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人工知能（AI）と呼ばれる技術への世の中の期待は高く，ビジネスへの投資も増加している。機械学習技術は，

車の自動運転やロボット制御などにも利用され，FA分野では機械学習技術の応用が急速に発達している。一方

PA分野では，プロセスデータを使ったデータ解析事例は増加しているものの，プロセスの制御においては，機械

学習や AI を使った実用的な技術はまだ開発されていない。多くの場合，PID 制御が主軸として使われ，複雑な制

御が要求される場合は，専門家による高度制御技術が利用されている。

今回，我々は，シミュレーションではなく実際の装置に対して，機械学習技術を適用することを考え，プロセ

ス制御の教育用キットとして利用されている三段水槽を用いて AI による制御を試み，成功した。本稿では，三段

水槽プロセスを制御した機械学習技術と実験内容について紹介する。

Expectations for machine learning and artificial intelligence (AI) are growing globally and 
related investment has been increasing in a diverse range of businesses. Machine learning is used 
for autonomous car driving and robot control, and the use of its applications is rapidly increasing in 
factory automation (FA). On the other hand, practical process control techniques based on machine 
learning and AI have not yet been developed for process automation (PA) although data analysis 
using process data is becoming more common. PID control still remains the main technique and 
advanced control techniques by experts are used when complicated control is required.

Not to simulate but to apply machine learning technology to actual equipment, we performed 
AI-based control of a three-tank-level control system, which is a popular educational kit for 
process control. This paper introduces the details of the experiment and the machine learning 
technology used to control this system.

1. はじめに

近年，人工知能（AI）やそれを支える機械学習と呼ば
れる技術への世の中の期待は高く，年々その分野のビジネ
スへの投資も増加傾向にある。横河電機や横河ソリュー
ションサービスも同様に，機械学習を使ったビジネスへの
応用を進めており，これまでも機械学習に対する取り組み
を発表してきた (1)-(6)。これまでの取り組みでは，機械学習
を使った設備の異常検知や異常予測などにフォーカスが
当たることが多く，これらの問題に対して，プロセスデー
タを使った機械学習による解析が数多く実施されている。
一方で，プロセスを制御することに目を向けてみると，機
械学習技術をシミュレータに対して適用した例はあるが，
実設備に対して適用できる実用的な技術はまだ開発され
ていない。PA分野における制御では，PID 制御技術が主

に利用され，複雑なプロセス制御においては高度制御技
術が利用される場合がある。しかし，PID制御や高度制御
を利用している現場からは，時折，うまく制御できないこ
とがある，との声が聞こえてくる。それらの課題に対して
は，熟練者が状況に合わせてマニュアル操作により目標値
を変える，などで対応している。
本稿では，当社トレーニングセンターの制御教育用

キット「三段水槽」を使い，プロセス制御に対する機械
学習の適用実験例を紹介し，機械学習による制御の可能
性と実現性について議論する。

2. 強化学習

今回の機械学習による制御では，強化学習を利用した。
そこで，本章では強化学習について簡単に紹介する。
機械学習の技術は，学習方法や入力データによって，

一般的には次の３つのカテゴリに分けることができる。
 ● 教師あり学習
 ● 教師なし学習
 ● 強化学習
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「教師あり学習」は，事前に教師ラベルという情報を付
与した形でデータを用意し，用意したデータを機械学習
の学習器に与えることでモデルを生成する。例えば，「犬」，
「猫」などのラベルを付けた犬や猫の画像データを用意し，
このデータを教師あり学習の学習器に与えることで，犬
や猫の判別を行うことができるモデルを生成できる。画
像認識でよく使用されるディープラーニング（深層学習）
の技術も，この「教師あり学習」の１つである。
「教師なし学習」は，ラベル情報を付与していないデー
タを用意し，学習器に与えることでモデルを生成する。
例えば，インターネットを介したショッピングを行った
時に，複数の購入者の購入履歴をデータとして機械学習
に与えることで，購入者の購入傾向のモデルを生成する
ことができる。このモデルを使うことで，購入履歴の似
た購入者をグルーピングすることができる。しかし，ラ
ベル情報がないため，グルーピングされた後のデータが
どのような意味を持つかを考える際には，グループ分け
をした後に人が考察する必要がある。
教師あり学習と教師なし学習は，与えるデータの教師

ラベルの有無に違いはあるが，ともにあらかじめ学習用
データを用意する必要がある。一方「強化学習」は，必
ずしも学習用データをあらかじめ用意する必要はなく，
他の機械学習にはない「報酬」という概念を利用して学
習を進めていくことに特徴がある。一般的な強化学習の
構成を図 1に示す。

図 1 強化学習の構成

強化学習で登場するのが「エージェント」と「環境」
の２つの要素である。強化学習では，エージェントが自
律的に行動を起こすことで，環境に対して変化を起こす。
そして，変化した環境を状態として受け取り，データサ
ンプリングを実施する。この時，行動に対して状態が変
化したことで報酬値が計算される。エージェントが起こ
した行動と，変化した状態，報酬値をサンプリングして
いくことで，エージェントはより報酬値が高い方向へ学
習を進めていく。このことは，子供が積み木を重ねてい
く過程とよく似ているので，図 2と合わせて説明する。
子供が積み木を積み上げていく時には，何度も失敗し

ながらも徐々に高く積み上げられるようになっていく。
これを強化学習に当てはめてみると，子供がエージェン

トであり，積み木が環境となる。子供は積み木の状態を
見ながら，積み木を積み上げようと行動を起こし，高く
積むことができれば嬉しくなり，逆に積み木が崩れてし
まった場合は悲しくなる。強化学習で例えるなら，積み
木の状態が状態（Status）となり，積み木を積み上げよ
うとすることが行動（Action）となり，そして嬉しさや
悲しさが報酬（Reward）となる。この時，子供はニュー
トンの法則や，重心の位置などを計算しているのではな
く，経験的に高く積み上げる方法を学ぶ。強化学習も同
様に自身の行動によって得られた状態と報酬を基にし
て，より良い報酬が得られる方法を学んでいくのである。
エージェントが持つ方策に従い，より良い報酬を得られ
るよう方策の探索を実施し，時には人が気づけなかった
ような方法を見つけることもある。

図 2 強化学習のイメージ例

ここまで，強化学習のイメージについて示してきた。
初めに示したように，データサンプリングをエージェン
トが行うため，教師あり学習や教師なし学習とは異なり，
必ずしもあらかじめデータを用意する必要はない。しか
し，強化学習には試行回数の課題がある。積み木の例で
考えると，積み木を高く積み上げるためには，何度も試
行する必要がある。強化学習を使った有名な例として，
Alpha	Go やアタリゲームといったものがあるが，これ
らはすべて仮想空間上で試行されており，数万回から数
百万回の試行回数で，目的を達成している。しかし，現
実世界において数万回以上の試行が必要ということは実
用性が低く，そのため強化学習が現実世界の問題に適用
できた例は少ない。
横河電機では，試行回数の課題を解決するために，2018年

の IEEE で Factorial	Kernel	Dynamic	Policy	Programming(2)	

を発表した。この論文内では，オメガシミュレーション
社が公開している酢酸ビニル製造プラントのプラントシ
ミュレータを利用し，特定の条件下において，30回の試
行で生産量を上げる制御方法を見つけている。通常は数
万回以上必要な試行回数を 30 回まで減らすことができ
るのであれば，シミュレーション上ではなく現実世界の
装置でも適用できると考え，三段水槽を使い強化学習を
制御に適用する実験を行った。
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3. 三段水槽制御

3.1 システム構成
三段水槽とは当社トレーニングセンターで使用してい

る制御トレーニングの実験装置（図 3）である。システ
ム図を図 4に示す。

図 3 三段水槽

図 4 三段水槽システム図

本実験で使用した三段水槽は，通常経路の制御経路と，
外乱を模擬した外乱用経路を持つ。貯水タンクからポン
プ１で水を汲み上げ，一番上の水槽３に水を注ぎ，水槽２，
水槽１へと流れ，再び貯水タンクに戻る循環システムで
ある。三段水槽ではバルブ開閉により水槽３へ流れる流
量を調整し，水槽１の水位を制御することを目標として
いる。バルブ開閉のアクションが水槽１の水位に反映さ
れるまでにタイムラグがあるため，マニュアル操作によ
る制御で水槽１の水位を目標値に保つことが難しいシス
テムである。
参考までに，水槽１の水位を観測点とする PID 制御

の結果を図 5に示す。グラフの横軸は時間（s）を表し，
縦軸は水槽１の水位（%）を示している。PID 制御の
チューニングは限界感度法を用い，目標値を 30%として
制御を行った。しかし，①に示すようにオーバーシュー
トが発生し，目標値の± 5%以内とする制定値に入るま
でに 200 秒以上かかっていることが分かる。この問題に
対して強化学習の技術を適用し，三段水槽制御の実験を
行った。

図 5 PID 制御時の水槽１の水位

3.2 実験
強化学習を適用するにあたり，初めにエージェントと

環境を定義する。ここでいうエージェントは，PC 上で
学習・判断を行う演算処理部分のことであり，環境は三
段水槽となる。状態として取得するデータは，表 1に示
す６つのパラメータである。行動はバルブ V001 を操作
するものとし，操作するアクションはバルブの現在値か
ら加算する値として，次の５通りの選択肢から選択され
るものとした [-3%,	-1%,	0%,	1%,	3%]。今回の実験では，
水槽１の水位を 30%に制御することを目的とし，それに
合わせて報酬値を求める式を，次のように定めた。

報酬値	=	0.1 ∗ (30 - |LI001 - 30|)

実験では30回の試行をするものとし，１試行を200	step
と定義した。なお，１stepは２秒周期で行動を起こし，その
状態を観測することとした。

3.3 学習過程と結果
強化学習の学習中は，試行の開始時に一度バルブを

閉じて水槽１の水をすべて抜く処理を入れ，必ず水槽１
が空になったところからスタートさせた。１試行あたり
200	step としているので，200 回エージェントに操作さ
せる。操作は上記の５通りのアクションから選択し，そ
の時の状態を観測して報酬値を計算した。200	step の操
作を行ったところで試行を終了させてモデルを更新し，
試行が 30回に達するまで繰り返し学習を進めた。
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表 1 三段水槽の入出力
観測対象 タグ名

水槽１の水位（％） LI001

水槽２の水位（％） LI002

水槽３の水位（％） LI003

制御パスの流量（％） FI001

外乱用パスの流量（％） FI002

バルブの開閉度（％） V001
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図 6に，30回の試行を終えた後のモデルで，水槽１の
水位を制御した結果を示す。図 5と同様に，グラフの横
軸は時間を表し，縦軸は水槽１の水位を示している。この
グラフから，目標値の 30%に追従した制御ができている
ことを確認できる。さらに注目したいのは，安定した制御
になるまでの時間である。PID制御の場合は，図 5の①で
示したようにオーバーシュートが発生するため，安定する
までに200 秒以上の時間がかかっていた。しかし，強化
学習で学習した後の制御では，オーバーシュートがなく，
目標値まで滑らかに立ち上がり，約100 秒で安定に制御
できていることがわかる。これは，立ち上がりまでの時間
を約半分にまで改善できたことを示しており，バッチ工程
などにおいて，装置の立ち上がり時に制御が安定するまで
の待ち時間が短縮できる効果が期待できる。

図 6 学習 30 回を終えた後に制御した水位

さらに追加実験として，強化学習で学習した後のモデル
を使い，外乱経路を使ってわざと外乱を起こし，水槽１の
水位を上げた状態からスタートさせた実験を行った。この
時の結果を図 7に示す。学習時には常に水槽１の水位を
０からスタートさせていたが，水を溜めた状態からスター
トさせた時でもアンダーシュートがなく目標値に安定した
制御ができていることがわかる。実験では，水槽１の水位
を上げた状態からスタートさせた学習はさせていなかった
が，30回の学習過程中に水槽１の水位が高くなった時が
あった。そのため，その回のサンプルを利用してこの制御
ができたと考えられ，学習過程によっては外乱発生時にも
対応できるモデルを生成できる可能性がある。

図 7 水槽１の水位を上げた状態でスタート

4. おわりに

本稿では，制御に対して機械学習の技術を適用した例
を紹介した。これまで実用的な技術として開発されてい
なかった分野に，確実な一歩を踏み出せたことは大きな
進歩であると考えている。今回の結果を受けて，実験用
キットだけでなく実設備での応用例を今後増やしていき
たい。また，実設備への応用を進めていくうえでは，安
全性や汎用性についても技術を進歩させていく必要があ
る。例えば，

 ● 安全な学習方法
 ● 外乱に対する対応の強化
 ● オンラインでの学習
 ● 作成したモデルの他設備への転用
 ● 目標値を変化させた時の挙動
といった点についても引き続き技術開発を進めていき，
制御分野でイノベーションを起こしていきたいと考えて
いる。
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