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佐々木賞受賞講演

平判外観品質検査装置の開発
JFE 電制株式会社 エンジニアリング本部
池田孝之

近年，どの産業分野においても，製品の安価化と品質要求の高度化が求められている。JFE 電制株式会社で
はこれらに対応するために，幾多の品質検査装置を開発し納入してきた。今回，製紙工場の仕上げライン向けに，
積層紙の 折れ 飛び出し・不揃い 紙粉 の検査を行う装置の開発を行い実用化した。
折れ の検出は，照明とカメラの配置に工夫を行い，折れ部が周囲よりも明るく輝く画像が撮影できるよう
にして，確実な検出を実現している。 飛び出し・不揃い の検出では，レーザーマーカを利用した光切断法を
採用することにより，飛び出しの位置・量を正確に把握できるようにした。また 紙粉 検査では，その形態よ
り「毛羽立ち」と「粒」に分類し，毛羽立ちは存在することによって生じる模様を画像処理のテクスチャー解析
を用いて面の状態を定量化し，粒は照明の照射方向から生じる特性を利用して正確に粒を抽出し面積の大小を評
価した。
開発した技術を用いた外観品質検査装置を，小判リーム用４ラインと大判スキッド用２ラインに納入し稼動し
ている。いずれの装置も要員効率化と不良品流出防止の観点から，高い評価を受けている。これらの装置は 折
れ
飛び出し・不揃い 紙粉 の不良を検出するようになっているが，今後は確立した検出技術や実機化の過
程で得られた様々なノウハウをベースに，検出項目を絞ったより簡易な装置の提供を検討している。
（本文２
６ページ）

佐々木賞受賞講演

石灰キルンにおける燃料使用量削減対策
太平洋エンジニアリング株式会社 コンサルティング部
鈴木英人

太平洋エンジニアリング㈱は，セメント関連のエンジニアリング会社として，セメントキルンにおける省エネ
ルギー対策を長年実施し，キルン運転における省エネルギー技術を蓄積してきた。
製紙会社における生石灰キルンでは，各社独自で種々の燃料使用量削減対策を実施してきており，一定の効果
は得られているものの，大きな燃料使用量削減効果が見られていない状況である。
そこで，弊社が保有しているキルン運転における省エネルギー技術に基づき，キルンバーナとクーラを併せて
キルン燃焼装置として考え，キルンバーナ更新とともにキルン運転，並びにクーラ運転を最適化する以下の総合
的な燃料使用量削減対策を実施した結果，燃料使用量の１３〜１５％ 削減を達成した。
１） キルン調査の実施：現状運転状態を把握すると共に，現状の問題点を明確にし，各キルン毎の最適な燃料
使用量削減対策を立案する。
２） キルンバーナ更新：弊社式 TMP バーナ（Taiheiyo Multi Purpose バーナ）の導入し，１次空気量の低
減と燃焼性の改善を実施した。
３） クーラの運転調整：クーラ熱回収効率の改善として，冷却風量制御とグレート速度制御を実施した。
４） キルン運転調整：窯尻 O２ 濃度管理の最適化，キルン内原料充填率の最適化と窯尻散水量の低減を実施し
た。
（本文３
１ページ）
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小判紙山外観検査装置の導入経験
王子製紙株式会社 日南工場施設部電気計装課
内田雅己

小判カッターで断裁され一定枚数積み上げられた紙山（リーム）の外観チェックは，従来，オペレータによる
目視監視によりおこなっていた。しかし，目視監視では異常を見落とす恐れがあり，またオペレータが監視要員
として固定されてしまうため操業効率が悪かった。一方，製品品質へのユーザーの要求は高まる一方であり，従
来の目視による検査ではユーザーの要求をクリアするのが難しくなっていた。
そこで，操業効率の改善，検査能力の向上を目的とし，外観検査装置の製造で実績のある JFE 電制㈱殿と，小
判紙山外観検査装置の共同開発をおこなった。
２０
０
４年から開発に取り組み，２
００
６年末より順次，日南工場の各小判カッターへ導入していったところ，安定
した検査精度を発揮しており，現在では操業に不可欠な検査装置となっている。
本稿では，当検査装置の概要と設置効果，稼働後のトラブル事例等について報告する。
（本文３
７ページ）

苛性化キルン オイルコークス燃料転換設備の導入と操業経験
日本製紙株式会社 秋田工場
闍頏 満

日本製紙㈱秋田工場は，KP 苛性化工程において，１基のロータリーキルン（φ３．
６m×８５mL）を有してい
る。当工場では，２０
０
８年に石炭ボイラーが稼働したことにより，最大の重油使用設備は苛性化キルンとなり，さ
らなる重油使用の削減を目的として，オイルコークス燃料転換設備を導入した。
本設備は，全社で初の本格稼働であったため，過去の不具合箇所と現設備の徹底的な比較，メーカー経験や他
社調査を実施し設備的に反映させるなど，事前に懸念事項を抽出し，それに対する対策を講じて設備導入に至っ
た。
２０
１
３年６月にオイルコークス燃料転換設備稼働し，初期問題を早期に解決し，概ね７
５％ 前後の混焼率を維持
しており，順調に操業できている。
しかし，１０月にロット変更に伴うオイルコークスの成分変化で，NOx 上昇の問題が発生した。対策として，
キルン燃焼空気量の最適化及び，オイルコークス製品粒径のコントロールをすることで，NOx 低減を図り，混
焼率の維持に努めた。また，懸念事項でもあった搬送系詰りトラブルが冬季に発生し，オイルコークス風乾室の
使用，最も詰りやすい箇所であるバケットコンベア落口の詰り対策を実施することで解消された。
本稿では，オイルコークス燃料転換設備の導入までの経緯と稼働１年間の操業経験について報告する。
（本文４
３ページ）

日本再興戦略（成長戦略の改訂版）とセルロースナノファイバー
経済産業省
渡邉政嘉

アベノミクス「三本の矢」により始まりつつある経済の好循環を一過性のものに終わらせず，持続的な成長軌
道につなげるべく，平成２
６年６月２
４日に「日本再興戦略」改訂２
０１４が閣議決定された。
今回の改訂では，昨年の成長戦略で残された課題としていた，労働市場改革，農業の生産性拡大，医療・介護
分野の成長産業化等の分野にフォーカスして，解決の方向性を提示された。
その中でも，セルロースナノファイバーに関する研究開発の推進は明示的に記述されている。
そして，セルロースナノファイバーの研究開発の推進が成長戦略に位置づけられたことを受け，経済産業省，
農林水産省，環境省等が中心となった関係省庁連絡会議が創設された。また産学官で構成されるコンソーシアム
であるナノセルロースフォーラムの参加機関等は２００を超えた。
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様々な取り組みが一斉に動き出し，２
０
１４年は「ナノセルロース元年」として位置づけられたとも言える。今
後は，セルロースナノファイバーの社会実装をさらに進めるために，国際標準化活動を我が国が主導して戦略的
に進めてゆくことも重要な一つのテーマとなる。
（本文４
８ページ）

セルロースナノファイバーの製造とシート化技術
王子ホールディングス株式会社 イノベーション推進本部 革新事業推進センター インキュベーション推進室
伏見速雄

セルロースナノファイバー（CNF）は木質パルプなどを微細化して製造される直径３〜４nm，長さサブミク
ロン〜数μm の繊維である。
パルプの微細化による CNF の製造においては，単に機械的なせん断力を加えるだけでは，繊維同士の強固な
水素結合のため，微細化に必要なエネルギーが大きく，得られる CNF も不均一となる問題があった。当社では，
パルプの微細化処理を容易にするため，酸化，エステル化などの化学前処理法を開発してきた。化学処理により
CNF の繊維径，繊維長のほか，表面性（カチオン化，アニオン化，疎水化，機能性官能基導入など）を制御で
き，用途に合わせた CNF の製造が可能である。当社はこれらの CNF の様々な用途への適用を検討している。
当社では化学処理により得られた繊維径４nm の CNF を使用し，CNF 透明シートを連続的に製造することに
成功した。CNF 透明シートは全光線透過率９
０％，ヘーズ１％ 以下と高い透明性を示すほか，優れた機械的性質，
有機溶剤耐性，フレキシブル性などのユニークな特性を有している。これらの特性から，フレキシブル有機 EL
ディスプレイ，折りたためる太陽電池，フレキシブル TFT 基板等への用途展開が考えられる。
CNF と樹脂エマルジョンの混抄シートを樹脂と混練することで，CNF 樹脂コンポジットの製造にも成功して
いる。樹脂エマルジョンが脱水時に起こる CNF の凝集を阻害することで，CNF の樹脂中での分散性を向上さ
せることができる。PE と CNF のコンポジットでは，CNF２
０％ 含有時に弾性率が２．
８倍，強度は２．
２倍に増
大した。
（本文５
０ページ）

セルロースナノファイバーの実用化に向けた検討
日本製紙株式会社 研究開発本部 CNF 事業推進室
河崎雅行

セルロースナノファイバー（CNF）の製造および用途開発に関する実用化検討が世界的に行われている。
CNF はその大きな比表面積により触媒や吸着剤としての利用，熱膨張が小さく，軽量・高強度であることを
活かして樹脂や塗料などに配合することにより高機能化が図れるなど，これまでにない新しいバイオマス素材と
して実用化が期待されている。当社の CNF の製造方法は，TEMPO と呼ばれる有機触媒を用いてパルプを化学
変性することを特徴としており，これにより低い解繊エネルギーでパルプをナノレベルで均一に微細化すること
が可能である。当社は実用化に向けて岩国工場に実証生産設備に設置したが（平成２
５年１
０月），本設備は年間
生産能力３０トン以上で化学処理による CNF を一貫生産する国内初の本格設備である。
TEMPO 酸化 CNF の特徴として，
１） 表面に高密度のカルボキシル基を有する
２） 幅が３〜４nm で長さ数百 nm から数μm と高アスペクト比である
３） 高い結晶化度（７
５〜９
５％）を有する
などが挙げられる。
これを用いて作製した自立フィルムおよび塗工フィルムは，①高い光学透明性，②石英ガラス並みに低い線熱
膨張率，③高いガスバリア性，④高結晶性ナノファイバー集合体による高強度・高弾性率などの特長を有してい
る。これらの特長を利用して様々な用途開発を行っており，日用品，化粧品，塗料など流動性を有する製品への
添加剤としての利用，紙やフィルムに塗工または内添して複合化することでガスバリア性や耐熱性などシートの
２
０
１
５年１月
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機能性の向上を目的とした利用，樹脂，ゴム，塗料等と複合化することで強度や耐熱性の向上を目的とした利用
などである。
産業用素材として早期に実用化するためには，CNF の量産化技術の開発と同時に CNF を利用するユーザー
との連携をさらに強化して用途開発を推進する必要がある。また，CNF の品質規格や安全性の評価については
企業単独での対応が困難な面もあり，これに対しては大学や公的研究機関との連携が不可欠である。
（本文５
４ページ）

パルプ工程における停機事故削減の取組
北上ハイテクペーパー株式会社 パルプ製造部原質課
元澤尚信

平成１７年に三菱製紙㈱から分社・独立した北上ハイテクペーパー㈱では，創業以来岩手県内産を中心に広葉
樹の国産パルプを製造し，写真用原紙，衛生用紙を生産している。
近年，北上ハイテクペーパー㈱では設備投資抑制の中で，固定費削減等さらなるコストダウンや作業効率改善
を日々追求しているが，老朽化したパルプ製造工程の設備的な要因による停機事故が多発していた。突発的なマ
シン停機は対象機器の損傷程度だけでなく，運休転の操業ロス，後工程の生産調整等，工場全体で発生するロス
は計り知れない。
場内設備の設計，保全・補修業務（工務部門）を担っている三菱製紙エンジニアリング㈱と共に，近年発生し
ている設備事故の要因分析を行った結果，腐食・劣化配管の洩れ，各機器の軸受不良に起因した事故が多いこと
が判った。そこで，製造担当と保全担当で一体となり，事故発生原因を究明したところ，老朽化配管の監視不十
分による腐食・劣化が上げられた。この他にも，保全技能伝承不足，保全作業項目の未実施，製造担当と保全担
当との情報交換不足 等様々な原因が確認できた。
そこで以下４テーマを中心に，設備事故削減に対する取り組みや，仮に設備トラブルが発生した場合でも最小
限に抑える取り組みを実施してきた。
１） 老朽化配管管理表にもとづく計画的な部分更新の実施
２） 相互点検の実施による設備異常の早期発見と保全担当のレベルの標準化
３） 予兆カードの導入による情報共有化
４） 給油作業の効率アップによる保全効率改善
その結果，パルプ工程の設備事故件数及び設備事故による停機時間は本取り組み開始時の平成１
９年時には１
６
件，５
７．
１時間だったが，平成２
５年には４件，２
０時間となり，どちらも７
０％ 程度削減することができた。本取
り組みは有効であったと判断し現在も継続中であり，老朽化したパルプ工程の安定生産を目指している。
本報では設備事故削減への取り組み項目について実例を交えながら，報告する。
（本文５
８ページ）

多層抄きライナーマシンでのワイヤーシェーキング装置の
操業経験
王子マテリア株式会社 釧路工場
鷲見直樹

近年，古紙配合率増加に伴う紙力低下を補うため，内添紙力増強剤の添加が必須となっているが，特に高添加
域での紙力向上効果の発現が難しくなってきており，紙力増強剤とクラフトパルプの増配によってコストアップ
となっている。
今回，国内の多層抄きライナーマシンでは実用例の無かった「ワイヤーシェーキング装置」を初めて導入する
ことにより，地合改善による紙力向上及び紙力増強剤・クラフトパルプの減配効果が得られた。
地合改善効果は，高坪量ほど高い傾向を示し，坪量２
８０g／m２ で３０％ 向上した。改善効果はシェーキングス
トロークと周波数が最大の時に最も高い結果となった。
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また，破裂強度も高坪量ほど向上効果が高く坪量２８０g／m２ で４％ 向上した。これは，地合改善効果と同様の
結果であり，改めて地合改善と破裂強度向上の関係を明確に確認した。
（本文６
３ページ）

国内最高線圧 板紙マシンへのハイニップシュープレス
導入による省エネ事例
レンゴー株式会社 八潮工場 製紙部 製紙課
加藤昭雄

近年，環境に対する企業活動の重要性が求められており，また化石エネルギーが高騰し続ける中，エネルギー
使用量削減への取組みが企業にとっての最重要課題である。
省エネに取り組む中，製紙工場で使用するエネルギーの大半を占めるドライヤーの蒸気使用量を削減すること
を目的に，八潮工場の中芯原紙マシンである１号抄紙機では，プレス出口で最大限のドライネスを得るため海外
で数多くの実績があるハイニップシュープレスを導入し，大幅な蒸気使用量の削減が図れた。
今回の改造を行う際，現在のプレスデザインの主流であるタンデムシュープレスまたはトライニッププレスも
検討したが，
『プレス出口水分４６％ 以下』を実現するために，中芯専抄マシンとしては設置例が少ない No．
４プ
レスとしてハイニップシュープレスを設置した。
本稿では，改造工事の概要および改造後の省エネ効果について報告する。
（本文６
８ページ）
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０
１
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