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“OmegaLand OTS Enterprise” による運転訓練，教育システムの新潮流
Operator Training by OmegaLand OTS Enterprise: New Trends for Training Systems
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株式会社オメガシミュレーションは “OmegaLand OTS Enterprise” を開発した。これにより，統合ダイナミッ

クシミュレーション環境 OmegaLand による運転訓練を活用し，企業全体や工場単位で従業員や運転員への教育，

定期的なスキルアップと学習状況把握を効率的に行える。このシステムでは，インストラクターとトレーニーは

遠隔から参加可能である。インストラクターは集合訓練同様に操作デモや操作指示が行え，任意のトレーニーの

操作確認ができる。訓練参加者間で優れた操作を模範にしたり，不適切な操作を他山の石としたりといった情報

共有も可能である。また，トレーニーは，集合訓練の事前準備やフォローアップのための自己学習を自分の PC

からいつでも利用可能である。さらに，客観的な尺度で訓練評価できるなど，参加者，評価者に多様な機能を提

供する。設備としては，企業や訓練施設のドメインにウェブサーバーを増設するのみで，イントラネット上に構

築できる。管理運用コストが低く実現できるという優れた長所を持っている。

Omega Simulation Co., Ltd. (OSC) has developed OmegaLand OTS Enterprise based on 
the OmegaLand integrated dynamic simulation environment. It helps provide company-wide 
or plant-wide training for plant operators and other employees, and efficiently monitors their 
training status and understanding. Instructors and trainees can remotely access the training 
system. Instructors demonstrate operations and provide instructions as in conventional class 
training. They can also check the operations of respective trainees. Trainees share the best 
practices and other information among themselves. Trainees can access the system from their PC 
at anytime and receive objective evaluations. This system can be set up with only a single web 
server in the company’s or training center’s domain. This is advantageous for allowing users to 
enjoy these features at reasonable costs. 

1. はじめに

近年，化学・石油化学プラントではスタートアップ，
シャットダウン操作頻度の減少，プラントオペレータの
世代交代などの状況下，プラントの老朽化による機器の
トラブルへの対応，異常事態への対応など，プラントの
安全操業に対する用件を支えるための，教育訓練や運転
訓練はますます重要となっている。

ここで教育訓練とは，プラントに存在している機器
の原理や基本操作，PID 制御装置を用いた制御における
原則の理解など基本的な機能を学び，身につける訓練を
意味する。訓練施設には，現実の装置に基づく演習施設
がある。多くの施設には運転訓練シミュレータ（OTS: 
Operator Training Simulator）を装備している (1)。OTS

ではプラントの動的な挙動をダイナミックシミュレータ
で模擬し，計装装置またはその演算シミュレータを用い
て現象の理解と操作を学習できる環境である。

本格的な OTS では，複数のオペレータが現実のシステ
ムと同様な操作を学ぶことと同時に，チームとしての連
携，機器のトラブルや，プラントの異常事態への対応訓
練を行う。しかし，専用設備を必要とし，関係者が時間
を確保して集合し訓練を行う必要があるため，時間を取
れず，訓練頻度が少なくなったり，内容が偏ってしまう
ことがある。さらに，参加者全員の技術習得には限られ
た時間での集合訓練だけでは不十分など，有効活用が難
しい事態が発生している。OTS-E (OTS Enterprise) はこ
うした既存 OTS の欠点を補い，参加者が手軽に訓練効果
を高められ，個人の力量に応じたきめ細かな訓練を，低
いシステム運用管理負荷で提供できるしくみである。

2. システム構成

図 1 は本格的な OTS であり，実機の DCS を接続して
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いる。OTS-E では，DCS の制御ロジックや画面をエミュ
ーレーションする構成がよく利用され，図 2，3 がその
代表例である。

図 1 通常の運転訓練システム（OTS）

図 2 自己学習モード・自動評価モード（OTS-E）

図 3 インストラクター指示モード（OTS-E）

図 2 と 3 に共通する特徴は，サーバー機能を追加して
訓練内容や利用者の割当，運用結果が集中管理できるよ
うになったこと，およびサーバーとイントラネットに接
続されているコンピュータ（PC）であればいつでも利用
できることである。ここでイントラネットとは，社内専
用線内など，PC やユーザがドメイン環境で相互認証され
ている環境を意味し，物理的には広域でも，複数利用者
環境で訓練が実施できる。すなわち，通常の企業や教育
施設のネットワーク環境であれば問題なく利用できる。

主な構成例には図 2 の「自己学習・自動評価」と図 3
の「インストラクター指示」があり，以下に説明する。

2.1 自己学習・自動評価
図 2 は訓練を受けたいユーザが自分の OA 環境の PC

からウェブブラウザで訓練シナリオを選択するだけで，
自動的に訓練用のプログラム起動し，訓練目的に応じた
操作を学習したり，評価を受けたりできる仕組みである。 
　この場合，各自が自分の都合のいい時に自分のペース
でどの環境（自分の PC でも）からでも利用できること
が特徴で，トレーニー自らがいろいろな運転を試行錯誤
したり，よりよい操作を体験することができる。また，
この構成のシステムは，トレーニーの学習成果やプラン
トまたは操作などの理解度を客観的に確認するための仕
組みとして利用することができる。

システムとしては，自動評価を訓練のインストラクタ
ー向けモジュール “OmegaLand/ITK” の評価機能で表現
し，システムが起動すると同時に必要なシナリオと客観
的な評価が動作するよう簡単に構成できる。シナリオ例
には機器故障，フィード条件の変化，外乱の印加がある。
また，評価としては，圧力・流量などのプロセス状態を
基準範囲内に維持する，安全弁が開かないように操作す
る，必要な機器の準備や起動を正しい手順で適切な時間
内に操作する，等の指標を組込める。

こうして評価基準を点数化し，トレーニーの訓練度合
いを合否で判定できる。E ラーニングの標準インターフ
ェースを通じて，企業や教育施設で導入されている学習
管理システムに情報送信することもできる。

2.2 インストラクター指示と OTS-E の活用
図 3 はインストラクターとトレーニー（複数で構成可

能）がネットワークを経由して１つの訓練を共有したり，
あたかも同じ場所で教育を受けているかのように仮想的
な訓練を遠隔で実現できる仕組みである。例えばインス
トラクター A が，トレーニー B，C，D に対して，あるプ
ラントの異常事態対応を共同訓練する場合や，B，C，D
にそれぞれ各自の装置に対する基本操作を学習させる訓
練をネットワーク経由で実現している。

3. 機能概要

3.1 クライアントサービス
OTS-E は，仮想的な共同訓練環境の提供に加え，訓練

効果を高める次のような付加機能を備えている。
 ● メッセージ交換
 ● 作業依頼管理
 ● 模範操作の共有
 ● トレーニー操作参照
 ● 操作の再生と共有
「メッセージ交換」は，訓練の準備と終了や開始情報の
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情報交換のみならず，トレーニー間の情報交換にも利用
できる。現場操作担当のトレーニーが，現場の情報を計
装室の担当者に状況報告したり，現場操作担当者同士の
進捗確認などの例がある。メッセージ内容は，訓練履歴
として保存できるため，訓練結果の参照機能を利用して
訓練終了後，または後日確認に有効である。
「作業依頼管理」を利用すると，インストラクターがト

レーニーにシナリオに沿った操作を指示し，トレーニー
がその指示を了承して，操作後に作業完了情報を返すと
いう一連の作業を管理できる。
「模範操作の共有」は，インストラクターが仮想的な訓

練グループを組織し，その参加者に模範操作や，基本操
作を画面でわかりやすく説明する機能である。
「トレーニー操作参照」は，インストラクターが任意の

トレーニーの操作状況を自分の PC 画面上に再現しなが
ら，操作内容を確認する機能である。画面操作を除けば，
訓練グループに参加している全ユーザの操作内容を時系
列のリスト情報として確認することができる。
「操作の再生と共有」は，上記のトレーニーごとの操作

内容を選択して，訓練グループに所属しているメンバー
に操作例として画面に再現して見せることができる。優
れた運転操作例や，現実に陥りやすい問題操作などを参
加者が共有し，全体のレベル向上に活用できる。

更に，インストラクターは自分がインストラクターと
して割り当てられたシナリオが，ネットワーク上のどこ
かで「自己学習・自動評価」の形態で実行されていれば，
それらの運転状況を ITK や専用画面モジュールを利用し
て確認することができる。トレーニーは，操作の妥当性
やプロセス状態を判断してもらうために，インストラク
ターに連絡し，この機能により，遠隔の支援やコーチン
グを受けられる。両者が時間を有効活用できる。

3.2 サーバーサービス
主なサーバーサービスとしては，次の機能がある。

 ● 最新ソフトウェアの管理
 ● 訓練に利用されるモデル，初期状態のマスター管理
 ● 各ユーザと権限の管理
 ● シナリオの管理
 ● 訓練履歴管理
図 3 に示したように，サーバーにはソフトウェアに加

え訓練の実行に必要なモデルや初期状態のマスターが保
管されている。もしソフトウェアが訓練を行う PC にイ
ンストールされていない場合には，ユーザがログオンし
たのちに OTS-E のサービスサイト（ウェブブラウザで開
く訓練用のトップサイト）を開くと，プログラムのイン
ストールを促すメッセージが表示され，ソフトウェアの
インストールが簡単に行える。一度プログラムがインス
トールされれば，次回は選択した訓練シナリオに応じて，
必要な訓練モデルが自動的にダウンロードされ自動実行

される。再実行は内部キャッシュにより即起動される。
「各ユーザと権限の管理」の機能は，システムの管理

者が OTS-E のシステムにアクセスできるユーザの登録作
業をする機能である。登録と同時にシナリオの変更など
が必要なエンジニアか，訓練のインストラクターなのか，
トレーニーなのか等のユーザ権限を設定する。
「シナリオの管理」の機能により，エンジニア権限のあ

るユーザであれば，ウェブブラウザでモデルの更新や初
期状態変更ができるようになっている。
「訓練履歴管理」の機能により，ユーザ権限に応じて訓

練結果を参照することができる。訓練結果としては，訓
練の評価スコア，合否判定，実行日時，実行シナリオ，
操作ログなどの情報が含まれている。

4. 特長

次に，OTS-E の特長を説明する。

 ● ブラウザを利用して，いつでもどこからでも利用可能
この特長は通常の OTS を補完する重要な長所となって

いる。例えば特定の OTS の訓練前に，初心者や長期間に
対象現場を離れていたトレーニーに，そのプラントの重
要機器の原理や起動操作，装置切り替え操作を OTS-E で
学習するようシナリオを割当てる。OTS の共同訓練では
関連した機器の操作を学習した担当者に割り当てる。共
同訓練に関して，もしトレーニーに，操作に未熟な部分や，
異常時の挙動に対する予測や対処にミスがあった場合に
は，共同訓練後にトレーニーの弱点やレベルに応じた追
加シナリオを補習用に割当てたり，習得度確認の課題に
設定したりできる。つまり，OTS の集合訓練前の予習や
復習とその結果参照が容易に実現できる。

 ● インストラクター，トレーニー共に遠隔参加が可能
この機能も訓練の機会を増やし，限られた専門家や多

くの新人トレーニーを効率的に教育することに役立つ。
海外にコピープラントを建設したり，複数の類似装置が
別のプラントに存在している場合がよい例である。イン
ストラクターやその装置の専門家に訓練のために遠方に
移動して訓練に参加させなくとも，通常の職場から参加
することで，最小限の負荷で多くのトレーニーを効率よ
く教育することができる。また，設備の変更や担当部署
の異動前に，遠隔から訓練システム参加しながら，運転
操作やプロセスの挙動を観察したり，一部の操作を体験
したりして徐々に準備を進めることができる。

 ● システム導入が容易で管理者・利用者の負荷が低い
これは OTS-E の優れた長所となっている。これまでの

OTS の管理は，事前に利用するマシンに必要なソフトウ
ェアインストールし，教育用のシナリオ（モデルや初期状
態）を保存し，ネットワークの構成に関する設定を行う必
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要があった。さらに訓練時には各 PC でプログラムの操作
を理解する必要があった。OTS-E では教育システム担当者
の事前準備は，トレーニーを訓練シナリオに対して割当し
ておくだけである。システム管理の仕組みはサーバーで実
現されているため，教育システム担当者は OTS で利用さ
れる訓練内容を更新したり，訓練結果を参照したり，訓練
者をシナリオに割り当てたりを自分の PC でブラウザから
行える。IT 管理者のようなサーバーや PC についての知識，
インストール作業の準備は不要となる。

 ● 利用者環境負荷が低い
OTS-E のシステムは大きなシミュレーションでも実行

環境 PC への負荷が軽いため，専用の強力な PC を必要と
することは少ない。特に OTS の予習や復習，個別装置の
機能学習などでは大きなプロセスをそのまま動作させる
必要性も低いので，自分のデスクワークの PC 環境や空
いている共用の PC を利用して，容易に実行することが
できる。利用者は学習途中の初期状態をサーバーに保存
することができ，後日別 PC から学習を継続することも
できる。

 ● 管理者の負荷が低い
サーバーのサービス追加も容易で，IT の知識さえあれ

ば一台の標準的なサーバー OS にウェブサービスを追加
し，訓練プロジェクト用のフォルダ割り当てをする程度
で，半日でシステム導入が行える。高価なハードや複数
のサーバーの導入も不要である。もちろん，強力な計算
センターなどがあり，ハードウェアやソフトウェアライ
センスに十分な余裕がある場合には，サーバー側で本格
的な OTS を実行させ，複数のユーザからの要求を振り分
け，ユーザは遠隔からサーバー上のシミュレータ環境を
利用する実現手段にも対応可能である。この場合は，ク
ライアント PC の負荷は下がるものの操作のレスポンス
が遅れたり，サーバー側の負荷状況により各自が参加し
ている個々の訓練性能が落ちたり，不安定になる可能性
がある。事前の性能評価と IT による大規模なシステムイ
ンテグレーション，継続的なサーバー運用が必要となる。

5. 教育訓練例

インストラクターが２人のトレーニーを訓練に招待し，
インストラクターの指示の下で教育訓練を行う例を取り
上げる。事前にシステム管理者がウェブブラウザから，
３人をそれぞれインストラクター１人とトレーニー権限
２人で登録し，必要な訓練シナリオに割り当てる。
1) インストラクターは，訓練サイトをブラウザで開き，

訓練グループの結成メニューから，ログオン中のトレ
ーニー２人を選択する。

2) トレーニーは各自の PC で招待を受け，承認する。
インストラクターは，訓練シナリオと訓練モードを選
び，先のユーザを訓練に参加させる。インストラクタ
ーの PC では自動的にシステムが立ち上がり，トレー
ニーの PC には訓練操作用の画面が表示される。

3) インストラクターは図 4 のようなメッセンジャーを利
用し，トレーニーに訓練内容や依頼作業を通知する。

4) 図 5 のような画面を利用し，インストラクターは訓練
に必要な操作を行い，訓練を進める。

5) 訓練を終了すると，自動的にプログラムが終了し，結
果がサーバーに吸い上げられる。

図 4 OTS-E メッセンジャー画面

図 5 インストラクター画面と訓練操作

6. おわりに

“OmegaLand OTS Enterprise” は，既存 OTS の弱点を
補い，教育システム担当者，インストラクター，トレー
ニーの誰もが使いやすい環境である。運転訓練や教育訓
練の稼働率を上げ，企業や教育機関の広いユーザに効率
的な訓練成果をもたらす。管理者は訓練状況を容易に把
握できる。運転訓練や教育システムの新しい潮流である。
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