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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラントの多くの監視項目の状態量をより少数かつ複数の監視項目の状態量からなるデ
ータ群に分類するする過程と、
　各データ群の状態量からマハラノビス距離を演算する過程と、
　各データ群で演算されたマハラノビス距離の最大値を選択する過程と、
　選択された最大値を予め設定した閾値と比較する過程と、
　前記比較結果によりプラントの異常の有無を判定する過程と、を有するプラント運転状
態監視方法であって、
　前記データ群の分類過程では、前記状態量の測定位置に基づき前記データ群を分類し、
　前記測定位置は、ガスタービンの回転軸の周方向に沿う複数個所を含むことを特徴とす
るプラント運転状態監視方法。
【請求項２】
　前記データ群の分類過程では、前記状態量の測定位置、および、前記状態量の測定位置
と相関性の高い監視項目の組み合わせからなるデータ群に分類することを特徴とする請求
項１に記載のプラント運転状態監視方法。
【請求項３】
　さらに、前記データ群の分類過程では、前記状態量のサンプリング周期に基づき前記デ
ータ群を分類することを特徴とする請求項１または２に記載のプラント運転状態監視方法
。
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【請求項４】
　さらに、前記データ群の分類過程では、前記状態量の種類に基づき前記データ群を分類
することを特徴とする請求項１または２に記載のプラント運転状態監視方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラントが正常に運転されているか否かを判定するプラント運転状態監視方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガスタービン発電プラントや、原子力発電プラント、あるいは化学プラントといった各
種のプラントでは、プラントが正常に運転されているか否かを監視するため、温度や、圧
力といったプラントの状態量を取得し、監視する。すなわち、監視対象である複数の監視
項目の状態量を所定の時間間隔で計測し、監視項目ごとの状態量の平均と分布を計算して
正規化し、また、各監視項目の状態量の相関関係を計算して、マハラノビス距離を計算し
、該マハラノビス距離が、予め設定した閾値を越えた場合、プラントに異常の兆候がある
と判定している。
【０００３】
　特許文献１には、このようなマハラノビス距離を用いた設備監視方法が開示されている
。この設備監視方法では、システム同定のために予め定めた数式モデルに同期運動体の振
動に関する時系列データを与えることによって該数式モデルのシステムパラメータを演算
した結果と、そのシステムが正常な状態におけるシステムパラメータ群との乖離度に対し
て、原系列信号の自己相関係数行列にて重み付けをした指標（予測誤差分数）及び前記乖
離度に対して正常時におけるシステムパラメータ群の分散・共分散行列の逆行列にて重み
付けをした指標（マハラノビス距離）を組み合わせて、周期運動体の劣化状態を総合的に
判断する。そして、このような設備監視方法により、プラントの状態量を多数有する場合
でも、該プラントの監視を簡易に行うことができるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭５９－６８６４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述したマハラノビス距離を用いたプラント運転状態監視方法では、多
数の監視項目の状態量を監視しており、このため、マハラノビス距離を求めるために多く
の演算を繰り返す必要がある。その結果、演算に多くの時間がかかり、プラントが正常に
運転されているか否かを判定が遅延するという問題があった。
　具体的には、状態量をｘ,ｙとした場合、マハラノビス距離の計算は、x2＋y2　の平方
根といった単純な計算を監視項目間で行うが、例えば、監視項目が１００あれば、各状態
量に対して１００×１００＝１００００倍の回数の演算が必要であり、その演算処理に多
くの時間が必要となっていた。
【０００６】
　この発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、マハラノビス距離を求める
ための演算を高速化することができ、プラントが正常に運転されているか否かの判定を速
やかに行うことができるプラント運転状態監視方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、この発明は以下の手段を提案している。
　本発明のプラント運転状態監視方法では、プラントの多くの監視項目の状態量をより少
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数かつ複数の監視項目の状態量からなるデータ群に分類する過程と、各データ群毎に状態
量からマハラノビス距離を演算する過程と、各データ群毎に演算されたマハラノビス距離
の最大値を選択する過程と、選択された最大値を予め設定した閾値と比較する過程、前記
比較結果によりプラントの異常の有無を判定する過程と、を有することを特徴とする。
　また、本発明のプラント運転状態監視方法では、プラントの多くの監視項目の状態量を
より少数かつ複数の監視項目の状態量からなるデータ群に分類する過程と、各データ群毎
に状態量からマハラノビス距離を演算する過程と、各データ群で演算されたマハラノビス
距離のマハラノビス距離を算出する過程と、前記マハラノビス距離のマハラノビス距離を
予め設定した閾値と比較する過程と、前記比較結果によりプラントの異常の有無を判定す
る過程と、を有することを特徴とする。
【０００８】
　本発明のプラント運転状態監視方法では、プラントの多くの監視項目の状態量をより少
数かつ複数の監視項目の状態量からなるデータ群に分類する過程と、各データ群毎に状態
量からマハラノビス距離を演算する過程と、各データ群毎に演算されたマハラノビス距離
を、各データ群ごとに予め設定した閾値とそれぞれ比較する過程と、前記比較結果により
プラントの異常の有無を判定する過程と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のプラント運転状態監視方法によれば、プラントの多くの監視項目の状態量をよ
り少数かつ複数の監視項目の状態量からなるデータ群に分類し、分類した各データ群毎に
状態量からマハラノビス距離を演算するようにしたので、従来のように、マハラノビス距
離を求めるための多くの監視項目の状態量のすべての相関を求める演算が必要なく、その
結果、マハラノビス距離を求めるための演算を高速化することができ、プラントの異常判
定作業を速やかに行うことができる。
　また、プラントの多くの監視項目の状態量をより少数かつ複数の監視項目の状態量から
なるデータ群に分類することによって、各データ群毎に、単位空間の状態量、信号空間の
状態量を計測する時間間隔、単位空間を変更する時間間隔を個別に設定することができ、
また、各データ群毎に、単位空間の検索基準、信号空間の検索基準を個別に設定すること
ができるので、監視の信頼性が向上できる各種のデータ処理を簡便に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態に係るプラント運転状態監視装置の構成例を示す模式図で
ある。
【図２】図１の処理部を具体的に説明するための模式図である。
【図３】マハラノビス距離の概念を示す概念図である。
【図４】本実施形態に係るプラント運転状態監視方法の手順を示すフローチャートである
。
【図５】第２実施形態に係る処理部を具体的に説明するための模式図である。
【図６】第３実施形態に係る処理部を具体的に説明するための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態について図１～図４を参照して説明する。なお、この発明
を実施するための最良の形態（以下、実施形態という）によりこの発明が限定されるもの
ではない。また、下記実施形態における構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、
実質的に同一のもの、いわゆる均等の範囲のものが含まれる。本実施形態では、本発明を
ガスタービンの発電プラントの状態監視に適用した例を説明するが、本発明が適用できる
対象はこれに限定されるものではない。例えば、原子力発電プラントや、化学プラント等
、多数の監視項目を有するプラント全般に対して本発明は適用できる。
【００１２】
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　図１は、本実施形態に係るプラント運転状態監視装置の構成例を示す模式図である。プ
ラント運転状態監視装置１０は、ガスタービン６を用いた発電プラント（ガスタービン発
電プラント）１の運転中の状態を監視して、ガスタービン発電プラント１が正常に運転さ
れているか否かを判定する。
　なお、プラントのガスタービン６を監視するための状態量としては、例えば、ガスター
ビン６のロータとステータ間の複数箇所で測定されるキャビティ温度、ガス出口にて周方
向に沿い複数箇所で測定されるブレードパス温度、ロータの軸振動を検出するめに該ロー
タの周方向に沿い複数箇所で測定されるロータ軸の変位量、ガスタービン６に設けられる
各種弁の開度、などがある。そして、これら状態量は監視対象データとして示され、各状
態量において複数個、例えばブレードパス温度では、通常１０点～２０点程度測定される
。
　監視対象であるガスタービン発電プラント１は、ガスタービン６によって発電機５を駆
動して電力を発生する。ガスタービン６は、圧縮機２と、燃焼器３と、圧縮機２を回転さ
せるタービン４とから構成される。圧縮機２の吸気口から吸入された空気は圧縮機２で圧
縮され、高温、高圧の空気となって燃焼器３へ導かれる。燃焼器３では、高温、高圧の空
気に燃料が供給され、燃焼する。燃焼器３で燃焼した燃料は、高温、高圧の燃焼ガスとな
ってタービン４へ供給され、これを駆動する。これによってタービン４は回転する。
【００１３】
　ガスタービン６の出力軸、すなわち、タービン４及び圧縮機２の回転軸は、発電機５に
連結されている。これによって、ガスタービン６が運転されてタービン４が回転すること
によって得られる出力は発電機５に伝達される。このような構成により、ガスタービン６
は発電機５を駆動して、発電機５に電力を発生させる。
【００１４】
　プラント運転状態監視装置１０は、ガスタービン発電プラント１の状態を監視する。な
お、本実施形態において、プラント運転状態監視装置１０は、１台のガスタービン発電プ
ラント１の状態を監視するが、複数台のガスタービン発電プラント１の運転状態を監視し
てもよい。プラント運転状態監視装置１０は、例えば、コンピュータであり、入出力部（
Ｉ／Ｏ）１１と、処理部１２と、記憶部１３とを備えて構成される。プラント運転状態監
視装置１０は、いわゆるパーソナルコンピュータを利用して構成してもよいし、ＣＰＵ（
Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）とメモリとを組み合わせて構成して
もよい。
【００１５】
　処理部１２は、入出力部１１を介してガスタービン発電プラント１に取り付けられる各
種の状態量検出手段（センサ類）から、ガスタービン発電プラント１の状態量を受け取る
。各種の状態量検出手段は、起動開始から所定の時間間隔で定期的に対応する状態量を取
得し、入出力部１１を介して処理部１２に入力している。
【００１６】
　ガスタービン発電プラント１の状態量を示す監視対象データ群は、電気信号の形でプラ
ント運転状態監視装置１０の処理部１２へ送られる。処理部１２は、例えば、ＣＰＵで構
成されており、記憶部１３上に存在するプログラム（コンピュータプログラム）と呼ぶ命
令列を順に読み込み、解釈し、その結果に従ってデータを移動したり加工したりする。
【００１７】
　なお、処理部１２は、専用のハードウェアによって実現されるものであってもよい。ま
た、処理部１２の機能を実現するためのコンピュータプログラムをコンピュータが読み取
り可能な記録媒体に記録し、この記録媒体に記録されたコンピュータプログラムをコンピ
ュータシステムに読み込ませ、実行することにより本実施形態に係るプラント運転状態監
視方法の処理手順を実行してもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、
ＯＳや、周辺機器などのハードウェアを含むものとする。
【００１８】
　また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁
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気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭなどの可搬媒体、あるいはコンピュータシステムに内
蔵されるハードディスクのような記録装置のことをいう。さらに、「コンピュータが読み
取り可能な記録媒体」とは、インターネットや、電話回線等の通信回線を介してコンピュ
ータプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にコンピュータプロ
グラムを保持するもの、その場合のサーバや、クライアントとなるコンピュータシステム
内部の揮発性メモリのように、一定時間コンピュータプログラムを保持しているものを含
むものとする。また、上記コンピュータプログラムは、前述した機能の一部を実現するた
めのものであってよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されて
いるコンピュータプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
【００１９】
　なお、本実施形態に係るプラント運転状態監視方法は、予め用意されたコンピュータプ
ログラムをパーソナルコンピュータや、ワークステーションなどのコンピュータで実行す
ることによって実現できる。このコンピュータプログラムは、インターネット等の通信回
線を介して配布することができる。また、このコンピュータプログラムは、ハードディス
ク、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等のコンピュータで読
み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータによって該記録媒体から読み出されるこ
とによって実行されるようにしてもよい。
【００２０】
　処理部１２では、図２に示されるように、プラントの状態量を示す監視対象データを複
数のデータ群（ＮＯ.１、２、３・・Ｎ）に分類するデータ分割過程Ａと、該データ分割
過程Ａで分割された各データ群毎にマハラノビス距離をそれぞれ演算するマハラノビス距
離演算過程Ｂと、各データ群で演算されたマハラノビス距離の最大値を選択する最大値選
択過程Ｃと、選択されたマハラノビス距離の最大値を閾値と比較する比較過程Ｄと、前記
マハラノビス距離の最大値と閾値との比較結果により異常の有無を判定する異常判定過程
Ｅと、いった処理を各演算部にて行う。
【００２１】
　マハラノビスの距離の概念を図３に示す。図３は、一例として横軸に発電機出力を取り
と縦軸にブレードパス温度を取った２つのパラメータの相関関係を示している。すなわち
、発電機出力が上がればブレードパス温度も大きくなる。そして、各測定データは大気条
件や運転状態などの違いによりばらつきはあるものの発電機出力とブレードパス温度の間
には相関関係があり、特定の範囲に収まる。これらを基準データとして基準となる単位空
間を作成する。その他の各状態量においても、この発電機出力とブレードパス温度のよう
に相関関係を求めることができる。そして、その単位空間に対して、判断すべきデータが
正常か異常かをマハラノビスの距離によって判断するのである。
【００２２】
　上述したマハラノビスの単位空間は、本実施形態では予め定めておいた以下の項目によ
り得ることができる。
（１）ガスタービン発電プラント１の状態を評価する時点から、所定期間前までの過去に
遡った過去の期間におけるガスタービン発電プラント１の状態量を示す監視対象データに
基づいて、マハラノビスの単位空間を演算する。
（２）ガスタービン発電プラント１の状態を評価する時点の状態量を示す監視対象データ
に基づいて、今後のガスタービン発電プラント１の状態を予測し、その予測値に基づいて
マハラノビスの単位空間を演算する。
（３）ガスタービン発電プラント１の状態を評価する時点の状態量を示す監視対象データ
、及びプラント起動時に設定される制御目標設定値に基づいて、今後のガスタービン発電
プラント１の状態を予測し、その予測値に基づいてマハラノビスの単位空間を演算する。
【００２３】
　なお、マハラノビス距離を用いてガスタービン発電プラント１が正常であるか否かを判
定する場合、マハラノビス距離を使って多次元データを１次元データに焼き直す。そして
、単位空間と信号空間（単位空間と比較するデータであり、例えば、ガスタービン発電プ
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ラント１の状態を評価する時の状態量）との違いをマハラノビス距離で見る。本実施形態
では、単位空間から作られる行列を使って、信号空間のマハラノビス距離を求める。これ
によって、データの異常性を表現できるようにしてある。
【００２４】
　プラント運転状態監視装置１０の入出力部１１には、出力手段であるコントロールパネ
ル１４が接続される。コントロールパネル１４は、表示手段であるディスプレイ１４Ｄ及
びプラント運転状態監視装置１０に対する指令を入力する入力手段１４Ｃが設けられる。
プラント運転状態監視装置１０の記憶部１３は、例えば、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）のような揮発性のメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）のような不揮発性のメモリ、ハードディスク装置や、光磁気ディスク装置、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ等のような読み出しのみが可能な記憶媒体、あるいはこれらを組み合わせて構
成される。記憶部１３には、本実施形態に係るプラント運転状態監視方法を実現するため
のコンピュータプログラムや、データ等が格納されている。処理部１２は、これらのコン
ピュータプログラムや、データを用いて、本実施形態に係るプラント運転状態監視方法を
実現したり、ガスタービン発電プラント１の動作を制御したりする。なお、記憶部１３を
プラント運転状態監視装置１０の外部に設け、通信回線を介してプラント運転状態監視装
置１０が記憶部１３ヘアクセスできるように構成してもよい。
【００２５】
　ここで、一般的なマハラノビス距離Ｄを計算するための計算式について説明する。
　まず、ガスタービン発電プラント１の状態を表す複数の状態量の合計数をｕとし、各状
態量をそれぞれ変数Ｘに割り付け、変数Ｘ１～Ｘｕでｕ個の状態量を定義する（ｕは２以
上の整数）。次に、基準となるガスタービン発電プラント１の運転状態において、変数Ｘ
１～Ｘｕの状態量（監視対象データで示される）を、それぞれ合計ｖ個（２以上）収集す
る。
【００２６】
　変数Ｘ１～Ｘｕのそれぞれの平均値Ｍｉ及び標準偏差σｉ（基準データのばらつき度合
い）を、数式（１）及び数式（２）により求める。なお、ｉは項目数（状態量の数、整数
）であって、ここでは１～ｕに設定して変数Ｘ１～Ｘｕに対応する値を示す。ｊは１～ｖ
までのいずれかの値（整数）をとり、それぞれの状態量の個数がｖ個であることを意味す
る。例えば、それぞれの状態量を６０個ずつ取得する場合、ｖ＝６０となる。ここで、標
準偏差とは、状態量とその平均値との差を２乗したものの期待値の正平方根とする。
【００２７】
【数１】

　
【００２８】
【数２】

【００２９】
　次に、演算され特徴を示す状態量である前述の平均値Ｍｉ及び標準偏差σｉを用いて、
元の変数Ｘ１～Ｘｕを、下記の数式（３）によってｘ１～ｘｕに変換するという基準化を
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数に変換する。なお、下記の数式（３）において、ｊは１～ｖまでのいずれかの値（整数
）をとり、それぞれの状態量の個数がｖ個であることを意味する。
【００３０】
【数３】

【００３１】
　次に、変量を平均０、分散１に標準化したデータで分析を行うため、変数Ｘ１～Ｘｕの
相関関係、すなわち、変量の間の関連性を示す共分散行列（相関行列）Ｒ、及び共分散行
列（相関行列）の逆行列Ｒ－１を、下記の数式（４）で定義付ける。なお、下記の数式（
４）において、ｋは項目数（状態量の数）であり、ここではｕとする。また、ｉや、ｐは
、各状態量での値を示し、ここでは１～ｕの値をとる。
【００３２】
【数４】

【００３３】
　このような演算処理の後で、特徴を示す状態量であるマハラノビス距離Ｄを、下記の数
式（５）に基づいて求める。なお、数式（５）において、ｊは１～ｖまでのいずれかの値
（整数）をとり、それぞれの状態量の個数がｖ個であることを意味する。また、ｋは項目
数（状態量の数）であり、ここではｕとする。また、ａ１１～ａｋｋは、上述した数式（
４）に示す共分散行列Ｒの逆行列Ｒ－１の係数である。
【００３４】
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【数５】

【００３５】
　マハラノビス距離Ｄは基準データ、すなわち、単位空間のマハラノビス距離Ｄの平均値
は１となり、ガスタービン発電プラント１の状態量が正常な状態では、概ね３以下に収ま
る。しかし、ガスタービン発電プラント１の状態量が異常になると、マハラノビス距離Ｄ
の値は大きくなる。このように、マハラノビス距離Ｄは、ガスタービン発電プラント１の
状態量の異常の程度（単位空間からの離れ度合い）に応じて、値が大きくなるという性質
を有する。
【００３６】
　上記数式（１）～（５）は、一般的なマハラノビス距離Ｄを計算するための計算式であ
るが、本実施形態では、上述したプラントのガスタービン６を監視するための状態量（例
えば、ガスタービン６のロータとステータ間の複数箇所で測定されるキャビティ温度、ガ
ス出口にて周方向に沿い複数箇所で測定されるブレードパス温度、ロータの軸振動を検出
するめに該ロータの周方向に沿い複数箇所で測定されるロータ軸の変位量、ガスタービン
６に設けられる各種弁の開度）等の多くの監視対象の状態量を、より少数かつ複数の監視
項目の状態量からなるデータ群に分割し、分割した各データ群毎にマハラノビス距離をそ
れぞれ演算することを特徴とする。
　そして、これら複数の各データ群は、状態量の測定位置（例えば、複数のキャブティ温
度、又は複数のブレードパス温度、又は複数のロータ軸変位量、又は各種弁の開度等）に
より分類しても良いし、また、これら状態量のサンプリング周期（例えば、１分毎、又は
１０分毎、又は１時間毎のサンプリング周期等）により分類しても良いし、また、前記状
態量の種類（温度、又は圧力、又は変位量、又は指令値と測定値との偏差等の監視項目）
に基づき分類する。特に相関性の高い監視項目をグループ化することによってデータ群を
分類すると良い。
　なお、このような監視対象データを各データ群に分割するための分割パターンは記憶部
１３に予め記憶しておき、分割指令を発することで、処理部１２に対して該分割パターン
に基づく監視対象データの分割処理を実行させるようにする。
【００３７】
　次に、本実施形態に係るプラント運転状態監視方法の手順を説明する。本実施形態に係
るプラント運転状態監視方法は、図１に示すプラント運転状態監視装置１０の処理部１２
にて実現される。
【００３８】
　図４は、本実施形態に係るプラント運転状態監視方法の手順を示すフローチャートであ
る。
　ステップＳ１では、まず、現在の状態量取得期間において、ガスタービン発電プラント
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１から状態量を示す監視対象データを取得する。この状態量は、例えば、ガスタービン発
電プラント１に取り付けられる各種のセンサ類から既定の時間間隔で定期的に取得され、
プラント運転状態監視装置１０の記憶部１３へ格納される。
【００３９】
　ステップＳ２では、予め設定しておいた監視対象データの分割指令（前述）に基づき、
監視対象データを複数のデータ群に分割してグループ化する。なお、これらのデータ群は
、上述したように、温度や、圧力、振動、回転速度等の監視対象毎に分割してグループ化
しても良いし、特に相関性の高い監視項目を選択してグループ化することで形成しても良
い。
【００４０】
　ステップＳ３-１～Ｓ３-Ｎでは、分割した各データ群により上記数式に従ってマハラノ
ビス距離をそれぞれ演算した後、次のステップＳ４にて、これらステップＳ３-１～Ｓ３-
Ｎの中のマハラノビス距離の最大値を選択する。
【００４１】
　ステップＳ５では、予め設定しておいた閾値と、先のステップＳ４で求めたマハラノビ
ス距離の最大値とを比較することで、該マハラノビス距離の最大値が、当該閾値を越えた
か否かを判断する。その後、ステップＳ６にて、ステップＳ５での判断結果に基づき、マ
ハラノビス距離の最大値が、当該閾値を越えたＹＥＳの場合に「異常」と判定し（ステッ
プＳ６）、また、マハラノビス距離の最大値が、当該閾値を越えないＮＯの場合に「正常
」と判定する（ステップＳ７）。
　なお、上述したように、マハラノビス距離は、単位空間から離れれば離れるほどに、異
常の程度に応じて大きな値を示す。マハラノビス距離Ｄは、基準データ、すなわち、単位
空間の平均値は１となり、ガスタービン発電プラント１の状態量が正常な状態では、概ね
３以下に収まる。したがって、例えば、閾値は、単位空間の最大値よりも大きい値で適宜
設定することができる。また、閾値は、ガスタービン発電プラント１の固有の特性や、ガ
スタービン発電プラント１の製造ばらつき等を考慮した設定値とすることが好ましい。
【００４２】
　以上詳細に説明したように本実施形態に示されるプラント運転状態監視方法によれば、
プラントの多くの監視項目の状態量をより少数かつ複数の監視項目の状態量からなるデー
タ群に分類し、分類した各データ群の状態量毎にマハラノビス距離を演算するようにした
ので、従来のように、マハラノビス距離を求めるための多くの監視項目の状態量のすべて
の相関を演算が必要なく、その結果、マハラノビス距離を求めるための演算を高速化する
ことができ、プラントの異常判定作業を速やかに行うことができる。具体的には、状態量
をｘ，ｙとした場合、マハラノビス距離の計算は、x2＋y2　の平方根といった単純な計算
を監視項目間で行うが、例えば、監視項目が１００あれば、各状態量に対して１００×１
００＝１００００倍の回数の演算が必要であり、その演算処理に多くの時間が必要となっ
ていた。
　しかし、本実施形態では、監視項目１００の状態量を、それぞれ１０の監視項目からな
るデータ群に分けて、各データ群毎の状態量についての　１０×１０＝１００回の演算を
１０回行うのなら、合計１０００回の演算で済み、これによってマハラノビス距離を求め
るための演算を高速化することができ、プラントの異常判定作業を速やかに行うことがで
きる。
【００４３】
　また、プラントの多くの監視項目の状態量をより少数かつ複数の監視項目の状態量から
なるデータ群に分類することによって、各データ群毎に、単位空間の状態量、信号空間の
状態量を計測する時間間隔、単位空間を変更する時間間隔を個別に設定することができ、
また、各データ群毎に、単位空間の検索基準、信号空間の検索基準を個別に設定すること
ができ、監視の信頼性が向上できる各種のデータ処理を簡便に行うことができる。
【００４４】
（第２実施形態）
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　本発明の第２実施形態について図５を参照して説明する。この第２実施形態に示される
プラント運転状態監視方法が、第１実施形態と異なるのは、分割した各データ群に基づき
マハラノビス距離をそれぞれ演算した後のデータ処理方法にある。
　すなわち、図５に示されるように、第１実施形態に示されるマハラノビス距離の最大値
を選択する最大値選択過程Ｃに代えて、符号Ｂ´で示される第２のマハラノビス距離演算
過程にて、マハラノビス距離演算過程Ｂで演算された各群のマハラノビス距離のマハラノ
ビス距離を求める。
【００４５】
　具体的には、処理部２０では、図５に示されるように、プラントの多くの監視項目の状
態量をより少数かつ複数の監視項目の状態量からなるデータ群に分類して分割する過程Ａ
と、該データ分割過程Ａで分割された各データ群毎にマハラノビス距離をそれぞれ演算す
るマハラノビス距離演算過程Ｂと、マハラノビス距離演算過程Ｂの各群で演算されたマハ
ラノビス距離のマハラノビス距離を算出する第２のマハラノビス距離演算過程Ｂ´と、第
２のマハラノビス距離演算過程Ｂ´で演算されたマハラノビス距離のマハラノビス距離を
閾値と比較する比較過程Ｄと、前記マハラノビス距離の最大値と閾値との比較結果により
異常の有無を判定する異常判定過程Ｅと、いった処理を各演算部にて行う。
　そして、この処理部２０では、マハラノビス距離演算過程Ｂの各群で演算された複数の
マハラノビス距離がどのような分布を持っているのかを知るために、第２のマハラノビス
距離演算過程Ｂ´にて、マハラノビス距離のマハラノビス距離を演算する。その後、比較
過程Ｄにて、第２のマハラノビス距離演算過程Ｂ´での演算結果を、予め設定した閾値と
比較した後、異常判定過程Ｅにて、先のマハラノビス距離のマハラノビス距離が当該閾値
を越えた否かにより、プラントの異常の有無を判定する。
【００４６】
　そして、この第２実施形態に示されるプラント運転状態監視方法でも、第１実施形態と
同様に、多くの監視項目の状態量をより少数かつ複数の監視項目の状態量からなるデータ
群に分類し、分類した各データ群の状態量毎にマハラノビス距離を演算するようにしたの
で、従来のように、マハラノビス距離を求めるための多くの監視項目の状態量のすべての
相関を演算が必要なく、その結果、マハラノビス距離を求めるための演算を高速化するこ
とができ、プラントの異常判定作業を速やかに行うことができる。
　また、第２のマハラノビス距離演算過程Ｂ´にて、マハラノビス距離演算過程Ｂの各群
で演算された複数のマハラノビス距離のマハラノビス距離を演算し、既定の閾値と比較す
ることで，該マハラノビス距離演算過程Ｂの演算されたマハラノビス距離の異常値を正確
に検出することができ、プラントの異常発生を正確に判定することが可能となる。
　また、本実施形態においても、第１実施形態と同様に、プラントの多くの監視項目の状
態量をより少数かつ複数の監視項目の状態量からなるデータ群に分類することによって、
各データ群毎に、単位空間の状態量、信号空間の状態量を計測する時間間隔、単位空間を
変更する時間間隔を個別に設定することができ、また、各データ群毎に、単位空間の検索
基準、信号空間の検索基準を個別に設定することができ、監視の信頼性が向上できる各種
のデータ処理を簡便に行える効果も得られる。
【００４７】
（第３実施形態）
　本発明の第３実施形態について図６を参照して説明する。この３実施形態に示されるプ
ラント運転状態監視方法が、先の実施形態と異なるのは、分割した各データ群に基づきマ
ハラノビス距離をそれぞれ演算した後のデータ処理方法にある。
　すなわち、図６に示されるように、第１実施形態に示される最大値選択過程Ｃ及び比較
過程Ｄに代えて、符号Ｄ´で示されるマハラノビス距離個別比較過程が設けられている。
【００４８】
　具体的には、処理部２１では、図６に示されるように、プラントの多くの監視項目の状
態量をより少数かつ複数の監視項目の状態量からなるデータ群に分類して分割する過程Ａ
と、該データ分割過程Ａで分割された各データ群毎にマハラノビス距離をそれぞれ演算す
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ラノビス距離を、予め設定しておいた既定の閾値と比較するマハラノビス距離個別比較過
程Ｄ´と、前記マハラノビス距離個別比較過程Ｄ´での比較結果により異常の有無を判定
する異常判定過程Ｅと、いった処理を各演算部にて行う。
　そして、この処理部２１では、マハラノビス距離個別比較過程Ｄ´で実施した、各デー
タ群における各マハラノビス距離と予め設定しておいた既定の閾値と各比較において、少
なくとも一つのマハラノビス距離が既定の閾値を越えた場合に、次の異常判定過程Ｅにて
プラントが「異常」であると判定する。
　なお、このような異常判定過程Ｅでのプラント異常の判定は、使用者により適宜設定変
更可能であって、例えば、多数実施するマハラノビス距離と予め設定しておいた既定の閾
値と比較にて、少なくとも半数以上のマハラノビス距離が既定の閾値を越えた場合に、次
の異常判定過程Ｅにてプラントが「異常」であると判定しても良い。
【００４９】
　そして、この第３実施形態に示されるプラント運転状態監視方法でも、先の実施形態と
同様に、多くの監視項目の状態量をより少数かつ複数の監視項目の状態量からなるデータ
群に分類し、分類した各データ群の状態量毎にマハラノビス距離を演算するようにしたの
で、従来のように、マハラノビス距離を求めるための多くの監視項目の状態量のすべての
相関を演算が必要なく、その結果、マハラノビス距離を求めるための演算を高速化するこ
とができ、プラントの異常判定作業を速やかに行うことができる。
　また、マハラノビス距離個別比較過程Ｄ´にて、各データ群における各マハラノビス距
離と予め設定しておいた既定の閾値と各比較において、少なくとも一つのマハラノビス距
離が既定の閾値を越えた場合に、次の異常判定過程Ｅにてプラントが「異常」であると判
定することで、各監視対象における異常判定を速やかに行うことができ、その結果、プラ
ントの異常判定作業を速やかに行うことができる効果も得られる。
　また、本実施形態においても、先の実施形態と同様に、プラントの多くの監視項目の状
態量をより少数かつ複数の監視項目の状態量からなるデータ群に分類することによって、
各データ群毎に、単位空間の状態量、信号空間の状態量を計測する時間間隔、単位空間を
変更する時間間隔を個別に設定することができ、また、各データ群毎に、単位空間の検索
基準、信号空間の検索基準を個別に設定することができ、監視の信頼性が向上できる各種
のデータ処理を簡便に行える効果も得られる。
【００５０】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施
形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
【符号の説明】
【００５１】
　１　ガスタービン発電プラント
　６　ガスタービン
　１２　処理部
　２０　処理部
　２１　処理部
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