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1.機器の概要

1.1 開発の背景

蒸気の潜熱を使用する装置やそれに蒸気を供給する配管では、非加熱物との熱

交換や放熱により復水が発生し、系の効率低下や故障の原因となる。スチーム ト

ラップ (以下、単にトラップと記す)は、復水のみを速やかに系外に排出する自

動弁で、大型プラントにおける設置数は、数千から数万に及ぶ。これらトラップ

は経時的に劣化が進み、それに伴い無駄な蒸気漏れが増大する。従来、 トラップ

の診断管理は、例えば超音波振動計を用いて、各 トラップの蒸気漏れ時に発生す

る超音波帯域の振動 (以下、単に振動と記す)を 検出し、その振動の大きさから

劣化程度を判断し、蒸気漏れ量を推定 していた。しかしながら、 トラップの診断

には経験が必要なことや、1台につき3～ 10秒程度の迅速診断が要求されること、

不良 トラップの蒸気損失の定量把握が困難なこと、点検後の集計作業に費やす時

間が多大である等の問題があり、一般の トラップユーザが管理を維持継続するこ

とが非常に困難であった。本システムは、 トラップの診断から管理に必要な集計

分析処理に至る ‐連の作業を自動化するとともに、経験者相当の診断の正確性や

迅速性を確保し、蒸気損失を定量的に把握することを実現することによって、ユ

ーザによる トラップ管理活動の普及を図り、省エネ効果を高めるものである。

1.2 基本構成

本システムは、下記の機器とソフトウエアで構成される。

プローブ  :ト ラップの表面に当接 して、蒸気漏れが発生するときに生じる

(PM321)  振動と、表面温度を検出する。
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プロセ ッサ

(PM310)

ソフ トウエア

(PM330)

:プローブが検出した振動と

温度を基に、各 トラップの

診断を行い、それらの診断

結果を各 トラップ毎に記録

する。

:汎用パーソナルコンピュー

タに搭載され、プロセッサ

が記録 した診断結果を分析

集計 し、管理に必要な資料

を出力する。 写真 1 システム構成

2.機器の技術的特徴および効果

2.1 技術的特徴

個々の トラップは、基本的に一定の圧力下で使用されるが、その使用圧力は、

トラップにより様々である。劣化 した トラップは、使用圧力が高いほど蒸気漏れ

量も多 く、振動も大きいことが経験的に知られている。従って、同程度に劣化し

た トラップでも、使用圧力により蒸気漏れ量は様々である。本システムは、 トラ

ップから検出される振動 と使用圧力をもとに、劣化値と称する使用圧力に依存 し

ない トラップ自身の劣化度合いを求め、一般流量方程式をもとに当社が定めた実

験式に当てはめて蒸気漏れ量を導 く独自の劣化検出方式を採用している。

温度検出は、主に トラップの閉塞 (詰 まり)の診断を目的とするが、診断の迅

速性を確保するため、赤外線センサを採用している。赤外線センサは、一般に同

じ温度の対象物でも材質により赤外線放射率が異なるため、その出力も材質によ

り異なるという課題があるが、本システムでは、 トラップの使用圧力をパラメー

タとした独自の温度検出方式を用いてこの課題を解消 している。 トラップの自動

診断器に赤外線センサおよび L記温度検出方式を採用し得たことで、閉塞または

休止 トラップは 2秒、明らかな正常 トラップは4秒、劣化が疑わしい トラップは

10秒 という高速診断を実現 し、経験者並みの診断迅速性を確保する。また計測

可能温度は 500℃ に至 り、 トラップの全使用圧力をカバーする。

図 1お よび図 2に 、本システムの検出温度、ならびに導出蒸気漏れ量の信憑性

を示す。いずれもデータの誤差 (バ ラツキ)が正規分布することを前提に評価 し
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ている。温度に‐ついてσ二12程度の言りt差 は、 /1Nシ ステムび)温度診断機能に全 く

支障を生 じない良い性能値 とみ′る.蒸気漏れ量は、 |ヽえ 均値が真値に対 して 6%低

く、 σ二34程度の誤差があ Z,。 この誤差は決 して小 さくないが、外部振動か ら

蒸気漏れ量を 予想する機器|と しては、 σ‐101ノ、でぁればます実用に耐え得ると

みる。

因みに蒸気漏れ量の実測は、当社の蒸気漏洩試験装置(IS0784 1準 拠 )を 用いて

いる。
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図 2 漏洩量分布

専用ソフトウエアは、不良分析、不良率等の集計、蒸気漏れ量および損失とい

った全ての集計分析処理を、プロセッサから診断結果を受信終 了すると同時に終

Fす る高速機能を持 ら、例力́ば、 トラップ 100o台の診肘iデ ータについては、約

2分で処J里 を終 rす る.

2.2 効果

本システノ、の使ナll効果に1幻 し、 ―般的な超音波振動計を用いて蒸気損失を推定

する従来方式との比較事例を表 1お よび表 2(1示すぃ

表 1は 、当社のサービス (熟練者)に よる従来方式と本システノ、を使用 した場

合の比較であり、表 2は 、客先 1末熟練者
'|、

1よ る従来方式との比較である。



当社サービスによる トラノプ診断iと 推定蒸気損失額は、経験的におおむね妥当

であり、従って、表 1は 本システムの信憑性を示すものといえる。蒸気漏れ量が

従来方式に対 して 2割程度低い結果となっているが、おおむね熟練者に相当した

結果とみる。表 2は 、従来方式による蒸気損失額が、本システム使用に対 して約

半分の値を示す結果となつている。これは、診断経験がいまだ不充分なため、劣

化レベルの大きいものは不良と判断できても、中位あるいはそれ以下のレベルに

対する診断に正確さを欠いた結果とみる。このように、本システムは、診断の客

観性に加え、診断性能について

も従来方式を明らかにしのぐも

のといえる。図 3は 、 トラップ

2万台以 上 を設 置す る某 人

手製油所 の トラ ップ管理事

例 であ る。 本 システム を導

入 した 98年 度点検か ら 2年

間で約 1億 円 (無 体運転、蒸

気単価 l円 /kgで 計算 )の 蒸

気損失を回避 している。

3.用途

トラップは、蒸気主管を始め、熱交換器等の機器、暖房、空調設備等幅広い分

野で蒸気の利用効率を維持するために使用されているが、充分な管理を行ってい

る工場は、依然として数少ないのが現状である。本システムは、 トラップユーザ

による充実 した診断管理を実現するものであり、とりわけ大規模な石油精製工場

等では、年間数千万円以上の損失を回避できる所が多い。

表 1 (某 A工場 :当社が診断)

蒸気単価 2円八g.24h/日 、360日 /年運転

表 2 (某 B工場 :客先が診断)

蒸気単価3円 /kgc 24h/日 、350日 /年運転

5000    10000    15000

蒸気漏れ量 [kg/h]

図 3 蒸気損失推移

1998年度

1999年度

20001「月艶

懲 拭 本システム 申 本システム

鮮 ランプ数 1053 総トラップ数 873

不良数(不良率) 201(19%) 158(15%) 不良数(不良率) 104K120/Ol 178(2餓)

蒸気漏れ量 26Clに/h 210kO/h 蒸気漏れ量 190略/h 370嘔 /h

年間蒸気損失 4,492(千 円| 3,628(千円| 年間蒸気損失 4,788(千円| 9,3241千円

交換工事費 9601千円 8201千円| 交時 9601千円: 1,4501千円

麒 3,532(千 円| 2,808(千円| 中 3,828(月 FPヨ : 7,87《千円
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