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トラッキング・シミュレータによるプラントの運転革新
Innovative Plant Operations by Using Tracking Simulators

プラントの設計やオフラインの解析において，プラントシミュレータを用いることが非常に多くなってきてい

るが，大規模プラントでのオンラインシミュレーションを活用した運転例は少ない。株式会社オメガシミュレー

ション製のダイナミックシミュレータ Visual Modelerは，訓練用途の実績が豊富であり，リアルタイムあるい

はそれ以上の高速演算性能を持っている。この技術を利用し，実データへの合わせ込み機能を持つオンラインの

ダイナミックシミュレータをトラッキング・シミュレータと呼ぶ。今回，非定常な状態でもシミュレータの実デー

タへの合わせ込みを可能にする動的補償付きデータリコンシリエーション技術を考案した。これにより，プロセ

ス異常の早期発見と未来予測を実現し，プラントの運転革新を目指す。
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Plant design and offline analysis of plant behavior are increasingly being carried out using plant

simulators. However, online simulators are rarely used in large plants. The dynamic simulator Visual

Modeler developed by Omega Simulation Co., Ltd. is a well-established Operator Training Simulator,

and is abundantly used in training. It also provides similar or higher-speed computation performance

than real-time computation in large plants. Using the technology, an online dynamic simulator, which

can keep adjusting the parameters of a plant model to correspond with the actual plant's parameters as

closely as possible, is called a tracking simulator. We have developed a dynamic data reconciliation

technology which enables the dynamic simulator to adjust the parameters of a plant model to the actual

plant's parameters even when plant behavior is not steady. This technology will facilitate early fault

detection in processes and prediction of  future plant behavior, thereby assisting innovation of plant

operations.

1. は じ め に

石油精製，石油化学，鉄鋼，紙パルプ，ガス，発電など

のプラントにおいては，グローバルな企業間の競争の激

化などを背景に，生産効率の向上，省人化，省エネルギー，

さらに環境面への配慮が強く求められている。このよう

な状況で制御システムに求められる役割は，現在のプラ

ントの状態を把握し，将来のプラントの挙動を予測して，

安全な状態を維持しつつ，最適な運転を可能にすること

である。

我々はこのような最適運転を実現するために，以前よ

り物理化学法則に基づく数式モデルにより，プラントの

挙動を正確に捉えることを基本とした所謂モデルベース

のアプローチを探求してきた。また，近年ダイナミックシ

ミュレータをオンラインでプラント操業に活用すること

を提案し，簡単なパラメータ調整により，重要なポイント

の状態を合わせ込み，プロセス内部状態の可視化や将来

の応答予測に活用できることを示した（1）（2）。今回，プラン

トが非定常な状態でも，最小二乗法により，モデルを実

データへ合わせ込む動的補償付データリコンシリエー

ション技術を加えたトラッキング・シミュレータを提案

する。本稿では，株式会社オメガシミュレーションのダイ

ナミックシミュレータVisual Modeler V2をベースとし

たシステムの構成およびアルゴリズムと簡単な具体例に

より，提案手法の効果を示す。

2. トラッキング・シミュレータによる運転革新

プラント操業中において，様々な用途にシミュレータ
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を活用するために提案してきたトラッキング・シミュ

レータは，ダイナミックシミュレータの挙動が実プラン

トに近くなるよう常にシミュレータの調整を行うことを

特徴としており，その概念を図1に示す。これにより，現

在のプラントの状態がコンピュータに忠実に表現でき，

以下の応用が可能になる。

（1）プラント内部の可視化

実プラントでは計器を設置していないため，測定し

ていないか，あるいは計器を設置できない場所での

温度，圧力，流量，組成などを推定することができる

（ソフトウエアセンサ機能）。

（2）性能パラメータの推定

触媒活性（反応速度定数），反応の転化率や選択率，熱

交換器の伝熱係数などを推定することができる。ま

た，測定計器の誤差（オフセット）や未知の原料組成

なども，広義の性能パラメータとして推定の対象と

することができる。

（3）過渡状態予測

現在のプラントの状態から数時間先の予測が可能に

なると，現在の状態からある運転操作を行った後の

プラントの動きを事前に知ることができる。複数の

ケーススタディのシミュレーションを行い，その中

から適切な運転操作を選択することも可能になる。

（4）定常状態予測

トラッキング・シミュレータの現在の状態を基にし

て，ある運転条件を変えた場合のプラント全体のバ

ランスを定常状態計算機能によって求めたり，逆に

目標とする状態に到達するための運転条件を求めた

りすることができる。

（5）最適化

予測機能を用いて，最適な運転条件を探索により求

めることができる。

（6）プラント異常の早期発見

運転者がまだ異常と判断できない程度の変化がプラ

ントに生じた時点で，バランスの異常などを発見し

警報を出すことができる。これまでの異常診断とは

異なり，問題が生じる前に異常個所を把握すること

ができ，実際の運転に役立てることができる。

このような可視化や予測の機能により，運転の質が変

わるだろう。例えば，生産量，エネルギー原単位，品質等

新たな運転指標を用いた運転や，時間遅れのない運転の

段階での生産管理が可能となると考えられる。予測ア

ラームにより早期に変調を察知することで，危険回避が

可能となる。オペレータには時間的な余裕が生まれ，精神

的負担を軽減することができる。さらに，事前にケースス

タディーを行って運転計画が立てられるなど，より合理

的な運転につながると考えられる。

3. トラッキング・シミュレータの構成

トラッキング・シミュレータは，図2のようにミラーモ

デルと同定モデルと解析モデルで構成する。ミラーモデ

ルでは，常にモデルを実プラントに合わせ込み（これをト

ラッキングと呼ぶ）ながら，ダイナミックシミュレーショ

ンを実行する。同定モデルでは，定期的か，あるいは，何

らかの要望されるタイミングで動的補償付データリコン

シリエーションにより，モデルを実データへ合わせ込む。

解析モデルでは，実プラントに合わせ込んだモデルを用

いて，将来の過渡応答および定常状態の予測や最適運転

状態の探索等，様々な仕事を行う。以下に，ミラーモデル

と同定モデルの動作を詳しく説明する。

3.1 ミラーモデルにおけるトラッキング

ミラーモデルは，以下の4つの方法で実プラントへのト

ラッキングを行う。

（1）原料，ユーティリティ，外部環境などの温度，圧力，

流量，組成を測定している場合は，その値をシミュ

レータの入力とする。

（2）コントローラに関しては，実プラントのコントロー

ラの設定値をミラーモデルのコントローラの設定値

へ取り込む。

（3）但し，レベル制御系など制御動作が遅く，（2）の設定

値の取り込みでは追従できない場合には，実プラン

図1　トラッキング・シミュレータの概念図

図2　トラッキング・シミュレータの構成
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トの制御量の値をミラーモデルの設定値へ取り込み，

さらに，実プラントの操作量の値をミラーモデルの

操作量のフィードフォワード信号として与える。

（4）実プラントでは直接制御されていない変数であって

も，シミュレータの動きを実プラントへ合わせるた

めに，重要なポイントである場合にはトラッキング

の対象とする。例えば，熱交換器の出口温度が重要な

ポイントである場合，シミュレータの伝熱係数パラ

メータを調整することにより，熱交換器の出口温度

を実プラントへトラッキングさせる。

以上の動作は，測定器が校正中などの理由でデータに

異常でないことを確認した上で，逐次実行する。

3.2 同定モデルにおける合わせ込み

上述（4）と同様に制御されていない変数を合わせ込むが，

ここではより広い範囲のバランスに基づいて合わせ込む。

制御していない変数としては，各部の温度，圧力，組成や，

温度制御に用いられるスチームや冷却水流量，あるいは

その他の制御に用いられる流体の流量などがある。これ

らの中で重要なポイントを実プラントの値に合わせるよ

うに，シミュレータ内のいくつかのパラメータを同時に

調整する。

モデル式は，以下の微分方程式で表現する。

＝f（x,p,u）,　y＝g（x,p,u） dt
dx

…（1） 

但し，xはプロセスの状態変数ベクトル，pは性能パラメー

タベクトル，uは系外からの入力変数ベクトル，yは測定

変数ベクトルとする。このモデル式を制約条件として，い

くつかのポイントにおけるシミュレーションの値と実プ

ラントの値の誤差の二乗和（目的関数と呼ぶ）を最小にす

るように，シミュレータ内の機器の性能パラメータp，未

知の外部入力u，状態変数xの一部（フリー変数）の値を算

出する。

この時に，全ての状態が測定できるとは限らないので，

状態 xの微分係数 dx/dtは得られない。そこで，従来はモ

デル式の微分係数が全て0である定常状態と仮定してい

た。

目的関数： J＝∑wi（yi,sim － yi,obs） 

制約条件： 0＝f（x,p,u）,　y＝g（x,p,u） 
…（2） 

2

但し，wは重み，添え字のiは目的関数に含まれる測定変

数（評価変数と呼ぶ）の変数番号，simはシミュレータの

値，obsは実プラントの値を表す。

このように，従来の同定方法では温度やレベルが変動

している非定常な状態では，同定計算を行うことができ

なかった。本提案の構成では，ミラーモデルにおいて，常

にプラント全体をシミュレーションしているので，全て

の状態変数の微分係数の値を計算している。そこで，次式

のようにモデルの制約条件に微分係数の値を与えて，非

定常な状態でも，最小二乗法により同定計算を行うこと

を可能にした。これを，動的補償付きデータリコンシリ

エーションと呼ぶ。

目的関数： J＝∑wi（yi,sim － yi,obs） 2

制約条件： x'＝f（x,p,u）,　y＝g（x,p,u） 
…（3） 

但し，x' はミラーモデルから得られる状態変数xの微分係

数のベクトルであり，トラッキングによって実プラント

に近い値を得ることができる。具体的には，微分係数はプ

ラント内の全ての箇所における成分ホールドアップ量お

よび熱ホールドアップ量の変化量から計算される。

データリコンシリエーションとは，通常はセンサの測

定誤差をプラントモデルを用いて補償することを言うが，

ここでは，同時に性能パラメータ，未知の入力変数，状態

変数の値も算出する。また，微分係数により，非定常分を

考慮することを動的補償と呼ぶ。

なお，同定モデルにより得られたプラントや機器の性

能パラメータの値は，ミラーモデルに渡される。このよう

に，ミラーモデルと同定モデルがお互いに機能を補完し

合いながら，ミラーモデルを現実プロセスに近づけてい

くわけである。

最小二乗法による同定計算は，Visual Modelerの定常

状態計算機能（3）により実現可能となった。動的補償に関す

る処理や，3つのモデルの動作タイミングや連携処理につ

いては，システム部分を改造して実証テストを行ってい

る。

4. 例　　題

動的補償付きデータリコンシリエーションの効果につ

いて，3相分離プロセス（図3）を例に解説する。

図3　3相分離プロセス
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このプロセスは，炭化水素ガスとスチームを混合した

ものを冷却器で凝縮し，分離器で気相と2つの液相に分離

するものである。

この3相分離プロセスにおいて，実プラントの動きに追

随するためにトラッキングを行うパラメータは，表1に示

す通りである。

同定モデルにおける評価変数を，表2に示す。

ここで，実プラントで炭化水素のフィード組成が変わ

り，同時に，液面設定を変更したためにドラムの液面に変

動が生じている状態で，炭化水素のフィード組成を推定

する場合を例に説明する。フィード組成の変化を，2つの

異なる組成の混合比率（Cx1）の変化（0→ 0.1に変えた）と

して表現している。実プラントにおいて組成の変更を

行った場合，組成は測定されていないため，ミラーモデル

ではトラッキングで追随することはできないが，同定計

算を行えば推定することができる。フリー変数は，表3に

示す3つである。

ミラーモデルにおいて，分離器F01の液相成分のホー

ルドアップの変化率，すなわち，微分係数が計算されてい

るので，同定モデルの計算時にこの微分係数（動的補償

項）を微分方程式の左辺に与えて，これを制約条件として

最小二乗法を計算する（式（3））。動的補償ありの場合とな

しの場合のCx1の推定結果を，表4に示す。

表4において，条件変更してから10分後に同定計算を

行った結果，動的補償ありの場合にはCx1の真値（＝0.1）

に近い値が求まるが，動的補償なしでは誤差が大きく

なっている。液面変更が加わった場合には，液相成分の

ホールドアップが変化する。この変化率を考慮しないで

解を求めると，表4の動的補償なしのように誤った解が得

られる。条件変更してから60分以降であれば，両者に大

きな差は見られなくなっているが，これは時間が経過し

て液相成分のホールドアップの変化が小さくなり，ほぼ

定常状態に達したためである。

このように，プラントが非定常であっても，物質・熱の

アンバランスを考慮したデータリコンシリエーションが

可能となっている。

5. お わ り に

現在，筆者らと株式会社オメガシミュレーションは，共

同で国内のあるプラントで実証試験を行っている。また，

統合ダイナミックシミュレーション環境である

OmegaLand上に，本技術の開発環境および実行環境を，

新たな機能として商品化を目指して構築中である。この

技術が実現すると，本格的にダイナミックシミュレータ

をオンラインで稼動する世界初の製品となる。これによ

り，プラントの異常の早期発見と未来の挙動を見せる運

転支援システムの道が開けて，プラントの運転革新をも

たらすと確信している。
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表1　トラッキング・パラメータ一覧
対象 

炭化水素 供給温度 

炭化水素 供給圧力 

炭化水素 供給流量 

スチーム 供給温度 

スチーム 供給圧力 

スチーム 供給流量 

冷却水 供給温度 

分離器 圧力 

分離器 液レベル 

分離器 界面液レベル 

トラッキングする変数 

 TI1 の測定値 

 PI1 の測定値 

 FC1 の設定値 

 TI2 の測定値 

 PI2 の測定値 

 FC2 の設定値 

 TI5 の測定値 

 PC1 の設定値 

 LC1 の制御量 

 LC2 の制御量 

トラッキングの種別 

① 

① 

② 

① 

① 

② 

① 

② 

③ 

③ 

FC1の制御量 FC2の制御量 FI3の測定値 FI4の測定値 TI3の測定値 TI6の測定値 

評価変数 

表2　同定モデルの評価変数

FCV1の流量 FCV2の流量 炭化水素の混合組成比　Cx1

フリー変数 

表3　同定モデルのフリー変数

表4　Cx1の推定結果

10分後 

0.220 

0.087

 

動的補償なし 

動的補償あり 

 

推定された 
混合組成比Cx1

20分後 

0.220 

0.099

30分後 

0.195 

0.109

60分後 

0.101 

0.104

90分後 

0.070 

0.093

120分後 

0.090 

0.098

同定計算を実施した条件変更後からの時間 


