
パイプライン網の整備
柔軟性、データ管理、セキュリティを
強化するパイプライン運用の現代化
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インフラの経年劣化
現在、120ヶ国以上で350万キロを超える石油および天然ガス輸送パイプラインが敷設
されています。1

しかし、多くのパイプラインが敷設から数十年経過しています。例えば、米国内の48万
キロを超えるガス輸送パイプラインの3分の1が1960年以前に設置されたものです。2

このように数十年が経過したパイプラインは、以下のような課題をパイプライン企業に
突き付けています。

•  パイプラインシステムでの正確でタイムリーなデータへのアクセスが制限される 

•  市場ニーズおよび商品価格に効率的に対応するための柔軟性に欠ける

•  メンテナンス、信頼性、安全に問題がある

•  新しいパイプラインセキュリティ規制への準拠に問題を抱えている

1 Field Listing: Pipelines, U.S. Central Intelligence Agency, 2013
² Miles By Decade Gas Transmission, U.S. Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration, May 4, 2016
³ The State of the National Pipeline Infrastructure, U.S. Department of Transportation, 2011

米国内で設置されているパイプ
ラインの50%以上が、第二次世
界大戦後の高度経済成長時代
のエネルギー需要の拡大に呼
応して各州間のパイプライン 
ネットワークが構築された 
1950年代と1960年代の間に敷
設されました。」3

「
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産業用モノのインターネット(IIoT)が牽引する現代的なスマートオペレーションは、統合
ネットワークアーキテクチャを通じて人々、プロセス、テクノロジを1つにまとめます。 
現代的なシステムは、ビジネスレベルのITシステムをステーションレベルおよびターミ
ナルレベルの運用技術(OT)システムに集約させることで、石油およびガスの運用全般、
つまりパイプラインから油田まで、さらに処理プラントから企業までをシームレスに接
続します。また、スマートオペレーションでは、最先端の統合制御および情報ソリューショ
ンを利用して運用データを収集し、これを実用的なインテリジェンスとして作業員に提
供します。

今日、現代的なシステムは、私たちが考える石油および天然ガス業界を変えつつあり 
ます。

特に、IIoT はスマートデバイスとスマートシステムの接続を推進し、それによってパイプ
ラインオペレータが運用を最適化し、最重要課題に取り組めるようになります。 
IIoT によって実現できるメリットは主に以下の4つです。

1.  制御室管理の改善 

2.  運用の柔軟性を高める

3.  メンテナンス、信頼性、安全に関する問題に対処

4.  新しいセキュリティ規制への準拠

現代化と接続
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制御室管理
パイプラインオペレータに必要なのは、正確で理解しやすいリアルタイムデー
タを業務で効率的に利用できることです。

さまざまなテクノロジを駆使してIIoTを推進していくことで、 重要な運用デー
タを収集して理解しやすく実用的な情報にし、信頼性と可用性の改善につなが
るデータをリアルタイムで取得することができます。例外報告機能ではオペ 
レータは問題が起きてから現場に出向かなければなりませんが、高度なア 
ラーム機能は障害が発生する前に機器の問題を特定するのに役立ちます。

つまり、資産を深層までリアルタイムで可視化できることは、オペレータがメン
テナンス、運用、および流量制御といった課題を追跡して迅速に対応すること
に役立ちます。

フェースプレートによる制御機能を備えた高機能視覚化ソフトウェアにより、
さらに使いやすく、情報アクセスを簡単に行なうことができるようになります。
これにより情報の過負荷を軽減して、オペレータは最重要課題に集中して取り
組むことができるようになります。

アラーム管理システムによる 
迷惑アラームの排除

エネルギーインフラの大手企業が天然ガス処理プラント
の1箇所に旧式のアラームシステムを設置していました。

このシステムは頻繁に迷惑アラームを引き起こし、適切
な対処法を判断するための文書がないオペレータは必
要以上の注意を払わなければなりませんでした。また、記
録の履歴保持機能もないため、アラームの発生源の特定
が妨げられていました。

高度なアラーム管理システムを設置したところ、 アラー
ムおよびプロセス変数の制御が改善されると共に、プラ
ント運用を包括的に見ることができるようになりました。

オペレータの集中力をそぐ迷惑アラームの発生をな
くすことができました」と、パイプライン企業の制御
スペシャリストは述べています。「また、この新しい
システムは、アラームが重要なのか優先度が低いも
のなのか、判断に必要なすべての情報も与えてくれ
ます。」

「
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運用の柔軟性
パイプライン運用の柔軟性は重要です。企業は、変動する商品価格に対応し、
新しいお客様に遅延なくサービスを提供することに努力しています。

そのため、パイプラインオペレータに重い負担が掛かります。

パイプラインオペレータは、フロールートやその目的地、ポンプ速度を即座に
変更できなければなりません。

• 現代的な分散制御システム(DCS)は、制御と情報を組み合わせたもので、 
ポンプステーションで重要な役割を担います。情報対応DCSは全施設間で
情報を共有できるため、迅速で正確な意思決定が可能になります。

• 監視制御およびデータ収集システム(SCADA)には、ポンプステーション、 
コンプレッサステーション、およびターミナル間で複数のシステムをシーム
レスにつなげる機能があります。

• プレミア統合は、コントローラプログラミング、デバイス構成、およびメンテ
ナンス作業を1つのソフトウェア環境に統合します。 その結果、コントローラ
とデバイス間の統合性が強化されます。また、配送経路の調整時に構成を
簡素化し、スタートアップ時間を短縮することができます。

ロックウェル・オートメーションの
PlantPAx®システムは、信頼性から
拡張性、さらに考えられるあらゆる
要素の統合まで、卓越した性能を
発揮します。」

– パイプライン輸送会社の計装および 
エレクトロニクスのスペシャリスト

「
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メンテナンス、信頼性、安全
運用を現代化して接続テクノロジを活用することにより、パイプライン 
オペレータは、メンテナンス、信頼性、安全の課題に対処できます。

メンテナンスと信頼性
多くのパイプラインの運用には、数年または数十年にわたって複数の現場でさ
まざまな制御製品が混在しています。しかし、それぞれの製品のメンテナンス
には適切な専門知識と維持するためのスペア部品が必要です。

アップグレードの一環として機器を標準化すると、このようなメンテナンス要
件が減少して最終的には信頼性が向上します。また、新しい社員の学習曲線 
を短縮し、ベテラン社員の退職時に重要な「ノウハウ」が失われるリスクが減り
ます。

さらに、運用のインテリジェンスは、メンテナンス作業を「故障してから直す」 
から「故障する前に直す」に転換させるのに役立ちます。 オペレータは、資産 
データをリアルタイムで収集し、インテリジェントレポートを通じてデータを 
文脈に即して捉えられるようになります。資産パフォーマンスの分析とモニタ
を実施することは、オペレータが課題を突き止めて障害が発生する前に修理
を行なうのに役立ちます。

当社の技術者はロックウェル・オート
メーションのテクノロジに親しんでい
ましたが、ステーション間での制御に
一貫性が加わったことにより、作業は
さらに簡単になりました。どのコンプ 
レッサユニットが動作していようと、 
テクノロジは同じです。」

– パイプラインおよびエネルギー大手企業の 
オートメーション責任者

「
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メンテナンス、信頼性、安全
安全
輸送事故は、米国においては致命的な労働災害の主要原因となっています。
輸送事故は2014年の致命的な労働災害の40%を占めます。3 作業者を道路か
ら退避させる機会は受け入れるべきです。

リモトモニタはセンサ、ハードウェア、ソフトウェア、ワイヤレス接続をシームレ
スに統合して、パイプラインに関する資産情報を抽出します。オペレータは、設
備に出向くかわりに一元管理されたワークステーションから運用状況をリモー
トモニタし、問題をトラブルシューティングし、調整を行なうことができます。

リモートモニタは、危険で高価な機器に損傷が及ぶ危険を防ぐのにも役立ち
ます。例えば、コンプレッサのモータが通常よりも多くの電力を消費している
場合、イーサネット接続が組み込まれたインテリジェントドライブが中央制御室
に信号を送信します。オペレータは、モータを離れた場所から停止し、メンテナ
ンス班を送り込んで問題の根本原因を突き止めることができます。

³ Census of Fatal Occupational Injuries Summary, 2014, U.S. Bureau of Labor Statistics, Sept. 17, 2015

ロックウェル・オートメーションの統合
アーキテクチャソリューションは、我々
の通信レベルを押し上げました。今で
は障害が発生しても、離れた場所から
簡単にシステムを診断して問題の原因
をピンポイントで突き止めることがで
きます。」

– 電気およびガス配給会社の 
制御システムエンジニア

「

ノーザン・ナチュラル・ガス社は、24,000キロ
のパイプラインでミネソタ州からテキサス
州へ天然ガスを輸送しています。 

ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk®ソフトウェア
は、各コンプレッサステーションから制御データを収集
し、分かりやすい視覚的なグラフィックスに変換します。
オペレータは、ネブラスカ州オマハにある本社でこれら
のデータにアクセスできます。
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安全
接続ポイントが増えると、パイプライン運用を改善する機会も増えます。しかし、接続ポイントは、サイバー脅威の
入口ともなるため、セキュリティニーズが増えます。

米国国立標準技術研究所(NIST)の 「重要インフラのサイバーセキュリティを向上させるためのフレームワーク」
では、セキュリティプログラム開発のための優れたガイダンスが規定されています。このフレームワークの採択は
任意ですが、米国運輸省のパイプライン危険物安全課(PHMSA)および州規制当局が、このフレームワーク 
を組み入れたポリシーおよび法律を策定しているため、採択をお奨めします。

ロックウェル・オートメーションでは、NISTフレーム 
ワークに即したセキュリティ手法をお奨めします。

1.   要件の開発: 用語を定義し、関係者を特定し、プログラム要件および目
標が明記され、サイバーセキュリティプログラムに関する役割と責任を
割当てるドキュメントを作成します。

2.   分析: リスクと脅威を特定するだけでなく、その考えられる結果、重大
度、可能性について説明できる分析を実行します。

3.   設計: 業界標準の緩和策について調査し、そのコスト、効率、複雑度、 
運用への影響などの妥協点を見極めます。

4.   導入: 緩和策の導入方法、テスト、検証、メンテナンス作業の実行方法を
明確にした計画を立案します。

5.   教育&改善: 継続的教育、トレーニング、および監査を通じて持続的改善
に努力します。
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リソース
今日のビジネスおよびセキュリティ上の要求を満たしながら数十年経過した
インフラをうまく運営するという課題はとてつもなく困難です。それには、現
代的でスマートなシステムの配備を支援し、パイプライン業界とビジネス課
題を熟知しているパートナが必要です。

新しいパイプラインを展開するにせよ、既存のシステムをアップグレードする
にせよ、頼りになるのはロックウェル・オートメーションとその石油およびガス
のスペシャリストチームです。

私たちが提供できるのは、お客様のパイプラインインフラ、コンプレッサお
よびポンプステーション、ターミナルおよび貯蔵施設のための正しい情報、
プロセス制御、モータ制御および安全ソリューションです。当社は、極限環境
での運用、回転機械管理、およびリモートによる資産管理で豊富な経験を積
んできました。

コロンビア・パイプライン・グループ(CPGX)
がプロセス制御システムの現代化によって
99.5%の可用性を達成

コロンビア・パイプライン・グループは、その運用環境の
現代化によって信頼性を改善し、運用データを掘り下げ
てメンテナンスニーズを正確に予測することを目指して
いました。

同社は、施設間と重役レベルにまで情報を共有するため
に仮想化PlantPAxプロセス制御システムを導入しました。
また、高可用の仮想化サーバを導入して物理的なハード
ウェアスペースとダウンタイムの可能性を削減しました。

新しいシステムの設置によって、同社の保有する圧縮機
器の可用性は99.5%に達成しました。 また、2014年には、メ
ンテナンス費用をおよそ230万ドル節約することに成功し
ました。
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