flare.IQ

RSR 63.670 適合へ向け
た総合的な プラグアン
ドプレイソリューション

はじめに

2015 年12 ⽉、⽶国環境保護庁（EPA）により製油所のフレア 設備を対象
とした最⼤達成可能管理技術（ MACT ）RSR 63.670 が決定され、各製
油所には2019 年1 ⽉30 ⽇までにこ れに完全に適合することが求められ
ています。
この基準は、主にフレア の流量測定と燃焼効率に適⽤される
もので、重要な条項が多く含ま れています。
MACT RSR 63.670 の詳細に
関しては、EPA のウェブ サイトwww3.epa.gov.をご覧ください。

RSR 63.670 への確実な適合

包括的なフレア設備⽤ソリューションの開発に伴う潜在的な複雑さや
困難な状況、不可抗⼒のリスクを抱えられた事業者も、
それらの負 担を
Panametrics との提携で取り除くことができます。
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Panametrics のフレアガス流量測定分野における知識と実績に、世界
的にも ⾼⽔準の制御の専⾨知識を組み合わせたflare.IQ は、製油所の
RSR 63.670 への適合を確実にする総合的なプラグアンドプレイソリ ュ
ーションです。
必要なソフトウェアアルゴリズムはすべて含まれ、時間 の
かかる追加の開発作業は必要ありません。
flare.IQ はソフトウェア ベー
スのソリューションで、既存のデータ通信システムと容易かつシーム レス
に接続できる利便性の⾼いWindows®ベースの産業⽤コントロ ーラに
実装されています。
flare.IQ のご利⽤により、
フレア設備が RSR 63.670
の要求事項の範囲内で運転されるように制御できる ようになります
（Panametrics の署名⼊り適合証発⾏）。
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フレア設備全体の⾼効率化

flare.IQ には、適切なフレア制御における最も困難な局⾯に対処す る
ために必要なすべてのアルゴリズムがあらかじめプログラムされていま
す。
Panametrics の特許出願中のSmartSteam 制御アルゴリズムは、
そ
れぞ れのフレア設備に固有のフィンガープリントに対してカスタマイズで
きま す。
このプログラムでは、代替モデルを使⽤して⽬に⾒えるガスの排
出 をなくすためのフレア流量と必要な⽔蒸気量の相関を求めます。

また、flare.IQ はガスクロマトグラフ
（GC）に起因するBTU 測定の 遅延時
間の問題に対処する特許技術を採⽤しています。
GC で得ら れるフレア設
備のBTU の読み値は、
フレア燃焼ゾーンで必要な破壊 効率を達成する
ために重要な⼊⼒です。
flare.IQ は、⾳速を利⽤し てGC の低頻度の読み
値をほぼ連続的なフィードバックにつなげ、事 業者のフレア設備全体の
制御を改善します。

BTU 測定値は、GC が本質的に抱える遅延時間のため、約15 分 間隔で
更新されます。
flare.IQ にはメイクアップガスや補充ガス、⽔ 蒸気に対し
て粗調整を⾏う調整アルゴリズムが搭載され、GC の15 分間隔の更新の
間のさらに狭い制御間隔でのフレア設備の運転が 可能になります。
これ
により、
フレア燃焼ゾーンで適切なBTU レベルを 維持するためのメイク
アップガスの使⽤量を最適化できます。
また、GC の読み値が更新される
と、flare.IQ の調整アルゴリズムはそれを 学習し、最適な調整のためにそ
の値を調節します。

コスト、時間、
リスクの削減

Panametrics の特許出願中のプロセス最適化アルゴリズムは、
フレアの
特性値 のフィードバックをほぼ連続的に⾏い、⽔蒸気や補充ガスの消費
量を 削減し、運⽤コストを低減するのに役⽴ちます。
Panametrics の特
許出願中の アルゴリズムを採⽤することにより、
カロリーメータや⽔素分
析計といっ た測定器への設備投資の必要性も低減できます
（BTU 測定
でガス クロマトグラフを使⽤している場合）。

flare.IQ は、2019 年1 ⽉30 ⽇までに基準に適合するためのスケ ジュー
ル管理や導⼊リスクの管理をより適切に⾏うために役⽴ちま す。
フレア
設備全体を制御するアルゴリズムがそろっているため、要求 事項を実装
するためのプログラミングに貴重な時間と予算を使う必要 性がなく、制
御技術者はプロセス制御の最適化に専念できます。flare.IQ は、
フレア制
御のためのシステムや全社的なソリューションを 導⼊するための相乗効
果のあるアプローチを提供します。
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プロセッサ

• Intel 1.66 GHz 64 bit 組み込み
プロセッサ
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• 19 インチラック収納可
動作温度

• 0°C〜+60C（ご要望に応じて
拡張可）

接続

• 診断の表⽰

• 2 GB フラッシュメモリ

• 1 Gbps UDH 冗⻑接続（イーサ
ネット）

• 1 Gbps IO Network 冗⻑接続（
イーサネット）

• ⾼速インテリジェントシリアルリ
ンク
（1 Mbps）4 ペア

ビデオ／グラフィックインターフ
ェース
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設置

• DDR2 667/800 MHz 1GB

• 1 Gbps 専⽤トラッキングポート
（マスタ／スレーブ⽅式トラッキ
ング シリアルリンク
（1 Mbps））
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LED 表⽰灯
電源

• 24 V DC ⼊⼒冗⻑電源

その他

• セットアップ⽤USB/COM ポート
• ⾼速制御ループ40 ms

• NTP 時刻同期 ±1 ms

• QNX リアルタイムオペレーティ
ングシステム

• VGA ディスプレイポート
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⻘＝⽔蒸気が不⾜した状態。
煙を伴うフレアが発⽣、過剰な補充ガスが消費される。

緑＝⽔蒸気が過剰な状態。
flare.IQ コントローラがこれらの制御ギャップを減らすかなく
すことにより、
フレア設備はNHV の変化にリアルタイムで応答して運転される。
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