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1. はじめに

地球環境および資源枯渇の観点から，現在ほどエネル

ギー有効利用化促進の重要性が強く認識された時代はか

つてない.数億年という気の遠くなるような年月をかけ

て造り出された石油資源の現時点での確認埋蔵量は，富

土山をマスとして計れば約 1/5 杯弱といわれている.こ

の再生不能で貴重な資源を，現代文明は今後46年間とい

うすさまじい勢いで使い切ろうとしていることを例示す

れば，上記の重要性は明白であろう.太陽や風力をはじ

めとして，各種新および代替エネルギーに関する技術開

発も積極的にすすめられている.しかしながら，現時点

で‘地球にやさしく，経済的かっ安全な理想的エネルギー

供給技術のスーパー・スターを，われわれが手にしてい

るわけではない.

このような状況の中で，現実に実行可能なエネルギー

有効利用技術の代表例として， コージェネレーション・

γステム (CGS)が最近世界的に注目を集めている. C 

GSは熱電併給システムと訳されているように，ガスエ

ンジンやガスタービン等の熱機関の軸出力で発電機を駆

動して発電を行なうとともに，その際発生する排熱を冷

暖房・給湯・蒸気等の熱供給にカスケード的に積極的に

有効利用する技術である.上記熱機関の他に，ディーゼ

ルエンジンや燃料電池等でシステムを構成することもで

きるが，スイスでは原子力プラントの排熱を産業用に利

用するシステムも現実に稼働している.大型の火力発電

プラントにおける熱効率は現在高々 40%程度であり. 60 

%の熱が廃熱として自然界に無駄に放出されている. C 

GSは，無駄に捨てられた熱を有効利用していこうとす

るきわめて自然、の理にかなった考え方に立ち，システム

をうまく構成すると総合熱効率を60-80%まで飛躍的に

高めることが可能となる.

このように. CGS は既有の要素技術をうまく結合し
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てシステム全体としてエネルギーの有効利用化をはかつ

ていこうとする技術であり，システム技術の果たす役割

が特に重要となっている.しかしながら，実際のシステ

ムの設計や運用計厨段階においては，後述するようにき

わめて複雑な多数の因子を総合的に考察してし、く必要が

あり，必ずしも十分なエネルギー有効利用化が達成され

ているわけではなし重要な研究課題となっている.こ

のような複雑なシステムの設計および運用計画問題に対

し，合理的かつ一般性に富む方法論を構築していくうえ

で.OR学会にも深い関連性をもっシステム工学的アプ

ローチの重要性が浮かびあがってくる.

以下では経済性と省エネルギー性に富むCGS をL 、か

に構築し，運用を行なっていくかと L、う問題に対し，最

適化手法にもとづくーアプローチを紹介しよう.

2. 最適計画法

2.1 計圏問題の概要

CGSは，基本的に多入力・多出力系である.入力と

しては一般商用電力・都市ガス・石油等であるが，前二

者のユーティリティ料金体系は複雑で，季節および時刻

により変動する従量料金と基本料金を考慮する必要があ

る.出力は電力・冷房・暖房・給湯・蒸気等であるが，

これらの需要量は，年間を通じて時々刻々複雑に変動す

るものであり，システムとしてフレキシプルな対応が要

求される.また，入出力開のエネルギ一変換プロセスに

おいては，変換効率の非線形性，機器規模による特性変

化，ガスターピン等の外気温の影響による効率変化，な

らびに構成機器の運転に伴う補機動力の発生をはじめと

する電気と熱の問の非常に複雑な関連性等を考慮してい

く必要がある.システムの設計計画においては，上述の

諸因子を考慮した短期的なシステムの運用方策とともに

長期的な観点から省エネルギー性や経済性の評価を行な

いながらシステム構成等の計画立案を行なってし、く必要

がある.上記設計計画問題に対し，筆者らは非線形計画

法，混合整数計画法，ペナルティ法を有機的に統合した

最適化法を提案し，求解のためのアルゴリズムを開発し
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図 1 コージェネレーション・システムの経済性へ

の影響因子

た[1-3].その結果，省エネルギー性や経済性に優れた

システム計画を合理的に行なうことが可能になった.以

下では，その手法の概略と，ガスエンジン・システムに

対する検討事例を通じて，最適化の効果および手法の有

効性について簡単に述べよう.

2.2 設計計圏に対する影容因子

CGS の設計計画における評価指標としての経済性や

省エネルギー性は，前述のように多くの因子によって影

響を受ける.図 1 は， (a) システム， (防入力エネルギー，

(c)出力エネルギー， (d)エネルギー管理， (e)環境に大別し

て影響因子を示したものである.ここでは， e印をつけ

た因子を設計与条件として， 0印をつけたものを決定す

べき設計項目として，また⑤印をつけたものを設計項目

から付随的に決定される設計特性としてそれぞれ考慮し

設計計画問題を考察する.すなわち，与えられた機器構

成，ユーティリティ料金体系(燃料単価)，およびエネル

ギー需要に対して，機器運用方策を考慮しながら，機器

容量およびユーティリティ最大契約量を最適に決定する

問題について考察する.以下では，機器容量およびユー

ティリティ最大契約量を総称して，一般的に機器規模と

呼ぶ.

2.3 最適計画問題の構成

長期的経済性の観点から年間総経費の最小化を設計目

的とする.年間総経費は年価法によって年開設備費と年

間運用費の和として求められる.ここで、は，各構成機器
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の初期設備費を容量の関数として表わし，年間設備費を

評価する.一方，年間運用費をユーティリティ基本料金

とユーティリティ従量料金(燃料費)の和として算定す

る.また従量料金は，年間の機器運用方策にもとづいて

決定されるユーティリティ消費量(燃料消費量)から算

定される.

制約条件としては，運用計画と同様に，年聞に何回か

設定された代表日における各時間のエネルギー需要に対

して，各構成機器の性能特性を表わす入出力関係，各エ

ネルギー・フローについてエネルギー・パランスおよび

需給関係を考慮する必要がある.

設計変数は，機器規模および各代表日における各時間

の機器運用方策を表わす変数である.機器運用方策は，

運転・停止条件に対応する 0-1 整数変数と負荷レベル

に対応する連続変数によって表わす.

2.4 ペナルティ法による階層的決定法

2.2 節で述べたように，設計計画問題は，運用計画を

含めて検討する必要があり，複雑かつ大規模な問題とな

る.特にエネルギー需要の季節的・時間的変動を考慮す

れば設計変数や制約条件の数が莫大なものになり，実用

的な計算時間で最適解を導出することがきわめて難しく

なる.そこで本研究ではベナルティ法を導入し，機器規

模と機器運用方策を階層的に決定する.

図 2 は最適化計算の流れを示したものである.上位レ

ベルにある機器規模の決定に関しては， 2.3 節で述べた

制約条件を陽表的に考慮せず，機器規模を表わす設計変

数の上・下限制約と，下記の仮想的エネルギーを発生さ

せないための制約条件のみをもっ非線計画問題として考

慮し，目的関数である年間総経費を最小化するように設

計変数の最適値を探索する.下位レベルでは，探索の各

段階で与えられた機器規模のシステムに対して最適運用

計画法にもとづき機器運用方策を決定し，従量料金を評

価する.このとき，システムの実在するエネルギーの流

れのほかに仮想的エネルギーの流れを加え， \，、かなるシ

ステムもエネルギー需要を仮想的に満足するようにさせ

る.ただし，仮想的エネルギーが発生する場合には従量

料金にペナルティを課し，できるかぎり発生しないよう

Iこする.

ペナルティ法の導入により，同時に考慮すべき設計変

数や制約条件の数はきわめて少なくなり，機器規模およ

び機器運用方策を効率よく決定できる.ここでは，上位

レベルの非線形計画問題の解法として逐次線形計画法な

どを適用する.また下位レベルの運用計画問題を混合整
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非線形昔f同問題

混合整数線形計画問題

機器容量およびユーテ
イリティ最大契約量

討事例における設計計画の対象とす

る.図 3 において，機器記号は BG:

ガスポイラ， EP: 受電設備， GG: 

ガスエンジン発電機， PC , PH , P 

W: ポンプ， RD 放熱器， RG: ガ

ス吸収冷温水機， RW: 温水吸収冷凍

機をそれぞれ表わす.実線は温水，一

点鎖線は電力，二点鎖線は冷水，破線

は都市ヵ・スの流れをそれぞれ表わす.

また太い矢印は仮想的エネルギーの流

れである.

ここでは，ガスエンジン発電機，温

水吸収冷凍機，ガス吸収冷温水機，ガ

図 2 ベナルティ法による機器規模および機器運用方策の階層的決定法 スポイラ，および放熱器の各機器の容

数線形計画問題として定式化し，その解法として分枝限

定法を採用する.

3. ガスエンジン・システムに対する

検討事例

3. 1 対象システム

図 3 に示すガスエンジンを原動機とする CGS を，検

ロ:補機

量と，電力および都市ガスの最大契約

量を設計計画における設計変数として考慮する.

3.2 入力データ

数値計算例として，ホテルへのCGS導入計画を考察

し，最適化の効果について検討を加える.検討対象とし

た延床面積 20000 n1のホテルに対して各月に 1 代表目を

設定し，各代表日について 1 時間ごとに24時間のエネル

ギー需要を推定する.それらの前提条件の下に， CGS 

廃業熱

Qd; ,p 

暖房需要
Qhd 

給湯需要
Qwd 

図 3 エネルギー・フロー図
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D 

システム コージェネレーション・システム 従来システム

規 撲 最 適| 非最適

運用方策 最 適|最 適 |電力追従
ガスエンジン発電機 kW  478 750 750 

温水吸収冷凍機 Mcal/h 308 697 697 

機器容量 ガス吸収冷温水機(冷房時) Mcal/h 824 435 435 1, 134 

ガスボイラ Mcal/h 484 922 922 922 

放熱器 Mcal/h 344 996 996 

c 
各検討ケースにおける機器容量およびユーティ lリティ最大契約量

A 1. B λ 

表 1

ケ

片子l」トlI'9;708 k W  

Nm3/h 

電力

都市ガス

ユーティリティ

最大契約量

Eコ従量料金
fZZI基本料金
E調設備費

192 

2.0 
XI08 

1.5 
年
間
総
経
費
円
/
年

の経済的メリットを， tァ)CGS の導入，付)機器運用方策

の最適化，ゆ)機器規模の最適化による各メリットに区別

して評価するために，次の 4 ケースについて数値計算を

実行した.ただし，各種機器の設置台数をすべて 1 台と

する.

1.0 

0.5 

。

年間総経費およびその内訳の比較

する.ケースAは適切な規模の CGS の導入によって，

設備費がケース B ， C に比較して小さく，また従量料金

もケース B とほぼ同程度となっており，年間総経費がさ

らに減少する.ケース C と D ， B と C ，およびA と B の

差は，それぞれ 3.2 節で述べた肘-(ウ)の経済的メリット

によるものである. これから，単にCGS の君事入だけで

はなく，本手法にもとづく合理的な設計計画および運用

計画によって経済的メリットをさらに引き出せることが

わかる.

日本コージェネレーション研究会の調査によれば，平

成 4 年 3 月末時点におけるわが国のコージェネレーショ

ン・システムの総発電容量は225万kWに至っており，今

後も民生用および産業用に積極的に導入されていくこと

が予想されている. このような情況下で，ここで・述べた

方法論にもとづくシステム設計計画の立案および実プラ

ントの運用事例も漸増しており，省エネルギー性や経済

ぴす

図 4

む4. 

ケース A: 機器規模および機器運用方策を最適化する C

GS 

ケース B: 機器運用方策のみを最適化する非最適規模の

CGS 

ケース C: 機器運用方策として電力追従方式を採用する

非最適規模の CGS

ケース D: ガス吸収冷温水機およびガスボイラから構成

される従来、ンステム

3.3 結果およびラ考察

表 1 は，ケース Aについて最適決定された機器容量と

ユーティリティ最大契約量を，また，ケース B-Dにつ

いて仮定されたそれらの値を示したものである.ケース

B, Cではガスエンジン発電機の容量を電力最大需要量

の70%として仮定したのに対し，ケースAでは45%に最

適決定されている.すなわち，ケース B ， C ではガスエ

ンジン発電機の容量が過大となっている.

図 4 は，各ケースについて目的関数である年間総経費

とその内訳を示したものである.ケースDは従来システ

ムのため設備費が小さいが，電力最大契約量が大きくユ

ーティリティ基本料金も大きい.またユーティリティ従

量料金もかなり大きくなる.ケース CはCGS の導入に

より電力最大契約量を小さくできるが，大きな設備投資

が必要である.またエネルギー有効利用によって，従量

料金はケース Dに比較しでかなり減少する.ケース B に

関しては，設備費および基本料金はケース C と同様であ

るが，運用方策の柔軟性のために従量料金はさらに減少
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性向上に 1 つの指針を与えることを期待したい.設計計

画段階における本手法にもとづく具体例として，地域冷

暖房システムをはじめとしていくつかの検討事例をあげ

ることができる.また，実プラントの運用段階では，東

京都心地区の大規模地域冷暖房システムにおける最適運

転支援システムの構築や，ホテルにおける燃料電池シス

テム等の民生用プラントにおける実証試験をはじめ，ガ

スタービン 2 基を導入した化学プラント工場，最新鋭ビ

ール醸造工場を含む産業用プラント等をあげることがで

きる.さらに， ワーグステーション・レベルでの汎用計

画支援システムの開発も進展しており，今後本手法にも

とづいた種々のエネルギー有効利用に向けての波及効果

が長期的に期待される.
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