
ConnectedProduction™ ： 
デジタル油田の実現
石油とガスの生産を油井から輸送地点に 
いたるまで視覚化および最適化
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サステナブル (持続可能 )なデジタル機能の構築によって 
効率化へのシフトに対応する石油およびガス会社が、 
未来の勝者となります。2

“

データの井戸を掘る
データはデジタル油田に欠くことのできないものです。生産者はデータの助けをかりて、 
機器の性能の最大化から生産目標の達成、稼働コストの削減にいたるまでの石油およびガス
の生産のほとんどすべての局面を改善することができます。

しかしながら、多くの行程では、データはいまだに手作業で集められ、その工程でしか使用され
ず、システム間での統合も制限されています。また、データが噴き出している場合もあります。
あまりにデータが多すぎてオペレータが圧倒され、情報に基づいた決定を行なうのに必要な関
係付けがありません。

このようなデータ関連の課題が、生産者が個々のデバイス、システム、油田全体を可視化するこ
とを制限しています。また、生産者がデジタル油田の真の恩恵を受けるのを妨げています。

インテリジェントなオートメーションエコシステム – データ収集が自動化され、出資者が常に指
一本動かすだけですぐに使用できる情報を得ることのできるシステムを作ることで、生産行程
のほとんどを行なえる大きな可能性があります。それは、ロックウェル・オートメーションが提供
するConnectedProduction ™ です。

25%もの
稼働コストの節約

8%もの
生産率の向上

6%もの
資源回収の改善 1

2～ 4%の
プロジェクトコストの削減

導入してから最初の1年以内に、 
デジタル油田は以下を実現できます。

1 デジタル油田のグローバル化、シェブロン (2012年12月 )
2 デジタルによる石油およびガス効率の改善、PwC (2016年4月7日 )
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ConnectedProduction  
環境の働き
当社のConnectedProduction環境は、次の3つの主要な方法でデジタル油田を
実現します。

• 生産機器、デバイス、システムを接続します。

• すべてのデータをシームレスに統合します。

• そのデータを有用な運用インテリジェンスに変えます。

ConnectedProduction環境への移行には、インフラ全体の全面的な見直しは必要
ありません。かわりに、現在の設備投資をそのまま使用することができます。油井 
および生産施設から製品の輸送に至るまでのすべてにわたって、既存のオートメー
ションシステムとインテリジェントなフィールド機器を接続します。この環境は、施設
内、クラウド、またはその両方のオプションを組み合わせたハイブリッドモデルのい
ずれででも導入、構成、稼働が可能です。

いったん設置すれば、当社のConnectedProduction環境は生産のすべての局面
を視覚化して制御することを可能にします。適切なデータを収集して、それを状況に
応じてリアルタイムの診断、生産傾向、KPIに変えることで、作業員が機器の性能を
よりよく理解し、より多くの情報に基づいた決定が行なえるようになります。

こうしたすべてのことが、 
以下の実現を助けます。

• 稼働パフォーマンスの最大化

• 生産施設の最適化

• 生産アジリティの強化

• ダウンタイムの軽減

• ビジネスに最も利益となる場所に 
リソースを適用
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稼働パフォーマンスの最大化

ライブラリの活用
あらかじめ内容が構築されたライブラリを使
用して、システム開発をスピードアップし、 
以下のような資産のコストを削減できます。

• ロッド・ポンプ・コントローラ

• 電気水中ポンプ

• プログレッシブ空洞ポンプ

• ガスリフト

• プランジャリフト

• ジェットポンプ

スマートな統合システムにより、石油およびガスの生産を最大化するための油井に関する情報が豊富に
提供されます。このようなシステムには、以下のものがあります。

人工採油システム (シングル油井およびマルチ油井パッドシステムを含む )は、プロセスの可視性を向上させます。オペ
レータはこのスマートシステムを使用して、油井の状態をより正確に評価し、情報に基づいた決定を行なって運用を最適
化できます。例えば、ポンプの速度をリモート管理することで、推奨範囲内での機器の動作を続けることで、ポンプステー
ションの生産および稼働寿命を改善することができました。人工採油システムにより、オペレータは分析を使用して油井
での作業とパフォーマンスの傾向を特定し、発生が予想される生産の損失やダウンタイムの問題に積極的に対応するこ
とができます。

人工採油システムは、エネルギーデータを収集して分析し、エネルギー使用をモニタするのにも役立ちます。このシステ
ムは、複数のデータストリーム (フローデータ、油井テストデータ、油井完了データ、その他の表面処理機器データなど )
を分析しやすい1つのデータストリームに統合します。このデータはデスクトップまたはモバイルデバイスからアクセスで
き、クラウドベースであるため、それぞれのサイトに物理的に訪れる必要はなく、情報に基づいた決定を下すことができ
ます。

油井モニタシステムでは、離れた場所からリアルタイムのデータやアラームを見ることができます。データは関連付け
られ、検証されます。これにより、さらに高品質のデータが作成されます。つまり、オペレータは生産に影響を及ぼす要
因に遭遇した場合に、より多くの情報に基づいた決定を行なうことができます。例えば、自墳油田で、チョークサイズを自
動的に調整することで管の水頭圧力を変更できました 。しかも、油井を安定した状態に保ち、予測生産レベルを維持し
ながらです。

仮想マルチフェーズフローメータは、油井の3段階のフロー (石油、ガス、および水 )を、油井にある既存の計装を使用
してリアルタイムで計算します。これにより、生産見積もりと割当て目標を比較することができます。オペレータはこの
生産見積もりを使用して、油井の生産の変化をよりよく理解し、リソースをどこに適用するかを決定できます。
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生産施設の最適化
ConnectedProduction環境は生産施設および機器 – 分離器、洗浄機からタンク、 
コンプレッサ、ポンプにいたるまでのすべてのオートメーションシステムを使用し、それらを
1 つのプラットフォームおよび1つの生産モデルのもとで接続します。

このため、工程全体での生産の最適化と効率の改善に必要な包括的な視覚化と制御が 
実現されます。これにより、以前は使用できなかった機器の診断、さらには、今後の性能
の予測にまでアクセスすることができます。ConnectedProduction環境では、オペレー
タは機器の状態をよりよく追跡し、最高の効率を維持することができます。

[石油およびガス ]会社がデジタル 
技術に設備投資する主要な理由は、
稼働効率の改善です。1

“

1  石油およびガスのデジタルおよび技術傾向の調査、 
Accenture/Microsoft (2015年 )
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生産アジリティの強化
ワークフローの自動化 ： モデル推進型ワークフローは、標準の運用手順を自動化して効率の改善
と規制要件の順守を助けます。 
ワークフローを幅広い使用例に合わせて構成し、ERPシステム、ユーザまたはフィールドイベント
(例えば、プロセスの状態 )を起動できます。

生産モニタの一元管理 ： リモートモニタを組み込んだ石油およびガス機器を使用して、複数の油
井全体の生産および機器の診断を中央から見ることができます。これにより、作業者が現場から
現場を移動して動作をモニタする必要性が低減されます。また、オペレータが発生したあらゆる
問題をより迅速に特定して対応する助けにもなります。

応答時間の改善 ： オートメーションシステム全体に渡ってシームレスな統合と組み合されている 
ビジネスシステムへのリアルタイムの接続により、市場の変化や新しい要求に応えて生産を迅速
に調整することができます。リアルタイムの接続は、中央に位置する主題専門家が問題を迅速に
診断して性能を評価できるため、予期しないダウンタイムを軽減する助けにもなります。

クラウドベースのシステムによる 
請求書送付の遅延とエラーの軽減

カーボン紙を使った請求書の送付は遅延時間が長く、
2 ～ 8%の範囲でエラーが発生します。

この問題に対処するために、ロックウェル・オートメーショ
ンはトラックおよびLACTデータ分析ツールのプロバイ
ダと組んで、分散型 LACTスキッドにアクセスするため
のクラウドベースの資産性能管理ソリューションを開発
しました。

LACTで、トラックの運転手が ID番号をHMIに入力し、
転送を開始すると、原油の積み込み /荷降ろし時に、 
「チケット」が自動的にデータベースに追加されます。 
この情報はクラウドに送信され、お客様宛ての請求書が
自動的に生成されます。 
フィールドテストでは、この新しいシステムによって、請
求サイクル時間が短縮され、請求エラーが事実上解消
されました。



ConnectedProduction ™ ： デジタル油田の実現  |  7 

ダウンタイムの軽減
ConnectedProduction環境は、想定外のダウンタイムをより迅速に解決する、または
ダウンタイムにつながる前に問題に対処するのを助けます。

• スマートアセットは、例外運用に必要な情報を提供できます。これにより、熟練した要員
を、注意が必要なエリアと生産上の影響が最も大きい問題にのみ割付けることができ
ます。

• インテリジェントな通知システムは、テキストメッセージ、電子メール、プッシュ通知、ま
たはそのすべてを主要な関係者に送信できます。これにより、問題がリアルタイムで特
定できたことを簡単に確認できます。

• 高度な分析および推理ソフトウェアには、予測分析が含まれており、ダウンタイムにつな
がる可能性のある傾向を簡単に見分けることができます。これにより、チームが既知の
問題に関するリソースの計画と割付けを改善することができます。

• 資産管理ソフトウェアは、監査証跡と資産構成のバックアップを提供できます。技術者
はこのツールを使用して、トラブルシューティングを行なってダウンタイムを迅速に解消
できます。

• 拡張性に富んだHMIシステムは、内蔵されてい
る障害検出および復旧機能によりシステムの可
用性を最大限に引き出します。オペレータはネッ
トワーク上のどこからでもシステムのアプリケー
ションを変更することができ、モバイルサポート
が関係者との継続的な接続を助けます。

リモート資産管理 
予測メンテナンスを可能にします

業界をリードする、ある重機および機械装置メーカ
(OEM)は、破砕車両のためのリモートの資産管理 
ソリューションを必要としていました。

この会社はロックウェル・オートメーションとチームを 
組んで、Microsoft Azure™クラウド・コンピューティン
グ・プラットフォームを使用する新しいシステムを開発し
ました。

システムは資産の性能をリアルタイムで視覚化し、 
会社が予防保守警告を出すことを可能にしています。 
この結果、車両の使用効率が以前よりもはるかに向上し、
新しいアフターマーケット・サポート・サービスへの扉が
開かれました。

https://ir.rockwellautomation.com/press-releases/press-releases-details/2016/New-Predictive-and-Prescriptive-Analytics-Capabilities-From-Rockwell-Automation-Reduce-Downtime/default.aspx
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実装アプローチ
既存の運用をConnectedProduction環境に移行するには、5つの主要な 
ステップが必要です。

重要な資産の評価を実施し、考えられるあらゆる技術
ギャップを特定する

評価では、以下のような既存のオートメーション
インフラを検証する必要があります。
• 生産制御およびモニタシステム
• 生産計画および報告システム
• 生産データヒストリアン
• ネットワーク通信システムとインフラ
• ネットワークセキュリティ
• 安全計装システム
• モータ制御システム

データを状況に応じた意味のある情報に変える 
分析ツールは、作業者が以下を行なうのを助け
ます。

• 油井およびタンクの状態の特定
• 機器の診断、生産傾向、およびKPIの追跡
• 予測メンテナンス戦略の実現
• 例外テストまたは動作
• 最適な石油、水、およびガスのレートの特定

1

2

3

4

5

これは1つのベンダーと共に着手する一度だけのプロジェクトではなく、長い
時間がかかることを覚えておくことが重要です。それぞれの会社が異なった
ステージで独自の工程の改革に入り、現在進めている最適化に専念すること
は工程の改善に終わりがないことを意味します。

最先端のエンジニアリングソリューションを実現してこの
ギャップを埋める

複数のソースからデータを収集し1つのプラットフォーム
および生産モデルにデータを集約する

これらの機能を使用して、資産、生産環境、ワークフロー
を継続的に最適化する

分析および推理ツールを使用して、データを状況に応じた
すぐに使用できる情報に変換する
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工程を革新するという旅を始める用意はできましたか?
ConnectedProductionへの移行を計画し、設計し、進めていくにあたって、いくつかの
指針となる原則を覚えておいてください。

ベストアプローチはオープンです。デジタル油田技術は主要なオートメーションベンダー
のシステムをサポートするだけでなく、すでに使用しているか、いつか使用すると思われる
サードパーティ製システムもフルレンジでサポートする必要があります。これを行なうには、
オープンアーキテクチャ技術を使用するのが一番です。

セキュリティは譲れません。使用するハードウェアおよびソフトウェア、提携するベンダー
を含めて、デジタル油田アプローチ が生産データからすぐに使用できる情報にいたるまで
のセキュアな経路をサポートしていることを確認してください。

正しいパートナが最優先事項です。ほとんどの石油およびガス会社は、デジタル油田環境
の導入の支援をオートメーションプロバイダに頼っています。必ず、お客様のニーズに合っ
たプロジェクト管理、分野の専門知識、グローバルな経験が適切にミックスされたベンダー
を選択してください。

リソース
ConnectedProduction環境の作成についてお知りにないたい場合、 
またはヘルプが必要な場合は、ロックウェル・オートメーションの代理店まで
ご連絡いただくか、以下のWebサイトをご覧ください。 
www.rockwellautomation.com/global/go/connectedproduction

http://www.rockwellautomation.com/global/go/connectedproduction
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