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近年，原油価格下落により石油・ガス大手顧客の設備投資が減少している中，パイプライン業種への設備投
資は依然として増加が見込まれ，大量の石油やガスを効率的，かつ確実に遠隔地まで輸送するためのパイプラ
イン管理システムの需要が高まっている。FAST/TOOLS は DCS（Distributed Control System）や RTU（Remote
Terminal Unit）からデータを収集・蓄積し監視を行う大規模広域分散型のアプリケーションを対象とした SCADA
（Supervisory Control And Data Acquisition）ソフトウェアパッケージである。本稿では，その FAST/TOOLS
をベースとして活用した大規模広域パイプライン管理ソリューションである Enterprise Pipeline Management
Solution（EPMS）の機能及び特長を紹介する。

In recent years, investment in production has been decreasing in the oil and gas industry due
to a decline in crude oil prices. In contrast, capital investment in transportation is continuing
to grow for ensuring efficient, reliable transportation of large quantities of oil and gas through
pipelines to remote locations. This paper introduces the features and functions of the enterprise
pipeline management solution (EPMS) based on FAST/TOOLS. FAST/TOOLS is a supervisory
control and data acquisition (SCADA) software package for large-scale systems distributed
across wide areas. The package collects, stores, and monitors data from remote terminal units
(RTU) and distributed control systems (DCS).

1. はじめに

ジーへの高い親和性，システムの長寿命性などの FAST/
TOOLS が持つ特長を継承している。

近年，原油価格下落により石油・ガス大手顧客の設
備投資が減少している中，パイプライン業種への設備
投資は依然として増加が見込まれ，パイプライン管理
シ ス テ ム の 需 要 が 高 ま っ て い る。Enterprise Pipeline
Management Solution（EPMS） は SCADA（Supervisory
Control And Data Acquisition）ソフトウェアパッケージ
である FAST /TOOLS(1) のアドオンであり，パイプライン
を流れるガスあるいは石油製品の流量監視（図 1）を始
めとし，製品の配送予実管理，タンク，コンプレッサ，
ポンプ等の設備の効率的な運用管理を実現する。本稿で
は，その EPMS の機能及び特長を紹介する。
EPMS は，オブジェクト指向エンジニアリング，構築
したアプリケーションを維持しながら最新プラットフ
ォームに更新できるデータベース構造，エンジニアリン
グ・オペレーション用の UI（User Interface），強固な IT

図 1 EPMS（GEMS）のパイプラインオーバービュー画面

セキュリティ，仮想化やモバイル対応等の最新テクノロ
ガ ス 製 品 と 石 油 製 品 で は， 製 品 体 積 の 計 算 方 法 や，
*1 IA システム＆サービス事業本部 グローバルプロジェクト
事業部 エンジニアリング生産技術部
*2 IA システム＆サービス事業本部 システム事業センター
SCADA ビジネス開発部
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配 送 方 法 に 違 い が あ る た め，EPMS に は， ガ ス パ イ
プ ラ イ ン 管 理 向 け の GEMS（Gas Pipeline Enterprise
Management Suite）及び石油パイプライン管理向けの
LEMS（Liquid Pipeline Enterprise Management Suite）
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の２種類がある。GEMS 及び LEMS の機能についてそれ

い可用性を実現する。EPMS の特長として，小さなシス

ぞれ３，４章で，GEMS・LEMS 共通機能については５章

テムから導入し，大規模システムまで，柔軟な拡張がで

で述べる。

きること，また特定のハードウェアに依存していないた
め，Windows，Linux や Unix といった様々な OS を使用

2. パイプライン管理システムと EPMS

できること，及び各種ネットワークプロトコル，UI，ソ
フトウェア開発ツールを使用できることが挙げられる。

2.1 EPMS の特長
ISA-95 （ビジネス及び製造システム統合に関する規
(2)

格）では，パイプラインのシステムは，管理システム層，

2.2 効率的なオブジェクト指向エンジニアリング

監視システム層，制御システム層，現場機器層に分けら

従来の FAST/TOOLS を含む一般的な SCADA では，パ

れる（表 1）。EPMS は管理システム層に位置し，下位層

イプライン及びパイプラインを構成するステーションや

から情報を集め，パイプライン中の製品容量や消費地へ

機器等を管理するアプリケーションを一から作る必要が

の配送量実績等のパイプライン運用管理に必要な情報に

あった。一方，EPMS は既に用意されたテンプレートを

加工し，HMI（Human Machine Interface）に表示する。

プロジェクトに応じて実体化していくエンジニアリング
手法を用いており，高いスキルを必要とせず，短期間で
パイプライン管理システムの構築を可能としている。

表 1 パイプラインのシステム階層
階層

対象システム

管理システム層 EPMS 等のパイプライン管理システム

ISA-95 の
階層レベル
2.5

パイプラインを構成するセグメント，ステーション，
ポンプ，コンプレッサ，タンクの管理アプリケーション

監視システム層 FAST/TOOLS 等の広域対応 SCADA

2

をコンポーネントと呼び，テンプレートとして EPMS の

制御システム層 SCADA，DCS，RTU，Flow computer 等

1

現場機器層

0

内部にあらかじめ用意している（図 3）。

ポンプ・コンプレッサ・バルブ等

パイプライン

EPMS の シ ス テ ム 構 成 を 図 2 に 示 す。EPMS は 中 央
監 視 室 に あ る Pipeline Management Server で 動 作 し ,

セグメント
ステーション

セグメント
ステーション

広 範 囲 に 分 散 し た SCADA，DCS（Distributed Control

メーター

System），RTU（Remote Terminal Unit），フローコンピ

インレット

ュータ等からデータを収集し，パイプライン管理を行う。

ステーション
メーター

ステーション

アウトレット
アウトレット

インレット

アウトレット

ポンプ

Web HMI Client
Web HMI Server

コンプレッサ
タンク

図 3 パイプライン構成要素コンポーネント
Enterprise
Pipeline
Management
Solution

コンポーネントに，特性であるプロパティとユニーク
なタグ名を割り当て，オブジェクトとして実体化する。
オブジェクトを EPMS 内にパイプラインモデルとして体
系化することで，パイプラインモデルを構築する（図 4）。
In1
To
In5

Sta2

Sta1
Out1

凡例

SCADA/DCS/RTU/Flow computer

図 2 EPMS のシステム構成例
EPMS は，Web HMI，各種コントローラからのリアル

インレット
アウトレット

Seg3

In1
In2
to
In5

Sta4

Sta3
Out1

Seg4

In1

Out1

Seg5

In1

Seg6

In1

Out2
to
Out20

Sta5
Out2

Out1
to
Out10

Out1
To
Out15

セグメント
ステーション

図 4 オブジェクトで構成されたパイプラインモデル

タイムデータ収集，アラーム管理やヒストリカルデータ
管理を行うサーバ，ビジネス系システムとのインタフェ

EPMS ではエンジニアリングモジュール内の定義ツリ

ースなどの機能を持つ。また，冗長化システム構成，オ

ー内に各コンポーネントを追加していくことで，各コン

ンラインでのコンフィグレーション機能などにより，高

ポーネントのプログラムを自動作成し，パイプラインモ
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デルを体系化する。各ステーションの流量値を合算しパ

2.3 円滑なアップグレード

イプライン全体の流量値に換算する処理や，全体のつな

従来のパイプラインのシステムにおける管理システム

ぎの部分も自動作成する。図 5 は，エンジニアリングモ

層・監視システム層は，複数のベンダが提供する SCADA

ジュール内の定義ツリー内にステーション，インレット，

アプリケーションで実現されていた。この場合，システ

アウトレット，メータ，タンク等のコンポーネントを定

ム全体が複雑になり，更新時の難易度が高く，システム

義するエンジニアリング例を示している。

の更新周期が長くなってしまう問題点があり，セキュリ
ティホールを発生させるリスク要因ともなっていた。
一方，EPMS は横河がシングルベンダとして提供して
おり，ベースとなる FAST/TOOLS も常に最新のプラット
フォームに対応しているので，セキュリティホールなど
のリスクを低減できる。また，システム更新のエンジニ
アリングの時には，旧システムで構築したアプリケーシ
ョンを維持しながら最新のシステムに移行できるデータ
ベース構造であるため，システムの更新を行いやすい。
管理システム層・監視システム層の更新時の難易度
を下げると同時に，更新周期を短くでき，最新のプラッ
トフォームの使用により，強固な IT セキュリティ，仮
想化やモバイル対応等の最新テクノロジーへの高い親和
性，長寿命のシステムを実現することができる。図 7 に，
EPMS がサポートする最新プラットフォーム及び利用可
能な最新のテクノロジー例を示す。

図 5 エンジニアリングモジュールにおける
各コンポーネントの追加例
EPMS は，シンボルを個別に更新する必要がないオブ
ジェクト指向型のグラフィックで，効率的にエンジニア
リングを行うことができる（図 6）。親シンボルで変更を
行えば，システム全体の子シンボルすべてが自動的に更
新される。シンボルは，一度作成すれば，必要に応じて
システム全体で何度でも再利用することができる。
図 7 EPMS がサポートする最新プラットフォーム
ステップ 1:
タンクのクラスを定義
If ***
Else***

ステップ 2:
タンクの親シンボルをデザイン

及び利用可能な最新のテクノロジー例

3. ガスパイプライン管理アプリケーション（GEMS）
クラスとシンボルを接続
子シンボルとして配置

る，メータリング，ガスデータ管理，ガススケジュール

Tank2

管理，ガスストレージ管理，ラインパック・ラインバラ
ンス監視を説明する。

Tank1
ステップ 3:
シンボルをオブジェクトに接続

本章では，FAST/TOOLS の演算機能やヒストリカルデ
ータベース等の機能を基盤として GEMS が持つ機能であ

プロセスディスプレイ

図 6 オブジェクト指向エンジニアリング例

3.1 メータリング
GEMS のメータコンポーネントは，下位層の SCADA，
フローコンピュータ，RTU，流量計等からデータを収集
し，メータを通過するガス製品の体積及び熱量を算出す

ここまでで述べたように，EPMS ではオブジェクト指

る（図８）。下位層で流量，体積及び熱量のデータが利用

向型のエンジニアリングを実現している。これにより，

可能な場合，それらを利用できる（図 8 右）。流量計算

小規模システムから導入し，大規模システムに柔軟に拡

プロセスは下位層からカウントデータを収集し，AGA(3)

張することが容易にできる。

（American Gas Association）規格に基づいて補正した流
量及びガスデータ（AGA パラメータ及びガス組成のデー
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タ）から算出した熱量を，流量集計プロセスに渡す。流
量集計プロセスは流量から体積を算出する（図 8 左）。
GEMS は，下位層との通信が失われた場合に配送管理
を継続して行うため，実績流量から仮の現在流量を見
積もり，継続して製品体積を計算する。下位層が FAST/
TOOLS や STARDOM(4) コントローラである場合，通信復
帰時に欠損した流量値データを下位層から受け取り，ヒ
ストリカルデータベース中の体積値データを再計算する。
各ステーションは，メータを伴う複数のインレットと
アウトレットを持っており，各ステーションに入力され
る流量合計と，出力される流量合計を継続して計算する。
メータリング機能が計算した各データは，常時ヒストリ

図 9 ガススケジュール管理画面例

カルデータベースに蓄積される。
3.4 ガスストレージ管理
ガスストレージへの注入量や引き出し量，タンクに貯

体積・熱量

蔵されているガス量，エネルギー量を管理する。毎時，

体積・熱量

毎日，毎月のガス注入量や引き出し量を計算する。

流量集計プロセス

3.5 ラインパック・ラインバランス監視

流量・熱量

各セグメントのガスのパック量及び一定期間の変化量

流量計算プロセス
カウントデータ
ガスデータ

を監視する。設定された最大パック量を超えるとアラー
流量・熱量

体積・熱量

SCADA，フローコンピュータ，RTU，流量計等

ムを発報する。ラインパックは，リアルタイムで圧力・
温度から計算し，AGA に基づいて補正を行う。また，パ
イプライン全体での受入れ／配送量の合計であるライン

図 8 メータリング処理の流れ
3.2 ガスデータ管理

バランスを常時計算する。

4. 石油パイプライン管理アプリケーション（LEMS）

GEMS とフローコンピュータ等の間で，流量，体積及

本章では，FAST/TOOLS の演算機能やヒストリカルデ

び熱量計算に必要なガスデータのアップロード／ダウン

ータベース等の機能を基盤として LEMS が持つ機能であ

ロード頻度を管理する。ガスデータには，AGA パラメー

る，メータリング，バッチ管理，インタフェース管理，

タ及びガス組成のデータの２種類がある。GEMS は，ガ

ピッグ及び DRA の管理，チケット管理，タンク管理，マ

スデータの入出力として，EFM ログ形式及び CFX ファイ

ニフォールド管理を説明する。

ル形式に対応する。多様なガスデータの入出力方法に対
応することで，多種多様なフローコンピュータ等の機器
の上位に位置することができ，柔軟なシステム構成を可
能にし，EPMS の導入の障壁を下げることができる。

4.1 メータリング
LEMS のメータコンポーネントは，下位層の SCADA，
フローコンピュータ，RTU，流量計等からデータを収集
し，各メータを通過する製品体積を算出する（図 10）。

3.3 ガススケジュール管理

体 積 は GOV（Gross Observed Volume） と GSV（Gross

各ステーションで，日毎の計画配送量を定義できる。実

Standard Volume）の２種類を算出する。下位層で GOV

績流量から日毎の見込み配送量を常時計算し，現在の流

及び GSV のデータが利用可能な場合は，それを利用でき

量で計画配送量を達成できない場合は，現在の流量を増

る（図 10 右）。流量計算プロセスは下位層からカウント

加させるようアラームを出力し，オペレータに通知する。

データあるいは GOV を収集し，算出された流量 GOV を

また，ガススケジュールトラッキング画面で計画配送

流量補正プロセスに渡す。流量補正プロセスは流量 GOV

量までの過不足流量の表示，ガススケジュールの追加・

を API MPMS(5)（American Petroleum Institute Manual

編集・削除に対応し，状況に応じた製品の確実な配送を

of Petroleum Measurement Standards）規格に基づいて

行うことができる。図 9 に，既存のガススケジュールを

補正し，補正された流量 GSV を流量集計プロセスに渡

ポップアップウィンドウで編集している様子を示す。な

す。流量集計プロセスは，流量 GSV から GSV を算出す

お，計画配送量までの過不足流量は，後ろ側のウィンド

る（図 10 左）。

ウの表に表示されている。
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配送管理を継続して行えるよう，製品体積や流量の推定

Reduction Agent，配管摩擦の低減剤）等を，特定のバッ

計算を行う。データの保管についても GEMS と同様に，

チ後に自動スタートさせることや，任意のタイミングで

常時ヒストリカルデータベースに蓄積する。また，メー

手動スタートさせることが可能となっている。

タの検査を行うメータプルーバの手動／自動スタート（ロ
ジックは自由に定義可能）に対応する。

4.5 チケット管理
バッチが受入ステーションを通過すると「受入チケッ

GSV

GOV

ト」，途中ステーションを通過すると「通過チケット」，
配送ステーションを通過すると「配送チケット」を生成
する。通過したバッチの情報と，体積や通過時間等の実

流量集計プロセス
流量
GSV

績データを含むチケットは，パイプライン管理者から客
先への配送実績の証拠等として使用・保管される。

流量補正プロセス
流量
GOV

4.6 タンク管理

流量計算プロセス
カウント
データ

GOV

流量
GOV

流量
GSV

GSV

GOV

時間毎の注入体積，在庫体積，在庫製品密度，タンク

SCADA，フローコンピュータ，RTU，流量計等

満杯までの時間を監視する。タンク用サブシステムが存

図 10 メータリング処理の流れ

用する。タンク用サブシステムが存在しない場合は，在

在する場合は，そこから在庫量等のデータを収集して利
庫体積を LEMS で算出できる。円柱形のタンクの場合，

4.2 バッチ管理

RTU や計器から収集した値に，係数を掛けて体積を算出

LEMS では，バッチ管理機能を用いて配送予実管理を

する線形方程式を使用する。タンクが円柱形でない場合

行う。バッチスケジューリング画面において，計画する

は，タンクの高さごとの体積をストラッピングテーブル

バッチ情報（供給者，需要者，受入ステーション，配送

に入力し，積算して体積を算出する。

ステーション，配送量，インタフェースカットタイプ等）
を入力する。計画バッチ情報は CSV ファイルでの入出力

4.7 マニフォールド管理

にも対応する。図 11 のバッチトラッキング画面で，バ

パイプラインの経路は，各ステーションの下で定義さ

ッチの状況の確認，バッチの編集／削除／統合／分割／

れ，マニフォールド管理プロセスがその経路切り替えを

順序変更が可能であり，状況に応じた製品の確実な配送

行う。ステーション内には，複数のインレット，アウト

を行うことができる。

レット，タンクが存在し，バッチが通る経路が複数ある。
マニフォールド管理プロセスは，バッチに定義された配
送先の情報に応じ，各ステーション内の経路の切り替え
を行う（図 12）。経路切り替えコンポーネントは，バッ
チがサイトに進入した際にアクティブになり，どの経路
をアクティブにするか，あるいは，どの経路からどの経
路に切り替えを行うかという定義を持ち，物理的な制御
（バルブ開閉による経路の制御）を行う下位層の制御デバ
イス（SCADA，RTU 等）に指令を出す。

図 11 バッチトラッキング画面におけるバッチ状況例
4.3 インタフェース管理
LEMS は，現場のセンサやメータが検出した密度，色，
硫黄分濃度に応じてバッチの境界面の位置を判断し，イ

経路切り替え
コンポーネント

経路切り替えに伴うバルブ制御
を行うデバイスをトリガ

バッチの配送先に応じ
経路切り替え

ンタフェース（異種バッチ間にある，純粋な製品規格を
満たさない部分）の体積と長さを算出する。インタフェ
ースは，指定した配送ステーションに配送するよう設定
することが可能である。

インレット 1

インレット 2

ステーション
コンポーネント
経路コンポーネント
１〜 4
タンク 1

タンク 2

4.4 ピッグ及び DRA の管理
ピッグ（管内の掃除や検査を行う装置），DRA（Drug
57

図 12 マニフォールド管理プロセスの経路切り替え例
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パイプライン管理ソリューション（EPMS）

5. GEMS/LEMS 共通機能
本章では，FAST/TOOLS の演算機能やヒストリカルデ
ータベース等の機能を基盤として GEMS/LEMS が持つ機

圧力が設定値を越えるとアラームを発報するよう設定
が可能であり，アラーム発報後は，オペレータが EPMS
のディスプレイから，各機器の制御を行う下位 SCADA/
DCS/RTU に指令を出す。

能である，ポンプ／コンプレッサ管理，最大許容操作圧
力の監視を説明する。
5.1 ポンプ／コンプレッサ管理
ポンプ及びコンプレッサの起動停止回数を監視し，一
日の最大起動停止回数を越えないようアラームを発報す
る。また，電気使用量を監視し，現在の出力と流量から
稼働効率を計算し，リアルタイムで監視する。
図 13 は，ポンプの特性曲線を示し，縦軸はコンプレ
ッサの出力，横軸は現在の流量を示す。黒い線のポンプ
効率の高効率部分に，赤い点の現在の稼働効率が収まる
よう，オペレータがポンプを運転することが可能である。
稼働効率が低い場合は，アラームを発報するよう設定
が可能であり，アラーム発報後は，オペレータが EPMS
のディスプレイから，ポンプ及びコンプレッサの制御を
行う下位 SCADA/DCS/RTU に指令を出す。

図 14 最大許容操作圧力の監視画面例 (LEMS)

6. おわりに
EPMS は，FAST/TOOLS をベースにしていることで，
冗長化システム構成，オンラインでのコンフィグレーシ
ョン機能などによる高可用性，効率的なオブジェクト指
向エンジニアリング，最新のプラットフォームの使用に
よる強固な IT セキュリティ，仮想化やモバイル対応等の
最新テクノロジーへの高い親和性などの特長を持つ。ま
た，EPMS は高い柔軟性と接続性でビジネス系システム，
シミュレーションシステム，漏れ検知システム，データ
解析システム等と連携し，さらなるパイプライン管理シ
ステムの効率稼働，生産性向上，品質向上などの，新し
い付加価値へ繋げることも可能である。

図 13 コンプレッサの稼働効率の監視画面例 (GEMS)
5.2 最大許容操作圧力の監視
各ステーションのインレット／アウトレット毎に最大
／最小許容圧力を設定し，パイプライン中の圧力が最大
／最小許容圧力の範囲内に収まるよう監視することが可
能である。
図 14 では赤色の線は最大許容圧力，青色の線は現在
の圧力，オレンジ色の線は最小許容圧力，緑色の線はコ
ンプレッサ出力，灰色の線はパイプラインが設置されて
いる高度を示している。英語の地名は始点が受入ステー
ション，終点が配送ステーション，始点と終点以外がブ
ースターポンプステーションである。他の数字のステー
ションは，ブロックバルブステーションである。また，
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赤い丸は，現在の圧力が最大許容圧力に近づいているこ
とをオペレータに示している。
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