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製油所向け操業改善サービスによる 
安全・安定運転と効率化を実現する計器室統合

― 理想の製油所を目指す富士石油株式会社袖ケ浦製油所における適用事例 －

Consolidation of Control Rooms for Achieving Safe, Stable and Efficient Operation  
by Refinery Operation Modernization Service

- An Application Example at the Sodegaura Refinery of Fuji Oil Corporation towards an Ideal Refinery -

磯部 浩 *1
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富士石油㈱袖ケ浦製油所では，定年を迎えるベテラン運転員が増加することを踏まえ，来るべき世代交代を無

事に乗り切るため，理想の製油所実現に向けた検討を進めてきた。2009 年 6 月に，安全・安定運転と効率化を

実現する計器室の統合と生産システム更新を完了した。横河電機は，VigilantPlant Services の１つである製油所

向け操業改善サービスを通して富士石油㈱袖ケ浦製油所を支援し，「製油所のあるべき姿」や「計器室の統合方

法」，「統合計器室のイメージ」を提案し，お客様とともに運転標準化，計器室統合の具現化を行った。本稿では，

富士石油㈱袖ケ浦製油所での理想の製油所に向けた取り組みと，横河電機がお客様のさまざまな課題を解決する

ために提供した４つのソリューション（製油所生産制御統合化システム，統合計器室デザイン，運転訓練システム，

製油所安全計装システム）の概要を紹介する。

The Sodegaura refinery of Fuji Oil Company has long been studying how to create an 
ideal refinery that can cope with the changing generations of staff due to the mandatory 
retirement of skilled operators. As a first step, it consolidated its control rooms and updated the 
control systems in June 2009. Through Refinery Operation Modernization Service, one of its 
VigilantPlant Services, Yokogawa proposed “an ideal refinery,” “consolidation process of control 
rooms,” “an image of the consolidated control room,” etc. and worked together to standardize 
the operation procedures and consolidate the control rooms and control systems. This paper 
introduces the improvement activities towards an ideal refinery at the Sodegaura refinery 
and four solutions provided by Yokogawa to solve the customer’s problems: solutions for the 
consolidated refinery production control system, consolidated control room, operation training 
system, and safety instrumented system for the refinery.

1. はじめに

計器室統合は，これまで 1990 年代や 2000 年代前半
に競争力強化を目的とし少人化や高効率化を実現する手
法としていくつかの製油所にて実施されてきた。具現化
された統合計器室は，当時掲げた目的や実施された事業
背景から，それぞれの時代を反映した特異性を持って構
築された。昨今，国内石油産業においては厳しい経営環
境の中，更なる国際競争力強化が求められている。分散
制御システム（DCS: Distributed Control System）更新を
機にこれまでと異なる新たな目的や背景のもと，計器室

統合による更なる安全・安定運転と効率化へのニーズが
高まってきている。

本稿では，富士石油㈱袖ケ浦製油所殿（以下，敬称は
省略）における安全・安定運転と効率化を両立する理想
の製油所を目指す取り組みを紹介し，その取り組みの一
環として 2009 年 6 月に完工した計器室統合と DCS や緊
急遮断設備等の生産システムの更新で横河電機が提供し
た VigilantPlant Services の１つである製油所向け操業改
善サービスによる４つのソリューション（製油所生産制
御統合化システム，統合計器室デザイン，運転訓練シス
テム，製油所安全計装システム）を概説する。

2. 計器室統合前の装置オペレーションの課題

富士石油㈱袖ケ浦製油所では，二次装置を新設・増設*1 ソリューション営業本部営業技術統括部
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図 1 理想の製油所構築に向けた取り組み

してきた経緯から，装置ごとに製造部が６つの運転課で
構成され，計器室および DCS システムも４つに独立・分
散されており次の問題点を抱えていた。

 ● 運転課ごとに DCS を導入した年度が異なり，DCS
が２つのベンダーでしかも複数機種となっていた。

 ● 運転課ごとにシステムの詳細設計が異なっていた。
 ● 各運転課はその課に帰属した装置の単独運転を行っ
ていた。

 ● 運転課間の連携は計装信号ケーブルまたは工場全体
を統括するプラントインフォメーションシステムを
介したデータの授受により実施していた。

 ● 導入後の装置の増設・改造等により，DCS の CPU
負荷率および扱う計器数がシステムの許容限界値に
近づいていた。

 ● 運転課ごとにオペレータの教育・訓練および DCS
の予備品の確保，保守要員が必要となっていた。

以上の課題を解決し，製油所のさらなる安全の確保，
効率化，技術伝承などを実施するために，製造課統合や
計器室統合，ならびに最新の生産制御システムへ更新す
ることとなった。

3. 理想の製油所構築に向けた取り組み

図 1 に富士石油㈱袖ケ浦製油所における，安全・安定
運転と効率化を両立する理想の製油所を目指した取り組
みを示す。(1)

富士石油㈱袖ケ浦製油所では，2013 年前後から定年
を迎えるベテラン運転員が増加することを踏まえ，来る
べき世代交代を無事に乗り切るため，理想の製油所実現
に向けフェーズ計画を立案した。フェーズ１では 2009
年 6 月に計器室統合と生産システム更新を完了し，フェ

ーズ２では 2011 年までに製造課統合を完了させ，真の
“ プロダクションセンター ” を実現させるという計画であ
る。

2004 年の富士石油内の業務改善 WG からトップマネ
ジメントへの答申をスタートラインとして，計器室統合
化 WG での検討を通して，人づくり，安全，安定，効率化，
技術伝承に関して課題を抽出し，2007 年に実プロジェ
クトをスタートさせた。

横河電機は，お客様の WG を支援するスタンスで「製
油所のあるべき姿」や「計器室の統合方法」，「統合計器
室のイメージ」を提案し，お客様とともに運転標準化，
計器室統合の具現化を行った。フェーズ１での計器室統
合と生産システム更新は，「計器室統合化プロジェクト」
と称して JOB を遂行した。

4. 理想の製油所を目指す計器室統合化プロジェクト

ここでは，2009 年 6 月に完工したフェーズ１での計
器室統合と生産システムの更新について，その概要，目的，
実施項目等を説明する。

4.1 計器室統合化プロジェクトの概要と目的
フェーズ１では，“ 製造課統合 ” と “ 計器室統合 ” を行

なうこととした。これまでは製油 1 － 4 課，動力課，操
油課の６課が４箇所の制御室に分散し，各装置の運転を
担当していたが，DCS 更新を機に統合計器室を新設し，
2009 年 6 月の大規模定期修理のためのプラント停止時
に１箇所に統合することにした。また，DCS の更新で
は，単に最新の装置に置き換えるだけでなく，これまで
の装置単位の DCS の域を越え，各装置 DCS を横断的に
制御・監視する統合 DCS を用意し，高効率化を目指した。
さ ら に， 安 全 計 装 シ ス テ ム（SIS: Safety Instrumented 
System）を導入し製油所全体の安全性の強化を図った。
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富士石油㈱の計器室統合とシステム更新の目的を以下
に示す。

 ● 製油所の機動性・連携性を高め，生産出荷一貫体制
と情報の流れを同期化する。

 ● 技術伝承・教育を行い，人材育成を図り将来に亘っ
て安全操業を維持する。

 ● 製油所の機動性・連携性を高めるため，また，技術
伝承・教育の場として，新たに統合計器室を設置し，
安全・安心運転を確立する。

4.2 計器室統合化プロジェクト基本設計方針
横河電機は，お客様の課題を特定し，課題を解決し前

述のお客様の目的を達成するため，以下に示す「計器室
統合化プロジェクト」の基本設計方針を設定した。

 ● 製油所生産制御統合化システムの実現
フェーズ１の計器室統合とシステム更新だけでな
く，フェーズ２の 2011 年までに更なる高効率化，
技術伝承を行うことができるシステムを構築する。

 ● 高効率化オペレーションの実現
 ● 安全管理の強化
 ● 水平統合オペレーションの実現
将来，製油 1 課から操油課まで製油所全体を水平
統合する統合オペレーションを実現する。

 ● 技術伝承を目的としたオペレータ支援の実現
会議室やフィールド，スタッフ部門への DCS 情報
の提供を可能にする。運転支援システムを統一する。

 ● システムの可用性の向上
運用上の問題点を考慮したシステム設計を行い，各
機器，ネットワーク，ソフトウエアの可用性を向上
する。

5. 計器室統合ソリューション（課題解決）

横河電機は，富士石油㈱袖ケ浦製油所のさまざまな課
題を解決するため，製油所向け操業改善サービスによる
４つのソリューション（製油所生産制御統合化システム，
統合計器室デザイン，運転訓練システム，製油所安全計
装システム）を提案し，事前検討からスタートアップ完
了までお客様と共に取り組み，これを具現化した。

5.1 製油所生産制御統合化システムソリューション
図 2 に 示 す， 横 河 電 機 が 提 唱 す る「 製 油 所 生 産 制

御統合化システム」は，最新の統合生産制御システム
CENTUM VP を基盤に，これまでの装置単位の DCS の域
を越え，各装置 DCS を横断的に制御・監視するとともに，
高度制御や運転支援，アラーム解析，安全計装システム
を統合し，統合計器室における新しい高効率製油所オペ
レーションを実現した。

図 2 製油所生産制御統合化システムの概要

 � 統合計器室 HMI
CENTUM VP の HMI 技術を基盤にした統合計器室 HMI
を構築して，安全・安定操業と高効率化を実現した。

 ● マルチウィンドウ機能によるオペレーション効率向上
 ● 統合端末機能による複数システム（DCS，SIS，高
度制御システム，運転支援システム，アラーム解析
システム，統括緊急遮断システム）のオペレーショ
ン統合

 ● 統合計器室用にカスタマイズされたデザインデスク
とデュアルモニターの採用により業務のし易さと十
分な情報量をオペレータに提供

 ● 筐体のファンレス設計による低騒音化
 ● 非定常時用 HMI コンソールの採用
 ● 可動式で DCS バスへのオンライン着脱可能な HMI
コンソールにより省スペースなレイアウトを実現

図 3 に，カスタマイズされたデザインデスクとデュア
ルモニター，非定常時用 HMI コンソールを示す。

図 3 HMI コンソール
 

 � 統合 DCS バスおよび統合 DCS
製油所生産制御統合化システムの特徴である統合 DCS
は，統合 DCS バスで各装置 DCS とつながっており，

２次装置
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揚げ荷

出荷

統合DCS バス

統合DCS システム

操業管理システム

用役

ERP

+ プラントワイドにデータ統合

高度制御システム統括緊急遮断システム

ユーティリティ共有DB
ユビキタス LAN

運転訓練
システム

・FCC 装置
・トッパー装置
　　　・
　　　・
　　　・

安全計装システム
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a) デザインデスクとデュアルモニター b) 非定常時用HMI コンソール 
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装置 DCS を横断して制御・監視する位置付けとなる。
統合 DCS では，全製油所のユーティリティーデータの
共有データベースを有し，装置を跨った高度制御を実
行し，そのオペレーションは装置 DCS の HMI より行
うことが出来る。
将来，この統合 DCS は生産から出荷まで製油所を水平
に統合オペレーションする一貫生産の実現に向けて重
要な機能を果たすことになる。

 � 大容量高速 DCS バス
製油所生産制御統合化システムの DCS バスに大容量高
速ネットワークである Vnet/IP を採用し，機器間やシ
ステム間データ通信の制約を取り除き，正に情報統合
された大規模・複数システムの統合化を実現している。

 � ユビキタス LAN による DCS の見える化
CENTUM VP のターミナルサービス機能の活用により，
工場内に張り巡らされたユビキタス LAN 経由で運転
員と同じ DCS 画面をリアルタイムに会議室や自席で見
ることができ，技術伝承や人材育成に活用されている。

 � 運転方法の標準化
統合化システム設計を通して，システム仕様，アプリ
ケーション仕様，HMI 仕様を共通化し，システム運用
を共通化することで，これまで運転課ごとに構築され
ていたオペレーションを統一した。この標準化により
運転課単位から製油所全体での技術伝承が可能となっ
た。

 � 保守運用の統一化と運用設計
大規模で高度化／複雑化するシステムに対して，保守
面での統一した管理とシステムの可用性向上（冗長化，
２系統化，早期システム復旧等）を目指した運用設計
を実施した。またリモートメンテナンスにより，トラ
ブルの早期発見や早期対応が可能となり，より安定し
たオペレーションが可能となった。

5.2 統合計器室デザインソリューション
横河電機は，総合制御システム・機器ベンダーとして

“ 統合計器室はどうあるべきか ” を追求し続ける中で培っ
てきたデザイン技術を集約し，「計器室デザインサービス」
を提供している。新統合計器室では，革新的なデザイン
性を加えつつ操作性，作業性，視認性，居住性等を考慮
したレイアウト設計と安全性，効率性，快適性を追求し
た照明・音響設計を実施した。統合計器室は，人に安全・
安心を感じさせ，将来においてもさらなる操業革新がで
きる自由度のある空間であり，人を活かす環境でなけれ
ばならない。図 4 に完成した統合計器室を示す。

横河電機は，統合計器室 HMI デザイン，レイアウト設
計，照明・音響設計においては，図 5 に示すような高精
度なデザイン，イメージイラストや実機デモにて設計段
階からお客様とともに統合計器室イメージを共有してき
た。

“ 人 ” にとって有益なオペレーション環境を作るため
に，“ デザイン思考 ” という新しいモノサシを使い，安全
性・効率性・快適性を追求する当社の「計器室デザイン
サービス」 は，お客様より大変満足しているとの評価を
得ている。

図 4 統合計器室

図 5 リアルなイメージイラスト

5.3 運転訓練システムソリューション
富士石油㈱では，2008 年 FCC (Fluid Catalytic Cracker: 

流動接触分解装置 ) 建設に合わせダイナミックプラント
シミュレータ OmegaLand (2) と DCS を組み合わせた FCC
装置向け運転訓練システムを構築し，FCC 装置の稼動前
に装置の制御方案の策定や装置スタートアップシミュレ
ーションを行なうことで，装置の垂直立上げを実現でき
た。

また計器室統合化にともなう既存 DCS システム更新
（CENTUM VP にリプレース）に向け，運転訓練システム
に，製油所生産制御統合化システムと同じ新オペレーシ
ョン画面を組み入れることで新 DCS による運転の訓練を
実施し，DCS ベンダーの変更による切替リスクを軽減し，
短期間での垂直立上げを実現することができた。

新シミュレータ室では，トッパー装置（常圧蒸留装置）
向け運転訓練システムも完成し，技術伝承などへの運転
訓練システムの有効活用が計画されている。図 6 に運転
訓練システムによる訓練の様子を示す。
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図 6 運転訓練の様子

5.4 製油所安全計装システムソリューション
統合を機に「安全計装システム」を導入し，新しい

安全管理を行なうことで，製油所全体の安全性の強化を
図った。従来のリレーシステムによる装置緊急遮断設備

（ESD System: Emergency Shut Down System） を，SIL3
認証の安全計装システム ProSafe-RS (3) に置き換えた。機
能安全規格 IEC 61508 / JIS C 0508 で制定されている安
全度水準 SIL3 認証を取得した安全計装システムの導入
は，安全を第一に配慮した取り組みをステークホルダー
に強くアピールするものである。

安全計装システムは，オペレータが高効率化操業を安
心して行うための支えとして，「製油所生産制御統合化
システム」の基盤となる。図 7 に計器室を中心とした
ProSafe-RS による製油所安全計装の概要を示す。

図 7 ProSafe-RS による製油所安全計装

DCS との HMI 融合機能によって，DCS の HMI に ESD
要因・イベントを通知し装置オペレーション上必要とな
る緊急処理対応を装置 DCS の HMI 上のグラフィック画
面と図 8 に示す新 ESD コンソールで行うことができる。

図 8 SW とランプを最小限にした新 ESD コンソール

また安全計装システムの導入により，以下を実現し，
ESD システムの信頼性を向上した。

 ● システムの I/O カードからハードリレーを介さずダ
イレクトに出力することによるシステムから緊急遮
断弁までの配線診断

 ● 圧力スイッチなど ESD 接点信号の配線診断
 ● 緊急遮断弁のパーシャルストロークテスト

装置ごとに分散していた緊急遮断設備を安全計装シス
テムに置き換えただけではなく，それらを統合して製油
所全体を管理する「製油所安全計装システム」を実現し
たことにより，以下の「安全の強化」が可能となった。

 ● 大規模地震時の製油所全体の一括 ESD
 ● 地震時緊急脱圧シーケンスの自動化

大規模地震発生時には，フレア 注 1) 負荷を許容値以下
に抑えるべく，シーケンス制御により決められた順序に
従って，製油所全体の高圧系装置群を安全に降圧する。 
図 9 に自動化した緊急脱圧シーケンス制御のブロック図
を示す。

図 9 緊急脱圧シーケンス制御ブロック図

6. 計器室統合と生産システム更新の工事概要

2009 年大規模定期修理では，大変短い装置停止期間

 注 1) ���スを系�に�出し��するシステム���スを系�に�出し��するシステム
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中に，製油所全体の全 DCS システム一括更新および既設
ESD 回路の安全計装システムへの更新を完了した。表 1
にその概要を示す。大規模な工事であったが，14 日間と
いう短期間で完了することができた。

十分な切替準備，綿密なシステム切替計画とリソース
配分，現地スタートアップ統括体制とそれを支援する横
河電機本社バックアップ体制，トラブルを速やかに収束
させる専門チームやサブシステムエンジニア，品質保証
部門とのホットラインなどにより，短期間で確実な切替
を行うことができた。

 

7. 計器室統合の効果

計器室統合の結果，さまざまな効果が創出された。計
器室統合によって実現された一体感と face-to-face のコ
ミュニケーションは，分散した計器室では成し得なかっ
た “ 人による改善 ” を創出する。図 10 に，その様子を示す。

図 10 一体感と face-to-face のコミュニケーション

刷新された統合計器室は，人に安全・安心を感じさせ，
人を活かしさらなる操業革新を生み出す。情報の一元化
や共有，スピーディな情報伝達は，操業をより安全・安
心なものとし，操業効率を向上させる。オペレーション
の標準化は技術伝承を促進した。安全計装システムの導
入による安全管理の統一と全体管理により，更なる安全
の強化が図られた。製油所の次世代を担う若手運転員の
モチベーションも向上し，製油所全体の活性化に寄与す
る結果となった。

今後もプロダクションセンター実現に向けた継続的な
改善活動からさまざまな効果が期待される。

8. 今後の取り組み

富士石油㈱袖ケ浦製油所では今回の計器室統合と生産
システムの更新により将来に向けた操業体制と操業シス
テムの基盤が築かれ，新たな競争力強化の活動がスター
トした。

計器室の統合により運転部門の人員に�裕を持たせ，
技術伝承や人材育成による安全・安心運転とともに，さ
らなる効率向上を目指し，製油所のオフサイトからオン
サイトまでを横断的に監視・制御する水平統合オペレー
ションへと革新されていくことになる。また事業環境の
変化にも柔軟かつ機動的に対応できる生産計画との垂直
統合により，リアルタイムな統合プランニングが実現さ
れるであろう。

統合が真価を発揮するのはこれからである。横河電機
は，VigilantPlant のビジョンのもと，製油所生産制御統
合化システムを進化させ，効率的で安全な最先端のプラ
ントを目指すお客様を「操業改善パートナー」として継
続して改善活動をサポートしていく。

9. おわりに

国内石油産業は厳しい経営環境の中，さらなる国際競
争力強化が求められている。製油所ではまず安全を第一
優先とし，事業環境の変化にも柔軟かつ機動的に対応で
きる生産計画との垂直統合の実現や，これからの少人数
オペレーションに対応し，装置間，オンサイト / オフサ
イト間の連携に着目し，さらに高効率で安全・安心の製
油所操業を実現していく必要があると考える。

今回紹介した富士石油㈱袖ケ浦製油所における計器室
統合の事例は，製油所が目指す将来へのアプローチとし
て将来にわたり業界に影響を与えるものと確信している。

横河電機は，お客様の理想の製油所構築に向けて，理
想の工場 VigilantPlant の実現のためのソリューションを
提案し，VigilantPlant Services を通してお客様と共に未
来をデザインしていく所存である。
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表 1 2009 年大規模定期修理工事概要
項目 説明

計器室 ４箇所の計器室を１箇所の統合計
器室に集約

横河電機スタートアップ員 最大 60 名
総合ループテスト・インタ
ーロックテスト

切替信号 約 15000 点
14 日間で終了

システム切換規模 システム機器 144 台一括更新
［内訳］

HMI：44 台，
サーバー：16 台，
制御ステーション：68 台，
安全コントローラ：14 台
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