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プラントの運転員を対象とした運転教育，および保全員を対象とした保全教育は，現在 Off-the-job Training の

場合，別システム，別シナリオを使って個別に実施されている。On-the-job Training の場合は，先のシステムは

オンラインでは使用できないため，熟練運転員や熟練保全員が現場に同行するか，別の業務支援システムを導入

している。そこで横河電機は，既存のダイナミック・プロセスシミュレーション技術に，最新の 3D 可視化技術

を組み合わせることで，運転教育，保全教育の両方に使えるトレーニング環境を開発した。また，運転・保全の

単独・協調トレーニングシナリオを構築するコンサルティングサービスも開発した。

Operation training for plant operators and maintenance training for maintenance technicians 
are currently executed individually by using separate training systems and scenarios in the case 
of off-the-job training. However, because the systems are not available online, on-the-job training 
requires trainees to go to the plant with expert operators and maintenance technicians, or to 
use another field support system. Yokogawa has developed a training system that can be used for 
both operation and maintenance training by integrating the existing dynamic process simulation 
technology with the latest 3D visualization technology. It has also developed a consulting service 
to build single or cooperative training scenarios for operation and maintenance.

1. はじめに

近年，プラント設備の老朽化や，熟練者リタイアによ
る現場力低下といった問題が顕著となっている。プラン
トの安全・安心操業を実現するソリューションとして，
AI・IIoT（Industrial Internet of Things）・ビッグデータ
解析・デジタルツインなど，最新のデジタル技術への期
待が高まっており，どのように活用するか注目が集まっ
ている。

我々は，VR（バーチャルリアリティ）や 3D 可視化技
術を応用した 3D 仮想プラントモデルに着目した。3D 仮
想プラントモデルに， 実プラントのプロセスを忠実に再
現したダイナミックシミュレータを組み合わせることに

よって，実プラントで実施困難な訓練や検討が， 仮想空
間上で可能になる。これにより，多くの体験型教育の機
会を若手に提供し，プラント操業における現場力向上を
支援し，習熟度に起因するヒューマンエラーや現場での
作業時間を削減することを目指している。

本稿２章では，設備管理における課題と，本技術を用
いたソリューションによる具体的な解決手段とその価値
を説明する。３章では，本ソリューションの導入事例を
紹介する。最後に４章で，今後の展望を述べる。

2. ソリューション概要

2.1 課題
お客様の設備管理において，国内・国外を問わず，熟

練者が引退することによる現場の技術力低下が大きな問
題となっている (1)。プラントメンテナンス協会の調査 (2)

によると，既設プラントの安全・安心操業に向けて，人
材の育成・確保は，設備の老朽化対策と並ぶ重要課題で
ある（図 1）。また，新設プラント建設時の指導員や保全
員の不足は，お客様の持続的成長のための経営課題にま
で発展しつつある。
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図 1 メンテナンス実態調査 (1) (2)

また，若手に属する近年の 20 代～ 30 代は IT リテラ
シーが高い世代であるため，彼らの感性に合致する教育
方法である必要がある。さらに IT 技術の発展により，リ
モートでの業務が今後進むことが予想され，今まで以上
に現場に行く機会が減少する。そのため，熟練者の持つ
技術・知見と，運転員が現場で求められる保全員との業
務連携方法を，いかに効率よく若手が習得するかが，人
材育成における課題を解決するポイントとなる。

2.2 解決手段
我々のソリューションは，3D 仮想プラントとダイナ

ミックシミュレータによって，現実には実施困難な訓練・
検討を仮想空間のプラントで実施できる環境を提供する。
現実空間と仮想空間での教育方法の比較を，図 2 に示す。

図 2 現実空間と仮想空間での教育方法の比較

現実空間での訓練では，場所・時間・人の物理的制約
により，若手の習熟度を高めるために必要な教育頻度や機
会を限定的にしてしまう。また，訓練作業の種類（定常作業・
非定常作業・非常事態等）によって，実施難易度が変化
するため，指導員は訓練内容を自由に設計できない。中で
も，人命に関わる火事等の非常事態については，本格的な
訓練環境の用意は困難である。しかし，仮想空間のプラン
トを使った本ソリューションを使えば，若手は先に述べた
物理的制約から解放され，教育者が意図した作業訓練を

繰り返し行える。また，VR 技術を用いた体験型訓練によ
り，作業の直観的理解を促し，訓練１回当たりの訓練効果
を高められる。その結果，現実空間では成しえなかった訓
練の高効率化を実現できる。また，従来の OTS（Operator 
Training Simulator：運転訓練シミュレータ）では 2D 画
面が主であった運転員の訓練が，本ソリューションによ
り現実感を持った訓練へ昇華できる。また，メカ 3D CAD
データを使った 3D コンテンツを扱い，訓練対象者を保全
員まで拡張でき，運転員と保全員が同一シナリオに沿った
連携した質の高い訓練を可能となる。

本節では，3D 仮想プラントの構築方法について述べ
る。構築の流れは，3D CAD モデルの用意，仮想環境構築，
そしてシステム統合の順である。また，3D 構築プラット
フォームは，Kairos3D s.r.l の Gilgamesh を使用した。

2.2.1 3D CAD モデルの用意
3D 仮想プラントモデル構築は，プラント建設時に制作

された 3D CAD モデルを利用する（図 3）。3D CAD モデ
ルが存在しない場合には，3D レーザースキャナを使って
計測した点群データまたは写真測量の調査結果から，3D
プラントモデルを作成する。

図 3 オリジナルの 3D CAD モデル

2.2.2 仮想環境構築
次に，仮想現実体験を得るために 3D CAD モデルに手

を加えて，仮想的な環境を構築する。
まず，レンダリング技術を用いて，3D CAD モデルの

色やテクスチャを実物のプラントへと近付ける。このレ
ンダリングは CAD データを取り込む際に，CAD データ
の持つ機器情報のデータテーブルを利用するため，半自
動的に行われる（図 4）。レンダリングが施された状態を，
本稿では 3D 仮想プラントモデルと呼ぶ。

図 4 半自動レンダリング結果
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実写に近いグラフィックを再現する場合には，高度な
レンダリング技術を用いて，形状の表面の色や質感・光
源・影の様子や物体への映り込み，反射などを考慮して
3D 仮想プラントモデルを作成する。

その後，3D 仮想プラントモデル内の機器（バルブや
ポンプなど）を操作できるように，操作入力点と出力動
作定義を行う。さらに，グラフィック上には，様々なシ
ミュレーションシナリオを定義・表示することができる。

ここまでの作業が施されたモデルを，図 5 に示す。

図 5 仮想環境構築が完了した 3D 仮想プラントモデル

2.2.3 システム統合
より現実に近い環境，仮想空間である強みを活かすた

めに，前項で作成した 3D 仮想プラントモデルを各種シ
ステムと統合する。

実プラントのプロセスに基づいた計器の表示値を得る
ために，株式会社オメガシミュレーションの OmegaLand
のようなダイナミックシミュレータと統合する。イン
タフェースは計装業界で広く普及している OPC（Open 
Platform Communications）を使用する。表示器には，
シミュレーション結果が表示され，バルブ等を操作する
と，その操作量に対して表示値が再計算される。そのた
め，操作者は入力に対する現実に近い環境変化によって，
より没入感を得られる。

次に，機器のメカ 3D CAD データや機器のドキュメン
トデータや P&ID 図が格納されているデータサーバーを
ネットワーク内に配置し，3D 仮想プラントモデルへマッ
ピングする。図 6 に，3D CAD データにアクセスした例
を示す。

図 6 機器 3D CAD データにアクセスした様子

分解作業手順書に沿ったアニメーションシナリオを組
み合わせることで，分解が困難な機器内部を確認しなが
ら，メンテナンス手順を学べる。図 7に，ドキュメント
データにアクセスした例を示す。この機能により，若手
へ対象機器の関連知識を同時に習得する機会を与える事
ができる。

図 7 機器のドキュメントデータにアクセスした様子

構築された 3D 仮想プラントモデルへは，ネットワー
ク経由でアクセスするので，場所と時間を選ばず訓練が
可能である。

2.3 価値
本ソリューションにより，提供する価値を具体的に次

に述べる。
 ● 運転員・保全員の統合バーチャル訓練環境を可能とし，
運転 - 保全の業務連携が向上する。

 ● リスクが高いが発生頻度が低い緊急事態に対応する作
業を行う時に，現場作業員の熟練度不足により作業時
間がかかってしまう問題がある。この問題に対し，仮
想空間のプラントでは，緊急事態が発生した時の点検
ルートや作業手順を事前に繰り返し確認することがで
きる。そのため，ヒューマンエラー由来で長くなりが
ちな作業時間を短縮する。

 ● VR などの最新技術を使って，仮想空間での体験を
ベースに，作業手順を直観的にゲーム感覚で習得でき
るため，IT リテラシーの高い若者に積極的な練習を促
す。

 ● OJT（On Job Training）の度に遠方から若手を集める
ため，準備と移動にコストが掛かってしまう問題に対
し，3D 画面を遠隔で共有することによって疑似 OJT
を可能にする。
また，新規プロジェクトの設計段階や定修前において

作業手順を検討する時，事前に十分な検証ができないと
いう問題がある。これに対し，3D シミュレータを使うこ
とで想定する手順を試験的に実施することができ，現場
での作業手順を事前に最適化できるという利点がある。
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3. 導入事例

本章では，石油化学会社への導入事例を紹介する。

3.1 導入の背景
お客様は，実プラントへ最新のデジタル技術（3D・

VR/AR・デジタルツイン）を導入し，安全・安心操業の
実現を目指しており，その実現をサポートできるソリュー
ションパートナーを探していた。我々は，実プラント導入
までのステップとして，表 1 に示す段階的アプローチを提
案した。我々の提案が受け入れられ，第一段階としてお客
様と共同でフェーズ１のプロジェクト実施が決定した。

3.2 手順 
フェーズ１のプロジェクト実施手順を，表 2 に示す。

短納期（２か月以内）の要望に応えるため，お客様の製
油所内でモデル化する機器の数の上限を，表 3 に示す通
りとした。なお，ダイナミックシミュレータも同様の条
件で構築し，3D 仮想プラントモデルと統合した。

シナリオ作成は，現場作業員向けの現場作業やメンテ
ナンス用の教育シナリオに加え，フェーズ２・３を見越

した設備故障予知やスループット最大化のシナリオ作成
も，お客様と共同で実施した。

3.3 成果 
お客様の要求通り，約２か月弱で，3D 仮想現実プラント

を構築し，デジタル技術のモデルケースとして，お客様本
社にシステムを納入した。将来目指す姿を共有しながらお
客様と共同でプロジェクトを進め，かつ短期間で実現した
ことに対して感謝の言葉を頂戴することができた。現場か
ら経営層まで，多くのお客様に我々のソリューションを体
感していただくことができたので，今回の対象設備だけで
なく，ガスプラントなど他設備への導入も検討されている。

また，お客様から本ソリューションへの期待として次
のコメントを頂戴した。

 ● 実プラントでは普段見ることができない部分まで，3D
仮想プラント上では可視化して欲しい。蒸留塔やパイ
プライン内部のプロセスをシミュレートし可視化でき
れば，機器やプロセスの状態を直観的に深く理解する
ことができる。

 ● 実プラントで過去に発生したイベント時のプラント挙
動を，3D 仮想現実プラントを使って再現できるよう
にして欲しい。何らかの原因で実プラントが緊急停止
した場合，3D 仮想現実プラント上で，実プラントが
緊急停止する前の状況を再現できれば，根本的な原因
調査や再発防止に必要な解決策の立案が容易になる。

4. おわりに

本稿では，3D 仮想現実プラントを使った体験型教育による
現場力向上ソリューションとお客様への導入事例を紹介した。
さらに今後は，トレーニングシナリオを稼働中の制御システ
ムに接続し，拡張現実（AR）技術を使うことで，On-the-job 
Training や日常業務支援にも使えるよう計画している。

本ソリューションは，石油化学の分野だけでなく，幅
広い業種に適応可能である。お客様が既に導入している
システムや，横河電機が提供する各種ソリューションと
組み合わせることによって，更なる価値を提供できると
確信している。お客様へのヒアリングを重視して，お客
様の視点に立つことを忘れず，今後も価値あるソリュー
ションを提案していきたい。
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表 1 提案したデジタルツイン導入アプローチ
フェーズ 提案内容

１ 3D 仮想プラントモデルおよびダイナミックシミュ
レータの構築およびシナリオ作成

２ 3D 仮想現実プラントを，プラント情報管理システ
ムや設備管理システムと連携

３ 実プラントへデジタルツイン（オンラインダイナ
ミックシミュレータ）導入

表 2 プロジェクト実施手順
ステップ 実施内容

キックオフ
ミーティング プロジェクト体制・スコープ確認

プラント情報 
受領・分析

3D CAD データ，PFD，P&ID，物質・熱収支，
標準作業手順書

モデル開発・ 
テスト

3D 仮想プラントモデルおよび
ダイナミックシミュレータ構築

レビュー
ミーティング 隔週でお客様とモデル開発の進捗確認

シナリオ作成 設備故障予知・分解組立，制御弁アイソレー
ション・メンテナンス，スループット最大化

システム納入 －

表 3 モデル化スコープ
対象機器 対応数

自動制御バルブ（SDVs, PCVs, LCVs, FCVs） 最大 90

手動バルブ（グローブ弁，ボール弁） 最大 60

現場指示計・トランスミッター 最大 90

その他（制御パネル・ボタンなど） 最大 60
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