
トラッキング・シミュレータの水蒸気改質プロセスへの適用

27 横河技報　Vol.50 No.3 (2006)

*1  技術開発本部 計測制御研究所

トラッキング・シミュレータの水蒸気改質プロセスへの適用

An Application of Tracking Simulator to Steam Reforming Process

103

1. は じ め に

石油精製，石油化学，鉄鋼，製紙など素材産業の生産現

場における自動化は進んでいるが，生産計画に関する最終

的な意思決定や異常事態への対応などは，まだまだ人の判

断に頼ることが多い。一方，プラント建設時から高度成長

期を支えてきた団塊世代の熟練技術者が現場を去ることに

よる操業ノウハウの喪失といった，所謂2007年問題に対

応したプラント操業の新たな仕組みが望まれている。ま

た，環境問題，安全問題への関心が高まっており，安全・

安心に関わる技術への期待も大きい。

当社は，主に石油精製あるいは石油化学プラントを対象

として，プラントのダイナミック・シミュレータおよび定

常シミュレーションを含めた統合ソリューションの提供を

行ってきた。また，プラントの高機能化，高信頼化により，

非定常な操作を行う機会が減少したオペレータや新人を対

象として，プラントの立ち上げ，立ち下げ，異常事態への

対応などの操作の習得を目的としたトレーニング・シミュ

レータを開発してきた。これらのシミュレータでは，個々

のプロセスを化学工学の原理に基づいて正確にモデル化し

ているため，プラント内部の温度や組成など，プロセスの

状態量を忠実に再現することが可能となった。

このような実際のプラントを忠実に再現するシミュ

レータを，プラントと同時並行で実行すれば，プラントの

本質的な情報を把握することが可能になり，例えば，①計

測していないポイントの内部状態の推定と可視化，②操

作変更などによる未来のプラント状態の予測，③最適運

転条件の探索，④実測値との差異による異常検出，などの

プラントの操業への支援が期待できる。

しかし，シミュレータを実際のプロセス状態に合わせ込

むためには，プロセス固有の特性を，モデルのパラメータ

として正確に与える必要がある。そこで我々は，シミュ

レータをリアルタイムで実プラントと同時並行で実行し，

シミュレータを現実のプラントの状態に合わせ込むために，

モデルのパラメータを自動的に調整するトラッキング・シ

ミュレータを提案してきた（1）（2）（3）。本報告では，トラッキン

グ・シミュレータの効果を実証するために，メタン（CH4）

から水素（H2）を生成する燃料電池向けの水蒸気改質プロセ

スに対して，適用実験を行った結果を示す。

我々はこれまでに実プロセスと同時並行して動作し，自動的にパラメータを調整しながら高い精度で実プロセ

スの挙動を再現することができるトラッキング・シミュレータを開発してきた。このトラッキング・シミュレー

タを用いることで，内部状態の可視化や予測など，プロセスの操業に対する新しい支援システムを実現する。本

報告では，燃料電池向けの水蒸気改質プロセスを実際に運転しながらトラッキング・シミュレーションを実行し

た結果を報告する。また，反応器の出口組成の推定と可視化を行い，シミュレータを用いた操業支援の可能性を

探った。
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2.  改質プロセスのモデリング

我々はトラッキング・シミュレータを実証するために，

図1に示すような改質プロセス実験装置を作成した。

改質プロセスは，CH4を加湿するためのバブラ，CH4と

水蒸気から改質反応により水素を生成し，改質反応の副生

成物であるCOと水蒸気から水素とCO2を生成する改質反

応器，シフト反応により未反応COと水蒸気から水素とCO2

を生成するシフト反応器，最後に，さらに未反応のCOを

取り除くために，空気（O2）と反応させてCO2を生成するCO

除去反応器から構成される。反応器及びバブラには電気

ヒータが付いており，電流で加熱量を制御する。また，CO

除去反応器には，水冷による冷却装置が付いている。制御

には，当社製コントローラSTARDOMを用いた。以下に，

各反応器で生じる反応をまとめる。

この改質プロセスでは，バルブ，反応器，熱交換器など

をモデル化したが，紙面の都合上，本報告では，改質反応

器モデルについてのみ紹介する。図2に，改質反応器モデ

ルの概略図を示す。本モデルでは，反応器を流れ方向にＮ

分割して熱および物質収支を考える。

先ず，触媒層の物質収支について考える。反応量に関し

ては，式（1）に示すアレニウス型の反応速度式で表現する。

ここで，rは反応速度，xiは成分組成，Pは全圧，Tは温

度，Rはガス定数，Ncは成分数を表し，k1は頻度因子，k2

は活性化エネルギーを表す。また，圧力，温度，濃度の反

応に対する寄与度を，それぞれNp，Nt，Niとする。

触媒層における物質収支は，触媒層の流れ方向の長さ

をLとすると，反応によって増減した成分流量とプロダク

トの流量F1との関係から，以下のようになる。

ここで，Aは触媒の断面積，uiは成分ホールドアップ，

F0は入口流量，x0iは入口組成，Siは反応の量論係数，rは

反応速度，F1は出口流量を表す。

次に，触媒層の熱収支を考える。各分割の温度Tは，反

応熱と反応器壁からの加熱量，及び流入ガスと流出ガス

のエンタルピのバランスを考え，次式のように表す。

ここで，ρは触媒の密度，Cpは触媒の比熱，Qは分割内

で生じる反応熱，qは反応器本体から触媒層への伝熱量，

h0は入口エンタルピ，h1は出口エンタルピを表す。

反応器本体の熱収支は，各分割の反応器本体温度をTw，

反応器本体の比熱をCpw，1分割当たりの反応器本体重量を

Ww ,とすると，外部からの加熱量qx，放熱量qa，触媒層へ

の伝熱量qがバランスしているとして，次式のように表す。

反応器本体から触媒層への伝熱量qは，反応器本体温度

と触媒層温度に，放熱量 qaは，反応器本体温度と外気温

の差に比例するとして，以下のように求める。

　

ここで，Awは反応器本体と触媒の接触面積，Uwは本体

－触媒間の伝熱係数，Aaは放熱面積，Uaは放熱伝熱係数，

Tatmは外気温を表す。

シフト反応器，CO除去反応器についても同様のモデル

化を行った。このようなモデルを機器毎に構築し，それら

を結合することで，プロセス全体のシミュレーションを

行う。このように物理・化学的な法則に基づいたモデリン

グを行うことにより，精密なシミュレータを構築するこ

図1　水蒸気改質プロセス

図2　反応器モデルの概略
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とができる。

本報告では，シミュレーションを行う環境として，

OmegaLandを用いた。OmegaLandでは，バルブや熱交

換器など一般的な機器を標準ユニットとしてライブラリ化

されており，各機器間の関係をGUI上で結線して，パラ

メータの値を入力するだけでシミュレーションが行える。

3. トラッキング・シミュレータが生み出す効果

パラメータの値は，予め，文献や設計データなどから大

まかには決められるが，シミュレータの精度を高めるた

めには，運転データを用いてパラメータを個々に合わせ

込む必要がある。また，一度調整したパラメータであって

も，周囲環境の変化や経年変化によって変動してしまう

もの，流量や温度などプロセス状態によって変動してし

まうものなどがあるため，シミュレータの精度を高く保

つためには，現実のプラントの状態に適応するように，適

宜パラメータを修正しなければならない。このため，ト

ラッキング・シミュレータでは，実プラントから得られた

計測値とシミュレータでの計算値の差をなくすように，

モデルのパラメータを逐次修正する。

このように，パラメータを現実のプラントの状態に合

うように常に調整することで，シミュレータの精度を高

く保つことができるため，内部状態の正確な可視化や予

測が可能となる。また，プロセス状態に依存することが分

かっているパラメータは，実運転を行いながらプロセス

状態とパラメータの依存関係をモデル化し，モデルの適

用範囲を広げることもできる。

本報告では，トラッキング・シミュレータによる調整パ

ラメータの1つに，伝熱係数を選択した。伝熱係数は流量

に依存して変化することが知られているが，事前実験に

より求められるパラメータの適用範囲は限られている。

事前実験の範囲外の流量で運転を行った場合，シミュ

レータの精度は下がってしまうという問題がある。そこ

で，伝熱係数を調整パラメータとし，トラッキング・シ

表1　運転条件

ミュレータにより実プラント状態に追従することを試み

た。また，触媒性能を表す反応速度定数も調整パラメータ

とした。反応量はプロセスの状態を知るための重要な量

であるが，触媒の状態により変化し温度にも依存するた

め，事前実験による反応速度定数の測定がシミュレー

ションの精度に大きく影響を与えてしまう。実運転を行

いながらこれを推定することで，シミュレーションの精

度を向上させることができ，また，パラメータの時間変動

を見ることで，触媒の性能劣化などの監視としても使う

ことができる。

このようにして，トラッキング・シミュレータによって

精度の高いシミュレーションを行うことで実現できる運

転支援の例として，内部状態の推定と可視化を行った。

改質プロセスでは，改質反応による副生成物としてCO

が発生する。COは燃料電池にとって発電性能を悪化させ

る要因となるため，改質ガス中に含まれるCO量は，ppm

オーダまで削減していることが望ましい。この装置では，

シフト反応器出口の時点で，CO組成を2%以下にしなけ

れば，CO除去反応器によってppmオーダまで削減する

ことができない。このように，COの生成量は水素の生成

量と共に，運転にとって重要な情報となる。そこで，ト

ラッキング・シミュレータを改質プロセスに適用し，各パ

ラメータを自動調整しながら，組成と反応器の内部温度

について推定と可視化を試みた。

4. 実　　験

本報告では，実際に図1の改質プロセスを運転しなが

ら，トラッキング・シミュレータを実行した。図3に，

OmegaLand のVisual Modeler 上に構築したプラント

モデルを示す。プラントモデルは，フィード，バブラー，

反応器及び熱交換器で構成されている。

表1に，運転の条件を示す。今回の実験では，改質プロ

セスの運転は，改質反応器の熱量を手動操作し，途中で

CH4フィード流量を変化させて，トラッキング・シミュ

レータが実プロセスに追従できるかどうかを検討した。

図4に，改質反応器，シフト反応器およびCO除去反応

器の反応器出口温度のトラッキング・シミュレータの計

算値と，実プロセスにおける計測値を示す。実験開始後30

分で，CH4フィード量を600 cc/minから1200 cc/minに

変化させた。本実験では，改質反応器およびCO除去反応

器のモデリングを行う際に，伝熱係数の流量依存関係を

含めていないため，流量を変化させた直後では，反応器の

図3　改質プロセスモデル
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表2　シフト反応器出口組成の推定例

図4　トラッキング・シミュレーションによる反応器温度の追従結果

出口温度が実測値とは異なる値を示した（図4赤丸印付

近）。しかし，トラッキング・シミュレータにより伝熱係

数が調整され，出口温度の計測値とシミュレーション値

が徐々に一致するようになることが確認できた。このよ

うに，実験の結果流量と伝熱係数パラメータの関係が判

れば，これをモデルとして組み込むことで，パラメータ調

整なしでモデルの適用範囲を広げることも可能である。

シフト反応器では，反応速度定数を真値とは異なる値

から始めているため，反応熱が実プロセスとは異なって

おり，その結果，シフト反応器の出口温度が一致していな

い。しかし，改質反応器同様に，トラッキング・シミュレー

タが進行すると，反応器出口温度も徐々に一致し，反応速

度定数も徐々に真値に近づく。

次に，実験の開始から6時間半後に，CH4流量を1200

cc/minから600 cc/minに変化させた。流量を増加したと

きと同様に改質，CO除去反応器の伝熱係数が再調整さ

れ，やがて実測値と，シミュレーション値が一致すること

が確認できた（図4緑丸印付近）。

次に，図4中，^～`の時刻における組成をシミュレー

ションによって推定した結果と，ガスクロマトグラフに

よって実測した値との比較を，表2に示す。各反応器の出

口組成は，トラッキング・シミュレータにより，よく一致

していることが確認できた。ガスクロは，1サンプリング

を行うために数十分程度を要するが，トラッキング・シ

ミュレータでは，常に組成の推定値を出力することがで

き，計測していない反応器内部温度の推定値を見ながら

プロセスの運転が可能になる。また，前章に述べたよう

に，シフト反応器の出口組成では，CO量を2%以下にし

なければならないという運転制約があるが，このように

プラントの状態によく一致するシミュレータを用いるこ

とで，実プロセスに操作量を与える前にシミュレーショ

ンによる事前検討を可能とし，運転条件の変更操作に役

に立てることができる。

5. お わ り に

水蒸気改質プロセスに対して，物理・化学的法則に基づ

いたモデリングを行い，オンラインでパラメータの自動

調整を行うトラッキング・シミュレータにより，より実プ

ロセスに一致するようなシミュレータを構築する手法に

ついて述べた。

実験では，水蒸気改質プロセスを実際に運転しながら，

トラッキング・シミュレータを実行した。モデルに含まれ

ていないプロセスの状態量に依存するパラメータであっ

ても，本手法により推定することができることが確認で

きた。また，実プロセスによく一致するシミュレータを用

いることで，測定していない状態量の可視化や運転の先

読みなどの運転支援への可能性を示すことができた。
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（トラッキングシミュレーション） 

伝熱係数（CO除去反応器） 

反応速度（シフト反応器） 

伝熱係数（改質反応器） 

トラッキング・シミュレータ 
による推定値 

計測値 

H2O 
H2 
CH4 
CO 
CO2 
H2O 
H2 
CH4 
CO 
CO2 
H2O 
H2 
CH4 
CO 
CO2

0.177 
0.640 
0.019 
0.016 
0.148 
0.227 
0.581 
0.044 
0.010 
0.138 
0.211 
0.621 
0.010 
0.008 
0.149

0.179 
0.637 
0.020 
0.016 
0.147 
0.225 
0.584 
0.042 
0.012 
0.137 
0.224 
0.610 
0.010 
0.014 
0.142

時刻 A

時刻 B

時刻 C


