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近年，プラント設計から運転までのプラントライフサイクル全般に渡って，ダイナミックシミュレータが広く

活用されつつある。株式会社オメガシミュレーションでは，プラントシミュレータである Visual Modeler を計

算コアとした統合ダイナミックシミュレーション環境 OmegaLand を開発，販売してきた。プラントシミュレー

タで構築したプラントモデルは，実プラントに近い挙動が再現できるため，運転訓練だけでなく，プラント改造

や制御ロジックの検討等にも応用することができる。㈱オメガシミュレーションではこれまで運転訓練用途とし

て積み上げてきた技術を応用し，実プラントとの合わせこみ機能を備えたオンライン運転支援機能であるミラー

プラントを開発しており，実プラントに適用し実証運用を行っている。

In recent years, dynamic simulators have been increasingly used throughout the entire plant 
lifecycle from plant design to operation. Omega Simulation Co., Ltd. (OSC) has developed the 
OmegaLand integrated dynamic simulation environment, which uses OSC’s Visual Modeler 
plant simulator as the core simulation engine. Plant models developed by this plant simulator 
can reproduce behavior of actual plants, and the simulator can therefore be applied not only 
to operator training but also to the renovation of plants, validation of control logic, and other 
purposes. OSC has also developed MIRROR PLANT, an on-line operator supporting system that 
uses tracking and dynamic data reconciliation technologies. MIRROR PLANT is being applied 
to an actual plant in order to evaluate its operation supporting applications.

1. はじめに

株式会社オメガシミュレーションでは，実運転に
近い挙動をし，臨場感のある環境を構築することがで
きる，統合ダイナミックシミュレーション環境である
OmegaLand を開発してきた。従来，ダイナミックシミュ
レーションは OTS（運転訓練シミュレータ）を主として
活用されてきたが，近年，制御アルゴリズムの検討やプ
ロセス改善，最適化の検討等においても，実プロセスの
代用としてオフラインでダイナミックシミュレーション
が活用されつつある。しかし，オペレータへの直接的な
運転支援という観点では，オフラインでは，運転操作条
件変更などのプロセスの変動にタイムリーに追従できな
いという問題があった。

一方で，リアルタイムオプティマイザ等の定常モデル
を利用したオンライン運転支援技術が知られている。し

かし，定常モデルでは，例えば液面のように常時変動が
あるようなプロセスでは，計算値が常に実際と乖離する
ことになり，常時監視用途としてのオペレータへの運転
支援機能という面では充分ではない。

また，プロセス機器の内部状態を推定する技術として，
いわゆるソフトセンサーという技術がある。これは，現
象の主従関係とは無関係に，ある時刻に観測された多数
のセンサ値から，同じ時刻の非測定の状態量を推定する
技術である。従って，ロード変更や原料組成変動などの
条件の変動や，プロセス内部の性能変化などの将来の状
態予測には原理的に対応できず，最適化・限界運転の条
件を提示できないという問題がある。

そこで我々は，当社の化学工学ベースのシミュレータ
である Visual Modeler を計算エンジンとして用いた，オ
ペレータへの運転支援という観点でのオンラインシミュ
レータであるミラープラントを提案している (1)。これは，
オンラインかつリアルタイムでモデルを実測データに合
わせこむための，トラッキング技術と最小二乗法による
動的補償付データリコンシリエーション技術を組み合わ
せている。
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図１に，ミラープラントの概念図を示す。ミラープラ
ントは次の３つの要素から構成される。
1) オンラインかつリアルタイムに，DCS からデータを取

得しながらシミュレーションすることで，実プラント
の写像を作り出し，同時に，計測されていない状態量
を推定し可視化するミラーモデル

2) 実測値に合わせこむために，定期的に機器の性能パラ
メータを推定する同定モデル

3) 各種運転支援機能を実現する解析モデル
本稿では，まず，２項でミラープラントによる運転支

援機能について紹介する。次に，３項で，ミラープラン
トの基盤技術となるトラッキング及び動的補償付データ
リコンシリエーションについての詳細を述べる。４項で
は対象プラントとモデル化の範囲について紹介し，５項
で，そのモデルに対するトラッキング及び動的補償付デ
ータリコンシリエーションの適用例について述べ，６項
でまとめる。

2. ミラープラントによる運転支援機能

ミラープラントによる運転支援機能を下記に挙げる。
下記機能は，プロトタイプ開発及び実プラントでの実証
運用を通して開発したものである。詳細は文献で述べら
れている (2) ため，本稿では紹介程度とする。
1) プラント内部の可視化

実プラントでは計器が設置されていないポイントの状
態量を推定する

2) 性能パラメータの推定と監視
触媒活性や熱交換器の伝熱係数等の推定を行い，性能
監視や設備監視を行う

3) 定常状態予測
現在のプラント状態から，例えば生産量等の運転条件
を変更した場合の定常バランスを予測する。応用とし
て，最適運転条件の探索・提示等がある

4) 過渡状態予測
現在のプラントの状態から，現在の運転条件を維持し
た場合に，将来のプラントの動的な挙動を予測する。
この応用として，危険操作域を回避するための操作手
順の掲示と検討や，制御性能の改善検討等を行うこと

ができる 
図 2 に画面例を示す。DCS と同様に，プロセスフロー

上にモデルの計算値を表示することができ，サブ画面上
には配管内の温度，流量，組成などの状態量を表示する
ことが可能である。また，左側のメニューより，定常状
態予測などの各機能を呼び出すことができる。

図 2 ミラープラントによる運転支援画面の例

3. トラッキングと動的補償付データリコンシリエー
ション

ミラープラントの動作イメージ，特にミラーモデルと
動的補償付データリコンシリエーションの実行の流れを
図 3 に示す。

ミラーモデルでは，トラッキングと呼ぶ，実プラント
とモデルを合わせこむ処理を毎計算周期で実行しながら
ダイナミックシミュレーションを実行している。トラッ
キングは，局所的な合わせこみを行うことを目的とし，
主に以下の４つの方法で実プラントへの合わせこみ処理
を行う。
1) モデル化の境界条件となっている箇所で，温度，圧力

等，測定値がある場合はその値をミラーモデルへ取り
込む

2) コントローラの持つ SV (Set Value) や PID，上下限等
の制御パラメータをミラーモデルのコントローラの値
として取り込む

3) レベル制御等，制御動作が遅く，その動きが例えば圧

図 1 ミラープラントの構成
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力や温度等，他の状態に影響を与える場合は，実プラ
ントの PV (Process Variable) 値をミラーモデルのコン
トローラの SV 値として取り込み，さらに，追従性を
高めるために MV (Manipulation Variable) 値をモデル
のフィードフォワード信号として与える

4) 実プラントでは制御されていない状態量であってもモ
デルと実プラントを一致させることが重要であるポイ
ントで，状態量と機器パラメータの関係が局所的であ
る場合，ミラーモデルの計算値と実プラントの指示値
が一致するように，機器パラメータ等を調整する。例
えば，熱交換器の出口温度が重要な状態量である場合，
実プラントの温度指示値になるようにミラーモデルの
熱交換器の伝熱係数を自動調整する
一方，同定モデルでのデータリコンシリエーションは，

実プラントとモデルを合わせこむ目的は同じであるが，触
媒の劣化やファウリング等，比較的ゆっくりとした変化で，
その変化が広範囲の複数のセンサによって捉えられるもの
を対象とする。したがってデータリコンシリエーションは
例えば１日程度の比較的長い周期で実行される。

従来，データリコンシリエーションでは，入力される
条件は定常状態であると仮定していたが，実際には常に
定常状態を仮定することは難しく，実行のタイミングが
限られてきた。一方でミラープラントでは，前述のよう
にミラーモデルにおいて，実プラントの動きにリアルタ
イムで追従させるトラッキング処理を行っており，この
中でホールドアップの変動分を同時に計算している。我々
は，このホールドアップの変動分を同定モデルの物質収
支及び熱収支の制約条件に加味して，推定値と測定値と
の残差二乗和を最小にするデータリコンシリエーション
計算である動的補償付データリコンシリエーション法を
開発した。この手法により，動的な変動分によって生じ
る誤差を考慮しながら，より精度の良いデータリコンシ
リエーションを行うことができる。

この動的補償付データリコンシリエーションの考え方
について，図 4 に示すような簡単なタンクシステムの例

で説明する。タンクへ流入する流量を fi，流出する流量
を fp，タンク内のホールドアップ量を U とすると，タン
クの物質収支は，式 (1) で表される。

・・・ (1) 

非定常状態では式 (1) の dU/dt は 0 とはならず， fi ≠ fp

である。

図 4 タンクシステム

一方で，データリコンシリエーションは，f を推定値，
f* を測定値，それらの残差二乗和を E とすると，

・・・ (2)

が，物質収支から得られる制約式

・・・ (3)

のもとで最小となる fi ,fp を求める問題と考えることがで
きる。

ここで，従来のデータリコンシリエーションでは，例
えばデータリコンシリエーションの実行前に定常判定を
行ったり，移動平均フィルタなどの前処理を工夫したり
することで，入力されるデータが定常である，すなわち
式 (3) の dU/dt の項が 0 であるとみなしていた。しかし，
実際にプラントが厳密に定常であることはなく，運転条
件が変化している場合には移動平均で得られた値は定常
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図 3 ミラープラントの動作イメージ
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値とは必ずしも等価ではないため，これらが推定誤差と
なる。そこでミラープラントでは，トラッキング処理時に，
常時 dU/dt 項を定量化しておき，データリコンシリエー
ション計算で制約式に用いることで，動的なアンバラン
ス分をより精度良く補償することが可能となった。これ
を動的補償と呼んでいる。ここでは簡単のため，物質収
支のみを考えたが，ミラーモデルでは，厳密な化学工学
モデルを使用しているため，熱収支，成分収支の動的な
アンバランスについても，同様に補償することが可能で
ある。

4. 対象プラントとモデル化の範囲

今回の実証運用で，ミラープラントが対象としたプラ
ントは，反応工程，回収工程，精製工程を持つ。図 5 に
一般的な化学プロセスの基本構造を示す。今回対象とし
た実証プラントも同様の構造を持っている。

モデル化は，全工程のうち，スタートアップ時等，通常
運転時には使われない箇所を除く，ほぼ全系で行われた。

図 5 化学プロセスの基本構造

5. トラッキング及び動的補償付データリコンシリエ
ーションの適用例

5.1 トラッキング
３項で挙げた４つの方法に従って，実プラントのデー

タを DCS から OPC (OLE for Process Control) インタフェ
ースを介してミラーモデルへ入力している。また，必要
に応じて MAN や AUTO 等の制御モードの変更やバック
アップ装置への切り替え時にも対応できるようにロジッ
クを組み込んでいる。

5.2 動的補償付データリコンシリエーションの計算対象範囲
対象プラントでは，反応器での処理量に応じて触媒が

劣化し，数年に一度，触媒の交換が必要となる。触媒の
劣化は処理量にも依存するため，正確にモデル化し予測
することは困難であるが，短時間で急激な変化が生じる
ことは無いため，動的補償付データリコンシリエーショ
ンによって触媒の劣化を推定することとした。

ミラープラントとしての対象プロセスは，反応から製
品までの全工程を対象としているが，動的補償付データ
リコンシリエーションの計算対象範囲は合わせこむパラ
メータが影響を及ぼす範囲に絞ることができる。範囲を

限定することで計算速度や収束計算の面でメリットがあ
る。今回は，触媒劣化を推定することを目的とするため，
反応，回収工程の一部及び未反応ガスのリサイクルまで
を計算対象範囲とした。

図 5 の点線内に，同定モデルの対象範囲を示す。まず，
原料フィードより原料が投入される。次に反応工程で製
品反応物への反応が行われた後，回収工程で未反応原料
が回収され，精製工程で副製品や不純物が取り除かれて
製品となる。未反応の原料は，再び反応器にリサイクル
される。反応に寄与しないイナート成分は，プロセス内
で蓄積されるため，排水，排ガスラインから少量抜き出
されている。また，反応プロセスでは反応熱の熱回収が
行われている。そこで，今回の実証運用では，データリ
コンシリエーションの独立変数と評価変数を表 1 のよう
に定義した。事前検討により，実行頻度は１回／日とした。

現在，上記の仕組みを組み込んだミラープラントを実
プラントと接続してオンライン稼働中である。

6. おわりに

当社製ダイナミックシミュレータ Visual Modeler を計
算エンジンとし，実プラントとモデルを合わせこむため
に，局所的な関係を用いるトラッキング技術と，広範囲
で冗長度のある関係を用いる動的補償付データリコンシ
リエーション技術とを組み合わせることで，実プラント
の状態を計算機上に忠実に再現する手法を提案した。

現在，本ミラープラントをある実プラントに適用し，
実証運用を行っている。今後は，オペレータからのフィ
ードバックをもとに，各運転支援機能のブラッシュアッ
プを行っていく。
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表 1 データリコンシリエーション定義

独立変数 反応速度
フィード流量測定誤差量
成分測定誤差量

評価変数 成分測定値
フィード流量，プロセス内流量
反応熱回収量
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