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プロセス産業の操業の現場において，製品品質のリアルタイム推定・高度制御・運転条件最適化などのプラン

トモデルを用いたアプリケーションの重要性が増してきている。プラントモデルを用いたアプリケーションは，

適正に利用すれば効果の大きいアプローチであるが，プラントモデルの構築と運用は決して容易な作業ではない。

外れ値の除去，モデル構造の決定，入力因子選定やダイナミクスの次数決定など，エンジニアはプラントモデル

構築時に多くの事項を検討する必要がある。またプラントモデルは，触媒・装置の劣化・交換，生産する銘柄の

変更などに伴い劣化していくため，劣化を速やかに検出し，モデルを再構築しなければならない。これらの状況

から，プラントモデルを用いたアプリケーションを活用するためには，利用者の負担が大きいのが現状である。

そこで我々は，プラントモデル構築にかかる作業を確率的モデルの枠組みで定式化することで，プラントモデル

構築を効率的に行う方法を開発した。開発した手法により，従来エンジニアが行っていたモデル構築作業の一部

を数値計算問題として扱うことができ，効率的なプラントモデルのエンジニアリングが可能となる。本稿ではそ

の概要と数値実験の結果を示す。

In the process industries, applications based on plant models such as real-time estimation 
of product properties, advanced process controls, and optimization of operating conditions are 
becoming more important for improving plant operations. Although the solutions based on plant 
models are very effective, development and maintenance of plant models are not easily achieved. 
Engineers need to resolve many issues, for example, removal of outliers and selection of model 
structures, input variables and the order of dynamics. In addition, because plant characteristics 
change over time, it is necessary to validate and reconstruct current plant models. To overcome 
these difficulties, Yokogawa has developed a new efficient plant modeling method. Its key idea 
is that of formulating a modeling procedure applying probabilistic models, and of dealing with 
parts of the procedure as problems of numerical calculations. This paper introduces an overview 
of the method and gives the results of its numerical experiments.

1. はじめに

近年，プロセス産業の操業の現場においてプラントモ
デルを用いたアプリケーションの重要性が増してきてい
る。例えば，製品品質をリアルタイムで予測するソフト
センサ，プラントを効率よく，かつ安定的に動作させる
高度制御，原料コスト・環境負荷などを削減するための
適正な運転条件を決定するリアルタイム最適化，などい
ずれもその核にはプラントモデルがある。めまぐるしく
変化する経済環境の中で，競争力のあるプラント操業を
行っていくためには，プラントモデルを用いたアプリケ
ーションは極めて有効なツールである。

プラントモデルを用いたアプリケーションは，適正に

利用すれば効果の大きいアプローチであるが，プラント
モデルの構築と運用は決して容易な作業ではない。プラ
ントモデル構築に関する代表的な問題の１つとしては，
外れ値の除去が挙げられる。外れ値とは，プラントにお
いて観測される異常な測定値のことを指す。その原因と
しては，サンプリングラインにおける外乱，あるいはデ
ータベースへの入力ミスなど多岐にわたっている。図 1
は外れ値を含むデータに対して，ニューラルネットワー
ク型の非線形モデリング手法を適用し，モデリングが上
手くいかなかった例である。反応系を含む化学プロセス
などは一般に非線形な特性を示すことが知られており，
非線形モデリング手法を適用することは自然である。し
かし，データに外れ値が含まれる場合に，外れ値を適切
に除去しないままモデリングを行ってしまうと，外れ値
の影響を受け，モデルが正しく同定できない場合がある。
非線形モデリングを行う際には，モデル構造の決定に目

23 69

*1 イノベーション本部 研究開発部



確率的モデルを用いた効率的なプラントモデルのエンジニアリング

横河技報 Vol.56 No.2 (2013) 2470

がいってしまうが，各サンプルが合わせこむべきデータ
なのかどうかを，注意深く検討する必要がある。この他
にも，入力因子選定問題やダイナミクスの次数決定問題
など，エンジニアはプラントモデル構築時には多くの事
項を検討しなければならない。

図 1 非線形モデリングに失敗する例

また，文献 (1) において議論されているように，プラン
トモデルの導入以後に発生するプラントモデルの劣化は
実用上の課題の１つである。劣化は，触媒・装置の劣化・
交換，生産する銘柄の変更などに伴う運転条件の変更な
ど，プラントの変化に従って発生し，常に起こり得る問
題である。劣化を速やかに検出するという技術的な課題
もあるが，劣化を検出した後には，プラントモデルを再
構築しなければならない。この時に再び，プラントモデ
ル構築の負担が発生することになる。

横河電機では，プラントモデルを用いたアプリケーシ
ョンを効果的かつ簡易に利用できるようにするための技
術開発に取り組んでいる。本稿では，その１つとして，
確率的モデルを用いたプラントモデル構築の効率化への
試みについて紹介する。

確率的モデルとは，従来の確定的モデルと相対する概
念である。従来，確定値として扱われていたモデルパラ
メータを確率変数と見なし，各確率変数のデータ観測後
の事後確率分布を計算することで，モデルパラメータを
推定する。モデルパラメータが確率変数であるというこ
とは，多様なモデルの可能性を，それぞれ確率という重
みをもって同時に考慮するということであり，起こりう
るモデルを網羅的に検討することになる。

確率的モデルの適用範囲は，回帰係数のようなモデル
パラメータのみに留まらず，ダイナミクスの次数といっ
たモデルの構造的なパラメータ，入力変数選択，さらに
は各サンプルの外れ値判定などにも及ぶ。プラントモデ
ル構築にかかる多岐にわたる検討を確率的モデルとして
定式化し，数理的な問題に落とし込むことで，プラント
モデル構築の自動化ないしは，エンジニアとのインタラ

クションを含む半自動化を実現することが可能となる。
本稿では特に，外れ値と非線形モデリング問題への適

用を例として，開発技術の概要を示す。

2. 確率的モデルを用いたプラントモデリング

2.1 想定するプラントモデル
まず本稿で想定するプラントモデルの形状を定義する。

本稿では，プラントモデルとして区分線形モデルを仮定
する。区分線形モデルとは，次のように定義されるモデ
ルである。

ここで，y は目的変数，x は説明変数，ϵ は観測ノイ
ズである。Vk, k = 1, ..., K は説明変数空間上に定義される
任意の領域である。このモデルは，説明変数の空間がい
くつかの領域に分割されており，それぞれの局所領域に
おいては，相異なる線形回帰モデルが存在するという状
況を想定している（図 2 参照）。wk, k = 1, ..., K は各線形
回帰モデルの回帰係数である。区分線形モデルが想定す
る状況は，例えば，プラントが銘柄・ロードなどに応じ
た複数の生産条件をもち，それぞれの条件において異な
る特性を示しているような場合などである。

図 2 区分線形モデル

プロセスの状態が連続的に変化している場合であって
も，区分線形モデルの領域を細分化していくことで表現
することができる。実用上，区分線形モデルは，一般の
プラントモデルを考える上では十分な表現力を持ったモ
デルと言える。

なお近年，プロセス産業において成功例と共に盛んに
利用されている JIT (Just-In-Time) モデル (2) と呼ばれる
手法が存在するが，区分線形モデルと JIT モデルは本質
的に等価であり，JIT モデルを明示的に表現したモデルが
区分線形モデルである。

区分線形モデルをプラントモデリングに利用する利点
は２つある。１つは，制御への応用時の利点である。プ
ラントは通常，ある運転条件に一定時間留まるため，そ
の近傍でのモデルが線形モデルとして表現されていれば，
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成熟した線形システム論を適用し，容易に制御系を設計
することができる。また複数の運転条件に及ぶ制御を考
える場合にも，ハイブリッドシステム論などの学術領域
が存在し，その成果が利用できる。

そして，２つめの利点としては，入力変数を目的変
数および説明変数の過去値に拡張することで，PWARX 
(Piecewise Autoregressive Exogenous) モデルと呼ばれる
プラントのダイナミクスを含めたモデル化が可能になる。

このように利便性の高い区分線形モデルであるが，区
分線形モデルの同定は非常に困難である。まず，モデル
を分ける領域は通常，未知であるため回帰モデルと同時
に推定を行わなければならない。さらに，適切な領域分
割数も通常は未知であり，同時に推定しなければならな
い。これらの問題は重回帰問題のように，モデルパラメ
ータに関する逆問題を解析的に解くことができず多くの
試行錯誤を要する。そして，前述の通り，プラントデー
タには外れ値がしばしば含まれ，区分線形モデルを考え
る上でも適切に除去しておかなければならない。

そこで我々は，確率的モデルを用いて外れ値を含むデ
ータから安定的に区分線形モデルを推定する手法を開発
した。

2.2 外れ値を含むデータからの区分線形モデルの推定
本稿では紙面の都合上，開発手法の概略を述べるに留

める。詳細については文献 (3) を参照されたい。
まず，外れ値を含むデータからの区分線形モデル同定

に必要な一連のモデル構築作業を，１つのパラメータベ
クトルθとして表現する。このθを本稿ではエンジニア
リングパラメータと呼ぶ。θは，各サンプルの外れ値除
去を表すパラメータ，各サンプルがどの局所領域に所属
するかを表すパラメータなどを含む。θは，その他のパ
ラメータも含むが詳細は割愛する。

ここでθがある値に確定した場合，どのサンプルを外
れ値と見なすか，どのサンプルがどの領域に含まれるか，
領域の個数はいくつか，など区分線形モデルの構築に必
要な情報が決定され，前述の区分線形モデル式に含まれ
るパラメータを決定することができるようになる。すな
わち１つのθの実現値に対して，区分線形モデルが１つ
得られることになる。この時，エンジニアリングパラメ
ータを確率変数と見なし，目的変数データ Y, 説明変数デ
ータ X を観測した後の事後確率分布 p(θ|Y, X) を推定し，
区分線形モデルのエンジニアリングを数値計算によって
簡易に行うことが可能となる。

図 3 は，θとデータ Y, X を関連づけるための確率的モ
デルである。図中 Z, S, w, β, μ, Λ, π, λ, Cout,y, Cout,x が実
際にθを構成する確率変数である。図 3 は，各確率変数
の生成過程を有向グラフによって表しており，リンクの
終端には目的変数 y がある。すなわち，このグラフはデ
ータ y が生成される過程を表すモデルとなっており，ベ

イズの定理により，観測データから各確率変数の事後分
布を推定することが可能になる。各確率変数の詳細と確
率分布の形状は，文献 (3) において示している。なお，外
れ値の処理を含まない場合，この確率的モデルによる定
式化は複数のモデルを組み合わせた混合（Mixture）モデ
ルを扱う上で，一般的に利用されている (4)。我々が開発
した手法の特徴は，その定式化に，プラントデータを扱
う上で重要な外れ値の処理を追加していることにある。

図 3 データが外れ値を含む状況下での 
区分線形モデル構築を表す確率的モデル

この確率的モデルを用いてθの事後確率分布を計算す
ることになるが，この計算を解析的に実行することはで
きない。そこで，主に機械学習分野で研究が進められて
いる事後確率分布の近似解法の１つである変分ベイズ法
を用いて事後確率分布を推定することとした。変分ベイ
ズ法の定式化は次の通りである。

ここで，q はθに関する任意の確率分布，Eq は確率分
布 q 上での期待値演算を表すオペレータであり，期待値
演算の対象はθおよびデータ Y, X に対する，想定する確
率的モデル上での対数尤度である。H は確率分布 q のエ
ントロピーである。θ を変関数とする汎関数 F は，対
数周辺尤度 ln p(Y, X) の下界を与える。変分ベイズ法は，
確率分布 q に関して汎関数 F を最大化する最適化問題と
して定式化されており，q に関する反復計算によって解
を得ることが可能である。

この最適化問題の意図は次のようなものである。F の
第一項は，あるエンジニアリングパラメータθによる区
分線形モデルがデータをどれだけ説明できているかを，
θ全体に関して期待値をとった結果として示している。
第二項は検討しているθ，すなわちモデルの網羅性を表
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している。よって，この最適化問題は全体として，デー
タを説明可能なモデルを生成するエンジニアリングパラ
メータを出来るだけ網羅的に探索せよ，という問題とし
て解釈できる。

図 4 外れ値判定結果（期待値が 0.5 以上）と 
区分線形モデルの予測値の期待値

ひとたび，θの事後確率分布が求められれば，最頻値
からモデルを唯一に決定することも可能であり，また期
待値演算によって様々なθの可能性を確率的に合成して
１つのモデルとすることも可能である。

2.3 数値実験
図 1 と同じデータに対して，開発した手法を適用した

結果を図 4 に示す。各確率変数の事後確率分布を計算し
ているが，確率分布の可視化は困難なため，図中には各
サンプルの外れ値である確率の期待値が 0.5 を超える箇
所へのマーキングと，期待値演算によって合成された予
測値のみを推定結果として示している。変分ベイズ法に
よる事後分布推定のための繰り返し計算によって，図 4 
(a), (b), (c) に示す計算過程に沿って，外れ値の特定を行
いながら，モデルによる予測値が改善されていく様子を
確認できる。

3. おわりに

本稿では，横河電機における技術開発の取り組みの１
つとして，確率的モデルを用いたプラントモデリングに
ついて紹介した。開発した手法を用いることで，外れ値
を含むデータから区分線形モデルを自動的に得ることが
可能であることを示した。これは，プラントモデリング
における外れ値問題，非線形モデリング問題が数理的に
扱うことが出来たということを意味しており，プラント
モデル構築にかかる負荷を大幅に削減していく可能性を
示唆している。

今後は，実環境における実証や現場で利用するための
周辺技術の整備を行っていく。
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