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高度制御・最適化ソリューション
Advanced Process Control and Optimization Solutions

本報告では当社の提供する高度制御・最適化ソリューション（APC&O）について紹介する。APC&O は，2000

年の発売以来，グローバル市場で200以上のプロジェクトにおいて納入され稼動している。プラントの状態をオ

ンラインで推定する性状推定機能Exarqe，1プロセスユニットの制御からプラントワイドな制御まで対応できる

多変数モデル予測制御機能Exasmoc，操業条件に応じて最適な運転条件を計算・設定するオンラインリアルタイ

ムオプティマイザExaspot，制御状態を監視し高度制御機能の稼働率を高める制御性監視診断機能MDツールな

どから構成される。これらを統合的にプラントへ適用することにより，プラント運転に要求される安定・安全・

環境の課題を解決することができる。
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This paper reports the advanced process control and optimization (APC&O) solutions which Yokogawa

Electric Corporation has developed. These solutions have already been applied over more than 200

projects in the global market since their release in 2000, and the applications have been operated on-site.

The APC&O solutions consist of Exarqe, Exasmoc, Exaspot, and monitoring and diagnostic functions

(MD tool). Exarqe, our online quality estimator, estimates the properties of influents and products.

From the control of a single process unit to plant wide operation, Examoc's multi-variable predictive

optimizing function maintains specifications for plant conditions to realize peak production and maximize

profits. Exaspot, an online real-time optimizer, calculates and sets optimum operation conditions according

to the current operation conditions. The MD tool constantly monitors statuses to improve the operation

rate indicated by ‘on-contral’ and ‘in-compliane’. By integrating these solutions into plant operations,

pivotal issues such as stability, safety and environmental issues will be resolved.

1. は じ め に

2000年に当社はShell Global Solutions社（以下SGSI）と

技術提携し，高度制御・最適化ソリューションビジネスに

本格参入した。同時に SGSI の高度制御・最適化技術

（APC&O）を Exasmoc 多変数モデル予測制御機能，

Exarqe性状推定機能，Exaspotオンラインリアルタイム

オプティマイザ，MD 制御性監視診断機能から成るソ

リューションベースパッケージとして市場に投入した。

SGSIとの提携は，SGSIの30年以上に及ぶ実サイトでの

800 以上のプロジェクトの実績を広く市場に提供し，ソ

リューションベンダーとしての当社の確固たる地位を確

保するためである。2005年末現在，世界中で200システ

ム以上の稼動実績を持っている。2006年にはExasmoc/

Exarqe R3.04を正式リリースし，エチレンプラントや超

深度脱硫プラントなど更に大規模，複雑なプラントへの

適用を可能とした。本報告では，主にユーザーにおけるソ

リューションの立場から，上述の機能について説明する。

2.  APC&Oの導入目的

高度制御・最適化技術の工業プロセスへの導入目的は，

次のように要約される。

・操業上の制約と安全な運転範囲内で，スループットを

最大にして，運転収益，運転効率を増大させる。

・主要変数の変動を抑えて制約条件に押し付けることで，

運転損失を削減する。

・個々のプロセスユニット装置を安定な状態にして，安

全性を向上させる。

・メンテナンスコストやユーティリティコストを削減させる。

図1に，当社のソリューションベースパッケージ（SBP）

をベースにしたAPC&Oソリューションの構成例を示す。

3. 性状推定ソリューション

プロセスの流量，温度，圧力から原料や製品組成を直接

推定する，ソフトセンサーやバーチャルアナライザーと
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呼ばれる手法が広く使われ始めた。石油・化学業界では，

引火点，リード蒸気圧，オクタン価，メルトインデックス

（分子量），密度などの推定に使用されている。これによ

り，分析計が持つ分析時間遅れを除去することができ，制

御性の改善を図ることができる。Exarqe を用いたソ

リューションでは，高精度かつロバストに性状推定を実

現するために，更に次のような機能を有する。

・入出力データから，一旦，中間性状値推定し，その値

を再度用いて多段推定を行う。

・配管やタンク内の多成分を，同時に推定する。

・ラボ分析データを用いて，推定値を間欠的にキャリブ

レーションできる。

・ブレンド補正演算機能やタンク内性状値を演算し，推

定することができる。

更に，Exarqeにはオンラインで稼動する製品として使

用できるように，次の機能が用意されている。

・PLS（主成分分析），PCR（部分最小2乗）を用いた線形回

帰，RBF法によるニューラルネットワークなどの手法

が選択できる。

・他のソフトウエアやDCS との接続用にOPC インタ

フェースサーバー／クライアント機能が用意されてお

り，各社の製品に容易に接続できる。

・モデル設計ツールやシミュレーションツールが用意さ

れており，推定モデルのチューニングや過渡特性状態

のシミュレーションを行うことができる。

・性状推定値をDCSやAPCの制御ループの設定値とし

て使用することができる。

図2に，Exarqeによる性状値推定例を示す。グラフは

各々，実測値と予測値，モデル誤差を示す。前半のデータ

をモデル生成のトレーニング用に，後半のデータをその

検証に使用した。

芳香族プラントへの適用例では，従来の分析計の持つ

サンプリング周期や配管遅れの影響を除去して，推定値

をオンラインでの測定が行えるようになり，トルエン濃

度の制限値オーバーを抑えることができた。

4. 多変数モデル予測制御ソリューション

多変数モデル予測制御は，対象プロセスを多入力多出

力モデルとみなして，数ステップ先のプロセスの挙動を

予測して制御を行う。コントローラは制御変数を設定レ

ンジ内に維持すると共に，出力（MV）数と入力（CV）数と

の差の自由度を用いて，目標関数の最大最小化や制約条

件の維持を行うことができる。制御性向上のために，以下

に述べるテクノロジーを実用化している。

・本質的に，非干渉制御，むだ時間補償，フィードフォ

ワード制御，オブザーバーの機能が実現されており，安

定な制御系を構成する。

・小規模から大規模なプロセスまで一貫して制御できる

ように，コントローラの階層構成化（メインコントロー

ラ／サブコントローラ構成）が行える。また，制御変数

毎の優先順位付けが行える。

・プロセスの非線形性や時間変化に対応して，オンライ

ンゲイン設定機能や，双線形の評価関数を用いた最適

化演算機能が用意されている。

・他社のDCSとの接続や他のソリューションとの接続の

ために，OPCインタフェースによるデータの授受，画

面のActiveXコンポーネント化，XMLファイルによる

定義データの作成などが用意されている。

以下に，代表的な適用例について説明する。

（1）脱ブタン塔への適用

石油・化学プラントにおける典型的な2成分分離のプ

ロセスへの応用である。塔頂と塔底成分の相互干渉，

時定数の長い塔，非線形な挙動，フィード流量や

フィード組成の変動による運転条件の変動などが，

蒸留塔の制御に共通の課題である。塔頂から取り出

すC5成分と塔底のC4成分の性状を各々維持すると

共に，塔中のローディング上限や，リボイラのエネル

図1　SBPパッケージを用いたソリューション構成例

図2　Exarqeによる性状値推定例
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ギー使用量を最小にすることが必要である。

Exasmocを用いたソリューションでは，上述の機能

を用いて同時に解決することができる。

（2）FCC流動式接触分解プロセスへの適用

FCCユニットの運転では，チャージ量の最大化，高

付加価値製品への転嫁率最大化により，総合的な生

産量の増大を行う。そのために，反応塔温度の高温安

定化，塔内圧力の最小化，触媒循環速度の増加を図

る。その結果，製品品質が安定し，運転員の介入の削

減ができる。Exasmocを用いたソリューションでは，

反応塔－再生塔，主蒸留塔毎にサブコントローラにて

制御を行い，メインコントローラにて全体のスルー

プットの最大化を図っている。投資回収期間は6ヶ月

から1年である。

（3）エチレンプロセスへの適用

エチレンプラントは複数の加熱炉，脱メタン塔，エタ

ン塔，脱プロパン塔，脱ブタン塔，C2精留塔，C3精

留塔，C4反応器，クエンチタワーなどから構成され

ており，各々にサブコントローラが対応している。エ

チレンプラントの運転目標は，分解炉のSeverityバ

ランスの維持（後述），分解炉制約条件内でのスルー

プットの最大化，分留塔でのエチレンやプロピレン

の収率の最大化等である。分解炉の制御では，分解炉

出口ガスのメタン／プロピレン比（Severity）を一定に

保つことが，エチレンやプロピレンの生産量を一定

に保つために重要である。 操作量として，コイル出口

流量や圧力を操作する。C2，C3精留塔では高純度の

製品を得るため，引き抜き量やリフラックス流量お

よび塔頂圧力の制御を行う。脱メタン，エタン，プロ

パン塔では，（1）と同様な制御を行う。

5. オンラインオプティマイゼーションソリュー
ション

オンラインリアルタイムオプティマイザは，プロセス

の運転データを定期的に収集し，内蔵する物質収支，熱収

支計算等に基づくプロセスユニットモデルを用いて，収

益が最大になる最適運転の設定値を計算し，下位に位置

するコントローラ（モデル予測制御コントローラやDCSの

PIDコントローラ）に設定値を与える。最適計算の結果で

ある収益トレンド，収益許容限度，収益要因分布，マスバ

ランスなどのデータを運転員や操業エンジニアに提供す

ることにより，プロセスのパフォーマンス状態の監視や

操業の意思決定支援として利用できる。これらを実現す

るために，次のテクノロジーが適用されている。

・プロセスモデルは，フローシートベースのビルダを用

いて構築できる。構築したモデルはシーケンシャルに

実行されるため，解析が容易である。

・オプティマイザのオンライン・リアルタイム化には，定

図3　オプティマイゼーション収益要因分布の例

常状態の検出，定周期のデータ収集，プロセスユニッ

トの状態チェック，データリコンシリエーションなど

の機能を連続して稼動できるしくみが必要であり，

Exaspotではこれらを実装した。

・Exaquantumプラント情報管理サーバーをベースとし

て構築されているので，入出力データの定義，初期値

やテストデータの設定などを，スプレッドシートから

容易にシステムの修正・変更を行える。

・OPC，WEB，OLAPといった業界標準インタフェース

をサポートしているため，各社のPLCやDCSに容易に

接続できる。

・操業運転データやオプティマイゼーションの計算デー

タは，履歴ファイルとして保存されているので，オフ

ラインにて運転状態の解析や最適状態の解析等を行う

ことができる。

図3に，FCCプラントにオプティマイザを適用した場

合の例を示す。オプティマイザにより，どの成分がどれだ

け増えるか減るかの指標を運転員に表示し，オプティマ

イザ出力の妥当性を事前に確認できる。図3の折線グラフ

は，低単価成分の生産量が減り，高単価成分の生産量が増

えたことを示している。

6. ファンクションブロックソリューション

Shellでの長年の実績をベースに用途を特化した制御機

能を，当社のDCSであるCENTUMのフィールドコント

ロールステーションのファンクションブロックの一つと

して提供している。代表的なものとして，以下の機能が用

意されている。

・Shell Surge Volume Controller（SSVC）：コントローラ

は，水平円筒形容器内の液位を一定に保ち，出力流量

の変動を最小にする。定常時は積分型PI制御と同じ動

作をするが，所定レベル範囲を超えた領域では，容器

への入力と出力がバランスするように出力流量を計算

する。図4に，SSVCで使用されているサージベッセル

の液位をボリューム容積に変換する式を示す。但し，容
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図5　稼働率の表示例

図4　SSVCレベル－ボリューム変換

器の水平方向の長さは容器の内径Dに比べて十分長い

ものとする。ボリューム容積に変換することにより，非

線形系の運転・制御が容易となる。

・Furnace Pass，Coil Balance：加熱炉のコイル内温度

のバランスを保つために，炉内温度，セル温度，セル

内パス温度をバランスさせて，パスの温度分布をベー

スにセル内パス流量を計算する。この計算は，セルの

中の個々のパスへの熱伝達が，燃料，蒸気，および気

流の非対称の炎のパターン，異なったバーナーの特性

などにより異なるために必要である。

・Column Tray Loading：蒸留塔の各段の温度，圧力，

流量，Tray の形状，ColumnとTrayの寸法等のデー

タを基に，塔内の各段での液体流量，蒸気流量の負荷，

Floodingの割合，weeping，sealingの割合等，各段を

最適に運転する上で有効なデータを算出する。

・Measurement Validation Comparison：トランスミッ

ターからの信号の妥当性チェックを行う。更に，同一

のプロセス値測定用に2台のトランスミッターが設置

されている場合には，その両者の値を比較することに

よって，トランスミッターの故障を早期に発見できる。

パラメータチェック等を行うGeneral Measurement

Check処理と妥当性チェックを行うValidation Check

処理，そして統計的手法（CUSUM）による比較を行う

Comparison Check処理が用意されている。

7. 制御性監視診断ソリューション

プロジェクト完成の後にAPCの稼働率を維持するため

に，性能を常時監視する性能インディケータを定義する

ことは重要である。制御性監視診断機能では，稼働率の指

標として次のような統計量を定義し，システムが期待通

りに稼動しているかを連続して監視することができる。

・In Service（%）：監視変数として登録したプロセスタグ

変数の利用可能な状態にある時間比率を示す。登録し

た変数が利用できる比率が低くなることは，プロセス

の状態が可観測でなくなり，APCなどの制御の優位性

がなくなることを意味する。

・Uptime（%）：登録した制御変数がコントロール可能状

態にある時間比率を示す。コントローラが稼動状態に

あることにより，制御性を確保し収益性の向上を図る

ことができる。過渡的にオペレータが制御状態をマ

ニュアルにして手動介入する場合もあるが，全般的に

コントローラが可制御であることを示す。

・In Compliance（%）：登録した制御変数が設定した目標

上下限値の範囲内にある稼働時間比率を示す。コント

ローラの健全性を示す。Compliantな状態から収益性の

指標を計算することができる。

図5に，上記の指標を時系列で表示した制御性監視診断

機能の一例を示す。Comply状態の比率が高くなる程コン

トローラの稼働率が上がり，制御性が良いことを示す。ま

た，これらの統計量に単価を割り振ることにより，APC

の稼働率をBenefitに換算し，操業指針の一つとすること

ができる。
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