
特
集　

Ｉ
ｏ
Ｔ
か
ら
始
ま
る
新
し
い
価
値
創
出
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

特集
IoTから始まる新しい価値創出
ソリューション

富士電機技報　2018 vol.91 no.3

135（15）

1　まえがき

製鉄所では，生産に必要なエネルギーは一定量ではなく
生産状況により大きく変動する。ガス・酸素・電力などの
購入エネルギーに加えて，生産設備で生じる副生ガスや蒸
気・電力などの副生エネルギーといった多種多様なエネル
ギーが使用される。
製鉄所のエネルギー管理部門は，このように変動するエ
ネルギー需要を常に監視し，的確に制御することでエネル
ギーの安定供給を行う。さらに，複雑に絡み合う購入エネ
ルギーと副生エネルギーの需要と供給をバランスさせ，最

適に制御することで，エネルギー消費量や温室効果ガスの
排出量を削減する重要な役割を担っている。
富士電機は，2011 年に「鉄鋼 EMSパッケージ」を上
市した

⑴

。精緻な予測モデル・プラントモデルによる，複数
エネルギーの需要予測，最適運用方案作成，それに基づい
た自動制御を特徴とし，国内製鉄所において 90%以上の
圧倒的なシェアを持っている。
このたび，特に海外製鉄所向けに，低コストで導入・
運用が可能な発電設備のエネルギー最適化パッケージ
「EMS-Package LITE」を開発した。

発電設備のエネルギー最適化パッケージ
「EMS-Package LITE」

鳴海　克則  NARUMI, Katsunori 丹下　吉雄  TANGE, Yoshio 佐名木 健太  SANAGI, Kenta

“EMS-Package LITE” Energy Optimization Package for Power Generation Facilities

製鉄所では，生産に必要なエネルギーは一定量ではなく生産状況により大きく変動する。エネルギー需要（購入エネル
ギーと副生エネルギー）を常に監視し，的確に制御することでエネルギーの安定供給を行い，エネルギー消費量や温室効
果ガスの排出量を削減することが重要である。海外製鉄所向けに，低コストで導入・運用が可能な発電設備のエネルギー
最適化パッケージ「EMS-Package LITE」を開発した。最低限の情報入力と過去のプラント操業データから最適な運転モ
デルを算出し，算出したデータを基に現場オペレータが操業を行う仕組みを安価に提供できる。

The energy consumption at ironworks fl uctuates signifi cantly depending on the state of production.  It is important to monitor 
the demand for energy (both purchased and by-product) at all times and adequately control the supply and demand to stabilize 
power supply, lower power consumption, and reduce greenhouse gas emissions. For steelworks outside Japan, we have developed 
an energy optimization package for power generation facilities, “EMS-Package LITE,” that can be installed and operated at low cost.  
It can inexpensively offer the system that calculate an optimal operation model from minimal input information and previous plant 
operation data, allowing on-site plant operators to operate a plant on the basis of the data calculated using the operation model.
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図 1　「EMS-Package LITE」の対象設備の範囲（発電設備）
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2　「EMS-Package LITE」の概要

製鉄所の設備を稼動するためには電力が不可欠である。
電力は電力会社から購入するほか，製鉄所内の副生ガス
（高炉ガス，転炉ガス，コークス炉ガス）を利用した発電
設備で電力を供給しているケースもある。
本パッケージは，プラント設備情報，設備特性，生産
計画など最低限の情報入力と，過去のプラント操業デー
タから，最適運用計画を 30 分刻みで 24 時間分を出力す
る。この最適運用計画を基に，現場オペレータが操業を行
う方式を採ることで，低コスト化している。図1に EMS-

Package LITEの対象設備範囲を，図2に全体像を示す。
また，表1に，EMS-Package LITEのコスト・省エネル
ギー（省エネ）効果の目標仕様を示す。

3　主要機能

3 . 1 　モデリング（情報シート・モデル自動生成）
顧客自身が簡単にモデリングできる仕組みとした。
Excel

〈注〉

形式の“情報シート”に製鉄所の発電設備であるボ
イラ・タービンなどの台数，設備特性情報，設備間接続情

報，コスト情報などを所定のフォーマットに基づいて入力
する。さらに，過去の運用実績データを入力することで，
モデルを自動生成する。省エネやコストミニマムなどの目
的ごとに，6 種類の最適モデルが生成される。最適モデル
生成までの流れを図3に示す。

3 . 2 　可視化（オフライン）
可視化（オフライン）においては，過去の実績データを
モデルごとのエネルギーコストに変換して，モデル上にプ
ロットする。この結果，省エネ余地を可視化することがで
きる。購入電力コストの可視化表示例を図4に示す。図の
白抜き矢印が，省エネ改善余地を示している。 

3 . 3 　最適運用と可視化（オンライン）
最適運用においては，プラントデータ（実績データ）を
オンラインで収集し，最適計算エンジンにより 30 分刻み
で 24 時間分の発電所の最適運用計画（エネルギー配分）

表 1　  「EMS-Package LITE」のコスト・省エネルギー効果の目
標仕様

項　目 EMS-Package LITE＊ 鉄鋼EMSパッケージ

コスト（％） 14 100

省エネ効果（％） 20～ 50 100

対象エネルギー 電　力 電力，ガス，蒸気

＊  鉄鋼EMSパッケージを100%として算出

顧客（事務所）

中央操作室
（エネルギー
センター）

プラント
設備

手動操作・設定

1分 /回

30分 /回

DCS制御
システム

実績
データ

顧客（現場）

計算エンジン

◆省エネ余地の見える化

省エネ余地を視覚的に確認アナリティクス・AI

計算エンジン
アナリティクス・AI

オンラインデータ

①モデリング
（情報シート）

①モデリング 
（モデル生成）

過去データから省エネ効果を可視化
（効果試算を算出する）

②可視化（オフライン）

◆発電所（ボイラ）の最適運用
　（燃料配分）

本パッケージが生成する最適運用
指針に基づいて手動操作・設定

③最適運用

◆省エネ余地の見える化

省エネ余地を視覚的に確認

◆需要の予測
　①受電電力デマンド
　②ガスホルダレベル

システムの指針に基づいて
手動操作・設定

④需給予測

Excel シート

モデル自動生成過去操業データ

効果試算値

プラント情報 
（顧客情報）

プラント図

設備の特性

②可視化（オフライン）

エネルギー最適化
パッケージ

図 2　「EMS-Package LITE」の全体像

最低限の入力から，用途別に 6種類の最適モデルを自動生成する

6種類の最適モデル
①購入電力コスト
②受電コスト
③放散量
④ボイラの燃料配分
⑤タービンの蒸気配分
⑥タービンの抽気配分
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コ
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（
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図 3　最適モデル生成までの流れ

〈注〉  Excel：Microsoft Corporationの商標または登録商標
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を作成する。現場オペレータは，この最適運用計画に沿っ
て運用することで，省エネが実現する。
また，操業に変更があった場合など，センターオペレー
タはその場で再演算し，直近の操業に合わせた最適運用を
可能にすることができる。さらに，この最適運用計画は最
適モデルと実績データから自動で計算する仕組みであるが，
設備の稼動計画やエネルギーバランスなども必要に応じて
変更することもできる。可視化（オンライン）においては，
OPCインタフェースでリアルタイムに収集した実際の状
態と，最適運用後の予想される省エネ状態とを同時に表示
するので，省エネ運用の状況を視覚的に確認することがで
きる。最適運用の流れを図5に示す。

3 . 4 　需給予測
連続生産設備（高炉・コークス炉など）では，各設備

（ボイラ・タービン）の稼動休止計画の変更，実績および
原単位に基づいて，エネルギー発生量・使用量を予測する。
また，バッチ生産設備（転炉）では，生産計画の変更，実
績および製鋼原単位から，エネルギー発生量・使用量を予
測する。
⑴　電力デマンド監視

センターオペレータは，受電量を常時監視し，予測した
受電量が契約値を超えそうな場合は，発電設備の現場オペ
レータに発電量を変更するように依頼する。デマンド監視
画面例を図6に示す。
⑵　ガスホルダ監視
センターオペレータは，予測したガスホルダレベルを常

時監視し，ガスホルダレベルが上下限値を超えそうな場合
は，発電設備の現場オペレータに発電所の燃料を変更する
ように調整依頼する。ガスホルダ監視画面例を図7に示す。 

4　評　価

本パッケージの開発に当たり，省エネ効果は，鉄鋼
EMSパッケージの約 20～ 50%を目標に進めてきた。実
際のプラントでフィールド検証を実施したところ，省エネ
効果の試算結果は，約 30%であり目標を達成できた。ま
た，コストについても目標を達成できた（表2）。

①購入電力コスト

現在実績値

省エネ改善余地

電力負荷（MW）

購
入
コ
ス
ト
（
円
）

図 4　購入電力コストの可視化表示例

（1）センターオペレータは，プラントの現在値から，最適モデルを
用いて最適運用計画を生成し，現場オペレータに指示する

（2）センターオペレータは，現在状態と，最適運用後の省エネ改善
予測状態を可視化する
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図 5　最適運用の流れ

デマンドの契約ライン

デマンド実績の予測ライン

図 6　需給予測（デマンド監視画面）

受入量と払出量の実績と予測

生産計画の実績と予測

ガスホルダレベルの実績と予測

図 7　需給予測（ガスホルダ監視画面）

表 2　「EMS-Package LITE」の成果

項　目 EMS-Package LITE＊ 鉄鋼EMSパッケージ

コスト（％） 14 100

省エネ効果（％） 30 100

対象エネルギー 電　力 電力，ガス，蒸気

＊  鉄鋼EMSパッケージを100%として算出



特
集　

Ｉ
ｏ
Ｔ
か
ら
始
ま
る
新
し
い
価
値
創
出
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

富士電機技報　2018 vol.91 no.3

発電設備のエネルギー最適化パッケージ「EMS-Package LITE」

138（18）

5　あとがき

発電設備のエネルギー最適化パッケージ「EMS-

Package LITE」について述べた。
富士電機では，製鉄所でのエネルギーセンターの運用に
関する長年の経験を生かし，最先端の制御技術やソフト
ウェア技術を用いて最適化することにより省エネルギーを
実現している。EMS-Package LITEを，省エネ運用が実
現できていない海外の，特にインドや中国の製鉄所向けに
安価に導入・普及させることによって，世界における省エ
ネや温室効果ガスの排出削減に貢献していく所存である。

参考文献
⑴　鳴海克則ほか. 鉄鋼所のエネルギー管理を最適化する

「鉄鋼EMSパッケージ」. 富士電機技報. 2013, vol.86, no.3, 

p.177-181.
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商標または登録商標である場合があります。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FFFE3B7562970A4E67306E3068883A7901307E305F306F30FB96505BE130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C8304C7D317567300190E14F59308B305F3081306E302000410064006F0062006500200050004400460020008765F8666E305C4F10626B3069905730663044307E305930023053306E302D8A9A5B67305C4F106255308C305F3020005000440046002000D530A130A430EB306F3001304100630072006F0062006100740020004A30883073302000410064006F00620065002000520065006100640065007200200038002E0030002000E54E4D9667308B954F30533068304C3067304D307E3059300230>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FFFE5B004E4FE389CF50A65E5D00>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


