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…………………………………………… 出光石油化学 花熊克友
塩ビモノマプラントのコンベンショナル・アドバンストコントロール
……… 三菱化学 中西 勤／新宅忠勝／山本晋仁／山本義章
大規模なLPで結合されたモデル予測制御によるエチレンプラントの
生産量制御
…………………………………… 三菱化学 江本源一／黒瀬義弘
晶析プロセスのファジィ予測制御
……………………………………………… 旭化成工業 竹田照美
ポリエチレン重合プロセスにおける物性制御
……………………………………… 三井石油化学工業 松浦 淳
蒸留プロセスヘの簡易モデル予測制御の適用
……………………………… 三井東圧化学 村田知也／高木岳彦
アセトン反応プロセスヘの一般化予測制御の適用
………………………………………………… 三菱化学 宇田明史
多段反応系への進展予測制御の適用
……………………… トクヤマ 浜田淳一／鞆川克之／橋本芳夫
重合プロセスのMPCと動的シミュレーション
……………………… 三菱化学 米田 稔／薮亀恭明／矢野邦久
アルコール蒸留塔および廃液処理工程へのむだ時間補償制御の適用
…………………………… 協和発酵工業 二本松信幸／日高寛真
DMC適用における安全対策技術とヒューマンインタフェース
……………………… 三菱化学 村外敬助／馬場岳彦／石川昭夫
●セメントプロセスへの適用
セメント製造プロセスにおけるPID制御の自動調整
………………………………… 秩父小野田 相沢健実／武智伸夫
ホッパレベルの状態予測制御
…………………… 秩父小野田 武智伸夫／相沢健実／中瀬一彦
多目的計画法によるセメント原料調合の最適化制御
…………………………………… 宇部興産 三隅正機／丸山昌宏
●水処理プロセスへの適用
タンクモデルを用いたダム流入量予測制御
…………………………………………… 山口県企業局 国弘俊二
………………………………………………… 富士電機 窪田真和
ファジィ適応制御による下水ポンプ所の自動化とその効果
………………………………………… 東京都下水道局 石川邦夫
………………………………… 東京都下水道サービス 貞廣徳久
………………………………… 富士電機 伊藤 修

下水処理場における余剰汚泥量と反応時間の安定制御
…………………………………………… 新南陽市役所 中司哲朗
雨水流入量予測によるポンプの最適運転
…………………………… 東京都下水道局 荻島美住／岩崎恭士
浄水場安定運転への最適化注入制御の適用
…………………………………………… 横浜市水道局 長野吉和
●エネルギープラントへの適用
LNG気化器への制御定数スケジューリング付PID 制御の適用
…………………………………… 東京ガス 温井一光／荒川正裕
エネルギー最適化運転へのGPCの適用
……………………………… 出光石油化学 藤井憲三／野坂正昭
火力発電プラントにおける蒸気温度予測制御の適用
……………………………………………… 東京電力 相川一二三
……………………………………… 石川島播磨重工業 井上敏男
酸素プラント発生量変更制御へのモデル予測制御の適用
………………………………………………… 川崎製鉄 吉原孝次
●空調制御への適用
燃料電池コ・ジェネレーション熱源システムの最適制御 ………
………………………………………………… 大阪ガス 西田 正
…………………………… 山武ハネウエル 橋本重行／向井俊雄
家庭用ガスエアコンの最適レギュレータ制御
………………………………… 東京ガス 中山香奈子／古川秀樹
●メカニカル制御への適用
H∞制御に基づく口一ル駆動系軸ねじり振動抑制制御
……………………………………………… 新日本製鉄 星野毅夫
製錬工場・自動クレーンヘのファジィ振れ止め・位置決め制御の適用
…………………………………………… 日比共同製錬 草野峰晴
………………………………………… 川鉄マシナリ一 入江康文
………………………………………………… 富士電機 小池延幸
……………………………………… 富士ファコム制御 右田博久

制御目的別索引
■外乱変動への対応
化学反応を伴う蒸留工程でのバッチ制御
ワンループコントローラによるプログラム制御

大規模な LP で結合されたモデル予測制御によるエチレンプラン
トの生産量制御

加熱炉におけるフィードフォワード制御の適用

晶析プロセスのファジィ予測制御

セメント原料仕調工程におけるギャップ付 PID 制御

ポリエチレン重合プロセスにおける物性制御

ボイラ最適運転のためのフィードフォワード制御

多段反応系への進展予測制御の適用

事業用ボイラにおける多変数制御

DMC 適用における安全対策技術とヒューマンインタフェース

ヒータドレン水位制御におけるフィードフォワードの適用

ファジィ適応制御による下水ポンプ所の自動化とその効果

燃焼制御におけるダブルクロスリミットの適用

エネルギー最適化運転への GPC の適用

連続亜鉛メッキラインにおけるフィードフォワード制御

火力発電プラントにおける蒸気温度予測制御の適用

厚板圧延機の適応制御

家庭用ガスエアコンの最適レギュレータ制御

カルマンフィルタを用いた状態推定による空調制御
廃水処理プロセスヘのサンプリング制御の適用

■相互干渉の除去

浄水場薬注制御におけるギャップ付サンプル値 PI の適用

蒸留塔における非干渉化制御

ごみ焼却炉における多変数制御

抄紙機 B-M 計におけるサンプル値 PI 制御

石灰乳液添加装置における混合制御

事業用ボイラにおける多変数制御

プロセスガスクロを用いた化学反応プロセスのディジタル制御

ヒータドレン水位制御におけるフィードフォワードの適用

分解炉低 O2 燃焼運転における簡易フィードフォワード制御

加熱炉における多変数制御の適用

樹脂塔へのプログラム制御の適用

カルマンフィルタを用いた状態推定による空調制御

蒸留塔におけるサンプリング形フィードバック制御

ごみ焼却炉における多変数制御

蒸留塔における可変ゲイン制御

多変数制御による原料空気圧縮機のサージング防止

マイコン DDC によるトンネルキルンの温度制御

プロセスガスクロを用いた化学反応プロセスのディジタル制御

連続鋳造設備におけるモールド内溶鋼レベル制御

石油精製プラントヘのアドバンストコントロールの適用

可変ゲインを備えた連鋳モールドレベル制御

蒸留塔におけるサンプリング形フィードバック制御

連鋳タンディッシュ重量バンド幅制御

連鋳タンディッシュ重量バンド幅制御

連続鋳造設備における鋳込み制御

エナメル線製造炉の多変数制御

加熱炉空燃比制御における最適レギュレータの適用

非干渉制御方式のガス混合制御系への適用

鉄鋼加熱炉へのフィードフォワード制御の適用

石油化学工場におけるアドバンストコントロール

厚板圧延におけるレーザスラブ幅計による板幅制御

電解槽プロセスヘの「IDCOM」制御の適用

カルマンフィルタを用いたボイラの蒸気温度予測制御

大型 PSA 水素製造設備におけるアドバンスト制御

重油灰焼却炉における非線形ゲイン制御

カルマンフィルタを用いた熱延工程の高精度巻取温度制御

ガス混合設備における最適レギュレータ

非干渉制御理論を適用した形鋼仕上圧延機の自動厚み制御

汚水ポンプ制御における最適レギュレータの適用

ごみ焼却工場における分散型 DDC の適用

PC タンク循環水のオートセレクト制御

可変ゲイン方式を用いた配水の圧力・流量制御

石油化学工場におけるアドバンストコントロール

多変数予測制御による製油所オフサイトのブレンド制御

連続重合反応器の予測制御

製油所コークス・キルンの多変数予測制御

蒸留塔におけるアドバンスト形フィードフォワード制御

晶析プロセスのファジィ予測制御

連続重合反応プラントの数学的モデルによる監視・コントロール

DMC 適用における安全対策技術とヒューマンインタフェース

グルタチオン発酵プロセスの糖供給速度制御

ファジィ適応制御による下水ポンプ所の自動化とその効果

大型 PSA 水素製造設備におけるアドバンスト制御

エネルギー最適化運転への GPC の適用

連続焼鈍処理設備における加熱炉板温の適応制御

火力発電プラントにおける蒸気温度予測制御の適用

棒鋼加熱炉における最適燃焼制御

酸素プラント発生量変更制御へのモデル予測制御の適用

密閉型転炉排ガス回収設備における炉圧制御
ボイラ設備への目標値フィルタ形 2 自由度 PID 制御の適用

■むだ時間対策

サブボイラ ACC における 2 自由度 PID 制御の適用

反応塔へのプログラム制御の適用

エキスパートシステムによる自家用発電タ一ビンの自動制御

燃焼炉へのサンプル値 PI 制御の適用

ごみ焼却工場における分散型 DDC の適用

ホッパレベル制御における O.J.Smith 式の適用

排煙脱硫装置における最適化制御

抄紙機 B-M 計におけるサンプル値 PI 制御

可変ゲイン方式を用いた配水の圧力・流量制御

フリーネス制御におけるサンプル値 PI の適用

連鋳モールドレベル制御への現代制御理論の適用

M ガス・カロリー制御におけるスミス法の適用

連鋳モールド内湯面レベル制御への H ∞理論の適用

連続亜鉛メッキラインにおけるフィードフォワード制御

PLS 法を用いた蒸気圧測定とそのモデル予測制御への適用

廃水処理プロセスヘのサンプリング制御の適用

灯軽油脱硫装置の過渡状態におけるニューロ制御

浄水場薬注制御におけるギャップ付サンプル値 PI の適用

水素化精製装置へのファジィ制御の適用

汚泥焼却炉における伝達関数指定法の適用

製油所コークス・キルンの多変数予測制御

ごみ焼却炉における多変数制御

制御目的別索引
反応塔における温度パターン制御

連続鋳造設備における鋳込み制御

プロセスガスクロを用いた化学反応プロセスのディジタル制御

オートチューニング機構を備えた連続焼鈍ライン加熱炉板温制御

ワンループ DDC によるバッチ反応器の反応温度制御

エナメル線製造炉の多変数制御

樹脂塔へのプログラム制御の適用

テーブルデータ処理方式による小形ボイラの空燃比制御

石油精製プラントへのアドバンストコントロールの適用

FDF 可変速化による小型ボイラの低 O2 制御

蒸留塔における可変ゲイン制御

連続重合反応器の予測制御

スミス法による微粉炭ビン重量制御

蒸留塔におけるアドバンスト形フィードフォワード制御

原料成分制御における移動平均モデルの適用

界面活性剤中和工程における非線形制御

仕上ミルにおけるサンプル値 PI 制御

アクリル樹脂製造工程での発熱反応のバッチ制御

焼結工場におけるアドバンストコントロール

エチレンプラントにおけるスチームスーパーヒータの燃焼制御

連鋳タンディッシュ重量バンド幅制御

電解槽プロセスヘの「IDCOM」制御の適用

加熱炉における O2 制御

連続焼鈍処理設備における加熱炉板温の適応制御

汚水ポンプ制御における最適レギュレータの適用

AR モデルによる NSP キルンの多変数制御

都市ガスの送出圧力制御におけるスミス法の適用

ボイラ設備への目標値フィルタ形 2 自由度 PID 制御の適用

エチレンプラントにおけるスチームスーパーヒータの燃焼制御

ボイラ負荷配分制御への目標値 FF 形 PID 制御の適用

電解槽プロセスヘの「IDCOM」制御の適用

同期発電機の多変数最適制御

大型 PSA 水素製造設備におけるアドバンスト制御

可変ゲイン方式を用いた配水の圧力・流量制御

焼結鉱の均一焼成速度制御

マイコン DDC による半導体工場の空調制御

誘導加熱コーティングラインにおける温度制御

水素化精製装置へのファジィ制御の適用

たばこ製造工程でのスミス法を用いたPIDオートチューニングコ

バッチ重合反応器の繰り返し学習制御

ントローラの適用
データベースによるアイスクリーム製造ラインのバッチ制御
熱風炉向けガス混合工程への比率演算設定制御方式の適用
連続溶融亜鉛メッキラインの最適板温制御

塩ビモノマプラントのコンベンショナル・アドバンストコント
ロール
大規模な LP で結合されたモデル予測制御によるエチレンプラン
トの生産量制御

高炉炉頂温度制御へのファジィ理論の適用

蒸留プロセスヘの簡易モデル予測制御の適用

大規模な LP で結合されたモデル予測制御によるエチレンプラン

アセトン反応プロセスヘの一般化予測制御の適用

トの生産量制御

セメント製造プロセスにおける PID 制御の自動調整

ポリエチレン重合プロセスにおける物性制御

ホッパレベルの状態予測制御

アセトン反応プロセスヘの一般化予測制御の適用

下水処理場における余剰汚泥量と反応時間の安定制御

多段反応系への進展予測制御の適用

LNG 気化器への制御定数スケジューリング付 PID 制御の適用

アルコール蒸留塔および廃液処理工程へのむだ時間補償制御の適
用

DMC 適用における安全対策技術とヒューマンインタフェース

エネルギー最適化運転への GPC の適用
火力発電プラントにおける蒸気温度予測制御の適用

H ∞制御に基づくロール駆動系軸ねじり振動抑制制御

セメント製造プロセスにおける PID 制御の自動調整
ホッパレベルの状態予測制御

■速応性の向上

下水処理場における余剰汚泥量と反応時間の安定制御

化学反応を伴う蒸留工程でのバッチ制御

LNG 気化器への制御定数スケジューリング付 PID 制御の適用

ボイラ最適運転のためのフィードフォワード制御

エネルギー最適化運転への GPC の適用

ヒータドレン水位制御におけるフィードフォワードの適用

火力発電プラントにおける蒸気温度予測制御の適用

燃焼制御におけるダブルクロスリミットの適用
連続亜鉛メッキラインにおけるフィードフォワード制御

■安定化 （減衰特性の改善）
蒸留塔におけるフィードフォワード制御の適用

シングルループコントローラによる装置チャージシステムの改善
例

化学反応を伴う蒸留工程でのバッチ制御

多変数制御による原料空気圧縮機のサージング防止

濃縮缶におけるフィードフォワード制御

プロセスガスクロを用いた化学反応プロセスのディジタル制御

燃焼制御におけるダブルクロスリミットの適用

石油精製プラントへのアドバンストコントロールの適用

ホッパレベル制御における O.J.Smith 式の適用

焼結工場におけるアドバンストコントロール

連続鋳造におけるタンディッシュ重量制御

オートチューニング機構を備えた連続焼鈍ライン加熱炉板温制御

プロセスガスクロを用いた化学反応プロセスのディジタル制御

エナメル線製造炉の多変数制御

冷水塔ファンのフィードフォワード制御

舶用ボイラ ACC におけるフィードフォワード制御

石油精製プラントへのアドバンストコントロールの適用

重油灰燃焼炉における非線形ゲイン制御

蒸留塔におけるサンプリング形フィードバック制御

ガス混合設備における最適レギュレータ

蒸留塔における可変ゲイン制御

汚水ポンプ制御における最適レギュレータの適用

蒸留塔における閉ループ形PIDオートチューニングコントローラ

連続重合反応器の予測制御

の適用
連鋳タンディシュ重量バンド幅制御

連続重合反応プラントの数学的モデルによる監視・コントロール
エチレンプラントにおけるスチームスーパーヒータの燃焼制御

制御目的別索引
電解槽プロセスヘの「IDCOM」制御の適用

連続焼鈍処理設備における加熱炉板温の適応制御

連続焼鈍処理設備における加熱炉板温の適応制御

棒鋼加熱炉における最適燃焼制御

非干渉制御理論を適用した形鋼仕上圧延機の自動厚み制御

誘導加熱コーティングラインにおける温度制御

鋼片工場クロークレーンの最短時間振れ止め制御

市乳プロセスヘのシーケンス／ DDC 制御の適用

誘導加熱コーティングラインにおける温度制御

データベ－スによるアイスクリーム製造ラインのバッチ制御

データベースによるアイスクリーム製造ラインのバッチ制御

微粉炭ボイラの燃焼制御

熱風炉向けガス混合工程への比率演算設定制御方式の適用

エキスパートシステムによる自家用発電タービンの自動制御

ボイラ設備への目標値フィルタ形 2 自由度 PID 制御の適用

連続溶融亜鉛メッキラインの最適板温制御

ボイラ負荷配分制御への目標値 FF 形 PID 制御の適用

ファジィモデルを用いた連続溶融亜鉛メッキ設備の付着量制御

ごみ焼却工場における分散型 DDC の適用

灯軽油脱硫装置の過渡状態におけるニューロ制御

排煙脱硫装置における最適化制御

水素化精製装置へのファジィ制御の適用

連鋳モールドレベル制御への現代制御理論の適用

製油所コークス・キルンの多変数予測制御

連続溶融亜鉛メッキラインの最適板温制御

バッチ重合反応器の繰り返し学習制御

バッチ重合反応器の繰り返し学習制御

廃水タンク液面制御への単純適応制御の適用

ポリエチレン重合プロセスにおける物性制御

塩ビモノマプラントのコンベンショナル・アドバンストコント

セメント製造プロセスにおける PID 制御の自動調整

ロール

ホッパレベルの状態予測制御

蒸留プロセスヘの簡易モデル予測制御の適用

雨水流入量予測によるポンプの最適運転

セメント製造プロセスにおける PID 制御の自動調整

LNG 気化器への制御定数スケジューリング付 PID 制御の適用

タンクモデルを用いたダム流入量予測制御

エネルギー最適化運転への GPC の適用

エネルギー最適化運転への GPC の適用

火力発電プラントにおける蒸気温度予測制御の適用

家庭用ガスエアコンの最適レギュレータ制御

H ∞制御に基づくロール駆動系軸ねじり振動抑制制御

■ダイナミックレンジヘの適応
■操業条件の切替／最適化
反応塔へのプログラム制御の適用
セメント原料仕調工程におけるギャップ付 PID 制御

蒸留塔における閉ループ形PIDオートチューニングコントローラ
の適用
厚板加熱炉におけるワイドレンジ制御

抄紙機 B-M 計におけるサンプル値 PI 制御

舶用ボイラ ACC におけるフィードフォワード制御

ボイラ最適運転のためのフィードフォワード制御

PC タンク循環水のオートセレクト制御

事業用ボイラにおける多変数制御

新東京国際空港におけるハイドラント圧力制御システム

燃焼制御におけるオーバライド制御

石油化学工場におけるアドバンストコントロール

厚板圧延機の適応制御

大型 PSA 水素製造設備におけるアドバンスト制御

カルマンフィルタを用いた状態推定による空調制御

カルマンフィルタを用いた熱延工程の高精度巻取温度制御

活性汚泥プロセスにおけるバッチ制御

誘導加熱コーティングラインにおける温度制御

下水処理プロセスに適用したカルマンフィルタ

密閉型転炉排ガス回収設備における炉圧制御

浄水場薬注制御におけるギャップ付サンプル値 PI の適用

サブボイラ ACC における 2 自由度 PID 制御の適用

粒状洗剤前処理工程への DDC 制御の適用

灯軽油脱硫装置の過渡状態におけるニューロ制御

プロセスガスクロを用いた化学反応プロセスのディジタル制御

廃水タンク液面制御への単純適応制御の適用

ワンループ DDC によるバッチ反応器の反応温度制御

重合プロセスの MPC と動的シミュレーション

分散型 DDC によるバッチ反応プロセスの制御

多目的計画法によるセメント原料調合の最適化制御

硬化槽におけるバッチ制御
麦汁冷却におけるバッチ制御

■動特性変化への適応

石油精製プラントヘのアドバンストコントロールの適用

M ガス・カロリー制御におけるスミス法の適用

可変ゲインを備えた連鋳モールドレベル制御

連続亜鉛メッキラインにおけるフィードフォワード制御

オートチューニング機構を備えた連続焼鈍ライン加熱炉板温制御

厚板圧延機の適応制御

カルマンフィルタを用いたボイラの蒸気温度予測制御

カルマンフィルタを用いた状態推定による空調制御

汚水ポンプ制御における最適レギュレータの適用
新東京国際空港におけるハイドラント圧力制御システム

■状態推定

石油化学工場におけるアドバンストコントロール

蒸留塔におけるフィードフォワード制御の適用

連続重合反応器の予測制御

化学反応を伴う蒸留工程でのバッチ制御

アクリル樹脂製造工程での発熱反応のバッチ制御

加熱炉におけるフィードフォワード制御の適用

エチレンプラントにおけるスチームスーパーヒータの燃焼制御

ヒータドレン水位制御におけるフィードフォワードの適用

グルタチオン発酵プロセスの糖供給速度制御

加熱炉における多変数制御の適用

電解槽プロセスへの「IDCOM」制御の適用

カルマンフィルタを用いた状態推定による空調制御

大型 PSA 水素製造設備におけるアドバンスト制御

下水処理プロセスに適用したカルマンフィルタ

多目的プラントでのモジュール化によるバッチ制御

