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まえがき

石油業界では，装置運転およびオフサイトのDCS（Dis-

tributed Control System）化や情報化が行きわたり，製

油所の操業面では高度な自動化・省力化が進められてきた。

バブル崩壊や「特定石油製品輸入暫定措置法」廃止の影響

で，大規模な設備投資はないものの，逆にこれらの余波を

乗り切るために，同業他社までも視野に入れた物流の合理

化や情報インフラストラクチャ整備などによる全社的な効

率化が盛んである。

こうしたなかでも，製油所本来の基本理念「安全・安定

操業」「長期連続運転」は不変であり，最近これらを支援

する仕組みのシステム化が注目をあびている。

しかし，こういったシステムは従来の自動化・省力化シ

ステムに比べると，効果の評価尺度が不明確であるといわ

れがちである。その原因は，上記の基本理念が生産行為の

ようにアウトプットを数値で表現できないことと，一世代

前のファジィやニューロに代表される，いわゆる「AI ブー

ム」の産物が「動きは良いけど使えない，使ってもしかた

ない，メンテナンスできない」といった印象を植えつけた
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図１　運転支援システムの全体構成
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からと考える。

富士電機では，こうした一世代前の印象を一掃してオペ

レータの日常作業を支援する「運転支援システム」を構築

できるように，最新ツールをベースに強力な HCI（Hu-

man Communication Interface）を装備したユーザーオリ

エンテッドなシステム商品を開発してきた。以下に，この

「運転支援システム」の開発思想からそれを構成する各シ

ステム商品の仕組みを事例を交えながら紹介する。

運転支援システムの概要

近年，監視制御システムの高機能化，自動化範囲の拡大

が進んできている。こうしたなか，増大していく情報を効

率的に運転員へ提供するため，HCI のグラフィック化や，

画像，音響，図面情報を提供するマルチメディア技術の適

用も積極的に行われ始めている。

しかし，システム化の伸長と運転員の業務軽減化は必ず

しも一致するものではない。運転員には，システム化が困

難なプラントの状況認識，異常時の原因究明，最善な回避

策決定などを，膨大な情報のなかからリアルタイムで判断，

処理する属人的な業務が任されている。この業務支援には

HCI の高機能化だけでは不十分であり，監視診断機能の

高度化が求められている。

そこで，どのように高度化された分散形監視制御システ

ムにおいても必ず行われている運転員の業務全般を支援す

べくオープン，EUC（End User Computing）のコンセ

プトのもとに商品化を進めている。運転支援システムは，

図１に示すように，現在のプロセスの状態を監視，推定す

る「状況認識」，マルチメディア情報を使用した「マルチメ

ディア応用監視」，発生したイベントに対して重要なイベ

ントだけを選別する「警報選別」，発生した異常の原因を推

定する「原因推定」，異常発生後の回避操作を行う「操作支

援」から構成される。

状況認識

「状況認識」は，複数のプロセスデータからプラントの

状況を総合的に判断する機能である。具体的には下記の機

能から構成されている。

™警報シナリオ機能：プラントの立上げ・停止，ジョ

ブ切換などにおいて，あらかじめ予測された挙動どお

りに動作しているか否かを監視する。

™アナログ相関監視機能： 2 変数間の相関関係に基づ

いた異常監視を行う。

™プロダクション形状況認識機能：プロセスモデルと

if-then ルールを利用し異常兆候を検出する。

™ファジィ測度積分形状況認識機能：複数のプロセス

情報間の相関度合いにより異常兆候を検出する。

３.１ 警報シナリオ機能

プラントの立上げ・停止，運転モード変更など，あらか

じめ定められているプロセスデータ挙動，操作タイミング

などをシナリオとして設定しておき，シナリオ起動用信号

の入力時点からダイナミックな監視を開始する。起動信号

ごとに複数のシナリオを分類・登録することが可能である。

例えば，図２に示すようにボイラ通風後のタービン起動

時には，タービン回転数，発電機出力値などを起動曲線に

従って監視する必要がある。警報シナリオ監視機能では，

タービン起動時の起動理想曲線と上下限値をグラフィカル

に定義し，時間経過に従って正常範囲内にあるかどうか監

視を行う。

さらに，監視結果の分析機能による各プロセス機器の異

常動作頻度一覧の表示，警報シナリオの半自動生成などの

機能も提供している。

３.２ アナログ相関監視機能

単純な上下限監視だけでは，複雑な条件下での検出は困

難である。この機能は，相関のあるプロセス変数に対して

正常な相関分布領域内にあるか否かで異常監視を行うもの

である。

例えば，多燃焼混合形のボイラでは，燃料のカロリーベー

スであらかじめ決まった燃焼混合比の範囲内で運用する必

要がある。この機能では，ガス体燃料と燃料油の正常な燃

料混焼比領域を図３に示すように多角形で定義し，正常な
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図２　警報シナリオ監視画面例

図３　アナログ相関監視画面例
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燃料混焼比にあるかどうか監視を行う。

この領域も複数のプロセス状態ごとに定義できることか

ら，時間経過に従ったダイナミックな異常監視が可能となっ

ている。

また，運転員自身でのシステムレベルアップを実現する

ため，対話操作にて監視条件を任意に設定したり，正常な

状態でプラントが運転されたときの時系列プロセスデータ

を利用して監視対象となる正常な関係を自動生成させる機

能も有している。

３.３ プロダクション形状況認識機能

プロダクション形状況認識では，プロセスの状況を自己

回帰モデルと if-then 形式のルールにて表現し，異常発生

を予測する。

この機能の特長は，プロセスの定常・非定常状態の判定

をモデルにて判定し，非定常状態をルールにて精密診断す

ることにより，モデルに求められる厳密性の低減，傾向変

動に対するロバスト性の向上，ルール数の減少を実現して

いる点にある。

図４は，蒸気タービンの排気圧力異常監視を行っている

例である。定常状態での排気圧力をタービン発電量とプロ

セス蒸気使用量で自己回帰式モデルを構築し，このモデル

の予測値と実績値の誤差から定常状態か否かを判定する。

非定常状態と判定された場合には，異常発生時の多数デー

タから抽出された if-then ルールにより詳細な異常検知を

実行する。

なお，モデルやルール構築には，プロセスデータから自

動生成する機構を備えているため，データ解析，知識整理

作業，運用下でのメンテナンス作業を大幅に効率化してい

る。

３.４ ファジィ測度積分形状況認識機能

多数の計器類を監視し，そのなかから本質的な情報を抽

出する作業を運転員に代わって行うものである。ここでは，

プラントの計測情報を，認識すべき状況の兆候をとらえる

ファジィ命題の適合度に置き換え，それらの相互作用を考

慮した状況認識値に統合するためにファジィ測度積分を応

用している。

この機能では，推論結果が 0，1 の論理値でなく，異常

をとらえるための命題の適合度をファジィ積分で統合する

ため連続した値となる。また，推論方法が線形でないため，

さまざまな入力情報間の相互作用を評価できる。したがっ

て，運用しながら，正誤結果によるファジィ命題，測度の

調整を随時行っていくことで精度の向上を図ることができ

る（図５）。

例えば，ボイラの NOx 異常などについては，ボイラの

燃焼状態，燃料種類などで複雑に変化するため，事前に検

知することが困難である。この機能では，NOx 濃度の挙

動に相関の強い変数を自動抽出し，過去に発生した NOx

異常時のデータ解析を通して，各変数間の相互作用をファ

ジィ命題，測度に自動展開する。オンライン監視では，こ

の命題，測度からファジィ積分を行い，解析によって事前
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図４　プロダクション形状況認識機構
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に決定しているしきい値と比べることで異常判定を行う。

現在，自己学習形による自動チューニング機構を構築中

である。

マルチメディア応用監視

計測信号だけではプラントを取り巻く状況を正確に把握

することはできない。プラント状況を正確に把握するため

には，現場点検，現場作業が必須（ひっす）である。

最近のマルチメディア技術の進展により画像，音響デー

タをも中央監視室へ取り込むことが進められてきている。

しかしながら，運転員にとっては，情報の急速な増大とな

り，監視範囲，レベルの面で効率的な支援システムが求め

られている。

富士電機では，画像，音響データを現場サイドで自動取

込み，解析，診断を行い（一次診断），必要時に運転員へ

情報を提供する下記のシステム化を進めている。

™画像閲覧機能：現場に設置してあるカメラを自動ま

たは手動操作しながら現場状況を監視する。

™画像解析機能：定周期に取り込み，画像データを解

析し異常監視を行う。

™画像蓄積機能：異常発生前後の動画情報を蓄積する。

４.１ 画像閲覧機能

遠隔でマルチメディア情報による監視，操作が可能なよ

うに現場に設置してあるカメラを操作しながら現場状況を

監視するために，次の処理を行っている。

プリセット登録処理

画面からカメラの操作を行いながら監視対象を事前にプ

リセット位置に登録することにより，自動的にカメラの位

置，ズーム，フォーカスなどを制御し，現場の状況を画像

表示する。

マニュアル操作処理

プリセット登録によるカメラの位置，ズーム，フォーカ

スなどの自動制御を中止し，画面からマニュアルにてカメ

ラの操作を行いながら現場の画像を表示する。

メモ情報，詳細情報設定処理

表示されている画面の任意の位置に音声，テキスト情報

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.70 No.11 1997

597（37）

グレード 

SA(小)

ファジィ命題と 
メンバシップ関数 

メンバシップ関数同定 

プロセスデータ 

同定機構 オンライン演算機構 

ファジィ測度 

メンバシップ測度同定 

p1 p2
0

1

グレード 

LA(大)

例 
0.9

0.3

0.7

0.5

状況1： 
命題1の適合度＝0.3 
命題2の適合度＝0.9

状況2： 
命題1の適合度＝0.7 
命題2の適合度＝0.5

ファジィ積分値＝0.36 
［＝（0.9－0.3）×0.1 
　＋（0.3－0.0）×1.0］ 

ファジィ積分値＝0.58 
［＝（0.7－0.5）×0.4 
　＋（0.5－0.0）×1.0］ 

ファジィ測度による相互作用を 
考慮した線形和演算（面積計算） 

p1 p2

命題1と命題2 
を同時に見た 
場合の相乗的 
な効果を示す。 

0

1

適合度の 
大きい方 
の測度を 
使用 

ファジィ測度　の値を同定 
  （｛命題1の適合度｝）＝0.4， 
  （｛命題2の適合度｝）＝0.1， 
 （｛命題1の適合度，命題2の適合度｝）＝1.0

（｛命題1の適合度，命題2の適合度｝）＝1.0

（｛命題2の適合度｝）＝ 

（｛命題1の適合度，命題2の適合度｝）＝1.0

（｛命題1の適合度｝）＝ 

-20
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0

20

40

60

80

100

120

図５　ファジィ測度積分形状況認識機構



運転支援システムの石油分野への適用

などのメモ情報またはプロセスデータのトレンド表示を詳

細情報として登録する。登録したメモ情報または詳細情報

は画面にシンボルとして表示され，シンボルをクリックす

ることにより音声の再生，テキストの表示またはプロセス

データのトレンド表示を行う。

４.２ 画像解析機能

画像解析処理は，画像閲覧機能のプリセット登録位置に

カメラを定周期的に移動させ，画像データから油漏れ，蒸

気漏れ，侵入者などを監視する。監視結果により異常発生

と判断した場合には，解析結果情報，異常発生時の静止画

像データを保存し，中央監視室に設置してある HCI に異

常通知を行う。

４.３ 画像蓄積機能

プロセス情報および画像解析結果による異常発生時に，

現場の画像情報を動画情報（MPEG1 形式）として蓄積し，

蓄積した情報を検索し表示して事後解析や現場の状況把握

を行う（図６）。

なお，蓄積した動画情報は，ブラウザなどにて表示可能

としていることから，遠隔地で事後解析や現場の状況把握

ができる。

警報選別

高度に自動化されたプラントでは，安全サイドへの配慮

から多数のアラームが設定されている。しかし，重要な現

象の見落としや誤操作を防止するためには，重要なアラー

ムだけに絞り込む必要がある。

イベント（アラーム，状態変化）相関機能は，プラント

運転中に多発するアラームを選別して運転員に知らせる回

数を削減し，アラームの洪水に伴う負荷を軽減するもので

ある。この機能は，関連ある複数のイベント間で主従関係

を定義し，あるイベントが発生した後に，追随して発生す

るイベントはその通知を抑止する機能である。また，この

機能は，活殺対象のイベント群，抑止時間などを定義して

おくだけで，プラント運転中に多発するアラームを選別し

通知する回数を削減するため，運転員の負荷軽減に貢献す

るものである。

例えば，図７に示すように重油ポンプ異常時に発生する

多数のアラームをイベント相関として定義し，重油ポンプ

が異常停止した場合に同時発生する主蒸気圧力異常，重油

バーナ前圧異常などを抑止して，運転員へ真の原因を確実

に通知し，対応箇所を指示できるようにしている。

イベントの相関関係を整理しておくことで，アラームの

リアルタイム通知の確実性を向上させるだけでなく，異常

原因解析時の判断知識の共有化，均一化に大きな効果を発

揮し，復旧の迅速化につながる。

また，運転員自身でのシステムレベルアップを可能とす

るため，過去に発生したアラームを保存管理しているイベ

ントデータベースを分析して，イベント相関定義を自動生

成させることが可能である。

対話形事例ベース異常判定支援

対話形異常判定支援は，現在の発生状況を，過去の事例
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図６　マルチメディア応用監視機構



運転支援システムの石油分野への適用

データから類似度により収集整理し，原因究明を運転員と

対話式で行うものである。

異常が発生した場合に，その症状を計測値などシステム

にオンラインで取り込まれている情報を基に過去に発生し

たデータベースから類似事例を検索する。複数の事例から，

現場などで確認するオフライン情報を自動抽出，並べ替え

を行い運転員へ提示する。これに対し，運転員が現場状況

を回答して行うことで，原因の絞込みを行っていく。

対話形異常判定に使用する過去の事例ベースは，診断結

果により発生した症状，確認した項目，最終的な原因を事

例ベースとして登録することにより順次レベルアップが可

能となる。また，対応手順，対応方法内容の登録は，異常

発生中のプロセス情報，イベント情報から実際の対応内容

を推定し，対応時に関連する画像情報，プロセス情報，ド

キュメント情報を含めて事例ベースに登録する（図８）。

操作支援

操作支援機能は，異常発生時の回避操作支援として，通

常の運転員が行っている操作の自動化を目的として，操作

端決定機構，操作量決定機構，プロセス全体への波及予測

機構，各種アドバンスト制御，操作後監視機構から構成さ

れる。

操作支援の特徴は，操作端決定機構では，過去の運転履

歴データから自動的に生成し，現在の状況にて操作すべき

操作端を決定する。操作量決定機構では，ファジィ測度積

分により決定する機構を採用している。操作量決定後にプ

ロセスの系統状態および各設備モデルを使用し，影響をシ

ミュレーションすることにより他への影響がないように操

作端，操作量を決定する。また，波及予測にて予測した各

プロセス情報の挙動を監視し，挙動が逸脱した場合に警報

発生を行うことにより，操作後まで含めた操作支援機能と

なっている。

あとがき

運転支援システムを構築する各機能について紹介した。

今後はこのようなシステムへの期待・需要が増大するもの

と考えられる。より広くユーザーニーズを収集して，さら

に「人に優しく，簡単に，だれでも使える」システムに育

てていく所存である。

しかしながら，このシステムの自動化の範囲は際限がな

く，目的・目標・投資効果を事前に定量化しておく必要が

ある。富士電機では，導入を容易にするため，システム商

品化し，ユーザーにて簡単にカストマイズでき，レベルアッ

プを図っていくことで，真に有効な運転支援が行えるシス

テム化を進めている。
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図８　事例登録画面例図７　イベント相関画面例
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