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JSC (Joint Stock Company) Gazprom Neft ( ガスプロムネフチ ) モスクワ製油所では，近代化プロジェクトの一

環として安全計装システムを含む生産制御システムの更新を計画した。モスクワ製油所では，これまで大小含め

約 40 の分散した計器室でプラント運転が行われていた。これらを統合することで，より安全で効率的な運転を

実現することを目指していたが，その目標への道筋を描こうとして，多くの疑問点に直面していた。そこで，モ

スクワ製油所は，横河電機のマスタープランニングサービスを利用して計器室統合へ向けての検討を行うことに

した。５ヶ月に及ぶ調査・解析の結果，生産効率と運転作業効率の改善により利益を生み出すことが可能で，統

合までの移行過程における安全性や実現性にも配慮した生産制御システム更新計画を立案することができた。

The Moscow refinery of JSC (Joint Stock Company) Gazprom Neft in Russia decided to 
migrate its existing production control systems including safety instrumented systems, as a 
part of large-scale modernization project. The refinery was operated from about 40 distributed 
control rooms of different sizes. Although consolidating these was expected to improve safety 
and efficiency, many problems were faced when creating a road map to the target. The Moscow 
refinery therefore decided to apply Yokogawa’s Master Planning to solve them and to conduct a 
preliminary study. After a five-month study, Yokogawa created a profitable migration plan for 
the production control systems, ensuring safety and feasibility throughout the course until the 
completion of consolidation. The improvements to production efficiency and work efficiency are 
expected to yield sufficient profits.

1. はじめに

生産制御システムや安全計装システムを含めたプラン
ト設備の改修・更新は，安全で効率的なプラント操業を
継続するために必要不可欠な活動である。しかし，これ
らの活動には投資が必要で，改修・更新プロジェクトと 
いえどもその投資採算性を事前に評価した上で投資の要
否を判断することが，お客様社内で求められてきている。

JSC (Joint Stock Company) Gazprom Neft ( ガスプロム

ネフチ ) モスクワ製油所では計器室統合を含む設備の近
代化プロジェクトが計画されており，横河電機のマスタ
ープランニングサービスを利用して，計器室統合の検討
を行った。横河電機は，５ヶ月に及ぶ調査・分析の結果，
統合へ向けた生産制御システムの更新計画を立案した。
その計画は，生産効率と運転作業効率の改善により利益
を生み出すことが可能で，投資採算性が高く，かつ統合
までの移行過程における安全性や実現性にも配慮したも
のとなっている。

2. マスタープランニングサービス概要

横河電機のマスタープランニングサービスは，お客様
の改善課題を解決するためのマスタープラン（基本計画）
を作成するサービスである。

*1 IA 事業部 ビジラントプラントサービスセンター
*2 ソリューション営業本部 営業技術統括部
*3 YEI メジャーアカウント 市場開拓センター
*4 Yokogawa CIS Ltd. Technical Division
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 � 趣旨
横河電機は，これまで数多くの生産制御システムの更

新提案と更新プロジェクトを経験してきた。その経験か
ら，サポート期間終了を迎える既存の生産制御システム
を最新のものに単に置き換えるのではなく，理想とする
将来像への道筋を描きながら，現状の改善項目も含めて
検討する「利益を生み出す生産制御システム更新」を提
案する活動を行っている。特に，計器室統合や設備の近
代化などが伴う大型プロジェクトの場合，生産制御シス
テムの更新対象や検討する改善項目が広範囲に及ぶ。そ
のため，４～５ヶ月間をかけてしっかりとしたマスター
プランを作成してから実施するのが効果的であると考え
る。マスタープランには，改善に必要なシステム・設備
と投資額および期待効果（少人数化，収率向上，省エネ
ルギーなど），統合計器室の要件（数，場所，広さ，機能），
導入ステップとスケジュール，運転組織体制の再編と運
転員の教育などが含まれる。

 � 実施体制
横河電機は，ユーザ出身の統合化経験者を推進チーム

メンバーに加えるなど，システム統合・更新の豊富な経
験や，最新技術の知見を活かしながら，ユーザ視点も加
味して統合化へ向けたスタディーをお客様と共に実施し
ている。単に更新システムの構成検討と費用積算をする
だけでなく，お客様と一緒に改善検討をすることは，お
客様にとっても，横河電機にとっても有益となるからで
ある。

 � 実施手順
マ ス タ ー プ ラ ン ニ ン グ サ ー ビ ス は，VigilantPlant 

Services の１つであり，シックスシグマの DMAIC 手法
（Define: 定義， Measure: 測定，Analyze: 分析，Improve: 
改善，Control: 管理）に従って定型化された手順で進め
られる。

3. モスクワ製油所への導入の背景

3.1 プラント概要
ロシアの大手石油企業 JSC ガスプロムネフチは，ロシ

アおよびセルビアに５つの製油所を所有している。その
内の１つであるモスクワ製油所は，年間 1200 万トン（約
23 万バレル／日）の原油処理能力を有しており，プロパ
ンガス，ガソリン，ジェット燃料，軽油，重油，アスフ
ァルトなど 15 品目，40 銘柄以上に及ぶ製品を製造して
いる。その製品は，主にモスクワ市およびその近郊に供
給されており，ロシアの首都モスクワの需要を賄うとい
う重要な役割を果たしている。常圧蒸留装置，減圧蒸留
装置，流動接触分解装置，接触改質装置，水素化脱硫装置，
アスファルト製造装置などのプロセス装置に加え，ユー
ティリティ設備や入出荷設備などを有している。

3.2 課題
モスクワ製油所では，その長い歴史や使用している旧

式生産制御システムの制約などから，各装置の近くに建
設された大小含め約 40 の計器室に運転員を分散配置し
て，プラント運転を行ってきた。より安全で効率的な世
界レベルの製油所を目指して，近代化プロジェクトが計
画された。そのプロジェクトの一部として，相互に繋が
りのある複数装置を１箇所から協調的に運転するために，
統合計器室を建設することが検討された。しかし，大規
模な計器室統合はモスクワ製油所にとって初めての経験
であり，どのように進めるべきか，以下のような点につ
いて思い悩んでいた。

 ● できれば 40 計器室から１統合計器室に１ステップで
移行したいが，果たして可能か

 ● 統合計器室の設置場所はどこが適切か，持つべき機能
は何か，どの役割の人を統合計器室に移動すべきか，
必要な広さはどのくらいか

 ● 運転員が配置される場所とプロセス装置との距離が長
くなると安全上問題とならないか，どの程度の距離な
ら許容されるのか

 ● 投資費用と期待効果金額はどのくらいか
 ● 統合プロジェクト完了までの期間を短くしたいが，ど
のくらいのスケジュールが現実的か

 ● 統合計器室での運転への移行に伴い，運転員の役務範
囲はどのように変わるのか，それに伴って必要となる
教育は何か
一方で，新設プロセス設備の工事の予定が迫っており，

統合までのマスタープランを早急に立案することが求め
られていた。統合を前提としたマスタープランを配慮せ
ずに，新設プロセス設備のみを想定した個別の計器室を
設計・建設してしまうと，後々統合する段になってその
計器室建設が効果的な投資ではなかったと判明するとい
うことになり兼ねないからである。

3.3 解決法
上述の課題の解決に向けて，横河電機はモスクワ製油

所に統合計器室へ向けたマスタープラン作成のフィージ
ビリティースタディーの実施を提案し，承諾された。横
河電機が，ロシア国内で同様のフィージビリティースタ
ディーを実施した経験を有していたという点も，その決
定理由の一つであった。

4. モスクワ製油所への導入の内容

モスクワ製油所の計器室統合化マスタープランニング
サービスは，下記の手順に従い，準備期間も含め５ヵ月
で実施した。

 ● 現地調査と情報収集
 ● 目標とする将来像の明確化
 ● 複数の更新ケースの立案
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 ● 更新後の生産制御システムの要件と構成の検討
 ● ケース毎に算出した投資費用と期待効果金額に基づく
投資採算性評価

 ● 移行過程における安全性や実現性も加味した最適ケー
スの選定

 ● 導入ステップの検討とスケジュールの作成
 ● 運転部門の組織や役務の変更検討

4.1 Define ( 定義 )
横河電機では，計器室統合化スタディーの提案を行う

前に，事前サイトサーベイと称する現地調査を行う。お
客様の現状や要望に応じて異なってくるスタディーの項
目と内容を正しく見極めるためである。お客様としても，
スタディーの内容，成果物，体制，横河電機の経験など
を事前に知ることができる。また，計器室統合により目
指す将来像や統合化コンセプトを横河電機より紹介する
ことで，計器室統合の目的を明確にし，それをお客様と
共有することもできる。

モスクワ製油所のスタディーでは，運転部門だけで
なく生産管理部門も含めて統合することで，生産計画の
PDCA (Plan-Do-Check-Act) サイクルを確実に迅速に回し，
複数の運転部門間の協調を最大限に引き出すことが可能
となる PMC (Production Management Center) の設立が
目指すべき姿として共有された。

本スタディーの項目と内容を表 1 に示す。この他に，
要望に応じて，生産管理システム，設備管理システム，
運転員の教育への提案も含めることとした。

なお，横河電機の計器室統合化スタディーでは，以下
の基本的考え方に基づいて提案を行うことにしている。

計器室統合により，
 ● 運転員の作業負荷を増やさない
 ● プラント運転をより安定化する
 ● 現在よりも快適な運転環境を提供する
 ● 解雇による人員削減を推奨しない

4.2 Measure ( 測定 )
以下の情報を得るために，約２週間に渡り現地調査を

行った。
 ● 計器室と生産制御システム
 ● 運転・生産管理業務
 ● 組織
 ● 製造出荷
 ● 将来計画
 ● 要望
特に計器室は，制約の許す範囲で，ほぼ全てを訪問す

るようにしている。数値や図面を見るだけでなく，そこ
で実際に運転・作業を行っている運転員やスタッフの方々
に会い，その状況を直接見ることで，現状を正しく把握
し，現場に即した将来像を描くことができるからである。
図 1 に計器室訪問時の調査の様子を示す。

図 1 計器室訪問による調査

4.3 Analyze ( 分析 )
収集した情報を元に，前述の計器室統合に対する疑問

点を明確にしつつ，様々な分析を行った。ここでは，そ
の中からいくつかをピックアップして紹介する。

 � 統合ケース検討
現状の 40 以上ある計器室を，最終的に１つの PMC に

統合することを目指すが，モスクワ製油所のエリアは広
いため，全ての運転員を１箇所に集めてしまうと，緊急
時に必要となるフィールドでの操作や状況判断に遅れが
生じリスクが増すことになってしまう。それを防ぐため，
統合後もフィールド操作や状況判断をするための人員を
プロセス装置から適切な範囲に配置しておく必要がある。
この場所と機能を SC (Satellite Center) として，必要な数，
設置場所，建物，プロセスフローに即した運用方法・組
織などを検討した。

また，現状から１ステップで統合してしまうのではな
く，部分的に統合された LCCR (Local Centralized Control 
Room) での運転を過渡的に設けて，その後 PMC に移行
する，図 2 に示すような２ステップでの統合も検討した。
例えば，建物を選定する際，SC/LCCR に集合することに
なる人数が既設計器室に収容しきれるか，増築で対応可
能か，新設プラント計画と一緒に計器室を新設するか，
最適な場所はどこかといった詳細検討も必要になってく
る。これらの，統合ステップ数，SC/LCCR 数，建物のタ
イプ，グループ分けなどは，投資費用と導入効果の両方
に影響する要因である。そこで，全８ケースを作成し，

表 1 スタディー項目と内容

項目
内容

提案
期待効果
算出

投資費用
算出

計器室統合 *1 ○ ○ ○
APC*2 ○ ○ ○
OMS	&	Blending*3 ○ ○ ○
OTS*4 ○ ○

*1 生産制御システム更新，運転体制再編の検討も含む
*2 Advanced Process Control ( 高度プロセス制御 )
*3 Oil Movement System & Blending ( オフサイト制御システムとブレン

ド制御システム )
*4 Operator Training Simulator ( 運転訓練シミュレータ )
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それぞれに投資費用と導入効果を求め，移行時のリスク
も加味して最適なケースを選択した。

図 2 統合ステップの概念図

 � 計器室統合による期待効果推算
統合による期待効果は，運転業務効率の向上と生産効

率の向上の２つに分類される。
計器室が統合されると，現在より少ない運転員・保全

スタッフでのプラント運転が可能となり，運転業務効率
が改善される。最新の生産制御システム導入により運転
の自動化・高度化を推進し，更に，運転員・保全スタッ
フの役務範囲とシフト体制を見直すことにより，その効
果を増すことができる。モスクワ製油所の場合，現状の
約６～７割の人員で運転できるポテンシャルがあると推
算した。余剰となる貴重な人的資源を活用すべく，今後
建設が予定されている新設プロセス装置を運転するため
に必要となる人員数も参考値として算出した。

統合された PMC 環境下でプラントを運転すると，現
在生じているロスの何％かが回収可能となり，生産効率
が改善される。現在の分散された運転環境は，リアルタ
イムでの運転情報共有，装置間の密接なコミュニケーシ
ョンによる連携，迅速で正確な運転実績集計や運転変更
指示などを効果的に行うには適していない。統合運転が
実現できれば，控えめな数値として年間約４億円を改善
するポテンシャルがあると推算した。

 � APC, OMS & Blending と OTS
APC は，試算したプロセス装置毎の導入効果金額に基

づいて導入優先度を決めた上で，システム更新やプロセ
ス装置増改造の計画も加味して，プロセス装置毎の APC
導入年度を決定した。OMS & Blending は，在庫管理の
効率化や品質ロスの削減など，効果が見込まれる項目毎
に導入効果金額を試算した。OTS は，計器室統合化に伴

って要求されてくる運転員一人当たりの担当装置エリア
の拡大に対して，効果的に教育を行う手段の１つとして，
その対象装置と導入年度を決定した。

4.4 Improve ( 改善 )
中間ミーティングを開催し，モスクワ製油所，および

横河電機のスタディーチーム内で，分析結果をその検討
の背景も踏まえて共有し，スタディーの方向性を再確認
した。追加で必要となった情報の受領，残りの分析作業
の確認，報告内容に関する要望のヒアリングなども実施
した。

4.5 Control ( 管理 )
スタディー結果を報告書としてまとめ，製油所および

本社を訪問して最終報告会を実施した。いくつか作成し
た統合ケースの内，移行時の安全性と投資効率の両面に
配慮した，横河電機の推奨するケースが選定されること
となった。また，その後の導入スケジュール詳細の検討
についての議論なども行った。

5. モスクワ製油所での導入の成果

本スタディーの目的であった PMC の設立に向けての
必要な検討，および効果的な投資・導入プランの策定を
期間内に完了することができた。モスクワ製油所および
ガスプロムネフチ本社から「単なる移行計画ではなく，
運転改善の提案を含めた総合的な運転近代化計画となっ
ている。」という本スタディーに対する感謝の言葉を頂戴
することができた。今後は，策定したマスタープランに
基づいた計器室統合と生産制御システム更新が実施され，
見込んだ効果が得られることを期待している。

6. おわりに

横河電機は，生産制御システムを製造・販売するだけ
でなく，本マスタープランニングサービスのように，生
産効率改善，安全性向上，運転環境の改善，投資の効率
化など共通の目標に向かって，お客様と一緒に検討する
活動も行ってきている。今後も，お客様の視点に立つこ
とを忘れず，価値ある提案やスタディーを提供して行き
たい。

最後に，本プロジェクトメンバーとして参画し，ご尽
力頂いたモスクワ製油所の方々には，感謝の念を表して
謝辞とさせて頂く。

* VigilantPlant Services は，横河電機㈱の登録商標です。
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ステップ 1: 部分統合された LCCR での運転

LCCR

許容距離

運転員・保全スタッフ

ステップ 2: 全体統合された PMCと SC での運転
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PMC
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