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大量生産から多品種少量・変種変量生産に生産モデルがシフトしつつある製造業において，より複雑な生産設

備のオペレーションが求められている。この課題の解決に向けたソリューションの開発を，NEDO 事業として採

択を受け実施した。本稿では，この事業の内容と，事業を通して得られた実績を紹介する。また，ソリューショ

ン開発の１つのテーマとして，AI 技術の活用についても検討，開発を行い成果を得たので，これについても紹介

する。

As the manufacturing industry is shifting its production model from mass production to the 
production of multiple products in small or variable quantities, more sophisticated operation of 
production equipment is required. Yokogawa has a unique approach to this problem, which was 
adopted by the New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). This 
paper describes details of this NEDO project and its achievements, as well as a study on the 
effective use of AI technology, which is another theme of this project.

1. はじめに

現在の製造業を取り巻く環境変化の１つとして，大
量生産から多品種少量・変種変量生産に生産モデルがシ
フトしていることが挙げられる。そのため，生産設備の
より複雑なオペレーションが求められ，銘柄変更や変動
する生産負荷に対応した，より高度な制御，オペレータ
の操作を補佐するためのガイダンスや自動制御が必要に
なってきた。

この課題の解決に向けたソリューション（連携最適化ソ
リューション）の開発を，NEDO 事業（※１）として採択を受け，
2017 年度～ 2018 年度に実施した。本稿では，この事業
の内容と，事業を通して得られた実績を紹介する。

また，このソリューションの開発の中の１つのテーマ
として，AI 技術の応用について NTT コミュニケーショ
ンズ株式会社（以下，NTT Com という）（※２）と共に検討，
開発を行い成果を得たので，これについても紹介する。

さらに，生産現場のさらなる操業改善に向け，従来の

制御技術と AI 技術とを組み合わせた提案と実践に取り組
む活動計画についても紹介する。

2. 連携最適化ソリューションの着眼点

生産現場における日々の操業改善活動を通し，現場の
課題と感じていた次の３つのポイントを，ソリューショ
ン開発のベース，着眼点とした（図 1 参照）。

 •「生産プロセス－動力間」の連携制御
 •「生産プロセス間」の連携制御
 • プラントビックデータの徹底活用

図 1 連携最適化ソリューションの着眼点
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１つ目の「生産プロセス－動力間」の視点においては，
生産プロセスで必要となる電力や蒸気などのエネルギー
供給は，生産サイド優先に運転されている。その結果，
一時的に生産設備で使われない状態が存在しても，動力
サイドからは常にエネルギー供給が継続されているなど，
双方でデータのやり取りを密に行えば，まだまだ最適化
の余地があるケースが見られる。また，２つ目の「生産
プロセス間」の視点では，製品が複数のプロセス（工程）
を経て製造されていく中で，前工程の制御性改善に後工
程のデータを活用できる場合がある。この場合，前工程
だけで最適化を検討しても限界があった制御性の改善を，
複数プロセスを考慮することで実現できる可能性が見ら
れる。そして，これらの制御性改善に向けて定量的な解
析を行う上で，非常に重要な役割を担うのがプラント
ビックデータであり，この徹底活用が３つ目のポイント
である。データには，過去にプラントが辿った様々な状
態が織り込まれている。ここで言うプラントビックデー
タとは，プロセスの各種測定データ，制御パラメータ及
び制御出力データ，オペレータ操作のイベントデータ等
を示し，具体的には，

 • 生産プロセス側 DCS データ
 • 動力プロセス側 DCS データ
 • 生産プロセス側品質制御システムデータ
 • DCS オペレーション履歴データ

等である。

3. NEDO 事業の概要

3.1 生産現場における実操業と情報の流れ
図 2 の下側は，生産現場の様々なデータを使用し，制

御システムによって安全な操業を実現している実操業の
流れ（図 2 中のア：検知⇒監視・制御）を示している。
また図 2 の上側は，生産現場の様々なデータを使用し，
新たな操業改善の方策を見つけ出し，生産現場に改善策
を導入する情報の流れ（図 2 中のイ：検知⇒蓄積⇒解析・
知恵・学習⇒最適化）を表している。

図 2 生産現場における実操業と情報の流れ

情報の流れでは，今までに蓄積された膨大なプラント
ビックデータを活用する。このプラントビックデータに
は，各データの過去の実際の動きと変動，各データ間の
相互影響等が包含されている。この情報と，時系列相関
解析，周波数解析，FRIT（Fictitious Reference Iterative 
Tuning）理論による制御パラメータ導出 (1) 等のデータ解
析手法から，具体的な操業改善策を導きだす。本事業では，
このために必要なツール群を開発した。

また，操業改善策を導きだすために多大な時間を要し
ては，費用対効果に見合わないものになってしまう。そ
のため，プラントビックデータを，高速かつ高度に解析
するために，AI 技術を応用することも並行して検討した。

3.2 NEDO 事業の概要と体制
図 3 に，本 NEDO 事業の概要と共同開発の体制を示す。

図 3 NEDO 事業の概要

本事業は，第２章で述べた連携最適化ソリューション
の３つの着眼点をベースとし，（１）大規模工場をモデル
とした生産制御技術の高度化（開発システムの有効な活
用，生産現場への適用等を含むビジネスモデルの構築）：
主担当は横河ソリューションサービス，（２）ビッグデー
タ解析による「生産プロセス間連携最適化システム」の
開発：主担当は横河電機，（３）AI を応用したプロセス
データ解析支援システムの開発：主担当は NTT Com，の
３テーマで構成されている。

この中の（３）AI を応用したプロセスデータ解析支援
システムの開発では，次の２つの取り組みを行った。

 ● 解析の時短とモデルの精度向上
機械学習で解析に有効なデータを自動抽出し，時系列
モデルを生成することで，解析の時間短縮と制御モデ
ルの精度向上を実現する。

 ● 制御パラメータの精度向上
「最適化問題」を解くことで，最善の制御パラメータ

の自動導出と精度向上を実現する。
これら３テーマを，３社の協力体制で取り組み，次章

以降で紹介する成果を得られた。
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4. 連携制御ソリューションの成果と実績

4.1 生産プロセス－動力間の連携制御
生産プロセス－動力間の連携制御では，本事業のモデ

ル工場となった紙パルプの製造プロセスにおける，抄紙
機の断紙位置情報等による蒸気最適化利用の有効性につ
いて調査し，連携最適化方策を検討した。その結果，動
力側が生産プロセス側の抄紙機の断紙位置等のプロセス
の情報を得て最適制御を行うことで，蒸気供給の省エネ
ルギー化が可能なことが分かった。蒸気削減量として，
原油換算で 100 kL ／年程度のポテンシャル効果を見込
めた。この他にも，生産プロセス側と動力側との情報連
携を行うことで，類似の連携制御の可能性があると考え
られる。

4.2 生産プロセス間の連携制御（紙パルプ）
紙パルプ製造では，連続するプロセスで構成される工

程のうち，調成工程と抄紙工程（図 4 参照）に対し，連
携して最適化する方策を検討した。プロセスのデータに
基づく解析とトライアルの結果，銘柄変更制御の時間を
短縮する目途が立ち，これによるエネルギー削減効果と
して，原油換算で 400 kL ／年程度のポテンシャル効果
を見込めることがわかった。

図 4 生産プロセス間の連携制御（紙パルプ）

4.3 生産プロセス間の連携制御（化学）
化学プロセスでは，モデル工場における蒸留工程の前

に位置する気液分離工程（図 5 参照）の冷却制御の最
適化を行った。両工程に関連するプロセスのデータ解析
から，冷却制御の最適制御パラメータと，関連する制御
ループの最適制御パラメータを導出し，実プラントに適
用した。その結果，気液分離プロセスを安定化させ，必
要以上に冷却しないことで，後工程の蒸留工程での蒸気
消費量を削減できた。また，図 5 の最終段階の蒸留塔か
らさらに次工程に送られる中間製品の流量が安定したこ
とにより，次工程との間にあったバッファ装置が不要と

なった。これらの結果，対象プロセスのエネルギー削減
量の実績は，重油換算 350 kL ／年となった。

図 5 生産プロセス間の連携制御（化学）

5. AI 技術応用の成果と実績

5.1 AI 技術応用に向けた取り組みの概要
AI を応用したプロセスデータ解析支援システムの開発

では，次に述べる技術的な階段を上っていかなければな
らないと考えている。すなわち，従来の人の作業を主と
したデータ解析や制御モデルの生成を，１階に例えると
する。そう考えると，２階への階段は，解析時間の短縮
と制御モデルの精度向上を実現するため，機械学習等で
解析に有効なデータを自動的に抽出することである。こ
の技術が確立すると，前章でも述べた従来のデータ解析
作業にも多大なメリットをもたらす。そして２階は，実
プラントの過去データから，対象プロセスの精度の高い
時系列モデルの生成を可能とすることである。NEDO 事
業では，この時系列モデルの生成について，特に有効で
あるとして着目した，多層パーセプトロン（MLP）モデ
ル，BiLSTM モデル，QRNN モデルなどの非線形手法を
使用した。その結果，これらの非線形手法による各モデ
ルの生成において，いずれも相関係数 0. ７以上を達成し
た。さらに，この時系列モデルが対象プロセスの挙動を
再現できるモデルになっているかを検証するため，モデ
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適化問題」を解くことで，最適制御パラメータ（PID 値）
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ことで生成される。これは同時に，対象となる実プラン
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トで応答テストを行うことなく，「AI 制御器」を生成で
きることを意味する。

5.2 実証実験の内容と成果
図 6 に，AI 技術を応用する実証実験の内容と，その成

果を示す。AI 技術の応用では，化学プラントの蒸留塔プ
ロセスを対象プロセスとして実証実験を行った。

図 6 AI 技術応用の実証実験の成果（出典：NTTCom）

図 6 の中の（ア）は，実プラントの蒸留塔に関連する
プロセスデータから，ディープラーニングを用いて生成
した時系列モデル「蒸留塔状態予測モデル」を示す。
（イ）は，（ア）の「蒸留塔状態予測モデル」の確から

しさをビジュアル的に掴むためのもので，NTT Com の持
つ可視化技術「時系列アトリビューション解析技術」で
ある。目的変数が，説明変数群との間で，どの程度の時
系列の相関関係を持ち，同時にどの程度の正負相関関係
を持つかが見えるようになっている。これにより，全く
のブラックボックスではなく，生成した時系列モデルの
確からしさの感触を掴むことができる。
（ウ）では，（ア）の「蒸留塔状態予測モデル」と，対

象プロセス向けのプラント制御シミュレータとを組み合
わせることで，仮想的な化学プラントの挙動を再現する
仕組みを構築している。ここでは，主要制御ループの
PID 値を含むいくつかの変更可能なパラメータを持ち，
これらの値を変えながら，「最適化問題」手法を用いて，
目的変数の挙動を算出できるようにしている。
（エ）は，（ウ）の仕組みを使い，約 2,500 パターンの

中から主要なフィードバック制御ループの最適制御パラ
メータである，P 値，I 値，D 値の自動探索を実施した結
果を示している。ここで得られた最適制御パラメータは，
別途開発した FRIT 理論による最適制御パラメータ導出結
果とほぼ同じ値となることを確認した。

（オ）は，各々で得られた制御パラメータによる目的変
数の動作シミュレーションと，その一致性を表現している。

なお，AI 技術を応用する取り組みに先立ち，FRIT 理
論による最適制御パラメータの導出結果に基づいた，制
御性改善のトライアルと効果確認（4.3 節で述べた内容）
を実際に行い，実プラントでの効果を確認している。こ
のことから，本実証実験の結果についても，実際の化学
プラントの制御改善に有効であることが確認できたと言
える。

6. おわりに

ここまでで述べたように，プラント制御最適化技術と
AI 技術とを連携させることで，プラント制御の論理性を
担保した上で，データ解析の時間短縮，プロセスデータ
に基づく時系列モデルの生成，生成した時系列モデルの
実用性の確認を行ってきた。

これまでの実績を踏まえ，従来の手法では制御が難し
く，オペレータによる手動介入を余儀なくされているプ
ロセスの操業改善に向けた新たな手法の確立を，現在目
指している。

具体的には，まず従来の制御を最適化した上で，さ
らにプロセス中の一部の非線形挙動領域に，ニューラル
ネットワークで作成した AI 制御を適用することや，オペ
レータの手動介入を機械学習することによる自動化など，
従来のプラント制御に新たな制御手法を組み合わせる試
みを行っている。それにより，複雑なオペレーションが
求められている現場のオペレータの手動操作の軽減や，
さらなる操業の安定化による原料の有効活用，省エネル
ギー化を実現できると考えている。

我々は，このような挑戦を積み重ねていくことで，将
来の新しいプラント制御の姿を実現することを目指して
いる。

（※１） 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
（略称：NEDO）が推進している平成 29 年度事業「戦略的省
エネルギー技術革新プログラム」に採択された。事業名称は

「高度 EMS による生産最適化技術の開発」である。
（※２） NTT コミュニケーションズ株式会社には，本 NEDO 事業に

おいて，テーマ名：「AI を応用したプロセスデータ解析支援
システムの開発」を委託した。
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