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炭化水素処理産業では，低コストかつ最終的に利益を生み出すような形で事業を展開するためのソーシャルラ

イセンスを維持するために多大な圧力を受けている。気候変動や来たるエネルギー転換は，変化しつつある世界

の秩序に適応しようとしている組織にとって，供給や需要のパターンが急速に変化する厳しい世界へと繋がる。

本論文では，デジタル技術がどのようにして現在の業務計画の立案，スケジューリング，制御の在り方を進化させ，

これらの需要に対応しようとしている組織を支援するのかを検討していく。また本論文は，横河のデジタル技術

によって，常に変化と改善が進んでいる移りかわりの激しい世界に適応することで生産量やエネルギーの利益改

善を得た KBC 社の実績からの事例を用いながら，従来形のデジタル化や手順の自動化にとどまらない将来に向け

たより大きな構想を概観する。さらに，現在の活動や，従来から実施している第一原理や物理法則によるモデリ

ングに基づいたデータサイエンスを，どのように活用しているかについても説明する。

Hydrocarbon processing industries face many pressures in maintaining their social licenses 
to operate in affordable and ultimately profitable ways. Climate change and the coming energy 
transition will lead to a world of rapidly changing supply and demand patterns that will cause 
difficulties for organizations trying to adapt to the changing world order. This paper examines 
how digital technologies can build on current operations planning, scheduling, and control 
practices to help organizations meet these demands. This paper goes beyond conventional 
digitization and procedural automation to look at the bigger picture, using examples drawn from 
KBC’s history of yield- and energy-based profit improvement, translated through Yokogawa’s 
digital technologies to our fast-moving world of continuous change and improvement. It explains 
our current activities and how we are using data sciences to build on our first-principles, physics-
based modeling tradition.

1. はじめに

炭化水素処理産業（HPI）は長年にわたり成長を維持
し，先進国において多大な経済的繁栄をもたらすととも
に，途上国には成長の道を示した。この業界は，生産量
を増大させる新たな処理技術の発明や，製品の仕様を変
更させ，安全性を高め，環境への影響を抑えるような規
制により，絶え間ない変化を経験してきた。
製油所や石油化学施設の計画立案や運営に関するアプ

ローチは化学プロセスにおける技術的な変化および計算
能力や応用数学の進歩とともに進化してきたが，その基
礎は一貫して変わっていない。
このように長年にわたって維持されてきた成長は，気

候変動や，それに順応しHPI のカーボンフットプリント
を削減することを求める社会的な圧力によって，今では
脅威に晒されている。電気自動車の台頭と現在進んでい
る電池技術の向上は輸送用燃料の需要パターンを変化さ
せ（そしてしばしば低下させ），一部の市場では再生可
能な原料の供給源を含めるように改革が進むことになる。
カーボンフットプリントを削減することで炭素排出量を
下げるかネットゼロを達成するようにオペレーションの
改革を促し，それによってエネルギー消費量を削減する
とともに再生可能エネルギーの使用量を増やし，さらに
コストも削減することになる。この変化は，業界におけ
る人的資本の大半が退職し，無人かつほぼ自律的なオペ
レーションへ向かう全体的な動向の一部として，知識の
ギャップを技術で埋めなくてはならない状況の中で起き
ている。
全体的に見て，製油所が生き残るためには，計画立案
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システムやオペレーションシステムが格段に柔軟かつア
ジャイルになる必要がある。

2. 現在の技術と課題

サプライチェーンやオペレーションにおける計画立案
やスケジューリングは，一般的に，図 1に示すようなパ
ターンに従う。

図 1 サプライチェーンとオペレーションの計画立案 
およびスケジューリング

各ボックスの説明：
 • 一般的に，計画立案機能は①主に原油の選択に関係す
る次の 1ヵ月から 3ヵ月にわたる供給計画の策定と，
②供給計画を当月の操業ブロックまたはキャンペーン
に分解することを目的とする業務計画の策定，の二つ
の主なタスクによって構成されている。供給計画は複
数の施設を考慮に入れているのに対し，生産計画は，
一般的に原料から最終製品まで，単一の施設を対象と
している。

 • スケジューリング機能は，タンク容量，原料の到着日，
製品の出荷などのロジスティック上の制約や，異なる
オペレーションに必要な設備のラインアップを考慮
し，計画を短期的な作業指示へと変換する。

 • 作業指示は，プラント自体を動かす処理やオフサイト
での制御やリアルタイムでの最適化（RTO）に反映さ
れる。

 • 調整と差異分析（Reconciliation	&	Variance	Analysis）
では，差異の理由を特定し是正措置を確定させるため
に，スケジュールや計画に対する実績を追跡する。

 • この分析結果は生産会計または生産データの日次調整
に反映され，それによって公式の生産バランスを実現
する。

 • また，分析結果は，計画立案やスケジューリングツー
ルが用いるプロセスの簡略化した（または削減あるい
は代理）モデルを更新するために活用される流体接触
分解，水素化分解，水素化精製，コーキング，ナフ
サ改質プラントなどの主要な化学プロセスの厳密なシ
ミュレーションモデルに反映される。

2.1  統合型サプライチェーンのための KBC と Yokogawa
の技術
KBC と Yokogawa は，サプライチェーンの統合に必

要なコア技術をすべて提供する。主なソフトウェア・ソ
リューションは以下の通りである。

 ● Petro-SIM －個別の設備から製油所または石油化学施
設全体までスケールする定常状態および動的オペレー
ションの厳密なシミュレーション。

 ● VM	Production	Accounting（VM-PA）－プロセス産業
向けのマテリアル収支と在庫管理のすべてを扱い，石
油移送データとタンク液位の情報やプロセス計測とが
一致するようなサイト全体の収支を扱うのに適してい
る。VM-PA は，生産会計やエンジニアリングバランス
に関するすべてのニーズを満たす。

 ● VM	Supply	Chain	Scheduling －ロジスティクスのスケ
ジューリングを扱い，業務計画を施設のタンク容量や
ロジスティクスの制約に従う最適な日々の業務指示へ
と変換。

 ● RT-OP と VM-ERTO －プロセスシステム（RT-OP）と
ユーティリティシステム（VM-ERTO）のリアルタイ
ムでの最適化のニーズに対応。

 ● 計画立案のニーズは，Yokogawa が供給する Chevron
社の PETRO ソリューション，またはその他のサード
パーティーによるパッケージによって対応。

2.2 今日の課題
前述のような機能に対する個別の技術的ソリューショ

ンはこれまでに大きく進化してきたが，各機能の統合は
手作業によって行われていることが多く，反応的なフィー
ドバックサイクルになっている。計画立案モデルやスケ
ジューリングモデルにおける個別のプラントの表現は主
に線形であり，それらの妥当性には限界がある。一方で，
モデルの更新サイクルは長く，希少な専門家に依存して
いる場合がある。最適化の検討と，計画立案・スケジュー
リング分割に特有のロジスティクスに関する制約を分離
することで，プロジェクトの遅延を招きやすくなってし
まう。
サイロ化したデータや手動プロセスを伴うソリュー

ションの複雑性により，変化に対する慣性も大きくなっ
ている。これは，生産の需要パターンが急激に変化し，
エネルギー消費量や環境への影響を削減するようオペ
レーターに圧力をかけている現在のビジネス環境に求め
られる生産上の柔軟性を妨げている。
言い換えると，市場における需要や規制環境の変化率

はこれまでよりも高くなっているのである。新たな運転
モードを特定し，シミュレーションモデルや試験運転に
よって検証し，計画立案システムやスケジューリングシ
ステムに素早く取り込み，運転可能な範囲を拡大させな
くてはならない。これは，統合と合理化を通じたシステ
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ムの完成を克服する十分なスピードと，システムを支え
る柔軟かつ正確なシミュレーションモデルによって初め
て達成できることである。
ここで求められる柔軟性や正確性は，以下に述べる

Digital	Twin モデルのドメインになりつつある。
生産におけるさらなる柔軟性の提供，合理化や統合を

通じた慣性の克服，モデルの活用範囲の拡大は，いずれ
も高価な固定サーバーインフラストラクチャを中心とし
た従来の IT アーキテクチャに挑戦するものである。

2.3 Digital Twin
Digital	Twin は人間，デバイス，システム，またはプ

ロセスの実際の性能をリアルタイムで正確に模倣する仮
想またはデジタルコピーであり，それを実行・操作す
ることによって改善を促進させることができる。Digital	
Twin はシミュレーションに基づいていることが多いが，
従来の第一原理プロセスシミュレーター以上のものであ
る（表 1）。

現在，リアルタイムのデータによって操作可能になっ
た厳密なシミュレーションモデルから構築したプロセス
部門の Digital	Twin は，ユニットの性能を監視し最適化
するために用いられている。これらは異なる圧力や温度，
容積／流量，触媒の有無における分子の挙動を予測，予
想，最適化できるようにすることで，実際の資産が実際
の制約や物理現象に対応できるようにする。それに伴い，
これらの厳密なモデルは関連する非線形の関係性を扱い，
直接計測することができない情報を推測する。しかし，
すべてを物理のみで説明できるわけではなく，ビジネス
が現実的に許容できるスピードやコストで答えを提供す
ることは不可能である。

2.4 Digital Twin と規模の課題
ユーザーが結果を信頼できるようにすべてのモデルを

維持する必要があるが，計画立案モデルやスケジューリ
ングモデルの更新サイクルに関しては問題がある。オペ

レーションの柔軟性を支えるより詳細なモデルを開発す
るためには，モデル開発者は，人的資本やその他のリソー
スを格段に増加させる必要なくモデルをインテリジェン
トに更新する方法について対処しなければならない（例
えば，モデルと実績の不一致を引き起こす一過性のデー
タの問題と，プラントの挙動における実際の変化を区別
するための機能を追加するなど）。企業全体で数十から数
百もの詳細なモデルを維持するよりも，Digital	Twin を
一つまたは二つ維持する方が格段に楽である。
企業規模で，または複数の製油所を横断して一貫した

形で技法やモデルを応用する能力は，中央のオペレーショ
ンセンターからより自律的なオペレーションを実現する
上での重要な課題である。

3.  デジタルトランスフォーメーション：解決策に 
向けて

過去 10 年の間に，デジタル技術は，クラウド・コン
ピューティングのプラットフォーム，いわゆるモノのイ
ンターネット（IoT），データ分析法の成熟，人工知能（AI）
や機械学習（ML）の台頭を通じて大幅な成長を遂げてい
る。これらの技術は，単なる業務プロセスの合理化や手
作業によるタスクのデジタル化に留まらず，ビジネスに
よる計画立案やオペレーションの実施の在り方をステッ
プごとに変えていく機会を生み出している。また，以下
に説明する通り，このデジタルトランスフォーメーショ
ンを通じて有意義で新しい価値を創出する機会ももたら
している。

3.1 Cloud Computing
クラウド・コンピューティングは，組織がプライベー

トデータセンターでのオペレーションを，必要なハード
ウェアを維持・提供するサードパーティーのプロバイダー
が運営するサーバーに移行することを可能にする。これ
は IT オペレーションを簡略化する上で役立つが，ビジネ
ス全体にもたらす新たな価値は少ない。柔軟性はクラウ
ド・コンピューティングが提供する計算能力の伸縮性に
よってもたらされ，計算処理を何十，何百，何千ものプ
ロセッサーに並行して分散し，必要な計算時間を削減で
きる。これらの追加のリソースはクラウドプロバイダー
によってダイナミックに提供され，必要に応じて有効化・
課金され，完了すれば無効化される。
例えば，計画の最適化や複雑な感度分析などの計算処

理を集中的に行う作業は，逐次的に実行すると数時間ま
たは数日かかることがあるものの，並行して実行すれば
数分で済む。そのような時間の削減は技術者や計画立案
者による技術の使い方を変え，さらなる相互作用性をも
たらす。タスクをさらに速く実行すれば，さらに多くの
分析を試みることができ，より優れた堅牢な解決策につ
ながる。これまで膨大な計算時間を要し難解であったオ

表 1 従来のシミュレーターと Digital Twin
Traditional simulator Digital twin

特定の運転ケースを正確に表現
資産の運転範囲およびその寿命
の全体を正確に表現

特定の時点でのスナップショッ
トを静的に提供

資産の履歴と未来を完全に把握

問いに対する答えを必要とする
際に構築

ユニットの健全性やモデルの性
能を自動的に監視することで，
what-if やユニットの最適化を
分析するために，常に妥当かつ
最新のDigital	Twin を提供

必要に応じて各グループが別々
に所有・使用

ビジネスシステムと統合されて
いる，一元化した本当の単一
バージョン

3 3
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ペレーションに関する研究の問題は，今では解決できる
ようになっている。

3.2 データレイクとビッグデータ解析
製造組織は一般的に分析できるよりも格段に多くの

データを記録し，多くの場合アプリケーションのサイロ
内でデータを保管しており，そのためアプリケーション
を横断して行われる新たな洞察へと繋がるような分析は
制限されている。膨大な規模でのデータストレージや分
析のための最新の技術により，組織はこれらのデータサ
イロを壊し，ビジネスインテリジェンス・ツールによる
分析やMLアルゴリズムによる活用に向けて格段に幅広
い範囲の情報を利用できる。
機械の信頼性や設備の劣化に関する問題の潜在的な原因

を理解するために，例えば設備の性能特性，原料の組成，
ポータブルセンサーからの振動情報，整備記録，天候の記録，
オペレーターのイベントログなどをプロセスの計測値と組み
合わせるために，データサイロを横断して確認することが重
要である。このプロセスにより，原因に関する洞察がもたら
され，潜在的な問題について早期警告を発するような機械
学習による予測装置の構築が促される可能性がある。

3.3 AI と ML
AI 技術は今世紀の最初の 20 年間で著しく成熟し，現

在では従来の技術を拡張するだけでなく，場合によって
は取って代わるほどの多大な計算能力をもたらしている。

AI と関連する機械学習のクラスは，設備の信頼性，イベ
ントの早期検出，予熱トレインの汚損，偏差分析などの
状況のための診断および／または予測モデルを構築する
ための技術を提供する。オペレーター用のアドバイザリー
システムや高速エネルギー最適化ソリューションのため
に，より大規模な AI モデルが構築されている。
クラウドプラットフォームは AI やMLの普及率の大幅

な成長を可能にし，モデルの開発や維持のために必要な
データストレージや計算処理能力を提供している。しか
し，企業規模に対応できる特化型プラットフォームの必
要性が高まりつつある。

3.4 柔軟な規則，ワークフロー，オーケストレーション
クラウド・コンピューティングは，従来のサーバーか

ら仮想マシンモデルまで，異なる種類のコンピューティ
ング・アーキテクチャを用いることで伸縮性がある。デ
スクトップの世界のために書かれたプログラムはクラウ
ド用に再構築，場合によっては大幅に書き直されなけれ
ばならない必要もあり，それによってスケールでき，並
行して動作できるようになる。その後，計算エンジンや
サービスのオーケストレーションを行い，同時にワーク
フローを実行するための柔軟な規則エンジンとの統合を
実現する標準的なクラウド技術を活用できる。
これらの技術は敏捷性をシステムに組み込み，確立さ

れたワークフローに変化をもたらすためにかかるコスト
を大幅に下げ，イナーシャを克服することができる。
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図 2 Yokogawa DX platform architecture
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4. Yokogawa Cloud － 課題に対処するために

Yokogawa とその子会社である KBC は，デジタル変
革したサプライチェーンの計画立案・最適化ソリュー
ションに内在する課題を解決するためのクラウドプラッ
トフォームと，その上で稼働するアプリケーションの開
発を開始した。プラットフォームは特定のインフラスト
ラクチャに依存せず，Microsoft	Azure や Amazon	Web	
Services などの主要なクラウドインフラストラクチャ上
で動作する。アプリケーションは SaaS モデルを用いる
か，クライアント独自のプライベートクラウドまたはオ
ンプレサーバー内で実装することによって動作する。以
下の図では，プラットフォームが有する能力の概要を示
す（図 2）。
このプラットフォームでは，KBC の Petro-SIM，

Supply	 Chain	 Scheduling，Energy	 Optimization，
Production	Accounting などのアプリケーションが，伸縮
性のあるクラウド・コンピューティング，データ管理・
保存，ワークフロー，オーケストレーションなどの能力
をフル活用するクラウドネイティブのソリューションと
して動作する。また，アプリケーションが共通の可視化
機能やレポート機能を活用することで，一貫したユーザー
エクスペリエンスを実現する。
さらに，プラットフォームは C3	AI	Suite との統合を通

じて企業スケールでの豊富な AI ／ML機能を提供し，企
業全体で適用される AI や ML の機能によってソリュー
ションを強化することができる。KBC のアプリケーショ
ンはこれらの環境で動くように書き換えられており，プ
ラットフォームとアプリケーションの両方について初期
段階での顧客検証を現在実施中である。

4.1  サプライチェーン最適化のための Yokogawa Cloud 
Application 
ここで示している通り，Yokogawa	Cloudプラットフォー

ムには，自動化され，データドリブンかつ柔軟なサプライ
チェーンの最適化ソリューションを支えるために必要な基
礎的要素が含まれている。AI/ML 能力は，数々の領域に
わたって運転における敏捷性を提供するために必要なモ
デルのスケールと複雑性を管理する上で鍵となる。

 • AI を活用してモデルや主要業績指標（KPI）からの偏
差を分析し，モデルを更新する必要があるタイミング
を検出し，その再生を実施。これにより，多くの時間
と人的資源を節約できる。

 • 計画立案，スケジュールの決定，最適化のための機
械学習モデルを作成することを目指した較正シミュ
レーションモデルによる合成データを用いて拡張した
実データを使用。これにより，より現実的な計画に向
けたモデル計画立案の精度を高めることができる。

 • 改善に向けたアイデアを特定しランク付けするため

に，製油所規模での AI ドリブンなシミュレーション
モデルを使用。

 • 以下のケーススタディで示す通り，ユニットオペレー
ターの役に立つオペレーション・アドバイザーを作り
出すためにMLを活用。

4.2 ケーススタディ
欧州のある大手製油所は，原油蒸留装置（CDU）の最

大エネルギー効率を維持しつつ，プロセスにおける障害
の発生状況に関係なく生産計画を達成したいと考えてい
た。この部門の KPI は部門の実績目標を十分に反映して
おらず，高度プロセス制御（APC）はすべての独立変数
を操作する能力が限られていたことによりオペレーショ
ンを完全に最適化しておらず，重要な運転パラメータ（液
体や蒸気の速度など）も一部が計測されていなかった。
また，例えば原油のスイッチングなど，異なる生産状況
における改善の余地を自動的に特定することを目指した
運転データの履歴の分析も行われておらず，原油部門や
下流の各部門にも多大な影響を及ぼしていた。
ソリューションは，第一原理 Petro-SIM モデルをML

と組み合わせたものであった。Petro-SIM に組み込まれ
ているオプティマイザにより，数々の異なる生産シナリ
オに対する最適解を用いてMLを訓練した。複数のシナ
リオに対する Petro-SIM の自動的なシミュレーション結
果からMLモデルが「学習」できたことに基づき，高速
かつより自動化された最適化機能が実現した。
採用した Petro-SIM モデルは CDU を正確に表し，少

なくとも 2年分の履歴データを用いて較正した。Petro-
SIM に自動的に提供されるデータの例としては，プロセ
ス・ヒストリアンから直接供給される運転データや原油
データ，そして検査データや利回り採算データである。
MLモデルは同じ履歴データを用いて訓練し，Petro-SIM
による追加の最適化ソリューションも同じであった。ML
モデルは現在のデータを評価し，新たに最適化した目
標値を配備している APC システムに素早く提供できた
（図 3）。
他のソリューションとは異なり，MLモデルは，新し

いプラントデータや Petro-SIM モデルによる新たな合成
データや最適条件の両方を取得し，経験からも漸進的に
学習した。データドリブンなソリューションを検証した
ところ，プロセス部門では最大エネルギー効率を維持し
つつ生産計画を達成できていることが明らかになった。
主なユーザーはユニット技術者とシフト監督，そして
APC技術者やパネルオペレーターであった。将来的には，
MLモデルがプロセス部門によるオペレーションから学
習し続けるにつれて，ソリューションから整備チーム，
計画立案チーム，制御・計装チームにも情報を提供でき
るようになるかもしれない。
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図 3 ケーススタディ

4.3 企業レベルへスケールアップ
本ケーススタディで述べたソリューションは，複数の

製油所を運営している大手総合石油会社のある製油所に
おける単一のプロセス部門に適用されている。それぞれ
の製油所には様々な種類のプロセス部門が複数あり，そ
の多くはエネルギー需要の最適化によって便益をもたら
すことができる。したがって，クライアントは単一のソ
リューションではなく，何十，何百ものソリューション
を必要とする可能性がある。今日の複雑なソリューショ
ンは構築に 6ヵ月以上かかることもあるため，何十，何
百ものソリューションを展開する唯一の実用的な方法は，
開発・維持過程を組織化することである。言い換えると，

リアルタイムデータを使ったシミュレーションや機械学
習モデルの生成・実行に向けた一貫した手法を用いて，
複数のプロセスが並行して稼働するようなモデル工場を
我々は構築する必要がある。
このモデル工場は Yokogawa	Cloud 内の C3	AI	Suite の

役割であり，KBC と Yokogawa による確立された技術と
ともに証明された企業スケールの技術を提供する。

5. おわりに

石油精製の業界は，気候変動や来たるエネルギー移行
により，不確実な将来に直面している。利益を生み出しつ
つ二酸化炭素削減の要求を満たすために，製油所はオペ
レーションを順応させる必要がある。そのためには，業務
管理に多大なアップグレードを施すことが求められる。
本論文では，日常的な手作業によるタスクを担う製油

所の人員が被る負担も削減しつつ，オペレーション上の
敏捷性を達成するのに必要な変革をデジタル技術が推進
できることを示し，Yokogawa が業界を支援するために
行っている取り組みについて述べた。

*	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，各社または各団体の登録商標または商標です。
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