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近年の製紙産業では市況の影響により，製造コストの削減要求が強くなっている。このため製紙
各社とも生産体制の再構築を行っており，収益改善，省力化，操業安定，高効率保守を指向している。
なかでも抄紙機は製品を直接製造する重要な製造設備であり，多品種少量生産の求められる抄紙機
操業の安定化は重要な経営課題となっている。このような市場ニーズを背景に，当社では抄紙機に
おいて品質管理を行う抄紙機品質制御システム（QCS: Quality Control System）の制御性改善サービ
ス「QCS Tune-up Engineering」サービスを開始した。本稿では，抄紙機設備の QCS においてプロセ
ス制御診断を行うことにより，コスト削減，生産性向上，品質向上を実現した事例を紹介する。

The paper industry is being forced to reduce manufacturing costs in response to market 
conditions, and so paper companies are restructuring their production systems to boost profitability, 
save labor, and ensure stable operations and efficient maintenance. Paper machines are essential 
for paper manufacturing, and their stable operation to meet various product specifications is 
a major challenge. To meet these market demands, Yokogawa has developed the QCS Tune-up 
Engineering control parameter optimization service for paper machine quality control systems 
(QCS). This article introduces applications of the QCS Tune-up Engineering service in which 
cost has been reduced and quality improved by diagnosing the process control of QCS.

1. はじめに

近年，国内紙パルプ産業の生産現場では，抄紙機設
備のスクラップアンドビルドにより，設備の集約化，生
産体制の再構築が進んでいる。その結果，多品種少量生
産がより強く求められるようになっており，抄紙機品質
制御システム（QCS: Quality Control System）において
も，様々な生産状況に応じた制御定数の最適化が重要
になっている。本稿では，抄紙工程における制御定数
最適化の重要性を述べ，当社の実施する「QCS Tune-up 
Engineering」サービスとその適用による制御性改善事例
を紹介する。

2. 抄紙機制御における現状の課題

一般に QCS 導入時に実施する制御定数最適化では，代
表銘柄を対象に最適化して得られた制御定数を，似通っ

た銘柄にも設定して使用している。また，抄紙機が最善
の状態で操業されるのが理想的であるが，抄紙機に原料
を供給する調成工程や抄紙機の付帯設備の制御の状態に
より，制御性が左右される事もあり，これらの制御の安
定も重要な制御定数最適化の要素である。最近の抄紙機
においては，設備の集約化とエンドユーザーの要求する
製品の多様化により，多品種少量生産で運転されている。
このような製造現場の変化に応じてそれぞれ制御定数の
最適化が必要であり，製品品質の確保，原料コスト削減，
エコ対策などのためには，1 ～ 2 年ごとに制御状態を確
認し，最適な状態を維持する必要がある。

3. 抄紙工程と抄紙機品質制御システム（QCS）

紙の製品としての品質は非常に多様な面から管理され
ている。紙の用途はバラエティに富み，品種によって管
理ポイントも異なってくる。このため，抄紙工程におけ
る計測・計装システムでは紙の物理的特性（坪量：１平
米当たり紙の重さ，厚さ，白色度等）と化学的特性（水
分率，灰分率等）をオンラインで測定し，製造する紙に
応じて最適に制御することが求められる。

*1 YFE フィールドソリューション本部エンジニアリング部
*2 ソリューション営業本部営業技術統括部 第３技術部
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抄紙工程は，製紙プロセスにおける最終工程であり，
この工程での制御結果は製品の品質に重大な影響を及ぼ
す。従って，この品質の管理を行う QCS の，流れ方向（MD: 
Machine Direction）制御，幅方向（CD: Cross Direction）
制御，銘柄変更制御等の各種制御機能をチューニングし
品種ごとに制御定数を最適化することは，操業の安定と
収益の確保のために非常に大きく貢献する。図 1 に，抄
紙工程の概要と QCS の代表的な制御機能を示す (1)。

図 1 抄紙工程と QCS による制御

4. QCS Tune-up Engineering サービスの内容と実施手順

QCS Tune-up Engineering は抄紙工程のプロセスと制
御状態を診断し，顧客のコスト削減，生産性向上，品質
向上を実現する制御定数の最適化を提案するサービス商
品である。本サービスでは，抄紙機，塗工機の QCS にお
いて以下のサービスを提供する。

 ● 診断（目標改善数値検討と設定，関連情報収集）
 ● 改善提案（分析・改善手法決定）
 ● 制御定数の最適調整と評価（改善作業，効果の確認）
 ● 制御定数最適調整手法のトレーニング

以下に，その実施内容と手順を紹介する。

4.1 診断
流れ方向制御，幅方向制御，自動銘柄変更制御ごとに

制御の安定性，収束性，追従性についてトレンドや帳票
からデータを収集する。得られたデータを制御評価基準
に照らし合わせ，現状の制御性の良否を診断結果として
報告する。また同時に抄紙プロセス設備に関するデータ
も収集し，QCS データとの相関などを分析し合わせて提
示する。図 2 に診断レポートに含まれる改善前の制御状
態とそれに対しての診断結果の例を示す。

得られた診断・分析結果から改善すべき項目とその目
標値を顧客と協議して定める。

図 2 診断レポートでの報告例

4.2 改善提案
診断レポートの内容を分析し，制御項目ごとに安定性，

収束性，追従性について制御定数最適調整の提案を行う。
必要があれば抄紙プロセス設備についても改善提案を行
う。図 3 に改善提案書での報告の一部を示す。

図 3 改善提案書での報告例

改善提案は重要度によってランク付けされ，予測され
た改善効果額と共に報告される。改善効果額は，図 4 に
示すように QCS Tune-up Engineering サービス専用の改
善効果算出ツールによって予測する。

図 4 改善効果算出ツールによる改善効果額の予想
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   8.1

   8.6

MP (％)

  194.0

  199.0

  204.0

BW(g/m2)

下限値

設定値

上限値

製品規格値

診断箇所　　　　　　　　　　　○：異常なし　　△：改善可能　　－：未確認

  △

  △

判定変更
時間

1 回 /2 日

 2 回 / 日

使用
頻度

　②自動銘柄変更

　①自動抄速変更

(3) 自動抄速 / 銘柄変更

  ○

  ○

判定

0.5

1.2

2σ

　②MP

　①BD

(1) 流れ方向（安定性）

１．制御

＜診断結果＞
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【フェーズ１】 ＊状況ランク ：A・・・改善効果あり 　B・・・改善余地あり 　C・・・良好・問題なし 　D・・・お客様対応可
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A2003 年 7 月 25 日横河

①５銘柄：
ABC011/ABC012/ABC0
13/ABC014/ABC015 に
ついて制御性診断実施。

①銘柄毎の制御性診断。
１．銘柄品種の増およ
びプロセス条件変化に
よる BM 各制御性の良
否。

BM 制御系

A,B  ⇒ D,B
( フェーズ 2 へ )2003 年 7 月 25 日

AB 製紙
殿 / 横河

①２銘柄：
ABC-001 /ABC-002 につ
いてオンライン検定助勢実施。

①オンライン検定実施に
よるセンサ紙質係数調
整。

１．銘柄品種が増えた
ことによるセンサオン
ライン精度の低下。

BM 測定系

④新機能 DPC ドライヤ
予測制御の導入。

３．銘柄変更制御時、
ブレ蒸気圧を手動で実
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A2003 年 7 月 24 日横河

②プロセス動特性テストを実
施し、水分率制御の定数算出・
制御調整実施。

②パターン分けによる蒸
気圧予測係数算出および
銘柄登録。

２．ブレ蒸気圧を
「CAS」にできない。
MP1- プレ蒸気圧制御
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B( フェーズ 2 へ )
2003 年 7 月 23 日横河

①ブレ高圧蒸気入口圧の PID
調整実施。

①ドライヤコンディショ
ンパターンの把握。

１．水分設定が銘柄毎
に確定されていない。

ドライヤパート
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4.3 制御定数最適調整と評価
重要度ランク付けに従って実施順位を決め，制御項目

ごとに安定性，収束性，追従性が最適となるように制御
定数最適調整を実施する。その制御性改善の結果は，ツ
ールによるコスト換算結果と共に，制御評価基準に基づ
いた指標により評価し報告される。図 5 に報告書に含め
られるチューニング前後の制御の様子と評価結果の例を
示す。

図 5 評価報告書での報告例

4.4 制御定数最適調整手法のトレーニング
制御項目ごとの安定性，収束性，追従性の最適調整手

法を保全担当者，操業担当者を対象に説明する。QCS の
持つ各制御機能と制御理論を含めて説明し，客先担当者
とのパートナーシップを維持する。

5. QCS Tune-up Engineering による改善事例

以下に，当社でこれまで実施してきた QCS Tune-up 
Engineering サービスによる改善事例を紹介する。

5.1 坪量の流れ方向制御の安定性改善
坪量の流れ方向制御が時々安定せず，年間 1000 万円

程度の製品不良を発生させていた要因について調査し，
対策を提案した事例である。

 � 目標設定
まず，製品不良ゼロを改善目標値として設定するとこ

ろから取り組みを始めた。
 � 診断
現地調査（トレンド，プロセス配管，制御状態確認）

の結果，制御が時々安定しない要因としてつぎのような
ことが判明した。

 • 流れ方向の変動は，抄紙機に原料を送り込む種口（種：
紙の原料となるパルプ液）の濃度変動による影響と判
断される。

 • 種濃度変動は，抄紙種口濃度調整盤の調節制御不良に
より引き起こされている。

 • 坪量流れ方向制御ゲインが強いためプロセス全体にハ
ンチングを引き起こしている。

 � 改善提案
これらの要因分析から次のような対策が必要と判断し

提案した。
 • 抄紙種口濃度調整盤制御の制御定数最適調整の実施
 • 坪量流れ方向制御の制御定数最適調整の実施
 • 今後の制御不良要因解析を容易にするための，濃度，

液面，流量，圧力などの信号の QCS への取り込み
 • 精度の高い種口制御弁への更新と流量計の設置による

制御性の向上
このような要因を見つけるのは，狭い迷路から抜け出

すようなものである。また，関連するデータは現場盤の
記録計に取り込まれているものしかない状態であった。
それにも関わらず，かなり短時間で要因分析を行い改善
提案できたのは，これまで紙パプロセスに数多く携わっ
たサービス経験によるものである。

 � 制御定数最適調整と評価
以上の改善提案に基づき，細かい制御ループの改善や

制御定数最適調整を実施したことにより，製品ロスを少
なくし，品質の確保とコスト削減の両方が実現された。

この事例における制御定数最適調整前の制御状態を示
すトレンドと，本サービス実施後の制御状態を示すトレ
ンドを図 6，図 7 示す。

図 6 制御定数最適化前のトレンド

(a) チューニング効果

(b) 改善確認結果

Interval Timer=OFF,　Interval Pump=ON
RLBD.PV

1.5 GSM

2.0% RLED.SV

STOCK.VALUE

STOCK.FLOW

RLMP STOCK.C

Wire.Site.LEVEL

5.0%

20L/min

0.30

0.50%

チューニング後

６．流れ方向制御機能確認

6-1.　制御安定性

　一定の環境下（設定値変更、手動操作を行わない）において、枠報から各制御

項目に対して標準偏差の２σ値（LTMD：Long Time Machine Direction･･･

紙の流れ変動を正規分布標準偏差で表したもの）により確認しました。

＜評価基準＞

　目標は、以下の通りとしました。

　　　　BD：LTMD 値（2σ）＜BD1　設定値の 1％

　　　　MP：LTMD 値（2σ）＜設定値の 10％

　但し、これらの値は作業進行上の目安であり、保証するものではありません。

＜結果＞

0.25 ～ 0.55％0.25 ～ 0.45％MP1-ﾌﾞﾚ(4D) 蒸気圧制御

0.25 ～ 0.50g/m20.25 ～ 0.40g/m2BD1- 種流量制御

＜非塗工銘柄＞

　BD 設定：47 ～ 80g/m2

　MP1 設定：5.0 ～ 7.7％

＜塗工銘柄＞

　BD 設定：49 ～ 70g/m2

　MP1 設定：6.8 ～ 7.3％

制御安定性確認（平均２σ値）
制御項目

坪量 33 g/m2　　　灰分 25%

1M/C
種濃度
57.7%～ 59.5%

2M/C
65.1% ～ 65.5%

制御 GAIN
　380

*1

1 g/m2

最小±0.23g/m2 最大±0.5g/m2

±0.14%
0.2%

20 分

BW：坪量（紙の総重量）

MP：紙に含まれる水分量率

BD：絶対乾燥状態の紙の重量
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図 7 制御定数最適化後のトレンド

図 6 の中段，図 7 の最下段に表示されているのが絶乾
坪量（絶対乾燥状態での坪量）のトレンドである。この
振れ幅に注目すると，改善実施によって制御状態が安定
し，改善前には ± 0.5 g/m2（図 6 中の *1）であった変動が，
± 0.3 g/m2（図 7 中の *2）まで改善されており，40% の
改善効果が得られていることがわかる。

5.2 水分率の幅方向制御の安定性改善
水分率の幅方向制御不良により斑が発生し製品クレー

ムとなっていた案件への対応事例を紹介する。

 � 目標設定
まず，水分幅方向制御の制御目標基準である制御プロ

ファイル 2σ 値を制御設定値の 10% 以内にすることを改
善目標にして取り組みを始めた。

 � 診断
現地調査の結果，制御不良の要因として以下のことが

判明した。
 • 生産コスト削減（蒸気使用量削減）のため，平均出力

値を減少させていた。
 • 平均出力値を減少した結果，制御性が悪化していた。
 • 各操作端と水分幅方向特性を関係付ける位置対応テー

ブルの設定が適切ではない。
 • 坪量幅方向制御と厚み幅方向制御は良好である。
 � 改善提案
これらの要因分析結果から水分幅方向制御の最適調整

を提案・実施した。
 • 各操作端と水分幅方向特性を関係付ける位置対応テー

ブル修正のためのマッピングテストを実施
 • 動特性モデル（ゲイン，時定数，無駄時間）算出のた

め自動ステップ応答テスト機能を使用し実機テストを
実施

 � 制御定数最適調整と評価
制御定数最適調整を進める上で一番気をつけなければ

いけない点として，実機テストのタイミングと操作幅の
設定がある。テストは通常の操業状態で実施するため，
生産を乱さないようにしなければならない。そのために
は操作端を操作した場合のプロセス挙動に対し的確な判
断と対応が出来る多くの現場経験が必要となる。本事例
でも，当社の経験豊富なサービスエンジニアが顧客と綿
密な連携をとることにより，最適調整を実施できた。

制御性改善前後の製品の状況を図 8 に示す。これらの
制御定数最適調整の実施により制御性が改善され，製品
に発生していた斑紋発生が抑えられたことが分かる。こ
れにより製品不良が削減され，顧客の生産ロスを削減す
ることができた。

図 8 制御性改善結果

6. おわりに

抄紙工程における QCS Tune-up Engineering サービス
とその事例を紹介した。抄紙機には，多様化する製品に
対する品質管理とコスト競争力向上の両立が強く求めら
れている。そのためには，制御定数の最適化に向けて，
継続的に見直しと改善を重ねることが必要不可欠であり，
横河電機は，多くのお客様に QCS Tune-up Engineering
サービスを提供してきた。また，本サービスは，制御定
数最適調整手法を次世代に引き継ぐためのトレーニング
としても評価を得ている。

横河電機は，お客様のパートナーとして製紙工場の抄
紙設備の最適操業に貢献するためのサービスを，今後と
も改善・充実する。
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