
成長するための準備
天然ガス処理プラントを効率化および最適化するチャンス



ガス処理業界は効率性を追及

2040年までに世界的なエネルギーミックスは大きく進化し、天然ガスの市場の成長率は他の種類のエネルギーを上回り、全需要の4分の1に達するという推
測があります。1 利幅は引き続き厳しいと予測されることから、プラントのアップグレードおよび拡張のための大規模投資を確保することが課題となるでしょう。
業界大手は、かわりに、既存の設備を活用して生産の合理化とスループット改善をはかることで、新たな効率化を模索しています。多くは、情報技術(IT)と制御
技術(OT)システムを統合することで、今日の大部分の「スマート」オートメーション技術を比較的少ない投資で活用することができます。

1  ExxonMobil 2017 Outlook to Energy: A View to 2040 Highlights

ガス処理施設は、将来の需要に応えるための設備拡大だけでなく、収益性に影響を及ぼす他のさまざまな課題に直面しています。

重要施設の健全性と性能に対
する可視性の限界 | PG 3

生産性の最も低い設備が施設
全体のペースを決めます。設
備の性能が低下したり、設備全
体に不具合が発生したりする
と、多大な時間とコストがかか
ります。また、下流で品質問題
が発生すると、最終的な販売
製品に悪影響を及ぼします。

スキッド統合が欠落してい
るため、全体像を描くこと
が困難 | PG 4

この10年間、モジュール式
工法の一般化は制御とレ
ポート報告システムのサ
イロ化を招き、プラント全
体にわたって生産を見渡
す能力を奪いました。

現在の生産および出力はプラ
ント設計本来の意図と一致し
ていない | PG 5

プラントにできることはもっと
あります。高度なプロセス制
御のギャップを埋めてくださ
い。MPCテクノロジの導入によ
って即効性がもたらされる工
程は、アミン処理、分留、硫黄
回収の3つです。

サイバー攻撃の脅威が絶え
間なく進化するため、プラン
トの物理的な安全性と実質
的なセキュリティを保証する
ことが困難 | PG 6

変化し続けるサイバーセキュ
リティのベストプラクティス
に足並みを揃えることは継続
的な課題であり、サイバー攻
撃の蔓延率と深刻度は増す
ばかりです。重要となるのは、
戦略的な安全性およびセキュ
リティ対策の開発です。

ガス処理設備全体の情報接続によって生産の可視性が得られ、戦略的運用の意思決定を周
知させることで以下を実現することができます。

プロセスの 
効率および信頼
性を高める

ダウンタイムの 
リスクを低減 

エネルギー 
消費を最小限
に抑える 

既存の設備を 
活用してスルー
プットを向上

熟練労働力の減少 | PG 7

特に遠隔地にあるガス処
理施設は常に優秀な人材
の発見と維持に苦慮してい
ます。技術の進歩の結果、
必要最小限の人員による
プラント運用や完全遠隔制
御の可能性が生み出され
ました。



既存資産の活用

資産運用プロセスの管理
多くの新規プラントでは、初期建設時、設備の提供を複数のベンダーに依頼することの副作用に気
づきつつあります。つまり、資産の運用テクノロジの文書化および導入におけるギャップです。これ
は、以下のような集中化された資産管理ツールを導入することで簡単に解決することができます。

メンテナンス戦略の 
見直し
包括的でプラント全体の設備メンテナン
ス戦略を導入すると、予定外のダウンタ
イムを即効的に減らし、金銭的に大きな
節約となります。多くのガス処理施設は、
非常に安価で交換しやすい設備に対して
さえ、極限まで設備を稼働させ、定期的に
メンテナンスを行なう方式から、予測的
で規律的なメンテナンス戦略にシフトし
つつあります。なぜでしょうか？プラント
内のある1つの領域で発生したダウンタ
イムは波及効果を生み、運用全体の生産
量と最終的な製品仕様に影響を及ぼス
可能性があります。

状態モニタは、マシンおよびプロセスパ
ラメータを測定するように設計されたシ
ステムです。障害の可能性が検出される
とアラームが鳴り、オペレータは事前に
問題を突き止めて解決することができます。

状態モニタソリューションは、単純なセン
サから携帯型のデータコレクタ、マシン
保護を標準的な制御システムと統合した
包括的なシステムまで、多岐にわたります。

適切な資産管理技術は、どの製造元であっても、既存資産の健全性を効率的に追跡できるため、運
用を改善することができます。

また、効果的な資産管理技術は、以前は設備に関する専門知識を持つ従業員でないと利用できな
かった資産に関する情報を表面化させます。これにより、ガス処理設備の経験レベルに関係なく、
組織内の社員全員が資産を健全に運用するために必要な情報に簡単にアクセスできるようになり
ます。

自動的にネットワークをスキャンし、接続されているデバイスおよびワークステーションコ
ンピュータを検出

追加データ、さらにネットワーク上で入手できないデータを手作業で入力することが可能

計測器のキャリブレーションスケジュールと証明書の管理に役立つ

プラント運営に必要なあらゆるバージョンのハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアの在
庫を管理・維持

ユーザが行なった作業の詳細な記録を保持して、監査および報告を合理化

リアルタイム情報へのモバイルアクセスを提供

データを安全に保つ

http://ab.rockwellautomation.com/Condition-Monitoring
https://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/products/factorytalk-assetcentre.page


プラント全体にわたってパフォーマンスを可視化

統合に影響を与えるパッケージ工法戦略
企業が石油価格の高騰や新たな生産技術(水圧破砕法、水平掘削法など)を積極的に活用する中、シェ
ールガス革命により、ガス処理業界ではプラント建設が盛んです。過去5～10年間、新規プラントをオン
ライン化するための迅速で安価な方法が模索されています。

その結果、新規プラントでは、従来工法(現場組立)にかわり、モジュール式の手法(複数のベンダーの
複数のスキッドを統合)が優勢になりつつあります。この新しい設計手法は、モジュール式工法、モジ
ュラースキッド設計、またはパッケージ工法と呼ばれます。この新しい工法は柔軟性および拡張性に
優れ、プロジェクト完了までの時間も短縮されますが、統合上、深刻な課題もあります。また、30もの
スキッドビルダーのサービスを必要とする大規模プラント建設の場合、スキッド統合のプランを立て
ることが不可欠です。

ロックウェル・オートメーションは、土木会社、機械装置メーカ(OEM)、スキッドビルダーと連携しながら、
プロジェクトスケジュールの改善と当社の制御システムとの統合を簡素化することでコストを削減す
る機能仕様を確立しました。最先端の分散制御システム(DCS)であるPlantPAx®は、ロックウェル・オー
トメーションのCENTERLINE® MCCやPowerFlex®などのパワー機器を含めた全範囲のプロセス機器
を制御できるスケーラブルで柔軟性のあるプラットフォームです。ロックウェル・オートメーション
は、DCSおよび可変周波数ドライブ(VFD)やモータ・コントロール・センタなどの動力管理システムから
のプロセスデータや動力データ、およびエッジデバイスのデータの管理で独自の地位を築いていま
す。EtherNet/IP™や61850などのプロトコルの統合によって、オペレータは新しいレベルのデータにア
クセスすることができ、その結果、最適化への取り組みを周知させ、運用においてより良い意思決定
を下すことができるようになります。

接続における 
コスト削減

FactoryTalk® VantagePoint® EMIは、複数
のシステムおよびプラットフォーム間
のデータ収集を自動化することで既
存のデータ収集コストを大幅に削減し
ます。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)のソースと接続するためのコネクタ
が標準品として同梱されています。他のシ
ステムと接続するためのコネクタはオプシ
ョンとして入手可能です。

FactoryTalk VantagePoint EMIでは、リアル
タイムのライブデータを収集するだけで
なく、FactoryTalk Historianやサードパーティ
のヒストリアンからの情報を使用してトレ
ンドを把握することができます。

データ統合の最適化ための 
検討事項

•	共通ネットワークプロトコル：EtherNet/IP

•	アラーム機能：警告対象とそのタイミン
グだけでなく、何に対して警告しないか
を決める

•	標準化されたHMIセキュリティおよび視
覚化

•	文書化の標準

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/ftalk-pp028_-en-p.pdf


モデル予知制御で業務を賢く楽に遂行
モデル予知制御(MPC)テクノロジ(高度なプロセス制御のための技術)は、現在および予測された運用データを継続的に評価し、そのデータと
期待する結果を比較し、リアルタイムの監視設定目標を計算してダウンロードします。

現在の生産および出力が、プラント設計本来の意図と一致しない場合は、MPCがこのギャップを埋める役割をします。MPCを効果的に活用す
ることによって、すべての蒸留塔のプロセス安定性を改善して変動を低減し、歩留りおよび生産量を上げ、エネルギー消費量と排出を削減す
ることにつながります。

MPCテクノロジの導入によって即効性がもたらされる工程は、アミン処理、分留、硫黄回収の3つです。ガス処理施設のMPCについては、弊社
のWebサイトのガス処理のページをご覧ください。

ガス処理業務の最適化

アミン処理
お客様の課題：
•	夏季は設備の制約が目立つ
•	エネルギー使用が非効率的
•	設備の生産率を最大化する可能性を	
阻害

MPCのメリット：
•	プラントのスループットを最大4%向上
•	アミン処理プラントのエネルギー消費量
を最大20%削減
•	パイプラインのガス品質を安定させ、販
売パイプラインのシャットダウンを防止
•	排出違反を引き起こす可能性のある硫黄
回収装置への酸性ガス供給の変動を緩和

分留
お客様の課題：
•	仕様外の分留生産
•	夏季の生産率の鈍化
•	フィード組成の変更時の設備不調
• NGL動作マージンを最大化する機会の
逸失

MPCのメリット：
•	最も貴重なNGL成分の歩留りを3%向上
•	夏季の生産性を向上
•	反跳エネルギー消費量を最大10%削減
•	生産量を最大5%向上

硫黄回収
お客様の課題：
• SO2排出の増大
•	酸性ガス組成の変更への対応が困難
•	環境温度の変化に対する対応が困難
MPCのメリット：
• SO2排出を削減して環境コンプライアン
スを達成
•	硫黄回収を最大4%改善

https://www.rockwellautomation.com/global/industries/oil-gas/overview.page?pagetitle=Gas-Processing&docid=0b73539844c3aebcedb64b8aff75e9c1


安全
ガス処理業界において、特に規格が常時更新され、テクノロジが進化すると、機能安全の難易度は高く
なります。「グリーンフィールド」施設の建設であれ、既存施設の最新化であれ、安全リスクの緩和につ
いて理解することが不可欠です。

• スケーラブルな安全計装システム(SIS)を使用すると、ガス処理施設は、具体的なニーズに応じて必要
となるさまざまなレベルのリスク緩和策を適用することができます。このシステムは、分散安全、柔軟
なアーキテクチャ、安全度水準の組み合わせが要求されるアプリケーションに最適です。

• あらかじめ標準化されたSISソリューションは、旧式プラントの機能ギャップを埋め、具体的なビジネス
課題に解決するのにも役立ちます。これらのシステムは、経年劣化しているか、不適合の安全システ
ムを交換する際、リードタイムの短縮と導入の円滑化を支援します。

コンプライアンス
ガス処理施設は安全規格や条例を遵守するだけでなく、厳しい環境規制にも従わなければなりません。
最先端のDCS、仮想センサ、および視覚化ソフトウェアがあれば、オペレータは、計測が困難な区域であ
ってもガスの流れを追跡し、排出を監視することができます。この情報を使用してオートメーション・コン
プライアンス・レポートや例外時のレビュー手順書を作成し、市場投入までの時間を短縮することができ
ます。また、潜在的な有害物質の排出について規制当局に報告する場合にも活用できます。

セキュリティ
接続性を強化した運用は、資産活用を高める新たなチャンスとなりますが、同時にセキュリティ上のリス
クも高まります。ガス処理施設は、包括的なセキュリティ手法の導入によって知的財産、人材、資産を守
る必要があります。多重防御アプローチでは、どのようなセキュリティ対策でも1つだけでは破られてし
まうことが前提となっているため、防御策を多重に張りめぐらします。

シスコ社とロックウェル・オートメーションは共同で、ガス処理施設のための単一の統合ネットワークイン
フラ上に共通ネットワークおよびセキュリティ環境を実現しました。ロックウェル・オートメーションとシス
コ社との戦略的提携については、弊社のWebサイトをご覧ください。

安全、コンプライアンス、サイバーセキュリティ上のリスクを低減 リスクを6つのレベルで狙い撃つ：

多重防御 
セキュリティ

ポリシー

物理的

ネットワーク

コンピュータ

アプリケーション

デバイス

https://www.rockwellautomation.com/global/products/safety-instrumented-systems/overview.page?
https://www.rockwellautomation.com/global/sales-partners/overview.page?pagetitle=Cisco-Strategic-Alliance&docid=a82707efda45ac3e50dee263a578f44c


メンテナンスおよびサポートの簡素化

簡素化されたメンテナンス
オペレータは、特に新規採用者であれば、今日のガス処理プラントを構成するさまざまなオー
トメーションテクノロジの組み合わせに対応しなければならないという課題に取り組まなけれ
ばなりません。コネクテッドエンタープライズ環境の構築によってこれらのテクノロジを標準
化、統合すれば、メンテナンス技術者およびサポートチームが精通しなければならないシステ
ムの数を減らすことができます。

その結果、トラブルシューティングや修理が迅速化され、サポートコストも削減できます。退職
間近の作業員が退職する前に重要な「部門内知識」を確保する際にも、メンテナンス情報を入
手して記録する機能が役立ちます。今日、オペレータが自分が監視しているガスプロセスに関す
る情報を入手し、洞察する上で大きな役割を果たしているのが、機械学習とデータ分析です。

遠隔操作
ガス処理プラントは、遠隔サポートを導入することによって、作業員の安全、プラントの稼働時
間、設備メンテナンスに関連する目標を根本的に見直すことができます。

プラント責任者は、障害発生後に専門家を現場に配置するか、プラントに派遣するかわりに、リ
モートアクセスを使用することで集中管理拠点からサポートを提供することができます。また
は、社内専門家の雇用や保持に苦慮している場合は、サードパーティのリモートモニタおよび
サポートシステムを活用して生産実績をリアルタイムで追跡し、問題発生時には現場にアラー
トで注意を促すことができます。

ポホクラガス田 
遠隔操作のために 
標準を設定

ノースアイランドにあるポホクラガス田
は、ニュージーランドの天然ガスの45%以
上を生産し、産業用および国内向けに消
費されています。

目的：

ポホクラプラントの遠隔操作の成功によ
り、ロックウェル・オートメーションが提供
する、同様の簡単に拡張可能なソリュー	
ションを利用してプラントがさらに1基建
設される予定です。

400V MCCおよびプラントの11kV
主配電盤の電力スイッチギア
は、遠隔制御室から操作可能に
なりました。

MCCは、インテリジェントネットワ
ークの主要なプラント制御シス
テム上で統合されているため、
ガスステーションからの情報を
制御室にフィードバックすること
ができます。

ソリューション：

完全無人サイトを確立する：DCS
を使用してプラント運用を遠隔
制御室からオフサイトで実行

https://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-maintenance-support/overview.page?pagetitle=Remote-Asset-Monitoring-%26-Analytics&docid=54efdf4b327826bba40b1497821bff54
https://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-maintenance-support/overview.page?pagetitle=Remote-Asset-Monitoring-%26-Analytics&docid=54efdf4b327826bba40b1497821bff54


データ変換は、ガス処理業務を社内の専門家につなげることで、まったく新しいビジネス手法への扉を開きます。その結果、ガス処理会社
は、陳腐化した設備の制約から即座に解き放たれます。また、スキッド間の接続を提供することで、運用の全体像をつかむことができます。コ
ネクテッドエンタープライズ導入のメリット：

ガス処理の変革

資産活用、ダウンタイム、および製品品質のリア
ルタイム考察による、継続的改善への取り組み

安全、環境、およびセキュリティに関するリスクの
理解増進

簡素化されたトラブルシューティングとメンテナ
ンスによるダウンタイムの削減とサポートコスト
の低減

遠隔監視やサポートの活用などでスキル不足を補い、
ビジネスチャンスを拡大

エネルギー消費に関する新たな洞察を得ることで、 
より優れたエネルギー利用戦略を推進

データの統合と分析を通じて、最適化と効率改善のた
めの機会を拡充



PlantPAx、Integrated Architecture、FactoryTalk Historian、FactoryTalk VantagePoint EMIは、Rockwell Automation, Inc.の登録商標です。 
EtherNet/IPは、ODVA Inc.の商標です。
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ロックウェル・オートメーション (NYSE:ROK)は、産業用オートメーションに専心する世界最大の企業で、お客様の生産性を高め、地球に
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