
ダイナミックプロセスシミュレーションモデルを活用した統合制御安全システム構築プロジェクトの遂行方式

横河技報 Vol.56 No.1 (2013)

ダイナミックプロセスシミュレーションモデルを活用した	
統合制御安全システム構築プロジェクトの遂行方式

A Method for Executing Integrated Control and Safety System Projects  
by Using Dynamic Process Simulation Models

和気 一郎 *1	 日高 佳久 *2	 前田 開 *1

Ichiro Wake Yoshihisa Hidaka Kai Maeda
須田 誠 *3	 矢作 拓也 *2	
Makoto Suda Takuya Yahagi

統合制御安全システムの構築において，横河電機は，数多くのプロジェクトを，リスク軽減を目的とした MAC 

(Main Automation Contractor) 方式で遂行してきた。昨今，従来の MAC 方式に加えて，プロジェクトライフサイ

クルの各フェーズにおいてダイナミックプロセスシミュレーションモデルを活用したプロジェクト遂行が，新た

な市場要求となってきている。本稿では，このような市場の要求をどのように実現し，さらに横河のプロジェク

トライフサイクルのプロセスを革新することにより，横河がどのような付加価値サービスをエンドユーザへ提供

できるかを，LNG の液化プロセスを例にとって紹介する。

Yokogawa has completed many Integrated Control and Safety System (ICSS) projects using the 
Main Automation Contractor (MAC) method for risk reduction in projects. These days, markets 
demand use of dynamic process simulation models during each phase of the project lifecycle 
in order to reduce risk further. Taking an LNG liquefaction process as an example, this paper 
introduces how to meet such market needs, and which values Yokogawa can provide to customers 
by innovating processes in the project lifecycle.

1. はじめに

MAC (Main Automation Contractor) 方式によるプロジ
ェクト遂行では，実際のデリバリーフェーズ（設計，制作，
検 査， 出 荷 ） の 前 に FEED (Front-End Engineering and 
Design) を実施してリスクを前もって見極め，標準化の推
進によりデリバリーフェーズのリスクを軽減する手法が
採られる。昨今，従来の MAC 方式に加えて，プロジェ
クトライフサイクルの主要フェーズ（Pre-FEED，FEED，
デリバリー，コミッショニング，スタートアップ，オペ
レーション，メンテナンス）においてダイナミックプロ
セスシミュレーションモデル（以降，モデルと呼ぶ）を
活用し，これにより更にリスクを軽減し，欠陥なきスタ
ートアップと堅牢なプラント運転の実現に貢献すること
が，新たな市場要求となってきている。実証されたモデ
ルを再利用することにより，プラント設計の検証，統合

制御安全システム（ICSS: Integrated Control and Safety 
System）の制御および安全機能の検証，プラントの状態
遷移に伴うプラント運転手順の検証，アラーム管理手法
策定，オペレータの教育等を効率よく実施することが求
められている。

本稿では，LNG 液化プロセスを例に取って，
1) モデルを含めた再利用モジュールの構築，
2) ICSS の制御機能の検証におけるモデルの有効性，
3) 実際のプロジェクトへ再利用モジュールを適用すると

きの手順
を紹介する。

2. プロジェクト遂行方式の変遷

プロジェクト遂行における共通の課題は，いかに変
更を管理するかである。エンドユーザは，FID (Final 
Investment Decision) によって製品の製造開始時期を決
め，MAC を含むコントラクターは，契約によりその時期
を遵守する必要がある。当然のことながら，雑多な要因
により，変更は必ず発生するが，それによって上記の最
終納期が変更されることは通常は有り得ない。製造開始
納期を変更することは，ビジネス機会を失うことに繋が

27 27

*1 Yokogawa Europe B.V.
*2 IA-MK 本部 業種 MK 室
*3 Yokogawa Electric International



ダイナミックプロセスシミュレーションモデルを活用した統合制御安全システム構築プロジェクトの遂行方式

横河技報 Vol.56 No.1 (2013) 2828

るからである。従って，エンドユーザは制御サプライヤ
ーと共に，制御システムの基本機能（システム構成機器，
制御・安全ループ，HMI，アラーム管理機能等）の標準
化を進めて，それを実プロジェクトで再利用することに
よって変更による納期遅れリスクを軽減してきた。しか
しながら，プラントプロセスの複雑さに応じて，基本機
能の標準化だけではカバーできない要素（複雑な制御機
能，制御機能のチューニング，プラント設計の変更・決
定遅れ，使用するプラント構成装置の変更・決定遅れ，
オペレータの運転訓練等）も数多くあり，それらが新た
な納期遅れリスクとなって，所定の時期に最終製品の製
造ができないケースも多々あることが分かっている。そ
こで，FEED およびデリバリーフェーズの早い時期から，
モデルを利用して，プラント設計の検証，ICSS 機能の検
証，アラーム管理設計の画策，プラント運転手順の検証，
およびオペレータ訓練を実施し，仕様決定時期を早め，
結果としてリスクを現場へ持ち込まないというコンセプ
トに基づいた手法が主流となりつつある。次章から，こ
のような遂行方式の変遷に対する横河電機の取り組みと
今後の展開を紹介する。

3. プロジェクト遂行における役割分担とモデルの用途

プロジェクトライフサイクル（PLC: Project Lifecycle）
の主要フェーズにおけるエンドユーザ，FEED コントラク
ター，EPC (Engineering, Procurement and Construction) 
コントラクターおよび横河の役割分担は図 1 の通りであ
る。

図 1 プロジェクト遂行における役割分担

モデルは，以下の用途 (1) で使用する。
 ● プラント設計の検証ツール

FEED または EPC コントラクターから設計データを受
領して横河がモデルを作成する。FEED または EPC コ
ントラクターはモデルを使って，プラントの動特性を
設計指針と照らし合わせ検証し，その妥当性を確認す
る。

 ● ICSS 制御・安全機能の検証ツール
横河が設計・制作する ICSS の制御・安全機能の検査を，
モデルを利用して実施する。社内検査および立会検査

で使用する。制御パラメータの決定，アラーム管理機
能の検査にも適用可能である。

 ● オペレータ教育訓練システム（OTS: Operator Training 
System）
オペレータの教育訓練システムを提供する。

 ● プラント運転手順の検証
エンドユーザまたはコントラクターが作成するプラン
ト運転手順の妥当性を検証する。

 ● ユニット相関関係の検査
複数のユニットを同時に動作させ，関連する ICSS の
制御・安全機能とプラント運転手順を併せて連動させ，
プラント設計と ICSS 機能の設計が妥当であることを
検査する。

4. 横河電機の取り組み

モデルを実プロジェクトの検査工程に利用した例は過
去にも何件かあるが，あくまでもプロジェクトベースで
の取り組みであった。その遂行方式を標準化するため，
および検査工程の前倒しを実現するため，図 2 のような
新 MAC 方式を提案する。この新方式では，主要な PLC
フェーズにおいて，モデルを使用した反復ベースの検査
を繰り返すことによりアプリケーションソフトウェアの
品質を上げて行き，エンドユーザの承認を得た後は通常
の変更管理プロセスを回すことがベースとなっている。
また，エンドユーザにより承認されたモデルを立会検査
で使用することにより，プラント運転手順の検証，現場
でのチェックが難しい検証シナリオ，制御パラメータの
調整にも対応でき，かつ立会検査後，直ちに実運転と同
等の環境を提供し，オペレータ教育の早期確立を実現す
る。つまり，従来現場で行われていた作業を前倒しでき，
リスクを現場へ持ち込まないことを目指している。

図 2 新 MAC プロジェクト遂行方式

この新 MAC 方式を実プロジェクトへ適用するための
準備として，動作確認済みのエンジニアリングサービス
機能である PESP (Pre-Engineered Service Product) を開
発中である。PESP には，従来の再利用モジュール（グラ
フィック・制御安全ループ等）に加え，プロセスに使わ
れる代表的なユニット・装置・機器に対する再利用可能
なモデルが含まれ，業種プロセス毎のテンプレートとし
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て使用可能なものを目指している。ここで言う業種プロ
セステンプレートとは，LNG 受入，LNG 液化，LNG 船，
再液化装置など様々である。実際のプロジェクトでは
PESP を可能な限り活用してプロジェクトを遂行し，差異
があればプロジェクト毎に変更を加えることとなる。

PESP の主な用途は，モデルも含めた再利用モジュール
を利用してコストの削減に貢献するだけでなく，営業フ
ェーズでの早期リスクの同定（従来方式利用部分と新規
技術導入部分の明確化）を可能とし，エンドユーザとの
コミュニケーションにおける対応力の向上にも寄与する。

5. モデル適用例

この章では，プロジェクト遂行における作業（図１）
の内，ICSS 機能検証（ここでは DCS 機能検証に特化）に
おけるモデルの利用効果を紹介する。

図 3 に対象とするプロセスブロック図を示す。プロパ
ン予冷混合冷媒プロセス（C3-MR）をベースにしており，
モデルの対象は，予冷ユニット（C3 コンプレッサー，コ
ンデンサ，エバポレータ），混合冷媒ユニット（MR コン
プレッサー），および極低温熱交換器（MCHE）ユニット
としている。

図 3 LNG 液化プラントのブロック図

LNG 液化プラントでは数台のコンプレッサーを使用す
るが，DCS に組み込む制御機能としては，アンチサージ
制御がある。コンプレッサーがサージ領域に近づくとリ
サイクル弁を開けて装置を物理的に守るための制御であ
る。従来の検証方法では，吸入側等のプロセス値を擬似
的に変更して，リサイクル弁の開閉が仕様書通りに動作
すれば検証結果を OK としているが，現場でそのまま運
転できる保証はなく，現状試運転時には，多くのチュー
ニングを必要とする。モデルを社内検査時に利用するこ
とにより，そのチューニングの一部が可能となり，現場
でのテストの一部が省略できることを下記に紹介する。

リサイクル弁が開く方向の時は，瞬時に弁を開ける必
要があるが，閉める方向は，ランピング機能を経由して
ゆっくりと閉める。このランピング定数のチューニング
は，実際のプラントでは，不必要なリサイクル弁開の操
作を避けるようなチューニングが必要となる。図 4 はラ

ンピング定数設定が妥当でない場合で，１段目および２
段目のリサイクル弁が開いてしまっている。ランピング
定数を最適化すると図 5 のようになり，リサイクル弁開
となったのは２段目のみで，プラントのパフォーマンス
としては好ましいチューニングであることが分かる。こ
のような検証は，モデルなしでは実現不可能であり，モ
デルを社内検査（立会検査）で利用することにより，現
場でのチューニング時間の短縮に繋がることが分かる。

図 4 ランピング定数設定が妥当でない場合

図 5 最適なランピング定数設定の場合

6. モデルを利用したプロジェクト遂行手順概要

営業活動，Pre-FEED および FEED フェーズでは，どの
程度の忠実度のモデルをどの範囲で出荷するかは明確で
なく，デリバリーフェーズで順次決定されていく。デリ
バリーフェーズでは，PESP をそのまま利用することは
現実的には不可能なため，実際のプロジェクト要件にマ
ッチするよう PESP をカスタマイズしていく必要がある。
この章では，営業プロポーザルおよびエンジニアリング
の指針を紹介する。

6.1 営業プロポーザル指針
PESP の構築は，営業プロポーザル指針にも変革をもた

らす。具体的には従来の I/O とハードウェアの積算型（物
量積算型）から，機能とそこに存在するリスクにより全
体を適正に評価する方式（リスク評価型）への移行を可
能とする。物量積算型は定量的にコストを算出する明示
的な手法ではあるが，反面，見積段階という早いプロジ
ェクトフェーズではリスクを経験値でしか測れないとい
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う側面を持つ。PESP は営業活動においても，自社が認識
する従来方式の部分と，新規技術が導入される部分を明
らかにし，リスクを明示的に計る事を可能とする。加えて，
PESP を参照，利用することにより，エンドユーザの要件
定義を最初から読み解くことから始まる従来のエンジニ
アリングコスト算出方式が，自社が提案する定型機能を
ベースにエンドユーザが要望する機能を追加するという
機能見積型へ変遷していき，見積時間の短縮と確度を高
めることが可能となる。

モデルを活用したプロジェクト遂行を提案する場合，
デモなどを通じてエンドユーザがモデルを使って行いた
い検証の概要を聞き出してまとめる事が重要となる。こ
の際，フェーズ毎にエンドユーザ・EPC コントラクター
から入手できる設計データの確度を念頭に置き，現状の
PESP がどこまで活用出来るかを判断した上で，プロポー
ザルを作成することとなる。このプロポーザルは従来の
オペレータ教育訓練システムのスコープとは別物とする。
各フェーズで必要となる設計作業や検証作業を明確に見
積もる必要がある。PESP で用意されている業種プロセス
のスコープを理解し，エンドユーザの要求と照らし合わ
せた提案型のプロポーザルである必要がある。

6.2 設計指針
最も重要な点は，適切なユニット分割とスコープ定義

であると考えられる。モデルでは，物質収支式または熱
収支式によって各パラメータが時間経過と共に変化し，
それがプロセス全体に波及する。従って，機器モジュー
ル単位で実プロセスに対応させることに加え，エリア（ま
たはユニット）単位で実プロセスの各パラメータ（温度・
圧力・流量等）を考慮して，モデルを構築することが重
要である。C3-MR プロセスを例にとると，C3 による予
冷を含む MCHE と MR 冷却サイクルを一つのエリアとし
て定義でき，C3 冷却，MR 冷却をそれぞれユニットとし
て定義できる。エリア全体でみるとガスの成分と供給圧
力，温度が重要なパラメータである。これらによってエ
リア全体の熱収支と圧力バランスが決定される。ユニッ
ト単位でみるとプラントのキャパシティやメーカに応じ
てコンプレッサーの段数の増減とそれに伴うドラムなど
の増減が考えられる。またプラントのロケーションによ
って簡易冷却器の選定が変わることが考えられる。プラ
ントのキャパシティや設置状況に応じてコンプレッサー，
ポンプ，バルブなど個別機器の容量も調整が必要である。
また近年では，プラント全体の効率改善のため，高圧流
体の減圧にエクスパンダーが追加される場合もある。し
かしながらユニット全体でみると C3-MR プロセスである
限り全体の流れは同じであるため，最適調整した典型的

な C3-MR モデルをベースとし，それぞれのプロジェクト
要件に応じてユニットの構成機器を調整することによっ
て比較的短時間で当該プロジェクト専用のモデルを構築
できる。ただし，高忠実度のモデルが要求される場合は，
高確度の設計データの入手が必須であり，それらが一部
でも得られない場合には，別途静的シミュレータ等を使
用した設計データの分析が求められるため個々に対応す
る必要がでてくる。

6.3 構築・検査指針
FEED フェーズでは，設計データの確度が低いため，エ

リア（ユニット）単位で入手できている設計データと推
定値を基に，標準再利用モジュールをカスタマイズして
モデルを構築し，エンドユーザと一緒に検査を繰り返し，
品質を上げていく反復手法が推奨される。

デリバリーフェーズでは，建設用の設計データが得ら
れるため，FEED フェーズで構築したエリア（ユニット）
単位のモデルを，建設用設計データを用いてアップデー
トするとともに統合を進める。平行して同じ設計データ
を基に ICSS アプリケーションを構築し，プラントの運転
区分単位でモデルと ICSS との統合テストを実施する手法
が推奨される。検査工程以降の設計データの変更は，厳
格な変更管理プロセスにより，モデルと ICSS アプリケー
ションの整合性を保つ必要がある。

7. おわりに

モデルを使って検査をすることにより，ICSS の制御機
能の検証が有効に実施できることと，PESP を実際のプロ
ジェクトへ適用するときの手順の概略を紹介した。本手
法は，実プロジェクトで実証されたケースはまだないが，
実プロジェクトへ適用を目指して，プロジェクト遂行手
順（営業見積も含む）の標準化，PESP の価格化，PESP
のカスタマイズの価格化，および変更管理の開始タイミ
ングとその価格化を進めて，エンドユーザに横河標準商
品とその価格を提示できるような仕組みの構築を進めて
いる。また，契約方式の見直し（例えば，設計時の作業
は準委任契約：T&M 方式，制作時以降の作業は定額請負
契約：Lump Sum 方式の混合型へ変更），更なる PESP の
開発，モデルを利用した ICSS 制御・安全機能の自動検証
の検討，横河エンジニアの教育も同時に実施していく。
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