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横河電機の紙パルプ・シートビジネス
Paper & Web Business of Yokogawa

近年，国内の紙パルプ業種の設備投資は，既存設備の部分的な改善ではなく，高い付加価値を生み出す新しい

設備の建設へ集中するようになってきた。また中国を中心とするアジア市場では，大量生産を目的とした大規模

プラントが次々と建設されている。このような市場の動向から，紙パルプビジネス向けコンセプトとして，（1）

MTS（Machine Technology Solutions），（2）PTS（Pulp Technology Solutions），（3）UTS（Utility Technology

Solutions），（4）ITS（Information Technology Solutions）の4つを掲げた。これらのコンセプトは，ただ商品のラ

インナップを揃えるだけではなく，それぞれの持つ情報を有機的に結びつけることにより，新たなソリューショ

ンを生み出すことを目的としている。これにより，顧客の経営に貢献する真のトータルサプライヤーを目指す。
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In recent years, many Japanese paper companies tend to invest not in partial improvement of their

existing facilities, but in construction of new facilities from which a high return can be expected. In the

Asian market, especially the Chinese market, many large paper plants are now being built for mass

production. To meet these market trends, Yokogawa seeks to deliver the following four types of solutions

for the paper and pulp businesses: 1) Machine Technology Solutions (MTS), 2) Pulp Technology Solutions

(PTS), 3) Utility Technology Solutions (UTS), and 4) Information Technology Solutions (ITS). These

types of solutions will be formulated not merely to add new products to the product lineup, but also to

develop original and attractive solutions that integrate all kinds of relevant information. Through affording

these solutions, Yokogawa aims to be a total supplier that can contribute to the businesses of customers.

1. は じ め に

当社の紙パルプ業種向けのビジネスは，1970年代にレ

コーダ式のB/M計の自社開発・販売開始以降拡大し始

め，この35年間で日本国内を中心に，アジア地区におい

て飛躍的な発展を遂げてきた。しかしながら，現在の国

内外の紙パルプ業界の設備投資の状況は，これまでの紙

パルプビジネスを支えてきたDCS（Distributed Control

System）やQCS（Quality Control System）などの単一商

品による最適化ではなく，生産設備そのものを新設し，

一度に計装商品を導入する形態が急増している。

当社の紙パルプビジネスでは，このような市場の動向に，

当社のビジネスコンセプトETS（Enterprise Technology

Solutions）の考え方を融合させ，独自に4つのビジネスコ

ンセプトを打ち立てた。

2. 紙パルプビジネスのコンセプト

2.1 国内の紙パルプビジネスの現状
当社における紙パルプ業種向けビジネスは，レコーダ

式のB/M 計の販売開始から発展が始まった。その後，

DCSの販売開始と共に飛躍的にビジネス規模が拡大し，

以後大型システムとしてのQCSとDCSを中心として，

ローカル計器，電磁流量計，伝送器，情報システム，生

産管理システムなど，当社が得意とする分野の商品を数

多く紙パルプ市場に送り出してきた。現在も毎年安定し

た売上を達成しており，国内市場では60%以上という極

めて高いシェアを維持し続けている。

しかし，市場のグローバル化による紙価格の競争が激

しくなり，国内の紙パルプ業界は，以下のいずれかの道

を選択せざるを得なくなった。

・徹底したコストダウン

・品質による差別化

いずれの方法を採る場合でも，それまで所有していた

生産設備の改善効果には限界があるため，国内の設備投

資は特定の部分にのみ集中するようになった。
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具体的には，採算向上や品質向上には限界がある古い

設備は全て停止・廃棄し，全く新しい生産設備を建設す

るようになってきた（Scrap & Build；‘S&B’）。

2.2 アジア地域の紙パルプビジネスの現状
当社の海外での紙パルプビジネスは，これまで主に中

国，韓国，台湾および東南アジアにおいて展開してきた。

この地域でのビジネス発展を考えた場合，他業種ビジネ

スと同様に，中国市場の伸びは強く意識する必要がある。

1995年に約2,600万トンだった中国の紙の生産量は，こ

の10年間で倍増の5,000万トンに達すると見られており，

特に最近の3年間は毎年約15%の伸びが続いている。そ

れでも，1人当たりの紙の使用量はまだ日本の1/6弱であ

り，近年の急速な経済発展を考えると，当面の間，生産

能力の増強は続くと予想される。

この傾向に合わせて，日本を含む世界の大手製紙会社

は，中国での生産工場建設を次々と推進している。つま

り，世界の設備投資が中国に集中している訳で，当社の

紙パルプ向けビジネスの発展のためには，中国でのシェ

ア拡大が必要不可欠である。

2.3 紙パルプビジネスの4つのコンセプト
国内外とも，製紙業界では生産効率や環境対応の観点

から，大型設備に投資が集中する傾向にある。一般的に，

最新の大型抄紙機（各工程を経て生成された紙原料を，抄

いて乾燥させて最終的に紙にする機械）を新規購入する場

合，100億円程度の費用が必要とされている。計装商品に

かかるコストは，そのうち10億円程度といわれている。

このような状況で，ユーザの経営の視点から見た最適

なソリューション提供とは何かを考えると，次の2点に

集約できる。

・全ての計装商品を揃えられるメーカー（トータルサプラ

イヤー）を選定し，装置立ち上げを効率的に行いたい。

・計装装置が，個々ではなくトータルで発揮できるパ

フォーマンスの保証を得て，経営計画に組み込みたい。

全社コンセプトETSを紙パルプビジネス向けに具体化

するには，上記のようなユーザニーズに応える必要があ

る。そこで，製紙工場の3大設備である抄紙，パルプ，ユー

ティリティ（ボイラ，発電，排水など）と，情報系につい

てのトータルサプライヤーを目指し，次の4つを紙パル

プビジネスのコンセプトとして掲げる。

・MTS：Machine Technology Solutions

・PTS ：Pulp Technology Solutions

・UTS ：Utility Technology Solutions

・ITS ：Information Technology Solutions

これらの4つのコンセプトに従ったソリューションを

ラインナップし，紙パルプ計装のトータルサプライヤー

としての位置付けを磐石にすることで，ビジネスの拡大

を狙う。

図1　MTS商品群
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Machine Technology 
Solutions

グローバル技術の導入 
（最新の技術） 

操業技術の積極的導入 
（ユーザニーズ） 

統合型マシン操業支援システム 
（最新の技術とユーザニーズのシステム） 

国産技術の研磨 
（日本市場での多くの実績） 

・1998 ABB社との協業開始 
 QCA/MAS/SBM/WIS/ABS

の販売開始 
・2002　MHIとの協業開始 
 抄紙機技術 

・1997 配向計開発・発売 
・2000 新ドライヤ予測制御開発 

・1960 B/M計国産化 
・1970 自動抄替制御開発 
・1980 B/M計二重化システム開発 
・1990 幅方向制御の開発 

40年以上の継続的な基礎研究 有限要素法（FEM）による 
フレームの横振動解析 

3. M　T　S

MTSはMachine Technology Solutionsの略であり，

Machineとは，紙パルプ業界では抄紙機のことを指す。

抄紙機は，最終的にユーザの製品である紙を完成させ

る工程で，QCSや欠陥検出器（WIS）などの紙品質をオン

ラインで測定するような，用途を特化した計装商品が多

数ある。

MTSの実現に当たっては，商品ラインナップを揃える

だけではなく，抄紙機技術，生産技術，紙品質の知識な

どの豊富な経験と知識が必要である。

3.1 MTSを実現するための商品群
MTSを構成する商品には，次のようなものがある（図1）。
・DCS ：Distributed Control System

抄紙機制御システム（CENTUM CS 3000など）

・QCS ：Quality Control System

紙品質測定・制御システム（B/M9000CSなど）

・QCA：Quality Control Actuator

幅方向品質制御操作端

・WIS ：Web Inspection System

シート欠陥監視システム

・ABS：Auto Breaking System

ワインダ自動停止制御システム

・MAS：Machine Adviser System

抄紙機設備診断システム

・SBM：Sheet Break Management

紙切れ録画監視システム

・MCS：Machine drive Control System

抄紙機駆動制御システム

・WDS：Winder Drive control System

ワインダ駆動制御システム

・FDS ：Finishing Distribution System

仕上げ物流管理システム

・FAS：Finishing Automation System

仕上げ自動化システム

3.2 MTSの目指す方向
MTS商品のラインナップと製品知識の蓄積により，こ

れらを有機的に結合し，ユーザニーズと予算に見合った

ソリューションを提供することが，MTSの目指す方向で

ある。

MTSの成果として提案しているのが，‘統合型マシン

操業支援システム’（図2）である。これにより，今まで
個々のシステムが持っていたマシンの運転状況，紙の品

質監視，欠陥の監視，各種機器の状態監視，機械装置の

診断，アラームの解析などが全て結びついて，新たな付

加価値が創造できる。

‘統合型マシン操業支援システム’を実現するために

は，これまでの歴史で培ってきた自社技術に加え，グ

ローバルレベルでの技術，ユーザとの協力による新しい

技術の追求が必要である。

図2　MTS実現のテクノロジー群

7



横河電機の紙パルプ・シートビジネス

8横河技報　Vol.50 No.1 (2006)

3.3 MTSの他業種への展開
紙パルプ業種向けのコンセプトとして誕生したMTS

は，その特質からビデオテープやフィルムなどのシート

状工業製品の生産ラインへの展開も可能である。

QCSとしては，ラインの最終で製品の厚みをオンライ

ン測定する‘WEBFREXⅡ’をラインナップしている。

さらに，紙パルプ業界において高い評価を受けてきた品

質制御パッケージがある。

3.4 最新MTS開発事例（BM9F1型フレーム）
QCS（B/M計）は，坪量や水分など紙の最終品質をオン

ラインで測定し制御するシステムで，MTSの中核を成す

システムの一つである。

BM9F1フレーム（図3）はQCSの構成要素の1つで，オ
ンラインで紙の品質を測定するセンサを搭載するコン

ポーネントである。本器は，主に中小規模の抄紙機向け

に最適化した。

図3　BM9F1型フレーム外観

4. MTSから ITSへ

紙パプル業種におけるETS 実現のためには，MES

（Manufacturing Execution System）やERP（Enterprise

Resource Planning）領域で必要とする情報について，

MTS，PTS，UTSなどの現場直結の商品からリアルタイ

ムに情報を収集し，集積することが重要である。

ITSはこれらの情報化を支える技術のコンセプトであ

り，その中核にある商品が，PIMS（Plant Information

Management System）である。

PIMSにより，生産進捗管理・在庫管理・品質管理など

が全てオンライン化でき，プラントデータの共有が可能

となる。

5. お わ り に

当社の企業理念は“計測と制御と情報”を3つの柱と

して，豊かな人間社会の実現に貢献することである。

MTSは“計測と制御”をベースとしたコンセプトであ

り，いわば当社が最も強みを発揮できる部分である。市

場ニーズの変化から，競合相手として主要計装メーカー

だけでなく，装置メーカーの計装部門も進出を始めてい

る。しかし，幸いにして当社のDCSやQCSは，高信頼

性を実証し市場で高い評価を得ており，今後もMTSビジ

ネス発展のための基礎体力は十分にあるといえる。

ITS 技術はもう一つの柱である“情報”を支えるソ

リューションである。ETS と融合し，ユーザの経営に

とって最適なソリューションは何であるかを，常に追及

することが重要である。

PTSやUTSについては，これまでの経験の延長で実現

できる部分もあるが，地球環境問題や温暖化対策など今

後挑戦すべき課題も多数ある。ETSを追及する時，これ

らの実現も必要不可欠である。

*‘WEBFREXⅡ’，‘Enterprise Technology Solutions（ETS）’は，

横河電機（株）の登録商標です。
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