
高度圧力保護システム(HIPPS)

エンジニアド安全ソリューション

人、生産資産、および環境をHIPPSで保護
変化の激しい今日の製造環境は、人、環境、生産資産の安全を含
む、さまざまな課題に直面しています。ロックウェル・オートメーシ
ョンは、安全、サステナビリティ(持続可能性)、収益性が企業の 
事業運営における主要目標であることを認識しています。私たち
は、産業およびテクノロジ特有の専門知識を提供し、お客様独自
の生産課題に対応します。弊社がお約束するのは、プロジェクトの
リスクの低減を支援し、お客様に特化したソリューションを提供し
て、ローカルとグローバルの両方の視点からお客様をサポートする
ことです。さまざまな産業とプロセスにおいて、企業は、弊社の 
グローバルな経験とPartnerNetwork™のリソースを活用し、その 
ニーズに合うようにソリューションおよびサービス機能をカスタマ
イズできます。 

高度圧力保護システム(HIPPS)は、安全計装システム(SIS)の一部であ
り、信頼性の高い安全計装システムの利用を可能にし、従来の機械
式リリーフ装置を置き換えたり、石油/ガス用途におけるフレア加工
の必要性を排除します。 このシステムは、ソースを遮断し、システム
の上流側に圧力をとどめて、プロセス資産の高圧側と低圧側の 
間にバリアを作ることによって、超過圧力を防ぐよう設計されてい
ます。新しいガス生産ソースをガスプラント施設につなげるには、 
ガス生産施設とパイプラインを保護するための機械式リリーフ 
装置が必要となることがよくありました。また、既存のパイプライン
に新しい生産ソースをつなげる場合には、大気への炭化水素の放出
やフレアシステムでの意図しない炭化水素の燃焼の原因となる、 
潜在的な超過圧力からパイプラインを保護する必要が生じます。

主な利点
完全統合型ソリューションの内容
• HIPPSアプリケーション向けエンジ

ニアリング設計サービス

• HIPPSターンキー・ソリューション・
プロバイダ

• SIL 3までのIEC61508に適合する 
完全な安全機能の提供

• 供給されるHIPPSの評価と正式な
認証

供給範囲の一般的な内容 

• 計装(圧力伝送器を含む)

• HIPPS SISロジックソルバ

• 完全なHIPPSスキッド設計および 
組み立て(必要な場合)

• 設置および立上げサービス

50年以上にわたって蓄積 
された安全に関する経験に
基づくロックウェル・オート 
メーションのテクノロジは、
世界中の安全かつ重要な 
制御プロセスで活用されて
います。



リスクの低減と必要な規制の順守
HIPPSアプリケーションの開発は、必要なレベルまで
リスクを低減し、必要な安全度水準(SIL)を満たすよう
SISを構成するための具体的なガイドラインを定義し
た、IEC 61508 / 61511によって管理されます。ロジック
ソルバでは、標準的な実証済みのファンクション・ 
ブロック・ソフトウェアと使用可能なオプションが 
使用されます。これには、部分作動検査、バルブ機能
ロギング(予防保全アプローチのサポート)、あらゆる
主要DCSシステムおよびカスタムのサードパーティ 
通信インターフェイスとの通信が含まれます。SISは、
拡張性に優れた2oo3、1oo2D、シンプレックスの各 
アーキテクチャを含む、幅広いIEC 61508 SIL 3認定 
プラットフォームを提供できます。お客様は、機能や
可用性の要件、システムコスト、その他の希望条件に
基づいてSISを選択できます。

設備投資の削減
新しい生産施設では、ロックウェル・オートメーション
が圧力リリーフ弁マニホールドやフレアシステムの必要
性を排除できます。既存の施設では、フレアおよびリ
リーフ弁マニホールドのサイズ拡大を不要にできる 
ほか、HIPPSパッケージを設置することによって既存の
システムを除去できる場合もあります。HIPPSシステム
を水源または圧力源で提供すると、下流部分の配管
の等級を下げることによって、設備投資を削減する 
ことが可能になります。オフショア設置の場合は、 
フレア加工を飛躍的に減少させることができ、新規 
設置の場合は、HIPPSシステムを使用することによって
重量の大幅な削減を実現できます。
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ロックウェル・オートメーションのプロセス安全製品の適用
ロックウェル・オートメーションでは、余計なコストをかけることなく適切なサイズのシステムを選択できる、 
プロセス安全アプリケーション向けの製品をご用意しています。

AADvanceシステム
AADvance®ソリューションは、
工場全体で必要な安全度水準
と可用性を指定できるハード 
ウェアコントローラとソフト 
ウェア環境で構成される、真の拡張性を備えた分散型
アーキテクチャです。AADvanceは、柔軟性に富み、I/O点
数の少ないものから大規模システム、標準制御からSIL 3
安全制御、フェイルセーフから多重化フォルト・トレラン
ス・システムまで、さまざまな要求にお応えいたします。

Trustedシステム
Trusted®ソリューションは、三重
モジュール式冗長(TMR)コント 
ローラを特長としています。TMR
コントローラは、安全とシス
テム可用性を最大限高めるように設計されていま
す。Trusted®では制御機能を利用してシステムのトリッ
プを最小限に抑え、その本質的な安全関連機能の一
環として高い可用性、フォルトトレランス、フェイルセー
フ機能を提供します。Trustedソリューションは、モジュ
ール当たり最大40チャネルの高密度I/Oを小さな設置
面積で実現するため、大規模SISアーキテクチャを小
さなスペースに配置することを可能にします。

ControlLogix SIL2
1715冗長I/O SIL2ソリューショ
ンを備えたControlLogix® 
コントローラは、システム停止
を許容できないSIL2基本プロセス制御システム/ 
プロセス安全システムアプリケーションにも対応す
る、高度な可用性を実現します。カスタマイズ不要の
標準のControlLogixソリューションをSIL 2アプリケー
ションで使用できると、追加のトレーニングの必要性
が最小限に抑えられ、また、スペアパーツがすぐに 
使用できる状態で提供されるため、大幅なコスト 
削減につながります。

OptiSISパッケージ・タイプ・
ソリューション
ISA 84/IEC61511に準拠した
OptiSIS™安全計装システムは、 
標準的なソリューションを利用す
るさまざまなSIS交換/アップグレードプロジェクトに
最適なソリューションです。SIL 3までのSIL要件を満た
すことができる標準ロジックソルバを採用しているた
め、カスタム設計のSISソリューションよりも配備が 
簡単かつ短時間で済み、コスト効率にも優れています。

統合制御&安全システム(ICSS)
ロックウェル・オートメーションは、導入戦略において統合制御&安全システムのニーズを簡単に満たすことの
できる、柔軟でスケーラブルなプロセス制御と安全ソリューションを提供します。
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ロックウェル・オートメーションでは、以下の規格に認定された安全計装 
システム(SIS)製品を使用しています。
• IEC 61508： 安全関連の電気/電子プログラマブルシステムの機能安全
• IEC 61511： 機能安全 - 装置産業セクタ向け安全計装システム
• UL 508： 産業用制御装置
• API 521
• Code Case 2211
• ANSI/ISA 84.01-2004

AADvance、Allen-Bradley、ControlLogix、ICS Triplex LISTEN. THINK. SOLVE、OptiSIS、PartnerNetwork、PlantPAx、Rockwell Automation、Rockwell Software、およびTrustedは、Rockwell Automation, Inc.の登録
商標です。 
CIPおよびEtherNet/IPは、ODVA, Inc.の商標です。  
Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業オートメーションに専心する世界最大の企業で、お客様の生
産性を高め、地球に優しい技術を提供します。弊社のAllen-Bradley®およびRockwell Software®の製品ブランドは、
その革新性と卓越性について世界中で認められています。

FacebookおよびTwitterで、ROKAutomationをフォローしてください。   Linkedinでつながってください。

ロックウェル・オートメーションの価値観
さまざまな産業とプロセスにおいて、企業は、弊社の 
グローバルな経験とPartnerNetwork™のリソースを 
活用し、そのニーズに合うようにソリューションおよび
サービス機能をカスタマイズできます。 ロックウェル・
オートメーションは、安全、サスナビリティ(持続可能性)、
収益性が企業の事業運営における主要目標であること
を認識しています。私たちは、産業およびテクノロジ 
特有の専門知識を提供し、お客様独自の生産課題に 
対応します。当社がお約束するのは、プロジェクトの 
リスクの低減を支援し、お客様に特化したソリューション
を提供することです。グローバルに活動し、ローカルな
サポートを提供します。

サービスとソリューション - 豊富な経験
お客様の投資の保護
サポートセンターおよび各分野のスペシャリストから 
なる弊社のグローバルな基盤を活用して、お客様の 
オートメーションへの投資を保護します。工場の操業 
を支援して安心をお届けするだけでなく、運用全体を
評価して適切なサービス構成をお奨めし、生産性の 
最大化、資産の最適化、および財務パフォーマンス全般
の改善を支援します。


