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*1  （株）オメガシミュレーション

モジュラー・モデリングツールVM-EQUATRANによる

オンライン運転支援システムの構築

Construction of Online Operation Support System Using
'VM-EQUATRAN' Modular Modeling Tool

方程式解法ソフトウェアEQUATRANをオンラインで使用可能とするモジュラー型のモデリングツール‘VM-

EQUATRAN’を開発した。本稿では，VM-EQUATRANのオンラインでの運転支援への応用を紹介する。

EQUATRANの特長である物理モデルの記述を直接モデル式（代数方程式並びに常微分方程式）とすることができ

る機能をそのまま継承している。これにより，特別なシミュレーション技術を持たないプロセス・エンジニアに

よるモデル開発を可能とした。現在は，機器単位，例えば，熱交換器，反応器などで応用されているが，プロセ

ス全体でのオンライン運転支援への展開を目指している。
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To facilitate the online use of EQUATRAN, equation-based software, a modular modeling tool 'VM-

EQUATRAN' has been developed. This paper introduces applications of VM-EQUATRAN for online

operation support. VM-EQUATRAN inherits EQUATRAN's function of simply describing physical models

using mathematical equations (algebraic and normal differential equations). Process engineers without

simulation-specific techniques can also employ VM-EQUATRAN in model development. Currently it is

only being used for equipment such as heat exchangers and reactors in the plant. Future applications,

however, are being sought for online operation support for the entire plant.

1. は じ め に

ベテラン運転員の大量退職，いわゆる2007年問題を控

えて，プラントを如何にして今まで通り安定かつ安全に

運転するかの検討が進められている。技能／技術伝承，暗

黙知の形式知化，非定常操作の機械化等々である（1）。現在

のところ，技能／技術伝承を行う最適な方法としては，ダ

イナミックシミュレータを用いた「運転訓練シミュレー

タ・システム」であるが，投資に対する効果が「現状維持」

であるところに，導入判断の難しさがある。現時点でも，

優秀な運転員（ベテラン）は，暗黙のうちに，以下の手順を

踏みながらプラントの運転を行っている。即ち，①計測し

ていないポイントの状態を推定する，②プラントの先の

状態を予測する（先読み），③最適運転状態を把握しプロ

セス状態を近づける，そして，④異常状態の早期検知，な

どである。本稿では，モジュール型モデリングツールVM-

EQUATRAN を用いて，プロセスの物理モデルをコン

ピュータ（PC）上に構築し，優秀な運転員が暗黙のうちに

実施している，上記作業の機械化や運転員を支援する実

施例について述べる。

2.  VM-EQUATRANの機能と特長

VM-EQUATRANでは，モデル化する対象をモジュー

ルに分割し，方程式を使った数式モデルで各モジュール

を記述する。これらのモジュールを，流量や組成など伝達

するストリームで，あるいはデータを受け渡す信号線で

接続して，プロセスあるいはシステムとして全体のモデ

ルを構築する。いわゆるブロックフロー図をイメージす

れば良い。このモジュールは，数式ベースでモデル開発を

試みたり，ケーススタディしたりするのに適した記述言

語であるEQUATRAN（2）を用いて記述する。構築したプ

ロセスモデルは，リアルタイムでの実行，あるいは加速実

行して動的な動きをシミュレーションしたり，あるいは

定常状態計算でプロセス全体の静的なバランスを求める

こともできる。

EQUATRANは1985年に販売されたパッケージソフト

であり，現在はEQUATRAN-Gとして，Windows版が販
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売されている。さまざまな方程式を解法するのが基本機

能であり，方程式を変形せずにそのままの形で入力して

実行すると数値解を得ることができるという特長を持っ

ている。線形・非線形連立方程式，常微分方程式を解くこ

とができ，最小2乗法・最適化計算を扱うことができる。

方程式は解く順序に並べる必要はなく，対象となる問題

の関係式を書き並べるだけで済む。微分方程式も，そのま

ま取り扱うことができる。面倒なプログラミングをせず

に，数式モデルを入力すれば問題を解くことができるの

で，問題解決の効率を大幅に上げることができ，化学工学

分野を中心にいろいろな工学分野で使われている。

図1に，VM-EQUATRANの画面例を示す。バッチ反

応器のダイナミックシミュレーションを行った例である。

メインウィンドウに描いたブロック図の中に，数式モデ

ルやパラメータが組み込まれている。下に隠れたサブ

ウィンドウはパラメータの入力画面であり，上に載った

サブウィンドウは，数式モデルの入力画面である。シミュ

レーション結果がトレンド表示されている。

以下に，本システムの特長を示す。

（1）高機能なモデリングツール

VM-EQUATRANは，モジュールの組み合わせでシ

ステム構築が可能なフレキシブルかつ高機能なモデ

リングツールである。

（2）簡易シミュレーションツール

インタラクティブなGUI を持ったシミュレータを，

比較的安価に実現することができる。モジュール方

式を採用したシンプルなシミュレーションツールと

言える。また，既にEQUATRANでモデルを作成済

みのEQUATRANユーザーは，新たにモデルを開発

する必要がないのも利点である。

（3）物性計算機能

Design Institute for Physical Properties （DIPPR）デー

タベースを基にした約1600成分の純成分の物性デー

タや，物性推算式を内蔵している。成分を指定するた

けで，組み込み関数により混合物質のK値，蒸気圧，

エンタルピ，密度，粘度，平均分子量などを得ること

ができる。また，フラッシュ計算や水単成分計算の関

数もある。

（4）高いシステム拡張性

VM-EQUATRANは，OmegaLand（3）（4）の統合環境（グ

ラフィック機能，データベース機能，自動運転機能，

外部接続機能など）と組み合わせて応用システムを構

築できる。　

（5）外部システムとの接続性

生産管理システム（PIMS）と接続して，オンライ

ン利用が可能である。その構成を，図 2 に示す。

VM-EQUATRAN以外にOmegaLandの中の2つのモ

ジュール，通信インタフェースモジュール（PCS）と実

行制御モジュール（EXEC）が必要となる。PCSは，外

部の生産管理システム（PIMS）とデータ交換を行う。

3. オンラインへの適用

基本的な考え方は，化学工学の原理に基づいた物理モ

デルを使ってプラントの「見える化」を進め，運転員の手

助けをすることである。生産管理システム（PIMS）からリ

アルタイムに運転データを取得し，物理モデルで加工し

て運転に役立つ情報を得ようというものである。ユー

ザーサイドで比較的容易に物理モデルが作成できるので，

多様な応用が可能である。

以下に，VM-EQUATRANをどのようにオンラインに

適用できるのか，具体例で説明する。

図1　VM-EQUATRANの画面例
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3.1 計測していないポイントの状態推定

（1）特性値や品質値の推算

製品には特性値や品質を表す値が存在する。例えば，

ポリマーなら流動性を表す指標や分子量の大きさを

表す値や，化学製品なら不純物の組成などである。こ

れらは通常ラボ分析によって測定されるので，リア

ルタイムで知ることはできない。これらの特性量は，

モデルに基づく相関式や推算式を用意して計算する

ことが可能であり，これらをリアルタイムに計算し

て早期にフィードバックすることで，より質の高い

運転や制御が可能である。

（2）性能パラメータの推定

反応速度パラメータや触媒活性，回転機器の効率，熱

交換器の伝熱係数などの性能パラメータを，物理モ

デルを使って推算する。反応では，反応機構を推定し

た上で，フィード組成，温度や圧力により，反応方程

式の頻度因子や活性化エネルギーを求める。装置の

入口と出口の温度や流量などの条件を与えて，伝熱

係数やエネルギー効率を推算する。熱交換器につい

て具体的な応用例を，この後の章で詳しく説明する。

3.2 プラントの状態予測（先読み）

ここでイメージしているものは，比較的小規模な物理

モデルによる運転予測である。一つは，経時変化を伴う量

の推算で，例えば，反応モデルにより触媒劣化による交換

時期を予測することができる。もう一つは，運転の傾向の

把握である。例えば，運転領域のグラフ上に現在の運転ポ

イントを図示し，適正範囲からの逸脱を早期に発見した

りである。

3.3 運転状態の把握

（1）物質収支，熱収支計算

プラント全体の状況，即ち，物の流れや熱の流れを把

握するために，物質収支計算や熱収支計算を行う。流

量は装置毎に大掴みできれば良いので，装置毎に入

りと出のバランスをモデル化する。熱収支は装置毎

にプロセス流体，スチーム，冷媒の流量と入出口温度

でモデル化する。この際に，データの平準化（例えば

10分平均値）を行った上でデータリコンシリエーショ

ン処理が行えると，さらに精度が上がる。得られた収

支計算結果に基づき，最適な運転状態からのズレを

把握して修正する。

（2）生産管理

生産管理に使うために，単純な計算処理を行う応用で

ある。例えば，計測量の1日平均値やいくつかの測定

点の加重平均値，単位換算した値の計算などである。

3.4 異常状態の早期検知

実プラントと同一なパラメータを有するプロセスモデ

ルを構築し，実プラントと同時に並列運転を行い，異常状

態の早期発見を含めた高度運転支援機能を実現する試み

である。

4. 熱交換器への応用例

具体的な応用事例の一つとして，最も一般的な多管式

熱交換器（Shell and Tube Heat Exchanger）の総括伝熱

係数Uの推算を示す。これをオンライン運用することで，

熱交換の効率を監視することができる。熱交換器はス

ケールやゲルなどの付着で伝熱量が徐々に落ちてくる。

図2　オンライン利用での構成図
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図3　熱交換器のモデル

運転員は日常の運転を通じて，冷媒の流量増加などから

伝熱が悪くなってきたと感じるが，これを定量的に監視

して清掃のタイミングを示すこともできる。

以下に，手順を示す。先ず，オンライン運用に先立って

次の準備を行う。

①プロセス流体と冷媒の成分を登録し，組成，伝熱面積

をパラメータ変数として値を与える。

②向流，並流に応じて，伝熱量Q，Uを計算するモデル

（図3）を記述して作成する。但し，平均分子量や密度，

比熱の計算には，物性関数を利用する。

オンライン運用時には，定周期で次の処理を行う。

③高温側，低温側のそれぞれの入出口温度と流量を生産

管理システムから取得する。

④移動平均などのフィルタをかけ，データを平準化する。

⑤モデルにより，Uを計算する。

⑥計算結果を生産管理システムに転送し，制御用画面に

表示する。

5. お わ り に

（株）オメガシミュレーションでは，プラント運転訓練

シミュレータを始めとして，シミュレーション技術をプ

ラント運転に活用する試みを続けている。本稿で紹介し

たVM-EQUATRAN も，その一環として開発した製品で

ある。いわゆる2007年問題で大量に退職されるベテラン

運転員の方々と接するうちに，彼らの技量を支えている

ものが，①多くのトラブル（ヒヤリ・ハット）事例の経験，

②プロセスの化学工学知識に裏打ちされた推察，予測能

力であることを認識した。（株）オメガシミュレーション

がご提供する「運転訓練シミュレータ」では，多くのトラ

ブルを疑似体験することが可能であり，トラブル体験の

共有化に効果を上げている。また，本稿の V M -

EQUTARN は化学工学モデル（物理モデル）を通して，プ

ラントの「見える化」に貢献している。プロセスシミュ

レーション技術をプラント運転支援に活用することは，

プラント運転の「現地現物主義」への回帰であると確信し

ている。
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