
スマートパイプライン
石油およびガス運用を最新化する価値



生産性を高め
て、収益を 
上げる
パイプラインは、石油とガスの輸送に最高の
コスト優位性を提供し続けています。そのた
め、最新の業界予測では、米国では今後20年
以内に264,000マイルの新しいパイプライン
が敷設され、圧縮およびポンプ制御で1,200万	
馬力が追加されると推定されています。
世界中の石油およびガス生産者が同様の	
課題に直面しています。世界的規模の業界
のインフラに対するこうしたレベルの変化
は、既存のインフラ基盤への需要が高まって
いることを意味します。
そこで私たちの出番です。当社では、概念化
とFEEDの研究から、ターンキー方式の詳細
なシステム設計、エンジニアリング、立上げ	
まで、幅広いモータ制御、プロセス制御、情報
ソリューションおよびサービスを提供してい
ます。このような製品は、優れた機器の信頼
性、生産効率、およびライフサイクル管理の
提供に役立ちます。

データ駆動型 
ソリューション
デジタルテクノロジを活用すると、パイプラ
インがよりスマートになり、運用が最適化さ
れます。運用に適したテクノロジが整備され
たら、データの収集と分析を開始します。

• モータ制御と統合された当社のプロセス
制御ソリューションにより、運用データへの
アクセスを簡素化

• FactoryTalk® InnovationSuite, powered by 
PTCにより、データを情報と分析に変換

• リモートサポートおよびモニタにより、	
予定外のダウンタイムを削減

1.  Deloitte, Deloitte Insights, “The New Frontier: Bringing the Digital 
Revolution to Midstream Oil & Gas,” October 30, 2018

データ駆動型の	
アプローチにより、	
年間のダウンタイムを
70%削減し、現在の50%
と比較して予定外の 
コストを全体の 
22%に削減 
できます。” 1
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https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/oil-and-gas/digital-transformation-midstream-oil-and-gas.html


スマートパイプラインの要素
最新のセキュアで情報に対応したインフラ基盤は、インテリジェント資産を結び付け、パイプライン
全体にまたがって情報を共有します。スマートパイプラインは、以下の7つの要素で構成されます。

シスコ社とのコラボレーションで構築されたセキュアなインフラ基盤
は、当社ソリューションのフレームワークとして機能しています。この 
インフラ基盤は、高可用性アーキテクチャを導入するために必要なレジ
リエンシ(弾力性)を提供し、重要なシステムとサードパーティ製アプリ 
ケーションの管理に役立ちます。

プロジェクトの範囲に関係なく、当社のフレームワークとその分野の	
専門知識により以下が可能になります。
• 共通の制御および情報プラットフォームを活用する
• 環境全体で旧式の資産とインテリジェント資産を結び付ける
• 資産の可視化をセキュアかつリモートで有効にする
• データに素早く簡単にアクセスする
• システム設計、メンテナンス、スペアパーツ、および将来の移行の	
効率性を高める

当社の 
ソリューション 

フレームワーク

総合的な制御 パイプラインのモニタと制御、安全、およびパワー制御システムを1つの	
パイプライン全体のインフラ基盤に統合

ACドライブとMCC 低圧および高圧で統合を推進

コンディションモニタ リモートサポートとモニタにより、予定外のダウンタイムを低減

ターボ機械制御 コンプレッサやポンプ制御などの回転機械を効率的かつ安全に運用

セキュアなネットワーク 
インフラ基盤 NISTフレームワークとの連携

モバイルでオープンな 
情報プラットフォーム

ポータブルデバイスを含む、1つのプラットフォーム上の複数のシステムから、
情報を簡単に統合して可視化

運用インテリジェンス 
ソフトウェア パイプラインの運用データを分析および可視化し、意思決定を改善して迅速化
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制御室管理
制御センターは、運用の拠点です。作業員に必要なのは、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。当社のソリューションは、ポンプステーションやコンプレッサステーション、計測ステーション、	
タンクファーム、ターミナル、ブロックバルブなど、パイプライン全体にまたがる複数のシステムとのシームレスな	
接続を提供します。

スマートソリューションでより良い意思決定を実現
• IEC 62443に従った多層防御戦略と制御システムにより、サイバーリスクを軽減
• 手順とワークフローを自動化することにより、ワークフォースのパフォーマンスを最適化
• PHMSA制御室管理の規制に遵守 

監視システム (SCADA)
当社のFactoryTalk®製品のラインナップにあるソフトウェアアプリケーションを使用すると、コンパクトなオペレータ	
パネルや、ステーションおよび制御室のローカルなHMIなどのパイプラインにおけるすべてのレベルで一貫した	
可視化プラットフォームを導入できます。
導入計画の実施、運用のモニタ/制御、全体的な安全の維持など、FactoryTalkソフトウェアは、以下のような必要な
高度な可視化と制御を提供します。
• RTU、コンプレッサステーション、および計測ステーションコントローラをモニタするためのインターフェイス
• リアルタイムおよび履歴データのデータリポジトリ
• セキュアな運用のための表示機能
• 分析用の強力なダッシュボード
• セキュアなWeb対応のリモート運用
• 企業の基幹システムに接続するためのインターフェイス、漏れ検知および場所の特定、インベントリ管理、および
会計用のアプリケーションソフトウェア

生産&運用の 
ワークフロー

ロールベース 
の可視化

セキュアな 
高整合性データ

エンタープライズ 
データの接続& 

オーケストレーション

スケーラブルな 
統合分析
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予測 
インテリジェンス

を制御室 
その他 
に提供

インテリジェントモータ制御
当社では、最先端のモータ制御および保護デバイスと、ロックウェル・オートメーションのIntegrated Architecture® (統合	
アーキテクチャ)システムの高度なネットワークおよび診断テクノロジを組み合わせました。この強力な組み合わせに	
より、制御システムのパフォーマンスと信頼性を最適化できます。
パイプライン輸送では、システムオペレータがモータの状態および健全性に関する情報にアクセスできることが重要
です。インテリジェントモータ制御テクノロジは、モータパフォーマンスのさまざまな側面をモニタし、EtherNet/IPを	
介してシステムに運用データをフィードバックします。FactoryTalk InnovationSuite, powered by PTCは、データを実用的
な情報に変換し、システムを最高の効率で実行し続けるのに役立ちます。
業界をリードする通信および保護テクノロジを、以下を含む広範なモータ制御製品のラインナップに組み込みました。

• ライン全体のスタータ
• ソフトスタータ
• 可変周波数ドライブ
• モータ・コントロール・センタ

• カスタムパッケージ化されたモータ制御エンクロージャ

コンディションモニタ
コンディションモニタ製品を使用することで、装置故障の可能性を検出でき、パイプライン運用を効率的に実施し続け
ることができます。当社では、リアルタイム保護モジュール、センサ、携帯型機器、および監視ソフトウェアを提供してい
ます。これらのソリューションは、特に過酷な環境向けに設計されています。
XM®シリーズのインテリジェントI/Oモジュールでは、パイプライン用機械の現在の状態を評価して将来の状態を予測す
る際に使用される重要なパラメータをリアルタイムで処理できます。XMモジュールは、スタンドアロン型システムにも、
また、既存のオートメーションシステムおよび制御システムにも使用できます。
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リモートモニタ 
および分析
機器の相互接続が進むことによって、従来より
多くのデータにアクセスすることができるよう
になります。しかし、パイプラインをピークの	
効率で稼働させるため、適切な情報を抽出す
る効率的な方法を見つけることは困難な場合
があります。
当社のリモートモニタおよび分析サービスは、
機器をモニタし、貴重なパフォーマンス分析
を収集するためのシンプルでセキュアなアプ	
ローチを提供します。これで、機器のパフォー	
マンスをより良く理解し、パフォーマンスが	
事前定義されたパラメータを超えた場合に	
アラートを受信できます。
リモートモニタと分析サービスは、生産資産	
全体にまたがるリアルタイムのデータを収集
し、整理し、状況を説明します。この実用的な	
情報は、多様なデバイス全体の強力な可視化
ツール、分析ツール、およびダッシュボード	
ツールを通じてより深い洞察力を	
提供します。

安心のための実証済みの
ソリューション
テクニカルサポート、オンサイト・エンジニアリング・	
ヘルプ、または作業者トレーニングが必要な場合	
でも、当社が対応します。データ駆動による結果に	
基づく産業保守サービスは、生産性の最大化、運用	
リスクの最小化、およびビジネス目標の達成を支援
する具体的なサポートを提供できます。

支援できる方法には、以下があります。
• コンセプトからサポートに至るフルスケール機能
• フロント・エンド・エンジニアリング&設計(FEED)

• ターンキーエンジニアリング、調達、および構築
• メイン・オートメーション・コントラクタ(MAC)

• 電気コンサルティングサービス
• グローバルOEM調整
• 設置、立上げ、およびサポート

当社の機能には以下があります。
• プロセス安全
• プロセス制御
• コンプレッサ制御
• ポンプ制御
• ロード/アンロード制御
• ジェネレータ制御
• ターボエキスパンダ制御
• 流量測定
• 緊急シャットダウン
• 点火およびガス
• 管理輸送
• ターミナルの自動化および管理 
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ワークフォース 
サポートおよび 
トレーニング

人と資産の 
安全

資産とプラントの 
最適化

情報インフラおよび 
セキュリティ

修正

能力開発

補完

最適化

危険なエネルギー 
の制御

電気安全

機械安全

在庫管理サービス

資産の最新化

アセットパフォーマンス

インフラの開発 
と管理

アセットパフォーマンス

オンデマンドサポート        |        統合サポート        |        マネージドサポート

製品とアプリケーションのライフサイクルサポート

新しいパイプラインを導入するにせよ、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
およびガスの専門家とパートナのチームです。
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基盤、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。

• ワークフォースサポートおよびトレーニング
• 人と資産の安全
• 資産とプラントの最適化
• 情報インフラおよびセキュリテ
• 製品とアプリケーションのライフサイクルサポート

ライフサイクル 
管理
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100%の生産 
能力で95%の 
信頼性を達成

1年間の 
メンテナンス 

コストを230万ドル
を節約

コロンビア・パイプライン・グループ
コロンビア・パイプライン・グループは、16の州のお客様にサービスを提供し、湾岸から北東へ
15,000マイル近くの天然ガスパイプラインを運行しています。
パイプラインの信頼性とスループットを向上させるため、パイプライン全体の制御システムと圧縮ステーションを
近代化する5カ年計画に着手しました。
同社は、仮想化されたサーバで1つのプラットフォーム(PlantPAx® DCS)を標準化し、冗長馬力を設置して、	
ロックウェル・オートメーションのパワー制御ソリューションを導入することで目標を達成しました。

お客様の成功事例

15,000マイルの 天然ガス	
パイプライン

仮想PlantPAx® DCS
•	 高可用性システムは、各施設にまたがって、	
かつ役員レベルまで情報を共有

•	 リモートアクセスが可能
•	 セキュリティが向上
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