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ミラープラントは，プラントの挙動を忠実に模擬したプラントシミュレータである。プラントを忠実に模擬し

たミラープラントを実時間より高速に動作させることで，近未来のプラントの内部状態を可視化することができ

る。また，将来発報するアラームを検知することにより，実際にアラームが発報する前にアラームを回避する操

作をすることが可能となるため，より安全にプラントを操業することができる。一方で DCS (Distributed Control 

System) に未来の情報を表示することで，ヒストリカルの情報と未来の情報が混在することになる。ミラープラ

ントの HMI (Human Machine Interface) では，ヒストリカル情報と未来の情報の「時間区分」の違いを明瞭に表

現している。本稿では，予測トレンドや予測アラームの機能を紹介し，DCS に未来の情報を表示することによる

予測オペレーションを実現する HMI を紹介する。

MIRROR PLANT, a plant simulator based on physical modeling, precisely simulates dynamic 
plant behaviors. It can also forecast future plant behaviors by running the virtual plant faster. 
Based on the information from MIRROR PLANT, operators can understand possible conditions 
which may cause alarms, and run the actual plant much more safely by eliminating such 
potential alerts. Although this function  is very useful, there is a possibility that operators may 
mistake forecasted information for data from actual plants, or vice versa, because both are 
displayed on the same screen of the distributed control system (DCS). To prevent such confusion, 
the human machine interface (HMI) of MIRROR PLANT clearly distinguishes them by dividing 
the time line from the present time. This paper introduces the design of MIRROR PLANT HMI 
for forecasting plant operations.

1. はじめに

プラント操業における安全のために，プラント内部の正
しい状況認識は不可欠である。また，人間の認知に関す
る研究は人間工学をはじめ，様々な分野でなされている。
Mica R. Endsley は 状 況 認 識（SA: Situation Awareness）
の概念について次のように定義している (1)(2)。

① 要素の知覚（Perception of elements in current situation）
②状態の包括的な理解（Comprehension of situation）
③将来予測（P rojection of future status）
Mica R. Endsley が提唱した SA をプラント操業に当て

はめて考えると，①は，DCS からの実測値であり，②は，
実測値からオペレータがプラントの状況を理解すること
であり，③は，理解したことに基づき近い将来を予見す
ることと言える。

ミラープラントは，実際のプラントを忠実に再現する
ことが可能なオンラインのダイナミックシミュレータで
ある。この技術により，実際には測定値が存在しない値（温
度，圧力，流量，組成など）をリアルタイムに可視化す
ることができ，SA でいうところの知覚に冗長性を持たせ
ることが可能となる。また，オペレータが頭の中で行っ
ているであろう，近未来のプラントの内部状態の予見を
ミラープラントの予測機能により可視化することで，オ
ペレータの経験や知識に依存しない予測オペレーション
を実現することができる。

ミラープラントの情報は，CENTUM VP HIS (Human 
Interface Station) に表示することができ，ミラープラン
トの情報を監視しながらプラント操作することが可能
である。HIS に表示することで，計器室にディスプレイ
を増やすことなく，また，２画面を監視するような不便
さはない。一方で画面上にヒストリカルの情報と未来
の情報が混在することになる。ミラープラントの HMI 
(Human Machine Interface) では，ヒストリカル情報と
未来の情報の「時間区分」の違いを明瞭に表現している。
本稿では，未来の情報を表示することによる予測オペレ
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ーションを実現する HMI を紹介する。

2. 人間中心設計の HMI

2.1 HMI 設計の課題
近年，国際競争力の激化，生産性の更なる向上などの

要求の中で，生産現場に課せられる安全要求レベルは高
まっている。日本国内では，設備面の自動化やシステム
面の機能改善など，様々な取り組みが既に行われている
中で，HMI デザインの改善は安全性の向上手法として注
目されつつある。

オペレータとシステムをつなぐ重要な機能である HMI
の使い勝手は，プラントの安全性に大きな影響を与える。
特に一貫性のある表現や操作方法を提供することは，ミ
スオペレーションを抑止するためには欠かせない条件で
ある。しかしプラント毎，設備システム毎に最適設計さ
れた従来の HMI では一貫性がなく，統合化やオペレータ
の配置転換，プラントの海外展開において障害となって
いる。このような事態を避けるため，大手メーカーでは
HMI 設計で考慮すべき内容をガイドラインとして独自に
制定している場合もあるが，多くの場合未整備であった
り，不十分であったりする。

現在様々な研究機関，企業団体で，使用者の使い勝
手に軸足をおいて設計を考える HMI 設計手法が検討さ
れている。中でも，ISO (International Organization for 
Standardization) では人間工学や認知，感性工学など様々
な学問分野を巻き込み，ISO9241 として人間中心設計に
関するガイドラインが集約されつつある。そこでは HMI
設計に必要な基本的考え方が提供されているが，実際の
HMI 設計時には，より詳細な表現方法，操作性について
検討する必要があり，ガイドラインだけでは十分とは言
い難い。

2.2 HMI 設計の指針
今後プラントオペレーションの HMI はますます重要な

検討課題になっていくと思われる。オペレータがプラン
トの内部状態を確実に理解できるよう，①情報を知覚し
やすく，②その情報が何かを理解しやすく，③その理解
からこれから起こる未来を予見しやすい HMI を構築する
べきである。HMI 設計時には現場のオペレータやエンジ
ニアはもちろんだが，人間工学的知見を持ったデザイナ
ーも参画することが望ましい。

またプロセスが想定外の状況になった場合の HMI のあ
り方について，検討を重ねることも重要と思われる。想
定外の状況下で，どの情報をオペレータに見せるべきな
のかを予め想定しておくことは難しい。普段自動化され
たシステムでの監視操作に慣れ親しんだオペレータにと
って，そのような状況下でプラントを安全な状態に移行
させることは，難しい作業であると思われる。そのため
シミュレータによる教育や安全にプラントを停止するシ

ステムの導入などの他，普段から未来を予見しながらプ
ロセスを監視し，リスクが顕在化する前に対処するとい
うオペレーションスタイルを実施しておくことは有効と
考える。

3. ミラープラント アプリケーション

プラントの動的な挙動を忠実にシミュレートできるミ
ラープラントは，様々なアプリケーションを提供するこ
とができる。図 1 にミラープラントの推定・予測機能，
運転支援機能，プラント解析機能から構成される各種ア
プリケーションの例を示す。

推定・予測機能では，実際のプラントには計器が設置
されていない温度，圧力，流量などの値（以下，推定値）
の可視化やリアルタイムで計測が不可能な組成などの値

（以下，推定値）の可視化を実現する。また，推定・予
測機能では，ミラープラントを実時間より高速で実行さ
せることにより，プラントの内部状態の未来予測（以下，
予測値）を可視化することができる。

運転支援機能では，推定値に対してアラーム値を設定
することが可能な推定値アラーム機能の提供や，予測機
能と連動させ，このままの状態で運転を続けると未来に
起こる異常に警告を発報する予測アラームや，予測アラ
ームが発報した際の回避操作を支援する機能を提供する。
また，プラントの定常バランス計算を行い，定常バラン
スの結果と実際の測定値との比較を行う事でセンサが検
出する以前にプラントの異常を検出するプラント診断ア
プリケーションの提供も可能である。

プロセスの安定化のための PID 制御器のパラメータ決
定や多変数モデル予測制御の導入効果の試算といった解
析用途においてもミラープラントは効果を発揮する。

ミラープラントの機能を複合化することにより，オペ
レータが利用するばかりでなく，生産現場の生産性向上
や品質の安定化などの業務に携わるスタッフにも有効な
アプリケーションを提供することができる。

本稿では，推定・予測機能，運転支援機能の中のアラ
ームといったオペレータ向けの機能を用いた予測オペレ
ーションを実現する HMI を紹介する。

図 1 ミラープラント アプリケーション
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4. 予測オペレーションを実現する HMI

ミラープラントの推定・予測データは，従来の DCS 画
面に表示することが可能であり，近未来のプラント状態
を監視しながらプラントを操作・運転することができる。
一方で，DCS 画面上に実測値，推定値，実測値の未来予
測値，推定値の未来予測値が混在することになり，これ
らの情報量の増加は誤認・誤操作の温床となる。この問
題を解消するため下記の２つの基本ルールを設定した。

 ● 未来予測データと過去・現在のデータの区別（時間軸
の区別）

 ● DCS からの実測値とミラープラントからの推定値の区
別（情報源の区別）
ミラープラント固有の画面では情報レイアウトや背景

色の選定をこれらのルールに基づいてデザインした。ま
た，HMI の他の要素は，既存の DCS のルック・アンド・
フィールに合わせデザインされており，新たに操作手順
を覚えることなく操作・運転が可能である。

図 2 にミラープラント HMI の全体イメージ図を示
す。画面の左端の縦長のバーはミラープラントブラウザ
ーバーである。推定値アラーム，予測アラーム，予測ト
レンドなどのミラープラントのアプリケーションは，ミ
ラープラントブラウザーバーのアイコンの押下により
起動することができる。今後ワイド LCD (Liquid Crystal 
Display) 画面が普及することを考慮し，監視領域を広く
確保するために左端に配置した。常時監視が必要な推定
値アラーム，予測アラームアイコンは，CENTUM VP HIS
のアラームアイコンが左上にあることから，目線移動を
抑えるために左上に配置した。使用頻度が多いと思われ
る予測トレンド，アラーム停止は，常時アイコンを表示
することで，１クリックで機能を動作させることができ
る。利用頻度の低い機能は，機能ランチャーアイコンを
押下し，アプリケーションリストを表示させ機能を呼び
出すことができる。

図 2 ミラープラント HMI の全体イメージ図

CENTUM VP HIS のグラフィック上にミラープラントの
演算結果である推定値を瞬時値データ表示，ストリーム画
面表示，塔内可視化表示として表示することができる。

図 3 に瞬時値データ表示の例を示す。図 3 の例では，
情報源の区別をするために，ミラープラントの推定値の
両サイドに “（ ” を表示した。また，“ １” と “ ( ” の誤認
をさけるためデータとの間にスペースを持つ。デザイン
視点では，“（　）” を推奨するが，プラント毎に固有の
考え方があるため，エンジニアリングにより非表示にす
ることも，他の記号を適用することも可能である。

図 3 ミラープラント　瞬時値データ表示

図 4 にストリーム画面を示す。CENTUM VP HIS のグ
ラフィック上の配管に配置されたストリームアイコンを
押下することで，配管内の温度，流量，圧力，組成をリ
アルタイムで監視することができる。

図 4 ストリーム表示画面

図 5 は，CENTUM VP HIS のグラフィック上の反応器
や蒸留塔近くに配置された塔内可視化アイコンを押下す
ることにより表示される塔内可視化画面である。Y 軸は
塔の高さ，トレーの段数などであり，X 軸は温度，組成
などである。実際には，分布を表すのに必要十分な計器
が塔の高さ方向に対し配置されていない場合でも，推定
値をグラフ化することで塔内の温度分布，組成分布を監
視することができる。

図 5 塔内可視化画面
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図 6 に予測トレンド画面を示す。ミラープラントブラ
ウザーバーのトレンドアイコンの押下，または，瞬時値
データ表示の右クリックメニューに表示される「トレン
ド」を選択することで予測トレンドが表示される。予測
トレンドでは，画面の中央が現在時刻，中央より左側が
過去領域，中央より右側が未来領域となる。過去領域は，
従来のトレンド画面の背景色と同色にし，未来領域には
過去領域の補色を背景色とすることで「時間区分」の違
いを表現している。過去領域には，DCS からの実測値と
ミラープラントの推定値が時系列でプロットされる。未
来領域には，予測中のトレンドが点線でプロットされ，
予測が完了した前回値トレンドが実線で表示される。つ
まり点線の予測中トレンドは予測が完了すると実線にな
り，新たに，予測が開始され点線の表示が開始される。
ミラープラントでモデル化するプラント範囲の大きさや
ハードウェアのスペックにも依存するが，おおよそ１時
間先の予測に１分～２分の時間を要する。そのため，予
測中トレンドのみでなく，前回値トレンドが表示される。
また，予測トレンド画面に閾値領域を表示することが可
能であり，未来時間のトレンドが閾値領域に入るのか，
または復帰するのかを監視することができる。

図 6 予測トレンド画面

ミラープラントブラウザーバーの予測アラームアイコ
ンを押下することで，図 7 の予測アラーム画面が表示さ
れる。背景色は予測トレンドの未来領域の背景色と同色
にすることで，予測データであることを認知できるよう
にした。本稿では紹介を省略しているが，同様にミラー
プラントブラウザーバーから推定値アラーム画面が起動
する。推定値アラーム情報は過去データのため，その背
景色は予測トレンドの過去領域と同色にし，各アラーム
画面のデータの時間軸を表現した。予測アラーム画面に
は，現在から将来何分後にアラームが発生するのか数値
で表示するとともに，プログレスバーを使用してアナロ
グ表現している。これにより，アラーム発報までの時間
を直感的に理解できる。また，各タグの重要度をアイコ
ンで表示し，重要度が高く（赤色の□印），プログレスバ
ーの短いものほど早く対応する必要があることが分かる。
実際にアラームが発報する前にアラームに対応すること

で，より安全にプラントを操業できると考える。

図 7 予測アラーム画面

図 8 は予測アラームのログ画面である。図 7 の予測ア
ラーム画面は，最新の予測アラーム情報に予測が完了す
る度に画面が更新される。ミラープラントブラウザーバ
ーの機能ランチャーアイコン押下により機能リストから
予測アラームログを選択することで，以前の予測アラー
ムメッセージを確認することができる。予測アラームロ
グは予測開始時間毎に予測アラームメッセージ情報を保
管している。

図 8 予測アラームログ画面

5. おわりに

ミラープラントの差別化技術は予測である。ミラープ
ラントからの情報を使ってプラント操作が行える HIS 同
居型の HMI を開発した。また，現実と仮想，過去と未来
を区別する HMI を人間工学に基づいて設計した。予測ト
レンドや予測アラームアプリケーションの活用により予
測オペレーションを実現する。
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