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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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これからもずっと
私たちが支えます，鉄の未来。

●安定操業のために 高信頼性システム

●高精度製品・歩留り向上のために 高精度制御システム

●省力・省メンテナンスのために 自動化・保守支援システム

●操業・運転の容易化のために 新鋭操作・設定・監視システム

など，数多くの実績に裏付けられた

圧延・制御技術のノウハウを駆使します。

お問合せ先：システム事業本部 産業システム事業部　電話（03）3211-8310

の圧延制御システム
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表紙写真

製鉄プラントに代表される「産業用電動力応用

プラント」は，従来から高精度化，自動化，省エ

ネルギー化の要請があり，富士電機ではこれらの

要請にこたえるべく各種の技術開発を行ってきた。

近年においてはさらにオープン化，ダウンサイ

ジング化など，パーソナルコンピュータを中心と

したライトな情報機器の急速な発展による技術が，

産業分野の電気設備に大きな影響を与えている。

表紙写真はこれらの新技術を駆使した「ドライ

ブ」「システム」「エンジニアリング」「コント

ロール」の四つの技術要素が，核である電動機を

駆動し，製鉄・製紙プラントなどで活躍している

様子をイメージ的に表現したものである。

最近登録になった富士出願 521（17），527（23），538（34）

技術論文社外公表一覧 558（54），559（55）



As we prepare to enter the new millennium, this special
issue of the Fuji Electric Journal represents a timely summary
of the state of the art in industrial motor drives.  I am thrilled by
the opportunity to share my views with the readers of this fine
publication.  During our generation we have witnessed a com-
pletely new chapter being written on our technology and at this
point I believe it safe to say that we have accumulated nearly a
complete understanding of the principles that go into a modern
ac drive.  The question, then becomes, what new challenges lie
ahead of us in the next century?

Clearly, materials and device technology will continue to
be the primary spark for driving our technology.  Assuming that
defects in silicon carbide and other materials can be controlled,
a lower loss device operating at a much high temperature (200
degrees C) is in the offing, perhaps leading to an order of mag-
nitude reduction in the size and weight of power converters.
Also, the evolution of better device structures is clearly not
completed and FET structures combined with a thyristor such
as the MOS turn off thyristor (MTO) will continue to evolve
and impact our technology.

Integration of the driver, sensing, and protection into the
device itself is a technology which is already underway and
which will certainly continue.  I look forward to the day when
all gating input and sensing output signals will be provided sim-
ply by means of optical  fiber links, thereby making possible
complete voltage isolation of a high power switch.

While the basic voltage source converter bridge will

always be with us, I still believe that its counterpart, the transis-
tor bridge operating from a dc current link may have a future in
both hard switched and resonant switched forms.  Also, the
much maligned matrix converter has clearly been shown to pro-
vide a better converter efficiency than an ac to ac concept using
double PWM bridges.  In both cases, the main drawback is the
non-availability of a forward/reverse voltage blocking device, a
problem now being overcome by FET/thyristor devices such as
the MTO.  Finally, three level and multilevel bridges offer new
possibilities in the high power area.  Hence, it does not appear
that the circuit topology issue will be completely settled any-
time soon.

Finally, induction motors have long been the undisputed
champion of the ac industrial drive.  However, as pressures for
preserving our natural resources continue to mount, I believe
that industry will be forced to look to the permanent magnet
machine as an alternative to gain the maximum possible effi-
ciency advantage.  For the same reason high temperature super-
conducting machines remain a definite possibility in the high
horsepower area.  Clearly, for myself and for my fellow engi-
neers, our technology will remain an interesting and challeng-
ing discipline into the foreseeable future.

〈抄訳〉

21世紀を間近に控えた今，時を得て産業用電動力応用技

術の現状を総括する本特集にて，私の見解を述べることが

できることをうれしく思う。我々は今日の電動機駆動技術

を築いてきたが，今後はどのような課題が待ち受けている

のであろうか。

材料とデバイス技術はその筆頭に挙げられる。200℃を

超える高温で動作する低損失なパワーデバイスが出現すれ

ば，変換器は劇的に小さく，軽くなる。また，デバイス構

造のさらなる改良や，ＭＴＯなどの新種のデバイスの実用

化は，今後もインパクトを与え続けるだろう。

ゲート駆動，検出，および保護機能を備えたパワーデバ

イスの開発も進むと思われる。いつの日か，パワーデバイ

スの入出力がすべて光ファイバ経由となり，高電圧デバイ

スの完全なる絶縁が実現することを切望する。

今日，電圧形インバータが全盛であるが，電流形イン

バータにも将来があると信じている。また，マトリックス

コンバータにも効率面での明らかな優位性がある。いずれ

も双方向デバイスの実用化が課題であるが，これはＭＴＯ

などの出現によって解決されつつある。一方，マルチレベ

ルの変換器も大出力用途に新しい可能性を秘めている。

最後に，誘導機は長い間交流駆動の首座を占めていたが，

資源保護の観点から，より効率の良い永久磁石同期機に置

き換えられていくだろう。同様に，高温超電導機器も大出

力領域に検討されるべきである。このように，我々エンジ

ニアには，興味深くやりがいのある使命が目の前に横た

わっているのである。

産業用電動力応用プラント
技術特集に寄せて

Thomas A. Lipo

ウィスコンシン大学教授 Ph. D.
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荒井　　至

産業用電動力応用プラントのエン

ジニアリング業務に従事。現在，

システム事業本部産業システム事

業部駆動システム技術部長兼技術

第一部長。

有年　 男

鉄鋼プラント用電機・制御システ

ムのエンジニアリング業務に従事。

現在，システム事業本部産業シス

テム事業部営業第一部主席。
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まえがき

近年，日本の民間設備投資は依然として低迷しており，

海外市場もグローバルな大競争により産業用電動力応用プ

ラント分野の国内外ビジネスとも，価格破壊以来の低価格

が定着し，その回復は見られない。片やユーザーのニーズ

は，高付加価値，省メンテナンス，省エネルギー，環境に

優しいシステムなど多岐にわたっており，コストパフォー

マンスに優れたシステム・機器が求められている。

富士電機では，

蓄積されたプラントノウハウの標準化展開

最新の駆動システム，制御システムおよび制御技術の

駆使

海外展開の強化

エンジニアリング支援システムおよびプロジェクト管

理システムの充実

により，「ユーザーの要求機能・品質を最低の価格と最短

の納期で」をテーマに産業用電動力応用プラントの電気品

を提供してきた。

最近 5年間の富士電機の主要プラント実績は，転炉 4プ

ラント，熱間可逆ミル 6プラント，連続条鋼ミル 33 プラ

ント，冷間ミル 3プラント，プロセスライン 24 プラント，

紙・パルプライン 18 プラント，フィルムライン 10 プラン

トを数え，現在も多数製作中である。

産業用電動力応用プラントの電気品の要（かなめ）とな

るアイテムは，可変速駆動システム，制御システム，制御

技術およびプラントエンジニアリングである。本特集号で

は，各アイテムを対象として取り上げ，本稿ではその現状

と展望について述べる。

現状と展望

富士電機の電動力応用プラント技術の系譜を図１に示す。

最近の特筆すべき事項は次のとおりである。

２.１ 可変速駆動システム

全交流可変速化プラントが誕生して久しいが，パワーエ

レクトロニクスの発展のなかで IGBT（Insulated Gate

Bipolar Transistor）素子が登場し，それを適用した産業

用インバータの進展はめざましく，素子定格の大容量化，

素子並列化，3レベル化により，富士電機では小容量から

中容量までのプラント用 IGBTインバータの系列化が整っ

た（FRENIC 4000VM4/FM4，FRENIC 4400VM4/FM4）。

インバータの多重化適用により広範囲をカバーでき，大容

量機を除き，全 IGBTインバータ駆動プラントが誕生してい

る。富士電機にて製作の最大容量として線材ブロックミル

用 5,000 kW（4×1,250 kW）駆動に，8,560 kVA（1,070

kVA×8多重）の IGBT 3 レベルインバータを適用したこ

とは特筆できる。

現在は，大容量駆動に限り，サイクロコンバータ，サイ

リスタモータ，GTO（Gate Turn-Off thyristor）インバータ

を適用している。特筆すべき大容量機として，厚板仕上ミ

ル用に 10,000 kW×2（ツインドライブ）のサイクロコン

バータを受注し，ドイツ・シーメンス社にて製作中である。

今後も IGBTインバータを開発の中心に位置づけ，素子

の高耐圧化，大電流化の進展により適用範囲の拡大を図っ

ていく。また，上位プログラマブルコントローラ（PLC）

とのインタフェースのオープン化として PROFIBUS の開

発が完了したことから，インバータ駆動装置を適用するプ

ラントに対し，グローバルな展開を進めていく。

２.２ プラント制御システム

幅広いニーズにこたえるシステムを可能にするため，新

製品「アドバンスト情報・制御システム MICREX AX」

を開発し，高度な制御を実現できるようにした。また低価

格化をめざし，オープンで柔軟性のあるシステムを構築で

きるように PROFIBUS を使った分散システムを開発した。

今後，これらを基軸にグローバル化を進める。

またヒューマンコミュニケーションインタフェース

（HCI）として，操業支援および保守支援システムの充実

を図り，利便さを追求している。
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２.３ 制御技術

プラントの製品品質向上，高機能化，高性能化のためア

ドバンスト制御の適用を積極的に進めてきている。

20 年前，業界に先駆け，富士電機が圧延設備のインパ

クトドロップ抑制用に適用したオブザーバの理論は，その

後も種々の制御に使われている。本特集号の別稿では，外

乱オブザーバを応用した大きな起動時定数をもつ系の速度

制御性能の改善や，速度制御系のチューニングレス化につ

いて実用化した例を紹介している。引き続いて慣性比が小

さい 2慣性系の制振速度制御や，簡易型適応制御（SAC：

SimpleAdaptive Control）による速度制御を開発中である。

２.４ プラントエンジニアリング

最近のプラントでは，多様化する顧客ニーズを反映して，

プラントを構成する電気品手配と管理および制御システム

構築のための運転制御・監視・管理に関する情報量は増大

しており，プラントエンジニアリングの重要性はますます

大きくなっている。

富士電機では，プラントエンジニアリングを効率的に低

価格で，しかも高品質で行っている。プラント用電気品の

手配・管理システムACTION 3 の構築と運用，グループ

エンジニアリングを可能とする各種エンジニアリング支援

システムの構築と運用，蓄積されたプラントノウハウを集

大成したプラントごとの最新鋭標準の適用や海外調達を

行っている。

今後は，さらなるエンジニアリング業務の効率化をめざ

した支援システムの機能拡充と，顧客や機械メーカーとの

データ連携を可能とする CALS（Continuous Acquisition

and Lifecycle Support）やエクストラネットなどの検討お

よび活用を進めていく。

あとがき

現在は，産業用電動力応用プラントが大きく発展してい

る時期ではないが，内容は多様化してきており，プラント

を構成している電動機，パワーエレクトロニクス製品，制

御技術，プラント制御システムおよびエンジニアリングの

各技術の進歩は，他分野に対する基盤技術としてシナジー

を発揮する役割をもっている。富士電機は，ユーザー，産

業界ひいては社会に貢献できる最適なプラント，システム，

機器および技術を提供できるようにこれからも努力してい

く所存である。

関係各位の温かいご支援，ご指導をお願いする次第であ

る。
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アナログ制御 ディジタル制御，PWM制御，ベクトル制御，オートチューニング 
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16ビットコントローラ 32ビットコントローラ 
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データウェイのオープン化 Ethernet PROFIBUS
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　サイクロコンバータ駆動2,500kW可逆ミル 

　サイリスタモータ駆動（1,400kW×4）4スタンド連続ミル 

　軸ねじり振動抑制オブザーバ制御 

　サイリスタモータ駆動 
　3,000kW線材ブロックミル 

　GTOインバータ　 
　駆動プロセスラインリール 

　GTOインバータ駆動バーミル 

　IGBTインバータ駆動バーミル 

　H∞制御線材ループ制御 

　H∞制御 
　巻上機制御 
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　サイクロコンバータ駆動炭坑巻上機 
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　4,200kW線材ブロックミル 
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　4×1,250kW線材ブロックミル 

（　サイクロ 
 コンバータ駆動　 
 10,000kW×2 
 可逆ミル） 

　2自由度補償速度追従制御 

＊Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標 

サイリスタ駆動 パワートランジスタ駆動 GTO駆動 IGBT駆動 

図１　富士電機の電動力応用プラント技術の系譜
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産業用電動力応用システムの制

御・エンジニアリング業務に従事。

現在，システム事業本部産業シス

テム事業部技術第一部主査。

石橋　景二

分散形制御システムの開発・設計

に従事。現在，東京工場システム

開発部主査。
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まえがき

産業界を取り巻く厳しい環境下にあって，その投資傾向

は，これまでの製品品質の向上や生産性の効率化を前提と

しつつも，製品の製造コストの低減を目的とした高効率化

投資，老朽化設備の更新投資が増加している。ここで，産

業プラントの制御システムに求められる内容も，高機能シ

ステムから，各プラント種別に応じた柔軟で最適なシステ

ム構築が可能で，しかも，低価格システムとなっている。

富士電機は，「あらゆるニーズにこたえるシステム構築

を可能にする（システム構成において最適なコンポーネン

トを提供する）」をコンセプトとして，常にユーザーニー

ズを的確にとらえ，その時代の最新技術を駆使した制御シ

ステムの開発・提供を心掛けてきた（図１）。1988 年には，

産業用電動力応用プラントの統合化制御システム

中村　一夫（なかむら　かずお） 石橋　景二（いしばし　けいじ）
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WS，パソコン UNIX Windows CALS JavaOPCマイクロプロセッサ 

32ビット 
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ハードワイヤード 

アナログ制御 

操作パネル CRTオペレーション CRTシングルウィンドウ時代 マルチメディア 

プログラマブル（ソフトウェア）ロジック 

ディジタル制御 フィールドバス（オープン化） 

アドバンスト情報・制御 
システムMICREXーAX

統合化制御システムMICREXーIX（第四世代） 

EIC統合化制御システムMICREXーP（第三世代） 
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PROFIBUS

＊Java：米国 Sun Microsystems, Inc. の登録商標 
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＊ 

図１　富士電機の情報・制御システムの変遷
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操業面，システム構成上，ならびに保全面での効率化の観

点から，EIC（電気，計装，コンピュータ）の各制御システ

ムを統合化したシステム（第三世代MICREX P）を他社

に先駆け実用化した（図２）。このシステムは，EIC を意

識しない，対象とするプロセスに最適なオペレーション環

境，各システムの重複機能の削除・情報の共有化によるシ

ンプルな保全環境の提供，システムのコスト低減に寄与し

てきた。1992 年には，EI 統合コントローラ（MICREX

IX），高解像度CRT，コンピュータ連携機能などを提供し，

EIC 統合システムの強化を図った。一方，電気制御に必要

な高速・リアルタイム性を強化した各種コンポーネントを

実用化し，各分野のユーザーにソリューションを提供して

きた。

さらに，今後ユーザーの要求は，よりオープンな技術を

駆使した高品質で低価格なシステムの提供にあると考えて

おり，富士電機はこの実現に向け，オープンと柔軟性を開

発コンセプトとするアドバンスト情報・制御システムMIC

REX AX，およびオープン環境の PROFIBUS 分散制御シ

ステムの実用化への取組みを進めている（ 図３）。特に，

PROFIBUS 分散制御システムは，より高速性・リアルタイ

ム性を要求される産業用電動力応用分野においては，駆動

装置と情報システムを融合したシステムとして，多様化す

るニーズ，グローバル化といった環境変化に対応し，シス

テム，制御，運用・保守面において変化をもたらす制御シ

ステムと考えている。

本稿では，統合化システムの基本的考え方とキーコン

ポーネントの概要，さらに今後実用化する予定のアドバン

スト情報・制御システム MICREX AX および PROFI

BUS 分散制御システムの概要について述べる。

EIC 統合化制御システムMICREX IX

MICREX IX は，電気制御（E），計装制御（I），コン

ピュータ制御（C），すなわち EIC 統合化を飛躍的に発展

させた制御システムである。製品化以来，継続的に機能拡

張・改良と周辺機器の拡充を図り，産業電動力応用分野を

はじめとする多数のユーザーのプラント，設備にソリュー

ションを提供してきた。図４はこれらを実現する製品のシ

ステム構成例である。以下に特徴を概説する。なお，本稿

ではアドバンスト化，システムのオープン化などさらなる

進展に対して述べる。

２.１ ネットワークシステム

統合化制御システム用のネットワークは，上中下の 3階

層としており，上位 LAN（Local AreaNetwork）はオープ

ン化を志向して汎用 LAN（IEEE802.3）を，中位の制御用

LANには高速性を重視したオリジナル LAN（DPCS F）

を採用し，下位のフィールドレベルには，プロセスの制

御・監視・管理を目的に処理性を考慮した当社標準のネッ

トワークシステム F NET（PE/P/T リンク）でシステム

を構築している。

２.２ HCI

富士電機ではHCI（HumanCommunication Interface）と

して，その対象となるシステムの規模，処理内容，要求レ

スポンスに対応した最適なコンポーネントを用意している。

統合オペレータステーション IOS 2500

大規模 EIC 統合プラントに適する。高解像度 CRT，計

器図などの計装用画面を標準装備し，汎用 LAN（Ether-

net
〈注1〉

）により，パーソナルコンピュータ（パソコン）やワー

クステーション（WS）との連携や，ネットワークの構築

が可能である。また，統合データベースステーション IDS

〈注 1〉Ethernet ：米国Xerox Corp.の登録商標

（1）
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環境の変化に対応した今後の産業電動力応用制御システムの核となる技術 
電気制御システム用高速オープンネットワークPROFIBUS

PROFIBUSによる変化 環境の変化 

ユーザー 
ニーズの 
多様化 

グロー 
バル化 

効率的 
投資 
保守 
コスト 
低減 

生産性 
向上 
高品質 
低価格 

システム 
の柔軟性 
プラント 
運転効率 
向上 
（ダウン 
 タイム 
 短縮） 

システム 
の変化 

互換性のない 
メーカー独自の 
ディジタル通信 
→オープンシステム, 
マルチベンダシステム 

制御の 
変化 

フレキシブルな 
システム構築 
駆動装置を 
はじめとする 
フィールド機器への 
制御機能の分散・ 
パッケージ化 
高速伝送化 
フィールド機器の 
限定された情報 
→より多くの 
管理情報 

運用・ 
保守の 
変化 

オペレータの 
監視範囲の拡大 
PLCと駆動装置の 
支援機能の統合 

図３　PROFIBUSによる変化

シーズ 
　EICでのアーキテクチャの同一化 
　HCIのCRT化 
　LANの高度化 
　ソフトウェア開発ツールの高度化 
　フィールド機器（アーキテクチャ， 
　センサ）のインテリジェント化 
 

EIC統合システム 
　シングルウィンドウ，豊富なウィンドウ画面， 
　ガイダンス（EIC統合HCI） 

　高速ネットワーク 

　情報の共有化（統合データベース） 
 　重複機能の削除（I/Oの共有，ソフトウェア機能のシンプル化） 

　機器依存から機能依存へ（EIC統合コントローラ） 

　保全ツールの共有化 （統合EWS） 

ニーズ（達成効果） 
　効率的な操業の実現 
　システムのコスト低減 
　高度な制御の実現 
　効率的な保全の実現 
　大規模一貫システムの実現 

図２　EIC 統合化制御システムの概要
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2500 にて，システム全体のプログラム，運転操作履歴・

アラームデータの一元管理を行っている。

制御・監視用マンマシンステーション PMS 2500

高速・リアルタイムなプラントの操作・監視を必要とす

る電気制御を中心とした ECシステムに適用する。監視機

能・制御機能の融合を実現した PMS 500 の技術を踏襲し，

高解像度モニタ［1,280×1,024（ドット），32 色 CRT］によ

る高精細画面を実現している。ウィンドウ表示機能やタッ

チスクリーン機能で視認性，操作性の優れたプラント監

視・操作が行える。特に，監視・操作機能，ロギング機能

などの情報処理とプラント制御機能が 1台で実現できる。

豊富なネットワーク機能（F NET，DPCS F，TCP/IP）

により，小規模から大規模までの多様な制御システムニー

ズに柔軟に対応できる。

普及形HCI

パソコンのコストパフォーマンスの大幅な向上，流通ソ

フトウェアおよび周辺機器の充実，ユーザー投資コストの

削減などにより，産業分野においてもパソコンのさまざま

な用途への適用が盛んである。富士電機は，電気制御分野

に必要なリアルタイム処理を実現したパソコン HCI シス

テムを商品化している。リアルタイム OS（オペレーティ

ングシステム）の採用により，データの高速処理・高速表

示を実現し，かつ信頼性の高いシステムとなっている。豊

富なデバッグ支援機能，オンライン画面・帳票変更機能に

よる試験・現地調整の工期短縮，システムの状態監視およ

びネットワーク RAS画面にてトラブル時の迅速な対応が

可能である。さらに，本格的マルチタスクOSであるため，

従来のプロセスコンピュータの代用としても十分な性能を

発揮する。

一方，Windows
〈注 2〉

プラットホームに監視・支援機能を搭

載し，流通パッケージソフトウェア・周辺機器を組み合わ

せ，世界の最新技術を有機的に活用したシステムを容易に

構築するパソコンMMI も提供している。

また，従来の操作・器具の集約からマルチウィンドウ機

能・多彩なグラフ機能・メッセージ機能によりプラント監

視・設定も実現するプログラマブル操作表示器（POD：

Programmable OperationDisplay）を実用化し，コストパ

フォーマンスの高いMMI システムを提供している。

〈注 2〉Windows ：米国Microsoft Corp.の商標

（3）

（2）
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MICREXーF

プログラマブルコントローラ 
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図４　EIC 統合化制御システムMICREX IX のシステム構成
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２.３ EI 統合高速コントローラ ICS 2500S

MPUの負荷を最適配分する EI フリージェネレーショ

ンにより，高速シーケンス制御に代表される電気制御，お

よびループ制御に代表される計装制御を 1台で実行可能で

ある。ICS 2500S は ICS 2500 の機能・性能をコンパクト

なボディで実現し，キャビネット不要，壁取付けも可能か

つ，低価格化を実現している。

また，駆動装置と統括制御プログラマブルコントローラ

（PLC）との中間に位置するMFC（Mid Field Controller）

としても活用できる。ここにプラントの主幹機能など駆動

用パッケージソフトウェアを搭載することにより，試験調

整の低減が図れる。

さらに，ハードウェアアーキテクチャとして 32 ビット

マルチプロセッサ，国際標準バスシステムであるMULTI

BUS Ⅱを採用しており，同規格の各種機能ボードの搭載

が可能である。現在，某機械メーカーへ ICS 2500 の素材

をOEM提供し，製鉄機械専用コントローラとして製品化

されている。

２.４ 統合エンジニアリング支援システム FPROCES M/C

FPROCES M/C は EIC 統合化制御システムMICREX

IX シリーズのコントローラおよびオペレータステーション

のプログラム作成からその試験，保守，ドキュメント作成，

さらには機器診断などを行う統合的な支援ツールであり，

汎用のパソコン上で動作するソフトウェア製品である。

プログラミングには，電気制御用の，ラダー図，ファン

クションブロック図，SFC，条件テーブル，計装制御用の

ループ図，タイムチャートシーケンスなど多様なプログラ

ム言語に対応し，対象コントローラに応じてサポートを行

う。画面作成は対話方式を採用し，マルチウィンドウ，マ

ウス，アイコンにより，快適な操作環境を実現している。

アドバンスト情報・制御システム MICREX

AXの概要

３.１ システム構成

EIC 統合化制御システムMICREX IX の上位機種とし

てオープンと柔軟性をコンセプトにアドバンスト情報・制

御システムMICREX AX（advanced information & con-

trol system for next generation）を開発した。

図５にMICREX AX の一般的なシステム構成を示す。

監視・操作の中枢であるアドバンストオペレータステーショ

ン（AOS 3000）は，臨場感監視技術によるプラント監視

を実現，アドバンストネットワークシステム（ANS 3000）

は，100Mビット/秒の国際標準光 LAN FDDI（Fiber Dis-

tributed Data Interface）を用い，情報と制御の融合を実

現している。アドバンストコントロールステーション（ACS

3000）は ICS 2500 のソフトウェア資産を継承しつつ，高

速・高付加価値制御を実現している。コントローラの支援

ツールであるアドバンストエンジニアリングステーション

（AES 3000）を基本構成とし，プラント情報のデータを一

元管理するアドバンストデータベースステーション

（ADS 3000），汎用データサーバ，各種の運転管理機能を

もつパソコン，WSなどを必要に応じ付加し構成する。

３.２ システムの特長

オープン

低価格の実現，機能の統合・補完，異機種の結合，高付

加価値の実現のためにはシステムのオープン化は不可欠な

要件となっている。MICREX AXはシステムの信頼性の

保持を前提として素材のオープン化，データのオープン化，

方式のオープン化を追求したシステムである。

オペレータステーションの素材にはUNIX
〈注3〉

ベースのWS

を，基幹 LANには FDDI 準拠の 100Mビット/秒の高速

光 LANを採用し，TCP/IP プロトコルによる運用を行っ

ている。また，プロセスデータはシステム内でデータ名に

よるアクセスを可能としており，支援ツールはWindows

ベースで実現している。データ名アクセス機能は，システ

ム内のどこに所属するデータかを意識することなくアクセ

スでき，データの物理的な配置の変更に対しても呼出し元

のアプリケーションの変更は不要であり，エンジニアリン

グの効率化にも大きく貢献するものとなっている。

フレキシブル

高信頼性のシステムを簡単なエンジニアリングで構築し，

安全で快適な操作を実現することがプラントシステムの要

件である。MICREX AXは監視・制御システムの要件を

満足させつつ，機能，規模のフレキシビリティを実現する

システムである。

機能選択形HCI，データベースとオペレータステーショ

ンの機能統合などの自由なシステム構成が可能である。シ

ステムレベルでは，プラントブロックと呼ぶアプリケーショ

ン設備単位のエンジニアリングで，設備の拡張・分割・連

携を既存のプラントブロックへの影響を及ぼさずにシーム

レスに行うことが可能である。

アドバンスト

絶え間なく改良を行い提供してきた運転監視機能と制御

機能は，生産量の拡大と生産性の向上をもたらした。そし

て量・質の時代，多様性の時代から感性の時代を迎えよう

としている現在，これまでの延長線上にはない高度な発想

による先進的なシステムが求められている。MICREX

AXはこのような新しい時代の要求にこたえることをめざ

したシステムである。

アドバンストへの取組みには，マルチメディアを駆使し

て臨場感監視技術を併用したオペレータステーション，シ

ステム全体の設計情報を一元管理し，オープンアーキテク

チャのもとでのグループエンジニアリング環境を提供する

統合支援，プラントの生産性・安全運転の実現を可能にす

るアドバンスト制御機能，オペレータの能力を最大限に引

〈注 3〉UNIX：X/Open Company Ltd.がライセンスしている米国

ならびに他の国における登録商標

（3）

（2）

（1）
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き出し，高度なプラント運転をサポートする各種の運転支

援機能などがある。

PROFIBUS分散制御システムの概要

フィールドバスクラスへの要求事項は，通信サイクル定

時性，信頼性，柔軟性，経済性であり，特にオープンな環

境であることも望まれている。PROFIBUS は，これらに

加え，高速アクセス（12Mビット/秒），コントローラレ

ベル・ I/O レベルの通信など幅広い制御領域をカバーし

ており，また，豊富なサービス仕様，テスト診断機能搭載，

リモートプログラミングが可能など，制御用のバスに必要

な要件を満たしている。さらに，全世界で約250 社，35,000

機器の使用実績をもつデファクトスタンダードバスである。

PROFIBUS の特徴・仕様を表１に示す。

富士電機は EIC を合わせて監視制御する統合システム

により，広いニーズに適用できるシステム化に取り組んで

きた。ここに，産業用電動力応用分野のオープン化，高

速・高機能化などの付加価値の高いシステムの要求にこた

えるため，オープンなシステムコンポーネントである PRO

FIBUS をメニューに加え，システムの製品化を行った。

富士時報 Vol.70 No.10 1997

表１　PROFIBUSの特徴と仕様 

項　目 特徴，仕様 

 

パソコン：FAパソコン（PC/AT互換機），コント
ローラ（ICS-2500S），PIO，駆動装置　ほか 

リピータなしで各セグメント32局 
リピータ付きで最高127局まで拡張可能 

 DIN 19245（ドイツ工業標準規格） 
EN 50170（ヨーロッパ標準規格） 

 
9.6 kbps～，1.5 Mbps，12 Mbpsを選択可能 
（高速スキャン：12 Mbps，シングルマスタ 32 
ビット×30台で 2 ms） 

 

電気：RS-485 ツイストペアケーブル 
 セグメント間 1.5 Mbpsで 200 m 
  12 Mbpsで 100 m 
 リピータにより3～10個の間延長可能 
光変換モジュール，光リピータあり 

 
N：N 伝送 トークンパッシング 
1：N 伝送 マスタスレーブ 
　のハイブリッドメディアアクセス可能 

接 続 装 置  

伝 送 速 度  

伝 送 距 離  

標 準 規 格  

接 続 局  
（ノード数） 

デ ー タ  
交 換 方 式  

統合支援機能 

マルチメディア処理 

P

運転支援機能 
（パソコン，WS） 

制御系設計・解析 
（SAPL） 

アドバンスト制御 
（ファジィ，モデル予測制御ほか） 

UNIXベースの 
オペレータステーション 

FDDI準拠の基幹LAN 
汎用プロトコル（TCPーUDP/IP） 

データ名による 
工業値サービス 

Windowsを 
ベースとした支援機能 統合 分離 

中規模 
（構成単位） 

シームレス 
スケーラブル 

プラント 
ブロック 

プラント 
ブロック 

プラント 
ブロック 

大規模 

プラントブロックの増設により 
大規模システムを構築 

AOSー3000 ADSー3000

ACSー3000 AESー3000

マンマシンインタフェース 
ステーション 

データベース 
ステーション 

コントロール 
ステーション 

エンジニアリング 
ステーション 

ネットワークシステム 
ANSー3000

アドバンスト 

オープン フレキシブル 

MICREX-AX 

アドバンストシステム 

図５　アドバンスト情報・制御システムMICREX AXの特長
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４.１ システム構成

図６はオープン環境の PROFIBUS によるフィールド制

御システム構成例である。コントローラレベルの通信とし

て12 Mビット/秒で構成し，サービス機能と制御性を高めた

コントロールバスとし，I/O インタフェースは 1.5Mビッ

ト/秒で高速，かつ経済的なフィールドレベルバスとして

通信システムを構成している。

富士時報 Vol.70 No.10 1997

マスタモジュール 
　マスタ機器，インテリジェント機器間のインタフェース 
　PIOとのインタフェース 
〈適用〉 
　コントローラ用マスタインタフェース（伝送速度：12Mbps） 
　I/Oインタフェース用（伝送速度：1.5Mbps） 

インテリジェントスレーブモジュール　 
　マスタ機器とのインテリジェント通信 
　PIOとのインタフェース 
〈適用〉 
　インテリジェント機器：駆動，フィールド機器の 
　インタフェース用（伝送速度：1.5Mbps，12Mbps） 

スレーブモジュール 
　マスタ機器とのスレーブインタフェース 
〈適用〉 
　PIO（DI/DO，AI/AO）ユニット用 
　　　　　　　　　　　　　　（伝送速度：1.5Mbps） 

インテリジェント 
フィールドセンタ 

駆動装置 

PIO

コントローラ 

システム構成 外観・構造 機能・適用 

図７　インタフェースモジュール製品の適用
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FRENIC

汎用PLC

PROFIBUS　1.5Mbps

PROFIBUS　12Mbps

FCU

ICSー2500S/A

PLC支援 
駆動支援 

VPIO VPIO

FDDI/DPCSーF

サーバ IESー2500

IDSー2500 IOSー2500
MICREXシステム 

PROFIBUSーDP コントロールレベルバス 

PROFIBUSーDP フィールドレベルバス 

フィールドセンタ 

PIO

可変速装置 

図６　PROFIBUSによるフィールド制御システム構成
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図７は PROFIBUS インタフェースモジュール一覧であ

る。コントローラ，インテリジェント機器搭載用のマスタ

モジュール，インテリジェントスレーブモジュールと I/O

機器搭載用のスレーブモジュールを開発し，システム化を

行った。以下，PROFIBUS 分散制御システムの特長およ

び機器を概説する。

４.２ システムの特長

システムのオープン化・最適システムの構築が可能

いうまでもなく PROFIBUS 通信インタフェースに接続

可能なすべての PLC，駆動制御装置，フィールド機器と

簡単にネットワークが形成できる。これにより，グローバ

ルな範囲で，機能性に優れたコストパフォーマンスの高い

機器の組合せが容易になり，最適なシステム構築が図れる。

制御の高速化・機能の分散化

駆動制御装置をはじめとし各種フィールド機器へ機能を

分散かつパッケージ化し，高速アクセス可能な PROFI

BUS にて統括 PLCと結合することにより，柔軟性のある

高速分散制御が実現できる。

フィールド機器の情報化・支援機能の統合

プラントシステムの高効率運転，また保守の省力化のた

めには，プラントを構成する各機器のより多くの管理情報

が上位システムに，機器ごとに独立に提供されねばならな

い。本システムでは，インテリジェント化されたフィール

ド機器の管理情報が PROFIBUS を介し，一括して監視可

能となる。また，統括 PLCと駆動装置（FCL）の支援機

能および集中監視機能の統合化（計画中）にて，より保全

効率向上が図れる。

４.３ 各機器の概要

EI 統合コントローラ

ICS 2500S に PROFIBUS インタフェースを搭載し，コ

ントローラ間の通信，I/O間通信を実現している。回線数

は，1コントローラあたり最大 4回線の接続ができ，拡張

性のあるシステム構築が可能である。

インテリジェント機能を持つ可変速装置

プラント用交流可変速装置 FRENIC 4000 シリーズの上

位コントローラ接続用，インテリジェント化用として

PROFIBUS を適用する。回線数は最大 2回線（コントロー

ラ，インテリジェント I/O，および保守・支援ライン）接

続が可能である。

コントローラ機能とI/O機能を持つフィールドセンタ

コントロールセンタの上位コントローラ接続用，インテ

リジェント化用として PROFIBUS を適用する。最大回線

数は 2回線（上位，下位接続用各 1）接続が可能である。

制御規模にベストフィットする I/Oユニット（VPIO）

アナログ，ディジタル入出力ユニットの上位コントロー

ラ接続用に PROFIBUS を適用する。

あとがき

産業用電動力応用分野における富士電機の統合化制御シ

ステムの現状と今後の取組みについて述べた。

今後の制御システムの動向は，オープン化とダウンサイ

ジングという大きな流れの一方で，従来システム技術を考

慮に入れたうえで，適切なシーズ技術を適用し，ユーザー

の求めるシステムの最適化・ローコスト化を追求・実現す

るところにあると考える。この実現の一端を担う技術に，

オープン環境の分散化システムとその構成のキーとなる高

速・リアルタイムネットワーク（PROFIBUS）があると

考えている。

新しい世紀に向け，統合化制御システムの理想の姿を

ユーザーの方々とともに追い続けていけるよう，ますます

努力する所存であり，今後とも一層のご指導，ご支援をお

願いしたい。
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保坂　　忍

鉄鋼プラント用電機制御システム

のエンジニアリング業務に従事。

現在，システム事業本部産業シス

テム事業部技術第一部主査。

花澤　昌彦

交流可変速装置の開発・設計に従

事。現在，東京工場盤装置部。

木谷　剛士

交流可変速装置の開発・設計に従

事。現在，東京工場盤装置部。
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まえがき

富士電機ではプラントの可変速駆動システムとして1960

年代に交流可変速駆動装置を製品化，その後ベクトル制御，

ディジタル制御，PWM（Pulse Width Modulation）制御

の適用，サイリスタからトランジスタ，GTO（Gate Turn-

Off thyristor），IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）

への素子の変遷ほか，それぞれの時代の最新技術を開発・

製品化し，市場へ投入してきた
（1）

。

本稿では富士電機のプラント用可変速駆動システムの製

品系列および最新技術について述べる。

可変速駆動システムの変遷

可変速駆動システムの発展においては，半導体パワーデ

バイスの開発とマイクロエレクトロニクスの発達に伴う電

力変換回路技術の発達が重要な位置を占めてきた。可変速

駆動技術の推移を図１に示す。

最近の可変速駆動システムには制御回路の簡素化，応答

の高速化，低損失化を図ることができる自己消弧形 IGBT

が適用されている。現在のプラント用としては定格電圧

1,200 V のモジュール形 IGBT の適用が一般的であるが，

車両用としては 2,500V 1,800 kA の平形 IGBTが適用され

ており，そのプラント用大容量可変速駆動システムへの適

用も検討されている。

インバータの駆動方式は電圧形 PWM制御が小容量か

ら 3,000 kVAクラスまでの主流となってきている。1996

年には単機容量 1,200 kVA，出力電圧 AC 800V，3 kV ま

たは 6kVの 3レベルインバータを製品化した。

産業用電動力応用プラントの可変速駆動システム
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保坂　　忍（ほさか　しのぶ） 花澤　昌彦（はなざわ　まさひこ） 木谷　剛士（きだに　つよし）

サイリスタ駆動 インバータ駆動 

 

市場ニーズ 

インバータ 
化　実　績 

変 換 素 子  

パ　ワ　ー 
エレクトロ 
ニクス技術 

1980 1985 1990 1995

サイリスタ 

アナログ制御 ディジタル制御 

ローラテーブル 

省エネルギー対策 

圧延機 

ファン・ブロワ 

バイポーラトランジスタ モジュール形IGBT

MFC（中間コントローラ） 

 平形IGBT

3レベルインバータ 

 GTO

安定操業，省力化，省保守，工程短縮 

プロセスラインヘルパ 

ベクトル制御 

プロセスライン全インバータ 

オブザーバ制御 

H∞制御 

棒鋼・線材ミル全インバータ 

図１　可変速駆動技術の推移
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富士電機の可変速駆動装置の製品群

プラントに適用される可変速駆動システムは，要求され

る出力容量が用途により数 kVAから数千 kVAまで多岐

にわたっており，制御方法や速度・トルクなどの要求精度

もさまざまである。富士電機ではこれらの市場ニーズに沿

うよう製品開発を進めてきた。

図２は富士電機の交流可変速駆動システムの適用マップ

である。標準的には出力容量 900kVAまで 2レベル IGBT

インバータ，2,400 kVA まで 3 レベル IGBT インバータ，

それを超える出力範囲にサイクロコンバータまたはサイリ

スタモータを適用している。

富士電機では可変速駆動装置として図３のとおり製品を

系列化している。多数台の電動機を駆動するプラント用と

して，コンバータ容量・装置設置スペースの低減を図るこ

とができる直流配電形 PWMインバータが適している。コ

ンバータを共通とし，直流電源を個別のインバータへ給電

する。FRENIC4000 シリーズは，出力電圧 AC400V の 2

レベル IGBT インバータである。FRENIC4000FM4 は

ローラテーブルなどの用途に適している。また，FRENIC

4000VM4 は電動機容量数百 kW級の棒鋼圧延機主機，プ

ロセスラインペイオフリール，テンションリール，抄紙機

などの用途に適している。FRENIC4000T4 は押出機ほか

の紡糸機および各種ワインダ駆動用である。

FRENIC4400 シリーズは 3レベル IGBTインバータで

ある。圧延主機用としては出力電圧AC800V の FRENIC

4400VM4 を適用する。ファン・ポンプ駆動用としては出

力電圧 AC800V，3 kV または 6kVの FRENIC4400 FM4

を適用する。

電圧形 PWMインバータには個別給電式の FRENIC

5000 シリーズも系列化している。一般産業用途（定トル

ク負荷），ファン・ポンプ用途（二乗低減トルク負荷），ベ

クトル制御用途おのおのに，FRENIC5000G9，P9，VG5 を

適用できる。

1,000 ～ 10,000 kW級の電動機駆動用としては，サイク

ロコンバータ FRENIC7000 またはサイリスタモータMC

PERMOTRONを適用している。
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図２　交流可変速駆動システムの適用マップ

：標準系列範囲，            ：製作可能範囲 

駆　動 
方　式 

交　流 
可変速 

直　流 
可変速 

LEONIC-M500
圧延機，プロセスライン， 
抄紙機 サイリスタレオナード 

制御方式名称 製品名 主な用途 
出力範囲（kVA） 

5 10 50 100 500 1,000 5,000 10,000

電流形インバータ 
 

FRENIC2000F ファン，ポンプ 

直流配電式PWM 
インバータ 
IGBT2レベル 

FRENIC4000FM4 ローラテーブル 

FRENIC4000VM4
圧延機，プロセスライン， 
抄紙機 

FRENIC4000T4 合成繊維用 

FRENIC4400VM4
ファン，ポンプ，圧延機， 
プロセスライン，抄紙機 

直流配電式PWM 
インバータIGBT3レベル 

FRENIC4500VM4
圧延機，プロセスライン， 
抄紙機 

直流配電式PWM 
インバータGTO2レベル 

FVR 
FRENIC5000G9

圧延補機，プロセスライン， 
抄紙機 

PWMインバータ 
（個別給電式） 

FRENIC5000P9 ファン，ポンプ 

FRENIC5000VG4
圧延補機，プロセスライン， 
抄紙機 

FRENIC5000VG5
圧延補機，プロセスライン， 
抄紙機 

FRENIC7000 圧延主機，セメントミル サイクロコンバータ 

MC  PERMOTRON 圧延主機，押出機 サイリスタモータ 

STANIC ファン，ポンプ，押出機 セルビウス 

図３　可変速駆動システムの製品系列
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IGBTインバータ

４.１ 3レベルインバータ

IGBT素子の高耐圧・大電流化と素子の直並列接続技術

の確立によって，インバータの高圧・大電流出力化が可能

になり，従来，GTOインバータが適用されていた容量ク

ラスへの IGBTインバータの適用が可能になってきた。

IGBTインバータは GTOインバータに比べてスイッチ

ング周波数を高くすることができるため，出力電圧に含ま

れる低次高調波成分が低減され，より正弦波に近い出力波

形が得られる。これは駆動する電動機のトルクリプルの低

減に寄与する。また，IGBT素子は GTO素子に比べ適用

上の制約が少なく，ゲート駆動に必要な電力が小さいため，

主回路やゲート駆動回路が簡素化され装置の小形化ができ

るという長所もある。

富士電機では 3レベル IGBTインバータとして，高精度

速度制御およびトルク制御を行うため DDC（Digital

Direct Control）ベクトル制御を採用している FRENIC

4400VM4 と V/f一定制御のFRENIC4400FM4 の 2 機種を

製品化した。

インバータ主回路部には 1,200 V 600A の絶縁ベース形

モジュール IGBTを 4 並列接続し，直流電圧 1,200 V にお

いて出力容量AC800V 1,200 kVAとしている。主回路は

装置として経済的なシステムとすることができる共通コン

バータによる直流配電方式を基本としている。

大形の電動機を駆動するためにインバータ容量を大きく

する必要がある場合は，電動機を同相の複数巻線とし，イ

ンバータ装置を並列多重化することにより対応している。

3レベルインバータの標準仕様を表１，主回路構成を図４，

インバータ盤の外形寸法を図５，外観を図６に示す。

IGBTを 4並列接続するにあたって，素子の遮断性能を

確保しインバータ出力容量を確保するには，並列素子間の

電流バランスを良くする必要がある。この電流バランスは

主回路の平滑コンデンサから IGBT，さらには出力端子に

至るバーのインダクタンス値の最適化と，スナバ部品配置

やゲート信号配線の最適化が必要である。そのため，シミュ

レーションによりバスバー配置と構造を決定するとともに，

高圧の絶縁材料技術を応用し最適なインダクタンスを得ら

れるラミネートバスバー構造を採用した。

盤構成は，活線状態でも任意のインバータを直流母線か

らオフラインを可能とするように設けられた断路器および

平滑コンデンサの初期充電回路で構成される引込盤とイン

バータ盤の 2面からなる。インバータは各相を 1ユニット

として構成し，専用のリフタにより引き出す構造となって

いるので，保守・点検が容易である。

制御装置は 2レベル IGBTインバータに使用している制

御プリント基板をマザーボードとして，3レベルインバー

タのパルスパターンプログラムを書き込んだ FPGA

（Field Programmable Gate Array）搭載のプリント基板

と組み合わせている。

PWM制御はダイポーラ変調方式としている。この方式

は相電圧として正負の電位を中性点電位を経由して交互に

出力するものであり，インバータ出力電圧として零電圧を

含む微少電圧の制御が可能である。また，出力電圧高調波

は 2レベルインバータに対し約 1/2 に低減できる。

４.２ 2レベルインバータ

2 レベル IGBTインバータは 400V 出力電圧の直流配電

方式インバータであり，DDCベクトル制御の FRENIC

4000VM4，VMT4 と V/f一定制御のFRENIC4000FM4 か

らなる。これらは制御装置および主回路は同一とし，ハー

ドウェアの共通化を図っている。

制御装置は浮動小数点演算機能内蔵の 32 ビット RISC
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図４　3レベルインバータの主回路

表１　FRENIC4400 シリーズの標準仕様 

項　目 
形　式 

定 格 出 力 容 量  

制 御 方 式  

入 力 電 圧  

運 転 方 式  

回 転 速 度 設 定  

電源降下許容時間 

動 作 ・ 異 常 表 示  

コ ン ソ ー ル  

専 用 ロ ー ダ  

正弦波PWM ACR 
マイナASR制御 

正弦波PWM 
V/f 一定制御 

2.5～120 Hz0.2～120 Hz

速度　1：600 

±0.01％ 定格回転速度 

1：3（1：4＊） 

±5％ 

周波数　1：48 

±0.01％　最高周波数 

1：4 

－ 

FRENIC4400VM4

1,200 kVA

DC1,200 V

三相 800 V

150%　1分間 

正逆運転（4象限） 

50 ms 以内に復電時は 
運転指令ありで自動再始動 

屋内，標高1, 000 m 以下 

0～40 ℃ 

相対湿度20～90％（結露なきこと） 

ユニット上のLED表示器で表示 

PLCからの伝送信号 
アナログ設定入力　0～10 V /4～20 mA＊ 
コンソール＊，ローダ＊ 

場 所  

周囲温度  

湿 度  

電 圧  

周 波 数  

過 負 荷  

制御範囲  

制御精度  

界磁制御範囲 

トルク精度 

制御パラメータの変更，動作表示，状態表示， 
単独時の運転・停止，故障リセット 

制御パラメータの変更，保守，印刷，運転状態表示， 
運転・停止，故障時のトレースバックデータ表示 

FRENIC4400FM4

出　力 

周　囲 

条　件 

＊印はオプション 

 制　御 

性　能 

＊ 

＊ 



産業用電動力応用プラントの可変速駆動システム

（Reduced Instruction Set Computer）プロセッサと，高

速演算用 32 ビット DSP（Digital Signal Processor）の二

つのプロセッサを搭載しており，速度制御，運転シーケン

ス制御，伝送インタフェース，マンマシンインタフェース

の基本制御を RISC プロセッサに，高速演算が必要な電流

制御を DSP に実行させ演算負荷を分担する構成としてい

る。

インバータ出力容量 10 ～ 150 kVAまでがプラグイン方

式のユニット構造であり，225 ～ 450 kVAまでは 1相ご

とにユニット化し，3ユニット（インバータ 1台分）を自

立盤 1面に収納する構造である。2レベルインバータの標

準仕様を表２，インバータ盤の外形寸法を図７に示す。

４.３ 設定・監視システム

設定・監視の支援系として 3種類のツールを用意してい

る。コンソールユニットはキースイッチとディジタル表示

器により運転定数の設定や運転状態の監視を行うもので，

インバータユニットまたは盤前面扉の表面に取り付けられ
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10kVA
15kVA
25kVA
38kVA
50kVA
50kVA
50kVA

225kVA

300kVA

375kVA
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800 800 800 800 800 652

25

〈注〉盤内のユニット配置は代表例を示す。 

25

2
5
8
2

インバータ インバータ コンバータ 

100kVA

75kVA

150kVA

150kVA

収納盤：自立閉鎖形 
塗装色：内面・外面ともJEM標準 
　　　　マンセル5Y7/1（半つや） 

図７　FRENIC4000VM4/FM4インバータ盤の外形

表２　FRENIC4000 シリーズの標準仕様 

項　目 
機　種 

入 力 電 圧  

定 格  

運転モード  

収 納 盤  

冷 却  

DC 600 V 

AC 400 V 

200 Hz（最大） 

二重化 600～900 kVA 
（最大六重化 2,700 kVA） 

FRENIC 
4000VM4

FRENIC 
4000VMT4

FRENIC 
4000FM4

ベクトル制御＋ 
正弦波PWM 
速度制御 

速度 ±0.01％ 
速度 ±0.01％ 
トルク ±3％ 

™ディジタル 
　設定時周波数 
　±0.01％ 
™アナログ 
　設定時周波数 
　±0.5％ 

1：1,000 1：1,000 1：80

1：4 1：4 1：4

正弦波PWM 
V/f 一定制御 

ベクトル制御＋ 
正弦波PWM 
速度制御＋ 
トルク制御 

4象限 

－ 

100％ 連続，過負荷耐量150％ 1分間 

屋内　標高 1,000 m 以下　じんあい，油まつなきこと 

0～40 ℃ 

20～95％RH，結露なきこと 

自立閉鎖盤 

強制風冷 

容 量 系 列  

インバータ  
多 重 化  

電 圧  

周波数 

方 式  

範 囲  

設 置  
場 所  

温 度  

湿 度  

界 磁  
範 囲  

精 度  

出
力 

制

御

 

環

境

 

10，15，25，38，50，75，100， 
150，225，300，375，450 （kVA） 

図６　FRENIC4400VM4/FM4インバータ盤の外観

コンバータ インバータ 

800 1000 1170

2
6
1
0

図５　FRENIC4400VM4/FM4インバータ盤の外形
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るようになっている。DDCローダはノート形パソコン（パー

ソナルコンピュータ）によるインバータ専用のサポートツー

ルである。本ローダを用いてインバータ制御装置とパソコ

ンの間で対話形式により，各種運転データの設定，故障表

示，トレースバック，モニタリングおよび印刷を行うこと

ができる。

最上位のツールが集中監視システム FORS（Fuji Ob-

servation & Recording System）である。プラントすべて

の駆動装置をシリアル伝送を介して保守ワークステーショ

ンに接続し，集中的に設定・監視を行う。複数台の駆動装

置を連動させてのデータの収集や故障ガイダンスの機能も

備えている。

また，レコーダへのアナログデータの出力も行える。イ

ンバータの設定・監視システムを図８に示す。

可変速駆動装置の特長機能

５.１ オープンな伝送

プラントの可変速駆動装置は一般的に上位の制御システ

ムとデータウェイで接続される。富士電機では標準仕様で

ある P/PE リンク接続だけでなく，インバータに専用プリ

ント基板を搭載し上位プログラマブルコントローラ（PLC）

と高速データウェイ PROFIBUS を用いて接続できるよう

にしている。これにより，異メーカーの PLCとのデータ

ウェイでの接続が可能である。

５.２ オートチューニング

オートチューニング機能として，ベクトル制御に必要な

電動機パラメータの最適調整を行うベクトルチューニング

機能および速度制御系のパラメータを最適制御する速度制

御系オートチューニング機能を備えている。

特に，速度制御系オートチューニング機能は，目標とす

る到達時間とオーバシュート量になるまでステップ応答の

調整を繰り返して最適な速度制御定数の整定を自動的に行

い，プラントの納入試験時間の短縮に貢献している。

５.３ 定位置停止制御

従来は上位 PLCで実行していた制御機能を，インバー

タの制御装置に搭載したことによって，データウェイの伝

送による制御の遅れが解消され応答の高速化が実現されて

いる。ライン設備の定位置停止制御，シヤー（材料の走間

切断機）などの回転系に対する定位置停止制御，圧延機ス

ピンドルのような両方向の回転系に対する定位置停止制御

を実設備に適用している。

５.４ 2自由度制御

電動機および機械の慣性が大きい設備では，電動機の加

減速を数百msという短時間内に完了させるとき，速度の

目標追従性が問題となる場合がある。この速度の追従性を

改善する目的で，インバータに 2自由度制御機能を搭載す

ることができる。

通常の速度制御系に PID 調節器を追加し，このゲイン

を調節することにより速度追従性を改善させる。この調節

器は速度指令が変化した場合だけ動作するため，速度イン

パクトドロップ時の負荷応答性には影響しない。速度追従

性，負荷応答性の二つを独立したゲインにより調節するこ

とができる。速度追従性の実測データを図９に示す。

今後の技術動向

６.１ 大容量高圧インバータ

富士電機では可変速駆動装置適用用途の拡大，単位容量

520（16）

コンソール 
ユニット 
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図８　設定・監視システム
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図９　2自由度制御有無時の速度追従性
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あたりの価格低減，装置設置面積の削減を図るために，イ

ンバータ単機出力の大容量化と高電圧化を目的として新イ

ンバータの製品化を進めている。

現在，プラント用インバータに最も多く使用されている

IGBTは 1,200 V クラスのモジュール形素子であるが，大

容量・高圧化の手段として車両用として使用されている

2,500V 1,800A 平形 IGBT素子のプラント用インバータへ

の適用および 3.3 kV モジュール形素子の適用を計画して

いる。また，素子直列接続を併用した 3レベルインバータ

制御方式も有効な手段として開発中である。

６.２ インテリジェント駆動

富士電機では可変速駆動装置のインテリジェント化を進

めている。

インバータに可変速駆動制御ソフトウェアだけでなく，

速度主幹，張力制御，位置制御，エレタイ（electric tying）

制御，メカタイ（mechanical tying）制御ほかのプラント

用アプリケーションソフトウェアを搭載する。また，イン

バータ相互間と PLCとの伝送ラインに，プラントの入出

力ユニット，監視システムおよび PLC・可変速駆動装置

兼用ローダを 12 Mビット/秒高速インタフェース PROFI

BUS で接続する。

このようにインテリジェント駆動システムはプラントの

システム構成をシンプル化することができる。また小規模

プラントにおいて，可変速駆動装置へプラントアプリケー

ションソフトウェアを搭載し，PLCを設けないシステム

を実現できる。

あとがき

以上，プラントの可変速駆動システムの製品系列，最新

技術について紹介した。今後も装置の大容量化，高圧化，

高性能化を図るとともに，対環境性に配慮し，また価格，

保守性の面でプラントトータルとしてのメリットが得られ

るような可変速駆動システムの開発に向けて努力していく

所存である。
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2625597 兼平　宜紀燃料集合体クラッドの除去装置
2626138

尾崎正志朗
朝日　信夫
若林　堅一

回路遮断器の付属スイッチ

2625663
大沢　　博
橋井　　眞
元吉　　攻

誘導電動機の可変速制御装置
2626147

石川　公忠
石川　　稔電磁石装置の駆動装置

2626173 楠本　　敏誘導電動機の速度変動抑制制御方法

2626085

岩本　昌三
鶴田　和博
木村　幸雄
松島　幸三

自動販売機

2625736
竹村　　健
小野　隆之電力系統の監視・制御・保護装置

2626034 松永　哲夫誘導加熱装置 2626221 藤　　一彦絶縁ガス封入盤の導体引出し装置

2626235
城所　　勲
天野　忠信カード受入・繰出装置

2626086

岡部　仁志
辻　　信雄
森　　久直
小池　輝明
郡浜　英一
岡本　嘉高
多和　章徳
橋口　勝敏

自動販売機の飲料加熱装置

2628223 後藤　　久冷却水供給装置の膨張タンク

2629348 笠原　正彦電子写真用感光体の製造方法

2629382 伊藤　啓一プログラマブルコントローラシステム

2629392
大森　次治
上野　定洋誘導加熱炉の溶湯測温装置

2626092
月花　正志
柴田　勝美電磁コイル

2629413
甲斐　慎一
柴田　和郎
土川　　幸

開閉機器の電磁コイル異常検出装置

2626126
今村　一彦
唐津　了三
大阿久康之

着脱式補助基板の接続装置
2629426 土屋　和広2重拡散型MISFETを備えた半導体

装置及びその製造方法

2626130 山口　　仁扉開閉用リニアモータ

2629429 重田　善弘MOSトランジスタ

2629434 藤島　直人アノードショート伝導度変調型MIS
FETを備えた半導体装置
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まえがき

産業プラント分野では，常に製品品質の向上や安定操業，

省力化など，いわゆる高機能，高付加価値に関する強い要

求がある。特に電動力応用プラントでは，これらの高度な

要求に対応するため，速度制御などに関する制御性能とロ

バスト性の向上が必須（ひっす）となり，アドバンスト制

御理論の応用が不可欠となっている。現在，産業界では非

干渉制御，オブザーバ，H∞制御などの線形制御と FAN

（ファジィ，AI，ニューロ）技術などを含めたアドバンスト

制御理論全般について種々の研究，開発が進められており，

すでに各種の制御技術がシステム，製品として実用化され

ている。この結果，品質向上，生産性向上，省力化，オペ

レータの負担軽減，制御変動幅の軽減などの効果が得られ

ており，今なお制御技術に大きな期待が寄せられている
（1）（2）（3）

。

富士電機では 1978 年（昭和 53 年）に高速棒鋼圧延設備

に，業界で初めてオブザーバ理論を応用した瞬時速度降下

抑制制御システムを納入した。その後もオブザーバ理論は

もちろん，H∞制御，適応制御，FAN技術応用など数々の

制御技術について研究，開発を進め，シミュレーションや

実験，実プラントで性能と効果を確認し実用化に結び付け

ている。

本稿ではまず，外乱オブザーバを応用し等価的にモデル

追従制御を実現することによって最近実用化した速度制御

系について述べ，続いて現在開発中の，振動抑制が困難だ

といわれている慣性比が小さい 2慣性系の速度制御，なら

びに今後実用化の期待が大きい簡易型（単純）適応制御
（4）

による速度制御について説明するとともに，今後の取組み

についても述べる。

外乱オブザーバの応用

外乱オブザーバは「外乱トルクの推定，外乱応答の改善」

だけでなく，その他種々の応用の可能性について知られて

いる
（5）～（11）

。富士電機では，外乱オブザーバが持つ次に示す性質

やモデル追従制御と等価であることに着目し，２.１節，

２.２節に述べるような，大きな起動時定数をもつ系の速度

制御性能の改善，速度制御系のチューニングレス化を実用

化した。

図１が外乱オブザーバを用いた速度制御系である。ここ

で r，u，y，dはそれぞれ速度設定，トルク指令，速度検

出，外乱である。PI 調節器出力 u1 からトルク指令 uを見

たときの伝達関数は，

…………………………………………

となる。ただしα＝1－Kadd（1－J^/J），σobs＝ J^ /Lであ

る。0 ＜Kadd ≦ 1， J^ ＜ J を選ぶと，u1－u間のゲイン，

つまり開ループのゲインが低周波数領域（ωc ≦α/σobs）
で 1/α（0＜α＜ 1）倍大きくなる。このことは，外乱オ
ブザーバにより速度制御系全体のゲインを上げることがで

きることを示している。

また，図１において Kadd ＝ 1 と置き，さらに PI 調節器，

1/Js，L，1/J^sをそれぞれ G，P，K，Pm と置き換えると，

図１は図２となる。つまり外乱オブザーバはモデル追従制

御と等価である。図２のプラント Pの出力と yとプラン

トモデル Pm の出力 y^ の差 eは，

e＝（ I＋PK）
－1

（Pm－P）u1＋（ I＋PK）
－1

Pd ………………（2）

（1）
u 1＋σobss
u1 α＋σobss
=

産業用電動力応用プラントの制御技術

522（18）

西田　英幸（にしだ　ひでゆき） 藤森　　晃（ふじもり　あきら） 伊藤　伸一（いとう　しんいち）

外乱

トルク指令
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1
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速度

ˆ
ˆ

図１　外乱オブザーバを用いた速度制御系
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となる。このとき（I＋PK）の根の実数部が負の大きい値

になるように K（外乱オブザーバの L）を選べば，

y＝y^＝Pm u1 ………………………………………………

となり，yは y^ に追従する。この結果は，図２の Pmに対

して Gを選べば応答が指定できることも表している。さ

らにこの系は Gによらず t→∞で完全に外乱が抑圧され

るので
（5）

，Gは P調節器でもよい。

２.１ 起動時定数の大きな系の速度制御

例えば，線材圧延設備でのブロックミル，レイングヘッ

ドやポーリングリールなどのように，電動機容量に対して

負荷機械の慣性モーメントがきわめて大きな制御対象（大

慣性系：起動時定数が 20 ～ 40 s と大きな系）が存在する。

このような制御対象について必要な速度制御応答を得るた

めには，速度調節器のゲインを数百倍にする必要があるが

実用的でない。このような場合，速度設定値から必要な電

動機加減速トルクを求めるフィードフォワード制御を経験

的に用いていた。この方法では，設定値応答は改善される

が閉ループ系は通常の PI 調節器であるため外乱応答の改

善は望めない。そこで富士電機は，外乱オブザーバにより

速度制御系全体のゲインを上げることでこれらの応答を改

善した
（7）

。

実際に適用したプラントは，1慣性系とみなせる線材設

備のポーリングリール（起動時定数 J＝ 33 s）である。図

３に現地試験時の設定値応答を示す。図４は通常の PI 調

節器による結果である。Pゲイン 50 倍，積分 400ms，オ

ブザーバの設定 J^＝ 50ms，σobs ＝ 5ms，Kadd ＝ 0.7 であ

る。図３から応答が飛躍的に改善されていることが確認で

きる。図３のような応答が得られた結果，ポーリングリー

ルに要求されていた一定時間内の定位置停止制御が容易に

実現できた。

２.２ 速度制御系のチューニングレス化

一般的に速度制御系は，制御対象の動特性にあわせて制

御器のゲインを最適に調節する必要がある。例えば棒鋼設

備などの圧延機（1プラント約 20基）では，圧延機への材

料のかみ込みによる電動機速度の瞬時降下の降下量（％）

とその回復時間（s）の積であるインパクトドロップ量（％s）

を目標値以下にするように調節する。現状では，慣性モー

メントが圧延機により異なるため，試験員が個々に調整し

（3）
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トルク指令　160％/div

速度検出　0.625％/div

400ms

図３　外乱オブザーバを用いた制御系の設定値ステップ応答

トルク指令　160％/div

速度検出　0.625％/div

400ms

図４　PI 調節器による設定値ステップ応答

トルク指令

速度検出 100ms

0.625％

40％

0％

図５　外乱応答（起動時定数 J =1.5s）

トルク指令

速度検出
100ms

0.625％

40％

0％

図６　外乱応答（起動時定数 J =2.0s）
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図２　モデル追従制御系
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ている。多数の圧延機の速度制御系の調整時間は少なくな

く，これを削減すること，調整の個人差を排除することが

望まれている。そこで外乱オブザーバを応用して 1慣性系

を対象とした速度制御系のチューニングレス化を実現し，

実際に棒鋼設備の圧延機速度制御に適用した。

図５，図６はそれぞれ起動時定数 J＝ 1.5 s，2.0 s の圧延

機に対する外乱応答（圧延材かみ込み時速度回復特性）で

あり，プラントモデル Pm ＝ 1/0.5 sに対して Gをゲイン

10倍のPアンプとしたものである（σobs＝6.25ms，Kadd＝1）。

この設定は J＝0.5 ～3.0 s に対して同様な応答を得ようと

したものである。ともに現地で速度調節器，外乱オブザー

バの調節をすることなく，同様な応答が得られ，インパク

トドロップ量 0.1 ％s 以下を達成できた。現在，棒鋼圧延

機以外への適用を検討している。

慣性比が小さい2慣性系の振動抑制制御

電動機と負荷機械を剛性の小さい軸で結合しているとき，

軸ねじり振動がしばしば発生し問題になっている。特に電

動機に対し負荷機械の慣性モーメントが小さい（慣性比が

小さい）場合は，振動が発生するとその抑制は困難となる

ことが知られている
（11）

。これらの問題に対し，H∞制御やオ

ブザーバの適用など種々の考察がなされている
（8）～（14）

が，明確な

解決法はまだ知られていない。現在，富士電機では，コン

トローラの導出が簡便な松井らの方法
（10）（14）

を基に慣性比が小さ

い 2慣性系の振動抑制制御の実現に取り組んでおり，トル

ク系の高次遅れや，あまり注目されていないサンプリング

時間，速度検出系の位相遅れなどコントローラの離散化に

伴う諸問題を含め種々の考察を進めている。ここでは，ト

ルク系の高次遅れが問題とならない場合に対して行った実

験について述べる。

交流電動機慣性モーメント Jm ＝ 0.79 s，負荷機械慣性

モーメント Jl ＝ 0.21 s，慣性比 R＝ Jl /Jm ＝ 0.27，共振周

波数 f0 ＝ 21Hz（反共振角周波数ωz ＝ 117rad/s）の実験

機に対し，従来制御による IGBTインバータ（5ms サン

プリングの PI 調節器）を用いた実験結果を図７に示す。

図８はサンプリング時間を 2ms としたときの実験結果で

ある。どちらも PI 調節器は 100 倍，60ms とした。ゲイ

ンが非常に大きいのは，軸ねじり振動が生じにくいように，

開ループ伝達関数のカットオフ周波数ωc を制御対象の反

共振周波数ωz の近傍ωc ＜～ωz としたためである
（13）

。図７，

図８はコントローラのサンプリングを速くすることが振動

抑制に有効であることを示している。これは 5ms サンプ

リングではコントローラの帯域が狭い（低い周波数で位相

が大きく遅れる）ため位相余裕が小さいことに対し，サン

プリングを 2ms とすることで位相余裕が大きくなった結

果である。

さらに優れた振動抑制効果を得るため，図９に示す速度

制御用コントローラを考案した。これは松井らが提案した

二次のコントローラ，

524（20）

（a）設定値応答

50ms

速度検出　0.625％/div

トルク指令　20％/div

（b）外乱応答

50ms

速度検出　0.625％/div

トルク指令　20％/div

図７　従来制御による2慣性系制御応答

トルク指令　20％/div

（a）設定値応答

（b）外乱応答

速度検出　0.625％/div

トルク指令　40％/div

速度検出　0.625％/div

50ms

50ms

図８　2msサンプリングPI 調節器による2慣性系制御応答
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K＝ 4.182R＋0.597………………………………………

Co＝ 0.046R＋0.291………………………………………

do＝ 3.496R＋0.565………………………………………

を
（14）

サンプリング時間 2ms で双一次変換したものに，速度

検出系の位相遅れを補償するため富士電機が独自に考案し

た補償器，

，（0≦ a＜ 1）……………………

を付加したものである。松井らの手法も，ゲインを大きく

することによりωc ＜～ωz を実現している。これに対して松

井らは，一次のフィルタでωz 付近から高域を減衰させゲ

インを下げている。本手法による実験結果が図 である。

2ms サンプリングの PI 調節器よりさらに応答が改善され

ている。また設定値応答，外乱応答の制定後のトルク指令

の変動が小さくなっていることも確認できる。

従来では軸ねじり振動の抑制が困難であった慣性比が

R＝0.27 と小さい 2慣性系に対して，サンプリング時間を

考慮した PI 調節器による実験結果と，松井らが提案した

二次のコントローラに富士電機が考案した位相補償器を付

加したコントローラによる実験結果を示した。この結果，

新たに考案したコントローラの有用性が確認できた。現在

トルク系の高次遅れが無視できないようなサイクロコン

バータなどに対しても考察を進めている。

簡易型適応制御による速度制御

適応制御は，プラントの動特性の変動に応じてコント

ローラをオンライン的に自動調節し常に最適な性能を維持

する特長を持つが，従来の方法では構造が非常に複雑にな

るなどの理由で応答速度がきわめて速い（～ms）電動機

速度制御への応用は不適切であった。ところが最近注目さ

れている簡易型適応制御（SAC：Simple Adaptive Con-

trol）
（15）

は構造が簡単になるため，著者らは電動機速度制御

への応用に適していると考え種々の検討を行っている
（16）（17）

。

われわれが求めているコントローラの特性は，電動機，

負荷機械のいかんにかかわらず現地調整が不要で速度応答

性が容易に設定でき振動の生じないようなものである。適

応制御の特長が生かされれば，このような特性をもつ速度

制御系が実現できる。ところが SACは，ASPR（Almost

Strictly Positive Real），つまり定数フィードバックにより

強正実（SPR： Strictly Positive Real）化が可能なプラン

トにしか適用できない
（15）

。これは非常に厳しい条件であり，

これが成立しない電動機速度制御系ではなんらかの工夫が

必要となる。

通常，ASPRでないプラントに対しては，プラントに並

列補償器を加えた拡大系を ASPR とする手法がとられて

いる
（15）

。この結果，拡大系に対しては適応制御がもつ非常に

優れた特性が得られる。ところがプラントに対する特性は

並列補償器により左右されることになり，いかにこれを設

計するかが問題となる。佐野らは H∞制御による並列補償

器の設計を提案した
（16）（17）

。誌面の都合上詳細は省略するが，現

在，電動機と負荷機械を合わせた慣性モーメントの変化に

よる応答の変化が小さいもの（1慣性系のモデル化誤差に

対して応答の変化が小さいもの）と，軸ねじり振動が生じ

にくいもの（2慣性系のモデル化誤差に対して応答の変化

が小さいもの）に対する考察を進めている。

図 に，富士電機の IGBTインバータを用いた SAC速

度制御用コントローラの構成を示す。図中の Ke，Kx，Ku

が最適な制御を行うためオンラインで値が変化する適応ゲ

インである。図 がこのコントローラによる実験結果であ

る。これは 1慣性系のモデル化誤差に着目したもので，交

流電動機＋負荷機械の起動時定数を J＝ 1.3 s，3.9 s とし

１２

１１

１０

（7）
1＋a

1＋az－1
=H（z）

（6）

（5）

（4）
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トルク指令　20％/div

（a）設定値応答

（b）外乱応答

速度検出　0.625％/div

トルク指令　40％/div

速度検出　0.625％/div

50ms

50ms

図１０　新しい速度制御用コントローラによる2慣性系制御応答

速度設定
＋ ＋

－ －

H
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KJmC0ωZ
2

d0

ωZd0
＋ ωZd0sd0s

トルク指令

速度検出

図９　2慣性系に対する新しい速度制御用コントローラ
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たときの外乱応答である。図 は PI 調節器（52.6 倍，50

ms）による実験結果である。SACの外乱応答回復時間は，

PI 調節器の場合と同様，起動時定数に依存してはいるが

PI 調節器の場合に比べてその依存度は小さい。J＝ 1.3 s

と 3.9 s の場合を比べると PI 調節器では外乱応答回復時間

はそれぞれ 110ms，180ms で 1.6 倍劣化している（大き

くなっている）のに対し，SACだと外乱応答回復時間は

125ms，160ms で 1.3 倍しか劣化していない。このことは

PI 調節器に比べ SACの方が慣性モーメントに対する応答

の変化が小さいことを表している。

SACは拡大系に対しては非常に優れた特性をもつ。SAC

を電動機速度制御系に適用するためにはどのように拡大系

を構成するかが問題である。ここではプラントに並列補償

器を付加する方法での実験結果を示した。この結果は従来

の PI 調節器より優れたものとなっているが，より優れた

結果を得ようと，現在，プラントに直列補償器を付加する

方法
（18）

などの考察を進めている。

あとがき

最近実用化した新しい外乱オブザーバの応用事例と，現

在実用化に向けて検討中の二つの速度制御系についてその

概要を述べた。

これらのほかにも最近実用化した制御技術の例として，

外乱オブザーバを応用した，ステンレス鋼板などの調質圧

延を行うスキンパスミル設備の，2台の圧延機間で生じる

鋼板張力の振動抑制制御（本特集の別稿「最近のプロセス

ライン制御システム」参照），H∞制御理論を適用した，炭

坑などの長大斜坑巻上機のロープ伸縮による人車速度変動

の抑制と停止時のローリング抑制制御
（19）

，既設の巻線形誘導

電動機を流用したクレーン自動運転システムでの，ファジィ

理論による振れ止め・位置決め制御［川鉄マシナリー（株）

と共同開発］などがある。

産業界における制御技術に対する期待は非常に大きいも

のがあるが，その適用に際しては，対象により性能やコス

トなどを含めて最適な技術を採用する必要がある。富士電

機は，これらを考慮したうえで，時代の要請に十分こたえ

１３
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トルク指令　20％/div

（b）SAC：外乱応答 =3.9sJ

（a）SAC：外乱応答 =1.3sJ

速度偏差　1％/div

トルク指令　20％/div

速度偏差　1％/div

50ms

50ms

図１２　SACコントローラの外乱応答（1慣性系）

トルク指令　20％/div

（b）PI：外乱応答 =3.9sJ

（a）PI：外乱応答 =1.3sJ

速度偏差　1％/div

トルク指令　20％/div

速度偏差　1％/div

50ms

50ms

図１３　PI 調節器の外乱応答（1慣性系）
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図１１　SACコントローラの構成図
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得るシステム，製品を迅速に提供し続けられるよう，今後

も不断の努力を続けていく所存である。

最後に，これらの制御技術の研究，開発にあたり貴重な

ご教示，ご指導をいただいている慶應義塾大学理工学部佐

野昭教授，東京工業高等専門学校松井義弘先生，東海大学

工学部大内茂人助教授に深く感謝の意を表する次第である。
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2629437 岩室　憲幸横型絶縁ゲート型バイポーラトラン
ジスタ

2629929
黒田　昌三
服部　芳正
古庄　　昇

電子写真用感光体

2629692 米澤　裕之インバータの電源瞬停復電時の負荷
電動機の再始動方法

2629752
黒田　昌美
服部　芳正
古庄　　昇

電子写真用感光体 2629973

津田喜一郎
栗山　祐輔
浜田　慎二
永田　和重

カップ式飲料自動販売機のキャップ
供給装置

2629784 石田　一郎同期制御装置 2629999
吉田　雅和
藤原　喜隆DC/DCコンバータの直列接続回路

2629885
黒田　昌美
菅田　好信
古庄　　昇

電子写真用感光体

2630023 木村　富宏プリント配線板

2630026 小柳　裕義電子式電力量計

2629892
岩本　昌三
木村　幸雄
松島　幸三

缶商品加熱装置
2630036 川崎　道夫誘導加熱装置

2630037 中村　雅昭自動販売機のディスプレイ装置
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田中　芳紀

産業用電動力応用システムの企
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まえがき

最近の電動力応用プラントは，顧客ニーズを反映した高

機能化，高付加価値化，高品質化などの要求仕様の増大と，

世の中の価格破壊の影響による低価格化という相反する命

題を抱えながら，高級化し複雑になっている。このため，

フィールド機器とのインタフェースを行うプロセス入出力

（PIO）の情報やオペレータとのインタフェースをつかさ

どる HCI（Human Communication Interface）の情報は

ますます増大しており，プラントを制御するプログラマブ

ルコントローラ（PLC）のソフトウェア量も膨大になって

いる。この結果，プラントの企画，設計，製作過程などに

おける情報を効率よく，かつ合理的に連携して，品質と生

産性の向上およびコストダウンを図ることが重要であり，

これらトータルのエンジニアリング支援環境を整備するこ

とが課題となっている。

富士電機では，この課題に対処するため，エンジニアリ

ング情報の共有化と可視化をベースとしたグループエンジ

ニアリングを可能とする，エンジニアリング支援システム

を開発し運用している。以下に，本システムの特長である

各種の支援機能の概要について述べる。

エンジニアリング支援システムの構成

従来のエンジニアリング環境は，業務を担当する部門ご

とに固有のシステムが独立して存在しており，これらは局

エンジニアリング支援システム

528（24）

根津　英樹（ねづ　ひでき） 田中　芳紀（たなか　よしき） 郡　　　健（こおり　たけし）
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図１　エンジニアリング支援システムの構成と支援機能のサポート範囲



エンジニアリング支援システム

所的に最適化されて進化してきたが，全体として統合化が

されてこなかった結果，情報が分断されるという「情報の

孤島」現象を引き起こしていた。このためプラントの仕様

変更や追加に柔軟に対応できないなどの問題があり，プラ

ント全体のエンジニアリングを考えた場合，業務の効率化

が進まない状況に陥っていた。

これらの問題を解決するため，改めて各部門の固有シス

テムのデータを整理・統合し，エンジニアリング環境の全

体的な最適化を図り，合理的な支援システムを構築した。

図１は，エンジニアリング環境のシステム構成と支援機

能のサポート範囲を表したものである。各支援機能から発

生するエンジニアリングデータは，ビジネスルール（各業

務間のデータ連携の規則）に基づき，データベース（DB）

サーバ上に一元的かつ有機的に結合し管理されている。こ

れらのデータは不慮の事故に備えて，定期的にデータの自

動バックアップを行い，必要に応じてDBを復元できるよ

うにしている。

また，DBサーバでは，プロジェクト（1プラント）単

位にユーザーのアクセス権限の管理やエンジニアリング処

理単位の排他制御を行っているため，複数のユーザーが同

一プラントの業務を並行して行えるコンカレントエンジニ

アリングが可能となっている。

機器リスト作成支援機能

プラントで使用するセンサ，アクチュエータなどのフィー

ルド機器の仕様は，電動機リスト，センサリスト，バルブ

リスト，操作器具リスト，位置検出器リストなどのリスト

で定義される。各リストは，それぞれの機器を識別する

ITEM記号と，形式，用途名などの属性および PLCとの

接続情報から構成されている。これらは，顧客との機器仕

様の決定に使用されるほかに，他の支援機能と連携し，源

流情報として重要な位置づけとなっている。

機器リスト作成支援機能の特長は次のとおりである。

変更履歴管理

従来の機器リストは，ドキュメント出力において，前回

提出時との変更を明確に示した資料や，計画当初と製作完

了時の機器の仕様の相違を示す資料が簡単に作成できない

という問題を抱えていた。

機器リスト作成支援機能では，変更や追加の経過を自動

的にロギングし，変更履歴を表示・印字する機能を備えて

いる。図２の印刷例に示すように，履歴ドキュメントとし

て，変更箇所を網掛けして明示したリスト，各機器の ITEM

単位に変更履歴をトレースバックしたリスト，および変更

前と変更後を対比したリストを出力することができる。

外部ファイルインタフェース（2）

（1）
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図２　電動機リストの印刷例



エンジニアリング支援システム

プラントのエンジニアリングにおいて，顧客，機械メー

カーなどとの情報のやり取りは，互いの業務の効率化を目

的として，従来の紙ベースのものから，データファイルに

よるものへと変わってきている。

このため，機器リスト作成支援機能では，エンジニアリ

ング DB とファイル間でデータを入出力するための外部

ファイルインタフェース機能を用意している。ファイル形

式としては，一般的なスプレッドシートに読み込める

CSV（Comma Separated Value）形式や任意のフィール

ドセパレータを指定する形式をサポートしている。

ラベル生成機能

フィールドの各種入出力信号は，設備によっても異なる

が数千～数万点にも及び，これらにプラント全体で区別で

きるユニークな識別記号（ラベル）を付け，効率的に管理

することが要求される。

ラベルとその名称など（以下，ラベル情報という）は，

各機器リストの ITEMや用途名などを基に自動生成され

る。生成されたラベル情報は，ラベルのユニーク性が検証

機能により保証され，図３の画面例に示すように，機器リ

ストとリンクして管理されるため，機器の追加・変更など

に柔軟に対応できる。

信号割付支援機能

４.１ PIO信号割付支援機能

自動生成されたラベル情報を利用して，フィールドから

の入出力信号と PLC 間を合理的にインタフェースして，

効率的にアドレス割付を支援するのが，この機能の役割で

ある。

PIO割付支援機能の特長は次のとおりである。

PIO 点数見積り

ラベル生成機能により生成されたラベル情報をもとに，

PLC，機器リストおよび PIO収納盤単位ごとに，各種入出

力信号の点数を集計することができる。これによりPLCに

取り込むべき入出力点数を正確に把握できる。

PIO カード割付・信号割付

図４は，PIO 点数見積りの結果と PIO カード割付の画

面例を示したものである。PIO カード形式情報は，PLC

に実装可能なカード形式とそこから発生するアドレス情報

をリンクしてDB化されている。これにより，カード形式

一覧から必要なカードを選択し配置することで，それに対

応したアドレスが自動生成され，そのアドレスに機器リス

トから生成されたラベル情報をリンクすることで，PIO信

号割付作業は完了する。

PIO カード集計

割り付けられたカード情報から，PLCや PIO 収納盤単

位にカード形式ごとの枚数を集計することができ，その

データをもとにカード手配をミスなく行うことができる。

４.２ ネットワーク信号割付支援機能

この機能は，ネットワークに接続された PIO の共有化

や，HCI による運転・監視のためのデータを効率的に割

り付ける作業を支援し，図５の画面例に示すとおり伝送領

域を定義するマップリストとネットワーク信号を定義する

インタフェースリストから構成される。

インタフェースリストは，マップリストから生成される

アドレスに，送信側のラベル情報を定義することで，自動

的に受信側の情報を共有し，かつそのラベルのユニーク性

を検証機能により保証することで，ネットワーク信号の効

率的な管理を実現している。

（3）

（2）

（1）

（3）

530（26）

図３　バルブリストの画面例

A5869-15-833

図４　PIO点数見積りとPIOカード割付の画面例

N99-2408-4

図５　マップリストとインタフェースリストの画面例

N99-2408-3
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４.３ 布線計画支援機能

制御ケーブルと電源ケーブルの布線計画は，フィールド

機器と制御装置をノイズなどの影響を受けずに確実にイン

タフェースし，プラント全体の信頼性を確保するうえで重

要であり，現地の据付け配線工事に直接影響するため，そ

の情報を精度よく管理することが要求される。

この機能は，盤間のケーブルの接続を指示するケーブル

リストと，盤内の端子台とケーブル内の芯（しん）線（コ

ア）の接続を指示する結線リストから構成される。

以下に布線計画支援機能の特長を記す。

機器の芯数計算と集計

フィールド機器の接続に必要な芯数は，機器リストに定

義された機器の属性から，制御ケーブルと電源ケーブルに

分類され，各 ITEM単位に自動計算される。さらに，制

御ケーブルの芯数は，PIO収納盤や中継盤単位に集計する

ことができる。

これらの芯数情報と，DB化されたケーブル形式一覧を

利用して，ケーブルリスト作成を精度よく行うことができ

る。

ケーブル内のコア管理

結線リストは，図６の画面例に示すとおり，ケーブルリ

ストから該当する盤のケーブルを抽出したケーブル一覧と

そのケーブル内の未使用のコア一覧の情報を利用して，効

率的に作成される。

また，ケーブルリストにおいて，ケーブルの総芯数と使

用芯数は対比して表示され，ケーブルの使用状況を把握す

ることができる。

リファレンス

ドキュメントの品質を高めるうえで，以下のリファレン

ス情報の作成機能を用意している。

ケーブルリストでの結線リストのページと端子台の

リファレンス

結線リストでのケーブル内のコアのリファレンス

結線リストでの盤間のページのリファレンス

図７は結線リストの印刷例を示したもので，リファレン

（c）

（b）

（a）

（3）

（2）

（1）
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図６　結線リストの画面例

N99-2408-5

図７　結線リストの印刷例
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ス情報により，ケーブルおよびコアの接続が容易に分かり，

現地施工管理に有用なドキュメントとなっている。

HCI エンジニアリング支援機能

多次元化した情報の集約とその操作および監視のために，

プラントと運転操作員の間には高度なヒューマンインタ

フェース機能（HCI）が必要である。

この要求に対応するために富士電機は，対象となるシス

テムの規模，処理内容，要求レスポンスに応じた最適な

HCI コンポーネントを用意しており，エンジニアリング支

援機能を用いて，プラントに適したシステムを確実にかつ

効率よく構築できるようになっている。

図８はHCIエンジニアリング支援機能の概要を示したも

のであり，画面情報作成支援機能とターゲットマシン支援

ツールを連携させて，要求機能の確認から設計への情報の

移行をスムーズに行うことができる支援機能となっている。

５.１ 画面情報作成支援機能

この支援機能は，仕様確認時に定義する情報から設計に

必要な情報を一元的に生成・運用できる機能である。

HCIエンジニアリングにおける仕様の確認には，主とし

て画面プランと，画面を構成する各項目の機能を説明する

画面項目一覧表を用いる。図９に画面項目一覧表の画面例

を示す。

画面項目一覧表では，画面項目ごとに多種多様な機能が

定義されており，HCI 画面情報に必要な信号群で構成さ

れているユーザータグをこの定義情報から生成する。

図 にユーザータグ一覧表の画面例を示す。

ユーザータグは，情報の種類ごとに整理されエンジニア

リングDBへ格納され，HCI ソフトウェア設計の各設計段

階で任意に抽出されて設計データとして利用される。

また，エンジニアリング DB で管理されるデータは，

ターゲットマシンに対応してデータの加工が可能なので，

ターゲットマシンに影響されずに画面情報作成を支援でき

る機能となっている。

５.２ ターゲットマシン支援ツール

５.２.１ 専用HCI 支援ツール

ソフトウェア設計支援ツール（FPROCES）の機能パッ

ケージとして，HCI の画面や帳票などの定義・作成用に

「FPROCES M」が用意されており，ユーザータグで構成

されるDBと連携して，効率よくHCIソフトウェアの設計

ができるようになっている。

FPROCES Mの機能を以下に記す。

画面作成（対話作画）

動作画定義

ユーザータグ登録

コンパイル，ロード

ドキュメント作成

デバッグ機能

５.２.２ パソコンHCI 支援ツール

オープン化指向の顧客ニーズに対応して，パーソナルコ

ンピュータ（パソコン）用 SCADA（Supervisory Control

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

１０

532（28）

図９　画面項目一覧表の画面例

HCI 
仕様書 

エディタ 

画面プラン 
対話 
作画 

動作画 
定義 

コンパイル 

画面情報作成支援 

画面情報作成 エンジニア 
リング 
DB

画面項目一覧表 

設計データ 

ユーザー 
タグ 

ネットワーク 
信号割付 

コントローラ 
情報定義 

ターゲットマシン支援ツール 

顧
客 

図８　HCI エンジニアリング支援機能の概要

図１０　ユーザータグ一覧表の画面例

N99-2408-1 N99-2408-2
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And Data Acquisition）ソフトウェアをHCIのシステム構

築支援ツールおよび運用ツールとしたパソコンHCI システ

ムを提供している。

パソコン用 SCADAソフトウェアの機能は，汎用性を

ベースにして，専用 HCI 支援ツールと同等の機能となっ

ている。

このパソコン HCI のエンジニアリングにおいてもエン

ジニアリング DBのデータを活用することで，パソコン

HCI 支援ツールの汎用性に対応した効率的なエンジニア

リングを実現している。

PLCソフトウェア設計支援

６.１ 編集設計支援機能

高機能化・大容量化している PLCのソフトウェアの生

産性および品質を向上するためには，その再利用が最も有

効な手段の一つであり，富士電機では従来から再利用可能

なソフトウェアを標準ライブラリ（部品）として作成・蓄

積してきた。

一方，プラントで部品を再利用するのに必要な情報は数

千～数万点と非常に多く，これの作成に多大な時間を費や

していた。また，これらは手作業で入力していたため，ソ

フトウェアの品質向上の大きな妨げになっていた。

このシステムではこれらの問題を解決するため，機器リ

ストから生成されるラベル情報とソフトウェア部品を DB

上でリンクさせ，設計者が簡単な指示を与えるだけで，部

品とラベル情報を結合・編集し，所望する複数のアプリ

ケーションソフトウェアを素早く作成する編集設計機能を

実装している。

図 に編集設計機能の仕組みを示す。

６.２ 操作・ I/L リストを利用したソフトウェアの自動生成

プラントで使用しているアクチュエータは動作方法がそ

れぞれ違い，たとえ同種のプラントであってもエンドユー

ザーにより操業条件が異なっているため，そのインタロッ

ク（I/L）を定型的な部品とすることは困難である。

このため，設計者は前述の編集設計機能によるアプリケー

ションソフトウェアの自動生成の後に，そのつど，これら

I/Lソフトウェアを追加しなければならず，ソフトウェアの

生産性および品質のさらなる向上のためには，この作業の

自動化が必要となっている。

一方，運転方案のドキュメントの一つとして，従来から

操作・I/L リストを利用しており，これには，アクチュエー

タや自動シーケンスに対するオペレータのスイッチ操作と

機械の干渉防止や安全のための I/L が表形式で表されてい

る。

このリストを定型化し，ラベル情報およびソフトウェア

部品をDB上でリンクさせ，設計者が手作業で行っていた

I/L ソフトウェア作成を自動化することにより，ソフト

ウェアを一括生成することができる。

現在，開発中である操作・ I/L リストを利用したソフト

ウェアの自動生成について図 に示す。１２

１１
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機器リスト 

バルブリスト 

ITEM 機器名称 用　　途 
動作説明 

（a）コイル 無励磁 （b）コイル 

E04-SV-01 E041 コイルカー昇降 上昇 停止 下降 

標準ライブラリソフトウェア（部品） 

ラベル情報 編集設計支援 
部品とラベル情報の結合, 
ページ編集など 
 

自動生成 
プログラマブルコントローラ（PLC） 

アプリケーションソフトウェア 

E041MAN.M 
コイルカー昇降 
上昇手動指令 

E041MAN.O 
コイルカー昇降 
上昇出力 

E041RC.M 
コイルカー昇降 
下降出力 

図１１　編集設計機能の仕組み

顧客 

仕様 

機器リスト 

運転方案 

制御方案 
操作・I/Lリスト 

コントローラソフトウェア 

条件テーブル 

ラダー 

標準ライブラリ 
と結合 
（編集設計機能） 

条件テーブル 
回路の作成 
（仕様記述言語） 

操
　
作 

イ
ン
タ
ロ
ッ
ク 

図１２　操作・ I/L リストを利用したソフトウェアの自動生成
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試験支援機能

ソフトウェアの品質を向上させるためには，プラントの

制御対象を工場内で忠実に模擬して，検証作業を行う必要

がある。

富士電機では，試験業務を効率化するために，エンジニ

アリングDBから自動生成された試験用データを用いて，

あらかじめ用意された現場機器のモデルをブロックのよう

に組み合わせていくことで，プラントの制御対象を容易に

工場内でシミュレーションすることができる試験支援機能

を用意している。

この機能の特長は次のとおりである。

試験用ファイル自動生成機能

エンジニアリングDB上の源流情報のなかから，ラベル

情報，PIO信号情報，ネットワーク信号情報を抽出し，試

験を行うのに必要なファイルを自動生成する。

プラントシミュレーション機能

電動機駆動装置，センサ，バルブなどのフィールド機器

を模擬したソフトウェア部品を，試験担当者がプラントの

構成に則して組み合わせることで，フィールドの制御対象

を容易に構築することができる。

また，アプリケーション用プロセッサとシミュレーショ

ン用プロセッサを個別に用意することで，アプリケーショ

ンプログラムにまったく影響を与えずに，検証作業をする

ことができる。図 の電動機駆動装置モデルでは，駆動装

置の状態を画面上で集中して確認できるように工夫してい

る。

トレンド機能（シーケンシャルトリガ機能）

従来のトレンドは，トリガとしてある一時点における条

件しか指定することができず，複雑な動作には対応が困難

であった。

この対策として，トレンド機能では，複数の条件を時系

列（シーケンシャル）に指定できるシーケンシャルトリガ

機能を備えている。この結果，「Aが成立後，Bまたは C

が成立し，その後 Dが成立」したらトリガ条件成立とい

うように，対象を絞り込むことで確認の効率を上げること

ができる。図 にシーケンシャルトリガ設定画面とトレン

ド結果の例を示す。

プラント状態記録・再生機能

任意の時点におけるプラントの状態を収集して保存し，

必要なときにいつでもその状態を再現することができる。

その結果，さまざまな運転パターン（ラインスピード，

運転モードなど）での試験データを採取するために，制御

対象を初期状態に設定し直す場合など，容易に繰り返して

確認作業を行うことができる。

あとがき

電動力応用プラントにおけるエンジニアリング環境と各

種の支援機能について述べた。

このほかに，見積業務支援や機器手配支援の機能および

イントラネットを用いた各種技術資料やプラント品納入情

報の共有化システムについても運用中であるが，今回は誌

面の都合で割愛した。

電動力応用プラントは，今後とも高機能化と多様化の方

向で進化していくと思われ，エンジニアリング業務の合理

化がますます重要な課題となっていく。

今後は，さらなるエンジニアリング業務の効率化をめざ

した機能拡充と，顧客や機械メーカーとのデータ連携を可

能とする CALS（Continuous Acquisition and Lifecycle

Support）やエクストラネットなどの検討，およびプッシュ

技術を用いたイントラネットの活用を進めていきたいと考

えている。
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図１３　電動機駆動装置モデルの画面例

図１４　シーケンシャルトリガ設定とトレンド結果の画面例
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まえがき

最近の圧延設備に対する設備投資の特徴は，設備の新設，

全面更新だけでなく，老朽電気品の部分更新需要が多く，

圧延機駆動システムもケースバイケースで最適な方式が選

択・適用されている。そのなかでも交流化の波は顕著に現

れている。1992 年から 1996 年までの 5年間に富士電機が

納入した圧延機駆動プラント，および 1997 年以降（現在

製作中を含む）の圧延機駆動プラントの駆動システム方式

を表１に示す。

大形可逆ミルでは，老朽更新が多く，容量アップを必要

としない更新の場合は所有予備品の関係から直流駆動方式

が適用されることが多い。しかし，容量アップ更新や新設

の場合は交流化が推進され，特に 2,500 kW以上の大容量

可逆ミルには，同期電動機のサイクロコンバータ駆動方式

が適用されている。現在 10,000 kWツインドライブをサイ

クロコンバータ駆動方式で製作中（ドイツ・シーメンス社

にて）である。

棒鋼・線材ミルを中心とする中小形連続ミルでは 1992

年に業界に先がけ，GTO（Gate Turn-Off thyristor）イン

バータ駆動方式を適用した棒鋼ミルを納入したが，イニ

シャルコストの面から直流駆動方式がその後も適用された。

1995 年に IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）イン

バータが登場し，これを契機に一気に交流化が進み，今で

は中小形連続ミルは，全面的に交流駆動方式（誘導電動機

の IGBTインバータ駆動方式）が適用されるようになった。

本稿では，熱間可逆ミルおよび中小形連続ミルの交流駆

動システムに焦点をあてて，その概要を述べる。

ミル運転室の例を図１に示す。

ミルモータ

２.１ 熱間可逆ミルモータ

熱間可逆ミルモータとして，同期電動機が採用されてき

た理由は次のとおりである。

™ミルモータの力率がよく，電源側設備容量が小さく

できる。

™堅ろうである。

™据付け，長期運転での回転子と固定子との芯（しん）

ずれの許容値が大きい（エアギャップ大）。

構造的特長

同期電動機の構造として，突極形回転子に代わり円筒形

回転子の採用が進んでいる。円筒形回転子は，巻線が挿入

された回転子を真空含浸する絶縁処理が施されるため，コ

イル－スロット間のギャップは樹脂により埋め尽くされ，

機械的強度と熱伝導性が大幅に向上される。熱伝導性の向

（1）

最近の圧延機駆動システム
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南　　英倫（みなみ　ひでのり）

図１　ミル運転室の例

表１　最近の熱間圧延機駆動プラントの駆動システム方式 

区分 

種類 

1992～1996年の 
納入プラント 

1997年以降（製作中含む） 
の納入プラント 

 

 
中 小 形  
連続ミル 
プラント 

大 形  
可逆ミル 
プラント 

 1 ×GTOインバータ 
   駆動方式 
 5 ×直流駆動方式 

（合計6プラント） 

 4 ×IGBTインバータ 
   駆動方式 
 3 ×GTOインバータ 
 1 ×サイリスタモータ 
   駆動方式 
 21×直流駆動方式 
（合計29プラント） 

 2 ×サイクロコンバータ 
   駆動方式 
 2 ×直流駆動方式 

（合計4プラント） 

 4 ×IGBTインバータ 
   駆動方式 
 1 ×直流駆動方式 

（合計5プラント） 
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最近の圧延機駆動システム

上は温度上昇を抑制するばかりでなく，コイルの温度分布

をも均一にするため，ミルモータを小形化でき，信頼性向

上にもつながる。

円筒形回転子に対し，突極形回転子は幾つもの部位から

構成され，かつ回転子センタとポールは分離されている。

この構造はくさびあるいはボルトのように固定する部品を

必要とし，ポールと回転子センタとの接続は含浸処理され

た後に行わねばならない。機械的・電気的接続は構造的に

ウイークポイントであり，これらに特に注意して定期的な

点検を実施する必要がある。

一般に同期電動機のエアギャップは誘導電動機より大き

いので，スリーブ軸受を採用している大形ミルモータにとっ

て，据付けはもとより長期運転での微細な芯の調整から解

放される優位性はきわめて重要なポイントと考える（数千

kW の電動機のエアギャップの例で，誘導機 2～３mm，

直流機 4～ 6mm，同期機 8～ 10mm）。

電気的特長

同期電動機の電気的な利点は，次のとおりである。

™電気設計の自由度が高く，圧延と駆動装置にマッチ

した最適設計が可能である。

™励磁調整にてリアクタンス電圧上昇を直接抑制できる。

™短絡電流・短絡トルクも小さくできる。

基底速度以上の運転におけるリアクタンス電圧上昇の抑

制は，逆起電力一定となるよう磁束を制御することにて行

われ，交流可変速駆動装置の電圧利用率の向上に不可欠で

ある。ベクトル制御・ディジタル制御技術の発達にて誘導

電動機においてもリアクタンス電圧上昇抑制制御は可能で

あるが，負荷電流に依存する電圧をより正確・迅速に制御

するためには複雑な補償制御を必要とする。

短絡トルクは，直流機に比べ半減するので（直流機の場

合，定格トルクの 10 倍ほど），直流機を容量アップして交

流化する場合でも既設基礎ボルト・基礎の流用が可能であ

り，新設の場合，ミルモータの基礎を軽減させ，土木工事

の経済化に大きく貢献する。

ツインドライブの留意点

ツインドライブの可逆ミルモータでは，機械的外力とし

てスラスト荷重とラジアル荷重がある。いずれの外力も繰

り返し加わる力については，ミルモータとしてスラスト軸

受の強度，軸受台の強度を設計しなければならないが，圧

延ロール破損時のようなきわめて過大な外力については，

機械駆動系において，過大な外力の緩衝方法を需要家ー機

械ー電気間で十分検討したうえで軸受まわりの構造・強度

を決定する。

ツインドライブの構成を図２に示す。

熱間可逆ミルモータは，過酷なダイナミック衝撃が繰り

返し加えられることから，外力および軸強度について十分

な検討が必要である。軸強度は繰り返し加えられる常用最

大トルクに対しねじり振動によるトルク増幅率（TAF）

を乗じて決定される。ねじり振動計算結果例を図３に示す。

軸強度は，圧延機のタイプに応じて，数多くの実績から

次の強度を採用している。

™分塊ミル： 800 ～ 1,000 ％対定格トルク

™厚板ミル： 600 ～ 800 ％対定格トルク

™連続条鋼ミル： 350 ～ 500 ％対定格トルク

ツインドライブの可逆圧延機では，TAF低減のために，

圧延ロールに対するミルモータの慣性モーメント比を 1：

1に近づけることがポイントであり，交流電動機は低慣性

（3）

（2）
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電動機 

電動機 

中間軸 
スピンドル 

バックアップ 
ロール 

ワークロール 

図２　ツインドライブ（ボトムフォワード）の構成

質　点 

スパン 

TAF

K (kg・m/rad)

J (kg・m・s2)

1.33×108 5.05×107 4.33×107 4.22×107 1.21×108 1.21×108 4.22×107 4.33×107 1.33×108

8,632 1,295 253 272 9,388 272 253 1,359 538 8,632

1.07 1.13 1.29 1.27 1.28 1.42 1.42 1.42 1.23

1
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3
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図３　ねじり振動によるトルク増幅率計算結果例
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にすることが可能である。直流電動機では整流面よりコイ

ルスロットを大きくできず，回転子外径は同期電動機に比

べ大きくなり，慣性モーメントも大きくなる。駆動システ

ムの更新にあたり交流化することにて，既設機械系のスピ

ンドル，ピニオンスタンド，ピニオン・ギヤを流用しなが

らも，容量アップを行えることも交流化の大きな利点であ

る。

また交流機の小さな回転子直径は，ツインドライブの場

合のミルモータ軸間距離を低減させる。よって，スピンド

ル長さの大幅低減による基礎・建屋の小形化，あるいはス

ピンドル角の低減による自在継手部に求められる耐力を低

減させる。

２.２ 中小形連続ミルモータ

タンデム圧延機ではミルモータの省保守が求められてお

り，交流可変速駆動が最適な手段である。ミルモータは，

HV（水平・垂直）配列に応じ高所に配置されたり，スタ

ンド間隔が狭いためミルモータが隣接し，保守スペースを

確保することが困難であったりして，直流ミルモータの場

合，ブラシの点検・保守に過酷な作業を必要としていた。

交流ミルモータのタイプとして，中小容量のミルモータ

が多数配置される（16 ～18 台/ライン）ことからミルモー

タ・駆動装置の経済性を狙い，誘導電動機を採用している。

誘導電動機ゆえ規格は JEC37 に従うが，圧延機用直流機

の規格である JEM1157 2 種の内容から冗長な部分（長時

間過負荷耐量など）を見直して富士電機では標準圧延機仕

様を作り適用している。連続ミルモータはほぼ基底速度以

上で運転されるため，誘導電動機の冷却方式として，耐環

境性の高い外被強制冷却が採用できる。外被冷却マウント

ファンを採用できるため，直流ミルモータで必要とした

アップドラフト用設備（エアフィルタ，押込みファン，エ

アダクト）あるいはユニットクール装置・冷却水が不要と

なり，誘導電動機の利点をフルに発揮させている。

線材ブロックミルモータとしては，容量が大きいこと，

回転速度が高いことからサイリスタモータを適用している。

電動機が分割できて 1台あたりの容量を下げたものでは，

IGBTインバータ方式も適用している。

駆動制御装置

３.１ 熱間可逆ミル駆動方式（サイクロコンバータ）

変換器の特長

駆動装置としては，出力電流が正弦波でトルクリプルの

小さいサイクロコンバータ（図４）を採用している。

サイクロコンバータの方式は，最高運転周波数が電源周

波数の 1/3 をめどに，逆並列・非循環電流方式（36 アー

ム）とし，構成はオープン結線を採用している。ミルモー

タの巻線を各相独立とし個々に変換器を設けるので，回路

構成および変圧器がシンプルで，変換器の切換動作時の相

間の干渉を排除したことが特徴である。したがって，トル

クリプルも中性点を接続した方式よりはるかに小さく，連

続ミルにも支障なく適用できる。

ただしオープン巻線では，出力電圧を台形にできず電圧

利用率が制約されるが，相間の電流干渉がないシンプルか

つタフな構成は安定した設備の運転および点検・保守にき

わめて有効といえる。

図５に主回路構成を示す。

制御装置の特長

制御装置としては，圧延機特有の要求制御機能に柔軟か

つ容易に対応できる。

ツインドライブにおいては，瞬時速度降下抑制オブザー

バにてしゅん敏な回復特性を実現しているが，さらに瞬時

速度降下の応答性を速めるには，速度制御系のゲインを理

想的レベルに改善する必要がある。制御装置の柔軟性を活

用した，ツインドライブの 3質点系でのねじり振動抑制制

御の導入は，圧延機の能力をフルに発揮させる有効な手段

である（開発中）。またパーソナルコンピュータおよび

LAN（Local Area Network）の進歩は遠隔プログラミン

グ・監視をも実現している。

３.２ 中小形連続ミル駆動方式（IGBT PWMインバータ）

棒鋼・線材圧延に豊富な納入実績を誇る富士電機は，重

（2）

（1）
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図５　サイクロコンバータの主回路構成

図４　サイクロコンバータ
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要なテーマであったミルモータの省保守化にこたえて，

1992 年タンデム圧延機駆動用GTO PWMインバータを納

入した。

タンデム圧延機駆動にインバータを適用する場合，トル

クリプルを極力小さく，かつリプル周波数を高めることが

重要である。GTOインバータに替えて IGBTインバータ

を適用することにより，キャリヤ周波数を 3倍（2 kHz）

に上げることができた。さらに大形化に対応し製品化され

た 3レベル PWMインバータは，トルクリプル幅の低減

および見かけ上のキャリヤ周波数倍増によるトルクリプル

周波数を高めることに有効である。

小容量ミルモータの駆動として，ミルモータの容量に応

じて経済性の観点から 2レベルインバータも採用する。た

だし，インバータのキャリヤ周波数が低いタイプの場合は，

インバータの起磁力のリプル周波数を考慮し，変調率を 1

以下で使用する運用がなされる。PWM制御において過変

調領域では，キャリヤ周波数に依存する高い周波数の起磁

力リプルに加えて，運転周波数依存の起磁力リプルの振幅

も無視できないことに注目すべきである。（インバータ起

磁力リプル成分の例：3 f，6 f，f c－3 f，f c＋3 f，2 fc－6 f，

2 fc，2 fc＋6 f。ただし，f：運転周波数，f c：キャリヤ周

波数）

条鋼ミルにインバータ駆動を適用する場合，直流ミル

モータと同様に軸電圧対策としてアースブラシを装備する

必要がある。さらに機器配置計画よりケーブルが長くなる

こともあるため，ケーブルの漏れ電流対策としてシールド

ケーブルを適用し，接地点を検討する必要がある。

あとがき

最近の圧延機駆動用交流可変速駆動方式の適用について

紹介した。用途により適用する駆動システムの方向性は

はっきり見えてきたが，今後さらに交流可変速駆動システ

ムの長所をフルに発揮するよう，減速機の振動抑制制御の

実現，GTOサイクロコンバータの実用化などの課題に今

後とも努力していく所存である。
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2630056 西川　孝也水冷式オゾン発生装置 2636429 高橋　秀夫自動包装装置の噛込み検出方法

2630061 川出　一男自動販売機の蛍光灯制御装置
2636430

針江　博史
芹澤　　厚
森安　正司

永久磁石付き回転子及びその製造方
法

2634043
大堀　　優
吉川　春樹インバータの過電流保護回路

2634061
高木　克彦
喜納　秀樹電子写真装置 2636433 岩田　英夫接点の製造方法

2634064 宮川　道明2値化装置 2636437 佐藤　律哉自動販売機の商品搬出装置

2634078
鄭　　用一
嶋田　房次
横澤　照久

磁気記録媒体

2636447 加藤　和之半導体回路の温度補償方法

2636454
佐々木寿雄
間地　文博回転電機のブレーキ誤動作防止装置

2635779
中村　匡伸
松井　伸二
本郷　保夫

図面の特徴抽出装置
2636457

山口　　仁
安東　圭司垂直搬送装置

2636461
竹内　玲治
佐藤　弘俊制御リレーの動作確認方法

2635793
中村　匡伸
松井　伸二
本郷　保夫

重量画像における特徴抽出方法
2638185

高野　正秀
伊東　直基電子写真用感光体の製造方法

2638228
長村　正一
小野寺克己
横澤　照久

磁気記録媒体の製造方法
2636097 中川美千男浸漬型電動ポンプにおけるスラスト

軸受の磨耗量の監視装置

2636340 伊藤　　豊ゲート駆動回路 2638235
吉田　　隆
齋藤　清雄光電変換装置の製造方法

2636346
伊藤　　肇
岩本　昌三
木村　幸雄

缶商品自動販売機の商品加熱装置
2639142 山田　英司冷気循環形オープンショーケースの

除霜方式

2639146 米山　和穏半導体装置の製造方法



倉地　庸夫

鉄鋼プラント電機制御システムの

エンジニアリング業務に従事。現

在，システム事業本部産業システ

ム事業部営業第一部主査。

高橋　孝一

電動力応用システムの企画，設計

に従事。現在，富士電機システム

クリエイト（株）システム統括部営

業技術部主務。
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まえがき

圧延プラントにて製造された薄板（ストリップ）に対し

て，酸洗，焼鈍，めっき，塗装などの処理が連続的に行わ

れるプロセスライン設備は，アジア（特にASEAN地域）

での自動車産業の需要により，設備投資が活発となった。

このため製造品質・価格競争のグローバル化が加速され，

新技術導入による製品品質向上と価格競争強化が，一層要

求されるようになった。本稿では，グローバル化された製

鉄プラントの最近のプロセスライン（図１）における技術

の特長について述べる。

プロセスライン制御システムの基本コンセプト

国内の老朽設備更新や海外における新設電気品に対する

市場ニーズを満たすために，マイクロエレクトロニクス技

術とパワーエレクトロニクス技術を融合した制御システム

の基本コンセプトを以下に述べる。

生産効率の向上

電気設備の信頼性と制御精度向上により，連続操業に耐

（1）
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図１　最近のプロセスラインシステム構成
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えうる高い稼動率を維持し生産コストを低減させるために，

インバータ，プログラマブルコントローラ（PLC）および

HCI（Human Communication Interface）システムの高速

化・高機能化で，速度揃速（せんそく）性をアップさせ，

制御装置ごとに合理的に機能を分担させている。

低価格プラントの提供

価格競争のグローバル化により，より一層価格競争が激

しくなり，プラント構成電気品の機能拡大およびシステム

構成の再構築を行っている。

™IGBT（ InsulatedGateBipolarTransistor）インバータ

多段積収納盤によるコンパクト化と大容量化による適

用範囲の拡大

™PLC シェルフ形構造による他の制御盤との盤の共有化

™PLC，インバータの伝送方式のオープン化による他社

製品との接続の共有化

™統合HCI から汎用パーソナルコンピュータ（パソコン）

までのHCI システム採用

省保守化

電気設備を保守管理する人の不足や電気品の機能拡大に

よる保守項目の増加により，故障解析が容易な集中監視シ

ステムやブラシレスによるメンテナンスフリーな全交流駆

動システムの採用などが定着化している。

省力化

合理化のため少人数にて，かつ操業経験の乏しい人でも

容易に操業できるシステムとするため，操業運転条件や故

障発生状況のビジュアル化，メッセージ化案内画面を充実

させ，EIC 統合 HCI の導入により情報の一元化を図り，

CRTの共有化を行っている。

駆動制御システムMFCの特長

富士電機では，中間コントローラ（MFC：Mid Field Con-

troller）を採用した電動力応用プラントの新システムを構

築した。

MFCは，ISOで提唱されたCIMモデルのレベル 1とレ

ベル 2の中間に位置するコントローラである（図２）。プ

ロセスラインでは，各電動機の速度やトルクを協調して制

御する主幹制御が重要である。これらの制御機能を統括コ

ントローラから分離・独立させたこのシステムの特徴は，

次のとおりである。

伝送中継器が不要となり，MRH（速度設定器）搭載

により電動機連動運転時の揃速性が向上

主幹制御のパッケージ化およびパラメータ設計により

品質，生産性が大幅に向上

MFC内の全パラメータをオンラインで変更可能とし

ているので，上位 LANをオープン化することにより，

駆動装置を含む主幹制御機能のオープン化が可能

MFCの基本機能は次のとおりである（図３）。

上位との伝送： P/PE リンク

DDCとの伝送：Dライン（500 kビット/秒）

MRH機能：ショックレスMRH（S字）× 5

個別速度指令：

™サクセシブ速度指令（端子 1－ 0）

™単独速度指令（連寸速度指令を含む）（端子 2－ 0）

™MRH速度指令（端子 3－ 0）

MFCのシステム構成を図４に示す。
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図３　MFC基本機能ブロック図
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プロセス主要制御技術の特長

プロセスラインのラインレイアウトを図５に示す。

ヘルパー駆動装置途中起動制御

ヘルパー駆動装置は，途中の 1台が故障停止してもライ

ン全体は運転を継続させ，故障要因除去後，駆動装置の運

転を再開させなければならない（図６）。速度調節器が生

きるタイミングで速度設定値を直前の速度実際値からライ

ン速度に応じた外部速度指令に向かって速度制御を行う途

中起動制御を適用することにより，速度制御の無制御状態

からショックレスに速度制御状態へ移行が可能である。

オブザーバの適用（図７）

通常，スキンパスミルなどの圧延機は軸により圧延機駆

動電動機と弾性的に結合されており，圧延機の制御性能を

高めようとするとしばしば軸共振が発生する。このような

場合，速度制御応答を犠牲にして固有振動を励起しないよ

うにして対応していたが，最小次元オブザーバの適用によ

り軸振動の抑制を可能にした。

伸び率制御（図８）（3）
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（1）
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伸長率ε＝（L 2－L1 ）/L1 ………………………………

L 1 ：入側に入る長さ

L 2 ：出側を出る長さ

伸長率制御応答速度および検出精度を確保するため，次

の検出方式を併用している。

定長計測方式：規定のサンプリング長さで計測する。

定時間計測方式：規定のサンプリング時間で計測す

る。

差動歯車系機械構成の場合には，伸長率偏差からスト

レッチング速度を操作し制御する。スキンパスミルおよび

入出側独立駆動方式の場合には，次の方式を採用する。

張力制御方式：伸長率偏差から張力を操作し制御す

る。

圧下制御方式：伸長率偏差から圧下を操作し制御す

る。

炉内張力制御（図９）

材料の蛇行，ヒートバックルおよび板破断を防止するた

めに高精度な炉内張力制御を採用している。

ストリップを考慮した加減速電流補償（a）

（4）

（b）

（a）

（b）

（a）

（1）
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図７　スキンパスミルのオブザーバ適用実測データ
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無負荷損電流補償

張力調節器出力のサクセシブループ方式

張力調節器の最適化（材料断面積，ライン速度に応

じた最適ゲイン，積分時間補償）

負荷ロードバランス制御（図 ）

ブライドルロールのように，数本のロール前後の張力を

負荷として，ストリップを搬送する設備において各ロール

を駆動する電動機のトルクを一定に保つための制御である。

タイトなラインに二つ以上のASR（ドルーピング＝ 0％）

が存在する場合には，必ずどちらかのASR にアウタルー

プが必要となる。負荷分担比は，電動機の容量比または巻

付け角と摩擦係数によって決まる張力拡大比を基準に決定

している。

溶融亜鉛めっき制御（図 ）

溶融亜鉛めっき設備（Continuous Galvanizing Line）の

製品品質上，最重要課題である鋼板の亜鉛めっき付着量ま

たは合金化度を表裏均一かつ目標値にするための付着量制

御機能や合金化度制御機能の自動化をモデル式により実現

し，省力化・品質向上を実現させている。また，シミュレー

ション機能やデータ統計解析機能を備え，モデル式の

チューニングを容易に行える環境を提供し，運用・保守を

容易にしている。

電気めっき制御（図 ）

連続電気めっき設備（Electrolytic Galvanizing Line,

Electrolytic Tinning Line）における鋼板の電気めっきを

行うために，標準ソフトウェアパッケージ化されたトータ

ル電流制御，電流密度制御，電流密度制御＋トータル電流

制御などのソフトウェア機能を提供している。さらに薄

めっき防止としての溶接部トラッキング目標位置変更制御，

コンダクタロールのスパーク防止電流立上げ制御なども考

慮している。これによりめっき操業の選択操作と設定電流

の最適化制御を容易に行うことが可能となり，電力量の有

効利用のための最適電極数の自動投入・切断制御を実現し

ている。

リールの巻取り・巻戻し制御

リールの巻取り・巻戻し制御機能として，標準ソフト

ウェアパッケージ化されたコイル外形演算，板厚演算

（最小 2乗法），ライン速度演算，張力制御演算，加減速補

償トルク演算，無負荷損補償演算，巻き太り補償演算，残

長演算，尾端停止制御演算，テーパ張力制御演算などの機

能を提供している。これらの操作は，標準化された操業画

面にて簡単に設定・監視ができるようになった。

あとがき

海外設備投資の活発化により，価格競争のグローバル化

は今後もさらに進んでいく。また鉄鋼プラント製品の高品

質化・製造プロセスの革新により，プラント電気製品は，

さらに高機能化，コンパクト化，システムのオープン化，

ライトサイジング化が加速される。このため，これまでに

蓄積されたプラントノウハウをベースに，今後の世界の動

向を監視しつつ，最適な制御システム技術を確立し，提供

しなければならない。
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まえがき

製紙産業，繊維・フィルム産業における製品の高品質化，

操業の安定化，保守の省力化は，製品の差別化，コストの

削減のためにその重要度を増してきており，ユーザーから

の要求レベルも年々高まっている。一方，環境・社会に対

する配慮も求められており，富士電機としても納入プラン

トにおいて可能な限りの提案を行っている。

本稿ではこうした観点から，富士電機の製紙，繊維・フィ

ルムプラント用駆動制御システムをとらえ，キーとなる高

調波や瞬時電圧降下に対する技術，交流電動機を巻取機に

適用する場合のトルクリプルに関する技術，電子機器に対

するノイズの影響を防止する技術などについて述べる。

最近の製紙・フィルムプラント制御システムの

特長

２.１ 電源対策

２.１.１ 高調波の抑制と力率改善

近年，交流駆動装置のスイッチング動作に起因する電源

高調波が社会的な問題になりつつある。電力用コンデンサ

へのストレス，電子機器への障害，電話回線へのノイズな

どが高調波による電圧ひずみの結果として生じている。ま

た，電力の有効利用が叫ばれており，無効電力を極力少な

くするよう電力会社から要請が出ている。ここでは製紙・

フィルム分野での高調波対策・力率改善の実施例を紹介す

る。

高調波抑制

新設プラントの場合，設備全体が通商産業省制定「高調

波抑制対策ガイドライン」規制対象となり，自家用発電設

備を並設する場合は設備容量に比し，契約電力が小さいた

めさらに厳密な抑制対策が必要となる。具体的には発生量

の低減対策として，①リアクトルの設置，②コンバータ用

変圧器の並列運転を実施し，不足分を③高調波フィルタに

て吸収する方法が一般的に採用されている。一方，増設・

更新・改造の場合は，規制対象が限定されることにより発

生量の低減対策として，①アクトルの設置，②整流器の

12 相化を実施し，不足分を③アクティブフィルタで補償

する方法が一般的に採用されている。

整流器多相化は 12 パルスの場合，5・ 7 ・ 17 ・ 19 次

がキャンセルされる効果があり，中規模の比較的まとまっ

た設備更新に有効である。アクティブフィルタの設置例を

図１に示す。

アクティブフィルタは発生する高調波と逆位相の電流を

供給し，キャンセル効果を持たせるもので，5・7・11・

13，……次の低次高調波を同時にキャンセルできる。富士

電機製のフィルタはユニットタイプのため既設電気品を改

造することなく設置でき，更新・改造案件に適している。

力率改善

ダイオードコンバータ方式の場合，電源力率は 0.93 ～

0.95 であり力率改善設備を設けないことが多いが，具体的

には案件ごとに系統全体の検討を行い必要に応じて無効電

力をコンデンサで補償する方法をとっている。

２.１.２ 瞬停対策

操業の安定化を図るうえで重要なアイテムが瞬時停電

（瞬停）時駆動状態を保持し操業の継続性を高めることで

ある。富士電機は瞬停仕様に応じて各方式を提案している。

自動再起動方式

瞬停でフリーラン状態になった後の復電時，駆動制御系

に故障が発生していない限りフリーラン中の電動機を自動

（1）

（2）

（1）
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図１　アクティブフィルタの設置例
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再起動させるもので，ファン電源を除く制御電源はコンデ

ンサ，無停電電源装置（UPS）または直流中間回路から供

給される。

コンデンサバックアップ方式

小規模プラント用の方式であり，瞬停期間中のエネル

ギーをコンデンサから供給することにより駆動系は通常と

まったく変わりなく駆動させることができる。瞬停時間，

瞬停レベル，負荷率などを検討のうえ必要なコンデンサ容

量を決めている。主として巻取機，延伸機などのライン系

への適用例が多い。

UPS 方式

小規模プラントにおいてコンデンサの代わりに UPS を

適用したもので，バックアップ時間が長い（5～ 10 分）

場合に適用する。富士電機は 10 kVA以下のミニUPS，50

kVA以下の中容量 UPS，1,000 kVA以下の大容量UPS を

用意しており，用途（制御電源系，主回路系），瞬停仕様

に応じて適用している。

２.２ トルクリプル対策

国内ではじめて製紙用スーパカレンダ設備に全交流電動

機駆動システムを適用した。アンワインダおよびワインダ

では，インバータに起因するトルクリプルと機械の固有振

動数の共振による紙の巻取り形状に与える影響が懸念され

るため，従来は直流電動機が使用されていた。

以下，トルクリプルによる機械共振対策について述べる。

PWMインバータによるトルクリプル発生要因としては，

ディレータイムによる電流リプル

キャリヤ周波数による電流リプル

変調ひずみによる電流リプル

相間電流アンバランスによるトルクリプル

がある。これらの対策として，

ディレータイムの短縮

キャリヤ周波数の高速化

インバータの変調率の抑制

電動機周波数の抑制

機械共振点回避回路の具備

を行い，トルクリプルを直流電動機以下に低減した。

２.２.１ ディレータイムによる影響

アーム短絡防止用ディレータイムのない理想状態では

PWMキャリヤ周波数に依存するトルクリプル成分しか発

生しないが，ディレータイムを大きくするに従って電流波

形にひずみが大きくなり，それが 6 fm（ fm：電動機周波数）

成分のトルクリプルを発生させる。図２にディレータイム

とトルクリプルとの関係をシミュレーション波形で示す。

図３に実機に適用したディレータイム 10μs 時に回転数を

変えた場合のトルクリプルを示す。シミュレーション結果

からディレータイムを 10μs とすれば，トルクリプルはほ

とんど無視できる。

２.２.２ 電流の相関アンバランスによるトルクリプル

1 相（U相）の電流検出に Iof のオフセットがあった場
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図２　ディレータイムとトルクリプルとの関係

（キャリヤ周波数= 2 kHz）
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図３　回転数とトルクリプルとの関係
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合，電動機は Iof × 2/3（ピーク時）のトルクリプルを発

生することから，出荷時のオフセット調整基準を標準値

1％に対し 0.5 ％以下とした。図４にU相の電流検出オフ

セットを 10 ％としたときの発生トルクを示す。

２.２.３ 直流電動機と交流電動機

既設直流電動機のトルクリプルデータを操業中に採取し，

トルクリプルの低減対策を行った交流電動機との比較を事

前に実施した。交流電動機は工場で電動機に負荷機をつな

ぎ実施した。定格トルクに対するリプルの割合を図５に示

す。直流電動機（120 kW）の定格トルクに対する平均的

なリプル含有率は 1.2 ％程度であり，共振時の最大値は

2.4 ％（420 r/min にて）である。交流電動機（140 kW）

の平均的なリプル含有率は 1％以下であり，直流電動機と

同レベル以下である。この交流電動機は現地納入後も順調

に稼動中であり，機械共振時のトルクリプルも直流電動機

に比べ十分に抑制されている。

２.３ ノイズ対策

技術進歩とともにプラントで扱う制御装置は多様化して

いる。駆動装置，プログラマブルコントローラ（PLC）適

用の多岐化，LAN（Tリンク，Pリンクなど）の普及な

どによりプラントのノイズ対策が適切でないと思わぬ障害

が発生し，その処置に多くの時間と費用を費やすことがあ

る。ノイズ対策について述べる。

２.３.１ 接地系統

接地には安全接地，保護継電接地と，制御装置の確実な

動作を確保するために有害なノイズの侵入防止を目的とし

たノイズ防止接地がある。プラントごとに最適な接地系統

図を作成する必要があり，図６にその例を示す。注意すべ

き点としては，

駆動装置，PLCなどはそれぞれ専用の接地極を用意し

接地工事の種類（特別第 3種接地工事など）を明確にす

る。

制御盤が据付け上，建屋の鉄骨と同電位（鉄骨は強電

機器と同電位）になる場合は，制御盤とベース間に絶縁

マットを敷設し絶縁する。

制御盤自体の絶縁が困難な場合は，制御盤の盤体と収

納電子機器を絶縁する。

２.３.２ 布線計画

ノイズは信号線，電源線といった機器と外部との接続線

を通して生じることが多い。布線計画におけるポイントを

以下に述べる。

主回路，一般制御回路，低電圧回路，信号回路を明確

にし，ラックを分けるとともにラック間の間隔を確保す

る。

電磁誘導ノイズ対策のための対撚（たいねん）ケーブ

ル，静電誘導ノイズ対策のためのシールド付ケーブルを

使用する。必要があれば電動機の主回路ケーブルにも

シールド付ケーブルを使用する。

伝送路のターミネータ（終端抵抗）の設置，シールド

の一点接地を明確にする。

２.３.３ 光伝送

現場の操作盤まで LANケーブルを敷設することも多く，

布線距離が長くなるとノイズの影響を受けやすくなるので

光伝送を積極的に利用している。光ファイバケーブルは，

ツイストペアケーブル，同軸ケーブルに比べ減衰が少なく

耐ノイズ性に優れている。電気－光コンバータの追加が必

要となるので，今後は I/O 機器に直接光ケーブルを接続

することが望まれる。

２.４ 保守支援

２.４.１ 集中監視システム

近年，省保守化，歩留り向上が駆動システムの良否判断

材料になるといっても過言ではなくなってきている。富士

電機はそのニーズにこたえるべく，従来からさまざまなシ

ステムを提供してきた。以下に最近の監視システムを紹介

する。

駆動系監視システム（1）

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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図４　電流検出オフセットとトルクの関係
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図５　直流電動機と交流電動機のトルクリプル
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駆動 LANに接続され，DDC駆動装置の運転状態をモ

ニタするもので，リアルタイムに速度・電流実際値を

CRT画面上に表示している。また，故障履歴管理を行っ

ており迅速な障害対応を可能にしている。

コントローラ系監視システム

コントローラ LAN（P/PE リンク）に接続され，PLC

のソフトウェアをモニタするもので，50ms サンプリング

で連続 16 時間のデータを保存している。障害発生時の原

因を過去にさかのぼって確認することができ，プラントの

迅速な立上げを支援している。

駆動装置，コントローラ同時監視システム

PLCの LAN（P/PE リンク）にある情報をモニタする

もので，駆動装置とコントローラを同時に監視している。

故障発生時の迅速な復旧支援および故障データの一元管理

を可能としている。故障ガイダンス画面にて調査項目・推

定故障原因・対策の表示およびメモ書きができるようにし

ており，障害の統計的管理を可能としている。

２.４.２ リモートメンテナンス

近年の省力化で電気室・現場詰所の無人化が進み，電気

品のメンテナンスをいかに効率的に行うかが重要になって

きている。富士電機では図７のように，通常はデスクワー

クを行う事務所に監視システムを設置し，いつでもプラン

トの状態をチェックできるようにしている。

２.４.３ 点検とオーバホール

プラント品における電気品への高信頼性ニーズは日々高

まっており，富士電機はアフタサービスについて幅広い対

応をしている。

予防保全提案

部品寿命予測に基づいた既納電気品のメンテナンス実行

案を作成・提案し，計画的なメンテナンスを支援している。

個別のライン電気品ごとに電子部品，抵抗，コンデンサ，

冷却ファンなどの部品劣化状況と部品メーカー推奨交換時

期を検討のうえ，顧客メンテナンス計画に合致した実行計

画案を作成し，実行している。

定期点検

プラントごとにオーバホール（普通点検，精密点検）を

定期的に実施しており，寿命部品更新・確認試験を行い，

電気品の安定化・延命化を図っている。

24 時間対応

24 時間対応部署を常設しているので，予防保全・定期

点検で捕そくできなかった突発障害発生時にも迅速対応・
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復旧作業を行うことができ，顧客に安心を提供している。

２.５ 補機制御システム

２.５.１ 補機制御システム

ライン駆動装置に代表される主機に対し，ファン，ブロ

ワ，ポンプなどの駆動装置を補機と称している。

設備全体のなかで，補機は主機の数倍の数量があるにも

かかわらず，主機のように製品の品質，出来高に直結しな

い。このため，主機に比べ制御システムの適用が遅れてい

た。しかし，主機への制御システムの適用が一般的なもの

となってきたことに加え，省人化が操作員から保守員へシ

フトしてきたこともあり，補機への制御システムの適用が

注目されるようになった。

補機は製品の品質に直結しないため，主機制御システム

が製品オリエンテッドであるのに対し，補機制御システム

は保守オリエンテッドなシステムとなる。したがって，そ

のシステムは設定・操作よりも監視・管理に重点が置かれ

る。また，補機制御システムは操業停止時のスタンドアロ

ンでの利用も考慮し，分散形のシステム構成をとるべきで

ある。

図８，図９に補機制御システムの構成例を示す。

図８は高圧盤，補機駆動装置の列盤として監視盤を設置

したものである。監視盤盤面のタッチディスプレイにて各

電気品および全体での状態，ヒストリーが表示され，操作

も可能である。監視盤と各電気品は通信線にて結ばれてい

る。

図９はさらに大規模なシステムの構成例である。各補機

設備の状況，ヒストリーが中央電気室設置のHCI（Human

Communication Interface）装置にて管理できる。

どちらのシステムも主機監視システムや他のシステムと

LANを構成すれば，設備全体の操業・管理を協調して行

うことが可能となる。

以下ではその構成要素である補機用インバータ，ディジ

タルマルチリレーおよびインテリジェントMCC（Motor

Control Center）の概要について紹介する。

２.５.２ 補機用インバータ

ファン，ブロワ，ポンプなどの補機設備には汎用イン

バータが用いられる。

富士電機ではベクトル制御インバータとして FRENIC

5000VG5 シリーズ，V/f制御インバータとして FRENIC

5000G9/P9 シリーズを提供している。FRENIC5000 シリー

ズはディスプレイ付タッチパネルを標準で搭載しており，

対話方式で操作・監視を行うことが可能である。また，制

御システムを構成するための伝送カードも用意している。

２.５.３ ディジタルリレーとインテリジェントMCC

高圧盤にスタンドアロン監視と伝送機能を付加させるも

のがディジタルマルチリレーである。ディジタルマルチリ

レーは表面のディスプレイに電流などの実際値，過電圧な

どの保護動作状況および過去の動作ヒストリーを表示でき，

上位装置との通信も可能である。また，自己診断機能も有

している。

表１にディジタルマルチリレーF MPC60 の機能を示す。

インテリジェントMCCは通常のコントロールセンタに

インテリジェントタイプのモータコントロールユニット

（CMCⅡ）を付加したものである。CMCⅡは運転状況・

ヒストリーの表示，設定値の表示および設定を表面のディ

スプレイにて行え，上位との通信も可能である。

最新の紡糸機用スキャナシステム

紡糸機プラントでは炉内温度制御において高精度な設定，

速いレスポンスが要求されている。また，プラントコント

ローラおよび上位コントローラとのデータ授受による駆動

装置と炉温制御のデータ一元化ニーズが出てきている。富
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士電機は今までの技術の蓄積を基に新形スキャナを開発し

たので紹介する。

新形フィールドコントローラの適用

上位系接続用，下位 I/O 接続用の 2系統のネットワー

クと制御演算機能をコンパクトに 1ユニット化している。

高速演算（数値演算 0.125μs）を行い，従来機種に比べ 2～

3 倍のスキャンタイムでデータ処理（I/O 点数： 156 点）

している。また，情報のオープン化として PROFIBUS

（1.5 Mビット/秒）を採用しており，ネットワークインタ

フェースをより使いやすくしている。図 にフィールドコ

ントローラの内部構成を示す。

リモート I/Oのリンク化

Tリンク対応の I/O 適用により制御用 PLC I/O 間配線

のシンプル化を図っている。

ロッカ構造の継承

富士電機製の既設スキャナとロッカ寸法の互換性を持た

せることで，既設外部配線をそのまま流用可能としている。

この結果，新形スキャナへの更新時でも配線工事費の大幅

な低減を実現している。

あとがき

製紙，繊維・フィルムプラント用制御システムにおける

製品の高品質化，操業の安定化，保守の省力化および環境

対策のキーテクノロジーとして，電源対策，トルクリプル

対策，ノイズ対策ほかを紹介した。今後，さらに技術の高

度化とより良いシステムの提供に努力していく所存である。
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表１　ディジタルマルチリレー（F-MPC60）の機能 

フィーダ
ユニット 

母 線  
ユニット 

内　容 項　目 

計測機能 

制御機能 

保護機能 

表示機能 

自己診断
機 能  

コンビネー 
ションユニ 
ット共用 

電流値表示（A） 

電圧値表示（V） 

零相電流値表示（MA0） 

零相電圧値表示（MV0） 

電力値表示（W） 

無効電力値表示（var）遅れ力率 

力率表示（cosφ） 

周波数表示（Hz） 

電力量表示（Wh） 

事故記録（事故計測値） 

表示 

－ 

◯ 

－ 

◯ 

－ 

－ 

－ 

◯ 

－ 

－ 

◯ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

－ 

－ 

◯ 

◯ 

－ 

－ 

－ 

－ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

－ 

◯ 

－ 

◯ 

◯ 

◯ 

－ 

◯ 

◯ 

－ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

－ 

－ 

－ 

－ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

短絡保護（INST：瞬時） 

過電流保護（OC：反限時） 

地絡保護（DG） 

過電圧保護（OV） 

不足電圧保護（UV） 

地絡過電圧保護（OVG） 

電圧確認（VR） 

遠方からのトリップ（外部トリップ） 

反相および欠相 

リレー整定値表示 

リレー動作表示 

開閉器状態表示 

制御権状態表示（遠方/直接） 

CBトリップコイル断線監視 

CB開閉時間監視 

常時監視機能 

自動点検（24時間定周期起動） 

手動試験（任意起動） 

ランプテスト 

強制動作（各要素別） 

開閉器入/切信号の受信 

計測値データの上位伝送 

保護リレー動作信号の上位伝送 

保護リレー整定値，タイマ整定値の 
上位伝送および整定値の受信 
 

開閉器入/切操作 

遠方/直接切換（制御権） 

遠方からの入/切制御 
（外部接点および伝送） 

MA，MA0 

MV，MV0

スイッチギヤ側信号の上位伝送 
（CBの引出位置など） 

開閉器状態表示信号，制御権状態表示 
（遠方/直接）信号の上位伝送 

Tリンクありの 
形式のみ 

装置故障，機種IDデータなどの 
上位伝送 

◯：機能あり，－：機能なし 

伝送機能 
（Tリンク） 

監視機能 
（保守支援） 

AC 
100V 
30VA

電　源 
FCL演算部 

制御用プロセッサ 
（ファジィ演算内蔵） 

拡張ネットワークボード 
PEリンク 
TCP/IP 
PROFIBUS

制御基本部 
サービスプロセッサ 
標準リンクサポート 

オプション オプション 

表
示
・
設
定
部 

内部バス 

DC5V

Tリンク 
1回線 

TCP/IP 
1回線 

オプション 
ネットワーク 
最大2種類 

図１０　フィールドコントローラの内部構成
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最近の産業用電動力応用プラントは，コンピュータ，プ

ログラマブルコントローラ（PLC），インテリジェント化

された機器や各種診断装置が付加され，プラントそのもの

が高機能化・複雑化している。そのためプラントを最適に

運転・監視するには，高度かつ複雑な対応が要求され，

ヒューマンコミュニケーションインタフェース（HCI）が

重要な役割を果たしている。

設備に何らかのトラブルが発生したときは，迅速かつ的

確な対応・処置がオペレータに要求される。そのため，オ

ペレータをサポートする各種支援機能が運転・監視システ

ムの重要機能になっている。

また，連続焼鈍ライン（CAL），連続亜鉛めっきライン

（CGL）といった大規模のプロセスラインでは，可変速駆

動装置が数百台以上使用されており，各駆動装置の設定

データの一元管理，運転状況・故障現象の集中管理が重要

機能となっている。

本稿では，鉄鋼プラントに適用されている HCI とオペ

レーション，メンテナンス支援システムの概要を述べる。

ヒューマンコミュニケーションインタフェース

２.１ IOS 2500H

富士電機では，EIC（電気，計装，コンピュータ）統合

オペレータステーションとして IOS－2500H を製品化して

いる。IOS 2500H は，電気制御用，計装制御用，コンピュー

タ制御用の各コントローラとデータウェイ DPCS F で接

続され，すべての情報を 1台の CRTで表示することが可

能である。

IOS 2500H の特徴は以下のとおりである。

一つの画面を表示させたまま他のさまざまな情報を

ウィンドウという形で重ね合わせ表示可能

統合データベースステーション IDS 2500H，統合エ

ンジニアリングワークステーション IES 2500 による複

数の IOS 2500H のソフトウェアの集中管理・メンテナ

ンスが可能

用途とスペースに応じて，CRT収納タイプ（図１）

とデスクトップタイプを選択可能

大形スクリーン表示

ハングルフォント搭載によるハングル語の表示

主要仕様を表１に示す。

２.２ PMS 2500

制御・監視 HCI PMS 2500 は，グラフィック用マイク

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図１　IOS-2500Hの外観

表１　IOS-2500Hの主要仕様 

項　目 

H
C
I
機
能 

仕　様 

 

 

 

 

21インチタッチパネル 

フルグラフィック　横1, 280×縦1,024（ドット） 

カラー256色 

2,048画面 

最大64台（DPCS-F） 

最大4CRT/台 

最大8台 

サポートツール FPROCES-M

モニタサイズ 

表 示 方 法  

表 示 色  

プラント画面 

ステーション数  

モ ニ タ 数  

プ リ ン タ 数  

対 話 作 画  
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ロプロセッサユニット（MPU）と制御用 MPUのマルチ

CPU構成により，監視・操作と制御を 1台の HCI で行う

ことができる。

PMS 2500 の主な特徴は以下のとおりである。

Tリンク 4回線により，合計でディジタル 8,192 点，

アナログ 2,048 点の I/O 制御が可能

スタンドアロンで監視操作と制御とロギングが可能

データウェイ（P/PE リンク，DPCS F）により，

PLCと接続することにより，分散制御・監視システム

を構築可能

デスクサイドタイプとデスクインタイプがあり，選択

可能

主要仕様を表２に示す。

２.３ パーソナルコンピュータ応用HCI

パーソナルコンピュータ（パソコン）による監視・制御

システムとして，汎用パソコンをベースとしたハードウェ

ア・ソフトウェア構成によるパッケージ化されたシステム

製品が数多く市販されている。これらの多くは，パソコン

監視・制御システムの構築に向けて販売されている SCA

DA系パッケージソフトウェアを組み込んで成り立ってい

る。当社標準画面をこの上でライブラリ化して組み込み，

プラントごとのアプリケーション画面を付加してプラント

への適用を図っている。

パソコン応用HCI の主な特徴は以下のとおりである。

ハードウェア・ソフトウェアが安価

SCADA系パッケージソフトウェアのGUI（Graphical

User Interface）が優れていて使い勝手が良好

他のOA系アプリケーションとのデータ連携が容易

主要仕様を表３に示す。

操業支援システム

操業支援システムの方案モニタは，MICREX IX シス

テムにおいて，PLC ICS 2500S のソフトウェアを監視す

るモニタステーションであり，運転室に設置され，オペレー

タによるプラントの運転を支援する監視システムである。

方案モニタ機能としては，接続されているすべての

PLC のプログラムの内容を表示することが可能であり，

コントローラを選択することにより，該当するコントロー

ラのプログラムページ選択画面が表示される。ここに登録

されているインタロックや自動フローを表示する場合は，

項目を選択することにより，該当するプログラムのページ

が方案モニタに表示される。インタロックや自動フローは

運転方案記述言語の条件テーブルやシーケンシャルファン

クションチャート（SFC）で書かれているので，ライン運

転や自動運転のインタロック不成立項目の確認や，自動運

転の渋滞箇所などをオペレータが運転室のモニタで確認す

ることができる。図２に条件テーブルの画面表示例を示す。

ハードウェアの構成は，データ収集用のコントローラ

ICS 2500S とパソコンからなっている。

メンテナンス支援システム

産業プラントにおける制御システムは機械設備を直接制

御する可変速駆動装置と，それらを統括制御する PLCに

て構成されている。近年，この制御システムは複雑化・大

規模化され，可変速駆動装置も高機能化・高性能化が図ら

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図２　条件テーブルのモニタ画面

表３　パソコン応用HCIの主要仕様 

項　目 

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
 
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
 
通
信
 

仕　様 

 

 

 

 

 

21インチタッチパネル 

フルグラフィック 横1, 280×縦1,024（ドット） 

カラー256色 

リアルタイムマルチタスクOS 

SCADA系パッケージ 

各種通信用ドライバ 

Ethernet 

Ethernet，P/PEリンク 

本 体  

CPU 

CRT 

OS 

アプリケーション 

そ の 他  

情 　報 　LAN 

制　 御　 LAN

OA系パッケージソフトウェアとのデータ連携などの拡張性あり 

＊ Ethernet：米国 Xerox Corp. の登録商標 

＊ 

表２　PMS-2500の主要仕様 

項　目 

H
C
I
機
能 

制
御
機
能 

仕　様 

 

 

 

 

 

21インチタッチパネル 

フルグラフィック 横1, 280×縦1,024（ドット） 

カラー32色（基本16色＋ブリンク16色） 

128画面 

最大64台（DPCS-F，PEリンク） 

最大3CRT/台（ただし3CRT目はモニタ専用） 

最大3台 

サポートツールFPROCES-M 

FCL（Functional Control Language） 

512 kワード 

256 kワード 

ラダー図，SFC，ファンクションブロック図，
条件テーブル，サポートツールFPROCES-C

モ ニタサイズ  

表 示 方 法  

表 示 色  

プ ラ ント画面  

ステーション数 

モ ニ タ 数  

プ リ ン タ 数  

対 話 作 画  

命 令 言 語  

プログラムメモリ 

デ ー タメモリ  

プ ロ グ ラ ム  
表 現 方 法  
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れている。一方，プラントの安定操業を実現するためには

信頼性の維持・管理が重要な条件となってきている。

このようなニーズにこたえるために，プラントの状態監

視保全（CBM： Condition BasedMaintenance）の精度向

上と万一障害が発生した場合の平均復旧時間（MTTR：

MeanTimeToRepair）の短縮に貢献するメンテナンス支

援システムとして，FORS（Fuji Observation and Record-

ing System）シリーズを紹介する。

FORS は，通常の操業データ収集だけでなく，障害発生

時における現象の把握，原因の追求を容易に行えるので，

各ユーザーから高い評価を得ている。

４.１ プラント電気設備集中監視システム FORS 2000

FORS 2000 は，交流可変速駆動装置 FRENIC4000VM4

や直流可変速駆動装置 LEONIC－M500 などの DDC可変

速駆動装置群を最大 200 台まで専用伝送ネットワークで結

合して，各種運転制御情報や故障時のトレースバックデー

タを収集し，記録・表示・レコーダへの出力を行う集中監

視システムである。また，トレースバックメモリ付アナロ

グ入力モジュール（AIM）を用いることでアナログ可変速

駆動装置や各種電気機器の集中監視もできる。代表的な機

能・仕様は以下のとおりである。図３に画面表示例を示す。

最大 6点/画面のリアルタイムデータをオンラインで

トレンド表示・印刷（1s サンプリング）

最大 35 点/可変速駆動装置の正常・故障時のトレース

バックデータを同一時間軸で表示・印刷（記録時間 450

ms 間/サンプリング周期 2ms）

ある可変速駆動装置が故障した場合に，そのタイミン

グで正常な可変速駆動装置にトレースバックデータを記

録する連動トリガ機能

最新故障データ 300 件の故障履歴と対象 DDC全故障

のトラブルシューティング表示・印刷機能

アナログデータ 32 点，ビットデータ 16 点のレコーダ

出力機能（分解能： 20ms）

４.２ PLCデータトレーサ FORS 5000

FORS 5000 は，P リンクおよび PE リンク上の制御

PLC伝送データを，専用 PLCを介して収集し，記録・表

示・レコーダへの出力を行う集中監視システムである。ま

た，ICS 2500S はライブラリソフトウェアを使用すること

で，伝送リンクに出力されない内部情報（最大 15 局まで）

の集中監視もできる。代表的な機能・仕様は以下のとおり

である。図４に画面表示例を示す。

最大 16 点/画面のリアルタイムデータをオンラインで

トレンド表示・印刷（50ms サンプリング）

最大 96 ワードの 16 時間連続記録（ヒストリカルデー

タ）と表示・印刷（50ms サンプリング）

最大 256 ワードのデータを各種トリガ設定により同一

時間軸で表示・印刷するトレースバック機能（記録時間

1分間/50ms または 2分間/100ms サンプリング）

アナログデータ 48 点，ビットデータ 32 点のレコーダ

出力機能（分解能： 50ms）

故障監視システム

プラント制御システムの故障や設備上のトラブルをいち

早くオペレータに知らせ，その対応・処理についてのアナ

ウンスを行うシステムを，HCI マシンのシステムソフト

ウェアやパッケージソフトウェアとして機種を問わず搭載

し運用している。

５.１ システムアラーム

HCI が接続された LAN上の各ステーション（PLCなど）

のマシンの RAS情報から制御システム上の異常を検知し，

一般画面の最上部もしくは最下部へメッセージの飛び出し

表示を行う。また，サマリー画面も併せ持ち時系列表示も

可能である。異常メッセージにはそれぞれサブ画面（ウィ

ンドウ）が用意され，その詳細情報や対処方法を登録する

ことによりオペレータへの優しいアナウンスを行っている。

さらに，システムの状態監視と異常表示をグラフィカルに

（4）

（3）

（2）

（1）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図３　トレースバックデータ画面 図４　ヒストリカルデータ画面

A4431-12-966
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行うシステム「システムコンディションパネル」機能も具

備している。

５.２ プロセスアラーム

設備全般にわたる故障・アラーム項目をあらかじめ登録

し，プラントコントローラの持つ故障信号のタグなどの状

態変化により故障の発生・復旧を検知しシステムアラーム

同様に飛び出し表示する（図５）。また，サマリー画面に

おいては発生順，発生中，指定時刻，警報区分などにより

検索表示が可能で，スムーズな故障解析を手助けする。各

項目からはサブ画面の呼出しが可能で，対処方法のアナウ

ンスを行うことができる。さらに，故障発生に合わせたデー

タ収集作業の起動・停止なども可能で事故解析・再発防止

対策の材料となっている。

５.３ 条件監視システム

プラントの高機能・複雑化により設備の自動運転などに

は数多くのインタロックが存在する。これらの運転におい

てその条件項目を監視し，異常発生時の迅速な原因究明・

復旧はプラントのスムーズな運営に不可欠となっている。

そこで自動運転 96 ブロックのそれぞれ 192 条件について

状態表示・異常発生表示を行うパッケージソフトウェアを

開発し運用している。状態表示においては，運転前にオペ

レータが不成立条件をチェックしやすいように不成立条件

だけを検索して表示させる機能を持っている（図６）。異

常発生表示には，運転指令が出たにもかかわらず起動でき

なかった場合の原因となる条件を示す「起動失敗条件表示」

と，自動運転中に異常停止してしまった原因の条件を示す

「第一欠落条件表示」の 2種類を用意している。

システム構成例

最新の大規模プロセスラインである連続焼鈍ラインの運

転・監視システムの構成例を図７に示す。入側・出側運転

室にHCI と方案モニタを設置し，ライン全体の設定・監

視，条件テーブル・ SFCによる状態監視ができるように

している。電気室には，電気メンテナンスのための HCI，

FORS 2000，FORS 5000 を設置し，メンテナンスを容

易にしている。

あとがき

最近の運転・監視システムについて概要を紹介した。今

後さらに自動化・省力化が推進されるのは必然であり，情

報量も増大，内容も高度化する。したがって，運転・監視

システムの役割はますます重要性が高くなる。これらの

ニーズに適切に対応できるよう，またオペレータやメンテ

ナンス員にとって使いやすくかつ最適なシステムを提供で

きるよう，今後も一層の努力をしていく所存である。
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図５　プロセスアラーム画面 図６　条件表示画面

入側運転室 出側運転室 電気室 
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図７　運転・監視システムの構成例
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産業用電動力応用プラントのエンジニアリングとは，電

動機をはじめとする電気機器ハードウェアやソフトウェア

を用途に応じて調達し，ユーザーの求める機能・品質を持

たせ，プラントを作り上げることといえる。

現在，バブル崩壊・価格破壊による深刻な影響を受け，

民間設備投資が低迷し，その状況が継続しているなかで，

プラントに対するさらなる高品質・高付加価値，省スペー

ス，省メンテナンス，省エネルギー，環境に優しい設備

（高調波，低騒音，低公害）が要求されてきている。単に

プラントを作り上げるだけのエンジニアリングではなく，

「ユーザーの求める機能・品質を最低の価格と最短の納期

で提供する」ためのエンジニアリングが強く求められてき

ている。

本稿では，電動力応用分野のなかで，大きなウエートを

占めている素材産業，すなわち鉄鋼，非鉄金属，紙・パル

プ，合成繊維・フィルムなどの産業用ライン設備を対象と

して富士電機のプラントエンジニアリングについて述べる。

産業用ライン設備のエンジニアリング

一般的な産業用ライン設備の仕様決定までのエンジニア

リングフローを図１に示す。

エンジニアリング項目は多岐にわたるが，大別すると，

プラント技術を核とするプラント全体のとりまとめ

駆動技術を核とする駆動システムのとりまとめ

制御技術を核とする制御システムのとりまとめ

の技術的な三つの区分と，

工程管理を中心とするプロジェクト管理

から成り立っている。

富士電機では，上記の区分ごとに所管の部をもつ組織を

組み，情報の共有化をベースにコンカレントなエンジニア

リングを行っている。

本稿では，プラントとりまとめ（駆動装置を含む）エン

ジニアリングの内容とプロジェクト管理手法についてその

概要を述べる。

制御システムとりまとめのエンジニアリング手法につい

ては，本号の別稿「エンジニアリング支援システム」を参

照いただきたい。

プラントとりまとめエンジニアリング

プラントとりまとめエンジニアリングは，図１に概略を

示すようにエンジニアリング項目が多岐にわたっており，

受注から納入までの長期間の作業となる。

ここでは電動力応用プラントでのキーポイントとなる電

動機仕様決定エンジニアリングと運転制御システムの標準

化について概要を述べる。

３.１ 電動機仕様決定エンジニアリング

電動力応用ライン設備において電動機の仕様決定は，重

要なエンジニアリング項目である。以下に概要を記す。

一般に産業用ライン設備で電動機リストの提示を受け

た後，直ちに電動機を手配・調達できるものではなく，

各電動機の運転条件，被駆動機械の諸元および電動機の

慣性モーメントなどにより電動機の枠番，容量，過負荷

耐量などを検討し，最適な電動機仕様を決定する。

顧客または機械メーカーの協力のもとで，機械側減速

機の減速比と電動機の回転速度の最適値を提案するなど

により，機械・電気トータルでのコストダウンを検討す

る。

従来，直流電動機では，800 番電動機のように規格化

された標準定格品が使用されていたのに比べ，交流可変

速駆動電動機では標準定格がないため，製作実績品デー

タベースからできる限り同一仕様の電動機を選択する。

機種，容量，用途，納期などの条件により調達先を吟

味し，積極的に海外調達も進める。

３.２ 運転制御システム標準化

産業用ライン設備をいかに低価格で作り上げるかの鍵

（かぎ）をにぎっているのは標準化である。富士電機の標
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（4）
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準化について以下に例を述べる。

富士電機では，条鋼圧延設備，プロセスライン，紙・

パルプ設備およびフィルムラインの各主幹制御を含む運

転制御について，過去の納入プラントを定期的にレビュー

し，常に最新の機能を盛り込んだ形としたうえで標準化

を行っている（最新鋭標準）（ 図２）。

この標準化により，システムエンジニアリングの効率

化，高品質で操業しやすいプラント，および短納期対応

を実現している。

図３に条鋼圧延設備用標準デスクの外観を示す。この

標準デスクはタッチパネル式 LCD表示器（当社商品名

POD）と集合形照光式押しボタン（PBL）ユニットから

構成されており，標準的に製作している。各 PBLの機

能は方案決定によりあとから割り付けられるようになっ

ており，ハードウェア製作の効率化および短納期対応を

実現している。

（2）

（1）
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　ソフトウェア 
　(FM，PM)

図２　産業用ライン設備の運転制御システムの標準化
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図１　産業用ライン設備の仕様決定エンジニアリングフロー

図３　条鋼圧延設備用標準デスクの外観

N89-6507-5



富士時報 Vol.70 No.10 1997 産業用電動力応用プラントのエンジニアリング

３.３ プラント品手配・管理システム（ACTION 3）

富士電機では，エンジニアリング業務合理化の一環とし

て全社的手配システムである標準品手配システム（ACTI

ON 1），注文品手配システム（ACTION 2）に続き，プ

ラント品の手配管理システム（ACTION 3）を構築し運

用に入った。これで社内の手配はすべて電子化されペー

パーレスとなり，手配の迅速化および管理の容易化が図ら

れた。

３.４ その他

圧延設備など，大容量駆動装置に対しては高調波対策

検討を十分に行う。富士電機ではパーソナルコンピュー

タ（パソコン）で手軽に高調波シミュレーションができ

る環境を整えている
（1）

。

コンベンショナル機器（変圧器，電動機など）の海外

調達は定着してきている。

プロジェクト管理

プラント品の受注から納入までは，短いもので半年，長

いものでは数年を要する。プラントをスケジュールどおり

に抜けなく作り上げるために，プロジェクト管理は非常に

重要なエンジニアリングである。富士電機では，プロジェ

クト全体の工程計画および実績管理にかかわる情報を一元

的に管理し，最適な計画と納期対応力の強化を図り，プラ

ントの品質向上に努めている。

以下，富士電機のプロジェクト管理システムの概要を述

べる。

４.１ プロジェクト管理の概念

図４はプロジェクト管理の概念を表したものであり，一

つのプロジェクトを 3階層に分け，計画段階では大・中・

小日程の順にブレークダウンしていき，実績管理は小・

中・大の順に自動的に反映される。

４.２ ACTION 3によるプロジェクト管理

富士電機では，プラント品の受注から納入・売上げまで

の手配および管理業務を支援するコンピュータシステム

（ACTION 3）を構築し，運用を開始した。

ACTION 3 では，プラント品の受注から試験－納入－

回収までのプロセスを，次の五つの基幹帳票を設け，それ

に沿った業務処理，予定・実績管理を行っている。

プロジェクト管理表

プロジェクト単位の進捗（しんちょく）管理表

発番管理表

技術部の業務プロセスを管理する帳票

（製作・購入依頼書の発行予定日とその実績，納期）

製作工程管理表

工場など製作部門の業務プロセス管理帳票

サブ帳票……「届け先管理表」「残件管理表」

現地取りまとめ管理表

プラント現地の業務プロセス管理表

サブ帳票……「現地作業管理表」「残件管理表」

完納管理表

完納・売上げの要件管理表

４.３ プロジェクト進捗管理システム

情報共有化の一環として，イントラネットを利用した情

報公開システム「プロジェクト進捗管理システム」を運用

している。

本システムは，複数のプロジェクトの進捗状況をグラ

フィック的に把握できる。この情報は，いつでもだれもが

見られるため，営業・管理・技術・設計の各部門が，進捗

状況の第一次情報として共有化できるシステムであり，工

程遅れのリカバリー施策を迅速に行える。

図５にプロジェクト進捗管理システムの画面例を示す。

４.４ 現地試験員派遣管理システム

現地試験は顧客の工程および土木・機械・電気工事の進

捗状況により影響を受けるため，なかなか計画どおり進ま

ず，手待ち工数，残業対応といった異常工数が発生しやす

い。そこで現地管理者が進捗状況に合わせた的確な管理を

するための支援システム「現地試験員派遣管理システム」

を構築し，現地での管理ツールとして使用している。その

概要を以下に説明する。

試験員派遣計画－実績工程表

現地試験工程および体制に基づいて，担当ごとに試験員

の派遣予定および実績（予測を含む）の期間とデイリーの

負荷率を入力するだけで，「試験員派遣計画－実績工程表」

が出力される。

工数山積みグラフ

計画と実績との差をより明確に表現するため，図６に示

す工数山積みグラフが自動的に出力される。

この情報と ACTION 3 の「現地取りまとめ管理表」（3）

（2）

（1）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（2）

（1）
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図４　産業用ライン設備のプロジェクト管理
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をオンラインで社内関係部署に伝達することによって，

現地部門だけでなく営業・技術・設計での現地状況把握

が行え，対策処置対応が迅速にできる。

あとがき

プラントとりまとめエンジニアリング内容の一部とプロ

ジェクト管理手法について述べたが，産業用電動力応用プ

ラントのエンジニアリングは，プラント技術ノウハウ，駆

動技術ノウハウと，多岐にわたる情報をいかに効率的に活

用し，システムを構築するかという制御システムエンジニ

アリング支援システムの充実がメーカーの勝負どころであ

る。

富士電機では，プラントごとのノウハウの蓄積と最新鋭

標準化を進めるとともに，情報の共有化によるエンジニア

リング支援システムを構築し，コンカレントエンジニアリ

ングを進めてきた。

今後は，鉄鋼CALS（Continuous Acquisition and Life-

cycle Support）などでも検討が進められているが，顧客

や機械メーカーとの情報共有化・電子化が進み，さらにス

ピーディで確実なエンジニアリングが行える環境ができて

くると考える。

富士電機は今後も「さらに良く，かつ安く，しかも速く」

をテーマにプラントエンジニアリングを遂行していく所存

である。
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800 kVA酸化物超電導変圧器用並列導体の
設計と特性評価 富士電機総合研究所 能瀬　眞一

電気学会超電導応用電力機器・回転機合同研究会
（1997–7）

負荷融通問題に対するReactive Tabu Sea-
rch の適用検討

富士電機総合研究所
〃

福山　良和
中西　要祐

電気学会電流・エネルギー部門大会（1997–7）遺伝的アルゴリズム（GA）による配電系
統ロス低減機能の開発

富士電機総合研究所
〃
〃
〃

西尾　直人
大井　　洋
草間　　悟
福山　良和

電力用半導体を用いた無誘導解消型限流器
の過電圧抑制の検討

富士電機総合研究所
〃

磯崎　　優
森田　　公

高耐圧 SOI デバイスの信頼性評価
松 本 工 場

〃
〃

澄田　仁志
平林　温夫
島袋　　浩

電子情報通信学会 SOI シンポジウム（1997– 8）

チップ間特性分布を考慮した IGBTの解析

松 本 工 場
〃

富士電機総合研究所
〃

田上　三郎
桐畑　文明
高橋　良和
岡本　章信

電気学会半導体電力変換研究会（1997– 8）

負荷機械系のパラメータ変動にロバストな
制御 富士電機総合研究所 海田　英俊 電気学会産業応用部門全国大会シンポジウム

（1997– 8）
統合化監視制御 富士電機総合研究所 山田　　守

回転機系分散型電源用系統連系保護装置の
開発（模擬発電線系統による実証試験）

富士電機総合研究所
〃
〃

中沢　親志
深井　裕幸
千原　　勲

電気学会産業応用部門全国大会（1997– 8）直流電車の新軽負荷回生制御
富士電機総合研究所

〃
神 戸 工 場

経種　　勝
岩堀　道雄
田村　浩明

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関

電力変換装置から放射される電磁ノイズの
解析

富士電機総合研究所
〃
〃

滝沢　聡毅
五十嵐征輝
黒木　一男
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IGBT 並列接続における電流バランス制御
方式

富士電機総合研究所
〃
〃

田畑　壮章
五十嵐征輝
黒木　一男

零相電力を利用した新型単相 –三相変換回
路

富士電機総合研究所
〃

伊東　淳一
藤田　光悦

次世代通勤電車用車輪直接駆動システム
ーインナーロータ永久磁石同期電動機方式
ー

富士電機総合研究所
〃

交通・特機事業部

中山　智晴
岩堀　道雄
相川　洋一

位置・速度・電圧センサレス PMモータ
駆動システムの回転状態からの起動法

富士電機総合研究所
〃
〃

鳥羽　章夫
藍原　隆司
柳瀬　孝雄

in-situ AFMによる磁気記録媒体の耐食性
評価手法の検討その 2：腐食生成物の分析

富士電機総合研究所
〃
〃

久保登士和
折笠　　仁
斎藤　雅男

腐食防食協会第 44 回材料と環境討論会（1997–9）

光触媒による閉鎖系での低濃度 NOxの除
去（2）

富士電機総合研究所
〃
〃

西村　智明
西方　　聡
天野　　功

大気環境学会（1997–9）

電機メーカーにおける SEM/EPMA分析
の適用事例 富士電機総合研究所 藁谷　修三 日本電子（株）’97 EPMA・表面分析ユーザーズ

ミーティング（1997–9）

自販機冷却の非定常熱解析
三 重 工 場
S I セ ン タ ー
富士電機総合研究所

鶴田　和博
寿上　宏司
高橋　正人

機械学会 100 周年記念東海支部記念講演会
（1997–9）

金属ベースプリント配線板における銅イオ
ンマイグレーションと誘電特性の関係

富士電機総合研究所
〃
〃

岡本　健次
前田　賢彦
芳賀　弘二

電気学会誘導・絶縁材料研究会（1997–9）

シールレス構造 SOFCスタックの開発

富士電機総合研究所
〃
〃
〃
〃
〃

角川　功明
新藤　義彦
後藤平四郎
岩崎　慎司
竹野入俊司
小関　和雄

1997 年電気化学秋季大会（1997–9）

2-methylisoborneol の検出法の基礎検討（2）
富士電機総合研究所

〃
〃

川田志加子
田中　良春
大戸時喜雄

日本化学会第 73 秋季年会（1997–9）

電力変換装置から放射される電磁ノイズの
解析と低減方法

富士電機総合研究所
〃
〃

五十嵐征輝
滝沢　聡毅
黒木　一男

スイッチング時の di/dtを抑制する IGBT
用ゲート駆動回路

富士電機総合研究所
〃
〃

滝沢　聡毅
五十嵐征輝
黒木　一男

電気学会半導体電力変換研究会（1997–9）

Contact Bounce Phenomena in an Elect-
rical Switching System 富士電機総合研究所 鈴木　健司 Braunschweig Technical University（1997– 5）

A Genetic Algorithm for Network Reco-
nfiguration Using Three Phase Unbalanc-
ed Load Flow

富士電機総合研究所
〃

福山　良和
中西　要祐

IEEE International Conference on Intelligent Sys-
tem Application to Power Systems ’97（ISAP ’97）
（1997–7）

A Reactive Tabu Search for Service Re-
storation in Distribution Systems

富士電機総合研究所
〃

福山　良和
中西　要祐

The International Conference on Electrical Engi-
neering ’97（ICEE ’97）（1997–7）

A High Performance Drive System for
Electric Vehicle

富士電機総合研究所
〃
〃
〃
〃

佐藤　芳信
藤田　光悦
柳瀬　孝雄
木下　繁則
遠藤　研二

Power Conversion Conference（PPC）-Nagaoka
（1997– 8）

Long-Term Reliability of the Blocking
Capability and Failure Voltage of Electro-
static Discharge (ESD) of SOI High-
Voltage Device and IC

松 本 工 場
〃
〃

澄田　仁志
平林　温夫
島袋　　浩

Solid State Devices and Materials ’97（SSDM ’97）
（1997–9）

AC and Impulse Breakdown of Polluted
Surface on Printed-Wiring-Board

富士電機総合研究所
〃
〃

山田　昭治
岡本　健次
芳賀　弘二

Electrical Insulation Conference ’97（1997–9）

Method of Measuring Phase Difference in
Coriolis Mass Flowmeter

富士電機総合研究所
〃

森田　　晃
吉村　弘幸 計測自動制御学会主催　FLUCOME ’97（1997–9）

電気学会産業応用部門全国大会（1997– 8）

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関



業務用民生機器ほか

電　機
電動機，可変速装置，誘導加熱装置，誘導炉，産業用電源装置，クリーンルームシステム，非常用電源装置，コンピュー

タ用電源装置，舶用電気品，車両用電気品，変圧器，遮断器，ガス絶縁開閉装置，電力変換装置，原子力機器，火力機器，

水力機器，発電機，新エネルギー発電システム，発電設備用保護・監視・制御装置，発電設備用コンピュータ制御装置，

誘導電動機，ギヤードモータ，ブレーキモータ，ファン，ポンプ，ブロワ，電磁開閉器，操作・表示機器，制御リレー，

タイマ，ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，限流ヒューズ，高圧受配電機器，汎用モールド変圧器，電力制御機

器，プログラマブルコントローラ，プログラマブル操作表示器，多重伝送システム，汎用インバータ，サーボシステム，

加熱用インバータ，可変速電動機，交流電力調整器，近接スイッチ，光応用センサ

制御・情報・電子デバイス

コンピュータ制御装置，運転訓練・系統解析シミュレータ，電力量計，放射線モニタリングシステム，保護・監視・制御

装置，マイクロコントローラ，水処理装置，遠隔制御装置，オゾン処理システム，電気集じん機，FAシステム，FAパソ

コン，電話自動選択着信装置，レーザ応用装置，ビデオセンサ応用装置，工業計測制御機器，分析機器，放射線計測機器，

OCR，磁気記録媒体，複写機・プリンタ用感光体，パワートランジスタ，サイリスタ，シリコン整流素子，集積回路，パ

ワーハイブリッド IC，サージアブソーバ，半導体センサ，スイッチング電源

自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，自動給茶機，冷凍冷蔵ショー

ケース，ホテルベンダシステム，冷却装置，カードシステム，アルカリイオン水生成器
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産業用電動力応用プラントにおける最近の技術進歩について概要

を述べる。可変速駆動システムでは IGBTインバータの進展，制御

システムではオープン化と分散化，制御技術ではアドバンスト制御

適用の伸長，そしてプラントエンジニアリングではエンジニアリン

グ支援システムの充実が特筆できる。

産業用電動力応用プラント技術の現状と展望

荒井　　至 有年　 男

富士時報 Vol.70 No.10 p.507 508（1997）

産業用電動力応用分野における富士電機の統合化制御システムの

基本的な考え方とキーコンポーネント，さらに今後の展開について

述べる。よりオープンな技術を駆使した高品質で低価格なシステム

の実現に向け，オープンと柔軟性を開発コンセプトとする MIC

REX AX，およびオープン環境の PROFIBUS 分散制御システムの

実用化に取り組んでいるので概要を紹介する。

産業用電動力応用プラントの統合化制御システム

中村　一夫 石橋　景二

富士時報 Vol.70 No.10 p.509 515（1997）

IGBT素子を用いた単機容量 1,200 kVAの 3レベルインバータを

製品化した。大容量域は 3レベルインバータを多重接続，中容量域

は従来から多数台の納入実績がある 2レベルインバータを適用する

ことにより，プラント用大中容量可変速駆動装置の系列化が一層進

展した。設定監視システムの充実，伝送のオープン化，プラント制

御機能の一部搭載も実現した。今後はインバータ出力の大容量化・

高電圧化と機能のインテリジェント化を図る。

産業用電動力応用プラントの可変速駆動システム

保坂　　忍 花澤　昌彦 木谷　剛士

富士時報 Vol.70 No.10 p.516 521（1997）

アドバンスト制御理論全般について種々の研究・開発ならびに実

用化を進めている。このなかで外乱オブザーバを応用し，等価的に

モデル追従制御を実現することによって最近実用化した速度制御系

について述べる。さらに現在開発中の，振動抑制が困難といわれて

いる慣性比が小さい 2慣性系に対する振動抑制制御，およびモデル

化誤差に対する応答の変化が小さい速度制御への簡易型（単純）適

応制御の応用などについても述べる。

産業用電動力応用プラントの制御技術

西田　英幸 藤森　　晃 伊藤　伸一

富士時報 Vol.70 No.10 p.522 527（1997）

産業用電動力応用プラントは，要求仕様の増大と低価格化という

相反する命題を抱えながら高級化し複雑になっている。このため，

エンジニアリング過程で発生する情報量は増大しており，これを効

率的かつ合理的に支援する環境を整備することが課題となっている。

この課題に対処するため，エンジニアリング情報の共有化と可視化

をベースとしたグループエンジニアリングを可能とする支援システ

ムを開発し運用している。本稿では，そのシステム構成と各種の支

援機能の概要について述べる。

エンジニアリング支援システム

根津　英樹 田中　芳紀 郡　　　健

富士時報 Vol.70 No.10 p.528 534（1997）

最近の圧延機駆動システムでは，交流可変速駆動方式の適用が進

んでいる。熱間可逆ミル用には，同期電動機のサイクロコンバータ

駆動方式が適用され，中小形連続ミルでは，誘導電動機の PWMイ

ンバータ駆動方式が適用されている。本稿では，それぞれの特長に

ついて述べる。

最近の圧延機駆動システム

南　　英倫

富士時報 Vol.70 No.10 p.535 538（1997）

海外での設備投資の活発化により，製造品質・価格競争のグロー

バル化が加速されている。このため，低価格プラントの提供，生産

効率の向上，省保守化，省力化が要求されている。これに対応する

ため，プログラマブルコントローラ，ヒューマンコミュニケーショ

ンインタフェース，駆動装置などのプラント構成電気品の高速化・

機能拡大および新システム構成の構築を行った。本稿では，新駆動

制御システムとプロセス主要制御技術の特長の概要を述べる。

最近のプロセスライン制御システム

倉地　庸夫 高橋　孝一

富士時報 Vol.70 No.10 p.539 543（1997）

紙・パルププラントおよび繊維・フィルムプラント用制御システ

ムを構築するうえで，特に重要と思われるキーテクノロジーの現況

を述べる。キーテクノロジーとしては，高調波，瞬時電圧降下に対

する技術，交流電動機を巻取機に適用する場合のトルクリプルに関

する技術，電子機器に対するノイズの影響を防止する技術などを取

り上げた。また，保守の省力化のための保守支援システムやファン，

ポンプなどの補機制御システム，さらには紡糸機用最新スキャナシ

ステムについても併せて紹介した。

最近の製紙・フィルムプラント制御システム

小田　孝一 藤本　　潔 西村　英二

富士時報 Vol.70 No.10 p.544 549（1997）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

This paper describes the basic concept, key components, and
future development of Fuji Electric’s integrated control systems in
industrial applications of motors.  To realize high-quality, low-price
systems utilizing open technology, Fuji Electric is tackling the
development of the MICREX-AX system in compliance with the
development concept of openness and flexibility and distributed
control system using the PROFIBUS in the open environment,
which are outlined in the paper.

Integrated Control Systems for Industrial Plants with
Motor Applications

Kazuo Nakamura Keiji Ishibashi

Fuji Electric Journal  Vol.70 No.10 p.509 515  (1997)

This paper describes recent progress in motor application
technologies for industrial plants.  Remarkable achievements are
advanced IGBT inverters for variable-speed drive systems, open
and distributed control systems, developments of advanced con-
trol technology, and engineering support systems for plant engi-
neering.

An Overview of Recent Motor Application
Technologies for Industrial Plants

Itaru Arai Takao Aritoshi

Fuji Electric Journal  Vol.70 No.10 p.507 508  (1997)

Fuji Electric has promoted studies, development, and practical
use of the whole field of advanced control theories.  This paper
takes up a speed control system which has been recently put to
practical use by equivalently producing model following control
with a disturbance observer.  Also it refers to technologies under
development, such as vibration suppression control for a system
of two inertia masses with a small inertia ratio, where vibration
suppression is said difficult, and application of simple adaptive
control to speed control in which changes in response to modeling
errors are small.

Control Technologies for Industrial Plants with Motor
Applications

Hideyuki Nishida Akira Fujimori Shinichi Ito

Fuji Electric Journal  Vol.70 No.10 p.522 527  (1997)

Fuji Electric has marketed three-level inverters with a unit
capacity of 1,200 kVA using IGBT elements.  Large capacity drive
uses multiple three-level inverters, and medium capacity drive
uses two-level inverters which have been supplied in great num-
bers.  Thus the line of large and medium capacity variable-speed
drive for industrial plants has much developed.  In addition, the
setting and monitoring system has been improved, open transmis-
sion has been realized, and some of plant control functions have
been incorporated.  Our goal for the future is increase in inverter
output and voltage, and advance in intelligent functions.

Variable-Speed Drive for Industrial Plants with Motor
Applications

Shinobu Hosaka Masahiko Hanazawa Tsuyoshi Kidani

Fuji Electric Journal  Vol.70 No.10 p.516 521  (1997)

In recent mill drive systems, variable-speed AC drive has
come into wide use.  Cycloconverter drive with synchronous
motors is used for reversible hot-rolling mills, and PWM inverter
drive with induction motors is used for small and medium continu-
ous rolling mills.  This paper describes the features of each drive.

Recent Mill Drive Systems

Hidenori Minami

Fuji Electric Journal  Vol.70 No.10 p.535 538  (1997)

Although industrial plants have opposite problems of increas-
ing requirements and demands for lower cost, they are still
becoming sophisticated and complicated.  The quantity of infor-
mation in engineering processes has increased and posed a prob-
lem that we need an efficient, rational support environment.  To
solve this problem, Fuji Electric has developed and practically
uses a support system that enables common use of engineering
information and group engineering based on visual displays.  This
paper outlines its system constitution and various support func-
tions.

Engineering Support System

Hideki Nezu Yoshiki Tanaka Takeshi Koori

Fuji Electric Journal  Vol.70 No.10 p.528 534  (1997)

This paper describes recent key technologies considered par-
ticularly important for control systems for pulp and paper, textile,
and film plants.  Taken up are technologies to deal with harmonics
and instantaneous voltage drops, to cope with torque pulsation
when induction motors are used for winders, and to prevent the
influence of noise on electronic equipment.  Also introduced are a
maintenance support system to reduce labor for maintenance, a
control system for auxiliary machines such as fans and pumps,
and an up-to-date scanner system for spinning machines.

Recent Control Systems for Pulp and Paper, Textile,
and Film Plants

Kouichi Oda Kiyoshi Fujimoto Eiji Nishimura

Fuji Electric Journal  Vol.70 No.10 p.544 549  (1997)

The active equipment investment overseas has widened prod-
uct quality and price competitions globally, and there are growing
demands for lower price plants, higher productivity, maintenance
and labor reduction. To meet these needs, Fuji Electric has
enhanced speeds and functions of electrical system components
such as programmable controllers, human communication inter-
faces, and drive systems, and configured a new system.  This
paper outlines the new drive control system and the features of
main process control technologies.

Recent Control System for Processing Lines

Tsuneo Kurachi Kouichi Takahashi

Fuji Electric Journal  Vol.70 No.10 p.539 543  (1997)



最近の産業用電動力応用プラントは，コンピュータ，プログラマ

ブルコントローラ，インテリジェント化された機器や各種診断装置

が付加され，プラント全体が高機能化・複雑化している。プラント

を最適に運転・監視するには，高度かつ複雑な対応が要求され，

ヒューマンコミュニケーションインタフェース（HCI）が重要な役

割を果たしている。本稿では，鉄鋼プラントに適用されているHCI

と故障監視システム，操業支援システム方案モニタ，メンテナンス

支援システムFORSシリーズの概要を述べる。

産業用電動力応用プラントの運転・監視システム

西郷　宏治 渡辺　　悟 岩崎　哲之

富士時報 Vol.70 No.10 p.550 553（1997）

近年，ユーザーの求める機能・品質を最低の価格と最短の納期で

提供するためのプラントエンジニアリングが強く求められている。

本稿では，産業用電動力応用プラントのエンジニアリングを対象と

して，エンジニアリングの内容，低価格化のための工夫，およびプ

ロジェクト管理の手法について概要を述べる。

産業用電動力応用プラントのエンジニアリング

有年　 男 大内　泰広

富士時報 Vol.70 No.10 p.554 557（1997）



Recently, plant engineering to provide functions and quality
matching user needs at the lowest price and within the shortest
lead time has been in great demand.  This paper outlines the con-
tents of engineering, new devices to reduce prices, and tech-
niques of project management, focusing on engineering for indus-
trial plants with motor applications.

Engineering for Industrial Plants with Motor
Applications

Takao Aritoshi Yasuhiro Ouchi

Fuji Electric Journal  Vol.70 No.10 p.554 557  (1997)

In recent industrial plants with motor applications have con-
tained computers, programmable controllers, intelligent devices,
and diagnostic equipment, and whole plants have advanced in
function and become complicated.  To operate and monitor such
plants optimally, sophisticated and complex measures are
required, and therefore, human communication interfaces (HCI)
play an important role.  This paper outlines those HCI, fault moni-
tor systems, operating condition monitors for operation support
systems, and maintenance support system FORS series used in
steel mills.

Operation Monitor Systems for Industrial Plants with
Motor Applications

Kohji Saigoh Satoru Watanabe Tetsuyuki Iwasaki

Fuji Electric Journal  Vol.70 No.10 p.550 553  (1997)
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富士ファコム制御（株） 1（03）5351-0200 〒151 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

これからもずっと
私たちが支えます，鉄の未来。

●安定操業のために 高信頼性システム

●高精度製品・歩留り向上のために 高精度制御システム

●省力・省メンテナンスのために 自動化・保守支援システム

●操業・運転の容易化のために 新鋭操作・設定・監視システム

など，数多くの実績に裏付けられた

圧延・制御技術のノウハウを駆使します。

お問合せ先：システム事業本部 産業システム事業部　電話（03）3211-8310

の圧延制御システム
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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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