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株式会社オメガシミュレーションは，横河電機株式会社と三井化学株式会社の合弁会社として 1997 年に設立

された。横河電機が持つ計装・制御技術と，三井化学が持つモデリング・シミュレーション技術を融合させ，プ

ラント運転の進化に寄与するさまざまな製品およびソリューションをお客様に提供している。統合ダイナミック

シミュレーション環境 OmegaLand と，その中核となるプラントシミュレータ Visual Modeler は，当社が開発し

たパッケージソフトウェアである。本稿では，教育，エネルギー，環境に関連する SDGs の課題に対して，当社

の OmegaLand によるソリューションがどのような貢献を成し得るか，事例を交えて紹介し，将来の展望につい

て述べる。

Omega Simulation Co., Ltd. was established in 1997 as a joint venture between Yokogawa 
Electric Corporation and Mitsui Chemicals, Inc. Its mission is to serve customers with various 
products and services and improve customers’ plant operation through advanced technology 
that integrates Yokogawa’s instrumentation and control technologies with Mitsui Chemicals’ 
modeling and simulation technologies. OmegaLand and Visual Modeler, an integrated dynamic 
simulation environment and its core plant simulator technology, are software packages developed 
by Omega Simulation. This paper describes how OmegaLand will help achieve the SDGs related 
to education, energy, and the environment, and shows application examples and future plans for 
the software.

1. はじめに

株式会社オメガシミュレーションは，高度なモデリン
グとシミュレーション技術を駆使し，臨場感あるシミュ
レータの構築を実現する統合ダイナミックシミュレー
ション環境 OmegaLand を開発した。この OmegaLand
の中核となる計算エンジンは，高精度にシミュレーショ
ン可能な Visual Modeler である。OmegaLand は，生産
活動を取り巻く環境の変更に対応すべく，安全性の向上，
省資源，省エネルギーといった課題をかかえる幅広い業
種を対象としている。また，研究部門，生産技術部門，
製造部門などのさまざまな部門のお客様に対して，教育，
運転訓練，運転支援，プロセス解析などの各目的に応じ
たソリューションを提供している。

本稿では，SDGs の３つの項目，すなわち教育（SDGs4），
エ ネ ル ギ ー（SDGs7）， 水 と 衛 生（SDGs6） に つ い て， 

OmegaLand の貢献について紹介する。

1.1 質の高い教育への貢献
SDGs の目標 (1) に掲げられているように，公平で質

の高い教育と生涯学習の機会を促進すること（SDGs4）
は，持続可能な経済活動を実現する上での重要課題の
１つである。OmegaLand は，プラントオペレータの運
転訓練のためのプラットフォームとして多く活用され
ており，質の高いリアリティのある運転訓練システム

（Operation Training System: OTS）のソフトウェアとし
て OmegaLand Trainer が用意されている。OmegaLand 
Trainer は，お客様保有の現実のプラントの運転技能を習
得するための運転訓練環境を提供し，ベテランオペレー
タの技術伝承や，スタートアップ等の非定常操作の訓練
環境を実現する。

一方，お客様の現場では，個々の従業員に求められる
知識レベルを向上させるため，一般的な化学工学の原理・
原則を学習する機会へのニーズが増加している。このよ
うな原理・原則の学習においては，学習定着率を向上さ
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せるために，座学で得た知識を活用して，実際に機器の
挙動を体験することが重要となる。当社ではこのような
要望に対して，単位操作の原理・原則や運転についての
座学資料（ワークブック）を提供し，さらにダイナミッ
クシミュレータを用いて実操作体験を行うことができる
トータル学習環境ソリューション OmegaLand Educator
を販売している。

1.2 エネルギー問題への貢献
SDGs で は， エ ネ ル ギ ー 問 題 も 大 き な 課 題 の １ つ

（SDGs7）である。より一層のエネルギー最適運転および
省エネ運転を実現するための支援システムとして，我々
は実データを常に取り込みながら同時並行に実行するシ
ミュレータ，ミラープラントを提供している。ミラープ
ラントでは，制御システムと OmegaLand を接続するこ
とで，制御システムから計測データを取り込むことがで
きる。このように実データを使って計算することで，非
計測ポイントの値や，計測されていてもサンプリング周
期が長いポイントの値を，リアルタイムで提示できるよ
うになる。これらの値は，安全・安定運転の指標として
活用することができる。さらに，ミラープラントで構築
した実運転状態を高精度に反映したシミュレータをオフ
ラインで使用し，最適な操作量および制御パラメータを
シミュレータでケーススタディすることにより，実プラ
ントでのテスト運転の回数削減に貢献できる。

1.3 水と衛生問題への貢献
すべての人々に，水と衛生へのアクセスと持続可能な

管理を確保することは，SDGs の環境目標の１つ（SDGs6）
であり，世界各地で喫緊の課題となっている。このよう
な課題へのアプリケーションとして，浄水場の運転訓練
シミュレータを開発した。これは，原水の水質変化に対
応する適切な薬品注入や，薬品注入後の水質変化を予測
するための動的な水質変化を考慮できる浄水モデルを開
発し，その訓練をするシミュレータである。しかも，運
転操作やプロセスの挙動を現実に近い形で再現する訓練
環境を提供するだけでなく，原水の水質変化などのケー
ススタディを可能とし，オペレータのスキル向上のみな
らず，水質の安定化にも寄与する。

以降の章では，上述のダイナミックシミュレーション
技術をベースとした OmegaLand が，お客様企業の SDGs
達成にどのような役割を果たせるかについて，実例を交
えて紹介し，将来の展望を述べる。

2. 運転訓練シミュレータ

プラントを持続的に操業させるために，運転訓練や教
育を継続して行う重要性が一層高まっている。さらに，
高度成長期に建設された多くのプラントでは，現場を熟
知したオペレータの世代交代の時期を迎え，新人の育成

と，ベテランの運転技術の伝承が課題となっている。また，
定期修理間隔の延長や，安定運転のための高度な自動制
御の導入などにより，オペレータが非定常状態で運転す
る機会が減り，経験の少ないオペレータが増加している
ことも問題である。これらの課題や問題へのソリュー
ションの１つである当社が提供する OmegaLand Trainer
は，OmegaLandによるOTSのためのソフトウェアである。

図 1 に，実機分散制御システム（Distributed Control 
System: DCS）接続タイプの Omegaland の接続例を示す。
実機 DCS 接続タイプでは，Visual Modeler による高い再
現性を有するシミュレータを仮想プラントとみなして，実
制御ロジックやパラメータをそのまま使用することができ
る。さらに，実機と全く同様のオペレータコンソールを使
用することにより，非常にリアリティのある運転訓練環境
が実現する。また，安全計装システムや高度制御などと接
続して，オペレータを訓練することも可能である。

図 1 実機 DCS 接続タイプ例

OmegaLand Trainer を使うことで，オペレータは定常
時のプラント運転の操作手順を学ぶだけでなく，プラン
トのスタートアップやシャットダウン，異常状態発生時
といった非定常運転下でのそれぞれの運転技能も向上さ
せることができる。さらに，実制御装置と同じ操作監視
画面を用いたチームオペレーションを実体験することも
できる。

3. 教育シミュレータ

OmegaLand Trainer は，お客様保有のプラントの動
作原理や運転技能を学習するための環境を提供する。
その一方で，一般的なプロセスの原理・原則や機器の
動作原理および性能を理解して適切な操作を体得した
い，プラントオペレーションに必要な基礎知識を教育し
たい，といった基礎的な化学工学の学習環境に対する
ニーズもある。当社では，そのようなニーズに応える
ために OmegaLand Educator を販売している。 図 2 に
OmegaLand Educator の概要を示す。
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図 2 OmegaLand Educator 概要

OmegaLand Educator は，OmegaLand Trainer と同じ
Visual Modeler を計算エンジンとして使用し，高い精度
を持つプロセス教育用シミュレータである。e ラーニン
グの座学だけでは実現できない，リアリティのある体験
型の学習環境が構築できるので，質の高い，より実践的
な教育が可能となる。また，受講者にはワークブックを，
講師にはワークブックの解答や補足説明に活用できるド
キュメント類を提供する。そのため，教育担当のお客様
にとっては，教材開発に時間をかけることなく，教育実
施に専念できるメリットがある。さらに，講師やシステ
ムの保守サービス向けの教育コースも用意された，教育
環境のトータルソリューションとなっている。現在，物
質収支・熱収支，流動，伝熱，プロセス制御，反応，蒸留，
圧縮機の７カリキュラムが用意されている。

OmegaLand Educator では，各受講者がシミュレータ
を個別に操作することも，複数の受講者が協調操作する
ことも可能である。一方，講師画面では，受講者全員の
操作内容を把握することができるため，大人数から少人
数までの集合研修にも利用できる。また，受講者は希望
するカリキュラムを自身で選択して自己学習することも
できる。集合研修で得られた知識をさらに自己学習で深
めることもでき，受講者にとっては高い学習効果が得ら
れるシステムとなっている。

今後は，より広範囲に使用できる柔軟な教育環境を提
供するために，ネットワークやクラウドを利用した教育
環境を構築する予定である。

4. ミラープラント

ミラープラントは，制御システムに OmegaLand をオ
ンラインで接続し，同時並行にシミュレーションを行う
デジタルツインソリューションである。現実のプラント
状態をシミュレータに取り込み，常にプラントと同値化
しておくことで，センサーが設置されていないポイント
の温度や組成などのシミュレータによって推定した状態
量を，リアルタイムでオペレータに掲示することができ

る。また，常に同値化しているシミュレータを，現実の
時間よりも高速に演算することで，近未来の状態量を予
測し，運転条件が管理範囲外になる前にアクションを取
る指標としても活用できる。

さらに，このシミュレータをオフラインで用いること
で，実プラントに影響を与えることなくプロセスの解析
や制御性の改善を行うことができる。例えば，制御器の
パラメータを決定する際には，実際のプロセスに対して，
与えることができる範囲の変動を与え，その応答からパ
ラメータを推定するのが一般的である。

しかし，安全性や稼働中のプラントへの影響の度合い
から，制御器のパラメータを決定するのに十分な大きさ
の変動を与えることは，現実的には困難であることが多
い。また，制御パラメータを探索するためには，複数回
の応答テストを行う必要があるが，稼働中のプラントで
そのような機会を作ることは難しい。この課題に対して，
当社ではミラープラントで作成した初期状態とオフライ
ンのシミュレータを組み合わせて，制御アルゴリズムの
有効性確認とパラメータ決定を行うための支援システム
を構築した。

従来から，シミュレータ上でさまざまなプラント応答
テストを行う取り組みは広く行われてきた。とりわけ解
析エンジニアは，解析を始める前準備として，現実の運
転状態に近いシミュレータの状態を作成するために大き
な労力を費やしてきた。しかし，ミラープラントは常に
現実の初期状態を作成しているため，解析エンジニアは
解析したい現象や検証したい制御アルゴリズムの検討に
専念することができる。詳細は文献 (2) を参照されたい。

5. 浄水場向け運転訓練システムへの応用事例

水道施設・設備の維持管理には，経験に基づく高いス
キルが要求される。しかし，水道事業に関わる職員数は
減少傾向にあり，中でも団塊世代の大量退職によって，
技術維持や経験の浅い職員への技術継承が課題となって
いる。また，近年，異常多雨により水源の水質リスクが
増大し，災害時の危機管理対策など多くの課題があげら
れている。これらに対して，適切に水質を管理し，電源
喪失時等の異常時に対応できる専門性を有した人材の確
保が求められ，さまざまな施策が検討されている。その
施策の１つとして，当社も OmegaLand を用いて，高い
スキルが要求される高濁度原水への対応訓練や，通常運
転では経験することのできないポンプや注入機の切り替
え運転，および薬注設備などの故障時に対応するための
運転訓練システムを開発した (3)。

これまでも浄水場向けのシミュレータは存在していた
が，当社が提供する OmegaLand を用いたシミュレータ
は，次の特徴を持つ。

 ● 運転訓練用に開発した設備モデル
浄水場特有の設備を表現するためのユニットモデルを

説明用スクリーン

講師

プロジェクター

受講者

ワークブック

受講者

圧縮機

蒸留

反応

プロセス制御

伝熱

流動

物質収支・熱収支

カリキュラム
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開発し，設備サイズ等をパラメータ化した。サイト固
有の設備へのカスタマイズが容易にできる。

 ● 動特性を考慮したモデリング
時間変化を表現するために，動特性を考慮したモデリ
ングを行っている。例えば，イオン平衡や濁度，塩素
消費，濃度伝搬等の事象を，時間変化を考慮した物理
モデルで表現している。
シミュレーションの例として，薬品混和池における凝

集剤（PAC）注入率をステップ状に変化させたときの pH
値の動的挙動について，実測値とシミュレーション結果
を比較したものを図 3 に示す。実データとシミュレー
ション結果を比較すると，ステップ変化時の挙動の方向
が一致していることに加え，値の差分を比較しても過渡
的な変化のある区間も含めて 0.02 以下で一致しており，
運転訓練には十分な精度で表現できていることがわかる。

図 3 シミュレーション例

6. OmegaLand の今後の取り組み

ここまでに述べてきたように，高度なモデリングとシ
ミュレーション技術をベースに開発された OmegaLand
は，お客様の SDGs 活動を含むさまざまな課題の解決の
ために有効に活用できる可能性があると考えている。当
社では，近い将来のダイナミックシミュレーション技術
とその活用について，次に示す取り組みを行っている。

 ● レベルに応じた訓練・教育環境の拡大
 ● ミラープラント（オンラインシミュレータ）によるプ
ラント状態の高度な監視

 ● プロセス解析や運転条件の最適化
以降の節において，それぞれの取り組みについて説明

する。

6.1 レベルに応じた訓練・教育環境の拡大
当社では，将来に向けて高度な教育環境を提供するた

めに，他分野の技術と連携した新しい取り組みを継続し
て行っている。例えば，3D や AR 技術，ハプティクスデ
バイスを利用することによって，訓練環境の現実感を向
上させる。さらに，ヒューマンセンシング技術を利用す
ることで，これまで評価の対象にできなかった人間の行

動特性を訓練や教育に活用できると考えている。
その中から，すでに着手している取り組みの一例を

図 4 に示す。この例では，訓練者の視点の動きを定量化し，
視線の動きをライブ画像表示するとともに，目視による
確認が必要なポイントを実際に確認したかどうかを評価
している。また，従来は，図面や地図上の２次元での表
現が多かった現場操作の訓練において，３次元ウォーク
スルーコンテンツとして表示することにより，よりリア
リティのある現場操作訓練が行えるような仕組みも構築
した。これらのシステムは，すでに一部のお客様にご利
用いただき始めている。

図 4 視点の動きの評価例

このように 3D や AR 技術，フォースフィードバックの
ようなハプティクスデバイス技術などと融合することに
よって，リアリティ性が向上し，協調作業の高度化も期
待できる。また，ネットワーク技術，クラウド技術，テ
レイグジスタンス技術などを融合し，COVID-19 やそれ
に類する事態による集合研修が困難な状況下においても，
訓練・教育が行えるような環境を整えることも，今後考
慮すべき課題であろう。

6.2  ミラープラント（オンラインシミュレータ）によるプ
ラント状態の高度な監視

ミラープラントに関しては，当社の強みであるモデリン
グとシミュレーション技術を実運転環境で提供すべく，動
的挙動の表現力を拡大するシミュレーション技術を提供
し，オンライン向け機能の充実を図りたいと考えている。

これにより，エネルギー原単位の可視化や，製品ス
ペック許容度の監視などを可能にし，効率的で安定した
運転を持続できる仕組みを提供できる。

6.3 プロセス解析や運転条件の最適化
近年，さまざまなベンダーや研究機関の取り組みに

よって，AI 技術やビッグデータ解析をはじめとするコン
ピュータサイエンス分野の技術革新はスピードを増して
いる。これらの技術をプラントの監視運転に適用する場
合，文献 (4) に指摘されているように，通常の連続プラン
トの運転条件下では，定常状態の周りで少し変動してい
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るだけの運転データしか得られないという課題がある。
一方，ダイナミックシミュレータでは，幅広い運転条件
でのデータや，異常に近い状態の時系列データを作り出
すことができる。実プラントデータとシミュレータを互
いに補完し合うように活用することで，より高度で高精
度な運転支援を行う仕組みを提供できる。

また，より高速かつ安定して解を得られる最適化ソル
バーと組み合わせることによって，シミュレータによる
試行錯誤で求めた最適な運転条件をオペレータに提示す
る仕組みも提供できるようになると考えている。

7. おわりに

将 来， 本 稿 で 説 明 し た シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 技 術 と，
フィールドデジタルや制御システムのエンジニアリング
を組み合わせた仕組みを制御システムに内蔵し，プロセ
ス機器の最新の情報や運転データにシミュレータを常に
同期させることができれば，さらなる展開が期待でき
る。例えば，実プラントや実制御システムを更新する場
合の制御アルゴリズムの検証，システム更新におけるオ
ペレータの事前訓練，シミュレーションモデルの改造や
チューニングコストの削減，ミラープラントによる予測
精度の向上，最適運転・省エネルギー運転支援精度の向上，

といったプラントライフサイクル全般にわたった幅広い
ソリューションとして展開することが可能である。

当社では，本稿で紹介した高度に進化させたシミュ
レータと制御システムとの組み合わせによって，安全・
安心な運転，生産活動や生産技術の向上，運転技術の革
新に貢献し，お客様の SDGs 達成の一助を担いたいと考
えている。
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* Visual Modeler，OmegaLand は，株式会社オメガシミュレーショ
ンの登録商標です。

* その他，本文中で使用されている会社名，団体名，商品名および
ロゴ等は，横河電機株式会社，各社又は各団体の登録商標または
商標です。
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