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まえがき

電気，熱，蒸気，空気などさまざまなエネルギー源を必

要とする工場，事務所，病院，大型ビルなどの設備に対し，

通常，電力・ガスなどの購入も含め，各種発電機，ボイラ，

吸収式冷凍機などさまざまな機器でエネルギーが供給され

ている。

これらの機器によるプラントは，電気エネルギーを供給

するだけの発電機を導入するいわゆるモノジェネレーショ

ン，発電機の排熱を利用するコージェネレーション，コー

ジェネレーションとボイラなどの別の熱源を利用する場合

など，さまざまなエネルギー供給形態から，設備に合った

最適な形態が選択されている。これらのエネルギープラン

トでは，エネルギー供給のために年間膨大な運用費用がか

かっており，この運用費用の削減および近年脚光を浴びて

いる環境負荷の低減，つまりエネルギープラントの最適運

用が大きな課題となっている。

このエネルギープラントの最適運用のためには， 負荷

予測機能， プラントモデル化機能， 最適運用決定機

能という三つの基本機能が必要となる（図１参照）。つま

り，さまざまな負荷がどのように利用されるのかという各

種負荷に対する未来の負荷予測を行い（①），最適運用決

定機能により，各種エネルギーバランスおよび機器制約を

考慮したうえで，運用費および環境負荷の最小化を達成で

きるように制御候補を生成し（②），これをプラントの機

器特性および機器連携を模擬したプラントモデル化機能に

与え，運用シミュレーションを行い制御結果を返してもら

い（③），②，③を繰り返しながら最適な運用を決定する。

本稿では，富士電機がエネルギープラント最適運用に提

供している各種技術を説明する。また，エネルギープラン

ト最適運用ツールとして，富士電機の各技術を組み込むプ

ラットフォームとして最適であるスペクトラム PowerCC

（以下，PowerCCと略す）について説明する。

予測・モデル化ツール

２.１ 予測・モデル化における課題

エネルギープラントの最適運用のためには，さまざまな

負荷の予測，およびさまざまなプラントモデルを実現する

必要がある。図１では，電気負荷，熱負荷，蒸気負荷，空

気負荷などの特性が異なる負荷が予測対象となる。これら

の負荷は，工場の操業予定に影響されたり，気象条件に影

響されたり，毎日ほぼ一定の傾向を示すなど，さまざまな

特性を有している。また，線形モデルで精度よく予測でき

る場合もあれば，非線形モデルによる予測が必要な場合も

あり，さまざまな負荷特性に対応した負荷予測ツールが必

要となる。

また，プラントのモデル化においては，各種プラント機

器の入力と出力の関係を入出力特性式として数式で表現す

る。例えばボイラであれば，燃料流量を入力として蒸気流

量を出力するような特性式で表現する。この特性式は線形

式で表現できる場合もあるが，二次式のような非線形の高

次多項式によるモデルが必要な場合もある。また，数式で

は表現できないような現場の運用ルールなどを考慮する必

要がある。一例をあげると，機器の起動の優先順位や機器

の稼動時間の平滑化などがあり，運用上の制約条件として

考慮が必要である。

２.２ 予測・モデル化のツール

富士電機では，上述したような負荷予測に対するツール

として，パターン予測方式，重回帰方式，ニューラルネッ

トワーク方式を開発している。パターン予測方式は過去の
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（a）負荷予測機能 
 電気負荷予測 
 熱負荷予測 
 蒸気負荷予測 
 空気負荷予測 

（c）最適運用決定機能 
　目的関数 
 運用費最小化 
 環境負荷最小化 
　制約条件 
 各エネルギー 
 バランス 
 機器制約 

（b）プラントモデル化機能 
 各機器特性モデル 
 機器間の連携 

②制御候補 

①予測値 

③制御結果 

図１　エネルギープラント最適運用の概念
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負荷実績のうち，現在の状況に最も類似している実績を検

索し負荷予測値とする方式である。重回帰方式は気温・湿

度などの感度を線形式で近似し利用する重回帰式による方

法である。ニューラルネットワークは過去の実績を学習し

て非線形予測モデルを構築し，現在の状況に最も合う負荷

を予測する方式である（表１）。

また，モデル化については，重回帰に基づいた線形式で

プラント特性を近似する方法，非線形な特性を考慮するた

めに化学プラントのモデル化などで利用されている応答曲

面法，非線形特性を容易にモデル化可能であるニューラル

ネットワークなどの方法を開発している。さらに，台数制

御などのローカル制御が行われている機器や，プラント固

有の運用ルールなどに基づいて運転されている機器もある。

これらは単純な if-thenルールなどを用いて表現する方法

や，さまざまな運用者の運用ノウハウをエキスパートシス

テムとして構築する方法，人間のあいまいな判断をファ

ジィ推論として実現する方法，プラントの動作をロジック

として表現するなどさまざまな表現方式で機器の特性のモ

デル化を可能としている。

本稿では，このような予測・モデル化ツールの中でも富

士電機が独自に開発した構造化ニューラルネットワークと

クラスタリング手法を用いた自動モデル化ツールについて

説明する。

２.３ 構造化ニューラルネットワーク

ニューラルネットワークは非線形のモデル化能力，およ

び学習能力を有しており，パターン認識，診断，予測など

の多くの分野で応用が進められている。しかし，最適な

ネットワーク構造が事前に得られないため試行錯誤的に学

習しなければならないこと，内部がブラックボックスであ

るため，出力理由の説明が困難であることが高い安全性や

信頼性を必要とする分野においては大きな課題となってい

た。

これに対し，富士電機が独自に開発した構造化ニューラ

ルネットワークは，内部を入力因子ごとに構造化すること

で出力理由の説明を可能とし，学習過程で不要な素子や結

合を削除するため構造を最適化できる。図２に構造化

ニューラルネットワークの概要を示す。任意の入力因子グ

ループにのみ結合する中間層素子（疎結合部分）とすべて

の入力因子と結合する中間層素子（全結合部分）により構

成される。疎結合部分の構造により，任意の入力因子グ

ループごとの入出力特性を解析することが可能であり，全

結合部分の構造により，従来のニューラルネットワークと

同等の性能を維持することを可能としている。

２.４ クラスタリング応用自動モデル化ツール

一般的に予測，診断などの問題に対してニューラルネッ

トワークを適用する場合，単一のニューラルネットワーク

モデルでは精度のよいモデルが構築できない。このためモ

デル化対象となるデータを複数の区間に分割し，それぞれ

のデータ区間ごとにニューラルネットワークモデルを構築

する方法が用いられている。このような複数のモデルを構

成する場合，従来は人手により経験的，試行錯誤的に行わ

れており非常に労力がかかっていた。また，構築したモデ

ルの精度が適切でない場合もあった。

これに対して富士電機はクラスタリング手法を応用する

ことで，自動的にモデル構成を決定しモデル化を行う自動

モデル化ツールを開発した。図３に開発手法の概略フロー

を示す。開発手法では，まず階層的または非階層的クラス

タリング手法を適用してモデル化の対象となるデータ空間

を分割する。次にデータ空間ごとに入力因子を決定し，モ

デル構築を行う。モデルにはニューラルネットワークや重

回帰式などを用いることが可能である。続いて，全データ

空間のモデル化精度が向上するようにデータ空間の補正と，

（2）

（1）
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疎結合部分 
（独立した成分） 

全結合部分 
（相互作用成分） 出力層 

中間層 

×2×1 入力層 

図２　構造化ニューラルネットワークの概要

表１　各種モデル化手法の比較 

モデル化手法 

項　目 
重回帰方式 

× 

○ 

× 

○ 

○ 

△ 

非線形モデル化能力 

出力理由説明 

モデル構造決定 

学習時間 

予測時間 

総合評価 

従来型NN 

○ 

× 

△ 

△ 

○ 

△ 

構造化NN 

○ 

○ 

○ 

×〈注〉 

○ 

○ 

〈注〉学習中にニューラルネットワーク（NN）の構造決定も同時に行うため。 

スタート 

データ空間の分割 

入力因子の決定 

モデル構築 

モデル精度評価 

終了条件判定 

データ空間の補正 

エンド 

図３　自動モデル化ツールの概略フロー
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それに基づくモデルの再構築を行う。開発方式はデータ空

間内における入出力因子の相関関係が向上するようにクラ

スタを融合していくことで，従来の人手でデータ分割を行

う場合に比べて高精度のモデル化を可能としている。

最適運用決定ツール

３.１ 最適運用決定上の課題と解決方法

エネルギープラントの最適運用の決定においては，以下

のような課題がある。

発電機，ボイラ，熱交換器などの出力は連続量であり，

機器の起動・停止などは起動か停止の 2 値の離散値とな

る。したがって，連続量と離散量を同時に扱うことが必

要となる。

例えば，ごみや RDF（Refuse Derived Fuel）などを

扱う場合，燃焼カロリーにばらつきがある。また，輸送

されてくるごみや RDF量などにもばらつきがある。こ

のようなばらつきが大きい場合，ばらつきがあることを

前提とした最適化が必要となる。

章で述べたように，機器の特性として数式で表現で

きないものがある場合，これを考慮した最適化を行う必

要がある。

上記， については，線形および非線形の混合整数計画

問題を解く必要がある。従来の線形混合整数計画問題の場

合，分枝限定法などの数理計画法を利用することが可能で

ある。しかし，非線形混合整数計画問題については，従来，

有効な方法が存在しなかった。これに対し，近年脚光をあ

びているメタヒューリスティクス（Meta-Heuristics：MH）

と呼ばれる最適化技術は，非線形混合整数計画問題を容易

に扱うことができ，エネルギープラント最適運用に有効で

ある。また， については，従来の数理計画法ではすべて

数式で表現し，図１の最適運用決定機能とプラントモデル

化機能を同時に数学的に解かなければならなかったため，

扱うことができなかった。これに対し，MHでは機器の特

性を表現するプラントモデルと最適運用決定を完全に独立

させることが可能であるため，プラントモデルは自由に作

成することが可能である。これにより，ボイラなどの台数

制御やプラント固有の運用ルールなどを if-thenルールや

ファジィ，ニューラルネット，プログラマブルコントロー

ラなどのロジックなど，適切な方法で表現可能である。

については，不確定性を考慮した最適化技術が必要と

なる。このような技術は，特に近年，リスクヘッジあるい

は金融工学を中心として開発されてきている。この技術で

は不確定性をシナリオにより定量化し，さまざまなシナリ

オを考慮したうえで，期待値が最大になるような運用を選

択する。

以下では，プラント最適運用に富士電機が用いている

MH手法および不確定性を考慮した最適化手法について説

明する。

３.２ メタヒューリスティクス

従来の発見的アルゴリズム（ヒューリスティクス）は，

問題に依存したノウハウなどをそのまま表現していた。こ

れに対し，ＭＨは，物理現象や生物・生命にかかわる動き

の模擬を利用して問題に依存しない一般的な探索の枠組み

を開発した手法である。

MH手法には，遺伝的アルゴリズム（Genetic Algo-

rithm：GA），シミュレーティッドアニーリング（Simu-

lated Annealing：SA），タブサーチ（Tabu Search：TS），

Particle Swarm Optimization（PSO）などのさまざまな

方法がある。GAは問題を遺伝子で表現し，複数の遺伝子

を用いた交差・突然変異などの遺伝子操作および自然淘汰

による世代交代により解を探索する。SAは，鉄が液体状

態から固体状態に冷えて固まる際に，分子レベルでは振動

が徐々に小さくなりエネルギー最小の状態になることを模

擬して解を探索する。TSは，前に探索した解に戻ること

はタブー（禁止）として，タブーとする解のリスト（タ

ブーリスト）を利用して解を探索する。PSOは，渡り鳥

などの群れがうまく集団で飛んでいく様子や，人間の集団

が個人の情報を集団内でうまく共有しながら解を導き出す

過程を模擬することにより解を探索する。

それぞれの手法の比較を表２に示す。GAが 1970 年代

と最も古いが，他の手法は 1980 年代，1990 年代に入って

から開発されてきており，まだまだ発展途上にある新しい

（8）

（7）

（6）

（5）

（4）（3）

（2）

（3）

（1）

（3）

（2）

（1）
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表２　メタヒューリスティク手法の比較 

項目 
手法 

開発時期 

対象問題 

状態変数 

探索点数 

解の保証 

実行時間 

特　　徴 

1970年代 

組合せ最適化問題 

○ 

解全体が良い方向にいく 
ことは保証されている。 

近年は，多目的最適化問題 
への適用有効性が検討され 
ている。 

離散変数 

多点探索 

1983年 

組合せ最適化問題 

△ 

大域最適解が得られることが 
保証されている。 

長時間をかければ良質な解が 
得られる。 

離散変数 

1点探索 

1989年 

組合せ最適化問題 

◎ 

数学的な保証はない。 

組合せ最適化問題に対し，一般的に 
GA，SAより短時間に良質な解が得 
られる。 

離散変数 

1点探索 

1995年 

GA SA TS PSO

連続型最適化問題 
混合整数非線形最適化問題 

◎ 

探索の振る舞いを数学的に解析する 
試みが始められている。 

従来法では解を求めることが困難であった 
混合整数非線形最適化問題に対し，短時間 
で良質な解が得られる。 

連続変数，離散変数 

多点探索 
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手法である。組合せ最適化とは，さまざまな解の組合せ

（例えば，発電機 10 台の中から起動する 2 台を選択する組

合せなど）の中から最適な組合せを見つける問題であり，

連続型最適化とは，連続変数（例えば，10 台の発電機の

それぞれの経済的な出力値など）の中から最適な値を見つ

ける問題である。また，混合整数非線形最適化問題とは，

上述のように離散変数と連続変数を両方含むような状態変

数に対して，最適な値を見つける問題であり，エネルギー

プラントの最適運用は，この問題となる。GA，SA，TS

は離散変数を利用した組合せ最適化問題に適用可能である

が，PSOは，連続型最適化問題および混合整数非線形最

適化問題に適用可能であり，手法ごとに適用できる対象問

題が異なっている。発電機出力などを連続値ではなく，幾

つかの離散値から選択するようにすれば混合整数非線形最

適化問題を組合せ最適化問題に変換することが可能である

ため，GA，SA，TSなども適用可能である。しかし，こ

の場合，離散値から最適解を選択するようになるため，離

散化の方法を工夫しないと良質な解が得られない場合があ

る。

３.３ メタヒューリスティクスを用いた最適運用

上述の各種ＭＨ手法を用いた最適運用は以下のようにな

る。各制御刻み（例えば，30 分や１時間ごと）の各燃料

注入量，制御出力値，および起動・停止状態を変更できる

機器の各起動・停止状態を状態変数とし，以下のように定

式化できる。

３.３.１ 目的関数

目的関数は，以下のような項から成るとする。

対象期間のプラント運用費用最小化

対象期間の環境負荷最小化

対象期間のペナルティ（需給バランス不均衡量，機器

特性制約逸脱量など）

上記項の重み付けした線形和を目的関数とする。

３.３.２ 制約条件

各負荷種別ごとの需給バランス

電気系，熱系，空気系などそれぞれのエネルギーに対す

る需要と供給のバランスに関する制約

各機器の特性上の制約

各機器の入出力限界，起動・停止時間などの特性上およ

び運用上の制約

３.４ 不確定性を考慮した最適運用方式

３.３節までに述べた方法は，機器特性などが確定的であ

る場合であるが，例えば，ごみ発電や RDF発電などは，

プラントに入力されるごみや RDFの品質によって得られ

る燃焼カロリーが異なり，このような不確定性を考慮した

うえで最適運用を決定する必要がある。

株式分野では，不確定な株の市場価格を考慮しながらど

のような銘柄の株に分散投資すれば最も投資効果が得られ

るかという最適ポートフォリオ技術が開発されている。最

適ポートフォリオの最も一般的な方法は「平均・分散モデ

ル」と呼ばれる。これは，さまざまなシナリオとその確率

を利用して，リターンの平均（期待値）およびその分散

（損をしたり得をしたりすること）が小さくなるようにす

るような定式化になっている。富士電機は，この平均・分

散モデルの概念を用いて，プラントの各種不確定性を考慮

した最適運用方式を開発している。最適運用を検討する場

合，例えば，先ほどの例の場合，燃焼カロリーが低い場合，

平均的な場合，高い場合などのシナリオを検討し，この確

率を実績値により設定することができる。このようなシナ

リオを考慮することにより，例えば，以下のような目的関

数とすることができる。

目的関数：①売電額の期待値最大化

②売電額の分散最小化

つまり，このような定式化により売電額が低くなったり

高くなったりする差をできるだけ少なくして売電額の平均

値を最大化することが可能となり，ごみ発電や RDF発電

のメリットを有効に利用することが可能となる。

以上，エネルギープラント最適運用に富士電機が提供し

ているツールを表３にまとめる。

PowerCC

上述のさまざまな機能を利用してエネルギープラント最

適運用システムを構築する場合，各機能のパッケージ化，

システムに合った機能の組込み変更の容易さなどが必要と

なる。また，基本機能として，SCADA（Supervisory

Control And Data Acquisition）機能，プラント機器との

インタフェース，実績データ管理などの機能が必要となる。

このような基本機能のもとで，各機能のパッケージ化，可

搬性などを実現したツールとして富士電機は PowerCCを

提供している。

PowerCCは，ドイツ・シーメンス社が開発したエネル

ギー管理のパッケージであり，CIM（Common Informa-

tion Model）モデルなどの標準規格およびディファクトス

タンダードの組合せのみでエネルギープラント，IPP（In-

dependent Power Producer）， PPS（ Power Producer

（9）
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表３　富士電機のエネルギープラント最適運用ツール 

項　目 

予測・ 
モデル化 

最適運用 
決定 
（確定， 
不確定） 

ツール 概　要 

パターン負荷予測 

重回帰負荷予測 

負荷がほとんど一定の傾向を示す 
場合 

負荷の特性が線形で表現できる 
場合 

構造化NN負荷予測 負荷の特性に非線形性がある場合 

クラスタリング 
応用自動モデル化 

重回帰，構造化NNなどのモデル 
構成（平日と休日にデータを分け 
て二つのモデルを構築するなど） 
自動生成する。 

数理計画法 
（分枝限定法） 

線形モデルですべて表現可能な 
場合 

メタヒューリスティクス 
（GA，SA，TS，PSO） 

非線形やモデル特性や数式で表現 
できないルールなどを扱う必要が 
ある場合 



エネルギープラント最適運用ツール

and Supplier）などの産業向けおよび電力向け計画・運用

支援システムを構築可能である。

図４に PowerCCを用いてエネルギープラント最適運用

を実現する場合の機能構成例を示す。図の下部にさまざま

な基本機能が備えられており，その上部の短期負荷予測お

よび最適発電配分などの機能があり，現状は機能に限定が

ある。しかし，上述の富士電機の独自の負荷予測および最

適運用機能を組み込むことが可能である。また，エネル

ギー取引などにも対応しており，今後の電力・ガス自由化

市場などへの対応も可能となっている。PowerCCを利用

することにより，富士電機の独自の機能を用いて，可搬性

に優れた低価格のエネルギープラント最適運用システムを

提供可能である。

あとがき

本稿では，エネルギープラントの最適運用に利用する富

士電機の予測・モデル化・最適化技術と，エネルギープラ

ントの最適運用も実現可能なツールである PowerCCの概

要について述べた。

今後，富士電機の予測・モデル化・最適化技術を

PowerCCの一つの機能として組み込み，柔軟性があり，

かつ効率的なエネルギー運用システムを提供していく所存

である。
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図４　PowerCCによるエネルギープラント最適運用構成例
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