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まえがき

鉄鋼業界を取り巻く経済環境は依然厳しいが，粗鋼生産

は 9,100 万トンまで下落した1998年度を境に増加に転じ，

2000年見通しでは 1億トン前後まで回復しつつある。この

ような背景のもと老朽設備の近代化，設備の集約による効

率化，生産性の向上などの目的で設備投資が増えつつある

状況となってきた。

富士電機では，大型圧延設備，棒鋼線材圧延設備，パイ

プ圧延設備などに多くの実績を誇っているが，本稿ではこ

れら圧延設備に適用するドライブ制御システムに焦点をあ

てて，最近の技術動向について述べる。

富士電機の圧延設備用可変速駆動システム

富士電機では厚板圧延設備，大型形鋼可逆圧延設備にお

いて，新設の場合だけでなく老朽化更新の場合でも従来の

直流電動機に替えて容量アップを考え，2,000 ～ 10,000 kW

のサイクロコンバータ方式，GTO（Gate Turn-Off thyris-

tor）方式，高圧 IGBT（Insulated Gate Bipolar Transis-

tor）方式の交流化を提案している。また，棒鋼・線材圧

延設備の主機電動機のような数百 kWから 2,000 kW程度

の中小容量用途においても，1995年以降に IGBTインバー

タが登場したことで，それまでの直流機に代わって誘導電

動機を適用することが可能となり，プラントの全交流駆動

化が進んだ。

図１に富士電機の圧延設備用交流可変速駆動システムの

適用マップを示す。

可逆圧延設備

３.１ ドライブシステムの考え方

可逆圧延設備の主機ドライブシステムとして，サイクロ

コンバータ，高圧大容量 IGBTインバータ，GTOインバー

タを適用する。

３.２ 富士電機のドライブ装置

サイクロコンバータ

富士電機の可逆圧延機用ドライブ装置として72アーム循

環電流なしサイクロコンバータの適用例について述べる。

主回路構成を図２に示す。2,750 kW同期電動機の駆動用

として入力電圧 1,250 V，出力電圧 3,000 V で主回路サイ

リスタは 4,000 V 耐圧素子を使用している。全ディジタル

形トランスベクトル制御装置を搭載し材料かみ込み時のイ

ンパクトドロップ補償制御（オブザーバ制御）を付加して

いる。
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図１　圧延設備用交流可変速駆動システムの適用マップ

SM

図２　72アーム循環電流なしサイクロコンバータの主回路構成
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4 kV 級高圧 IGBTインバータ/コンバータ

今後の駆動装置としては，4kV級 IGBTインバータ/コ

ンバータを適用していく。主回路は高耐圧 IGBT素子２直

列の 3レベルインバータで，入出力電圧は 3.3 kVである。

容量としては単機で2,000kVA，２多重化により，4,000kVA

まで対応する。特長として，入出力変圧器が不要のため装

置の小型化が図れ，また電源側への回生が可能である。

３.３ 世界最大級の厚板仕上圧延機用駆動システム

新日本製鐵（株）大分製鐵所向けにシーメンス社と協力し，

既設直流電動機を容量アップ更新し，世界最大級の厚板仕

上圧延機用（10,000 kW，55/110 r/min × 2 台，上ロール，

下ロール用）にサイクロコンバータ駆動システムを納入し

たのでその概要を紹介する。

電動機

新電動機は既設直流電動機の 25 ％出力アップとしなが

ら既設基礎を流用できるよう，コンパクトで短絡荷重が小

さい設計とした。このサイクロコンバータ駆動用同期電動

機は円筒形回転子を採用することで堅ろうな構造となり，

さらに回転子，固定子とも組立接続完了後に一括含浸絶縁

処理を行うことで，過酷な可逆圧延機の運転に対して十分

な信頼性を確保している。また，既設駆動側軸受，中間軸

受および中間軸の支えについては出力アップに伴う強度を

確保するため，有限要素法解析などに基づき部材の補強・

追加を実施した。新電動機の外観を図３に示す。

サイクロコンバータ

サイクロコンバータの主回路構成例を図４に示す。逆並

列・非循環電流方式（32アーム）で，電動機結線はオープ

ン結線を採用し，電動機巻線ごとに独立に変換器を設けて

いる。主変圧器と電源回路は共通電源方式とし，変換器ご

とにACリアクトルを設けシンプルでかつ変換器の独立性

を確保している。変換器が独立していることで切換動作時

に相間電流の干渉がないこと，電流ゼロを直接監視して切

換時間を確実かつ最小とすることで一般の非循環電流方式

に比べトルクリプルが小さく，出力周波数も高くできるこ

とが大きな特長である。

３.４ 制御機能

厚板仕上圧延機の速度制御系の構成

速度制御系は，通常のPI調節器による速度フィードバッ

ク制御ループに，速度設定のフィードフォワード制御によ

る設定値応答改善に寄与するループと外乱オブザーバによ

る外乱応答の改善に寄与するループを付加した構成となっ

ている。外乱オブザーバによる応答改善の制御概略ブロッ

ク図を図５に示す。また，上下ミル間の圧延トルクを均一

にするロードバランス制御も駆動制御装置内部で実現して

いる。ロードバランスの制御概要ブロック図を図６に示す。

コールドランシミュレーション

大型圧延設備において，ミル本体・付帯機器・前後テー

ブルを対象にセンサの材料検出状態をプログラマブルコン

トローラ（PLC）内部で模擬的に発生させ機械設備を材料

なし状態で自動運転することによってオフラインで動作確
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図３　新電動機の外観

図４　サイクロコンバータの主回路構成
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図６　ロードバランス制御ブロック図
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図５　速度制御系の制御ブロック図
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認する機能を具備したシステムも提供している。保守休止

明けや機械の取替え後の操業再開時の試運転確認を短時間

かつ容易に行うことができる。

連続圧延設備

４.１ ドライブシステム

圧延主機ミルモータ用やシヤー，冷却床レイクなどのベ

クトル制御が必要な設備とテーブルなどの V/f一定制御

の設備いずれにも，3レベル/2 レベル IGBTインバータを

適用している。3レベル IGBTインバータは，高精度速度

制御を行う全ディジタル式ベクトル制御を採用した

「FRENIC4400VM4」である。2レベル IGBTインバータ

は，「FRENIC4000VM4」「FRENIC4000FM4」である。仕

様を表１，表２に示す。従来は上位 PLCで実行していた

シヤーなどの 1サイクル運転機能やミルスピンドルなどの

定位置停止（APC）機能をインバータで行うことで PLC

のアプリケーションソフトウェア量を削減した。また，速

度追従性と負荷追従性を独立に調整できる 2自由度制御を

インバータに搭載することで制御性能の向上を図っている。

２自由度制御の制御ブロック図を図７に示す。

４.２ 制御システム構成

棒鋼・線材圧延設備などの連続圧延設備では標準化され

た制御システムを適用している。図８にシステム構成例を

示す。圧延主幹制御や高速シヤー測長切断制御用 PLCに

はアドバンストコントローラ「MICREX ACS-2000」を，

加熱炉・精整設備・ユーティリティなどの制御には汎用高

性能コントローラ「MICREX-SX」を採用している。これ

らの PLC は従来の富士電機製 LAN（DPCS，PE/P リン

ク，Tリンク）によりネットワークを構築できるのはもち

ろんのこと，Ethernet
〈注〉

，PROFIBUS，FL-net，DeviceNet

などのオープン LAN にも対応している。また，HCI

（Human Communication Interface）として操作デスク埋

込み形 LCD（Liquid Crystal Display）を採用し，100 サ

イズ程度の圧延設定データ管理までは本デスクのみで対応

可能としている。さらにサイズデータ数の多い場合にはパ

ソコンでデータ管理し，LCDは操業設定監視に徹する使

い方としている。PLCおよび駆動装置の一括データ監視

装置としてプラント集中監視システム「FORS-7000」を

設置し，保守の合理化と故障・不具合発生時の迅速な復旧

対応をサポートすることができる。

４.３ 制御機能

外乱オブザーバは外乱応答改善だけでなく，その応用の

可能性が知られている。

負荷慣性の大きな系の速度制御

電動機容量に対し機械慣性モーメントがきわめて大きな

制御対象（例えば，線材圧延設備のレイングヘッドやポー

リングリールなど）では，速度調節器のゲインを数百倍に

もする必要があり現実的でない。ここに外乱オブザーバの

応用で速度制御系全体のゲインを上げることで応答を改善

した。

速度制御系のチューニングレス化

例えば棒鋼圧延機では，材料かみ込み時のインパクトド

ロップ量の改善のためのファインチューニングを現地試験

時に個別に実施していたが，外乱オブザーバを応用し 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

した。これにより現地試験時間を短縮した。

〈注〉Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標

（2）

（1）

616（42）

富士時報 Vol.73 No.11 2000

表１　FRENIC4400VM4の仕様 

項　目 
形　式 

定格出力容量 

制御方式 

入力電圧 

出　力 

制御性能 

運転方式 

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 

FRENIC4400VM4

1,200 kVA 

正弦波PWM 
ACRマイナーASR制御 

DC1,200 V 

三相800 V 

0.2～120 Hz 

150％　1分間 

速度　1：600 

±0.01％　定格回転速度 

1：3（1：4） 

±5％ 

正逆運転（4象限） 

表２　FRENIC4000シリーズの仕様 

項　目 

形　式 
FRENIC4000VM4

入力電圧 DC600 V 

AC400 V 

200 Hz（最大） 

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

100％連続，過負荷耐量150％1分間 

4象限 

容量系列 

インバータ多重化 
二重化600～900 kVA 
（最大六重化2,700 kVA） 

定　格 

運転モード 

電　圧 

周波数 

出
　
力 

方　式 

範　囲 

界磁範囲 

制
　
御 

FRENIC4000FM4

1：1,000 1：80

1：4 1：4

ベクトル制御＋正弦波PWM 
速度制御 

正弦波PWM 
　/　一定制御 V  f

機械時定数　×速度指令変化率 
　（s）　　　　  （％/s） 

J

速度PI調節器 
（ASR） 

速度検出値 

＋ ＋ 
＋ 

－ 

速度 
指令値 

トルク 
指令値 

2自由度補償値 

図７　2自由度制御ブロック図
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４.４ 制御システム機能の標準化

圧延主幹制御，圧延補機の個別制御，冷却床以降の搬送

制御などについて，制御方案とリンクする形で設定表示を

含めたソフトウェアについて標準化を行っている。この標

準化により高品質で運転操作しやすいプラントシステムを

提供するとともに短納期低価格対応を行っている。表３に

標準化機能項目例を示す。

パイプ圧延機用ドライブ制御システム

５.１ システム構成

富士電機はパイプ製造設備における製品の高品質化およ

び小ロット多品種化，操業の安定化，保守の省力化などの

ユーザー要求にこたえる制御システムを提案している。パ

イプ圧延機用ドライブシステムの構成を図９に示す。

操作デスクはタッチパネル式 LCDと集合形照光式押

しボタンユニット（PBL ユニット）から構成する標準

デスクである。

圧延機の主幹制御 PLCはMICREX ACS-2000，圧延

機用交流電動機の可変速駆動装置はベクトル制御 IGBT

インバータである。

操業状態の監視，トラブル発生時の早期原因究明を目

的として，主幹制御 PLCと可変速駆動装置をプラント

集中監視システムで監視する。

圧延機用交流電動機の機械的強度，過負荷耐量などは，

圧延用直流電動機の規格 JEM1157-2 種に準ずる仕様と

した誘導電動機を適用している。

５.２ パイプ圧延制御の特長

パイプ圧延における制御は次のとおりである。

圧延機にパイプの先端がかみ込んだ時に発生する瞬時

速度降下を抑制する目的で，オブザーバ制御を可変速駆

動装置に搭載している。

圧延機をパイプ溶接点が通過する時にパイプの破断を

防止する目的で，スタンド間張力低減制御を行っている。

パイプの外径・肉厚・形状のデータから圧延機速度を

計算したミルセットアップをコンピュータ，設定用パソ

コンを用いて行っている。また，圧延実績により最適圧

延時のデータを圧延制御に使用する学習制御機能を付加

している。
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表３　標準化機能項目 

圧延速度主幹 

™スタンド速度単独調整 
™スタンド速度手動カス 
　ケード調整 
™スタンド速度自動カス 
　ケード調整 
™ループ制御（大ループ/ 
　小ループ優先選択可） 
™キッカータイミング 
　制御 
™抽出ピッチ/間ピッチ 
　制御 
™（ミルスピンドルAPC） 
™ブロックミル制御 
™スタンド間極小張力 
　制御

圧延補機 

™シヤー制御 
　（クロップシヤー，ディ 
　バイディングシヤー） 
™アズロール測長 
™ビレット長一定化切断 
　制御 
™最終材長調整切断制御 
™振分け装置制御 
™CB入側トラフ制御 
™CB入側ピンチロール 
　制御 
™CB入側テーブル制御 
™CB入側払出し制御 

™線材ライン補機制御 
　　CS，フラッパ 
　　水冷ゾーン 
　　ピンチロール 
　　水冷ゾーン 
　　レイングヘッド 
　　ループコンベヤ 

冷却床・精整 

™冷却床レイク 
　制御 
™アライニング 
　制御 
™冷却床出側材料 
　整列制御 
™冷却床出側材料 
　取出し制御 
™コールドシヤー 
　テーブル搬送 
　制御 
™コールドシヤー 
　切断制御 

MCC リレー盤 

Tリンク/ 
DeviceNet

Tリンク/ 
DeviceNet

Tリンク/ 
DeviceNet

Tリンク/ 
DeviceNet

操作盤 

電磁弁盤 

可変速駆動装置 可変速駆動装置 可変速駆動装置 可変速駆動装置 

MCC リレー盤 

操作盤 

電磁弁盤 MCC リレー盤 

操作盤 

電磁弁盤 MCC リレー盤 

ユーティリティ 
制御PLC 
MICREX-SX

PLCおよび駆動装置 
データ監視装置 
FORS-7000圧延データ管理 

〔主操作室〕 

設定・監視操作 

精整設備 
MICREX-SX

加熱炉PLC 
MICREX-SX

Ethernet

PROFIBUS

圧延ラインPLC 
MICREX 
ACS-2000

冷却床および 
CB出側設備PLC 
MICREX 
ACS-2000

操作盤 

電磁弁盤 

上位 
コンピュータ 

図８　条鋼圧延設備標準システムの構成例
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５.３ その他

上記制御のほか，搬送装置，誘導加熱装置，切断装置，

冷却装置，出荷装置などの制御，生産管理コンピュータシ

ステムも含めたパイプ製造設備の統括制御システムも提供

している。

あとがき

最近の圧延機用ドライブ制御システムの適用について紹

介した。今後も圧延プラントにおける高品質化，省力化に

こたえるべく，ドライブ制御装置の大容量化，高圧化，高

性能化を図るとともに最適システムを提案していく所存で

ある。
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図９　パイプ圧延機用ドライブシステム構成
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