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まえがき

製紙産業，フィルム産業における製品の高品質化，操業

の安定性，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。また，既存設備の維持，合

理化に対する提案も求められており，富士電機として納入

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，富士電機の最近の製紙・フィ

ルムライン用ドライブ制御システムをとらえ，キーとなる

オープン化，インテリジェント化，制御性能向上，電源対

策，更新事例について述べる。

最近の製紙・フィルムライン用ドライブ制御

システムの特長

更新および新設電気品に対する市場ニーズを満たすため

に，パワーエレクトロニクス技術と情報処理技術を融合し

た制御システムの特長について述べる。

抄紙機設備のシステム構成を図１，抄紙機設備のライン

レイアウトを図２に示す。

２.１ オープン化

制御 LANは Ethernet
〈注 1〉

をベースとしたオープンな FA

コントロールネットワーク FL-net（10/100Mbps）を使

用する。ドライブ用 LANはヨーロッパでデファクトスタ

ンダードバスである PROFIBUS-DP（12Mbps）を使用

する。どちらもオープン LANであり，他社機器との接続

が可能である。HCI（Human Communication Interface）

は，世界標準のパソコン（OSはWindowsNT
〈注2〉

，ハードウェ

アはDOS/V
〈注3〉

互換機）を使用する。

〈注１〉Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標

〈注２〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注３〉DOS/V：日本アイ・ビー・エム（株）の商品名称

２.２ インテリジェント化

駆動装置内にアプリケーションソフトウェアを搭載でき

るインテリジェントドライブを適用する。従来，大容量の

主幹プログラマブルコントローラ（PLC）で行っていた抄

紙機設備のドロー制御回路，リール張力制御回路などを駆

動装置内に搭載し，上位コンピュータとのインタフェース，

DCS（Distributed Control System）インタフェースおよ

び運転操作用にコンパクトな「MICREX-AX」または

「MICREX-SX」を統括 PLC として使用する。MIC

REX-SX は，マルチ CPU，分散形，オープンネットワー

ク対応の高速 PLCである。

ワインダ設備の単独システムであれば統括 PLCは不要

である。
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図１　最近の抄紙機設備のシステム構成
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２.３ 保守支援

２.３.１ 集中監視

プラントおよび駆動装置の集中監視用に「FORS-7000」

を使用する。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・電流実際値などを 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。また，PLCのソフトウェ

アをモニタし，50ms で最長24時間のデータを保存してい

る（サンプリング時間を延ばせばそれに比例してデータ保

存時間を延ばすことが可能である）。紙切れなどの障害発

生時の原因を過去にさかのぼって解析することができ，プ

ラントの安定操業に寄与する。

２.３.２ 有寿命品の削減

近年の省力化で保守人員の減員が進み，電気品の保守を

いかに効率的に行うかが重要になってきている。できるだ

け有寿命品を減らす必要がある。ポイントを以下に述べる。

電動機の冷却ファンを管通風として共通ファンとする。

小容量の電動機については，徐動（低速）時の必要負

荷を考慮したうえで可能な限り自冷式を採用する。

駆動装置内のユニットファンを止め，天井ファンのみ

とする。

２.３.３ 点検支援

メーカー点検として下記を提案，実施している。

一次診断（無償）

「老朽度評価表」に基づき設備の目視診断を行っている。

二次診断

「点検チェックシート」に基づき環境を含めた診断を行っ

ている。

精密点検

診断結果に基づき予防保全提案，精密点検案を作成・提

案しメンテナンスを支援している。

オーバホール

個別の設備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

画案を作成し提案している。

２.３.４ リモート監視

駆動装置にNA（ネットワーク対応アダプタ）を追加し，

顧客構内 LAN（Ethernet）に接続し，通常はデスクワー

クを行う事務所のパソコンからブラウザ，電子メール機能

により駆動装置，PLCの監視が可能である。また，「富士

電機コールセンター」での24時間監視も可能であり，予防

保全，定期点検で補そくできなかった突発障害発生時にも

迅速対応・復旧作業支援を行うことができる。

２.４ 電源対策

２.４.１ 高調波対策

「高調波抑制対策ガイドライン」に準拠し，厳密な抑制

対策が必要となる。発生量の低減対策として，

コンバータ用変圧器の並列運転による12パルス化

系統の力率改善コンデンサおよび電動機群による分流

効果

PWMコンバータの適用

などを個別案件ごとに提案している。

２.４.２ 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安定性を高めることで

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。

SPS 方式

瞬停期間中のエネルギーをコンデンサから供給するコン

デンサバックアップ方式が主であったが，常時商用給電方

式の SPS（Stand-by Power System ：常時商用給電方式

無停電電源装置）の適用が増えている。図３に構成例を示
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図３　SPS適用の単線結線図
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す。特長は次のとおりである。

常時商用給電式なのでUPS（Uninterruptible Pow-

er Supply）に比べ安価である。

バッテリーはメンテナンスフリーである。

高調波対策として高調波電流の低減，入力力率の改

善，不平衡負荷電流の改善が可能なアクティブフィ

ルタ機能（オプション）を有している。

表１に SPS の仕様を示す。

SPS はブースタポンプ，押出機に適用例が多い。

自動再始動方式

瞬停でフリーラン状態になった後の復電時，フリーラン

中の電動機を自動再始動させる。PLCの制御電源を UPS

から供給する。抄紙機，フィルム設備などのライン系に適

用例が多い。図４に実測データを示す。

２.５ 制御性能向上

製紙設備の制御技術の特長について述べる。

２.５.１ 大慣性系の速度制御性能向上

従来，揃速（せんそく）性を確保するため，速度制御応

答性の悪い大慣性系のドライヤに合わせて他セクションを

調整していた。大慣性の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。対策として速度設定値から必

要な加減速トルクを求めるフィードフォワード制御を用い

ている。図５に制御ブロック図を示す。

さらに，調整の煩わしさを避けるため，オブザーバを適

用し速度制御系全体のゲインを上げることで応答の改善を

図る場合もある。図６にオブザーバを備えた速度制御系の

ブロック図を示す。

２.５.２ 軸ねじり振動抑制

サイズプレス，ソフトカレンダなどはロールの接触，開

放のため電動機とロール間の軸にユニバーサルジョイント

を使用する。制御性能を高めようとするとしばしば軸共振

（2）

（c）

（b）

（a）
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図５　フィードフォワード制御ブロック図

表１　SPSの機能 

項　目 仕　様 オプション 

200 V系：30，50，75，100， 
150，200，250 
400 V系：75，100，150， 
200，250，300，400，500， 
600，750，1,000

定格容量（kVA） 

200 V，208 V，210 V，220 V， 
400 V，415 V，440 V　±10％ 

電　圧 

50 Hz/60 Hz ±5％ 周波数 

三相3線 三相4線 相　数 

288～401 V（鉛180セル， 
30，50 kVAは鉛192セル） 

直流電圧変動範囲 

入力に同じ。ただし電圧は入力に対し 
て降下4 V以内 

出力電圧精度 

定格の±2％ 電　圧 

定格の±0.1％ 周波数 

±5％条件：100％負荷急変時 電圧過渡変動 

定格0.8（遅れ）（力率範囲0.7～1.0） 力　率 

150％10秒，125％1分 過負荷耐量 

5％以下：直線性負荷時 
10％以下：100％整流器負荷時 

電圧波形 
　　　ひずみ率 

±3％：40％不平衡負荷時 電圧不平衡 

5分間（25℃） 
1，10分 
間ほか 

停電補償時間 

－10℃～40℃ 
（推奨温度18～27℃） 

周囲温度 

30～90％ 相対湿度 

3 MΩ以上（500 Vメガーにて） 絶縁抵抗 

2,000 V 1分間（主回路） 絶縁耐量 

800％　1サイクル　150％　10秒 過負荷耐量 

商用電圧＋15％以上，－10％以下 
または周波数±4％以外時に切換 

UPSへの 
　　　切換条件 

定格容量以内 

アクティブ 
フィルタ 
機能 

補償容量 

2～20次 補償次数 

70％以上（100％整流器負荷，三相 
平均） 

補償率 

0.95以上 入力力率 
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図４　自動再始動実測データ
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図６　オブザーバを備えた速度制御系のブロック図
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が発生する。従来は速度制御応答性を犠牲にして固有振動

を励起しないようにしていたが，オブザーバを適用して軸

振動の抑制を可能にした。

２.５.３ 瞬時速度降下抑制

カレンダ通紙時，ドライヤ紙切れ時の負荷外乱による瞬

時速度降下対策としてオブザーバを適用して速度降下を抑

制している。

外乱の推定，外乱応答の改善は，図６において Ĵ＝ Jに

調整
する。これにより となり

τ̂
は
外乱

dを推定する（σobs は推定の速さ）。

２.６ 更新事例

投資コストを削減するため，既設品を流用した設備の一

部改造に対する要求が高まっている。ケーブル，電動機を

流用する改造システムの特長について述べる。

２.６.１ 主幹PLCの更新

稼動後20年近く経過した MICREX-E40，HDC-200 で

運転している設備は多い。主幹 PLC盤を新規製作すると

既設外線ケーブルの再布線や端子台位置を既設に合わせる

ことが必要となる。その対策として既設外線ケーブルをそ

のまま流用する改造システムを提案している。図７に更新

例を示す。

既設外線ケーブルを流用するため外線端子の ITM

（インタフェースターミナル）をそのまま流用する。ITM

から既設入出力装置（I/O）へはコネクタ接続されてい

るのでコネクタ接続先を新規 PLCの I/O に切り換える。

既設 I/O，既設 PLCを新規品に入れ替える。

元に戻すことは容易なので，切換確認試験を数回に分

けることも可能である。

２.６.２ 主幹PLCの流用

既存設備の一部増設のため増設分のみ新規 PLC・駆動

装置とする場合の改造案を図８に示す。抄紙機設備では各

セクション間の揃速性が要求されるので，新規 PLCと既

設HDC-200 間は Pリンク伝送を採用し，高精度なディジ

タル通信とする。Pリンク伝送は HDC-200 のアプリケー

ションプログラムの負荷が増大する。プログラムの見直し，

削減などの対策が必要となる。

２.６.３ 電動機の流用

既設電動機を流用し駆動装置を更新する適用例は多い。

誘導電動機を流用する場合には電動機の電圧，耐圧，巻線

数などを検討する必要がある。駆動装置は主回路機器（変

換器，主遮断器など）を流用し，制御装置のみをディジタ

ル化し更新することもできる。

２.６.４ 省エネルギー対策

高効率電動機，高効率変圧器の適用および誘導電動機に

代えて永久磁石同期電動機（PMモータ）の適用を提案し

ている。誘導電動機に比べ効率が 3～ 5％程度よくなるた

め，24時間連続操業の製紙・フィルム設備では大きな省エ

ネルギー効果が期待できる。

あとがき

製紙・フィルムプラント用ドライブ制御システムにおけ

る製品の高品質化，操業の安定性，保守の省力化および既

設電気品の流用・改造のキーテクノロジーとしてオープン

化，インテリジェント化，制御性能向上ほかを紹介した。

今後，さらに技術の高度化とよりよいシステムの提供に努

力していく所存である。
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