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A new simplified model predictive control system, using single-input and single-output model, is
developed in order to cut down leading time in implementing into control systems of gasification and
melting furnaces. Supporting tools for system identification are also developed, so that the characteristics of the furnace can be modeled by an identification technique using prior knowledge of system
behavior. The new system is applied to an actual furnace of 103ton/day capacity, and with carefully
choosing parameters, the system proved to have similar stability and effectiveness as the conventional
multi-input/output model predictive control system. The leading time of implementation was reduced to
one month including evaluation period, which is significantly shorter than that of the conventional
system.

Key Wordsf
g h i j k
l m ご み
ガ ス
モデル !

Waste treatment
Municipal solid wasteMSW
Gasification and melting
Model predictive control system

セールスポイント
!nにUするVWな;<=>がなくてもXYにモデル
_`となりaコストでVbcな !がdeできる(

20

ソリューション

!Z[を\]に^Jすることが

Vol. 6 No. 120098

TUモデルのMをroにしたりモデルのMJ

まえがき
ガスはそのから10

が

し

でがするスタンダードな
ごみのつにした
についても

!"のガス

で９がとして

#であり２が$#という%&にある

にs`t^_をuvにwxするなどのhiをおこなっ
た

そのyz;<に{する[-な\]^_がなく

ても|}にモデルTU;<~をにVWするこ
Dな;<が3で

とがになりコストで[
きるようになった

ガスは１に'すとおりごみのガス

;<をおよびのプラントに=>するこ

()を*しておこなうプロセスであり

とで?@の./によるのや#;<

+にの,-をいかに./に0つかということ

での?@のなどのhiQzがで

が12になってくる

きる

そのためごみの34563

またはガスの4じんZ

4758をどう./させるかが9:となり"さ

をに;<をVWしたがそれ

まざまな;<を=>し?@の./にAめている

をげていきたい

!"においては4じんBC6ごみの5やDのE
Fなど8のGHをI;できむだJKとLM5のN
OにPQなRESモデルTU;<をVWして
の./?@にPQであることをXYしてきた

１２8

Bの;<Zにも

モデル

 モデルの


で¡くから¢Wされている;<~のひと

つに PID ;<がある PID ;<は£6P8FM

ただしRESモデルTU;<Zはその=>に[

¤¥6I8FM¦¥6D8FMを§Wすることで

-な\]^_や

;<5と¨©ªの«¬をもとにLM5をフィードバッ

`がa2となりモデリングやb

cにdefgを2するというhiすべき9:があっ

ク;<している

た

すぐにwxされないZ6むだJKが®するZ8に

しかしLM5のEが;<5に

これらの9:をjkするために;<Zを１>l

おいてはそもそも;<5と¨©ªに«¬が¯す

１mlのnopとしモデリングツールをqWして

るまでJKがかかることからPID ;<などのフィー

１

·F¸ガス

Vol. 6 No. 162009°88

±²³´ソリューションµ¶

21














#$%&'#
()*+,-./01234567

!"#




















88889#:;<= >?@AB6/C.>2367
8

DE F $%G HI J

$%

２

#KL



F 
IXYZ[=

#MNOPQ>RSB6
TUV56W

3.

モデルの>?{

ドバックではなをえることは

 モデルのの

である

モデルをMNするには

モデルは２にすようにプ
ロセスのモデルにづいてのの

これは#に$っていてカーブに%し&かった'





/は

する0プロセスのモデル1にづいて
)このままハンドルをさせなければどういった
-.

の!"

TUBをTU
VWのX"YZ




[\される]^_でX"I`をステップaあ

るいはランダムにさせVWのbにc
するdデータをefする
モデルの



/になるか0の1と)カーブを

g

X"YZによってえられたデータをもちいて

2がるためにはどういった-. /にすればよいか0

VWのhicjをめる

の341との5%から)6'7でどの



89ハンドルを,ればよいか!"する0

この

ようにモデルの=な>?は@Aしや
すい

CDモデルをガスEFGのにHI

22

X"したモデルのパラメータをモデル
システムにYkする
パラメータのlm



ゲインを!"するパラメータU２のn

３B

するJ8についてKLする

モデルのYk

の!

"1という:きをおこなうことに;<する

Bによってするか

!"する

に(えると)これくらいのスピードの*+これ
くらいハンドルを,ればこのように#の-.

Q

がRSになる

をしめたのとの
ができるだけづくよう を!"するである

OにPの

の Bやop34などをlmする

RSにqじ

てモデルをrsす
tuvwソリューションxy

Vol. 6 No. 1U2009z8B


 モデルのにおける
モデルは

に

うにTlにTするmにnoするモ
である

ことはすでにしているがモデリングおよび
にとをしていたに
!

の"#$なモデルを%

するには

が&であり'()*と+,を&とする
またがくなるとすべきパラメータが

３b

デルがえられるようにしたp

abモデリングツール
モデルをijにcdできるソフトでTlに
eするmをモデルcd+にqrさせることが
できるもの



モデル

くなるため#-なにもとを&とす

Sに67stした]^モデルについて

るとくに./をしながら0+,で

uvするwxp103 t/d ;bにyzしその{

するには12が345である

についてした

とくに67のガス89:;においては<じん=

 １１のモデル

>が?@AきくプラントのBCD.もEまえた

モデルを|する}で~どのを

のFGにカHのI,をするためプラン

どのcでするかをyにすることが

I,JにKLなをMNすることがで

であるこれまではtボイラドラ

トの'

きない4/.があった

ガス8;$をとし<じんx

ム

これらのOPをQRするためにSのTUをVじ

$s$のcです

ることで"#$でWX.のあるモデルを0I,で

る３

FGするYZを[することができた

ていたこれを<じんx$とその{がもっとも

\ １ １! の]^_のモデルとした

にれるボイラのtの１

`

をcdすることでY

の]^モデルとしそれ=はルールベー

Zにeするがなくてもfgした! デー

スや PID にてTすることで]8をっ

タからhijにモデリングが4/となった

た

ab

モデリングツール

k

=>のAきなデータ+,の0いデータからで
も"#$でWX.の"いモデルをcdできるよ





３!

のモデルをとし


４にシステムFdをす

 モデルの
モデルをcdするため%






１!





wによりTl














!

#$



"


!

-



!%&' ()
*
%+,



３



mのqr

Vol. 6 No. 1p20098b



¡¢ソリューションY£

23

⫳᳇⊒↢㊂







ਥ⫳᳇ᑯ

⫳᳇⊒↢㊂




䉧䉴ൻἹ
⛎䈛䉖ᯏㅦᐲ

⍾ጀ᷷ᐲ

⍾ጀ᷷ᐲ

⛎䈛䉖ᯏㅦᐲ

Ἱౝ᷷ᐲ

Ἱౝ᷷ᐲ

ṁⲢἹ

ṁⲢἹ
䉧䉴ൻἹ

⍾ጀ᷷ᐲ

ㄟⓨ᳇㊂

ᓥ᧪䋺ᄙᄌᢙ䊝䊂䊦੍᷹ᓮ䋨㪊ജ㪊ജ䋩

４

࿁䋺◲ᤃ䊝䊂䊦੍᷹ᓮ䋨㪈ജ㪈ജ䋩

システム7

















５

"#

$の>

のデータをしたそのを５に す
をステップやランダムに

じん

のGHIJをKしたGHLが3MNOをPりQし
RSに?@してきたがTUはGHLのV<をWけ

したののデータ

ながらにXするY

をしこれよりモデルをしたモデルの

モデルのから45の?@までを

はモデリングツールをもちいて
は"#

!した５に

$のとあわせてした%&モデル

による%&'を

した

じん

をステップ

なGHIJのないZ[\が

<に9した:;は６に

!した

すとおりで

]１

カ^に_たない:;で?@ができているCDはG
HLがの`ab?@にFカ^かけて

!してい

にさせることでがしているが

たこととcdするとかなりのefgがhられる

したモデルでその()を*+に,-することが

これまでのijであったGHkおよび?@:;のl

できている

jがmnされたことから

 
103 t/d .の

たTpq9になるとr#されるプラントのstu
プラントにおいて/0モデル%

&を12する3$45を

!した

 6の78に9する:;

kなどをvまえた?@にwしても?@がo0になっ
たことでA:;で?@できるとxえる
 kのef

/0モデル%&<の=*の>つに?@:;
のABがあるCDのEFモデル%&は
24

への12がo0になっ

/0モデル%&を
を７に

z{|}ソリューション~

に12して45した

すPID は

じん

がyきく

Vol. 6 No. 120098




















  






 !"
# $%&









６

WXにした$%

７

©の

しているがモデルではそれが
れている

その

プ]^などの_`"#がであることをaけば9

であったじんの

:の PID とbじcdでパラメータWXをする



さ

によりがじんをする
!がなくなった

"#$%&に'(した)*

ことがVNである
モデルはむだ

%のある4や

+,の-./0にもよく12しており3

!=にefgのあるFGに6

4による56

jikFGとしたガスlmnの)*oじん4

む

す

が78できた

9:の;<モデル4にかわり１!=１
ABモデルDのモデリングツールをEDす
るとともにFGにFするH#IJKをモデリ
ングにLMさせるNをOけたことでにPす
るQRなSTJKがなくてもモデルのUがVNに
なるとともにモデリングやパラメータWXにし
%をYZに[\することができた

}C+センター プロセス}C+ 



Vol. 6 No. 120098u

i

pqの4へのrDをstしていきたい

び

>=を?@としたABモデル4をC+した

ていた

を+hする

ステッ


１uvwらxyz{|ソリューション}~モデル
に_づくガスlmnシステムVol.21u
p.47-532005u
２uらxシステム~ ガスlm
nにおけるモデルシステムのC+
Vol.178u

p.26-36,2004u
３uYらxシステム~モデル

Vol.465up.286-2932002u

{|プラント } 



¡}

yz{|ソリューション}~

¢uy£¤z¥ ,¦システム§¨¥ }§¨



25

