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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発電プラントに対する対象パラメータを予測するための方法であって、
　発電プラント・データ・セット（１２２）および環境データ・セット（１４８）をプロ
セッサ（１０２）に対する入力として受け取るステップであって、前記環境データ・セッ
ト（１４８）は、観測される環境データまたは予想される環境データの少なくとも一方を
含む、ステップと、
　前記プロセッサ（１０２）上で、前記発電プラント・データ・セット（１２２）および
前記環境データ・セット（１４８）を、１または複数のハイブリッド予測モデル（１５０
）を用いて処理するステップであって、前記ハイブリッド予測モデル（１５０）は、静的
な物理ベースモデル（１５２）と、前記静的な物理モデル（１５２）からの出力とプラン
ト運転データ（１２６）を入力として受け取る動的な補正器モデル（１５４）を含む、ス
テップと、
　前記プロセッサ（１０２）の出力として、前記対象パラメータの少なくとも１つの予測
（１４４）を、前記１または複数のハイブリッド予測モデル（１５０）を用いて生成する
ステップと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記発電プラント・データ・セット（１２２）および前記環境データ・セット（１４８
）を、後続の処理の前に浄化するステップを含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記少なくとも１つの予測（１４４）を少なくとも１人のユーザに伝達するステップを
含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１人のユーザは、発電プラント運転員（５３）、発電プラント管理者（
５５）、または電力取引業者（８４）のうちの１または複数を含む、請求項３に記載の方
法。
【請求項５】
　前記発電プラント・データ・セット（１２２）は、前記発電プラントに対する運転デー
タ（１２６）を含む、請求項１から４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記環境データ・セット（１４８）は、前記発電プラントに対する周囲温度、相対湿度
、または大気圧のうちの１または複数を含む、請求項１から５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記対象パラメータは、前記発電プラントまたは前記発電プラントの部品の性能、可用
性、または劣化の指標を含む、請求項１から６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記対象パラメータは、全体プラント性能の表示を含む、請求項１から７のいずれかに
記載の方法。
                                                                      
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で開示する主題は、発電プラント性能の予測モデリングに関し、より具体的に
は、発電プラント性能、可用性、および劣化を頑強に予測する方法およびシステムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　最新の発電プラントには通常、その運転の種々の側面を管理するのに役立つ高度な制御
が備わっている。しかし制御が高度になるにつれて、運転要員が制御応答を予想すること
が難しくなる場合がある。その結果、このような運転員がその発電機器の将来の容量、能
力、および／または排出量を予測することが難しくなる場合がある。
【０００３】
　モデル（たとえば物理ベースのモデル）が、新しい発電機器の性能を予測する上で有用
なツールであり得るが、このようなモデルで用いる基本的な仮定は、時間とともに現実か
ら外れる場合があり、その結果、モデルは時間とともに次第に有用ではなくなる。すなわ
ち、プラントおよび機器が古くなると、また新しい制御メカニズムが適用されると、一つ
の機器の性能が、新しかったときの機能状態から外れる場合がある。その結果、理想性能
に基づく物理ベースのモデルでは、ますます不正確になるかまたは信頼性が低下する場合
がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような経年劣化および付随して生じる予測モデルの不正確さを補償するために、発
電プラントは定期的に機器の性能を再基準線化して、付随する物理ベースのモデルを新し
い基準線に合わせて調整または較正することができる場合がある。しかしこのような調整
は、時間がかかる場合があり、また整然とした実験作業（その間、機器はオフラインであ
り得る）を必要とする場合があり、その結果、収益が失われることがある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　一実施形態においては、発電プラントに対する対象パラメータを予測するための方法が
提供される。一実施形態においては、発電プラントは１または複数のガス・タービンを備
えることができる。本方法は、発電プラント・データ・セットと環境データ・セットとを
プロセッサに対する入力として受け取る行為を含む。環境データ・セットは、観測される
環境データまたは予想される環境データの少なくとも一方を含む。観測環境データには、
測定天気データを含めることができる。予想環境データには、天気予報データを含めるこ
とができる。プロセッサ上で、発電プラント・データ・セットと環境データ・セットとが
、１または複数のハイブリッド予測モデルを用いて処理される。プロセッサの出力として
、対象パラメータの少なくとも１つの予測が、１または複数のハイブリッド予測モデルを
用いて生成される。
【０００６】
　別の実施形態においては、ハイブリッド予測モデルを開発するための方法が提供される
。本方法は、発電プラント・データ・セットと物理ベースの性能データ・セットとを受け
取る行為を含む。１または複数のルーチンとして、実行されるとデータ・セグメンテーシ
ョン、データ消去、またはメディアン・フィルタリングのうちの１または複数を行なって
、発電プラント・データ・セットまたは物理ベースの性能データ・セットの一方または両
方をきれいにするルーチンを、プロセッサ上で実行する。１または複数のルーチンとして
、実行されると少なくとも静的な部品および動的な部品を含む少なくとも１つのハイブリ
ッド予測モデルを訓練するルーチンを、プロセッサ上で実行する。
【０００７】
　別の実施形態においては、プロセッサ実行の予測モデルが提供される。プロセッサ実行
の予測モデルには、静的な物理ベース・モデルが含まれている。物理ベース・モデルは、
プロセッサ上で実行されると、基準線出力を生成するものである。プロセッサ実行の予測
モデルには、動的なデータ・ベース・モデルも含まれている。データ・ベース・モデルは
、プロセッサ上で実行されると、基準線出力を入力として受け取って、補正出力を生成す
るものである。
【０００８】
　本発明のこれらおよび他の特徴、態様、および優位性は、以下の詳細な説明を添付図面
を参照して読むことでより良好に理解される。なお図面の全体に渡って同様の文字は同様
の部品を表わす。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態により用いても良い代表的な化石燃料発電プラントのフロー図
である。
【図２】配電システム内でどのように情報が交換されるかを示すブロック図である。
【図３】本開示の一実施形態により本発明の種々の態様を実施するための典型的なプロセ
ッサ・ベースのシステムの図である。
【図４】ある開示した実施形態により発電プラント性能、可用性、または劣化に対する少
なくとも１つの予測を生成するためのシステムの図である。
【図５】少なくとも１つの予測出力を生成するために用いるハイブリッド予測モデルのブ
ロック図である。
【図６】少なくとも１つのハイブリッド予測モデルの性能ベースの再訓練および再調整の
方法に対するフロー・チャートである。
【図７】ハイブリッド予測モデルに基づいて少なくとも１つの予測出力を生成して伝達す
る方法に対するフロー・チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本開示は、予測モデリング・アプローチであって、１または複数の発電プラントに適用
して将来の発電能力および／または排出物発生をプラントのライフサイクルの全体に渡っ
て予測することを、定期的にプラントの性能を再基準線化することを必要とせずに行ない
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得る予測モデリング・アプローチに関する。特に、本アプローチによって、１または複数
の発電プラントの性能能力、可用性、および／または劣化の頑強で正確な予測を行なうこ
とが可能になる。予測変数の例としては、ピーク負荷、ベース負荷、ターン・ダウン負荷
、蒸気タービン負荷、および／または排出量値を挙げても良いが、これらに限定されない
。予測値は、電力取引、パワー管理、および／または排出制御に関する市場基盤の背景に
おいて用いても良い。加えて、本アプローチは、全体プラント管理および／または他の状
況としてプラントもしくはプラント群の評価および／もしくは管理を漸次的にではなく全
体的に行なう状況に関する背景において用いても良い。
【００１１】
　一実施形態においては、データ駆動型ニューラル・ネットワークであるハイブリッド・
モデルを用いる。このように実施する１つにおいては、モデルが正確に動作するのに機器
特有の知識は必要ではない。したがって、このように実施する場合、ハイブリッド・モデ
ルを、任意の供給源によって与えられる発電機器とともに用いても良い。本明細書で説明
するハイブリッド・モデルは、人間の介入を伴うことなく正確な予測を安定してもたらす
ために、自己学習および自己保守である。
【００１２】
　開示内容の詳細を参照して、一般的に、発電プラントの性能は、部分的に以下のものに
依存している。機器能力（たとえば、定格、寿命、および保守）、環境特性（たとえば、
周囲温度、湿度、および圧力）、燃料特性（たとえば、温度、およびエネルギー含量）、
ならびに他の因子。電力事業者が、電力の生産過剰または生産不足を伴うことなく電力消
費者のエネルギー需要に応えるために、将来の発電プラント性能、可用性、および／また
は劣化を正確に予測できることが望ましい。後述するように、発電プラントまたは発電プ
ラント群の性能を予測するためのある実施においては、これらの関連する因子の一部また
は全部を考慮するとともに、モデリング技術を用いて、１または複数の発電プラントを評
価および／または管理する際に用いても良い正確で頑強な予測を開発している。このよう
な開示されたモデルの１つにおいては、自己調整および自己監視システムを形成するハイ
ブリッド・アプローチを用いており、そのため、機器ダウンタイムおよび人間とのやり取
りの必要性が最小限に抑えられている。
【００１３】
　特に、このようなハイブリッド・アプローチの１つは、有用な予測モデルをもたらすた
めに、人工ニューラル・ネットワーク（ＡＮＮ）モデルを用いることに基づいている。こ
のようなデータ駆動型のモデルは、明確な数学的アルゴリズム（たとえば、学習アルゴリ
ズム）を用いて訓練可能であっても良い。すなわち、このようなモデルの開発を、測定（
すなわち、観測）されたプロセス・データまたは他の経験的なプロセス・データに基づい
てプロセス入力をプロセス出力上に正確にマッピングするようにモデルを訓練することに
よって実施しても良い。この訓練では通常、訓練アルゴリズムに付随する複数の入出力デ
ータ・ベクトル・レコードの多様なセットを用いる。訓練されたモデルは次に、基本的な
プロセスの入出力挙動を正確に表わしても良い。
【００１４】
　このようなアルゴリズムに従って訓練される予測モデル（たとえばＡＮＮモデル）を用
いて、システム（たとえば発電プラント）の特定の態様をモデリングおよび／または予測
しても良い。したがって、発電プラント（本開示が向けられている）において、将来の性
能（すなわち、出力能力）、将来の可用性、および将来の劣化を予測する予測モデリング
技術を用いることができる。たとえば、特定のタイプの発電プラント（たとえば化石燃料
発電プラント、風力発電プラント、原子力発電プラント、および／もしくは太陽発電プラ
ント、またはこのようなプラントの群）の性能を、このようにモデルリングして相応に管
理しても良い。
【００１５】
　一例として、このようなタイプのプラントの１つは、化石燃料発電プラントである。化
石燃料発電プラントでは、燃料（たとえば、ガス、石炭、またはオイル）の燃焼から出た
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熱エネルギーを回転エネルギーに変換し、回転エネルギーをさらに電気エネルギーに変換
する。図を参照して、図１は、１または複数のボイラーおよびタービンまたはエンジンを
備えて発電する代表的な化石燃料発電プラント１０のフロー図である。本明細書で述べる
ように、発電プラント１０および発電プラント内で具体化される個々の部品の性能をモデ
リングして、発電プラント１０（または示した発電プラントを含むより大きい発電プラン
ト１０群）の管理を促進する場合があり、ならびに／または発電プラント、その構成部品
、および／もしくは示した発電プラントを含む発電プラント群に関する性能関連の変数の
予測を可能にする場合がある。
【００１６】
　化石燃料発電プラント１０は、個々の発電システムであっても良いし、より大きい発電
ステーションの一部または発電プラントもしくはステーションのネットワークの一部とな
ることもできる。たとえば、化石燃料発電プラント１０は、都市または地域所有の電力会
社に属する特定の発電ステーションにおける複数のシステムのうちの１つであっても良い
。その特定の発電ステーション自体も、ネットワークとして、やはり都市または地域所有
の電力会社に属し、都市または地域の電力需要を支えるネットワークにおける複数のうち
の単に１つであっても良い。
【００１７】
　図示した実施形態においては、典型的な化石燃料発電プラント１０は蒸気タービン２８
の形態の原動機を用いている。代替的な化石燃料発電プラント・デザインでは、原動機は
ガス・タービンまたは内燃機関であっても良い。化石燃料発電プラント１０はボイラー２
０を備える。ボイラー２０は燃料源１２から燃料１４を受け取る。燃料１４は、固体、液
体、または気体の状態であっても良い。たとえば、燃料１４は、とりわけ、天然ガス、石
炭、石炭ガス、または石油（オイル）であっても良い。特に、燃料のタイプおよび付随す
る特性、たとえば燃料温度および燃料低位発熱量（ＬＨＶ））（エネルギー含量としても
知られている）は、ある実施形態により正確な発電プラント予測にとって重要である場合
がある。
【００１８】
　ボイラー２０は、炉の壁に沿って高圧鋼管の網が設けられたものであっても良い。ボイ
ラー２０の壁に沿って設けられた管によって、給水１６が運ばれる。後述するように、給
水１６は、可燃燃料１４に由来する熱エネルギーを回転する蒸気タービン２８の回転エネ
ルギーに移す手段である。給水１６は、腐食を最小限に抑えるために高度に精製および脱
塩されている水である。給水１６は、供水源１８（多くの場合に、給水用のタンクまたは
貯蔵容器）から送られるものであり、ボイラー２０に達する前に給水ヒーターによって予
熱しても良い。
【００１９】
　燃料１４は、ボイラー２０内に供給されて燃焼され、多くの場合にボイラーの中央に火
球を形成する。この炎は次に、ボイラー２０の壁に沿って設けられた管網を通って移動す
る給水１６を加熱する。煙道ガス２２が、燃料１４の燃焼から発生して、排気管２４を通
って空気中に排出される。煙道ガス２２には、二酸化炭素、水蒸気、および他の物質たと
えば窒素、窒素酸化物（ＮＯｘ）、およびイオウ酸化物が含まれていても良い。ある実施
においては、煙道ガス２２を処理して、これらの成分の一部または全部を取り除くかまた
は減らしても良い。
【００２０】
　燃料１４の燃焼によって給水１６が過熱蒸気２６に転化される。過熱蒸気２６はボイラ
ー２０を離れて蒸気タービン２８に流れ込む。蒸気タービン２８は、複数組の角度付きブ
レード列をロータ３０に取り付けたものからなる。ブレードが、移動する過熱蒸気２６と
接触すると、ブレードおよびロータ３０が回転して、風車と同様の動作となる。過熱蒸気
２６は、蒸気タービン２８に入ってその中を移動するときに冷えて膨張し、その結果、過
熱蒸気２６の圧力が低下する。過熱蒸気２６は、蒸気タービン２８を通った後に、蒸気３
２として排出され、一部の構成においては凝縮器３４内に入る。凝縮器３４は、多数の長
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い管の中を循環する冷却水を含む熱交換器であっても良い。蒸気３２は、冷却管上を流れ
ることによって凝縮される。凝縮器３４は、蒸気３２を冷却し、戻り給水３６に転化し直
して、供水源１８を補給する。
【００２１】
　蒸気タービン２８は、回転ロータ３０を介して発電機３８に接続されている。発電機３
８は、一部の構成においては、回転ロータ３０、静止ステータ、および何マイルもの巻き
銅導体からなっていて電力４０を発生させても良い。次に、形成された電力４０は、伝送
線によって電力網４２に運ばれる。最後に、変圧器およびより多くの伝送線からなる電力
網４２によって、最終的に電力４０が消費者に運ばれる。
【００２２】
　代替的な化石燃料発電プラント構成として、原動機が蒸気タービンではなくガス・ター
ビンである場合には、可燃燃料１４から出た燃焼ガスが、個々のタービンの回転可能な部
品を動かすための推進力であっても良い。このような構成では、ガス・タービン内の燃焼
ガスは、ロータ３０の回転に対して、蒸気タービン２８内の過熱蒸気２６と同様の機能を
果たすことができる。
【００２３】
　当業者であれば分かるように、発電プラントの性能、可用性、および劣化は、一つには
、発電プラント１０内に見られる異なる機器の種々の特性に影響される。これらの機器特
性としては、個々の部品の能力、寿命、使用法、および保守を挙げても良い。したがって
、種々の部品が古くなるか、そうでなくても時間とともに使い古されると、それらの個々
の性能特性は変化し、通常は劣化する場合がある。さらに加えて、本開示モデルを用いて
生成される予測は、プラント１０に存在する具体的な運転特性に影響される場合がある。
たとえば、ガス・タービン・ベース負荷に対する予測を生成する場合、重要な因子として
以下のものを挙げても良い。入口案内翼（ＩＧＶ）角度（ガスがタービンに入る角度）、
入口圧力降下（タービンに入るときにガスが受ける圧力降下）、および排気圧力降下（タ
ービンから離れるときのガスの圧力降下）。他の外部因子（たとえば周囲温度、周囲湿度
、および大気圧）も、正確な発電プラント予測に関係していても良い。
【００２４】
　図に戻って、発電プラントで生産した電力４０を、指定箇所まで届ける供給として販売
しても良い。図２は、電力４０を分配するために用いる配電システム５０内の異なる実体
のやり取りを示すブロック図である。発電会社５２は、発電システム５４を用いて電力を
発生させる。発電システム５４にはたとえば以下のものが含まれる。化石燃料発電プラン
ト１０、原子力発電プラント５６、地熱発電プラント５８、バイオマス発電プラント６０
、太陽熱発電プラント６２、太陽発電ステーション６４、風力エネルギー発電ステーショ
ン６６、水力発電ステーション６８、および他の電力源７０である。発電会社５２は、単
一の発電プラント、発電ステーション、または同じかもしくは異なるタイプの複数の発電
プラントもしくはステーションを監督する単一の実体からなることができる。監督実体は
、私営の電力会社、電気協同組合、または公営の電力会社、たとえば都市または地域所有
の電力会社であっても良い。発電システム５４には、管理者５５および運転員５３を含め
ることができる職員（たとえば、現場作業員）がいても良い。管理者５５は、発電の監督
および他の職員（たとえば発電システム運転員５３）の管理を含めることができる仕事を
行なっても良い。発電システム管理者５５は、発電プラント管理者としても知られている
場合がある。発電システムの運転員５３は、発電用機器（ボイラー、タービン、発電機、
および反応器など）の運転または制御などの仕事を、制御盤または半自動式機器を用いて
行なっても良い。発電システム運転員５３は、発電プラント運転員としても知られている
場合がある。
【００２５】
　発電会社５２から電力が１または複数の電力網４２に供給される。前述したように、電
力網４２には、全国電力網７４、地域電力網７６、および／または局所電力網７８内で組
織された変圧器および伝送線が含まれている。ほとんどの場合、電力網所有者８０が電力
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網４２の全部または一部を所有している。電力網所有者８０は、電力４０を発電会社５２
から電力消費者８２へ送電することに責任がある。電力消費者８２（産業界から家庭まで
のすべてのものを含む）は、電力４０を電力網４２から取り出して、それを用いる。
【００２６】
　電力取引業者８４も配電システム５０に関与している場合がある。電力取引業者８４は
、電力供給業者８６および／またはバランス供給者８８の役割を担っていても良い。また
、両方の役割が、同じかまたは異なる会社内に存在していても良い。電力取引業者８４は
、消費者と供給合意を結んで、電力の販売９２が常に電力の購入９４とバランス状態にあ
って消費をカバーすることを確実にする必要がある場合がある。一部の状況では、発電会
社５２は、電力取引業者８４にその電力を販売すること９４を、入札および／または競売
プロセス９６を通して行なう。電力９６の入札および／または競売に対して組織化された
市場があり、電力取引所９０と言われる。電力取引所９０内では、取引きを促進する仲介
業者がいる。
【００２７】
　特に、どの一つの会社も配電システム５０内において複数の役割を担っている。たとえ
ば、１つの電力会社は、発電会社５２として機能する（たとえば、化石燃料発電プラント
を運転する）、電力網所有者８０として機能する（たとえば、局所電力網を所有する）、
および／または電力消費者８２に対する電力供給業者８６として機能する場合がある。し
たがって、これらの当事者のうち１または複数が、個々のおよび集合的な発電システム５
４の性能能力、可用性、および劣化を予測できることが重要な場合がある。
【００２８】
　前述したことを念頭において、図３に、発電システムの性能のモデリングおよび予測で
用いる典型的なプロセッサ・ベースのシステム１００を示す。一実施形態においては、典
型的なプロセッサ・ベースのシステム１００は、汎用コンピュータであって、種々のソフ
トウェア（本開示の態様を実施するアルゴリズムを含む）を実行するように構成されてい
る。あるいは、他の実施形態においては、プロセッサ・ベースのシステム１００は、とり
わけ、メインフレーム・コンピュータ、分散コンピューティング・システム、またはアプ
リケーション特有のコンピュータまたはワークステーションであって、システムの一部と
して提供される専用のソフトウェアおよび／またはハードウェアを用いて本開示の態様を
実施するように具体的にデザインおよび構成されたものを含んでいても良い。さらに、プ
ロセッサ・ベースのシステム１００は、本開示の機能性の実施を容易にするために単一の
プロセッサまたは複数のプロセッサを備えていても良い。
【００２９】
　一般的に、典型的なプロセッサ・ベースのシステム１００は、マイクロプロセッサ１０
２（たとえば中央演算処理装置（ＣＰＵ））を備えている。これは、システム１００の種
々のルーチンおよび処理機能を実行するものである。たとえば、マイクロプロセッサ１０
２は、種々のオペレーティング・システム命令とともにソフトウェア・ルーチンおよび／
またはアルゴリズムを実行しても良い。これらは、メモリ１０４（たとえばパーソナル・
コンピュータのランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ））または１もしくは複数の大容量
記憶装置１０６（たとえば内部もしくは外部のハード・ドライブ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ
、または他の磁気もしくは光学記憶装置）に記憶されるかまたはこれらによって提供され
る。加えて、マイクロプロセッサ１０２は、種々のルーチン、アルゴリズム、および／ま
たはソフトウェア・プログラムに対する入力として与えられるデータ、たとえば本開示の
コンピュータ・ベースの実施において与えられるデータを処理する。
【００３０】
　このようなデータは、メモリ１０４または大容量記憶装置１０６に記憶しても良いし、
それらから提供されても良い。あるいは、このようなデータを、マイクロプロセッサ１０
２に１または複数の入力装置１０８を介して提供しても良い。このような入力装置１０８
としては、手動の入力装置、たとえばキーボード、マウス、などを挙げても良い。加えて
入力装置１０８には、マイクロプロセッサ１０２に遠隔のプロセッサ・ベースのシステム
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または別の電子装置からデータを与えるネットワークまたは他の電子通信インターフェー
スなどの装置が含まれていても良い。このようなネットワーク通信インターフェースは、
当然のことながら、双方向性であっても良く、こうして、マイクロプロセッサ１０２から
遠隔のプロセッサ・ベースのシステムまたは他の電子装置へネットワークを介してデータ
送信することも容易になっていても良い。
【００３１】
　マイクロプロセッサ１０２から生じた結果（たとえば１または複数の記憶されたルーチ
ンまたはアルゴリズムに従ってデータを処理することによって得られた結果）を、運転員
に、１または複数の出力装置（たとえばディスプレイ１１０および／またはプリンタ１１
２）を介して与えても良い。表示またはプリントされた出力に基づいて、運転員は、付加
的もしくは代替的な処理の要求、または付加的もしくは代替的なデータの提供を、たとえ
ば入力装置１０８を介して行なっても良い。プロセッサ・ベースのシステム１００の種々
の部品間での通信は通常、個々のチップセットと１または複数のバスまたは相互接続（シ
ステム１００の部品を電気的に接続する）とを介して行なっても良い。特に、ある実施形
態においては、典型的なプロセッサ・ベースのシステム１００は、本明細書で述べたよう
な１または複数のアルゴリズムに従って発電プラント・データを処理し、１または複数の
数学的モデルを実行して発電プラント性能、可用性、および／または劣化に対する予測を
生成するように構成されている。これについては、図４～７に関して後に詳述する。
【００３２】
　図４に、発電プラント性能、可用性、または劣化に対する予測を生成するためのシステ
ム１２０の例を例示する。いくつかの実施形態においては、システム１２０は、実際のプ
ラント・データ１２２を１または複数の数学的モデル（すなわち、アルゴリズム）と組み
合わせて用いて、発電プラント１２４の実際の将来の性能、可用性、または劣化をシミュ
レートしても良い。したがって、種々の現在の運転データ１２６および履歴データ１２８
を、発電プラント１２４から収集して、入力から直接に１もしくは複数の数学的モデル（
たとえばコンピュータ・モデル１３０）へ入力しても良いし、またはデータをプラント・
データベース１２２に記憶して、将来このようなモデルとともに使用することに備えても
良い。
【００３３】
　種々の実施形態においては、システム１２０を、発電プラント１２４の構成および運転
に応じて広範囲の現在の運転データ１２６および履歴データ１２８を用いることに適合さ
せても良い。たとえば、発電プラント・ガス・タービン・ベース負荷のモデリングを容易
にするために、現在の運転データには、ＩＧＶ角度、入口圧力降下、排気圧力降下、燃料
温度、および／または燃料ＬＨＶを含めても良い。この例では、履歴データ１２８には、
一部または全部の上記因子とともに過去の測定されたベース負荷が含まれていても良い。
【００３４】
　データ１２６および１２８を、発電プラントから運転員が直接入力しても良いし、また
はプラント・データベース１２２から取得しても良い。一実施形態においては、コンピュ
ータ・モデル１３０は、１または複数の潜在的な運転変更の発電プラントへの影響をシミ
ュレートすることができる。言い換えれば、コンピュータ・モデル１３０によって、発電
プラント運転員５３、発電プラント管理者５５、電力取引業者８４、または他のユーザ（
発電プラントの場所にいてもいなくても）が、機器の設定変更の発電プラント性能に対す
る影響をシミュレートすることが、発電プラント１２４における設定を何ら実際に変える
ことなく可能になる。ユーザが、発電プラント性能に付随する１または複数の対象パラメ
ータを有していても良い。
【００３５】
　種々の実施形態においては、コンピュータ・モデル１３０を、物理ベースの性能データ
１３２を受け取るように適合させても良い。物理ベースの性能データ１３２としては、発
電プラントからの実際の運転情報の代わりにまたはそれに加えて、発電プラントの少なく
とも１つの物理ベース・モデルを用いて生成されるデータを挙げても良い。
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【００３６】
　種々の実施形態においては、コンピュータ・モデル１３０は、前述した機能性を実現す
るために、分離した別個のハイブリッド・モデルの配列１３４を備えていても良い。たと
えば、ハイブリッド・モデルの配列１３４には、モデリングされる発電プラントで用いる
機器に基づいた複数のガス・タービンまたは蒸気タービンに対するベース負荷モデルおよ
びピーク負荷モデルが含まれていても良い。各モデルは、コンピュータ・モデル１３０に
よって生成および更新される数学的アルゴリズムとして存在する。
【００３７】
　ある実施形態においては、コンピュータ・モデル１３０は、各ハイブリッド・モデル１
５０の形成、保守、および正確さを可能にするために、複数のモジュールを備えていても
良い。たとえば、コンピュータ・モデル１３０は、データ・コンディショニング・モジュ
ール１３６、訓練モジュール１３８、再訓練モジュール１４２、およびハイブリッド予測
モジュール１４０を備えていても良い。これらの各モジュールについては、後により詳細
に説明する。
【００３８】
　また環境データ１４８を、予測結果１４４の生成においてコンピュータ・モデル１３０
が用いても良い。環境データ１４８には、モデリングされる個々の機器またはプラントの
場所に対して観測される（すなわち、現在の）および／または予想される（すなわち、将
来の）環境データが含まれていても良い。理解されるように、このような予想または予測
される環境データが有用であり得る実施は、将来を考慮したモデルまたは予測が望ましく
、その結果、予想されるすなわち将来の発電能力に対する見識が得られる実施である。環
境データ１４８としては、限定することなく、モデリングされる個々の機器またはプラン
トの場所における周囲温度、相対湿度、および／または大気圧を挙げても良い。予測結果
１４４は、プラント運転員、エネルギー供給業者、電力取引業者などが用いるべきコンピ
ュータ・モデル１３０からの出力であっても良い。さらに、予測結果１４４とともにハイ
ブリッド・モデルの配列１３４および環境データ１４８を、データベース１４６に記憶し
て、現在のコンピュータ・モデル１３０を更新するために用いても良い。
【００３９】
　ある実施形態では、プラント・データ１２２および／または物理ベースの性能データ１
３２に基づくモデリングおよび予測において、異常値および著しいノイズが浄化されたデ
ータを用いる。データ・コンディショニング・モジュール１３６は、十分に均一なデータ
・セットを訓練モジュール１３８が利用できるように、データ・セグメンテーションおよ
び除去アルゴリズムを含んでいても良い。たとえば、データ・コンディショニング１３６
は、各入力変数を平滑化してデータ中の異常値の多くを取り除くメディアン・フィルタリ
ングを含んでいても良い。
【００４０】
　訓練モジュール１３８は、後述するように予測用に利用できるモデルを形成するために
、ハイブリッド予測モジュール１４０に情報を提供する。さらに、ある実施形態において
は、訓練モジュール１３８は、プラント・データ１２２か、または物理ベースの性能デー
タ１３２とプラント・データ１２２との組み合わせを用いても良い。１つのアプローチに
おいては、物理ベースの性能データ１３２とプラント・データ１２２とを組み合わせて、
拡張されたモデル訓練および検証データ・セットを形成しても良い。物理ベースの性能デ
ータ１３２は、適切な物理ベースのモデルの組に対して実験計画法（ＤＯＥ）を実行する
ことを通して生成しても良い。このＤＯＥアプローチによって生成される入出力値のマト
リックス上で、ハイブリッド予測モジュール１４０を訓練および検証しても良い。
【００４１】
　さらに、ある実施形態においては、ドメイン知識およびデータ駆動型方法の両方を用い
て、ハイブリッド予測モジュール１４０へ入力するための変数を選択する。たとえば、相
関試験を訓練モジュール１３８間で行なって、入力変数（Ｘ’）と目標（Ｙ’）との間の
高い相関を確認しても良い。その後に、非常に相関性がある変数および目標を用いること
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によって、より正確な予測性能が得られる場合がある。
【００４２】
　いったん十分に訓練されれば、ハイブリッド予測モジュール１４０によってハイブリッ
ド・モデル１５０が生成される場合がある。図５は、本発明の実施形態による典型的なハ
イブリッド予測モジュール１４０のブロック図である。図５を参照して、ハイブリッド予
測モジュール１４０では、物理ベースのＡＮＮモデル１５２（たとえば熱力学的なモデル
）とともにプラント・データ・ベースのＡＮＮモデル１５４を用いる。理解されるように
、ニューラル・ネットワーク以外のモデルを用いても良い。ある実施形態においては、ハ
イブリッド予測モジュール１４０を用いてモデルを生成して予測する前に、物理ベースの
ＡＮＮモデル１５２を１回訓練する。他の実施形態においては、物理ベースのＡＮＮモデ
ル１５２の２回以上の訓練をたとえば反復プロセスで行なうことを、ハイブリッド予測訓
練プロセスで用いる前に行なっても良い。１つの実施においては、物理ベースのＡＮＮモ
デル１５２を、時間とともに更新することはせず、したがって「静的な」モデルと言われ
る。
【００４３】
　一例としては、プログラムを用いて物理ベースの性能データを生成して静的モデル１５
２を訓練し、ガス・タービン・ベース負荷予測を図っても良い。入力パラメータを決定お
よび使用して、ＤＯＥ試験マトリックスを形成しても良い。ＤＯＥ試験マトリックスを実
行し、出力は静的モデル訓練データ・セットになる。他のパラメータを、同じ機器または
システムに対して決定して、さらなる静的モデル訓練データ・セットを形成しても良い。
また異なるプログラムを用いて、異なるプラント機器またはシステムに対する静的モデル
訓練データを生成しても良い。さらに加えて、物理ベースの性能データが利用できなかっ
た場合には、プラント運転データの大きなセットを用いて静的モデル１５２を訓練するこ
とができる。この状況では、理想的には、訓練データ・セットが広範囲の入力パラメータ
をカバーして、運転領域の正確な表現が得られる。
【００４４】
　静的モデル１５２によって生成された予測は、予測されているパラメータに対する「基
準線」を表わす。使用する訓練データに応じて、静的モデル１５２に基づく予測は実際の
性能とは異なっている場合がある。基準線からのずれは、機器が劣化するにつれ、時間と
ともに増加する場合がある。そのため、基準線予測に補正を施す必要があり、したがって
プラント・データ・ベースのＡＮＮモデル（「補正器」モデル１５４とも言われる）が必
要とされる。
【００４５】
　補正器モデル１５４は、最近のプラント運転データを用いて訓練しても良い。補正器モ
デル１５４に対する入力１５６には、静的モデル１５２に対する全ての入力１５８または
下位集合の入力が含まれていても良い。加えて、補正器モデル１５４は、静的モデル１５
２の出力１５９を入力として受け取る。その結果、施される補正は静的予測の関数となる
。
【００４６】
　補正器モデル１５４は、プラントから収集される実際の最新データに基づいて性能予測
を調整する。そのため、時間とともに補正器モデル１５４によって、ハイブリッド予測モ
ジュール１４０が形成するハイブリッド・モデル１５０が実際の性能を詳細に反映するこ
とができる。一方で基準線（静的モデル１５２）は変わらない。したがって、補正器モデ
ル１５４を静的モデル１５２とともに用いることによって、静的モデル１５２を定期的に
再基準線化して再調整する必要が軽減または除去され、その結果、プラント機器に対する
ダウンタイムが最小になる。
【００４７】
　結果として、ハイブリッド・モデリング・アプローチは、純粋な物理ベースまたは純粋
なデータ・ベースのニューラル・ネットワーク・アプローチよりも良好に機能する場合が
ある。静的モデル１５２を用いることによって最初は、従来のどんな訓練も行なうことな
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く予測基準線を設定することができる。また、静的モデル１５２を、全運転範囲に渡って
性能基準線を形成する運転条件の予想範囲に渡って訓練しても良く、その結果、必要な外
挿法が最小限になり、プラント運転データ希薄問題が相殺される。
【００４８】
　図５に戻って、一対の物理ベースのＡＮＮ１５２およびデータ・ベースのＡＮＮモデル
１５４を、各性能予測に対するハイブリッド・モデル１５０の形成において用いても良い
。たとえば、単一対のモデル（すなわち、単一のハイブリッド・モデル１５０）を用いて
以下の予測を行なっても良い。ガス・タービン負荷（ｍＷ）、ガス・タービン燃料消費量
、ガス・タービン排出量（ＮＯｘ、ＣＯ）、および／または蒸気タービン負荷（ｍＷ）。
【００４９】
　しかし、複数対のＡＮＮモデル（すなわち、複数のハイブリッド・モデル１５０）を互
いに関連させて用いて、たとえば１つの予測に対するモデルを形成しても良いし、または
複雑なシステムをより効果的にモデリングしても良い（たとえば全体プラント性能）。実
際には、いくつかの実施形態において、複数のハイブリッド・モデルを用いてパラメータ
または全体的（すなわち、全体論的）な評価基準をモデリングすることが最良である場合
がある。たとえば、異なるハイブリッド・モデルの方が、ガス・タービンのベース負荷お
よび部分負荷運転モードをより良好に表わすということを決定しても良い。この場合、ガ
ス・タービン・ベース負荷および部分負荷予測は、ハイブリッド予測モジュール１４０を
用いて形成される２つの別個のハイブリッド・モデル１５０を用いて行なうことができる
が、別個のハイブリッド・モデル１５０の組み合わせ結果を合わせて、ガス・タービン運
転モードに関する所望の予測が得られる場合がある。さらに、より複雑な考え方（たとえ
ば、全体としてのプラントの性能または概念的にまとめて考えても良いサブシステム群の
性能）が対象となる場合がある限りでは、このような複雑な結果を、群（すなわち、２つ
以上のハイブリッド・モデル１５０）を用いてモデリングしても良い。たとえば、このよ
うなモデル群を加重配列、未加重配列、階層的配列、および／または条件付き配列で組み
合わせて、当該の複雑なパラメータ（たとえば全体プラント性能、全体発電機性能、全体
タービン性能など）を好適にモデリングしても良い。
【００５０】
　補正器モデル１５４は、モデルの再訓練およびその後の再調整を通して保守される。図
４からの再訓練モジュール１４２は、この機能をコンピュータ・モデル１３０内で行なう
。再訓練１４２は、性能に基づいて作動させても良いし（たとえば、性能が許容閾値を下
回ったときの監視精度および作動訓練）、または時間間隔に基づいて作動させても良い（
たとえば、毎日、毎週、毎月、毎年などに１回）。再訓練作動が性能ベースである場合、
統計的検定を用いて、モデルの予測精度がいつ低下している場合があるかを診断しても良
い。低下したモデルは、再調整して、より正確な予測が得られるようにしても良い。この
プロセスによって、ハイブリッド・モデル１５０のセルフ・モニタリングおよび自己更新
が達成される。
【００５１】
　図６のフローチャート１６０を参照して、ハイブリッド・モデル１５０を再訓練するた
めの方法１４２がより良好に理解される場合がある。なお、フローチャート１６０に示し
た典型的なステップのうち１または複数を、プロセッサ・ベースのシステム１００によっ
て、このような機能を行なうようにデザインされたソフトウェア・アプリケーションのル
ーチンまたはアルゴリズムの実行を通して、行なっても良い。あるいは、アプリケーショ
ン特有のハードウェア、ファームウェア、または回路構成を用いて、同じ機能性を実現し
ても良い。
【００５２】
　方法１６０は、プラント・データ１２２の新しいウィンドウを受け取ること（ブロック
１６２）によって始まっても良い。プラント・データ１２２には、運転入力（Ｘ’）とと
もに出力（Ｙ）が含まれる。プロセッサ１０２は、既存の訓練されたハイブリッド・モデ
ル１５０およびプラント・データ１２２を用いて、予測出力（Ｙ’）１６６を計算する（
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ブロック１６４）。予測誤差（Ｅi）１７０は、実際の出力（Ｙ）と予測出力（Ｙ’）１
６６との間の差によって計算される（ブロック１６８）。
【００５３】
　ハイブリッド・モデル試験データに対する予測誤差（基本予測誤差（Ｅo）１７４とも
言われる）の計算（ブロック１７２）には、全長が（Ｄ0＋ｗ0）の初期データ・セットを
用いることが含まれる。最初のＤ0データ点は、初期ハイブリッド・モデルを訓練して検
証するために用いられ、データの最後のｗ0点は、ベース予測誤差１７４を試験して取得
するために留保される。
【００５４】
　次に、プロセッサ１０２は、予測誤差（Ｅi）１７０およびベース予測誤差（Ｅo）１７
４に対して統計的検定を行なう（ブロック１７６）。どんな仮説検定も統計的検定として
機能しても良い。たとえば、ウィルコクソンの順位和検定（ＷＲＳＴ）が、その優位性か
ら提案される。統計的な試験結果（ブロック１７８）が、予測誤差ＥoおよびＥiは統計的
に著しく異なってはいないことを示した場合には１８４、プロセスは、新しいプラント・
データ１２２を受け取るところ（ブロック１６２）から再び始まる。他方で、ＥoとＥiと
の間に統計的に著しい差があった場合には１８６、ハイブリッド・モデルを、プラント・
データ１２２（運転および出力データを含む）を用いて再訓練する（ブロック１８０）。
しかし、プラント・データ・セット１２２内のデータ点の数が圧倒的に大きい場合、最も
古いデータ点の特定の部分をデータ・セットから取り除いても良い。モデル再訓練のため
に用いるデータ量は重要な因子である。良好なモデル表現を得るためには十分なデータが
必要である。しかし機器の現在の状態を正確には反映していない古いデータの使用を回避
することは不可欠である。ハイブリッド予測モデルを再訓練した後、ネットワーク・パラ
メータおよびベース予測誤差Ｅ0を両方とも再調整して（ブロック１８２）、プラント・
データ１２２の後続のウィンドウズ（商標）に対して用いる。前述したことから分かり得
るように、ハイブリッド・モデル１５０は、実施されると、その予測性能において連続的
にモニタされる。注目すべきことは、再訓練方法１６０を、予測すべき異なるパラメータ
（たとえば、ベース負荷、ＮＯｘ、ＣＯ）に対して存在する各ハイブリッド・モデル１５
０に対して別個に行なっても良いことである。
【００５５】
　図７のフローチャート１９０を参照して、ハイブリッド・モデル１５０を用いて発電プ
ラント性能、可用性、または劣化に対する予測１４４を生成する方法は、より良好に理解
される場合がある。なお、フローチャート１９０に示した典型的なステップのうち１また
は複数を、プロセッサ・ベースのシステム１００によって、このような機能を行なうよう
に適合されたソフトウェア・アプリケーションのルーチンまたはアルゴリズムの実行を通
して、行なっても良い。あるいは、アプリケーション特有のハードウェア、ファームウェ
ア、または回路構成を用いて、同じ機能性を実現しても良い。
【００５６】
　予測１９０を生成する方法は、プロセッサ１０２がプラント・データ１２２および環境
データ１４８の両方を受け取ること（ブロック１９２）から始まる。前述したように、環
境データ１４８には、当該の場所に対して得られた気象データ、たとえば周囲温度、相対
湿度、および／または大気圧が含まれていても良い。プロセッサ１０２は、ハイブリッド
・モデル１５０に対するデータ・セット１９６を用意する（ブロック１９４）。プロセッ
サ１０２は、ハイブリッド・モデル１５０を用いて予測結果１４４を計算する（ブロック
１９８）。そしてプロセッサ１０２は、予測結果１４４をシステム・ユーザに、ディスプ
レイ１１０またはプリンタ１１２を介して伝達する（ブロック２００）。
【００５７】
　ある実施形態においては、図７の方法を用いて、ネットワーク環境上で相互接続された
複数の発電プラントの能力、可用性、および劣化を予測しても良い。予測出力９４を用い
て、個々の発電プラント、ネットワーク内の発電プラントの下位集合、および／または発
電プラントのネットワーク全体の性能を、動的に観測および分析しても良い。
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【００５８】
　本開示の技術的効果には、ハイブリッド・モデルを生成および／または利用して、１ま
たは複数の発電プラントに付随する１または複数の性能的側面を予測することが含まれる
。発電プラントの運転または管理は、開示したハイブリッド・モデルの１または複数の出
力に基づいても良い。ハイブリッド・モデルは、１または複数のニューラル・ネットワー
クを構成していても良い。さらに、ハイブリッド・モデルは静的モデルを構成しても良く
、たとえば物理的原理および因子ならびに補正器または動的モデルに基づいても良く、た
とえば測定または観測されるプラント・データに基づいても良い。このような実施形態に
おいては、静的モデルの出力は、補正器モデルに対する入力であっても良い。
【００５９】
　この書面の説明では、実施例を用いて、本発明を、ベスト・モードも含めて開示すると
ともに、どんな当業者も本発明を実施できるように、たとえば任意の装置またはシステム
を作りおよび用いること、ならびに取り入れた任意の方法を実行することができるように
している。理解され得るように、実施例または実施形態が、本開示の説明を容易にするた
めに与えられる限りにおいて、このような実施例および実施形態を、たとえ明白には述べ
られていなくても、組み合わせることを、たとえ互いに組み合わせた状態で明白に説明が
されていなくても、行なっても良い。本発明の特許可能な範囲は、請求項によって定めら
れるとともに、当業者に想起される他の実施例を含んでいても良い。このような他の実施
例は、請求項の文字通りの言葉使いと違わない構造要素を有するか、または請求項の文字
通りの言葉使いとの差が非実質的である均等な構造要素を含む場合には、請求項の範囲内
であることが意図されている。

【図１】

【図２】

【図３】
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