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まえがき＝当社は鋼材事業の収益力を強化する目的で，
2017年10月に神戸製鉄所の上工程設備を休止し，加古川
製鉄所に集約した。このため，加古川の 2 基の高炉から
両製鉄所へ半製品を供給する必要が生じ，加古川の高炉
操業の安定生産と操業コストの改善が求められている。
　そこで当社は，加古川 2 高炉において，炉頂圧発電機

（Top pressure Recovery Turbine，以下TRTという）
の省エネに取り組み，実操業への影響を小さく抑えつ
つ， 2 高炉TRTの発電量を向上させる圧力制御ロジッ
クを新たに開発した。圧力制御ロジックの有効性の検証
には，操業上の制約から実地試験ができないため，シミ
ュレーションにより確認した。シミュレーションに使用
する高炉操業の制御モデルは，パラメータと外乱とを同
時推定する手法を用いて構築した。

　本稿では，パラメータと外乱とを同時推定する手法が
プラント制御で使用する限定的な操業データから高精度
なシミュレータを構築できる有効な手法であることを示
すとともに，制御ロジックの適用においては，シミュレ
ーションと実地試験を組み合わせることで最小限の試運
転で実機に導入した事例を紹介する。

1 ．対象設備と課題

　本開発において対象としているTRTは，製銑工程で
発生する高炉ガスの圧力エネルギーを電気エネルギーと
して回収する発電設備である。図 1 にTRTの設備構成
を示す。高炉ガスは多量の粉塵（ふんじん）やミストを
含んでおり，乾式集塵機（Dust Catcher，以下DCとい
う）と湿式集塵機（Ring Slit Washer，以下RSWという）
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図 1  高炉TRTの設備構成
Fig. 1  TRT configuration of blast furnace
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により除塵する。RSWは入側と出側との圧力差により
除塵能力が決まる。このため，入力である高炉頂部の炉
内圧力（以下，炉頂圧という）と出力であるタービン前
圧の差圧が一定となるように制御される。なお，炉頂圧
はRSWにより制御し，RSWの出側であるタービン前圧
はTRTの翼弁により制御される。また，TRT停止時の
タービン前圧はTRTの翼弁と同じ機能をもつバイパス
弁で制御する。バイパス弁は，タービントリップ時に高
炉ガスをバイパス経路に流入させてタービン前圧を一定
に維持する機能ももつ。タービントリップとは，タービ
ンを瞬時に停止させるための保安インタロックの保護動
作のことである。タービンの過振動や発電機の電圧異常
が発生した場合に起きる。
　タービントリップでは遮断弁を緊急閉動作させる。こ
のため，バイパス弁によるタービン前圧制御が適正でな
い場合，高炉ガスの流入先がなくなって炉頂圧が上昇
し，設備に悪影響を与える。この対策としては安全弁（ブ
リーダ弁）を開いて高炉ガスを大気放出するが，それと
同時に大きな騒音と粉塵も放出することになる。定常操
業では，タービントリップを起こす炉頂圧の上昇を考慮
してタービン前圧を低く設定するため，発電量の低下を
招いていた。
　発電量を増やすべく炉頂圧制御を改善するためには，
さまざまな操業条件下で実地試験する必要がある。しか
し，これまでは操業上の制約から状態造りが難しく実現
できていなかった。
　今回の取り組みは，タービントリップ時のバイパス弁
による圧力制御に着眼し，シミュレーションと最小限の
実機検証によって新制御ロジックを実現したものであ
る。次章でその概要を紹介する。

2 ．タービン前圧の新制御ロジック

2. 1　タービントリップ時の炉頂圧の変動
　本稿で示す圧力とは，ブリーダ弁の動作設定圧 1 に対
する比率とする。各圧力設定値を表 1 に示す。現状で
は，炉頂圧とタービン前圧との差圧は0.122で設定して
いる。これは，RSWの要求差圧（0.087）より大きく，
タービン前圧の改善余地（0.035）がある。図 2 に示し
たタービントリップ時の炉頂圧変動の実績をみると，炉
頂圧が0.024上昇する。ここで，ブリーダ弁の動作設定
圧と炉頂圧との差圧0.071は，タービントリップ時の炉
頂圧上昇の0.024，原料装入時圧力変動の0.018，および
余裕度の0.029の和を偏差として設けている。
　本取り組みの目標管理値を以下のとおり定める。
　・定常時タービン前圧を0.807から0.842に上げる。
　・タービントリップ時に発生する炉頂圧上昇を0.024

以下とする。
　ここで発電量とタービン前圧は比例する。
2. 2　タービン前圧の新制御ロジックの開発
　現状では，タービントリップ時のバイパス弁の圧力制
御として，バイパス弁 1 および 2 はフィードバック制御

（以下，FB制御という），バイパス弁 3 はフィードフォ
ワード制御（以下，FF制御という）を採用している。

バイパス弁 2 は待機予備としている。
　タービン前圧の上昇はバイパス弁 1 の開放動作の遅れ
が要因である（図 3 ）。タービン前圧制御の課題は， バ
イパス弁による高炉ガスの開放量とタービン側への流入
量との合計値を常に一定にすることである。そこで，タ
ービントリップ時のバイパス弁 1 の応答を早くするため
にFF制御の機能を加えることにした。
　バイパス弁に与えるFF補償量を計算する制御ロジッ
クを考える。高炉ガス流量は，翼弁とバイパス弁の開度
から調節弁の流量係数（以下，Cv 値という）を求めて
式（ 1 ）で計算する 1 ）。ここで弁の開度とCv 値の関係を
図 4 に示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　………………（ 1 ）

ここにQ：流量，G：比重，T：温度，Cv：流量係数，a：
定数，P1：入側圧力，P2：出側圧力である。

Q=Cv×a× P12－P22 G（273＋T）/

図 3  タービントリップ時のバイパス弁動作
Fig. 3  Action of bypass valves in turbine trip

図 2  タービントリップ時の圧力変化
Fig. 2  Pressure change in turbine trip

表 1  圧力設定値の改善
Table 1  Improvement of pressure setting value
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　今回開発した新制御ロジックを図 5 に示す 2 ）。タービ
ントリップ後に高炉ガス流量をバイパス弁 1 で全量吸収
できる場合（Case1）と全量吸収できない場合（Case2）

がある。制御ロジックではCase2のバイパス弁 1 と 3 に
振り分ける機能を考える。まず，タービントリップ前の
総流量Qbを翼弁とバイパス弁の開度から計算する。つ
ぎに，タービントリップ後の総流量Qbをバイパス弁 1
に割り振る。バイパス弁 1 の最大流量からの超過分をバ
イパス弁 3 に振り分ける。最後に各バイパス弁に振り分
けた流量QTから弁開度を計算しFF補償量とした。

3 ．新制御ロジック適用のシミュレーション検証

　新制御ロジックの適用には，高炉の生産量を変化させ
てさまざまな操業条件での検証を必要とする。しかしな
がら，減産や状態作りの長期化などの制約があることか
ら，本検証ではシミュレーションと実地試験を組み合わ
せた検証方法を採用した。
　今回，シミュレーション検証には高炉ガス流量を推定
する制御モデルを構築している。制御モデルの構築に
は，パラメータと外乱を同時推定する手法を用い，実測
値に基づく最適化計算を行っている 3 ）。
3. 1　高炉ガス流量のモデル化
　高炉からTRTおよびバイパス弁までの高炉ガス流量
を推定する制御モデルを構築する。図 6 に示す制御モデ
ルは，高炉ガスの状態方程式，PIDコントローラの式，
RSW・TRT・バイパス弁特性を表す式で構成する。こ
こでは高炉ガス流量の変動を外乱として扱っている。
PIDコントローラの伝達関数K（S）を式（ 2 ）に示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………（ 2 ）

ここにKp：比例ゲイン，TI：積分ゲイン，TD：微分ゲイ
ンであり，それぞれの添え字はRSW，TRT，バイバス
弁を示す。

KRSW（S）=KpRSW 1＋ ＋TDRSW STIRSW S
1

KTRT（S）=KpTRT 1＋ ＋TDTRT STITRT S
1

KBypass（S）=KpBypass1 1＋ ＋TDBypass STIBypass S
1

図 4  バルブ開度とCv 値の関係
Fig. 4  Relationship between valve opening and Cv value

図 5  タービントリップ時の制御ロジック
Fig. 5  Control logic in turbine trip

図 6  炉頂圧及びTRT前圧の制御モデル
Fig. 6  Control model of top and inlet pressure
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　図 6 の制御モデル内のパラメータ（以下，補正係数と
いう）と外乱を同時に推定することを考える。制御モデ
ル の 補 正 係 数 は，RSWのPIDコ ン ト ロ ー ラ のKCR ，
RSWの計算流量のKR ，TRTの計算流量のKT, バイパス
弁のPIDコントローラのKCB ，バイパス弁の計算流量KB

で構成する。ここで，補正係数は制御モデル内の理論式
による計算値と実測値を一致させるための係数である。
外乱は高炉ガス流量の変動であり，図 6 に高炉ガス流量
の黒丸で模式的に示している。この変数値と制御モデル
の補正係数を同時に最適化する。実測値が得られている
のは，RSW，TRT，およびバイパス弁のそれぞれの
PIDコントローラのSV値（圧力設定値）・MV値（弁の
操作量）・PV値（圧力実測値）である。 つぎに最適化
の評価関数を式（ 3 ）に示す。評価関数JはPIDコント
ローラの実測値（測定値と操作量）とシミュレーション
による計算値の差⊿Piの 2 乗和とし，評価関数Jが最小
値となる制御モデルの補正係数と外乱を計算する。
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　…………………（ 3 ）

 
　ここで，Lは 1 秒周期のサンプル数でありL=101点と

J= 4.0
LΣL

i＝1 （⊿PVTOP pressure i）2

＋ 4.0
LΣL

i＝1 （⊿PVInlet pressure i）2

＋ 4.0
LΣL

i＝1 （⊿MVRSW i）2

＋ 4.0
LΣL

i＝1 （⊿MVTRT i）2

＋ 4.0
LΣL

i＝1 （⊿MVBypass valve i）2

＋ 1×104
LΣL

i＝1 （Filtered BF gas flow disturbance i）2

⊿PVi=PVact i－PVsim i

⊿MVi=MVact i－MVsim i

する。またPVact i：圧力実測値，PVsim i：圧力計算値，
MVact i：弁操作実測値，MVsim i：弁操作計算値であり，添
え字Top，Inlet，RSW，TRT，Bypassはそれぞれ炉頂，
タービン前，RSW，TRT，バイバス弁を示す。
3. 2　補正係数と外乱の計算
　補正係数と外乱を同時に最適化し，これらの値を用い
てシミュレーションした結果を図 7 に示す。実線が実測
値，破線がシミュレーションによる計算値である。高炉
ガス流量の外乱の時系列値は，図 7（d）のように推定
されている。変動の原因は，主に原料装入時の流量変動
と考えている。図 7（a）（b）（c）（e）（f）に示すように，炉
頂圧PV値，タービン前圧PV値，バイパス弁MV値，
RSW MV値，TRT MV値がシミュレーションによりほ
ぼ再現できたことが分かる。図 7（g）のバイパス弁の
FF補償量はシミュレーションでも実測値を用いている。
最適化計算により得られた補正係数を式（ 4 ）に示す。
　　KCR=0.99
　　KCB=0.86
　　KR=0.86　　 ………………………………………（ 4 ）
　　KT=0.81
　　KB=0.65
　ここで最適化により得られた補正係数は，FF補償量
に用いるTRTおよびバイパス弁のCv 値に反映する。す
なわち，図 4 で示すCv 値からTRTではKT を乗算し，バ
イパス弁ではKB を乗算して新Cv 値として用いる。これ
により高精度なFF補償が得られる。なお，前述した例
の最適化で得られた補正係数の場合，同じ操業条件では
高精度に制御できるが，操業条件が異なると誤差が生じ
ることがある。このため， 2 / 4 負荷遮断，過振動トリ
ップなどでも同様の最適化を行い，補正係数の平均値で

図 7  実測値とシミュレーション値の比較
Fig. 7  Comparison of measured and simulated values
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あるKT=0.84，KB=0.73を実機に採用している。
　以上により，制御モデルの補正係数と外乱とを同時に
推定することができた。任意の波形の外乱を考慮して推
定することにより，外乱が制御モデルの補正係数の推定
に悪影響を及ぼすことを防止し，高精度な制御モデルの
補正係数を得ることができるようになっている。
3. 3　新制御ロジックでのシミュレーション
　 2 章で述べた新制御ロジックを制御モデルに組み込ん
でシミュレーションを行った。結果の一例を図 8 に示
す。タービン前圧を0.842に変更してシミュレーション
すると，炉頂圧は0.014上昇する結果が得られた。これ
によりシミュレーションで目標値0.024以下に収まるこ
とを示し，新制御ロジックの効果を定量的に証明できた。

4 ．新制御ロジックによる実地試験

　新制御ロジックを適用し，タービン前圧を0.842に上
げて実地試験した。このときのバイパス弁の動作および
圧力変動の結果をそれぞれ図 9 ，図10に示す。炉頂圧
は0.015上昇して目標値は0.024以下となり，タービン前
圧を0.842に設定しても問題ないことを確認した。発電
量は計算上1.043倍の改善となる。
　つぎに，図11にてシミュレーション結果を検証する。
炉頂圧の上昇幅では，計算値0.014に対して実測値0.015
となり良好な結果が得られた。いっぽう，炉頂圧のピー
クへの到達に 3 秒の差があるのは，FB制御の動作タイ

ミングや制御装置の通信時間の影響と考えられる。
　以上の検証から，炉頂圧の上昇幅に差異はなく，シミ
ュレーションによる推定に問題ないことが分かった。

むすび＝加古川 2 高炉TRTのタービントリップ時の新
制御ロジックの適用において，シミュレーションを組み
合わせることによって高炉の生産量を減産することな
く，かつ短期間の試験により実機化することができた。
これは，高炉ガス流量の制御モデルの構築によって圧力
の上昇幅を推定し，実地試験で高炉の生産に影響しない
こと，いわゆる炉頂圧が上限まで到達しないことを定量
的に証明できたことで実現した。とくに，補正係数と外
乱を同時推定する手法は，プラント制御で得られる限定
的な実測値であっても，高精度な制御モデルの構築が可
能であることを証明した。
　今後，操業時のデータが少ない場合や非定常な操業条
件の場合でもこの手法によって制御モデルの構築が可能
となり，制御ロジックの収益改善につながる制御ロジッ
クの改造や補正係数の最適化に役立つと考えている。
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図 8  タービントリップ時の圧力変化（シミュレーション結果）
Fig. 8  Pressure change in turbine trip （simulation results）

図 9  タービントリップ時のバイパス弁位置（実地試験）
Fig. 9  Position of bypass valves in turbine trip （field test）

図10  タービントリップ時の圧力変化（実地試験）
Fig.10  Pressure change in turbine trip （field test）

図11  炉頂圧変動の実測値とシミュレーション値の比較
Fig.11 Comparison of measured value and simulated value of 

pressure fluctuation at furnace top


