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株式会社オメガシミュレーションは，横河電機と三井化学株式会社の合弁会社として 1997 年に設立された。

横河電機が持つ計装・制御技術と，三井化学㈱が持つモデリング・シミュレーション技術を融合した先進性の

ある技術により，プラント運転の進化に貢献することを使命とする。統合ダイナミックシミュレーション環境

OmegaLand と，その中核となるプラントシミュレータ Visual Modeler は㈱オメガシミュレーションが開発した

パッケージソフトウエアである。近年，ダイナミックシミュレーション技術をプラントライフサイクルの各フェ

ーズで多目的に用い，プラントの立ち上げやオペレーションに役立てる動きが加速しており，これへの対応を進

めている。またその一環としてダイナミックシミュレーションをオンライン環境で使用し，プラント運転の革新

に役立てるミラープラントの開発を横河電機，三井化学㈱と共同で進めており実証試験での成果が出はじめてい

る。本稿ではこれらダイナミックシミュレーション技術の新たな活用を概観し，㈱オメガシミュレーションが目

指す方向性について述べる。

Omega Simulation Co., Ltd. (OSC) was established in 1997 as a joint venture of Yokogawa 
Electric Corporation and Mitsui Chemicals, Inc. OSC’s mission is to help customers improve 
their plant operations, by using advanced technologies integrating instrumentation/control 
technologies from Yokogawa, and modeling/simulation technologies from Mitsui. The OmegaLand 
integrated dynamic simulation environment, and its core technology, the Visual Modeler plant 
simulator, are a software package developed by OSC. In recent years, dynamic simulation 
technologies are increasingly used for multiple purposes in each phase of the plant lifecycle. To 
respond to this trend, OSC is working with Yokogawa and Mitsui to develop MIRROR PLANT, 
which applies dynamic simulation to the online real-time environment, in order to improve 
plant operation. Its demonstration has shown remarkable, excellent results. This paper outlines 
new applications of these dynamic simulation technologies, as well as the goals of OSC and 
OmegaLand.

1. はじめに

ダイナミックシミュレータは実在のプラント，もしく
はこれから建設されるプラントをコンピュータ上に写像
し，仮想プラントを構築するソフトウエアである。これ
によって，
1) 実プラントがまだ存在しない状況下（建設前，あるい

は建設中など）で，あたかもそれが存在するかのよう
に各種設計・エンジニアリング作業をおこなうこと。

2) 実プラントでは実際に試すことができない操作をコン
ピュータ上で仮想的に実行すること。

3) プラント内部状態の可視化や状態推定，現在のプラン
トの状態から今後の挙動を予測すること。
などを実現することができる。プラント建設の FEED 
(Front End Engineering Design) や EPC (Engineering 
Procurement and Construction) フェーズでプラント設計
や制御システム・安全システムのロジック検証，オペレ
ーションプロシジャの構築・評価などに用いられるのは
1) の応用である。2) の例としては，現在ダイナミックシ
ミュレータの主要なアプリケーションとなっている運転
訓練シミュレータ（OTS: Operator Training Simulator）
が挙げられる。高度制御などのロジックを実プラント適
用前にシミュレータを用いて事前に検証するなどの用途
もある。またダイナミックシミュレータを実制御・安全
システムにオンラインで接続し，リアルタイムデータを
活用することにより 3) のように実運転フェーズで様々な
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応用が考えられる。このようにダイナミックシミュレー
タはプラント設計・建設の上流フェーズから，実運転に
入ってからの操業改善まで，プラントライフサイクルの
それぞれのフェーズで有効に活用することができる。

株式会社オメガシミュレーションが開発，販売する統
合ダイナミックシミュレーション環境 OmegaLand は上
記のような様々な用途に使用することができるパッケー
ジソフトウエアである。またその中核をなすプラントシ
ミュレータ Visual Modeler はダイナミックシミュレーシ
ョンだけではなく，定常状態シミュレーション機能も兼
ね備えており，図 1 の楕円部に示すような幅広いアプリ
ケーションへの適用が可能となっている。

本稿ではプロセス産業を取り巻く現在の環境の理解を
ベースとし，諸々の課題を解決するためにダイナミック
シミュレーション技術を中核としたプラントシミュレー
タがどのような役割を果たせるかについて考察する。ま
ずプラントのライフサイクルにわたるプラントシミュレ
ータ活用の有効性を概観した後，実アプリケーションと
しての運転訓練システムの将来，㈱オメガシミュレーシ
ョンが，三井化学株式会社，横河電機と開発を進めるオ
ンラインプラントシミュレータであるミラープラントの
目指す姿を紹介する。最後に今後㈱オメガシミュレーシ
ョンがどのような方向性をもって取り組んでゆくかにつ
いて述べる。本特集号の各論文では，上記の各応用につ
いて技術面，アプリケーション面からより詳細に解説す
る。あわせてお読みいただければ，プラントシミュレー
タを中心とした製品群，各種のアプリケーションがどの
ように構築され，どのような効果をもたらすかについて
より具体的なイメージを持っていただけると思う。

図 1 プラントシミュレータの適用範囲

2. プロセス産業を取り巻く環境とプラントシミュレ
ータのプラントライフサイクルでの有効性

あらゆる産業においてグローバルな競争が激化してい
るが，プロセス産業においてもまったく同様のことが言
える。各社とも生き残りをかけて理想の工場，理想の操

業を実現すべく努力を続けている。その取り組みの中で
以下が大きな課題となる。
1) 安全，安定運転の実現。事故の防止。
2) プラント立ち上げの高速化。
3) 収益性の向上。
4) プラント運転の最適化。
5) 技術力向上，熟練オペレータ技能伝承。
6) 環境保全。

これらの課題を解決する手法として，制御・安全シス
テムのみならず様々なソフトウエアパッケージやエンジ
ニアリング手法が考案され，実用に供されている。ただ
し多くの場合，これらのソフトウエアは単一フェーズか
つ単一の課題解決向けにのみ有用である場合が多い。ま
た様々なベンダのソフトウエアを組み合わせて使用する
と，それらの間の連携が困難なケースも少なくない。

プラントシミュレータは，仮想プラントをコンピュー
タ上に構築するという性格上，シミュレータ本体とそれ
に接続される制御・安全システムは，モデルの厳密性に
依存するものの，ほぼ実在のプラントを再現していると
見なせる。したがって，これを中核としてそれぞれの課
題解決のための周辺機能をラインアップすることにより，
プラントライフサイクルにわたってより包括的なソリュ
ーションを提供するための統一基盤となることが可能で
ある。

プラント設計・建設フェーズではより迅速かつ欠陥の
ないスタートアップを目的としたエンジニアの業務サポ
ートに重要な役割を果たすことができる。横河電機では
既に制御・安全システムのエンジニアリングにおいて，
その初期段階から Visual Modeler を活用し，図 1 の「プ
ラント設計・建設」フェーズでの各種作業の効率化，高
品質化を実現する取り組みを始めている。これによって
従来のエンジニアリング手法に比べて，検査プロセス，
コミッショニングの短縮が可能となり，リスクを軽減し，
生産効率を最大化したより完成度の高いプラントのスタ
ートアップと，安心・安全運転を実現することができる。

試運転，実運用フェーズでは，図 1 の「プラント運転・
運用」フェーズにおける，構築された制御システムの妥
当性検証に用いられる。またプラントとオペレータの関
係を仮想的に実現し，オペレータの教育や，より安全か
つ安定的なオペレーションのための手順作成に役立つ。
これについては第３項において今後の方向性を述べる。

過去 - 現在 - 未来にわたるプラントやプロセスの状態
の認識と予測により，運転支援や運転最適化に活用する
ことは，今後のプラントシミュレータの重要な応用とな
るだろう。制御・安全システムにダイナミックシミュレ
ータをオンラインで接続する新しい取り組みについては
第４項で述べる。

以上のように，プラントライフサイクルにわたってプ
ラントシミュレータを有効活用することを考える場合，
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ダイナミックモデルをライフサイクル進展に応じて成長
させることにより，ライフサイクルのそれぞれのステー
ジにおいて必要とされる機能を必要な精度で実現する手
法をとることになる。成長する仮想的なプラントを基盤
とし，その上で各種システムやツールを統合させること
により，マネージャ，エンジニア，オペレータが連携し，
Plan-Do-Check-Action の PDCA をまわしながら内在する
諸問題の解決に当たるというやり方は極めて合理的であ
る。このような視点から見ると，実プラントとそのモデ
ルが「平行してともに成長」することにより，プラント
ライフサイクル全般にわたり，各種課題を解決し，理想
のプラント操業を実現することが，今後の方向性の１つ
となるのではないかと考えられる。

3. 運転訓練シミュレータの今後の方向性

ダイナミックシミュレータを運転訓練に使用することは
国内外を問わず一般的である。オペレータの高齢化に起
因するノウハウ継承の必要性，省資源・省エネルギー化，
人的要因による事故の防止などに OTS システムによるト
レーニングは非常に有効である (1)。特に非定常状態での
オペレーション，異常状態への対処という意味では経験の
少ないオペレータにとって，トレーニング無しに最適のオ
プションを選択することは困難であり，OJT ではなく想定
される状況を事前に体験し，知識と経験を獲得しておくこ
とは重要である。最近の事故の事例を見ても，基本原理・
原則の無理解，プラントや設備に対する知識不足，経験
不足に起因する状況判断の誤りなど人に起因するケース
が多い。また，自然災害への対処など，これまで以上に広
範囲な想定に基づいた訓練も必要になる。いずれの場合
も，いわゆる「五ゲン」に基づいた現状把握と，それへの
対策をおこなっておく必要がある（図 2）。

図 2 「五ゲン」に基づく運転訓練の必要性

クラスルーム形式のトレーニングを想定すると，今後
はフィールドオペレーションや，メンテナンス作業を含
め，より臨場感のあるトレーニングの実現が必要となっ

てくるだろう。そのためには，いわゆる PC 上に 3D 環境
を構築し，その中で自分の分身としての「アバター」を
操作してトレーニングをおこなう方式の増加が考えられ
る。プラントの 3D モデルは，たとえば 3D CAD によっ
て生成されたものを使用することができる。さらに発展
して，フィールドオペレータ自身がヘッドマウントディ
スプレイを装着し，バーチャルリアリティの環境で自ら
行動し，より現実感の高い訓練を実現する手法もある。
このような応用は，航空宇宙産業や軍事訓練などの応用
で先行している。現時点ではこれらの実現は高価であり，
プロセス産業における実現例もまだまだ少数であるが，
より「現場」，「現物」，「現実」に近い環境での訓練は効
果的であり，今後の方向性の１つとして注目すべきアプ
リケーションである。

また，別の新しい方向性として，OTS をベースとした
訓練の実施形態の変化が挙げられる。これまで OTS はク
ラスルームでのトレーニングを前提としたスタンドアロ
ン型のシステムがほとんどであった。OTS はダイナミッ
クシミュレータや制御システムを用いたトレーニングシ
ステムであり比較的大規模かつ負荷が高いため，従来は
このような形態が一般的であった。しかし社内の情報イ
ンフラストラクチャーの急速な発展とハイパフォーマン
ス化が進んだ結果，シミュレータ自体が高速化・コンパ
クト化できればサーバ・クライアントシステムとしての
OTS を構築し，社内ネットワーク上でトレーニングをお
こないたいという要求が出てきつつある。訓練実施形態
は，複数のクライアントコンピュータ上にインストラク
タと複数のトレーニーがおり，サーバに格納された OTS
システムをネットワーク上で利用した分散型のトレーニ
ングとなる。インストラクタが不在でもトレーニーが単
独で自己学習をおこなうことも可能である。全員が一堂
に会する必要はなく，机上でトレーニングを受けること
ができる。

また全社規模でのオンライン教育（e ラーニング）が
普及し，学習管理システム（LMS: Learning Management 
System）を用いた体系的な教育コースを整備する企業が
増えている。OTS を LMS 上から利用することにより，訓
練状況の把握やスケジューリング，訓練結果の一元管理
が可能になる。このような用途がさらに発展すれば，企
業内ネットワークを越えて自宅学習を含めたインターネ
ット上でのトレーニング，さらにはモバイル機器を用い
たトレーニングへと発展してゆく可能性を持っている。

㈱オメガシミュレーションではこのような用途を想定し
て，OmegaLand OTS Enterprise を 開 発，OmegaLand を
上記のような環境で活用できる機能の提供を始めている。

4. プラントシミュレータのオンライン環境での活用

プラントシミュレータを，プラントを運転する制御シ
ステム実機に接続し，オンラインでリアルタイムデータ

現場 現物 現実

原理 原則

プラント建設
模擬体験

設備選定の意味を
理解（機器パラメータ）

単なる知識を血肉に化学工学原理の学習

ダイナミックシミュレーション環境

部分モデル切り出し 現実世界の抽象化

種々の運転状況
（過酷状態）を

シミュレーションで体験
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を利用した構成で使用することにより，実運転のフェー
ズで図 3 に挙げる各種のアプリケーションを実現するこ
とが可能となる。

ただし OTS 用途中心に用いられている現存のダイナミ
ックシミュレータに，単にオンライン機能を付加するだ
けでは実現できず，次のような機能が必要となる。
1) より厳密なモデルを作成するモデリング機能
2) ダイナミックシミュレーションと定常シミュレーショ

ンのシームレスな結合
3) 厳密モデルを高速に解く計算機能
4) 動的補償付データリコンシリエーション機能
5) オンラインシステムとしてのロバスト性

このため，より洗練されたシミュレーションが必要と
なり，この分野への参入はダイナミックシミュレータベ
ンダにとってもハードルが高い。

図 3 ミラープラントが実現する機能

㈱オメガシミュレーションでは，横河電機，三井化学
㈱と共同でプラントシミュレータ Visual Modeler に上記
の必要機能を付加したミラープラントを開発している。
三井化学㈱の実プラントでの実証も行い，非常に良好な
結果が得られ，その有効性が証明されている (2)。

ミラープラントにより，市販のオプティマイザが提供
する定常最適化に加え，厳密なダイナミックモデルを用
いることにより過渡状態予測，プラント運転システムの
最適化が実現できる。オペレータにとっては挙動予測や
異常予知によって早めの対処が可能となり，より安全・
安定なオペレーションができ，精神的な負荷も軽減でき
るだろう。

ミラープラント構築の過程では，プラント細部までの
理解と詳細なモデル化が必要となる。ここではスタッフ
が持つ原理・原則に基づいた知識，プラントの設計知識と，
オペレータが日々のオペレーションで得た知識や経験則
を融合し，システム化することになる。この一連の作業
は，結果としてミラープラントが構築できるだけでなく，

暗黙知の形式知化による知識の共有，より高度な運転に
向けた要員の技術・技能の向上という教育的効果も期待
できる。

ミラープラントは実証試験でその効果と有効性が確認
され，実用の域に達しているとはいえ，更なる進化の可
能性も大きく今後解決すべき課題もまだまだ多い。プラ
ント運転の革新につながるブレークスルーとなる可能性
を秘めた技術であることは間違いないと考えており，「お
客様のビジネスへの貢献」，「新しい価値の創造」の観点
から，高い優先度を持って継続的に開発を進めてゆく予
定である。

5. おわりに

以上に述べたように，ダイナミックシミュレーション
技術をベースとしたプラントシミュレータは，プラント
ライフサイクルのあらゆるステージにおいて，今後さら
に有効に活用できる可能性を秘めている。㈱オメガシミ
ュレーションでは，EPC フェーズから実運転までのライ
フサイクルを主なターゲットとし，真に実用的なソフト
ウエアの開発と，ソリューションの提供能力に磨きをか
け，横河電機と共にプラントシミュレータをソリューシ
ョンの中核として育ててゆきたい。プラントシミュレー
ションという共通技術を基盤に，プラントライフサイク
ルにおいて包括的な改善効果が期待できるソリューショ
ンに進化させ，お客様の生産技術力の向上と運転の革新
に貢献するのが我々の使命であると考えている。そのた
めに，OmegaLand ならびに Visual Modeler はさらに機
能強化を進めてゆく。また，ミラープラントはグローバ
ルに見ても類を見ない先進的取り組みであると自負して
いる。今後実用化を進めてゆくにあたり，横河電機・三
井化学㈱とともに，この技術の価値や可能性を認めてい
ただけるお客様との技術交流を深め，ミラープラントの
普及を目的とした新しい協業のフレームワーク構築も視
野に入れた取り組みを推進してゆきたい。ミラープラン
トを用いて「こんな問題が解決できないか。」，あるいは

「このようにすればより良いソリューションにできるので
はないか。」など，興味やアイデアをお持ちのお客様には
是非お声をかけていただきたい。ユーザ，ベンダの垣根
を越えた取り組みとして，国際競争力の強化を目指して
共に前進してゆければよいと考えている。
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* Visual Modeler および OmegaLand は株式会社オメガシミュレーシ
ョンの登録商標です。
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