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ガス井リモートモニタリング用ネットワークセンサ

栗田　哲郎（くりた　てつろう） 郡司　琢巳（ぐんじ　たくみ）

栗田　哲郎

計測制御機器の海外営業に従事。

現在，富士電機システムズ株式会
社機器本部計測機器統括部営業第
二部長。

郡司　琢巳

工業用計測機器の開発・設計に従
事。現在，富士電機システムズ株
式会社機器本部計測機器統括部技
術第一部主任。

　まえがき

　天然ガスの世界的な需要急増は，資源問題，国際政治上
の確執などで注目を集める一方，生産・搬送関連のイン

フラストラクチャー整備を急務とさせ，産業界にも大きな

影響を与えている。この状況は今後も長く続く見通しで，

LNGチェーン
〈注〉

など下流側に対する投資の膨大さが，世界
のエンジニアリング企業や計測メーカー各社の動きを活発
化させている。しかしながら，上流側も「最果て」である

天然ガス生産現場に目を向けると，投入されている技術力
も投資総額も相対的に希薄であると言わざるを得ず，①一
切の計測が行われていないガス井，②機械式（円盤）記録
計と人海戦術のみに頼るガス井，が今でも多い。ただ，③
産出量の多い限定されたガス田のみは，伝統的な制御思想
の SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition）
システムによって集中的に監視されている。ガス井のダウ

ンタイムは世界的に平均で 10%と言われ，生産効率の向
上が課題となっている。富士電機はセンサ技術を使用した

ガス井のモニタリングにより，生産効率の向上を目指して

いる。

　天然ガス埋蔵量 18位のカナダは資源の節約に敏感で，

早くから生産効率を追求したため，リモートモニタリン

グの最先進国になっている。富士電機は，4年前からこの

市場の胎動に敏感に反応し，カナダのベンチャー企業と提
携しリモートモニタリングの最先端機器を開発してきた。

パートナーであるゼダイ・ソリューション社は，①石油・

ガスの超広域モニタリングを N：N で可能にするネット

ワーク技術，②発信側と受信側に与える無限の拡張性と高
い機密性，③中間システム（SCADAのホストコンピュー

タなど）を不要にするシームレスな簡潔性，④世界最強
の低消費電力センサを使った世界唯一の本格的防爆無線
フィールド機器，などを差別化要因として，天然ガス生産
フィールドの運営・財務・経営プログラムなどに直結する

ビジネスツールを供給している。

　 ガス井モニタリング用ネットワークセンサの 
概要

2.1　ガス井モニタリングシステム

　ガス井モニタリング用ネットワークセンサは，ガス

井流量を計測するインテリジェンス機能を有する無線式
フィールド機器である。 ネットワークセンサはゼダイ・ソ

リューション社のガス井モニタリングシステムの専用端末
（WNS：Wireless Network Sensor）として設計されている。

それ自身がネットワークの端末神経を含み，IP（Internet 
Protocol）アドレスを持ち，通信が途絶えてもすべての

データが保持されるようにして自主的に動いている。ガス

井モニタリングシステムのべースとなるのは，各井戸の圧
力と温度の物理的なパラメータをデジタル情報に変換する

ことを主な機能とするネットワークセンサである。ガス井

〈注〉LNGチェーン： ガス田からガスユーザーまでの製造，輸送を含 

めた流れ（LNG：Liquefied Natural Gas）
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図1　ガス井モニタリングシステムの構成
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の情報は，ネットワークセンサに保存されて，次にネット

ワークサーバへ公共の無線通信または衛星通信で伝えられ

る。エンドユーザーインタフェースを通して，ガス井モニ

タリングシステムは，エンドユーザーがリアルタイムベー

スにおける，それらの井戸やパイプラインの性能を観測し，

分析するのを可能にする。また，アラームを送るために

遠隔でコンフィギュレーションすることができるため，オ

ペレータはアラームが発生した場合，すぐに問題を把握し

て対処することが可能になる。ガス井モニタリングシステ

ムがWeb上のシステムであるので，データは随時エンド

ユーザーから利用可能であり，見ることができる。

　図 1にガス井モニタリングシステムの構成を示す。

　ガス井モニタリングシステムでは，フィールド機器が公
衆のワイヤレスネットワーク，または衛星通信とインター

ネットを通ってネットワークサーバに交信し，ネットワー

クがエンドユーザーを連結する。ガス井モニタリングシス

テムによって実行される基本機能は以下のとおりである。

（1）　ガス井の圧力，流量，温度の測定
（2）　ネットワークセンサから主要なネットワークデータ

ベースまでのデータを送信
（3）　インターネットを通じて生データと計算された情報を

エンドユーザーに提供

　図 2にユーザーインタフェース，図 3にガス井モニタリ

ングシステムのトレンド履歴の事例を示す。

　ネットワークセンサを据え付けたモニタリングポイント

は，計測時点の流量のみでなく，過去からのトレンド，ア

ラーム，回復の履歴などを瞬時に示すことができ，さらに

は井戸の埋蔵量や寿命などの情報へと連携する。

　富士電機はネットワークセンサのために，「FCX-AⅡ」

シリーズの高精度圧力センサユニット，およびそのインタ

フェースユニットを従来からゼダイ・ソリューション社に

供給してきた。

2.2　ネットワークセンサ V2X

　今回ゼダイ・ソリューション社と共同開発したガス井モ

ニタリングシステム用ネットワークセンサ Version 2.0X
（V2X）は，従来のネットワークセンサ Version 2.0の機
能をすべて継承しつつ，防爆構造の変更，すなわち従来の

耐圧防爆構造から本質安全防爆構造に変更し，軽量化と

低価格化を図り，今後活発化するであろう天燃ガス生産
フィールドでのモニタリングシステムの価格競争に対応可
能なものである。Version 2.0と同様にガス井やパイプラ

インの圧力，流量，温度を測定して，測定値を保存し，公
共の無線通信網で情報を確実にネットワークサーバに伝え

る。V2Xは爆発危険場所で使用されるため，カナダの防
爆認定を取得している。現在，Class1，Division1という

最もレベルの高い防爆，本質安全防爆を持つ，世界唯一の

無線フィールド機器である。図 4にガス井モニタリングシ

ステム用ネットワークセンサ V2Xの外観を示す。

　ネットワークセンサ V2Xは，充電式バッテリーとソー

ラーパネルによって動作する。周辺機器は，ソーラーパネ

ル，アンテナ，および測温抵抗体（RTD）である。フィー

ルド機器を一人の人間が短時間に据付け，交換することが

でき，ラップトップコンピュータで設定，調整（コンフィ

ギュレーション）することができるという特長を持ってい

る。ローパワー動作を可能とするため，ネットワークセン

サの通信リンクをアクティブにするスケジューリング機能

図2　ユーザーインタフェース

図3　ガス井モニタリングシステムのトレンド履歴

図4　ネットワークセンサV2Xの外観
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を自身で制御する。したがって，ネットワークセンサに対
し，ユーザーによって開始された遠隔コミュニケーション

は，ネットワークセンサの所定のデータ伝送間隔に同期し

てアクセスされる。 データ伝送間隔は，サンプリング要件
と通信タイプ（公衆無線または衛星通信）に基づいて決定
され，設定される。

　なお，計測サンプリング間隔は 1秒以上で可変設定す

ることが可能である。V2Xの主な仕様を表１，性能を表 2，

機能を表 3に示す。

　図 5に V2Xの機能ブロック図を示す。

　V2Xは本体，ソーラーパネル，アンテナ，および RTD
入力で構成される。本体は，計測および通信・制御処理を

実行するメインボード，モデムインタフェースのモデム

ボード，公衆無線用モデム，充電式バッテリー，差圧およ

び圧力センサから成る。また衛星通信用の場合，本体内
蔵のモデムの代わりに外部にモデムユニットが配置される

構造となっている。将来の機能拡張のためにデジタル入出
力，パルス入力も備えている。ネットワークセンサ自身は，

ガス井流量を測定できるWNSであるが，同時に数種のセ

ンサ（ウェルヘッド圧力，タービンメータなど）を接続
し，それらから計測値を総合して送信する RTU（Remote 
Terminal Unit）でもあるところに，フィールド機器とし

ての独自性がある。

　あとがき

　ガス井リモートモニタリング用ネットワークセンサの最
新技術の概要について紹介した。

　富士電機は，優れた技術（発信側と受信側に与える無限
の拡張性，中間システム不要のシームレス性）に，信頼
性の高いセンサ技術（世界最強の低消費電力センサ）と

フィールド機器（世界唯一の防爆無線フィールド機器）を

提供してエネルギーの有効活用に寄与することと，生産効
率を向上させることを使命としている。
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表1　V2Xの仕様 

測定対象

FZA022

FZA032

FZA023

FZA043

FZA053

FZA045

FZA055

0～500kPa

0～3MPa

0～500kPa

0～10MPa

0～17.24MPa

0～10MPa

0～17.24MPa

0～6kPa

0～6kPa

0～32kPa

0～32kPa

0～32kPa

0～130kPa

0～130kPa

接液部　　　　　　　　　　　：SUS316L　
プロセスカバー　　　　　　　：SCS14A
プロセスカバーボルト，ナット：炭素鋼
封入液　　　　　　　　　　　：シリコーンオイル
Oリング             ：バイトン

ガス，石油の流量測定

－40～＋60℃（本体）
LCD表示：－20～＋60℃
モデム：－20～＋60℃

測定範囲

防爆構造

周囲湿度

材　質

パイプ取付け

公衆無線（CDMA）または衛星通信用RS-232C

測温抵抗体（４線式）
RS-485（ウェルヘッド圧力計，タービンメータなど）
ステータス入力　：接点（２点）
パルス入力　　　：オープンコレクタ（1点）
接点出力　　　　：1点

ソーラーパネル＋充電式バッテリー
（日照なしで7日間通信可能）

3W以下（通信時）

CSA本質安全防爆
Class1 Dev1 Group C,D　T3－40～＋60℃

JIS C 0920 防噴流形　IP56

約12kg

95％RH以下

取付け方法

出力信号

外部入出力信号

供給電源

消費電力

外被構造

質　量

動作温度

形　式 圧力範囲 差圧範囲

表2　V2Xの性能

変換特性

±0.1％ URL：差圧（Differential Pressure）センサ
および圧力（Gauge Pressure）センサ
±0.25℃/25℃（室温）：測温抵抗体（RTD） 入力
（4線式）

FCC part15，ClassA

±0.1％URL：DPセンサ，GPセンサ
±0.25℃：RTD（バッテリー電圧DC6～8V）

電磁放射妨害波

電源電圧変動

2mA以下（スタンバイ状態）
500mA以下（動作時）消費電流

表3　V2Xの機能

35日間分のデータを保持データ保持

通信機能

診断機能

設定機能

公衆無線：データレート115.2kbps， 
　　　　　RFパワー300mW（typ.）
　　　　　周波数824～893MHz（携帯電話）
　　　　　動作温度－20～60℃
衛星通信：データレート19,200bps（RS-232，モデム
　　　　　は別置）

バッテリー電圧低下，内部温度，圧力センサ異常

レンジ変更，LCD表示（外部スイッチ），
キャリブレーション

衛星通信用
モデム

FZA
（Smart-Alek V2X）

メインボード
モデムボード
モデム
バッテリー
I/O

圧力センサ 差圧センサ

RTD入力
（4線式）

RS-485
圧力計

現在未使用，将来の機能拡張のため

ソーラー
パネル

アンテナ

デジタル入力
（2点）

パルス入力
（1点）

デジタル出力
（1点）

図5　V2Xの機能ブロック



＊ 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。




