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モデル予測制御パッケージ『DMCplus』による
プラント高度制御のためのエンジニアリング手法
An Engineering Technique for Successful Plant Advanced Control

by the Model Predictive Control Package “DMCplus”

モデル予測制御パッケージ『DMCplus』*2によるプラント高度制御を実施することで，古くからのPID制御を核

とした制御システムと比較して外乱に対する安定性の向上と運転コストの削減が達成できる。しかしモデル予

測制御の成功の鍵はプロセスモデルの正確さと適切な制御変数・操作変数・外乱変数の選択にある。

モデル作成はモデリングツールの進歩により簡単にできるようになったが，正確なプロセスモデルを得るた

めには十分な応答テストを行い，化学工学的な見地からモデルの妥当性を十分に検討する必要がある。応答テ

ストデータから制御変数のモデル予測誤差を小さくすることだけに主眼を置いてモデルを作成すると実プロセ

スと異なるモデルが得られる恐れがある。特に十分な応答テストが実施できなかった場合やフィードバック制

御を行っている場合のデータを使う時は注意してモデルを評価する必要がある。

また制御変数・操作変数・外乱変数の選択を誤るとモデルが正確であっても安定に制御できないことがある。

相関関係がないプロセス変数を制御変数として選択し，またプロセスの独立変数を操作変数または外乱変数と

して選択すべきである。

本稿ではモデル作成に焦点を当てた『DMCplus』のエンジニアリング手順の解説と共に制御のしやすさから見

たモデル評価の一指標としてモデルゲイン行列のCondition Numberがあるのでこれを利用したモデル評価方法

について報告する。
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    The model predictive control 'DMCplus' would achieve more stable plant control and significant

operation-cost reduction compared with traditional PID control. The successful introduction of the

model predictive control depends on how accurate process model was identified and the appropriate

selection of controlled variables, manipulated variables and disturbance variables.

    In order to obtain the accurate model, sufficient process test should be performed, and then the

model should be evaluated properly through the deep insight, based on chemical engineering. If the

model is identified only aiming at the minimization of model prediction error, incorrect model would be

obtained. Especially when insufficient step response data or feedback controlled data is used for the

identification, the model should be evaluated with great care.

    An inappropriate selection of controlled variables, manipulated variables and disturbance variables

would result in unstable control, even if the model fits the process very well. Non-correlated process

variables should be selected as controlled variables, and independent process variables should be se-

lected as manipulated variables or disturbance variables.

    This paper describes 'DMCplus' engineering technique focused on the model identification and

model controllability evaluation through 'Condition Number' of its gain matrix.

1. は  じ  め  に

モデル予測制御がプロセス制御で使われ始めて20年近

くが経過した。モデル予測制御は当初，コストパフォー

マンスの関係から大規模な石油，石油化学プラントでの

み使われていたが，コンピュータハードウェアの劇的な

進歩による導入コスト低下により，今や小規模の化学プ

ラントにも導入されている。古くからのPID制御と比較

して外乱に対する安定性の向上と運転コストの低減にお

いて優れた制御性能が得られる。
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モデル予測制御は実プロセスをステップ応答モデルま

たは伝達関数モデルによって表現し，そのモデルを使っ

てプロセス制御変数の将来値を予測する。そしてこの将

来値が目標値になるために必要なプロセス操作変数の値

を計算する。

本稿では当社がプラント高度制御の核として使ってい

るAspen Technology Inc.のモデル予測制御パッケージ

『DMCplus』のエンジニアリング上の留意点，特に正確な

モデルを得るための応答テスト方法とモデルゲイン行列

のCondition Numberによるモデルの妥当性の検証方法に

ついて述べる。

2. DMCplusの制御動作

DMCplusの制御ブロック図を図１に示す。DMCplusは

先ず，線形計画法（Linear Programming，以下LPと記

す。）で運転コストが最小となる運転目標を求める。次にモ

デルを使って計算される制御変数（Controlled Variable，以

下CVと記す。）の予測値がLP目標値に一致するために必要

な操作変数（Manipulated Variable，以下MVと記す。）の

大きさを計算する。この時，測定外乱は外乱変数

（Disturbance Variable，以下DVと記す。）として取り込ん

で外乱に対するフィードフォワード制御を実現する。

3. DMCplus導入のためのエンジニアリング

DMCplus導入時のエンジニアリング手順について順を

追って説明する。

①DMCplusの適用範囲の決定

DMCplusで対象プロセスのどの範囲を制御するかを決

める。適応範囲を広げるとモデル作成作業が膨大にな

るばかりか，思ったほどの効果が得られないこともあ

る。特に応答が速いところはPID制御で1s周期で制御

した方が良い制御性能が得られる場合もある。また

DMCplusは基本的に線形コント

ローラであるので，極端に非線

形性が強いところは線形化がで

きない限り適応範囲に含めない

のが望ましい。

②既存DCS制御ループの動作確認

DMCplusのMV出力先は通常，

流量制御PID調節計の設定値で

あるが，その流量制御ループが

設定値変更に対してオーバー

シュートせずに，できるだけ早

く応答するように前もって

チューニングされている必要が

ある。また応答の速い外乱に対

してはDCSレベルでフィード

フォワード制御を実施した方が

効果的である。

③サブコントローラの分割範囲とCV，MV，DVの仮決定

DMCplusの適応範囲が広い場合はコントローラのメン

テナンス性を考えて複数のサブコントローラに分割し

た方が良い。また現状の運転方法と熟練オペレータの

運転経験からCV，MV，DVとなるプロセス変数を仮

決定する。プロセス応答テスト結果から変更になるこ

ともある。

④プロセス応答テストの実施とモデル作成

DMCplusのMV，DVとなるプロセス変数を１個ずつス

テップ状に変化させて，その時のCVの応答からプロセ

スモデルを作成する。プロセス外乱の影響を除去する

ために１個のMV，DVに対して少なくとも５回程度の

ステップ変化を与ることが望ましい。

プロセスモデルはモデル作成ツール（DMCplus Model）

を使って応答テスト結果を統計処理することで簡単に

作成できる。ただし得られたモデルの妥当性は化学工

学的な見地から十分に吟味することが大切である。特

に独立変数となるMV，DVの選択には十分に注意する

必要がある。

⑤サブコントローラ分割とCV，MV，DVの最終決定

モデル作成結果をもとにサブコントローラの分割範囲

とCV，MV，DVとなるプロセス変数を最終決定す

る。

⑥既存DCS制御ループの改造作業実施

DMCplusとDCSのインタフェースを作成する。DCS側

で作成するインタフェースとしてはDMCplus制御と従

来制御の切り替えシーケンス制御，DMCplusウォッチ

ドックシーケンス制御，DMCplus操作監視グラフィッ

ク画面などがある。

⑦DMCplusコントローラ作成

コントローラ作成ツール（DMCplus Build）を使って

図１　DMCplusの制御ブロック図
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DMCplusコントローラを作成する。主な作業はDMC-

plusコントローラ変数のDCSタグ名指定とチューニン

グパラメータの初期設定である。

⑧オフラインシミュレーションによる制御動作確認

オフラインシミュレーションツール（DM C p l u s

Simulate）を使ってオフラインシミュレーションを実施

する。LP最適解の妥当性，CV上下限値変更時または

DV変化時の制御性能を確認する。

⑨テスト運転

DMCplusコントローラをDCSとオンライン接続して

データの授受が正しく行われるかを確認する。先ず，

DMCplusコントローラのDCSに対する出力をOFFにし

てモデル予測誤差とMV計算値の妥当性を確認する。

次にDMCplusコントローラのDCSに対する出力をON

にして制御動作を確認し，希望する制御動作が得られ

るようにDMCplusコントローラをチューニングする。

⑩コミッショニング実施

最低１週間程度の連続運転を実施して，当初予定した

制御性能が得られるかどうかを確認する。

4. 正確なモデルを得るための応答テスト方法

プロセス動特性を正確に同定するために必要な応答テ

ストの留意点を以下に示す。

①MV，DVについて１個づつステップ応答テストを実施

する必要がある。複数のステップ応答テストを同時に

実施すると，特にステップ変更の回数が少ない場合に

それぞれの応答がうまく分離できない場合もあるので

注意が必要である。

②必要なステップ変更の大きさは少なくともそのステッ

プ変更によるCVの変動が目視で確認できるだけの大き

さであること。小さ過ぎるとその応答が定常状態での

プロセス変動に隠れてしまってモデルが作成できな

い。逆に大き過ぎると製品のスペック外れを起こすば

かりか，プロセスの非線形性の影響を受

けて，通常運転範囲のプロセス動特性と

異なるモデルが得られてしまう事もあ

る。

③ ステップ変更のパターンは図２に示すよ

うに異なる幅のステップ変更を組み合わ

せたものとする。ここでTSSはTime to

Steady Stateの略でステップ応答でCVが

定常状態に達するのに必要な時間を表

す。TSS以上の幅を持ったステップ変更は

プロセスゲインを正確に同定するために

必要であり，TSSより短いステップ変更は

プロセスの立ち上がり部分の動特性を正

確に同定するために必要である。

④ CVの制御ループを極力OFFにして応答テ

ストを行う。CVを直接制御する制御ループに関しては

それをOFFにしないと応答テストが実施できないが，

CVに間接的に影響する制御ループもOFFにしないと

正確なモデルが得られないことがある。わずかなプロ

セス状態の変化により同定されるモデルが大きく異な

る恐れがある。

5. プロセスモデルの評価

『DMCplus』に限らずモデル予測制御全般について言え

ることであるが，導入成功の鍵はCV，MV，DVの選択

とモデルの精度にかかっている。先ずMV，DVの選択に

関してはプロセスの独立変数をMVまたはDVとして選択

する原則がある。CVの選択に関してはCDどうしの間に

相関関係があってはいけない。この原則を怠ると，モデ

ルと実プロセスのわずかなずれに対して制御動作が不安

定となったり，予測値を目標値に一致させるために極端

に大きなMVを計算して制御不能に陥ることがある。

次にモデルの精度を向上させるには十分な応答テスト

を実施することが必要である。通常運転状態のデータ

や，MVどうしに相関があるデータでモデルを作成する

と，モデル予測値は実測定値とよく一致しているが，モ

デル動特性が実プロセスと全く異なるモデルが得られる

ことがある。

モデルが制御上問題あるかどうかは『MATLAB』*2 等を

使って求められるモデルゲイン行列のCondition Number

から簡単にチェックできる。モデルゲイン行列とはCVと

MVの関係を行列で表現したものである。行列AのCondi-

tion Numberは行列Aを特異値分解した時の最大特異値と

最小特異値の比として定義され，もともとは連立一次方

程式の解の得やすさを議論するのに使われていた。CVと

MVの数にもよるが一般的にモデルゲイン行列のCondi-

tion Numberが100を超える時は要注意である。

一例として２成分蒸留塔においてリフラックスとリボイ

図２　ステップ応答テストでの変更パターン
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ラスチームをほぼ同時に変動させた不十分な応答テスト

データとそれぞれ別々に応答テストを実施した十分な応答

テストデータを使ってモデルを作成した場合を比較する。

まず不十分な応答テストデータから得られたモデルゲ

イン行列を（1）式に，十分な応答テストデータから得られ

たモデルゲイン行列を（2）式に示す。
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図３　十分な応答テストと不十分な応答テストから得られたモデル予測値の比較

図４　不十分な応答テストから得たモデルでのゲイン変化に対するCondition Numberの変化
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図５　十分な応答テストから得たモデルでのゲイン変化に対するCondition Numberの変化

図６　不十分な応答テストデータから得たモデルでのゲイン変化に対する外乱を打ち消すMV必要量の変化

ラックス量，MV2はリボイラスチーム量，DV1はフィー

ド量を表す。

これら２種類のモデル予測値と実測値の比較を図３に

示す。（1）式と（2）式のモデルゲインが大きく異なってい

るが，モデル予測値と実測値のずれで評価すると両モデ

ルの優劣が付け難い。

次にそれぞれのモデルゲイン行列のCondition Number

を調べると不十分な応答テストから得られたモデルでは

165.3，十分な応答テストから得られたモデルでは4.5とな

る。不十分な応答テストから得られたモデルに問題があ

ることがわかる。

さらにこれら２種類のモデルについてモデルのゲイン

を元の値に対して2.5倍～　　倍変化させた時のCondition

Numberの変化を図４，図５に示す。“＊”の位置がもと
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図７　十分な応答テストデータから得たモデルでのゲイン変化に対する外乱を打ち消すMV必要量の変化

のゲインである。不十分な応答テストから得られたモデ

ルではわずかなゲインの変化で極端にCondition Number

が大きくなるポイントがある。

同様に２種類のモデルについてモデルのゲインを2.5倍

～　　倍変化させた時の大きさ１の外乱を打ち消すのに

必要なMVの大きさの変化を図６，図７に示す。“＊”の

位置がもとのゲインである。不十分な応答テストから得

られたモデルではわずかなゲインの変化で外乱を打ち消

すのに必要なMVが極端に大きく変化するポイントがあ

る。このポイントは先に示したCondition Numberが大き

くなるポイントと一致する。すなわちCondition Number

が大きい時はモデルに大きな問題があり，このモデルを

使って制御するとうまく制御されない恐れがある。

Condition Numberが大きくなるのは，

①モデルを作成した応答テストデータに問題がある。

②CV，MVの組み合わせに問題がある。

のどちらかである。

モデル評価の方法としてモデル予測値と実測定値の比

較だけでなく，Condition Numberを指標として採用する

ことは有用である。

6. お  わ  り  に

本稿ではモデル予測制御の成功の鍵をにぎるモデルに

ついて正確なモデルを得るための方法とCondition Num-

berによるモデルの一評価方法について述べた。

プロセスには程度の差はあるものの必ず非線形性と未

知の外乱があるので実プロセスと全く同じ正確なモデル

を得ることは困難である。したがってこの実プロセスと

モデルのずれに対して安定に制御するようにコントロー

ラを設計することがキーポイントである。

モデル予測制御が広く使われる様になって20年近くが

経過し，これに携わるエンジニアの裾野も広がって，

メーカーのエンジニアだけでなく今後はユーザー自身で

メンテナンスや制御性改善の為にモデルを作成する機会

も増えるであろうと思われる。本稿がその様な方々のガ

イドライン１つのとなれば幸いである。
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