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1つの衝撃

2010年10月、わが国の設備管理関係者に1
つの衝撃が走った。それは、日本プラントメン
テナンス協会（JIPM）の「設備ユーザーのための
外面腐食研究会」が編纂した『外面腐食対策ガイ
ド』の発行による。
この研究会は、設備ユーザーに限定した参
加企業が各社の生データを持ち寄ることから始
まった。そして、個別の純技術解析のみならず、
経営的なメリットを見出すために統計解析をも
導入し、検査から補修・更新・新設までを含め
たトータルな「外面腐食管理サイクル」のガイド
としてまとめたものである。
設備ユーザーの高経年設備課題をダイレクト

にターゲットとしており、操業／運転を含めた
管理サイクルであることが、国内の多くのプラ
ントにおける実用性の高さにつながっている。
専門領域の趣が強いだけに、従来は「配管検

査の技術的手法」にのみ議論の多くが割かれて
きた。ここに統計的手法で検査対象を絞り込み、
その結果、いかに補修・更新・新設で解決を図
るか。さらにその結果、日常点検をどのように
活用し、トータルな検査費用を削減するか――
いわばそれまでの議論の常識を打破しており、
冒頭に述べた“衝撃 ”に至っている。
さて、この外面腐食研究は、当初より「主に装
置産業における高経年設備の設備管理課題を解

決するために、技術的な網羅性と経済性を両立
する『技術マネジメントの仕組み』の研究」として
位置づけられていた。
2011年度に至り、研究対象を拡大して新たに

「装置型『高経年設備』の保全研究会」として活動
を開始した。
ここでは、後述するワーキンググループ（以下、
WG）メンバーが参加してのはじめての会合に、
旭化成の経営トップ、藤原健嗣代表取締役社長
が応援にかけつけてくださった。
「保全は、経営を左右する重要マターである」
――保全経営の新たなムーブメントを予感させ
るこの会合をレポートする。

「装置型『高経年設備』の保全研究会」の誕生

上述のように「設備ユーザーのための外面腐食
研究会」を母体として、「装置型『高経年設備』の
保全研究会」が2011年10月5日に誕生した。
JIPMの技術研究は、「技術委員会」で研究テー

マが承認される。2011年 8月の同委員会で、
本テーマがMOSMS研究（経営に資する保全マ
ネジメントシステム構築研究）の流れとして一貫
しており、『外面腐食対策ガイド』はある企業の
スタンダードに採用される動きなどもある実績
を踏まえ、時宜を得たテーマとして承認された。
これを受け、晴れて10月5日第1回の研究会
を開催した。

プラントエンジニア編集部

保全経営ムーブメントの震源！！
装置型「高経年設備」の保全研究会
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ある。一方で、CUI
により漏れ等が生
じた場合の結果影
響度が著しく大き
い配管は、基準値を
最大腐食速度であ
る 0.55mm/ 年を適
用することも考え
られる。
　これから配管 CUI
管理、検査を始める
事業者においては、
自社の検査データの蓄積と解析を実施する前に、上記デー
タを採用し、優先順位を設定にすることは、非常に有効で
あると考える。
2）一方、調査結果において、0.2mm/ 年以上の腐食速度を
示す部位が存在しており、これらは、腐食しやすい “ 特異
点 ” である。こうした腐食速度の大きい事例についても、
事例ごとに情報収集した。これらには特徴的な結果も見ら
れ、CUI が発生しやすい条件・個所・環境を推定する視点
として有用な情報源と考え、典型的ないくつかの例を＜巻
末資料＞に収録した。重点点検個所の選定に資するととも
に、目視を含めた点検実施者の教育資料としても活用され
ることが期待できる。
　以上の情報により、経済的にも的確な検査方法を選択で
きる。その検査結果を受けて、効果的な保全・更新計画の
策定が可能となるのである。

●大きな反響
　『外面腐食対策ガイド』は、2010 年 10 月の発行以来大き
な反響を呼んでいる。
　日本プラントメンテナンス協会では、この反響を受けて 
2010 年度に「外面腐食対策ガイド 発刊記念説明会」を北
九州、水島、鹿島、京葉のコンビナート 4所で開催した。 
また、三重大学社会連携研究センターが主催するセミナー
に、この発刊記念説明会のプログラムと講師を提供した。
こうしたガイドの説明会等には、延べ約 400 人が聴講し
ている。
　また、より専門的な教育
を求める声に応えて、『外面
腐食対策ガイド』をサブテキ
ストとした「CUI ＆ ESCC 外
面腐食実践対策講座」が 2011
年 11 月に開講された。これ
も大きな反響があったため、
2012 年 3 月に再度追加実施
となり定員オーバーであっ
た。2012 年度も 11月 9日の
開催を予定している。

●『外面腐食対策ガイド』の特徴
　国内のコンビナート等多くの
化学プラントは、設置以来 35
～ 40 年以上経過しているもの
も少なくない。機器および配管
外面の「保温材下腐食（CUI）」に
おいては、劣化部と健全部の非
破壊的な分別が容易でないため
に対応が長期的に遅れた結果、
腐食減肉していることが予想さ
れ、抜本的な対応が必要な時期
にきていると考えられる。

　こうした経年劣化が懸念されるプラントや設備への対応
として、必要に応じた対応を網羅的にとる方法論が重要で
あり、これに必要なのは損傷・劣化現象の網羅的な抽出を
含む対応可能な合理的な評価である。
　すなわち、高経年設備のための保全の方法論は、劣化の可

能性を網羅的に検討
することであり、適
切な保全サイクルで
管理されていれば安
全である。劣化の可
能性のあるものにつ
いては、定量的な検
証を行う必要がある。
　多くの事業所で
は、CUI 検査の計画
的実施が必要である
と認識している。し
かし現状は、網羅的

かつ効果的に対策が実施できているとは言い切れない。
　こうした課題を、外面 CUI 対策を中心としたフローと
ともに示したものが、図「CUI 保全サイクル」である。
　『外面腐食対策ガイド』は、CUI 対策をすべての保全領域
からまとめた初の試みであり、また技術的かつ経済的に満
足できる、すなわち実用的なガイドとなったことを自負し
ている。

●配管外面 CUI「腐食発生速度」の実用的基準と検査視
点の提案

　外面腐食の実際のデータに基づいた定量的で汎用性の高
い「発生可能性」の評価方法が必要ではないかと考え、6社
8事業所から配管の CUI 検査データ約 1500 を収集し解析
を行った（図－実用的規準）。
　詳細な分析過程はガイドに譲るが、これら実検査結果か
ら求めたデータから、以下のような提案をしている。
1）解析結果によれば、約 97%の CUI は年腐食速度 0.2mm/
年以下であるから、この値に基づき、使用配管の口径（肉
厚）と必要肉厚から検査する範囲を絞り込むことが可能で
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化できたデータ等はガイドのような形で公開し
ていくこととする』
これは、「設備ユーザーのための外面腐食研究
会」から不変のスタンスである。
（2）研究対象テーマ
外面腐食研究においては、各社の実態的な課
題から、外面腐食の中でも配管のCUI（保温材下
腐食）を主たるターゲットとしていた。
今回、新たなターゲットとして、装置産業の

中でも連続系や加工系を通じてできるだけ共通
な設備量の多いものを選択することで数回の議
論を重ね、以下の3つを項目とすることにした。
また、寿命評価技術や適切な保全による経済的
効果の調査は、共通して大切な視点となる。
①「配管外面の付属物による腐食」：梁接触部、
スプリングハンガー、吊バンド、ダミーサポー
ト等をイメージ。たとえば梁接触部の腐食検
査管理、検査方法、防食対策の流れを中心に
考え、腐食データ標準を集めて整理し分析す

（1）基本姿勢
『1社ではない日本プラントメンテナンス協会
だからこそできる研究として、設備ユーザーに
限定した参加企業が各社の生データを持ち寄り、
「網羅性と経済性を両立する技術の選択」を見出
す。
ただし、各社の生データ共有は、研究会参加
企業内のクローズとする。これを解析し、標準

全体会議風景

　私たちは、設備の高経年化という問題を取り上げてこ
れまで活動してきました。3年前に外面腐食をテーマに研
究会を立ち上げ、その成果として昨年は、少しは世の中
の役に立てるのではないかという想いをもって『外面腐食
対策ガイド』をまとめることができました。本日は、いよい
よそれを拡大し、配管、回転機械、熱交換器という3つ
の大きなテーマについてワーキンググループをつくって研
究を進めていく記念すべきスタートの日です。できれば最
終的には、『外面腐食対策ガイド』と同様に、世の中の役
に立つようなアウトプットにしていきたいと考えています。
　『外面腐食対策ガイド』をつくる過程では、本当にさまざ
まな議論がありました。私は、その結果、大きなアウトプッ
トが 2つできたと考えています。1つはもちろん、『外面腐

食対策ガイド』です。そして、
もう1つが企業という垣根
を超えて研究会のメンバー
が交流し、意見交換ができ
るようになったことです。本
研究会はユーザー限定の集
まりであり、その意味で情
報やデータを別のことに使
用される心配がありません。

実際に、先の研究会では情報交換が活発に行われ、設備
の高経年化以外の課題などについてもメールでやり取りで
きるようなつながりをつくることができました。
　本研究会は、現在職場で実際に行っていることを情報交
換し、現場に持ち帰り自分たちの力をつけながら、さらに
世の中の役に立てるようアウトプットを出すことを目的とし
ています。ユーザーの集まりである私たちにとって、さまざ
まなデータや意見を交換して、自分の担当している設備、
ひいては会社をより良くしていくことは重要な役割の1つで
す。昨年の震災の影響で、原子力プラントは現在稼動でき
ない状況に陥っています。津波という大きな問題があった
ことは否めませんが、第三者から客観的に見ると、組織が
閉鎖的になりすぎ、より良くしていくための情報が不足して
いたことにも一因があったのではないかと考えられます。
　私たちはそれぞれの地域でプラントを稼動しています。
そこで働く自分たちはもちろん、自分の家族を含めてその
周辺に住むすべての人々の安全・安心を確保することは、
企業活動の前提です。この研究会は、その一翼をも担って
います。これからの日本のために役に立つのだという信念
をもって参加していただきたいと思います。そして、皆さん
は、この研究会をとおして自分の知識や経験をさらに広げ
てください。次のアウトプットが完成するときには、技術者
としてひとまわりもふたまわりも成長して、それぞれの職場
に戻っていただけたらと思います。

佐藤信義主査から研究会開催にあたって
（旭化成・生産技術本部  技術企画グループ）
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研究スケジュールの概観と研究体制

（1）研究スケジュールの概観
外面腐食研究および『外面腐食対策ガイド』を
先行モデルとして、およそのスケジュールを概
観する。
・全体に、2012年1月から27ヵ月程度を研究
期間と考える

・上記3テーマについてそれぞれ、各社の生デー
タを共有するために調査票を決定し、データ
収集、解析を行う（約12ヵ月）

・解析に基づき、適切な管理サイクルとマネジ
メントについて議論する（約6ヵ月）

・ガイドとしての標準化を図る（約9ヵ月）。
2014年3月がガイド完成のイメージとなる

る。スプリングハンガー、吊りバンドなどは、
代表的な標準（点検基準）を整理し適切な管理
方法をまとめる
②「冷却水系の熱交換器」：炭素鋼製多管式熱
交換器の冷却水側からの腐食に関して、実機
のデータを収集し、その腐食に及ぼす種々の
要因（冷却水の水質、流路、流速等）の影響を
明確化する。その結果を基に、寿命延長策や
合理的な寿命予測方法に関して、提言をまと
める
③「高経年時代の回転機械効率化」：主に高経
年化した回転機における分解点検周期やネッ
ク・見逃し部位（メカ、軸受けetc）についてデー
タ分析を行い、回転機器の管理体系化を図り、
合理的な管理方法をまとめる

■熱交換器WG■
中原正大リーダー
（旭化成ケミカルズ・生産技術・設備総括部担当部長）

炭素鋼製熱交換器の冷却水
側からの腐食についての極
値解析を広範囲で行い、腐
食の支配要因やメンテナン
スの影響、水質などの影響
調査をするという大筋で考
えています。

■配管WG■
戸田勝彦リーダー
（住友化学・千葉工場工務部設備チーム）

裸配管のサポートの接触部な
どの付属物の腐食に限定して
研究を進めることとしました。
まずは管理方法や計画などに
ついて、各社が実際にどのよう
なことをしているのかという実
態を調査することになります。

■回転機械WG■
三笘哲郎リーダー
（三井化学・市原工場技術部機械グループグループリーダー）

回転機械の設備管理に対するガイ
ドラインに、各社の実績、オーバー
ホール周期や軸受などの部品の寿
命や点検ポイント含めたノウハウ
を集約し、一部統計解析を盛り込
む方針で考えています。
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・内容の幅、深さ、ボリュームと期間の兼ね合
いもあり、テーマについて期間などはバラツ
キも発生すると予想
（2）研究体制：ワーキンググループ（WG）の設置
上記3テーマを効率的に進めていくために、
WGを設置することとした。

『外面腐食対策ガイド』を先行モデルとしてよ
く理解している外面腐食研究会のメンバーには、
「装置型『高経年設備』の保全研究会」の委員とし
て、WGのリーダー・サブリーダーを務めてい
ただくことにした（現在の役割分担表）。
これに加えて、WGの活動には各社から複数
参加するようにした。
そして、WGメンバーも参加するはじめての
全体会合が、2012年1月31日に開催された。

保全経営の新たなムーブメントを予感！

この日、研究会の佐藤信義主査が所属される
旭化成の本社会議室に総勢37名が集結した。
会議内容は盛りだくさんで、全員でまず全体

会議を行い研究のねらいを確認し、続いて各
WGの会議に移行した。
WGでは、メンバー紹介、WGリーダーから

の方向性の確認などの後、各社の悩みや課題を
共有し、それを受けデータ収集フォームの議論
などへ移る。
そして再び全体会議で、足並みをそろえてい

く。
この間、控え室まで含め旭化成殿にご用意い
ただいた会議室はなんと6会議室である。

リーダー・サブリーダーの役割分担（2012 年 1月現在）

　私は、エチレンプラントの製造課長を 7年半担当した経験があり、石油化学プラントが自分の会社生活のルーツ
であるともいえます。
　本日の研究会のように各社の第一線でプラントを管理している人が集まり、さまざまな事例を共有できるというこ
と、そして使い込んでいくことが、日本の強みだと思います。ぜひ皆で情報を共有し、新しい視点を生み出し、さら

なるステージに進んでいただきたいと思います。
　東日本大震災をきっかけに、原子力発電の保全方式や安全について
も、どのようにあるべきなのか議論されていますが、データを公開し
合い新しい視点を見つけるというような現場発の活動があれば、もっ
と安心できる設備になるのではないでしょうか。少なくとも、私たち
装置産業においては、お互いのデータの有効な使い方に関して一点も
隠すことなく皆で共有していることが、安全・安心につながっている
と思います。
　この輪は世界に広げるべきであり、皆さん一人ひとりが、自分がそ
の流れをつくっていくのだという気持ちでさまざまな場面で行動して
くれることを願っています。

旭化成・代表取締役社長　藤原健嗣氏　ご挨拶

役割 氏名 会社名

主査 佐藤信義 旭化成

配管

リーダー 戸田勝彦 住友化学

サブリーダー 植村　司 三菱化学

サブリーダー 富樫清英 出光興産

熱交

リーダー 中原正大
旭化成
ケミカルズ

サブリーダー 辻　祥一 新日鐵化学

サブリーダー 永井裕久
ＪＸ日鉱日石
エネルギー

回転機

リーダー 三笘哲郎 三井化学

サブリーダー 金子公之 旭硝子

サブリーダー 里永憲昭 昭和電工
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保全研究会

“稀有な事態”といえる。
日本プラントメンテナンス協会では「保全

は、経営を左右する重要マターである」と考え
て、MOSMS研究を柱に保全経営を訴え続けて
いるが、「装置型『高経年設備』の保全研究会」か
ら始まる「保全経営」の新たなムーブメントを予
感した。

（文責：PE編集部　若槻茂、山本倫子）

これだけでも“ちょっとスゴイ”のだが、ひき
続いて同別室で開催された懇親会には、旭化成・
代表取締役社長の藤原健嗣氏が自ら応援のご挨
拶に来られた。編集部としても、これは正にサ
プライズである！
TPM優秀賞などでトップからご挨拶いただ

く機会をよく耳にするが、「保全の」「研究」に関
して経営トップ自ら期待をいただくというのは、

■技術委員としての期待
JIPM技術委員　角南俊克氏
（旭化成・上席執行役員・生産技術本部長）

　高経年設備を効率良く安全に稼動させ
ていくには、保全の有効な対応が求めら
れます。すでに発刊された『外面腐食対
策ガイド』をはじめ、今後つくりあげるガ
イドラインによって、有効な設備のメンテ
ナンスができるという流れを、日本だけ
でなく、世界中の設備で展開できれば素
晴らしいと思っています。

■締めのお言葉

　アウトプットとして完
成した『外面腐食対策
ガイド』について、当社としてもこれに即してガイド
ラインをつくっていこうと取り組んでいます。
　本日の研究会のメンバーは装置系分野で選りす
ぐりのメンバーに集まっていただいており、まさし
く日本連合だなと感じます。電話一本で情報を共
有できるようなオールジャパン連合で日本のモノづ
くりを下支えできれば素晴らしいことだと思います。
　機能アップも保全の仕事だというスタンスで取
り組みたい。現場には保全は守りではなく攻めだ
と伝えています。そのベースには本日のような研
究会があり、その成果をオールジャパンで共有し、
更なる成果のために生かしていければと思います。

岡田尚記氏
（旭化成・生産技術本部
生産技術センター長 兼
技術企画グループ長）

懇親会風景

藤原社長とMOSMS の父、
四道広（JIPM）は旧知の間
柄

回転機械WGサブリーダー
里永憲昭氏
（昭和電工・大分コンビナート）

外面腐食ガイドを超えるよう
なものをつくっていきたい。

熱交換器WG
小森一夫氏
（三井化学・大阪工場）

若手と一緒に、頑張っ
て活動していきたい。

配管WGサブリーダー
植村司氏
（三菱化学・水島事業所）

若手に頑張ってほし
いと期待。

配管WG
林俊行氏
（三菱化学・鹿島事業所）

事業所情報を出しな
がら少しでも力にな
り、自分も成長して
いきたい。

回転機械WGサブリーダー
金子公之氏
（旭硝子・鹿島工場）

さまざまな課題や問題
が出てくるとは思うが、
若手と 2 人で頑張って
いきたい。

配管WG
高橋龍五氏
（出光興産・製造技術）

データも含め全部を
共有し、情報交換を
したい。

配管WG
高橋正樹氏
（出光興産・千葉工場）

この機会を有効活用
して自分の力にし、
会社ひいては社会に
貢献していきたい。

突然マイクを
 向けられた方 （々^^

全員をご紹介できないのが残念…（編集部）


