
中谷　一彦

ごみ焼却処理施設などの計測制御

システムのエンジニアリング業務

に従事。現在，システム事業本部

計測システム事業部技術第三部主

査。
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まえがき

ごみ焼却設備は，ごみの増大，環境問題，エネルギー問

題などの種々の要請にこたえるため，大形化，高機能化，

複合化が進んでいる。これらの設備を効率よく安全に運転

管理するために，分散形制御システム（DCS： Distrib-

uted Control System）が積極的に導入されている。

プラント制御の自動化が急速に進むなか，運転員には非

定常運転時やプラント異常時に迅速な対応が要求される。

このため，運転員の訓練の問題がクローズアップされてき

た。

本稿では，最近の富士電機のごみ焼却計測制御システム

IICS（Incinerator Instrumentation & Control System）

とプラントシミュレータを紹介する。

最近のごみ焼却計測制御システム

２.１ システム構成

IICS のシステム構成を図１に示す。ごみ焼却設備に適

用される計測制御システムは，MICREX-IX シリーズで，

プラントシミュレータのごみ焼却設備への適用
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ヒューマンインタフェースは IOS-2500，プラントデータ

の一元管理を行うデータベースステーションは IDS-2500，

計測制御を行うコントロールステーションは ICS-2500，制

御用 LAN（Local Area Network）は DPCS-F から構成

される。また，クレーンなどの現場監視制御には，スタン

ドアロンで監視・操作・制御・帳票が可能な PMS-2500

を適用し，データウェイと接続する。さらに，管理用コン

ピュータを制御用 LAN，汎用 LAN に接続し，プラント

データ，計量用パーソナルコンピュータ（パソコン）のデー

タ管理を行い，統合化システムを構築している。

２.２ システムの特長

IICS システムの特長を次に説明する。

EIC 統合

大規模化・複合化した工場を効率よく安全に運転・管理

していくために，電気（E），計装（I），コンピュータ（C）

の情報が同一の CRT で監視・操作できるようにした EIC

統合化システムである。

ネットワークの充実

ネットワークは，汎用 LAN，制御用 LAN，フィールド

LANの 3階層構成となっており，それぞれの階層内，階層

間のデータ通信も容易で，高速水平・垂直ネットワークシ

ステムとなっている。EIC 統合と合わせて，工場全体の

自動化，総合管理に大いに役立っている。

運転管理支援システムの充実

オペレータや保守員，あるいは工場管理者の負荷を軽減

するために，次のような運転・管理支援システムが付加可

能である。

予防保全，設備診断，運転支援システム

AI（Artificial Intelligence）技術を利用したシステ

ムで，機器およびプロセスの異常状態の発生予測，警報

出力を行い，機器・設備の予防保全を行う。また，トリッ

プ時のプロセスの解析，原因推定，進展予測，波及予測

など，オペレータに運転支援ガイダンスを行う。

在庫管理，機器台帳管理システム

予備品・消耗品の管理，設備機器の詳細仕様・点検履

歴・部品交換履歴などの管理を行うシステムで，汎用パ

ソコンを利用し，検索が容易となっている。

点検データ処理システム

炉立上げ前の現場点検，および定期的な現場保全管理

において，ハンディターミナルを用いて，点検漏れ，手順

ミスの防止，点検の簡易化を図るシステムである。DCS

とオンライン接続し，点検データのリンケージを図ること

ができる。

遠方監視システム

ごみ焼却処理施設の各種データ（アラーム，計測値，

トレンド，帳票データ）を公衆回線を利用して，遠隔に

設置された端末にて監視することにより，運転状況の把

握，異常（RAS 情報）に関しては，DCS メーカーとの

保守契約で，リモートメンテナンスサービスを実施する

ことが可能である。

プラントシミュレータ

３.１ プラントシミュレータの概要

本プラントシミュレータは，プラント動作を模擬し，熟

練技術者の不足や初心者オペレータの教育用システムとし

てのニーズにこたえるだけでなく，効率的な学習プランに

より早期熟練をめざすシステムである。プロセスの動特性

や挙動を模擬するだけでなく，定常時には経験できないよ

うな事故や故障などが発生した際に，適切な操作や対応が

できるような知識や技能を維持向上させるためのシステム

である。本システムは，プラントモデル（動特性モデル，

配管系統モデル，機器モデルなど）と，被訓練者の理解度

合いを把握したり，間違いを起こしたときにその原因を同

定するための学習者モデルという 2 種類のモデルを内在し

ている。さらに，訓練目的や被訓練者の理解度合いに応じ

て学習のシナリオ（学習プラン）を立案できるという特徴

を具備している。

３.２ プラントシミュレータの役割

異常発生時の原因解析支援

異常発生時（マルファンクション）の過去のトレンドデー

タを再現し，解析支援を行う。

プラント運転操作の訓練支援

プロセスの動特性を模擬するだけでなく，擬似異常を発

生させ，プラントの挙動の把握および異常時の復旧操作の

訓練を行う。

運転員の操作監視支援

運転員の操作量に基づき，将来の挙動をプラントモデル

を用いてシミュレートし，運転操作監視支援を行う。

３.３ プラントシミュレータのハードウェア構成とソフトウェ

ア構成

被訓練者の利用環境としては，実際の DCS と接続した

実感のある利用環境でプラントシミュレータを用いる。被

訓練者は，DCS の画面から実際のオペレーションとまっ

たく同様にプラントの操作を行う。対象とされるプラント

はプラントモデルとしてコンピュータ内でシミュレートさ

れ，被訓練者は実際のプラントを操作する感覚で訓練を受

けることができる。

そのほかに訓練管理，評価支援を行うインストラクタ用

端末から構成される。ハードウェア構成を図２に，ソフト

ウェア構成を図３に示す。

３.４ 訓練内容

本プラントシミュレータでは，プレイバック機能により

過去に行った訓練を再度行うことができ，運転技術のレベ

ルアップの確認や，不得意なオペレーションを集中的に練

習することができる。

運転訓練項目は次のとおりである。

定常運転訓練（1）

（3）

（2）

（1）

（d）

（c）

（b）

（a）

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.70 No.11 1997

590（30）



プラントシミュレータのごみ焼却設備への適用

定常運転時における異常対応操作の訓練の例として次の

ような項目がある。

ボイラドラム圧力高

排ガスNOx 濃度高

蒸気発生量の高低

ホッパブリッジ

商用電力ブリッジ

重大異常対応訓練

プラントの運転を継続することが不能となるような緊急

を要する重大異常を想定した訓練として，次のような項目

がある。

蒸気タービントリップ

ガスタービントリップ

押込送風機トリップ

誘引送風機トリップ

商用電力トリップ

非定常運転訓練

プラントの自動立上げ・立下げ時の監視操作および渋滞

時対応操作の訓練がある。

ボイラの立上げ・立下げ

ごみ燃焼の立上げ・立下げ

蒸気タービンの立上げ・立下げ

ガスタービンの立上げ・立下げ

３.５ シミュレーションの管理機能

本機能は，数値計算・制御解析プログラムMATLAB
〈注1〉

配

下で起動する動的システムのモデリング，シミュレーショ

（d）

（c）

（b）

（a）

（3）

（e）

（d）

（c）

（b）

（a）
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図２　プラントシミュレータのハードウェア構成
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ンを行うプログラム SimuLink
〈注2〉

で構築されたプラントモデ

ルと本プラント訓練シミュレータシステムとの連携を行う。

以下，プラントモデル構築はMATLAB と記述する。

MATLAB で作成したプラントモデルをシミュレータ

で利用するためには，ソースコード生成プログラム RTW

（Real-Time Workshop，MATLAB配下で起動）で Cソー

スコードを生成する。シミュレータ用プラントモデルの構

築において，MATLABではプラントモデル構築と Cソー

ス生成までを実行する。

MATLAB のプラントモデルで使用される変数名を

取り出し，ブロック名テーブルを作成する。このブロッ

ク名テーブルで，プラントモデルとシミュレータとの変

数間のリンクをとる。

MATLAB で生成された CソースコードをWindows

NT
〈注3〉

で起動可能なようにする。

上記 ， は，本プラントシミュレータシステムから実

行する。

３.６ 訓練管理機能

本機能はインストラクタによる操作・設定を行う。

３.６.１ インストラクタによる操作

訓練の操作機能

訓練にはシミュレータの進行速度であるタイムスパンを

実際の速度の 1/10 ～ 10 倍の範囲で変更ができる。訓練の

スタート，ストップ，一時停止，再スタート，プレイバッ

クの操作ボタンによりモデルの状態を変化させ訓練を行う。

さらに，訓練シナリオを使用せずに，インストラクタの手

動操作によりマルファンクションを発生させ，訓練を行う

こともできる。

インストラクタ名の管理機能

インストラクタの名前を選択・追加し，訓練を受ける被

訓練者の管理を行う。

被訓練者名の管理機能

被訓練者の名前を選択・追加し，訓練を行った実績や評

価，シナリオが関連づけて管理される。

プラントモデルの管理機能

プラントシミュレータに使用するモデルは，本システム

で使用・管理できるファイル名として選択・指定する。

訓練シナリオの管理機能

各モデルに対して訓練シナリオを設定し，訓練項目に応

じたマルファンクションを順次発生させることができる。

これらも訓練シナリオ名で管理され，訓練時に選択・実行

される。

また，訓練シナリオは使用せず，初期状態だけを選択し

て，訓練実行時にインストラクタがマルファンクションを

発生させ，訓練を行うこともできる。

マルファンクションの管理機能

〈注1〉MATLAB ：米国The Math Works, Inc. の登録商標

〈注2〉SimuLink ：米国The Math Works, Inc. の登録商標

〈注3〉WindowsNT ：米国Microsoft Corp. の登録商標

選択されたプラントモデル，訓練シナリオに関してのマ

ルファンクションの一覧表示および追加・削除（プラント

モデルに対する追加・削除ではなく，訓練シナリオに対す

る追加と削除を意味する）を行う。

初期状態の管理機能

各プラントモデル・訓練シナリオに対して初期状態を選

択する。初期状態の作成はプラントモデルをあらかじめ起

動させ，安定状態を生成させたうえでスポットセーブ機能

によりデータを取り込み作成する。

トレンドの表示機能

本シミュレータの稼動状態を表すプロセス変数のトレン

ドグラフと被訓練者が操作する操作変数を表示する。

３.６.２ 被訓練者の操作

被訓練者は基本的にはインストラクタが立案した訓練シ

ナリオに従って訓練を行う。このため操作としては，訓練

時のパラメータ変更操作と訓練終了時の手本となる操作と

の比較結果の確認となる。

訓練時の操作設定機能

DCS を用いた訓練では操作量の設定はそのまま行える

が，スタンドアロンでの使用時には DCS を模擬した画面

を準備するか，もしくはパソコン上の簡易的な設定画面を

用いる。

トレンド表示機能

本シミュレータの稼動状態を表すプロセス変数のトレン

ドグラフと被訓練者が操作する操作変数を表示する。

３.７ 訓練評価の支援機能

本機能はインストラクタが行う訓練評価を支援する機能

である。

３.７.１ インストラクタの操作

マルファンクションの検知評価機能

マルファンクションの発生から，異常検知までの時間を

評価指標として抽出する機能で，異常発生の兆候をとらえ

る訓練の評価を行う。

模範操作の抽出機能

訓練シナリオごとに，インストラクタが操作を行うこと

によって，模範操作を抽出する機能で，この模範操作を基

準として，被訓練者の操作手順を操作量，操作タイミング

の乖離（かいり）度を算出して訓練評価を行う。

プロセス挙動の評価機能

各プロセス変数の変動許容幅を設定し，この変動許容幅

を超えた回数を評価指標として訓練結果を評価する。また，

変動幅の最小値・最大値を提示する。

訓練結果のアドバイスの作成支援

訓練結果のアドバイスは， ～ の客観的評価とインス

トラクタが書くコメント分で構成する。訓練結果のフォー

マットを提供する。

訓練シナリオの作成支援

訓練履歴から被訓練者の欠点を抽出し，訓練シナリオを

作成することを支援する。
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３.７.２ 被訓練者の操作

訓練の評価表示機能

被訓練者が行った運転訓練結果を評価結果とともに表示

する。

あとがき

プラントシミュレータは，プラントの数式モデルを作成

し，コンピュータ上でシミュレートすることで，実プラン

トでは不可能であったさまざまな訓練を可能にする。本稿

で紹介したプラントシミュレータが，他のプラントへの水

平展開への参考となれば幸いである。

今後とも，環境事業の計測制御システムに携わる者とし

て，人と環境に優しい最適システムを提供できるように，

積極的に取り組んでいきたい。
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2643490
植木　浩一
田中　順造

リンギングチョークコンバータの過
電流保護回路 2646765 土屋　和広MIS ゲート制御型サイリスタ半導

体装置

2646767 高橋　龍典回路遮断器の開閉機構

2646773 橋本　　貴超音波振動子

2643510

財津　靖史
大戸時喜雄
平岡　睦久
星川　　寛
安本　浩二

視認度測定装置

2643511
山口　幹昌
今西　　浩
吉田　正孝

電気浸透式脱水機

2643550 中島　康晴外観検査装置

2643566

漆谷多二男
佐藤　喜一
荻野　慎次
小沢　賢治
川上　春雄

光記録媒体

2643572 木戸口秀隆レーザ用電源装置の出力電圧制御方
法

2645162 竹村　　健
清水　敏久分散配置型電源用逆圧検出回路

2646646 岡村　幸一突入電流制限回路

2646654 小西　茂雄電圧形インバータの保護回路

2646752
三浦　正夫
内田　直司
淺川　浩司

回路遮断器のトリップクロスバー

2646759

伊藤　元志
竹中　勝巳
坂崎　隆司
山本　正弘

カップ自動販売機のカップ選択装置

2646763
飯田　清志
藤原　喜隆
三木　広志

電力変換装置用トランジスタモジュ
ール

2646783 伊藤　義矩硬貨選別装置の硬貨リフター駆動装
置

2646792 日向　正光電磁接触器の動作表示装置

2646796

藤高　久士
曳田　　博
清野　純一
石倉　賢二

ガスセンサ及びその製造方法

2646797
篠原　久次
大手　正一
朝日　信夫

回路遮断器のトリップ機構

2646815 川崎　道夫タンディッシュの誘導加熱装置

2646821 細岡　　悟
八木　　亨半導体製造装置

2646822 市原　孝男インバータの運転状態切替方法

2646834 西方　　聡光合成リアクターシステム

2646845 斉藤　哲夫自動同期投入装置

2647658
岡　　幸夫
荒井　研一
田中　滋夫

両方向通電形半導体遮断器の制御方
法

2650116 津田喜一郎
福島　徹也カップ式飲料自動販売機

2650308 高野　元明ショーケースの庫内温度制御方法



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




