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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
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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）
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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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図８　小規模補機制御システム
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図９　中・大規模補機制御システム



最近の製紙・フィルムプラント制御システム

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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