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定常状態計算機能を獲得したダイナミックシミュレータVisual Modeler
“Visual Modeler” Dynamic Simulator Added with Steady State Simulation Function

統合ダイナミックシミュレーション環境OmegaLandの心臓部であるVisual Modelerは，大規模なプラントを

対象に，プラントレベルの詳細度をもったプラントモデルを用いて，高速な計算ができるのが大きな特長である。

従来のダイナミック計算機能に，新たに定常状態計算機能を追加した。ダイナミック計算と定常状態計算では完

全に同一のモデルを用い，かつ共通の枠組みの中で，シームレスに行き来することができる。また，両シミュレー

ション共，独自に開発した複合モジュラー法によって極めて高速に計算できるので，オンラインシステムを含む

広い分野での応用が可能になる。
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The Visual Modeler, the core application of OmegaLand (an integrated environment for dynamic

simulation), mainly features a high-speed calculation even for large-scale plant simulations using plant

models with plant-level details. A steady state simulation function has been newly added to the conventional

dynamic simulation function. Using exactly the same model for dynamic and steady state calculations,

the simulation can be switched back and forth seamlessly between both calculation modes within a

common framework. Furthermore, Omega Simulation's original Hybrid Modular Method, enables both

simulation modes to calculate data extremely rapidly, thus making applications in a wide range of areas

including the online system available.

1. は じ め に

Visual Modelerは，プラントの統合ダイナミックシミュ

レーション環境OmegaLand（1）の心臓部として開発され

た。大規模なプラントを対象に，プラントレベルの詳細度

をもったプラントモデルを用いて，リアルタイムより高

速なダイナミック計算ができるのが大きな特長である。

既に，本誌（2）でダイナミックシミュレーションの仕組みや

計算法について解説した。これらの特長を生かして，Vi-

sual Modelerは主に運転訓練シミュレータに応用されて

いる。

本稿では，Visual Modelerの新バージョンVisual Mod-

eler V2で新たに追加された定常状態計算機能を紹介する。

この定常状態計算機能は，ダイナミック計算機能と密接

に結合しており，また計算が極めて高速であるという特

長を持つ。

2. 特　　長

（1）シームレス性

Visual Modelerの定常状態計算機能の第一の特長は，

ダイナミック計算との密接な関係にある。従来から

広く使われているいわゆるスタティックシミュレー

タにおいても，その定常状態計算の結果をダイナ

ミックシミュレータの初期化に利用するなど，部分

的な共通化が行われてきた。Visual Modelerではこれ

をさらに進めて，ダイナミック計算と定常状態計算

とを完全に同一のモデルを用い，かつ共通の枠組み

の中で行えるシームレス性を実現している。ユー

ザーは，ダイナミック計算と定常状態計算を自由に

行き来して作業を進めることができる。また，実プラ

ントの経時データをリアルタイムに解析することに

よる高度な運転支援が行える。すなわち，このシーム

レス性によって，以下のような応用が可能になる。

  ①運転方法や制御方法の改善

 定常状態を求めた後，運転条件の変更や外乱を与え

た場合のダイナミック計算を行い，運転方法や制御

方法改善のための検討を行う。
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  ②性能パラメータの同定

 実プラントの動きに追随したダイナミックシミュ

レーションを行い，定常に近い状態において，機器の

性能パラメータを定常状態計算で同定する。この結

果は，将来の運転状態の予測，機器の劣化や異常の診

断に用いることができる。

  ③最適化

 同じく同定されたモデルを用いて，定常状態計算に

より最適な運転条件を求め，これへの移行方法をダ

イナミック計算によって生成確認する。

（2）高速性

Visual Modelerは，精密な運転訓練シミュレータとし

て多くの実績があることが示すように，プラントレ

ベルの詳細さを持つ大規模モデルを，実時間でシ

ミュレーションする能力を有する。定常状態計算に

おいても，特にオンラインで利用する場合には，運転

にフィードバックすることが可能な高速性が重要な

ポイントとなる。表1に，一般のスタティックシミュ

レータとVisual Modelerの定常状態計算機能の比較

をまとめた。

3. マルチモードとスペシフィケーション機能

（1）マルチモード

ダイナミック計算は，計算の条件として装置の仕様

の他にコントローラの設定値や手動弁の開度などの

操作量を指定して行われる。定常状態計算において

も，これらの運転上の操作量を指定する場合もある

が（運転モード），さらに，製品の生産量，製品の純度，

反応器の転化率，蒸留塔の還流比など直接操作され

ていない変数の値を指定して，これを実現する操作

量を求める計算も必要になる（解析モード）。あるい

は，装置のサイズや性能などのパラメータを自由な

変数にして，上記のような指定された条件を満たす

ように逆算することも必要になる（設計モード）。表2

に，熱交換器と制御弁について3つのモードでの機能

を例示する。

（2）スペシフィケーション

Visual Modelerでは，各計算モードで現れる変数の中

から，計算条件として指定する変数を選んで値を与

えることを「スペシフィケーション」，値を指定され

た変数を「スペック変数」，値を計算される変数を「フ

リー変数」と呼んでいる。スペック変数には，値が指

定されていることを示す「スペック」と呼ぶ印が付け

られる。

通常の定常状態計算（最適化計算などではやや異な

る）の場合は，モデル式が解を持つためには，必要か

つ十分な数のスペシフィケーションを与えなければ

ならない。ユーザーがこの数の条件を満たすスペシ

フィケーションを容易に行えるように，次の仕組み

とグラフィックインタフェースが用意されている。

  ①ディフォルトのスペシフィケーション

 ユニットモデルには，予め標準的なスペシフィケー

ションが定義されており，モデルを組み立てた段階

で既に必要かつ十分な指定が行われている。

  ②スペックを別の変数に移動するグラフ処理

 図1の手動弁の例が示すように，モデル式は内部的に

グラフで表現されている。このグラフでは，式と変数

の関係が計算の方向と共に記述されており，値を指

定された変数（スペック変数）から計算される変数（フ

リー変数）へ，方向を逆転可能なパスが存在するか否

かによって，スペックが移動可能な変数の組み合わ

せか判定できる。スペックの移動では方程式系の自

由度が変化しないので，常に計算可能なスペシフィ

表1　一般のスタティックシミュレータとの比較

図1　スペック移動の仕組み
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ケーションが維持される。図では一つのユニット内

での移動を示しているが，実際にはこのグラフはプ

ロセス全体をカバーしているので，離れた位置にあ

るユニット間での移動も可能である。

  ③移動を表すグラフィックインタフェース

 画面上に移動可能な組み合わせを表示して，ユー

ザーが移動元と移動先を選択する。移動の状態は画

面上に黄色の弧線で示される（図2）。

4. 計算手法の概要

（1）複合モジュラー法

Visual Modelerで採用している複合モジュラー法で

は，モジュールアプローチと方程式アプローチを組

み合わせることによって，厳密かつ高速にモデルの

解を求めることができる。すなわち，モジュール化さ

れたユニットモデルでは，各装置の厳密な物質，熱，

圧力バランス式を解くと伴に，自身のユニットから

主要なプロセス変数に関する方程式を抽出する。こ

の方程式を全プロセスについて連立して解くことに

よって，ユニットを接続するストリームの変数値を

計算する。ダイナミック計算では，主要なプロセス変

数はストリームの圧力と流量であり，抽出された方

程式は「圧流方程式」と呼ばれる。ユニットの計算と

圧流方程式の解法を，各積分刻み時間（例えば1秒）毎

に行うことによって，ダイナミックシミュレーショ

ンが進行する。

一方，定常状態計算では，ストリームの圧力，流量，

エンタルピー，成分組成およびユニットの性能パラ

メータ変数が主要なプロセス変数となり，これらの

関係を表す方程式を「構造方程式」と呼んでいる。各

ユニットでの厳密な計算と構造方程式の生成，およ

びプロセス全体の構造方程式の解法を，全変数の値

が収束するまで繰り返し行うことによって定常状態

が求められる。

構造方程式は，具体的には主要なプロセス変数に関

する2次形式で表現されている。したがって，構造方

程式はユニットモデルを近似式として表しているも

のであるが，常に各ユニット計算で得られた厳密解

を満たすように作成されるので，上記の繰り返し計

算が収束した場合には，プロセス全体としての数学

的に厳密な解が得られることが保証される。

図3に，複合モジュラー法における計算の流れを示し

た。

（2）構造方程式と成分依存関係の解析

ユニットが生成した構造方程式には，ユニットに接続

されたストリームの全物質成分の組成の関係式が含ま

れている。この構造方程式をそのまま扱おうとする

と，成分数の多いプロセスでは方程式の規模が増大す

ることにより，解を高速かつロバストに求めることが

困難になる。これを避けるために，構造方程式を解く

前に，組成に依存する変数間の解析を行うことによ

り，中間的に表れるストリームの組成変数を消去する

操作を行っている（詳細については紙面の都合で省略

する）。この操作によって，ストリームの組成を変数

として含まないコンパクトな構造方程式（以下これを

単に構造方程式と呼ぶ。）が得られる。図1のスペック

の移動操作で使った式と変数のグラフは，この構造方

程式を表現したものである。

一般の定常状態計算では，こうして得られた構造方

程式は線形化して，線形計画法（LP）によって解かれ

る。LPを用いることにより，与えられた定常の条件

に無理があっても（例えば圧力や流量の非負条件を満

たす解のない場合でも）解法が破綻せず，設定された

条件との差異を最小にする近傍の解が得られる。

（3）最適化計算と最小二乗法*

複合モジュラー法では，構造方程式に評価式を追加

することによって最適化問題を扱うことが可能にな

る。すなわち，プラントの最適運転条件を求めること

図2　スペック移動を表示した画面 図3　複合モジュラー法における計算の流れ
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や，あるいはプラントの実測値を用いて，最も確から

しいプラントの状態や機器の性能パラメータを求め

るデータリコンシリエーションが可能となる。評価

式は，構造方程式を構成する変数に関する2次形式で

与えることができる。評価式を，測定値と計算値との

誤差の二乗和として記述すれば，一般的な最小二乗

法によるデータリコンシリエーション計算となる。

最適化計算においては，プラントの運転条件に関す

る制約が特に大きな役割を果たす。例えば，装置の最

高使用温度，制御可能な弁開度の上限，ユーティリ

ティの使用量制限などである。これらの制限は，ユ

ニットが生成する構造方程式の中に，不等号制約条

件式を追加することで定式化される。

最適化計算の場合にも，通常の定常状態計算の場合

のように，数値的な解法においては構造方程式は線

形化されるが，評価式の部分はそのまま2次形式で扱

われる。したがって，解法にも，LPの代わりにQP（2

次計画法）が用いられている。

なお，最適化計算に使われる微係数は構造方程式に

関して取られるため，求められた最適解は厳密モデ

ルの数学的な最適点から微妙にずれることになるが，

評価式の値には極わずかな差しか生じないので，実

用上は十分と考えられる。

5. 計　算　例

最後に，BTX（ベンゼン-トルエン-キシレン）の蒸留分

離プロセスについて，定常状態計算とダイナミックシ

ミュレーションとをシームレスに実行した例を示す。次

の手順で実行した。本プロセスでは，B塔とT塔の2つの

蒸留塔で，フィード中の3つの成分を分離する。

①プロセスを起動し，各製品の取り出しが始まるまでを

ダイナミックで計算

②B塔とT塔の缶出製品の純度をスペックして，定常状

態を計算

③ダイナミック計算を再開して定常状態を確認した後，B

塔フィード量制御の設定値をステップ状に増加させて

応答を計算

プロセスフローの画面と主要な変数のトレンドグラフ

を，図4に示す。

②の定常状態計算では，ダイナミックの結果を各変数

の初期値として用いている。Visual Modelerでは，一般

のスタティックシミュレータでは無視される，制御系の

機器も含めた定常状態を計算している。この例では，定常

状態計算によって，B塔の温度制御器に設定すべきSV値

も同時に計算されているので，何ら手を加えることなく，

③のダイナミック計算に移行できていることに注目して

欲しい。

6. お わ り に

Visual Modelerの新バージョンVisual Modeler V2で

は，ここで説明した定常状態計算機能の追加の他に，プロ

セスフロー図の画面上での編集をグループ化して行える

機能や，機器のサイズなどの修正を行ったり，新たな成分

物性を追加したりする必要が発生した場合に柔軟に対応

できるようにするなど，使い易さの改良も行っている。ま

た，方程式記述言語EQUATRANを用いてモジュール構

造でプロセス検討ができるモジュラー・モデリングツー

ルVM-EQUATRAN（3）は，Visual Modelerの一部の機能

として実現している。

 冒頭にも触れたように，この技術はダイナミック計算

と定常状態計算のシームレスな融合と計算の高速性を特

長としており，プラント運転の解析を始め，オンラインシ

ステムに組み込んだ高度な運転支援システムの構築など，

広い分野での応用が期待される。
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* 次期バージョン（V2.3）で組み込み予定。

図4　シームレスの様子を示す（ダイナミック➡

定常状態➡ダイナミック）
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