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ミラープラントでのプラントモデルには物理・化学法則に基づく物理モデルが使われている。現象が解明され

ていないプラントの現象を物理モデルで表現することができない問題に対し，統計モデルを適用する物理・統計

融合モデルを提案する。統計モデルと物理モデルを組み合わせることで統計モデルソフトセンサの推定精度が向

上し，また，JIT (Just In Time) 法によりオンラインでの統計モデルのメンテナンスを実施することで急峻なプロ

セス変化に対しても統計モデルが正確に推定できることを示す。

MIRROR PLANT uses physical plant modeling based on physical and chemical laws. However, 
the physical model cannot express some phenomena in plants, especially those which are not 
physically determined yet. We propose a hybrid model of a physical model and a statistical model 
based on historical plant operation data. Combining the physical model and statistical model 
improves the estimation accuracy of the statistical model. In addition, by applying the just-in-
time (JIT) modeling to the on-line update of the statistical model, it can deliver exact estimation 
even during rapid changes in plant behaviors.

1. はじめに

現実と仮想世界を融合し，プラントモデルを積極的に
活用して新たなオペレーションを提供するミラープラン
トは，株式会社オメガシミュレーション製ダイナミック
プロセスシミュレータ Visual Modeler をベースにして
いる。Visual Modeler でのプラントモデルは物理法則・
化学法則に従った物理モデルあるいは厳密モデルと呼
ばれるモデリング手法が採用されている。また，Visual 
Modeler のモデルライブラリーには 150 種以上のプラン
ト機器ユニットモデルが用意され，ユーザは GUI 上で対
話形式によりプラントモデルを構築することができる。

物理モデルの特長は，理論をベースにしているためプ
ラントの挙動を原理・原則に従い理解することができ，
プラントのスタートアップからシャットダウンまで幅広
い運転レンジで活用することができる。しかし，現象が
解析されていない対象に対してはモデリングすることが
できない。また，物理モデル式中のパラメータをチュー
ニングするために，過去の運転データを整理してフィッ
ティングする作業に多くの時間を要するのが欠点となる。
これらの課題を解決するため，ミラープラントにおいて，

物理モデルを構築できない場合のモデリング技術として，
過去の運転データからモデルを構築する統計モデルと組
み合わせた，物理・統計融合モデルを開発した。

2. 統計データを活用したソフトセンサの現状と課題

2.1 ソフトセンサとは
プロセス制御においては，プラント装置のパーフォマ

ンスや製品品質を確保するためにプロセスのキーとなる
変数を計測する必要がある。しかし，このキーとなるプ
ロセス変数は測定が困難，あるいは直接計測できないこ
とがしばしばある。例えば，化学反応器内の触媒活性，
反応物の組成，反応の転化率など，これら変数は製品の
品質，生産性に関わる諸量で，理想的にはリアルタイム
で管理あるいは調整したい指標である。製品の成分をオ
ンラインで直接計測するため，ガスクロマトグラフィー
のようなアナライザーも存在するが，計測・分析の遅れ
が大きいため計測値を制御に利用するのが難しい。

この問題を解決するためにソフトセンサが開発された。
ソフトセンサの実装においては，一般的に温度・圧力・
流量のようなプラントから毎秒周期で測定されるプロセ
ス変数（説明変数）を利用し，リアルタイムでは測定不
可能なプロセス変数（目的変数）を推定するためのプラ
ントモデルを構築する。

ソフトセンサのモデリング手法は２つに大別できる。
１つはプラント運転データに基づく統計的モデリング手
法，もう１つはプロセスのメカニズムに基づく物理モデ
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リング手法である。統計モデルでは，モデルの構造がシ
ンプルで，プロセスを容易に理解できる線形モデルがソ
フトセンサとしてしばしば利用される。表 1 に物理モデ
ルと統計モデルの長所・短所をそれぞれ示す。

表 1 物理モデルと統計モデルの特長

2.2 統計的モデリング手法　MRA と PLS
線形モデルを利用した統計的モデリング手法を紹介する。
重回帰分析（MRA: Multiple Regression Analysis）は

目的変数を複数の説明変数により統計的手法を使って分
析する。MRA では目的変数と説明変数の間に以下の線形
関係があると仮定する。

MRA では説明変数を選択するのが重要な問題となる。
もし，互いに関連性の高い説明変数を選択した場合 (2) 式
は，多重共線性という状態に陥り不安定になる。この多
重共線性を回避するため，部分最小二乗法（Partial Least 
Squares，以下 PLS と略す）がある。説明変数の中で，主
成分という線形独立な変数を選択する。PLS では，ソフト
センサへの入力データ変数と出力変数との相関および入
力変数間での相関関係を考慮して説明変数を決定する。

説明変数 x，目的変数 y から，それぞれ T，U と呼ば
れるスコアを抽出しモデリングを行う。その基本式を以
下に示す。

PLS は，MRA と比較し，より堅牢に推定可能なモデル
が得られるという特徴を持っている。また，サンプル数

よりも記述子数の方が多い状況であってもモデル構築で
きるという利点もある。PLS も線形重回帰分析手法であ
るため，上記の式を変形することにより，(1) 式の回帰式
を得ることが可能である。

2.3 統計モデルを利用したソフトセンサの課題
　日本学術振興会プロセスシステム工学第 143 委員会の高
度プロセス制御に関するアンケート調査報告書 (1) の中に，
プロセス産業におけるソフトセンサの活用に関して報告さ
れている。表 2 に化学プロセス工程における適用アルゴリ
ズムを示す。実際のプロセス現場においてソフトセンサは
物理モデルより統計データを利用した線形モデル（MRA や
PLS）が専ら利用されている。モデリングの簡便さ，説明変
数による線形方程式で表現されるプラントモデル式は理解
が容易なため広く受け入れられている。その一方，反応や
重合工程では，複数触媒などによりプロセス挙動の非線形
性が強いため線形モデルでの近似が難しいことがわかる。

図 1 にソフトセンサの課題を示す。プロセスの特性変
化による推定精度の劣化に対する対応，即ち，モデルの
メンテナンスが一番の課題として指摘されている。

表 2 各種モデリング手法の適用実績数

図 1 ソフトセンサの課題

2.4 統計モデルでのモデルメンテナンス技術
石油，石油化学プラントでの現象は，非線形，時変数

系，分布定数系であり，プラント内でのプロセス挙動を
線形モデル式で記述することは難しい。物理モデルが主
体のミラープラントにおいてもオンラインでモデルパラ
メータの同定を行っている。同様に，過去運転データに
基づいて作成した統計モデルにおいても，オンライン動
作中にプロセスの時間的変動のため推定精度が劣化する。
統計モデルにおけるオンラインでのモデルメンテナンス
技術を２つ紹介する。
2.4.1 カルマンフィルタ

1960 年 R.E.Kalman がカルマンフィルタを発表した。

物理モデル（厳密モデル） 統計モデル
プラントの現象を原理原則に
基づき理解できる

過去運転データから容易にモ
デル構築できる
説明因子により直観的にプラ
ント現象を理解できる

解明されていない現象はモデ
ル化できない

モデル式に物理・化学的根拠
はない

モデルを構築するために時間
を要する

運転データの範囲外では推定
精度が低い

モデルのチューニングに時間
がかかる

現象を説明する運転データが
必要

長所

短所

通常運転範囲外でも推定精度
が高い
モデルの再利用ができる

(1) 
目的変数
説明変数

モデル係数
最小二乗の解 (2) 
モデル誤差
サンプル数， 変数の個数　　　　　　

(3)
(4)

ローディング， 残差

物理モデル ＭＲＡ ＰＬＳ
ニューラル
ネットワーク

その他

蒸留 20 256 41 0 14 331

反応 5 32 43 0 6 86

重合 0 4 8 3 5 20

その他 0 1 1 0 0 2

合計 25 293 93 3 25 439

モデリング手法

プロセス 合計

予測精度の劣化、
メンテナンス

29%

モデル構築に必要な
データ収集の負担

22%
モデル構築作業その
ものの負担
14%

その他
35%
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このカルマンフィルタは，現在，カーナビゲーションシス
テムや天気予報など幅広い分野で利用されている。一般
的に計測値にはノイズが乗り，システムの状態を示す変数
自身にもノイズが乗っていると仮定した上で，直前までの
情報と，たった今取得したデータを基にして，最も適切な
システムの状態を推定するのがカルマンフィルタである。

ソフトセンサにカルマンフィルタを適用し，オンライ
ンでモデルを更新するため，モデル式を状態方程式に変
換する。回帰係数 θ は状態になる。

Q，R，初期状態 θ (0) ，P と最新の出力測量値 y が分
かれば，カルマンフィルタの式 (7)-(11) より最適な状態
θを計算できる。即ち，モデルの回帰係数 θ を更新できる。

予測：

補正：

オンラインで繰り返し演算を行い，実際の出力計測値（例
えばガスクロマトグラフィーで数十分毎に計測される組
成分析値やラボ室で分析される性状値など）によりモデ
ルは適宜更新される。

ただし，ここでは初期状態 θ (0) は最小二乗法で決めた。
P，Q，R の初期値は単位行列とした。推定精度にも大き
く影響する Q と R の更新が重要になる。理論分析と実際
の結果から MAP (Maximum A Posteriori) 手法が有効で
ある。

2.4.2 JIT モデリング手法
プロセスの特性変動や非線形性に対応できる手法とし

て JIT (Just In Time) モデリング法と呼ばれる方法が提
案されている。これは出力の推定値が要求された時に限
り，データベースに蓄えられたデータからクエリ点近傍
のサンプルを選択し，局所モデルの構築と出力の推定を

行う手法である。
従来の JIT モデリングでは，局所モデル構築用サンプ

ルはクエリ点からの「距離」に基づいて選択されている。
ところで，線形回帰モデルを構築する際にモデル構築用
サンプルに期待することは，サンプルが単にある距離の
中にあることではなく，サンプルがある相関関係に支配
されていることである。クエリ点からどれほど離れてい
ようとも，同じ相関関係に支配されている限り信頼する
に足る良いモデルが構築できる。このような発想に基づ
いて提案されているのが相関型 JIT モデリング（C-JIT: 
Correlation-JIT）である。従来のユークリッド距離を利
用した JIT モデリングでは，対応が困難であったプロセ
ス特性の急激な変化にも十分追従し，推定性能を大幅に
改善できることが報告されている。

C-JIT ではオフラインの場合，プラント運転データベ
ースからクラスタリング手法により相関性評価指標 J を
利用し，k 個のデータセットに分け各モデルを作成する。
一方，オンライン場合，C-JIT の手順は以下である。
1) 新しい入力データを取得する。
2) 各データセットに対する新入力の評価指標 J を計算する。
3) J が最小となるデータセットを選択し，出力を予測する。
4) 新入力対応する出力の測定値を入手するとデータセッ

トを更新する。
5) 以上繰り返す。

相関性評価指標 J は様々な定義がある。藤原ら (2) が

(14) 式を提案した。T2 は入力データとデータセットの中
心との距離と示し，Q は入力データとデータセットの不
相似性を表わす。

相関性判断の適応性を強化するために，我々は M-JIT 
(Mahalanobis-JIT) という方法を提案する。マハラノビ
ス距離を用いてデータセットを選択する。3.2 章の実験
結果では推定性能がカルマンフィルタと比較して改善さ
れることが分かる。

3. 物理・統計ハイブリッドモデル

3.1 物理モデルと統計モデルの融合形態
物理モデルで構成されたミラープラントのモデリング

では，物理モデル構築が難しい部分を統計モデルで補う
物理・統計融合モデルを考案した。ミラープラントでは
プラント訓練シミュレータのようにプラントのスタート
アップからシャットダウンまでの広範囲の運転をカバー
しない。ミラープラントは，ロード変更などを含む通常
の運転領域での利用にフォーカスしているため，統計モ
デルを構築するための過去運転データが豊富に存在する。

図 2 に示すように，物理モデルと統計モデルの融合方
式に関しては主に３つあると考える。図 2(A) は原料組成
などプラントへの入力自身が不明確な場合などを統計モ

(5)
(6)

回帰係数， 説明変数，
目的変数， 状態ノイズ，
測定ノイズ

と は下記の分布に従うと仮定する。

(7)
(8)

(9)
(10)
(11)

(12)

(13)

(14)
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デルで補い，その結果を物理モデルへ与える。図 2(B) は
物理モデルで表現できない部分がプラントモデル中に存
在する場合の融合形態を示す。図 2(C) は物理モデルの出
力結果と実測値の差，即ちモデル誤差自身を統計モデル
で表現し活用する方法である。

図 2 物理モデル・統計モデルの融合方式

3.2 メタン水蒸気改質における物理 ･ 統計ハイブリッドモ
デルの適用結果

物理・統計融合モデルをメタン水蒸気改質プロセスに適
用した。図 2(B) の融合形式に相当する。メタン水蒸気改質
ではメタンガスから水素を得る反応で，改質反応器，シフ
ト反応器，部分酸化（PROX: Preferential Oxidation）反応
器の３つが直列に接続され，PROX 反応器の入口には酸化
反応のため酸素が供給される。改質反応器で生成される副
生成物の一酸化炭素（CO）をシフト反応器，PROX 反応器
で数十 ppm オーダまで除去する。具体的なミラープラン
トのメタン水蒸気改質への適用報告は参考文献 (3) に示す。

PROX 反応器では CO の部分酸化反応の他にも水素（H2）
と酸素（O2）の燃焼反応も同時に進むため反応が複雑で，
物理式による微量の CO 組成モデル式が作成できない。
PROX 出口での微量 CO 濃度推定モデルに統計モデルを適
用した。ミラープラントで毎秒計算されるシフト反応器内
での改質ガス組成などの推定値も統計モデルの説明変数
として利用を認めると，実際のセンサで計測された計測値
のみを説明変数に使ったモデルと比較し，統計モデルの
推定精度の向上が確認された (4)。また，統計モデルのオン
ラインモデルアップデート技術としてカルマンフィルタと
M-JIT モデルを実施した。図 3(A) に示すようにメタン水
蒸気改質において原料フィードを急峻に変化させ，PROX
反応器出口での改質ガスの品質を決定する CO 濃度変化の
推定を実施した。図 3(B) に示すように，カルマンフィル
タによるモデル更新ではガスクロマトグラフィーから参照
データが供給されている間は，CO 濃度を推定できる。し
かし，図 3(C) に示すようにガスクロマトグラフィーのメ
ンテナンスなどにより参照値が供給されない場合では，常
に現在使われているモデルが最適か否かを判断する M-JIT
モデルによる推定の方がよい結果を示す。

4. おわりに

ミラープラントは物理モデルにより構築されている。
物理モデルでは表現できない現象に対して，物理・統計

融合モデルを提案する。オンラインで統計モデルを更新
する M-JIT モデリングを紹介した。この物理・統計融合
モデリング技術により，ミラープラントでのモデリング
適用範囲を今後広げていく。

図 3　メタン水蒸気改質での推定結果
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* VisualModeler は株式会社オメガシミュレーションの登録商標です。
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