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エチレンプラントのような連続運転を行う石油化学プラントでは，予期しない設備故障やメンテナンスの発生

がプラントシャットダウンを引き起こす。これを回避するために，運転状態を常に監視している。しかし，プラ

ントでは様々な要因が複雑に絡み合い問題が発生するため，人がプラントの状態を把握し，予期しない故障・メ

ンテナンス発生の予兆を知ることは難しい。このような問題を解決するため，我々はエチレンプラントのお客様

と一緒に，AI を使った解析（AI 解析）で問題を解決する活動を実施した。お客様からフィードバックを受けなが

ら AI 解析を行った結果，数多くのセンサパラメータから問題の原因となるパラメータを見つけ出し，プラントの

状態把握や異常予兆検知が可能な AI モデルを提供した。本稿では，この活動の中で実施した AI 解析事例の紹介と，

AI がお客様に提供できる新しい価値について説明する。さらに，AI 解析による課題解決ビジネスの拡大の進め方

について述べる。

Unexpected equipment failures or maintenance may result in unscheduled plant shutdowns in 
continuously operating petrochemical plants such as ethylene plants. To avoid this, the operation 
status needs to be continuously monitored. However, since troubles in plants have various 
causes, it is difficult for human workers to precisely grasp the plant status and notice the signs of 
unexpected failures and need for maintenance. To solve this problem, we worked with a customer 
in an ethylene plant and developed a solution based on AI analysis. Using AI analysis based on 
customer feedback, we identified several factors from numerous sensor parameters and created 
an AI model that can grasp the plant status and detect any signs of abnormalities. This paper 
introduces a case study of AI analysis carried out in an ethylene plant and the new value that AI 
technology can offer to customers, and then describes how to extend the solution business with 
AI analysis.

1. はじめに

石油化学プラントは，一度プロセスを起動すると年単
位の期間で連続運転を行う。その途中で予期しない設備
故障やメンテナンスが発生すると，連続運転中のプラン
トはシャットダウンを引き起こすことがある。これは，
生産量の大幅な低下につながり，大きな機会ロスになる。
このことを回避するために，運転状態を常に監視しなが
らプラントの状態を把握しようとしている。しかし，現
状は予期しない設備故障の予兆検知はできておらず，問
題発生後にメンテナンス対応するにとどまっている。こ
れはプラント運営における大きな問題であり， 事象の予
兆を検知することは重要な課題となっている。

横河電機は，すでにプラントにおける AI 技術を活用
した事例を発表しているが (1)(2)(3)，今回，このような問題
を抱えている石油化学プラントの１つであるエチレンプ
ラントのお客様と一緒に，AI を使った解析（以下，AI 解
析という）でお客様の課題を解決する活動を実施した。
前述の困難な問題を解決するために，お客様とワーク
ショップを実施して適切なフィードバックを受けながら，
横河電機が持つプラントの知見（ドメイン知識）と AI と
を組み合わせて解析を行った。その結果，数百におよぶ
センサパラメータから，問題ごとに原因となるパラメー
タを見つけ出すことができた。そのパラメータを使って
運転状況を監視することで，設備の異常検知やプラント
状態把握が可能となる AI モデルを提供した。

本稿では，この活動の中で実施した AI による解析事例
の紹介と，新たに発見した AI が提供する価値について説
明する。さらに，この活動の経験から，AI 解析による課
題解決ビジネス拡大の進め方について述べる。
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2. エチレンプラントでの AI 解析

2.1 エチレンプラント
エチレンプラントは，炭化水素を熱分解後，分離精製

してエチレンなどの石油化学製品を生産する(4)(5)。一般的
な石油化学プラントにおいては，エチレンプラントが他
のプラントへの原料供給元となるため，プラントを稼働
させると年単位での連続運転が求められる。しかし，運
転中に設備等の予期しない問題によりメンテナンスが発
生した場合，緊急シャットダウンが必要になる。このよ
うなシャットダウンが発生すると，年間の計画生産量が
達成できなくなり，また供給先の石油化学工場へ原料供
給ができなくなるためエチレンプラント自身だけでなく，
その影響範囲は大きい。

このように連続運転が特徴であるエチレンプラントで
は，予期しない問題発生による緊急シャットダウンを回
避することが大きな課題となる。そして，シャットダウ
ン期間を少しでも縮小することができれば，お客様への
価値となる。

2.2 エチレンプラントで実施した AI 解析
今回，AI 解析を実施した案件を表 1 に示す。我々は，

エチレンプラントの複数の問題に対して，AI 解析を実施
し，問題発生の兆候を事前に把握するための予兆検知や，
問題の特定のための要因推定を行った。本稿では，表 1
に示す事例の中から次の二つの解析を紹介する。

 ● 事例７  リアクタの触媒性能の状態を把握する KPI の 
作成

 ● 事例３ 冷却塔の出口温度が高くなる原因推定

2.3  リアクタの触媒性能の状態を把握する KPI の作成
2.3.1 対象プロセス

エチレンプラントでは分解ガソリンが作られ，その分
解ガソリンからベンゼンが生成される。その過程で原料
に水素を添加し，リアクタで不純物を除去する。このリ

アクタを安定的にかつ長期間運転させるためには，原料
の成分組成に合わせて水素添加量や温度の調整をしなが
ら運転を行わなければならない。

2.3.2 お客様の問題
リアクタの触媒が劣化すると，触媒の性能低下が必ず

起こる。しかし，現在は触媒の状態を正確に把握できな
いため，触媒の性能低下の有無にかかわらず定期的に触
媒の活性化や交換を実施している。その結果，まだ使え
る触媒についても交換しており，このような過剰なメン
テナンスを行っていることが問題となる。また，触媒の
急激な劣化により予期しない性能低下が発生すると，生
成物中の不純物濃度の上昇を引き起こし，製品としての
品質基準を満たせなくなり不良品となる。これにより，
不良品破棄による原材料の損失，不良品を還流させリア
クタに通すことによるコスト増や生産量減の損失を引き
起こす。また，緊急メンテナンスが必要となるため，プ
ラントをシャットダウンしなければならない。緊急メン
テナンスは，計画されているメンテナンスではないため，
通常より対応に時間がかかり，設備停止時間が長くなる。
これにより，生産計画に大きな影響が発生し，計画して
いた年間生産量を達成できなくなってしまう。

2.3.3 問題を解決するための課題
前節で述べた問題を解決するために，リアクタの触媒

性能の状態を推定し，その状態を示す指標を提供するこ
とを課題として設定した（表 2）。状態を推定できる指
標を提供できれば，触媒の劣化による性能低下の兆候を
知ることができる。これにより，触媒の性能低下により
メンテナンスが発生する時期を事前に把握することが可
能となり，過剰なメンテナンスを防ぐことができる。ま
た，事前にメンテナンスの準備やプランの検討ができる
ことで，メンテナンス時間の短縮が可能となり，プラン
トシャットダウン期間の短縮につながる。我々は，この
課題解決を目指し，解析を実施した。

表 1 解析を行った事例

事例 対象設備 解析内容

１ アセチレンリアクタ リアクタの効率低下の予兆推定

２ エチレンプロダクトポンプ ポンプの異常予兆推定

３ 冷却塔 冷却塔の出口温度が高くなる原因推定

４ 分解炉 炉の状態を把握する KPI（Key Performance Index）の作成

５ 冷却用コンプレッサ コンプレッサの稼働限界時の要因の特定と状態を把握する KPI の作成

６ 冷却用コンプレッサ →５と同じ

７ リアクタ（ベンゼン生成） リアクタの触媒性能の状態を把握する KPI の作成

８ ブタジエンリアクタ リアクタの効率低下の予兆推定
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2.3.4 解析と結果
AI 解析のためには，設備が安定的に稼働していた時期

と，メンテナンスによって停止していた時期の情報が必
要となる。表 3 は，解析対象の期間である２年間にリア
クタを停止して触媒の交換を行った３回のメンテナンス
の実施理由である。３回のメンテナンスのうち，１回目
と３回目は半年に１度実施する計画された定期メンテナ
ンスであり，２回目は，触媒劣化よる性能低下により，
生成物に規定値以上の不純物が検出されたことによる緊
急メンテナンスである。また，触媒の交換を伴わない活
性化のみのメンテナンス時期や，安定的に稼働していた
時期の情報もお客様から入手した。

お客様から受け取った情報から，安定稼働時のプロセ
スデータと，２回目のリアクタ停止の原因となった触媒
の性能低下による緊急メンテナンス前のプロセスデータ
とを学習データとした。その学習データを使って AI によ
る解析を行い，学習モデルを作成した。そのモデルを用
いて，２年間のプロセスデータを評価した結果を図 1 に
示す。図 1 のグラフの横軸は時間，縦軸はリアクタの触
媒性能を示す健康度である。健康度の数値が高いほどリ
アクタの触媒性能が高いことを，数値が低いほどリアク
タの触媒性能が低いことを表す。また，灰色の領域は，
リアクタの触媒の交換や活性化のメンテナンスにより，
一時的に装置が停止していた時期である。

図 1 リアクタの触媒性能（健康度）の推定

AI により推定されたリアクタの健康度を見ると，メン
テナンスによる停止後は健康度が高くなり，リアクタの
触媒性能が良い状態に戻ることがわかる。しかし，時間
の経過とともに健康度は右肩下がりとなり，リアクタの
触媒性能が低下している。健康度が低い時期は，リアク
タの触媒劣化のため性能が低下し，このまま使い続ける
と生成物中の不純物の濃度が規定値以上になる可能性を
示している。我々は，AI を使ってリアクタの触媒の性能
を確認できる健康度をお客様に提供した。そして，その
指標が，過剰なメンテナンスを防ぐことや，事前のメン
テナンスの準備やプランの検討によるメンテナンス時間
の短縮という価値につながることを確認できた。

2.4 冷却塔の出口温度が高くなる要因推定
2.4.1 対象プロセス

エチレンプラントには，原料（エタン，ナフサなど）
を分解炉で加熱した後で，さらに分解が進むことを防ぐ
ために，冷却塔で冷やす必要がある。その場合，加熱さ
れた原料が冷却塔に送られ，そこで低温の水を吹きかけ
て原料を急速に冷却する。冷却で使用した水は暖かくな
り，施設内の様々な熱交換器によって熱回収が行われ，
冷却水として再利用される。

2.4.2 お客様の問題
お客様のプラントでは，夏になると外気温が上昇し，

冷却塔の頭頂部の温度が高温になり，原料の冷却が期待
通りに行われないことがある。原料の冷却が十分に行わ
れないと，反応が想定以上に進んでしまい，必要な成分
を分離できなくなる。これは，収率の低下，及び品質低
下につながる重大な問題である。この問題を回避するた
め，お客様はいくつもの改善を行い，温度上昇を抑える
ことができたこともあった。しかし，分析が十分ではなく，
どのように改善したのかを十分には把握できていなかっ
た。そのため，冷却塔頭頂部の温度上昇を引き起こして
いる運転状態とその原因を，正確に把握することができ
ていなかった。

2.4.3 問題を解決するための課題
前節で述べた問題を解決するために，冷却塔頭頂部

の温度上昇を引き起こす運転状態を示す指標をプラント
データから提供すると共に，この温度上昇の原因となる
パラメータを特定することを課題として設定した（表 4）。
この指標とパラメータを提供できれば，オペレータは現
在の運転が温度上昇を引き起こす，ような運転か否かを
知ることができ，その原因となるパラメータのみを確認
することで，簡単かつ迅速に運転の改善につなげること
ができる。我々は，この課題解決を目指し，解析を実施
した。

表 2 お客様の問題と解決するための課題

問題 リアクタの触媒劣化による性能低下状態が分か
らない。

課題 リアクタの触媒性能の状態が把握できる指標を
提供する。

表 3 リアクタの触媒交換による停止の情報
停止回数 理由

１回目 定期メンテナンス

２回目 規定値以上の不純物検出による緊急メンテ
ナンス

３回目 定期メンテナンス

2017 年 2018 年 2019 年

0

-2

2

触媒交換や活性化を実施したメンテナンス期間

時間

触
媒
性
能
を
示

す
健
康
度

触媒性能が高い

触媒性能が低い

13 13
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2.4.4 解析と結果
冷却塔頭頂部の温度はある年の４月から８月にかけて

徐々に温度が上昇し，40℃を超える状態が続いていた。
一方，翌年の４月以降は前年と同様な温度変化が見られ
ない。図 2 に冷却塔頭頂部の温度変化を示す。

図 2 冷却塔の温度変化

これは，お客様の操業改善活動により，温度上昇を抑
えることに成功した時期である。この温度が上昇した期
間と改善により温度上昇を押さえることができた期間を
学習データとして，AI による解析を行い，学習モデルを
作成した。

AI 解析による要因推定の結果，冷却塔の温度・冷却水
の流量などを含む関連ありそうないくつかのパラメータ
を抽出した。さらに，これらのパラメータの妥当性を横
河のプロセスのエキスパートに確認した。その結果，こ
れらのパラメータは冷却塔周辺の熱交換器の温度や流量
を示しており，頭頂部の温度上昇の原因となりえること
が分かった。

作成した学習モデルを使って１年半分のデータを評価
した結果を図 3 に示す。図 3 のグラフの横軸は時間，縦
軸は冷却塔頭頂部の温度上昇を引き起こしやすい運転状
態を示す健康度である。健康度の数値が高いほど温度上
昇を引き起こしにくい運転状態を，数値が低いほど温
度上昇を引き起こしやすい運転状態であることを表す。
2018 年の夏は運転状態が悪かったが，2019 年の夏に
なっても運転状態が悪くならず，安定した操業を行った
と推定した。

図 3 冷却塔の運転状態（健康度）の推定

我々は，AI が導き出した冷却塔頭頂部の温度上昇を引
き起こす運転状態かを判断することができる指標として，
健康度をお客様に提供すると共に，この温度上昇の原因
となるパラメータを示した。そして，この指標が悪化し
た際には，オペレータは温度上昇の原因となるパラメー
タのみを確認することで，簡単かつ迅速に運転を改善で
きるという価値につながることが確認できた。

3. 解析プロジェクトをから得られた知見

我々は，エチレンプラントにおける解析プロジェクト
において，お客様の要求を分析し，本当に解決したい問
題は何かを見つけ，その問題を確認しながら解析を実施
した。その結果，お客様と一緒に解析プロジェクトを成
功させることができた。この経験を通じて次の二つにつ
いて知見を得ることができた。
1.　プラントでの AI の新しい活用方法
2.　お客様と一緒になって解析を進める必要性

次節で，これらの内容を説明する。

3.1 プラントでの AI の新しい活用方法
今までの解析経験では，異常の要因特定や予兆推定が

お客様の要求として多かった。しかし，今回の解析プロ
ジェクトを通して，お客様の要求は，誰もが簡単にプラン
トの状態を把握できることであり，そのために提供する価
値は，プラント状態を示す指標であることが分かった。誰
もが複数のセンサ値を監視できるが，それらの値から簡単
に状態を把握することは誰もができるわけではない。しか
し，状態を示す指標は，この問題を解決できる。プラント
では数多くのセンサを使い，いくつもの状態を常に測定し
ている。その中で，オペレータは多くのセンサの値を監視
しながら，現在の状況を判断し，問題が発生した際には対
応を求められる。しかし，人手で間違いなく対応すること
は非常に困難である。したがって，どのオペレータでもプ
ラントの状態を簡単に把握でき，異常発生時に注目すべき
センサがわかり，次の行動につなげられるようにすること

表 4 お客様の問題と解決するための課題

問題
夏の冷却塔頭頂部の温度が高温になる問題をど
のように解決したかの分析が不足している。

課題

1. 冷却塔頭頂部の温度上昇を引き起こす運転状
態を把握できる指標を提供する。

2. 冷却塔頭頂部の温度が上昇する原因となるパ
ラメータを特定する。

温
度
(℃
)

時間

40

50

20

30

温
度
(℃
)

温度上昇区間 2018 年と同様の温度
変化は見られない

2019
7 月

2018
10 月

2018
1 月

2019
1 月

2019
4 月

2018
4 月

2018
7 月

時間

運
転
状
態
を
示
す

健
康
度 0

4

8

-8

-4

温度上昇を
引き起こさない

温度上昇を
引き起こす

2018
10 月

2018
1 月

2019
1 月

2019
4 月

2018
4 月

2018
7 月

2019
7 月

1414
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は，お客様にとって重要な課題である。
そのため，この課題を解決することは，プラントの安

定運転のための価値になる。この課題を解決するために
AI を導入，活用することで，異常状態の主要因とその要
因を示すセンサを見つけることができるようになる。さ
らに，数多くのセンサを監視しなくても，プラントの状
態を誰もが簡単に知ることができる指標を示すことがお
客様の価値に繋がることがわかった。

3.2 お客様と一緒になって解析を進める必要性
この解析プロジェクトでは，データ解析を行うデータ

サイエンティストだけでなく，エチレンプラントのドメ
イン知識を持ったドメインエキスパート，学習モデルを
組み込んだシステムを構築するエンジニアなどの様々な
分野のエキスパートがお客様と一緒になって課題解決を
行った。AI という技術と，お客様やドメインエキスパー
トの知見を組み合わせることで，今まで解決が難しかっ
た問題に対して解決策を見つけられることを，課題解決
のプロセスの中で実感できた。

4. AI 解析のプロセスの定義

前節で述べたように，課題解決のためには AI 技術だけ
でなく，人の知見が重要な要素となることがわかった。
この経験から，人の知見を活用して解析を進めるプロセ
スは，現在世の中で注目されている OODA ループに則っ
て考えるとうまく説明できる。そこで，OODA ループの
考えの下，AI と人の知見を組み合わせた課題解決プロセ
スとして “AI ＋ HI（Human Intelligence）in the Loop” を

図 4 のように定義した。
“AI ＋ HI（Human Intelligence）in the Loop” では，次

の四つのフェーズを１ループとして実行する。
1.　課題設定（ワークショップ）
2.　方向づけと高度な解析
3.　アクション（システム化）提案と判断
4.　アクション（システム化）実行

各フェーズについて，以降の節で詳しく説明する。

4.1 フェーズ１：課題設定（ワークショップ）
フェーズ１では，解決すべき課題を明確化して，その

課題を解決した状態（ゴール）を設定する。横河のドメ
インエキスパートとコンサルタントが議論に参加し，プ
ラントで発生している問題からお客様が本当に解決し
たい課題を明確にする。さらに，解析に必要なプロセス
データやメンテナンス情報を絞り込んでいきながら解析
可能な課題に落とし込んでいく。

4.2 フェーズ２：方向づけと高度解析
フェーズ２では，フェーズ１で設定した課題に対し，

課題を解決するための解析の方向性を検討し，決定する。
横河のドメインエキスパートとデータサイエンティスト
が，設定された課題に対して解析に必要なデータを定義
し，お客様からデータを入手する。そのデータを用いて，
AI，ドメイン知識，データサイエンティストの知見をそ
れぞれうまく活かしながら解析を行う。そして，お客様
とレビューを随時行うことで，お客様の知見も解析に組
み込み，さらに良い結果を求めていく。
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図 4 AI と人の知見を組み合わせた課題解決プロセス

1. 課題設定 ( ワークショップ )

2. 方向づけと高度解析 3. アクション ( システム化 ) 提案と判断

4. アクション ( システム化 ) 実行
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4.3 フェーズ３：アクション（システム化）提案と判断
フェーズ３では，お客様と合意したデータ解析結果に

基づき，その結果を活用するアクションを検討し，提案
する。解析結果から新たなお客様の問題が見つかりそれ
を解決するのであれば，フェーズ１に戻り課題設定から
再度ループを回すことを提案する。また，システム化に
移行するのであれば，解析結果を基に，状態の可視化や
異常予兆を監視するシステムの仕様を提案する。また，
各々の提案を実施するかどうかをお客様と合意する。

4.4 フェーズ４：アクション（システム化）実行
フェーズ４では，フェーズ３にてお客様との合意した

提案と判断に従いアクションを行う。課題を再設定する
という判断であれば，フェーズ１に戻る。システム化に
移行決断をしたのであれば，合意したシステム仕様に基
づき，AI システム，エッジコンピュータ，クラウド環
境，さらにエンジニアリングと言った横河のトータルソ
リューションを提供する。

以上の４フェーズのループを回し，AI ＋ HI でお客様
の課題を解決していく。

5. おわりに

本稿では，エチレンプラントにおけるお客様の課題に
対して，我々が AI を用いてお客様と一緒になって課題
を解決した事例を紹介した。この解析事例から，エチレ
ンプラントにおける課題に対して AI による解析の有効性
と，お客様へ提供する価値について述べた。提供する価
値の中には，お客様と対話を重ねていくことで見つかる
価値もあった。お客様が求める真の価値を追求していく
ために，我々は今後もお客様と一緒になって改善に取り
組み，お客様の活動を支援していきたいと考えている。
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