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図1　化学プロセスでの解析事例
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三菱ケミカル株式会社は、日本最大の総合化学企業グループである株式会社三菱ケミカルホールディングス傘下の中核事
業会社です。化学分野を中心に長年培われてきた技術基盤をもとに、広く社会に貢献し未来を拓く事業活動を展開されてい
ます。この度は、福岡県北九州市の同社黒崎事業所に訪問させていただき、開発研究所 生産技術グループ 主任研究員の
菊地康晴様に、「化学プロセスの検証過程における粒子法解析ソフトウェアParticleworksの活用事例」についてお話を
お伺いしました。

従来の格子法では困難な化学プロセスにおける
反応・拡散・揮発のモデル化を
Particleworks SDK（ソフトウェア開発キット）で実現

御社の事業内容や開発研究所の
お仕事についてご紹介下さい。

三菱ケミカルホールディングスグループ全体としては、情報・エレクト

ロニクス分野向けの高付加価値製品や、広範な樹脂加工品・フィルム

製品・炭素繊維などの「機能商品」、医薬品や診断製品などの「ヘルス

ケア」、基礎化学品・炭素製品・産業ガスなどの「素材」の３分野で事

業を展開しています。その中で、三菱ケミカルは「機能商品」と「素材」

の2つの事業に携わっています。わかりやすく自動車関係で例を挙

げますと、車のヘッドライトのポリカーボネイト、タイヤの中に入って

いるカーボンブラックなどの素材を作っています。またそれらの原料

や加工品に加え、電池や有機EL照明なども取り扱っています。

開発研究所では、これらの製品の開

発に関わる化学プロセスに関して研

究を進めています。化学プロセスと

は、簡単にいうと気体・液体・固体の

原料を混合、反応、分離することで製

品を作るプロセスです。例えば、メタ

ノールなどの原料をタンクに入れて

混合し、その後ポンプで運んで反応

器に入れます。この反応器は、主に

撹拌翼によって混ぜて反応させる撹

拌槽を用いております。この中で様

々な撹拌翼を使って混ぜたり、熱を

加えたり、空気を入れるなどして反応

させる反応プロセスの研究・解析をし

ています。その他、医薬用での化学

分離の方法として、成分を結晶化させ

て析出させる晶析というプロセスの研究・解析をしています。また、

配管を経由して製品を搬送する際に滞留部やガスが発生するという

問題や、熱交換機を使った冷却・余分なものを精留して再利用する

プロセスに対し、シミュレーションによる解析を適用し、事前に現象

を予測・対策立案しています。

Particleworksはいつ頃どのような理由で
導入されたのでしょうか。

開発研究所では、25年以上前よりCADやCAEツールを様々な研究に

利用しており、今では常に80%以上の稼働率でそのようなデジタルツー

ルを活用しています。流体ものを扱う化学プロセスの性質上、流体
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図2　格子法と粒子法による自由表面解析の比較

図3　横型攪拌槽による反応プロセス

図4　ダムブレークの問題におけるパラメータ
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解析も長年使用してきましたが、従来の格

子法流体解析ソフトウェアでは、自由表面の

問題を扱う際、十分な界面精度で計算でき

なかったり、界面が大変形する場合は評価

が上手くできないという問題がありました。

そこで、別の計算手法がないか探していた

際に、参加した学会で粒子法の存在を知り、

粒子法を採用した商用ソフトウェアの導入を

検討していたところ、Particleworksを知っ

て購入に至ったというわけです。それが約7

年前です。Particleworksは、GPUコン

ピューティングへの対応も早く、計算コスト

を改善させるという目的も達成できました。

現在はCAEを利用している20名程の技術

者の中で、4名がParticleworksを利用しており、常に2～3のジョ

ブが流れていますので、利用頻度としてはかなり高いです。

それでは、Particleworksで
解析した例をご紹介下さいますか。

当社化学プロセスにおける様々な解析事例を図1に挙げています
が、気液や固液など2つ以上の相にまたがる多相問題が比較的多

くなっています。この中で、攪拌槽・反応器への適用事例をご紹介

します。一般的には撹拌槽は縦型が多いのですが、これは主に低

粘度の材料を攪拌する用途で使います。縦型攪拌槽の中には撹拌

翼があり、沸騰、蒸発、気泡の合一や分裂、そして回転することに

より上部界面がすぼまる現象などが起こります。場合によっては触

媒が入ることもあり、そのような固体粒子の沈降も見られます。こ

れらの検証は従来から用いてきた格子法流体解析ソフトウェアで、

ある程度複雑な現象まで解析できるようになっていますが、激しい

自由表面の変化がある解析には、Particleworksを活用していま

す。一方、材料が高粘度となる場合には、縦型ではなく横型反応

器を使用することもあります。このように、反応させる材料の粘度

に合わせて適切な攪拌槽・反応器を選択しています。

例えば、ポリマーを重合反応させる製造工程では、初めは低粘度

の約１cPから撹拌するのですが、重合していくと結果的に約

10000Pという高粘度になります。このような場合は、高粘度用

の横型反応器を用いる場合があるのですが、そのプロセスの解析

には従来の格子法流体解析ソフトウェアではあまり実績がありませ

んでした。その理由は、翼形状が複雑で流体の動きも複雑となり

モデル化が非常に難しかったからです。また、一般的な格子法で

はVOF法がよく使われるようですが、VOF法では自由表面がぼや

けてしまうことがあり、はっきりと界面が表現できないことがありま

す。図2のように同じ解析を格子法と粒子法で比べてみました。粒
子法では液面がダイナミックに変形するような場合でも界面が非

常に高精度で表現できることがわかり、特に横型反応器には粒子

法が非常に得意な解析方法だということがわかりまして、

Particleworksの適用を進めております。

具体的に、横型撹拌槽による反応プロセスについてですが、図3のよ
うに原料Aと原料Bを反応させると製品のCと副生物のDが生成しま

す。ここで難しいのは、平衡反応と言って、CとDばかり生成してしま

うとまた分解してAとBに戻ってしまいます。ですから、副生物のDを

抜かないと反応が進みません。そのために、攪拌槽の中で翼を回転

させ、中に滞留しているDを表面に出し除去していきます。実際の挙

動としては、反応は結構速いのですが、高粘度なので中に溜まってい

るものはなかなか表面に出て来ないために、除去速度が非常に遅い

のです。この除去を促進することが重要で、全体を十分撹拌するこ

とにより界面積や混合性を増して除去を促進しています。この反応

速度は実験すれば計測できるのですが、除去速度は実験で求めるの

は大変難しく、以前は運転実績から大体の速度を予測していました。

また、条件を変えると除去速度がどう変化するのかも、予測は容易で

はありません。ですので、ここでもParticleworksを活用して界面

積や混合性を評価し、除去速度を求めることに成功しました。
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ソフトウェア開発キットSDKも
利用されていますが、

具体的にどのような解析に
使われているのですか。

粒子法は、界面積を高精度に捉え

られる点で非常に良いのですが、

Particleworksの標準機能だけでは、

先ほどのDがどのように抜けていくか

を計算することは出来ませんでした。

そこで、Particleworksのソフトウェ

ア開発キットSDKを導入し、攪拌槽に

おける反応・拡散・揮発を表現すべく、

モデル化の検討を行いました。SDK

でのモデリングの方法ですが、ある成

分Xの濃度の方程式は、液中拡散と界

面揮発と反応という3つのソース項で

作れます。拡散のラプラシアンは、

Particleworks内の式と同じ式を

使いました。界面の揮発について

は浸透説の式を使用し、界面積は

Particleworks内の界面判定・界面積

計算式を使用しました。そして、反応

は一般的なテキストに載っているよう

な化学反応式を自分で書いています。

この拡散と揮発と反応のモデルが正

しく動くかということを、図4のよう
にダムブレークの問題を使って検討

しました。ここではA、B、C、Dの4

成分を設定し、外と中の最初の濃度

は同じとし、傾向を見るために拡散

係数を変えています。また、初期粒

子間距離は1mと設定しています。

まず初めに拡散モデルの妥当性を

検討しました。図5のようにダムブ
レークで急激に液が流れつつ、中の

成分も拡散していく様子がわかり、

正しくモデル化が出来ていることを

確認できました。

次に反応モデルを検討しました。例

えば成分Aの変化を見ると、図6のよ
うに時間の経過とともにAの濃度が

減少してきます。そして最後は逆転

してまた色としてはオレンジに戻り濃

度があがったことがわかります。これ

が先に説明した平衡反応です。この

反応式自体は簡単な式なので手計算
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で理論解を出したのですが、これと解析結果は一致しており、反応

モデルも正しくモデル化出来ていることがわかりました。そして最

後に揮発モデルを検討しました。A、B、C、Dと少しずつ異なる拡

散係数を定義することにより、揮発の度合いを変えました。図7の
ように結果としてそれぞれ濃度が違っており、Dが一番見やすいと

思いますが、表面濃度が低くなっていて中はまだ濃度が高いという

ことで、表面からだけその成分が抜けていることが確認でき、揮発

も正しくモデル化出来ていることがわかりました。

これまでで一見モデル化は問題ないように思えたのですが、実は

よく見てみると、時間の経過1秒のところで、界面ではないはず

のところの壁際で揮発が起こっていることが判明しました。これ

は、最初の0.1秒で壁近傍まで界面積が計算されていることが

問題でした。また、定常状態のところも理論解より界面積が大き

くなっており、揮発に重要になる界面積の計算にずれがある問題

も判明しました。これらは、標準で設定されている界面判定パラ

メータや計算方法などの問題だとわかりましたので、そのあたり

はプロメテックさんに相談して、界面積の計算の仕方を変えて改

善していきました。表面判定を少し工夫し、標準で採用している

圧力計算とは異なる式で計算すると、理論解とほぼ同等の解が

得られ、評価としては十分使えるということになりました。

化学プロセスにおいては多相問題が多く、粒子法が生かせる場面は

非常に多いのですが、現時点ではParticleworksの標準機能だけ

では全てを評価できない場合もあります。しかし、このようにSDK

を使うことによって、反応や拡散、揮発など特殊な現象のモデル化

も可能になり、わたしたちの研究を前進させることが出来ました。

今後の解析業務や研究の展望、
プロメテックへの期待などを

お聞かせ下さい。

今後、実業務への適用範囲につ

いては、ラグランジュ手法が活か

せるような混練系や分散系、そ

れから剛体と流体の連成問題、

またこれまでの実績を発展させ

て大変形する自由表面問題への

Particleworksの適用を進めた

いと考えています。また、研究に

おいては現象の可視化・具現化が研究の加速につながると考えて

いますので、今後も積極的に適用していきたいと思っています。

Particleworksの機能そのものについては、モデル、精度、大規

模計算、プリポスト拡張など項目としては要望が多いのですが、プ

ロメテックさんには今後も着実にユーザーとともにソフトを育てて

頂きたいと期待しております。

貴重なご意見ありがとうございます。三菱ケミカル様は、Particle
worksのユーザーの中でも、最も初期からご活用下さっている企
業の一社で、これまで開発に対して参考となる意見を多く頂戴して
きました。今後もこのようなお言葉をいただきながら、より一層成
長していきたいと思っています。この度は、業務のお忙しい中イン
タビューにご協力下さいまして誠にありがとうございました。引き
続きより良い製品開発をご支援できるよう、プロメテック一同ご支
援させていただきます。

取材日　2015年12月10日

本記事の内容は、取材時2015年12月の情報です。製品の機能および構成などは取材時より変更されている可能性がありますので、予めご了承下さい。最新の情報については、プロメテッ
ク・ソフトウェア(sales@prometech.co.jp)までお問合せください。


