
パイプライン運用の最適化 ： 
スマートテクノロジの重要な機会
産業用モノのインターネット (IIoT)のデバイスおよび他のテクノロジは、パイプライン
運用全体でコストの削減、規格への準拠の簡易化、安全の強化を実現します。

ロス・オットー、ロックウェル・オートメーション

炭化水素パイプラインの事業者は、公的および規制からのかつてないレベルの圧力に直面しています。
また、効率の改善、社会および労働者の安全強化、および株主へのより大きな利益の提供が求められ
ています。

事業者がこのような需要を管理する上で、産業用モノのインターネット (IIoT)を含むスマートテクノロジ、
クラウドコンピューティングおよびインテリジェントなソフトウェアが巨大な可能性を約束しています。
今日、そういったテクノロジは利用可能で、実際に製造業界および企業が同様の需要を満たすための
サポートをしています。

パイプライン運用では、先進的な事業者がスマートテクノロジを採用するベストプラクティスを特定し
つつあります。これらのベストプラクティスには以下が含まれます。

• 品質データ

• エネルギーの最適化

• 根本原因分析

• 予測監視

• 状態監視保全
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品質データ
スマートフォンによるナビゲーションなど、ビッグデータが私達の日常生活の改善の鍵
であるのと同じように、ビッグデータはパイプライン運用の改善の鍵でもあります。

パイプラインアプリケーションでは、以下のようなビッグデータがあります。

• ドライブトレイン、ポンプやコンプレッサ、温度、圧力および流量などを含むあらゆる
運用プロセスパラメータのデータ。

• 計測器、トランスミッタおよびガスクロマトグラフなどの分析ツールを含むあらゆる計装
パラメータのデータ。

• 以下を含む履歴データ。

–   事故調査用に頻繁に収集される短期データ

–   比較分析および傾向の特定のためにそれほど頻繁ではなく収集される長期データ

–   部品交換および予防保守のための機器の故障や、パイプライン設備への人の介入
などのイベントデータ

ただし、ビッグデータは過剰なデータにもなり得ます。その理由から、パイプラインオペ
レータは、パイプラインの安全と動作を最適化するためのすべての分析ソリューションを
サポートする品質データのみにアクセスするよう管理する必要があります。ただし、この
「良質な」データの収集に関して以下のようなパイプライン独自の課題が存在します。

• 収集したデータの妥当性の識別および保持 (圧力トランスミッタ、PLCおよびデータ
収集装置のすべてが正しく作動しているか、作動しているパイプラインに圧力トラン
スミッタが接続されているか、または何らかの理由で遮断されているか、など )。

• 特に遠隔のパイプライン施設で使用される狭バンド幅通信の条件下で分析および
アーカイブするデータの集中化。

• データ収集の信頼性と可用性が高いことを検証 (利用できるデータにギャップが 
含まれると分析が困難 )。

最適化のためにデータにアクセス
パイプライン制御システムとこれらのシステムのオペレータに直接必要とされるものを
超えたデータ収集の拡張が、最適化の基礎を提供することが重要です。例えば、多くの
トランスミッタおよび他の装置が、単にプロセスパラメータを提供するだけから、デバ
イス健全性とその作動に関する多数の情報を提供するように進化しました。

さらにデータを収集する際の重要な課題 : 規制当局は、適正かつ正確なデータをオペ
レータに掲示することが、緊急時に迅速かつ効果的な行動を起こすための必須条件で
あることを認識しています。場所によっては、パイプラインの事業者は、トランスミッタ、
SCADAシステム、その間の装置やシステムに変更を行なうたびに、トランスミッタから
SCADAシステムまで、すべてのコンポーネントを試験する法的義務を負います。

一般的に、SCADAシステムは履歴データのソースとして使用されてきました。しかし、
パイプラインの事業者は全体的なテストを減らすために、独自の履歴データの収集に移
行しています。つまり、オペレータが必要とするデータのみをSCADAシステムに送信し
ます。
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履歴データの独自のデータ収集のひとつのソリューションは、各パイ
プラインステーションでローカルのデータ収集を行なうことです。次に、 
SCADAシステムやステーションのHMIを介せず、データをセントラル
レポジトリに転送します。このメリットは、データを高速でローカルで
収集し保存し、統合したデータをセントラルレポジトリに送信できるこ
とです。

データをクラウドに移動
履歴データのセントラルレポジトリの場所も進化しています。従来、
データは SCADAシステムサーバに関連付けられた中央の場所に保存
されていました。しかし、そのようなオペレータが管理する中央のレポ
ジトリから独立したクラウド運営企業のクラウドベースのレポジトリへ
の移行が以下の理由で活発に行なわれています。

• クラウドに保存されたデータのサイバーセキュリティが特に改善し
てきていること。パイプライン企業は、サイバーレポジトリの管理
とセキュリティを専門の企業に任せて、炭化水素を安全かつ効果的
に輸送する事業に集中することを選択していること。

• クラウドで分析のためのデータにアクセスする方が効率が高いこと。 
分析ツールのプロバイダが、事業者の社内ネットワークやコンピュー
タシステムにアクセスすることなく、データに直接アクセスできる
こと。

• クラウドプロバイダの主な目的は、データの保存です。分析のためにデータを長期保
存することが不可欠であるため、これはパイプライン事業者にとって非常に重要な課
題です。

• 制御システムの安全性を維持するため、制御システムからクラウドレポジトリへのデー
タ移動に、単一方向のセキュリティゲートウェイを採用することができます。

データ分析
データを収集し検証が完了したら、パイプラインオペレータはデータ分析を使ってパイプ
ライン設備と運用の最適化を開始できます。

トランスミッタ、計測器、ガスクロマトグラフおよびパイプラインの稼動を測定するその
他の計器のキャリブレーションは、データの妥当性を確認する上で重要な役割を果たし
ます。必要なキャリブレーション作業を最小化しながら、データ精度を最高にするため、
サイバネティック分析をこのレベルに引き上げることができます。

• 高度なインテリジェンスが組み込まれた機器は、自身の動作を監視し、キャリブレー
ションが必要なときに直接報告することができます。これには、最新の計器を使用す
るだけでなく、計器からの非プロセス関連のデータの収集と処理も必要です。

• 他の場合には、計器からの非プロセス履歴データの分析を使用して、物理的なキャリ
ブレーションがいつ必要になるか予測することもできます。この場合も、非プロセス
関連データの収集と処理が必要です。

いずれの場合も、キャリブレーションは必要な場合のみ実行され、カレンダベースの実
行ではなくなります。キャリブレーションは、スケジュールされた予防保守から条件ベー
スの予防保守に移行します。これによって、作業員が現地に駆けつけて設備で作業する
必要性を減らすなど安全に影響を与えたり、不必要な生産中断を減らしたり、コストを
削減します。

統合には以下が含まれます。

• 低分解能(長い周期)でのデータ送信。

• 最新のリアルタイムのデータヒスト
リアンを使用して、データを圧縮、 
記録および確立されたパターンから 
データを変化させる洗練された方法
を提供。これには、最後に報告された
値から設定された割合または値の 
変化があった場合の値の報告、事前
に存在していた値およびその他の
データ圧縮アルゴリズムによって確立
された傾向からの逸脱の監視などが
含まれます。
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レベル 説明 分析

5 将来のサイバネティック分析 •   人工知能
•   漏れ検出に予測分析を適用
•   予測分析に基づくリアルタイムチューニング

4 サイバネティック分析 •   予測分析
•   状態監視保全

3 人間の分析 •   エネルギーの最適化
•   根本原因分析

2 包括的なデータ •   日常のオペレーションに不要な履歴データが利用可能
•   履歴データの高い可用性と信頼性
•   標準化された、機器ベースのデータ

1 運用データのみ •   履歴データは日常のオペレーションに必要なものだけに限定
•   履歴データは断続的に利用可能で、信頼できない場合もあり
•   非標準、センサベースのデータ

エネルギーの最適化
パイプライン企業にとって、エネルギーが最大の運用コストです。スループットを維持し
ながらエネルギー使用を削減できれば、収益に直接影響します。エネルギー消費を削減
すれば、パイプラインの事業者は外部市場に温室効果ガスの削減に関するポジティブな 
メッセージを発信でき、炭素税の節約に役立つ可能性があります。

パイプラインのアプリケーションでは、ほとんどのエネルギー消費は、液体または気体
をパイプラインに送出するポンプやコンプレッサを駆動するためのドライブトレインで
行なわれます。多くの場合、特に送電網から大量の電気の供給を受けることができな
い遠隔地では、ドライブトレインがパイプラインで製品を輸送します。最近では、天然ガ
スまたはディーゼルエンジンから、電気駆動のモータに傾向がシフトしました。これによ
り、温室効果ガス排出に関する懸念は、パイプライン企業から公共の電気事業者または
電力会社に移行しました。

最も単純でありながら、非常に一般的な電力消費の問題は、固定回転数の電気モータ
です。これらのシステムのACモータはポンプやコンプレッサを必要以上の回転数で駆
動する場合が多いため、必要以上のパワーを消費します。これは、過剰な圧力および流
量につながり、これは一般的にステーション内で再循環して緩和しますが、エネルギー
が無駄になり、ステーション機器の不要な摩耗や損傷の原因になります。これらの問題
がよく発生するステーションは、可変周波数ドライブが普通に使用される前に設計され
た一般的に古いステーションです。

これらの問題がよく発生するステーションは、可変周波数ドライブ (VFD)が普通に使用
される前に設計された一般的に古いステーションです。これは、ステーションにVFDを
追加して改造することで簡単に解決できます。

測定と最適化
パイプライン設備のエネルギー使用の最適化の第一歩は、使用しているエネルギーの量
を測定することです。これは、ガス発生器に流入するガスの流量を測定したり、個々のモー
タの電気使用量を測定することで実施できます。特に、電力の測定はステーションごと
に行なわれるため、特に複数の独立したポンプやコンプレッサを備えたステーションでは、
個別のモータの消費電力を測定するのが困難です。ポンプごとに追加の電力計を設置す
ることにより、電力の最適化の機会を分析するために必要な情報が取得できる可能性が
あります。
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ドライブトレインが最適に稼動していることを確認する以上のエネルギー消費の最適化
には、実際のプロセスまたはパイプラインの運用に注意する必要があります。これらの
分野の最適化には以下が含まれます。

• 抗力減少剤 (DRA)を使用した液体パイプラインの摩擦の低減。DRAの使用は、パイプ
の場所、流量および製品に基づいて最適化できます。

• パイプラインの運用上、電気料金が安価になるオフピーク時間帯に、より大きなエネ
ルギーを使って大きな流量を使用する一方、ピーク時間帯には小さな流量を使用し
ます。

• 大規模なエネルギー貯蔵を使ったピークシェービングおよび負荷シフト。

根本原因分析
パイプラインで問題が発生した場合、オペレータは根本原因分析を実施してイベントが
発生した理由を特定し、再発を防止または軽減するための対策を講じます。人の記憶や
直感に依存した根本原因分析は信頼できません。多くの場合、イベントを目撃した証人
や目に見える証拠がありません。

証拠に基づく分析が重要です。優れた履歴データを使って、偏りのない分析および原因
要因の特定が可能です。根本原因分析から生じる作業には、イベント再発の早期警告の
ための特定の条件の監視 (予測監視の基礎 )が含まれます。

イベント管理
産業用モノのインターネット(IIoT)は、メンテナンスシステム、SCADAシステム、履歴デー
タおよびキャリブレーションデータを含む多数のソースからの根本原因分析データをま
とめることができます。根本原因が特定され、是正措置が計画されたら、その措置を記
録し、分析をサポートするデータに関連付けることができます。メンテナンスシステム
などの完了した作業の記録およびその後の履歴データの収集は、イベントとその体系
的な解決を提供する可能性があります。

予測監視
予測監視によって、パイプラインのオペレータは実際に発生する前にイベントの兆候を
特定できます。この知識を使って、イベントの発生前に緩和策を講じられる可能性があ
ります。例えば、コンプレッサが損傷する前に故障したバルブを交換すれば、この問題
を見過した結果として、コンプレッサをオーバーホールしなければならなくなった場合よ
り大きくコストを節約できます。または、機器が故障することがあらかじめわかっていれ
ば、突然交換が必要になるのではなく、交換を予定することができます。

予測監視には 2段階があります。

1. 履歴データで、将来のある時点でイベントが発生することを示すパターンを特定し
ます。

2. イベントを予測するため、特定されたパターンのリアルタイムデータを監視します。
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人間は、トレンディングと履歴分析ツールを使って単純で劇的なパターンを特定できま
す。同時に、パイプラインシステムは非常に複雑な場合もあります。これらは、さまざ
まな方法で相互に関連し、直感的であるとは限りません。例えば、コンプレッサステー
ションのガスタービンは、空気濾過システム、排気システム、潤滑システム、燃料ガスシ
ステムなどの影響を受ける可能性があります。そのため、人間が 1つまたは複数の異な
るデータの正常な動作から小さなパターンの変化を検出することは困難であるか、不
可能です。

予測分析または機械学習のための数学的モデルを使用して、イベントに先立って起こる
正常動作からの数学的な偏差について大量のデータを検証する方がより良い結果が得
ることができます。これらのモデルは、統計学的手法を使ってデータを検証し、そのデー
タの変化がイベントと相関関係があるかを識別します。産業用モノのインターネット(IIoT)、 
クラウドベースのコンピューティングおよびクラウドベースの履歴データの保存の到来に
より、ごく最近、これらのモデルベースの予知保全ツールの開発に弾みが付いています。

イベントの前触れとなるパターンを特定することに加え、これらのツールは正常動作の
パターンを確立し、パイプラインがそれらのパターン内で稼動していない場合に警告を
発することができます。これは、パイプラインのオペレータがパイプラインの動作の異
常を特定することをサポートし、最高のパフォーマンスを維持する上で役立ちます。

回転装置
モータ、ガス発生器、ポンプおよびコンプレッサを含む回転装置は、パイプラインおよび
その運用で、最も高価な要素です。この機器が正常に稼動しているのを確認することで、
オペレータはこれらの機器に関連する高価な資本コストを最大に活用でき、エネルギー
使用量を最小化できます。

当然、回転装置はパイプラインの予測監視で最初に注目されました。この機器には 2つ
のタイプの予測監視が存在します。

• ベンダーに依存しないソフトウェアは、システムの機構設計が不明でも、イベント発生
につながるデータのパターンを特定できます。

• ベンダーに依存するモデルはシステム設計およびベンダーの全顧客の作動履歴の 
両方の知識に基づいてイベントを特定します。

プラントのバランス
プラントバランス装置の予測監視に関連する節約は、パイプラインステーションの信頼
性および可用性の維持以外に、メンテナンス技術者の作業の軽減と安全の向上に関連
したものです。この機器の予測監視は、現状ではよく理解されていませんが、事業者は
予測監視の価値を認め、予測監視のレベルは急速に拡大しています。

パイプラインの運用
最後の現在十分に研究が進んでいない予測監視のアプリケーションは、パイプライン
自体です。これには、パイプラインが通常の効率で動作しているか判断するための各ス
テーションのフロー、温度、圧力および密度などのマクロ値の監視が含まれます。パイ
プラインの運用の異常を早期に警告することで、パイプラインオペレータは調査を行な
い、場合によっては生産性の低下を修正することができます。このような変化の多くは、
長期にわたって非常にゆっくりと発生します。そのため、人間はこのような変化を発見
するのに適していません。しかし、十分な履歴データを与えれば数学モデルはこれらを
特定できます。
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状態監視保全
人の手による分析または数学モデルに基づく予測監視によって、パイプラインオペレータ
は時間ベースの保守から状態監視保全に移行することができます。状態監視保全の目的
は、メンテナンス、キャリブレーション、オーバーホールおよび他の作業を必要はなくても
定期的に実施するのではなく、必要なときにだけ機器を保守することです。

状態監視保全に移行することによって、現場技術者の日常作業を大幅に削減し、これに
対応してコストを削減しながら信頼性、可用性および安全を向上させる結果につながり
ます。また、これによって、ほとんどのメンテナンス作業が受動型から積極型に移行し
ます。

まとめ
パイプライン設備のメンテナンスに最適化プログラムを実施することは、パイプライン
の事業者にとって大変な仕事となる反面、そのようなプロジェクトによる変革が作用し
始めれば、素晴らしい投資利益をもたらすことができます。以下のようなメリットがあり
ます。

安全
• 保守作業の削減および遠隔で問題を監視しトラブルシューティングする機能によって、
遠隔地への移動時間を短縮します。

• メンテナンス作業が減少すると、動作中のパイプライン設備の操作が減少します。

規制
• パイプライン運用および保守の監査記録が増加傾向にあります。

• アラームが生成されるまえに問題が特定され対応されるため、コントロールセンター
のアラーム発報が減少します。

コスト
• メンテナンス予算の削減。

• 高可用性によってパイプラインのスループットが向上。

• 信頼性の向上によってパイプラインの顧客満足度が増加。

• 技術者不足の時代に採用、トレーニングおよび保持コストの削減。
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