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　まえがき

　近年の最適化技術の向上，コンピュータの急速な発展に

より，プロセス制御分野でオンライン最適化が広く行われ

るようになってきた。これは装置の運転上の制約を確保し

たうえで操業条件を最適に保ち利益の最大化を図っている

ものであり，操業条件の最適化が大きな経済利益に直結す

る石油精製，石油化学などの化学プラントを中心に急速に

広まっている
（1）

。

　富士電機では，環境負荷低減や省エネルギーに貢献すべ

くそれらに関するビジネスを展開しており，独自の最適
化技術などを応用して，電気，熱，蒸気などを供給する動
力設備に対してオンライン最適化システムを納入してきた

（2）

。

本稿では，富士電機のオンライン最適化システムの動力設
備への適用事例を紹介し，各種技術を説明する。そしてオ

ンライン最適化を実現する制御プラットフォームとして機
能拡充を進めている「FeTOP」を紹介する。

　オンライン最適化の動力設備への適用

2.1　負荷予測が可能な場合のオンライン最適化

　動力設備は工場，事務所，病院，大型ビルなどで電気，

熱，蒸気などのエネルギーを供給するプラントである。動
力設備での最適化では，要求される電気，熱，蒸気負荷

（デマンド）が変化する中で発電機，ボイラ，冷凍機など

の機器に対する適切な負荷配分を図ることが望まれる。図

1に，実際にオンライン最適化を適用した動力設備の構成
を示す。組立工場の動力設備で，ガスタービン，蒸気ター

ビンから成るコンバインド発電システムを有しており，工
場内の空調用熱源として蒸気と温水が使われている。ま

た生産用に蒸気の供給が行われている。本工場では，電気，

熱，蒸気の負荷が工場の操業状態や天候に強い相関を持つ

特徴がある。

　富士電機は，これらの負荷を精度よく予測することによ

り，有限の評価区間での目的関数を最小にするように非線
形最適化問題を定式化した。すなわち，
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図１　オンライン最適化を導入した組立工場の動力設備
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　目的関数　min f�（x�）Σ
�

��1
………………………………（1）

　制約条件　gi （xi）＜ 0　…………………………………（2）

を実現するプラントへの状態変数ベクトル xi（例えば，発
電機出力，ボイラ主蒸気量）を求める問題とした。ここで

N は評価区間である。また f と g は最適化問題に応じて設
定される関数である。負荷の予測が精度よくできれば，将
来の負荷変動を考慮に入れた，ある評価区間での最適化が

実現される。富士電機は，構造化ニューラルネットワーク，

パターン予測，重回帰方式などさまざまな予測技術を用い

て精度よい予測を実現した
（2）

。

　プラントの状態変数の数が多い化学プラントでのオン

ライン最適化では，物理法則に基づいたモデルによるプ

ラント全体の最適計算を線形計画法や逐次二次計画法に

より行うことが多く，プラントの非線形性が強い場合，ゲ

インスケジュールを行っている
（1）

。一方，動力設備ではプラ

ントの状態変数の数がさほど多くないため，数式化でき

ない現場の運用ルールを考慮することが可能な非線形最適
化の一手法であるメタヒューリスティクス（MH：Meta-

Heuristics）の適用が可能である
（2）

。富士電機では，非常に

簡単なアルゴリズムではあるが大域的探索が高速に行え

るMHの一つである Particle Swarm Optimization
（3）

（PSO）
に従来から着目しており，これを図 1の動力設備のオンラ

イン最適化にも適用した
（2）

。PSOは，オンライン最適化だ

けでなく，電力系統への応用
（4）

やモーションコントロール
（5）

で

も応用されている手法である。

　図 2に，図 1の組立工場の動力設備へのオンライン最適
化のシステム構成を示す。既設の動力設備に対して，オ

ンライン最適化システムが付加されたものとなっている。

DCS（Distributed Control System）からの動力設備の実
績値と操業情報，また気象情報サービスからの気象予報を

使って負荷を予測し非線形最適化計算を行っている。非線
形最適化計算結果の各動力機器への設定値は DCSへイン

タフェースされるが，これらの複数の設定値変更を同時に

迅速に行うため必要に応じて非干渉制御（多変数モデル予
測制御など）を導入する。負荷予測・最適化計算とも負荷
の変動を考慮に入れて 30分ごとに行っている。最適化計
算の評価区間は 38時間（30分サンプリング）である。非
線形最適化計算により動力設備の運転費と環境負荷（CO2
排出量）の最小化を行った。負荷の予測誤差は 2〜 4%と

なっており，従来に比べ 10%の運転費削減が確認されて

いる
（2）

。

2.2　負荷予測が不可能な場合のオンライン最適化

　図 1の設備では負荷が工場の操業状態などに強い相関を

持つため，精度のよい負荷の予測が可能であった。しかし

負荷の相関に対する強い因子がないため，精度のよい予測
が不可能な場合もある。この場合の非線形最適化問題の定
式化は，ある時刻 t での最適化，すなわち，

　目的関数　min f {x（t）}　…………………………………（3）
　制約条件　g {x（t）}＜ 0　…………………………………（4）
を実現するプラントへの状態変数ベクトル x（t）を求める

問題となる。この場合は，瞬時の負荷変化に迅速に対応す

る必要があるため最適化計算の周期を速くする必要がある。

富士電機は，このようなプラントに対して図 3のような

オンライン最適化システムを提案している。ある時刻 t で 
の非線形最適化計算を，図 1の例と同様に，PSOを使っ

て行う。最適化計算の結果である各動力機器への設定値は，

必要に応じて非干渉制御を通して，DCSへインタフェー

スされる。非線形最適化計算と非干渉制御の実行周期は負
荷の変動を考慮に入れて決定する。現在計画している設備
での実行周期は，非線形最適化計算が 5分以内，非干渉制
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御が 1分以内である。

　オンライン最適化を実現する技術

　富士電機は，図 4に示すように，（a）負荷予測機能，（b）非
線形最適化計算機能，（c）非干渉制御機能という三つの基本
機能でオンライン最適化を実現している。つまり各種負荷
に対する未来の負荷予測を行い，各種エネルギーバランス

および機器制約を考慮し，運転費および環境負荷の最小化
を達成できるように非線形最適化計算機能により設定値を

計算する。必要に応じて，設定値を非干渉制御機能に送り

非干渉制御を実現する制御則を求める。以下，オンライン

最適化を実現する予測技術，非線形最適計算技術，非干渉
制御技術について説明する。

3.1　予測技術

　電気，熱などの負荷は工場の操業予定に影響される負荷
や，気象条件に影響される負荷，毎日ほぼ一定の傾向を示
す負荷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。

　ニューラルネットワーク（NN：Neural Networks）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のため，出力理由の説明が困難である

ことが安全性や信頼性にかかわる分野においては大きな問
題となっていた。これに対して，富士電機独自の構造化
NN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
（6）

。

　図 5に構造化 NN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）から構成され

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 NNと同等の性能の維持を可能とし

ている。

3.2　非線形最適化技術

　オンライン最適化問題は，冷凍機などの起動・停止（離
散量）と発電機などの出力（連続量）を同時に決定する必
要があり，従来，機器の特性を線形関数で近似したうえで，

混合整数計画問題として定式化して解かれていた
（7）

。しかし，

機器の台数制御などのローカル制御や現場の運用ルールな

どを考慮すると，機器特性を線形特性だけで表現すること

は困難であり，非線形な混合整数計画問題を解く必要があ

る。これに対しMHは，数式化できないような制約条件
の取扱いが容易な最適化手法である

（8）

。PSOは，このよう

なMH手法の一つであり
（3）

，非線形な混合整数計画問題に対
応するように拡張し解を短時間に求めることが可能である。

このためオンライン最適化への有効性が期待できる。以下，

PSOについて簡単に紹介する。

　PSOは，パデュー大学のエバーハート教授らによって

1995年に開発された。Particleは粒子，Swarmは群れで

ある。したがって，PSOは粒子が群れになって解を探索
する手法である。PSOの開発の背景には二つの技術がある。

　一つは，動物などの群れの動きの模倣技術であり，もう

一つは認知心理学である。渡り鳥の群れの動きは，簡単な

ベクトルの合成で表現できる。つまり，群れの中心に向か

うベクトルと隣の鳥との距離を一定に保つベクトルと，群
れの向かう方向のベクトルである。この三つのベクトルに

適当な乱数を加えると群れの動きは非常に正確に模擬でき

ることが知られている。また，認知心理学の分野では，人
間が自分の経験と他人の経験をもとに意思決定しているこ

とが知られている。エバーハート教授は，解の探索点を複
数用意し（複数の鳥に相当），式（5）のように，個々の探索
点の評価が最も良かった点（Personal Best：Pbest，自分の

経験に相当）と探索点の群れ全体で評価が最も良かった点
（Group Best：Gbest，他人も含めた経験に相当）と現在の

探索方向の合成ベクトル方向に探索の向きを変更しながら

解を探索することにより，従来型のMH手法より探索効
率のよい PSOを開発した（図 6）。

（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

予測値

制御結果 設定値
予測値

（b）非線形最適化計算機能
目的関数
�運用費最小化
�環境負荷最小化
制約条件
�各種エネルギーバランス
�機器制約

（c）非干渉制御機能
目的関数
�制御量・操作量最小化
�参照軌道との偏差最小化
制約条件
�制御量・操作量制約
�運用制約

図4　オンライン最適化の概念
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　次の探索方向 =現在の探索方向
　　　　　　　　＋ Pbest方向＋ Gbest方向　………………（5）
　実際には，右辺の各項には乱数や重み係数（関数）がか

けられており，現在の探索方向は，最初はランダムに設定
する。このような探索方向の変更を事前に決められた探索
回数だけ繰り返し，その中で得られた最も良い解を出力す

る。これにより，複数の鳥（探索点）が探索領域において，

評価のよい探索点の情報を交換しながら最適解を探索して

いることになる。

　なお非線形最適化手法としては，ここで説明したMH
手法だけでなく，非線形システムの安定性理論に基づき，

短時間に多くの最適パターンの候補（局所最適解）を生成
する新しい最適化手法も開発している。具体的な適用例の

一つとして複数ポンプの最適制御での有効性を確認してい

る
（9）

。

3.3　非干渉制御技術

　オンライン最適化を実行すると，非線形最適化計算機能
からの複数の設定値変更が同時に行われる。ところが干
渉の強いプラントや運転上の制約の多いプラントでは，複
数の設定値変更を同時に速く行うことが困難な場合がある。

このような場合，複数の操作量を同時に動かし，かつ制約
を考慮した制御を実現する多変数モデル予測制御が有効で

ある。モデル予測制御は，内部モデルを用いて，仮想する

操作量に対する未来のプラントの振舞いをシミュレートし，

こうしたいという制御軌道（参照軌道）との差や，操作量
および制御量を最小化するような制御則を制約条件を満た 
した状態で求める制御方式である。この制御は，最適化問
題に帰着できることから内部的には線形計画法，二次計画
法，非線形計画法などの数理計画法を用いて制御則を求め

る
（10）

。

　 オンライン最適化を実現する制御プラット
フォーム FeTOP

　富士電機は，動力プラント向けのオンライン最適化シス

テムとして開発してきた FeTOP
（11）

に対し機能拡充を進めて

いる。FeTOPは，表１のように，本稿で説明してきた負
荷予測機能，非線形最適化計算機能，非干渉制御機能（多
変数モデル予測制御）と，ユーザーおよび各社 DCSとの

インタフェースおよびデータベースの基本機能を持ったも

のである。さまざまな分野でのオンライン最適化を目指し

ており，CAD（Computer Aided Design）により作成可
能な非線形最適化計算用の非線形モデルのデータベースな

どの充実化を進めている。

　オンライン最適化や多変数モデル予測制御では，ユー

ザーインタフェースが重要視されている
（12）

。特に最適化演算
のパフォーマンスが重要なモニタリング対象とされ，最適
化を維持するための保守をサポートするツールが望まれて

いる。富士電機は，FeTOPのユーザーインタフェースと

して，エンジニアリング，調整・保守，運用などさまざま

な局面に対し，表１のような機能を継続して開発している。

　さらに FeTOPは，オフラインシミュレータとしても使
えるように作られている

（11）

。富士電機は，プラントの機器の

組合せやそれぞれの機器の特性，また電力会社・ガス会社
などとの契約形態に対し，顧客のオンライン最適化の導入

じゃあ，その辺を
みんなで探そう

探索点 情報
探索範囲

あの辺の値が
良かったよ

図6　PSOの探索の概念 表1　FeTOPの機能

機　能

オフラインシミュレータ

�各機能に対する入出力タグの設定
�予測方式の選択
�最適化計算用のCADによるプラントモデル
　の作成，目的関数の設定，制約条件の設定
�多変数モデル予測制御用の内部モデルの作
　成，目的関数の設定，制約条件の設定
�最適化計算用プラントモデル，多変数モデ
　ル予測制御用内部モデルの同定
�最適化計算用，多変数モデル予測制御用閉
　ループシミュレータ

内　容

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

ユ
ー
ザ
ー
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

その他

�構造化ニューラルネットワーク，パターン，
　重回帰予　測

�線形計画法，非線形計画法，PSO，非線形
　システム安定性理論を用いた最適化手法最適化計算

�多変数モデル予測制御非干渉制御

�通信ミドルウェア（OPCなど）
�入出力データに対するフィルタリングなどDCS

�気象予報（予測用）

エンジニアリング
調整・保守

�運転計画値，DCSへの設定値，実績値，予
　測値のトレンド表示
�最適化計算の目的関数のトレンド表示，ボ
　トルネック解析，パフォーマンス管理
�多変数モデル予測制御の目的関数のトレン
　ド表示，ボトルネック解析，パフォーマン
　ス管理
�最適化計算用プラントモデル，多変数モデ
　ル予測制御用内部モデルとオンライン同定
　結果との比較
�入出力データ，予測，最適化計算，多変数
　モデル予測制御に対するアラーム監視
�スクリプト言語による最適化用モデルの
　記述
�リモート監視操作，Web監視

運　用

�オンライン最適化システム導入時の効果
　試算
　

�最適化計算用機器マスターデータ
�運転計画値，実績値，運転操作のログ，各
　機能の計算過程のログ，各種帳票
�各種データのエクスポート，インポート

データベース
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効果や効果的な設備増設の試算に利用している。

　あとがき

　富士電機のオンライン最適化システムとそれを実現する

各種技術およびオンライン最適化を実現する制御プラット

フォーム FeTOPを，動力設備への適用を中心に説明して

きた。もちろん，ここで説明してきた技術は動力設備の

オンライン最適化以外でも有効である。例えば，ガス供給
設備に対してガス備蓄量をオンラインで最適化することや，

水質を考慮に入れた上下水道設備のポンプなど動力のオン

ライン最適化を行うことも可能である。また動力設備など

に対して，年間の操業計画に基づいてメンテナンスコスト

を考慮に入れた最適な定期修繕計画をオペレータにアナウ

ンスするようなことも可能である。

　富士電機は，今後もそれぞれのプラントの特徴に合わせ

たオンライン最適化システムをさまざまな制御技術を駆使
して提供していく所存である。
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