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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
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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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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 
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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



情報・制御システム「MICREX」におけるアドバンスト制御機能

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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