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プラントライフサイクルに渡ってプラントモデルを活用することが提唱されている。ミラープラントは，計算

機上に構築された実際のプラントの挙動を忠実に再現するプラントシミュレータである。三井化学株式会社での

実証試験を終了し，商品化に向けた準備に取り掛かっている。ミラープラントはプラントライフサイクル中の運

転に焦点をあて，オペレータの運転支援ばかりでなく，技術スタッフが運転条件を変更する際に最適な運転設計

を実現することなどにも大きな効果をもたらす。ミラープラントと他プラントモデル利用製品との比較，および，

ミラープラントは今までの当社製品と異なり，ユーザのプロセスに深く関わる高度プラント付加価値サービスに

位置づけられることを解説する。

Using plant models throughout the plant lifecycle is proposed for improving plant operation. 
MIRROR PLANT, a virtual plant simulator, can perfectly simulate the dynamic behavior 
of plants. MIRROR PLANT has finished verification testing at a Mitsui Chemicals, Inc. 
commercial plant, and is being prepared for its release. Throughout the plant lifecycle, MIRROR 
PLANT focuses especially on the plant ś operations phase. MIRROR PLANT not only supports 
plant operators but also helps technical staff to change plant operation conditions for their 
optimal operation. This paper compares features and applications of MIRROR PLANT and other 
plant model products. Unlike conventional Yokogawa products, MIRROR PLANT provides high-
level plant service related to users’ production processes.

1. はじめに

2005 年横河電機の創立 90 周年技術個展においてプラ
ントモデルの活用により，仮想世界と現実世界を融合し
時空を超えたプラント操業コンセプトの発表を行った。
当時は研究開発フェーズであったため呼称をトラッキン
グ・シミュレータとしていたが，三井化学株式会社での
プラント実証試験を終え，当社では，その商品化を見据
えて呼び名をミラープラントに変更した (1)(2)。

当社および株式会社オメガシミュレーションが共同開
発したミラープラントは，実際のプラントと同時並行で
動作するプラントシミュレータであり，オンラインでモ
デルパラメータを同定することで，プロセスの経時変化
にも追従し，計算機上に建設されたミラープラントは，
実プラントの挙動を正確に模擬する。仮想空間上のミラ
ープラントを利用することによって，従来のプラント運
転では見られなかった未来予測に基づくプラント安全操

業を実現するだけでなく，熱交換器の伝熱変化や触媒劣
化などのプロセス経時変動がある場合での最適操業の実
現が可能となった。

2. 日本のプロセス産業を取り巻く状況と変化

現在，我が国の石油，石油化学などのプロセス産業を
取り巻く経営環境は，図 1 に示すように円高，原油高，
高い法人税と労働コスト，安い輸入品が入ってくる貿易
の自由化，東日本大震災以降の電力不足に加え CO2 排出
削減など環境問題への対応と，７重苦とも８重苦とも呼
ばれる厳しい状況下にある。この逆風下，大きな流れと
して国内での事業継続のため，コンビナート統合や化学
業種に見られる機能性材料への特化，生産革新・生産改
革による生産効率化の改善活動が行われ，その一方，海
外メーカとの提携や自社海外工場の建設と外に打って出
る経営戦略が取られている。

我が国の多くのプラントでは，すでに減価償却が終了
し，ランニングコストで操業できる状況であるが，海外
メーカが近年新設し，稼働を始めたプラントと比較する
と規模が小さく，生産効率の改善なしには国際競争力を
維持できない。
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このような国内プロセス産業の変化の中で，国内プラ
ントのマザー化が叫ばれている。マザープラントの目的
は，従来は技術開発や技術伝承が主な役割であったが，
最近では，立地条件や国内雇用の確保といったマネジメ
ント的側面が強い。本来マザープラントは最新鋭設備を
導入するが，激化する国際競争により十分な設備投資が
進まない。このためマザープラントのバーチャル化とい
う動きが見られる (3)。

図 1 国内プロセス産業が直面する課題と対応

3. プラントライフサイクルにおけるミラープラント
の役割

プラントの設計，建設から運転，休止に至るまでのプ
ラントライフサイクルでのミラープラントの役割に関し
て説明する。

3.1 生産フェーズにおける問題
一般的にプラントの寿命は 40 ～ 50 年程度である。

図 2 に示すプラントライフサイクル中で一番長いのが生
産・運転フェーズである。２項で述べたようにこの長い
生産フェーズ中に，技術の進展以外にもプラントを取り
巻く経済や社会情勢などの環境は大きく変化する。これ
に対応するためプラントにおいては，当初のプラントの
設計段階で想定された運転とは異なる運転を実施しなけ
ればならない。例えば，高度経済成長時には 100% ロー
ドで生産を実施していたが，経済市況に応じた変量生産
に切り替える，燃料として重油を利用していたが，環境
に配慮した運転に切り替えるために LNG へ移行するな
ど，生産する製品自身には変化はないが，オペレーショ
ンを大幅に変えなければならないことがプラント内で行
われている。また，外部要因の変化に加え，長い生産フ
ェーズ中にはプロセス自身も変動する。触媒活性，熱交
換器の伝熱状態の変化などプロセス内部要因の変化も存
在する。

一般的にプラント設計においては，ある特定のプロセ
ス条件の下で行われる。プロセスの経時変化まで前提条
件には入れることはない。プラント建設後，実際の運転

において運転条件変更の繰り返しやプロセスの経時変化
により設計段階で前提としていた仮定を逸脱し，運転を
行っている可能性もある。

図 2 プラントライフサイクルでのミラープラント活用

3.2 ミラープラントの生産フェーズでの役割
ミラープラントは，プラントの立ち上げから立ち下

げまでの運転をカバーするオペレータ訓練シミュレータ
（OTS: Operator Training Simulator）とは異なり，プラン
トライフサイクル中の生産にフォーカスしている。プロ
セスの挙動を原理・原則に従った物理モデルを活用し，
オンラインでモデルパラメータを同定するミラープラン
トでは，可視化や予測機能による先回りを実現したオペ
レーション環境を提供する。

その一方で，前節で述べたようなプラントライフサイ
クル中の一番長い生産フェーズ中に発生する原料や燃料
を変更しての生産，プラント改造を伴う新商品の生産な
ど図 2 中に示すプロダクトライフサイクルが関わってく
る。生産現場においてはこのプロセスの変更，運転条件
の変更業務は技術スタッフが担う。一般的に，設備的な
課題中心で，スタティックな検討がなされ，制御性まで
検討することは稀である。ミラープラントは原理・原則
に基づく物理モデルで構築されたダイナミックシミュレ
ータである。変更された条件をモデルに反映させ，より
最適な運転条件設計をコンカレントに行うことで，新製
品の早期市場投入をサポートする。

ミラープラントは，プラントオペレータから技術スタッ
フまでの業務をカバーするアプリケーションを提供する。

4. プラントモデルが提供するアプリケーション

プラントの立上げ，立下げなどの非定常運転を疑似体
験するオペレータ訓練シミュレータ，多変量を扱うモデ
ル予測制御（MPC: Model Predictive Control），定常プロ
セスシミュレータをベースに最適なセットポイントを探
索するリアルタイムオプティマイザー（RTO: Real Time 
Optimizer）など様々なプラントモデルを活用した製品が
ある。ミラープラントと他モデル製品との特長を表 1 に

マザープラント
（中核的プラント）

最新設備によ
る先端工場

シミュレータ
による仮想化

技　術 経　営

開発・生産技術 技術の維持・伝承 投資判断 マネジメント

円　高

国内プロセス産業が直面する７重苦
電力不足 原料高 法人税 貿易の

自由化
労働コスト CO2 排出

国内生き残り戦略 海外展開戦略

コンビナート
統合

グローバル
ニッチ

生産効率
改善

産油国との
提携 海外進出

国内プロセス産業の戦略

国内プロセス産業の戦術

設計 建設 試運転 設備
管理

商品開発

設備改造

運転条件

物　流

販　売

設備改造
運転条件

物　流

販　売

製造・運転

差別化

ミラープラントはスタッフ
が中心となって行う生産改
革・生産革新を加速し、生
産・運転の進化に貢献する

商品開発

40 ～ 50 年

廃棄生産・運転の進化

原料高 CO2
排出

電力
不足

・・・・ ・・・・

代替え
材料生産

変量
生産

代替え
燃料利用

操業環境
の変化

操業現場
での対応

生産改革・生産革新

プロダクトライフサイクル

プラントライフサイクル
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比較する。ミラープラントはオンラインでのモデル更新
により正確にプラントの挙動を模擬することができ，こ
のモデルに基づいて将来予測が行えることが他製品との
大きな違いになる。プラントの非線形ダイナミクスを原
理・原則に基づいた物理モデルで表現しているため，あ
る程度の運転レンジ内における条件変更の近未来予測が
精度よく実施できる。

表 1 ミラープラントと他モデル商品との特長比較

表 2 では，ミラープラントと他モデル製品とのアプリ
ケーションの比較を行う。ダイナミックシミュレータで
あるミラープラントでは，定常計算機能を有し，運転条
件を変更した際のプロセスの最終的な落ち着き先（定常
状態）を計算することが可能である。また，オンライン
でのモデル更新技術によりプロセス中の経時変化するパ
ラメータにも追従するため，触媒活性の劣化などを考慮
したキメの細かい最適化が実施できることも特筆してお
く。ミラープラントの予測機能を適用したプラント診断
や回避操作などのアプリケーションも開発した。

表 2 ミラープラントと他モデル商品とのアプリ比較

5. 高度プラント付加価値サービスを目指して

ミラープラントでは，プラントモデルを通してユーザ
のプロセスに関わり，生産現場での課題を革新的に解決
することを目指している。ミラープラントは単なるパッ
ケージ商品ではなく，導入時においてはユーザと共にプ

ラントモデルを構築及び評価し，その後の現場課題発掘
とその解決に当社および㈱オメガシミュレーションもユ
ーザをサポートしていく商品と考えている。当社には今
までにないタイプの製品と位置付ける。

5.1 新しい PSE (Process Systems Engineering) の枠組み
DCS のパイオニアメーカである当社では，これまでユ

ーザの課題を，DCS を中心にして解決してきた。図 3 に
示すように，24 時間操業を実現するため高信頼生産シス
テムを，また，省エネ・省人化を実現するため広域監視
システムを生産現場に提供してきた。

図 3 新しい PSE の枠組み

さて，２項でも触れたように現在我が国のプロセス産業
を取り囲む環境は大変厳しく，従来のようなフルロードに
よる生産を維持することは難しく，市況に応じたロードで
の操業が求められている。現在プラントが直面する課題に
対しても DCS を中心に解決できると考えている。ただし，
過去の課題解決方法とは異なり，システム（S）がプロセ
ス（P）に深く関わらなければならないであろう。ダイナ
ミックモデルを設計からプラントの運転まで一気通貫で活
用する MPDS (Multi-Purpose Dynamic Simulator) が提唱
されているが，エンジニアリング（E）で使われた設計モ
デルは，現状まだ運転で利用できるまでには至っていない
(4)。システム側がユーザの課題を共有し，どの程度の改善
を行うかの目標を定め解決策を実施し，課題解決後の維
持に関してもサポートする高度プラント付加価値サービス
を確立する必要がある。システム業界に属する当社の場
合で言えば，DCS と制御技術によりユーザの課題解決を
行うことになるであろう。新しい PSE の枠組みが求めら
れる時代に突入したと感じている。

モデルの種類、特長

モデルの適用範囲

実プラントとの同期
（オンラインモデル更新）

ダイナミクスの表現

プラント内部の可視化

将来予測

ＯＴＳミラー
プラント

ＭＰＣ
高度制御

ＲＴＯ
定常

シミュレータ

物理モデル
伝達関数
モデル

（非線形、White Box）

通常運転
非定常運転通常運転 通常運転 通常運転

○○ ○ ×
○ ○× ×

（トラッキング、動
的データリコン）

（オンライン
ゲイン調整）

○○ ○×
××◎ △

（動作点付近のみ）

（非線形、White Box） （非線形、White Box）（線形、Black Box）

項　目

モデル製品

（大きな動作点変
更の予測可能）

物理モデル 物理モデル

訓練
シミュレータ

回避操作

運転条件策定支援

運転訓練

制御性解析・評価

運転最適化

ＯＴＳ ＭＰＣ
高度制御

ＲＴＯ
定常

シミュレータ

×○

×○
×○ ×

×○ ×
×○

○

アプリケーション

モデル製品

プラント診断

○ × × ○
× × ○ ×

○ ×

モデル予測制御

○
×

（MPC,RTO を組み合わせて実現）

× ×

ミラー
プラント 訓練

シミュレータ

プラント
設計・建設

ロード変更
原料、燃料変更

DCS
オンライン最適運転

システム

オペレーション
運転設計

エンジニアリン
グ業界 (E)

プロセス産業界

高度プラント
サービス

DCS+制御を活
用した課題解決

システム業界 (S)

ギャップの存在

（課題発掘&解決提案）

市況に応じた
生産

24時間
安定操業

省エネ・省人化 DCS

DCS
高信頼性

生産システム

広域監視システム

(P)

過去

プ
ロ
セ
ス
産
業
の

課
題
変
遷

すべてのオペレーション
条件を考慮して設計され
ていない 
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5.2 プラントモデルを通した提供サービス
当社の事業ドメインである制御とプラントモデルは密

接な関係にある。図 4 に連続攪拌反応タンクの例を示す。

図 4 連続攪拌反応タンク

ただし，加熱用ジャケットは省略する。設計における
この系のマテリアルを取り扱うモデル式は

となる。ここで q はフィード流量，cAi は原料フィードの
濃度，cA は加熱され反応後の成分の濃度，V は液相部の
体積，k は反応速度とする。このモデル式を成立させる
ためには，反応器内部は一様に攪拌され反応が進むこと
が仮定される。次に，タンク内の気相部の圧力は一定で
なければならない。この式を成立させるため，気相部の
圧力を一定に保つためには圧力制御が不可欠になる。即
ち，プロセス設計において理想的な設計仮定を実現する
ために制御の役割は大きい。

ミラープラントでは，原理・原則に従った物理モデル
でプラントを表現する。プラントモデルとプラントで計
測されるデータの突合せ，モデル式の成立仮定を阻む現
場要因の調査を行うことでプロセスの不安定要因が究明
される。例えば，圧力変動が反応系にどの程度影響する
かを定量的に把握できなければ制御目標も厳密に決める
ことができない。

プロセスを安定化させた後，運転動作点を最適点へ移
す。運転最適点は往々にして爆発領域付近であったり製
品規格外になってしまう限界点であったりプロセス上の
危険領域周辺に存在することが多い。ミラープラントを
利用することで，新しい運転動作点へのトランジション
中の安全性，変更後の運転動作点での制御系を含めた安
定性を確認し，最適化を実現する。

プロセスの安定化や最適化を含む高度プラント付加価
値サービスは単独で成立するものではなく DCS や高度制

御の導入エンジサービス，プラント解析サービスなど現
在当社が行っているサービスと相互に連携し有機的に機
能しなければならないであろう。

6. おわりに

ミラープラントは日本発の国産シミュレータ技術であ
る。ミラープラントは，国内プラントを取り巻く，７重
苦とも８重苦とも言われる厳しい環境下で事業継続のた
め，競争優位なプラント運転技術を確立するための支援
ツールになるものと確信している。

すでにユーザでの実証試験を終え，運用段階に進んで
いる。ユーザでの秘密事項に触れるため，具体的な成果
については言及できないが，実証先では大きな改善成果
を上げている。ミラープラントは，現在，当社および㈱
オメガシミュレーションにて商品化に向けた準備を共同
で進めている。本稿で紹介したように，ミラープラント
には様々なアプリケーションがあり，プラントの挙動を
正確に再現したモデルの活用に関し，非常に多くの有効
的活用手段があると確信している。

プラントにおいては，小集団活動や QC 活動などによ
り弛まぬ改善活動が日々行われている。直面する課題に
対し，対症療法的なアプローチはすでにやり尽くした感
があるかもしれない。プラントにおいては多くの断片的
な知識や技能が蓄積されていると想像する。この蓄えら
れた知識や技能を技術に昇華させるためには，ややもす
れば定性的にしか説明できない断片をつなぎ合わせ，論
理的なものしなければならない。長いプラントライフサ
イクルの中では，外部環境の変化への対応を迫られるが，
プラント運転に携わる人も入れ替わることを忘れてはな
らない。人にノウハウを蓄えるのではなく，技術を体系
化する仕組みとしてプラントモデルは最適であると確信
する。

現在，ユーザが直面する課題は１社単独で解決できな
いケースがある。当社ではミラープラントの開発および
その実証試験を通して，本特集号で紹介するミラープラ
ントそのものを構築できる人材が社内に育ってきている。
ミラープラントは，まだ製品化に向けた準備段階ではあ
るが，導入を検討されるユーザの挙手を望む。
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