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近年，プラントの制御システムに対して，より高い省エネルギー性能が求められている。最適な運転点を求めてそれを目
標値とすること，そして，目標値への制御の性能を評価・監視し，制御性能を高く維持することが必要である。富士電機は
制御技術やモデリング技術を用いることにより，これらの要求の実現に向けて取り組んでいる。最近の主な取組みとして，
ポンプの最適流量配分制御，制御性能評価・監視およびイベント駆動型のモデリング技術がある。これらの技術を活用する
ことにより，3 % 程度の省エネルギー効果を達成できる見込みである。
In recent years, even higher energy conservation performance is required in plant control systems. Operators have to ﬁnd the optimal
operating point and make it the set point, and they have to also assess and monitor control performance toward that set point and maintain
high control performance. Fuji Electric is working to achieve these demands through the use of control technologies and modeling techniques.
Major approaches in recent years include optimal dispatch control for multiple pumps, control performance assessment & monitoring, and
event driven modeling techniques. We expect that an energy conservation eﬀect of about 3 % can be achieved by utilizing these technologies
and techniques.
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まえがき

最小化する最適流量配分制御の方式を開発した。

近年，鉄鋼，化学，水処理，環境などのプラントシス

₂.₁ 制御方式

テムに対して，省エネルギー（省エネ）
，環境負荷低減な

最適流量配分制御は， 図₁ に示すような，n 台のイン

らびに品質に対する要求がますます厳しくなっている。例

バータによる可変速ポンプが並列接続されているポンプ設

えば，｢エネルギーの使用の合理化に関する法律｣（省エ

備において，出口ヘッダでの総流量と揚程から，n 台のポ

ネ 法 ） は 2010 年 に 改 正 さ れ， ま た，2020 年 ま で に CO2

ンプの合計消費電力が最小となるように各ポンプの回転数

を 1990 年比で 25 % 削減する国の目標も掲げられている。

を制御する方式である。それぞれのポンプの特性は異なっ

さらに，東日本大震災に起因する電力供給の不足により，

ていてもよい。各ポンプの回転数は，流量－揚程特性と各

いっそうの省エネが要求されるようになっている。プラン

ポンプの負荷流量，吐出圧力から一意に定まるため，最適

トの制御システムに対しては，省エネの要求に応えるため

流量配分制御は，総流量をどのように配分すれば合計消費

に，高い省エネ性能が得られる最適な運転点を求めてそれ

電力が最小となるかを求める消費電力最小化問題として定

を目標値とすること，そして，目標値への制御性能を評

式化される。

価・監視し，制御性能を高く維持することが求められる。

ポンプの消費電力は，流体に与えたエネルギーとポンプ

富士電機は制御技術やモデリング技術を用いることにより，

効率，モータ効率，インバータ効率によって計算すること

省エネの要求の実現に向けて取り組んでいる。本稿では，

ができる。合計消費電力を目的関数とし，需給バランスを

最近の主な取組みとして，ポンプの最適流量配分制御技術，

制約条件とした最適化問題を解くことにより，合計消費電

制御性能評価・監視技術およびイベント駆動型のモデリン

力を最小とする各ポンプの運転状態（回転数・流量）を

グ技術について紹介する。

得る。この問題の目的関数は多峰性があるため，解法と

2

ポンプの最適流量配分制御

富士電機は，長年にわたり，主に水処理分野でポンプの

商用電源

⑴

運転制御技術に取り組んできた。近年では，省エネの観点

インバータ
INV

から，インバータによる可変速制御の導入が進んでいる。
ポンプの効率が負荷流量と回転数によって変化する。その

管路

ため，どのポンプをどういう速度で運転するかの組合せに
より，合計流量が同じでも全体の消費エネルギーは異なる。

:
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富士電機は，複数台のインバータによる可変速ポンプが並
列接続されているポンプ設備を対象に，消費エネルギーを

N2

INV

複数台のポンプで構成される設備においては，それぞれの

N1

図₁

最適流量配分制御で対象とするポンプ設備例

239（ 13 ）

富士時報

プラントの省エネルギーを実現する制御技術

Vol.84 No.4 2011

定格流量の小さい No.2 ポンプを選択することで動力

しては非線形最適化問題への適用が可能な PSO（Particle
⑵

Swarm Optimization）を用いている。

を低減した。

₂.₂ 効果試算例

2 台必要（9 時〜 19 時）となる流量においては，各
ポンプの負荷流量の配分比率を適正に調整することに
より No.2 ポンプの動力を低減した。

シミュレーションにより，従来の一般的な台数制御方式
（従来型台数制御方式）と比較して，最適流量配分制御の
評価を行った（図₂）
。ポンプは 2 台とし，No.1 ポンプの

この例は非常に単純な例ではあるが，ポンプ台数が多い
場合にはより大きな効果が期待される。

定格流量は 7,500 m3/h，定格揚程は 35 m で，No.2 ポンプ
の定格流量は 6,600 m3/h，定格揚程は 45 m とする。モー

3

制御性能評価・監視技術とモデリング技術

タ効率はともに 98 %，インバータ効率はともに 97 % と負
荷によらず，一定とする。総流量が，図₂ の実線のように

近年，主にプロセス制御分野で制御性能監視が注目され，

変化する場合を想定してシミュレーションを行った。従来

日本学術振興会プロセスシステム工学第 143 委員会では産

型台数制御方式は，2 台のポンプのうち，1 台のみを可変

学共同でワークショップに取り上げられた。そこでは，制

速で常時運転し，この 1 台では流量が不足する場合に残り

御システムが次の問題点を抱えていることが指摘された。

の 1 台を定格回転数で運転するものである。このケースで

⑶

⒜

気温の変化，銘柄や負荷の変更，伝熱係数の変化な

は定格回転数で運転するポンプは 1 台のみであるが，2 台

ど多種多様な要因によってプラントの状態は刻々と変

以上の場合は，負荷に応じて定格回転数で運転するポンプ

化する。そのため，一度調整したコントローラでも制

の台数を増減させる方式である。

御性能が劣化することが多い。それ以前に，大まかな

図₂ ⒜が最適流量配分制御を用いて流量配分を行った場

デフォルト設定値のまま調整されずに使用されている

合の配分のパターン，図₂ ⒝が従来型台数制御方式を用い
て流量配分を行った場合の配分パターンである。シミュ

コントローラも少なくない。
⒝

一般的な生産プロセスには多数の制御ループが存在

レーションでは No.1 ポンプを可変速運転，No.2 ポンプを

し，どの制御ループがプラント全体の運転効率を向上

定格運転とした。図₃ に，従来型台数制御に対する最適流

する上でのボトルネックであるかを見極めることは大
変困難である。

量配分制御の各時間の省エネ効果を示す。このケースでは，
次に示す要因により 24 時間の平均で，3.9 % の省エネ効果

⒞

⒜

近年では，モデル予測制御に代表される多入力多出

力の高度制御システムを構築する事例が増えている。

が得られた。
低流量時（1 時〜 8 時，21 時〜 24 時）においては，

しかし，それが所望の性能を発揮しているかどうかを
常時監視し，必要に応じて再調整（モデルメンテナン
ス）を行わなければ，高度制御システムとしての真価

16,000

負荷流量（m3/h）

を発揮できない。

No.2ポンプ

14,000

これらの指摘は，①再調整を必要とする制御ループを検
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出するために，各制御系の性能を評価できる系統的かつ実
用的な制御性能評価・監視技術，②プラントの特性変化が

6,000

あった場合にも制御性能を維持するために，プロセスモデ

4,000

ルをメンテナンスする技術の開発が強く望まれていること

2,000

を意味している。特にプロセスモデルに基づくモデル予測
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（a）最適流量配分制御の配分パターン

制御では②の技術が重要になる。
従来から①の技術として，いくつかの制御性能指標が
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（b）従来型台数制御の配分パターン

図₂

シミュレーション結果
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提案されている。富士電機では，大規模システムから中

の共分散行列を作成し，共分散行列に関する一般化固有値
問題を解くことで最も性能が劣化している制御ループを特
定できる。

｢MICREX-SX｣（SX）版の制御性能監視ツールを開発した。

⑵

さらに，適用事例が増加しているモデル予測制御などの多

制御性能評価・監視ツール
制御性能評価・監視ツールのシステム構成を図₄ に示す。

入力多出力系についても対応している。また，②の技術と

PC 版 は，MICREX-SX ま た は OPC（OLE for Process

して，モデル予測制御を主ターゲットにして，日常の運転

Control）サーバからネットワーク経由でデータを収集し

データからプラントモデルのパラメータ変化分を推定（同

て，制御性能指標の算出や可視化をする。SX 版は，ファ

定）することで，モデルのメンテナンスを支援するイベン

ンクションブロックとして提供し，制御性能指標算出の結

ト駆動型のモデル同定手法を開発した。

果はプログラマブル表示器 ｢MONITOUCH｣ で表示でき，
パソコンを必要としない。

₃.₁ 制御性能評価・監視技術

⑴

図₅ に，ツールの主な機能構成を示す。収集した運転

制御性能指標

データを参照する画面，各種指標を算出する機能，指標

運転データから制御性能指標を算出することで制御性能

データを一覧表形式・グラフ形式で表示する画面，指標値

を評価する。これまでにいくつかの制御性能指標が提案さ

の経年変化傾向を推定して限界値に達する時期を算出する

⑶

れている。表₁ に主な指標の概要・長所と短所，および富

機能，指標データの現在値を一覧表示し警戒レベルを超過

士電機の開発したツール（PC 版・SX 版）への組込み状

しているものを強調表示する監視画面，などを備えている。

況を示す。複数の評価指標を採用しているのは，指標ごと

図₆ に，ツールの画面例を示す。グループパネル画面で

に特徴が異なるので，利用者が多角的に判定できるように

は，PID コントローラの計器図とともに，制御性能指標

するためである。

の数値表示やバーグラフ表示を行う。ループパネル画面は，
⑷

多入力多出力系に適用できる共分散指標は，性能悪化に

グループパネル画面の各 TAG 番号表示部から呼び出すこ

最も影響している制御ループを特定できることが特徴であ

とができ，制御性能指標の現在値の表示のほか，運転デー

るが，これまではツールとして実装された例はなかった。

タと制御性能指標のトレンド表示を行う。

性能評価の基準とするベンチマーク期間と評価対象とする

このツールを利用した制御性能評価・監視の運用フロー

モニタ期間の運転データ（制御量の系列）から，それぞれ

例を図₇ に示す。制御対象となるプラントは制御ループ
が多数に上る場合があり，それぞれを個別に監視すること

表₁

は現実的ではない。そこで，日常の監視業務としては監視

ツールに実装した主な制御性能指標

指標名

概要・長所

画面で一覧を見て，その中から制御性能指標の値が警戒レ
短

所

組込み

ベルを超えているものを抽出し，重点的に調査する。この

算出が単純

ベンチマークデータ
必要

PC
SX

ハリス指標

ベンチマークデータ
必要なし

むだ時間の事前推定
必要

PC

共分散指標

多入力多出力系に
適用可

ベンチマークデータ
必要

PC

プラントの省エネならびに製造品質を維持できる。

立上り時間，
オーバーシュート，
整定時間，減衰率

設定値（指令値）変化
があったときのみ
適用可

PC
SX

₃.₂ イベント駆動型モデル同定手法

分散指標

過渡特性指標

ように制御性能指標を利用した監視と制御パラメータ調整
（制御性能改善）のサイクルを回していくことにより，常
にプラントの最適運転点近傍での運用が可能となるので，

⑴

モデルメンテナンスにおける課題

制御性能評価・監視ツール（PC）

指標表示
画面
監視画面
制御性能評価・
監視ツール（SX）

OPCサーバ

運転データ
参照画面

HCI計器
「MONITOUCH」

ES/
MS

OS
サーバ

ファイル読込み
機能

AS

（a）大規模システム

図₄

CSVファイル

（b）中小規模システム

制御性能評価・監視ツールのシステム構成

指標算出機能

運転データ

「MICREX-SX」

図₅

経年変化
算出機能

指標データ

通信機能

制御システム（PLC，DCS）

ツールの機能構成
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制御系設計は，プラントのモデルに基づいて実施するの

⑸，⑹

である。

特 集

が一般的である。制御性能を高く維持するためには，プロ

モ デ リ ン グ・ 同 定 で 利 用 さ れ る モ デ ル 形 式 は， コ ン

セス特性の変化や動作点変化などによって生ずる，プラン

ピュータでの取扱いが容易なことから，一般に離散時間系

ト動特性と設計に用いた公称モデルとのミスマッチを検出

の表現とすることが多い。しかし，離散時間モデルは物理

し，制御系設計にフィードバックを行う必要がある。特に

パラメータとの対応が明確でなく，現場運転員には理解し

これはプラントモデルに基づく制御であるモデル予測制御

にくい。一方，連続時間系のモデルは，物理パラメータ

において重要であり，プラントの動特性変化に応じてモデ

との対応が明確であり現場運転員が直感的に理解しやす

ルを的確に更新すべきである。しかし，そのためには，通

く，モデルパラメータがサンプリング時間に依存しないと

常の操業運転を停止し，ステップ応答試験を実施するとい

いう利点がある。そのため，連続時間系モデルの方がメン

う大きな作業負担と生産ロスを伴う再同定作業が必要とな

テナンスしやすいと考えられる。そこで，連続時間系のモ

る。このようなモデルメンテナンスを効率的に実施するこ

デルを直接同定する方法が提案されている。しかし，実用

とが，製造現場でモデル予測制御が活用されるために重要

上の重要性が高いにも関わらず研究が少ない領域となって
⑺，⑻

いる。
また，実用上は，多入力多出力かつ閉ループでの同定が
求められている。これに対して，日常の運転データからプ

制御性能指標
(数値表示)

ラントのモデルと実プラント間に重大なミスマッチが存在
⑼

する要素を特定する統計的手法が提案されている。この手
法は，統計計算のみで実装できる優れた方法であるが，動

制御性能指標
(バーグラフ
表示)

特性パラメータの変化分を求めるためには，ミスマッチが
特定された部分の再同定を必要とし，また，連続時間系の
同定に対応するものでもない。
⑵

同定手法
前述の課題を解決するために，閉ループにおける多入力

多出力の連続時間系に対し，通常の閉ループでの運転中に

（a）グループパネル画面

生じた設定値変更を，同定処理を駆動するイベントとして
運転データおよび
制御性能指標の
トレンド表示

制御性能指標
(数値表示)

捉え，その近傍の運転データからモデルのパラメータ変化
⑽

分を同定するイベント駆動型同定手法を開発した。
イベント駆動型同定システムのブロック図を図₈ に示す。
イベント駆動型同定システムは制御系から運転データと
して目標値 r（設定値 SV）
，プラントへの入力 u（操作量
MV）
，外乱 d の混入するプラントの出力 y（制御量 CV を
含む）を観測し，モデルパラメータ変化分推定値Δθ̂やア
ラームを出力するものである。モデルをメンテナンスする
作業者はこれらの情報に基づき，モデルの更新を行う。更
新したモデルで制御系のパラメータ調整を行うことにより，

（b）ループパネル画面

制御性能の劣化した状態から回復できる。モデル予測制御
図₆

ツールの画面例

の場合は，モデル更新のみで制御性能の劣化した状態から
回復できる。

作業

使用する画面

日常の監視業務

監視画面

各種設定

運転状況の確認

運転データ参照画面

イベント駆動型
同定システム

指標傾向の確認

指標表示画面

調整対象の抽出

指標表示画面

結果の確認

外乱 d
目標値
r

制御パラメータの調整*

制御性能評価・監視の運用フロー例
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コントローラ

運転データ参照画面

u
操作量

プラント

+
+

閉ループ制御系

＊ モデルのメンテナンスを含む

図₇

モデルパラメータ
変化分推定値
Δθ̂
アラーム

図₈

イベント駆動型同定システムのブロック図

制御量
y
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蒸気
タービン1

G

蒸気
タービン2

呑込み蒸気量
G

発電機
供給蒸気量
平均300 t/h
→290 t/h
プロセス蒸気量
平均250 t/h

運転B

設定値

（b）
（c）
（d）
設定値 モデル予測 設定値
変更
制御導入
変更
5 t/h低減

運転Ａ
燃料使用量

蒸気
タービン3

G

（a）
PID制御再調整

運転C

運転D

10 t/h低減

50 t/h
40 t/h
運転限界
35 t/h

運転E

3.3%
1.6%省エネルギー 省エネルギー

100 %
96.7 %

蒸気負荷へ

図₉

化学工場の自家発電設備の例

図₁₀

イベント駆動型同定システムは，プラントの現在から一
定期間過去にさかのぼった運転データを常にバッファメモ

制御性能改善がもたらす省エネルギー効果の例

化問題となる。モデルパラメータ変化分推定値は，上述の
最適化問題の最適解Δθ̂として求めることができる。

リに記憶しておく。もし，運転データに変化があり，同定
に利用可能と判断される動揺が発生したら，その動揺を同
定駆動イベントとして検出し，同定駆動イベント前後の特

₃.₃ 制御性能改善による省エネルギー効果

制御性能と省エネ効果は密接に関係している。図₉ に示

定区間の運転データを上述のバッファメモリから切り出す。

す化学工場の自家発電設備を例にとり，図₁0 を用いて制

ここでは，閉ループ同定に関する知見を参考に，目標値の

御性能改善がもたらす省エネ効果を説明する。

⑵，⑾ ，⑿

変化を同定駆動イベントとした。運転データの切り出しが

図₉ に示すように，生産設備（蒸気負荷）で消費される

完了したら，同定処理をバッチ処理として起動する。

プロセス蒸気量とタービンからの供給蒸気量のギャップ

本手法を適用する上での仮定は次のとおりである。

（余剰量）が，蒸気タービン 3 の呑込み蒸気量である。ボ

⒜

仮定 1

イラ・タービンまわりの流量および圧力制御ループの特性

実プラントが事前の同定により，動特性 G（s）がお

改善や設定値の制御により，この呑込み蒸気量の変動を抑

おむね正しく G（s）としてモデル化されていること，
0

え，その平均値を運転限界値（下限値）に近づけることが

すなわち，G（s）≈G（s）であること
0

できれば，タービンからの供給蒸気量の平均値も低減され

⒝

るので，ボイラの燃料使用量を削減できる。

仮定 2
切り出し区間中のモデルの動特性変化は無視できる程

図₁0 は，ボイラの燃料使用量の削減手順の例になって

度に小さいこと

おり，上側，下側のグラフは，それぞれ蒸気タービン 3 の

⒞

呑込み蒸気量，ボイラの燃料使用量（平均）を示している。

仮定 3
同定駆動イベント発生時に制御系は，おおむね定常状

図₁0 の運転 A では制御性能が悪く，呑込み蒸気量の変

態と見なせること

動が大きいために，最悪の状態でも運転限界 35 t/h を下

当初の同定時は正しくモデル化されていたが，プロセ

回らないように余裕を持たせて，運転限界よりも高い設定

ス特性の経時変化や動作点の変更などにより動特性 G（s）

値 50 t/h とする必要がある。また，ばらつきが大きいた

G（s）≠G（s）となったと考える。な
が G（s）から変化し
0
0

め，操作端も大きく動き，そこでのロスも生ずる。運転

お，次の説明では単純化するためプラントは単入力単出力

A に対しては，例えば，各制御ループに対応する PID 制

系とする。

御を再調整することで制御性能を改善し，運転 B を実現

同定処理は切り出された有限区間（区間長を Tとする）

することができる（⒜ PID 制御再調整）
。このように変動

のプラント入力データ u（t）とプラント出力データ y（t）

幅が低減されると，運転限界までの余裕が生じるので，設

からなる運転データに対して，同じ入力データ u（t）を与

定値を 45t/h まで下げて運転 C が実現でき，燃料使用量

えたとき，その出力データ ŷ（t，Δθ）ができるだけ y（t）

を 1.6 % 減らすことができる（⒝設定値変更）
。多入力多

に整合するように仮想的なフィッティング用伝達特性 Ĝ（s，

出力プロセスでは相互干渉があるため，単一制御ループの

Δθ）のモデルパラメータ変化分Δθを推定する。このとき，

性能を改善する PID 制御では性能改善に限界がある。そ

次式が満たされるようにする。

こで，運転 C に対して，相互干渉に強いモデル予測制御

t ]s, Dig ;
G
Di = 0 = G 0 ] s g ………………………………⑴
整合の指標として，同じ入力データ u（t）を加えたとき

の出力の切り出し区間中の二乗積分誤差を目的関数

J ]Dig =

#0

T

t ]t，Dig-y ] t gg 2 dt ………………………⑵
]y

を導入することにより制御性能をより改善し，運転 D が
実現できる（⒞モデル予測制御導入）
。このように制御性
能改善によって変動幅が極小化されると，運転 E のよう
に設定値をより省エネ効果，経済効果の高い運転限界値近

とし，目的関数が最小となるようにモデルパラメータ変化

くに移すことが可能となる（⒟設定値変更）
。この事例で

分を決定する最適化問題を定義する。本問題は非線形最適

は，設定値を運転 A の 50 t/h から最終的に運転 E の 40 t/
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h に移行することによって呑込み蒸気量を 10 t/h 削減し，

⑻

丸田一郎, 杉江俊治. 反復実験の不要な射影型連続時間シス

特 集

プロセス蒸気量を変えずに供給蒸気量を平均 300 t/h から

テム同定. 計測自動制御学会論文集. 2010, vol.46, no.3, p.133-

290 t/h に削減できる。その結果として，燃料使用量を供

138.

給蒸気量と同様の比率で削減できるため，省エネ効果 3.3 %

⑼

信貴洋平ほか. モデル予測制御システムにおけるモデルと
プロセスのミスマッチ検出. 計測自動制御学会論文集. 2010,

を得ることができる。

vol.46, no.10, p.607-614.

4

あとがき

⑽

伊藤秀之ほか.“日常の運転データを用いたプラントの動特
性変化同定手法－イベント駆動型同定手法－”
. 第11回制御部

本稿では，富士電機が取り組んでいる制御技術・モデリ
ング技術として，ポンプの最適流量配分制御技術，制御性

門大会. 2011.
⑾

加納学, 喰田秀樹.“閉ループ同定”
. 最終報告書第8章. 日本

能評価・監視技術およびイベント駆動型モデル同定技術に

学術振興会プロセスシステム工学第143委員会ワークショッ

ついて紹介した。これらの制御技術により，プラントの省

プNo.25. 2005, p.359-394.

エネルギーや製品の品質向上に貢献していく所存である。

⑿

金子修, 藤井隆雄. 制御器の調整・学習による閉ループ同定.
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