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　まえがき

　鉄鋼業は，好調な内外需要を背景に製造業向け生産が増
加基調を続けている。一方，鉄鋼業はわが国の最終エネル

ギー消費の約 11%を占める産業であるため，エネルギー

使用効率の向上にはかねてから積極的な取組みを行ってき

ている。第一次石油危機以降約 20%の省エネルギーを実
現したが，さらに近年の地球規模での温暖化防止対策の重
要性を強く認識し，省エネルギー対策の一層の取組みに努
めている。その取組みの一つに生産工程における省エネル

ギーがあり，2010年度のエネルギー消費量を 1990年度に

対し，10%の削減を目標としている
（1）

。

　富士電機は，いち早く製鉄所エネルギー管理の有用性に

着目し，エネルギー管理システムの代名詞ともなった“エ

ネルギーセンター”を納入し続けている。製鉄所のエネル

ギー需給構造は多種多様であり，かつ相互に複雑な関係を

持っている。エネルギーセンターが，エネルギーを安定的
に供給するとともに，時々刻々と変化するエネルギー需給
バランスに迅速に対応するためには，プロセスコンピュー

タによるリアルタイムなエネルギー需給予測機能と最適配
分機能が必要不可欠である。

　本稿では，このような背景を踏まえ，このたび，JFE
スチール株式会社の協力を得て，エネルギー最適運用シス

テムパッケージ「FeTOP
（2）

」の製鉄所内エネルギープラン

トへの適用を図り，シミュレーションによる最適運用の効
果検証を実施したので紹介する。

　エネルギープラントの最適運用

　エネルギープラントは，工場，事務所，病院，大型ビル

などの設備において，電気，熱，蒸気などのさまざまな

エネルギーを供給している。エネルギーを供給する機器は，

発電機，ボイラ，熱源機器などさまざまである。各設備で

必要とされるエネルギー需要に対して，電力，ガスなどの

外部からの購入エネルギーも含めて各機器に適切に配分し，

供給することが要求される。

　特に製鉄所内のエネルギープラントでは，生産設備から

発生する副生ガス・熱をそれらのエネルギーの用途に合っ

た形態に変換することで有効活用し，省エネルギーを実現
している。エネルギー変換は，需要と供給のバランスを見
極めながら実施する必要があり，適正な組合せと配分，つ

まり最適運用を行うことにより，外部からの購入コストの

削減や環境負荷の低減を図ることが可能である。しかしな

がら，ボイラなどの機器では外部からの購入燃料に加え数
種の副生ガスも燃料として同時に使用し，その配分にはさ

まざまな制約条件があるなど，他の業種のエネルギープラ

ントに比べて製鉄所内エネルギープラントでは，より複雑
で多数の制約条件を考慮しながら運用する必要がある。

　また，エネルギーの需要・供給は常に変動し，副生ガス

を貯えるホルダ設備などがあることから，ある一定期間の

需給変動に対してどのような運用が最適なのかを決定する

必要がある。したがって，図 1に示すように，エネルギー

プラントの最適運用は，需給予測機能，最適運用決定機
能，プラントシミュレータを活用して実現している

（3）

。つま

り，まず需給予測機能において副生ガス発生量などさまざ

まなエネルギーの需要と供給の変動予測を行う。次に最適
運用決定機能においてプラントシミュレータを利用しなが

ら，多種多様な制約条件を考慮し，予測されたエネルギー

需給を満たす最適な運用を決定する。

　 エネルギー最適運用システムパッケージ
「FeTOP」

　FeTOPにおける主要機能の概要と要素技術について述
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図1　エネルギープラント最適運用を実現する機能
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べる。

3.1　予測機能

　電気や熱などのエネルギー需要，および副生ガスなどの

発生量は，工場の操業状態や気象条件などの多様な条件に

影響される場合や，周期的に同じような傾向を示す場合な

ど，さまざまな特性を有している。これらの特性を模擬す

るためには，主に次のモデルを用いる方法がある。

　（a） 　エネルギー消費設備の物理的特性式などを用いた物
理モデル

　（b） 　過去に蓄積した実績データなどを用いた統計モデル

　（c） 　物理モデルと統計モデルを組み合わせたハイブリッ

ドモデル

　これらのモデルは，線形式で記述できる場合もあれば，

非線形式による記述が必要な場合もあり，精度よく予測す

るためにはさまざまな予測方法を考慮する必要がある。

　FeTOPでは，さまざまな対象に対する予測機能を実現
するため，パターン予測方式，重回帰方式，ニューラル

ネットワーク方式など複数の予測方法が利用可能である。

　（a） 　パターン予測方式は，過去の実績データから現在の

状況にもっとも類似しているものを検索して予測値と

する方法である。

　（b） 　重回帰方式は，気温・湿度などの説明変数と，予測
対象である電力需要などの目的変数との関係を線形式
で近似し利用する方法である。

　（c） 　ニューラルネットワーク方式は，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
う結果を出力する方式である。

　この中でも，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
（4）

は，従来のニューラルネットワークでは内
部がブラックボックスであるため困難であった出力理由の

説明を可能としている。図 2に示すように，ネットワーク

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

可能としており，さらに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することができる。

3.2　プラントシミュレータ

　プラントシミュレータは，各機器を物理モデルに基づく

線形または非線形の特性式でモデル化する場合や，応答
局面法やニューラルネットワークなどの方法でモデル化す

る場合など，複数の方法でプラントの特性のモデル化に対
応している。また，台数制御などのローカル制御やプラン

ト固有の運用ルールなどの論理式などさまざまな表現方法
でプラントの特性をモデル化することが可能となっている。

さらに，最適運用を探索する際に必要となる各種制約条件
や目的関数のモデル化に対応している。

　プラントモデルの作成は，画面上でグラフィカルに行う

ことができる。ボイラやタービンなど，多くの機器につい

ては標準的なモデルが開発済みであり，テンプレートとし

て用意されている。それらのテンプレートを画面上に配置
して接続することにより，プラント全体のモデルを作成す

る。モデルの特性や制約条件などのパラメータも画面上で

設定可能である。さらに，画面上でモデル内の変数端子な

どを接続することにより目的関数をモデル化して最適化す

ることが可能となっている。図 3にプラントモデル作成例
のイメージを示す。

　また，本シミュレータはオンラインの最適運用システム

で利用される場合に加え，最適運用システムのエンジニア
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リングや，設備選定などのプラント設計検討などのための

オフラインシミュレーションにも利用可能としている。こ

のために，プラント上のどの変数を独立変数として入力し

て，どの変数を従属変数（モデル式の計算により求められ

る変数）とするのか，また最適化によって決定する状態変
数をどの変数とするのか，ユーザーが任意に設定可能であ

り，一度設定した後も画面上で容易に変更可能としている。

これは，これら変数種別の設定情報と機器モデルの接続情
報をもとに，シミュレータ内部でモデル計算アルゴリズム

を自動的に構築することにより実現している。

3.3　オフラインシミュレーション機能

　FeTOPの最適運用決定機能は，上述のプラントシミュ

レータを利用して実現している。したがって，制約条件や

目的関数の構成は，プラントシミュレータの画面上で簡単
に作成することができ，プラント上のどの変数を状態変
数にするかの指定も簡単に実施することができる。これに

より，オンライン最適化のみならず，オフラインの最適化
シミュレータとしてさまざまなシナリオに対する最適化計
算や，最適化を行わずユーザーが設定した運用状態でのシ

ミュレーションを実施することも可能である。

　例えば，コスト最小化を目的とした場合と CO2排出量
最小化を目的とした場合の最適運用解の比較や，ある運用
状態を仮定した場合の副生ガス必要発生量の推定など，さ

まざまな検討のためのシミュレーションを実施することが

できる。

　さらに，複数ケースの入力条件と計算結果をまとめて保
存し再利用することができるため，運転計画の事前評価や

過去の運転実績の検証による改善策の検討，エネルギープ

ラント最適運転計画の立案とその効果の検証，さらには設
備選定などのプラント設計検討などを行うことができる。

3.4　最適運用決定機能

　エネルギープラント最適運用を実現するためには，発電
機などの機器の起動・停止（離散量）や発電出力（連続
量）などを同時に決定する必要がある。従来，機器特性や

運用条件を線形関数で近似した混合整数計画問題として

定式化し解かれていた
（5）

。しかし，実プラントへの適用時に

は，機器の非線形特性に加え，台数制御などの制御ロジッ

クや設備運用条件などの論理式を考慮する必要がある。こ

れらをそのままの形で取り扱うためには，非線形な混合整
数計画問題として定式化し解く必要がある。従来は非線
形混合整数計画問題に対する有効な手法が存在しなかった

が，近年ではメタヒューリスティクスと呼ばれる手法を用
いて解くことができる。FeTOPは，その一つである PSO

（Particle Swarm Optimization
（6）

）を適用した最適化機能を

実装している。

　PSOは，動物などの群れの動きを模倣した多点探索の

最適化手法である。図 4に示すように，探索領域に複数の

探索点を配置し，評価のよい点の情報を共有し，その情
報に基づいて探索点の移動を繰り返すことによって最適
解を求める。近年，さまざまな改良手法

（7），（8）

が提案されており，

FeTOPにおいても複数の改良手法が利用可能である。

　富士電機では，機械部品生産工場のエネルギープラント

に対して PSOを適用した最適運用システムを納入し，省
エネルギー，および CO2排出量の削減に貢献した実績

（3）

が

ある。しかしながら，一般的に製鉄所内のエネルギープラ

ントにおいては，各副生ガスの使用量などを状態変数とす

るため，状態変数間の相互干渉が強く，その配分関係にも

多数の制約条件があるなど，最適化問題として解くことが

より難しくなっている。これに対して FeTOPでは，PSO
の探索アルゴリズムが簡易であり，探索中に独自の改良を

追加することが容易であるという特徴を利用して，対象プ

ラント固有の改良を加えることが可能な構成としている。

　例えば，製鉄所内のエネルギープラントの最適運用では

上述したように膨大な数の制約条件式を考慮する必要があ

り，通常はこれらの制約をペナルティ関数法によって考慮
することになる。つまり，各制約に対する逸脱量の加重和
をペナルティ項として目的関数に加えることにより制約を

満たす解を得ようとするものである。しかし，ペナルティ

項の追加は，探索の効率を著しく低下させる現象を発生さ

せる場合がある。そこで，探索中に追加する独自処理の中
で，特定の制約逸脱を解消するような解の改良処理を追加
可能な構成としている。例えば，ホルダ容量が上限になっ
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てガスを放散するにもかかわらず，ガスを購入するという

矛盾した運用解を修正するような改良処理を実装すること

により，解の探索効率を向上させることが可能となってい

る。さらに，ペナルティ項を追加する場合には，通常その

重み係数の調整が必要であるが，その値を探索中の目的関
数値などに応じて自動的に変更することができる機能も追
加している。これらの改良により，探索の効率化を実現し

ている。

　適用事例

　製鉄所内エネルギープラントをモデルとしたオフライン

シミュレーションを実施した事例を紹介する。

　製鉄・製鋼プラントからのガスや熱というエネルギー源
などの供給と，製造過程や下流工程に必要なエネルギー

（電力・ガス・蒸気）需要に対するエネルギー配分を，重
油購入コストなどの運用コストの最小化，ならびに CO2
排出量の最小化を目的とした最適化の評価を実施した。評
価は，図 5に示すモデルプラントにおいて，非定常操業時
におけるエネルギーの需要と供給の実績データを用いて，

プラント運用を最適化シミュレーションによって最適化し

た場合の評価値と，実運用状態をもとに算出した評価値を

比較することにより実施した。幾つかの非定常操業状態を

模擬した数ケースのシミュレーション結果から，最適化に

より運用コストについては平均で約 1〜 3%の削減効果を，

CO2排出量については年間で約 7.2万 t-CO2の削減効果が

得られることを確認した。図 6に運用コスト最小化による

効果の一例として重油消費量の削減効果を，また，図 7に

CO2排出量最小化による CO2排出量の削減効果を示す。

　あとがき

　鉄鋼業に代表されるエネルギープラントの最適運用シス

テムについて，その検証成果を述べた。

　この成果を生かし，ユーザーニーズに応えるべくさらに

発展させることで，効率的かつ最適なエネルギー運用を実
現するとともに，世界規模での温暖化抑制対策の一助とな

るべく，努めていく所存である。

　最後に，製鉄所内エネルギープラントへの最適運用の効
果検証の実施にあたり，多大なご協力・ご助言をいただい

た JFEスチール株式会社殿に深く感謝する次第である。
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解　説 SIL と PFD

　IEC 61508（JIS C 0508）では，機能安全を構成す

る機器やシステムの安全度を示す尺度として，SIL
（Safety Integrity Level）が定義されている。SILは“安
全度水準”と呼ばれ，4段階〔SIL1（低）〜 SIL4（高）〕

のレベルがあるが，SIL4が適用されることはほとん

どない。このレベルは，PFD（Probability of Failure 
on Demand：低頻度作動要求あたりの機能失敗平均
確率）によって表される。PFDは，複数のパラメー

タ（機器の検出できない危険側故障の割合，テスト間
隔，共通要因故障など）から計算式で求められる。表
に SILと PFDの関係を例として示す。例えば，SIL2
を満たす機器やシステムを実現するためには，10－ 2 

>PFD≧ 10－ 3を満足する必要があることが分かる。

この意味は，危険側故障の頻度が，100年に 1回以

下あることである。逆に，機器やシステムの PFDが 
10－ 3>PFD≧ 10－ 4（危険側故障の頻度が，1,000年に

1回以下）であることが示せれば，その安全度水準は

SIL3となる。ただし，機器については，第三者認証
機関から SILの認定を受けておく必要がある。

表　SILとPFDの関係

安全度水準（SIL）

4

3

2

1

10－5以上10－4未満

10－4以上10－3未満

10－3以上10－2未満

10－2以上10－1未満

作動要求時あたりの
機能失敗平均確率（PFD）
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