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鉄鋼プラント用電機・制御システ

ムのエンジニアリングに従事。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主査。
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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
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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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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
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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)
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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
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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
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