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オフサイトソリューション事例
Examples of Advanced Solutions for Oil Movement System

横河電機（株）では，30年以上に亘り，オフサイト領域におけるユーザーからの多種多様な要求に対し，ユー

ザーの利益に貢献できるアプリケーションを提案してきた。本稿では，当社が世界各国の様々な製油所に提供し

てきたオフサイトシステムの中から，いくつかのユニークな事例を紹介する。コンタミネーション（油の混合によ

る汚染）を監視するために，配管ネットワーク情報を利用してアイソレーションバルブ（閉バルブ）を決定した事例

や，配管に滞留した油の熱膨張による機器破損を防止するために，バルブ情報を用いて閉塞された配管を監視し，

閉塞状態を検出した事例などについて記述する。また，製油所の製造工程における最後のステップであるブレン

ダーに着目した事例も挙げる。ブレンダーに分析計を適用した事例について，分析計の適用における注意点，分

析計を使用した製品出荷，そして，ユーザーにとって使用し易い性状制御のあり方について説明を加えた。
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For over 30 years, Yokogawa Electric Corporation has been proposing oil movement applications to

meet the various demands of users and contribute to their profitability. This report presents some of the

unique applications of oil movement systems that we have supplied to oil refineries in many countries.

We introduce a few application experiences which have unique features and have been relevant to the

majority of projects, such as: 1) isolation valve determination to avoid contamination problems using

pipeline network information, 2) thermal relief monitoring to prevent equipment failure or pipeline leakage

using pipeline network information, 3) product release using on-stream analyzers to reduce lab load and

to increase throughputs, and 4) a user friendly approach for blend property control. This paper briefly

discusses the utilization of on-stream analyzers as well.

1. は じ め に

当社では，60 年代から現在に至るまで，国内の数多

くの製油所に対してタンクヤードにおける運転自動化

システム，いわゆるオフサイトソリューションを提供

してきた。

現在は，国内で培ったオフサイトソリューションの技

術をベースとして開発したオフサイトソリューション

パッケージを有効に活用して，グローバルに展開して

いる。図1に，製油所のオフサイトエリアの配管ネット

ワークの例を示す。

オフサイトソリューションの提供に当たっては，パッ

ケージをベースにしながらも製油所毎に異なる設備や運

用方法を考慮して，当該製油所のニーズに最適なソ

リューションを実現してきた。

本稿においては，過去に実現してきたプロジェクト固

有のアプリケーションや，提供してきたパッケージの中

から，ユニークな特徴を持つ配管閉塞監視とブレンド性

状制御ソリューションに焦点を当てて紹介する。

2. 配管閉塞（ブロッキング）監視ソリューション

油は温度の変化（上昇）によって熱膨張という現象を引

き起こす。本現象が密閉された配管内で発生すると，圧力

の上昇を引き起こし，シールの破損などの要因となる。製

油所のタンクヤードにおいては，この現象を防止するた

めに，熱膨張弁（サーマルリリーフ弁）を設けて，圧力の異

常な上昇を弁の作動によって回避する方法を採る場合が

ある。一方で，このような機器や設備を敷設せず，配管の

圧力がタンクに抜けるようにバルブを開けることで，安

全確保している製油所もある。後者の設備運用をしてい

る製油所においては，運転員はタンクヤードのオペレー

ションに対して，より多くの注意を払わなくてはならな

い。なぜなら，誤ったバルブの開操作がコンタミネーショ

ンを引き起こしたり，密閉した配管を放置することに
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よって，設備の異常を招いたりすることが考えられるか

らである。

ここでは，システム内の配管ネットワーク情報とバル

ブの開閉ステータスを利用した閉塞監視機能を紹介する。

本機能により，無数のパターンからなる密閉状況を容易

に把握し，機器の故障等を未然に防止することができる。

2.1 配管ネットワーク情報

図1に示したように，タンクヤードの配管は様々な運転

パターンに対応できるよう，様々なバルブと配管によっ

て複雑なネットワークを構成している。当社では，データ

ベースをP&ID（配管計装線図）の作図作業と同時にデータ

登録を行うビジュアルツールを提供している。図2に，こ

のツールパッケージ（PATH3000）の画面例を示す。この

配管ネットワーク情報は，主にソース（送り元）からデス

ティネーション（送り先）への経路パターンを生成するた

めに利用されている。

2.2 経路選択と隔離（アイソレーション）状態監視

当社オフサイトパッケージは，パス選択と呼ばれる機

能を提供している。これは，運転員がソースからデスティ

ネーションに油を移送する際に，必要な配管経路の決定

をサポートする機能である。つまり，経路上にある配管や

機器の使用可否や優先度を考慮した上で，操作員に選択

可能な経路を提示するものである。パスを選択後，運転員

はラインアップ作業（システムの指示に従ってバルブを開

閉する作業）を行うが，この際，使用経路は異なる油種と

のコンタミネーションを発生させないように，アイソ

レートされなくてはならない。他の運転や設備からのア

イソレーションは，バルブによって行われるが，この時，

配管ネットワーク情報とバルブ状態の情報を用いて，コ

ンタミネーションを防止するバルブを検出する。図3は，

選択後の監視対象エリアの一例（図2の配管略図に対応）

を示している。

2.3 バルブステータス

一般的に，オフサイトシステムはバルブの開閉ステー

タスを保持している。現場からの入力信号によって，バル

ブの状態をシステムに取り込む方法が一般的であるが，

手動弁に対しては，ケーブルの敷設などのコストを削減

するために，種々の方法が考えられている。当社では，

バーコードによるタグ情報の取り込みと，ハンドヘルド

ターミナルによるフィールドオペレータの状態入力に

よって，フィールドのバルブ開閉ステータスを把握する

方法を提供してきた。図4に，その構成例を示す。

2.4 閉塞（アイソレーション）監視

閉塞監視ソフトウエアは，膨大な配管のネットワーク

情報とバルブ情報を迅速に処理し，油移送作業に使用さ

れていない密閉エリアを検出するものである。かつては，

図1　製油所のオフサイトエリア

図2　 P&ID作図パッケージ画面例

図3　選択後の監視対象エリア

オンサイト 

分析計 

張込作業 

留出作業 

海上入荷作業 

海上出荷 
作業 

移送/調合作業 

張込設備 

ポンプ 
吸引ライン 

ブレンド 
ヘッダー 

取引きメーター 

留出マニフォールド 

出荷ライン 

マイクロ 
フィルター 添加剤ポンプ 

原油タンカー 

クロスオーバー 

バース 

原油タンクヤード 

ポンプハウス 
（ブレンダー） 

製品/半製品タンク 

オフサイトエリア全体 

添加剤設備 

オンサイト 



オフサイトソリューション事例

21 横河技報　Vol.50 No.3 (2006) 97

実用的な検出速度が得られず，ネットワークモデルの代

わりに単純なバルブ開閉パターンの監視を行っていた

ケースも多かったが，情報技術の様々な面での進歩に

よって，配管ネットワークモデルを直接利用できるよう

になった。したがって，エンジニアは配管ネットワークモ

デルを構築すれば良く，経験や運転パターンからバルブ

の開閉パターンの正常，あるいは異常をチェックすると

いった保守性の悪い困難な作業から解放される。

本ソフトウエアは比較的シンプルな概念に基づいて構

築されている。先ず，運転中の作業や，既に運転に使用す

る経路として決定された配管セグメント（配管の最小単

位）については，閉塞監視の対象から外す。

残った配管セグメントに対して，順次検索を行う。検索

は，配管セグメントと他の設備や配管との間のバルブが

開であれば，さらにその先を検索し，バルブが閉であれ

ば，その方向の検索はその時点で終了する。

検索の結果，タンクなどの設備や，圧抜き弁付の配管な

どに到達することのないグループがあれば，その領域を

閉塞状況にあるとする。この領域を囲む閉バルブと領域

に含まれる配管セグメントの情報を運転員に提示するこ

とにより，運転員は，閉塞状況を解放するために開操作で

きる候補のバルブを知ることができる。図5に，監視画面

例を示す。一方で，あるグループが2つ以上のタンクなど

に結合された状態にあれば，定義されていない油の流れ

が発生している可能性があることがわかる。

冗長な検索をなるべく避けることにより，3000以上の

バルブを持つオフサイト設備においても，検出時間が数

秒～十数秒という十分に実用的なパフォーマンスを実現

している。

3. ブレンド性状制御

ブレンディング作業は製油所において製品品質を作り

込む最後の重要なステップである。各種の基材を混ぜ合

わせて製品規格を満足するガソリン，軽油，重油などを最

小のコストと最大のスループット（生産速度）で作り込む

ために，製油所では様々な努力をしている。

ここでは，当社のブレンド性状制御パッケージ

BPC3000や fitOMS BPCの適用事例における，ブレンド

性状制御の成功のためのポイントを紹介する。

3.1 分析計

ブレンド性状制御は，ブレンドヘッダーの分析計の値

をフィードバックして比率を調整するものである。した

がって，分析計の性能が制御品質を決定付けるといって

も良い。昨今は近赤外分光分析計（NIR： Near-infrared

Spectrometer） や核磁気共鳴分析計（NMR： Nuclear

Magnetic Resonance Spectroscopy）などのモデル（検量線）

リファレンス型の分析計が注目されている。分析計の導

入に当たっては，保守やバリデーションに関する運用を

予め検討しておくことが必要である。従来型の分析計に

は，その保守の頻度が高く，時間やコストがかかるもの，

定期的な保守に専門家が必要なものなども少なくない。

また，分析計の値をフィードバックするため，分析計の測

定値が正しいものであることを確認するためのスキーム

が必要である。検定方法については，ASTM-D3764など

に規定されている。

また，制御性という観点からは，蒸留点分析計のように

測定の遅れ時間が非常に大きいタイプ（40～60分）のもの

があり，ブレンド時間との関係から，これらの分析計の導

入が実用的かどうかを検討すべきである。

当社では，分析計のバリデーション（統計的手法によっ

て試験課での分析値とブレンドヘッダーのオンライン分

析計の測定値に有意な差がないことを検定すること）と，

図4　ハンドヘルドターミナルによるバルブ監視例

図5　監視画面例
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ブレンドした製品の容量・重量平均値による性状データ

を組み合わせることによって，品質管理部門での製品タ

ンクのオフライン検定を行うことなく，オンライン分析

計の値をもって製品出荷を行うアプリケーションを提供

している。このアプリケーションにより，ブレンドから出

荷までの時間を大幅に短縮し，滞船料やスループットの

面から大きな効果を出した。

最近の動向として，NIRに代表される，モデルリファレ

ンス型の分析計の導入が盛んである。このタイプの分析

計は，ハードウエアの保守がほとんど不要であることや，

同時多成分測定が可能であること，測定時間が極めて短

いことなどから注目されてきた。

多くの良い点があり積極的に導入が進められているが，

必ずしも成功している事ばかりではない。モデルリファ

レンス型の分析計の導入に当たっては，測定性状の決定，

目標精度，モデル保守とバリデーションのスキームを検

討し，サンプルの温度，圧力のコンディショニング，モデ

ルの追加，変更などに対して十分に対応することによっ

て成功につながっている。

3.2 ブレンド性状制御

当社では，fitOMS BPCというブレンド性状制御パッ

ケージを提供している。基本的な概念は，一般的な多変数

モデル予測制御ソフトウエアと同様であるが，ブレンド

運転用に付加機能を備えている。

ブレンド作業では，基材油タンクと流量計の数や組み

合わせはレシピ（ブレンドパターン）に従ってダイナミッ

クに変更されうる。fitOMS BPCは，これらのタンクと制

御流量計とのダイナミックな組み合わせ変更に対応した

性状制御を行えるように設計されている。

また製品タンクへのブレンド作業において，運転中の

作業が最終的に目標値内に制御することが困難であると

判断した場合，そのステータスを表示したり，オペレータ

にメッセージを出力する機能が提供されている。この機

能によって，オペレータは，オフスペックによるリブレン

ド作業を行うことなく，事前に対応策を実行したり，計画

担当部署に通知して運転条件を再度見直したりすること

ができる。

最後に重要な特長の一つとして，オペレータガイダン

スとシミュレーションを紹介する。一般的に，多変数モデ

ル予測制御は，一般のオペレータにとって馴染み難い。何

か異常を察知できたとしても，多性状を多基材によって

制御するモデルに対して，パッケージパラメータのどの

部分をどのように修正するのかを，リアルタイムに判断

することは容易ではない。そもそも，オペレータによる判

断が難しい多変数最適制御を実行しているため，判断が

難しいのは当然と言える。この点に着目して開発したの

が，オペレーションガイド機能である。最終的なブレンド

予測がオフスペックとなった時は，先ず，“Operation

Guidance Screen”（図6参照）を呼び出すと，問題点が分

かり易く示される。オペレータは，運用上問題のないアク

ションとなる性状値を変更することができるか，比率に

対して与えた制約を変更することができるか，あるいは，

運転流速を下げることができるかなどのケースを選び，

オフスペックを回避できる。更に，実際にアクションする

前にシミュレーションにより，その結果を予想すること

もできる。

これらの機能によって，高度制御機能の問題を解決し，

オペレータのみの判断によってブレンド性状を常に目標

値内に制御することができる。

4. おわりに

本稿においては，オフサイトアプリケーションの事例

から，配管ネットワーク情報を用いたアイソレーション

管理，熱膨張圧力回避，ブレンド性状制御による最適化な

どの事例について紹介した。

今後も，オフサイトのシステム化によってユーザーに利

益をもたらすソリューションを提供していく所存である。
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図6 オペレーションガイド画面例


