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紙パルプ業種の仕上げ工程向けトータルソリューション概要
Outline of Total Solutions for the Pulp and Paper Industry's Finishing Part

紙パルプ工場の大半は連続プロセスで構成されているが，紙として製造された後，出荷までの間にディスク

リートプロセスが存在する。このプロセスのことを‘仕上げ工程’という。仕上げ工程では，出荷荷姿への加

工，品質判定などが行われており，生産量管理や品質管理上重要なプロセスとなっている。当社では，紙パル

プ業種の仕上げ工程に対しても，紙パルプETSに基づいたソリューション提案を行っており，360システムを

超える実績を有している。

本稿では，紙パルプ業種の仕上げ工程におけるトータルソリューションの内容，および実施例の紹介を行う。
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竜　崎　　順　一*1

RYUUZAKI Jun-ichi

Although the production line of most pulp and paper mills consists of continuous processes, a discrete

process exists between the point of producing paper from pulp and the point of delivery. This process

is called the “finishing part.” Production and quality control, such as packing and quality inspection,

are included in the finishing part. Thus, the process is one of the most important parts in pulp and

paper production. The section handling pulp and paper at Yokogawa Electric Corporation has a record

of delivering more than 360 systems.

This paper introduces our total solutions for the pulp and paper industry's finishing part.

1. は じ め に

当社の紙パルプビジネス分野では，全社のビジネスコ

ンセプトETS（Enterprise Technology Solutions）に準じ

て，紙パルプトータルソリューションベンダーを目指し

た以下の4つの業種コンセプトを掲げている。

①MTS（Machine Technology Solution）

：統合型―抄紙機操業支援ソリューション

②PTS（Pulp Technology Solution）

：パルプ製造操業支援ソリューション

③UTS（Utility Technology Solution）

：動力操業支援ソリューション

④ITS （Information Technology Solution）

：情報技術ソリューション

この中でもMTSは，DCS，QCSを始めとする多くの

製品群から構成され，紙パルプETSの中核を成す強力な

コンセプトとなっている。本稿では，MTSに含まれる紙

パルプ工場の仕上げ工程（Finishing Part）を対象とした

2 つのソリューションFAS（Finishing Automation

System）とFDS（Finishing Distribution System）につい

て概要を紹介する。

2. 仕上げ工程の概要

紙の生産プロセスは，チップ（木材の小片）からパルプ

（紙繊維）を取り出すパルプ工程から始まり，パルプ・薬

品等を配合する調成工程を経て，最後に抄紙機と呼ばれ

る大型生産設備でロール状に巻き取られて完了する。抄

紙機で巻き取られるロールはジャンボロールと呼ばれ，

大きい物では幅7～8 mにも達し，直径も3 m以上のも

のも珍しくない。当然このままでは出荷できないため，

最終ユーザーの要望する荷姿に加工する必要がある。こ

の最終荷姿に加工する工程のことを，仕上げ工程と呼ぶ

（図1）。仕上げ工程には，小ロール状に巻き直していく
巻き取り加工プロセスと，平判品に加工していく平判加

工プロセスの2種類が存在する。

この工程は工場の生産量（出来高）を決定するプロセス

であり，また最終ユーザーへの出荷判定を行うプロセス

でもある。したがって，この工程の物量，物流，品質を

管理することは，工場にとっては重要な事柄である。ま

た，人手による作業が多いため，常に省力化が求められ

ている職場でもある。

当社は，1984年から仕上げ工程を対象にしたシステム

の販売を開始しており，現在までに360システム超える

実績を有している。
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〈紙管供給装置〉 
〈ワインダ〉 

〈バーコード読取装置〉 
〈プッシャー〉 

〈計重機〉 

〈ストッパー〉 〈鏡面／胴面　印字装置〉 

〈ターンテーブル〉 

〈ラベリング装置〉 〈巻端テーピング装置〉 

〈コンベアー〉 不良品 
良品 

〈自動倉庫〉 

＜巻き取り包装機＞ 

〈カッター〉 
〈ラベリング装置〉 

＜平判包装機＞ 
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システム構成としては，省力化のみを目的にした小構

成のものから工場全体規模の生産管理システムまで幅広

く存在し，最大規模のものでは，複数台の冗長化された

サーバーと100台を超えるクライアントから構成される

ものもある。

3. 仕上げ自動化システム（FAS）

FASは仕上げ工程の自動化と省力化を目的したシステ

ムであり，以下の2つの要素から構成される。

①自動化装置

②操業支援システム

従来は，顧客が自動化装置を購入していたものである

が，これらの装置の選択に当たっては，計算機の知識や

最新の情報処理技術の知識が不可欠であり，顧客担当者

のみでは処理できない規模になってきた。

当社では，顧客が抱えているこれらの問題に対して，

計算機と自動化装置をトータルシステムとして提供する

FASソリューション提案を行ってきた。これにより，顧

客サイドは最適なシステムの導入が容易に行えるととも

に，マルチベンダの組み合わせによるリスクも回避する

ことができる。

3.1 自動化（無人化）装置
仕上げ工程では，ワインダ，カッター，倉庫，搬送設

備などの基本設備とは別に，数々の省力化のための装置

が存在する（図2）。通常はこれらの省力化装置は，これを
専門にする機械メーカーから供給されている。

現在，当社から提案している省力化のための自動化装

置としては，以下のようなものがある。

①バーコード関連機器

ロール製品や平判製品を自動認識するために，仕上げ

工程でもバーコードが利用されるケースがある。バー

コードラベルの貼り付けや製品への直接印字，自動読

み取りなどを無人で行うために，自動貼り付け装置や

自動読み取り装置などが各設備に設置されている。

②自動印字装置 （インクジェットプリンタ：IJP）

製品に製品名や寸法などを自動印字するための装置で，

主に巻き取り製品用として，紙パルプ工場では最もモ

ピュラーな装置である。印字ヘッドとその移動装置か

ら構成される。設置場所，紙種などにより，最適なヘッ

ドと移動装置の組み合わせを提案している。

③製品ラベル自動貼り付け設備

各製品は包装完了後，製品ラベルの貼り付けを行う。

ラベルの種類や形状の違いが多く，さらに貼り付ける

位置もまちまちなため，6軸ロボットのような自由度

の高い移動装置を利用することが多い。通常は8～12

種類程度のラベルを搬送される製品に合わせて出力し，

6軸ロボット等を利用して自動貼り付けを行う。

3.2 操業支援システム
操業支援系のシステムとは，主に現場で作業するオペ

レータ向けに操業を支援し，省力化や品質判定の手助け

するシステムである。抄紙機，塗工機，ワインダ，包装

機，カッタ，搬送設備などの各設備からのプロセス信号

により実績を生成し，効率や品質を認知し省力化に必要

な情報処理を行う。

操業支援系システムの主な機能には，以下のようなも

のがある。

①実績の収集と確定

長さの計測や枚数のカウントなどの生産実績収集，欠

点検出器やBM計などからの品質実績の収集，生産開

始，紙切れなどの操業イベント収集による運転実績の

管理などがある。

②自動停止制御

リリーラ，ワインダなどの装置では抄紙機等で収集さ

れた欠点情報の目視による確認と補修作業（除去や穴を

ふさぐ作業）を行う。このため，欠点位置で装置を停止

させる必要があるが，効率の改善のために欠点の距離

情報を利用して自動停止を行う。

③品質の自動判定

品質の判定はBM計からの品質情報やオペレータの

監視などに基づいて，各実績の発生都度手動で行われ

る。ばらつきを無くし品質の安定を図るために，BM

計の全測定データ（プロファイル全点）を利用して自動

図1　仕上げ工程
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〈カッター〉 

〈紙管供給装置〉 
〈ワインダ〉 

〈バーコード読取装置〉 
〈プッシャー〉 

〈計重機〉 
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トレーコンベアー 

図 2　自動化のための装置群

品質判定を行う。

④搬送トラッキング

製品の識別のためにバーコードを利用することも多い

が，バーコード関連機器は，現在でも尚，高コストで

ある。そのため，それらの装置の導入は行わず，搬送

設備のセンサー信号によって製品の移動状況を管理し，

搬送路上の各装置の自動制御を行う。

⑤用具管理

設備全体は数々の回転体で構成されているが，有寿命

部品が少なくない。人間が管理する場合はカレンダー

日数で交換を行うが，実際に使用された時間を積算す

ることで少しでも交換時期を延ばし，コストの削減に

貢献する。

⑥効率・原単位等の管理

運転の時間管理，操業効率管理などを運転停止，紙切

れなどの操業イベントに基づいて自動で行う。また，

製品生産量と蒸気，水，電気などの使用量から原単位

の管理を行い，スタッフの管理業務を支援する。

⑦その他

その他の操業支援として，生産進捗管理，操業基準管

理，各種の帳票作成などが行われている。

4. 仕上げ物流管理システム（FDS）

FDSシステムは，FAS（操業支援系）システムの上位機

能を受け持つシステムとして位置付けられ，FASシステ

ムと共に生産ライン全体や工場全体の物流情報を管理す

るシステムである。FDSシステムは，以下のような機能

から構成される。

①計画管理機能

本社から受信した生産計画に基づいて操業指図の作成

を支援し，計画の状態管理や生産進捗の管理，資材手

配などを行う。

②実績管理機能

操業支援システムで収集・確定された生産実績，運転

実績などを，プロセス毎に長期間（1年以上）管理し，表

示，集計，プロセス間の管理帳票などの作成を行う。

③品質管理機能

紙パルプ工場では，BM計のようにオンラインで品質

測定を行う以外に，ラボにより50種類程度の品質がオ

フライン測定されている。出荷製品No.からのトレー

シングを行い，顧客サービスなどに利用される。

④構内仕掛品在庫管理機能

工場内には複数の場所に，巻き取り品，平判品共に数

多くの仕掛品（中間在庫）が存在する。これらの仕掛品

の入出庫や使用状況を管理し，完全に使用が完了する

までの間，生産情報と品質情報の管理を行う。自動倉

庫システムとの連携も行う。

⑤連続プロセスのデータ収集機能

製品原価の管理を行うためには，その製品を製造する

ために，前工程で使用されたパルプの量や薬品の量，

さらに電気や蒸気の量を把握する必要がある。最近で

は，PIMSを利用して行われている。

⑥資材在庫管理機能

紙の製造プロセスでは，数々の薬品や各寸法の紙管（巻

き取り製品の芯），パレット（平判の台）などが使用され

ている。適切な時期に適切な量を確保できるよう，こ

れらの管理が行われている。

⑦技術標準管理機能

紙パルプ製品について，製品の特性を規定する技術標

準値が存在する。通常は研究開発部門によって管理・
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更新が行われている。この技術標準のレビジョン管理

とリリース管理などが，製造管理の中で行われている。

⑧外注作業管理機能

紙パルプ工場では，一部の巻き取り加工や平判加工を

外注業者に依頼している。外注業者に対する引渡しや

引き取り，これに伴う在庫管理機能が実施される。

⑨情報公開機能

製造実施管理の中で取り扱われている情報は，工場や

本社に内容を公開し共有することで運転支援，顧客

サービス，営業支援など面で効果を発揮するものが多

い。計画進捗，品質情報，運転状態などが，イントラ

ネットを利用して公開されている。

5. 実　施　例

FAS及びFDSの各機能が実施されている実例を紹介

する（図3）。 本例は，2005年度に稼動を始めた事例で，全
体は以下の内容で構成されている。

①自動化装置：自動印字装置，自動ラベラー （以前に納

品）

②操業支援システム：1，2，3マシン系に導入（今回納品）

③PIMS（PI）：ボイラー，ユーティリティ，調成，抄紙系

に導入（今回納品）

④FDS：実績・品質管理，原価計算，計画管理，情報公

開 （今回納品）

⑤ネットワーク：既設LANとの併設，VLAN，セキュリ

ティ （今回納品）

図3　FAS & FDSシステム構成例

本システム納入以前は，原価計算等に必要な多くの情

報が日報から手入力されており，日々多くの工数を必要

としていた。操業計画も紙ベースでの運用が主体で，営

業からの問い合わせに対しても，現場に聞き回りながら

調整をとる必要があった。今回は既設システムの見直し

と，工場全体ベースでの必要情報の再検討を行い，PIと

操業系システムによる自動収集系の確立，計画系の電子

化と情報公開の導入を行った。この結果，管理系業務の

大幅工数削減，情報公開による操業及び営業支援などが

実現した。PIサーバー及びDBサーバーによるExcelを

利用したEUC（End User Computing）環境が提供されて

おり，今後の発展に期待するところである。

6. お わ り に

紙パルプ業種におけるMTS コンセプトを構成する

FAS及びFDSの概要を紹介した。最近では，事例よりも

大規模化し，FAS，FDS及び本特集号の別稿で紹介する。

ITSソリューションであるPIMSと連携し，工場全体の

総合的情報管理が行われるようになってきている。この

分野は今後益々発展していくものと思われ，期待される

ところである。紙パルプビジネスにおいても，4つのコン

セプトを連携し，さらに新しいソリューションを提案し

ていきたい。

*‘ETS’，‘FA-M3’は，横河電機（株）の登録商標です。その他，本

文中の商品名及び名称は，各社の商標または登録商標です。
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