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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
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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



AI ・アドバンスト制御の技術動向と富士電機の取組み

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 
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制御 
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配水圧力制御 
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復旧 
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ダム流入量予測 
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