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ミラープラントは，DCS （Distributed Control System） とオンライン接続しながら動作し，現在運転中のプ

ラント状態をリアルタイムで計算するプラントシミュレータである。従来，ダイナミックシミュレータは OTS 

（Operator Training System） のようにオフラインで活用されてきたが，オンラインで動作するミラープラントで

は，これまでとは異なったシミュレータの活用が可能である。ミラープラントはすでに実際の化学プロセスで稼

働しており，プラントのリアルタイムな Digital Twin として，プラントの運転支援やオペレーション改善に活用

され，更なる展開が期待される。本稿では，化学プロセスへの適用事例として，三井化学株式会社殿の主要化学

プラントにミラープラントを適用した事例を報告する。

MIRROR PLANT is an online plant simulator that estimates the current state of an actual plant 
online by using real-time data from the distributed control system (DCS). Dynamic simulation has 
been used offline such as the Operator Training System (OTS) so far, however, MIRROR PLANT 
can be used online, enabling the simulator to be used in unconventional ways. MIRROR PLANT is 
already running in actual chemical plants as a real-time “digital twin” and has contributed to the 
operational support and improvement of plant operations. This paper describes a case example of 
MIRROR PLANT used in the main chemical plant of Mitsui Chemicals, Inc.

1. はじめに

近年，製造分野では，実物の製品や生産設備に対応す
るデジタルの双子モデル（Digital Twin）をサイバー空
間上に作成し，モデル上で試作・検証を行う考え方が広
まっている。事前に，バーチャル環境で試作・検証のサ
イクルを回すことができるため，現実世界での手戻りの
削減などの作業効率化に役立つ。また，IoT （Internet of 
Things） の普及により，モデル化に必要な多くの現場情
報をデータサーバに取り込むことが可能となっている。
そのため，現実世界のモデル化である Digital Twin は，
各分野で活発化している。

化学プロセスにおいては，プロセス設計・解析・運転
訓練などのオフライン環境で，ダイナミックシミュレー
タが一般的に活用されている。一方，シミュレータが現
場情報を取り込みながら，現在のプラントに合わせてモ
デルが更新される仕組みを持つことで，リアルタイムな

Digital Twin として，これまで以上にシミュレータが活
用される可能性がある。

従来のプラントシミュレータは，ストリーム組成や塔
槽類の内部状態など，DCS だけからは得られない多くの
有益な情報を提供している。それをオンラインで活用で
きるレベルまで技術を向上させれば，分析計が無い箇所
のリアルタイム組成や塔槽類内部の状態量を指標として，
運転操作や運転条件を決めることができる。これにより，
安全で効率的なプラントオペレーションが可能になる。
また，DCS 制御系の設計・検証においても，プラントテ
ストや動作確認を高精度のバーチャル環境で実施できる
ようになるため，制御系改善のツールとしても役立つ。

ミラープラントは，オメガシミュレーション社のシ
ミュレータ Visual Modeler を計算エンジンとしたオンラ
インダイナミックシミュレータである (1)。DCS のリアル
タイムデータを取得しながらオンラインで機器の性能パ
ラメータを同定することにより，現在のプラント状態を
追従し表現する。ミラープラントは，プラントの内部状
態や加速演算による将来のプラント挙動を提示すること
で，オペレータに多くの有益な情報を提供し，プラント
の安全・安定な運転に貢献する。

本稿では，三井化学株式会社殿の主要プラントで，共
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同開発として，ミラープラントを用いた運転支援の効果
や OTS （Operator Training System） との連携の実証を進
めてきた適用事例を紹介する。

2. ミラープラント概要

本事例のミラープラントについて，構成概要と機能概
要を紹介する。

2.1 構成概要
ミ ラ ー プ ラ ン ト は，OPC （OLE for Process Control） 

サーバを経由して，DCS のリアルタイムデータを取得す
る。図 1 に，システム構成の概要を示す。

図 1 システム構成概要

図 2 に，機能構成の概要を示す。本事例のミラープラ
ントは，プラント内部の可視化を行うミラーモデルと各
種機能を実現する解析モデルで構成される。ミラープラ
ントでは，実プラントとモデルを合わせ込む手法として，

トラッキングと動的補償付データリコンシリエーション
の２種類の方法がある (2)。動的補償付データリコンシリ
エーションは，触媒の劣化やファウリング等，影響が広
範囲に及ぶような長期のプロセス変化に対する合わせ込
みに使用される。本事例の適用プロセスでは，そのよう
な要素が無いことから，同定モデルを使った動的補償付
データリコンシリエーションによる合わせ込みを省略し
ている。

また本事例の特徴として，オフライン環境に解析モデ
ルを持つ構成とすることで，ミラープラントが持つ実際
の運転状態を使用した運転訓練や，オフラインでの最適
化ケーススタディを実施可能としている。

2.2 機能概要
本事例のミラープラントが持つ基本機能を次に挙げる。

ここでは，対象プロセスで必要な機能に絞って実装を行
った。ミラープラントの機能詳細は，文献 (3) で述べられ
ているため，本稿では省略する。

 ● プラント内部可視化
反応器や蒸留塔など重要箇所の組成を常時表示する。

 ● 近未来予測（20 倍速）
１分半毎に，30 分先のプラント挙動を予測する。

 ● ケーススタディ
流量や温度などの変更操作時の将来挙動を予測する。

また，ミラープラントのオフライン活用（OTS ミラー）
によって提供される機能を次に挙げる。

 ● 運転訓練
ミラープラント PC の HDD に蓄積されている初期状態
データを起点に，オフラインでの運転訓練を可能にする。

 ● ケーススタディ（オフライン）
ミラープラント PC の HDD に蓄積されている初期状態
データを起点に，オフラインでのケーススタディを可
能にする。
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図 2 機能構成概要
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3. ミラープラントの適用事例

3.1 適用プロセス概要
本事例で，ミラープラントを適用した化学プロセスは，

反応・分離・蒸留・リサイクルを含む連続プロセスである。
図 3 に，対象プロセスの概要を示す。未反応原料・溶媒・
粗製品と複数のリサイクルラインがあることから，ある単
位操作ユニットが変動した時に，各所への影響や静定時
間を把握することが難しいプロセスとなっている。運転管
理指標の中にはサンプリングによる組成分析が必要な箇
所もあり，運転変動時は管理指標をリアルタイムに把握す
ることも困難である。また，原料 A は複数のプラントで
原料として使用されており，他プラントの排出ガス（未反
応原料 A を含む）は，対象プロセスで回収して再利用さ
れる。回収される排出ガスの流量・組成は他プラントの運
転状況によって変動するため，これらの外乱に対して，こ
まめな運転調整が求められるプロセスとなっている。

図 3 適用プロセス概要

3.2 プラント内部可視化の事例
本節では，ミラープラントの基本機能であるプラント

内部可視化を適用した事例を紹介する。

3.2.1 反応・回収工程
対象プロセスにおいて，反応工程で排出されるガスに

は未反応原料ガスと反応副生成ガスが含まれている。未
反応原料ガスは複数の回収塔で回収され，残りの副生ガ
スを塔頂から払い出している。プロセスフローを，図 4
に示す。塔頂ガスに含まれる吸収しきれない未反応原料 
PG1 の濃度が，運転の重要な指標となっている。

図 4 回収塔廻りのプロセスフロー

PG1 は，増え過ぎると原料ロスを引き起こすと共に，
下流プラントの処理負荷増となる。吸収剤の量や冷却量
を増やせば，PG1 の増加を抑制できるが，過剰な用役
費が必要となり，運転コストとのトレードオフの関係と
なっている。また，季節の気温変動の影響で吸収剤の温
度が変動するため，同じ運転条件であっても，夏場と冬
場では PG1 の値に差が生じる。このような状況で PG1
を最適な値で一定となるように運転できれば，コストメ
リットに繋がる。しかし，PG1 の現在値はリアルタイム
に把握できず，回収工程は一定の負荷で運転していた。

ミラープラントでは，PG1 を可視化し，オペレータ
が PG1 の現在値をモニタリングできるようになった。
2017 年および 2018 年のある１ヶ月間について，PG1
の可視化トレンドを，図 5 に示す。夏場の同じ月のデー
タで，2017 年は従来通り回収工程を一定負荷とした運
転，2018 年はミラープラントのリアルタイム組成を指
標に運転を行っている。ミラープラントを使った運転に
より，従来の運転と比べて PG1 の安定化に繋がっている。
最適化については，最適点が周辺環境によって変動する
ため，現場にて運用しているが，PG1 の安定化によって
原料ロスの削減に貢献している。

A + B → P + H1 + L1 
A,B: 原料 P: 製品 H1: 高沸副生成物 L1: 低沸副生成物（S: 溶媒）
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3.2.2 精製工程
適用プロセスにおいて，精製工程には複数の蒸留塔が

存在する。その一部概略フローを，図 6 に示す。製品と
低沸点副生成物を分離する蒸留塔（低沸カット塔），製品
と高沸点副生成物を分離する蒸留塔（高沸カット塔），製
品純度を高める蒸留塔（精留塔）で構成される。

図 6 蒸留塔廻りのプロセスフロー

低沸カット塔において，運転変動により一時的に不純
物（低沸分）が後工程に流れた場合には，精留塔から製
品として払い出される前に，製品タンクから規格外品タ
ンクに切り替える。その後，変動が静定した後に，製品
タンクへの切り替えを行う。

運転変動があった箇所の影響が製品払出に現れるまで
には，遅れ時間がある。変動箇所が静定した後でも，各
蒸留塔やコンデンサー受器のホールドアップに含まれる
不純物が完全に置き換わるまでは，製品タンクへの切り
替えを行うことはできない。これまでの運転では，精留
塔から払い出される組成をリアルタイムに把握できず，
製品タンクへの切り替えは，安全のため十分な余裕を持
たせたオペレーションを行っていた。しかし，ミラープ
ラントによって製品組成の可視化が可能となり，オペ
レータが製品組成をリアルタイムにモニタリングできる
ようになった。

運転変動が発生した時刻周辺での製品組成中の不純物

の可視化トレンドを，図 7 に示す。リアルタイムに組成
を把握できるようになったことで，変動した製品組成が
通常の水準に戻ったタイミングでの製品タンク切り替え
が可能になった。本事例では，規格外品タンクへの払出
時間の削減により，製品ロスの削減に大きく貢献した。

3.2.3 DCS 画面への計算値表示
本節では，ミラープラントの計算値（ミラー計算値）

を DCS 画面に表示した事例を紹介する。
(1) DCS 画面への表示

システム構成の概要は図 1 で示している。主要な箇
所のミラー計算値は，お客様が保有する PIMS (Plant 
Information Management System) へ結果を出力してい
る。対象プラントでは，PIMS で収集されたデータの
うち，必要な情報（他プラントのデータなど）を DCS
画面に表示させる仕組みを保有している。PIMS 上の
ミラー計算値は実プラントデータと同様に扱えるため，
同じ仕組みを利用して，重要組成の計算結果を DCS に
転送している。DCS では，画面に数値表示するだけで
なく，トレンド表示や上限・下限アラームを設定して
いる。運転中のオペレータがリアルタイム組成をその
場で確認できるようになり，組成値を運転指標として
活用している。このことが，実際に 3.2.1 節，3.2.2 節
の成果が上がった大きな要因となっている。

(2) 乖離度の設定
ミラー計算値を実運転の指標にするには，ミラープラ
ントと実プラントの整合性が必須となる。そこで，ミ
ラープラント内で乖離度を計算する仕組みを用意した。
主要プロセスの単位操作ユニットでキーとなる複数ポ
イントの「DCS 値－ミラー計算値」を常に計算し，当
該ユニットとの整合性を管理している。
乖離度の値が大きくなる場合は，次の①と②の要因が
考えられるが，どちらの要因であったとしてもミラー
計算値を実運転の指標とすることは好ましくないため，
オペレータに通知し，注意を促すようにした。

低沸カット塔 高沸カット塔 精留塔

製品
タンク

規格外品
タンク
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図 7 不純物濃度 可視化トレンド

運転条件変動が発生
規格外品タンクへ切り替え

＜従来＞
分析値確認後に

製品タンクへ切り替え

＜導入後＞
ミラー計算値確認後に
製品タンクへ切り替え

製品ロス削減 蒸留塔温度
適正範囲

温度
復帰

組成復帰



化学プロセスへのミラープラント適用事例

横河技報 Vol.62 No.2 (2019)

①　 現場機器・計器トラブルにより，DCS が実際のプラ
ントの運転状態を反映していない。

②　 手動弁によるバイパス運転など，DCS からデータを
取得できない範囲の運転変更により，ミラープラン
トが実際のプラントの運転状態から乖離する。

3.3 プロセス安定化の事例
本節では，精緻なミラーモデルを用いて新しい制御系

の導入を検討した事例を紹介する。
本事例の適用プロセスは，２塔の直列接続された蒸留

塔である。２本の蒸留塔によって，製品 P と溶媒 S を分
離するプロセスである。プロセスフローを図 8 に示す。
第２塔（下流）の塔頂液が第１塔（上流）にリサイクル
されることから，第１塔で生じた変動は第２塔を経由し
て再び第１塔に戻ってくるため，変動がさらなる変動を
生むような２塔間の干渉が強いプロセスとなっている。

図 8 蒸留プロセスの安定化対象

一般的に，制御器のパラメータを決める際には，現場
にて許容範囲内の小さな変動を与えるプラントテストを
行い，その応答データを用いて決定する。適用プロセス
では，複数の運転管理基準とプロセス間の干渉性が大き
いことにより，安全面からパラメータ決定に必要な多項
目の変動テストの実施が困難であった。

ミラープラント上であれば，安全面のリスクも無くテ
ストを実施し，加速計算により素早く結果を得ることが
できる。本事例では，運転上，特に重要な第１塔について，
ミラープラント上で各種ステップ応答テストを実施した。
テスト内容や手順については，実プラントで実施する場
合と同様のフローで進めた。操作変数・外乱要素に対す
る制御温度の伝達関数を求め，そのゲイン・遅れ時間を
基にしたパラメータを持つ FF（Feedforward）制御を構
築した。また，複数の外乱要素の中から，制御対象との
相関が高い FF 要素の選定も併せて行っている。図 9 に，
FF 制御の概要を示す。本シミュレーション結果を基に検
討した制御ループと事前検討した制御パラメータは，そ

のまま DCS に実装した。検討した制御系にて，実際にプ
ラントで稼働させたところ，現場要求の制御範囲でパラ
メータチューニング作業もなく自動制御を達成した。操
作頻度解析を行ったところ，検討した制御系にて，対象
の蒸留塔廻りで 90% 以上の操作を削減することができ
た。

図 9 FF 制御導入概要

3.4 OTS との連携事例
本事例では，ミラープラントと OTS が連携して動作す

る仕組みを構築した。これまでの OTS は，あらかじめ用
意した特定の初期状態を起点としたシミュレーションを
行うため，実プラントの現状の運転状態を再現していな
い。ミラープラントと連携することによって，実際の運
転条件および更新されたモデルパラメータを使用した訓
練・ケーススタディが実施可能となる。

システム構成や機能構成の概要については，図 1，図 2
で示している。ミラープラントと OTS を同じモデル構成
とすることで，ミラープラントで生成した初期状態デー
タを OTS で使用可能としている。なお，再現する制御
状態については PID 制御のみを対象としている。現場か
らの要望である，外乱が入った際の静定化の訓練および
ロード変更操作のスタディにおいて，シーケンスの要素
が無いことからシーケンス情報は対象外とした。

あるタイミングでミラープラントを用いて初期状態
データを生成し，OTS に渡すことで，そのタイミングの
運転状態を OTS で再現することができる。初期状態デー
タは PC で取り扱えるファイルなので，通常の Windows
の機能で，初期状態データの受け渡しを行うことが可能
である。PC 間のファイルの受け渡しは，工場内のセキュ
リティポリシーに従って運用いただいている。

スナップショットの保存方法には２種類用意しており，
それぞれ次の特徴を持つ。
①上書き保存

１分半毎の定周期でスナップショットを保存する。古

低沸分
溶媒 S
製品 P
高沸分

製品 P
高沸分

低沸分
溶媒 S

リサイクル

第１塔（上流） 第２塔（下流）

FF 制御モデル

TC
出力補償

制御対象との相関有り

制御対象との相関無し

制御パラメータは
ミラープラントでの
テストにて導出外乱要素

外乱要素
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いデータは上書きし，常に最新のプラント状態を再現
するデータを用意する。現在のプラント状態に対する
訓練・ケーススタディを行う際に使用する。

②定周期保存
15 分毎の定周期でスナップショットを保存する。古い
データは上書きせずに，全てのデータは HDD に蓄積
される。過去の運転トラブル発生時など，特定の日付
時刻に遡り，その時のプラント状態を再現した訓練・
ケーススタディ・最適操作の探索を行う際に使用する。

3.3 節の事例のように，改善により効率化・自動化が
進んだ一方で，若手オペレータの運転経験の機会が減っ
てしまうことを心配する声もあがった。ミラープラント
と OTS の連携機能により，活用範囲を更に拡大すること
で，教育や技術伝承といった観点からもプラントの運転
を支援している。

4. おわりに

本稿では，ミラープラントが提供する機能を，実際の
化学プロセスに適用した事例を紹介した。運転支援の事
例では，原料ロス・用役費・製品ロスの削減などコスト
メリットに貢献している。ミラープラントと OTS の連携
では，現在のプラント運転状態を再現したリアルな訓練
を可能にし，プラントの安全やオペレータの技術伝承と
いった無形メリットに貢献している。

一方で，ミラープラントの基本機能の１つである近未
来予測では，オペレータに予測結果の表示を行っている
が，現場での本格活用はこれからである。オペレータが
予測したい項目として，反応工程の原料変動に対しての
下流工程の挙動，原料リサイクルの変動予測が挙げられ
ているため，現在，変動時の将来予測と操作ガイドの仕
組みを構築中である。

今回の三井化学株式会社殿との共同開発では，化学プ
ラントにおけるミラープラントの運転支援による効果や，
OTS との連携の有効性が確認できた。共同開発終了後は
本格運用を開始し，更なるミラープラント機能の活用拡
大を行っている。

化学プラントでは，競争力強化のためにプラント改善
を重ね，プロセス・オペレーションが高度化・複雑化し
ており，外乱などの影響範囲・遅れ時間・変動幅を現場
で明確に把握するのが困難になってきている。一方で，
安全・品質面の制約条件を満たすような，細かなオペ
レーションが要求されている。システム面での支援を考
える場合，これまでの導入事例から，ソフトセンサーや
モデル予測制御（MPC）が選択肢として挙げられること
が多い。しかし，統計モデルのソフトセンサーでは，学
習範囲から外れた運転条件に対応することは困難である
し，厳しい管理基準が求められるプラントでは，MPC 導
入のための十分なプラントテストを実施することは困難
である。このような化学プラントの状況に対し，ミラー
プラントによる運転支援やオペレーション改善が，大き
な効果をもたらすと考えている。また本事例を通じて，
化学プロセスに対する知見・エンジニアリングノウハウ
を深めることができた。それらを活用し，他の化学プロ
セスにおいてもミラープラントを展開していきたい。
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