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高度制御ソリューション
Platform for Advanced Control and Estimation
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投資対効果を最大にする
 ロバスト性に優れた高度制御を短期間で導入

「Platform for Advanced Control and Estimation」は多変数モデル予測制御、ソフトセンサー、各種演算や
ユーザインタフェイス定義を一つのアプリケーションに統合することで、複雑な高度制御の導入期間を劇的に短縮
すると共に、ロバスト性に優れた制御性能を維持し保守を容易にします。

Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｒｅｇｕｌａｔｏｒｙ Ｃｏｎｔｒｏｌによる
　　DCS制御の安定化

DCS制御の安定化は安定運転に向けての最初のステップ
です。 標準化されたＡｄｖａｎｃｅｄ Ｒｅｇｕｌａｔｏｒｙ 

Ｃｏｎｔｒｏｌモジュールは導入が簡単で、高度制
御の導入に先立ちDCS制御の安定化を達成

します。

高度制御導入効果の試算
高度制御の導入効果は、フィージビリティスタディで過去の運転データを確認した上で、経験則から制
御性の改善度合いを設定し、そこから推測される収率改善率等から試算されます。

自動ステップテストと統合モデル同定ツールによる
モデリング期間の短縮
制約を守り最適化を実現しながら、プラントの動特性応答を得るテストを自動的に実行できます。
パワフルなモデル同定ツールにより、素早くプラント応答データから動特性モデルを作成できます。
これらにより従来の手動ステップテストに比べて、ステップテストとモデリングにかかる期間を
半分に短縮できます。

総合的な高度制御アプリケーションの実現
高度制御のアプリケーションを構築するには、多変数モデル予測制御の他
にもソフトセンサーや各種演算等が必要になります。
新しいプラットフォームは、制御エンジニアが短期間でシーケンスを伴っ
た複数のプロセッサ（制御、推定等）から成る高度制御アプリケーションを
同一環境下で開発できるようにします。高度制御アプリケーションに応じ
たユーザインタフェイスのカスタマイズも可能です。
総合的なアプローチを可能にするこの環境は、アプリケーション開発にか
かる期間を劇的に短縮します。

制御偏差の分散

Advanced Monitoring & Diagnosis ツールによる制御性能の維持
良好だった制御性能も原料品質やプラント動特性の変化、制御目的や運転モードの変更等により徐々に悪化し
てしまいます。
Advanced Monitoring & Diagnosis ツールはアプリケーションの制御性能やモデル誤差等を常時監視します。
制御パラメータやモデル動特性はオンラインで変更できます。対話形式のパフォーマンス解析ツールにより制
御が不良な箇所を特定できるので、対策を打つことで良好な制御性能を維持して、高度制御の導入効果を保ち
ます。

短期間で の導入を
フルサ ポート

短期間で の導入を
フルサ ポート

最先端のツールによるコミッショニング期間の短縮
と高い制御性能の達成
同一アプリケーションのStaged（Read only）バージョンとLive（Read and 
Write）バージョンを同時に実行することが可能で、制御エンジニアがパラ
メータやモデル構成を変更したStagedバージョンの挙動を事前に検証で
き、確認後には瞬時にStagedバージョンをLiveバージョンに切り替えられ
ます。
コミッショニングツールはパワフルなトレンド機能と共に提供され、エンジ
ニアはモデルミスマッチを素早く特定できます。
最先端のオンラインコミッショニング環境により、コミッショニング期間を
半分に短縮できます。
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Run Timeで実行する自動プラントステップ応答テストのため
の制御変数（CV）と操作変数（MV）から成る制御系の仮マト
リックス情報を定義します。

プラントステップ応答データは Design Time に取り込まれ、
不良データ除外やデータクランピング等の多様なツールを用
いてモデル同定のためのクリーニング処理を施されます。
複合的なリニア動特性モデルは広範囲な運転領域に亘る統
計データから同定され、モデルのロバスト性が 4 段階で表示
されます。
単一入出力のモデルで複数エレメントを定義したり、演算式
によりモデルゲインを変更することが可能です。

自動ステップテスト

制御系仮設計情報に基づいて自動でプラントステップ応答テストを
実施します。プラントステップ応答データは内蔵されたヒストリアン
に格納されます。
エンジニアはタイルトレンドで動特性モデル同定に必要なプロセス
応答データが得られたかを確認できます。

アプリケーションをLiveモードで動作させる前に、制御エンジニアは
統合されたソフトセンサーと多変数モデル予測制御のチューニングを
リアルタイムに実際のプロセスデータを用いて検証できます。
フレキシブルなチューニングと包括的なシミュレーションにより、エ
ンジニアは実行用アプリケーション全体を異なる状況下で同時にテ
ストできます。
最も望ましいCVの運転点として定義されるベストパフォーマンスバ
リュー（BPV）という新しいコンセプトの導入により、目標値追従が
不可能な場合にはCVがゆっくりとBPVから離れて行くようにコント
ローラがMVの操作計画を最適化し、優れた過渡の動的パフォーマ
ンスを実現します。

オンラインチューニング

KPIフェースプレートを含む
新しいヒューマンマシンインタフェイス 

新しいヒューマンマシンインタフェイスはヘルスステータス表示付
きのKPI (Key Performance Indicator)フェースプレートを採用して
おり、オペレータや制御エンジニアとのやりとりを改善します。
ヒューマンマシンインタフェイス画面は関連した変数を意図的なグ
ループに体系化するための変数セットを用いて定義でき、パワフル
なトレンドとダイナミックリレーション画面と共に、特に超大規模な
アプリケーションの運転と保守をサポートします。

サブシステムに階層化された多変数モデル予測制御、ソフトセ
ンサー、リアルタイム最適化インタフェイス等のプロセッサを
用いて、複雑でプラントワイドなアプリケーションを同じ作業
環境で開発できます。
非線形の動特性を持ったプロセスを扱う場合、多変数モデル
予測制御のモデルはオンラインでパラメータの変更や複数定義されたエレメントの切り替えが可能です。
カスタムプロセッサは演算式やロジックをVBあるいはC#定義する機能を提供します。

継続的な改善 を可能にする
シームレ スな連携

Design Time

Run Time
エネルギー分野における高度制御技術の開発及び応用のトップパイオニアであるShellとの共同開発により
生まれた最新の「Platform for Advanced Control and Estimation」はクラス最高のパッケージソフトで、
プラントライフサイクルを通じて利益を生み出す高度制御アプリケーションを短期間で導入でき、長期間に
亘り制御性能を維持できます。

Run Time環境ではStaged（Read only）とLive（Read and Write）の二つの動作モードがサ
ポートされています。同一アプリケーションの現状版をLiveモードで、改訂版をStagedモードで
同時に動作させることで、現状版と置き換える前に改訂版の挙動を検証できます。
ヒューマンマシンインタフェイス画面は階層的に体系化されており、プロセス状態や制御ステー
タスを簡単に見ることができます。オペレータやエンジニアはアイコンやナビゲーションツリー、
リンク階層表示をクリックすることで、関連した情報に簡単に素早くアクセスできます。

Design Timeは高度制御設計に必要なプロセスデータ管理～プロセス動特性モデリング～アプリケーション
構築～シナリオベースのシミュレーションを単一の作業環境下で提供します。
Run Timeとのシームレスな情報共有により、制御エンジニアが複雑なアプリケーションを短期間に開発して
実装できるようにします。

Multivariable Optimizing Control 
 & Robust Quality Estimation 

制御系の仮設計

ロバスト性に優れたモデルの同定

複雑なアプリケーションの開発
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Advanced Regulatory Controls
現場で実証された使い易い標準ファンクションライブラリーを用いて、DCS制御を安定化させることができます。 DCS制御ループと共に高度制御アプリケーションのパフォーマンスを維持・改善します。

加熱炉パスバランス制御

階層的なパフォーマンス監視

対話形式のパフォーマンス分析

各種レポート
マルチパスの加熱炉の個々のパスで吸収される熱エネルギーを均等にするた
めのもので、熱回収が高いパスに多く流して各パスの出口温度をバランスさせ
ることで、加熱炉の効率を改善します。
一つのモジュールで二つの加熱炉（2セル／加熱炉、16パス／セル、5スキン温度
／パス）を管理できます。
モジュールは加熱炉管理に役立つトータル流量も制御できます。

ウェブビューアがブラウザーでの監視及びレポーティングインタフェイスを提供
します。
監視画面は選択された設備タイプの制御パフォーマンスとオペレータの介入
度合いを日毎に集約して表示します。設備階層定義はカスタマイズでき、エリア
や運転担当でグルーピングすることも可能です。
プロパティページで階層構造を辿りながら、区域定義から個別タグに至るまで
の全てのデータアイテムの属性情報を見られます。

リアルタイムレポートは、現時点のデータを用いてベースレイヤーあるいは
高度制御で制御が不良なループを明らかにし、オペレータやエンジニアによる
対応を促します。
エグゼクティブレポートはプラント全域に亘るループのパフォーマンスを指定
された階層レベルで集約します。
監視タイプ毎のエスカレーションレポートはカスタマイズ可能です。
レポートは、Eメールで送ったり、印刷したり、Excelに取り込むためにファイルに
落としたりする事ができます。

オフライン診断ツールは、統計手法を用いて主要な制御性能情報を引き出
し、制御問題の根本的な原因を見つけるための対話形式の分析画面を提供し
ます。

利益変数計算
制御変数誤差分解
PIDチューニング

プラントで利用可能なサージタンクの容量を活かして更なる安定化運転を実現
するためのもので、サージタンクの液位を流入あるいは流出流量の変動を最小
にしながら指定された範囲内に管理します。
アルゴリズムは、単一のサージタンクに限らずカスケード接続された複数のサー
ジタンクにも適用可能で、大きな外乱を吸収する容量を確保するために、タンク
の液位を外乱がない間に理想的な目標値に近づけます。

均流液面制御

信号妥当性チェック
二つの同一プロセス測定信号を比較して検証するためのもので、二つの測定信
号間の偏差はしきい値を超えると継続的に累積され、偏差の累積値が許容値
を超えるとアラームを発生させます。

■

■

■

効果予測
自由度分析

■

■
応答プロット
制約分析

■

■

Advanced Monitoring & Diagnosis
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お問い合わせは
高度ソリューション事業部ソリューション部
〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32  0422-52-6323

関西支社
東北支店
千葉支店
中部支社
北陸支店
水島支店
四国支店
北九州支店

06-6341-1330
022-243-4441
0436-61-1388
052-684-2000
076-258-7010
086-434-0133
0897-33-9374
093-521-7234

鹿島営業所
新潟営業所
四日市営業所
徳山営業所
沖縄営業所

0299-93-3791
025-241-3511
059-352-4144
0834-32-5405
098-862-2093

Co-innovating tomorrowは、横河電機株式会社の登録商標です。その他、記載の会社名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

URL : https://www.yokogawa.co.jp/solutions/services/consultings/
 general/implementation-jp/productivity-jp/apc-jp/


