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サイバー世界とフィジカル世界を IoT （Internet of Things） により高度に融合したサイバーフィジカルシステム

が実現されつつある。フィジカル世界からもたらされるデータや情報がサイバー世界で分析・学習され，フィジ

カル世界の振る舞いを記述したモデルが構築される。このモデルを活用して，再びフィジカル世界へ新しい価値

を送り出すことがサイバーフィジカルシステムでは重要である。特に，プラント運転自動化につながる制御や操

作は大きな関心事である。本稿では，サイバー世界で生まれた非線形なプラントモデルを直接利用して最適制御

を行う EMPC （Economic Model Predictive Control） 技術を紹介すると共に，EMPC をバッチ反応プロセスへ適用

した結果を報告する。

Advanced Internet of Things (IoT) technologies enable the integration of the physical and 
cyber worlds into a cyber-physical system, in which data and information from the physical world 
are analyzed and learned in the cyber world, and in which a model that describes behaviors 
in the physical world is created. The cyber-physical system is expected to add new value to the 
physical world. In particular, control and operation for achieving plant automation are attracting 
attention. This paper introduces Economic Model Predictive Control (EMPC), which uses 
nonlinear plant models created in the cyber world and delivers optimal control, and explains its 
application to a chemical batch process.

1. はじめに

コンピューティングやネットワーク技術の急速な発展
により，IoT（Internet of Things）活用によるプラント
のスマート化が進行している。防爆型の無線センサの登
場により，多くのプラントでの運転データが保存され，
設備故障の予兆診断から，現在では製品品質の予測に
IoT 活用の力点がシフトしている。IoT，Big DATA 活用，
サイバーフィジカルシステム（Cyber Physical System: 
CPS），AI など様々な言葉が類似語のように飛び交ってい
るが，これらを整理すると，図 1 のような関係にあると
考えている。IoT はリアル世界とサイバー世界の入口・
出口であり，サイバー世界ではリアル世界からもたらさ
れるデータを分析，学習し，その結果が何らかの操作量
となり，新たな価値を伴い再びリアル世界にフィードバ
ックされる。

我々は，サイバー世界に現実のプラントと同じ挙動を
するミラープラントを開発し，世に送り出した (1)(2)。ミ
ラープラントは，原理・原則に従った物理モデルを採用し，

プラントからオンラインで供給される運転データを利用
して，自動チューニングを行うダイナミックシミュレー
タである。プラントの運転は，統計や確率で決まるもの
ではなく，原理・原則に従い決定される。また，データ
のみで構築されたモデルでは，データが存在する周辺領
域でしか良好な近似精度が得られないため，ミラープラ
ントでは物理モデルを採用している。

図 1 IoT, Big DATA, CPS, AI の関係

実際のプラントを鏡像化したミラープラントでは，サ
イバー世界において，実時間より高速にシミュレータを
動作させ，プラント動作の近未来予測が可能となった。
将来発報されるであろうアラームを事前に運転操作で対
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処し，安全・安心な操業環境を提供することができるよ
うになった。また，プラント操作中でも過渡状態も考慮
した最適な運転条件を探索できるようになった。プラン
トを忠実にモデル化したミラープラントは，生産に直接
携わるオペレータから現場をサポートする技術スタッフ
まで，幅広く活用されている (3)(4)。

今後，IoT の発展に伴い，図 1 に示すような CPS で，
AI やミラープラントのような技術により，精緻なプラン
トモデルが誕生することが期待される。IoT では，サイ
バー世界で得られた結果を，再びインターネットを通し
て現実世界に新たな価値創造をもたらすことが求められ
ている。プラントの運転自動化もその１つであろう。車
の完全運転自動化まではまだ道のりは遠いと感じるが，
その技術開発は着実に進行している。一方，プラントの
運転自動化に関しては，危険状態になれば人を介さず安
全にプラントを停止できる工程作り，オペレータによる
DCS 対応処置だけでなく AI 支援によるオペレーションの
総合判断など，様々な技術開発が必要である。我々はプ
ラント制御分野において，ミラープラントなどによって
生成される精緻なプラントモデルを活用したモデル予測
制御の技術開発を実施している。本稿では，非線形プラ
ントモデルを線形近似することなく，最適演算を行いな
がら予測制御を行う EMPC （Economic Model Predictive 
Control） を紹介する。

2. EMPC とは

プラントの現場で利用される大部分の制御は，PID 制
御に代表されるフィードバック理論に基づくものであ
る。1980 年代にプラントの数理モデルを活用し，将来
の挙動を予測して，各時刻で最適問題を解きながら操作
量を算出するモデル予測制御 （Model Predictive Control: 
MPC） が誕生した。MPC は，複雑な系に対して高度な制
御を実現できるため幅広い適用先があり，外乱に対する
安定性を高めたり，運転コストを削減したりする目的で
プラントにも応用されている。本稿で取り上げる EMPC
は，非線形モデル予測制御の範疇に属する MPC である。

2.1 従来のモデル予測制御との違い
連続プラントなどで使われる従来の MPC と，今回紹

介する EMPC との比較を表 1 にまとめる。
モデル予測制御では，制御対象であるプラントのダイ

ナミックモデルを利用して操作量を求めるため，モデル
の良し悪しが制御性能に直接影響を与える。従来の MPC
では，動作点で制御ループを切り，ステップ応答試験を
実施してプラントモデルを求める。市販されている MPC
では，むだ時間１次遅れ近似のような線形モデルを作成
する。従来の線形モデルを利用した MPC では，例えば
生産量調整のように，モデルを作成した動作点とは全く
異なる動作点でプラントを操作する場合は，高い制御性

は期待できない。一方，EMPC では，物理・化学法則に
従った非線形な物理モデルを直接制御演算に活用できる。
モデルの動作範囲は広く，著しく状態が変動するような
制御が行える利点がある。しかし，非線形モデルを直接
取り扱うため計算は非常に複雑となり，従来の MPC と
比べ計算時間は格段に長くなる。

また，最適化計算では，従来の MPC では目的関数に
はモデルから予測される軌道（参照軌道を用いる場合も
ある）と目標値の差分，前回操作との操作量の差分，最
適化したい諸量の定常値とこの予測値との差分を記述す
る。この最適化したい諸量の定常値は，一般的には MPC
の外部から，例えば RTO （Real Time Optimizer） から与
えられる。このため，従来の MPC では MPC+RTO の２
層型で最適制御演算が行われる。EMPC では，目的関数
に直接，製品収率最大とか使用エネルギー最小のような，
経済関数（Economic Function: EF） を記述するのが大き
な特長である。また，EMPC では，最適化計算を行いな
がら操作量を求める１層型である。

2.2 EMPC のアルゴリズム
EMPC を数式で記述すると，次の（1）～（8） 式で表

現される (5)。

Subject to: 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

表 1 従来の MPC と EMPC の比較
項目 従来のMPC EMPC

予測モデル

種別 線形モデル 非線形モデル

作成方法 ある動作点でのデータ
から作成するモデル

物理法則に基づく理論
モデル

適用範囲 モデルを作成した動作
点付近 広範囲に適用

最適化計算

目的関数の
記述内容

予測軌道の目標値との
差分，操作量の変動，
希望する定常値との偏
差を最小

収率最大や消費エネル
ギー最小などの経済指
標

構成 ２層型 
（MPC + RTO） １層型
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（1）式は，前節で述べた EMPC での目的関数である。
EF は Economic Function を 示 す。（2），（3） 式 は プ ラ
ントモデル式となる。１章で述べたオンラインでモデル
を更新するミラープラントのモデル式を使えば，プロ
セスが経時変化した際も制御性を維持できる。（4）～

（8）式は制約条件式である。x は状態量，y はプラント出
力，u は操作量である。

EMPC の演算においては，非線形計画法（Nonlinear 
Programing: NLP）を用いるため解の収束性，安定性，
リアルタイム性の問題を抱えている。このため，対象と
するプラントモデルの規模やパラメータ数の影響に注意
を払う必要がある。

3. EMPC の適用

本章では，EMPC を連続プロセスとバッチプロセスに
適用した結果を報告する。特に EMPC の特長である EF
の設定により，ものづくりが変わることを示す。

3.1 CSTR への適用
連 続 攪 拌 タ ン ク 反 応 （Continuously Stirred Tank 

Reactor: CSTR） プロセスに EMPC を適用した (6)。図 2 に，
CSTR のモデル式およびパラメータの説明を示す。

図 2 CSTR モデル

このプロセスでは，製品収率を上げるために反応器
で生成される製品濃度（CA0 － CA）を大きく，また，投
入する熱量 Q をできるだけ小さくしたい。そこで EF を

（9）式のように設定した。

a，b は重みであり生産性を優先するか，省エネを優先
するかを調整する。結果を図 3 に示す。図 3 では，生産
性に重点を置いた場合（青線）と省エネに重点を置いた
場合（赤線）を示す。EF の設定で異なる生産を実施でき
ることがわかる。

図 3 CSTR での EMPC 計算結果

3.2 バッチ反応プロセスへの適用
バッチプロセスは，同一設備を用いて多品種少量生産

を行うファインケミカル，薬品，食品など多くの業種で
採用されている。本節では，連続プロセスとは異なり，
常に状態が変化するパッチプラントに EMPC を適用した
例について説明する (7)。

図 4 に，本稿で検討したバッチ反応プロセスを示す。

図 4 バッチ反応プロセス

バッチ反応器（リアクター）には原料 A, B が投入され，
反応後製品 C を取り出す。反応器の温度調整を行うため，
リアクターの周囲に設置されたジャケットには，温水ま
たは冷水を流すことができる。攪拌機により，反応器内
部での各成分濃度は一様とする。（10）式は可逆反応で
あり，正反応では発熱を伴うものとする。

（10）式の逆反応に加え，製品 C の生産量を減少させ
る（11）式の反応も存在する。

この反応プロセスの物質及び熱に関する収支に関する
モデル式は，次のようになる。

: 原料供給量[m3/h]
: 供給原料濃度[kmol/m3]
: 供給原料温度[K]
: 反応器液相体積[m3]
: 反応器内原料濃度[kmol/m3]
: 反応器内温度[K]
: 加熱量[MJ/h]
: 反応器液相密度[kg/m3]
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ここで，CA，CB，CC，CD は各物質の濃度，Qr は反応熱量， 
Qj はジャケットでの交換熱量，Cpr ，Cr はそれぞれ（20），

（21）式で定義される。Tj
SP はジャケット入口温度，Tj は

ジャケット温度を表す。反応器およびジャケットでの熱
量まわりのモデル式は，

バッチ反応プロセスでの EF は，（22）式のように収率
を最大にするように設定した。

結果を図 5 に示す。図 5 中では，EMPC との比較のた
め PID 制御での計算結果も示した。

図 5 バッチ反応プロセスでの EMPC 計算結果

PID 制御では，（11）式の反応の影響が現れないよう
に，反応器温度を 50 ℃で温度制御を行っている。一
方，EMPC での結果を見ると，反応速度を優先させるた
め，反応開始時では反応器内の温度を急激に上昇させ製
品 C を生産する。製品 C が最大生産量に達した段階で

（10）式の逆反応，（11）式の正反応を抑えるために反応
器の温度を低下させる結果を得た。このため，PID 制御
と比べ短時間で製品 C を生産することができた。図 5 中
に，ジャケット内に流れる流体の温度も示す。即ち，収

率を最大にする運転を目指した場合は，反応器の温度を
昇温・降温できるような加熱・冷却能力を備えることが
必要であることがわかる。プラントの設計段階で，プラ
ントモデルを活用してどんな運転を実施したいか，それ
を実現する装置能力など EMPC を使って推定できる。

4. おわりに

IoT 技術の進展により，工場のスマート化が加速して
いる。スマート化された工場ではフィジカル世界とサイ
バー世界が密に連携し，効率的な生産や自動化が達成さ
れるであろう。今後，Big DATA 活用，AI 技術の進化に
よって，サイバー世界内により精緻なプラントモデルが
出現し，流通することが予想される。このモデルを利用
して，プラントの夜間無人運転や完全運転自動化も決し
て夢ではない時代に突入した。

従来のプラントにおけるものづくりでは，温度，圧力，
流量など，言わばプラントの環境変数を制御することで
製品が作られている。本稿で紹介した EMPC では，プラ
ントモデルが存在すればこれを活用し，生産性の最大化，
環境に配慮した運転など，どんなものづくりを行いたい
のかを指定したものづくりが行える。

現在の計算機パワーでは，プラント全系のモデル
に EMPC を適用し，全体で最適問題を解くことはでき
ない。したがって，EMPC の適用は部分的なプロセス
や装置に限定されるが，プラントの設計段階から最適
オペレーションを念頭において，プラント機器や装置の
設計や選定に EMPC を役立てることも可能である。

サイバー世界とフィジカル世界を高度に融合する IoT
の進化とともに，プラントのモデル化とコンピューティ
ング技術をより一層発展させていきたい。
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