シミュレーションとモデル化の成果と課題
（株式会社 preFEED）
（正）熊谷 善夫
http://www.prefeed.com / yoshio.kumagae@prefeed.com / kumagae@gakusikai.jp
１．はじめに
プロセス産業では経済効率のためのスケール
メリットの追求が行われて来たが、最近では、プラ
ントの大型化が過去にないレベルで進行している。
LNGプラントにおいては、数年前に 300 万トンプラ
ントが大型と呼ばれたが、現在では 800 万トンクラ
スが計画されている１）。ダウンストリームの石油化
学産業においても、現在のポリエチレンプラントは、
一系列 50 万トンが海外では標準となりつつある２）。
大型化には精度の高い設計技術、信頼性のある装置
技術、安定運転技術が不可欠であるが、コンピュー
タによるプロセスシミュレーションは設計技術を
支える重要な要素になっている。
一方、年間に数トンから数 10 トンしか生産し
ない高機能化学品は、LNG やポリエチレンの大型化
とは異なった技術課題を有している。固体を含むバ
ッチ単位操作が多いため、プロセスごとに測定技術、
解析技術、スケールアップ技術を開発している。こ
の分野は、気液連続系で培われた厳密な解析が困難
であり統一的な取り扱いは未確立であるが、ファイ
ンケミカル産業の成長が技術の進歩を求めている。
本稿では、プロセス産業の設計技術を支えるシ
ミュレーションとモデリング技術の発展を取り上
げ、将来に向けての課題を考察する。
２．化学技術とシミュレーションの成果
2.1 戦後から石油危機まで
第二次世界大戦で壊滅的な打撃を受けた日本
の化学産業は、合成肥料等の無機化学を中心に復興
が始まった。1950 年代後半には、技術導入によるエ
チレン生産が開始され、化学産業は著しい成長を示
すようになった。海外から導入された技術であって
も品質・能力・製造コストを改善するにはプラント
の特性を定量的に理解することが必要になり、化学
工学の研究と教育も活発になった。研究が盛んにな
るにつれ成果は、産業界のための教科書として公開
「物
された。
「化学機械の理論と計算」
（1949 年）３）、
４）
性定数推算法」
（1954 年） 、
「有機合成における
５）
単位反応操作」
（1960 年） 等、日本でのオリジナ
ルな成果が利用できるようになった。

さらに、戦前の化学工学の対象が主として単体
機器の設計に重点を置いていたのとは異なり、新し
く出現した大型プラントの運転と改良のために、プ
ラント全体の特性を理解するための工学が求めら
れ始めた。この要請に応える工学としてプロセスシ
ステム工学の研究が盛んになった。1969 年に刊行さ
“新しい化学プ
れた「化学プロセス工学」６）では、
ロセスを生み出すには、まずその基礎となる反応の
発見と解明が必要であるが、それを工業的に成立さ
せるためには関連した数多くの物理操作を必要と
し、それを伴う工学的問題を解決することが必要に
なる。いうまでもなく、化学および化学工学はこれ
らのそれぞれの面を目的としており、各領域におけ
る研究の発展は目覚しいものがある。しかしながら、
工業的な新しいプロセスを作り出すのにはこれで
十分であろうか。プロセスを全体的にとらえ、プロ
セスを評価し、プロセスを組み上げて行くというよ
うな仕事がさらに必要であろう”と述べて、このよ
うな仕事を理論化し、体系化する学問としての化学
プロセス工学あるいはプロセスシステム工学を提
唱した。プロセスシステム工学の成果により、物性
モデル、反応モデル、単位操作モデルをベースに系
全体を計算するプロセスシミュレータの開発が可
能になり、相互に関連した単位操作の集まりとして
プラントを捉えることが出来るようになった。
2.2 石油危機以降
1970 年代の 2 度の石油ショックを契機に化学
産業には新たな課題が出現した。
(1) 資源・エネルギー問題
原油価格の高騰と共に、国内のエネルギーコス
トが著しく増加した。より投資効率の高い省エネル
ギー案件を見出すことが課題になり、ピンチテクノ
ロジーに代表される省エネルギー技術７）が開発さ
れ、ソフトウェアの開発により産業界において広範
に活用された。また大型石油化学プロセスの開発に
おいては、より安価な原料の利用あるいは精製工程
の省略を目指した高機能触媒の検討が中長期的な
テーマとして取り上げられるようになり、さまざま
な反応をフレキシブルにモデリングするためのソ

フトウェアが開発され利用されて来た８,９）。さらに
蒸留を用いた精製工程の開発に対しては、蒸留残渣
曲線のタイプに基づいて共沸蒸留システムを構築
する手法が提案され１０）、ソフトウェアが利用でき
るようになった。

な高度な機能が求められている。
(1) ロバスト性： 制御への応用の場合は特に重要
であり、計算が異常終了しない、解が安定して
見つかるという数値計算上の要件がある。
(2) プラント挙動の厳密な再現性： 制御への応用
では現場に設置されている特定のバルブの動特
(2) 環境・安全問題
性までも厳密に再現することが必要な場合があ
1960 年代後半から公害問題とプラント事故が
る。また、最適な反応器運転条件を計算する場
多発し、化学産業は多大の努力を払ってそれらを解
合には触媒活性、冷却水の流れ等を詳細なレベ
決した。現在においても、環境・安全はプロセス設
ルでモデル化することが求められる１２）。
計の重要な課題として多くの注意が払われている。 (3) エンジニアリング検討への対応： 訓練シミュ
レータはオペレータの技能アップが主目的であ
環境においては化学プラント内に比べて物質の種
るが、訓練の過程では運転手順、異常時の対応
類が多く条件も多様である。系の挙動に対しては新
手順も検討する。安定に操業出来ている一点だ
しい理解が求められ、界面、電解質、高分子等につ
１１）
けを再現するだけでなく、他の条件下での挙動
いて基本的な研究が盛んに行われている 。また
を定量的に予測するには、物性、装置のモデル
プラントの安全設計を支える技術の一つとしてダ
化等高度なテクニックが求められる。
イナミックシミュレーションの利用が進み始めた。
(4) オープン性： プラントの状態を正確に計算で
このように石油危機以降は、プロセスシミュレ
きると、その結果を使ってさまざまな応用が可
ーションの普及と定常シミュレーション周辺の新
能になる。ポリマーの品質等、結果が出るまで
しい手法と複雑な分子についての物性研究が大学
に測定時間を要する特性を、プラントの他の状
で進み、基本設計についての体系の整備が進展した。
態量から計算することでより良い制御に結びつ
シミュレーションに関係の深い化学技術の発展の
けることが出来る。さらには、収率・原単位・
経過を表−１に示す。
表-1 シミュレーション関連技術の発展
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３．シミュレーション・モデリング技術の広がり
3.1 プラント運転分野
プラントの長期安定運転と日本企業のアジア
進出が進んでいる現在、プラント運転分野に対する
シミュレーションの新たな役割が出現し、次のよう

プラント運転分野に関する上記の課題に対し
てはベンダーサイド、ユーザサイドからも関心が高
く、現在急速に応用が進んでいる。
3.2 研究開発分野
化学品の国際競争の激化に伴い、企業はより高
付加価値の製品の開発にシフトしている。これによ
り開発研究の重要性が過去にない程度に高まって
いる。理由の一つは、図-1 に示すように、開発研究
段階までは比較的プロセス設計の自由度がある上
に、検討に要する費用はプロジェクト全体から言え
ばかなり小さいからである。
他の理由としては、開発の焦点が、プロセスか
らプロダクトに移って来たことがあげられる。石油
化学においては、製品スペックは組成や純度という
計算による推定が比較的容易な指標であった。そこ
では、ケミストがプロダクトを開発し、ケミカルエ
ンジニアがプロセスを開発するという分担が確立
されていた。一方、医薬品、複合材料、機能化学品

等に代表されるファインケミカルでは、効能と副作
用、強度と耐環境性、粒度分布等、これまで化学工
学理論が十分には確立されていない指標を対象と
しているため、サンプル提供に使った装置と同一機
種を実機でも使わざるを得ない状況があり、装置の
機種選定を行う開発研究段階が以前にも増して重
要になって来ている。
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図-1 開発の進展と設計変更の経済的影響
４．求められる新しいアプローチ
以上見て来たように、いまやシミュレーション
は技術者の日常業務に不可欠の道具となった。設計
段階においては、定常シミュレータに加え、周辺技
術もソフトウェア化され、統合エンジニアリング環
境が整いつつある。また、プラント運転に対しては
高い難度の課題が多いが、多くの努力で実用レベル
のソフトウェアが出来つつある。
一方、研究開発分野は、創薬等の非常に基礎的
な分野については産官学連携で開発が進展してい
る１３）ものの、スクリーニングが完了してから初期
設計に至るまでのステップは、その重要性にもかか
わらず現時点では手法が確立されているとは言い
難い。その理由としては以下の点があげられる。
z 対象物質が複素環、高分子量のような複雑な分
子で、物性の測定・推算が困難である。
z 気液連続操作だけでなく晶析、吸着等、理論的
にも現象の解明が進んでいない単位操作が用
いられることが多い。
z 開発段階であり、処方の変更も頻繁にありその
段階で厳密な設計データを取る必要がない。
このような研究開発段階での検討の困難性にもか
かわらず、実プラントで企業経営に影響するほど重
大な環境・安全問題が起こるケースはまれである。
しかし、スケールアップの誤りによりパイロットで
（あるいは実プラントで）再度条件検討を行わざる
を得ないトラブルは比較的多いようである１４）。研
究開発の重要性からすると、このようなトラブルを
防止することは、研究開発効率を大幅に高める可能
性があり、きわめて重要な分野であり、以下に新し

いアプローチを確立するための課題を考察する。
4.1 対象分野
スクリーニングが終了し、反応のモル比・溶媒、
精製法を検討した実験データが出始めてからパイ
ロットプラントの立案までの期間であり、初期設計
(FEED; Front End Engineering Design)の前段階と
いう意味で preFEED と呼ぶことが出来よう。この段
階では研究者・技術者は、実験データ解析、現象の
メカニズムを表すモデルの確立、モデルから導かれ
る必要な実験条件の検討、バッチ対連続の選定も含
めたプロセス設計条件の決定、概念設計を行う。
4.2 手法
preFEED 段階では、
“与えられたデータからプロ
セスを構築する”ことが目的である。プロセスシス
テム工学はプロセスの解析と合成に関する工学と
して誕生したが、熱交換器ネットワーク等いくつか
の分野を除いて、研究開発段階での解析と合成の手
法が確立しているとは言えない。以下では、いくつ
かの解析手法を取り上げ考察することで、本分野の
重要性を明らかにしたい。
化学プロセスの解析・合成の手法として、
J.M.Douglasは、問題を最も簡単な形に分解し、そ
の後詳細さを段階的に付け加えることが重要であ
るとし、”Problem Decomposition”（問題分割）
という概念を提唱した１５）。
(1) Hierarchical Decomposition（階層的分割法）

図-2 Hierarchical Decompositionの例１６）
J.M.Douglas, PSE社１６）, 西村１７）, Bodo Linnhoff
(Onion Diagram) １８）等が提唱している最も一般的
な手法である。プラント内の現象をミクロからマク
ロまでさまざまなレベルでモデル化することで系
を理解しようとするものである。データが十分に揃
っている場合は有効な手法であるが、研究開発段階

への応用は今後の課題である。現象レベルの分け方
はさまざまであるが、図-2 にＰＳＥ社の例を示す。
(2) Dynamic Decomposition（動的分割法）
西村１７）による手法であり、反応を例に取れば、
濃度が反応速度を決め、反応速度が濃度に影響する
ように、系は示強性変数に関する状態方程式と速度
方程式の釣り合いで決まる、とする考え方であり、
環境研究で有効性を発揮した。
問題分割の手法は、これら以外にも属人的なノ
ウハウとして用いられ、数多くの研究開発の中で有
効に活用されていると思われるが、公開された手法
は必ずしも多くないが。まず最初にそのようなノウ
ハウを調査・整理し、体系的に確立することが重要
である。
4.3 ソフトウェア
研究開発とpreFEED 分野の一部の目的に有効な
ソフトウェアとして物性データベース、表計算ツー
ル、方程式解法等がある。しかしながら、プロセス
の解析・合成を効率よく行うためのソフトウェアは
まだ開発されていないようである。また、研究開発
が多くの部門との共同作業でなされることからす
ると、パソコンのデスクトップのようにさまざまな
ソフトウェアを一元管理する機能、他の研究者や下
流のエンジニアリング業務のための技術移転用ド
キュメンテーションのためのシステムも必要であ
り、今後新しい解析・合成手法と効率的なシステム
の開発が望まれる。
５．おわりに
日本の化学工学教育の黎明期である1930 年頃、
すでに国内の化学産業界においては、アメリカの教
科書を取り寄せてプラントの設計が行われていた
という１７）。40 年後の 1970 年代には熱交換器ネッ
トワーク７）、共沸蒸留システム１０）について世界ト
ップレベルの先駆的な仕事が行われ、2 度の石油危
機後の省エネルギー・プロセス合理化への大きな成
果となって結実した。
それからさらに30 年経ち、
“21
世紀は化学の時代”と呼ばれる現在、化学産業を支
える工学の一つとして化学工学が大きな役割を果
たすことが求められている。20 年前に提起されたス
ピリット―“ロマンを持って大胆にミクロの荒海に
こぎ出でよ―１９）”を持って新たな課題に挑戦する
時が来ていると感じる。この分野の技術者として、
シミュレーションとモデル化分野における産業界
での成果に少しでも寄与できればと願っている。
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