを考慮して，ボイラー・タービン・

が様々である。従って，オペレーションも複雑となり，

発電機設備の最適な組み合わせをシミュレーションする。

オペレータは，昼夜の負荷変更・生産プロセスの調整に

図 3 に，効果検証シミュレータの構成を示す。

ともなうデマンド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。
制約条件

【購入】

【動力設備】

【工場負荷】

受電

(電力会社)

石炭

重油

天然ガス

ボイラ
ボイラ
NO1
NO1

ボイラ
ボイラ
NO2
NO2

G

２号タービン
２号発電機

G

コスト・CO2排出量を最小
にする運転計画を導出

母線連絡

1号タービン
1号発電機

３号タービン
３号発電機

運転条件
/運転状態

プラントモデル
最適化計算

電力

最適負荷・蒸気配分

年間買電カレンダ

燃料単価
（油･ガスなど）

設備モデル作成

運転制約条件

例）操業データから
タービン発電効率を作成
プラントモデル構築ツール

G

最適運転計画

操業実績データ
（電力・蒸気需要）

低圧蒸気
ボイラ
ボイラ
NO3
NO3

４号タービン

G

４号発電機

中圧蒸気
高圧蒸気

図 21自家発電 BTG 設備構成例

図 31効果検証シミュレータ
3111プラントモデルの構築と最適運転計画の作成
プラントを構成するボイラー，タービン，発電機など
の機器の特性やそれらの機器の運転制約などは，モデル

当社の効果検証シミュレータは，BTG 多缶・多機設備

記述言語を用いて数式モデルとして表現する。その数式

での電力・蒸気の最適負荷バランスの計算による導入前

モデルを用いて，数理計画法により最適化問題を解いて

の効果検証を可能とし，“ 多変数モデル予測制御パッケー

最適な運転パターンを求め，最適運転計画（最適負荷バ

ジ Exasmoc” は，上記のような自由度の大きなプロセス

ランス）を作成する。

に瞬時に対応し，理想的な操業を実現することを可能と

以下に機器，エネルギーバランス，目的関数のモデル

する。効果検証シミュレータは，いままでに蓄積された

基本式を示す。これらのモデル基本式を多数組み合わせ

BTG 設備運転に関するノウハウを活用したエンジニアリ

て，対象となるプラント毎にモデルを構築する。

ングツールである。なお，Exasmoc による高度制御につ
いては，本特集号の「高度制御技術による省エネルギー
ソリューション」も参照されたい。

• 機器モデル基本式
機器の出力エネルギー は入力エネルギー（電力・蒸気
など）に比例するものとする。非線形な入出力特性を

▪ 効果検証シミュレータを用いて，各種制約条件の下，
操業実績データの電力・蒸気需要データから計算され
た主蒸気流量を操業実績データと比較することによ

持つ機器に対しては，以下のように区間近似する。
yj = ∑ ai xi + bj δj
x = ∑ xi xmin • δj ≤ x ≤ xmax • δj

り，エネルギーコスト削減，CO2 排出量削減の効果が

i ：区間番号

確認できる。

j ：機器番号

▪ 外乱，むだ時間，逆応答，相互干渉などにより，通常

xi ：入力エネルギー

の PID 制御では安定した制御特性を得ることができ

ai, bj ：特性パラメータ

ないような制御系に対しては，高度制御の一つである

xmin：入力エネルギー下限値

Exasmoc を適用することができる。Exasmoc により，

xmax：入力エネルギー上限値

制御性が向上し，プロセス値の変動が小さくなるため，

yj ：出力エネルギー

PID 制御の目標値をより運転限界値（操業上許される

δj ：起動 (1)，停止 (0) を示す整数変数

上限値または下限値）に近づけることが可能となり，
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•• エネルギーバランスモデル基本式
プロセスで使用するエネルギー（電力，蒸気，熱など）

できる。各タービン部で消費した蒸気エネルギーが f1，
f2，f3 に寄与しているものとして計算する。

の需給バランスは以下のようになる。
Egen + Ebuy = ∑ Ei + Edemand

3333効果検証シミュレータよる検討例

Egen：機器発生エネルギー

効果検証シミュレータを用いて，電力・蒸気需要を満

Ebuy：外部購入エネルギー（例：買電など）

足させつつ抽気バランスを最適化することにより，図 6

Ei ：機器消費エネルギー

に示すように，約 1％の主蒸気流量削減を確認した。削

Edemand：需要エネルギー

減額は，設備・燃料単価により変動するが，500 t/h ボ
イラーでの試算では，年間約１億円となる。

•• 目的関数モデル基本式
運転コスト最小モードの場合，目的関数は以下のよう
Minimize J = Jen + Jop + Jpn
Jen = ∑ Jcost ,j ：エネルギーコスト
Jop = ∑ (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

主蒸気流量 [t/h]

になる。

最適化前
最適化後

400
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360
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300

Jpn = ∑ p • Erest ：供給過剰量に対するペナルティ

1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 日

cj, p：パラメータ，k：時刻
図 6 主蒸気流量の削減
モデル構築には Visio を利用したプラントモデル構築
支援ツールを使用する。設備能力，上下限値などの制約
条件などは Excel シートに入力する。

444Exasmoc による最適運転制御
Exasmoc コントローラは，各種制約条件を守りながら
以下の制御を行う。図 7 にその様子を示す。

3333機器モデル式作成の例
設備稼働データから近似によって機器モデル式を作成
することができる。例としてタービンモデルの場合を説
明する。図 4 にタービンモデルを，図 5 に機器モデル式
の近似の様子を示す。
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・最適割合となる自家発電の発電量を運転限界値として限界運転
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•• 演算された最適割合となる自家発電の発電量を運転限
界値とする限界運転

受電

図 4 タービンモデル
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•• 電力単価，CO2 換算係数の差により，買電と自家発電
の最適割合を演算

ボイラ
ボイラ
NO1
NO1

ボイラ
ボイラ
NO2
NO2

母線連絡

1号タービン
1号発電機

G

２号タービン
２号発電機

G

３号タービン
３号発電機

G

電力
必要蒸気圧を運転限界値
として限界運転

低圧蒸気
ボイラ
ボイラ
NO3
NO3

４号タービン
４号発電機

G

中圧蒸気
高圧蒸気

80

[t/h]

図 5 タービンの機器モデル式の近似
高圧タービン部の全発電量への寄与分 f1 は，主蒸気

図 7 Exasmoc による最適運転制御の BTG 設備への適用
4444Exasmoc コントローラの構築と調整

量 F0 の関数となる。同様に，f2 は F0 - F1 の関数，f3

Exasmoc コントローラの構築と調整の標準的な手順を

は F0 - F1 - F2 の関数としてモデル式を作成することが

以下に説明する。ある程度の高度制御知識を持つプロセ
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スエンジニアであれば，容易に構築・調整することがで

888性能評価，効果検証

きる。

最適化制御項目，省エネ量などについて制御前後の状
態を比較し，効果の確認を行う。

111Exasmoc コントローラの変数の決定
最適化運転を行うためにコントロ－ラが取り扱う操
MV

作変数（MV: Manipulated Variable），制御変数（CV:
Control Variable），および制御できない外乱変数（DV:

CV
モデル予測値

Disturbance Variable）を決定する。表 1 に適用例に
おける操作変数，制御変数の例を示す。
表 1 操作変数，制御変数の例
制御変数（CV）
ボイラー制約値（給水量，燃料量，
ガスバーナ差圧など），
タービン制約値（発電量，蒸気温度，
蒸気量など），
電力制約値（売電，買電量など），
復水流量，ボイラー排ガス値，
蒸気圧力

図 8 プロセス応答モデルによるシミュレーション
4444最適運転制御による効果の例
Exasmoc を低圧蒸気圧制御へ適用したことによる効果
を図 9 に示す。変動が少なくなり，運転限界値との間に
余裕ができており，最適化機能により，より低い蒸気圧
目標値での運転が可能であることがわかる。

222PID リチューニング
チューニングを実施する。コントローラで演算された
値を PID 機能ブロックの設定値として設定した際に，
追従性よく動作させるためのチューニングで，この作

低圧蒸気圧 [Mpa]

フィードバック制御の基礎となる PID パラメータのリ
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ルを活用する。
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333プロセス応答テスト
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図 9 Exasmoc 導入効果

555おわりに
本稿で紹介した最適運転制御技術は大きな省エネ効果

を行う。操作変数（MV）および外乱変数（DV）と，

に繋がる。BTG 設備最適化のポイントは紹介した以外に

制御変数（CV）との間の因果関係を求めることを目的

も多くあり，他の省エネ制御技術を組み合わせることに

として，計画的にステップ状に変数を変化させる。

より 5%を超える省エネ，省コスト，CO2 排出量削減が実

444プロセス応答モデル作成
プロセス応答テストで得られたデータから，無駄時間，

現できると考えている。
今後は大規模な BTG 設備をもつ石油・化学・紙パルプ・

ゲイン，時定数等を求め，プロセス応答モデルを作成

鉄鋼などへの導入を進める。また，BTG 最適運転制御に

する。図 8 に示すように，このモデルでシミュレーシ

より，特に大きな設備投資をすることなく省エネ，省コ

ョンした値と実際の動作を比較調整してパラメータ調

スト，CO2 排出量削減が可能であるが，より安価に提供し，

整を行い，モデル品質を向上させる。

容易に導入できるよう改善し，低酸素社会の実現，そし

555制約条件，パラメータ設定

て明るい未来に貢献していきたい。

制御目標値や各種変数上下限値などの制約値を設定す
る。また，DCS とのインターフェースのための入出力
設定を行う。
666オフラインシミュレーション実行
コントローラの最適化性能を確認するためにオフライ
ンでシミュレーションし，パラメータ（優先度，重み
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など）調整を行う。
777DCS 結合テスト，試運転調整
コントローラを実機で，オンラインで稼動させ，試運
転調整を行う。
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