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プラント設備の運転実績データから，その特性を網羅的に抽出するモデル化技術を開発した。これを用いて

投入エネルギーやコストと製品品質の関係をモデル化し，さらに独自の最適化アルゴリズムによってプラントの

最適運転条件を求め，操業改善を支援することを狙っている。従来，プラントのモデル化のためには高度な知見

が必要であり，多大な工数がかかっていたが，本手法は従来手法に比べて大幅に工数を削減することができる。 

本報告ではこのモデル化技術とプラントデータを用いた診断事例を紹介する。

Yokogawa has developed a modeling technology that can extensively extract all characteristics 
of process variables from historical operation data of actual plants. Yokogawa aims to improve the 
operation of customers’ plants with this technology that can create models elucidating relationships 
among energy consumption, operation cost, and product quality, and derive optimum operating 
conditions of plants through Yokogawa’s unique optimization algorithms. Whereas conventional 
plant modeling requires advanced technical knowledge and considerable man-hours for engineering, 
the new modeling technology greatly mitigates such issues. This paper describes the modeling 
technology and examples of its application to diagnosis using actual plant operation data.

1. はじめに

現在 IoT (Internet of Things) の活用により，これまで
は実現できなかったデジタルデータの収集，蓄積，解析
の実世界へのフィードバックが社会規模で可能となり，
新たな情報革命とも言うべき社会変革の胎動が予見され
ている (1)。このような流れを受けて工場操業においても，
より大量のデータを様々な角度で分析し，価値のある知
恵に変換して意思決定し行動することで，よりスマート
でサステナブルな操業が実現すると考えられる。今後は，
AI (Artificial Intelligence) 技術による価値創造と完全自
律・自働化の進展などが見込まれる。

産業用の IoT である IIoT (Industrial IoT) により，これ
まで分散していた大量の操業データが有効活用されるよ
うになれば，工場の全体最適化，例えば，工場エネルギ
ーの効率的使用の可能性が高まる。この工場エネルギー
を有効に使用する取組みの１つとして『連携制御』のコ
ンセプトが挙げられる。『連携制御』は電子情報技術産業
協会 (JEITA) が普及を進めており，需要側と供給側の装置・
設備を連携してシステム全体のエネルギー利用を最適化

する取組み（2）である。エネルギーの連携制御の具体例は
JEITA からも報告（3）されているが，我々はエネルギーだ
けでなく，操業コストと製品品質とのベストポイントの
探索をコンセプトに連携制御の実現を目指している（4）（5）。

連携制御によるエネルギーと品質の最適運用の実現に
は，対象となる装置・設備・工程をモデル化して最適化
計算を実行し，操業計画や各種設定値を導出することが
有効である。しかしながら，様々な設備や工程が入り混
じるプラントのモデル化においては，設備に関する物理
／熱力学／化学工学の知識，データ解析／統計学の知識，
数理計画法など最適化問題の知識，プログラミングの知
識といった，幅広くかつ高い専門性が必要であった。そ
のため，モデルの良し悪しはエンジニアが保有する知識・
技術レベルに大きく依存した。また連携制御の実現のた
めには，プラントモデルも大規模・複雑化することから，
モデル構築に多大な工数を要するという課題が挙げられ
ていた。

これらの課題を解決するため，我々はプラントの運転
実績データから設備モデルを自動的に作成できる，デー
タ駆動型のプラント最適化モデリング技術 DDMO (Data 
Driven Modeling for Optimization) を開発した。

本報告では，DDMO の概要とアルゴリズムを解説し，
実プラントのデータを用いて操業改善ポテンシャル（操
業改善率の試算）を診断した事例を紹介する。
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2. モデル化技術—DDMO—

プラントの運転を最適化するためには，プラントの挙
動を数理的に記述し，数理最適化アルゴリズムを用いて
最適解を求めることが一般的に行われる。

プラント全体をモデリングする際には，個々の設備の
特性を数理的なモデルとして表現し，それを複数接続す
ることで，最適化したいプラント範囲全体を表現するネ
ットワークモデルを構築する。モデルの一例を図 1 に
示す。図 1 の上側がプラント全体のモデルを定義してい
る。四角形，六角形，タンク型などの図形がそれぞれプ
ラント内の設備を示しており，設備をまたがった入出力
関係を定義する。図 1 の下側が設備モデルを示しており， 
１つの設備に閉じた変数間の関係を定義する。

プラント全体のネットワークモデル  

主蒸気 

発電量 

抽気1（中圧） 

抽気2（低圧） 

復水 

発電量 = a×主蒸気 +  
         b×抽気1 + 
         c×抽気2 + d  
主蒸気 = 抽気1 + 
         抽気2 + 
         復水 
など 

各設備のモデル(例)各設備のモデル（例）  

タービン 

図 1 最適化モデリングの概要

我々は設備モデルの構築を効率的に行うため，データ駆
動型のプラント最適化モデリング技術 DDMO を開発した。
DDMO は図 1 の下側，つまりプラントモデルを構成する
それぞれの設備モデルを自動的に作成する技術である。

2.1  DDMO とは
DDMO は複数の統計解析手法を組み合わせて，プラン

トの設備モデルを運転実績データから自動作成する技術で
ある。出力特性のみでなく，設備に関連するすべての変数
間にどのような関係があるかを，特性式として網羅的に抽
出できることが特徴である。一般的な設備では，物質収支
とエネルギー収支など複数のバランスが同時に満たされて
おり，１本の式だけでは設備の特徴を表現することはでき
ない。DDMO では，その設備に何本の特性式が必要かを
自動的に検出し，それらの式をすべて求めることができる。

また，運転実績データに内在する関係を抽出して設
備モデルを構築するという手法であるため，物理的な特
性が不明であっても，データ上に関係が表れていれば，

DDMO によって関係を抽出することができる。
特性式の本数の推定や，特性式の係数の導出などは基

本的に自動で行われるため，統計解析や数理計画法など
の知識が少なくても利用できる。抽出された特性式は自
動的に最適化ソフトウェア用に記述されたモデルに変換
されるため，プログラミングの知識も不要である。従来は，
汎用言語から最適化計算ソフトウェアの API (Application 
Programming Interface) を呼び出したり，最適化モデリ
ング言語を用いたりするプログラミングが必要であった。

DDMO を用いる場合でも対象プロセスの知識は必要と
なるが，エンジニア自身が式を立てる必要がなくなる。

このような特徴から，DDMO を用いることで最適化モ
デリングの労力を大幅に削減することができ，エネルギ
ー管理システムの導入や，モデルが実態から外れてきた
ときのリチューニングを迅速に行えるようになった。

2.2  DDMO アルゴリズム
本節では DDMO の処理内容について簡単に説明する。

全体の処理のステップを図 2 に示す。

フィルタリング 

領域分割 

運転特性解析 

パラメータ調整 

最適化問題形式変換 

モデル誤差≦閾値？ 

Yes 

No 

図 2 DDMO の処理ステップ

2.2.1  フィルタリング
実際の運転実績データには，センサーの異常，ノイズ，

プラントのシャットダウンなど様々な要因によって異常
な値（外れ値）が含まれている。実績データを基に精度
の高い設備モデルを作成するため，最初にフィルタリン
グ処理を行い，外れ値を除去する。

DDMO のモデルは変数間の関係性を表現するものであ
り，精度の高いモデルを作成するには，関係性が崩れた
点も外れ値として検出する必要がある。そのため，それ
ぞれの変数を単独で処理するだけではなく，変数同士の
相関も考慮した外れ値検出処理を行う。
2.2.2  領域分割

プラントの設備の特性は線形で表現できるものばかり
ではないため，何らかの非線形性を表現する必要がある。
一方，現在の数理最適化手法で扱える非線形性の形は限
られており，最適化問題として扱える形の範囲内で特性
式を求める必要がある。
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これらの条件から，DDMO では実績データを複数の領
域に分割し，各領域の中では線形と見なす区分線形モデ
ルを採用した。これにより，たとえば生産量に応じて特
性式が切り替わるようなモデルを構築することができる。

DDMO では，与えられたデータをクラスタリングし，
モデル化の誤差が小さくなるような境界を探索すること
で，自動的に領域分割を行う。
2.2.3 特性解析

設備に関連付けられた変数の実績データを解析し，そ
のデータの関係を表現する特性式をすべて抽出する。物
質収支など，変数同士が満たさなければならない関係が
ある場合，最適化問題ではこれらの関係を制約式として
記述するが，この制約式を自動的に求めることができる
ということである。与えられたデータを表現するために
複数の特性式が必要になる場合は，必要な特性式の数を
自動的に検出し，その数に応じた特性式を抽出する。
2.2.4  パラメータ調整

最適化による操業改善ポテンシャルの算出時に，精度
をより高めるため，特性式のバイアス（定数項）を調整
することができる。運転最適化計算を行う期間（過去の
シミュレーションであれば対象期間，未来の最適運転計
画の計算であれば現時刻までの最新の期間）の運転実績
データを基に，バイアス項を自動的に調整したり，変数
の取り得る上下限値を調整したりすることができる。
2.2.5  最適化問題形式変換

DDMO が求める特性式は，領域分割のために折れ線状
になっている。これを１つの最適化問題として解くため
に，領域毎の式を統合し，いずれか１つの領域のみに解
が存在するような条件を加えることで，領域をまたがっ
た最適化計算が可能な形に変換する。変換後，最適化モ
デリング言語で書かれたプログラムとして出力する。

3. DDMO ツール

我々は，DDMO の一連の処理と，それに続く操業改善
ポテンシャルの計算・評価を，統合された環境で実行で
きるツールを開発した。

従来は，あらかじめプラント内の各設備のモデルをエ
ンジニアが人手で構築し，それを組み合わせてプラント
全体のネットワークモデルを作成していたので，設備モ
デルの構築に多大な工数がかかっていた。

新たに開発したツール（図 3）では，あらかじめ設備
モデルを構築する必要はない。最初にプラントのフロー
図（設備間のエネルギーや生成物の流れを表現する図）
を書き，GUI (Graphic User Interface) を用いてフロー図
中のコネクターと実績データを関連付けるだけで，設備
モデルが自動的に作成される。その後，同じツール上で，
最適化計算や結果の評価を行うことができる。

Tag ID Outlier ID0001 ID0002 ID0003 ID0004 ID0005

Dead Time
Relationship
Tag Name F100.PV F200.PV F300.PV F400.PV F500.PV

Equipment
Name

Comment1 原料A流量 原料B流量 原料C流量 製品A流量 製品B流量

Comment2
Unit

upper bound
lower bound
2013/11/1 0:00 0.6206944 0.3495058 0.2189411 0.6549337 0.2466598
2013/11/1 1:00 0.5606835 0.8795061 0.953943 0.8392889 0.4306835
2013/11/1 2:00 0.7536723 0.11167 0.0925454 0.2121801 0.4379889
2013/11/1 3:00 0.4508317 0.9752817 0.4767521 0.5677286 0.2218724
2013/11/1 4:00 0.5209528 0.622338 0.7143913 0.5779883 0.5691295
2013/11/1 5:00 0.9804718 0.1378236 0.3432081 0.63396 0.0628063

部品を配置してコネクターで接続し，
フロー図を作成する

 

ドラッグアンドドロップで
コネクターにデータを割り当てる

Excel  

Visio  

図 3 ツール画面

本ツールはフロントエンドに Microsoft Visio と Excel
を用いており，フロー図の作成や実績データの処理を使
い慣れたソフトウェア上で行える。

フロー図は，図 3 上段に示すように，設備型，需要 /
バランス型，ソース / ストレージ型など，あらかじめ用
意されたステンシルを Visio 上に配置し，それらの間を
コネクターで接続することで作成する。

コネクターに割り当てる運転実績データは，図 3 下段の
ように Excel 上に用意する。Visio 上のコネクターと Excel
上のデータは，ドラッグアンドドロップによって結び付ける。

フロー図と運転実績データを準備した後，ツール上で
設備モデルの作成や最適化効果試算を実行できる。

4. 適用事例

4.1 工数削減効果
前節で述べたモデリングツールを利用して，まずモデ

リング工数の削減効果を検証した。
過去にエンジニアが実際にモデリングを行ったプラン

トを例題とし，本ツールを用いて同様のモデルを作成す
るのに要する工数を評価した。例題としたプラントは，
設備数が 77 個のユーティリティプラントであり，最適
化問題として定式化されたときの最適化変数の数は，お
よそ２万の大規模なモデルである。検証の結果，従来の
手法によるモデリングとほぼ同等の精度のモデルを作成
でき，かつ工数を 1/5 以下に削減することができた。

4.2 コスト最適化（省エネ）効果
次に，品質を保ちながらコストを最適化する事例とし
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て，水素発生プロセスの最適化結果を紹介する。
このプロセスは図 4 に示すように，メタンなどの原料

を反応炉で化学反応させ，中間製品として水素など２種
類（A, B とする）の気体から成る混合ガスを生成するプ
ロセスである。反応炉の加熱には，購入燃料以外に，後
工程で排出された副生ガスをリサイクルしたものも用い
られる。これらの入出力変数に加えて，運転条件として
温度，圧力，濃度など５つの変数を用いてモデル化した。

水素発生プロセス 

反応炉 

除炭設備1 

除炭設備2 

原料（メタン
など3種） 

 

燃料（副生ガス
も含め5種）

  

中間製品 
A, B （2種） 

運転条件（温度，圧力，濃度など5種）

図 4 水素発生プロセス概要

作成したモデルの精度を評価するため，特性式に対し
て，運転実績データを代入し，A, B の流量をそれぞれ求
めた。例として A の実績値とモデル出力のトレンドを
図 5 に示す。誤差率を MAPE (Mean Average Percentage 
Error) で計算すると，A, B それぞれ 0.36%, 0.24% のモデ
ル精度を達成した。

図 5 水素発生プロセス実績値とモデル出力

このモデルを用いて改善効果を試算した結果を図 6 に
示す。中間製品の生産量と品質（組成比）を一定に保つ
ため，混合ガスの成分である中間製品 A, B は実績値と同
量を生産するという条件の下，原料および燃料の合計コ
ストを最小化するという最適化を行った。最適化前後の
数値は顧客情報を含むため割愛するが，最適化による値
の増減を図の右側に示す。反応炉の温度を上げることで，
燃料コストが増加するが，歩留まりの向上によって原料
コストが減少し，トータルとしては年間３千万円を超え
るコスト削減になるという試算が得られた。

変数 コスト要因　最適化による増減
中間製品A
中間製品B
原料A
原料B
原料C
反応炉温度
反応炉圧力A
反応炉圧力B
空気温度
酸素濃度
燃料A
燃料B
燃料C
燃料D
燃料E

図 6 最適化結果

上述のシミュレーションにおいては，温度や圧力の上
下限値は過去の運転実績を基に決めているが，温度をさ
らに上げた場合どの程度の効果がありそうかを計算する
こともできる。この場合，運転実績のない温度範囲にモ
デルを外挿することになり，結果の妥当性の評価が難し
くなるという統計処理上の問題や，温度の上昇により反
応炉が劣化しないかという物理的な問題など，注意すべ
き点も多い。しかし，現状の運転範囲外の省エネの可能
性を探るきっかけとして活用することができる。

5. おわりに

本稿では，データ駆動型のプラント最適化モデリング技
術を紹介し，実際のプラントデータを用いてモデル化，最
適化を行って，工数削減効果と操業改善効果を算出した適
用事例について報告した。DDMO の特徴は，運転実績デー
タがあれば，必ずしも物理的な特性が完全に解明されてい
なくてもモデル化することができる点と，それを少ない労
力で可能にした点である。この特徴を生かすことで，多様
なプロセスから成る工程の全体最適（連携制御）の実現に
寄与することを目標としている。化学，紙パルプなどの生
産プロセスも多様な工程から構成されているため，本稿で
紹介した技術が適用できると考えており，今後フィールド
実証を行って，本技術の有効性を検証していく予定である。
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