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AI を用いてプラントの問題を解決しようとする場合，参考にできる研究がすでに存在するかどうかによってア

プローチが異なってくる。本論文では，まず参考にできる既存のAI 研究を見極める具体的な方法と理由を論じる。

対象としている問題に利用できそうな AI 研究がすでに存在する場合には，問題解決に適した公開アルゴリズムを

利用し，用途に合わせて AI プラットフォームを選択することが重要となる。一方，そういった AI 研究がまだ存

在しない場合には，独自にドメイン知識と AI 技術を深く融合させる必要があり，そのことが最大の難関となる。

本論文で提示した解決方法は，プラントエンジニア自身が AI を駆使できるようにするというものである。今後

の展望として，AI によるプラント自律制御も研究が進んでおり，プラントの未解決問題に対する将来のソリュー

ションの一つになることが期待される。

When applying AI to difficult problems in plants, approaches differ depending on whether 
AI researchers can access useful information derived from similar problems. This article first 
discusses how to search and identify useful research and literature. If well-established AI 
research is available, the next step is simply to choose an appropriate AI platform. If not, the 
most serious bottleneck for the problem-solving task arises: how to integrate plant domain 
knowledge and AI technology. This article presents a solution to the latter case. This solution 
enables plant engineers to make full use of AI geared for themselves, not for data scientists. AI-
based control, which is one of the promising AI applications for plants and is expected to solve 
difficult problems in plants, is also discussed. 

1. はじめに

本論文では，プロセス産業におけるデジタルトランス
フォーメーション（DX）の一例として，人工知能（AI）
を用いてプラントの問題を解決しようとする際の実践的
な考え方と方法を示す。読者は，ご自身がかかえるプラ
ントに関する困りごとや問題点を念頭に置いて読み進め
ていただければと思う。
本論文の構成は次の通りである。プラントの問題解決に

AIを導入する場合，参考にできるAI研究がすでに存在す
るかどうかによってアプローチが異なってくる。第２章で
は，まず既存のAI 研究が参考になるかどうかの具体的な
判断方法を論じた後，研究が進んだAI が存在する場合の
参考にできるAI アルゴリズムの探し方および選び方につ
いて述べる。ここでは用途に合わせてAI プラットフォー
ム（例えばハードウェア，クラウド等）を選ぶ必要性にも
触れる。第３章では，参考になる既存のAI 研究が存在し
ない場合を論じる。この場合，ドメイン知識とAI 技術を

いかに融合させるかが最大の難関となる。汎用のAI プラ
ットフォームを使って独自のAI を開発する場合の問題点
を指摘し，その解決方法としてプラントエンジニア自身が
AI を駆使できるようにする方法について述べる。最後に
第４章では，今後の展望としてAI によるプラント自律制
御の可能性について論じる。AI によるプラント自律制御
についてはすでに研究が進んでいる。現在は，まだ実験段
階ではあるものの，プラントの未解決問題に対する将来の
ソリューションの一つになると考えている。

2. コモディティ AI で解ける問題か否かの判定

解決したい問題があるとき，最初に調べることは，コ
モディティ AI で解くことができる問題か，非コモディ
ティ AI が要求される問題かということである。
ここで「コモディティ AI」とは，これまでに AI 技術

が開発されつくされている分野の AI を指す筆者の造語で
ある。例えば，画像認識，音声認識，自然言語処理分野
などの AI がそれにあたる。反対に「非コモディティ AI」
とは，技術があまり開発されていない分野の AI 技術を指
す。コモディティ AI が存在する分野かどうかの判定方法
は，非常にシンプルである。それは，「幅広い領域の大学
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や研究所の先生や学生が，容易にデータを入手できる分
野かどうか」である。
AI 技術の研究は，全世界の大学あるいは研究所で精

力的に行われているが，その研究対象には大量で良質の
データを入手しやすい分野が選ばれる。写真やビデオ，
SNS の文字データなどが最たるもので，これらのデータ
を入手しやすい分野は多くの AI 研究機関が研究を行って
おり，そのノウハウの多くは広く知られている。また，
株式データや気象データ等の，もともとデータが一般に
公開されている分野も含まれる。つまり，画像認識 AI，
音声認識 AI，自然言語処理 AI，気象や経済指標 AI など
がコモディティ AI に該当する。
コモディティ AI が存在する別の分野として，研究者

が自分自身でデータを作り出せる分野も含まれる。例
えば，AlphaGo(1) に代表されるコンピュータゲームやシ
ミュレーション用の AI が，その分野に含まれることは広
く知られている。コンピュータゲームの研究者は，PC同
士でゲームの対戦を行うことで，大量のデータを入手す
ることができる。こういった分野も，AI の細かなノウハ
ウの研究はほぼ飽和するところまで進んでいると考えて
よいだろう。
幸いにも，解きたいと思っている問題に合いそうなコ

モディティ AI が存在する場合，次のステップは公開され
ているアルゴリズムの検索である。大学などで行われた
AI 研究の結果は，アルゴリズムのプログラムを含めて，
無償で入手できることが多い。物理や生物などの研究結
果が，学術論文を除いては原則非公開である実情とは異
なっている。その理由は２つある。① AI プログラムを非
公開とした場合，その成果が疑わしいと認識される文化
がある（再現性が確認または比較できない），② AI 技術
の進歩が速く，早めに公開をしないと別の研究者が先に
発表してしまう，の２つである。AI の学術成果に関して
は，たとえ学術論文誌に掲載が決まっている場合でも，
arXiv(2) 等の論文サイトで無償版の論文を同時に公開し，
また論文著者らのホームページでプログラムを公開する
ことが多い。
こうした AI 分野の学術界特有の文化によって，Web

検索などを通じて実験結果やソースコードなどを容易に
入手できることは，コモディティ AI で解決しそうな問
題をかかえている方には朗報であろう。ソースコードを
参考に自分で AI を改良することも可能であり，いわゆる
AI 開発ベンダーに発注しても問題が起きにくい。
ここで，横河電機での実例を紹介しよう。プラントに

関するある種の社内文書（社内で作成した注文に関する
文書）を AI で自動分類することにした。一般に，AI 研
究者が入手できる文書は膨大であることから文書分類の
研究は進んでおり，コモディティ AI が存在する。しかし，
我々は若手技術者の教育目的も兼ねていたため，自社で
AI による文書の自動分類を開発することにした。Web を

検索することで文書分類についての研究を調べると，い
くつかの研究結果がヒットし，その中で最もシンプルな
アルゴリズム（TensorFlow を用いた SPAM メール分類
器 (3)）を参考にすることにした。TensorFlow については
後述する。
分類しようとした社内文書は SPAMメールとは全く異

なるものではあるものの，参考にしたアルゴリズムの中
には特に SPAMを意識したロジックは入っておらず，一
般的な文書分類に使えると判断した。AI を利用したプロ
グラムを自作する場合は，なるべくシンプルなアルゴリ
ズムを参考にすることが重要である。コモディティ AI
の構成は，一般的にはシンプルである。その理由は，た
くさんの研究者の努力により余計な処理が極限まで省か
れ，洗練された形になるためである。一方，複雑なアル
ゴリズムは研究途中の段階でまだ洗練されておらず，コ
モディティ AI にはなっていないことが多いので，利用を
避けたほうが良いだろう。
使用した TensorFlow(4) の疑似コードを図 1に示す。

TensorFlow は Google 社が作成して無償で提供している
AI 用のライブラリであり，Python 言語を使って AI を記
述することができる。TensorFlow には AI を構築する部
品が揃っており，その組み合わせを定義するだけでよい。
我々が参考にした AI は，プログラム的には正味 10行程
度のもので，	かなり洗練されたコモディティAIと言える。

図 1 TensorFlow による AI 実装の疑似コード

詳細な説明はここでは割愛するが，１か月程度の調査
期間で，分類の精度はおよそ 80% 程度となり，十分な
精度を得られた（図 2）。この例で分かる通り，コモディ
ティ AI が存在する分野の問題を解くことはプログラム的
には難しくはなく，せいぜい数か月の期間で完成する。
一流の AI 研究者の結果を流用できる利点がそこにある。

# CSV ファイルからの文字列データ読み込み
dataset = pd.read_csv( ‘data.csv’ )
sentences  = dataset[…].tolist()

# 単語列を ID 列に変換
tokenizer = Tokenizer( … )
sequences = tokenizer.texts_to_sequences(sentences)

# AI の構築
model = keras.Sequential()
model.add(Dense(…))　#  ニューラルネット第１層を追加
model.add(Dense(…)) 　#  ニューラルネット第２層を追加

# AI のコンパイル
model.compile(…)

# AI の実行
model.fit(sequences, …)

TensorFlow には AI を構築する部品が揃っており，その組み合わ
せを定義するだけとなる。詳細は，参考文献 (3), (4) を参照のこと。
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図 2 図 1 の AI を用いた社内作成文書の判定結果の一例

さて，解決したい問題に適したアルゴリズムが見つか
り，そのアルゴリズムを実装したプログラムが完成する
と，データサイエンティストの仕事は終わりかもしれな
い。しかし，プラント内に実装するためには，使用する
ハードウェアプラットフォームがボトルネックになる。
プラントの装置に実際に AI を組み込む場合には，プロ

グラムが動作するハードウェアプラットフォームはプラ
ント内での制約を充たさなければならない。例えば，ホ
コリを吸い込まないようにファンレスでなければならな
いこと，振動に対して頑強でなければならないこと，動
作する温度の範囲が広くなければならないことなどが挙
げられる。さらに，もっと重要なのは I/O（外部入出力）
である。リアルタイムに品質や故障予兆の診断をしなけ
ればならないプラント内の AI は，データをリアルタイム
に収集する必要がある。その際，さまざまな種類あるい
はレンジの I/O が揃っていないと，将来の拡張時に困る
可能性がある。
このようなプラントでの AI 用途のコンピュータのため

に，横河電機は e-RT3	F3RP70 という産業用コンピュー
タモデルを提供している（図 3）。

図 3 e-RT3 Linux（Ubuntu）モデル

この製品は，標準 Linux（Ubuntu） を搭載して，
Python 言語をサポートしており，Programmable	Logic	
Controller（PLC）で実績のある I/O モジュールも豊富

で，コモディティ AI のプラント利用には適している。
Microsoft	Azure と AWS（Amazon	Web	Service） の 認
証も取得済みのため，Raspberry	Pi 等の非産業用コン
ピュータが利用できないプラント装置での AI 活用の候補
となるだろう。詳細は参考文献 (5) を参照されたい。

3. コモディティ AI で解けない高度な問題を解く場合

この章では，AI で解決しようとしているプラントの問
題に対して，適したコモディティ AI が存在しない場合を
取り上げる。つまり，大学や AI 研究者が大量のデータを
入手するのが困難で，まだ研究し尽くされていない分野
の未解決の問題を考える。前章とは異なり，AI 研究者が
公開しているアルゴリズムを流用することができない場
合，最適なアプローチとはどういうものになるだろうか。
ここでは２つの全く異なるアプローチについて論じる。
１つは汎用の AI プラットフォームを使って自力で非コモ
ディティ AI を作り出す方法，もう１つはプラント向けの
専用 AI を使う方法である。

3.1  汎用 AI プラットフォームを使って自力で AI を作り出
すアプローチとその問題点
前述の TensorFlow は，さまざまな AI を自分で設計す

ることができるプラットフォームでもある。このプラッ
トフォームを使って，プラントの特定の問題を解く特殊
な AI を作成することが可能である。この後，そのイメー
ジを説明する。
TensorFlow のフレームワークでは，層を積み重ねるこ

とで AI を設計することができる (6)。例えば，ニューラル
ネット系の AI は，図 4のような複数の層図で表現するこ
とができる。

	

図 4 ニューラルネットワークの構成例
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横軸は AI の評価値，縦軸は文書数を示す。有識者による文書判定
ではオレンジが「１」評価，青が「０」評価であり，AI による判
定精度は有識者に比べて 80% 程度となった。無加工の自然言語 
文書（テキスト）をそのまま AI で判定させたものであり，この結
果は社内で驚きをもって受け止められた。

入力層 隠れ層 出力層
Dropout
処理

Dropout
処理

入 力 デ ー タ は 隠 れ 層 に ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク で 接 続 さ れ，
Dropout 処理を経て，隠れ層に入り，再び Dropout 処理を経て，
出力層に出力されている。このとき，ニューラルネットワークの
最適な重みが AI により計算される。なお，Dropout 処理はランダ
ムにニューロンを無視する処理で，ディープラーニングの重要な
技術の一つである。
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層には，Dense 等の学習用の層，Dropout 等のフィ
ルタ層，演算層，整形層等があり，TensorFlow では
Python 言語を使って，これらの層を自由に組み合わせる
ことができる。TensorFlow でニューラルネットを構成す
るにはいくつかの方法があるが，例えば Sequential モデ
ルを使うと，層や処理を次々に追加して作成することが
できる。図 5はその一例である。

図 5 ニューラルネットワークを構成するプログラム例 
（多層パーセプトロン）

また，各層の種類も豊富で，それぞれの層に対してパ
ラメータを設定する。例えば，図 6は図 5のニューラル
ネットワークを構成する Dense 関数のパラメータの一覧
である。このような AI プラットフォームは設計の自由度
が非常に高く，ありとあらゆる AI を設計することが可能
となる。

図 6 Dense 関数のパラメータ例（参考文献 (4) より抜粋）

ただし，自由に AI を設計できるのは，図 6に示したよ
うなパラメータを深く理解している場合であり，プラン
トへ AI を適用する時には，この自由度が逆に欠点になる。
例えるならば，抵抗やトランジスタ，コンデンサなど

の電子回路の部品がいっぱいに詰まった段ボール箱を渡
されたとしよう。「この段ボール箱の自由度は無限です。
あなたはラジオでもマイコンでも，なんでも自由に作る
ことができます」とセールストークをされて買ったとす
る。もちろん，電子回路の専門家や，回路図をあらかじ
め持っている人であれば，これほど便利な箱はないだろ

う。しかし，もしそうではなければ，段ボール箱を手に
途方に暮れてしまうことになるだろう。つまり，無限の
自由度が逆に災いするわけである。
AI のプラットフォームでも同様のことが起こる。無限

の組み合わせで設計が可能な汎用 AI プラットフォーム
は，AI の専門家であれば，あるいは前章で述べた参考に
できるコモディティ AI が存在する場合には，これほど便
利なものはないだろう。しかし，非コモディティ AI を
自分で創造する際には深い知識と経験が必要となる。ま
た，数限りない回数のTry	&	Errorを繰り返すことになり，
このアプローチを選択すると完成までの道のりが遠い。
コモディティ AI とは異なり，なぜプラントへ非コモ

ディティ AI を適用させることは難しくなってしまうのだ
ろうか。この問題の本質は，プラントでの未解決問題を
解決するためには，深いドメイン知識と深い AI の知識の
両方が必要であるということにある。プラントの制御や
解析技術に関しては，AI が登場する何十年も前から，数々
の理論形成や工夫がなされてきた。つまり，従来の理論
で解決できるような比較的単純な問題は，ほとんどはす
でに解決済みであり，残っている未解決の問題は高度で
深いドメイン知識が要求されるものと考えられる。その
ため，従来の理論で解決できなかった以上，AI だけが持
つ特徴を深く理解して応用できる AI 研究者でなければ，
新しい結果をもたらすことはできないであろう。つまり，
プラントの深いドメイン知識と，AI 独特の深い知識の両
方を有機的に結合しなければ解けないのが，プラントで
の未解決問題なのである。
では，AI の専門家とプラントの専門家が協業すれば目

的は達せられるかというと，それほど現実は甘くはない。
AI の専門家が目指しているのは，汎用で高性能な AI の
開発であり，日進月歩の世界である。一方で，プラント
の専門家が解きたい問題は，ドメイン知識を使わなけれ
ば解けないであろう個別の深い問題であり，長く解決さ
れていない歴史を持つ。また，プラントエンジニアと AI
研究者のボキャブラリは全く異なり，会話が成立するこ
とも困難であろう。長年にわたり研ぎ澄まされてきたプ
ラント技術と，急速に発展している AI 技術は，まったく
異なる技術であり融合しにくい。
このような状況において，横河電機は全く別のアプ

ローチを使って，ドメイン知識と AI 技術の融合を図ろう
としている。

3.2  プラントのドメイン知識と AI 独特の力の融合：プラ
ントエンジニア専用 AI というアプローチ
横河電機のアプローチは，プラントエンジニアが AI の

深い知識なしに利用できるプラントエンジニア専用 AI を
提供する，というものである。約８年前からその試みは
始まり，最初の目標は社内のプラントエンジニアが使い
こなせる社内用の AI ツールを開発するというものだっ

# ニューラルネットワーク構築
model.add(Dense(…)) 　#  ニューラルネット第１層を追加
model.add(Dropout(…)) 　#  Dropout を追加
model.add(Dense(…)) 　#  ニューラルネット第２層を追加
model.add(Dropout(…))  　#  Dropout を追加
model.add(Dense(…)) 　#  ニューラルネット第３層を追加
…
model.compile(…) 　#  モデルのコンパイル
model.fit(…)    #　AI の実行

バイアスベクトル制約関数

カーネル重み行列制約関数

レイヤー出力正則化関数

バイアスベクトル正則化関数

カーネル重み行列正則化関数

バイアスベクトル初期化

カーネル重み行列初期化

バイアスベクトルの利用

活性化関数名

出力次元数

bias_constraint

kernel_constraint

activity_reguralizer

bias_regularizer

kernel_regularizer

bias_initializer

kernel_initializer

use_bias

activation

units

Dense のパラメータ
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た。この社内AIツールは，コードネームで“SizCa”（しずか）
と呼ばれている（図 7）。本稿でも，便宜上この名称を使
うことにする。

図 7 クラウド版 SizCa（開発中）の画面

SizCa は初期のプロトタイプ段階から社内で公開され，
社内のプラントエンジニアが自由に利用することができ
た。そして，社内のプラントエンジニアからの「使いに
くい」「わかりにくい」等のフィードバックを基に改善
が続けられてきた。AI の知識なしにプラントエンジニア
が使いこなせる AI であれば，プラントのドメイン知識と
AI 技術がプラントエンジニアの中で自然に融合するだろ
うという戦略である。
前節で述べた通り，プラントエンジニアにとって難し

いのは，AI のアルゴリズムと設定パラメータの選択であ
る。逆に捉えると，アルゴリズムを選択する必要がなく，
またパラメータ設定も不要であることが，プラントエン
ジニア専用 AI の必須条件と言える。
このような AI に必要な知識を全て隠蔽した AI は，一

般に Automatic	Machine	Learning（AutoML）と呼ばれ
る (7)。SizCa は，プラント未解決問題に特化した AutoML
である。

3.2.1 アルゴリズム選択の不要化
プラントでの問題解決に最適な AI アルゴリズムは何

か。この質問に論理的に答えることは，一般的に不可能
である。しかし，アルゴリズムの選択を不要にすることは，
プラントエンジニア専用 AI にはどうしても必要な要件で
あった。
そこで我々がとったアプローチは，当時発表されていた

代表的なアルゴリズムと信号処理のフィルタの組み合わせ
を多数用意し，プラントの実問題をPoC（概念実証）とし
て解き続けることだった。実問題を解くことができたアル
ゴリズムを「メジャーリーグ」，それ以外のアルゴリズム
を「バックヤード」とし，ブラッシュアップを続けながら
約50案件の問題を解いた頃には，「メジャーリーグ」に属
するアルゴリズムはほぼ定着した。SizCa に採用されたア

ルゴリズムはこの「メジャーリーグ」に属するもの，つま
り理屈ではなく実戦で選ばれたものである。

3.2.2 パラメータ設定の自動化
次に問題となるのは，AI アルゴリズムのパラメータ設

定である。AI のパラメータはアルゴリズムごとに種類も
数も異なり，単純な数値の場合もあれば，解析関数その
ものを設定する場合もあり，多岐にわたる（図 6）。
従来の解析技術であれば，パラメータをどのように設

定すればどういう結果が得られるかは，ある程度理論的
に推定できる。そのため，教科書にはパラメータ設定の
コツのようなものが載っているのが一般的である。
一方，最新の AI アルゴリズムに関しては，設定パラ

メータがどのように解析結果に影響するかがまだわかっ
ていないことが多い。特に，高い精度を持つアルゴリズ
ムほど，その傾向が顕著である。このことを奇妙に思う
読者の方は多いと思うが，その傾向は高精度の AI アルゴ
リズム（正確には AI アルゴリズムの学習部分）の多くが
決定論的ではない，あるいは直観的な解釈ができない，
という数学的な事情に起因する。逆に言うと，決定論的
で直観的な解釈が可能な AI アルゴリズムは，従来の解析
アルゴリズムの性能と大きな差がない，とも言える。
SizCa にはパラメータ設定画面が無い。AutoML によっ

て詳細な AI パラメータは隠蔽されており，利用者は AI
の細かい知識なしに最新の AI アルゴリズムを利用するこ
とが可能となっている。

3.2.3 プラントエンジニア専用 AI の運用の実際
ここでは，SizCa によってプラントのドメイン知識とAI

を融合させた実例を紹介する。横河グループの駒ヶ根半導
体工場は，専任のデータ解析チームを有しており，これ
までも従来技術を用いて，効率・品質などの多種多様な
問題を解決してきた。しかし，未解決の問題も残っており，
その中で大きな問題の１つが空調効率（エネルギー効率）
の改善である。この問題については，従来手法による改
善はすでに行われ，さらなる改善が求められていた。
SizCa によるアプローチは，次の通りであった。まず，

社内 AI 技術者と駒ヶ根工場のエンジニアによるワーク
ショップを行い，何が困りごとなのかをじっくり話し
合った。その結果，解くべき問題が定義され，その段階
でどのようなデータが入手可能かを一緒に確認した。次
に，社内の AI エンジニアが，	SizCa を使って試しに問題
を解いた。そして，SizCa を使った AI による解析結果と
共に，工場のエンジニアと SizCa の利用方法や実行した
解析の狙い等の背景情報をすべて共有した。
AI エンジニアは工場の事情を深くは理解していないた

め，最初のAI 解析結果は有用ではないことが多い。しか
し，SizCa による実際の解析手法や AI で問題を解けるよ
うにデータを加工する考え方などを，工場の実データを
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使って説明することは，工場のエンジニアが SizCa の使い
方や思想を理解する上で最良の方法であると考えられる。
関係のないサンプルデータを使ってAIの説明を行っても，
工場のエンジニアの理解度は上がらないだろう。
この後は，工場のエンジニアが SizCa を使って自身で

問題を解き，同時に AI エンジニアもそれに習って工夫し
た解析を行うという，両方のエンジニアが協働する解析
プロセスとなった。これにより，AI 技術者とプラントエ
ンジニアのそれぞれのドメイン知識が混ざり合う結果と
なった。両者のドメイン知識が融合されることで，プラ
ントのエンジニア自身が自由に SizCa を使いこなせるよ
うになるということが，非常に重要なファクタであるこ
とがわかる。
SizCa によって，これまで見つかっていなかった空調

設備の問題点も見つかり，現在その改善にも取り組んで
いる。SizCa でのプラントにおける問題の他の解決例とし
ては，参考文献 (8) 等を参照していただきたい。SizCa は
まだ社内ツールであるが，今後ユーザーが利用できるよ
う，クラウド環境でも動作するよう開発を進めている段
階である。

3.2.4 AI ソリューションのパッケージ化
前節のようなコンサルテーションプロセスで作られた

AI は一個づくりの場合もあるが，広く水平展開が可能な
場合もある。後者の場合は，AI ソリューションのパッ
ケージ化が可能となる。以下でその例を挙げる。

図 8 Sushi Sensor

図 8は横河電機の IIoT（Industrial	Internet	of	Things）
センサである Sushi	Sensor で，工場に設置された回転機
の振動等のデータが収集できる（Sushi	Sensor について
の詳細は参考文献 (9) を参照していただきたい）。収集し
た振動データと SizCa を使って，回転機の違和感検知 AI
（違和感を検知できる AI）を作成した。振動データは，
各回転機の仕様や種類，運転方法によって特性が変わる
ため，正確な判定を行うためには回転機ごとの一個作り
になる場合が多い。しかし，AI がそれぞれの回転機の特
性をある程度学習できるという特徴を生かすことで，水
平展開可能な違和感検知 AI を作成することができる。

図 9 Yokogawa Cloud ダッシュボード 
（Sushi Sensor と SizCa による違和感検知を 

表示しているダッシュボードの画面）

図 9 は，Sushi	Sensor で収集された振動データを
Yokogawa	Cloud 上に収集し，クラウド上で動作する
SizCa で振動の違和感検知を行っているところを表示し
たクラウドサービス画面である。この違和感検知のソ
リューションは，広範囲に IIoT	Sensor を設置して全体
を監視する場合に利用することができる。例えば，違和
感が検出された回転機に対しては，従来からの手法で詳
細な解析を実行して原因分析を行うなどの運用が可能と
なる。この AI ソリューションは，実際のプラントで PoC
として現在稼働しているものであり，パッケージとして
製品化を進めている段階である。
3.2.3 節で述べたように，まずはドメイン知識とAI 技

術を融合させてAIソリューションを作り，その中で水平
展開が可能なものはパッケージ化してクラウド上のAIソ
リューションとする。さらにその中でも，デバイス等に組
み込みが可能なAIは，第２章で述べたような e-RT3や記
録計などに標準機能として組み込み，広く製品化し手軽に
利用できるAIとして提供していく。このようなAI技術の
多層展開が，横河電機の目指すAI活用の全貌である。

4. AI によるプラントの自律制御

第２章と第３章では，AI をデータ解析の手段と捉え，
従来の解析技術を進歩させる（AI による解析）という観
点から AI 活用を述べた。プラントでの AI 活用には，も
う一つ，プラントの AI 制御（AI による制御）がある。
この２種類の AI を自動車の AI 技術と比較すると，周

囲の状況をカメラで監視し，人や車の接近を感知してア
ラームで知らせるといった AI 活用は前者（AI 解析）に
当たる。一方，実際に AI がステアリングを握り，車を安
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全に運転して目的地に到達させるという活用が後者（AI
制御）に当たる。
人を介すことなく，AI がプラント内のバルブを自律的

に操作する様子は，さながら SF 小説を想起させるが，す
でに一部の機能が実現されている。

図 10 三段水槽水位制御の実機

2020 年の第 17回日本加速器学会年会で横河電機と奈
良先端技術大学院大学が共同で発表を行った「強化学習
による実プラント設備への適用検証 (10)」は，第２章で紹
介した e-RT3	F3RP70 産業用 Linux	PC に強化学習を使っ
た AI を搭載し，三段水槽（図 10）の水位制御問題の AI
制御に世界で初めて成功した事例である。この制御用 AI
は，社内では “Moonshot” というコードネームで呼ばれ
ている。本稿でも便宜上，この名称で呼ぶことにする。

	

図 11 (a) Moonshot による AI バルブ制御

	

図 11 (b) Moonshot が (a) のバルブ操作を行った場合の 
水位制御の様子

図 11	 (a)	は Moonshot による AI を使ったバルブ制御
であり，図 11	 (b)	はその時の水位変化（目標水位＝ 30）
を示している。Moonshot による三段水槽の３つ目の水
槽の水位制御は，PID	(Proportional-Integral-Differential)	
制御に比べてオーバーシュートの少ない高速な制御を実
現している。三段水槽は制御系の中でも最も簡単な系の
１つではあるが，AI がバルブの操作方法を，実際の系で
30回ほどの試行錯誤を行いながら自ら学び，最適制御に
到達した様は圧巻である。横河電機のWeb ページ (11) に
Moonshot が学習を行っている様子のビデオを公開して
いるので参照いただきたい。
さらに，複数のバルブを同時に動かしてプラント全

体を最適制御する研究も進めている。現在，プラントシ
ミュレータ上で AI 制御技術を開発しており，その成果を
学術論文や国際学会で発表している段階である (10)(12)。
Moonshot によるプラント自律制御は，横河電機の掲

げるビジョン IA2IA(Industrial	Automation	to	Industrial	
Autonomy：オートメーション制御から自律制御へ )(13) の
中核技術の一つとなる可能性がある。Moonshot の実プラ
ントでの検証が待たれるが，AI 制御は新しい技術である
がゆえに安全面での配慮が最大限必要なのは，自動車の自
動運転AI と同じである。横河電機ならではの安全計装の
ノウハウを駆使して，実証実験を進めていく予定である。

5. 結論

AI を用いてプラントの問題を解決しようとする場合，
まずは参考にできる AI 研究がすでにあるかどうかを調べ
ることが重要である。参考にできるようなコモディティ
AI が存在する場合には，あとは AI プラットフォームを
用途に合わせて選べばよい。
一方，コモディティ AI が存在しない場合には，ドメ

横軸は時間で，縦軸はバルブの開度。フルアクセルとフルブレー
キによる水位制御となっている。参考文献 (9) から抜粋。

横軸は時間で，縦軸は水槽の水位。
オーバーシュートが無い最短制御が特色。
参考文献 (10) から抜粋。
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イン知識と AI 技術をいかに深く融合させるかが最大の難
関となる。本論文で提示した解決方法は，プラントエン
ジニア専用に作られた AI を利用することである。こうし
て作られた AI のうち，一部はクラウド上で AI ソリュー
ションパッケージ化が可能であり，広く活用が見込まれ
る。さらにその一部は製品に組み込み，気軽に取り扱え
る AI ソリューションとしてコモディティ化していく。横
河電機は，このような AI 技術の多層展開によって，プロ
セス産業での AI 利用を幅広く後押ししていく。
さらに，現在は実験段階ではあるものの，AI による

プラント自律制御も研究が進んでいる。この技術は，横
河電機が掲げる IA2IA のビジョンを実現する将来のソ
リューションの一つになっていくだろう。
我々は，AI によるプラント業界の新たな進歩を切に

願っている。本論文が読者の AI 活用の参考になれば幸い
である。
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