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まえがき

都市ガスは，石油代替エネルギーとして工業用，商業用

など幅広い分野で利用され，地球に優しいクリーンエネル

ギーとして，その用途をますます広げてきている。

その都市ガスを扱う都市ガス業界では，安全でかつ安定

した供給を行うことを主目的に細心の注意を払った運用を

行っている。特に阪神・淡路大震災を契機に，地震に対す

る関心が高まり防災対策を行うことが通常的になってきて

いる。また，2010年の切換完了に向けて低カロリーガスか

ら高カロリーガスへの移行が進められており，今まで以上

の安定供給を行うべく設備投資が行われてきている。

このような背景を受け都市ガス業界では，供給分野を中

心とした広域監視・制御をシステム化し，防災と安定供給

を実現させるための遠隔監視制御システムの導入が盛んに

行われる方向にある。

本稿では都市ガス供給分野へ適用中の「防災・供給管理

システム」について紹介する。

都市ガス供給分野の現状とニーズ

２.１ 都市ガス供給分野の現状

ガス業界全般では，1969年度から，低カロリーガスから

高カロリーガスへの切換（熱量変更）を推進し，2010年ま

でに切換の完了を目標とする高カロリーガス転換事業

（IGF21 計画）を行ってきている。熱量変更とは，従来の

低カロリー（6C など： 5,000 kcal/m3）から高カロリー

（13A： 11,000 kcal/m3）への切換であり，石油ガス系か

ら天然ガス系（SNG：代替天然ガス含む）への転換を意

味する。

天然ガスを使用することによるメリットは以下のとおり

である。

天然ガスはメタンを主成分としたガスであり，硫黄分

などの不純物を含まないため，燃焼させても SOxやす

すを発生させず，地球温暖化を招く CO2 の排出も石油

より 2 ～ 3 割少ない。また，比重が空気より小さい

（0.65）ため，空中に分散しやすく他の燃料と比較して

安全性が高い。

埋蔵量が豊富であり，ガス産出国との長期契約により

供給が保証される。

ガス製造設備が簡素化され，また導管網も従来ガスよ

り 2倍以上の効率使用ができる。

以上により，安全性，安定性，長期的なコストの上昇抑

制が確保される。しかしながら，長期にわたりこれらのメ

リットを実現するために，多額の設備投資（切換作業，需

要家ガス器具の調整など）を行ってきている状況にある。

もう一つは，防災対策の積極的実施である。地震国であ

るわが国では，大小問わず多くの地震が発生しており，こ

の 7年間で大きな被害をもたらした地震が 4件（1993年の

釧路沖地震，1994年の北海道東方沖地震，三陸沖地震，

1995年の阪神・淡路大震災）も発生している。都市ガス業

界としてはガス漏れによる二次災害を最小限に食い止める

ため，さまざまな対策方法を検討，実施している。

地震の揺れ（加速度）と家屋の倒壊状態を示す SI

（Spectrum Intensity）センサの開発と設置

一定の地震の揺れにより自動でガスを遮断するマイコ

ンメータの開発と設置

耐震性に優れたポリエチレン管の採用

被害を最小限に食い止めるため，また遮断後の早期復

旧作業が行えるための供給地域のブロック化とコント

ロールセンターから製造・供給を遠隔遮断

２.２ 都市ガス供給分野のニーズ

ガスの安定・安全供給と防災のさらなる向上のために，

都市ガス業界ではさまざまな検討が行われており，熱量変

更完了，または熱量変更計画とともに供給網への設備投資

を行う動向を見せている。また，ガス事業法改正に伴う規

制緩和の影響からも次のような運用方法の見直しが行われ

ている。

ガス供給網の状況判断のためのリアルタイムな情報収

集（圧力，流量，機器異常情報など）

地震発生時の即時の供給網状態収集（2）
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１週間に一度の現場丸チャート（圧力記録紙）収集の

労力削減と作業効率化

事務所での状況一括管理

富士電機は，以上のニーズを「防災・供給管理システム」

として実現化した。

防災・供給管理システム

３.１ 防災・供給管理システムの概要

都市ガス供給分野での現状とニーズから，供給網の統合

管理を行うシステム化の実現を行った。開発したシステム

は，供給管理系と防災系の二つの機能に大別され，管理ポ

イントの大小により選定できる小規模版システム（パソコ

ンスタンドアロン形：最大 2,000 タグ）と大規模版システ

ム（UNIX
〈注 1〉

版クライアント・サーバ形：最大 5,000 タグ）

をラインアップした（小規模版システムを図１，大規模版

システムを図２に示す）。

それぞれの機能に大きな差はなく，小規模版システムの

導入，運用から供給ポイント拡張による大規模版システム

〈注 1〉UNIX：X/Open Company Ltd. がライセンスしている米国

ならびに他の国における登録商標

（4）

（3）
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図１　小規模版防災・供給管理システム全体構成
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図２　大規模版防災・供給管理システム全体構成
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への移行が容易にできることが大きな特長である。

主な機能は，広域管理のための伝送機能，データ処理，

データ蓄積，監視機能，制御機能，防災機能（地震データ

処理），帳票機能，警報機能である（図３参照）。

ハードウェアは，小規模版，大規模版ともに制御 LAN

（PE リンク）を接続し，プログラマブルコントローラ

（PLC）MICREX-Fシリーズとコンピュータは高速なデー

タ転送を行うことができる。また，複数の管理ポイント

（整圧器：ガバナ）を専用回線で接続するために PLCに回

線マルチプレクサを有し，１分間に約30か所のデータを収

集できるものである（図４）。マルチプレクサは，最大64

回線までの接続が可能であり，1回線約 2秒程度でデータ

収集を行う。このような機器は，リアルタイムなデータを

必要とする，供給所，整圧所，主要ガバナで使用する。工

場系および供給所のように管理ポイントが多い場合は，現

場側に同様の PLCを設置し，その間を通信コントローラ

（MTCA）で接続し，大量のデータをセンター側に転送す

る方式をとっている。

一方，異常のある場合にのみ情報収集が必要とされる地

区ガバナでは公衆回線を用い，コンピュータからの任意な

データ要求と現場ガバナからの異常時発報が行え，通常運

用時での通信費のランニングコスト削減を実現している。

３.２ 供給管理機能

都市ガス供給網での管理対象は，地区ガバナがほとんど

であり，そのほかに大口需要家のガバナ，受入設備，ガス

ホルダなどである。また監視項目は，圧力（一次圧，二次

圧），流量，異常警報（ガス漏れ，停電，機器異常），地震

値（加速度，SI 値）である。

３.２.１ 監視機能・警報機能

現場状況をリアルタイムに収集し，正常性および異常状

況を即座に認識できる機能であり，現場からのデータ（圧

力，流量，異常警報ほか）を工業値変換し，上下限監視，

オンオフ信号の状態変化を監視する。また，上下限異常や

オンオフ信号の状態変化を検知した場合，即座に警報発報

を行うものである。この際，常時 CRTを操作していない

オペレータやスタッフのためにパーソナルコンピュータ

（パソコン）のスピーカからのブザー出力や警報種別（重，

中，軽）ごとの音声出力，外部 DO出力での警報ランプ/

外部ブザー鳴動にて異常を報知できる。また，警報 1件ご

とにオペレータガイダンスを設定でき，一次対応方法やそ

の警報の特質などを明記し，オペレータやスタッフの経験

の有無にかかわらず適切な処置が施せるようにオペレーショ

ン機能を充実している。

３.２.２ データ蓄積機能

長期間の圧力値，流量の変動，推移により供給網やガバ

ナの正常性や故障，供給量パターンを判断するために収集

したデータを Access
〈注 2〉

や ORACLE
〈注3〉

のデータベースに蓄積

している。これらの蓄積したデータは任意にトレンドグラ
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供給監視系 防災系 

〈伝送機能〉 
　○テレメータ伝送（専用回線，公衆回線） 
　○PEリンク伝送（ブロードキャスト伝送） 

〈メンテナンス機能〉 
　○中央監視システム内メンテナンス（局追加，上下限変更） 
　○テレメータリモートメンテナンス（公衆回線時） 

〈警報処理〉 
　○リアルタイム警報管理 
　○ヒストリカル警報管理（警報発生，復旧の全履歴管理） 

○：標準仕様 
●：オプション 
△：個別カスタマイズ 

〈他システム連携〉 
　●マッピング，導管網解析，被害推定システムとの連携 

画面系 

〈表示関連〉 
　○警報一覧・履歴検索表示 
　○ヒストリカルデータ表示 
　○リアルタイムデータ表示（局別） 
　○リアルタイムトレンド表示 
　○メンテナンス情報表示 
　△プラント画面表示 
　○警報時音声出力 

〈操作関連〉 
　○リアルタイムデータ情報印字操作 
　○ヒストリカルトレンド印字操作 
　○イベント一覧，履歴印字操作 
　○メンテナンス情報印字操作 
　●一斉呼出し，●一括遮断操作 
　○個別遮断操作 

●二重化 
●インテリジェントアラーム 
●リモート監視 
●C/Sシステム移行 
 

記録系 

システム拡張 

〈記録関連〉 
　○リアルタイム情報印字 
　（画面コピー機能） 
　○ヒストリカル情報印字 
　（画面コピー機能） 
　○イベント一覧・履歴印字 
　○メンテナンス情報印字 
　（画面コピー機能） 
　△帳票（日報）印字 
　○異常時報告書 

〈監視機能〉 
　○状態監視 

〈データ処理〉 
　○工業値変換 

〈データ蓄積〉 
　○実績データ作成・蓄積 
　○ヒストリカルデータ蓄積 
 

〈異常情報呼出し〉 
　●異常時のリアルタイムロギング 
　●災害発生時情報収集 

〈一斉遮断〉 
　●ブロック別一括遮断 

〈個別遮断〉 
　○個別遮断 

図３　防災・供給管理システムの機能一覧

図４　マルチプレクサの外観
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フや帳票に出力が可能である。トレンドグラフに関しては，

従来の丸チャート（圧力記録紙）の代替えが可能なように

過去 1週間分の表示とその間に発生した警報履歴を同時に

表示しているので，データの解析や現場状態の異変を調査

するために用いることができる。

３.２.３ 演算機能

現場から収集するガバナ差圧や開度データをもとに，コ

ンピュータ側で流量値を算出することができるので，現場

に流量計（オリフィス，電磁式など）を設置できない条件

の下での流量値測定に使用できる。流量演算は，各社ガバ

ナの各口径，各形式に対応している。

３.２.４ 圧力パターン制御機能

日常の運用でホルダやガバナの送出圧力を変動させ，需

要量の変動に対応しなければならない場合，ホルダやガバ

ナの弁開度を調整し，送出圧をコントロールしている。こ

のコントロールを自動化しており，日々の圧力パターンを

時間ごとに設定し，圧力の変更があるときは PLC経由で

現場へ圧力設定値をダウンロードする機能を持つ。運用上，

季節，曜日，時間帯ごとに変動させたい時刻に圧力値を設

定し，PLCへその設定値をダウンロードする。ダウンロー

ドされた設定値は，調節計に対し，ランプ関数で徐々に設

定値に近づくように設定値を変化させる。

設定終了後は，設定した圧力パターングラフと実績トレ

ンドグラフで比較監視することができる。

３.２.５ 供給エリア監視画面

広い供給範囲を持つガス会社では，供給地域の状態を一

〈注 2〉Access ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 3〉ORACLE：米国Oracle Corp. の登録商標

目で把握し，立地までを認識しなければならない。そのた

め，収集したデータを各ガス会社の供給地域に合わせたエ

リア図（マップ）上に表示させ，異常時には異常が発生し

た箇所のシンボルを色替え表示させている。また，そのシ

ンボルをクリックすることでそのガバナ室内や供給所の計

装図（P&ID）を表示させ，現場の状況を事務所に居なが

らにして把握できるようにしている。これらの画面はパソ

コンの標準機能であるペイントソフトウェアで描け，エン

ドユーザーでも作成や修正が容易にできることが特長であ

る（図５参照）。以上の機能は，接続されている監視対象

が専用回線や公衆回線で接続されていることをオペレータ

やスタッフに意識させることなく実現している。

３.３ 防災管理

冒頭で記載したように地震対策を重要視している都市ガ

ス業界では，現場からの地震データ（加速度，SI 値）を

収集し，供給網の遮断操作の判断材料としている。

３.３.１ ESV制御

災害が発生した場合，ガス供給を停止する手段として遮

断弁閉の操作（ESV閉制御）を行う。これは，現場側で

SI センサの一定の地震感知で，自動で ESVを閉とする場

合と人が供給地域の状況判断を行い，ESVを閉操作する

場合がある。

本システムでは，オペレータやスタッフが CRTのエリ

ア画面上で遮断したい場所をクリックし，制御画面で遮断

操作を行うものである。操作は 3挙動となっており，現場

側に設置したテレメータとの間の多重シーケンスチェック

を経て遮断ができるシステムとなっている。このように，

オペレータやスタッフの操作ミス，通信ノイズによる誤動
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図５　オンライン画面と画面遷移
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作で遮断されてしまうことを回避している。

また，大災害発生時には，広域に点在している ESVを

１個ごとに閉操作している時間はないため，あらかじめ登

録しておいた ESV情報により自動で ESVを閉操作する

ブロック制御機能を有する。これは，二次災害や復旧作業

を最小限にかつ迅速に行えるようにするためのブロック化

の考え方をヒントにしたものであり，あらかじめ登録する

ESVはブロック化のポイントとなるESVを設定する。

３.３.２ 地震データ処理と画面

現場からの地震データを収集し，監視画面にリアルタイ

ムで地震データを表示しているが，地震情報の処理として

震度計算と地震判定が必要となってくる。現場からの地震

情報は通常，地震感知（現場センサの感知接点信号）か

SI センサからのデータ（加速度，SI 値）である。SI 値の

み，加速度のみ，加速度と SI 値の 3パターンで震度を算

出することができ，CRT上に加速度，SI 値，震度を表示

している。また，地震の判定は，地震の大きさの確定値を

決定する必要があり，ある一定の値（加速度もしくは SI

値）以上のデータを検知し，ある一定の箇所（複数）以上

で検知された場合に地震と判定し，警報通知している。地

震判定された場合，その時点から一定時間を監視し，その

時間帯で一番大きな値を地震確定値としている。各処理の

なかで使用している「一定の値」は，各ガス会社の地震に

対する取組み方で若干の差があるため，任意に変更可能と

している（図６）。

CRT画面においては，地震専用のエリア画面を有し，

加速度，SI 値，震度を表示する。また，ブロック化用に

監視ポイントをブロック化表現し，ブロックでの地震判定

を行い，シンボルの色替えを行っている。

過去の地震については，最大 100 件まで保存でき，最大

値，地震名称，発生年月日時分，各監視ポイントのデータ

を一覧表示，エリア表示できる。最大 100 件を超えた場合

の処理としては，発生最古，地震データ最小とさまざまな

判断で削除を行えるようにしており，オペレータやスタッ

フが任意に設定することが可能となっている。

あとがき

都市ガス業界向け防災・供給管理システムの紹介を行っ

たが，（社）日本ガス協会での調査では，システム化を行っ

たガス会社は以下のような課題，問題点を挙げている。

通信料金が高い（主に専用回線）

ガス会社独自の保守契約内容の決定

システム担当者以外の従業員への教育方法

このように都市ガス業界ではさらなる要求が出てくるこ

とが考えられ，また，今後システム化が普及するなかでユー

ザーからのコストダウン要求も生じてくると考えられる。

富士電機は，これらの要求と今後の動向を見据え，都市

ガス業界の発展と日本のエネルギー分野の発展に大きく貢

献していく所存である。
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図６　地震データ処理の概要



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




