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まえがき＝一貫製鉄所においては，鉄鉱石や副原料，鉄
鉱石を事前処理した焼成鉱を高炉炉頂より連続装入し，
炉内で還元・溶融・浸炭させ高温の溶銑を連続生産して
いる。高炉内部は高温・高圧・粉じん環境であり，炉内
の状態を直接計測することは難しいため，多数のセンサ
が炉壁に設置されている。これらセンサで取得したデー
タから炉内状態およびその変化を推定・予測して，適切
な操業アクションにつなげることが高炉安定操業にとっ
て重要となる。異常予兆の見逃しや誤判断は，高温ガス
による設備破損のほか，熱供給不足によって炉内の銑鉄
が凝固して生産停止につながるリスクがある。高炉は製
鉄所の最上流に位置するため，高炉生産が滞ると製鉄所
全体に影響が及ぶ。
　そのため，高炉の操業を安定に維持させることは重要
な課題であり，これまでにもさまざまな研究が行われて
きた。たとえば，高炉の状態に影響を及ぼす炉内融着体
形状の推定 1 ）やAI技術を用いた炉熱制御 2 ）など，装入
物やセンサ情報から炉況を推定・評価し，安定操業を支
援する技術開発が行われてきた。しかし，高炉はさまざ
まな要因が複雑に絡み合ったプロセスであり，操業にお
いては熟練操業者の総合的判断やスキルに依存する部分
が多いことも事実である。
　いっぽう，熟練操業者から若手への世代交代も進んで
おり，若手操業者の経験不足やスキル不足による異常予
兆の見逃しや誤判断も危惧される。そのため，操業者の
気づきや判断を支援する技術やツールが求められてい
る。
　近年はICTの進歩により，大量のデータを解析して
人間の判断やアクションを支援する技術の進展が著し

い。そこで当社は，高炉操業における異常事象の一つで
ある吹き抜けを対象に，操業者に吹き抜け発生リスクの
気づきを支援するという観点でデータ解析技術を活用し
た吹き抜け予測技術の開発に取り組んだ。吹き抜けと
は，高炉下部から吹き込まれた熱風が還元ガスとして炉
内を上昇する際に，その流れが炉内状態の乱れによって
悪くなり（以下、通気不良という），次第に圧力が上昇
して通常よりも高い圧力・温度で炉頂から高炉ガスが排
出される事象である。
　吹き抜け予測技術についてはこれまでに，圧力の周波
数解析 3 ） や主成分分析 4 ）による方法が試みられてきた。
しかし，吹き抜けの発生要因は複雑であり，操業者の判
断に委ねる部分が残っているのが実情である。
　そこで当社では，さまざまなセンサ情報に対して統計
処理やパターン分類手法を適用し，吹き抜けリスクと相
関の高い複数の特徴量を定義した。さらに，それらを組
み合わせることで，吹き抜けリスクの定量的な指標を操
業者に提供する操業支援システムとして実用化した。本
稿ではその概要と適用結果を報告する。

1 ．吹き抜け予測システムの概要

　吹き抜けが起きると，炉頂設備を破損させたり，熱損
失の増大によって炉熱が低下したりするなどの重大なト
ラブルにつながることがある。この吹き抜けの予兆現象
として還元ガスの通気不良による圧力上昇があり，伊藤
らは 5 ）圧力などの監視データの大小を吹き抜け予測の
判定基準としている。しかしながら，圧力上昇はさまざ
まな要因で起こるため，圧力上昇発生のみを「吹き抜け
リスク」とみなすと過検出につながる。また，データ処
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理の観点からは，このような問題は時系列データの変化
点検知問題と捉えることもできる。たとえば，データ通
信量の変化をもとにインターネットウイルス感染を検知
する技術 6 ）があるが，吹き抜けは非定常状態の中で生
じる事象であり，そもそも変動が大きい中での変化検知
は容易ではない。しかし，実際の吹き抜け発生時のデー
タを詳細に調査することにより，圧力の上昇と同時に炉
内温度やその空間的な分布も平常時から大きく異なる状
態となることが分かった。
　そこで，吹き抜けに先行して顕在化するこれらの異常
状態に対し，圧力だけでなく多数の温度で表現した通気
性指標を導入することによって吹き抜けリスクの指標化
を図った。そして今回，この通気性指標が高い期間にお
いて圧力が急上昇したタイミングを「減風タイミング」
として警報発令する吹き抜け予測システムを開発した。
　このような吹き抜け前のデータ挙動から複数の特徴量
を算出して吹き抜け発生を予測する方法は過去にも提案
されている 7 ）。しかし，複数の特徴量で予測するために
はそれに対応した複数のパラメータが必要となり，操業
状態が変化するたびにおのおののパラメータを調整する
必要性が生じる。人手による操業解析によってパラメー
タを調整することは，長期安定運用の阻害につながる。
　そこで今回は，パラメータ調整方法を標準化すること
によって少ない労力で複数のパラメータを調整できるツ
ールも併せて開発した。

2 ．通気性指標の構成と計算方法

　本章では吹き抜け予測システムの中核となる通気性指
標を構成する特徴量とその計算方法について詳しく述べ
る。
2. 1　通気性指標構成のための特徴量選定
　前述したように，吹き抜け現象には圧力上昇に加えて
炉内の温度分布も深く関与する。このため，通気性指標
を構成する特徴量として以下に説明するSC1～SC8を設
定した。後述するとおり，最終的にはこれらを組み合わ
せることによって通気性指標を導出した。
2. 1. 1　圧力変動
　データ解析の結果，吹き抜け発生前には必ず圧力が激
しく変動していた。その変動パターンには長時間にわた
って継続するものと短時間に集中するものがあった。さ
らには変動が炉壁全域で発生することが分かった。そこ
で，これらタイムスコープの異なる現象を圧力計測値の
複数の分散値を使って定量化し，それを組み合わせるこ
とで圧力変動を定量化した。具体的には，四つの高さ位
置について， 5 分，60分，120分，240分の四つの時間区
間，すなわち 4 高さ× 4 時間区間＝16区間の中で変動が
実績から調整した閾値（いきち）を超えた区間数に基づ
いて式（ １ ）でスコアを計算する。
 

　　　　　………………………………………………（ 1 ）
ここで，
　　SC1 ：圧力の時間変動特徴量（以後添え字違いはお

SC1＝NΣ
h

f1（Ph,t（t－5）,Ph,t（t－60）,Ph,t（t－120）,Ph,t（t－240））

のおのの特徴量を示す
　　t ：時間（分）
　　N ：入力値を 0 ～ 1 の指標値に変換する関数（詳細

は 3 章に記載）
　　f1 ：閾値を超えた入力変数の項目数をカウントし，

0 項目と 1 項目は 0 点， 2 項目は 1 点， 3 項目
は 2 点， 4 項目は 3 点とスコア化した値

　　h ：高炉の高さ（本特徴量では炉上部注 1 ）から炉下
部まで四つの高さ）

　　ph,t（t1） ：高さhの全圧力の平均値の120分分散値の  
t1～t間の時間平均値

2. 1. 2　周方向の温度分布の均一性
　ガス流れが乱れた（偏流化した）場合，図 1 に，高炉
のある断面での温度分布とその重心位置を星印で示し
た。温度分布が炉の断面内で不均一となり，特定の方向
に高温域が広がる。そこで，周方向の温度分布を元に式

（ 2 ）のように重心座標を計算し，その中心からのずれ
を通気性指標に取り入れる。このずれを複数の高さで計
算したうえで 0 から 1 までの実数値に指標化し（指標化
方法は後述），各高さでの指標値の最大値を温度分布評
価のスコアとした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 …（ 2 ）

ここで，
　　h ：高炉の高さ（本特徴量では上部の 3 種の高さ）
　　d ：hの高さでの各センサの通し番号
　　Th,d ：高さhのd番目の温度センサの計測値
　　nh ：高さhでの温度センサの数
　　θh,d ：高さhにおいて 1 番目のセンサを基準とした

ときのd番目のセンサの角度
2. 1. 3　炉上部温度の均一性
　吹き抜け発生前には炉上部の温度に比べて炉中部の温
度が高くなるなど，高さ方向のステーブ温度分布が大き
く変化する傾向が見られる。このような現象を捉えるた
めに式（ 3 ）のような特徴量を定義した。
　　SC3＝N（Th1－Th2） …………………………………（ 3 ）
ここで，
　　h1, h2 ：高炉の高さ（本特徴量では炉上部の二つの高

さ）

SC2＝maxhN（f2（Th,d,nh,θh,d）

f2＝ ＋Th,dcosθh,dnh

1
d＝1

nh 2
Th,dsinθh,dd＝1

nh 2

脚注 1 ） 本稿では高炉を鉛直方向に三つの部分に分け，上から順
に炉上部，炉中部，炉下部として説明している。

図 1  温度の円周方向分布例
Fig. 1  Temperature distribution in circumferential direction
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　　Th ：高さhでの全温度センサ計測値の平均値の
120分間の時間平均値

2. 1. 4　炉上部温度
　吹き抜けの前には炉上部の温度が顕著に高くなること
が多く，炉上部温度が不均一になっていた場合は，さら
に吹き抜けの危険度が増していることが想定される。こ
のため，炉上部温度に加えて「炉上部温度の均一性」の
特徴量も加味した特徴量を定義する。

　　　　　　　　　　  ………………………………（ 4 ）

ここで
　　h：高炉の高さ（本特徴量では炉上部の 3 つの高さ）
　　Th：高さhの全温度センサの平均値の過去120分間

平均値
2. 1. 5　炉中部温度
　これまでのスコア計算においては主に炉上部の計測温
度を利用した。しかし，炉況悪化時は炉中部の温度も通
常に比べ大きく上昇する傾向があることから，炉中部温
度の上昇を式（ 5 ）で特徴量として捉える。

　　　　　　　　　  …………………………………（ 5 ）

ここで，
　　h：高炉の高さ（本特徴量では炉中部の二つの高さ）
　　d：hの高さでの各センサの通し番号

　　Zh,d：Th,d を正規化した温度，

　　μ：一定期間の平均値，σ：一定期間の標準偏差
2. 1. 6　鉛直方向の温度差
　図 2 は，縦軸を高炉高さ，横軸を正規化温度として，
過去に発生した吹き抜け前の 3 時点での値をグラフにし
たものである。吹き抜けが近づくにつれて，高温部位と
低温部位との温度差が顕著になり，温度分布が通常時か
ら乖離（かいり）していることが分かる。このときの分
布変化を式（ 6 ）で捉えて特徴量とした。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　 ………………（ 6 ）

2. 1. 7　炉頂ガス温度
　炉況悪化時には炉頂ガス温度が上昇するため，一定期
間の最大値を特徴量に活用している。

 
　　　　　　　　　 …………………………………（ 7 ）

SC4＝
ΣhN（Th）＋SC3

4

SC5＝N maxZh,d
（h,d）

Zh,d＝
Th,d－μ
σ

SC6＝N max maxZh,d－minZh,d
d h h

SC7＝N maxTtop
t

ここで，Ttop：炉頂ガス温度
2. 1. 8　送風圧力
　炉頂ガス温度と同様に送風圧力も同様の傾向があるた
め特徴量とした。
　　
　　　

　　　　　　　　………………………………（ 8 ）

ここで， Pbottom：送風圧力
2. 2　各特徴量の指標化方法
　各特徴量を組み合わせるにあたり，特徴量の分布の中
央値からの乖離度合いを表現すべく指標化した。指標化
の方法を図 3 に示す。図 3 は，上図に収集したデータの
度数分布，中央図にその累積分布，下図にその分布から
定まるパラメータを用いた指標化関数を示している。図
3 のように累積度数の50%値とα%値を用いて下記のよ
うに指標化を行う。
　 0 ～50%： 0 　（通常状態とみなす）
　50%～α%： 0 ～ 1 　（乖離状態への過渡期とみなす）
　α%～100%： 1 　（乖離状態とみなす）
パラメータαは 3 章で説明する方法にて決定する。
2. 3　気性指標の定義と評価
　当社は，各特徴量の組み合わせによって通気性指標を
定義し， 3 種類の指標候補（SCA, SCB, SCC）の中から最
良のものを選択するアプローチで開発を進めた。
　第 1 候補のSCA では，吹き抜け前に圧力変動が大きい
ことに着目して，式（ 9 ）のように「圧力変動」（2.1.1項）
を通気性指標と定義した。
　　SCA ＝SC1 …………………………………………（ 9 ）
　第 2 候補のSCB では，SCA では検知困難な吹き抜け前
に特徴的に観察される温度パターン（2.1.2項および2.1.3
項）の特徴量を考慮して式（10）のように通気性指標を
定義した。
　　SCB ＝min（SC1, SC2, SC3） ………………………（10）
　第 3 候補のSCC は，SCA ，SCB の過検出が多いことを考
慮し，SCB が大きいときには判別指標（SC4～SC8）の成
立数も評価に加えて，式（11）のように通気性指標を定
義した。

SC8＝N maxPbottom
t

図 2  吹き抜け前の温度の鉛直方向分布の実測例
Fig. 2  Temperature distribution along furnace axis just before 

channeling

図 3  特徴量の度数分布例とその指標化
Fig. 3  Conceptual representation of indexed feature value using  

parameter α from cumulative frequency distribution
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 …（11）

ここで，KはSC4～SC8の成立数，TK はその閾値である。
各スコアを指標化するためのパラメータを調整している
ため，これらのパラメータは操業変化ごとに調整する必
要はなく，あらかじめ固定値として与えておく。
　 3 種類の通気性指標SCA, SCB, SCC の性能を 1 年間の実
操業データで評価したところ，いずれの指標も全ての大
規模吹き抜け注 2 ）を検知できることを確認した。そのう
えで，図 4 に示すとおり閾値超えの回数はSCC が最少と
なり，過検知を最も抑制できることが分かった。このこ
とから，吹き抜けリスクを表す指標としてはSCC が最も
適切なことが分かった。図 5 は通気性指標（Index 
value）と高炉シャフト部の圧力と温度推移を表したチ
ャート図である。圧力と温度は同じ高さに複数のセンサ
を配置しているため，チャート図でも複数の圧力と温度
を一つのグラフに掲載した。図 5 より，圧力変動が増加
して温度分布も崩れるにつれて，それを捉えて通気性指
標が大きくなっていることが分かる。通気性指標の変化
が圧力や温度の変化に比べて遅れているのは，通気性指
標は圧力や温度の一時的な変動ではなく持続的な変動を
検知しているためである。この通気性指標が増大する期
間は，原料の質の悪化や残銑の上昇などが発生してお

SCC＝ ＋0.8
SCB

0.9 ～ 1（Kで決定）（SCB≥0.8∩K≥Tk）
（SCB≥0.8∩K <Tk）

（SCB <0.8）
SCB－0.8
2

り，炉況悪化を表現できていることも確認できた。

3 ．パラメータ調整手法

　本章では，2.2節の指標化に用いたパラメータαの調
整手法について述べる。高炉で使用する原料の性状や焼
成鉱の配合条件などが大幅に変化し，母集団であるデー
タセットおよびそこから求められる度数分布が大きく変
化した場合については，適切にパラメータ調整を行うこ
とが，炉況定量化の精度維持の観点から重要である。そ
こで，対象とする特徴量の度数分布を常時監視し，変化
があればパラメータαの調整を一律に実施することとし
た。パラメータは，吹き抜け発生を含む過去一定期間の
事例を用いて分布計算したうえで，大規模吹き抜けを見
逃さないよう，また過検出の最小化を実現するよう最適
な値に調整する。
　このパラメータ調整手法を図 6 に示したフローチャ
ートのように標準化した。本繰り返し処理を自動的に行
うツールを開発し，パラメータ調整を容易にした。
　図 7 は二つの異なるデータセットから得られた度数

脚注 2 ） 減風率30%以上の吹き抜けを大規模と定義した。

図 4  通気性指標SCA ，SCB ，およびSCC が閾値を超えた回数（SCA

の回数を 1 とする）
Fig. 4  Relative number of times of SCA, SCB and SCC beyond 

threshold (assume number of times of SCA 1)

図 5  炉況悪化時の指標値推移
Fig. 5  Transition of index value in deterioration of furnace conditions

図 7  特徴量の度数分布変化と指標化方法
Fig. 7  Change of frequency distribution of feature values and 

method of indexing

図 6  パラメータαの調整方法
Fig. 6  Adjustment method of parameter α
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分布（上図）とパラメータαを用いて決定した指標化関
数（下図）を示している。図 7 のように，度数分布が変
化したときは指標化関数が変化し，高炉操業条件の変化
に合わせた通気性指標を計算することができる。

4 ．吹き抜け予測システムの評価

　開発した通気性指標とパラメータ調整手法をもとに，
吹き抜け予測の標準を策定した。すなわち，吹き抜け予
防アクションを行うにあたり，下記二つの条件（減風条
件）が同時に満たされたときに減風を指示することとし
た。
　　①指標値が閾値を超える
　　②炉上部の最大圧力が閾値を超える
　具体例として，過去に吹き抜けが起きたときの指標値
と炉上部圧力の推移を図 8 に示す。吹き抜け前に減風条
件に達しており，本技術を適用すれば事前に減風して吹
き抜けを防止できたことが分かる。
　本技術の精度評価として，パラメータ調整に用いてい

ない期間のデータを対象に，減風条件に達したときに過
検出はないか，大規模吹き抜けの未検出はないか，とい
う二つの観点で評価した。1 年半のデータで減風条件に
達したタイミングを調査すると， 9 割以上の事例で吹き
抜けが発生していた。残る 1 割の事例でも吹き抜けは起
きなかったものの，操業部門の評価にて吹き抜けが起き
てもおかしくないほど炉況が悪い事例であり，過検出と
はいえない事例であった。また，大規模吹き抜けについ
ては全て事前に減風条件を満たしており，正しく予測で
きていることが分かった。
　以上の精度評価を踏まえ，現在では実操業において本
システムが活用され，減風タイミングの指示を行ってい
る。

むすび＝高炉の異常状態である吹き抜けについて，背景
事象である炉況悪化の定量化と炉内圧力によるタイミン
グ検知による吹き抜け予測技術を開発した。
　本手法により高い精度で吹き抜けの予測が可能とな
り，実機活用を進めている。また，他のプロセスにおい
ても，通気性悪化状態の推定は操業者に依存している部
分が多いのが実情であり，本技術を適用することによっ
て客観的な情報のみで異常状態を予測することが可能に
なると考えている。
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図 8  吹き抜け前の通気性指標と圧力の推移
Fig. 8  Transition of index value and pressure before gas channeling


