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複合反応に対する装置内滞留時間
　　　　分布の影響について

小　林　晴　夫

荒　井　　深

On　the　Effect　of　Fluid　Mixing　on　the　Performance

　　　of　Complex　Reaction　in　Flow　Reactors

Haruo　KOBAYASHI
Fukashi　ARAI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　　The　effect　of　fiuid　mixing　on　the　performance　of　lst　order　complex　reaction　is　inves－

tigated　from　a　unified　point　of　view　using　the　transfer　function　as　an　operator　for　calcu－

lation．

　　Numerical　results　obtained　for　a　consecutive　reaction　A－B一一）tC　are　presented　graphi－

cally　and　discussed　in　some　detail．

　　均一相流通系反応装置内での反応に対する流体の装此内滞溜時間分布の影響については，

一次および二次の不可逆反応について，拡散モデルに基いて，1）anckwerts2），宮内7），　Leben－

spie15）らが，又槽列モデルについてMacMullinら6）が検討を行なっている。

　　しかし，工業的にも重要であり，かつ選択性が問題となるような複合反応については取扱

われた例が少く，逐次反応について，最適操作を行なった場合の中間生成物の収率に対する流

体混合の影響を，拡散モデルに基づき論じたのにTiachacek8）の研究，又特殊な反応例として

流動層におけるナフタリン酸化による無水ブタ・一一ル酸製造工程を拡散モデルとして取扱ったの

にDeMariaら3）の発表があるにすぎない。

　　しかも，Tichacekの場合は，管型反応装躍のスケール・アップの際の収率低下を検討し

たものであり，Bodenstein　number（＝・＝　uL／E）も！00以上の，ピストン流よりわずかずれた範囲

を対象として，．近似解を求めているにすぎず，又De　Mariaらの取扱いでは，流動層を拡散モ

デルで表現している点で疑問があるばかりでなく，各成分についての連立微分方程式の解には

あやまりがある。

　　実際には，種々の反応装1鰻形式を用い，複合反応を工業化するので，これらの比較的単純

な複合反応の収率に対する流休混合の影響も広いB。範囲について知ることが必要であるし，

更に複雑な反応についても取扱いうる理論的基礎が確立していることが必．要である。
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　　以⊥の事情から，本報では，多くの複合反応が一次反応の組合わせで近似表現することが

でき，又その一次反応の反応率が流体の装illLii内滞溜時言分布関数をラプラス変換した伝達関数

を用いて計算しうるという事実に基づき，複雑な反応の場合でも，その伝達関数およびその微

分を用いることにより，各成分の出目濃度に対する流体混合の影響を比較的容易に求めること

ができることを明らかにする。又，具体的な例として，工業的にも重要であるA→．8一＞Cの逐

次反応について口的生成物Bの出U濃度および最適操作を適用した場合の最大二二に対する

流体混合の影響を，主として拡散モデルに基づいて調べ，さらに槽列モデルについても合わせ

検討する。

　　　　　　　　　　　　　　　　1．反応モデル

　　単純反応で真の反応1欠数が0次，2次などの場合でも，反応率が余り大きくない範囲，た

とえば60～70％以下では，比較的わずかな誤差範田で一次反応として近似することができる。

複合反応は，単純反応の綿み合わさった形のものであり，その各成分の反応率がさほど大きく

ないということが多いと考えられるので，モデル化の場合に，一次反応の紐合せで表現しても

その適用しうる範囲はかなり広いものと云えよう。

　　合，複合反応の各成分濃度と反応時題との関係を，逐次反応と並列反応の組合わせからな

る次のような複合反応を例として考えてみよう。

　　　　　　誇β

た，＼↓ん、

　　　S

C．t

CBO置CSo識0

τコrexpト（k・＋鋼

告一曹＋翫［…（即・一・xp｛一（刷・｝1（k，＋嫉）

舞勲・xpト勧馳弁・）

畿一…一（毎＋「島）

（1）

（2）

（3）

（4）

　　このような関係は，より複雑な複合反応の場合でも，行列式を用いることにより求めるこ

とができる。

　　一般的に考えると，等根が存在しない場合には，（！），（2）のように指数，又はその和とな

り，その「．！：1にM重根がもし存在するとすれば，（3）式の…一般形としてtiの〃3乗と指数部分との

積の和で表わされるから，すべての一次形式の複合反応の各成分の反応時悶θにおける濃度は

次式で表わされる。

　　　　　　　　　アゐ　　　　　　　　　　　　　　　ヨコノ

　　　　G（の一Σai　exp（一一　b，0）　十ΣclneθM　exp（一ノ》〃）　　　　　　　　　　（5＞
　　　　　　　　’i　’”1　　　　　　　　　　　　　　　　’tth」1
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　　ただし，適常取扱う複舎反応では，二重根が精々一組存在する程度であろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　2．　伝達関数と反応

　　反応装躍内の滞溜時間分布関数E（o）は，装1酸内に流れこむ流休に，　トレーサeのパルス

を入れたときの出口のトレーサー濃度の時間的変化を測定して求められる。

　　今，滞溜時間分布関数がE（ので表わされる反応装置の出【コにおけるブ成分の濃度C〆L）

は，時間0におけるブ成分の濃度をC〆〃）とすると，次式で与えられる。

　　　　C・（L）一llC・（O）E（ti）dti　　　　　　　　　　（6）

　　合，Cd（0）が（2）式の一般形である（7）式で表わされる場合には，　C」（L）は（8）式で．与えら

れる。

　　　　　　　　ヲじ　　　　Cゴ（θ）＝＝：Σa．i　exp（一b，，θ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
　　　　　　　　i一，1

　　　　C・（L＞一幅・・e・p←b・0）E（・）　dti　　　　　　（・）

　　又，Cゴ（ti）が（3）式の形で表わされる場合には，　Cゴ（L）は（9）の形になる。

　　　　Cゴ（fy）mんθexp（一kO）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

　　　　Cd（L）一∫1…xp（一1・・7）・E（e）d・　　　　　　　（・）

　　さて，点点時間分布関数E（のをラプラス変換した宅）のは伝達関数である。すなわち，

　　　　G（・）一∫1・xp（一・・）E（〃）d〃　　　　　　　（…

　　又，G（S）を微分・すると，

　　　　一徳Ll『・・xp（一・・＞E（・）・・　　　　　（11＞

　　（10）式の関係を用いると，（8）式は次の簡単な形になる。

　　　　　　　　れ　　　　Cj（L）＝ΣaiG（b∂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（121
　　　　　　　　唇・常三

　　又，（11）式の関係を用いると（9）式は次の形に書き変えられる。

　　　　c・（L）一・［響」、．，　　　　　　　（・3）

　　以上は，（1）～（4）式で表わされるような複合反応について求められたものであるが，更に一

般に（5）式の形で与えられるような複合反応の場合にも拡張することができる。すなわち

　　　　響L同控∫1漉・xp（一S・Y）E（〃＞a・7　　　　（・4）
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の関係を用いて，Cゴ（L）の一般式は次の形で与えられる。

　　　　C」・（L）　一　S，OO　［，，X，　a・i　exp　（一btO）　＋　．，tfli，d．dM　exp　（　一f．ti）］　E（0）　dbl

　　　　　　　諾嗣・影1（一・叫4；欝1．砺　　　（・5）

　　以上の如く，伝達関数を用いて，反応装概出「膿度を簗乏わす場合に，その伝達関数は，実

測された滞溜時間分布特性に基づいてきめられる混合模型から求められる。以下混合に対する

これまで提案された各種の混合模型についてこの伝達関数を求める。

　　　　　　　　　　　　　　　　3．混合モデル

　　工業的に用いられる反応装置の種類も多く，その中での流体混合の機構も異なるが，装置

内での速度過程に対して，いずれの場合も見掛け上逆混合が起っていると岡様な結果を与え

る。　したがって，この混合の効果を見掛け上の拡散係数の形で表現することがよく行なわれ

る。

　　このようなモデルは，拡散モデルと呼ばれ，各極の反応装置について，多数の実験結果が

このモデルを用いて整理され，ある程度混合特性が提定できるようになって来ている7）。

　　又，拡散モデルと同様，よく用いられるモデルに槽列モデルがある。これは，多くの装躍

では，流体混合は完全混合とピストン流との間にあり，又完全混合槽を無限個直　ljにつないだ

ものがピストン流に朝噂するということから，装置内の縮減混合をNケの完全混合槽列で表

現するものである。

　　その他，ピストン流と完訳混合槽の．適当な組合わせで流体混合を表現することも行なわれ

ている。

　　・今，反応装置内の流体の混合に対して，これらの代表的な混合モデルにつき，その伝達関

数を求める。

　3．　1拡散モデル

　　基礎式

　　　　釜昭鶉飾弓享　　　　　　　　　　（・6）

　　境界条件は，

　　　　峠礁・一E（oc一∂7…）■

　　　　（細い　 ∫　　　　　（’7）
　　ここで，E謎拡散係数，　it＝線速度，　Z篇入筆よりの距離，1＝時間，　C罵濃度，　C。＝入口前

の濃度，である。
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　　（16）式をt時間に関してラプラス変換を行ない，常微分方程式の形に制してこれを解くと，

伝達関数G（s）は，

　　　　　α・〉＝一＝一読蕃「、＋。）・ex，（　　4a　exp　（B，／2）B．・　a／2）　一Q　一a）2　exp　（一　B，　・　a／2）　（・8）

　　ここで，‘ドV1十4砺研β。，　B。＝＝＝　uL／E，0，t＝＝　L／t，tである。

　　さらに，G（S）を微分すると次式が得られる。

　　　　　elGt－CtS）．（　．S）．．，　rm．ww．．ww．．wwwwununww．mm．wws－Oi・exp（B．rm／2＞

　　　　　　dS　”　B．・a＜＜1十a）2　exp（B．・a／2）一（！－a）2　exp（一B．・a／2）｝

　　　　　・［・一（！釧4＋錦望1認認舞三鑑警謡残肝P（一瓦6α閣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）

　3．2槽列モデル

　　∫番目の完全混合槽の伝達関数Gi（S）は，（20）の基礎式をといて，（21）式で与えられる。

　　　　　　oc，
　　　　　　　　　＝＝　F（Cio－Ct）　（20）　　　　　v，
　　　　　　　ot

　　　　　　　　　　！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2！）　　　　　（；”ri（S）　：：＝

　　　　　　　　　1　十　ti，S

　　ここで，F・…体積速度，琉一装羅内容積，砺一鷲／F一平均濃溜時闘，である。

　　これが，Nケ直列につながっている場合には，全体の伝達関数G（s）は，その積で表わさ

れる。

　　　　　　　　｛tLII　tN　，．．．　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）　　　　　G（s）還ll｛　G，（s）罵了一

　　　　　　　　・i，一i　rt　（1＋ti，，S）

　　　　　　　　　　　　　　i＝1

　　Nケの槽がすべて岡一の大きさである場合には，G（S）は（23）式，その微分は（24）式で与え

られる。

　　　　　G（s）一：一画お）／Nl万訪塁　　　　　　（23）

　　　　　響Lπ二二徽．　　　　　　（24）

　　N＝○。の場合が，ピストン流に相当し，G（5）は次式で表わされる。

　　　　　G（S）　一＝　exp（一〇f・S）　tir　＝＝　V／F　（25）

　3．3　その他のモデル

　　以上の他，装置内の混合を，ピストン流と完金混合槽の1藪列又は並列の組合わせで表現す

ることも行なわれるが，企体の伝達関数G（S）は，　ピストン流の伝達関数Gp（S）罵exp（一〇pS），

完全混合槽の伝達関数G，（S）＝＝！／（1十θ、，5）とすると，直列の場合は積で（26）式，並列の場合は
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和で（27）式の如く表わされる。

　　　　G（S）＝・　G・（S）Gc（S）一ex購£　　　　　　（26）

　　　　G（S）一・　G・（S）・α（・ト・xp（一・t］・S）÷、毒、　　　　（27）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　k2　　　　　　　　　　　　　　　　た1
　　　　　　　　　　4．　逐次反応A→B（desired）→0への適用

　　α）で述べた複合反応の収率に対する装置内流体混合の効果に関する考えを逐次反応につ

いて具休的に検討してみる。

　　A，B，　Cそれぞれの反応時間θにおける濃度を，　CA。，　CH。＝Gノ。＝一　Oの初期条件のもとで

求めると，

　　　　紐・xp←・・ti）　　　　　　　　（28）

　　　　齢漁1［・x・←1…）一・・p（一勧」・嫉　　　 （29）

　　　　島一・・・xp（一le，ti），　k，　＝　k，　（30）

　　　　亀一・・一（CA　，　CB砺＋耳）　　　　　　（・・）

　　この反応では，口的とする中間生成物Bへの転化率C．／C．，。を最大とする，最適反応時間

θ。pt．が存在する。

　4．1ピストン流

　　この最適反応時間0。pt．およびその等の最大転化率（C．／C置。）m。。をまずピストン流の場合

について求めると，

　k，　ig　k，の場合l

　　　　　　　　ln（k、／k、）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（32）　　　　（〃。P、．）P＝：：

　　　　　　　　k、一k2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん　　　　　　　　　　た　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　　　　　　　　　　　　　　　　ユ
　　　　［（Cf，CAe）＿］。「㍍陶『暖Cl二）一頁」　　　（33）

　鳥謹島の場合：

　　　　（t・・…）・一去　　　　　　　　　（34）

　　　　［（舞）一』。一÷　　　　　　　　（35）

　一次反応の速度定数んにtime　factor　tif・＝・　V／F－L／uをかけたものは，反応に関する無次
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　est　i　leo　rd　O
　　　　　　　た％1

0ptimum　Damk6hler　number　and　Maximum
yield　of　desiyed　preduct　versus　reaction　rate

ratio．

元数として，Damkδkler　number（！）a）とよばれている。・今，θ。pt．の代りにle、　0。pt．　＝＝（D∂。pt．で

表わされる最適D，、植を用いて上式の結果を図示したのがFig．　1である。

　4．2完全混合

　　4ユのピストン流の場合と金く対象的な完全混合の場合には，

　　k，　IF　k2の場合：

　　　　　　　　　　1　　　　（Oopt．）c　：：＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（36＞
　　　　　　　　　v砿

　　　　　［（unill’1　一’i　）．．．］．””　det’k　［（i’V‘／／／li’lilllum）一t一（”Vll’1’iSii’1’）’ri］　（37）

　　k，　・＝　le2の場合：

　　　　（婦誌　　　　　　　　　 （38）

　　　　［（一IIIIi’　一i　）一ax］c　＝＝　一ll　（3g）

　　最適反応時間0。pt．は（34），（38）式で表されるように，　k，　・＝　le2であれば，ピストン流の場合

も完金混合の場合も1／le1となり一致するが，馬キた，であれば，当然異なる。又，（CB／C選。）m。x

は，当然ピストン流の方が，完全混合の場合より大きい。

　4．3　一般の混合のある場合

　　次に，伝達関数G（S）で表現されるような流体混合を示す装置で反応を行なわせる場合の

各成分の1＝1：1口濃度を！の諸関係を用いて求めると，次のようになる。
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　　　　　　　　　　　2｛（1十α）2exp（Bo・a／2）一て1－a＞2　exp（一Bo・a／2）｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（44）

　　k2／k、＝一　！．o，　o．！の場合を例にとって，その計鉾結果を図示したのが，　Fig．2およびFig．3

である。k，　＝・　k、の場合には，流休混合に関係なく（1），，）。pt．一・1であるが，　k1　￥k、の場合では，

（∠）a）。μ．はk2／k、ばかりでなく，流体混合の強さを表わす無次元数B。（　＝　Bodenstein　number）に

よって異なる。又最大転化率（CB／C．1。）m。。は，流休混含が激しいほど，すなわちB。高なるほど

小さくなっていくことが示されている。しかし，Bへの転化率は混合が激しいほど，必ず低い

というわけではなく，あるD，t以上では，流体混合が激しい方が，少ない場合よりも高いとい

うことが起り得ることが示されている。

　　実際には，小規模な実験で，C！s／Cオ。最大となるような（Da）。pt．をきめ，これをもととして，

スケール・アップを行なうのが普通である。そこで，スケ・…）V・アップによって装i置内での流

休混合の程度が変化する場合には，この図に示されるように，最大転化率が低下するので，こ

の点に注意することが大切になる。

　　　　　S・Xi，‘，　一：：G（k，）　．　．　（40）

　　　　　£箔誤、［G（・トG叫（・・殉　　　　　（・・）

　　　　　ぎ蒜一一［E（t：ISLGg，S＞　］，．，．．，，，　（k，　一＝　k，）　（42）

　　当然CB／C4。を最：大とするような最適D，、が存在するが，これはピストン流，完全混合と

異なり，（4！＞，（42）式を平均滞溜時間ので微分し0とおいた式の中で陰関数として一般に与え

られる。

　　4．3．1　拡散モデルによる計算　　拡散モデルに基づいて，中間生成物Bへの転化率に対

する流体混合の影響を知るための関係式は（4！），（42）式に，拡散モデルの伝達関数（！8）式，お

よびその微分（！9）式を代入すれば得られて，次のようになる。

　　k，　｝F　k，の場合；

　　　　　飴糠響［、、＋。）2。xp（載受レ。ア。xp←B。．。／、）

　　　　　　’twt＋b）2ex（B．・b2）一（1－b）2exp（一B，・b／2）　（43）

　　　　・頴＋響・・訂1「7礁）7平

　　le，　＝＝　k2の場合：

　　　　　CB一　．．．　8（k，tii・）・聖IB・／2）．　．　×
　　　　　C．40　B．・a｛（！＋a）2　exp　〈B，・a／2）一（1－a）2　exp　（一B．・a／．？．）｝

　　　　［一‘・d－S－i一封一g’L±4±iSki’｛‘’B，（i一｛／ll｛：Y－tlllSEi“．‘i．l！，ett，P（〈．B，oilfiSlg，2））一’8－ii£？，｛．‘．；（B－o（i－il，：iwn9，｝）｝e一．．（Bo‘一il一？i－i］
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　　　　e　1　2　3　4　5　1　2　3　4’”・
　　　　　　　　　　Da　Da　　Fig．　z．　’lrielcl　of　the　desired　procluct　Fig．　3．　Yield　of　the　des．　irecl　product

　　　　　　versus　DamkOl〈ler　number　versrs　Daml〈dhler　number
　　　　　　under　various　degrees　of　under　various　degrees　of
　　　　　　mixing．　（le2／lei＝：：1．0）　miving．　le2／lei＝＝O．1）

　　4．3。2　糟列モデルとの比較　　槽列モデルに基づいて，中間生成物Bへの転化率に対す

る流休混合の影響を知るための関係式は（41），（42）式に槽列モデルの伝達関数（23），およびそ

の微分（24）式を代入して求められ，次のようになる。

　　fe，　￥　k，の場合：

　　　　　畠「k，／i）一、「［、繭／N】・「耳（、，／lei）1醐／嗣　　（・5）

　　鳥隅々2の場合：

　　　　　飴講織一・　　　　　　　（46）
　　裁罵々2の場合を例にとって，拡散モデルと槽列モデルの計算結果を岡ll寺に示したのが，

Fig．4である。この混合モデルの代表的な両者の関係については，多くの研究があるが，例え

ば，Kramerら4）は，拡散モデルの混合を表わすパラメーターB、と槽列モデルの混舎を表わ

すパラメ・・一タ，完全混合槽数Nの闘の関係を，デルタ応答の際の分散の相関から，B。，　N小

さい範囲で，N÷B。／2十1，大なる範囲で，　N÷B。／2と表わしている。これに対し，　Lebenspie15）

は，反応に関しては，B。とNの上のような対応性は必ずしも成立せず，その偏差は，反応率
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1．0

が大きな範開で特に大きいことを，一・次およ

び二次不可逆反応について示した。図からわ

かるように，逐次反応の場合も，厳密には上の関係は成立していないが，このように，転化率

がさほど大きくない範囲では，近似的には成立すると云えよう。

　　4．3．3　最大転化率に対する混合の影響　　Fig．2およびFig，3のよう図を，種々のle2／k、

についても作成し求めた。B、による最大転化率（CB／G。）m。xの変化を，　Fig．1に示されるピス

トン流の場合の最大転化率に対する比を用いて表わし整理したのがFig．5である。

　　この結果，次のことが云える。

　　1）全てのk2／k，の場合について（Cis／C．t。）max／［（Cis／C．t。）max］　））に対するB。の影響の仕方は，

似たような傾向を示しているが，々2／k、一！の場合に，流体混合の効果が一番顕著である。

　　興味あることには，々2／k，＝O．5とその逆数の2の場合，k2／k，　…　O．2と5，　k，／k、謹0．1と10の

場合とそれぞれ全く一致した曲線で表わされ，この順序で最大転化率比に対する流体混合の影

響は小さくなっている。

　　2）一般に，B。大きく例えば100程度では，最大転化率比は約0．99であり，最大転化率

はピストン流の場合より約1％以下の低下を示すにすぎない。　この事からも，Tiacheckのよ

うに，B。が大きな場合には，ピストン流からの最大転化率の低下を近似的に1／B。で表わす事

もよいと云えよう。

　　3）B。嘉！0程度では最大転化率比は0．92～0．95となり，　最大転化率はピストン流の場合

より5～8％とかなりの低下が起る。

　　Adler1＞等が，　A2Cの可逆反応についてCの最大奴率に対する軸方向拡散の効果はB。〉

　　O－6tht－3　lo－2　its－i　leo　lb’　lo2

　　　　　　　　　　Bo
Fig．5．　Ratlo　of　maximum　yiel（10f出e　derired

　　　product　to　that　in　piston　fiow　versug．

　　　Bodenstein　number，　at　various　reaction

　　　rate　ratlos　m　consecutlve　reactlon．
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10では無視しうるとした結論は，このような遂次反応については適用出来ないと云えよう。

　　4）B。＝一　O．5～10の範囲では，B。の値が小さくなる程，最大転化率比は葱激に低下し，

B。一1程度では0・76～0．82となり，ピストン流からの低下は！8～24％と大きい。

　　連続撹非門札応装躍，又均一相の仮定が成立する場合の流動層のB。はほぼこの範囲に入る

と考えられるから，この様な反応装瞳を用いてのスケ・一ル・アップの際は，特に，複合反応の

収率に対する流体混合の効果を十分考慮しなければならない。

　　以上の計算では，le2／k、　O．1～10．0，　B。0～∞とかなり広範闘について検討を行なっている

ので，種々の反応装躍を用いて複合反応を行なう場合の設計及び操作に対する基礎資料として

も有効に使用する事が出来る。

　　なほ，上の計切では，中間生成物への転化率に注目したが，一次不可逆反応について，D，、

と厚応率の関係については，Miyauchi7），　Lebenspie15）等が線図の形で整理しているのでこれ

と合わせ用いる事によっても，中間生成物への反応の選択率CB／（C．÷Cc＞は求められる。更に

又，le2／leiは漁度の関数であるからFig．1及びFig。　5を使用する事により遂次反応での中間生

成物への最大転化率に対する温度及び流体混合の効果に関する知見を得る事が出来，これに基

づいて温度の最適化を行なう躯がiJH来るであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　Nomenclature；

　Bo：　Bodenstein　nuber＝　ttLIE　［dimensionless］

　C：　concentration　［g－mole－cm－3］

D，、；Damk6hler　numbeドle昂‘　［dimensionless｝

　E：　effective　diffusivity　［crn2　sec　mu　i］

万（の；　residence　tilne　distribution　functioll

G（S）：　transfer　function

　le：　first－orcler　reaction　rate　constant　lsec”i］

　L：　reactor　length　［cm］

　te　：　lineal　velocity

　O：　residence　time　［sec］

　ei，：　mean　sesidence　time＝：L／u．　［sec］
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