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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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表紙写真

AI 技術ならびに制御理論がさまざまな分

野で実用化されてきた。特に，監視制御の分

野においては制御対象が複雑化，高機能化し

て，高い制御性能とフレキシビリティが要求

されるようになってきており，その実現のた

めには不可欠な技術となっている。

富士電機では長年にわたり，AI ・アドバ

ンスト制御技術の開発・改良に継続的に取り

組んできており，さまざまな適用分野で実用

的な効果を収めてきた。また，これらを実シ

ステムに適用するための構築支援ツールや汎

用の応用システムを開発，納入している。

表紙写真はコントローラ，センサと応用シ

ステムの表示画面例を合成して，富士電機の

AI ・アドバンスト制御技術をイメージ的に

表現したものである。



人間の知的活動のなかでも特筆に値することの一つがモ

デリングの能力であろう。モデリングの能力は対象とする

システムの抽象化とその表現力と言いかえることができる。

実際，我々は自分を取り巻く世界を常にモデル化し，内部

モデルを用いて予測し，行動を決定している。そして，学

習とはある意味では，内部モデルと現実との比較によるモ

デルの修正行為と考えることができる。人間の知的活動を

こうした立場から考えると（これも知的活動のモデル），

制御工学的に考えれば，知的活動とは，「モデル構築」と

「モデルによる予測」と「外界への働きかけ（行動）」と

「予測と結果の比較」と「比較に基づくモデルの修正」と

いう一連のフィードバック補償動作として理解される。さ

らに，人間の運動制御のような制御は，こうした補償動作

が充分な繰り返しによって収束した（モデル構築とモデル

修正を必要としなくなった）形態と考えることができよう。

そして，こうした観測に立つと，皮肉にも知的活動の究極

として，およそ知的には見えないサーボ系が存在している

との結論に達する。規則性の発見による意思決定の速度の

向上は，制御行為全体のエネルギーを小さくし安定状態へ

向かうという物理現象に共通した傾向であり，制御方式の

固定化は生命現象に特有のエントロピー減少をもたらす行

為であると解釈することもできる。

こうした観点で，制御理論におけるAI 技術について考

えてみよう。AI 制御と関連の深いものには，知識ベース，

ニューラルネットワーク，ファジィ，GAなどがある。そ

して，これらに共通する特徴として，

制御対象に対する明確なモデルを必要としない。

非線形特性を持っている。

それ自身複雑であり，解析が困難である。

がある。

第 1の特徴の意味するところは，ある意味でこれらのシ

ステムが人間の持つヒューリスティクスの機能を持つこと

を意味している。たとえば，ニューラルネットワークは

バックプロパゲーションのような学習アルゴリズムにより

環境をモデル化する機能をネットワーク構造に内蔵するこ

とで高度な適応機能を実現している。この特徴により，

AI 制御器はシステムの複雑さ故に明確なモデル化が不可

能であるような対象に対して大きなパワーを発揮する。ま

た，第 2の特徴によりモデル化に必要とされる特徴抽出に

おいて非線形超曲面の利用が可能となり，AI 制御器の高

い適応能力が確保される。しかし反面，このことにより第

3の特徴が生まれる。実際，第 2の特徴である非線形性と

相俟って，これらの制御器を含む制御ループの挙動を完全

に予測することが困難となる。たとえば，数万のニューロ

ンを含むネットワークを制御器とする閉ループ系が存在す

るとき，その挙動の正当性の証明は極めて困難となろう。

これらのことから結論できることは，AI 制御器はあく

までも人間の持つヒューリスティクスの機能のモデルであ

り，その機能を有効に発揮させるためには背景としてシス

テム全体にロバスト性を与える仕組の存在が必要であるこ

とである。こうした仕組は通常サーボ系として実現される

ものであり，AI 制御器はサーボ系のスーパバイザとして

制御系にフレキシビリティを付加するために存在すべきで

ある。さらに言えば制御系全体としては，サーボ的な部分

を最大化する努力が常に必要とされ，このための知的エネ

ルギーを節約してはならない。残念ながら，人間の知性の

重要ファクターであるヒューリスティクスのモデルとして

我々が持つモデルは極めて稚拙であり，その稚拙なモデル

の挙動解析すらままならないのが現状である。したがって，

AI 制御器に関し，その挙動を予測するための制御理論的

研究が重要となると考える。こうした理論的枠組があって

初めて，AI の各種手法は真に役立つツールとしての位置

を得ることができる。もちろん，対象がモデル化の能力を

越える程に複雑なとき，AI 技術が問題の工学的解決に重

要な役割を持つことは明らかである。しかし，くれぐれも

魔法的解決を求めてはならない。数学モデルを構築し，挙

動解析し，制御則を構築するという手続きは，人間の知性

の本性の発露なのだから。他の手段の安易な代替としてで

はなく，真に必要とされる場面においてのみヒューリス

ティクスの導入を目的として，AI の手法が使われるべき

であり，このとき最もAI 技術はその力を発揮すると期待

される。

（3）

（2）

（1）

AI 制御についての随想

石島 辰太郎（いしじま　しんたろう）

東京都立科学技術大学教授 工学博士
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まえがき

AI（Artificial Intelligence）という言葉に代表される知

的情報処理技術がさまざまな分野で実用化されてきた。AI

応用や制御理論を用いたアドバンスト制御技術も産業応用

はもちろん，民生用の自動車や家電品にまでその応用が広

がっている。その背景にはこれらの技術の進歩とともに，

マイクロプロセッサやメモリなどの情報処理ハードウェア

の著しい性能向上と低価格化，小形化ならびにそれを支え

るソフトウェアとネットワーク技術の進展がある。

富士電機はこれまで継続的にこの分野の技術開発に取り

組んできた
（1）～（6）

。本特集では制御応用を中心とした知識処理技

術ならびにアドバンスト制御の最近の応用事例を紹介する。

以下ではAI ・アドバンスト制御の技術動向と富士電機の

取組みについて述べる。

技術動向

図１にAI ・アドバンスト制御の主な技術動向を年代別

にキーワード的に示す。同図には富士電機の要素技術なら

びに応用への取組みも示している。

２.１ AI 技術

1980年代後半からエキスパートシステムを中心とするAI

技術が注目され，さまざまな業種の設計，計画，制御，診

断などの問題分野に適用され，多くの成功例が得られた。

特に，制御用エキスパートシステムはプロダクションルー

ルで記述されることが多いので，ルールベース制御とよば

れている。これらは，人の知的活動の一部をコンピュータ

で代行することを目的とし，現在では産業界に着実に定着

したといえる。しかし，システムに組み込む知識の効率的

AI ・アドバンスト制御の技術動向と富士電機の取組み
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黒谷　憲一（くろたに　けんいち） 伊藤　　修（いとう　おさむ）

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

マルチエージェント 知識獲得 エキスパート 
システム 人工生命 
ファジィ制御 GA 創発システム 

データマイニング 
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図１　AI ・アドバンスト制御の技術動向と富士電機の取組み
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な獲得あるいは自動的な学習が大きな課題となっており，

多くの研究が行われているが根本的な解決には至ってい

ない。

エキスパートシステムに加えて，後述のファジィやニュー

ロが注目を集め，これらの知識処理技術は総称して FAN

（Fuzzy，AI，Neuro）技術と呼ばれている。

1990年代に入ってから生物の進化過程を模擬する GA

（Genetic Algorithm ：遺伝的アルゴリズム）や進化シス

テム，免疫システムに対する関心が高まり，最適化や学

習・適応の新しい手法として期待されている。

1990年代後半に入ると，インターネットの爆発的な普及

とともにエージェント技術が人工的なネットワーク社会に

おける中核技術の一つとして期待されるようになった。

エージェント技術を代表するマルチエージェントシステム

は，複数のエージェントによる分散協調的な問題解決機構

をめざしている。すなわち，複数の人間からなる社会を

ネットワーク上に模倣することを目標にしているといえる。

今後，インターネット上で普及が進む電子商取引やさまざ

まな仮想組織上の利用者支援あるいは情報収集・整理を支

援する技術として応用が図られていくであろう。最近では，

新たなパラダイムとして，適応・学習・自己組織化・進

化・発生といった諸概念を「創発」というキーワードに統

合して研究が行われている。

２.２ ファジィ技術

ファジィ技術は1980年代後半から制御分野において手動

運転を自動化する手段として成功を収めた。プラントの制

御から始まり，身近な家電品にまで組み込まれ，ファジィ

が流行語になるほどであった。

バブルの崩壊を経て，国内外の社会環境の変化は，より

一層の効率化と地球環境への優しさを企業に要請している。

さらに情報制御システムの高性能化，マルチメディア化，

広域ネットワーク化は多量の情報をもたらすとともに，総

合的な判断や迅速な対応を必要とし，複数の人間が協調し

て判断・処理できる環境と技術の発展を求めている。これ

らの要請にこたえるため，ファジィ技術においても，人間

の思考に合った情報処理モデルの構築が容易という特性を

生かし，制御から評価，HCI（Human Computer Inter-

face），意味理解，画像理解，プロセス診断，設備診断な

ど，人間を主体としたシステムの研究開発が大学，企業で

進められ，プラント運用支援あるいはプラント総合最適化

へと適用範囲を拡大している。

２.３ ニューロ技術・カオス技術

神経回路網を模擬した学習機構としてのニューラルネッ

トワークの起源は1940年代と古い。1980年代後半に階層形

ネットワークの学習法にバックプロパゲーションが提案さ

れ，実用レベルのアルゴリズムが確立されるとともにコン

ピュータの性能向上により広く応用されるようになった。

大量のデータからの学習がある程度機械的に行えることか

ら，パターン認識や予測問題に応用され成功を収めている。

ニューロのもつ学習機構を利用した適応・学習制御として

制御分野に適用する研究も盛んである。

相互結合形ニューラルネットワークは階層形に比べ，実

用面での成功例は少ないが，大規模最適化問題の解法の一

つとして適用されつつある。

非線形複雑系の概念として，ニューロとともにカオス技

術も注目されている。予測や複雑なプラントの異常検出，

パターン認識，カオスゆらぎの利用など多様な応用の可能

性に期待されている。

２.４ システム制御理論

最適レギュレータやオブザーバに代表される現代制御理

論が1970年代からさまざまな分野に応用され，実際的な成

果を上げてきた。しかし，これらは制御対象を正確に線形

モデルで表現することが必要で，非線形性が強い対象や時

変系，正確なモデル化が困難なプロセス系などでは設計ど

おりにはいかない場合が多く適用には限界があった。

これに対し，1980年代後半から H∞制御をはじめとする

ロバスト制御理論の確立により，実用上の多くの課題が解

決されつつある。これらの設計理論の解法として，コン

ピュータの計算能力の著しい向上をもとにして線形行列不

等式を用いた LMI（Linear Matrix Inequality）法の有効

性が明らかとなってきた。LMI 法は多目的制御を凸計画

問題として定式化し，数値計算によって解を得る方法であ

る。多くの制御系設計仕様やロバスト安定条件は線形行列

不等式の形で書き表すことができ，汎用性の高い手法であ

る。

プロセス制御の分野では，1990年前後から，多変数系の

制御としてモデル予測制御の適用が進み定着した
（7）

。一方で
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表１　各制御方式の適用状況（適用例ありの事業所比率） 

＊ － は1990年調査になし 

I-PDおよび2自由度PID 

非干渉PID 

むだ時間補償 

ゲインスケジューリング 

PIDオートチューニング 

最適レギュレータ 

オブザーバ 

カルマンフィルタ 

モデル予測制御 

適応制御 

H∞制御/　設計 

ルールベース制御 

ファジィ制御 

ニューラルネット応用制御 

繰返し制御 

厳密な線形化による非線形制御 

スライディングモード制御 

最適化制御 

24.8 

17.5 

29.6 

25.7 

32.2 

8.2 

6.3 

9.1 

25.4 

10.3 

0.0 

6.3 

9.9 

0.0 

－   

－   

－   

13.0

29.4 

28.6 

52.4 

32.5 

29.1 

11.0 

9.8 

15.5 

37.2 

7.0 

9.3 

17.9 

38.0 

11.8 

1.4 

1.4 

1.4 

21.6

1996年（％） 1990年（％） 制御方式 
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圧倒的に多く使われている PID 制御の効用が見直され，

ロバスト制御理論の立場から制御性能，ロバスト性の向上

などが図られつつある。

２.５ 制御応用の状況

主な制御方式の産業界の適用状況を表１に示す。同表は

1996年の（社）計測自動制御学会の調査結果
（8）

と，1990年の

（社）日本電気計測器工業会の調査結果
（9）

を比較したものであ

る。これによれば，2自由度 PID や非干渉 PID などのア

ドバンスト PID 制御形の適用が広く行われており，調査

対象の 30 ％程度の事業所で実施済みである。また，モデ

ル予測制御とファジィ制御については特に適用が進んでお

り，40 ％程度の事業所で実施済みである。H∞制御，ルー

ルベース制御，ニューラルネット制御については 10 ～

20 ％の適用状況であり，近年着実に実績を積んできてい

るといえる。最適化制御については適用状況が 20 ％を超

えており，大きな期待が寄せられている。

富士電機の取組み

富士電機ではAI ・アドバンスト制御技術の産業応用に

早くから取り組み，多くの実用的な成果を上げてきた。

３.１ 要素技術開発

AI 技術においては制御，診断，計画用のそれぞれの問

題向きエキスパートシステム構築用ツールの開発を中心に

進めてきた。COMEX，EIXAXなどのプロトタイプ的な

ソフトウェアパッケージの開発を経て，AIMAXシリーズ

として集大成し，プロセス制御分野でのリアルタイム処理

に適した高速処理を実現した。学習技術では事例データか

ら知識獲得を行う技術を実用化した。

GAにおいては物流のスケジューリング問題を中心に実

用化に取り組んでいる。また，表情付きの顔画像，音声対

話などを用いた擬人化エージェント技術に取り組み，コン

ピュータと人との将来のインタフェース技術の研究を行っ

ている。

ファジィ技術では，応用開発を1980年に開始し，浄水場

薬品注入制御のフィールドテストによる有効性の確認後，

1985年に世界に先駆けて汎用ファジィコントローラFRUI

TAXを商品化した。その適用範囲は水処理，化学，セメ

ント，鉄鋼，土木，クレーンなどのプラントから自動販売

機，オープンショーケースなど幅広い範囲にわたり，制御

性の向上，自動化範囲の拡大，製品品質の向上などを実現

し，多くの実用化ノウハウを蓄積してきた。最近では，

ファジィ測度・積分技術を利用したプラントの異常予測技

術を実用化した。

ニューロ技術においては，階層形ニューラルネットワー

クの最適設計技術に取り組み，入力変数の選択や中間層の

数を最適にし，ノイズや欠損を含むデータにも適応できる

学習方式を確立した。実システムへの適用は電力などの需

要予測，ダムや下水の流入量予測などの予測問題を中心に，

さらにパターン認識問題などへの適用を進めている。

制御理論においては1970年代に適用研究を開始した。そ

れらをベースに，1985年には古典制御理論ならびに現代制

御理論による制御系設計・解析を支援するソフトウェア

パッケージ SAPL シリーズをいちはやく商品化した。そ

の後，新理論に対応したパッケージの拡充をしながらプロ

セス制御分野を中心に，最適レギュレータやモデル予測制

御，H∞制御などの適用を図ってきた。最近では GPC（一

般化予測制御），予見制御，協調目標値制御，簡易適応制

御，LMI などの適用研究を進めている。

近年ではそれぞれの要素技術を複合させてより高度な問

題解決や自動化領域の拡大を図る方向に進んでいる。例え

ば，AI・ファジィ・モデリング技術をベースにしたパーソ

ナルコンピュータ（パソコン）用インテリジェントアラー

ムシステムを製品化した。

３.２ 応用への取組み

表２に主な応用事例をそこで使われている手法とともに

示す。

プロセス制御を中心とした情報制御システム

プロセス制御の分野では“FAN”技術を含めたアドバ

ンスト制御機能は主に制御用コンピュータあるいはワー

クステーション上のソフトウェアパッケージとして実装さ

れてきた。しかし，情報機器の性能向上により，パソコン

ならびに DCS（分散形制御システム）に組み込んで利用

することが可能となってきた。ファジィ制御については演

算そのものが比較的簡単なことから，富士電機製汎用コン

トローラMICREXシリーズ用にファンクションモジュー

ルの形で組込みが可能となっている。汎用の温度調節計に

もファジィ制御を組み込んだ製品を提供している。最近で

は，多変数系を対象とした GPCならびに最適レギュレー

タの機能をMICREX-AXのパッケージとして開発した。

制御技術は制御対象あるいは対象分野固有の問題認識が

欠かせないことから，水道や電力分野などでは対象分野向

きの制御パッケージを開発してきた。例えば，水道分野で

は需要予測と数理計画手法を核技術とした水運用制御や配

水制御を数多くの事業体に適用して大きな効果を上げてき

た。また，センサと専用コントローラを含めた浄水場の凝

集制御システムを開発，製品化した。浄水後の残留塩素や

トリハロメタンなどの水質の予測・制御システムの開発に

も取り組んでいる。

燃料電池発電システムはクリーンエネルギーとして期待

されているが，広く普及させるためには小形化・低価格化

が課題である。組成の変化を含む複雑な系をモデル化して

機器の構成も含めて制御系を最適化するよう開発を進めて

いる。また，モデリング技術の応用としてごみ焼却プラン

トなどの訓練用シミュレータシステムの開発・納入も行っ

ている。

電動力応用プラント

電動力応用分野では1978年に高速棒鋼圧延設備に，業界

で初めてオブザーバ理論を応用した瞬時速度降下抑制制御

（2）

（1）
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システムを納入した。その後もオブザーバ理論はもちろん，

H∞制御，適応制御，“FAN”技術，単純適応制御などの

適用開発を進めて実用化に結び付けてきた。

クレーン自動運転システムではファジィ制御による振止

め・位置決め制御［川鉄マシナリー（株）と共同開発］を実

現した。炭坑の長大斜坑巻上機ではロープ伸縮による人車

速度変動の抑制と停止時のローリング抑制をH∞制御によ

り実現した。

鉄道車両では乗り心地の向上のため，車輪の空転・滑走

制御が重要であり，駆動用の電動機，台車，車体を含めモ

デル化をして制御方式の改良を行っている。

汎用機器

スーパーマーケットなどで商品を冷却して陳列販売に用

いるオープンショーケースでは，除霜制御にファジィ制

御を適用し，従来制御に比べ大幅な除霜回数の削減が図ら

れ，経済的に大きな効果が得られた。自動販売機のさまざ

まな制御にも，ファジィ制御の考え方が適用されている。

マニプレータでは学習制御を適用し，手先の振動抑制に

効果を上げた。学習制御は制御則が単純であり，マニプ

レータのように繰り返し同じ動作を行うものには適してい

る。

画像処理応用の機器ではニューロ技術を応用することに

より，パターン認識論理の汎用化ならびに開発期間の短縮

を図っている。

あとがき

制御の分野においてはロバスト制御やその設計手法と

いった道具立てがそろい，コンピュータ能力を活用して自

在に設計が行え，マイクロプロセッサの性能向上により複

雑で高速な制御則も実装できる時代になってきた。ところ

が，プラントの起動・停止などの非定常時やセンサ・アク

チュエータなどの機器の故障時，異常時の対応などについ

ては制御理論だけでは解決ができない。これらについて，

“FAN”技術によって補完するとともに，それらを体系づ

ける理論の確立が望まれる。

“FAN”技術は一次のブームが終わったが，着実にそ

の応用研究が進められている。その注目すべき方向は，制

御分野での実用化からそれぞれの技術ならびに関連する技

術の連係・融合による「人間を中心にしたシステム」への

展開であり，その実用化が期待される。

21世紀を間近に控え，地球規模での環境問題に対する危

機感が叫ばれている。AI・アドバンスト制御技術はその

問題解決にも大きな役割が期待される。

富士電機はこれらを実現するための基盤技術研究ならび

に製品開発に今後とも取り組んでいく所存である。関係各

位の温かいご指導をお願いする次第である。
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表２　AI・アドバンスト制御の応用事例 

鉄　　鋼 

上下水道 

道　　路 

 

電　　力 

セメント 

自 動 車 

機　　器 

電動力 
　　応用 

化学・ 
　　石油 

製鉄所エネルギーセンタ 
自動運転 

逆ナイキスト法，最適化制御， 
AI 

最適化制御，AI 

最適レギュレータ，AI 

最適レギュレータ， 
ゲインスケジューリング制御 

H∞制御，オブザーバ 

酸素プラント制御 

高炉炉況診断・制御 

棒鋼圧延ラインのループ 
制御 

製鉄所転炉排ガス回収制御 

需要予測・水運用制御 

浄水場薬品注入制御 

配水圧力制御 
 

下水ポンプ場制御 

トンネル換気制御 

同期発電機制御 

水力発電所の水位調整制御 

系統運用支援，事故判定， 
復旧 

最大電力予測， 
ダム流入量予測 

キルン制御 
 

原料調合制御 

重合プロセス制御 

培養プロセス制御 

樹脂製造プラント異常予測 

駆動制御 

クレーンの振止め・ 
位置決め制御 

軸ねじり振動抑制制御 

炭坑巻上機制御 

車両空転滑走制御 

生産管理 

マニプレータの位置決め 
制御 

自動販売機塩素発生器制御 

オープンショーケース除霜 
制御 
 

カルマンフィルタ，最適化制御 

モデル予測制御，ファジィ制御 

ゲインスケジューリング制御， 
最適化制御 

ファジィ制御，ニューロ予測 

ニューロ 

適応制御，最適レギュレータ 

ゲインスケジューリング制御 

AI，ファジィ制御， 
遺伝アルゴリズム 

ニューロ，ファジィ 
 

最適レギュレータ， 
ファジィ制御，AI 

最適レギュレータ 

モデル予測制御 

ファジィ制御 

ファジィ測度 

適応制御，オブザーバ 

ファジィ制御 
 

H∞制御，オブザーバ 

H∞制御 

外乱オブザーバ 

スケジューリング 

学習制御，適応制御 
 

ファジィ制御 

ファジィ制御 

制御手法 応用事例 適用分野 
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ション技術の研究・開発に従事。
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分散形制御システムの開発設計に
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まえがき

近年の情報・制御システムを用いる分野は，市場ニーズ

が多様化し，その生産現場では多品種少量化が当然のこと

として受けとめられている状況である。そして，その状況

下で，監視制御の対象となる機器，プロセス，システムは

複雑化・高機能化し，高い制御性能とフレキシビリティの

実現が急務となっている。また，設備の運転に必要な操作

も高度化・複雑化しており，効率的で安定した運転ならび

に品質・コストの両面で最適化を図る自動化が従来にも増

して強く求められている。アドバンスト制御技術はその実

現に不可欠な技術であるが，従来のアドバンスト制御機能

はコンピュータの能力によるところが大きく，投資効果の

面で疑問視されることがあった。情報・制御システムにお

けるコンピュータ，コントローラの機能分担・コンピュー

タ機能のコントローラシフトを図ることによりアドバンス

ト制御実装の最適化を行うことが重要である。

本稿では，情報・制御システム「MICREX」における

富士電機のアドバンスト制御への取組みを述べる。

アドバンスト制御への取組み

富士電機では，アドバンスト制御技術において，研究レ

ベルも含め，継続的な取組みを行ってきた。鉄鋼，セメン

ト，化学プラントを中心とした制御分野における高度なア

プリケーションの要求に対し，各種アルゴリズムの開発と

ともに，制御系設計支援パッケージ SAPL シリーズをは

じめとするエンジニアリング支援機能を提供してきた。

通常，これらの技術を適用したアプリケーションあるい

はソフトウェアパッケージは，制御 LANに接続したワー

クステーションあるいはパーソナルコンピュータ（パソコ

ン）などのコンピュータに組み込まれる場合が多い。しか

し，アドバンスト制御実装のコストダウン化・短納期化，

制御演算速度の高速化などの要求から，コントローラ内に

直接アドバンスト制御機能を搭載する要求が強くなってい

る。

そこで，EIC 統合化制御システムの考え方を発展させた

MICREX-AX用に，アドバンスト制御機能を開発した。

MICREX-AXにおけるアドバンスト制御

３.１ システム構成

図１にMICREX-AX の一般的なシステム構成を示す。

システムは，操作監視を行うAOS-3000（アドバンストオ

ペレータステーション），高信頼性・高速通信を実現する

ANS-3000（アドバンストネットワークシステム），高

速・高付加価値制御を実現するACS-3000（アドバンスト

コントロールステーション），コントローラの支援を行う

AES-3000（アドバンストエンジニアリングステーション）

を基本構成とする。

アドバンスト制御実行機能は，ACS-3000 上でオンライ

ンリアルタイムで実行される。

ACS-3000 の標準的なシステムに，CP（コンピューティ

ングプロセッサ）ボードを付加し，MPU（制御プロセッ

情報・制御システム「MICREX」におけるアドバンスト
制御機能
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ステーション 
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ワークステーション 

データ 
ベース 
ステーション 

WS 
（SUN，DS） 

PC/WS

IEEE802.3/FDDI 
（TCP/IP） 

P/PEリンク 
MICREX-F

Tリンク 
I/O
フィールドバス 

ACS-3000

コントロール 
ステーション 

コントロール 
ステーション 

P/PEリンク 
MICREX-F

Tリンク 
I/O
フィールドバス 

図１　MICREX-AXのシステム構成
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サ）の補助プロセッサとして利用する。また，PCカード

メモリを 2枚実装し，1枚の PCカードにアドバンスト制

御用プログラム，もう 1枚に，制御系設計支援パッケージ

SAPLで設計した制御演算に必要な制御パラメータを格納

する。

また，これらの制御方式の調整・監視に必要な HCI

（Human Computer Interface）機能は，AOS-3000 上に用

意している。

CPボードを中心とした，アドバンスト制御のシステム

構成およびデータの流れを図２に示す。

３.２ コントローラ機能

アドバンスト制御機能として，多入力・多出力の最適制

御が実現できる。具体的な方式として，CARIMA（Cont-

rolled Auto-Regressive Moving Average）モデルによる

一般化予測制御（モデル予測制御の一種）と自己回帰モデ

ルによる最適レギュレータ制御を用いることができる。本

アドバンスト制御機能の主な仕様を表１に示す。

３.２.１ 制御演算手法

モデル予測制御

石油化学プロセスを中心にモデル予測制御システムが国

内外で普及している。モデル予測制御は，リアルタイムで

最適化計算を行う制御方式である。制御対象のモデルに基

づき，制御量の未来値の応答が望ましいものとなるように

操作量を決定する。基本原理が分かりやすく，多変数系も

比較的容易に扱えるなどの理由でプロセス制御の現場に受

け入れられている。

図３に示すように現時刻からある区間 M（操作ホライ

ズン）まで入力を変化させるものとして，将来のある区間

P（制御ホライズン）で予測値を目標値にできるだけ一致

させるように制御する。

具体的には，式 に示す評価関数，

……………………………

ただし，

r ：未来設定値ベクトル

y ：制御量予測値ベクトル

Δu：操作量増分未来値ベクトル

＝・＝：ベクトルのノルム
We：制御偏差重み係数行列

Wu：操作量増分重み係数行列

を最小化するΔuを求めて操作量を決定する。

また，操作量や制御量の上下限・変化率を考慮した制約

付き最適化計算と，それらを考慮せずに高速・小容量で計

算できる最適化計算の二つの最適化手法を使い分けること

ができる。

最適レギュレータ制御

最適レギュレータ制御は，さまざまな分野に広く適用さ

れ，実績のある現代制御理論の基本的な手法である。

プロセスモデルとして式 に示す自己回帰モデルを使用

する。

………………

ただし，

X：制御変数ベクトル

U：操作変数ベクトル

A（i），B（i）：自己回帰モデル係数行列

（2）X（k）＝Σ｛A（i）・X（k－i）＋B（i）・U（k－i）｝
M

i＝1

（2）

（2）

（1）J＝‖We・（r－y）‖＋‖Wu・ u‖Δ 

（1）

（1）
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入力 

出力予測値 

操作ホライズン 

制御ホライズン 

時間 
P

k P+

M

k M+k

目標値 
未来 過去 

図３　モデル予測制御の概念

表１　アドバンスト制御機能の主な仕様 

モデル予測制御 

CARIMAモデル 

15 /コントローラ 

15 /コントローラ 

15 /コントローラ 

200 ms＊ 

 

自己回帰モデル 

10 /コントローラ 

10 /コントローラ 

－ 

 

5（LSとQPを合わせて） 

制御ホライズン数 198 
操作ホライズン数 10

最小2乗法 
（LS） 

二次計画法 
（QP : 制約付 
最適化） 

制御量・操作量 
の上下限，操作 
量の変化率 

最適レギュ 
レータ制御 

制御手法 

仕様項目 

モ デ ル 形 式  

制御変数最大数 

操作変数最大数 

外乱変数最大数 

最小演算周期  

最 大 搭 載  
コントローラ数 

最大未来表示  
ス テ ッ プ 数  

制 約 条 件  

200 ms

10 

－ 

－ － 

＊ 入出力数ならびにコントローラ数によっては，最小演算周期はこれより長くなる 
 場合もある。 

＊Ethernet：米国Xerox Corp.の登録商標 

制御系設計用端末 
操作監視用HCI

AOS-3000

ACS-3000

RS-232C
支援系パソコン 
　コントローラ支援系 
　HCIシステム支援 

アドバンスト制御用CPボード 

要求 

応答 

PCカード 

PVMV

プラント 

アドバンスト 
制 御 演 算  

Ethernet＊ 支援系定義 

ANS-3000

C
P

N
M
P

M
P
U

P
H
O
T
O
N

図２　アドバンスト制御のシステム構成およびデータの流れ
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M：自己回帰モデル次数

k ：時　刻

式 を状態空間表現に変換し，二次形式評価関数を最小

にする最適レギュレータゲインを求め，式 により制御演

算を行う。

……………………………

ただし，

G：最適レギュレータゲイン

Δ：時間差分演算子

R：設定値

３.２.２ CPボードによる制御機能

CP ボードによるMPUの補助プロセッサとして使用す

ることにより，MPUの負荷に影響することなく，複雑な

制御演算，大量のデータ処理が可能である。

また，CPボードの OSにはマイクロカーネル技術を採

用し，マルチスレッド方式によるリアルタイム機能を実現

している。

MPUに定義されている内部計器の情報をもとに，MPU

からCPに対し制御演算要求を出す。この要求に対し，CP

ボードから最適な操作量および予測値をMPUに送信する

処理を行う。

MPUと CP間の通信は，32 バイトのデータ転送が可能

であるフレキシブルシステムバス（FIA：Flexible Inter-

connection Architecture）を採用した。

３.３ HCI 機能

系統画面などのシステムごとに作成する監視操作画面の

ほかに，アドバンスト制御専用の HCI 画面を用意してい

る。

未来値表示

モデル予測制御では，プラントのモデルを制御演算プロ

グラムの内部に持つため，プラントがこうなるであろうと

いう予測値（未来値）を計算することができる。この結果

を用いて HCI 上に，プラントの制御量（PV値），操作量

（MV値）の未来値表示をする。トレンド表示画面におい

て，未来値表示ボタンを選択することにより，リアルタイ

ム表示領域に，制御・操作ホライズン数分だけ未来値を表

示する。表示例を図４に示す（破線が未来値）。

これにより，制御に用いているコントローラ内部のモデ

ルと実プロセスの応答との比較を行いながら，監視・制御

が可能である。

多入力多出力に対応した計器図表示

PID制御の場合，一つの PV値，一つのMV値を扱う 1

入力・ 1出力の計器図である。それに対し，アドバンスト

制御では，多入力多出力の信号を同時に監視する必要があ

る。このため，複数のMV値，PV値を同時に表示できる

計器図を提供している。

調整パラメータ画面，制御モード画面

アドバンスト制御を運用するうえでは，オンライン制御

中にパラメータを調整する場合がある。モデル予測制御に

おいて，図５の右下に示すような調整パラメータ設定画面

を提供している。また，図５の左上の画面は，アドバンス

ト制御のオンオフなどを行う制御モード画面である。

３.４ 支援系機能

支援系として，制御演算に用いる制御パラメータを算出

する制御系設計支援系と，コントローラの定義・設定など

のエンジニアリングを支援するコントローラ支援系を提供

している。

３.４.１ 制御系設計支援系

制御系設計は，SAPL/GPC（一般化予測制御支援パッ

ケージ）および SAPL-300UX（データ解析モデリング支

援パッケージ）を用いる。

モデル予測制御では，まず，AOS-3000 のトレンドデー

タ収集機能によって収集したプラントのトレンドデータを

用いて SAPL-300UXで自己回帰モデルの同定を行う。次

（3）

（2）

（1）

（3）Δ 

Δ 

Δ 

Δ 

Δ 

U（k）＝G 

X（k）－R 

X（k） 

　　　: 

X（k－M＋1） 

 U（k－1） 

　　　: 

U（k－M＋1） 

（3）

（2）
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図４　トレンド画面表示例

図５　調整パラメータ・制御モード画面例
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に，SAPL/GPC により，設計計算を行い，プラントを制

御するために必要な制御パラメータを作成する。また，最

適レギュレータ制御では，SAPL-300UXにより，自己回

帰モデルの同定，最適レギュレータの設計を行い，その制

御パラメータを作成する。

これらの制御パラメータは，PCカード経由でMPU立

上げ時にCPボードのメモリへローディングされる。

３.４.２ コントローラ支援系

エンジニアリング支援ツールである FPROCES-C を用

いてコントローラ支援を行う。PIDなどの内部計器の定義

と同じメニューにてアドバンスト制御の定義が可能であり，

容易なエンジニアリング支援環境を提供する。

３.５ 特　長

本システムの主な特長は以下のとおりである。

アドバンスト制御の容易な実現

ワークステーション上で制御演算を行い，ネットワーク

を経由してコントローラに操作指令を送る従来のシステム

と比べ，安価でかつ高速な制御が可能である。

信頼性の向上

PIDなどの従来制御とアドバンスト制御を同一のコント

ローラ上で組み合わせて使用することにより，信頼性の高

いシステム構築が可能である。また，二重化にも容易に対

応できる。

多入力多出力系での非干渉化制御が可能

実プロセスでは制御変数（PV値）－操作変数（MV値）

間で相互干渉する系が多いが，PIDのたすきがけ構造をも

つ非干渉化 PID 制御などでは十分な制御性能を得るのは

難しい。アドバンスト制御では，ごく自然に非干渉化が実

現され制御性能の向上が期待できる。

あとがき

アドバンスト情報・制御システム「MICREX-AX」の

アドバンスト制御機能について富士電機の取組みを述べた。

今後，制御系設計支援パッケージ SAPL との連携以外に，

世の中で広く使われている制御系設計用パッケージとの連

携強化を図ったシステム構築を検討し，中小規模向けコン

トローラ，パソコン DCS などへアドバンスト制御の適用

を図りたいと考えている。

富士電機では，これらを実現するための基礎基盤技術の

研究開発ならびに製品開発に今後とも取り組んでいく所存

である。
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水力エネルギーの有効利用と下流域の災害防止のために

は，ダムに流れ込む流入量の予測が重要である。特に，適

切な放流制御を行うためには，正確な流入量予測が不可欠

であり，その精度向上が望まれている。

従来から，降雨，降雪に伴う出水現象をタンクモデル，

貯留関数法などさまざまな数学的モデルで表す試みがなさ

れているが，モデルのパラメータの決定が容易ではなく，

また，十分実用的な精度が得られていなかった。

近年，従来の数学的手法に替わる方法として，ニューラ

ルネットワークやファジィ理論の研究が盛んに行われてい

る。ニューラルネットワークは，非線形相関関係の学習や

汎化能力に優れており，入出力データを提示するだけでモ

デルの同定が行える。ファジィ理論は，コンピュータにお

いてあいまいなデータを扱うことができ，０，１のような

ディジタル的な集合しか取り扱えなかったコンピュータに

おいても人間的なあいまい性を容易に取り扱うことができ

る。

このような背景のなかで，富士電機では，ニューラル

ネットワークを適用したダム流入量予測方式の研究を行っ

てきた
（1）～（3）

。しかし，雨量とダム流入量の相関関係が流入量の

大きさにより異なるため，ニューラルネットワークだけで

予測するには限界があった。

そこで，今回，流入量の大きさに応じて複数の予測モデ

ルを構築し，その予測値をファジィ推論により融合し，高

精度予測が可能なダム流入量予測システムを開発した。

システムの概要

２.１ システムの概要

本システムは，予測時点から過去数時間前までの雨量，

上流ダム放流量，自ダム流入量などを入力として，短時間

先のダム流入量を予測する。開発したシステムでは，１時

間先，２時間先のダム流入量予測が可能である（図１）。

また，ニューラルネットワークの学習機能，ファジィ推

論で用いるメンバシップ関数の調整機能，予測結果評価機

能などの各種機能を有している。

２.２ システムの特長

本システムの特長を以下に記す。

ニューラルネットワークの適用により，出水現象の非

線形特性をモデル化することが可能である。

ファジィ推論の適用により，流入量，雨量，流下時間

遅れなどの特性が異なる予測モデルの構築と，予測条件

に応じた予測値の融合が可能となり，高精度予測を実現

できる。

出水事例の学習機能により，パラメータ設定が困難な

従来法に比べて，短期間で予測モデルの更新が可能であ

り，メンテナンス性に優れる。

２.３ ニューラルネットワークの構成

ニューラルネットワークによる予測原理

ニューラルネットワークは，予測対象データ（出力）と

相関関係があるデータ（入力）の組を学習データとして与

えられると，学習を行い，与えられた入出力関係のモデル

（1）

（3）

（2）

（1）
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図１　ダム流入量予測システム画面例
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化（非線形相関関係のモデル化）が可能である。

この特長を応用したダム流入量予測原理を以下に記す。

降雨出水現象の基本的な仕組みは，降雨，上流放流量な

どの要因がそれぞれ異なる時間遅れを伴い，下流ダムに到

達する。ニューラルネットワークは，この複雑な出水特性

を過去の出水事例の学習によりモデル化する。予測実行時

は予測時点の雨量，上流放流量などを入力し，学習済みの

相関関係に基づいて予測値を得ることができる（図２）。

入出力変数

本システムは，過去数時間前までの雨量，上流ダム放流

量，自ダム流入量を入力として予測を行うが，システム内

部の前処理で，流域平均雨量，上流ダム放流量差分，自ダ

ム流入量差分を算出し，これらをニューラルネットワーク

の入力としている（表１）。

雨量データは，複数の流域に設置されている雨量計から

得られる。流出率を考慮するために，流域平均面積で重み

平均を計算し，流域平均雨量に変換している。上流ダム放

流量，自ダム流入量については，絶対量データの使用によ

り予測時点の河川状況を考慮し，差分データの使用により

予測誤差の低減を図っている。

２.４ ファジィ推論方法

ダム流入量と，雨量や上流ダム放流量は相関関係がある

が，その状況により特性は大きく異なる。例えば，流下時

間遅れ，すなわち下流ダムへの出水の到達時間は流入量の

大きさに応じて非線形的に短くなる。また，過去数時間前

の雨量と流入量の相関関係も流入量によって大きく異なる

（図３）。したがって，流入量予測を一つのニューラルネッ

トワーク予測モデルで行った場合，流入量の大小により雨

量との相関や流下時間遅れなどの出水特性が異なるため，

総合的な予測精度が上がらない。

そこで，本システムでは，ダムへの流入量が少ないとき

に用いるニューラルネットワークと，流入量が多いときに

用いるニューラルネットワークを構築した。さらに，予測

時点の状況を判断し，適切な予測モデルで予測を行うため

に，ファジィ推論を導入した。

流入量別ニューラルネットワーク

流入量別ニューラルネットワークの構築にあたっては，

図３の雨量と流入量の相関係数を参考にした。この相関係

数は，流入量が 100m3/s 以下ではほぼ０であり，500m3/s

以上では値が飽和している。そこで，この例では 100m3/s

と 500m3/s をニューラルネットワーク予測モデルの境界

に設定した。流入量小予測用ニューラルネットワークは，

500m3/s 以下のデータだけを用いて学習する。また，流入

（1）

（2）
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図２　ニューラルネットワークによる予測原理
相
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図３　流入量と雨量の相関係数例

表１　ニューラルネットワークの入出力変数 

入力 

出力 

上流ダム放流量（m3/s）
 

上流ダム放流量差分（m3/s）
〈注1〉 

自ダム流入量（m3/s）
 

自ダム流入量差分（m3/s）
〈注1〉 

流域平均雨量差分（mm/h）
〈注1〉〈注2〉 

自ダム流入量差分（m3/s）
〈注1〉 

データ種別 時　間 

現在値 

10分前，20分前， 
……～数時間前程度 

現在値 

10分前，20分前， 
……～1時間前程度 

1時間前，2時間前， 
……～数時間前程度 

1時間後，または2時間後 

 〈注1〉差分の取扱いは，下式を用いて算出する。 
入力データ差分（  分前）＝入力データ（現在）－入力データ（  分前） 
流入量予測値（  分後）＝流入量実績値（現在）＋流入量差分出力値（  分後） 

〈注2〉流域平均雨量は，流入量大予測用ニューラルネットワークのみ使用 

i 
i 

i 
i 

適
合
度
 

1

0.5

0

700600500400

流入量小 

流入量大 

300
流入量（m3/s） 

2001000

図４　メンバシップ関数例
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量大予測用ニューラルネットワークは 100 m3/s 以上の

データだけを用いている。

なお，流入量小予測用ニューラルネットワークでは，雨

量データは流入量との相関が少ないため，誤差の原因とな

ることが考えられるため，使用していない。

メンバシップ関数

メンバシップ関数は，流入量別のニューラルネットワー

ク予測モデルの境界値を用いて，図４のように設定した。

ファジィ推論方法

本システムで採用している簡略化ファジィ推論法を以下

に記す。

y＝ωsNNs＋ωbNNb

ωs＋ωb＝1

ただし，

y ：予測値

ωs ：適合度（流入量小）

NNs ：予測値（流入量小）

ωb ：適合度（流入量大）

NNb：予測値（流入量大）

流入量が少ない範囲では，流入量小用ニューラルネット

ワークの予測値を予測結果とし，流入量が多い範囲では流

入量大用の予測値を予測結果とする。さらに，流入量が中

間の範囲の予測を適正に行うために，両方の予測値を簡略

化ファジィ推論により融合する（図５）。

シミュレーション例

夏季台風時の出水例に対して，１時間先のダム流入量予

測シミュレーションを行った結果を図６，表２に示す。表

２には，流入量別のニューラルネットワークでそれぞれ予

測した結果も併記した。

雨量を用いていない流入量小予測用のニューラルネット

ワークは流入量が少ない範囲で良好な結果が得られ，雨量

を用いた流入量大予測用ニューラルネットワークでは流入

量が多い範囲で良好な結果が得られている。ファジィ推論

により算出した最終的な予測結果は，さらに良い結果が得

られており，ファジィ推論適用の効果が現れている。

一般的に従来手法では 15 ～ 20 ％程度の予測誤差が発生

するが，本システムでは 5％以下の従来の約 3倍の精度で

予測が可能となっており，本手法の有効性が示された。

あとがき

ニューラルネットワークとファジィ推論を適用したダム

流入量予測システムを開発し，シミュレーションによりそ

の有効性を示した。

（3）

（2）
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図５　ファジィ推論概念図
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図６　シミュレーション例

表２　流入量別予測誤差 

流入量小 4.61 

7.28 

4.61

4.49 

4.82 

4.45

4.15 

3.87 

3.94

4.10 

4.34 

3.85

4.58 

3.90 

3.86

6.57 

4.03 

3.56

9.74 

6.84 

6.13

4.56 

6.25 

4.47

流入量大 

ファジィ 
推論 

単位：絶対平均誤差（％） 

～100 ～200 ～300 ～400 ～500 ～600 ～700 平均 
流入量 
（m3/s） 
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ニューラルネットワークは事例データを与えるだけで学

習を行い，予測対象のモデル化ができる。このため，経験

的ノウハウが少なく，従来手法による予測モデルのパラ

メータ決定が困難な場合でも，比較的短時間で予測モデル

を構築することが可能であり，予測精度だけでなく，メン

テナンス性の面からも有用な手法である。

今後は，細部の改良を行い，より高精度のシステムをめ

ざすとともに，翌日のダム流入量予測への応用を図る予定

である。

最後に本システムの開発にあたり，多大のご指導とご協

力をいただいた関係各位に深く謝意を表する次第である。
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下水道関連の揚水ポンプには，いわゆる先行待機可能な

エンジンポンプが用いられることが多く，その効率的かつ

効果的な制御を行うためには，起動および停止のタイミン

グや吐出量の最適化がきわめて重要なポイントとなる。そ

してこのような最適化を行うためには，ポンプ井への雨水

流入量やポンプ井水位の予測計算を精度よく行うことが必

要不可欠となる。従来，このような予測計算を行うために

は，正確な雨水流入モデルを構築する必要があった。また，

雨水流入領域の変化や幹線の変更に応じてそのモデルを再

構築しなければならないという問題点もあり，十分な予測

精度が得られないのが現状であった。

本稿では，上記問題点に対応すべく開発した雨水ポンプ

場向けニューラルネットワーク予測システムを紹介する。

ニューラルネットワーク

ニューラルネットワークは，いわゆる学習機能を有し，

最近ではその高い適応能力から種々のシステムに実際に用

いられるようになってきている。これは，その非線形関数

近似能力が理論的に証明されており，さらに実験的にもそ

の有効性が広く確認されているためである。このような

ニューラルネットワークの能力は，図１に示す構造によっ

て得られる。図から分かるように，ニューラルネットワー

クの入力層の各入力は重み（ウエート）付けされ，中間層

の各ノードの入力として加算される。それらの入力和は中

間層の各ノードで非線形関数により変換され，再び重み付

けされて出力層の各ノード（図では一つ）の入力として加

算される。通常さらにそれらの入力和は出力層の各ノード

で非線形関数により変換・出力され，その出力値が予測値

となる。

一方，ニューラルネットワークの学習とは，与えられた

入出力が一致するように（実際の出力とニューラルネット

ワークの出力の差が最小となるように）ウエートを変更す

ることをいい，現在，バックプロパゲーション法と呼ばれ

る手法を用いてウエートを更新する方法が広く用いられて

いる。本システムも基本的にこの方法を用いて学習を行っ

ている。

予測システム

予測システムの概略を図２に示す。本システムではポン

プ場に設置された既存の各種センサから得られる値をリア

ルタイムに収集し，それらの現在ならびに過去の時系列

データを，オンラインの予測用コントローラに実装した
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図１　ニューラルネットワークの構造の概念図
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図２　ニューラルネットワークによる予測システムの概念図
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ニューラルネットワークの入力として用いている。オンラ

インの予測用コントローラでは，ニューラルネットワーク

による予測値とともにセンサデータをオフライン学習用の

コンピュータに転送している。本システムで予測する値は，

n分後のポンプ場流入量とポンプ井水位である。これらの

予測値はオンラインの制御用コントローラにも転送し，ポ

ンプの先行待機ならびに後待機の制御に用いている。

ニューラルネットワークによる予測誤差を表１に示す。

表は1995年と1996年の台風のデータ二つを含む未学習の13

の降雨に対する予測誤差の平均を示すものである。従来法

をもとに設定した目標値以下の予測誤差が得られているこ

とが分かる。なお，二つの台風時の予測誤差の平均も表の

それにほぼ等しい。実際には各降雨についての，特に流入

開始時や再流入時などの誤差も含め詳細な検討を行ってお

り，ニューラルネットワークにより，ほぼ満足のいく予測

精度が得られることを確認している。

本システムのもう一つの特長は，オフラインの学習機能

を有することである。これにより過去のデータをもとに

ニューラルネットワークのウエートを更新し，流入モデル

の再構築などの煩雑な方法を用いることなく予測精度を向

上することができる。本システムでは，オフライン学習用

のコンピュータにオンラインの予測用コントローラの

ニューラルネットワークのものと同一構造のニューラル

ネットワークを構築し，そのウエートを学習によって更新

し，それをオンラインの予測用コントローラのニューラル

ネットワークのウエートとして転送し，置換する方法を採

用している。なお，本システムでは学習用の計算方法に富

士電機独自の高速化ルーチンを用いており，従来比２～４

倍の高速学習を可能にしている。これにより，オフライン

学習用のコンピュータで，約１年分の降雨量データの学習

を１日で行うことができる。

また，オフライン学習用のコンピュータでは学習結果の

確認，さらに未学習の降雨量に対するシミュレーションに

よる予測精度の比較などが，図や数値を用いて容易に行え

るようになっている。図３および図４に本システムの各種

表示例を示す。図３は実際の流入量とその予測値のトレン

ド画面であり，図４は各降雨量に対する学習結果を表示し

たものである。なお，ここでは（実際には予測値が実測値

に近いため）表示した線が分かりやすいよう，人為的な値

を用いて表示してある。

以上，本システムでは最新の予測手法であるニューラル

ネットワークを採用する一方，実用面での使いやすさを十

分考慮し，設計を行った。

あとがき

今回開発した予測システムは，既存のシステムの大きな

変更を必要とせず（親和性がきわめて高く），ほとんどす

べてのポンプ場に適用できる。また，今回のようなポンプ

制御用ばかりか，下水を熱源とする地域形冷暖房システム

用の熱需要予測，貯水池やダムにおける流入量予測，電力

予測，さらには上水道における水需要予測などにも容易に

適用可能である。

一方，データの収集や検証に時間を要し，あらかじめ必

要なデータの検討を行う必要がある。これには，利用者と

設計者の間の協力関係は必要不可欠である。今後，利用者

との連携を図り，より高精度で使いやすいシステムを，よ

り容易に短期間で設計可能なように改善していく予定であ

る。
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図３　ポンプ場雨水流入量予測トレンド画面

図４　雨水流入量学習結果表示画面表１　ニューラルネットワークによる予測誤差 

予測項目 予測誤差 目標値 

流入量 

水　位 

12.0％ 

3.4％ 

15％ 

8％ 
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まえがき

近年，電力エネルギーへの依存度が高まるにつれて，電

力供給の信頼度向上に対する要求が高まっている。信頼度

評価項目の一つである電圧の適正値（定格電圧）維持は，

電力需要家はもちろん，供給（電力会社）側から見ても必

要不可欠である。これを怠ると，需要家では電気機器の効

率低下，動作異常，寿命短縮などを引き起こす。一方，供

給側では電圧が低すぎると有効電力損失の増大，送電設備

の送電容量の低下などを生じ，逆に高すぎると電力系統機

器の寿命低下や絶縁劣化などを生じる。このように電圧の

極度な逸脱は，供給信頼性や経済性の低下を招く大きな原

因である。さらに，電力系統の大規模・複雑化に伴って，

これらの信頼度監視制御のための運用者の負担は大きくな

ってきており，その自動化が強く要望されている。

本稿では，ファジィ理論の適用により，管轄系統全体の

電圧バランスを考慮し，各制御対象機器の協調をとった制

御を可能とした電圧・無効電力制御システムについて紹介

する。

電圧・無効電力制御の現状

電圧・無効電力制御は，発電機電圧の調整，変圧器のタ

ップ操作による変圧比の変更，調相設備と呼ばれる SC

（電力用コンデンサ）や ShR（分路リアクトル）の使用状

態の変更などにより行われている。これらの制御方式には，

自変電所内の情報だけを使用して行う個別制御方式と電力

系統全体の情報を使用して行う総合制御方式に大別される。

個別制御については，発電機のAVR（Automatic Volt-

age Regulator ：自動電圧調整器）や LRT（Load-Ratio

control Transformer ：負荷時電圧調整変圧器），調相設

備のスケジュール運転などの自動化が実現されている。こ

れらの制御は，ある特定母線の電圧を自所内の情報だけを

使用して制御目標値に維持するフィードバック制御や負荷

変動を予想した指定時刻操作が主体である。そのため，系

統変化への柔軟な対応や系統全体のバランスのとれた効率

的な制御を実現するのは難しい。この実現のためには，こ

れらの個別制御と協調して，系統全体の状況を監視した総

合制御が必要である。

しかし，総合制御には以下に記すような自動化の難しさ

があり，給電制御所の運用者の経験的判断により行われて

いるのが現状である。

対象系統が大きく複雑になると，数式などによる従来

のモデル化が困難である。

ある時点の系統でモデル化できても，設備の新設・増

設が頻繁なため，その追従には膨大な労力がかかる。

可能な機器操作の組合せについて操作後の電圧を潮流

計算により求め，最適な機器操作を決定する方法もある

が，その組合せ数は多く処理時間がかかる。

制御判定処理方式の概要

３.１ ファジィ理論の適用理由

本制御にファジィ理論を適用した理由を以下に記す。

運用者の制御知識をシステム化しやすい。

運用者が持っている経験的な制御知識は，通常「もし～

ならば～である」という言語的表現になっており，その判

断条件には電圧が「高い」「低い」「適度」などあいまいな

表現を含んでいる。ファジィ理論では，言語的表現の制御

規則はファジィルール，「高い」「低い」などあいまいな判

断基準はメンバシップ関数に対応づけることができ，比較

的容易にコンピュータ上で扱える。

基本構造はメンテナンス性に優れる。

システム全体をファジィで実現するとルールやメンバ

シップ関数の数が多くなり，その調整は非常に難しくなる。

しかし，適用箇所を絞り込み，その数を少なくすれば，

で示したように人間の持つ知識表現に対応しているので，

メンテナンス性に優れたシステムを実現できる。さらに，

メンバシップ関数を図的表現すれば，あいまいさをイメー

ジ的に理解することができ，編集しやすい。

高速に判定できる。

ファジィ推論は，ルールの逐次評価処理（関数演算が主

（3）

（1）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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体）により判定結果を導出するため，数式モデルによる制

御に匹敵する高速処理が実現できる。

３.２ 制御判定処理

図１に本制御判定処理の構成を必要とするデータの関連

を含めて示す。本処理は，大きく分けて入力データ変換処

理，機器操作必要度判定処理，操作対象機器決定処理の三

つで構成される。各処理は，あらかじめ定義された制御知

識データベースの制御規則や判定定数などの内容に従って

順次演算・判定の結果を受け渡し，最終的に操作すべき機

器を判定する。本処理方式では，ファジィルールやメンバ

シップ関数の調整を容易にするため，電圧制御の基本的な

判断である制御機器ごとの必要度判定部分に限定してファ

ジィ推論を適用した。

３.２.１ 入力データ変換処理

本処理では，制御判定処理の中心となる機器操作必要度

判定処理で扱うファジィルールやメンバシップ関数の構成

が簡単になるよう入力データの変換を行う。なぜなら，電

圧や有効電力などの絶対量を入力とすると，母線ごとに目

標電圧が異なったり，監視点ごとに有効電力の大きさが異

なるため，ファジィルールやメンバシップ関数の数が多く

なり複雑になるからである。このように系統に固有な絶対

量を前処理で相対量に変換することで，制御知識の高いメ

ンテナンス性を実現している。

最初に各入力データのノイズを除去するために移動平均

値を求める。以降，この値を使用して，主に以下の変換処

理を行う。

電気所の重みを加味した目標値電圧と現在電圧の差を

電圧逸脱量とする。

電気所間の電圧差を計算する。

今回と前回の有効電力値の差をその変化量とする。

また，あらかじめ設定された SC投入予定時刻から投入

時刻接近度を求め，SC投入を期待する時間帯でのタップ

操作抑制，SC早期投入など機器間の協調が図れるように

した。SC投入予定時刻は，実績負荷パターンの特性から

の算出も可能としている。

３.２.２　機器操作必要度判定処理

本処理は，タップ制御規則，SC 制御規則などのファ

ジィルールに従って，機器ごとの操作必要度を求める処理

である。ファジィルールは，系統状況に応じた機器操作の

必要性を定義するだけとして簡素化を図った。操作規則の

例を表１に，メンバシップ関数の例を図２に示す。

３.２.３　操作対象機器決定処理

機器操作必要度判定処理の結果である各機器の必要度合

を入力とし，総合判定用知識に従って操作すべき機器を決

定する処理である。ここでは，以下に記す処理により機器

間の協調を考慮し，必要度の一番高い機器を最終的に操作

する機器として一つ決定する。

操作機器候補の選択

操作必要度合が，しきい値以上の機器を操作すべき機器

の候補とする。作業中，操作禁止などの操作除外条件があ

れば候補としない。

機器操作間隔の判定

過剰な機器操作を防止するために，前回操作からの経過

時間が最低操作間隔時間を過ぎていない機器は候補から除

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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データベース 

入力データ 
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図１　制御判定処理の構成

表１　タップ制御規則の例 

（a）基本制御関連 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15

No.

正方向に大きい 

正方向に大きい 

正方向に大きい 

正方向にやや大きい 

正方向にやや大きい 

正方向にやや大きい 

目標値付近 

目標値付近 

目標値付近 

負方向にやや大きい 

負方向にやや大きい 

負方向にやや大きい 

負方向に大きい 

負方向に大きい 

負方向に大きい 

前件部（条件） 後件部（判断内容） 

電圧逸脱度 有効電力変化 

減少傾向 

ほぼ一定 

増加傾向 

減少傾向 

ほぼ一定 

増加傾向 

減少傾向 

ほぼ一定 

増加傾向 

減少傾向 

ほぼ一定 

増加傾向 

減少傾向 

ほぼ一定 

増加傾向 

下げ方向に大きい 

下げ方向に中位 

下げ方向に小さい 

下げ方向に中位 

下げ方向に小さい 

現状維持 

下げ方向に小さい 

現状維持 

上げ方向に小さい 

現状維持 

上げ方向に小さい 

上げ方向に中位 

上げ方向に小さい 

上げ方向に中位 

上げ方向に大きい 

タップ操作必要度 

（b）抑制制御関連 

16 

17

No.

負方向である 

正方向である 

前件部（条件） 後件部（判断内容） 

電圧逸脱度 SCスケジュール信号 

投入予定 

開放予定 

現状維持 

現状維持 

タップ操作必要度 
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外する。

SC早期操作の判定

制御機器の協調で操作回数の減少を図るため，タップ，

SCともに候補になっている場合は SC操作を早めに行う

こととし，タップ操作は候補から除外する。

シミュレーション実施結果

本判定機能では，管轄内の一つのまとまった放射状系統

を制御判定単位として処理する。図３に制御単位系統の範

囲および試験系統の構成を示す。制御可能機器としては，

A電気所のタップと SC，B電気所の SC，D電気所の SC

の 4機器である。

１制御判定系統の模擬系統状態値を１分単位で約７時間

分（410 点）を作成して，シミュレーションを実施した。

系統負荷条件としては，午前中に増加し，午後から減少す

る（昼間一時的に落込みのある）一般的な変動を与えた。

本制御方式が，系統状況に柔軟に対応できることを示す

ために，A電気所の SCの操作をしない制約を与えた場合

と与えない場合で，シミュレーションしたときの主要な母

線電圧推移と機器操作状況を図４に示す。

電圧については，制約を与えた場合も与えない場合も一

部 C，Dの電気所で目安としている上限電圧（定格値の

1.5 ％）を超えている部分もあるが，ほぼ上下限値の範囲

内となっており，少ない操作回数で適正な制御が行われた。

＋－

（3）
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図３　制御単位系統の範囲と試験系統
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図４　シミュレーション結果（電圧推移と機器操作状況）
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（a）電圧逸脱度のメンバシップ関数 
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図２　メンバシップ関数の例
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本方式では，運用方針に従って制御知識を変えることによ

り，目標電圧より高めにしたり，低めにしたりすることが

可能である。本シミュレーションでは，高め運用するよう

に制御知識を設定したため，全体的に目標電圧より高く

なっている。

A電気所の SCを操作しない場合は，代わりに同電気所

のタップを使用し，さらに他電気所の SC操作のタイミン

グをずらし，制約を与えない場合と同じ機器操作回数で同

様な制御が行えていることが分かる。

また，B電気所の負荷に最大 30 ％の負荷変化を与えた

場合も，機器操作回数は 7回に増えたが，電圧は上述の結

果と同様に上下限範囲内で推移しており，良好な結果が得

られた。

このように機器の操作制約や負荷変化のような系統状況

に応じて，柔軟に制御が行えることを確認した。

実運用システムの構成

本制御判定処理を導入した電圧無効電力制御システムの

実用化にあたり，必要となる機能とその構成例を図５に示

す。本制御機能を実用化する場合，監視制御用コンピュー

タシステム内に組み込んだ構成や専用システムとして外付

けにした構成が考えられるが，ここでは後者を示す。図に

示すように，実際に運用するには，制御判定機能に加えて

以下の機能が必要である。

系統データ管理機能

監視制御用コンピュータから周期的に取り込んだ系統の

構成や状態のデータを系統データベースに蓄積し，管理す

る機能である。

判定結果表示機能

制御判定機能で判断された制御指令やルール適用状況な

どの判断理由を提示する機能である。

制御知識編集機能

熟練運用者の持っている知識を制御知識データベースに

蓄積し，編集する機能である。

制御動作検証機能

模擬系統データベースを使用して，編集された制御知識

に従って正しく制御されるかを検証する機能である。電圧

推移状態や機器操作状況などにより確認する。正常動作が

確認できた場合，実運用の制御知識として登録する。

実運用・検証用画面管理機能

実運用の状況を確認する実運用モードと制御知識の動作

検証を行う検証用モードを切り換える機能である。

あとがき

以上述べたように，ファジィ推論を適用し，各制御機器

の協調的な制御，系統状況に応じた柔軟な制御が可能であ

る電圧・無効電力制御システムの核となる制御判定処理方

式を開発した。

ファジィ制御は，さまざまな産業分野において適用され，

実績を上げつつある。電力分野でも設備単位の適用例は多

くなってきているが，系統運用制御への適用はあまり多く

ない。系統への適用で難しいのは，その制御対象が日々新

設・増設を繰り返し，その構成が変化することにある。そ

れに対応するためには，設備データの更新に合わせ，知識

の編集，検証が容易にできるシステムにする必要がある。

今後，このような課題を考慮しながら，他の業務の自動化

にも取り組んでいく所存である。
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図５　実運用システムの構成例
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まえがき

プラント設備の保全業務は，人の五感（視覚，聴覚，臭

覚，触覚，味覚）による日常点検を中心に行われてきた。

情報通信技術の進展により，監視制御分野の自動化・遠隔

化とともに，設備監視の遠隔化の開発も進んでいる。しか

しながら，設備機器を最良の状態に維持するために，人に

よる保全作業が依然として多く残されているのが現状であ

る。そのため，保守業務の効率化が重要な課題となり，運

用費用，保守費用を含めた「トータルコストの削減」が求

められるようになってきた。そして，設備の維持管理にお

いても，「壊れたから直す」という事後保全の考え方から，

「壊れる前に直す，防止する」という予防保全の重要性が

認識されている。

その背景には，労働環境の変化，熟練技術者の不足とそ

の対策としての運転管理体制の改善や保守点検業務効率化

の要求が挙げられる。五感を中心とした日常点検遠隔化の

効果を発揮するためには，運転員の負荷を直接低減する機

能が求められる。そのような視点に基づいた日常点検遠隔

化の課題，課題解消のための用件，解決のための手段・技

術および効果を表１に示す。表１から，遠隔化による不安

感の解消と効率的な設備保全支援には，設備機器運転状況

を臨場感ある情報として通知し，異常検知や故障部位など

の分析と的を絞った対策情報の提供が重要であるといえる。

本稿では，プラント設備をより効率的に維持管理し，機

器の保全に努めることを目的に，設備機器異常予知の遠隔

化の課題と解決方法および実用化システムについて述べる。

センサ情報融合による設備異常監視システム

２.１ システムの概要

人による日常点検では，設備機器の異常を五感により察

知している。このとき重要なのは，

™五感情報や計測データなどの関連情報の総合的把握

™それらの複数情報とノウハウに基づく不調・故障の

予兆早期発見

である。この判断過程を情報量としてみると，図１のよう

に表せる。人は異常の兆候をセンサ（五感を含む）で検知

し，その特徴を抽出し，異常状態や異常部位を判断する。

そして，異常の程度や今後の進行具合を予測し，すぐ対応

すべきかどうかを判断する。この意思決定過程で重要なこ
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167（21）

宮本　章広（みやもと　あきひろ） 植草　秀明（うえくさ　ひであき） 後藤　賢治（ごとう　けんじ）

検　出 信号処理 識　別 予　測 

センサ 
による 
兆候検知 

特徴抽出 
異常状態 
異常部位 
判定 

異常予知 
寿命予測 

故
障 

情
報
量 

多数 

（情報の選択から集約へ） （1個へ） 

少数 

図１　異常監視・診断の意思決定過程

表１　設備機器の日常点検遠隔化の課題と解決技術・効果

課　題 手段・技術 効　果
課題解消の
ための用件

不 安 解 消
（故障事故）

保守点検支援

異常・事故時
対 応

セキュリティ

緊急時対応
（台風，地震

など）

™安心運用
™故障・事故の
　兆候予知
™誤操作・重大
　事故未然防止

™設備費削減
™故障発生頻度
　・修理期間低
　減
™作業の安全，
　手作業軽減
™誤判断・
　見落し防止

™早期復旧
™異常波及防止
™誤対応防止

™侵入者防止
™誤判断防止

™人の安全確保
™施設の安全確
　保

™振動，騒音，発
　熱，臭気，画像
　の情報処理

™保守点検ロボッ
　ト
™携帯通信装置，
　診断機器
™保守情報の管理
　・検索
™エキスパートシ
　ステム

™振動，騒音，発
　熱，臭気，画像
　の情報処理
™エキスパートシ
　ステム

™カメラ
™音

™テレビ電話
™PHS無線

™故障・異常予知
™臨場感操作

™データ収集オン
　ライン化
™寿命予知
™異常レベル判定

™異常部位判定
™設備機器状況把
　握

™侵入者判断
™火災判別

™中央との情報交
　換
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とは，判断の進行につれて情報量が集約されていくことで

ある。したがって，この意思決定過程をコンピュータで支

援あるいは代行させるには，関連情報の収集，蓄積，加工

（集約）が重要である。センサ情報をそのまま通知したの

では，運転員に混乱をもたらすことになる。

そこで，関連した複数のセンサ情報に基づく総合的把握

の手法として，ファジィ測度に関するファジィ積分のモデ

ル化技術を用いる。ファジィ積分モデルは複数情報の相乗

効果（小さい兆候でも，多くの情報に兆候が表れれば重要

な情報となる）を容易に記述できる特徴がある。この特徴

はエキスパートシステムや重み付き平均法などでは記述が

困難である。温度，CO濃度および煙濃度の情報から火災

発生を判断する事例を用いて，従来方法との比較を図２に

示す。従来の判断方法としては，計測値ごとの判断基準に

より評価し，そのあてはまる度合いの加重平均値法（図２

の方法）や最小のものを結論とする方法（図２では 0.2）

などがある。いずれも火災でないと結論（総合評価値が

0.5 以上で火災発生としてモデル化している）される。

一方，ファジィ積分モデルでは総合評価値が 0.63 とな

り，火災と判断される。この結果は，複数の情報が火災の

兆候を示す場合には火災の恐れがあると判断する総合判断

（相乗効果による評価）の特徴を示している。本システム

は，このような人の総合判断を取り込むところに特徴があ

る。

２.２ システム導入の効果

複数のセンサ情報を用いた総合判断による点検員の五

感判断をコンピュータで実現

電動機，ポンプの機器異常の兆候検知

→誤操作防止，重大事故未然防止，監視員の安心感

マルチメディアと光通信による異常通知，遠隔確認

→現地に駆けつける場合と同じ臨場感で，異常部位，

異常状況確認，現地確認移動時間の削減，迅速対応に

よる早期復旧，異常波及防止，誤対応防止

各機器の異常レベルの傾向管理と運用補修履歴管理に

よる保守点検支援

補修予知による不要作業の削減と取替え周期の長期

化

→設備費の削減，誤対応防止

マルチメディアと光通信による設備状態の遠隔点検の

実現

→プラント設備の日常点検の削減

２.３ システムの構成

図３にセンサ情報融合による設備異常監視システムの構

成例を示す。下水道システムの監視制御系から得られる設

備機器の計測データ，異常監視用のローカルステーション

経由で得られる電動機やポンプの軸受振動加速度・ポンプ

吐出圧力などのオンライン計測データ，カメラによる画像

情報およびマイクによる騒音情報を収集し，異常監視ワー

クステーションで総合判断を行い，設備機器の異常監視を

行うシステムである。このとき，携帯情報端末，小形カメ

ラおよび PHS（Personal Handyphone System）を用いて

行う保守点検により得られる情報も保守点検支援ワークス

テーションを経由して異常監視の判断情報として使用され

る。

本システムの特徴は，人の五感による日常点検をコン

ピュータにより行う点にある。そのため，通常の計測情報

に加えて，次の情報を計測して異常監視が行われる。

（3）

（a）

（2）

（b）

（a）

（1）
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従来技術による火災発生判断 

温度 煙の濃度が高目（評価値0.7）で 
CO濃度も気になる（評価値0.5）が 
温度が低い（評価値0.2）ので， 
たばこの煙だろう 

CO

0.2

0.5

0.7

加重和 

火災の恐れなし 
（0.7+0.5+0.2）×1/3

計測　　個別計測値の状態評価値 
　　　　0：発生なし，1：発生 

0.47

煙 

ファジィ積分による火災発生判断 

温度 温度，CO濃度，煙濃度が 
　　　　　　　　  ともに高いとき 1.8 
CO濃度，煙濃度がともに高いとき 0.7 
煙濃度が高いとき 0.3

CO

0.2

0.5

0.7

ファジィ 
積分 

計測　　個別計測値の状態評価値 
　　　　0：発生なし，1：発生 

ファジィ測度値 
（判断基準：0.5以上の場合火災と判断） 

0.63

煙 火災の恐れ大 
（0.2×1.8+（0.5－0.2）×0.7 
 +（0.7－0.5）×0.3

図２　複数のセンサ情報による異常兆候検知方法の比較
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図３　異常監視システムの構成例
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視覚：カメラの画像情報による水漏れの検知など

聴覚：マイクの騒音情報による異常騒音の検知など

臭覚：発熱による異常軸受の異臭検知など（本システ

ムでは温度計測で代行）

触覚：異常振動や発熱による異常検知など（本システ

ムでは騒音と温度計測で代行）

設備機器の異常監視は，これらの複数の関連情報を用い

た総合判断により行う。そのためには，これらの情報を用

いて異常の度合いを数値化する必要がある。ここでは，正

常時の値または初期値（あるいは設計値）を基準にして異

常の度合いを評価する。

図４に電動機の軸受の振動加速度の各計測値の FFT

（高速フーリエ変換）解析後のスペクトル波形を示す。正

常軸受のデータを実線で，異常軸受のデータを破線で示し

てある。図４の上図は計測値をそのまま FFT解析した場

合，下図は FFT解析した値をエンベロープ処理（高周波

成分の繰返し周波数を得るために FFT解析前の信号に対

して包絡線を取り，その後 FFT解析を行う手法）した場

合を示している。

図４の上図から各スペクトル値の正常状態からの変動と

して，振動スペクトルが全体的に高くなり，軸受の異常に

対応した顕著なスペクトルが確認できる。前者に対応する

オーバオール値やスペクトル高の変動幅と軸受温度変動を

評価値にして，軸受劣化を予知できる。さらに，図４の下

図からエンベロープ処理を行うことで，高周波の繰返し周

波数を導き，電動機の回転速度，軸受の径，ころの数など

から演算を行って軸受の損傷がどこに（内輪，外輪，ころ

など）あるか特定することができる。

また，カメラ画像やマイクからの現場音により，設備機

器の異常を視覚的に察知できる。その結果，臨場感ある設

備監視により安心感ある運用が可能となる。

画像認識による設備異常検知システム

本システムは，ITVカメラを監視場所に設置し，画像

処理装置を用いて設備の異常検知を行うものである。

３.１ 異常検知システムの構成

図５にシステムの異常検知アルゴリズムの構成を示す。

カメラからの画像に対し誤認識の原因となる外乱を除去し，

正常時の基準画像と異常検知の対象画像との比較により異

常を検知することを基本としている。また，最終判定は，

人の脳をモデル化したニューラルネットワークを応用して

いる。

ITVの監視モードは，巡回と選択の２種類のモードが

ある。巡回モードは，複数台の ITV画像を１台の画像処

理装置で順次切り換えながら監視するものであり，選択

モードは，指定した特定箇所の異常を検知する。異常検知

機能としては，油漏れ検知，発電機スリップリング火花検

知，蒸気漏れ検知，微粉炭漏れ検知などがある。これらの

機能をプラントで実現するには，監視領域の構造や環境の

変化に対応したシステムとする必要がある。

本システムは，通常画像処理で問題となる点検員の立入

り，照明状態の異変，点検札の揺れ，カメラの振動などに

よる誤認識を防止する機能を備えている。さらに，検知精

度を向上させるためニューラルネットワーク技術を適用し

ている。

（4）

（3）

（2）

（1）
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３.２ ニューラルネットワークを用いた画像認識方式

油漏れ検知にニューラルネットワークを適用した例を示

す。画像処理を用いた油漏れの検知方式は，基準画像と異

常検知対象画像（油漏れ画像）の比較による漏れ変化量

（面積）を抽出して判断している。このため，汚れや構造

物の影により誤認識する場合がある。そこで，画像処理結

果で異常と判断した画像に対して，画像の濃淡データから

ニューラルネットワークを適用し，最終的な異常の判定を

している。

図６に階層形ニューラルネットワークを用いた認識方式

を示す。画像処理により検知した油漏れの中心座標から漏

れの関心領域を抽出する。この抽出画像に対して濃度調整

処理を施した後，モザイク画像に変換する。この画像を

ニューラルネットワークへの入力情報とし，油漏れの認識

を行う。今回ニューラルネットワークは，入力層，中間層，

出力層の 3層構造を採用した。入力層の入力情報に対して

中間層で情報を絞り込み，出力層で正常と異常を判定する。

入力層は学習時間と認識率の最適化を狙い，16×16 マト

リックスサイズとし，中間層は 32 出力，出力層は正常

（出力A）と異常（出力 B）の２出力としている。判定の

しきい値は 0.5 とし，正常・異常の判定は以下の条件で

行った。

™正常：出力A＞ 0.5 かつ出力 B＜ 0.5

™異常：出力A＜ 0.5 かつ出力 B＞ 0.5

これらの条件以外の場合は，人による確認が必要な異変

としている。なお，学習方式はバックプロパゲーション法

を用いている。学習および認識に用いたデータは，以下に

記す種類のデータである。

油漏れ量を変化させたデータ

ITV照明を変化させたデータ

関心領域内に機器などの影のあるデータ

汚れのついたデータ

いずれもプラントに適用する場合，誤認識の原因となる

要素を含むデータである。表２にニューラルネットワーク

を用いた認識結果を示す。学習データは，おのおのの誤認

識要素を含む 15 データを用い，認識データは 66 データを

（4）

（3）

（2）

（1）
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図６　ニューラルネットワークの認識方式

表２　ニューラルネットワークを用いた認識結果 

油漏れ画像の種類 

油漏れ量の変化画像 
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図７　異常検知システムの監視画面例
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用いて検証を行った。認識結果（異常を正しく異常と認識

する場合）は，すべての誤認識要素に対して 100 ％の認識

結果である。認識結果は，実際のプラント設備で試験した

結果である。

図７に異常検知システムの監視画面例を示す。表示中の

画面は，画像処理により設備の異常監視画面，ニューラル

ネットワークのパラメータ調整画面および各認識データの

最大誤差分布を表示したものである。

このようにニューラルネットワークを用い，人の経験に

対する判断則をシステムに付加することでプラント適用上

で生じる外乱を除去し，誤認識を防止するとともに，認識

精度を向上させることができる。

あとがき

以上，センサ情報融合による設備異常監視システムおよ

び画像認識による設備異常検知システムについてその概要

を述べた。今後は，監視制御と設備管理を融合したシステ

ムの開発，および前画像または短時間による画像の変化量

だけではなく，長時間にわたる画像の時間変化量を学習さ

せ異常の兆候を判断するシステムの開発など，より高い信

頼性をもつインテリジェント監視システムの開発を行う予

定である。

参考文献

日本ファジィ学会編：ファジィ測度（講座ファジィ３），
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まえがき

浄水場の凝集プロセスは薬品注入点から処理水質計測点

までの遅れ時間が数時間程度と大きく，フィードバック制

御による自動化が困難であり，原水水質によるフィード

フォワード制御が主である。富士電機では凝集剤注入直後

の微小フロックの平均粒径などをオンラインで計測できる

センサを開発し，このセンサを用いてフロック粒径を制御

する方法で処理水質を良好に保てることを実験プラント，

シミュレータおよび実プラントでの実験を通じて明らかに

してきた
（1）～（3）

。

さらに，凝集センサと専用コントローラを使用した凝集

センサ・コントローラシステムを開発し，実験に適用して

きた。

ここでは，この凝集センサ・コントローラシステムを使

用し，原水濁度変動時にも処理水質を良好に保つ自動制御

法について述べ，実際のプラントに適用した例を紹介する。

浄水場の凝集プロセス

浄水場の原水には混和池で凝集剤が注入され，急速かく

はん機でかくはんされる。ここでは微小フロックを形成さ

せ，原水中のコロイド粒子や懸濁物質，微生物などを吸

着・凝集させる。次いで，フロック形成池で緩速かくはん

を行うことでフロックを成長させ，次の沈殿池で沈殿させ

る。沈殿処理後の濁度を適切に保つには，フロック形成池

出口で適切な大きさ・密度のフロックが形成されているこ

とが必要である。

そのための操作量として，凝集剤の原水に対する注入率，

急速かくはん，緩速かくはんの強度がある。一般的に，凝

集剤の注入率を凝集プロセスの操作量として制御を行って

いる。凝集剤の適正な注入率は原水の水質（濁度，水温，

アルカリ度など）や浄水施設により異なる。原水の水質は

降雨などのいろいろな条件により大きく変化する。

凝集プロセスの良否は沈殿後の上澄み水の水質によって

評価するが，操作点である凝集剤注入点からこの段階まで

に数時間かかり，時間遅れが大きい。このため，処理水質

をフィードバックして凝集プロセスを自動制御するのは困

難であり，ジャーテストによる注入率を基本に決定してい

ることが多い。

凝集センサ・コントローラシステム

３.１ システムの構成

システムは図１のように，凝集センサ（光学センサ部，

変換部），pH計（センサ部，変換部），凝集コントローラ

（制御演算部）の三つの機器から成っている。

凝集コントローラには，次の機能がある。

制御演算

制御演算にはフロック粒径制御と pH 制御がある。フ

ロック粒径制御は，凝集剤注入率を操作量にして，モデル

予測制御により設定した値に保つ。pH制御は操作量を凝

集剤の注入率に対するアルカリ剤の注入率の比として，PI

制御により行う。

制御系設計・調整

これは，モデル予測制御に必要なむだ時間，時定数の設

定や制御パラメータの調整，制御時のシミュレーションを

行う。

データの保存・表示

フロック粒径などの計測値，制御出力を１分周期で 60

日分，１時間の平均値で 5年分保存する。また，これらを

トレンドグラフ，表の形式でCRTに表示する。

入出力のインタフェース

凝集センサ，pH計からの信号と，凝集剤，アルカリ剤

の注入量，原水流量を入力とし，凝集剤，アルカリ剤注入

率と凝集コントローラシステムの異常信号を出力する。こ

のように他のシステムとの接続を可能としている。

３.２ 制御方式

沈殿処理後の水質はフロック形成池で生成した成長フ

ロックの沈降性に左右され，フロックの沈降性はフロック

粒径と相関がある。さらに，フロック形成池での成長フ

（4）

（3）

（2）

（1）
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ロックの粒径と混和池での微小フロックの粒径とも相関が

ある。そこで，凝集剤注入からの遅れ時間が短い混和池で

の凝集状態（微小フロックの大きさ）を計測し，制御に

フィードバックさせる。

しかし，混和池でも数分の遅れ時間があり，かつ凝集セ

ンサ自体の計測時間遅れがある。そこで遅れ時間などの制

御対象（フロック粒径）の動的特性を考慮して，操作出力

（凝集剤注入率）を決定する制御アルゴリズムを用いる。

このような制御アルゴリズムとしてモデル予測制御方式を

応用した。

制御実験

凝集センサ・コントローラシステムを東京都水道局朝霞

浄水場内の実験プラントに設置し実験を行った結果と，秋

田県企業局工業用水道管理事務所の実プラントに設置し実

験を行った結果について報告する。

４.１ 朝霞浄水場内の実験プラント

朝霞浄水場内の実験プラントでは，処理水量は一定とし

て実験を行った。ここでは，浄水場の原水に取水源の土を

混入させ，人工的に濁度を調整して実験を行った。凝集剤

は PAC（ポリ塩化アルミニウム）を使用し，アルカリ剤

にはかせいソーダを使用した。

この実験プラントでは，混和池に凝集剤，アルカリ剤を

注入，かくはんし，混和池の出口に凝集センサと pH計を

設置した。制御周期ならびにデータ収集周期は１分間隔と

し，計測・制御した。

４.２ 朝霞浄水場内の実験プラントでの実験結果

これまでの他のプラントでの実験から，原水濁度に応じ

てフロック粒径設定値を変更する必要があることが分かっ

ている
（4）

。フロック粒径設定値を一定にする制御方式では原

水濁度の上昇に伴って処理水濁度も上昇してしまう場合が

あった。これは原水濁度の上昇により原水中の濁質の量そ

のものが多くなり，フロックの個数が多くなる。一方，凝

集センサで計測しているフロック粒径は平均値であるため，

沈殿池で沈殿しない不沈降性の微小なフロックの個数その

ものも増えてくる。この不沈降性フロックの個数が多くな

ることが，処理水濁度の上昇につながる。このために，原

水濁度によってフロック粒径の設定値を変更する方式を検

討した。

凝集センサではフロック個数濃度を計測しており，フ

ロック粒径（d）とフロック個数濃度（N）により濁質そ

のものの量が推定できる。フロック粒径の 2乗とフロック

個数濃度との積（以下，d 2Nと記す）ー原水濁度の関係に

は相関があることが分かった。これを実験で確認するため
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図２　d2Nと原水濁度の関係（朝霞浄水場）



凝集センサ・コントローラシステムを用いた浄水場の凝集制御

に取水源の土を溶かした水を原水に注入し，この注入量を

調節することにより，任意の濁度の原水とした。このとき

の原水濁度と d 2Nの関係を図２に示す。図２から分かる

ように d 2Nと原水濁度には相関があり，d 2Nで原水濁度

を推定できる。

さらに，種々の原水濁度ごとに，処理水濁度を良好に保

つように薬品注入を行い，d 2Nと最適注入時のフロック粒

径との関係を調べた。これらには正の相関があり，式 の

ような線形回帰式で近似した。

SV＝ 0.75 × 10－6 × d 2N＋ 35.0 ………………………

SV：フロック粒径設定値（μm）

d ：フロック粒径計測値（μm）

N：フロック個数濃度（個/mL）

この式により d 2Nからフロック粒径の設定値を決め，

自動制御を行ったときの結果を図３に示す。図３から原水

濁度を 120mg/Ｌまで上げても，処理水濁度は 2mg/Ｌ以

下に保てた。

４.３ 秋田県企業局工業用水道管理事務所の実プラント
（5）

秋田県企業局工業用水道管理事務所の処理水量は，約

140,000m3/d である。原水は取水後，沈砂池を通って着水

井に入り，凝集剤が注入される。直後の混和池のかくはん

機で急速かくはんしている。混和池出口付近に凝集センサ

を設置してフロック粒径を計測し，凝集コントローラによ

り凝集剤注入率を操作してフロック粒径を制御した。制御

周期ならびにデータ収集の周期は１分とした。また，処理

水の水質は処理水の濁度計測値を15分間隔で記録した。

４.４ 秋田県企業局工業用水道管理事務所での実験結果

実プラントでは，処理水量が時間的に変動するので，フ

ロック粒径は水量に応じて変化する。これは水量が変動す

ることにより凝集剤注入点からフロック粒径計測点までの

滞留時間が変わることによる。水量が少ないときには滞留

時間が長くなり，フロックが大きく成長する。水量が多い

ときにはこの逆となる。このため，取水量に応じてフロッ

ク粒径の設定値を変化させる必要がある。

また，４.２節と同様に，原水濁度によりフロック粒径の

設定値を変化させる。秋田県企業局工業用水道管理事務所

（1）

（1）

174（28）

富士時報 Vol.71 No.3 1998

0

2.0

1.5

1.0

0.5

0
10 20 30 5040

原水濁度（mg/L） 

＝4.7×10
5
  ＋5.7×10

5y x

R 2＝9.3×10
－1

d
 N2
（
×
1
0
7
）
 

図４　d2Nと原水濁度の関係
（秋田県企業局工業用水道管理事務所）
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凝集センサ・コントローラシステムを用いた浄水場の凝集制御

での d 2Nと原水濁度の関係を図４に示す。図４から分かる

ように，秋田県企業局工業用水道管理事務所でも d 2Nは

原水濁度と相関があり，d 2Nで原水濁度を推定できる。さ

らに，処理水量が約 6,300m3/h と一定で最大 60mg/L 時

までの原水濁度に対して処理水濁度を良好に保った場合の

フロック粒径と d 2Nの関係を図５に示す。

凝集センサにより計測される d と Nからフロック粒径

設定値を求め，その移動平均をとり，このフロック粒径設

定値に取水量によるフロック粒径の変化率を乗じて，フ

ロック粒径設定値を演算する。ただし，d 2Nの大きい領域

と小さい領域では，フロック粒径の設定値を飽和させてい

る。この設定値にフロック粒径を追従させるような凝集剤

の注入率を演算・操作した。この制御方式で制御した結果

のフロック粒径，フロック粒径設定値，凝集剤注入率，原

水濁度，処理水濁度を図６に示す。図６では，11～12時の

間には取水量が少なくなったので，フロック粒径設定値を

大きくしている。設定値変更に対しては時間遅れがあるが，

取水量による設定値の変化も含めてフロック粒径は設定値

にほぼ追従している。この日は早朝から原水濁度が徐々に

上昇し，制御実験中は常に 60mg/L 以上で最大 80mg/L

まで上昇している。この原水に対して上記の設定値にフ

ロック粒径を制御した結果，処理水濁度は 1mg/L 程度と

良好に保てた。

実験結果のまとめ

これらの実験結果から，凝集センサで計測したフロック

粒径とフロック個数濃度により，原水濁度が変化するとき

でも自動制御が可能であることが分かった。このなかで，

処理水量ならびに原水濁度でフロック粒径の設定値を変化

させることによって，処理水濁度を良好に保てることが実

験により確認できた。

あとがき

これまでの実験で，本制御方式により原水濁度が 70

mg/L 程度の中・高濁度に対して処理水濁度を良好に保て

ることが確認できた。今後は原水濁度が 100mg/L 以上に

まで急激に上昇する場合にも，本制御方式で処理水濁度を

良好に保てるかを確認する予定である。さらに，水質，処

理能力の異なる他のプラントへも適用し，実験を重ね処理

水質を良好に保つための制御方式の検証を行っていく予定

である。

最後に，実験にご協力いただき，貴重なデータの提供，

助言をいただいた東京都水道局殿ならびに秋田県企業局殿

に感謝の意を表する次第である。
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図６　原水高濁時の制御実験結果（秋田県企業局工業用水道管理事務所）
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まえがき

燃料電池発電装置は，都市ガスやプロパンガスなどを改

質して得た水素と空気中の酸素を反応させて発電するもの

である。発電装置は都市ガスを用いて水素を製造する改質

器から，燃料電池の発生する直流電力を商用の交流電力に

変換する電力変換装置まで含み，全自動で運転される。こ

れらの機器の効率的な構成と安定した運転を行うには，装

置の特性を十分に把握することが重要である。そのため，

装置のモデル化とシミュレーションを行っているので事例

を紹介する。

発電装置の概要

燃料電池発電装置は，改質系，電池系，プロセス制御系，

電力変換系の 4サブシステムで構成されている。図１はオ

ンサイト用に開発した新形 100 kW燃料電池発電装置の外

観であり，構成機器は一つのパッケージにまとめた構造に

なっている。

改質系・電池系は，図２のプロセスフローに示すとおり，

都市ガスを脱硫し，水蒸気と混合して改質器，CO変成器

にて水素リッチなガスに改質し，燃料電池本体に供給する。

燃料電池にて約 80 ％の水素を消費したオフガスは，改質

器に戻り燃焼して改質のための熱源となる。燃料電池には

水蒸気分離器を循環する冷却水系統があり，発電による発

熱を除去する。この熱は蒸気となって改質ガス系に供給さ

れる。

発電装置の運転と制御方式

プロセスを構成する機器の制御はマンマシンインタ

フェースとしてのプログラマブル操作表示器（POD）と

プログラマブルコントローラ（PLC）にて構成している。

装置の運転は全自動で，運転員は PODの液晶パネルから，

起動ボタン，発電電力設定値，停止ボタンを操作する。ま

た，PODには装置の状態が把握できるように各部の温

度・流量などの表示画面を設けている。燃料電池発電装置

は，改質器などの化学反応装置を内蔵しているので，装置

各部を起動から停止までの工程に応じた温度・圧力に保持

する必要がある。これらのシーケンス制御と流量・温度な

どのプロセス制御を１台の PLCで実施している。

燃料電池発電装置のモデル化と制御
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図１　新形100 kW燃料電池発電装置
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図２　燃料電池発電装置のプロセスフロー



燃料電池発電装置のモデル化と制御

３.１ 流量制御系

流量制御系は，改質ガス系として蒸気と都市ガス，電池

に酸素を供給するための反応用空気，改質器で電池オフガ

スを燃焼させるための燃焼用空気，水蒸気分離器への給水

流量制御がある。発電運転状態では，燃料電池は電池電流

に比例して水素・酸素消費量が決まるので，流量制御系は

電池電流を基準として流量設定値を決めている。蒸気と都

市ガス流量は PI 制御であるが，反応用空気と燃焼用空気

は設定値からブロワの回転速度をプリセットし，インバー

タで制御している。給水流量は水蒸気分離器水位制御系の

流量設定値からバルブ開度を直接制御している。

３.２ 改質器の温度制御系

改質器は単管式であり，電池オフガスを燃焼させる炉内

を中心として燃焼筒，内筒，触媒層，中間筒，外筒で構成

している。燃焼ガスは炉内から燃焼筒と内筒の間を流れる。

都市ガスと蒸気を混合した改質原料は触媒層を通って改質

される。改質反応は吸熱反応なので，反応を維持するため

に触媒層温度を一定に保つことが必要である。反応に必要

な熱は燃焼ガスから内筒を伝わって供給される。

改質器の温度制御は，都市ガス流量を増減して電池オフ

ガスになって戻る燃焼ガス熱量の増減で行っている。制御

点は触媒層温度であるが，触媒層を直接制御すると内筒温

度の変動が大きくなりすぎるため，内筒温度と触媒層温度

のカスケード制御を行っている。さらに，発電負荷によっ

て改質吸熱量が違うので，伝熱に必要な内筒と触媒層の温

度差を補正するために都市ガス流量に比例する温度差を補

償値として加算している。この制御系統図を図３に示す。

改質器の温度制御系の特徴として，触媒層温度を上げる

ために都市ガス流量を増加させると，改質吸熱反応の増加

により，いったん触媒層温度が下がり，その後，オフガス

の増加とともに内筒温度が上昇して触媒層温度が上がる現

象がある。この都市ガスを増減したときの①触媒層温度の

応答，②発電負荷，③内筒温度目標値，④内筒と触媒層の

温度差から各制御定数を決定している。

３.３ 電池冷却水系と水蒸気分離器の水位・圧力制御

燃料電池の発熱を除去して改質用蒸気を補給するために，

燃料電池と水蒸気分離器を循環する電池冷却水系がある。

ここでの余剰な熱は蒸気として取り出すか，電池冷却水系

に設けた熱交換器で除去する。水蒸気分離器圧力制御は，

冷却水系の熱収支を一定に保つために行う。

水蒸気分離器の水位制御は，蒸気として系外に放出した

水を供給するために行う。水位は放出蒸気量の増減だけで

なく電池発熱量の増減の影響を受ける。電池冷却水配管内

は，水と蒸気の気液 2相流になっている。この気液割合の

変化が水位制御の外乱となる。配管内蒸気量が減少すると，

これを満たす水の割合だけ水位が低下する。水位制御は蒸

気量と給水量と水位の関係からなる 3要素制御を基本とし

ているが，配管内の気液割合を急変させないように給水量

の変化量を制限して制御している。

３.４ 電力制御系

電力制御系は運転員からの発電電力設定値に対し，電力

変換装置へ電力指令を与える制御を行っている。この電力

指令は，流量制御系の応答と改質器温度，水蒸気分離器圧

力・水位の応答を考慮して，負荷上昇速度のランプ関数を

設けて制御を行っている。

この制御系は，供給ガス量の不足などにより電池電圧が

低下する方向に外乱が入ると電池電流が増加し，ガス不足

が加速される特徴がある。このような現象が発生した場合

は，電力指令値を一時的に低減させ安定運転を図る制御構

成にしている。

モデル化とシミュレーション

プロセス系の制御アルゴリズムは PID 制御を基本とし
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燃料電池発電装置のモデル化と制御

ているが，プロセスの物質収支から得た数値を補正値とし

て用いるなど，機器特性に応じた制御方式を組み込んでい

る。このため，プロセス系の特性を十分把握しておく必要

がある。そこで，系をモデル化し，シミュレーションと実

機との比較を行うことによって制御性の確認と改良を行っ

ている。モデルは，発電装置を構成する機器を独立した入

出力を持つブロックとして扱っている。これをブロック線

図の形で結合し，プロセス単位のモデル化を実現している。

４.１ 補機のモデル

制御装置の入出力として，PLCには各種機器が接続さ

れる。センサや信号変換器の信号とインバータで制御する

ポンプ，ブロワの動特性は，機器の入出力データに基づき

むだ時間と一次または二次遅れで近似した。

制御バルブは電動式を採用しており，不感帯や分解能な

どの非線形要素が含まれている。そこで，バルブの単体試

験結果から特性のモデル化を行った。

図４はバルブ開度指令値を入力，バルブの容量係数を出

力とするモデルであり，電動機部はオンオフの不感帯と開

閉速度，開度計測部はバックラッシと分解能により構成し

ている。バルブ開度はテーブルデータによりバルブ前後差

圧と流量との関係である弁容量係数（Cv値）に換算され

る。

図５はこのモデルにて，ランプ状のバルブ開度指令値に

対するバルブ開度シミュレーション結果を示すが，実機バ

ルブの特性を表現することができた。

４.２ 容器のモデル

燃料電池発電装置は，改質器や熱交換器などの機器が配

管によって接続されている。これらの機器の流量伝達モデ

ルは，図６に示す基本モデルを結合して構成することがで

きる。

一つの容器においては，流入量（Fi－1）と流出量（Fi）

の差分が容器にたまり（積分され），容器容積（V）に反

比例して圧力（Pi）に換算される。これを時間（t）の関

係で式に示すと式 になる。比例定数 Cは気体の状態方

程式（PV＝ nRT）から導出される数値である。

……………………………

容器からの流出流量は，容器内圧力（Pi）と後段の容器

圧力（Pi＋1）とから式 により計算する。f（Pi，Pi＋1）は

圧力差から流量（Qf ：組成別にしていない総流量）を求

める計算式であり，対象とする機器により，実機データか

ら得られた近似式を代入する。

Qf＝ f（Pi，Pi＋1） ………………………………………

ガスは組成の次元を持っているので，式 で示す流量は，

組成別質量流量（mol/s）として，式 のベクトルで表現

する。

…………………………

組成別流量を総流量で割ると各ガスのモル分率となり，

圧力差から得られた流量（Qf）にモル分率を掛けて容器

出口のガス流量（Fi）とする。

図７はこれらの考えをブロック線図で表現したものであ

り，シミュレーション用のモデルとなる。

（3）

Fx：xの流量 
F＝［F　， ］F　， F　， F　， FCOCO2 CH4H2OH2

（3）

（2）

（2）

（2）

（1）Pi（ t）＝C
Fi－1　－Fi（ t） （ t） 

V
dt∫ 

（1）
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図４　バルブ特性のブロック線図
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燃料電池発電装置のモデル化と制御

４.３ 反応装置のモデル

都市ガスは改質によってガスの体積と熱量が変化するの

で，シミュレーションモデルにガス組成計算を組み込む必

要がある。これは，解析対象によりモデルを使い分けてい

る。

流量系の制御応答性をシミュレーションする場合は，設

定値変更や外乱に対する整定時間は長くても約20秒なので，

ガスの温度は熱容量（容器に充てんされた触媒などを含め

て）の大きい容器温度に左右される。したがって，容器内

温度を定数として与え，温度で決まる平衡まで反応が進む

と仮定して反応器出口のガス組成を計算している。

改質器温度制御系を調整する場合は，実機データから温

度応答特性を同定し，この結果をバルブモデルと PLCで

作成した制御系とを組み合わせてシミュレーションし，制

御定数を決めている。

反応器設計に用いる熱的挙動をシミュレーションする場

合は，反応による発熱・吸熱と構成材料間の熱移動をモデ

ル化する必要がある。熱移動のモデルは，温度差と熱容量

を用いて流量の場合と同じ考えでモデルを構築している。

発熱・吸熱反応を含むモデルの場合は，反応の平衡との差

と反応速度を使ってモデル化している。

実機試験によるモデルの検証

モデルは，ブロック単位の入出力と，これを組み合わせ

たプロセス単位の入出力を実機動作と比較しながら修正を

行い構築している。ここでは，燃料電池発電装置の図２に

示すフローにおいて，改質ガス系をシミュレーションした

結果について紹介する。

改質ガス系は燃料電池の負荷変化に応じて都市ガスと蒸

気を供給するものであり，系の制御性によって負荷変化速

度が制限される。系の特性として次の点に注目する必要が

ある。

都市ガスと蒸気流量制御の応答性

都市ガスと蒸気流量比（S/C）の安定性

燃料電池セル入口での水素流量と電池電流

電池オフガス流量と燃焼用空気流量（燃焼空気の確保）

改質ガス系のモデルは容器モデルを基本とし，配管で接

続された機器を容積と圧力損失で決まる時定数を基準とし

て十数個に分割し，分割された容器の集合体として構成し

た。容器内の温度は定数として与え，ガス組成は平衡定数

から計算した。都市ガスと蒸気量は電池電流に比例させて

流量指令値を決めている。この流量指令値にはランプ関数

が組み込まれ，都市ガスと蒸気流量比が急変しないように

している。

実機発電装置では，連系接続している電力系統側に異常

が発生すると，燃料電池発電装置側がこれを検知して系統

と切り離し，燃料電池の発電だけで自分の補機の電力を供

給する自立モードに移行する。

図８～ は，この負荷遮断－自立モードに移行した条件

でのデータであり，図の 0.7 秒点が負荷遮断点である。

実機データは破線，シミュレーションは実線で図示して

いるが，実機データとシミュレーション結果はよく一致し

ており，モデルの妥当性が確認された。

シミュレーションスタディ

実機で流量の設定値にランプ関数を入れたのは，シミュ

レーションの結果から，S/Cの安定性を見て決定した。

蒸気流量を急変させるとエゼクタのガス吸引能力の変化に

より系の圧力バランスが整定するまで S/Cが変動する。

蒸気流量を急減すると，負圧になっている脱硫器からガス

を吸引できなくなり脱硫器にガスが逆流する。蒸気流量を１０

（4）

（3）

（2）

（1）
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急増させると，脱硫器の圧力が下がるまでエゼクタがガス

を吸引しすぎ，S/Cが小さくなりすぎる。

図 ～ は，流量の設定値にランプ関数を入れない場合

のシミュレーション結果である。

図 に示すエゼクタ入口での都市ガス流量および図 に

示す S/Cは実測できない値であるが，シミュレーション

では計算により知ることができる。エゼクタで吸引される

都市ガス流量は，図 によると約１秒後に負になっており，

脱硫器側に逆流する可能性を示している。S/Cは図 では

大きく振れており改質器への影響が懸念されるが，図 に

示す燃料電池セル入口での水素流量はなだらかに下がり，

発電電流に対し水素が不足することはないことを示してい

る。

図 と図 はランプ関数を入れたシミュレーション結果

であるが，図 ，図 に比べ改善されていることが分かる。

あとがき

以上，燃料電池発電装置のモデル化について紹介した。

シミュレーションによって装置の挙動を明確にし，機器を

簡素化することによって，信頼性が高く安価な発電装置の

開発を進めていく所存である。

１４１３

１６１５

１２

１４
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１４１２
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玉田　秀一

工場の生産・情報システムの開発

・導入に従事。トヨタ自動車（株）

ITエンジニアリング部担当員。

伊藤　浩二

情報システムの開発・導入に従事。

現在，富士電機メニック（株）情報

システム営業部。

丸山　　忠

FA分野におけるコンピュータ応

用システムの開発に従事。現在，

富士ファコムシステム（株）中部シ

ステム部。
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まえがき

コンピュータのダウンサイジング，オープン化とネット

ワーク技術の進展により，従来より安価にシステム構築が

できるようになってきた。価値観の多様化と「シームレス」

や「グローバル化」に代表される生産パラダイムの急激な

変化に追従するべく，どの企業も情報処理システムを活用

し，自社内の企業活動を大きく変革させようとしている。

特に生産現場では，製品寿命の短命化や変種変量生産が当

たり前になりつつある時代にかなう「もの」づくりの高度

化が求められている。このような状況のなかでの生産支援

システムの構築について紹介する。

対象システムは，自動車のユニット（エンジン，トラ

ンスミッションなどの部品）を製造する工場の生産管理

を中心とした生産支援システムである。

システム化のコンセプト

複数工場への導入が容易にできることを目的に，ソフト

ウェアのパッケージ化をキーワードとして以下のコンセプ

トで生産支援システムを開発した。

™管理情報の標準化

™データベースの共有化による業務の効率化

™低コスト化とエンドユーザコンピューティングの活用

今回開発した生産支援システムは，図１のように「生産

管理システム」「品質管理システム」「製造管理システム」

の三つからなる。上記コンセプトをもとに管理システムご

とに次のようなアプローチを採用した。

生産管理システムへのアプローチ

生産する製品・部品の管理情報の標準化

工場特性による製品・部品の生産管理レベルの違いを

生産計画量の精度から，二つに場合分けすることで管理

情報の標準化を図る。精度の高さが要求される近未来は

「受注決定オーダ」で生産情報を管理し，そこまで要求

されない将来は「見込みオーダ」で管理する。

品質管理システム，製造管理システムへのアプローチ

データベース共有化による業務の効率化

各工場の現場で利用される生産管理のデータは，

™部品の親子構成

™工程情報

（a）

（2）

（a）

（1）
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図１　開発した生産支援システムのイメージ
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があり，これらは，新製品の生産が開始されるときや部

分的な変更が発生するときに必ず，異なる部門で重複し

たデータ修正業務が必要となる。生産管理部門のデータ

ベースを品質管理部門，製造部門で共有して部門を越え

た業務の効率を向上させる。

イメージデータとテキストデータの連携

製品の品質検査においては，製品の図面と規格の注釈

が必要である。図面のイメージデータと注釈のテキスト

データを連携して管理し，１枚のシートに出力できるよ

うにする。

各システム共通のアプローチ

パーソナルコンピュータ（パソコン）による低コス

ト化

従来，UNIX
〈注 1〉

系のワークステーションで構築していた

システムをWindows
〈注 2〉

系パソコンにし，低コスト化を実

現する。

エンドユーザコンピューティング

パソコンの社会への浸透とともに，工場の現場でもシ

ステムが出力する情報を市販ソフトウェアで加工し，現

場ニーズにあった帳票を出力できることが求められてい

る。これを実現する。

技術的な課題

システム開発のコンセプトを実現するためには，次の技

術的な解決が必要となる。コンセプトのうち，特に見込み

オーダから受注決定オーダに替わる際には，受注決定オー

ダに対し生産される製品一つ一つを対応づける必要がある。

そのため，生産数を製品種類ごとの「数」管理から製品 1

個ごとの「もの」管理に再展開する技術的難度が高い。

「もの」管理できる情報構造

生産される製品・部品を管理するためには，「もの」と

して生産される各個をどのようにとらえるかが問題である。

すなわち，「もの」として生産・調達される過程でどの製

品がどのように状態遷移していくかをオーダとひもづけな

がら管理する情報構造が必要である。

性能・容量

「もの」として１個ごとに管理するには膨大な情報量と

なり，次の大きな性能・容量に関する課題が予想された。

データベース容量要求仕様：目標１Gバイトに対し

100 倍以上

低コスト化を実現するために企画段階でコンピュータ

は，パソコンとし，利用する OS（Operating System）

はWindows NT
〈注3〉

3.50 と決めた。ここで当時のOSとデー

タベースでは，管理可能なサイズは１Gバイトであった。

また，当時のパソコンで管理できるデータベースサイズ

は 2Gバイト/ドライブであり，ドライブの最大も24で

あったので，最大 48G バイトが物理的限界であった。

立案時間要求仕様：目標 5時間に対し 960 倍以上

１ラインあたりの３か月間の立案時間は，次の近似式

で求められる。

（１部品あたりの検索時間）×（１ラインの月あたりの

生産台数）×（管理期間）×（ライン数）×（立案処理

係数）

この式から当初導入予定の工場の場合は，4,800 時間

以上かかると予想された。

画面検索時間要求仕様：目標５秒に対し 720 倍以上

例えば，当初のデータベースの性能から計算される画

面の検索レスポンスは，

（１部品あたりの検索時間）×（検索対象部品）

から算出して１時間以上となる。

データベースの共有化

各部門で利用するデータベースを集中形とするか分散形

とするかでシステムダウンなどの異常発生時の復旧や縮退

運転方法が異なる。リスク分散から考えた場合は分散形が

よいが，当時のデータベース管理ツールは分散時の排他管

理機能が弱かったために安易に分散形にできなかった。

生産性

エンドユーザコンピューティングを実現するためには，

エンドユーザに広く普及している OS，マシンの選択が必

須（ひっす）である。今回，開発したシステムはマシン機

種を富士通（株）の FMVシリーズとし，OSは Windows

NT3.50 とした。このため，開発当初に次の課題が出てき

た。

画面開発用パッケージがない

当時，性能要求を満たし，Windows NT3.50 上で動

作する画面開発用のパッケージがなかった。そのため，

Visual C++
〈注4〉

で画面開発することに決定した。

Visual C++ で画面開発できる人材不足

当時はVisual C++ での開発ができる人材も限られて

おり，100 以上の画面開発をどうするかが課題となった。

検査帳票の検索キー決定と標準化

検査現場で検査対象となる製品がどの検査帳票と対応し

ているか決定するキー項目は，A工場では（部品名）×

（イメージ図）であったり，B工場では（部品番号）×

（イメージ図）のように異なる。そのため，イメージも

キー項目対象とし，工場ごとの異なるキー項目を整備し，

標準化することが必要であった。

解決への施策

４.１ 「もの」管理できる情報の基本構造

オーダには受注見込みのもの（見込みオーダ）と受注決

定されたもの（受注決定オーダ）の２種類がある。計画立

案日が進めばオーダの幾つかは，見込みオーダから受注決

定オーダに切り換わる。例えば，n月 m日では見込みで，

〈注１〉UNIX：X/Open Company Ltd.がライセンスしている米国

ならびに他の国における登録商標

〈注２〉Windows ：米国Microsoft Corp.の登録商標

〈注３〉Windows NT：米国Microsoft Corp.の登録商標

〈注４〉Visual C++ ：米国Microsoft Corp.の登録商標

（5）

（b）

（a）

（4）

（3）

（c）

（b）

（a）

（2）

（1）

（b）

（a）

（3）

（b）
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n月（m＋１）日では受注決定に切り換える必要がある。

従来では，オーダは常に「数」であるため，見込みオー

ダや受注決定オーダの製品に対する対応関係が１対１にな

りえないため，オーダの差異が必ず発生する。そして，そ

の差異を経験的に処理していた。これにより計画精度が低

下した。

そこで以下のような状態遷移を考える。

状態遷移の考え方

図２のように製品の状態をイニシャル，立案中，決定済

み，無効の 4パターンに分け，生産計画立案時に随時，状

態遷移させる。

イニシャル：初期生成された状態（数のオーダから

１個１個の「もの」のオーダに変換された状態）

立案中：計画立案された結果，「もの」のオーダが

仕掛製品となった状態

決定済み：仕掛製品が実際に仕掛けられて「仕掛実

績」をもった状態

無効：見込みオーダの仕掛製品が受注決定オーダに

ならなかった状態

本状態遷移の利点

今回の方法では必ず，「もの」の状態遷移で見込みオー

ダから受注決定オーダへの変更時点で状態遷移管理してい

るため，見込みで仕掛けられている製品がある時点で受注

決定に変わる挙動管理ができる。そのため，見込みオーダ

のまま仕掛けられている製品が幾つあるか，もしくは見込

みオーダでは幾つ製品が不足していたかが分かる。

４.２ 性能・容量削減

性能・容量対策には，

容量を削減することにより性能向上を図る。

検索条件をナビゲートすることでレスポンス向上を図

る。

の対策が考えられる。以下，本システムでの対策例を挙げ

る。

４.２.１ 容量削減

精度が要求されない遠い将来の「もの」管理を「数」

に変換・管理

将来方向において，計画立案が生産管理上高い精度を求

められない未来期間は「数」の概念で管理することにより

容量削減を図った。

状態遷移のモデル構造管理領域の削減

オーダの状態を遷移させることによりオブジェクトの生

成，削除時間を減らす。

オーダ数の変更が必要であることが判明した場合，次の

対処方法がある。

オーダ数をすべて削除し，生成しなおして最初から

すべて再立案する。

前回の立案結果の状態に変更分だけのオーダの増減

を行い，差異分だけを考慮した立案を行う。

このとき，増減分だけオーダ数の増減値が当初のオーダ

数の１/1,000 であったら， の計算量は の１/1,000 以下

で済む。

また，「もの」単位で毎回オブジェクトの生成・削除を

する の方法では，削除・生成に伴う削除時間と生成時間

が立案時間に影響する。増減値が大きい場合は，計算量も

増え立案時間がかかる。

この計算量を短縮する方法として n日目のオーダ数変更

で減少されたオブジェクトを無効状態とし，m日目で増加

されたオーダのオブジェクト分に状態を遷移することで削

除と生成の時間を短縮できる。

４.２.２ 性能改善

アクセスパターンの最適化（モデル構造の改良１）

オブジェクト指向データベース（ODB）の採用により

処理高速化を狙ったが，業務の特性により複雑なモデル構

（1）

（a）

（a）（b）

（b）

（a）

（2）

（1）

（2）

（1）

（2）

（d）

（c）

（b）

（a）

（1）
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生成 

計画追加（生産品の追加） 

消滅 

オーダ受注（見込みが受注決定になり，入れ替え） 

オーダ受注（見込みが受注決定になり，入れ替え） 

オーダ受注（見込みが受注決定になりえず，入れ替え） 

計画削除 
（オーダの削除） 

オーダ受注 
（見込みが受注決定に 
なりえず無効化） 

オーダ受注 
（見込みが受注決定 
　になりえず無効化） 

イニシャル 
状態 

無効 
状態 

決定済み 
状態 

立案中 
状態 

オーダ受注 
計画追加（生産品の増加） 

計画削除（オーダの削除） 
計画退避（保存期間超過） 

計画退避（保存期間超過） 

生産計画立案 

計画立案開始日の 
変更 

 

イニシャル状態 
　初期生成されたときの状態 
　計画は未立案 
 
立案中状態 
　計画時刻はあるが，現在仕掛かること 
　が決定していない状態 
 
決定済み状態 
　計画時刻があり，現在仕掛かることが 
　決定している状態 
 
無効状態 
　見込みオーダであったが，受注決定に 
　なりえず，生産対象外となった状態 
　受注決定オーダの追加により，状態推 
　移する可能性あり 
 
 

部品オブジェクトの状態 

図２　部品オブジェクトの状態遷移



生産支援システムの開発

造となり，幾つかの画面に対してレスポンスが悪い検索パ

ターンがあった（図３参照）。

対策として，「情報の集合（クラス）すべてをランダム

アクセスすることから発生する性能劣化に対し，ナビゲー

トアクセスすればレスポンスが向上する」手法を採用した。

ナビゲートアクセスは，モデル設計にてすべて網羅し対応

すべきだが，反面すべて対応すると，モデルの柔軟性や将

来性を損なう恐れが出てくる。今回は，利用頻度の高いも

のを優先して対応した。

具体的には図４のように製品番号クラスをナビゲートと

して追加する。これにより，任意オブジェクト（この場合，

工程オブジェクト）配下のインスタンス（出荷部品オブ

ジェクト）だけを業務に合わせて検索できるため高速に検

索できる。

アクセスデータ転送容量の削減

今回採用した ODBによるデータ管理方式は，アクセス

した情報（オブジェクト）すべてをクライアント側へ転送

をかける（RDBは問合せに対する必要最小限の部分だけ

を転送する）。そのため，表示に必要な情報以外のデータ

も転送される。

そこで業務内容に応じたオブジェクト構造に変更した。

すなわち，転送するオブジェクトのサイズを小さくなるよ

うにしたり，オブジェクトの管理単位を業務内容に即した

管理期間に分割するなどしてデータ容量を減らした。

また，業務内容とデータベース上のデータ管理体系とを

分析し，冗長的なオブジェクトを生成しないようにもした。

ネットワークの転送効率の向上

当初開発したシステムではサーバ機とクライアント機で

画面のレスポンスに大きな差があった。また，ネットワー

クの性能限界もあり，実験環境での性能比較では 20 ～

30 ％のレスポンス低下が見られた。そこでクライアント

（3）

（2）
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ルート （アクセスの始まり） 製品番号管理クラス 
を追加し，工程から 
の検索を不要とする。 

工　程 

出 荷 部 品  
123456789

製品番号管理 
123456789

① 

② 
③ ①　該当する製品番号を獲得（1点） 

②　該当する出荷部品を獲得（2点） 
③　②で獲得した出荷部品から対象の工程 
　　と次の工程を獲得（3点） 

図４　モデル構造の改良方法と製品番号管理クラスの追加

サーバ［生産管理システム］ 

事務所 
工場 

生産管理部門 

生産管理 
データベース 

帳票出力 

データベース管理 

計画立案 

生産管理機能 

サーバ［製造管理システム］ 

業務コマンド 

業務コマンド 

サーバ［品質管理システム］ 

ネットワークにより透過的に連携 

品質管理部門 

品質管理 
データベース 

帳票出力 

データベース管理 

品質文書作成 

品質管理機能 
業務コマンド 

製造部門 

製造管理 
データベース 

帳票出力 

データベース管理 

製造管理文書作成 

製造管理機能 

全業務用コマンド 

共有端末 

レーザプリンタ 

図５　データベースの配置とシステム構築イメージ

検索情報：1工程=＊，製品番号＝123456789， 
　　　　　2工程=＊（＊：ワイルドカード） 

指定した製品番号を持つ部品がどの工程からどこの工程に出荷して 
いるか 

ルート （アクセスの始まり） 

工　程 

出 荷 部 品  
123456789

① 

② ③ 

①　全工程を獲得（100点） 
②　全工程を対象に該当する出荷部品を 
 獲得（3点） 
③　②で獲得した出荷部品から対象の工程 
　　と次の工程を獲得（3点） 

図３　画面検索が遅いパターン例



生産支援システムの開発

機でのレスポンス向上は，ネットワーク上の転送効率を上

げることに着目し，スイッチングハブを使用した専用 100

Base-T 回線への切換を実施した。これにより 5倍以上の

レスポンス改善となった。

４.３ データベース共有化対策

図５のように部門ごとのサーバ別にデータベースを配置

し，各部門が必要に応じて自部門のデータを照合し，自部

門のデータに反映する構造を採った。これにより他部門で

のサーバダウン時にも日々の業務が行え，また，データ照

合によりどのような変更があったか確認のうえ，自部門

データベースに反映できる。

４.４ 生産性向上対策

ドキュメントビュー構造を規定したVisual C++ でのラ

イブラリ化を実現した。これにより，図６のような画面で

あれば仕様決定していれば今回システムで開発したライブ

ラリ利用で１日程度でできる。

４.５ 検査帳票の検索キー決定と標準化

OMT（Object Method Technique）手法にのっとり，言

葉の定義などを明確にし，キー情報の統一を図った。また，

エンドユーザコンピューティングが可能となるように

Excel
〈注5〉

形式のファイルフォーマットを採用した。これによ

りベースとなるキー情報を特定でき，かつ工場ごと固有の

フォーマット提供だけで帳票提供できるようになった。

対策結果

以下の目標を達成することができた（図７参照）。

データベース規模（目標）

1Gバイト以内（3か月間での製品生産管理）

性　能

〈注 5〉Excel ：米国Microsoft Corp.の商品名称

立案時間（目標）

5時間以内（20 工程立案）

画面検索時間（目標）

サーバ系　　　： 5秒以内

クライアント系： 5秒以内

あとがき

今回，自動車産業向けに開発した生産支援システムにつ

いて紹介した。なお，本開発システムは 6工場に納入し本

稼動に入っている。

今後は，さらに物流情報を付加させることでシームレス

な生産管理ができるようなシステム構築を図っていく。ま

た，このような生産情報システムにより海外拠点も含めた

グローバルな生産活動の支援を行っていく所存である。

参考文献

内藤正ほか：部品工場における製造の生産準備支援システ

ムの開発，自動車技術，Vol. 51，No.2，p.75-80（1997）

内藤正ほか：自動車生産における部品（エンジン）工場生

産管理システム，オペレーションズ・リサーチ，Vol. 42，

No.2，p.82-86（1997）

ObjectStore C++ データベース管理リリース 4.0.2，OB -

JECT DESIGN JAPAN（1996）
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図６　画面例

1
データベース容量の削減 

1/280

目標 1GB

対策前 対策結果 

1
立案時間の削減 

1/2,400

目標 5時間 

対策前 対策結果 

1
画面応答時間の削減 

1/720

目標 5秒 

対策前 対策結果 

図７　性能・容量対策結果
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2679203
望月　昌人
松枝　弘宣電圧形インバータの停止保護回路

2679253
田村　幸久
喜納　秀樹電子写真用感光体

2679265 土屋　和広半導体装置

2679285 山先　孝雄オフデレータイマ

2679298 後藤平四郎りん酸形燃料電池のりん酸残量監視
装置

2679303 吉富喜一郎バーコード式自動販売機システム

2679307
橋井　　眞
神谷　　茂PWMパルス発生方法

2679320
北村　祥司
進藤　洋一ショットキバリアダイオード

2679322 河島　朋之2重絶縁薄膜エレクトロルミネセン
ス装置の製造方法

2679330

時光冨士雄
永友　寿美
石元　　昭
山田　　充
榊　　喜善
田川　義夫

超伝導コイルの製造方法

2679332
川崎　哲治
中山　和哉
吉富喜一郎

ICカード読取り・書込み装置

2679355
下田　和昭
沢里　正博サイリスタ変換器の点弧角制御装置

2679361 三木　勝博電子写真用感光体の感光層表面粗面
化法

2679364
石田　孝史
今永　浩和カップ式自動販売機の制御装置

2679074
笠谷　充男
武田　久雄
藤島　直人

電界効果トランジスタ

2679196
中村　洋一
綿貫勇次郎
古庄　　昇

中空基体の塗布装置

2679250

岩本　昌三
鶴田　和博
木村　幸雄
松島　幸三

自動販売機

2679382
早野　八一
木下　栄文ベルト式硬貨払出装置

2682187 松田　幸一磁気カップリング

2682188 高木　克彦電子写真用感光体の製造方法

2682190 長尾　泰明乾式成膜装置

2682201 橋本　　浩回転電機の冷却装置

2682224 大嶋　正和水冷式冷却装置の貯水タンク

2682873 細川　勝美表形式文書の認識装置

2683116 小倉　一郎罫線の除去方法

2683371 岡崎　金造直流アーク炉の電流制御方法

2683372 岡崎　金造直流アーク炉の電圧制御方法

2683374 加藤　　清直流アーク炉のアーク切れ防止方法

2683375 岡崎　金造直流アーク炉の電力制御方法

2684794
神崎　　昇
木村　裕恒電子定期券

2684795 吉富喜一郎前払いカード精算装置

2684798 粟谷　宏治誘導加熱用インバータの制御方法

2684819 福沢　　博横軸水車発電機の軸受冷却装置

2685070
篠原　泰三
中久保順一飲料水殺菌装置

2685574 岩上　守彦変圧器励磁突流抑制装置

2685636 手嶋　敬三アナログ入力信号線の断線検出装置

2686689 松本　　巖
中村　清和インバータ

2687629

小林　裕信
篠崎　松蔵
武智　俊明
小幡　　保

瀘紙ホルダー

2687638 関　　康和半導体装置

2679383
橘　　幸正
前田政一郎
米川　幸介

温水供給装置

2679397

岩本　昌三
木村　幸雄
永田　和重
松島　幸三
垣内　弘行

自動販売機の商品取出装置

2681914 伊原木永二郎
昆野　康二

ディジタル形保護リレーにおける異
常表示方法

2679394 長畦　文男ショットキー接合ダイオード及びそ
の製造方法

2682105
浦部　和幸
国井　重樹電子写真用感光体の再生方法

2682180

土川　　幸
岩井　弘美
磯崎　　優
甲斐　慎一

パッファ形ガス遮断器

2679388 洞澤　孝康
多田　　元半導体装置の製造方法
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2687658 伊原木永二郎
戸井　雅則

距離継電装置

2687697
西澤　伸也
西村　　豊
日向　正光

電磁接触器

2687707 広橋　　修受光半導体装置およびその組立方法

2687729 小石　尚之商品の張力制御方法及び張力制御装
置

2689563 遠山　　茂バタフライ型蒸気止め弁

2689575 山添　　勝三相電圧形インバータの PWM制
御方式

2689606 上野　勝典絶縁ゲート電界効果型トランジスタ
の製造方法

2689638 高林　泰弘改質触媒温度制御方法および装置

2689649 竹内　祥高放射線測定方法

2689650 久本　正昭高周波誘導加熱装置

2689673 桑原　忠博半導体ユニット

2689686 青木　　信リン酸型燃料電池用電極触媒層およ
びその製造方法

2689699 福富　和人配電盤収納機器の引出レール

2689703
西浦　真治
藤平　龍彦MOS型半導体装置

2689705 田中　敏美カード端末機の防水装置

2689725 國分多喜雄真空バルブ

2689727 橘内　正光真空バルブ

2690362
新井　聡一
渡辺　哲仁

双方向絶縁形ディジタル信号伝達回
路

2690385
鈴木　浩之
高嶋　伸次円弧の拡大表示方法

2690957 岡崎　金造直流アーク炉における可動電極の位
置制御方法

2692056
西島　捷二
上野　幸男
村上　　広

蒸気タービン設備

2692292 長安　芳彦集積回路装置用縦形バイポーラトラ
ンジスタ

2692300
長尾　義伸
松枝　弘宣インバータの回生電力放電回路

2692323
相楽　　広
吉田　　誠半導体ウエハ保持装置

2692326 藤澤　広幸触媒CVD装置

2692346 小野　春雄燃料改質器失火時の着火・停止装置

2692350 西村　武義MOS型半導体素子

2692352 伊藤　康作自動販売機のコンベア式商品収納装
置

2692366 高橋　良和ゲートターンオフサイリスタおよび
その製造方法

2692367 川崎　道夫取鍋の溶湯加熱装置

2692371
綱木　一良
大森　　明自動販売機の商品リフタ制御装置

2693439
柳瀬　孝雄
原　　　信
石井　新一

誘導電動機の制御装置

2693537
中川　和三
金田元四郎

正弦波交流量の位相角検出方式及び
位相角制御方式

2693696 松本　　巖長尺物の誘導加熱装置

2697152 小薗　秀明三点断路器の電動操作機

2697178 小西　義弘オゾン発生管用電源装置

2697189
林　　英雄
市野川充洋回路遮断器の操作ハンドル

2697201 鈴木　達也インバータにおける三相正弦波
PWMの簡略演算方法

2697227
山口希世登
山崎　　恒
松井　良文

磁気記録媒体およびその製造方法

2697247 大沢　雪雄真空開閉器の投入電磁石

2697250 榊原　康史熱CVD装置

2697253 東　　　泉冷媒の脱気プロセス

2697257 矢沢　　武限流ヒューズ

2697268
津田喜一郎
仲村　秀世ロボットハンド

2697271 田中　順造無接点スイッチ

2697274 石岡　久道マイクロ波プラズマ処理装置および
その操作方法
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2699612 濱本　賢一カップ式自動販売機の容器供給装置

2705278

國司　　徹
井口　　靖
黒川　恵市
佐藤　勝博
菅田　好信
古庄　　昇
柳内　一樹

電子写真用感光体

2700025 上野　勝典バイポーラたて形MOSFET

2700026 上野　勝典絶縁ゲートバイポーラ導通形トラン
ジスタ

2701358
三浦　正夫
小塙明比古
神達　健之

回路遮断器

2705286
植村　　浩
伊藤　弘幸ダイスの誘導加熱装置の測温装置

2705301 横須賀章泰定電流回路

2701437
国原　健二
進藤　洋一

アルカリ土類金属弗化物の気相成長
方法

2701444
一石　健三
高橋　武男エッチング液再生装置

2705274
菅田　好信
黒田　昌美
古庄　　昇

電子写真用感光体

2705266

岩井　弘美
臼井　　昇
八木裕治郎
柴田　和郎
鈴木　伸夫

真空バルブ形開閉装置の真空度低下
検出装置

2705265 小池　輝男カップ式飲料自動販売機の粉体セン
サ取付構造

2705242 後藤平四郎燃料電池の反応ガス補給装置

2705241 鴨下　友義りん酸形燃料電池の運転停止方法

2705222 清水　明夫ECRプラズマ CVD装置

2705220 小林　敏夫回路遮断器の投入制御装置

2705081 加藤　行夫電圧形インバータ装置の直流中間電
圧検出方法

2701480 高木　利夫カップ式飲料自動販売機

2705762

西尾　三男
岸　　信明
今井　哲也
土屋　　勝

表示器

2701490 早野　八一硬貨処理機の硬貨検銭装置

2701491 畑中　香志硬貨処理機の硬貨通路装置

2705972
宮崎　幸宏
本郷　保夫文書読取装置

2701496 岩室　憲幸pチャネル型絶縁ゲートバイポーラ
トランジスタ

2705981
小倉　一郎
本郷　保夫
吉田　收志

文字読取装置

2701504 伊藤　義矩硬貨リフト機構付き硬貨選別装置

2701505

大薮　　博
山縣　　遵
伊藤　義矩
吉崎　　務

硬貨選別装置の硬貨リフト機構

2701521 田草川大久葉たばこの計測検査装置

2701522 原嶋　孝一燃料電池発電装置

2701562 岡本　元秀自動販売機の冷却・加熱制御装置

2702102 大橋　光則自動販売機の外扉

2702364 松田　　洋靴下編機における編成制御装置

2703831 金子　浩一燃料改質器

2697299 矢野　幸雄差動増幅用MOS半導体回路

2698170
谷村　一彦
岩崎　　一
高嶋　伸次

閉領域塗りつぶし表示方法

2698350
木内　哲夫
吉田　收志画像正規化方法

2698358
伊藤欣二郎
芳賀　弘二超低周波高電圧電源装置

2698401
浜　　敏夫
佐藤　広喜
市川　幸美

薄膜光電変換素子

2699590 篠原　潤一無停電電源装置
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〔実用新案〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 考案者 登録番号 名　　　　称 考案者

2546302 亀谷　伸彦前面扉付きショーケースの庫内照明
装置 2556602 川崎紀久雄透明タッチキースイッチ付操作ディ

スプレイ

2548121
月花　正志
柴田　勝美ねじ端子ソケット 2558895 磯野　正和配電盤の扉の開閉機構

2548896 相田　忠勝同期位置決め装置 2559682
吉田　正仁
植木　浩一多出力スイッチングレギュレータ

2551011
中村　雄有
井上　富男家畜用歩行通過型体重測定装置

2559969
瀧浦　広之
海老澤恒雄
朝日　信夫

回路しゃ断器の引外し装置
2554422 田中　順造多相無接点接触器

2555679 西口　智春つぼ形蒸気タービンのグランドシー
ル部の仕切り構造 2559975

三村　英明
浅沼　圭司

クロスフロー水車の単独運転制御装
置

2557111 萩野　憲三自動販売機の商品収納棚における商
品残量表示装置 2561179 辻　　伸彦バーコードリーダ

技術論文社外公表一覧

ベーパミスト冷却小型・軽量変圧器の開発 富士電機総合研究所 仲神　芳武 電気設備学会誌，17，12（1997） 電気設備学会

11.1.3 燃料電池 富士電機総合研究所 小関　和雄 表面技術便覧（1998） 表面技術協会

双方向スイッチ回路を用いた直接リンク形
変換回路の基本動作

富士電機総合研究所
〃
〃

三野　和明
大熊　康浩
黒木　一男

電気学会産業応用部門誌，118–
D，2（1998） 電気学会

EDI/CALS の現状と動向　情報共同化へ
の取り組み

生産・システム企画
室

公共システム事業部

古村　紀夫
佐藤　　守
小久保直人

電機，No.2（1998） 日本電機工業会

フレキシブル太陽電池モジュールの建材へ
の応用

〃
富士電機総合研究所 市川　幸美 太陽エネルギー，24，1（1998） 日本太陽エネル

ギー学会

マイクロアクチュエータの技術動向調査 富士電機総合研究所 中澤　治雄 平成 9年度マイクロマシン総合研究会（1997–12）

太陽光発電の現状と今後の動向 技 術 開 発 室 菅原　　功 ソーラーシステムセミナー（1998–2）

Development of a 2–Dimensional Micro
Conveyer 富士電機総合研究所 中澤　治雄 第 3回国際マイクロシンポジウム（1997–10）

対角方向に一軸磁気異方性を付与した正方
形スパイラルコイル型磁性薄膜リアクトル

富士電機総合研究所
〃
〃

中澤　治雄
江戸　雅晴
松崎　一夫

電気学会マグネティクス研究会（1998–2）

Dependence of Characteristics of 6H–SiC
Schottky Diodes on Gaseous HCl Etching
Conditions

富士電機総合研究所 浅井　隆一 International Workshop on Hard Electronics
（1998–2）

Processes and Devices for Silicon Carbide 富士電機総合研究所 上野　勝典

A Stator-Flux-Based Vector Control Meth-
od for Prarallel-Conected Multiple Induc-
tion Motors Fed by A Single Inverter

富士電機総合研究所
〃
〃
〃

松本　　康
大澤　千春
水上　哲也
尾崎　　覚

Applied Power Electronics Conference ’98
（APEC）（1998–2）

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関



業務用民生機器ほか

電　機
電動機，可変速装置，誘導加熱装置，誘導炉，産業用電源装置，クリーンルームシステム，非常用電源装置，コンピュー

タ用電源装置，舶用電気品，車両用電気品，変圧器，遮断器，ガス絶縁開閉装置，電力変換装置，原子力機器，火力機器，

水力機器，発電機，新エネルギー発電システム，発電設備用保護・監視・制御装置，発電設備用コンピュータ制御装置，

誘導電動機，ギヤードモータ，ブレーキモータ，ファン，ポンプ，ブロワ，電磁開閉器，操作・表示機器，制御リレー，

タイマ，ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，限流ヒューズ，高圧受配電機器，汎用モールド変圧器，電力制御機

器，プログラマブルコントローラ，プログラマブル操作表示器，多重伝送システム，汎用インバータ，サーボシステム，

加熱用インバータ，可変速電動機

制御・情報・電子デバイス

コンピュータ制御装置，運転訓練・系統解析シミュレータ，電力量計，放射線モニタリングシステム，保護・監視・制御

装置，マイクロコントローラ，水処理装置，遠隔制御装置，オゾン処理システム，電気集じん機，FAシステム，電話自動

選択着信装置，レーザ応用装置，ビデオセンサ応用装置，工業計測制御機器，分析機器，放射線計測機器，OCR，磁気記

録媒体，複写機・プリンタ用感光体，パワートランジスタ，サイリスタ，シリコン整流素子，集積回路，パワーハイブ

リッド IC，サージアブソーバ，半導体センサ，スイッチング電源

自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，自動給茶機，冷凍冷蔵ショー

ケース，ホテルベンダシステム，カードシステム
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AI ・アドバンスト制御技術がさまざまな分野で実用化されてき

た。特に，エキスパートシステム，ファジィ制御，モデル予測制御，

ロバスト制御などの適用が進み，産業界にも定着した。富士電機は

これらの技術の研究開発に継続的に取り組み，プロセス制御や電動

力応用分野を中心に製品化を進め，多くのシステムを納入してきた。

今後，より一層の自動化のための技術開発と，環境問題や人間中心

のシステムへの展開が期待される。

AI ・アドバンスト制御の技術動向と富士電機の取組み

黒谷　憲一 伊藤　　修

富士時報 Vol.71 No.3 p.149-152（1998）

富士電機では，アドバンスト制御技術において，研究レベルも含

めて継続的な取組みを行ってきた。アドバンストコントローラ

ACS-3000 にコンピューティングプロセッサを付加し，①モデル予

測制御，②最適レギュレータ制御の演算実行機能を構築した。また，

アドバンストオペレータステーション AOS-3000 上に，これらの

制御方式の監視・制御に必要な HCI 機能を実現した。本稿ではこ

れらの機能と特長について紹介する。

情報・制御システム「MICREX」におけるアドバンスト制
御機能

菅野　智司 西川　　彰 齋藤　芳之

富士時報 Vol.71 No.3 p.153-156（1998）

水系の安全で効率的な運用のためには，正確なダム流入量の予測

が必要である。しかし，タンクモデル，貯留関数法などの従来の予

測手法では高精度予測は非常に困難であった。

本稿では，ニューラルネットワークとファジィ推論を適用したダ

ム流入量予測システムについて述べる。本システムは，過去数時間

の雨量，上流ダム放流量，自ダム流入量推移のデータを用いて短時

間先の流入量を予測する。ニューラルネットワークとファジィ推論

の適用により従来の約 3倍の高精度予測が可能となった。

ニューラルネットワーク応用のダム流入量予測システム

松井　哲郎 飯坂　達也 植木　芳照

富士時報 Vol.71 No.3 p.157-160（1998）

雨水ポンプ場のポンプ制御用に流入量ならびに水位を予測するシ

ステムを開発した。予測は降雨量，水位などの計測値をもとに

ニューラルネットワークを用いて行う。システムは各種センサと

オンライン予測コントローラならびにオフラインで予測の学習を行

う学習用コンピュータから成る。実測データによる予測で目標とす

る予測性能が得られた。学習用のコンピュータには学習結果の確認

やシミュレーションによる予測精度の比較などが図や数値を用いて

容易に行えるようになっている。

ニューラルネットワーク応用の雨水流入量予測システム

花田　真児 土屋　和広 竹内　正則

富士時報 Vol.71 No.3 p.161-162（1998）

本システムでは，ルールやメンバシップ関数の調整を容易にする

ため，制御機器ごとの操作必要度判定処理に限定してファジィ推論

を適用している。そこでは，系統全体の電圧や負荷の状況からその

必要度を求めている。また，制御機器の操作回数の減少のため，電

力用コンデンサの操作時刻や各機器の操作間隔を考慮して，機器間

の協調を図っている。これにより，機器の操作制約や負荷変化のよ

うな系統状況に応じた柔軟な制御を実現している。

ファジィ理論応用の電圧・無効電力制御システム

竹中　道夫 亀谷　勝久 大河内 文隆

富士時報 Vol.71 No.3 p.163-166（1998）

プラント設備の保全業務は，設備機器を最良の状態に維持するた

めに，人の五感による日常点険が依然として多く残されている。そ

のため，保守業務の効率化とともに，設備の維持管理においても

「壊れる前に直す，防止する」という予防保全の重要性が認識され

てきている。本稿では，プラント設備をより効率的に維持管理し，

機器の保全に努めることを目的に，設備機器に関する異常予知の遠

隔化の課題と解決方法および実用化システムについて紹介する。

インテリジェント監視システム

宮本　章広 植草　秀明 後藤　賢治

富士時報 Vol.71 No.3 p.167-171（1998）

浄水場の凝集プロセスは，遅れ時間が大きくフィードバック制御

による自動化が困難である。今まで凝集剤注入直後の微小フロック

の平均粒径などを計測できるセンサを開発し，フロック粒径を制御

することにより処理水質を良好に保てることを実験で明らかにして

きた。そして実際のプラントにこのシステムを適用し，原水水質と

処理水量により，フロックの粒径設定値を変更する必要があること

が分かった。この方法で，原水水質が急激に変動する場合にも処理

水質を良好に保てることを実験で確認した。

凝集センサ・コントローラシステムを用いた浄水場の凝集
制御

窪田　真和 秋山　浩秀 井上　公平

富士時報 Vol.71 No.3 p.172-175（1998）

燃料電池発電装置は都市ガスから電気を作る小さな化学プラント

であり，効率的な機器構成と安定した運転を行うため，モデル化と

シミュレーションを行っている。

本稿では，発電装置のプロセス系ごとに制御方式とその特徴を述

べる。また，改質ガス系を例としてプロセス系のモデル化方法とシ

ミュレーション結果について説明する。モデル化は発電装置を構成

する機器を独立したブロックとして扱い，これをブロック線図の形

で結合してプロセス単位のモデル化を実現している。

燃料電池発電装置のモデル化と制御

小松　　正 大山　敦智 鈴木　　聡

富士時報 Vol.71 No.3 p.176-180（1998）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

Fuji Electric has made continuous efforts for research and develop-

ment of advanced control technology.  A computing processor added to

the ACS-3000 advanced controller has made it possible to execute opera-

tion for model predictive control and optimum regulator control.  Human

communication interface functions necessary to monitor and operate these

control systems has been realized on the AOS-3000 advanced operator

station.  This paper describes these functions and features.

Advanced Control Functions for Information and
Control Systems "MICREX"

Tomoji Kanno Akira Nishikawa Yoshiyuki Saitoh

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.3 p.153-156  (1998)

Artificial intelligence and advanced control technology has been put

to practical use in various fields.  Especially expert systems, fuzzy con-

trol, model predictive control, and robust control have been widely

applied and are popular in the industrial world.  Fuji Electric making con-

tinuous efforts for the research and development of these technologies has

marketed products for process control and electric power drive, including

various systems.  Future technical development for advanced automation

as well as environment and user-friendly systems is expected.

Trend of Artificial Intelligence and Advanced Control
Technology and Fuji Electric’s Resarch and Development

Kenichi Kurotani Osamu Itoh

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.3 p.149-152  (1998)

Fuji Electric has developed a prediction system for inflow and water

level to control the pump of wastewater pumping station.  The prediction

is based on rainfall and water level measurements using a neural network.

The system consists of various sensors, an on-line prediction controller,

and an off-line learning computer for learning predictions.  Predictions

checked with measured data satisfied the target predictive performance.

The learning computer can easily check learning results and compare pre-

diction accuracy by simulation using illustrations and numeral data.

Neural-Network-Applied Prediction System for
Inflow into a Wastewater Pumping Station

Shinji Hanada Kazuhiro Tsuchiya Masanori Takeuchi

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.3 p.161-162  (1998)

The accurate prediction of an inflow into a dam is necessary for reli-

able, economical operation of a water system.  Conventional prediction

systems using a tank model method or a storage function method could

hardly give accurate predictions.  This paper describes a prediction system

for inflows into a dam using neural network and fuzzy inference.  This

system predicts an inflow one hour later using rainfall during the preced-

ing several hours, discharge from the upper dam, and inflow of the dam.

The prediction error of about 15% with a conventional method has been

improved to about 5% with this system.

Neural-Network-Applied Prediction System
for Inflow into a Dam

Tetsuro Matsui Tatsuya Iizaka Yoshiteru Ueki

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.3 p.157-160  (1998)

Many daily inspections with the five senses are still left in mainte-

nance work to keep plant equipment and machinery in the best condition.

To improve equipment management as well as maintenance efficiency, the

importance of preventive maintenance or repair for protection from loss or

damage has been recognized.  This paper describes the problems of

remote prediction of abnormalities in plant equipment and machinery,

solutions to them, and an intelligent supervisory system in practical use,

aiming at more efficient maintenance and stable operation of plant equip-

ment.

Intelligent Supervisory Systems

Akihiro Miyamoto Hideaki Uekusa Kenji Goto

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.3 p.167-171  (1998)

This system applies fuzzy inference only to the necessity judgment of

each control equipment operation in order to easily tune rules and mem-

bership functions.  The necessity calculation is based on the voltage and

load conditions of the whole power systems.  To reduce the number of

operations of control devices, the coordination of equipment is made giv-

ing careful consideration to the capacitor operation schedule and intervals

between each equipment operations.  This system provides flexible con-

trol that can meet load changes and operation restrictions.

Voltage-Reactive Power Control System
Using Fuzzy Inference

Michio Takenaka Katsuhisa Kameya Fumitaka Okouchi

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.3 p.163-166  (1998)

A fuel cell power unit is a small chemical plant that generates elec-

tricity from city gas.  To attain efficient equipment configuration and sta-

ble operation, modeling and simulation are carried out.

This paper describes the control system and its features of each

process of the power unit, and also the modeling method and simulation

result of a process, taking a reformer unit as an example.  In modeling, the

devices composing a power unit are treated as independent blocks, which

are combined into a block diagram as a unit process model.

Modeling and Control Systems for 
Fuel Cell Power Units

Tadashi Komatsu Atsutoshi Oyama Satoshi Suzuki

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.3 p.176-180  (1998)

The coagulation process of water purification plants is difficult to

automate by feedback control because of the large time lag.  Fuji Electric

developed a sensor that can measure average micro-floc size just after

coagulant injection and experimentally proved that treated water quality

can be maintained good by floc size control.  Applying this system to an

actual plant, the set point for floc size had to be changed according to raw

water quality and quantity to be treated.  The new system experimentally

proved that treated water quality was good even when raw water quality

rapidly changed.

Coagulation Control for Water Purification Plants
Using a Floc Sensor and Controller

Masakazu Kubota Hirohide Akiyama Kohei Inoue

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.3 p.172-175  (1998)



近年の工場現場では，製品寿命短命化や変種変量生産に即応した

生産活動が強く求められている。本稿では，コンピュータを用いた

生産支援システムの開発事例を紹介する。対象工場は自動車のユ

ニット（エンジン，トランスミッションなどの部品）の製造工場で

ある。紹介システムのコンセプトは，複数工場の生産支援システム

の標準化，パーソナルコンピュータによる低価格化である。オブ

ジェクト指向手法によるアプローチによりシステム開発をしたが，

この際に発生した技術的課題とその対策について報告する。

生産支援システムの開発

玉田　秀一 伊藤　浩二 丸山　　忠

富士時報 Vol.71 No.3 p.181-185（1998）



Current production lines demand production systems that suit the

short span of product life and multi-kind, various-quantity production.

This paper introduces a development example of a computer-aided pro-

duction support system.  The system is intended for a production line for

the unit of automobile (engines and transmissions etc.)  The principle of

the system is to standardize production support systems for plural facto-

ries and reduce costs using personal computers.  The system was devel-

oped by an object-oriented approach, and the technical problems and solu-

tions during the development are described in this paper.

Development of a Production Support System

Hidekazu Tamada Kouji Itoh Tadashi Maruyama

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.3 p.181-185  (1998)
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広域ネットワーク
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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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