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設備性能診断サービスによるエチレン分解炉の設備効率改善
－ 設備保全におけるエネルギー削減事例 －

Asset Performance Diagnostics for Improving Operation Efficiency  
of Ethylene Cracking Furnaces

- An Example of Energy Saving during Regular Maintenance -

太田 啓和 *1

Hirokazu Ota

本稿は，横河電機の設備の最大活用を実現するプラント設備効率改善サービス InsightSuiteAE の内の１つであ

る設備性能診断サービスによるエチレン分解炉の設備保全時のエネルギー消費量削減による設備効率の改善実例

について報告する。エチレン分解炉の定期保全では，設備性能の低下の原因となるチューブ（反応管）内面に付

着したコークスを燃焼除去するデコーキングを行う際，チューブに蒸気と空気を供給する。従来，蒸気と空気は，

付着したコークス量に関係なく供給されていたが，設備性能診断サービスの故障モード診断を用いてコークスの

付着量に応じた定量化・可視化を行い，無駄な蒸気供給を行わないようにすることにより，エネルギー消費を削

減できる。横河電機は，それに基づいた保全計画をお客様に提案している。

This paper describes a case study of improving the asset performance of ethylene cracking 
furnaces through energy saving by Yokogawa’s Asset Performance Diagnostics service, one of 
the services of Plant Asset Effectiveness Optimization Service InsightSuiteAE. During regular 
maintenance of ethylene cracking furnaces, steam and air are supplied to tubes for decoking 
to burn and remove coke on them which may degrade the performance of the furnaces. Steam 
and air are usually supplied irrespective of the amount of coke adhered to the tubes. However, 
Yokogawa’s Fault Monitoring Diagnostics included in the Asset Performance Diagnostics service 
can quantify and visualize the amount of adhered coke and can eliminate wasteful steam supply, 
thus saving energy. Yokogawa is providing maintenance plans based on this solution.

1. はじめに

プラント設備の運転・保全に伴うエネルギー消費，
CO2 排出量削減が世界規模の課題となる中，横河電機で
は，このような課題をお客様と共に解決するソリューシ
ョンとして，プラント設備を対象とした設備性能診断
サービスを始めとするプラント設備効率改善サービス
InsightSuiteAE を提供している。設備性能診断サービス
では，設備の性能・健全性をリアルタイムで監視・診断，
可視化するためのツールとして InsightSuiteAE 設備診断
パッケージ（以下，ISAE 設備診断パッケージ）が用意さ
れており，効率的な課題解決が可能である。

本稿では，この ISAE 設備診断パッケージに含まれる多
変量統計解析を用いた「故障モード診断」を利用した課
題解決の事例を紹介する。横河電機は，エチレン分解炉
のチューブ（反応管）内面のコークス付着量の推定，定

量化を行い，付着したコークスを除去するデコーキング
時の蒸気と空気供給量を最適化することで，エネルギー
消費量を削減し，設備効率を改善する保全手法をお客様
に提案した。

2. 設備性能診断サービス導入の背景と課題

設備性能診断サービスを導入した石油化学会社におけ
る課題とサービスの導入までの経緯を説明する。

2.1 課題の背景
設備性能診断サービスを導入した石油化学会社では，

プラントのエネルギー消費量を削減するために，エネル
ギー損失の測定や必要な改善を継続的に実施するための
高度な監視システム導入，及びエネルギー効率の最適化
を実現する設備管理手法の構築が必要であると考え，設
備のなかでエネルギー消費量が大きいエチレン分解炉を
選定し，これに対する検討を行った。

*1 IA 事業部 ビジラントプラントサービスセンター
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2.2 保全における課題
エチレン分解炉では，原料のナフサ，ガスの熱分解

をチューブ内で行う際，チューブ内面にコークスが付着
する。コークスの付着量増加に伴い総括伝熱係数が低下
し，チューブ外壁温度であるチューブメタル温度（TMT: 
Tube Metal Temperature）が上昇するので，TMT が許容
限界温度に近づいた時点で，付着したコークスを除去（デ
コーキング）しなければならない。一般にエチレン分解
炉は複数のコイルチューブで構成されており，今回の対
象設備は，図 1 に示すように６つのコイルチューブセッ
トで構成されている。

図 1 エチレン分解炉のチューブ（反応管）の構成概要

このプラントの定期保全では，これらのチューブに蒸
気と空気を供給し，デコーキングしているが，現状，チ
ューブ内面のコークスの付着量を計測する方法が無いこ
とから，付着量の多少に関係なく，全てのチューブに同
量の蒸気を供給している。その結果，次の状況が想定さ
れる。

 ● コークスの付着量が少ないチューブでは，必要以上の
蒸気を使用している。

 ● コークスの付着量が多いチューブでは，蒸気量不足で
デコーキングが十分にできず，次の運転期間は残存コ
ークスにより熱伝達効率が低下するため，必要以上の
燃料を消費している。

 ● 残存コークスがある場合，完全にデコーキングした場
合に比べ，次の運転可能期間が短くなり，年間のデコ
ーキング回数が増加し，蒸気使用量も増加する。

2.3 設備性能診断サービスの故障モード診断の導入
課題の解決方法として，コークスの付着量に応じたデ

コーキングの蒸気供給量の最適化が上げられる。具体的
には，コークスの付着量の多少に関係なく一定であった
蒸気供給量を付着量に応じて調整し，過剰な蒸気量を削
減し，かつより完全に近いデコーキングを行うという最
適化である。

その実施には，各チューブのコークスの付着量の
定量化が必要である。定量化では，生産に影響を与え
ず，現場担当者で実践できることが前提とされたことか

ら，既設の分散制御システム（DCS: Dsitributed Control 
System）で得られるプロセスデータを利用できる「故障
モード診断」の導入を検討することになった。故障モー
ド診断は，設備性能診断サービスに含まれる多変量統計
解析手法を用いた設備診断である。

3. 設備性能診断サービス

故障モード診断を中心に，設備性能診断サービスの概
要を説明する。

3.1 故障モード診断の特徴
設備性能診断サービスで使用する ISAE 設備診断パッ

ケージには，オンラインでプロセスの異常状態を監視し，
多変量統計解析手法を用いてその要因となるプロセスデ
ータを特定する「故障モード診断」が含まれている。こ
の診断の特徴を以下に示す。
1) 判定条件作成の容易性

診断対象設備の正常・異常の判定条件を作成する際，
設備仕様，流体物性等を含めた複雑な計算式を使用せ
ずに，関連プロセスのセンサーから得られる時系列デ
ータのみを使用する。従って，数式，条件式のような
ロジックによる一般化された判定条件の作成が難しい
ケースでも，判定条件を作成できる可能性がある。
既存の正常・異常状態のプロセスデータがある場合，
新規にデータを取得する場合と比べ，より短時間に判
定条件の作成，検証ができる。

2) 診断対象設備に合わせた判定条件の作成
それぞれの診断対象設備のデータによって判定条件を
作成するので，プラント特有の外乱要素などを含めた
判定条件を作成しやすい。

3) 判定条件の追加・変更の容易性
プロセスデータを追加することによって，容易に判定
条件の信頼性向上，判定条件の追加・変更ができる。
例えば，原材料のグレード，供給量の切換え，季節変
動に容易に対応できる。

4) 診断結果確認の容易性
診断結果をリアルタイムで画面上に表示でき，現場担
当者が容易に設備状況を把握できる。

3.2  InsightSuiteAE 設備診断基本システム構成
ISAE 設備診断パッケージの運用には，既設 DCS のプロ

セスデータを利用する場合は，図 2 に示すように，本パ
ッケージをインストールした PC を OPC (OLE for Process 
Control) サーバーが接続されているネットワーク（イー
サネット）上に追加するだけでよい。

空気

ナフサ，ガス
蒸気

チューブ（反応管）
→ デコーキング実施

生成物

コイルチューブセット（全6セット）
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図 2 ISAE 設備診断基本システム構成

3.3  コークス付着度計測への適用
前述した故障モード診断の特徴と以下の理由から，故

障モード診断は，コークスの付着量に応じたコークス付
着度を計測するツールとして，当該石油化学会社のエチ
レン分解炉に適用できると考えた。

 ● 既設 DCS のプロセスデータのみで，コークス付着度を
推定できる。

 ● センサーの新規設置等の追加コストが発生しない。
 ● 過去に蓄積したデータがあり，事前に診断適用の妥当
性の検証が可能である。

 ● ソフトウエアを使用する現場担当者が，簡単な操作で，
診断結果を確認できる。

4. 設備性能診断サービスの導入事例

エチレンプラントへ設備性能診断サービスを適用した
事例を紹介する。

4.1 サービスの実施手順
設備性能診断サービスを実施するにあたり，エネルギ

ー消費の削減という課題に対して効果的なエネルギー管
理手法を確立するために，段階的な検討をお客様と共に
行った。

 ● ステップ１：　対象設備をエネルギー消費が大きいエ
チレン分解炉に選定後，関連する運転・保全の状況調
査と解析を実施

 ● ステップ２：　省エネルギーの手段，及び算定方法な
どを検討し，評価のための枠組みを規定

 ● ステップ３：　ステップ２の結果に基づき，お客様の
マネジメントに省エネルギー実現方法を提案
エネルギーコスト，保全コスト等はプラントや国毎に

異なるため，エネルギー削減効果の評価の精度を高める
ために，この過程が必要である。 

4.2 コークス付着度の計測と最適供給蒸気量の算出
ISAE 設備診断パッケージの故障モード診断による「コ

ークス付着度」の計測と，それに基づく最適供給蒸気量
の算出の方法を説明する。

故障モード診断は，一般に温度，圧力，流量等の多く
のプロセスデータによって示されるプロセスの「正常・
異常」，「異常原因」をリアルタイムで監視する。

算出に使用するデータには，対象設備の既設のセンサ
ーから得られるプロセスデータを使用した。また，以下
で説明する基準状態作成時に既存データを使用したため，
基準状態作成のためのデータを新規に収集する必要がな
く，一連の検討に要した期間は，３ヶ月程度であった。
1) 基準運転状態の作成

各プロセスデータは，コークスの付着量の影響を受け
ると考え，診断の基準として，十分にデコーキングさ
れた状態での運転データにより基準運転状態を作成し
た。定期保全での診断実行時には，この基準運転状態
に対して，図 3 に示すように，基準との差異を算出し，
炉全体，及び各チューブの汚れの程度として統計的に
評価する。

図 3 ISAE 故障モード診断による評価方法の概要

2) コークス付着度の計測
図 4 (a) に示すように，すべての対象プロセスデータ
の基準運転状態との差異を用いて計算した炉全体で見
た基準運転状態に対する汚れの程度は，通常，時間経
過に伴い大きくなる。定期保全時，炉全体の汚れの程
度の基準運転状態との差異，及び各プロセスデータの
基準運転状態との差異の時系列データを算出し，炉全
体の差異が，どのプロセスデータの差異によってどの
程度の影響を受けているのかを多変量統計解析を用い
て定量的に解析した。影響の度合いが大きいプロセス
データを持つチューブの方が，影響の度合いが小さい
プロセスデータを持つチューブよりもコークスの付着
量が多いと評価する。この影響度をコークスの付着量
を示すコークス付着度とした。図 4 (b) に，コークス
付着度の算出結果の例を示す。

3) 蒸気供給量の算出
コークス付着度を算出した後，炉全体の基準運転状態
との差異，及び各コイルチューブのコークス付着度か
ら，デコーキングに使用する総供給蒸気供給量，及び
各チューブへの蒸気供給量を算出した。

現場計器

イーサネット OPC InsightSuiteAE
設備診断パッケージ

DCS（分散制御システム）
  CENTUM（横河）

制御バス
  V-net

プロセスデータ 1

プロセスデータ 2

プロセスデータ n

デコーキングデコーキング

プロセスデータ 1, 2, ..., n

差異

差異
時間

①十分にデコーキングされた
　状態におけるプロセスデータ
　で基準運転状態を作成

②基準運転状態に対する
　炉全体の差異の算出

③基準運転状態に対する
　プロセスデータ毎の差異
　の算出

基準運転状態
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図 4 ISAE 故障モード診断による 
チューブのコークス付着度の可視化例

4.3 省エネルギー等，期待される効果
故障モード診断によって，チューブ毎のコークス付着

度を算出した。この結果に基づくデコーキング時の蒸気，
空気供給量の最適化，及びデコーキングの時期について
の検討から，以下の効果が期待できる。

 ● デコーキングのための定期保全までの運転期間を１日
延長

 ● デコーキング時の蒸気，及び空気使用量の最適化によ
る無駄の削減

 ● デコーキング実施時期の改善によるコイルチューブメ
タルの寿命延長

本事例では，１台のエチレン分解炉に対して診断を実
施した。本プラントは複数の同設備を有し，立案した保
全提案を全分解炉に適用した場合，１年あたり次の省エ
ネルギーの実現が見込まれる。

 ● 電力量 24 万 kWh （CO2 換算 134 トン） ＜推測値＞
 ● 蒸気  1700 トン （CO2 換算 265 トン） ＜推測値＞
 ● 燃料    300 トン （CO2 換算 795 トン） ＜推測値＞

4.4 保全計画提案
横河電機は，本サービスのステップ３として，以下のエ

ネルギー削減を可能とする保全計画を立案し，提案した。
 ● 次回定修時，調査対象の分解炉のコークス付着度に基
づくデコーキングを実施

 ● 診断に用いた「故障モード診断」，「蒸気供給最適化」
をプラント内の全分解炉に適用

4.5 今後の展開
定量的に算出されるコークス付着量に基づく蒸気供給

量の調整に要する作業時間を抑えるために，横河電機は，
プラント運転操作の自動化を支援する当社の Exapilot 運
転効率向上支援パッケージ (1) を使用した，図 5 に示すよ
うな蒸気供給量調整の自動化を提案しており，お客様は，
その導入を検討している。

図 5 エチレン分解炉診断と設備保全の自動化

4.6  お客様の声
お客様から以下のご意見を頂いている。

 ● InsightSuiteAE 設備診断パッケージは，プラント設備
の健全性を統合監視できる診断パッケージであり，他
社の診断ツールに比べてエンジニアが使いやすい。

 ● 結果をリアルタイムに画面上に表示することで，エン
ジニアが容易に設備の状況を把握することができる。

 ● エネルギー効率や保全ワークフローの改善を促進して
くれる InsightSuiteAE に大いに満足している。

5. おわりに

デコーキングに使用する蒸気供給量の最適化をするた
めの保全手法として，これまで計測できなかったチュー
ブ内面のコークス付着度の計測を可能とするツール ISAE
設備診断パッケージを導入し，それにより省エネルギー
を実現できる保全計画を提案した。この提案に対する検
証は，継続して実施しており，蒸気削減量の効果として
算出した値に対して，十分な削減効果を得ている。

エチレンプラントでのユーティリティ装置の機能は，
プラント毎に異なる。あるユーザは，電力，蒸気，燃料
を外部から購入している。あるユーザは，プラント内で
運転中に作られるオフガスから電力や蒸気を生産してい
る。従って，前述した削減効果はこれらの条件による違
いが生じる。

今回紹介した「故障モード診断」では，現場レベルで
の日常の運転・保全において，これまで蓄積したデータ
を活用することができる。同診断を他社の分解炉に適用
した事例では，設備のオンライン故障診断への応用を試
みている。また，本診断の汎用性の高さを活かして，他
の設備の故障診断への展開も検討している。
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